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概要情報 

農林水産業システムの名称 

丹波篠山の黒大豆栽培～ムラが支える優良種子と家族農業～ 

日本農業遺産の認定年月日 ： 令和３年２月 19 日 

申請団体 

・団体名 ：丹波篠山市農業遺産推進協議会 

・組織構成：丹波篠山市、丹波篠山市教育委員会、丹波ささやま農業協同組合、丹波篠山市

農業委員会、兵庫県丹波農林振興事務所、兵庫県丹波農業改良普及センター、兵庫県立農林

水産技術総合センター、丹波篠山市商工会、丹波篠山観光協会、株式会社小田垣商店、丹波

篠山市農業生産組合協議会、丹波篠山市認定農業者連絡協議会、丹波篠山担い手農業者協議

会、兵庫丹波生活研究グループ連絡協議会、JA 丹波ささやま女性会、兵庫県女性農業士 

認定地域の位置 

・申請地域名：兵庫県丹波篠山地域 
・北緯 34 度 57 分～35 度 1 分 
東経 135 度 3 分～135 度 15 分 

・兵庫県中東部に位置する。 
 
 
 

主要都市から認定地域までのアクセス 

・JR 大阪駅から快速で 70 分 JR 篠山口駅下車。 
面積 ３７７．６１㎢ 

地形的特徴  中山間地の盆地 

気候区分  内陸性気候 

人口（うち受益者） 丹波篠山市４１，０４８人 １７，４７０世帯  

うち受益者「丹波黒」生産農家戸数２，６６０戸 

主な生計源  

就業者総数 
第 1 次産業 
農林業 

第 2 次産業 第 3 次産業 その他 

21,444人 2,590 人 5,610 人 12,122 1,122 人 

 

農家戸数 専業農家 第 1 種兼業農家 第 2 種兼業農家 自給的農家 

3,774 戸 871戸 197戸 1,741 戸 965戸 
 

KYOTO 

TOKYO 
Tambasasayama 
City 

Tambasasayama 
City 

Kyoto Pref 

Kobe City 

<Hyogo Pref.> 

Osaka pref 
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農林水産業システムの概要 

 

丹波篠山地域は兵庫県内の瀬戸内海と日本海の中間付近の内陸部に位置す

るため年平均降水量が約 1,350mm と少なく、かつ篠山盆地を囲む山々が低く

集水面積が小さいため、農業用水の確保が困難な地であった。この自然条件の

なかで、すべての水田で水稲が栽培・収穫できない事態を避けるための先人の

知恵として、ムラで話し合い協力し合って一部の農地に導水せずに稲作をやめ

る「犠牲田（ぎせいでん）」が 1700年代に生み出され、この犠牲田から黒大豆

栽培が始まった。黒大豆栽培は園芸作物ともいわれるほど、複数回の土寄せな

ど非常に手間がかかる作物である。このため個人単独では経営が成り立ちにく

く、最も手間のかかる作業をムラで協力し合う協働の風土（＝ムラぐるみ生産

方式）が基盤となり、黒大豆栽培において生産組合が国内でもいち早く組織化

した。このムラの協働の風土によって、さらに集落営農の組織化を促進、県下

でも高い組織率を誇り、生計が成り立つ黒大豆「丹波黒」産地として重要なモ

デル的産地となった。 

また、丹波篠山地域で栽培される黒大豆には多様な在来種が存在し、複数の

系統から農家らによる種子の交換や選抜育種を代々繰り返して（＝優良種子選

抜・生産方式）、世界一極大粒の黒大豆「丹波黒」が生み出され、日本の主要

産地として発展した。 

黒大豆栽培では連作障害が発生するため 2～3 年で水田と畑地を入れ替える

輪換システムを取り入れている。この土壌の生産性を維持するために、灰小屋

（はんや）で草木を土と共に燃やして灰肥料をつくってきた。また、盆地地形

で日影ができやすいためムラ協働で山裾の草木を伐採するわち刈りなどによ

って、里山の資源と景観が守られている。また、今でも農家が暮らす茅葺家屋

のためのカヤトリバが設置されているムラも残っているなど、黒大豆栽培によ

って暮らしが支えられている。 

周辺環境においても、用水確保には欠かせないため池のムラ共同管理が行わ

れている。水源に乏しい地域でため池が築造・維持管理されていることで、本

申請地域ではセトウチサンショウウオ、モリアオガエルなどの両生類、ナミゲ

ンゴロウなどの水生昆虫といった絶滅危惧種が守られている。 

以上のように、丹波篠山地域ではムラを基本にした協働の風土によって黒大

豆栽培を成立させ、「丹波黒」発祥の地として遺伝的多様性を維持してきた。

水不足がちな盆地地形でこうした持続的な農業が安定的に維持されてきたこ

とで貴重な水生生物にも生息場を提供できている。今後も、丹波篠山地域では

ムラを基本にした黒大豆「丹波黒」栽培を通じて農業を大切に守り、継承して

いく。 
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認定基準の各項目に係る農林水産業システムの説明              

 

１ 世界及び日本においての重要性 

 

（１）黒大豆「丹波黒」とは 

ａ 「丹波黒」の品質的価値 

丹波篠山地域における黒大豆栽培の起源を推定できる史料はいくつか存在しており、

その起源 には諸説ある。元禄 4～16 年（1691～1703）の出来事を記録した『日乗上

人日記』には「烏豆（からすまめ）」（「徳川光圀公（水戸黄門）が元禄 11 年（1698）に

丹波篠山から献上された黒大豆の納豆を食した」という記述）（稲垣国三郎編 1954）、
享保元年（1716）刊行の丹波篠山地域の地誌『篠山封彊志』には「黎豆（くろまめ）」

（土産のひとつとして記述）と名称の記載がある。名称に確実に「黒豆」との記述が確

認できる最も古い史料は享保 15 年（1730）刊行の料理本『料理網目調味抄』であり、

「くろ豆は丹州笹山の名物なり」「黒豆 丹州笹山よし 押て汁煮染」と記されている

（図 1）。したがって、ここではこれを起源として位置づけている。 
 

 

黒大豆の伝統的な在来品種のひとつである「丹波黒」（以下、「丹波黒」）は、兵庫県

農事試験場（現：兵庫県立農林水産技術総合センター）が丹波篠山地域で古くから栽培

されていた在来種「波部黒」を用いた品種比較試験の結果、最も優良であったこれを昭

図 1 丹波篠山市の黒大豆栽培を示す最も古い史料「料理網目調味抄」 
     赤囲み箇所に「黒豆」と記述があり、その下に「丹州笹山よし」とある。 
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和 16 年（1941）に「丹波黒」と命名した。以降の本申請書では、昭和 16 年以前のも

