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 １ 農業についての考察 

日本の農業を何とかしないといけないと思います。既に中国に大きな差をつけられています。昨

日午前中に中国の代理店が来ました。電子機能水を正しく用いると生産量がアップすることや農薬

が大幅削減できること。化学肥料の使用量が減ること。美味しくて栄養価の高い農産物ができるこ

となどは既に常識になっています。今、中国で話題になっているのは、貧しかった農民がどれ程豊

かになったかというだと話しておりました。世界の農業は農薬と化学肥料漬けて異常なものになっ

ていますが、日本の農業も結構ひどいと思います。 

 

（1）日本における理想の野菜とは？ 

国産野菜の生産量の 60％が外食産業に出荷されているので、外食産業からは次の条件が農家に示

されています。①味がないこと、これは店独自の味付けをするためです。②捨てる部分が少ない

こと、③安価であること、④季節変動が少ないこと、⑤形、大きさ、重量が均一であること。 

 

（2）この条件を満たすための方策は？ 

① F1（First Firial Generation)種 ＋ 化学肥料の多用 ＋ 農薬の多用 ＋ 施設農業が必要にな

ります。F1種の特性としては、一代限りのヘテロシス効果※により重量、大きさ、形が均一にな

ります。 

※ ヘテロシス効果 : 遺伝的に異なる両親の間に生じた雑種に現れる、生育、生存力、繁殖力

などの優れた性質をいう。 

② 30％以上生産期間が短縮できます。 

③ 種採取時間の節約（収穫後すぐ播種可能）このような効果により、現在日本の野菜の 90％は F1  

種が使われています。F1 の原理は雄性不稔の原理です。生まれながらに雄蕊を持たない劣性遺

伝種が基本になります。要するにインポ、種なしの類です。この異常種に他の雄蕊からの花粉

を付け受粉させるものです。私たちはこのようなものを食べさせられているのです。 

 

（3）電子機能水について。 

① 農薬の無害化。 

当社の技術者である竹之内博士の論文に掲載されているように、50倍に希釈した電子機能水は

農薬 DDVPを 1時間でゼロにします。この実験データーの確証のため、中国では福建茶、リンゴ

を用いて、日本ではリンゴを用いて残留農薬を確認しましたが、全て複数回の試験で残留農薬

は検出されませんでした。 

② 化学肥料（硫酸）の無害化 

H2SO4(硫酸）を K2SO4(硫酸カリウム）として安定させ固定します。土壌が健全化しているか   

どうかは、土壌 pH計でも、作土層の深さでも確認できます。 

③ K+(カリウムイオン）により NO3－(硝酸イオン）の異常な吸収を防ぎます。植物は元々土壌 

内に窒素（N）がないことを知っているので、優先的に窒素を吸い上げます。過度な窒素の吸収 

は消化不良を起こし、葉や実や茎の中で硝酸塩（HNO3)を作ります。虫や多くの菌はこれに引 
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き付けられて集まります。また、硝酸塩はニトロソアミンに変化して私たちの細胞を癌化させ 

る危険な物質です。普通の量を吸収させるための K+（カリウムイオン)です。化学肥料のカリウ 

ム（K+）は不要です。 

④ 土壌の岩盤化は硫酸を中和させるために撒いた消石灰（Ca(OH)2 や、石灰（CaO2)によるもので

す。この成分はセメントの材料で、使用しなければ土壌の岩盤化は起こらず作土層を確保する

ことができます。 

⑤ 電子機能水に固定させている電子と水素イオン（水素化物イオンとして）は、植物が太陽エネ 

ルギーを用いて作る（光合成）電子や水素イオンに加味され、よりエネルギッシュに全ての生 

体運動を加速させます。植物を介して水素イオンと電子を貰って生きている我々動物、昆虫、 

微生物も当然エネルギッシュになります。 

⑥ 植物本来の防衛機能の強化 

微生物との連携により地中からミネラルイオンを多量に吸収します。これにより、植物の細胞

はより強固になります。植物細胞は我々動物細胞の 3～5倍あります。また、我々にはない細胞

壁を持っています。そして、内部に液胞を持ち、液胞内を水で一杯にしています。要するに重

く、硬くて大きな細胞なので鳥や虫に食べられないようになっています。また、集団防御とし

てエチレンガスを放出します。エチレンガスを作るためには土壌中のミネラルが絶対に必要で

す。 

⑦  電子機能水は葉や実、幹を不導体被膜で被います。これによりカビ菌や虫との直接接触を防ぎ  

ます。 

 

（4） メカニズム 

電子機能水農法とは、① 土壌内の硫酸帯の除去、② 農薬帯も除去するので微生物、小生物が戻

ってきます。後は彼らの力を最大限引き出す支援します。植物に代わって水素イオンや電子の供

給などです。③ 正常な生育条件の整備、④ 岩盤帯の除去支援（微生物支援）、⑤ 植物生育支援

などです。要するに壊された自然環境を元に戻す仕事です。電子機能水の働きはその支援と考え

てください。 

 

２ 水素についての考察 

先に述べた水素イオンはこの電子機能水の中に豊富に含まれており、電子との結合の中、水素 

化物イオンを構成していると考えた方が正しいとの見解を持っております。多くの人にこの見解は 

間違いだと指摘されますが、私たちは正しいと考えています。中国四川及びノルウェーでのテスト 

はこの裏付けのためのテストでした。四川は 1年に 70日程しか日が差しません。一昨年ノルウェ 

ーは夏の平均気温が 15度でした。ほとんど日が差していません。この中で電子機能水を用いた作 

物だけが元気に大量に生産できました。私たち動物、植物、昆虫など全ての生物は電子により構成 

されています。また、生命の基点は ATPというエネルギーです。これはミトコンドリアと葉緑体 

が水素イオンの力を借りて作り出しています。植物は太陽の電磁波を利用して根から吸い上げた水

を電気分解することによって水素イオンと電子を作り出しています。太陽エネルギーがなけれ光合
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成はできないので当然作物は育ちません。こうした環境下でも電子機能水が散布された作物は青々

と、そして生き生きと育ちました。先方の科学者は首をかしげておりましたが、私たちにはその理

由が分かっています。また、空気や有機物との接触を断てば 3年は全く変化しないこともこれを裏

付けます。3 年というのは 3 年間しか保存テストを行っていないからで、理論的にはもっと長く変

化しないと考えて良いと思います。 

私たちは高校で水を電気分解すると水素：酸素は２：１で気体発生すると習いました。本当にそ 

うでしょうか？結論は違います。ある特定の条件の下では２：１で発生すると言い換えねばならな 

いと思います。実際の実験結果を見るとそう言わざるを得ません。このほかに様々なこと、今迄信 

じてきたことで、そうでない場合が多々あるのです。我々の「科学と言う宗教」の力は所詮こんな 

レベルなのです。大自然の大きな力の前には無力ではないでしょうか？私たち動物、魚、鳥、虫、 

シアノバクテリア以外の全ての微生物は植物及び植物プランクトン（海）に寄生して生きています。 

陸上では植物がないと皆死んでしまうのです。このことを忘れてはいけません。 

 

