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（別紙） 

研究開発・成果利用事業計画 

 

１ 事業名 

 

    竹の新型竹粉機の研究開発成果を利用した六次産業化の促進 

  

２ 研究開発・成果利用事業に参加する者の概要 

（１）申請者の概要 

申請者（代表者） 

①氏名又は名称、②住所又は主たる事務所の所在地、 

③法人の場合はその代表者の氏名、④連絡先(電話番号、ＦＡＸ番号、担当者名)、  

⑤資本金の額又は出資の総額、⑥従業員数、⑦業種 

 ①：特定非営利活動法人グリーンネットワーク 

 ②：東京都中野区野方４－３９－９ 

 ③：佐野孝志 

 ④：電 話 番 号      ：03-3389-9510 

    ＦＡＸ番号      ：03-3389-9510 

    担 当 者 名      ：佐野孝志 

 ⑤：３００万円 

 ⑥：会員 23名 

 ⑦：ＮＰＯ法人 

（竹粉関係機械及び技術の開発・製造・

 販売支援に関する事業を主とする） 

 

共同申請者（共同して申請する者がいる場合に記載） 

①氏名又は名称、②住所又は主たる事務所の所在地、 

③法人の場合はその代表者の氏名、④連絡先(電話番号、ＦＡＸ番号、担当者名)、 

⑤資本金の額又は出資の総額、⑥従業員数、⑦業種 

 ①： 

 ②： 

 ③： 

 ④：電 話 番 号      ： 

    ＦＡＸ番号      ： 

    担 当 者 名      ： 

 ⑤： 

 ⑥： 

 ⑦： 

  

 

 

  

（２）研究開発・成果利用事業に協力する大学、研究機関等（以下「協力者」とい 

 う。）がある場合には、その概要 

①氏名又は名称、②住所又は主たる事務所の所在地、 

③法人の場合はその代表者の氏名、④連絡先(電話番号、ＦＡＸ番号、担当者名)、 

⑤資本金の額又は出資の総額、⑥従業員数、⑦業種、 

⑧研究開発・成果利用事業におけるその役割 

 ①：東京大学大学院農学生命科学研究科 

  森林利用学研究室 

 ②：東京都文京区弥生１―１－１ 

 ③：長澤 寛道 

 ④：電 話 番 号      ：03-5841-5205 

   ＦＡＸ番号      ： 

   担 当 者 名      ：佐野孝志 

 ⑤：国立大学 

 ⑥：職員187名 

 ⑦：国立大学 

 ⑧：研究及び教育 
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３ 研究開発・成果利用事業の目標 太字は後述専門用語の説明で補足する。 

                      必ずしも専門用語でなく、研究開発時のキーワーﾄﾞ 

                      である。本文中に入れると全体の流れが見にくくな

るので、ここに記載して補足した。 

 １）研究開発・成果利用の方針 

   六次産業化対策事業の中の『緑と水の環境技術革命』において『竹の乳酸発酵粉末の利用

による農業の六次産業化』をテーマとして粉末製造機の開発を実施した。従来からそのため

の特殊機械はあったが、機械の生産性が低く、騒音が高く、工具コストも高かった。これを

根本的に改善して、開発した機械では特殊な工具を開発し特許も申請した。 

   研究開発の成果としての新型粉末製造機（以後 新型竹粉機と言います）は従来機に比べ

生産性は 5倍、工具費は約１／５、騒音問題も解決した。この機械を普及させることで粉末

のコストも下がり、農家の買うことへの抵抗感もなく使用できるようになる。 

   新型竹粉機と竹の乳酸発酵粉末そのものの説明は後の専門用語の解説で触れることとし

ます。 

   新型竹粉機を活用した農業の六次産業化としては下記の二点に集約して推進する。 

  ①、林業家も農業者であるから、竹の伐採・収集（一次）・粉末加工(二次）・粉末の販売（三

次）迄一貫して行う六次産業化を図ること。すなわち従来方式に対して竹扮生産の高度化

・販売の高度化を図り、同時に現場に即した利用体系（竹林管理マニュアル）の確立を図

ることである。 

  ②、農業者（農耕・畜産）が上記と同様に竹粉の六次産業化を行いながら、更に竹粉の効用

に着目してこれを活用し、良い製品を生産し、必要により加工も含めて、新しい差別化

した販売方法を実施することによる六次産業化も図ること。すなわち農作物生産の高度

化・販売の高度化を図りながら、現場に即した竹粉の作物ごとの施用法（竹粉使用マニ

ュアル）を確立する。 

 

