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但馬　最初に、久保さんから、トークセッション1とトークセッショ
ン 2 を含めた、全体の感想をお聞かせいただいてもよろしいで
すか。

久保室長　環境政策室長をしております久保と申します。今日は
ご来場いただきまして、ありがとうございました。非常に面白かっ
たです。生物多様性については、これからいろんなチャンスで
もあると信じています。ただ、今日も何回か出てきましたが、伝
えることの難しさがあると思います。伝えることさえできれば、企
業経営に統合しやすくなるでしょうが、そこの難しさが非常に大
きいと感じます。
　先ほどのブロックチェーンの話も興味深く聞いていました。今
日、皆さまがどのぐらい面白いと思ってくださり、それをどの程度、
持ち帰って具体的なアクションにつなげようと思ってもらえるか、
それが鍵かなと感じました。

橋本　ありがとうございます。私が非常に印象的だったのはトー
クセッション 2 です。最初の私の発表、あるいはその後のビジ
ネスの話を中心に考えていると、生産者や農山漁村で生活をし
ている人たちの生活をどう支えるのかという部分が、なかなか見
えてこないところだったのですが、トークセッション 2 でスポット
があてられていました。
　生物多様性保全をしながら、あるいは環境保全しながら、い
かにしてそこで暮らし、生活の基盤を作っていくのか。そういう
ところに今の新しい技術が貢献しうる、新しい価値観を育んでい
く余地があるという点が非常に印象的でした。

河口　高付加価値に関する話にも非常に刺激を受けたのです
が、全体を通じて感じるのは、私たちの生活の外に生物多様性
があると、みんな思っているのかなという疑問です。私は、いろ
いろなところで話をする機会があるのですが「環境問題に取り組
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んであげている」といった姿勢を感じるときがあります。「地球
に優しく」と言われても、地球誕生からの 46 億年を 1 年に置き
換えると、1 万年という人間の農耕生活なんていうのは最後の 1
分。産業革命以降の今の暮らしなんて、1 秒とか 2 秒です。地
球からしたら大した問題ではないと考えている節もあるのかなと
感じます。
　翻して考えてみれば、地球が 46 億年かけて今の状況を作って
くれたから人間は生きられるんです。私たちの歴史は、それぞ
れの地域にある生物多様性をいかに存続させながら暮らしてい
くかの集積でしかありません。46 億年の 250 年ぐらい気にしな
くてもどうにかなるとか、都会と農村地域が離れた結果、経済が
世界の中心みたいに思い込んでいるとか、すごく危ないなと思っ
ています。
　農業の高付加価値化に関しては、これだけ異常気象が続いて
いると、高付加価値化どころか食糧危機が到来してもおかしくな

いのかなという気さえしています。今、アフリカはバッタの大群
に襲われています。1,200 万人が餓死するかもしれないとさえ囁
かれています。これだけ異常気象が多くなると、農産物を生産
できなくなるリスクが出てきます。企業は既に、農産物の生産に
関して影響を受けています。
　3 年前に私が書いたコラムの中で、ポテトチップと阿闍梨餅
にふれました。2017 年、北海道で大雨が降ってジャガイモが採
れなくなったことがありました。日本のポテトチップメーカーは
「国産」にこだわっていたがために減産せざるを得なくなりまし
た。
　同様に、丹波の黒豆で作っている京都で有名な阿闍梨餅も異
常気象で原料が採れなくなり、週に一度の減産を余儀なくされ
ました。どちらも嗜好品だから生活に支障をきたすことはありま
せんでしたが、異常気象による減産のリスクも考えると、生物多
様性は大事にしなければなりません。農産物の高付加価値どこ
ろではすまなくなる可能性があります。
　とはいえ、高付加価値の観点で考えるなら、私は今後見据え
なければならないのは、先ほどのお話にもあった京都の老舗料
亭モデルだと思います。老舗の料亭は、無闇に店を増やしません。
無計画に増やすと質が落ちるからです。1 つの店舗で最高級の
サービスと味を提供しています。ここに関わっているステークホ
ルダー、板前さんも、業者さんも、お客さんも、みんなハッピー
になっている。
お金が回るから、それ以上増やさなくてもいいんです。農業に
ついても同じことが言えて、やたらと農家を増やそうとするので
はなく、うまくお金を回して、みんながハッピーになるような仕
組みに切り替えていかなければならないと思います。
　先ほどもお話があったように、農業は個別でそれぞれ違うの
に単一化して増やす、つまり工業化しようとするからうまくいか
ないのです。今までは自然環境にゆとりがあったから、農業の
大規模化を受け入れられてきました。しかし、それができなくなっ
たときのことを考えて逆に転換をしていく。そのためには、多様
性というものをいかに生かしていくかという視点が大事かなと感
じました。