３ 有機農業についての考察 

有機野菜の条件（日本の基準よりもアメリカ、中国、EUは更に厳しくなっています。） 

①  遺伝子組み換え技術を使用していないこと。 

②  化学的に合成された農薬や肥料を使用していないこと。 

③  農地が他から農薬が飛来しないような措置が採られていること。 

④  種まき若しくは植えつける 2年以上前から土壌に化学肥料や農薬を使用していないことがあげ    

られます。しかし、まだまだ有機栽培の比率は高くありません。次の表を参考にしてください。 

【世界の有機農地等の比較】 

① 中国   228万 ha （0.4％）全耕地面積に対する比率であり世界平均は 1.2％です。 

② アメリカ 203万 ha （0.6％）  ・日本の有機栽培は 2,3万 haで全耕地面積の 0.6％です。 

③ スペイン  201万 ha （8.7％）   その中でも有機 JASを取得している農地は 1万 haで 

④ イタリア  179万 ha（14.5％）     有機栽培耕地面積の 0.2％です。 

⑤ フランス 153万 ha （5.5％） 

⑥ ドイツ  125万 ha （7.5％） 

【有機農法が普及しない理由次が原因と考えられる。】 

① 良い有機肥料が入手できない。入手できたとしても高価である。 

② 労力手間が掛かる。 

③ 年間を通じて収量及び品質の確保ができない。 

④ 販売ルートが少ないため販売価格が安い（採算が合わない）。 

⑤ 脱農薬に逆行する規制緩和がされている（2017年 12月）。 

【モンサントの除草剤ラウンドアップの主原材料であるグリホサートの規制緩和量について。】 

 ・トウモロコシ     1ppm が 5ppmに緩和された。 

 ・小麦         5ppmが 30ppmに緩和された。 

  ・そば、ライムギ    0.2ppmが 30ppmに緩和された。 
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グリホサートは 2015 年にアメリカで発がん物質に指定されています。グリホサートには直接

我々動物に危害を加える力は少ないのですが、他の物との化学結合により非常に怖いものに変化

します。アメリカでは既にラウンドアップ裁判でモンサントはことごとく敗訴しています。買収

したバイエルも大変です。 

電子機能水は電気分解で作られるので化学的に合成されたものとして扱われます。農薬や肥料 

の類ではありませんが使用すると有機肥料に認証され難くなっています。中国では「緑色野菜」 

という新しい区分が設けられてネットやスーパーでは緑色野菜コーナーで販売されています。 

現在、世界の農産物の 43％は化学肥料で生産されていますが、有機肥料に転換する方法もあり 

ます。しかし現在、大勢を占めている化学肥料の弊害を解消する方法として電子機能水の採用を

検討する価値はあります。電子機能水を使えば、除草剤で雑草を除去する必要はありません。モ

ンサントが世界中にラウンドアップをばら撒いて、自然を破壊してきた現実は、世界規模の詐欺

と言ってよいでしよう。 

私たちの周りで目立つ鳥はスズメ、カラス、ハトぐらいですが、中国ではカラスもハトも目に 

することはありません。昔は沢山の鳥がいたのですが、どこへ行ったのでしょう。除草剤の被害 

を最も多く受けたのは鳥と魚です。昆虫についての調査はされていないので分からないのですが、 

相当大きな被害を受けていると思います。我々が雑草と呼んでいる植物には我々が知っている以 

上に大きな役目を果たしているのではないでしょうか。この説明は後ほど詳しく説明します。 

 

４ 農薬についての考察 

農薬は、農作物を害虫、雑草などから守るために使われる薬剤の意味で、“農業用薬品”を短縮し 

た呼称のようです。日本には農薬取締法という法律があり、その中で農薬は 

①  農作物の病害虫の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤。 

②  農作物の生理機能の増進又は抑制に用いる発芽抑制剤。 

③  除草剤、誘引剤、忌避剤、展着剤と定義付けられています。その農薬には  

a  登録農薬（国の審査を受け登録したもの） 

b  特定農薬（農林水産大臣、環境大臣が指定する登録を必要としないもの） 

の 2種類に区分されます。 

登録農薬は現在のところ約 43,00種です。また、特定農薬には重曹、食酢、ナナホシテント 

ウムシ及び寄生蜂、エチレン、次亜塩素酸水が指定されています。様々な資料で農薬の安全性 

がクローズアップされていますが本当にそうでしょうか、私は非常に疑問に思います。農薬は 

虫や菌を抑制するために 1940年代にアメリカで開発されたものですが、開発の目的は人体殺傷 

用の毒ガスでした。代表的なものが DDTで、1940年から 1960 年代のアメリカで使用された 

農薬の実態は、レイチェル カーソンの「沈黙の春」で紹介されています。2～3種類の虫を排 

除するために散布された農薬が、対象とする虫だけではなく、ほとんど全ての昆虫、鳥、小生 

物、動物を一網打尽にしまいました。これにより自然環境は破壊されただけでなく、対象とし 

ていた昆虫の大発生を例外なく招いたことが詳しく書かれています。生態系全般を破壊するだ 

けでなく、その付けが全て人間に巡ってくるということです。 
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この世の中は「物質の系」と「生命の系」に分かれます。物質の系の最高位は宇宙船です。 

人間は宇宙船を造ることはできてもトンボの羽根 1枚つくることはできないのです。生命の系 

である生態系の中に、まだ確立していない「化学と言う学問」を入り込ませてはいけないので 

す。それはまるでガラス製品を販売するショウルームに象を入れるようなものです。望むと望 

まないに関わらず、すべてが破壊されることになるでしょう。 

自然界は 1種類の菌や昆虫だけが大発生しないように幾重にも規制が設けられています。そ 

の摂理を根底から破壊したのが農薬です。人間の愚かさと自然の凄さがこの本の中に詰まって 

います。発刊されてから 50年経ち、何が変わり、何が変わっていないのかを、もっと真摯に検 

証する時代に私たちはいるのではないかと思います。 

地球上の生命の 70％～80％は昆虫です。その昆虫は自然の力のコントロールを受けているの 

で 1種類の昆虫だけが大発生するようなことは食い止められています。農薬はそれを壊したの 

です。農薬を扱う人たちは、今の農薬は安全だと言いますが、それなら飲めますか。飲んで大 

丈夫というなら話は別です。飲めることは安全のバロメーターだと思います。私たちが飲めな 

い危険なものは植物も他の小生物も嫌がるのではないでしょうか。 

電子機能水に昆全ての虫を殺す力はありませんが、一部の幼虫の生育を止め死に至らしめる

力はあります。また、葉や実を不導体被膜で被ってカビや昆虫が繁栄し難い環境をつくること

ができます。ある種の昆虫については、昆虫の身を守るために体表面を被っている油成分を分

解する力があります。昆虫や菌にとっては脅威となります。中国やメキシコ、東南アジアなど

で実施したテストは、菌や昆虫、鳥などとの関連性を調べるものでした。その結果は極めて満

足するもので、電解水は生態系に何の損傷も与えていないことが明らかになりました。電子機

能水に自然をコントロールする力はありませんが、今起きている不具合を素早く是正して、自

然の健全な営みができるようにするワンポイントリリーフのような働きができます。ほぼ 2 年

で健全な自然環境は戻ってきます。それ以降電子機能水を使うかどうかの判断は現場に任せて

います。 

現在世界各地で蛾（ヨトウムシ）が大発生しています。その他にダニやアブラムシも発生し 

ています。これは自然発生的ではなく人間が農薬を使用したことにより大量発生を招いたと考 

えてよいのではないかと思います。スズメバチやテントウムシは蛾の幼虫を捕食します。鳥も 

そうです。一体彼らはどこへ行ったのでしょうか、天国に行ったのでしょうか。 

 

５ 遺伝子組み換え技術についての考察 

この地球は微生物惑星といわれていますが、その実態は分かりません。あるアメリカの科学者は、 

地球上にいる微生物の重量は地球上の全ての生物の 26倍と仮定しました。我々は微生物の世界に 

ついての知識はほとんどありません。フランスパスツール研究所が微生物の研究を始めてから、ま 

だ 150年も経っていないのですから致し方ないと思います。私たちの大腸には 200兆の微生物が 

住み着いて私たちの健康を守ってくれています。私たちの体表面には約 1兆の微生物が住み着いて 

汗や垢を分解しながら私たちを守ってくれています。簡単に 200兆と言いますが毎日 100万ずつ 

数えても 54万年かかる数です。私たちが排泄する大便の半分は微生物の死骸です。植物も同じで 
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微生物なしでは生きていけないのです。農薬は、その大切な微生物を殺します。しかし、彼らは黙 

