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当法人が運営する日本農業経営大

中不安に思っていましたが、木々を抜

に本当にりんご園があるのかな」と道

の数々が城田博士の農園を彩ります。

ごの花とそこに集まる貴重な野性動物

に現れるそうです。一面に広がるりん

（１／５）

学校では、
「
農業の多様性」を一つのキー

けた先には牧歌的な雰囲気に包まれた

りんごの可能性～木の力を信じて～

ワードに様々な農業の形を学んでいま

りんご園が広がっていました。

森淳君と西岡源起君が、当校の特別

も多くあります。今回は、２年生の米

爪あと、蛇の抜け殻にアナグマの寝床

ませます。農園の隅にはたぬきの糞や、

る甘いにおいが私たちの目と鼻を楽し

無農薬栽培で管理しています。りんご

博士はこの広大なりんご園のすべてを

花々はまさに安閑の一言でした。城田

んだ先 にある、
の山 一 面 のりん
ご園でした。一面に咲き誇るりんごの

次に案内されたのは山をもう少し進

す。関心のある事項については、学生

講義にて講師を務められた株式会社

などがあり、様々な動物たちが城田博

の無農薬栽培は秋山久則氏の 「
奇跡の

白く小さいりんごの花とわずかに香

医果同源りんご機能研究所 城田安

士の農園には訪れ、季節がくれば天然

りんご」で全国に知る人も多いと思い

ますが、同社では、この無農薬栽培り

が自らアポを取り現場へ
足を運ぶ機会

幸農学博士の農場を尋ねました。

記念物であるモリアオガエルが産卵をし
■ りんごの可能性～木の力を信じて～

に、無農薬の未熟果実のりんごを栽培
も春の花化粧を忘れたころ、私たちは

長らく難題とされてきました。広大な

一般的に無農薬でのりんごの栽培は

しています。

青森県弘前市に飛びました。今回訪

病害虫、害獣にとっても魅力的な作物

ておいしくて食べやすい作物＝病気や

れてきました。その結果、人間にとっ

可食部、可食部の肥大へ
と選抜が成さ

は長い育種の過程において、高糖度の

するのですが、日本における栽培品種

こなかったのです。多くの作物に共通

りんご園を誇る青森県でも誰もやって

日差しがだんだんと強くなり、木々

んごを商業ベースに乗せることを目的

18
ha

２年生 米森 淳

△城田博士 （右） と私たち （右２名）

ねるのは、株式会社 医果同源りんご
機能研究所です。ここは、城田安幸農
学博士がりんごの未熟果実の機能性を
追及するために設立した農園です。ま
だ綿毛が舞い散る青森の山腹で、城田
博士と合流し案内してもらったのは、
山深く獣道を進んだ先にある広さ２

