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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 



別紙様式第１号別添１ 

2 
 

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 
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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



別紙様式第１号別添１ 

20 
 

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。 
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（３）地域の伝統的な知識システム 

 

丹波篠山地域は内陸性気候であるために“少雨”と“冬季の厳しい寒さ”という気候

的制約条件があり、技術的な対応策「堀作技術」、労働生産制約条件への人的対応策「ム

ラぐるみ生産方式」を生み出した。1 つ目は、少雨の中でもムラで協働して農業を営む

ために一定の農地を犠牲にして行う堀作のことである。2 つ目は、冬季の厳しい寒さか

ら、二毛作ができず、周辺地域へ男手が酒造りに出稼ぎする百日稼ぎ（丹波杜氏、酒造

工）が行われた。このため残された家族で農業を営むためにムラで協力し合う農業が体

系化された。以下では、それぞれについて詳述する。 

 

ａ 気候的制約条件への技術的な対応策「堀作技術」 

ａ-１ 犠牲田から生み出された堀作 

犠牲田とは、導水せず稲作をやめる田のことをいう。丹波篠山地域では、年平均降水

量が約 1,350mm と少ないこと、3 水系（武庫川、加古川、由良川）の上流域にあるた

め集水面積が小さいことから、河川水だけで農業用水を賄いきれず、ため池への依存度

が高い地域であった。このため、ため池から離れた篠山盆地の低地部ではしばしば水不

足に陥り、干害が多発していた。こうした自然条件への対応策としてすべての水稲が栽

培できない事態を避けるために、ムラの中で一部の農地にあえて配水せずに犠牲にする

農地を設けた。ムラで助け合いながら農業を営むための智慧としてこの犠牲田が生み出

された。 
堀作とは、この犠牲田で大豆などを栽培することをいう。丹波篠山地域では農業用水

が不足しがちな地域であるものの、農地は粘土質土壌かつ地下水位も高く排水性が悪い

ため湿田環境にあった（後藤ら 1955）。このため犠牲田を設けてもすぐに畑地として利

用できたわけではなく、土を堀上げ、高い畝をつくる必要があった。これが犠牲田での

畑作を堀作と称した由来である。 
 

ａ-２ 堀作から進展した伝統的農業技術：乾田高畝栽培技術と田畑輪換栽培技術 

丹波篠山地域での堀作は、さらに広域化・集団化して農作業の効率化を果たした（図

3-1）。これは、現代のブロックローテーションともいえる。最も古い堀作の記録として、

旧 多紀郡（現：丹波篠山市）のものがある。享保 3 年（1718）旧 垂水村（現：丹波篠

山市村雲地区）では、村高 168 石余に対して、その半分 88 石余を 4 カ年で堀作する計

画を立てていた。堀作は、ムラの中での協議の上、一区域に集団化し、1 年毎に場所を

移動させていた。 
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図 3-1 堀作の集団化。1つの地区内を 3年間でローテーションさせる。 

 
堀作における黒大豆栽培は、特徴的な栽培技術を 2 つ生み出した。ひとつは、「丹波

黒」栽培には欠かせない「乾田高畝栽培技術」である。堀作は農地の排水不良への対策

として堀上げたものだったが、黒大豆は湿害に弱いことから畝高 30cm 以上、畝幅 150
㎝、株間 45 ㎝とする丹波篠山地域独特の農法になった。 
もう一つが「田畑輪換栽培技術」である。黒大豆は、毎年、同じ田畑に栽培すると生

育が悪くなり、収量が低下する。いわゆる連作障害である。つまり、堀作の集団化によ

って水田－畑地を一定年数ごとに繰り返すことができ、効率的な仕組みとなった。また、

大豆栽培の特徴として根粒菌の作用により根粒が生じるため、翌年の水稲栽培の肥料と

なり、高い収量をもたらす。堀作の集団化は化学肥料に頼らない持続的な田畑輪換栽培

にもつながった。 
今では全国的に普及したこれら栽培技術は、丹波篠山地域では堀作を契機として約

300 年前からすで存在しており、持続的な「丹波黒」栽培の根幹的技術として現在の「丹

波黒」農家にも引き継がれている。 
 

１  深い周

囲溝で排水

性の向上 

稲刈り後には周囲に深い溝を設け、排

水を良くしている。 

 
２  田畑輪

換による連

作障害回避 

黒大豆栽培後は米を 2～3 年作付け

し、連作障害を回避している。 

 

３  高畝栽

培による根

域の確保と

湿害防止 

高さ 30cm 以上で幅 1.4～1.5ｍの広

い畝を作り、排水性を高めるとともに

根域を確保している。 

1年目 2年目 3年目 

堀 番 

堀 番 

堀作 

堀 番 
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４  移植栽

培で苗立ち

を確保 

丹波黒の種子は大粒のため直播する

と土中で腐りやすい。水はけのよい播

種床やプラグトレーに播種し、初生葉

が展開するころに本田に移植する。 

 
５  疎植と

摘芯で結実

性の向上 

「丹波黒」ではツルボケし易いた

め、肥沃田では生育により初生葉～本

葉５葉期に頂部を摘み取り、結実を高

める。また、1 条植えで 1,400～1,500
株／10a の疎植にする（普通大豆では

10,00～12,000 株／10a の密播き）。  
6 支柱を立

て倒伏を防

ぐ 

「丹波黒」は主茎長が 70cm を超え、

下位の枝が開張するため強風などで

倒伏し易い。また、倒伏すると細根が

切断され、粒の肥大が劣るため、機械

で２回培土する。このほか、第１、２

分枝を左右両側から支えるロープ等

を張り、倒伏を防ぐとともに、株もと

に土を寄せ、倒伏の防止と雑草の防除

を行う。  
７ 葉取り・

莢付き（枝付

き）乾燥・脱

粒・調製で年

内に出荷す

る 

脱粒後の乾燥ではしわ豆になりやす

いため、仕上げまで莢が付いたまま乾

燥（莢付き乾燥）を行い脱粒する。ま

た、正月需要に合わせて、11 月になる

と葉取りを行い、莢が黄化すると同時

に刈り取り、枝付きのままビニールハ

ウス内で予備乾燥し、黒大豆用乾燥機

（コンテナ型乾燥機）で乾燥する。そ

の後、枝付きのまま脱粒し、選粒機で

選粒後は手選別で仕上げ、出荷する。  
 
ａ-３ 「丹波黒」栽培の特徴的な技術：中耕培土技術 

良質の大豆を生産するための栽培技術として「中耕培土」がある（図 3-2）。この技術

は、子葉が自然落下した時、本葉が 5 枚程度になった時の 2 回で中耕培土（土寄せ）を

行う（丹波ささやま農協（2020）「特産栽培こよみ」）。これによる栽培上の効果は、ⅰ）

倒伏を防ぐとともに根量を増加させ、広範囲に成長させる、ⅱ）梅雨期の排水促進、夏

期の畝間灌水にも繋がる、ⅲ）畝の雑草抑制がある。 
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中耕培土を始めた時期は不明だが、『丹波黒大豆の栽培に関する 2,3 の考察』によれ

ば、干田高畝栽培において日置村及び南河内村の一部では「中耕土寄せを行う」とある

（図 3-2）。昭和 28 年（1953）頃には特定の地域ではあるものの土寄せを行っていたこ

とが伺える。 
今日では摘心技術や支柱立て技術が導入され、安定的な生産へと結びついている。堀

作は、優良な「丹波黒」とともに、さらに良くするための特徴的な栽培方法と工夫を生

み出した。そして、堀作の集団を運用したことから、ムラで協議して取り組むという風

土を醸成したといわれる。この風土は、栽培方法とともに、米の減反政策への対応、そ

して現代に受け継がれ、「丹波黒」の栽培を支えている。 
 

 