って死を受け入れている訳ではありません。新たな抗体や酵素を作って農薬を無害化するのです。 

あの「バンコマイシン」でさえ 2年後には耐性菌が現れました。世界の生物学者でも微生物同士の 

協力、共生、拮抗ということについては何も分かっていません。昆虫と一緒で強い農薬を使えば使 

うほど彼らの農薬に対する耐性は強くなるのです。農薬は更に強くなっていき、最終的に昆虫や菌 

の大半は殺せたが人類も死んでしまったということにならないようにしましょう。人類は農薬に限 

界を感じて次の一手を考えました。 

それが遺伝子組み換え技術です。現在、世界 24か国の約 1億 9,000万 haの耕作地で遺伝子組 

み換え技術による農産物が生産されています。しかし、2011 年に 32 か国で遺伝子組み換え技術が

使われていましたが、8年後には 8カ国が使用を取止め、栽培面積も減少しました。中国では 2013

年に 420万 haあった耕作地が 2017年には 280万 haまで減少しました。中国農業省の担当者は、「遺

伝子組み換え技術を採用したことで中国では一日約 3,000haの耕作地を喪失している」と言ってい

ました。実際に大連郊外で放棄された農地を見たことがあります。360 度、地平線の果てまでぺん

ぺん草一本生えていません。見事に破壊されていました。様々な論文には遺伝子組み換え技術の未

来は明るいと書かれています。先日中国から、綿花がオオタバコガの大発生で困っているので対応

して欲しいとの依頼がありました。私はたまたま中国農業省の最新の遺伝子組み換え技術の試験報

告を読んでいたのですが、そこにはオオタバコガを確実に制圧したことが書かれていました。報告

書と依頼内容にあまりにも隔たりがあるので何度も確認しましたが、オオタバコガの大発生は事実

でした。中国では遺伝子組み換えの作物は 10 品目しか許可されていませんが、その中でも大規模

に行われているのが綿花です。中国の綿花の 80％はこの遺伝子組み換え技術で生産されています。

オオタバコガの対策には、50年程前から自然農薬としてバチルスチューリンゲンシスという細菌を

使っていました。これは芽胞菌で、蛾の幼虫を確実に殺すことができる酵素をもつ強い菌です。こ

の菌の殺虫毒素を抽出して綿花の遺伝子に埋め込んだ所謂 Bt（Bacillus thuringiensis コソウ菌

の近縁種）といわれる遺伝子組み換え作物です。これを食べた蛾の幼虫は全て殺すことができると

いうものでしたが、この蛾は一年に 4 回世代交代するので、10 年 40 回世代交代する中でこの毒素

を無害にする抗体か酵素ができたのでしょう。私たちは過去に農薬で失敗してきた道をまた歩むの

でしょうか。 

私は遺伝子組み換え技術の専門家ではないので、この技術に対する批評はできませんがマリー 

・モニク・ロバン著の「モンサント」という本を読まれることをお薦めします。会社名の「モンサ 

ント」の意味はポルトガル語で「MONTE SANTO」、「聖なる山」という意味です。名前とは全く異な

ることをやってきたこの会社は、先般ドイツの「バイエル」に合併されました。「モンサント」、「バ

イエル」は世界最大の種苗会社です。私たちの生命はこの会社に左右されていると言ってよいでし

ょう。どうせ左右されるなら、もう少しまともな見識と常識を持った人たちに生命を預けたいもの

です。 

 

６ 「モンサント」についての考察 

「モンサント」という会社は様々な話題にのぼっているので、敢えてここで論ずる必要はないで 
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しょう。一言でいうならば「人類の歴史の中で最悪の公害企業」です。地球環境を散々痛めつけた 

彼らの横暴を許すほど私たち人類は愚かでも寛大でもありません。こんな愚かなことは終わりにし 

なければいといけないと思います。私たちの子や孫のために、そして人類の明るい未来のためです。 

私たちが農薬を大幅に減らしながら生産量を 1.5倍にする技術がある。雑草は抜く必要がないと 

言うと多くの農業関係者や化学者から「嘘つき、詐欺師」と言われました。しかし、このように考

えてみてください。私たちは熱もないのに毎日解熱剤を飲みますか。下痢もしていないのに毎日下

痢止めを飲むのですか。アトピーでもないのに毎日アトピーの治療薬を肌に塗りますか。そんな人

はいないでしょう。農薬も同じです。強い体を作ればよいのです。植物の生命のほとんどは土の中

にあります。その生命の部分を直すことで農薬を必要としない強い植物が育ちます。電子機能水は

それができます。生産量が増加したのは、その土地の本来持っている力、植物本来の力によるもの

で、電子機能水はそれらの背中をそっと押したに過ぎません。この実証のために私たちは日本、中

国、東南アジア、モンゴル、ヨーロッパなどへ出かけて、最低その地で 3 年以上のテストを行いま

した。テストの延べ面積は 1 万 ha 以上に及びます。特に中国では北から南まで、西から東まで 18

カ所でテストを行いました。膨大な資金と労力が必要でした。多くは外国の他人の土地です。私た

ちの思いがうまく通じず最初からやり直さなければならないこともありました。様々リスクを抱え

た試験でしたが、一度も失敗せずに最後までやり遂げることができました。一度でも失敗したら会

社はその時点で終わります。生産量 1.2 倍～1.5 倍増、農薬の使用量 95％削減を基準に設定しまし

た。「モンサント」は、雑草は農作物の成長を阻害するので枯らしてしまえと言う論法で「ラウンド 

アップ」という商品名の除草剤を開発しました。私たちは「雑草」とは一体何だろうかと考えまし

た。雑草にはそれぞれに名前があるのではないか、もしかすると、地上でそして土壌内で彼らは様々

な役割を果たしながら生きているのではないかと考えました。そこで私たちの電子機能水農法の試

験では、「手抜き農法」と称して雑草を一切抜かない方針で臨みました。従来の考え方から抜け切れ

ない一部の農民が勝手に雑草を抜いたところもありましたが、ほとんどの雑草はそのまま放置しま

した。このテストは 1～2ha の小さな耕作地で試した訳ではなく、延べ 1 万 ha 以上の耕作地でテス

トしました。この結果はそれなりの重みがあると思います。私たちの立場は「モンサント」の考え

方の対岸にあります。もっと自然を信頼すべきではないのか、もっと自然を敬うべきではないかと

いう考え方です。人類も自然の一部なので自然環境に挑戦してはいけないのです。その中に遺伝子

組み換え技術は必要ありません。そんな中途半端な、いい加減な技術に頼らなくても十分な生産量、

安全性は確保できます。電子機能水農法であれば自然環境を一切傷つけることなく。 

 この世界にはいろいろな農業技術があります。当然私たちの技術より優れたものは多々あるので

しょうが、最も必要なことは実践テストを繰り返して、安全性及び環境への負荷を正しく評価する

ことです。実践テストを省略してその技術を評価することはできません。簡単にできると思ったこ

とが難しかったり、到底できないと思っていたことが容易くできたりすることがあります。人間の

浅知恵は自然の前では無力です。現在先進的な農業技術を開発している人がいるのなら、是非実践

テストを積み上げることをお薦めします。「モンサント」が知りながら敢えて無視したのか、最も悪

い点は実験室レベルの成果を過大に評価して、実践テストを繰り返すことなく販売したことです。

簡単にできると思っていたことが、このような有様を招いたと私は考えます。 

私の専門は電磁波工学です。量子力学の上に立脚している学問です。その中で私たち人間はこの 
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偉大なる自然界の一部でしかないと教わりました。私たち人間は神によって選ばれたものではない 