の及び一般名称を指す場合に「黒大豆」、昭和 16 年以降のものを「丹波黒」と記述する。

また、御節料理に縁起物の祝い肴三種として必ず入れられる煮豆のうち「丹波黒」が高

品質と珍重される理由には、百粒重（豆の大きさの尺度で、百粒あたりの重量のこと）

が 80g を超える世界一極大粒であることと、表面にブルーム（脂質から作られる蝋が表

面に出てきたもの。また、ろう粉ともいう）が生じること、煮豆にしても皮が破れにく

くよく膨らみ、漆黒の色つやと広がる芳香やもちもちとした食感から評価されているこ

とが挙げられる。（食品機能的価値は P.17 のｄ-３で詳述） 
 

ｂ システムの概要 

「丹波黒」の発祥の地である丹波篠山地域は、兵庫県の瀬戸内海と日本海の中間付近

に位置し、内陸性気候のため降水量が少なく、篠山盆地を囲む山々が低く集水面積が小

さいため、農業用水の確保が困難な地であった。江戸時代には多数のため池が築造され

たが、ため池を持たない地域では田植え時の水不足に備えて冬期湛水（冬期でも水田を

乾燥させずに湛水させること）を実施する地域もあった。 
その一方で、丹波篠山地域の水田は湿田状態が約 30～57％を占めていた（後藤ら

1955）。湿田が多い理由としては、前述の冬期湛水に加えて、丹波篠山地域は古代にお

いて湖であったことから不透水性の粘土質な土壌であること、盆地地形から一部地域で

地下水位が高いこと、山際からの押水（滲み出し水）などがある。つまり、丹波篠山地

域の特徴は、湿田だが水不足がちな農業環境にある。それでも農業用水は十分ではなく、

ムラで話し合い、協力して導水せずに稲作をやめる「犠牲田（ぎせいでん）」を設けた。

この犠牲田を畑として米以外の作物を栽培することを「堀作（ほりさく）」といい、こ

の堀作で黒大豆栽培されたことが、丹波篠山地域での黒大豆栽培の始まりである。 
丹波篠山地域の黒大豆栽培における主要な生産方式は次の 2 つである。黒大豆栽培は

園芸作物ともいわれるほど、複数回の土寄せなど非常に手間がかかる作物である。この

ため個人単独では経営が成り立ちにくく、最も手間のかかる作業をムラで協力し合う協

働の風土（＝ムラぐるみ生産方式）が基盤となり、黒大豆栽培において生産組合が国内

でもいち早く組織化した。このムラ協働の風土によって、さらに集落営農の組織化を促

進、県下でも高い組織率を誇り、「丹波黒」産地として重要なモデル的産地となった。 
丹波篠山地域で栽培される黒大豆には多様な在来種が存在し、複数の系統から農家ら

による種子の交換や選抜育種を代々繰り返して（＝優良種子選抜・生産方式）、世界一

極大粒の黒大豆「丹波黒」が生み出され、日本の主要産地として発展した。 
黒大豆栽培では知力低下や連作障害が発生するため 2～3 年で水田と畑地を入れ替え

る輪換システムを取り入れている。この土壌の生産性を維持するために、灰小屋（はん

や）で草木を土と共に燃やして灰肥料をつくり、土壌改良材に用いた。また、盆地地形
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で日影ができやすいためムラ協働で山裾の草木を伐採するわち刈りなどによって、里山

の資源と景観が守られている。また、今でも農家が暮らす茅葺家屋のためのカヤトリバ

が設置されているムラも残っているなど、黒大豆栽培によって暮らしが支えられている。 
周辺環境においても、用水確保には欠かせないため池のムラ共同管理が行われている。

水源に乏しい地域でため池が築造・維持管理されていることで、本申請地域ではセトウ

チサンショウウオ（旧カスミサンショウウオ）、モリアオガエルなどの両生類、ナミゲ

ンゴロウなどの水生昆虫といった絶滅危惧種が守られている。 
こうした 2 つの生産方式によって黒大豆栽培が安定的かつ持続的に行えたことで、ム

ラの協働の風土から里山資源の保全・管理、多様な生物の生息場としてため池の保全が

なされてきた。 
 

（２）優良種子選抜・生産方式 

ａ ムラから始まった選抜育種 

選抜育種とは、品種改良においてある特定の有用な形質をもつ品種を選び、その品種

からさらに有望なものを何世代も選抜して育種することをいう。たとえば、豊富な遺伝

資源の中から“大粒”という目的形質に合わせて選抜を繰り返すことで大粒化を促すこ

とができる。実際に「丹波黒」は 1940 年代に百粒重が 47g であったが、2000 年代に

百粒重 80g を超えている。この理由としては、「丹波黒」の発祥の地である丹波篠山地

域には様々な形質をもつ遺伝資源が存在したことと、また高価格な大粒化を目指し続け

たことが挙げられる。 
丹波篠山地域で栽培されていた在来種の一つである「川北黒大豆（かわぎたくろだい

ず）」は、水不足がより深刻であった川北村（現：丹波篠山市川北地区）の堀作で栽培

されたものである。また、他の在来種である「波部黒（はべくろ）」は豪農大庄屋 波
部本次郎氏が選抜育種したもので、日置村（現：丹波篠山市日置地区）を中心に栽培さ

図 2 内国勧業博覧会の表彰状（写し） 
   受賞者名に「波部本次郎」とある。 
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れていた（図 2）。波部氏は公営の採種組織がない明治４年（1871）に原原種圃（げん

げんしゅほ）・原種圃（げんしゅほ）※2を設け、採種体系を作り上げ、特に優良な系統

を「波部黒」と名付けて郡内の農家に配布し、栽培を奨励した。この品種は粒の大きさ

と多収性から広く農家に受け入れられた。 
 

ｂ 優良種子の生産 

平成 4 年（1992）多紀郡 4 町（丹波篠山市合併前の旧 篠山町・今田町・丹南町・西

紀町）及び 2 農協（現 JA 丹波ささやま合併前の篠山町農協・丹波農協）（章末※1 参

照）は、生産者に優良な種子を安定的に供給するために「丹波黒大豆優良種子生産協議

会」を結成した。この協議会では、在来種である「川北黒大豆」「波部黒」に加え、平

成元年（1989）に選抜された「兵系黒 3 号」の原種圃、原原種圃、採種圃を設置し、こ

れらの優良な３つの系統（優良３系統）の種子生産体制を構築した（章末の※2 参照）。 
優良 3 系統である「川北黒大豆」「波部黒」「兵系黒 3 号」の原種生産は、令和元年

（2019）で計 144.8kg、市内 27 ヵ所の採種圃からの種子集荷量は 7.0t にのぼる。この

協議会では「2 年に 1 度の種子更新」を呼びかけ、それに必要な種子量を供給している。

この協議会の優良種子選抜・生産は「丹波黒」の品質の維持・向上になくてはならない

仕組みとなっている。 

（３）ムラぐるみ生産方式 

ａ 堀作から生まれ、受け継がれた栽培技術と協働の風土 

ここで「ムラ」とは、空間的にはいわゆる集落や地域の範囲に相当し、農業生産活動

や冠婚葬祭など相互扶助を行う共同体のことを指す。丹波篠山地域ではムラが現在もそ

のまま維持されており、230 の農業集落が受け継がれている。 
江戸時代の犠牲田での堀作は、ムラの中での話し合いによって一区域に集団化させ、

1 年毎にその場所を移動させる。堀作を行うムラの中には、村高の半分に相当する田を

4 年周期で堀作する計画を立てた例もある。この堀作の運営を通して、ムラで話し合い、

助け合い、相互に連携しながら取り組む経験と風土が作り上げられた。この堀作は、そ

の後、良質な黒大豆とともに、良質な黒大豆を栽培するための特徴的な栽培技術や工夫、

堀作を運営する経験と風土を生み出し、以下の農法が現在も受け継がれている。 
・水田を一定年数毎に水田と畑作を繰り返して利用する「田畑輪換栽培」 
・水はけをよくすることを目的とした「高畝栽培」 
・倒伏を防ぎ、根量を増やし、広範囲に成長させる「中耕培土（ちゅうこうばいど）」 
 
地主と小作人の関係は他郡に比べて円満だったと多紀郡誌（明治 44 年（1911））にあ
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る。堀作の運営等、江戸時代から地主を中心にムラで結束してきた表れである。現在も