久保　今、持続可能な生産消費のあり方検討会というのをやっ
ているのですが、生産と消費に危機があると感じて立ち上げまし
た。キュウリ1本が目の前にあったとして、その生産背景、例えば、

どこで採れたかとか、誰がどうやって作っているとかが見えてこ
ない。お金を払ってキュウリを得るという、非常に単純化してい
るところに問題があります。
　まさに生物多様性も同じです。生物多様性を大事にしながら
生産している農家が作ったキュウリも、生物多様性をまったく考
慮せずに作ったキュウリも、その差が見えてきません。やはり「伝
える」というのがキーワードの一つなのかなと思いました。

但馬　リスクをどうチャンスにするかというのが、トークセッショ
ン2においてテーマとなりましたが、生物多様性に関していうと、
リスクがまだまだ知られていないからこそ、可視化していく必要
があるという話がありました。可視化することによって生物多様
性が自分ごとになっていき、それによって今度はチャンスと捉え
る人が出てくる。本日参加していただいた皆さまのような人たち
がビジネスチャンスとして捉えて挑戦してくれます。その際にテク
ノロジーを活用するという構図があると思います。
　では誰が挑戦するのかといったときに、いわゆる農家の立場
で挑戦してらっしゃる。いやでも挑戦というのはそこにジョインし
て、要は自分として。母としてなのか、それとも妻としてなのか、
どのプレーヤーでも挑戦は始まるんですが。そういう意味で言う
と、ご自身の挑戦として今やられている物語が、ずっとあったん
だろうなと思っています。どうしても遠くなりがちな話を、もう少
し現実的なほうに戻して話を振りたいなと思います。大津さん、
いかがでしょうか？
 
大津　先ほど農村の暮らしを支えるとの発言がありましたが、む
しろ支えているのは農家の方なんです。もともと生物多様性は本
当に宝庫のようにあって、そこに幸か不幸か、人間という存在が
現れて生物多様性に危機をもたらしながら日々暮らしはじめまし
た。地球の自然の懐が深いので、私たち人間の手が入っても、
なお半自然と呼べるような里山などの新しい生態系を生み出して
くれました。その恩恵で私たちは農産物を作っているわけです。
ただ危機として感じるのは、農業サイドで生物多様性に関する
高い意識を持っている人は少ないという事実です。何が悪いど
ちらが正しいという問題ではなく、教育に格差があるのかと思う
ことがあります。

　先ほどから、消費者が求めるものを作るのが生産者であり、
それは工業であろうが農業であろうが変わらないという意見が出
ております。農業に関していえば、求められてない、もしくは生
産に対してインセンティブがない状況なので、私は先祖代々農
家を営んでいる先輩、先人たちを本当に尊敬しています。すご
い技術者だなと思います。けれども、生物多様性を意識して農
業を営んでいる農家は、今の日本にはほとんどいないと思って
います。
　私は、ドイツで 3 年半暮らしていました。ドイツの片田舎へ
遊びに行ったとき、現地で暮らす男性が「この景観、この生態
系を維持しているのは俺だから」といった趣旨の話をしてくれま
した。ドイツ国民がみんな環境に対して高い意識を持っている
のかなと思いましたが、ドイツの農林水産省にあたる「連邦食糧・
農業省」が補助金を出すときに、有機栽培や粗放栽培といった
環境に悪影響を与えないとされている農法を実践している人が
優先されるようです。それが 20 年以上の年月を費やして、農家
の意識を変えたという現状があります。
　逆に生態系への配慮を重視するあまり、農産物を生産すると
いう本来の機能に対する役割が軽視されているとは言いません
が、優先順位が低いと指摘する声もあります。そもそも農家は
農産物を作るのが生業です。ヨーロッパの施策には「サステナ
ブル」が行き過ぎているという現実も見え隠れしています。
　とはいえ、日本とヨーロッパとでは、気候が異なります。自然
を制することができるヨーロッパに比べ、モンスーン気候の日本
では、いかに自然によるインパクトを減らすかが最初にあります。
日本で有機農業をしていたら草との戦いです。本当に飽くなき草
との戦いです。でも、それを理解したうえで、「私たちがこの地
球という場を借りて、食べていくうえでやることなんだ」と、胸
を張れる農家仲間が増えたらいいなと思います。