とも教わりました。また、この世は微妙なバランスで成り立っているので、私たち人間がそこに土 

足で入り込んではいけないとも教わりました。 

空中の窒素や土中の窒素は微生物によって最初に猛毒の亜硝酸イオンに代わります。次に異なる

微生物によって亜硝酸イオンは安全な硝酸イオンに変換されます。もし少しでも窒素を亜硝酸イオ

ンに変換する微生物が硝酸イオンに変換する微生物より多かったならば、僅かでも多かったならば

地球に生物は存在しません。この微妙なバランスの中に土足どころか爆弾を持って入り込んで破壊

しているのがモンサントを代表とする化学会社のやっていることです。私たちは喜んで彼らの行動

を支持できますか。地球は私たちの代で終わるのではありません。次の時代に繋げていかなくては

いけないのです。モンサントをはじめとする化学会社が作り出した世界規模の「ゴミ」を、胸を張

って次の世代に渡すことができますか。 

 

７ 化学肥料についての考察 

世界では今、「ヨトウムシ」という名の蛾（幼虫）が猛威を振るっています。今年半年だけで中 

国の約半分の農地で大きな被害が起きているそうです。彼らは自然に生えている植物は食べません。

農薬が撒布された農作物だけを食べるのです。私たちは過去にサビ病やアカダニ、粉ダニが猛威を

振るっている畑の真ん中に１ha ほどの電子機能水エリアを設け、虫や菌との相関を見たことがあり

ます。電子機能水のエリアでは虫や病気の被害はありませんでした。それはこのエリアには彼らの

天敵もいて、植物本来の防衛機能が十分に働いていたからです。電子機能水を撒布した農作物は、

強く健康に育ちました。先程述べたように、自然は特定の昆虫や菌だけが増殖することを許しませ

ん。私たちはご丁寧にも彼らの天敵を農薬で殺し、化学肥料で細胞を柔らかくして昆虫や菌が食べ

やすいようにしているのです。中国でこのテストを始めたころ、ある農民から電子機能水を撒布し

た畑にダニが発生しているとの連絡があり、４時間かけて現地に行ったことがありました。確かに

数匹のダニはおりましたが、植物の管理下にあるようなので、そのままにしてよいと話して帰って

きました。その農民はダニが１匹でもいてはいけないと思ったのでしょう。多分農薬会社からその

ように教えられていたのでしょう。植物にとって虫は大切な存在です。虫がいなければ受粉もでき

ないのですから。虫がいることが問題なのではなく、１～２種類の虫が大発生していることが問題

なのです。植物も私たち人間もそのような事態に対応できません。随分前ですがアメリカのフィラ

デルフィアにおいて、数日間で 360人以上の人がレジオネラ菌の大発生で亡くなったことがありま

す。レジオネラ菌は決して強い菌ではなく、自然界では全く問題にならないほどの菌です。しかし、

人間は殺菌剤でクーリングタワーを洗浄殺菌した際に全ての菌を殺菌したつもりでしたが、レジオ

ネラ菌の一部が殺菌できなかったため、レジオネラ菌の大発生を招いてしまったのです。植物も同

じなのです。この世は微妙なバランスで成り立っていること、私たち人間も植物もその自然の一部

であることを忘れてはならないと思います。 

今から約 100 年前ユダヤ系ドイツ人フリッツ・ハーバーによって窒素と水素からアンモニアを生 

成する方法が発明されました。F・ハーバーは一生を毒ガスの研究にかけた化学者です。彼は毒ガ 

スの研究の副産物としてこの方法を見つけ出しました。その功績を認められ彼はノーベル化学賞を 
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受賞しています。これが化学肥料の第一歩なのです。このアンモニアは硫酸で固定され硫酸アンモ 

ニアとして、自動車の鉄板の防錆剤に使われていました。そして、古い硫酸アンモニアをドラム缶 

に保管していたところ、ドラム缶に穴が空いて畑に流れ出てしまいました。しかし、この液体が流 

れ出た所の植物だけが異常な生育を示したのです。これが化学肥料のスタートです。農薬も化学肥 

料もその根底には人体殺傷用の兵器開発（毒ガス）があったとは、皮肉なものです。化学肥料の発 

明によって多くの人が飢餓から逃れることができました。化学肥料様様です。戦後の日本もその恩 

恵を十分に受けています。しかし、それから 100年を経て現在世界では多くの化学肥料の弊害が出 

ています。私たちの細胞タンパク質の 50％はハーバー法で使われた窒素で構成されているといわれ

ています。全世界のアンモニアの生産量は年間約 1.6億トンです。その 80％が化学肥料用に使われ

ています。自然界で微生物により窒素が固定されるのが 1.8億トン、その他雷などの自然放電によ

るものと排気ガス NOX などによるもが合計 0.4億トンです。全体の 43％を化学肥料が占めているの

です。無視できない数字です。 

有機肥料の必要性が叫ばれていますが、様々な問題点があるため、中々よい有機肥料ができませ

ん。仮にできたとしてもコストが化学肥料の 10 倍以上もするので普及しません。有機肥料の問題

点は発酵がうまくいかないということに尽きます。原材料に動物の糞を用いるのですが、抗生物質

や薬剤、ホルモン剤などが投与されているため、発酵菌が生育できないのです。最悪の場合は発酵

も腐敗もしません。一度、温度を 70℃まで上げ微生物を殺したのち、新たな発酵菌を加えて半強制

的に発酵させるのですが、温度を 70℃まで上げた時点で窒素は空中に放出されています。いろいろ

工夫をして窒素を留めるようにしていますが、コストが更に上がります。価格は高い割に化学肥料

とは比べ物にならない能力の低い不完全なものです。実は人類はまだ正確に発酵の原理を捉えてい

ません。文献では「発酵とは微生物が自己の酵素によって有機物を分解、変化させて特有の最終生

産物を得る行為」と書かれています。私たちは日常的に味噌、醤油、納豆、チーズ、ワイン、日本

酒、キムチ等の発酵商品のお世話になっています。次回はその発酵について詳しく説明しましょう。

これからの農業を考えるのに大切な要因ですから。 

 

８ 酵素（発酵）についての考察 

酵素とは何でしょうか？ 動物、植物、昆虫、鳥、魚、微生物等の生きているその細胞から作り 

出される高分子の有機触媒です。触媒ですから自らは変化しません。私たちはこの酵素のお陰で生 

きているといってよいでしょう。例えば「カタラーゼ」という名の酵素があります（酵素には必 

ずナーゼ、バーゼ、ダーゼ、ラーゼの言葉が付いているので区別し易いと思います）。このカタラ 

ーゼ一分子は 1分間に 500万分子の過酸化水素（H2O2)を水と酸素に分解しています。そして、私 

たちの細胞を酸素によって焼かれないように守ってくれます。もしカタラーゼという酵素がなかっ 

たならば私たちの体組織（細胞）は焦げて死んでしまいます。好気性菌はこのカタラーゼを作るこ 

とができる菌であり、嫌気性菌ではできない菌です。嫌気性菌は地球上に酸素が生まれる前から存 

在していた菌であり、20%近くを占める空気中の酸素に耐えることはできません。土壌内は好気性

菌が 40％、嫌気性菌が 60％を占めており、それぞれの場所で仕事をしています。また、酵素は常

に同じ仕事しかできません。一つの鍵穴に一つの鍵の原則です。微生物が作り出す酵素を用いて有
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機物を分解し、植物が肥料として必要な硝酸イオン（NO3－)を作り上げるのが農業における発酵技