農業集落では農道や水路の整備・補修、川辺の草刈りの他、祭りや境内の掃除など、祭

事、農作業に関わらず、様々な共同作業をムラで取り組んでいる。農業集落には基本と

なる価値観、構成員で話し合い、助け合う風土が受け継がれている。 
 

ｂ 機械共同利用型の生産組合 

「丹波黒」の栽培期間は一般的な大豆栽培に比べて長く、栽培管理も難しく、手間が

かかる作物であり、農作業の約 60％が収穫期（11 月下旬～12 月中旬）に集中する。こ

うした農業経営上の課題に対応するために、小規模農家や兼業農家がムラで話し合い、

「生産組合」を組織化した。これは、いわゆる営農組合（農家から農地を預かり、少数

の農家で耕作、営農する組織）とは異なり、生産組合は一人ひとりの農家を主体として

農家個々の生産性を高めていくことを目的とした組織で、共同防除や農業機械の共同購

入・共同利用形態をとっている。このため大規模経営化のために乾燥・脱粒機械購入と

いった設備投資は採算性に見合わず、令和元年度（2019）時点でも作付面積 30a 未満

の小規模農家あるいは第二種兼業農家が黒大豆生産農家戸数 2,660 戸のうち 83％を占

めている。これは他の黒大豆栽培の地域と比較して、丹波篠山地域独特のものである。 
生産組合の組織数は、全 230 農業集落のうち 118 組織（約 51％）であり、兵庫県下

の平均組織率 31％を上回っている。この生産組合による「丹波黒」栽培の農家所得は、

10a 当たり 132,667 円であり、一方、個別経営では 10a 当たり 7,051 円の赤字になる。

また、水稲の場合は 10a あたり 10,910 円の所得があり、「丹波黒」の所得額が大きいた

め栽培面積の拡大につながっている。 
以上の「優良種子選抜・生産方式」と「ムラぐるみ生産方式」は、丹波篠山地域にお

ける「丹波黒」栽培に欠かせない仕組みであるとともに、長い歴史の中でムラ協働の風

土を基盤としながら社会経済状況や生産状況に合わせて柔軟に変化させながら持続さ

せてきた。地域の伝統的特産物の栽培の安定化、品質維持・向上に寄与する重要な仕組

みである。 
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兵庫県立農林水産技術総合センター 

米の減反政策への対応を協議 
黒大豆、山の芋で特産振興を図る 

・地域特産物の育成 
・農業技術の普及 
・農業経営の改善 

連携 

水不足から犠牲田に黒大豆を栽培 
堀作の計画・対応をムラ（集落）ぐるみで話し合い 江

戸
時
代 

・品種改良・種子の提供 
・栽培技術の開発 

堀作による黒大豆栽培 

「川北黒大豆」：堀田が多かった川北村の黒大豆 

「波部黒」：波部氏により選抜育種された黒大豆 

明
治
・
大
正
時
代 

昭
和
時
代 

篠山町 篠山町農協 兵庫県普及センター 

丹波篠山市 丹波ささやま農協 農業改良普及センター 

波部本次郎氏による育種 

 

・地域特産物の育成 
・農業技術の普及 
・農業経営の改善 

・生産資材の提供 
・生産部会の育成 

優良種子選抜・生産協
 

農業生産組合協議会 

連携 

連携 連携 

生産者 

・生産組合相互の連携 
・研修会等、情報提供 

・優良 3系統の優良種子 
・の生産・提供 

生産組合（各集落） 

丹波ささやま農協・小田垣商店・その他事業者 

品質の維持・向上 兼業農家を担い手に ・土地利用調整 
・機器の共同利用 
・地域資源の管理など 

ムラぐるみ生産方式 優良種子選抜・生産方式 

出荷 

消費者  メーカー・企業  流通・卸業者 等々 

現
在
の
か
た
ち 

篠山町農林振興協議会 

｢丹波黒｣を転作作物に 

設立 

  

明治 23年（1890）波部黒、勧業博覧会で三等受賞 
明治 27年（1894）農事試験場設立 
明治 28年（1895）波部黒、同二等受賞 宮内省お買い上げ 
明治 32年（1899）郡農事試験場で黒大豆種類試験 
昭和 09年（1934）川北黒大豆、波部黒の名称を丹波黒大豆に統一 
昭和 16年（1941）「波部黒」の選抜系統を「丹波黒」と命名 
 奨励品種に指定 
 
  
  
  
  
  
  
  
平成元年（1989）県「兵系黒 3号」育成 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
平成 4年（1992）優良種子選抜・生産協議会設立 
  
  
 

延享 05年（1748）堀作停止の命、大庄屋一同の懇願により継続を許される 
嘉永 06年（1853）八上新村：全村の 2割で堀作 
  
  
  
明治 29年（1896）郡農事試験場設立 
明治 33年（1900）農会法により各集落に農会設立 
明治 34年（1901）多紀郡農会設立 
明治 39年（1906）多紀郡農事講習所設立 
  
  
昭和 19年（1944）各町村に農業会設立 
昭和 23年（1948）各町村に農業協同組合設立 
昭和 24年（1949）兵庫県立農科大学設立 
昭和 46年（1971）米の減反政策本格実施 
  
  
  
  
  
  
昭和 59年（1984）丹波黒枝豆の商品化 
  

初代会長に 

就任 

天保 02年（1831）父 波部六兵衛氏、良種を精選し、配布 
明治 04年（1871）波部本次郎氏、良種を作り、配布 

兵系黒 3号 

川北黒大豆 
波部黒 
兵系黒 3号 

図 3 優良種子選抜・生産方式とムラぐるみ生産方式の歴史的変遷。 
    年表は島原（「丹波黒大豆の 300年」、2015、兵庫）から引用、一部変更。 
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※2 原原種・原種 
原原種：様々なタイプの掛け合わせや選抜により、よい性質が固定されたもので原種をとるための種子。 

原原種圃（ほ）で育てられる。 
原種：よい性質の原原種の種を原種として原種圃で栽培し、よい性質を固定したまま増殖する。 

よい性質が固定した原種を採種圃に播種し、種を採る。これが栽培用の一般種子となる。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

※1 町名、農協の名称の変遷 

篠山町 

西紀町 

今田町 

丹南町 

1999 まで 

篠山町 

今田町 

丹南町 

西紀町 

多紀町 

城東町 

1975 まで 

昭和 50年 
（1975） 

篠山町・城東町・多紀町・今田町・丹南町・西紀町 

篠山町 

篠山町・今田町・丹南町・西紀町 

合併 

丹波篠山市 

篠山町農協・城東町農協・多紀町農協 

篠山町農協  ・  丹波農協 
合併 

篠山市 平成 11年 
（1999） 
平成 14年 
（2002） 

丹波ささやま農協 

令和 1年 
（2019） 

合併 

合併 

市名変更 

多紀郡 

栽培・収穫 

採種圃 原原種圃 原種圃 

原種 

生産者 原原種をもとにして良
好な特性を有した系
統を増殖 

良好な特性を有した
系統を選抜、増殖 

原種をもとにして良好な特
性を有した系統を増殖 

一般種子 

原原種 
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２ 認定地域の特徴 

 