ｂ 労働生産的制約条件への人的対応策「ムラぐるみ生産方式」 

 
丹波篠山地域はもともと冬季に丹波杜氏や酒造工として出稼ぎにいかざるをえず労

働力が不足がちで、ムラで話し合い助け合う協働の風土が農家に共有されてきた。これ

があることで、高度経済成長期以降に大阪や神戸に通勤する兼業農家が多くなった今で

も引き継がれ、ムラで支える営農形態を柔軟に変えながら「丹波黒」栽培を維持できて

いる。 
昭和50年代に入って、転作の戦略作物として黒大豆を位置づけ、兼業農家中心の生産

組合を集落単位に組織化し、兼業農家を含めた担い手を分厚くつくりだすことによって、

地域農業を再建していこうとした。第2種兼業農家を中心とした各集落の生産組合を母

体に、労働の補完を行いながら、機械・施設を充実させ、丹波篠山地域の伝統的な黒大

豆や山の芋など特産物の産地を築く。あくまで、個々の農家が主体で、個別農家の農業

生産の生産性をあげていくことを目的に「生産組合」を結成する。これが「篠山方式」

である（表3-1）。 

図 3-2 中耕培土（土寄せ） 図 3-3 トラクターによる中耕培
土。畝の大きさがよくわかる（高
畝栽培）。 
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表 3-1 丹波篠山市の専兼業別農家戸数の推移（単位：戸（下段：%）） 

年次 総農家戸数 
% 

専業農家 
% 

兼業農家 
第 1種 第 2種 

昭和 50 （1975） 6,035 317 1,198 4,520 
100.0 5.3 19.9 74.9 

昭和 60 （1985） 5,666 494 586 4,586 
100.0 8.7 10.3 80.9 

平成 07 （1995） 4,091 644 595 3,852 
100.0 12.6 11.7 75.7 

平成 17 （2005） 4,567 725 222 3,620 
100.0 15.9 4.9 79.3 

平成 27 （2015） 3,774 871 19.7 2,706 
100.0 23.1 5.2 71.7 

※平成17年以降の第2種兼業は自給農家を加えた農家数（篠山市（2016）篠山市統計書） 
 
平成 30 年度（2018）の「丹波黒」の生産農家戸数は 2,660 戸あるが、その 8 割超は

作付面積が 30a 未満の小規模農家、第 2 種兼業農家である。そして「丹波黒」栽培の担

い手は農家の大半を占める第 2 種兼業農家である。 
「丹波黒」は、普通大豆に比べ栽培期間が長く、気象の影響を受けやすく、栽培管理

が難しく、また栽培に手間隙がかかる。草姿が大きく分枝も多いために強風により倒伏

しやすく、病害抵抗性や結莢率が低く 10a 当たり収量も少ない品種である。「丹波黒」

の 10a 当たり労働時間は、普通大豆 12 時間、米 16 時間に対し 72 時間で、11 月中下

旬から 12 月中旬までの 25 日ほどの間に労働時間の 60％が集中する（県地域農業経営

指導ハンドブック）。このような特性からして、「丹波黒」の栽培は兼業農家の小規模

栽培に向いていた。 
しかし、小規模経営では機械・施設の投資が大きく、採算が合わない。また、防除や

乾燥調製など多くの労力確保が難しいといった課題がある。この兼業農家の経営を助け

る工夫として江戸期から昭和中期に取り組まれていた集落での話し合いと助け合いの

「堀作」の風土が活かされ、生産組合（集落単位で農業の改善を話し合って進める任意

組織）が各集落に組織化された。 
集落営農（統計上の定義もあるが、ここでは個別農家の資格を残したうえでの、農家

の農業生産への集団的対応とする）の組織化は昭和50年代から始まり、昭和59年（1984）
には、篠山町農協管内126集落にうち90集落において組織化された。令和元年（2019）
では、市内231農業集落の51％にあたる118組織が活動し、組織率は兵庫県平均の31％
を上回る。 

これら組織の活動内容を種類別にみると、多い順に①農機具共同利用型、②農地・農

作業調整型（出役）、③農作業受託型、④法人組織型となっており、①+②で全組織数

の84%を占め、兵庫県平均の34%と大きく異なっている。一般的にいわれる集落営農は
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作業受託或いは自作・作業受託型といわれるもので、預かった農地を文字通り「営農」

するものである。しかし、丹波篠山地域の集落営農は農地農作業調整型あるいは機械利

用型（共同利用）が主体で、助け合い、相互扶助を主とする、いわゆる生産組合で、丹

波篠山市独特のものといわれている（図3-4）。 
 

 

 
この40年余の間、丹波篠山地域の黒大豆は、面積の拡大や正月前需要への対応、品質

の平準化と高品質化という中で機械化が必要となり、①生産費を抑える。②労力を補う。

③品質の高いものを生産する。④補助事業を活用するといったことを目的に市内の大半

の集落に生産組合が作られてきた。 
秋になると今も公民館の隣に建つ生産組合の倉庫に、農家は一生懸命に作った「丹波

黒」を持ち寄り、みんなで順番に乾燥機に入れ、脱粒し、調製する。米ならこれで出荷

となるが、黒大豆はそういかない、農家は家に持ち帰ってホームこたつの上で手よりし

てから出荷する。単に儲けることだけを考えたら、こんな手間暇かかることはできない。

丹波篠山には、昔からみんなで考えて、みんなで協力して、みんなで良いものをつくる

という風土がある。とはいえ、集落営農による「丹波黒」の生産の継続には、その経済

図 3-4 集落営農の形態。丹波篠山市では兵庫県と比べて、機械利用型と農地・農
作業調整型の割合が多い。平成 22 年の丹波篠山市のデータがないため、平成 24
年のデータを使用。傾向に大きな変化は見られないことから参考として掲載した。
（丹波篠山市調べ） 

（平成 24 年） （平成 22 年） 
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的メリットがなければならない（図3-5、3-6）。 
 

  
図 3-5 収穫した「丹波黒」の天日干し   図 3-6 脱粒機の共同利用 

 
「丹波黒」栽培における中型農業機械化体系の個別経営と集落営農の所得を比べると、

個別経営の所得がマイナス7,051円/10aと赤字に対し、農機具共同利用型は132,677円
/10aと、集落営農の方は黒字で米を大きく上回る所得となっている（表3-2）。 
「丹波黒」は栽培管理が難しく、栽培に手間隙がかかり、そのため規模拡大が困難で

ある等、営農面での制約がある中で、篠山方式による生産は、少数精鋭農家のみを育成

するのでなく、兼業農家を含めた多数の農家が農業で生活できるようにする、言い換え

れば地域の大半を占める小規模な家族経営の収益を支える、貴重な生産方式である。 
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表 3-2 「丹波黒」及び米の 10a当たりの経営収支（単位：円） 

 「丹波黒（子実）」 米 

設定条件 

個別経営※1 
 

水稲 78a 
黒大豆 22a 

集落営農※2 
農機具共同利用型 
水稲 400a 
黒大豆 200a 

個別経営 

種苗費 6,000 6,000 6,579 
肥料費 25,980 25,980 8,681 
農薬費 13,276 13,276 7,227 
諸材料費 16,800 16,800 1,369 
光熱水費 4,822 4,822 4,698 
出荷経費 640 640 

47,297 販売手数料 9,849 9,849 
修繕・小農具費 50,131 19,040 
償却費、水利費 160,953 52,316 32,540 
作業委託費 0 0 0 

経費 計 288,451 148,723 108,391 

販売金額 281,400 281,400 119,301 
収量 150kg 150kg 483kg 

収支 所得 △7,051 132,677 10,910 
（交付金加算）※3 27,949 167,677 － 

 
※1 個々で水稲 78a、「丹波黒」22a栽培したときの「丹波黒（子実）」の所得 

※2 個々で水稲 78a、「丹波黒」22a栽培した時に集落営農組織（生産組合）の機械・施設を

利用した場合の「丹波黒（子実）」の所得 

※3 経営所得安定対策等交付金（35,000 円） 

注）米の経営費は「第 67次兵庫農林水産統計年報」p104 

注）「丹波黒」の経営費は「平成 13 年度版地域経営指導ハンドブック」 

注）販売金額は JA丹波ささやま 平成 30年平均生清算価格より算出 

 