但馬　最後になりますが、何か一言ずついただけたらなと思い
ます。以前も話したことですが、デビット・ブラウワーという人
が「死んだ地球にはどんなビジネスも成立しない」という言葉
を残しています。ここに登壇している皆さまも何かしらビジネス
を営んでいる、あるいはビジネスのサービスを受けて生きてい
る方々です。今日を締めくくる形で自分の立場というよりも、個

人としてこの言葉をギフトにして終わりたいみたいな一言をいた
だければ幸いです。受け取った人たちが同じ地球の中で生きて
いる一員として、新たなチャレンジに歩み出してくれればいいか
なと思っています。

大津　自然界の大原則として、変われるものしか生き残れない
というのがあります。生物としての種であろうが企業であろうが
農家であろうが、そのときの状況に応じて変わっていくだけのこ
となのかなというのが個人的な感想です。

久保　今日の第 1 部での阿部さんの話。何をリスクと呼んでい
るのかについてですが、私にとってのリスクは生物多様性を失う
こと。生物多様性は農林水産業、そして食品産業の基盤そのも
のです。これが失われては生業が成り立ちません。これだけは
みんなと共有しておきたいです。
　そのうえで、先ほどの話にありましたネスレさんが企業責任と
して調達責任を果たされているという事実。グローバルな世界
なので、いずれ日本の企業にも対応が求められていくと思いま
す。それはある意味リスクでもあるし、ある意味チャンスでもあ
ると思っています。その取り組みの全体で、生物多様性が豊か
になって、日本の食品産業と農林水産業が豊かになる。こういう
図式を目指していきたいと考えています。

河口　こういう場でお話しをする際、「会場の皆さんはどういう
立場で来ていますか？」と質問することがあります。いつも企業、
研究者、NGO などいろんな立場の人がいますが、消費者の立
場として参加した人がいるかと尋ねても、女性しか手を挙げませ
ん。やはり食というのはビジネスでもありますが、それ以前にす
べての人間にとっての基本です。食べ物はどこからもらっている
のかというと、この大自然の恵みでしかないです。だからこその
原点。儲けの手段だけではなくて、食のありがたさを最初に考
えると、もっといろんな技術や戦術的な話がいい方向にいくかな
と思っています。

橋本　いま気候変動で起きていることは、いずれ生物多様性や
ビジネスにも起きるであろうと私も確信しています。枠組みがで
きたところに、生物多様性の情報を付加していくという、企業の
財務情報開示も、非常にやりやすくなってくると思うので、恐ら
く今後、10 年 20 年で進んでいくのだろうなと認識しながら仕事
をしているところです。
　今日は本当に、グローバルなレベルの話から、国内での農業
生産の話、個別の地域、農業者の方の話までありましたが、そ
れぞれ解釈の仕方や受け取った印象は、違うと思いますが、ぜ
ひとも、何かの新しい行動に、つなげていただきたいなと思い
ます。

但馬　最初にお話ししたとおり、パートナーシップ17というのは、
とても大きな課題です。この大きな課題は、1 人や 1 社では解
決できないテーマ。ぜひみんなで一緒になって解決していける
ような取り組みにしたいなと思っています。ご登壇いただいた方
に、拍手をして終わりたいと思います。皆さん、どうもありがと
うございました。
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ない。お金を払ってキュウリを得るという、非常に単純化してい
るところに問題があります。
　まさに生物多様性も同じです。生物多様性を大事にしながら
生産している農家が作ったキュウリも、生物多様性をまったく考
慮せずに作ったキュウリも、その差が見えてきません。やはり「伝
える」というのがキーワードの一つなのかなと思いました。