 ２）研究開発・成果利用の目標 

   目標は農林水産物としての竹粉の生産において効率性及びコストの面において大きな改善

が図られ、またこの研究成果を実際に地域に導入することにより、現場に即した利用体系の

確立、事業化を促進し、将来において農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に

貢献することである。 

具体的には次の３点とする。 

１．成果利用としてこの新型竹粉機を導入した農業者（１５地域）は実施期間中に総合化事

業の六次産業化認定を取得し、その生産又は販売において計画を達成する事を目標とす

る。 

  更にそれを先進事例として、他に普及するためのモデルケースを目指す。 

２．農業者においてはこの成果利用での農業利用の分野を出来るだけ重複しない様に、様々

な分野・作物に活用して、実施後には竹粉の供与の仕方について現場に即した施用マニ

ュアルをまとめ、さらに普及させることを図る。 

  ３. この計画５年間の終了までには竹粉の普及による生産量増で竹粉のコストを１／２に

し、さらに成果の普及を図る。 

   

４ 研究開発・成果利用事業の内容 
  前項３の１）の ①、②について内容を記す。 

 

（１）実施内容  

 

１）林業家による六次産業化 

  ①、従来の竹粉製造時は竹の伐採収集はシルバーのアルバイトで適当に地主に許可を得て伐

採していた。それを改め、林業家が管理する竹林を限定し、計画的に伐採する。そのこ
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とにより放置竹林が管理竹林になり、太い竹が２ｍ間隔で育つような美竹林にすること

ができ、伐採収集効率も上がり、コストも下がる。毎年伐採収集しながら、常に新しい

竹が再生するための竹林管理マニュアルも作成する。 

  ②、伐採収集の効率化のためにポータブルウインチ等を活用し効率化を図る 

  ③、竹粉の販売供給方法を見直し、コストを下げる。 

    従来はすべて乳酸発酵迄させて保存保管用の真空パック詰めで販売していたが、顧客の

一部には自ら発酵保管するケースに対応すべく未発酵竹粉でも販売する。（発酵させる

には夏場で２週間から冬場は４週間ほどの養生期間を必要とし、真空パック装置も追加

のコストがかかり、パック用のアルミ袋の費用も掛かる。） 

  ④、農耕用には粉砕したままの竹粉（発酵前）でも使用可能だが、蓄産飼料に使うときはあ

る程度ふるって、粒子の大きいチップを混入しないようにする。つまり用途により手間

のかけ方を減らして価格を安くすることが必要である。 

  ⑤、以上の項目を達成して、六次産業化の計画目標を達成する。 

 

 ２）農業者（農耕・畜産）の六次産業化の実施内容 

  ①、上記林業家と同様に竹伐採・収集・竹粉加工・竹粉販売もするが、農作物について竹粉

の農業への効用を生かし、特徴の大きいブランド商品として、農家集団で取り組みビジネ

スにすることを事業計画に入れ実施する。 

  ②、具体的なその生産方法については差支えない限りマニュアル化する。 

  ③、農作物の食品への利用としては、食用竹粉との連用も検討できる。 

    食用竹粉とは乳酸発酵竹粉をさらに１／１０の粒度（３０－５０μ程度）に破砕しなが

ら乳酸発酵を保ち、粒子内部は竹維管束の多孔質を持ち、アミノ酸が数十種類存在して、 

    一方では食物繊維が７０－８０％と言う特質を生かせるものである。（詳細後記） 

 