（丹波篠山市調べ） 
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（４）文化、価値観及び社会組織 

ａ 和食文化を担う「丹波黒」 

ａ-１ 御節料理と黒大豆 

平成 25 年（2013）12 月、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）無形文化遺産に

「和食；日本人の伝統的な食文化―正月を例として―」が登録された。1 年の始まりを

祝うお正月で家族が集まって御節料理を食べるといった年中行事との密接な関わりが

評価されたもので、この御節料理の「祝い肴三種」として関東圏、関西圏ともに黒大豆

の煮染が入れられる。確認できる御節料理の黒大豆の記録は、天保元年（1830）「嬉遊

笑覧」、明治 38 年（1905）「絵本江戸風俗往来」がある。こうした黒大豆の中で、丹波

篠山地域で栽培される「丹波黒」は市場で最高級品として取引されている。 
このように日本の食文化に黒大豆は欠かせない食材であり、全国の「丹波黒」生産量

の約 20％を栽培する丹波篠山地域は文化継承の面からも重要な地域といえる。 
 
ａ-２ 日常の献立とハレの食事・行事食の黒大豆 

多紀郡畑村奥畑（現：丹波篠山市奥畑）における大正時代の終わりから昭和時代の初

めころの日常の献立と晴れ食・行事食を紹介する（『聞き書 兵庫の食事』）。日常の献

立は、主食が麦ごはん、副食が野菜を主な食材とする汁・漬物・煮物、そして多少の肉

と魚である。日常の献立から伝わってくるの

は慎ましい食事の風景である。 
一方、晴れ食・行事食から伝わってくるの

は多彩な食事の風景である。伊勢講(1 月 11
日)の小豆ごはん、さびらき（5 月 10 日ころ）

の朴葉包み大豆ごはん、早生植え(6 月 5 日)
の小豆ごはん、七夕祭りの小豆ごはん、秋祭

りの黒大豆煮豆など年中行事にあわせて、巻

きずしやさばの姿すし・棒すし、かまぼこ、

大豆・小豆ごはん、かしわもち、ぼたもちな

ど、御馳走を作って親類近隣の人びとと共に

楽しむという喜びがあった（図 4-1、4-2）。 
黒大豆は希少品であったから、黒大豆の煮

豆は日常の献立には出てこないが、晴れ食・

行事食には出てくる。正月の祝い膳や秋祭り

の「ごっつぉ」（ごちそう）に黒大豆の煮豆が

欠かすことができなかった。 
農業が機械化し、村ぐるみの共同作業が少

図 4-2 煮豆 

図 4-1 黒豆ご飯 
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なくなったことを背景に、行事食を作って近隣の人びとと共に楽しむということは少な

くなったが、丹波篠山には季節の産物を使った料理が各農家に引き継がれている。 
 

ｂ 伝統行事に用いられる「丹波黒」 

ｂ-１ 「蓬莱山」に欠かせぬ「とじ豆」 

丹波篠山地域と黒大豆との結びつきを感じる正月行事は黒大豆の煮豆だけでない。床

の間に鏡餅と飾る「蓬莱山（ほうらいさん）」。これには「とじ豆」が欠かせず、つきた

ての餅に炒った黒大豆をからめ、丸く固めたものである。三方の真ん中に、黒松の枝を

立てた胴炭（どうずみ）を置き、その周りに橙（だいだい）や餅、栗や干し柿と一緒に

供える。とじ豆は小正月の後、切って焼き餅にする。 
 

ｂ-２ 丹波篠山の伝統的な祭り 

丹波篠山市内の伝統的な祭りを調べてみると、年間 210 件もの祭事が執り行われて

いる。人口およそ 4 万人の市としてはいかにも多い。祭事の大小は様々だが、のべ日数

で見れば 3 日に 2 日は祭りである。山車、造山、神輿が繰り出す祭りは 26 件、中には

神輿 3 台、山車 10 基という大掛かりなものもある。なぜこれほどまで多くの祭りがあ

るのかといえば、地域単位・集落単位でと祭りが営まれているからである。年 6 回以上

の祭事がある集落もある。 
丹波篠山三大まつりの一つ、佐々婆神社の例祭は、400 年の歴史を持つとされ、別名

「畑まつり」と呼ばれるように畑地区（かつての畑村）の祭りである（図 4-3）。宵宮祭

では、10集落からそれぞれ1基ずつの飾り付けられた山車や太鼓神輿が神社に宮入し、

場内を練り歩く。本宮祭では、御神楽の奉納、10 基の山車、3 台の神輿などによる御神

幸式の渡御行列があり、最後には流鏑馬（やぶさめ）が行われる。丹波篠山地域の中で

も、10 集落、415 世帯という小さな地域の壮大な祭りである。 
丹波の祇園さんといわれる波々伯部

神社は、社伝によれば 680 年の創建と

いうが、一説に貞観年間ともいわれ、ま

た天徳 2 年（958）もしくは承徳 2 年

（1098）に京都から祇園社（現八坂神

社）から勧請したという伝承もある。 
例祭、祇園祭では、波々伯部地区（日

置地区の東側の地域）8 集落から山車が

出る。山車は京都祇園祭の山鉾を模した

篠山城 

JR篠山口 

畑地区 

波々伯部地区※ 

※日置地区の東側を波々伯部地区という 

日置地区 

図 4-3 畑地区と波々伯部地区の位置図 
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雅なもので、見送り幕も豪華で美しい。神事の後、猿田彦を先頭にほら貝、獅子頭、踊

り子の行列が御旅所へ向けて出発し、8 基の山車があとに続く。田園風景の広がる畦道

を色鮮やかな山車が進む姿が美しい。 
本祭りでは、もち米 1 升と黒大豆とで作られたおこわを“ごく”としてお供えする。

黒大豆入りのおこわを神様にお供えするのは、黒大豆が正月等、特別な日の食事に供さ

れる貴重なものである。 
 

ｂ-３ ムラという社会組織が生んだ価値観、風土 

佐々婆神社の祭礼も波々伯部神社の祭礼も、地域（かつての村）の祭りに集落単位で

参加する、という形態である。古式豊かで大掛かりな山車は、祭りのたびにムラで組み

立てられ、美しく飾りつけられて引き回される。集落では、祭り以外にも境内の掃除等、

神社のお守りとしての作業に加え、農道や水路の整備・補修、川辺の草刈りなどを共同

で行う。祭事、農作業に関わらず、様々な共同作業をムラで取り組む中で、集落を基本

とした価値観、ムラで話し合い、助け合い、取り組む風土が醸成されてきた。 
 

  
 
『多紀郡誌』（明治 44 年（1911））では「多紀郡ノ地主ト小作人トノ関係ハ他郡ニ比

シテ円満ナリ」と述べられている。これは堀作の運営等、江戸時代から地主を中心に村、

集落で結束してきた表れであろう。江戸時代における多紀郡内の一揆の起こった回数が、

県内各藩の中で最も多かったとのこと、度々の飢饉の他、徳川譜代の大名として重きを

なし多くの交際費を必要としたためと『篠山町百年史』（昭和 58 年（1983））では述べ

られている。水不足の農業環境の中、厳しい年貢に対し、堀作の計画など、丹波篠山の

農民は地主を中心に結束して対応してきた歴史を持つ。 

図 4-4 波々伯部神社の祭礼。左が山車の飾り付け、右が山車の全景。 
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この価値観は、黒大豆栽培においても、江戸時代の堀作の協議、米の減反政策に対す

る町役場、農協、普及所の連携、現在の集落ごとの生産組合等、丹波篠山の人々が苦境

に陥るたびにみんなで話し合い、助け合い、取り組み、結果として丹波篠山独自のもの

を生み出し、その苦境を乗り越えてきたといえる。 
集落ごとに人のつながりを大切にし、伝統を守り、祭事を繰り返してきた結果が市内

で年間 210 件もの祭事になっていると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-5 田園風景の広がる畦道を通る山車（波々伯部神社の祭礼） 
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（５）ランドスケープの特徴 

丹波篠山地域の農業環境は「水不足だけど湿田がち」に由来がある。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あり、内陸性気候のため降水量が少ない。さら