（１）食料及び生計の保障 
 

ａ 「丹波黒」の栽培面積とその推移 

旧丹波国篠山藩（現：丹波篠山市）における黒大豆栽培の最古の記録は、亨保 15 年

（1730）発行の料理本『料理網目調味抄』で「くろ豆は丹州笹山の名物なり」「黒豆 丹

州笹山よし」との記載から、すでにこの年代から栽培が確認される。江戸時代の栽培面

積は、文政元年（1818）に 43ha であった（園田家古文書より）。 
廃藩後の明治４年（1871）以降、政府への献上が廃止され、水稲栽培が主流となった

ために黒大豆は自給的に畦畔栽培（いわゆる、畦豆）され、正月の御節料理、神事のお

供え物、煮豆としての自家消費、一部の余剰分が商品として出回った程度となった。し

かしながら、豪農大庄屋 波部本次郎氏が選抜育種を行うとともに優良種子「波部黒」

を農家に配布し、栽培を奨励した。その結果、「波部黒」が明治 23 年（1890）第二回国

内勧業博覧会にて三等有功賞、明治 28（1895）第四回国内勧業博覧会にて二等有功賞

となり、品質の向上が図られていた。 
昭和 45 年（1970）からの減反政策の開始、昭和 53 年（1978）から水田利用再編対

策として、旧 篠山町役場・篠山町農協・県普及所で組織する篠山町農林振興協議会に

おいて「転作を逆手にとって、気候・風土を活かしてこれまで作ってきた黒大豆、山の

芋で特産振興を図る」という方針が示された。こうして伝統的特産物を転作作物として

産地基盤を築いた取り組みは、昭和 61 年（1986）に「篠山方式」と呼ばれ、当時全国

的にも先進的な事例となった。旧 篠山町（現：丹波篠山市の中心部）における「丹波

黒」の栽培面積は昭和 50 年（1975）に 9ha であったが、第二期水田利用再編対策が始

まった昭和 56 年（1981）には 136ha に急増した。また、旧 多紀郡（現：丹波篠山市）

では昭和 53 年（1978）に 96ha だったが、平成 12 年（2000）には 492ha と広がった。 

平成 30 年（2018）兵庫県全体の「丹波黒」の栽培面積は 1,326ha で、全国の黒大豆

栽培に対する面積シェアは 43.5%を誇る（表 1-1、1-2）。このうち丹波篠山市の「丹波

黒」栽培面積は 557ha、兵庫県全体の 42%、全国の約 2 割を占め、売上は 25 億円を超

える。丹波篠山市は「丹波黒」の主要な生産地として発展した（表 1-3、図 1-1）。 
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表 1-1 黒大豆の県別栽培面積の推移（ha） 
年産 北海道 「丹波黒」 

滋賀県 京都府 兵庫県 岡山県 香川県 小計 
1975 昭 50 709  89 64   153 
1980 昭 55 920  139 256   395 
1985 昭 60 485   370   370 
1990 平 2 1,415 74 310 590 770 45 1.789 
1995 平 7 1,493 253 392 817 900 61 2,423 
1996 平 8 2,206 378 442 1,039 1,000 150 3,009 
1997 平 9 2,520 533 469 1,060 1,417 160 3,639 
1998 平 10 2,402 527 500 1,270 1,876 176 4,349 
1999 平 11 2,153 452 485 1,270 1,870 181 4,258 
2000 平 12 1,580 547 455 1,265 1,863 126 4,256 
2001 平 13 1,304 628 435 1,262 1,930 140 4,395 
2002 平 14 2,050 424 454 1,150 1,850 230 4,108 
2003 平 15 2,760 418 436 1,100 1,590 189 3,733 
2004 平 16 3,500 627 390 947 1,510 150 3,624 
2005 平 17 6,554 709 386 1,114 1,660 133 4,002 
2006 平 18 3,810 761 388 1,206 1,660 138 4,153 
2007 平 19 965 594 374 1,203 1,576 133 3,880 
2008 平 20 1,762 352 381 1,342 1,355 115 3,545 
2009 平 21 2,040 309 374 1,391 1,230 80 3,384 
2010 平 22 2,489 192 344 1,480 1,163 60 3,239 
2011 平 23 2,823 207 297 1,544 1,071 58 3,177 
注 1）平成 23 年産の作付品種・系統は北海道「いわいくろ」「晩生光黒」等、京都府「新丹波黒」、兵庫

県「兵系黒 3号」等、岡山県「岡山系統 1号」等、香川県「香川黒 1号」。すべて在来種の丹波黒
大豆から選抜したもの。 

注 2）滋賀県の平成 21年産までの面積には一部、早生系統を含む。 
注 3）事実不詳のもの、値が不明なもの、または調査を欠くものは空欄とした。 
（島原（2012）を一部編集） 
 
 
 
 
 

表 1-2 「丹波黒」の主な栽培府県（平成 30年度産） 
府県名 栽培面積(ha) 構成比 
兵庫県 1,326 43.5% 
岡山県 1,166 38.3% 
滋賀県 319 10.5% 
京都府 196 6.4% 
香川県 15 0.5% 
鳥取県 14 0.5% 
島根県 9 0.3% 

計 3,045 100% 
（丹波篠山市調べ） 
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表 1-3 「丹波黒」の主な栽培市町村（平成 30年度） 
市町村名 栽培面積(ha) 構成比 

丹波篠山市（兵庫県） 557 18.3% 
勝央町（岡山県） 251 8.2% 
津山市（岡山県） 191 6.3% 
吉備中央町（岡山県） 134 4.4% 
多可町（兵庫県） 97 3.2% 
宍粟市（兵庫県） 95 3.2% 
丹波市（兵庫県） 89 2.9% 
美作市（岡山県） 89 2.9% 

その他 1,541 50.6% 
計 3,045 100% 

（丹波篠山市調べ） 
表 1-4 多紀郡の農家数推移 

年 
農家数（下段:%） 経営耕地規模別農家数（下段:%） 

総数 専業 
兼業 

～4a 
5a 
～ 
9a 

10a
～

14a 

15a
～

19a 
20a
～ 第 1種 第 2種 

昭 3 (1928） 6535 
(100) 

4726 
(72) 

4726 
(72) 

1851 
(28) 

2711 
(42) 

1861 
(28) 

52 
(1) 

昭 10(1935) 6411 
(100) 

4862 
(75) 

4862 
(75) 

1741 
(27) 

2631 
(41) 

2021 
(31) 

48 
(1) 

昭 25(1950) 6987 
(100) 

2846 
(41) 

2819 
(40) 

1322 
(19) 

2874 
(41) 

1623 
(23) 

254 
(4) 

22 
(0) 

2874 
(41) 

昭 30(1955) 6892 
(100) 不詳 不詳 不詳 3853 

(41) 
1576 
(23) 

221 
(3) 

12 
(0) 

3853 
(41) 

昭 40(1965) 6524 
(100) 

583 
(9) 

3250 
(50) 

2691 
(41) 

2430 
(37) 

1694 
(26) 

372 
(6) 

2 
(0) 

2430 
(37) 

昭 50(1975) 6035 
(100) 

317 
(5) 

1198 
(20) 

4520 
(75) 

2257 
(37) 

1427 
(24) 

355 
(6) 

62 
(1) 

2257 
(37) 

（篠山町（1983）篠山町百年史.ぎょうせい,東京） 
 

 
図 1-1 丹波篠山市の「丹波黒」栽培面積の推移。ただし、1999年以前は多紀郡（現 
丹波篠山市）、2000年以降は枝豆を含む（丹波篠山市調べ）  
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ｂ 販路の拡大とブランド化 

丹波篠山地域の黒大豆栽培においては、官民が一体となって支える協働の風土が備わ

っており、いくつかの販売・経営の危機にも対応してきた。 
昭和 50 年代ごろには生産増加に伴い需給バランスが崩れ、価格低下に見舞われた。

販売事業者らは電話帳を片手に「丹波黒」を全国に売り歩く営業販売や「農家が一生懸

命作ったものをいかに高く売るかが使命」として販売専門の部署の創設などといった販

売強化策が講じられた。また、「丹波黒」の認知度向上のために、料理研究家の土井勝

氏監修による黒豆煮レシピの作成、松竹新喜劇（藤山寛美主演）南座で「丹波の黒豆」

を上演するほか、丹波篠山という地域も併せて売り込むため中島潔画伯に丹波篠山の風

景を描いてもらうなど、地域全体での販売戦略が築かれた。 
一般的に大豆は子実として収穫される前に、未成熟な豆、いわゆる枝豆としても収穫

できる。「丹波黒」は 10 月初旬から３週間程度の期間に枝豆として収穫でき、他の黒

大豆枝豆にはみられないモチモチとした独特の食感をもつ。これが漫画『おいしんぼ』

にも取り上げられたことを契機として人気が高まった。 

この需要の高まりの一方、平成初期には商品表示の混乱から消費者の錯誤が生じた際

には、官民一体となってブランドの維持を図った。「丹波黒」の枝豆が収穫される 10 月

以前の 8 月中旬ごろから、「丹波黒」でないものが“丹波黒枝豆”と称して近隣地域で

販売され始め、消費者に錯誤が生じた。この動きに旧 篠山町、篠山町農協、商工会青

年部・観光協会、生産者が一体となって「本当の「丹波黒」の枝豆を消費者に届けよう」

と運動を起こし、現在では「丹波篠山黒枝豆販売解日」が設けられている。官民一体と

なって「丹波黒」発祥の地として、地域ブランドの維持管理の体制が確立されている。 
こうした取り組みの結果、旧 篠山町農協では、昭和 53 年（1978）45t だった「丹波

