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ながら、農業経営者として自ら生ま

て、農業を始めたのである。お金も

150馬力級を含めて４台あるジョンディアトラクタ、ブル、ロック
ピッカなどは記念碑的所有機械だが、その一部は様々な場面で
現役で働く

野辺山で誰も作っていない
トマトを作ろう
高見澤さんが“首つりの木”と呼んで
いる畑の木。笑いながら背水の陣の
精神で生きる彼ならではの冗談だ

高原野菜の生産は、その後さらに
な野菜作りを試してみた。最初はメ

中心にすることを決める前に、様々
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ランシェフや様々な人々が彼を訪ね

これまでの営業で出会ったレスト

作りにも取り組もうとしている。

フィリピンやインドネシアでの野菜

る。その他、彼を見込んで頼まれた

郊でのトマト作りは３ 年目を迎え

を広めることだ。すでに、取引先の

規模拡大をしたが、今年、レタスと
ロンだった。農協を通して出荷して

受け入れるようにしている。そんな

海外での仕事は始まったばかり

を活かせる仕組みづくりも考えてい

キャベツ、白菜などの土地利用型の
みたが、産地でもない野辺山産は、

人々は、様々に試し作りをしている

だ。時間ができる冬を中心に請われ

営者としての技術としたたかな計算

露地野菜生産をすべて止めた。８年
品質以前に市場での評価は低かっ

野菜類を食べ、感激とともに「これ

るままに各国に出向いている。

た当時には想像もつかなかった新た

前から始めていた各種トマトを中心
た。その後、スイカやエダマメなど

を作ってほしい」と言う。すべてに

こうした様々な取り組みができる

在日中国人実業家と組んでの上海近

とした品質にこだわった園芸型の野
トマト以外にも様々な野菜を作って

応えられるわけではないが、料理人

のは、その経営才覚ゆえであるが、

る。

菜作りに経営をシフトしたのだ。少
は営業をかけた。市場ではなく、冬

やこだわりの流通業者との感動の共

高見澤さんは、そこで得る利益の多

や営業体験がある。トマトを経営の

しずつ面積は小さくしてきたが、こ
場を利用して都心のレストランや高

有が彼を勇気づけるのだ。

なステージに向かっている。

れまでの高原野菜を作っていた経営

人を頼ってありとあらゆる場所に営

橋がなり氏の農家の台所、その他、

「腹すかしたってこの意地だゾ」と

ンジの話をしながら、以前に彼が

澤さんの人柄が気に入られて、別の

うような会社でも、その品質と高見

業した。ロットとして扱えないとい

ても、高見澤さんの満足できるトマ

肥料もやらずにトマトを作ろうとし

ルな“作品”としてのトマト。水も

以外には誰も作っていないオリジナ

に過ぎず、彼の人生と言う“作品”

の目的ではない。それは努力の結果

大小は農業経営者としての彼の人生

で取り組んできた農業で得た利益の

きっと高見澤さんにとって、これま

少にこだわっているわけではない。

と比べると、１０００万円以上売上

言って笑った時と同じ顔をしてい

取引先を紹介されることもあった。

トはハウスの１／４くらいにしかで

を完成させる、未来への手段に過ぎ

トマトはトマトでも、高見澤さん

が落ちる。それでも、今回のチャレ

た。

様々な品種を高見澤流に作るだけで

きない。ハウスの位置によって水位

ないのである。

ルポの記事はこちら⇒ http://agri-biz.

jp/item/content/pdf/708

年近い農業経

が変わり、十分な水分調整ができな

とは言え、今回は

なく、標高１３００ｍ で育った“雲

いからだ。収量は狙わない。選別も

高見澤憲一さんが登場する農業経営者

吉則）

の上のトマト”というブランドを作

厳しくする。サイズに合わせた商品

高見澤さんの農業経営者という人

本誌のバックナンバーは、
「農業ビジネス」のホームページ
にてお読みいただけます。

（昆

り、寒冷地で無理して冬の生産はせ

化もする。試食してみると食べたこ
とのない旨みが凝縮されたトマト。

ず、夏だけの産地としての風土を活
ハウスなど新規の投資も必要だ

出荷できないものは冷蔵して品種別

かせる形にした。
が、１棟１００万円かかったとして

のジュースに加工している。

それで得られる収益を考えれば十分

生の作品はこれだけではない。海外

高見澤流の野菜作りを
海外に広める活動

も、これまで露地で機械や肥料、資
材にかけて来たコストを考えれば、
はるかに小さなコストで新しいチャ

見合うものだ。トマトだけでなく、

マーケットでの高見澤流の野菜作り

レンジができる。売上は落ちても、

高齢者などの仕事を作って風土条件
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「昆さん、オランダというより国内の他の生産者と比べても
『何やっているの？』と言われるようなトマト作りだけど」と
高見澤さんは笑った