に、瀬戸内海側に流れる武庫川水系と加古川水系、日本海側に流れる由良川水系の 3 水

系の源流域にあるものの、集水面積が小さいことから河川流量も少ない。このため市内

には 415 カ所のため池が江戸時代に築造されるなど、農業に利用できる水が不足しが

ちな地域である。 
その一方で、市内中心部を流れる篠山川（加古川水系）による浸食・堆積作用によっ

て沖積低地、いわゆる篠山盆地が形成されている。そこでは、河川争奪が繰り返され、

1～3 万年前には古篠山湖が形成されるなど（加藤 2006）、粘土質で保水力の高いグラ

イ土壌の農地が多い。こうした水不足な盆地地形に由来するランドスケープの特徴につ

いて、以下で述べる。 
 

ａ 山々がもたらした景観 

ａ-１ 山々に囲まれた盆地地形がつくる「丹波霧」 

丹波篠山地域では古くから、秋から冬に

かけて頻繁に発生する霧を「丹波霧」と呼

んできた（加藤 1922）。保水性の高い農地

などであるため大気中に水分が供給され、

放射冷却によって発生する。さらに、篠山

盆地は多紀連山などの 400～800ｍ級の

山々に囲まれて風があまり吹かず、霧がと

どまるため雲海を形成する。こうした農地

と盆地によってうまれる丹波霧の雲海は

秋の風物詩となり、今では観光資源ともな

っている。 
 

ａ-２ 「わち刈り」で維持された山裾までつづく農地 

丹波篠山地域には「わち刈り」と呼ばれる里山の景観を維持する仕組みがある。その

起源は定かではないが、里山の木々や落ち葉が貴重な燃料や肥料として利用されていた

江戸時代に、領主が里山を利用する農民に課された租税で山役があった。これらは、村

の共有林を対象に用益や産物に対して課された税であった（みたけの里、歴史さんぽ編

集委員 1991）。このうち、農地から里山に続く境界部分を「わち」とよび、隣接する農

地の所有者が木草や落ち葉を採取できる権利を持っていたという。その山裾の範囲は口

伝で「山裾から牛の手綱一本分」といわれている。木草を利用しなくなった今でも「わ

図 5-1 丹波霧の雲海 
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ち」の管理は続いており、集落や農地所有者による「わち刈り」で、山裾まで農地が続

く里山景観が維持されている（図 5-2）。 

 

 
 
 

ａ-３ 里山資源の地域循環システムである「灰小屋」 

灰小屋（はんや）とは、間口四尺～一間（約 30～
180 ㎝）、奥行き一間前後と比較的小型で内壁を土

や漆喰で塗り固めた泥小屋のことをいう（木村ら

2018）。ここでは、肥料などに用いる貴重な灰を収

納・管理するためのものである。丹波篠山地域では

山の粗朶や藁などを灰小屋の中で焼き、灰を作って

肥料として利用する地域循環型システムが構築さ

れている。現在、134 カ所（現存 90 カ所（うち灰

小屋として利用 2 カ所、別用途に利用 8 カ所）、消

失 44 カ所）の記録がある（図 5-3）。 
一般的に、草木灰などの灰肥料にはカルシウム成

分が多く含まれている。黒大豆栽培へのこのカルシ

ウム成分の影響は、茎疫病の発生率が約 20%以上低

下すること、収量が無施肥栽培と比べて 10～20%上

昇することが科学的に明らかにされている（Sugimoto et al. 2010）。このことから、江

戸期より実践されてきた灰小屋は持続的かつ有効な農法といえ、かつ地域の独自性のあ

る文化的景観を構成する特徴ある建築物といえる。 
 
 

図 5-2 わち刈り。農道と山裾の境の部分をわちとよび、
潅木が切られていることがわかる。 

図 5-3 現在も使用されてい
る灰小屋 
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ｂ 内陸性気候（少雨）への対応が生み出した景観 

ｂ-１ 畦畔の補強と自家用作物「畦豆」 

丹波篠山地域では畦畔栽培として畦に大豆（黄大豆の場合もある）、いわゆる「畦豆」

が植えられ、味噌や醤油として加工されてきた。この水田を額縁状に覆う「畦豆」の栽

培には肥料や地拵えが不要かつ税や年貢の対象でなかったため、一般的に作られてきた

（有田・木村 1993）（図 5-4）。この畦豆は農家にとって生計を支える重要な作物であっ

た。これと同時に、用水が乏しい丹波篠山地域にあっては水田の漏水防止のための「ア

ゼヌリ」したところに畦豆を植えることで、畦畔の補強・雑草抑制の役割をもっていた。 

 

図 5-4 現在でも栽培されている畦豆（令和 2年 6月撮影） 
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（６）変化に対するレジリエンス 

ａ 突発的な自然災害からの早期回復の仕組み 

丹波篠山地域は地形的、気候的条件から農業用水が不足しがちな地域で、そのための

備えは数多い。旱害へのハード対策としては、江戸時代からムラの共同作業による「池

普請」によってため池が築造されており、その数は約 400 カ所を超えている。また、配

水するための小規模な用水路をムラで維持管理する水利組合や土地改良区が存在して

おり、日々の点検・補修されている。また、旱害へのソフト対策としても、水不足の場

合に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」の仕

組みをすでに 1700 年代には生み出していた。 

一方で、地質学的にみた場合、丹波篠山地域を流れる武庫川水系では 1500 年代以降、

およそ 30 年間隔で大規模な洪水が発生してきたと推察されている（加藤 2006）。こう

した水害には、組織的な対応をとっている。例えば、被災した場合、個人単独の経営形

態であれば農業機材や設備の買い替えは農業経営を圧迫する。しかし、農業機械を共同

購入・共同利用する生産組合であれば、買い替えによる各農家の負担は小さい。生産組

合には相互扶助し合う仲間の存在もあり、災害からの速やかな回復に寄与している。 

こうした仕組みにより、丹波篠山地域の「丹波黒」の生産量が大幅な減少する年があ

っても、翌年には同程度の生産量に回復できている（図 6-1）。この傾向を黒大豆の主要

5 府県の栽培面積で比較すると、岡山県、滋賀県、京都府のいずれも減少傾向にあるも

のの、兵庫県だけが増加あるいは現状維持されている（図 6-2）。これらのことから、近

年、環境保全分野で重視されるアダプティブガバナンス（順応的管理）の仕組みがすで

に確立している先進的・規範的な地域といえる。 
 

 
 
 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0

H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30 R1

黒大豆面積(ha)※１ ＪＡ集荷量(ｔ)(ha)

台風により倒伏、莢数
減少 

図 6-1 丹波黒の栽培面積(ha)と JA集荷量(t) 
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図 6-2 黒大豆の主産地の栽培面積。各府県面積は島原（2012）、滋賀県の面積は 2009 年まで
は早生を含む、丹波篠山市は市調べ、H2は作物統計（黄大豆も含む） 
 
 
ｂ 将来への備えと引き継ぐこと 

ｂ-1 難防除病害に対する対応 

一般的な大豆栽培における近年、最も高い病害虫リスクとして立枯性病害があるが、

こうしたリスクに対しても、「丹波黒」発祥の地として多様な遺伝資源を有し、優良種

子を維持・選抜し、生産する体制が構築できているがゆえに対応することができる。こ

の立枯性病害とは、感染すると株全体が枯死するため、大きな減収となる。その中でも

ダイズ茎疫病は地際部から感染し、排水性の悪い圃場や菌密度の高い連作圃場で発生し

やすく、菌は土壌中で数年間生存するため、一度発生した圃場では長期間にわたって被

害を受ける難防除病害である（図 6-3）。 

 このため、ダイズ茎疫病に対して抵抗性の

ある品種を交配し、「丹波黒」とほぼ同等の

特性を備えているダイズ茎疫病抵抗性品種

「兵系黒５号」（2017年出願公表）を育成し

ている。また、「丹波黒」在来種の中からダ

イズ茎疫病菌には感染するものの深刻な病

徴を示さず、一方で多収となる系統の選抜試

験も行っている。こうした難防除病害リスク

に対して、多様な遺伝資源のなかから強靭性

を持つ系統を選抜し普及を図る体制を構築している。 
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図 6-3 立枯性病害に罹った丹波黒 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.boujo.net/handbook/mame/mame-341.html&psig=AOvVaw2dj3v2VYNEAS0DSlc8iEer&ust=1595311860303000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDChPiV2-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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ｂ-2 未知のリスクへの対応とその継承の仕組み 