（２）実施計画 

  

 １）年次計画の進め方  毎年３地域に新型竹粉機を導入し５年間実施する 

  ①、最初の３年目までは事業期間５年間の中で３年間以上実施できるので、六時産業化の認

定を受け、期間内に総合化事業の生産・販売の計画目標達成をフォロー出来る。 

  ②、４年目５年目での機械導入は資金計画の平準化によるものだが、その時期に機械導入を

計画する地域ではあらかじめ総合化事業認定計画を３年目につくり、機械の導入前の３

年目から竹粉そのものを購入し、農業への実践を先に開始し、機械の導入は後でも、竹

粉活用の実施は先行実施することで５年目には３年間の実施ができ、計画目標の達成が

フォローできるようにする。 

  

２）年次計画 サブテーマとして下記の手順で進める。 

  ①、機械導入から事業完了までの計画を立案 

  ②、機械導入と竹粉生産開始 

  ③、竹粉品質確認 （粒度分布・電子顕微鏡検査・乳酸菌数・成分分析・アミノ酸分析） 

  ④、年次計画と進捗フォロー 

  ⑤、事業実施報告 

 

 ３）事業実施の地域 

  ①１年目は下記３地域とする。 

   イ）兵庫県南あわじ市 杉本林業株式会社 

（竹資源の六次産業化とともに、日本最大の玉ねぎ産地で竹粉の活用を従来の農耕・畜

産だけでなく、食品への活用も取り組む） 

   ロ）茨城県かすみがうら市 農事組合法人アグリ藤井 又は六次化関連会社を設立して六

次産業化の申請をする。（隣接する土浦市を含めて、日本最大のレンコン栽培の集積

地であり、上記竹資源の六次産業化とともに、一面のレンコン田への竹粉施用・販売
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とともにレンコン粉末の新しい商品生産も事業化する計画である。） 

   ハ）熊本県山都町の有機農業研究会（８戸の農家で形成）は有機ＪＡＳの取得者６名とエ

コファーマー２名で組織され、ＪＡとは別の独自の販路開拓をすることで六次産業化

を申請する予定である。既に昨年、竹粉育苗・圃場土壌改良材・抑草などの効果が認

められ本格的に六次産業化の認定申請により新型竹粉機の導入を計画している。 

   上記の内、南あわじ市は３月に総合化事業で六次産業化認定申請を近畿農政局へ提出済で 

あり、かすみがうら市と山都町はともに５月には六次産業化の総合化事業に申請の予定で 

ある。かすみがうら市と山都町については総合化事業の申請・審査の日程、審査結果等に 

より、認定がずれるようであれば、下記次年度候補地の中で早く申請をまとめられる地区 

に変更する。ＮＰＯ法人グリーンネットワークは六次産業化プランナーとともに申請作業 

の支援を実施する。 

全て生産及び販売の目標を達成して農林漁業の総合化に貢献する。 

 

  ② 以降の４年間は予備調査で選定した下記の候補先１５地域の中で六次化計画申請のはや 

   くまとまった地域から順次、１年に３地域を選定する。 

    佐賀県唐津市、千葉県八街市、福岡県八女市、鹿児島県霧島市、山口県下関市、 

    熊本県荒尾市、大分県竹田市、京都府亀岡市、宮崎県延岡市、長野県飯田市、 

    山口県宇部市、熊本県多良木町、香川県高松市、高知県高知市、香川県三豊市 

    ＮＰＯ法人グリーンネットワークでは本計画の研究開発事業の実行可能性事業の中で各 

   地域の自治体のバイオマス関連担当者を含めた『竹資源活用による農業の六次産業化推進 

   協議会』を組織し、技術交換を図っている。また研究開発の技術実証として新型竹粉機完 

   成時に２回にわたり、『竹林再生と竹粉活用の六次産業化』のデモとセミナーを実施し、 

   全国から約１００名の参加があって、これらの中からも六次産業化の認定を受けて新型竹 

   粉機を導入したいとの希望もあり、これらの結果として上記１５地域は選ばれている。 

 