但馬　リスクをどうチャンスにするかというのが、トークセッショ
ン2においてテーマとなりましたが、生物多様性に関していうと、
リスクがまだまだ知られていないからこそ、可視化していく必要
があるという話がありました。可視化することによって生物多様
性が自分ごとになっていき、それによって今度はチャンスと捉え
る人が出てくる。本日参加していただいた皆さまのような人たち
がビジネスチャンスとして捉えて挑戦してくれます。その際にテク
ノロジーを活用するという構図があると思います。
　では誰が挑戦するのかといったときに、いわゆる農家の立場
で挑戦してらっしゃる。いやでも挑戦というのはそこにジョインし
て、要は自分として。母としてなのか、それとも妻としてなのか、
どのプレーヤーでも挑戦は始まるんですが。そういう意味で言う
と、ご自身の挑戦として今やられている物語が、ずっとあったん
だろうなと思っています。どうしても遠くなりがちな話を、もう少
し現実的なほうに戻して話を振りたいなと思います。大津さん、
いかがでしょうか？
 
大津　先ほど農村の暮らしを支えるとの発言がありましたが、む
しろ支えているのは農家の方なんです。もともと生物多様性は本
当に宝庫のようにあって、そこに幸か不幸か、人間という存在が
現れて生物多様性に危機をもたらしながら日々暮らしはじめまし
た。地球の自然の懐が深いので、私たち人間の手が入っても、
なお半自然と呼べるような里山などの新しい生態系を生み出して
くれました。その恩恵で私たちは農産物を作っているわけです。
ただ危機として感じるのは、農業サイドで生物多様性に関する
高い意識を持っている人は少ないという事実です。何が悪いど
ちらが正しいという問題ではなく、教育に格差があるのかと思う
ことがあります。

　先ほどから、消費者が求めるものを作るのが生産者であり、
それは工業であろうが農業であろうが変わらないという意見が出
ております。農業に関していえば、求められてない、もしくは生
産に対してインセンティブがない状況なので、私は先祖代々農
家を営んでいる先輩、先人たちを本当に尊敬しています。すご
い技術者だなと思います。けれども、生物多様性を意識して農
業を営んでいる農家は、今の日本にはほとんどいないと思って
います。
　私は、ドイツで 3 年半暮らしていました。ドイツの片田舎へ
遊びに行ったとき、現地で暮らす男性が「この景観、この生態
系を維持しているのは俺だから」といった趣旨の話をしてくれま
した。ドイツ国民がみんな環境に対して高い意識を持っている
のかなと思いましたが、ドイツの農林水産省にあたる「連邦食糧・
農業省」が補助金を出すときに、有機栽培や粗放栽培といった
環境に悪影響を与えないとされている農法を実践している人が
優先されるようです。それが 20 年以上の年月を費やして、農家
の意識を変えたという現状があります。
　逆に生態系への配慮を重視するあまり、農産物を生産すると
いう本来の機能に対する役割が軽視されているとは言いません
が、優先順位が低いと指摘する声もあります。そもそも農家は
農産物を作るのが生業です。ヨーロッパの施策には「サステナ
ブル」が行き過ぎているという現実も見え隠れしています。
　とはいえ、日本とヨーロッパとでは、気候が異なります。自然
を制することができるヨーロッパに比べ、モンスーン気候の日本
では、いかに自然によるインパクトを減らすかが最初にあります。
日本で有機農業をしていたら草との戦いです。本当に飽くなき草
との戦いです。でも、それを理解したうえで、「私たちがこの地
球という場を借りて、食べていくうえでやることなんだ」と、胸
を張れる農家仲間が増えたらいいなと思います。

但馬　最後になりますが、何か一言ずついただけたらなと思い
ます。以前も話したことですが、デビット・ブラウワーという人
が「死んだ地球にはどんなビジネスも成立しない」という言葉
を残しています。ここに登壇している皆さまも何かしらビジネス
を営んでいる、あるいはビジネスのサービスを受けて生きてい
る方々です。今日を締めくくる形で自分の立場というよりも、個

人としてこの言葉をギフトにして終わりたいみたいな一言をいた
だければ幸いです。受け取った人たちが同じ地球の中で生きて
いる一員として、新たなチャレンジに歩み出してくれればいいか
なと思っています。

大津　自然界の大原則として、変われるものしか生き残れない
というのがあります。生物としての種であろうが企業であろうが
農家であろうが、そのときの状況に応じて変わっていくだけのこ
となのかなというのが個人的な感想です。