黒」の集荷量が平成 8 年（1996）には 250t を超え、子実販売額も 3 千万円から 5 億円

を超えた。組合員（生産者）への平均精算単価も昭和 53 年（1978）頃の 665 円/kg か

ら、近年全国的に余剰傾向にある中で平成 2 年（1990）以降は毎年 2,000 円/kg を超え

るようになった。 
 

ｃ 生産者の生計を支える「丹波黒」 

「丹波黒」生産農家の 10a あたりの収支をみると、平均的な販売金額が 281,400 円

である。集落営農（農機具共同利用型）の場合、経費を引いた所得は 132,677 円となり、

米の所得 10,910 円を大きく上回る。これまで黒大豆は水稲に代わる転作作物としての

位置づけから、現在では水稲以上に儲かる作物となっている。また、市内で最も多い経

営規模 1ha（例えば、水稲 78a、黒大豆 22a）を個人経営で栽培する場合は 7,051 円の

赤字となることから、小規模栽培あるいは兼業農家は生産組合に参加することで収入を

確保することができる。 
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「丹波黒」は、普通大豆に比べ栽培期間が長く、栽培管理が難しく、栽培に手間がか

かる作物である。11 月中下旬から 12 月中旬の収穫期に労働時間の 60%が集中するが、

枝豆としての出荷は労働分散を図り、栽培面積の拡大に役立っている。 
平成 30 年度（2018）丹波篠山市では 54%の農家が「丹波黒」を栽培している。また、

水稲を栽培する農家は 67%であり、水稲と「丹波黒」を組み合わせることで、農家の経

営を支えている。 
 

ｄ 特産物から広がる地域経済 

ｄ-１ まちおこしと「丹波黒」 

平成 2 年（1990）から始まった丹波篠

山味まつりは、「丹波黒」の枝豆を PR す

ることを目的に始まった。「丹波黒」の

枝豆が食べごろを迎える 10 月中旬に開

催される。全国のファンが枝豆を求めて、

県内はもとより全国から、人口 4 万 1 千

人の市に、3 日間で 8 万 3 千人が訪れる

（図 1-2）。市内の城東、西紀、丹南、今

田地区などでも毎年秋に同様の主旨のイ

ベントが開催されており、丹波篠山味ま

つりと合わせると入込客数は 20 万人を

超える。「丹波黒」は地域経済への波及

効果が高く、まちおこしの一翼を担っている。 
 
ｄ-２ 観光産業と「丹波黒」 

「丹波黒」は観光産業や飲食業において重要な観光コンテンツになっており、市内各

所の観光拠点施設で販売体制、味わえる環境整備がなされている。例えば、レストラン

と直売所が併設された「黒豆の館」（平成 10 年（1998）、丹波篠山市設置、売上約 1
億円）、農産物直売所のファーマーズマーケット「味土里館」（平成 18 年（2006）、

丹波ささやま農協設置、売上約 2 億円）が開設されている。 
「丹波黒」は観光客に高い人気があり、早生品種や類似品などと区別しつつ、観光客

に食べごろを周知するために「丹波篠山黒枝豆販売解日」（10 月 5 日ごろ）を設定し、

ブランドの確立・強化に努めている。「丹波黒」の枝豆の解禁日以降 10 月末頃まで、

沿道で各農家が即売するなど、観光客を楽しませる秋の風物詩になっている。また、こ

れは「丹波黒」は栽培農家にとって貴重な現金収入にもなっている。 

図 1-2 味まつりにて「丹波黒」（枝豆）
を求める観光客 

 



別紙様式第１号別添１ 

17 
 

ｄ-３ 「丹波黒」の食品的機能性と加工食品への活用 

「丹波黒」が他の黒大豆と比較した際に高い食品的価値を示す大きな 3 つの要素は、

“甘味”、“うま味”、“食感”にある。食味の良さを左右する“甘味”について、「丹波

黒」と広く県内で栽培される早生黒大豆「早生黒」と比べて、甘味に大きく関与するシ

ョ糖の含有量が「丹波黒」で多い。また、“うま味”に関与する遊離アミノ酸（グルタ

ミン酸、アラニンなど）は、乾物重 100g あたり早生黒が 251mg に対して、「丹波黒」

は 311mg を含有する。（2009～2011 年北部農業技術センター産平均値より）。 
“食感”のうち大きさについては、「丹波黒」は水に浸したり、煮込んだりすると、

大きな粒が一段と大きく膨張する。次に食感のうち柔らかさについては、「丹波黒」は

時間をかけてじっくり煮るほど柔らかさを増す（表 1-5）。兵庫県北部農業技術センター

調査によると、「丹波黒」は一般的な黒大豆 4 種の中で最も柔らかくなった。さらに粘

りもいちばん強い。また、弾力に富んだ種皮が裂皮を阻み、大きくて、つややかな煮豆

になる。これが「丹波黒」のもちもちとして粘りがある食感につながっている（『丹波

黒大豆物語』2014）。 
 

表 1-5 百粒重、浸漬・煮熟増加比、煮豆の破断エネルギー 
 百粒重 

(g) 

重量増加比(倍) 破断エネルギー×103(J/m2) 

浸漬後 煮熟後 煮熟 
30分間 

煮熟 
60分間 

煮熟 
90分間 

丹波黒(兵系黒 3号) 83.7 2.44 2.43 68.1 46.6 27.2 
光黒 45.9 2.30 2.39 57.2 41.3 31.8 
中国産 18.5 1.97 2.21 124.2 96.1 65.7 
トヨマサリ 33.7 2.11 2.33 48.4 50.7 30.0 

 
煮豆の食味アンケート（対象者 1099 人／平成 23 年（2011）兵庫県丹波黒振興協議

会実施）では一般的な 4 種の黒豆「丹波黒」「光黒」「中国産」「トヨマサリ」の中で「見

た目」「食感」「味・香り」「総合評価」のいずれの項目においても 60%以上の人が、総

合評価では 70%の人が、「丹波黒」が最も良いと答えている（図 1-3）。 
黒大豆の持つ食品的機能性は、「咳がでたり、のどが痛いときなどは『黒大豆の煮汁

を飲め』」と昔からよく知られている。中国では漢方薬として利用されてきた歴史は古

く、中国最古の草本書『神農本草経』など様々な漢方書に黒大豆の効能が記載されてい

る。日本の本薬学に多大な影響を与えた『本草綱目』（1590 年）には「大豆には黒、

白、黄、青、斑の数色あって、黒いものは烏豆と名づけて薬に入れ、また食料にし、鼓

を作るに用いる」とある（丹波黒 1998）。疫病流行時の心得を記した古文書（山田家

※重量増加比(倍)：15℃17時間浸漬後、沸騰水中で 30分間煮熟 
※破断エネルギー：15℃17時間浸漬後、沸騰水中で 30分間・60分間・90分間煮熟 

（北部農業技術センター調査） 
（兵庫県丹波黒振興協議会（2014）丹波黒大豆物語,114-115.神戸新聞総合出版センター,兵庫） 
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文書、天明 4 年（1784））には「はやり病には、大粒の黒大豆をよくいったもの 1 合と

