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大麦の可能性（介護食分野）

農林水産省が、これまで介護食品と呼ばれてき
た食品の範囲を整理し、「スマイルケア食」と
して新しい枠組みを整備しました
「スマイルケア食」は、
○健康維持上栄養補給が必要な人向けの食品に
「青」マークを表示

○噛むことが難しい人向けの食品に
「黄」マークを表示

○飲み込むことが難しい人向けの食品に
「赤」マークを表示

それぞれの方の状態に応じた「新しい介護食
品」の選択に寄与するものです。

◆ 血中コレステロールを正常化する作用

◆ 食後血糖値を穏やかにする作用

◆ 腸内細菌叢（腸内フロ－ラ）の改善

大麦の寄与するポイント
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品質
(1) 常温*で輸送、保管、販売できる製品であること。
(2) 1年以上の販売実績があること。*

保存性
(1) 常温で６か月以上の賞味期間があること。

＊最近ではローリングストックという考え方で、
「通常食材を活用する＝賞味期限は180日あれば十分！」

保管・輸送性
(1) 常温での保管・輸送が可能であること。

(2) 高温低温（常温の範囲を超える）になる場所（屋外倉庫・車内など）
での保管・輸送が可能とする場合は、根拠を提示すること。

容器包装

(1) 輸送、保存中の温度・湿度変化に耐え、積み重ねても損傷しにくいな
ど強靭な包装容器を用いること。
(2) 外装は、輸送・保管上の強度を有すること。

大麦の可能性（災害食分野）

◆ 血中コレステロールを正常化する作

◆ 食後血糖値を穏やかにする作用

◆ 腸内細菌叢（腸内フロ－ラ）の改善

→便通の改善、体調維持

◆要介護者向け食材としての価値
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災害食における栄養基準 1800~2200kcal

○エネルギー
○タンパク質
○ビタミン B1, B2
○ビタミン C

特に、要介護者向け食事には
入れてほしい食材
・子供（乳幼児）
・アレルギー体質者
・介護食利用者

大麦の可能性（災害食分野２）

β‐グルカンが
絶対に必要！！
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超高齢社会における機能性食品へのニーズの高騰❕

〇 拡大する在宅介護（老々介護）

〇 外食産業への介護食普及（外食レストランが担う食の変化）

〇 宅配サービス（地域介護サービスなど）

大麦の可能性（介護・災害食）
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大麦の需要拡大にむけた検討事項

大麦の豊作、そして、コロナ禍での業務用含む消費の低迷が大きな問題になっています。
そこで、これからは、この難局を乗り越えるために何が必要で、どのようなことが考えられるのか？
そして、それを実現するために何をしなければならないのか？について積極的な意見交換ができれば
と考えています。
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１）栽培地育成と農家の収益確保は？
→品種、流通システム、さらなる需要拡大

２）流通システムは現状のままで良いのか？
→ユーザーに分かりずらいシステム

３）加工施設、その加工処理能力は？
→精麦、製粉という工程が必要な穀類

４）価格政策は？
→適正価格での販売ができているのか？

５）商品規格作りなど、消費者教育は？
→もち性、うるち性大麦、その機能性など

こんなに素晴らしい大麦ですが、では、課題はないのでしょうか？

大麦が抱える課題とは？

既存実需のみならず、二次加工メーカー、他業種を
巻き込んでの買取、消費形態の構築。
ミスマッチング時の対応システムの構築など

消費者への大麦理解を推進すると同時に、一般消費者、
二次加工メーカーごとの流通、価格対策が必要では？
もち性大麦のみではなく大麦全体としての認知徹底。
その上での、もち性大麦の価値感のアップ！

精麦各社の対応、小型精麦機、製粉機の普及？
大手の加工能力、小型機での小回り、地域性など？
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〇 大手食品加工メーカーさんが国産大麦を取り込むには？