各地域の農耕・畜産にかかわる六次産業化は市域ごとに作物・使用法等で特徴を持たせ 

た取り組みとし、研究開発の成果利用についても、地域の特性に合わせた現場に即した利

用体系の確立を図り、モデル地区として、六次産業化の普及に役立つことを図る。 

 

 ４）年次計画 

 

（項目（サブテーマ）ごとに具体的に記載すること。） 

サブテー

マ番号 

実施者 研究開発・成果利用の具体的内容 

サブテーマ課題 

実施期間 

 ① 

 ② 

 ④ 

 ⑤ 

  

 ③ 

 

 

 

 

特定非営利

活動法人グ

リーンネッ

トワーク 

 

東京大学大

学院・農学生

命科学研究

科・森林利用

学研究室 

①、機械導入から事業完了までの計画立案 

②、機械導入と竹粉生産開始 

④、年次計画と進捗フォロー 

⑤、事業実施報告 

 

③、竹粉品質確認 （粒度分布・電子顕微鏡

検査・乳酸菌数・成分分析・アミノ酸分析） 

 

 

 

平成24年６月１

日から平成29年3

月31日 

 

 

平成24年６月１

日から平成29年3

月31日 
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  ② 実施体制 

   ・研究開発・成果利用事業を行う研究員等一覧 

 申請者の氏名又は名称：特定非営利活動法人グリーンネットワーク及び 

            東京大学大学院農学生命科学研究科森林利用学研究室 

研究員等氏名 役職 分担（①の番号） 研究等に関する経歴 

佐野孝志 

 

 

 

 

佐野孝志 

 

 

 

 

 

特定非営利活動

法人グリーンネ

ットワーク 

理事長 

 

東京大学大学院

・農学生命科学研

究科・森林利用学

研究室・産官学連

携研究員 

全体統括 

① ② ④ ⑤の進度総括 

 

 

 

③、竹粉品質確認 （粒度

分布・電子顕微鏡検査・乳

酸菌数・成分分析・アミノ

酸分析） 

 

 

 

 

１．成果利用をする機械

の研究開発を直接担

当実施してきた。 

２．16市町村の竹資材に

よる六次産業化推進

協議会を統括してき

た。 

３．日本有機資源協会理

事、バイオマス活用推

進 

４．土壌・作物成分分析

、電子顕微鏡測定、粒

度分析、乳酸菌測定等 

 

協力者の氏名又は名称： 

研究員等氏名 役職 分担（①の番号） 研究等に関する経歴 

清水 右孝 

西  正徳 

野口 慎吾 

 

永利 智子 

 

高澤  真 

 

赤井田幸男 

 

古賀 康二 

 

岩瀬 正樹 

 

柳本幸一郎 

 

全てＮＰＯ会員 

全般統轄部長 

全般統轄部長 

地区担当部長 

（九州南部） 

地区担当部長 

（九州北部） 

地区担当部長 

（関東） 

地区担当部長 

（中国四国） 

地区担当部長 

（関東） 

地区担当部長 

（中部関西） 

畜産専門 

 

 

 

 

上記３）の導入各地域の市町

村を左記の各研究員が分担

し、企画・計画・導入支援・

推進フォローを担当する。 

 

 

 

左記の研究員は研究開

発の実行可能性調査・技

術実証において、上記①

②の各地域の候補先に

ついて研究開発に従事

してきた経験者である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  ・研究開発・成果利用事業の拠点となる施設 

所有者 

 

施設等の名称 

 

施設等の所在地 

 

 申請者の住所と 

 異 な る 理 由         

佐野孝志 

 

主たる事務所 

 

東京都中野区野方4-39-9  
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③ 研究開発・成果利用事業の用に供する施設の整備の内容（別表１） 

  

④ 農地法の特例措置（別表２） 無し 

 