甘草 1 匁を水で煎じ出し、その都度飲むのがよい」と記されている（神戸新聞 2020）。

これらのように黒大豆の薬効が、当時から広く一般に認知されていた。 
こうした黒大豆の食品的機能性に着目し、加工品として煮豆などが販売されている。

昭和 52 年（1977）に商品化されたが、当初は正月料理の需要を見込み年末だけの販売

を計画していた。ところが、年が明けても煮豆が売れ続けたことに関係者は驚き、年間

を通した販売へと踏み切ったという（『丹波黒大豆物語』2014）。 
今では丹波ささやま農協や様々なメーカーが「丹波黒」の煮豆や商品を製造するよう

になった。簡便に食べられる小袋入りの煮豆、「丹波黒」が入った関連商品、機能性に

注目した石鹸、サプリメントまで、多様な食品に利用されている（表 1-6）。 
黒大豆の薬理効果について、今日では科学的な解明が進み、解明されてきた。黒大豆

の種皮にはプロアントシアニジン、アントシアニンなどのポリフェノールが多量に含ま

れ、優れた抗酸化作用を持ち、血流改善効果が期待されている（難波 2013）。中国では

脱皮加工から得られた種皮が漢方薬原料以外にも天然食品色素や抗酸化剤、茶飲料原料、

機能性食品原料として利用されている（吉田 2013）。 
 
 

（島原 作夫（2013）丹波黒大豆の現状と食の歴史 2,豆類時報 72;19-26）

 商品 
煮豆類 小袋・ビン入りの丹波黒煮豆、丹波黒の水煮 
飲料 黒豆茶、黒豆コーヒー、黒豆ココア、黒豆豆乳、黒豆リキュール（楼蘭）、

黒豆煮汁 
調味料 丹波黒みそ、丹波黒醤油、ジャム、ドレッシング、ポン酢 
お菓子 甘納豆、いり豆、パン、おかき、せんべい、アイスクリーム、グラッセ、

しぼり豆、饅頭、しるこ、のどあめ、プリン、カステラ、かりんとう、ク
ッキー、羊羹、ゼリー、ケーキ、チョコレート 

食材 豆腐、納豆、きな粉、うどん、そば、ぎょうざ、おこわ、ふりかけ、ゆば、
ひろうす 

その他 石鹸、煮汁エキス 

表 1-6 「丹波黒」を使用した加工品例 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総合評価

味・香り

食感

見た目
A

B

C

D

79%        15% 4% 3% 

61%    21%  9%  9% 

63%    24%   6% 8% 

70%    21%    5% 5% 

http://www.kurodaizu-lab.jp/tanbaguro/conference.php, 
/2020年 6月 26日日確認,兵庫県丹波黒振興協議会 

  

光黒 
丹波黒 

中国産 
トヨマサリ 

図 1-3 煮豆の食味アンケート 
  

http://www.kurodaizu-lab.jp/tanbaguro/conference.php,
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（２）農業生物多様性 

 

ａ 大粒化した「丹波黒」とその背景 

ａ-１ 「丹波黒」の遺伝的特徴 

「丹波黒」は、世界一の極大粒といわれるダイズで、一般的には百粒重 40g でも調査

基準の極大粒に入るが、「丹波黒」は 80g を超え、表面にブルームを生じるのが特徴が

ある。煮豆にすると、皮が破れにくくよく膨らみ、漆黒の色つやと広がる芳香、もちも

ちとした食感から古くから高級品とされてきた。また、現在では全国の良食味大豆の要

因解明目標の一つになっている。 
「丹波黒」は丹波篠山では 6 月中旬に播種すると 8 月上～中旬に開花し、11 月末～

12 月上旬頃に成熟する極晩生種である。主茎はおよそ 70cm で主茎節数が多く、巨大

な開帳型の草姿となる。ダイズモザイクウィルスに抵抗性がなく、生育後期には大半の

個体が罹病する他、立枯性病害にも弱い。一般の大豆に比べて開花数あたりの着莢数は

少ない。近年の研究によると、「丹波黒」は細胞質の遺伝子が国内の他の大豆品種と異

なっていることが明らかにされた（T. Hirota et al. 2012）。これはかなり古い時代に系

統の分化が起こったことを示している。 
 
ａ-２ 大粒化の実態とその要因としての遺伝資源の多様性 

百粒重 80g を超える「丹波黒」だが、50 年前の兵庫農科大学の『兵庫農大紀要』に

よれば当時の百粒重は 47g とあり、同じ品種名のままで 40 年も経ないうちに倍の大き

さになるということは、育種上稀なケースである。 

「丹波黒」発祥の地である丹波篠山地域には、多様な在来種があり、遺伝的に様々な

形質を持つ黒大豆が存在する。煮豆用大豆に求められる品質は種皮の障害がなく、大粒

で外観が優れることであり、大粒ほど高値がつくことから、農家、生産組合、農協が大

粒系統を繰り返し選抜し、その種子を栽培した結果、大粒化していった。丹波篠山地域

に存在する黒大豆の多様な遺伝資源は大きな財産である。例えば、在来の黒大豆がなか

った愛媛県では、大正 13 年（1924）に兵庫県農業試験場より黒大豆種子を取り寄せ、

奨励品種として栽培に取り組んだが、愛媛県で栽培された「丹波黒」は現在も百粒重

45.8g で、大正 13 年当時からほとんど変化することなく今日に至っている。 
また、「丹波黒」の大粒化は、遺伝的性質だけでなく、気候条件や土壌条件など、幾

つかの条件が重なることで実現した。 
 

遺伝的条件： 「丹波黒」は結莢率（けっきょうりつ、咲いた花のうちサヤのできる割合）

が低く、１莢内粒数（きょうないりゅうすう、1 つのサヤの中にできる粒
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数）も 1～2 粒程度で極端に少ない。したがって、一定の開花数があって

も、自ら登熟粒数を制限し、摘粒する形で大粒を生む性質を持っている。

また、晩生で登熟期間が長い。 

気象的条件：丹波篠山地域が属する近畿中部は、日本の中でも大豆生育適温期間が長い。

北の地域では秋以降の気温低下が早く、大豆の晩生品種は完全な登熟がで

きない。また、南の地域では登熟期間の気温が高いため登熟が早まり、大

粒にならずに成熟する。このことは「丹波黒」以外でも、当地域で大豆を

栽培すると最も大粒になることで認められている。 
土壌的条件：大豆は開花期以降に土壌から大量の吸水、蒸散を行うので、水分供給の安

定は登熟確保の必要条件である。また、大豆は登熟期間に大量の窒素を地

力窒素から吸収する。丹波篠山地域の丹波黒栽培圃場の土壌は重粘土で、

保水力、肥効保持力が強く、「丹波黒」の栽培に適している。 
人的条件： 栽培法の特徴は草型に合わせ大粒を目指した極端な疎植、高培土、入念な

防除、水管理等である。即ち「丹波黒」の生育特性に合わせた入念な栽培

管理により極大粒、良質を実現している。 
 
これらの条件が同時にすべて揃う黒大豆栽培は国内において類がなく、これが行われ

る丹波篠山地域は重要な生産地といえる。 
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表 2-1黒大豆の百粒重の変遷 
年次 生産地 系統名 百粒重(g) 出典 作付面積 

(ha) 

1944 昭 19 京都市（京都） － 40.0 
永田｢大豆品種
の特性に関する
研究｣1950 

(多紀郡 10
～20) 