久保　今日の第 1 部での阿部さんの話。何をリスクと呼んでい
るのかについてですが、私にとってのリスクは生物多様性を失う
こと。生物多様性は農林水産業、そして食品産業の基盤そのも
のです。これが失われては生業が成り立ちません。これだけは
みんなと共有しておきたいです。
　そのうえで、先ほどの話にありましたネスレさんが企業責任と
して調達責任を果たされているという事実。グローバルな世界
なので、いずれ日本の企業にも対応が求められていくと思いま
す。それはある意味リスクでもあるし、ある意味チャンスでもあ
ると思っています。その取り組みの全体で、生物多様性が豊か
になって、日本の食品産業と農林水産業が豊かになる。こういう
図式を目指していきたいと考えています。

河口　こういう場でお話しをする際、「会場の皆さんはどういう
立場で来ていますか？」と質問することがあります。いつも企業、
研究者、NGO などいろんな立場の人がいますが、消費者の立
場として参加した人がいるかと尋ねても、女性しか手を挙げませ
ん。やはり食というのはビジネスでもありますが、それ以前にす
べての人間にとっての基本です。食べ物はどこからもらっている
のかというと、この大自然の恵みでしかないです。だからこその
原点。儲けの手段だけではなくて、食のありがたさを最初に考
えると、もっといろんな技術や戦術的な話がいい方向にいくかな
と思っています。

橋本　いま気候変動で起きていることは、いずれ生物多様性や
ビジネスにも起きるであろうと私も確信しています。枠組みがで
きたところに、生物多様性の情報を付加していくという、企業の
財務情報開示も、非常にやりやすくなってくると思うので、恐ら
く今後、10 年 20 年で進んでいくのだろうなと認識しながら仕事
をしているところです。
　今日は本当に、グローバルなレベルの話から、国内での農業
生産の話、個別の地域、農業者の方の話までありましたが、そ
れぞれ解釈の仕方や受け取った印象は、違うと思いますが、ぜ
ひとも、何かの新しい行動に、つなげていただきたいなと思い
ます。

但馬　最初にお話ししたとおり、パートナーシップ17というのは、
とても大きな課題です。この大きな課題は、1 人や 1 社では解
決できないテーマ。ぜひみんなで一緒になって解決していける
ような取り組みにしたいなと思っています。ご登壇いただいた方
に、拍手をして終わりたいと思います。皆さん、どうもありがと
うございました。
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但馬　最初に、久保さんから、トークセッション1とトークセッショ
ン 2 を含めた、全体の感想をお聞かせいただいてもよろしいで
すか。

久保室長　環境政策室長をしております久保と申します。今日は
ご来場いただきまして、ありがとうございました。非常に面白かっ
たです。生物多様性については、これからいろんなチャンスで
もあると信じています。ただ、今日も何回か出てきましたが、伝
えることの難しさがあると思います。伝えることさえできれば、企
業経営に統合しやすくなるでしょうが、そこの難しさが非常に大
きいと感じます。
　先ほどのブロックチェーンの話も興味深く聞いていました。今
日、皆さまがどのぐらい面白いと思ってくださり、それをどの程度、
持ち帰って具体的なアクションにつなげようと思ってもらえるか、
それが鍵かなと感じました。

橋本　ありがとうございます。私が非常に印象的だったのはトー
クセッション 2 です。最初の私の発表、あるいはその後のビジ
ネスの話を中心に考えていると、生産者や農山漁村で生活をし
ている人たちの生活をどう支えるのかという部分が、なかなか見
えてこないところだったのですが、トークセッション 2 でスポット
があてられていました。
　生物多様性保全をしながら、あるいは環境保全しながら、い
かにしてそこで暮らし、生活の基盤を作っていくのか。そういう
ところに今の新しい技術が貢献しうる、新しい価値観を育んでい
く余地があるという点が非常に印象的でした。
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があると、みんな思っているのかなという疑問です。私は、いろ
いろなところで話をする機会があるのですが「環境問題に取り組
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に優しく」と言われても、地球誕生からの 46 億年を 1 年に置き
換えると、1 万年という人間の農耕生活なんていうのは最後の 1
分。産業革命以降の今の暮らしなんて、1 秒とか 2 秒です。地
球からしたら大した問題ではないと考えている節もあるのかなと
感じます。
　翻して考えてみれば、地球が 46 億年かけて今の状況を作って
くれたから人間は生きられるんです。私たちの歴史は、それぞ
れの地域にある生物多様性をいかに存続させながら暮らしてい
くかの集積でしかありません。46 億年の 250 年ぐらい気にしな
くてもどうにかなるとか、都会と農村地域が離れた結果、経済が
世界の中心みたいに思い込んでいるとか、すごく危ないなと思っ
ています。
　農業の高付加価値化に関しては、これだけ異常気象が続いて
いると、高付加価値化どころか食糧危機が到来してもおかしくな