今後、気候変動による温暖化、洪水の頻発、熱帯性病害虫の国内への進入など、想定

できないような様々なリスクが存在している。これに対しても多様な遺伝資源が存在し、

優良種子を提供する仕組みが整っていることも大きなメリットである。優良種子生産協

議会では、毎年各圃場の生育調査を行うなどして、種子の選抜及び翌年分の種子の確保

に努めている。「2 年に 1 度の種子更新」を生産者に呼びかけているが、令和元年（2019）

は丹波篠山地域全体の「丹波黒」栽培に必要な種子の 45%に相当する種子 7.0t を生産

し、種子更新に対応している。また、自然災害により原種圃や採種圃が被害を受けても、

それを補完できる数年分の種子を確保し、併せて災害時向けの積み立てを行うなどして

災害に備えている。 
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（７）多様な主体の参画 

ａ 「丹波黒」に関わる多様な主体の連携 

ａ-１ 特産物振興における連携 

米の減反政策に対し篠山町では町役場・農協・県普及所が緊密に連携し、黒大豆・山

の芋を転作作物として特産物振興を図った。現在も、丹波篠山市・丹波ささやま農協・

農業改良普及センターにそれぞれ名称は変更されたが、これらを中心とした様々な連携

により特産物振興を推進している。 
市・農協・商工会・観光協会・生産組合協議会で組織される「丹波篠山特産物 PR 戦

略委員会」では、年間の PR 戦略を立案し、推進している。また、県・市・農協で組織

されるブランド産品戦略会議では、農業の省力化を目指し、農業機械等の試験を行うと

ともに、省力化のための機械導入に対し助成している。 
 

ａ-２ 一体となっての特産物振興 ～市、農協、黒大豆関連事業者の参加～ 

生産・流通・販売に関する事業者、研究機関、行政機関が一体となって「丹波黒」の

ブランド力強化に取り組む体制として、平成 20 年（2008）11 月「兵庫県丹波黒振興協

議会」が発足した。ここでは、消費者の関心が健康的な食生活に移行したことを受け、

兵庫県では安全・安心な「丹波黒」づくりや伝統的な食文化のよさを見直していこうと、

「丹波黒」の生産から加工販売に携わる者が結集して、兵庫の「丹波黒」の魅力を作り

出し、発信するとともに、「兵庫丹波黒」の定義を明確にするなど、ブランド強化にむ

けた取り組みを行っている。 
 

ｂ 参画する主体の広がりと深化 

ｂ-１ 触れ合いの機会としての味まつり 

大阪や神戸などの近畿圏から多くの観光客が訪れる「丹波篠山味まつり」（平成 2 年

（1990）開始）は、今では丹波篠山市の秋の一大イベントとして定着している。また、

「丹波篠山黒枝豆販売解禁セレモニー」が行われ、この日から丹波篠山市内で「丹波黒」

の枝豆が販売開始される。 
丹波篠山味まつりへの出店は丹波篠山市内の農業者、飲食業者、小売業者などが行い、

その出店業者にとっては丹波篠山市外の人々との触れ合いの機会となっている。このま

つりでも丹波篠山市農業生産組合協議会により「丹波黒」の枝豆が販売される。都市部

からの参加者にとっては、「丹波黒」栽培に関わる地元の人々との触れ合いとともに、

「丹波黒」の枝豆を楽しむ機会となっている。 
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ｂ-２ 神戸大学との学校教育を通じた連携 

神戸大学農学部は、丹波篠山市にあった兵庫農科大学が前身だった縁から、平成 18
年（2006）篠山フィールドステーションを開所、平成 19 年（2007）地域連携協定を結

び、大学生が農家に学ぶ「食農コープ教育」に取り組むとともに、様々な共同研究、プ

ロジェクトを進めてきた。 
平成 19 年（2007）神戸新聞に同大学の農村フィールド実習の様子が掲載された。同

記事では、学生らが農家などで、「丹波黒」栽培に携わり、除草や枝豆の収穫、選別な

どの作業を行いながら、農業や農村の実態を知り、生産者のニーズをつかむ実践的な学

びの場としていることを紹介している。 
丹波篠山地域を訪問した大学生は平成 23 年（2011）に 800 人から、平成 26 年（2014）

に 1,800 人まで増加した。この活動に参加した大学生らは城南地区などの 7 地区で実

施し、のちにサークルなどの自主活動に展開している。平成 28 年（2016）には丹波黒

を使った生物多様性配慮商品として「コベクロ丹波黒納豆」を開発した。 
平成 26 年（2014）からは、大学生が住み込み、地域プロジェクトに取り組む「半学

半域」型の地域おこし協力隊制度を導入し、丹波篠山市で活動する学生メンバーは計

150 人ほどとなっている。 
平成 28 年（2016）から始められたのが、神戸大学・丹波篠山市農村イノベーション

ラボを拠点とする取り組みである。ラボでは「篠山イノベーターズスクール」を開校、

農村では新しい仕事（起業・継業）を生み出す人材の育成を図っている。丹波篠山地域

では黒大豆栽培の担い手の育成などの確保が必要であり、こうした地域課題の解決にお

いて、地域に根差したビジネスづくりやまちづくりへの支援活動を進めるイノベーショ

ンラボが欠かせない存在となっている。 
 

ｂ-３ 次世代への継承 

丹波篠山市内の小学校では、特産品へ

の理解を深めるため 14 校全ての 3 年生

が「丹波黒」の栽培を体験する。小学校

近くの田畑で、農業者から栽培方法を学

びながら、播種、土寄せ、収穫などに取

り組み、活動回数は年間 6 回以上に及ぶ。

小学校によっては「丹波黒」の品位の選

別まで行う小学校もあり、栽培技術の継

承が行われている（図 7-1、表 7-1）。 
保護者、或いは地域ボランティア、或

いはグリーンサポーターと支援者は学校
図 7-1 播種作業：「丹波黒」栽培体験の様子 



別紙様式第１号別添１ 

48 
 

によって様々で、JA や NPO 等の団体が関係するケースもある。令和元年度（2019）
の活動報告書からは、地域の方との交流を大切にしたり、「丹波黒」栽培から調理等、

学習の広がりを持たせている。 
 

表 7-1 「丹波黒」栽培の体験 

（2019年度 観光体験事業 活動報告書より） 
 

学校名 活動報告書 
丹波篠山市立城東
小学校 

学級農園で「丹波黒」の栽培活動（種まき・移植・土寄せ・枝豆の収穫・葉
落とし・収穫・乾燥・豆の選別）に取り組んだ。調べて知ったことを地域の方、
他地域の方に知らせようと丹波黒パンフレットを作り、城東味まつりで枝豆とと
もに配った。また、収穫した「丹波黒」を使いかまどで焚き込みご飯を作った。
枝は、あんどんやボールペン、クリスマスツリーづくりに使った。 

丹波篠山市立西紀
南小学校 

①地元の特産物である「川北黒大豆」を育てる取り組みをした。地域にお住
まいの黒大豆マイスター山本博一氏を講師に、計 7回の黒大豆教室を実施
し、種まきから収穫、脱粒まで、一連の流れを体験的に学習した。学校農園
で育てる一方で、山本氏の農園にも出向き、苗植え、観察、刈り取りなどを
体験した。これらの活動とともに、自分たちが学習してきた川北黒大豆のこと
をグループで調べ学習を行い、発表会を行った。 
②「丹波黒」収穫後は、地元郷土料理研究家の山本勝美氏を講師にお招
きし、「丹波黒」を使った料理を教えていただいた。 
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（８）６次産業化の推進 

ａ 官民が取り組む６次産業化の推進体制 

丹波篠山地域における「丹波黒」栽培の持続可能性を高めるためには、農作業効率や

収益性の向上とともに、「丹波黒」発祥の地としての自負を持ちながら経営センスも有

する人材の育成が必要不可欠である。このため、チャレンジする個々人への支援と、そ

の個々人同士が連携して事業を拡大・創業できる体制の構築を図っている。 

 