1948 昭 23  丹波黒 中粒 
小林｢豆類｣1948 
(北海道の中生光
黒は極大粒と記
載) 

1949 昭 24 船井郡（京都） 
池田市（大阪） 丹波黒 36.8, 

38.4 反田日作紀 1952 

1950 昭 25 明石市（兵庫） 丹波黒 47.3  

1953 昭 28 和田山（兵庫） － 41.8 
兵 庫 県 立 農 試
｢但馬分場成績
書｣ 

1960 昭 35 多紀郡（兵庫） － 60 川上｢農業及園
芸｣1960 

1976 昭 51 多紀郡（兵庫） － 60.0 兵庫県農総セ 
｢但馬分場成績
書｣ 

86 

1978 昭 53 多紀郡（兵庫） － 50～60 272 

1979 昭 54 多紀郡（兵庫） － 65.9, 
63.8 

｢大豆共励会調
書｣ 205 

1985 昭 60 篠山 （兵庫） 
和田山（兵庫） － 75.3, 

74.3 
兵庫県農総セ 
｢但馬分場成績
書｣ 

376 

1987 昭 62 篠山 （兵庫） 
和田山（兵庫） － 86.4, 

74.4 
兵庫県立中農技
セ 
｢但馬分場成績
書｣ 

830 

1988 昭 63 和田山（兵庫） 兵系黒 3 号 79.3 745 
1989 平 1 和田山（兵庫） 兵系黒 3 号 72 650 
1990 平 2 和田山（兵庫） 兵系黒 3 号 56 590 
1991 平 3 和田山（兵庫） 兵系黒 3 号 59 663 
1992 平 4 和田山（兵庫） 兵系黒 3 号 81 765 
1994 平 6 和田山（兵庫） 兵系黒 3 号 77.5 ｢兵庫県立北部

農 技 セ  成 績
書｣ 

809 
1997 平 9 和田山（兵庫） 兵系黒 3 号 77.9 1060 
1998 平 10 和田山（兵庫） 兵系黒 3 号 84.9 1270 

2006~ 
2008 

平 18 
~20 和田山（兵庫） 兵系黒 3 号 80.6 

兵庫県｢稲･麦･
大豆作等指導指
針｣2012 

1206～
1342 

出典） 1 海妻矩彦編『わが国における食用マメ類の研究』農業技術研究機構中央農業総合研究セン
ター2003、523頁 

 2  「「丹波黒」の成り立ちと食品素材としての特徴」 
<http://kinkiagri.or.jp/activity/Sympo/sympo47(090311)（2014/6/21）> 

 3 食品機能性の科学編集委員会『食品機能性の科学』書品技術サービスセンター2008、624頁 
 4 1948、49、67、2006～08 は筆者追加。成熟期、作付面積（兵庫県の丹波黒大豆の作

付け面積）は筆者付加 
（島原 作夫（2015）粒が大きくなかった丹波黒大豆はなぜ大粒化したか,豆類時報  79;16-27） 
（作者一部編集）  
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ｂ 優良種子選抜・生産方式 

ｂ-１ 官民が取り組む遺伝資源の保全 

丹波篠山地域の黒大豆栽培を確立する上で、優良種子を育種して地域全域に広めた原

点は、農家の取り組みにあった。 
「丹波黒」の在来種の 1 つである「波部黒」は、豪農大庄屋 波部本次郎氏の品種改

良により誕生した黒大豆である。父 波部六兵衛氏が天保 2 年（1831）藩主 青山忠裕公

の命により黒大豆の品種改良に取り組んできた。この改良によって質・量ともに整い、

弘化 3 年（1846）と安政 3 年（1856）に、篠山藩は黒大豆を幕府へ献上している。し

かしながら、明治 4 年（1871）の廃藩によって黒大豆の幕府への献納が廃止され、耕作

区域が減少していく中、「黒大豆の収量や品質を改善し、農家の収入を増やしたい」と

波部本次郎氏が黒大豆の品種改良に取り組んだ。 
公営の採種組織がなかった明治期に、いち早く民間による原原種圃や原種圃を設け、

採種体制を確立させた。明治 4 年（1871）、数年に亘る優良種子選抜の末に、特に優良

な系統を「波部黒」と名付け、郡内の農家に配布して栽培を奨励した。その粒の大きさ

と多収性から広く農家が受け入れ、各府県農事試験場や篤農家などから種子配布の要請

が相次ぐなど、幕府に献納したときのものより優良なものが収穫できるようになった。 
波部氏によって見出された優良種子は当時から全国的に高く評価されている。明治

23 年（1890）第二回国内勧業博覧会に出品して三等有功賞、明治 28 年（1895）第四

回国内勧業博覧会では二等有功賞となっている。 
こうした波部氏の取り組みによって、黒大豆栽培が市内に広く普及し、黒大豆の遺伝

資源を保全しながら生産する丹波篠山地域固有の体系が確立された。 
波部氏の取り組み後（明治後期から昭和中期まで）、丹波篠山の黒大豆栽培は低迷期

を迎えていた。水稲の単収（単位面積当たりの収量）が向上する一方で、黒大豆の単収

が停滞し、水稲は黒大豆より高収益性作物になったため、昭和 41 年（1966）には黒大

豆栽培面積は市内全域で 22ha まで低下した。しかしながら、丹波篠山地域の黒大豆に

は全国各地から注文があり、「波部黒」生産農家は約 50 名もあった。こうした経済的な

影響を受けつつも、黒大豆栽培が途絶えることはなく、遺伝的な多様性は確保しながら

脈々と継承された。 
昭和 58 年（1983）農業試験場但馬分場（現：兵庫県立農林水産技術総合センター北

部農業技術センター）が篠山町内の圃場で栽培された黒大豆をサンプル採種し、大粒と

主茎の太さを目的形質として多数の他の収集系統と共に個体選抜を行った。昭和 62 年

（1987）、大粒の優良系統「兵系黒 3 号」が誕生し、平成 20 年（2008）に「兵系黒 3
号」と「川北黒大豆」「波部黒」とともに優良 3 系統とされた。これらの普及により徐々

に淘汰が進み、全体的にも大粒化していった。「豊富な遺伝資源から大粒をめざした系

統の選抜を繰り返す。そしてより良い種子を生産し、生産者に提供し、普及させる」と
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いう取り組みは波部本次郎氏の継承といえる。 
平成 28 年（2016）兵庫県立農林水産技術総合センターではダイズモザイクウィルス

やダイズ茎疫病などの抵抗性を持つ「丹波黒」の育成にも取り組んでいる。現在も官民

が連携しながら「丹波黒」の在来系統を収集し、優良な「丹波黒」の育成に取り組んで

いる。このように農家から始まり公的研究機関等へ引き継がれた今でも、種子生産には

農家が関わり、官民一体となって遺伝資源を保全する体制が丹波篠山地域の黒大豆栽培

を支えている。 
 

ｂ-２ 優良種子生産協議会による「優良種子選抜・生産方式」 

平成 4 年（1992）「誰が作っても同じ形質を消費者

に提供し、収量・品質の優れた良い丹波黒を作ってい

こう」と多紀郡 4 町（篠山町・今田町・丹南町・西紀

町）2 農協（篠山町農協・丹波農協）が多紀郡丹波黒

大豆優良種子生産協議会を結成し、原原種圃、原種圃、

採種圃の設置等、種子生産体制を整えていった。現在

では原原種圃、原種圃で原原種の選抜及び原種生産を

行いつつ、市内 27 ヵ所の採種圃で種子を生産してい

る。生産された種子は健全性の確認のため発芽試験も

実施している（図 2-1、2-2、2-3）。 
ダイズモザイクウィルスに耐性を持たない「丹波

黒」に弱毒ウィルスを接種し、これに罹病していない

優良種子を生産し、生産者への供給を行ったこともあ

図 2-1 発芽調査 
  

図 2-2 原種圃 
  

（弱毒ウィルス）※ 

原原種圃 
 

優良種子生産協議会 

原種圃 

687.2a 

川北黒大豆 
波部黒 

採種圃 

 