→ 輸入大麦との絶対的な供給量の差（安定供給）
→ 既存流通のあり方が障壁となっているのか？

・エリアでの利権重視思考が強く、オールJAPANでの意識の弱さ？
縦ではなく横ぐしの政策がとれないか？

→ 大麦の品種、生産体制が品種ごと、県ごとなど全国規模ではない
・1品種としての生産量が限られている。
・単一ブランドでの販売に至らないのでブランド戦略が難しい

〇 一般消費者へのアプローチの仕方
「機能性が高いから高額ではなく、安価でおいしい食材としての普及」

→ ブーム商品から安定商品への切り替え
・B2B、B2C向け価格政策の見直し
・マーケティングへの戦略が必要

→ 大麦としての消費者への認知徹底（一般食材としての理解促進）
・炊飯用途のみではなく、粉、リキッドなど多様な用途の普及

大麦が抱える課題１

大麦の安定供給、安定消費を目指す場合、下記のような問題が考えられます。

◇利用者への安定供給と
供給量の確保とその仕組み

◇一般食材としての価値観と
価格感のバランス調整
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ミスマッチング時の対応システムの構築

大麦が抱える課題２

〈想定される課題〉

・ミスマッチング時のクッション的な存在（不作、豊作における実需への対応・調整）
一時仮置き、保管、調整機能を持つ組織の必要があるのでは？
→ 農業法人、農協、全農、業界団体など

・調整可能な消費先との提携
大手企業では直ぐにはロット調整が難しい、であれば、出荷調整が可能なところと
事前取り決めをしておけば！

・既存流通に拘らない、新しい消費先、実需の開拓が必要なのでは？
大麦の特性上、まだ可能性のある業界、市場への導入が必要
＊地域活性化プロジェクト

＊既存流通依存ではなく、既存流通協力における新たなる活路の開拓

ポイント；横串し思考（縦割りではなく、横断した共通意識と行動）

災害時の民間、行政のとるべき協力体制と行動を想定した課題処理方法では！？



25

非常時の出荷調整が可能な需要先候補と想定される問題点

○ 学校給食
週に一度程度、麦ご飯（米9：麦１）として提供 ＊（県・市町村によって差異あり）
問題：・麦のレシピ拡大（炊飯のみではなく、粉、リキッドなどでの利用促進が必要？）

・メニュー決定権の所在、決定までの過程が各県などで違うので一元管理ができない？
・納入価格の問題？
・給食の調理、提供までの工程が学校によって違うから？
・それとも大麦のイメージ？

○ 病院
○ 介護施設
○ 自衛隊
○ 公共施設内食堂など

（出荷調整が可能な・・）大麦が抱える課題３

メニュー決定は早いとこ
ろでは半年前から決まる
ので調整も可能か？

日本を代表する穀類として
取り組むべき食材では？

一人30gでも岡山県小中学生
1回で4.5トンの消費？

大麦の機能性の認識は栄養士、管理栄養士の方々にはある程度まではし周知できているのでは？
では、なぜ、普及が進まないのか？
・大麦の利用方法、レシピなどが普及していない！
・価格含む仕入れルート（自衛隊は入札システム）
・大麦のイメージ

価格問題
品質・品種

流通問題
縦割り体制

活用方法の
普及
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意見交換

大麦が抱える課題解決にむけて、皆様の率直なご意見をお願いいたします。
少しでも解決に向かえれば幸いです。
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イネ科 イネ族 イネ（コメ）Rice

コムギ族

小麦属 コムギ Wheat

大麦属 オオムギ Barley

ライムギ属 ライムギ Rye

エンバク族

カラスムギ属 エンバクOats

トウモロコシ属 トウモロコシ Mayze

資料：大麦基礎知識
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大
麦

六条
大麦

二条
大麦

穂の形・粒の付き方の違い

粒が小さい

粒が大きい

資料；大麦基礎知識
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大
麦

六条大麦

二条大麦

六条大麦

皮 麦
二条大麦

はだか麦

うるち性

もち性

うるち性

うるち性

うるち性

もち性

もち性

もち性

・サチホゴールデン
・しゅんれい
・スカイゴールデン
・ニシノホシ
・はるか二条 etc

・ファイバースノウ
・シュンライ
・ミノリムギ etc
・カシマムギ
・カシマゴールドetc

・ユメサキボシ
・ビューファイバー

・ホワイト ファイバー
・はねうまもち
・きはだもち

・キラリモチ
・もっちりぼし
・ワキシ―ファイバーetc

・イチバンボシ
・マンネンボシ
・ハルヒメボシ etc

・ダイシモチ
・米澤モチ2号
・フクミファイバー

・くすもち二条

資料；大麦基礎知識
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参考資料；大麦粉への提案

大麦の魅力・再発見ワークショップ
～新たな需要拡大に向けて～

2020年12月21日開催

抜粋：大麦粉への提案資料
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国産大麦粉〈薄力粉タイプ〉の規格・商品化