ａ-1 行政機関による人材育成・事業化支援 

生産者らの６次産業化の推進として、ビジネスマインドを持った人材の育成体制を構

築している。平成 28 年（2016）から、神戸大学と共同してソーシャルビジネスの創業

を実践的に支援する人材育成拠点「農村イノベーションスクール」を設置している。こ

こでは、都会ではなく農村で新しい価値を見つけ、仲間や地域とネットワークをつくり、

ビジネスとしてカタチにする（起業・継業）ためのプログラムが提供されている。具体

的には、１）実践者からノウハウを学ぶ地域を基盤としたゼミ、２）農村ビジネスに必

要な理論や知識を学ぶセミナー、３）伴走型の起業・継業支援などを実施している（表

8-1）。 
 

表 8-1 農村イノベーションスクールの参加者数 

開催年月 開催期 
市内 
参加者 
（人） 

市外 
参加者
（人） 

合計 
（人） 

平成 28年 10月 （2016） 1期 6 13 19 
平成 29年 4月 （2017） 2期 4 18 22 
平成 29年 10月 （2017） 3期 7 11 18 
平成 30年 5月 （2018） 4期 8 25 33 
令和元年 4月 （2019） 5期 11 24 35 

合計 36 91 127 
 

ａ-2 生産者らが取り組む商品開発プラットフォーム「食の未来塾」 

「丹波黒」生産農家が単独で６次産業化を果たすことは容易ではない。そこで、丹波

篠山市内の農業生産者、食品加工・製造業者、飲食業者、小売業者、卸売業者、広告デ

ザイナーなどの多様な事業者 32 名（令和 2 年 6 月時点）による商品開発のためのプラ

ットフォーム「食の未来塾」を立ち上げている。これは、様々な事業者が連携して市内

農産物を主要原料とした流通市場に出せる規格を備えた“売れる特産品”の開発を通
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じて、互いに商品開発のノウハウの習得・

蓄積を図ることを目的としている。この食

の未来塾は、行政が主導的に立ち上げたも

のだったが、その後事業者らが主体的に取

り組みはじめ、独立した活動へと発展して

いる（図 8-1）。 

 

 
 
 
 
 
 
ａ-3 生産者らによる６次産業化の取り組み 

丹波篠山地域は大阪や神戸から近く、年

間に約 240 万人（平成 30 年度）の観光客

が訪れる観光のまちでもある。こうした特

性を活かして、農業体験や収穫体験ができ

る観光農園、あるいはそれらを併設した農

場経営者がいる。多くの農場で「丹波黒」の

枝豆の収穫体験を行うことができ、その他

にはイチゴなど果物の収穫体験ができる農

場もある（図 8-2、表 8-1）。 
また、「丹波黒」の枝豆の解禁日から 10

月末頃までは、各農家が沿道で枝豆を即売

したり、その場で購入者が収穫体験できた

りと観光客を楽しませる秋の風物詩になっている。これは黒大豆栽培農家にとって貴重

な現金収入にもなっている。6 次産業化・地産地消法にもとづく丹波篠山市の認定事業

は 8 件（令和元年度（2019）時点）あり、このうち農業体験などの観光事業を取り入れ

経営の多角化を図っているビジネスマインドを持った生産者・団体が 2 件ある（表 8-
3）。 

  

図 8-2 収穫体験。貸し農園型から収穫の
みを体験するタイプなどがある。 

図 8-1 食の未来塾メンバーによる展
示・商談会への出展（インテックス大阪
商談会、平成 25年 7月 19日） 
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表 8-2 丹波篠山市内における農業体験・収穫体験の一覧 
農 園 体験内容 

自然薯庵 「丹波黒」の枝豆づくり体験 

西本農園 桃の木オーナー制度 栗拾い 

丹波篠山首領百姓粟野農場 「丹波黒」の学校・ファミリー農園・枝豆狩り・稲
刈りツアー 

篠山チルドレンミュージアム 田植え・稲狩り体験・秋の収穫祭 

西本荘生産組合 田植え・稲刈り体験・「丹波黒」の枝豆狩り 

上小野原生産組合 「丹波黒」全般他 

ふるさとむら 吹 「丹波黒」全般他 

Ｉ ＬＯＶＥ ＫＯＮＤＡ 田植え・稲刈り・「丹波黒」の枝豆狩り 

真南条上営農組合 田植え・稲刈り・「丹波黒」の枝豆狩り 

上條見滝の里会 「丹波黒」全般他 

丹波猪村 栗園 収穫体験 

森口農園 ブドウ狩り・栗園 収穫体験 

丹波たぶち農園 イチゴ狩り 収穫体験 

ささやまの森公園 農業体験・収穫体験 

なちゅらるはーもにー ブドウ狩り 収穫体験 

大内農場 「丹波黒」の枝豆狩り 

ハイマート佐中 収穫体験・さつまいも・「丹波黒」・わかさぎ釣 

丹波篠山渓谷の森公園 栗拾い 野菜収穫 木工 炭焼き 

山内商店 松茸狩り 松茸料理 

諏訪園 松茸狩り 松茸料理 
（たんば田舎暮らしワンストップ相談 http://www.tambagumi.com/user/bureau
/onestop/taiken.html /2020年 6月確認） 
  

http://www.tambagumi.com/user/bureau/onestop/taiken.html
http://www.tambagumi.com/user/bureau/onestop/taiken.html
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表 8-3 丹波篠山市の六次産業化・地産地消法に基づく認定事業 
認定事業者 事業内容 

株式会社アグレッサンス 地域農産物を使ったお菓子の加工販売 

株式会社丹波篠山大内農場 地域の魅力を活かす観光集客を軸とした直販事業
化・農家レストラン経営による多角経営化 

株式会社馬場農園 丹波地方特産の黒大豆の企画外品を活用したそばの
製造販売、調理販売 

株式会社ツトムファーム 野菜（長大根・さつまいも・トマト）や果物（イチゴ
等）を利用した加工・販売事業 

横井正、岸本一朗 地域休耕地活用「なた豆・ヤーコン」のお茶加工販
売・販路開拓及び一次加工販売拡張事業 

農業 H･B･Lクラブ 
地域特産品である野菜類や米穀類を利用した和食総
菜、野菜ジュース、スイーツ類、土産品等の加工・
販売事業 

農事組合法人真南条営農組合 丹波ささやま産の農産物を活用した加工食品の開
発・製造・販売事業 

Quatre ferme 森田耕司 
オーガニック志向の方を対象に、栽培期間中、農薬・
化学肥料を使わず生産した農産物でオンリーワン商
品の開発・製造・販売とブルーベリー観光農園の開
設 

（「兵庫県における六次産業化・地産地消法に基づく認定事業一覧」より） 
 
 

ｂ 生産者の収益安定に向けた取り組み 

ｂ-１ 生物多様性貢献基金 

丹波篠山地域は四方を山々に囲まれているた

め野生鳥獣被害が深刻で、今後も農業を継続す

るためには農家による捕獲罠や電気柵の設置か

つ、その効果維持のための定期的な維持管理も

必要となる。こうした背景から、生物多様性に配

慮した農業や獣害対策などに活用する「生物多

様性貢献基金」へ商品売上金の 1％を寄付する

「丹波黒」の加工商品が開発されている。この商

品は「コベクロ丹波黒納豆」で、神戸大学篠山フ

ィールドステーションと篠山市日置地区の農

家・自治組織による三者協働開発された商品で

ある（図 8-3）。こうした取り組みによって、丹

波篠山地域の生物多様性の保全や獣害対策が促

進され、さらに生産者の収益や営農環境の改善が期待される仕組みが構築されている。 

図 8-3 コベクロ丹波黒納豆 
（コベクロ HPより） 
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ｂ-２ 農家民泊、飲食店などによる地産地消 

観光産業が発展している丹波篠

山地域では、わち刈りで山裾まで

整備された景観や畑地と水田が織

りなすモザイク状の田園風景が景

観資源となっている。また、地域内

には茅葺民家が 123 件、トタン葺

されている旧茅葺民家 1,226 件が

残っており（篠山市教育委員会

2011）、1 棟貸の農家民泊や飲食店

としてリノベーションする事例が

増加している。丹波篠山市の集落

丸山はその代表例であり、4 世帯ま

で減少したが、その後、3 棟の古民家をオーベルジュスタイルの宿、レストランとして

整備したことで住民が増加している。こうしたビジネスにおいては田園風景や農村資源

が経営資源となっており、提供される食事には地元食材が利用され、地域に貢献してい

る。 
 
ｂ-３ 地場産業との新しい連携の兆し 

「丹波黒」栽培では、黒大豆を収穫した後に発生する大量の豆ガラ（莢、茎、葉など）

の処分作業が負担になっている。近年、この豆ガラを燃やしてできる焼却灰を、日本六

古窯のひとつである「丹波焼」の釉薬として有効活用する新しい試みがなされている。

この黒大豆の釉薬は焼却灰を灰汁抜きして、丁寧に濾してから数日間天日干しにして作

られる。こうして焼かれた「丹波篠山黒豆灰釉シリーズ」（鎮台窯）はすでに販売され

ており、「丹波黒」と「丹波焼」と両方の地域資源の価値向上につながっている。 
 

  
図 8-5 黒大豆の釉薬をつくる陶工とその丹波焼（コンダフル HPより） 

 