生産者 

 

兵系黒 3号 原原種圃 

図 2-3 優良種子生産の仕組み。早い段階で、発症しない程度に弱められたダイズモザイクウィルスを接種し、抗
体を作り、ダイズモザイクウィルス病が発症しないようにする。令和 2年（2020）現在は接種を停止している。 

（篠山町農業協同組合生産部（1998）朝日農業賞 年報 36;99） 
（作者一部編） 
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る。結果として、広域的にダイズモザイクウィルスの発生の軽減につながった。令和元

年（2019）度の原種生産は優良 3 系統計 144.8kg、種子生産は採種圃計 687.2a で 7.0t
にのぼる（表 2-2、2-3）。 
令和元年（2019）の丹波篠山地域の「丹波黒」栽培面積は 581ha で、必要とされる

種子は 11,620kg であり、種子集荷量はこの 60.0%に相当する。優良種子生産協議会で

は「2 年に 1 度の種子更新」を呼びかけている。優良種子生産協議会ではそれに足る種

子を生産しており、併せて災害等で種子生産量が低下した場合を想定しながら翌年の栽

培に向けて種子を確保している。 
 

表 2-2 原種圃（塩岡育苗センター）での採種 
 川北黒大豆 波部黒 兵系黒 3号 計 
令和元年（2019） 55.5kg 51.0kg 38.3kg 144.8kg 
平成 30年（2018） 23.0kg 71.0kg 24.0kg 118.0kg 

（丹波ささやま農協調べ） 
 

表 2-3 採種圃状況 
 農家数 採種面積 種子集荷量 
令和元年（2019） 27名 687.2a 7.0t 
平成 30年（2018） 26名 687.9a 7.2t 
（丹波ささやま農協調べ） 
 

 
ｃ ため池整備と生物多様性 

日本の年平均降水量は 1,690mm(1981～2010 年)といわれるなか（国土交通省）、丹

波篠山は盆地地形かつ内陸性気候でのため約 1,350mm（2000～2007 年）と約 20％少

ない。さらに、3 水系の源流域にあるもの集水面積が小さく、河川水量も乏しい地域で

あった。このため、ため池が 415 カ所もあり、その大部分は江戸時代に築造されている

（丹波篠山市調べ）。 
ため池は絶滅が危惧される両生類の貴重な生息場となっている。市内農家らの田んぼ

の生き物調査で、シュレーゲルアオガエル、モリアオガエル、ニホンアマガエル、二ホ

ンアカガエル、ヤマアカガエル、カジカガエル、ニホンヒキガエル、ツチガエル、ヌマ

ガエル、トノサマガエルの生息が確認されている。この中で、モリアオガエルは産卵の

ために、水田やため池などの上に張り出した樹木上に泡で包まれた卵塊をつくる種類で、

農業のために築造されたため池が重要な産卵、生息場となっている。こうしたことから、

モリアオガエルの生息密度は、近隣自治体（丹波市）よりも丹波篠山地域が高い（図 2-
4）。 
丹波篠山地域のため池は動物以外にも、水生植物である絶滅危惧種のオグラコウホネ
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の生育地となっている。また、これ以外にもジュンサイ、ヒツジグサ、フトヒルムシロ

などの水生植物 72 科 322 種が確認され、これは隣接自治体（丹波市）の 52 科 159 種

よりも多い（松岡 2010）。 

 
図 2-4 ため池を産卵場とするモリアオガエルの生息密度（丹波市と丹波篠山市で行

われたカエル類の市民調査）。ため池数が多い丹波篠山市で生息密度が高い。 
 
また、ため池から続く農業水路には、水田域魚類であるキタノメダカ、ドジョウ、ギ

ンブナ、シマドジョウ・スジシマドジョウ類、ナマズなどが数多く生息している。こう

した営農の中で守られる生物が水田内でもみられ、丹波篠山地域にはコウノトリがたび

たび飛来して貴重な餌場となっている。 
水不足な丹波篠山地域において少

しでも水を有効に活用するために、山

からの沢水・浸透水を溜めた「池」、水

路から水を引き込んだ「庭池」が各所

につくられ、今でも昔ながらの景観が

残っている。ここでは、人が農機具の

洗い場や渇水用の灌漑貯水池などと

して利用しながら、絶滅危惧種である

セトウチサンショウウオ（旧カスミサ

ンショウウオ）などの両生類の生息場

や、水路に棲む幼稚魚の避難場・生育

場としての生態学的機能も併せ持っ

ている。 
 

図 2-5 山らの沢水・浸透水を溜めた池 
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ｄ 水田を利用するカエル類 

丹波篠山地域では、水不足から一部の水田で

は春先の代掻き水を確保するために冬季の間か

ら湛水させる工夫もなされてきた。また逆に、

土壌が粘土質で排水性の悪いほ場や山際で染み

出し水が多いほ場では承水路（周囲溝、テビ、

ヨケなどともいう）が掘られ、常時湛水してい

る空間ができた。これらの湛水環境は、水稲が

始まる 12～2 月頃に産卵するヤマアカガエルに

とって貴重な産卵環境となっている。 

平野部の水田では、5～6 月頃に湛水するためト

ノサマガエル、シュレーゲルアオガエル、アマガエル、ツチガエル、ヌマガエルなどの

産卵場として利用されている。丹波篠山地域ではほ場の畦畔がコンクリート化されず土

のまま残されており、こうした場所はシュレーゲルアオガエルの産卵巣穴、トノサマガ

エルの冬眠巣穴として利用されている。 

 

図 2-7 丹波篠山地域において農業の中で守られてきた生物多様性 

図 2-6 ほ場横の承水路 
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ｅ 日本有数のオオサンショウウオの生息地 

オオサンショウウオは世界最大級の両生類でその文化財としての価値から国の特別

天然記念物に指定されつつも、絶滅危惧Ⅱ類（環境省、兵庫県）に指定される希少な生

物である。オオサンショウウオは一般的に奥深い山の河川源流域に生息する生物と思わ

れがちであるが、実はその生息域から里山を代表する生物である（小原二郎 1985）。 

丹波篠山地域を流れる加古川水系篠山川、武庫川水系羽束川にはオオサンショウウオ

が数多く生息している。特に羽束川での生息数が多く、これまでの調査で約 1,200 頭が

確認されている（兵庫県自然保護協会調べ）。オオサンショウウオの成体は通常、河川

に生息しているが、繁殖期（夏季）には数百 m～数 km 上流側に移動して産卵する。その

後、孵化した幼生は冬季 1～3 月ころから徐々に巣穴から出て、分散していく。この際

に、河川上流域は動物性のエサ資源に乏しいためにすべてのオオサンショウウオ幼生を

養うことができないため、河川に設置された農業用の取水堰を通って農業水路（用水路）

に入り、石積み護岸の隙間、抽水植物帯、水底の石の間隙等で生息している（清水 2017）。

つまり、農業水路がオオサンショウウオ幼生にとって貴重な生息場となっている。また、

河川横断構造物は生物の移動を阻害するが、羽束川ではオオサンショウウオ専用のスロ

ープが取水堰にはすべて設置され、良好な生息環境が確保されている。 

  

図 2-8 農業用取水堰とオオサンショウウオ移動専用スロープ（羽束川）。産卵のため
の上位流域への移動を確保するため、羽束川ではすべての取水堰でスロープを設置して
いる。幼生は取水堰から用水路に入ることができる。 
 