術なのです。微生物はタンパク質分解酵素であるプロテアーゼ等を作ってタンパク質を分解します。

リパーゼは脂肪分解酵素です。アミラーゼは炭水化物分解酵素です。これらは加水分解酵素といわ

れ、有機物の分解には欠かせない酵素なのです。 

私たち人間は微生物の活動状況をしっかり掴んでいる訳ではありませんが、この作業には膨大な

微生物が関与していると思います。普通の土壌には土 1g当たり約 10億以上の微生物が確認されて

います。そして、彼らが土の中から取り出したモリブデン、銅、カルシウム、鉄、セレニウム、亜

鉛、マンガン、マグネシウムなどを付加し有機物を効率的に分解していくのです。 有機肥料を作

るためには、こうした微生物が絶対必要ですし、相当量の微生物を確保しなければなりません。そ

のため温度を 40℃～50℃にしたり、pHを 5.0～8.0にしたり、気圧をコントロールする必要があり

ます。その他にビタミン B、ビタミン C、ベータ―カロチンなどを投入する必要があります。菌に

ついても芽胞菌、イースト菌（酵母)、糸状菌など精力の強い微生物が必要になります。しかし実

態は農薬の使い過ぎ、動物の糞に含まれる抗生物質により微生物は増殖できずにいます。そのため、

発酵が進まないのです。ある時は腐敗、もっとひどいときは全く変化しない（腐敗もしない）状況

となります。発酵阻害条件が多過ぎるのです。これが世界の有機発酵肥料の実態です。だから農民

からすれば有機肥料は使えないということになります。この分野にも私たちは電子機能水を投入し

ています。電子機能水を投入すると、微生物の量は約 2.5倍になります。当然発酵効率も 2.5倍に

なります。全ての問題を解決できる訳ではありませんが、大きな変化を生み出すことはできます。

電子機能水に含まれている大量の電子と水素イオンは微生物の生育に直接関与します。そして、水

酸化物イオンは有機物の分解にあたります。あまり濃度を上げると微生物の生育に関係するので、

しっかりした管理が必要になります。 

発酵という分野については長年の経験、ノウハウに頼る部分が多く素人ができることではありま 

せん。また、非常に微妙な側面を持っています。クサヤや鮒ずし、納豆は外国人には腐敗と捉えら 

れてしまいます。一方でブルガリアのヨーグルトは私たち日本人には腐敗したものに写ります。有 

機肥料を作る上でも多くの経験とノウハウが必要です。加えて農薬や抗生物質のような化学物質に 

侵されていない動物の糞が必要です。私たちの電子機能水は既にヨーロッパで長年豚に飲ませてい 

ます。病気にかかることなく 2週間ほど出荷が早まっています（通常は 6カ月、100㎏で出荷）。 

勿論、抗生物質や薬、ホルモン剤は一切使っていません。電子機能水による循環型のシステムがで 

きており、既に実用化されています。 

 

９ ミネラルについての考察 

私たち動物は植物に寄生して生きている動物であると述べました。それには 2つの理由がありま 

す。一つは植物が太陽の電磁エネルギーを使って水を電気分解（光合成）することで得られる水素

イオンと電子を得ること。二つ目は土の中に存在する所謂ミネラル（微量元素）を植物から得るこ

とです。ミネラルも水素イオンも電子も、私たちは自らの体の中で作ることはできません。私たち

は植物を経由して得ているのです。私たちの体は約 60種以上のミネラルによって構成されていると

言われています（詳しくは今の学問ではわかりません。89種と言う学者もいます）。その重量は体
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重の 0.04％しかありませんが、① 体内に 4,000種あるビタミンホルモン酵素の製造、運動、② 細

胞洗浄、③ 体内免疫の維持、④ 血液・体液の pH調整、⑤ 細胞浸透圧の調整、⑥ 体内 65％以上を

占める水（血液、体液）の運動、活性化、⑦ 神経刺激信号の伝達（痛み,かゆみ等）、⑧ 農薬・化

学物質の排泄、⑨ ATPの生産、⑩ エネルギーの発生・貯蔵・転換、⑪ 体の構造材料等の役目を果

たしています。ミネラルが慢性的に不足すると体に様々な不具合が生じます。ガン、動脈硬化、糖

尿病、心臓病、貧血、皮膚炎、アレルギー、自閉症などの慢性疾患を生じさせるのです。私たちの

身体の細胞は脳、脊髄等を除けば常に新しいものに入れ替わっています。小腸の上皮細胞は半日で

新しいものに交換されます。肝臓でも 120日です。半年後には新しい体になっているのです。その

ためには大量の電子、水素イオン及びミネラルが必要になります。ところが、味のない促成栽培の

野菜群には十分なミネラルが含まれていません。公的機関の調べでは、自然栽培の野菜の 30分の１

しかミネラルが含まれていないものもありました。これでは野菜ではなく野菜もどきです。野菜の

問題は単に農薬の問題だけではありません。ミネラルは土壌内の微生物が自ら吐き出す強酸性の溶

液（微生物の糞尿）が土の担体であるケイ素を溶かすことでイオン化します。それを植物が根から

吸い取ります。植物は微生物に対価として水素イオンと電子を与えます。私たちは植物が蓄えたそ

のミネラルを頂いています。この様なメカニズムでミネラルは循環しています。農薬や化学肥料の

残留物である硫酸や塩酸はその大切な微生物を殺しているのです。これが本当の農業と言えるでし

ょうか。 

  昔から五色の食文化ということがいわれています。赤いもの、緑のもの、白いもの、黄色の物、

黒いものをバランスよく食べなさいということです。要するにミネラルをバランスよく摂りなさい

という先人の教えです。中華料理はその典型ですが、その中華料理を食べている中国人は病気だら

けです。いかに野菜に大切なミネラルが入っていないかということです。今の野菜の怖さはそれだ

けではありません。前にも述べましたが植物は土の中に元々窒素がないことを知っているので、窒

素を優先的に吸い上げます。過大な窒素の吸い上げを防ぐために塩化カリウムを肥料と称して土壌

に投入します。植物はカリウムを窒素と同等に吸い上げるからです。こうして窒素過多を防ごうと

しているのです。「窒素、リン、カリ」のカリの役目はそのためです。こうしたことを現代農業は

正しく説明してくれません。土壌の中に最も多く含まれているのは酸素です。次はアルミニウム、

鉄、カルシウム、マグネシウム、そしてカリウムです。カリウムは敢えて投入しなくとも十分土の

中にあるのです。窒素を多く吸い上げた植物は窒素過多になり、その窒素は硝酸塩にそして発がん

物質になり、インシュリンの生成阻害物質であるニトロソアミンに姿を変えます。硝酸塩の致死量

は 5,000ppmです。私たちの周りにある野菜にはその致死量を超えるものが沢山あるのです。このよ

うな硝酸塩を多量に含む野菜を食べたり、お茶を飲んでいると腎臓障害を招きます。スリランカの

紅茶はイギリスから有害野菜のレッテルを張られて現在全く輸出できません。 EUの基準は 2,500ppm

ですが、私たちがスリランカの茶園で実際に測った硝酸塩濃度は 20,000ppm以上を示しました。最

高 20,000ppm まで測定できる計器の針が振り切れる程でした。スリランカの腎臓病患者は 450万人

で人口の 20%です。日本でも腎臓病患者の数は 1,200万人といわれていますが人口の 10％です。腎

臓病患者のグラフと化学肥料の増加グラフは奇妙に一致するのです。根本的に農業を変えていかな

ければならない分岐点に私たちは立っているのかもしれません。今迄はこれを解決する方法があり

ませんでしたが、電子機能はこれに対おおう。 
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10 松くい虫についての考察 