図 8-4 古民家を活用して集落再生に取り組む
集落丸山 
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丹波篠山市 

兵庫県 京都府 

大阪府 

神戸市 

京都市 

大阪市 

（丹波篠山市、https://www.city.tambasasayama.lg.jp） 

申請サイトの位置図 

丹波篠山市 

• 

https://www.city.tambasasayama.lg.jp/
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丹波篠山市 土地利用図 
  

（丹波篠山市,2014,篠山市都市計画マスタープラン） 

JR福知山線 篠山口駅 

農業用地

都市地域

歴史的景観地

山林

凡例
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集落別「丹波黒」栽培状況（丹波篠山市全域） 

「丹波黒」の栽培面積 

････1a～200a 
････201a～400a 
････401a～600a 
････601a～800a 
････801a～ 



別紙様式第１号別添１ 

60 
 

 
生物多様性リスト（農作物） 
番号 作物名 区分 
1 主食用水稲 野菜 
2 加工用米 野菜 
3 酒造好適米 野菜 
4 六条大麦 野菜 
5 はだか麦 野菜 
6 青大豆 野菜 
7 黒大豆 野菜 
8 白大豆 野菜 
9 小豆 野菜 
10 大納言小豆 野菜 
11 そば 野菜 
12 えだまめ（黒大豆） 野菜 
13 えだまめ（白大豆） 野菜 
14 きゅうり 野菜 
15 トマト 野菜 
16 なす 野菜 
17 ピーマン 野菜 
18 かぼちゃ 野菜 
19 いちご 野菜 
20 すいか 野菜 
21 メロン 野菜 
22 キャベツ 野菜 
23 ほうれんそう 野菜 
24 ねぎ 野菜 
25 レタス 野菜 
26 にんじん 野菜 
27 さといも 野菜 
28 れんこん 野菜 
29 しょうが（根ショウガ） 野菜 
30 青さやいんげん 野菜 
31 未成熟とうもろこし 野菜 
32 食用ばれいしょ 野菜 
33 食用かんしょ 野菜 
34 アスパラガス 野菜 
35 きのこ類 野菜 
36 ブロッコリー 野菜 
37 ニラ 野菜 
38 やまのいも 野菜 
39 かぶ 野菜 
40 ごぼう 野菜 
41 まくわうり 野菜 
42 うすいえんどう 野菜 
43 ふき 野菜 
44 しそ 野菜 
45 なた豆 野菜 
46 うど 野菜 
47 キクイモ 野菜 
48 はくさい 野菜 
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49 たまねぎ 野菜 
50 だいこん 野菜 
51 こまつな 野菜 
52 みずな 野菜 
53 ヤーコン 野菜 
54 オクラ 野菜 
55 太ネギ 野菜 
56 セリ 野菜 
57 モロヘイヤ 野菜 
58 ニンニク 野菜 
59 みょうが 野菜 
60 ゴーヤ 野菜 
61 とうがん 野菜 
62 ズッキーニ 野菜 
63 ハーブ 野菜 
64 トウガラシ 野菜 
65 山椒 野菜 
66 たらの芽 野菜 
67 茶 野菜 
68 日本なし 果樹 
69 もも 果樹 
70 うめ 果樹 
71 かき 果樹 
72 くり 果樹 
73 いちじく 果樹 
74 キウイフルーツ 果樹 
75 ゆず 果樹 
76 ブルーベリー 果樹 
77 うんしゅうみかん 果樹 
78 りんご 果樹 
79 ぶどう 果樹 
80 綿花 花卉 
81 キク 花卉 
82 コスモス 花卉 
83 ひまわり（景観） 花卉 
84 ソルガム（青刈りソルガム等） 飼料用作物 
85 永年性牧草（オーチャードグラス等） 飼料用作物 
86 イタリアンライグラス 飼料用作物 
87 飼料用米 飼料用作物 
88 稲発酵粗飼料用稲（専用種） 飼料用作物 
89 ソルガム（地力） 地力増進作物 
90 クローバー（アカ．シロ） 地力増進作物 
91 れんげ（地力） 地力増進作物 
92 ヘアリーベッチ（地力） 地力増進作物 
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生物多様性リスト（哺乳類）

1 キクガシラコウモリ Rhinolophus ferrumequinum 要調査 2017
2 ツキノワグマ Ursus thibetanus 要注目 2017
3 モモジロコウモリ Myotis macrodactylus 要調査 2017
4 ユビナガコウモリ Miniopterus fuliginosus 要調査 2017

生物多様性リスト（鳥類）

1 アオゲラ Picus awokera C 2013
2 アオジ Emberiza spodocephala A 2013
3 アオシギ Gallinago solitaria B 2013
4 アオバズク Ninox scutulata B 2013
5 アカゲラ Dendrocopos major C 2013
6 アカショウビン Halcyon coromanda B 2013
7 アカモズ Lanius cristatus 絶滅危惧IB類 B 2013
8 アメリカヒドリ Anas americana 要注目 2013
9 イカルチドリ Charadrius placidus B 2013

10 イスカ Loxia curvirostra 要調査 2013
11 イソシギ Actitis hypoleucos C 2013
12 オオタカ Accipiter gentilis 準絶滅危惧 B 2013
13 オオヨシキリ Acrocephalus orientalis 要注目 2013
14 オオルリ Cyanoptila cyanomelana 要注目 2013
15 オシドリ Aix galericulata 情報不足 B 2013
16 カヤクグリ Prunella rubida A 2013
17 カワガラス Cinclus pallasii C 2013
18 カワセミ Alcedo atthis 要注目 2013
19 キビタキ Ficedula narcissina 要注目 2013
20 クイナ Rallus aquaticus 要調査 2013
21 クマタカ Nisaetus nipalensis 絶滅危惧IB類 A 2013
22 クロジ Emberiza variabilis B 2013
23 コイカル Eophona migratoria C 2013
24 コウノトリ Ciconia boyciana 絶滅危惧IA類 A 2013
25 コガラ Poecile montanus 要注目 2013
26 コクマルガラス Corvus dauuricus C 2013
27 コサメビタキ Muscicapa dauurica C 2013
28 ササゴイ Butorides striata C 2013
29 サシバ Butastur indicus 絶滅危惧II類 B 2013
30 サンショウクイ Pericrocotus divaricatus 絶滅危惧II類 C 2013
31 セイタカシギ Himantopus himantopus 絶滅危惧II類 B 2013
32 タシギ Gallinago gallinago B 2013
33 タマシギ Rostratula benghalensis 絶滅危惧II類 B 2013
34 チュウサギ Egretta intermedia 準絶滅危惧 C 2013
35 チュウジシギ Gallinago megala B 2013
36 ツミ Accipiter gularis B 2013
37 トモエガモ Anas formosa 絶滅危惧II類 C 2013
38 ノスリ Buteo buteo B 2013
39 ノビタキ Saxicola torquatus A 2013
40 ハイタカ Accipiter nisus 準絶滅危惧 C 2013
41 ハチクマ Pernis ptilorhynchus 準絶滅危惧 B 2013
42 ハヤブサ Falco peregrinus 絶滅危惧II類 B 2013
43 ヒクイナ Porzana fusca 準絶滅危惧 B 2013
44 ブッポウソウ Eurystomus orientalis 絶滅危惧IB類 A 2013
45 ミサゴ Pandion haliaetus 準絶滅危惧 A 2013
46 ミゾゴイ Gorsachius goisagi 絶滅危惧II類 A 2013
47 メボソムシクイ Phylloscopus xanthodryas B 2013
48 ヤイロチョウ Pitta nympha 絶滅危惧IB類 要調査 2013
49 ヤマシギ Scolopax rusticola B 2013
50 ヤマセミ Megaceryle lugubris B 2013
51 ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii 要注目 2013
52 ヨタカ Caprimulgus indicus 準絶滅危惧 A 2013
53 ルリビタキ Tarsiger cyanurus A 2013