いのかなという気さえしています。今、アフリカはバッタの大群
に襲われています。1,200 万人が餓死するかもしれないとさえ囁
かれています。これだけ異常気象が多くなると、農産物を生産
できなくなるリスクが出てきます。企業は既に、農産物の生産に
関して影響を受けています。
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た。
　同様に、丹波の黒豆で作っている京都で有名な阿闍梨餅も異
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ん。やはり食というのはビジネスでもありますが、それ以前にす
べての人間にとっての基本です。食べ物はどこからもらっている
のかというと、この大自然の恵みでしかないです。だからこその
原点。儲けの手段だけではなくて、食のありがたさを最初に考
えると、もっといろんな技術や戦術的な話がいい方向にいくかな
と思っています。

橋本　いま気候変動で起きていることは、いずれ生物多様性や
ビジネスにも起きるであろうと私も確信しています。枠組みがで
きたところに、生物多様性の情報を付加していくという、企業の
財務情報開示も、非常にやりやすくなってくると思うので、恐ら
く今後、10 年 20 年で進んでいくのだろうなと認識しながら仕事
をしているところです。
　今日は本当に、グローバルなレベルの話から、国内での農業
生産の話、個別の地域、農業者の方の話までありましたが、そ
れぞれ解釈の仕方や受け取った印象は、違うと思いますが、ぜ
ひとも、何かの新しい行動に、つなげていただきたいなと思い
ます。

但馬　最初にお話ししたとおり、パートナーシップ17というのは、
とても大きな課題です。この大きな課題は、1 人や 1 社では解
決できないテーマ。ぜひみんなで一緒になって解決していける
ような取り組みにしたいなと思っています。ご登壇いただいた方
に、拍手をして終わりたいと思います。皆さん、どうもありがと
うございました。
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但馬　最初に、久保さんから、トークセッション1とトークセッショ
ン 2 を含めた、全体の感想をお聞かせいただいてもよろしいで
すか。

久保室長　環境政策室長をしております久保と申します。今日は
ご来場いただきまして、ありがとうございました。非常に面白かっ
たです。生物多様性については、これからいろんなチャンスで
もあると信じています。ただ、今日も何回か出てきましたが、伝
えることの難しさがあると思います。伝えることさえできれば、企
業経営に統合しやすくなるでしょうが、そこの難しさが非常に大
きいと感じます。
　先ほどのブロックチェーンの話も興味深く聞いていました。今
日、皆さまがどのぐらい面白いと思ってくださり、それをどの程度、
持ち帰って具体的なアクションにつなげようと思ってもらえるか、
それが鍵かなと感じました。

橋本　ありがとうございます。私が非常に印象的だったのはトー
クセッション 2 です。最初の私の発表、あるいはその後のビジ
ネスの話を中心に考えていると、生産者や農山漁村で生活をし
ている人たちの生活をどう支えるのかという部分が、なかなか見
えてこないところだったのですが、トークセッション 2 でスポット
があてられていました。
　生物多様性保全をしながら、あるいは環境保全しながら、い
かにしてそこで暮らし、生活の基盤を作っていくのか。そういう
ところに今の新しい技術が貢献しうる、新しい価値観を育んでい
く余地があるという点が非常に印象的でした。

河口　高付加価値に関する話にも非常に刺激を受けたのです
が、全体を通じて感じるのは、私たちの生活の外に生物多様性
があると、みんな思っているのかなという疑問です。私は、いろ
いろなところで話をする機会があるのですが「環境問題に取り組

んであげている」といった姿勢を感じるときがあります。「地球
に優しく」と言われても、地球誕生からの 46 億年を 1 年に置き
換えると、1 万年という人間の農耕生活なんていうのは最後の 1
分。産業革命以降の今の暮らしなんて、1 秒とか 2 秒です。地
球からしたら大した問題ではないと考えている節もあるのかなと
感じます。
　翻して考えてみれば、地球が 46 億年かけて今の状況を作って
くれたから人間は生きられるんです。私たちの歴史は、それぞ
れの地域にある生物多様性をいかに存続させながら暮らしてい
くかの集積でしかありません。46 億年の 250 年ぐらい気にしな
くてもどうにかなるとか、都会と農村地域が離れた結果、経済が
世界の中心みたいに思い込んでいるとか、すごく危ないなと思っ
ています。
　農業の高付加価値化に関しては、これだけ異常気象が続いて
いると、高付加価値化どころか食糧危機が到来してもおかしくな