今回は松くい虫（マツノマダラカミキリ）の問題について私の考えをお話しします。日本海側の

松、中国（中華人民共和国）東北部の松は、松くい虫によって多くが倒木しております。中国の瀋

陽においてコンプレッサーで松くい虫の着いた松に電子機能水を葉面散したところ、松くい虫の成

虫が雨のように降ってきました。相当数の松くい虫が一本のマツに住み着いていると思いました。

松くい虫は近年新しく生まれた虫ではありません。いつからはわかりませんが長い間、松と共生し

てきた虫だと思います。枯れた松を観察しても松くい虫の天敵であるサビマダラオオホソカタ虫の

成虫も幼虫を見つけることはできませんでした。サビマダラオオホソカタ虫の幼虫は、松くい虫の

幼虫が大好物なのに松くい虫のついた木にサビマダラオオホソカタ虫の幼虫や成虫がいないのは

何故だろう、一体何が起きているのでしょうか。これは一本の松の問題ではありません。自然環境

の破壊の話です。 

先に述べましたが、自然は 1種類の虫だけが異常に繁殖することを決して許しません。この問題

にも人間が何らかの関わりを持っているのではないかと思います。化石燃料によって大量の硫黄酸

化物が空中に吐き出されます。これらは硫酸となって空から降り注ぎます。所謂酸性雨です。また、

PM2.5の問題があります。この成分は二酸化硫黄です。こうした強い硫酸という酸性雨が降り注ぎ

ます。大量の硫酸の雨が枝や葉に付着し、そして、地面に降り注ぎます。土壌は硫酸の海になり根

を腐らせ、そこに住む大量の小生物、微生物を殺します。松くい虫の天敵サビマダラオオホソカタ

虫も同じです。硫酸は土壌の主成分であるケイ素を溶かします。土壌の中で一番多い元素はケイ素

です。その次はアルミニウム、そして鉄と続きます。硫酸はアルミニウムや鉄と化合し硫酸アルミ

ニウム、硫化鉄を作ります。これらの化合物は容易にリン酸と結合しリン酸アルミニウム、リン酸

鉄となって安定するのです。リン酸はこの状態で完全に動かなくなります。生命はリン酸がないと

ATP（生命のエネルギー）も作れませんし、DNA（生命の図面）も作れません。その先にあるのは死

だけです。松くい虫はこうして弱っている松の木に卵を産み付けるのです。本来であれば松は自身

の中にタンニン（渋柿の渋）を作り、中に入れないように防御するのですが、瀕死の松にはそれも

できません。天敵もいない松の幹の中は彼らにとって天国です。よって大発生ということになりま

す。そして、リン酸アルミニウムやリン酸鉄ができる際吐き出された硫酸イオンは水によって枝や

葉の先端に運ばれ、組織を破壊していくのです。松にとっては踏んだり蹴ったりです。私たちは電

子機能水を瀕死の松に葉面散布してみました。木の根元に水が溜まるほど大量に散布しました。一

回目は松くい虫の成虫が雨のように、二回目以降は幼虫が降ってきました。幼虫は幹の生の中にい

るのです。這い出して落ちてきたとのだと思います。電子機能水は50倍希釈用液で表面張力が32dyn

（25℃）です。純水で 71.9dynですので半分以下です。要するに 2倍以上の浸透力があるので容易

に幹の中まで入り込めるのです。こうして１週間ごとに散布したら 3回目から完全に松は息を吹き

返し始めました。こうなると後は大丈夫です。電子機能水の中に多く含まれているカリウムイオン

は土中の硫酸や、枝や葉の先端に集まっている硫酸を完全に中和し無害化したのです。 

電子機能水はアルミニウムを水酸化アルミニウムに、鉄は水酸化鉄に強制的に反応させて固定し

ます。今メキシコではアボカドの木に、カンボジアではドリアン及び黒コショウの木にこの技術を

用いています。特にメキシコのアボカドは国のプロジェクトになろうとしています。人類はまだ捨
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てたものではないと思います。松くい虫は確かに松を倒木する原動力になりました。引き金を引い

たのです。しかし、その下準備をしたのはやはり人間でした。全ての責任を松くい虫に被せては松

くい虫がかわいそうです。 

 

11 サビ病についての考察 

本日は、現在世界で猛威を振るっている「サビ病」について述べてみたいと思います。思いつく

ままに書いているので、一貫性がないと思いますが、暫し我慢してください。今迄はあまり化学式

を使わないようにしていましたが、少し必要になってきました。この「さび病」はインドネシアや

メキシコのコーヒー園をほとんど壊滅させました。「サビ病」は昔からあった病気ですが、近年何

故か申し合わせた様に世界中で猛威を振るっています。私は「サビ病」は微生物に起因するという

ことには疑問を持っています。松枯れ、松の倒木を「松くい虫」によるものと決め付けた今日の一

般的な考え方に異論があることは既に説明しました。シナリオを描き、全ての準備を行った上で松

くい虫に引き金を引かせたのは誰なのかを見つけ出さないと「世界的な松の倒木事件」の真犯人に

は辿り着けないと思います。私は「サビ病]も [松の倒木] も同じような原因が根底にあるのでは

ないかと考えています。私たち化学肥料を使用し始めてから約 100年が経ちました。私たちが使用

している化学肥料は硫酸アンモニウム（NH4）2SO4)、塩化アンモニウム（NH4Cl)、そして塩化カリウ

ム（KCｌ)です。植物はアンモニウムイオン(NH4+)を取り出しそれを硝酸イオン（NO3-)に作り替えて

吸収します。その際に余って残留するのが硫酸イオン（SO4）2-です。これは水に溶けて植物の先端

まで毛細管現象により運ばれます。そこで硫酸（H2SO4)となって細胞を破壊します。また、硫酸は

土（ケイ素）を溶かしてアルミニウムや鉄と結合します。硫酸アルミニウムや硫化鉄は植物内にあ

るリン酸カルシウム（Ca3(PO4)2）と容易に置換します。そうするとリン酸アルミニウム AlPO4やリ

ン酸鉄 Fe(PO4)2となり、完全にリン酸を固定します。松くい虫の項で説明したとおり、リン酸が動

かなくなると生命活動が著しく阻害され、植物は最終的には死を迎えることとなります。また、窒

素の吸収阻害剤として土壌に投入された塩化カリウム（KCl）はカリウムイオンとして植物に吸収

され、残った塩素イオン（Cl-)は塩酸（HCl)となり土壌内に残留します。硫酸も塩酸も植物や微生

物、ミミズのような小生物やモグラなどの動物を殺し、土壌内には生物の存在できない世界を作り

上げるのです。植物の根はこうした強い酸に溶かされ、いくら新しい肥料を入れても吸収できない

状態になっています。人間であれば生命維持装置を付けられたような状況です。私たち人間はこう

した酸性化した土壌を中性化するため、石灰（CaO）や消石灰（Ca(OH)2などを撒きますます。これ

らはセメントの原材料です。そのため、土壌はガチガチに固まり、つるはしを使わなければ掘れな

い位硬くなります。これでは植物は根を深く張れません。世界の平均作土層（植物が根を張れる深

さ）は 15cm です。一般野菜でも 50㎝は最低必要です。植物にとっては「一難去ってまた一難」と

いうところでしょうか。このように弱っているところにカビ菌が付着するのです。 

通常は葉や茎、実の表面には、その植物にだけに付く固有の微生物がいて外敵から身体を守って

くれています。その詳細は私たち人間にはわかりませんが、文献には 10億年前からその取り決め

が植物と微生物の間でできていると書かれています。それをご丁寧に農薬で皆殺しにしています。

皆殺しができればよいのですが強いカビ菌だけが生き残ります。それが「サビ病」の引き金です。
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サビ病は感染したところがさび色、白色、赤色、黒色に変色するので名付けられました。カビにそ