⑤ 研究開発・成果利用事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方 

法（別表３） 

⑥ 専門用語の解説 
新型竹粉機               

      新型竹粉機図面 

従来の竹粉機は円盤状の丸鋸を約２０枚重

ね合わせ回転させ、その外周に竹の外径を回

転しながら、軸方向に送る加工法であった。

これではカッターの回転刃の回転軸に対して

竹の外径の回転軸が直角になっており、切削

としては横送りとなり、カッターで切削する

理論上は邪道と言わざるを得ない。新型竹粉機では竹の中空円筒を正面から凹型の皿型正面フラ

イスカッターで、その凹型面にスローアゥェイチップ（工具）を取り付け、竹は回転せず、カッ

ターのみ回転して、竹の軸方向に送りをかけて切削していく。 

 従来の切削ではカッターと工具の間でのビビリの音が高く、超硬カッターが欠けることもあっ

た。新型カッターは実証機で稼働開始してから２カ月を超えるがスローアゥェイチップを交換な

しで使用しており、寿命は長い。削れなくなってもチップ（１０ｍｍ四方の正方形）のコーナー

を変更するだけで４回使用できるので寿命試験はまだ結論が出ていない。従来の機械の１／５以

下のコストとなる見込みである。 

 生産性は従来の機械の約 5 倍の生産性（３００μ程度の平均粒径）となる。従来の機械では 1

本の竹の生産に 8から 15分で一日平均１２０ｋｇ程度の生産量であったが、新型機械の開発で竹

1本３～5分で安定しており 一日平均６００ｋｇ以上の生産が可能。しかも従来の機械では運転

中に竹の径の変動によって人手調整を要する欠点があるが新型機では自動運転なので一人で操作

が可能である。 

 

竹の乳酸発酵粉末 

孟宗竹の若い竹（５年以内）の竹をこの竹粉機で切削した粉

末は平均粒径３００μであるが、その粒子の内部は右図の様に

蜂の巣状の多孔質になっている。（ｘ１０００の電子顕微鏡写

真による。）この内部に乳酸菌が生息し、嫌気状態で密封して

保管するだけで乳酸発酵する。夏場で２週間程度で十分発酵し

たところで、保存するためにはアルミ袋で真空パックに保存す

る必要がある。十分発酵した状態では乳酸菌数は１ｇ中に６千

万個（１０７）程度に増える。 

 切削時に雑菌の入らない様に外周を酸性水等で拭くなどの消毒も必要である。 

 

竹林管理マニュアル 

従来の竹粉機を導入したユーザーは竹は成長が速く一年で成木になるのでいくら切ってもまた

生えてくるから一生原料供給には困らない、と考えている人もいる。しかしそれはしっかりと竹

林を管理しての話である。竹林は２ｍ間隔を保った太い竹だけの整備竹林にすることが重要なス

テップになる。竹は毎年太い若竹が生えて一年で成木に成長するので、放置竹林を古い竹、倒木

竹は早目に除去し、整備竹林にすれば、低コストで伐採収集することができる。その意味で林業

家が竹林のマップを基に計画的に竹林整備を進めることが大切で、そうなればタケノコ生産の副

次効果も出てくるし、効率生産により竹粉生産コストを大幅に下げることが可能になる。 
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竹粉の農業への効用 