いのかなという気さえしています。今、アフリカはバッタの大群
に襲われています。1,200 万人が餓死するかもしれないとさえ囁
かれています。これだけ異常気象が多くなると、農産物を生産
できなくなるリスクが出てきます。企業は既に、農産物の生産に
関して影響を受けています。
　3 年前に私が書いたコラムの中で、ポテトチップと阿闍梨餅
にふれました。2017 年、北海道で大雨が降ってジャガイモが採
れなくなったことがありました。日本のポテトチップメーカーは
「国産」にこだわっていたがために減産せざるを得なくなりまし
た。
　同様に、丹波の黒豆で作っている京都で有名な阿闍梨餅も異
常気象で原料が採れなくなり、週に一度の減産を余儀なくされ
ました。どちらも嗜好品だから生活に支障をきたすことはありま
せんでしたが、異常気象による減産のリスクも考えると、生物多
様性は大事にしなければなりません。農産物の高付加価値どこ
ろではすまなくなる可能性があります。
　とはいえ、高付加価値の観点で考えるなら、私は今後見据え
なければならないのは、先ほどのお話にもあった京都の老舗料
亭モデルだと思います。老舗の料亭は、無闇に店を増やしません。
無計画に増やすと質が落ちるからです。1 つの店舗で最高級の
サービスと味を提供しています。ここに関わっているステークホ
ルダー、板前さんも、業者さんも、お客さんも、みんなハッピー
になっている。
お金が回るから、それ以上増やさなくてもいいんです。農業に
ついても同じことが言えて、やたらと農家を増やそうとするので
はなく、うまくお金を回して、みんながハッピーになるような仕
組みに切り替えていかなければならないと思います。
　先ほどもお話があったように、農業は個別でそれぞれ違うの
に単一化して増やす、つまり工業化しようとするからうまくいか
ないのです。今までは自然環境にゆとりがあったから、農業の
大規模化を受け入れられてきました。しかし、それができなくなっ
たときのことを考えて逆に転換をしていく。そのためには、多様
性というものをいかに生かしていくかという視点が大事かなと感
じました。

久保　今、持続可能な生産消費のあり方検討会というのをやっ
ているのですが、生産と消費に危機があると感じて立ち上げまし
た。キュウリ1本が目の前にあったとして、その生産背景、例えば、

どこで採れたかとか、誰がどうやって作っているとかが見えてこ
ない。お金を払ってキュウリを得るという、非常に単純化してい
るところに問題があります。
　まさに生物多様性も同じです。生物多様性を大事にしながら
生産している農家が作ったキュウリも、生物多様性をまったく考
慮せずに作ったキュウリも、その差が見えてきません。やはり「伝
える」というのがキーワードの一つなのかなと思いました。

但馬　リスクをどうチャンスにするかというのが、トークセッショ
ン2においてテーマとなりましたが、生物多様性に関していうと、
リスクがまだまだ知られていないからこそ、可視化していく必要
があるという話がありました。可視化することによって生物多様
性が自分ごとになっていき、それによって今度はチャンスと捉え
る人が出てくる。本日参加していただいた皆さまのような人たち
がビジネスチャンスとして捉えて挑戦してくれます。その際にテク
ノロジーを活用するという構図があると思います。
　では誰が挑戦するのかといったときに、いわゆる農家の立場
で挑戦してらっしゃる。いやでも挑戦というのはそこにジョインし
て、要は自分として。母としてなのか、それとも妻としてなのか、
どのプレーヤーでも挑戦は始まるんですが。そういう意味で言う
と、ご自身の挑戦として今やられている物語が、ずっとあったん
だろうなと思っています。どうしても遠くなりがちな話を、もう少
し現実的なほうに戻して話を振りたいなと思います。大津さん、
いかがでしょうか？
 
大津　先ほど農村の暮らしを支えるとの発言がありましたが、む
しろ支えているのは農家の方なんです。もともと生物多様性は本
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　先ほどから、消費者が求めるものを作るのが生産者であり、
それは工業であろうが農業であろうが変わらないという意見が出
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球という場を借りて、食べていくうえでやることなんだ」と、胸
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