ほどのりんご園でした。「
こんなところ

ha
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りんごの可能性～木の力を信じて～

（２／５）

ているように感じました。人の手を必

ことができるのです。

へ
と転換されてきました。現在の栽培

では、収穫したりんごの未熟果実は

回っているりんごとは大きさや形、味

要以上に加えないことで、りんごの生

摘果や選定を行わず、りんごの伸び

も異なります。同社では、その未熟果

品種である 「
ふじ」や 「
王林」
、「
ジョ

おいしいりんごを無農薬で栽培するの

たいように自由にさせてあげているの

実を使ったりんごジュースを作ることで、

どうしているのでしょうか。もちろん未

は、多くの害虫や病気をどのようにか

で、城田博士のりんご園では、青森県

りんごの未熟果実を商品化することに

きる力を最大限に引き起こしているの

して防除しなければなりません。その

に一般的に見られる高さを抑え、横に

成功しています。

ナゴールド」
、「
シナノゴールド」「
シナノ

結果、りんごの栽培には幾度にも及ぶ

枝を広げる樹形とは違い、木々が高く

同社のメイン商品である「
りんごジュー

熟果実ですから、一般的な市場に出

農薬の散布や多くの作業を必要として

大きく伸び伸びとしています。伸びきっ

ス医果同源」は自家農園を中心に無

ではないでしょうか。

きました。城田博士はその数ある課題

た枝葉はどうするのかというと、三年

農薬で育てたりんごの未熟果実を ％

スイート」など、甘くてやわらかく、

を自然の力を借りることで克服してい

おきに収穫時に枝ごと切り落とすこと

と、青森県産りんごを ％含んだり

25
気にかかった経験のある木々でも、木

その結果、城田博士のりんご園では病

癒力を信じ、木々の再生を待ちます。

んごの木が本来持っている抵抗力や治

よって病気を治したりもしません。り

違い、その枝を切り落としたり、薬に

りますが、城田博士は従来の農法とは

す。なかには多くの病気をもつ木もあ

で、城田博士の農園は管理されていま

実がついています。それを収穫すること

落とした枝には多くのりんごの未熟果

スを提供しようと考えています。

により効果的で機能的なりんごジュー

ことで健康に不安を抱える人々のため

た実験を用いて発見し、分析を重ねる

に含まれる様々な成分を、マウスを使っ

うです。城田博士はりんごの未熟果実

こかに健康の不安を抱える人たちだそ

５００名ほどおり、その約半数は体のど

のりんごジュー スを愛 飲 している方 は

然ポリフェノールが含まれています。こ

１６０ｇ一本に、りんご２個以上の天

んごジュースです。飲みきりサイズの

75
自身の力で回復し、多くの実をつける

で作業を軽減しているそうです。その

ました。
私は、城田博士はりんごの力を信じ
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現在、「
りんごジュース医科同源」に