①うるち性大麦は小麦粉の薄力粉タイプとしての普及が可能

②規格（β‐グルカン含有量、製粉方法、水分、でんぷん損傷率、など）をクリアすることで
数種類の品種のブレンドでも可能。
＊生産高、地域、品種ごとのバラつきを調整できる可能性大！

③粒では難しいが、粉であればまだ統一規格を作りやすい。→消費者への認知徹底もし易い

④新しいブランドでの流通が形成できれば価格的にも輸入麦に対抗できる価格政策が可能となる

⑤戦略的な商品としてのマーケティングが可能
→ 大麦という食材への正確な理解促進

（大麦粉への提案）

もち性大麦ばかりが目立つ大麦業界ですが、大麦の消費の土台を形成する商品としてもち性ではなく、
うるち性大麦の粉の規格化・商品をマーケットインすることを提案
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大麦粉の現状

・大麦粉、もち麦粉など業界としての統一規格がなく、一般食材としての普及には至っていない！
・うるち、もちの区別、さらには、製粉方法なども違って、消費者が分かりずらく、購入しずらい！
・商品説明などもなく、用途、機能性効果などもよく分からない商品が多い！

→消費者が不信感を持つと立て直しは難しい
→消費者が安心して購入できる商品の確立は急務

消費者が安心して購入できる大麦粉の統一規格品ができれば・・・

＊注１；平成26年度農林水産省データより／注２；令和元年全麦連データより

・・・大麦粉の一般食材としての展開・・・
うるち性大麦の活用と規格作り

小麦粉の年間総消費量約4,177,000トン（内国産生産量853,000トン）注１

（輸入小麦のシェアの3％で年間約100,000トンの大麦粉の新規需要開拓目標）注２

＊注１－主食用大麦原料加工総数量57,682トン（国産原料32,026トン＊国産比率56％）

＊注２ー新規需要は、うるち性、もち性の合算予想

大麦粉商品化に向けて
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◇国産大麦粉の規格

消費者に分かりやすい安心、安全、使いやすい大麦粉の普及を初期段階で実施
消費者に分かりやすい規格と表示記載事項案

①産地表示
②品質、分析値の記載（β‐グルカン含む栄養素表示）
③カビを含む検査済証を兼ねる
④製粉含む加工工程の明記
製粉方法、でんぷん損傷率、水分など

⑤用途の明確化
小麦粉でいう薄力タイプ、機能性重視タイプなど

〇認定大麦粉規格つくりに向けて

全国精麦工業協同組合連合会（全麦連）など業界団体、そして、民間企業（製粉企業、製粉機械メ
ーカーなど）のご協力も頂きながら消費者目線にたった規格の設定を進めていく予定です。
また、消費者への大麦粉としての普及へのフォロー活動も計画予定です。

大麦粉の規格化
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大麦粉の価値

大麦粉（うるち性大麦）の市場価値

◎小麦の薄力粉と同じような加工適正
〇今まで存在しなかった粉 ＝ 新しい市場の形成が可能
〇コロナ以降加速する国産品志向、そして、安心、安全への認識
〇アレルギー、血糖値対策＝要介護者向け食材としての強み

共通表現：低糖質、小麦グルテンを含まない、β‐グルカン、食物繊維
特 徴：しっとり、おいしい。

消費者が自由に選ぶ

粉製品としての大麦粉
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今後とも大麦消費拡大へのご協力をお願い申し上げます

ご清聴ありがとうございました。

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 本部事業開発室 BC 浦松亮輔