のような色素があるのでしょうか。勉強不足の私はこんなこと聞いたことがありません。先に述べ

たリン酸アルミニウムの色は白です。リン酸第一鉄の色はきれいな赤色です。リン酸第二鉄は濃い

青色です。植物内で加水分解によりできた水酸化第二鉄（Fe(OH)2)の色はさび色です。この問題は

結論を出すのに少し検討が必要だと思います。 

  私たちはサビ病が蔓延している畑の真ん中に電子機能水の実験区を作り、サビ病の原因は土壌に

あるとの仮説を立てて実験をしました。ネギ、ニンニク、ニラ,エンドウなどを植えましたが、膨

大な量の菌が飛び交っているはずですが電子機能水を散布したところは、病気にかかることはあり

ませんでした。このテストの結果から、私たちは土壌の条件を整備することで現在地球上で起こっ

ている問題は確実に制圧できると確信しました。電子機能水に含まれている電子は、微生物を制御

する力があり、50 倍希釈液はカビ菌を確実に殺菌することができます。カビ菌の天下を一旦破壊し

て、そこに本来の住人である微生物、細菌などが戻れる環境に整備し直すのです。また、土壌に残

留する硫酸、塩酸を中和して無害化します。微生物や小生物等の生活環境を整えるので、微生物さ

え戻って働き出せばあとは大丈夫です。そこに消石灰、石灰を撒く必要はなくなります。また、過

剰な窒素の吸収を止めるための塩化カリウムを投入する必要もありません。既に電子機能水の中に

はカリウムイオンが入っているのです。コンクリートのように固くなっている岩盤層は微生物の出

す強い酸により、見る見るうちに溶けていき、植物は根を深く貼れるようになります。一匹の微生

物が 30分に一度の割合で細胞分裂したと仮定すると 24時間後には 218兆に増えます。天文学的な

増殖率です。彼らの力に賭けてみるのも一つの方法です。そして、彼らのことは彼らに任せてみま

しょう。どうせ私たちには何もできないのですから。 

 

12 土壌についての考察 

今回は少し視点を変えて土壌について考えてみたいと思います。「土壌」という言葉を辞書で引

くと、① 植物の生育媒体、② 水を貯え、水を供給、浄化するところ、③ 大気の組成を変えると

ころ、④多くの生物の住処になります。陸上に住む私たち動物、昆虫、微生物は植物に寄生して生

きているので植物は全ての生命の基点であると考えてよいと思います。その土壌には膨大な数の微

生物が生活していますが、私たちにはその姿が見えていませんが、多種多様で膨大な数の微生物が

生存しており活動しています。その実態は詳しく分かっていません 

。そして、多くの小生物がそこに生活し土壌圏をつくっています。その代表的なものは、① モ

グラ、トガリネズミ、② ミミズ、ヤスデ、ワラジムシ、シロアリ、ゴミ虫、③ トビムシ、ササラ

ダニ、クモ、④ ミズミミズ、線虫 などです。約 50種類といわれていますが実態はよく分かって

いません。 

私たちはダニというと有害虫というレッテルを貼りますが、ダニは動物の死骸や枯葉などの植物

の死骸を細々にする大切な役目を果たしています。先に述べましたが、自然は 1種類の虫だけが増

殖することを厳しく規制しています。人間が介在しない限り自然界だけではそのようなことにはな

りません。今、世界中で猛威を振るっているアカダニ、粉ダニにも本来担うべき役割があることを

理解して欲しいと思います。彼らが勝手に増殖しているのではありません。そこには人間が介在し
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て生物連鎖を農薬等で断ち切るという無謀な行為をしているからです。土壌生物の中で最も有名な

のがミミズです。ミミズは 1㎡当り数十万匹が生活していると言われています。線虫に至っては百

万匹が生活しているそうです。彼らは pH4.5 以下の土壌には住めません。化学肥料によって土壌 pH

が下がると彼らの生活圏はなくなるのです。 

ミミズの研究で有名なのは、進化論のチャールズ・ダーウインです。ミミズには歯がないため有

機物を 2mm以下の砂と一緒に飲み込んで体内で小さくして排泄します。これは糞塊と言われ微生物

の貴重な栄養分となり、そこは微生物の繁殖の場になっているのです。また、ミミズは地下にある

鉱物質土壌を地表に引上げ、地表の有機物を地下深く引きずり込みます。そして有機物と無機物を

混合攪拌する役目も果たしています。農業の耕耘そのものです。また、土壌内にトンネルを掘るた

め酸素の供給にも寄与しています。チャールズ・ダーウインによれば温帯の牧草地で１ha当りミミ

ズが作る糞土は 1年間で 20～40 トンにもなるそうです。これを地面にならすと 10年で４㎝の厚さ

になります。この様な仕事はアリ、コガネムシ、セミの幼虫も行っています。ミミズが嫌いだから

と言って無暗に殺してはいけません。彼らは土壌内で線虫を規制しているのです。ミミズがいなく

なると線虫の天下がきます。次に線虫が増えたから、邪魔だからといって土壌内に毒ガスを入れて

線虫を殺すことに成功したとすると、線虫がそれまで抑えていた紋葉菌が増殖を始めます。紋葉菌

が猛威を振るい出すと私たちはただ見ているより他ないのです。紋葉病は怖い菌で植物は葉が青い

まま枯れてしまいます。対応法は全く分かりません。この様に全てが連鎖しています。この連鎖を

私たち人類は知らないのです。今、私たちが苦しんでいるこの状況は私たち自身が生み出したもの

であるということに気付かないと、私たちそして私たちの子や孫はもっと苦しい立場に追い込まれ

て行ってしまいます。もう一度考えてください。 

土壌圏とは、多くの動物、昆虫、微生物が生活し命が躍動する場所です。生命の調和の舞台です。

植物はそこに身を置き生きているのです。農業の本来の意味は「心を耕すような気持ちで大地と触

れ合う」ということです。英語の「 AGURI CULTURE 」はそのような意味です。これだけ徹底して

自然が破壊されると修復は困難です。どこから手を付けてよいのか分らなくて立ち尽くしてしまい

ます。今迄の 100 年の付け、負の遺産を全て背負うのですから大変なことです。これまでは有効な

手段はなかったため十分な対応ができなかったと思いますが、電子機能水にはこうした不都合な状

況を短時間で変える力があります。延べ１万 haの耕作地のテストを 3年間実施し、電子機能水の

効能を明確に私たちに示してくれました。電子機能水は全ての菌、全ての昆虫、そして全ての動物

に公平です。そして、自然環境を無理やり変えることもありません。自然の摂理を守りながら事態

を改善する技術なのです。どうぞ信頼してください。 

 

13 豚コレラについての考察 

今回は「豚(とん）コレラ」及び豚流行性下痢症(PED)について説明します。豚コレラは豚コレラ

ウイルスによるものです。PEDはコロナウイルスによるものでどちらも豚にとっては致命的な病気

です。体重 100kgの豚で 70％、赤ちゃん豚では 100％の致死率を持っています。私たちはこの２つ

の病気にメキシコ、ベトナムで対峙したことがあります。メキシコやベトナムでは母豚の隔離病棟

の衛生管理を行い、アルカリ性電子機能水と酸性電子機能水を散布して 1週間で完全に制圧しまし
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た。感染した豚を助けることはできませんでしたが、延命に寄与することはできました。また、そ