のりんごジュースは、新しいりんごビジ

みれば少数です。そんな中で城田博士

るのではないでしょうか。

農業の課題を克服していくことができ

業を変えていくことで、危惧されている

（３／５）

使用されているりんごの未熟果実には、

ネスの可能性を秘めていると思います。

りんごの可能性～木の力を信じて～

城田博士等の研究により通常のりんご

これは農業者としては特殊な城田博士
の築いてきた知識や経験を使った新し

２年生 西岡源起

■城田さんのミツバチ

より５倍から 倍のポリフェノールを含
み、免疫力を高める免疫賦活剤として

い農業だと思います。人とは違った農

蜜とすることで知られていると思いま

の役割や、抗がん機能をもつことが解っ

城田博士はりんごの未熟果実以外

す。蜂は、
昆虫の一群で、
一口に蜂といっ

業、城田博士だからできる農業がここ

に、りんごの葉にも様々な有用な物質

ても、その種類は多種多様です。日本

ています。城田博士はこれらの機能性
おけるりんご生産を一つの産業として

が含まれると示唆します。未熟果実の

だけでも４千種あるといわれています。

ミツバチは、蜜を加工して巣に蓄え蜂

成り立たせることができると考えてい

収穫時にでる大量のりんごの葉は、多

しかし、ミツバチと呼ばれる、蜜を集

にあると感じました。

農業を取り巻く環境が変化してきた

くの農家では農薬を散布している等の

める種類は世界でも

ジュー スの原

国内のりんご

外に市場を求めました。しかし逆に、

城田博士のりんごだからできる貴重な

とも考案されているようです。これも

ごの葉をお茶の原料として活用するこ

博士の無農薬りんご園では、このりん

チ」の２種類が飼育され蜂蜜の採取が

本に昔からいる野生種の 「日本ミツバ

ロッパに分布する 「
西洋ミツバチ」と日

ん。日本ではその中で、
アフリカからヨー

今回取材した株式会社 医果同源り

料の多くには

多くの農業が高齢者に支えられる現

んご機能研究所では、 箱ほどのセイ

行われています。
ごが用いられ

在、りんごなどの栽培に時間のかかる

農産物です。
た り と、 国

外国産のりん

10

ます。
世のなかにおいて、青森県のりんごも

ため商品化に踏み出しませんが、城田

種に過ぎませ

例外ではありません。一部の農家は海

の特許を保持することで、青森県内に

10

全国規模で

ゴジュー スは

使用したリン

産 り んご を

域の農業を真剣に考える人が既存の農

に農業以外の分野から人が入り、地

ています。その中で、城田博士のよう

果樹は新しい試みが非常に少なくなっ

のでしょうか？ 「
りんご園だからリンゴ

いるのになぜ花ごとの風味、味が出る

めていました。蜂蜜はミツバチが集めて

ヨウミツバチの力を借りリンゴの蜜を集

10
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タルするよりもコストカットするととも

（４／５）

の蜜が集まる」の説明では理解しがた

に、自社で受粉まで賄う自立したスタ

りんごの可能性～木の力を信じて～

いと思う人もいるでしょう。
い蜜をもつ一種類の花を選び出し、効

術が必要とされ、蜂の飼育を専門と

基本的に、ミツバチの扱いには特殊技

イルでした。

率的に蜜を集める習性があるため、花

する養蜂家からレンタル、もしくは使い

ミツバチは最も近くに群生していて甘

ごとの蜜が自然とたまるのです。蜜を

捨て専用であるマルハナバチという品種

時代の流れにともない、同社のように

集める役目の働きバチは甘いリンゴの花

作業で、人件費も高額となってしまう

蜂を養蜂家さん特有のものとせずに、

を買い取るのが一般的です。農作業の

るミツバチは仲間同士で会話するため

ので、蜂を利用する農家さんが大半で

自分たちで所有するところも増えてき

を見つけると巣に戻り、仲間にダンス

に、いろいろなコミュニケーション手段を

す。そこで養蜂家は蜂のレンタルや、蜂

たと思いますが、うまく管理ができな

中でも受粉作業はとても労力を要する

持っています。その一つが仲間の働き蜂

を売り、技術指導などをすることで利

で教えてあげるのです。集団で生活す

に花の場所を教える 「
尻振りダンス」
。

たケースの方が総合的にはうまくいく

かった等の失敗例が多く、全て委託し
しかし、最近では、農業の形も少し

益をあげてきました。

は驚くほど正確なもので、距離や方角

また、同社の蜂の扱いについて驚いた

面もあります。しかし、城田博士のよ

れてきているように、農業や水産業な

ことがありました。それは農薬の使用

ずつ変化してきています。生産中心で

私が同社で感じたことは、自立した

どの第一産業が食品加工 ・流通販売

についてです。基本的にリンゴの栽培で

を教え合い、広い農場を効率的に飛び

経 営 がなさ れているという ことです。

にも業務展開してきています。その背

は、リンゴ摘果剤が使用されます。実

うなスタイルは、ある意味理想なのか

同社では、農園の中にミツバチを一つの

景としては、生産のみでも経営が成り

は、 その農 薬 に殺 虫 剤 が入 っており、

あった農業が、加工や販売まで行う。

部門として組み込んだ経営をされてい

立っていた時代とは違い、現代の農業は、

小さなミツバチは対応することが出来

回ります。せっせと働くミツバチには癒

ました。城田博士は、ミツバチの管理

生産だけでなく、違う分野の組み合わ

ずに死んでしまうため、りんご園でハチ

なとも感じました。

そのものは専門家に任せていましたが、

せが必須であるといえます。

俗に 「
６次産業化」という言葉が知ら

自分たちのミツバチをもつことで、レン

されますね。

シッポを振りながら踊る「
尻振りダンス」

巣箱の周りを飛ぶ八ミツバチ
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ます。

の中に求められているのではと感じてい

配慮した取り組みというのは、今の世

ます。こういった環境や、人の健康に

養蜂家も問屋も喜ぶという効果もあり

ハチミツに農薬が入る恐れもないため、

う素晴らしい成果がありました。また、

のため、ミツバチがいっさい死なないとい

も農薬を使用していないそうです。そ

う背景があります。同社では、５年間

ミツをとるのを控えるようになったとい

用、宅配コストなどをみても、とても

て、加工、販売するというのは開発費

ルです。自社で生産したハチミツを使っ

で、研究開発に力を注げるというモデ

す。自社でのハチミツ生産を抑えること

加工品を売ることで利益をあげていま

部を外部から仕入れたハチミツを使った

いる養蜂園です。一般的な企業は、一

ツを使った健康食品の販売をおこなって

メージしているのは通販が主体でハチミ

を意識していこうと考えています。イ

経営方針として、「
健康」というもの

て大変貴重な経験となりました。

違いを知るという意味でも、自分にとっ

せていただくことはないので、他社との

養蜂に携わっている農家さんを見学さ

激 を受 けることは、 とても多いです。

実際に現地に行って、感じることで刺

ンを考えるのに大変参考になりました。

今回の取材は、自分の将来的なビジョ

す。

に、自社の存在があるのが今の目標で

れてくると思います。その流れの中心

連携したビジネスモデルも、いくつも現

されていますし、その中で、養蜂家と

（５／５）

私はこれから、実家の養蜂業を継承

難しいことだと思います。しかし、自

りんごの可能性～木の力を信じて～

していく予定でいますが、養蜂家も経

養蜂業という分野は、農業において

社で一から作ることで創造される価値

ス・販売だけでなく全国各地を回りハ

も特に専門的に語られています。職人

営の差別化を求められていると私は感

チミツを採取しています。花の開花に

気質な面もあり、新規参入が難しい業

というものもあると考えます。特に健

合わせ、南は種子島から北は北海道ま

界です。他の業界と連携することが困

じています。現在の、
実家の経営特徴は、

で移動し、数種類のハチミツを採取して

難だともいわれます。しかし私として

康や安心という観点から考えれば、需

販売につなげています。瓶詰めしたそ

は、養蜂業界の未来は変わっていくので

ミツバチ生産を中心に規模拡大を進め

のままのハチミツをメインに販売していま

はないかと考えています。健康食品の

要も少なくないと感じています。

すが、ハチミツを使った蜂蜜酒やジャム

市場規模は、まだまだ拡大すると予想

ています。また、
受粉用ミツバチのリリー

などの加工品も製造、開発中です。
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