蓄産飼料として乳酸菌効果で生育に良い影響があるだけでなく。糞尿の臭い低減とその堆肥に

竹粉を加えることで微生物の発酵効果があり、農作物栽培に良い効果を生んだ。さらに堆肥に発

酵竹粉を添加することで、作物の品質改善（糖度・硝酸イオン低減）と収量増加の効果を生む。 

農業用途では一般に糖度が上がる、収量が増える、成長が早くなる、根の張りが良いなどの特

徴がある。竹はイネ科であるから、水稲と同様に成長にはシリカ（SiO2）が必要で、結果として

竹粉にもシリカが含まれている。このことがそのまま水稲の栽培に良い効果をもたらし、茎のし

っかりした稲になり風雨に強く、米の味がよくなると言われる。 

実証機械を納入した栃木県茂木町の町営堆肥センター（美土里館）では二次発酵槽に竹粉末を

投入することにより発酵が進み、従来の二次発酵後の乾燥ラインが不要になった。 

さらに乳酸発酵竹粉を活用して堆肥の微生物活性を向上させる試験も実施し、堆肥の付加価値を

高めることに成功している。茂木町では竹粉の用途として農耕用に畑・水田への施用を第一とし、

次に蓄産飼料・ペットフード添加物（糞尿臭気減少）と用途開発を拡大し、飼料製造業者届と特

殊飼料届が完了し、ペットフード製造業者登録の県への届け出も進めている。 

 

食用竹粉 

竹粉は成分検査をすると水分４０％、タンパク質２％、脂質０．５％、炭水化物５５％、杯分

１％である。またもともと木質系でセルロースであるから、不溶性食物繊維が６０％である。 

 今回の竹粉は竹の幹に直角に鋭利な刃物で切削加工しているので、細かいパウダーに成ってお

り、いわゆる見かけ上の繊維は無い。繊維は無くても人間の消化酵素では消化できないので食物

繊維と言う。（竹を細かくした、チップにしたといっても糸くず状のものとはこのパウダーは全

く異質のものである。） 

 食物繊維は英語でダイエトリーアミノアシッドと言うように、動物の健康に、特に胃腸の働き

には良い効果をもたらす。健康サプリメントでキャベツやセロリと比べて何十倍と謳っているも

のもあるが竹の食物繊維は水分を除けば殆ど食物繊維であるので容易に食物として摂取すること

ができる。また乳酸発酵が進むとタンパク質が分解してアミノ酸も増えていき、中でもγ-アミノ

酪酸が増えていく。これは同じくサプリメントしてコーヒーに入れると良いなど近年『ギャバ』

と称して人気サプリになっていて、精神安定作用のあると言われている機能性成分である。食品

としての活用分野は大きな可能性を持っている。 

 人間の食品に使用する場合に、食パン程度なら小麦粉に３％程度の竹粉で香ばしいパンになる

が、一般的には竹粉機で出来た３００μの粉末から更に一段細かい１／１０の粒子で３０－５０

μ程度の粉末にすることも必要である。 

 このような微粉末にしても先の多孔質を保ち。乳酸発酵をしている粉末の作り方について、研

究開発の中で目途が出来ており、実用新案の申請もしている。竹粉活用法の中では最も付加価値

の高い製品になる可能性が高い。この程度の粒度の竹の微粉末を食用として販売しているものも

あるが、多孔質もアミノ酸もないものが多い。それらの価格は１００ｇ３０００円から１ｋｇ４

０００円と言うかなりの高額で販売している。先に述べた実用新案でははるかに安価で低価格の

製品が作れる見込みである。これを六次産業化に役立てるような用途開発を目指す。 

 

『竹資源活用による農業の六次産業化推進協議会』 

 研究開発の実証試験の中で未利用バイオマスの竹資源の活用をバイオマス計画としてと入りあ

げている市町村に「竹による六次産業化推進」を呼びかけ賛同を得た１６市町村で検討会を開催

以来組織は続いており、今後も情報交換・技術交流の柱と考えている。 

 新型竹粉機のデモ・セミナー開催時の出席者の中でも入会希望者があり、竹に関する問題意識

は広がりを見せている。 
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５ 研究開発・成果利用事業の実施期間 

   平成２４年６月１日～ 平成２９年３月３１日 

 

（備考） 

 このほか、以下の書類を添付すること。 

１ 申請者が法人の場合には、その定款又はこれに代わる書面 

２ 申請者の最近２期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書 

類がない場合にあっては、最近１年間の事業内容の概要を記載した書類） 

３．その他 添付資料 

  １）従来の機械と新規研究開発機械の差異 

  ２）竹粉製造工程フローチャート 

  ３）乳酸発酵竹粉製造機説明資料 

  ４）乳酸発酵粉末（『竹ミクロン』と命名）の説明資料 