れ以上の感染を確実に阻止することができました。 

電子機能水は日本国内の病院で 15年程前から使われており、主に内視鏡の洗浄と殺菌や院内の

衛生管理(病室、トイレ、厨房、手術室）、また、心臓手術時の患部殺菌の場で活躍しています(特

に心臓外科で有名な「T女子医大」ではこの 15年で一度も感染事故を起こしてはいません）。こう

した医療機関での実績とノウハウを使った防疫、消毒技術を持って豚舎の衛生管理に当たっている

のです。人間医療における病院殺菌の基準は中水準消毒レベルを要求されております。中水準消毒

とは芽胞菌以外の全ての微生物（細菌、真菌、ウイルス）を殺菌する（106CFUを 10CFU以下にする）

ことです。特にウイルスはアルカリ電子機能水でも十分な殺菌効果があります。また、アルカリ電

子機能水はタンパク質（ウイルスや有機物)を簡単に分解します。有機物は細菌、真菌の餌となり

ます。豚コレラウイルスはエンベロープを持つ比較的弱いウイルスです。PEDのコロナウイルスは

エンベロープを持っていないためノロウイルスと同じぐらい強いものです。電子機能水は容易にど

ちらのウイルスにも対応可能です。中国では、今年の１月に豚コレラがモンゴルから入り、この４

月には海南島にまで広がっています。この半年で約 100万頭の豚が殺処分され、豚肉の価格が高騰

しています。中国政府は世界中から豚を買い付けていますが、余裕のあるのはアメリカだけです。

しかし、ご存じのとおり中国はアメリカと喧嘩状態になっているので輸入できません。独力で解決

しなければならないのです。弊社の大型装置が 8年程前にデンマークに設置され、豚舎の衛生管理

と飲料用に使われています。永年にわたってこのような豚の病気を完璧に制圧していること、成長

が早いので 2週間ほど早く出荷できること、豚舎の臭が消えたこと、余計な抗生物質やホルモン剤

を使わないで済んでいること等多くのメリットを得ています（飲料用と衛生管理用は濃度の違いで

す）。使用している電子機能水は全てアルカリ性です。中国でも現在試験的に使用されていますが、

非常に好評です。 

電子機能水は人畜無害で口に入れても全く問題はありません。OECD の安全テスト、眼刺激性テス

ト、皮膚一次性（有傷、無傷）テストで、原液は「水」と同じレベルの安全性があるとの評価を受

けているのです。無農薬の飼料を与えて抗生物質やホルモン剤を使わず育てた牛、豚、鳥の糞は極

めて有益な有機肥料の原材料になります。電子機能水を使うことで発酵時間が短縮されます。勿論

異臭もしません。優れたそして安価な有機肥料ができ上がるのです。それを畑に投入します。そし

て電子機能水を葉面散布して育てます。甘味が欲しければ酸性電子機能水を使います。出荷時期を

遅らせたければ酸性電子機能水を使用し成長を遅らせます。理想の農業の完成です。化学肥料や農

薬のお世話にもなりません。安全で安く、栄養価の高い野菜、果物が沢山生産されるのです。根が

土壌内に深く入っているので台風にも強く、土は団粒化しているので水はけも抜群です。大量の微

生物、小生物により土壌温度も 1～2℃高いため寒さにも強い作物ができ上がります。 

 話しを戻しますが、人間医療で培った実績は家畜医療にも十分応用が効きます。特に豚はきれい

好きな動物です。糞や尿の臭いに敏感に反応します。こうした匂いが消え、体から糞などの有機物

が消えると、ストレスから解放され、それが肉質を高めることになります。また、喧嘩などによる

怪我、傷口から入る微生物による斃死率（へいしりつ）も大幅に下がるのです。余程のことがない

限りアルカリ性だけで対応可能です。 

  土壌の項で一つ忘れていたことがあります。土壌内には無数の孔隙（こうげき）があり、イオン
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水が蓄えられています。植物の根は太過ぎるのでイオン水を吸い上げることができません。しかし、

微生物の力を借りることで一年ぐらい雨が降らなくとも十分な量の水を孔隙から吸い上げられる

のです。モンゴルは雨量の少ない国です。私たちがテストしたときは一滴の雨も降りませんでした。

育った小麦は電子機能水によるものだけでした。大きな大地ですので種の浸漬だけで育てました。 

 

14 総括として 

今回は私の戯言を聞いて下さい。日本の米は野菜と違い固定種という種を使っています。固定種

とは長い年月をかけて地域の気候、風土に適応して育った種のことです。日本の米は 300種以上が

固定種で自給率は 100％です。ちなみに野菜の固定種の割合は僅か 10%です。1993年のいわゆる冷

夏の時、宮城県産の「コシヒカリ」は全滅しましたが、「ひとめぼれ」という品種は全く被害があ

りませんでした。また、1845 年遠いアイルランドでジャガイモの病気が広がり、僅か 4年で 200万

人の人が飢餓で犠牲になりました。当時アイルランドはイギリスの統治下にあり、主に小麦を作っ

て輸出していました。そのためアイルランドの農民はジャガイモを主食にしていたのです。栽培に

手間が掛かるのでジャガイモの種類を 2種に限定していたため瞬く間に病気で全滅してしまいまし

た。飢餓が出ているのにイギリスは輸出用の小麦を農民救済に使いませんでした。このことがアイ

ルランド人の反英思想の原点になっているとも言われています。アイルランド人はこれを機にアメ

リカ大陸に大量移民したのです。このことからも単一品種の怖さが分かると思います。日本では昨

年 4月「種子法」が廃止されました。化学会社は米 300種の固定種を 4種類の F1種にしようとし

ているようです。 

世界の種はアメリカ、ドイツ、フランス、中国、そして日本の種（F１）に独占されています。

もっとも大きいのはバイエル・モンサントです。そしてデュポンと続きます。それ以外はバイエル、

デュポンの十分の一以下の規模です。日本ではサカタのタネ、タキイ種苗が有名です。中国では野

菜は目方売りが原則です。スーパーマーケットでも目方売りされています。そのため野菜は固定種

が主体です。「種子法」はなくなりましたが「地域で受け継がれてきた種は自分たちで守っていく。

種子供給から撤退はしないを目的」に各県で【種子条例】が成立しています。これは本来の種子法

と同じ基本理念です。 

 私たちの世界６か国で行って実用、実践化のテストは終わりました。現在はこの技術を用いるこ

とでどれだけ農民の生活がどの様に豊かになったかを把握するためのテストをしています。このテ

ストに参加することで中国政府は補助金を農民に払っています。大した金額ではありませんが大き

な進歩だと思います。メキシコではアボカドを生産している農民 3,000人に補助金が出ることに決

まりました。電子機能水を導入したことでアボカドの落実率が大幅に減少したのです。これだけで

年間約 1,900億円の経済効果が見込まれるのです。日本では未だ私たちの技術は懐疑的にみられて

います。現在の農業理論と合わないのでインチキだ、おかしいとも言われます。よい例かどうかわ

かりませんが、「外は大雨です。しかし気象技術、気象理論から見て今雨は降るはずはない。今降

っている雨が間違っている」と言っているのと同じです。長い間私たちは「科学は万能である」と

思い込まされてきました。しかし、間違っていることは多々あります。電気は＋から－に向かって

流れるというのがその典型でしょう。答えはその反対です。今更変えられないのでそのまま教えて
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いるということです。20世紀に私たちが得た結論は「この地球のこと、自然界のことは何もわから

ない。」ということでした。そのことから全て考えていかなくてはならないと思います。この 30年、

何に取り憑かれたのか分かりませんが、自分の専門分野である「電磁波」の研究を捨て「電子機能

水」の研究に没頭してきました。良く最後までやりぬいたと思います。多くの人の協力は当然です

が。それでも奇跡に近いものが有ります。人生がもう一度やり直しできるとしたら私は 100％同じ

道は歩むことはないと思います。大きな犠牲を払いました。この研究を最後まで持ってこられたの

は医療分野、食品分野、工業分野、畜産分野を経て農業分野に入ったため、基礎がしっかりできて

いたからだと思います。 

人類はこれから 100億人になるという人がいます。一体食べ物はどうするのでしょうか。フード

サプリメントで済ますのでしょうか？これからの科学は私たちがこの 200年程で壊した自然環境の

修復にそのすべてを使われるべきではないでしょうか。私たちの技術がそのための一助になればと

思います。 

おわり 

（27.JUNE 2019） 