番号 和名 学名
環境省

レッドリスト
2017

兵庫県版
レッドリスト

版

番号 和名 学名
環境省

レッドリスト
2017

兵庫県版
レッドリスト

版
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生物多様性リスト（両生類）

1 アカハライモリ Cynops pyrrhogaster 準絶滅危惧 要注目 2017
2 オオサンショウウオ Andrias japonicus 絶滅危惧II類 Ｂ 2017
3 カスミサンショウウオ Hynobius nebulosus 絶滅危惧II類 Ｂ 2017
4 シュレーゲルアオガエル Rhacophorus schlegelii Ｃ 2017
5 セトウチサンショウウオ Hynobius setouchi 未判定 B 2017
6 タゴガエル Rana tagoi tagoi Ｃ 2017
7 ツチガエル Glandirana rugosa Ｃ 2017
8 ニホンアカガエル Rana japonica Ｃ 2017
9 ニホンヒキガエル Bufo japonicus japonicus Ｃ 2017

10 モリアオガエル Rhacophorus arboreus Ｂ 2017
11 ヤマアカガエル Rana ornativentris Ｃ 2017

生物多様性リスト（魚類）

1 アカザ Liobagrus reinii 絶滅危惧II類 地域限定貴重種 2017
2 アブラボテ Tanakia limbata 準絶滅危惧 Ｃ 2017
3 カジカ Cottus pollux 準絶滅危惧 Ｃ 2017
4 カネヒラ Acheilognathus rhombeus Ｂ 2017
5 カワバタモロコ Hemigrammocypris rasborella 絶滅危惧IB類 Ａ 2017
6 カワヒガイ Sarcocheilichthys variegatus variegatus 準絶滅危惧 Ｃ 2017
7 シマヒレヨシノボリ Rhinogobius tyoni 要調査 2017
8 シロヒレタビラ Acheilognathus tabira tabira 絶滅危惧IB類 Ａ 2017
9 スナヤツメ南方種 Lethenteron sp.S 絶滅危惧II類 Ｂ 2017

10 ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus 情報不足 要注目 2017
11 ナガレホトケドジョウ Lefua torrentis 絶滅危惧IB類 要調査 2017
12 ニッポンバラタナゴ Rhodeus ocellatus kurumeus 絶滅危惧IA類 Ａ 2017
13 ニホンウナギ Anguilla japonica 絶滅危惧IB類 Ｃ 2017
14 ミナミメダカ Oryzias latipes 絶滅危惧II類 要注目 2017
15 ヤリタナゴ Tanakia lanceolata 準絶滅危惧 Ｂ 2017

番号 和名 学名
環境省

レッドリスト
2017

兵庫県版
レッドリスト

版

番号 和名 学名
環境省

レッドリスト
2017

兵庫県版
レッドリスト

版
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生物多様性リスト（昆虫類）

1 アオサナエ Nihonogomphus viridis Ｃ 2012
2 アオハダトンボ Calopteryx japonica 準絶滅危惧 Ａ 2012
3 アキアカネ Sympetrum frequens 要注目 2012
4 アキオサムシ Carabus chugokuensis 要注目 2012
5 ウラキンシジミ Ussuriana stygiana 要注目 2012
6 ウラゴマダラシジミ Artopoetes pryeri  pryeri 要注目 2012
7 ウラジロミドリシジミ Favonius saphirinus saphirinus 要注目 2012
8 ウラナミアカシジミ Japonica saepestriata saepestriata Ｃ 2012
9 オオイトトンボ Paracercion sieboldii Ｂ 2012

10 オオクワガタ Dorcus hopei 絶滅危惧II類 Ｂ 2012
11 オオムラサキ Sasakia charonda charonda 準絶滅危惧 Ｃ 2012
12 カトリヤンマ Gynacantha japonica Ｃ 2012
13 カバイロキヨトウ Mythimna iodochra Ｂ 2012
14 キイロサナエ Asiagomphus pryeri 準絶滅危惧 Ｂ 2012
15 キイロヤマトンボ Macromia daimoji 準絶滅危惧 Ａ 2012
16 キゴシジガバチ Sceliphron madraspatanum 要調査 2012
17 ギフチョウ Luehdorfia japonica 絶滅危惧II類 Ｂ 2012
18 キベリマルクビゴミムシ Nebria livida angulata 絶滅危惧IB類 要調査 2012
19 キマダラルリツバメ Spindasis takanonis takanonis 準絶滅危惧 Ｂ 2012
20 クモガタヒョウモン Nephargynnis anadyomene ella Ｃ 2012
21 クロマダラタマムシ Nipponobuprestis querceti Ｃ 2012
22 グンバイトンボ Platycnemis foliacea sasakii 準絶滅危惧 Ｂ 2012
23 ゲンゴロウ Cybister chinensis 絶滅危惧II類 Ａ 2012
24 ゴイシシジミ Taraka hamada hamada 要注目 2012
25 コバネアオイトトンボ Lestes japonicus 絶滅危惧IB類 Ａ 2012
26 スジボソヤマキチョウ Gonepteryx aspasia niphonica 要注目 2012
27 タカネトンボ Somatochlora uchidai 絶滅危惧II類 要注目 2012
28 ネグロクサアブ Coenomyia basalis 情報不足 要注目 2012
29 ハッチョウトンボ Nannophya pygmaea Ｂ 2012
30 ハネビロエゾトンボ Somatochlora clavata 絶滅危惧II類 Ｂ 2012
31 ヒゲシロスズ Pteronemobius flavoantennalis 要調査 2012
32 ヒメアカネ Sympetrum parvulum 要注目 2012
33 ヒメボタル Luciola parvula 要注目 2012
34 ホンサナエ Gomphus postocularis Ａ 2012
35 ミドリシジミ Neozephyrus japonicus japonicus 要注目 2012
36 ミヤマアカネ Sympetrum pedemontanum elatum Ｃ 2012
37 ミヤマチャバネセセリ Pelopidas jansonis 要注目 2012
38 ムカシトンボ Epiophlebia superstes 要注目 2012
39 ムカシヤンマ Tanypteryx pryeri Ｂ 2012
40 ムスジイトトンボ Paracercion melanotum 要注目 2012
41 モートンイトトンボ Mortonagrion selenion 準絶滅危惧 Ａ 2012

生物多様性リスト（クモ類）

1 タジマホラヒメグモ Nesticus nishikawai Ａ 2017
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生物多様性リスト（シダ植物）

1 アオネカズラ Polypodium niponicum Mett. Ｃ 2010
2 ハコネシケチシダ Cornopteris christenseniana (Koidz.) Tagawa Ｃ 2010
3 ヒロハヤブソテツ Cyrtomium macrophyllum  (Makino) Tagawa Ｂ 2010
4 マンネンスギ Lycopodium obscurum  L. Ｂ 2010
5 ミズニラ Isoetes japonica A.Br. 準絶滅危惧 Ｃ 2010
6 ミヤマクマワラビ Dryopteris polylepis (Franch. Et Savat.) C.Chr. Ｃ 2010
7 ミヤマノキシノブ Lepisorus ussuriensis (Regal et Maack)Ching Ｃ 2010
8 ヤマドリゼンマイ Osmunda cinnamomea L. Ｃ 2010

生物多様性リスト（種子植物_離花）

1 アズマイチゲ Anemone raddeana Regel Ｂ 2010
2 アリマグミ Elaeagnus murakamiana  Makino Ｃ 2010
3 イシモチソウ Drosera nipponica Masam. 準絶滅危惧 Ｃ 2010
4 オグラノフサモ Myriophyllum oguraense Miki 絶滅危惧II類 Ｂ 2010
5 オトコゼリ Ranunculus tachiroei Franch. et Savat. Ｂ 2010
6 カジカエデ Acer diabolicum Blume ex Koch Ｃ 2010
7 コミヤマスミレ Viola maximowicziana Makino Ｃ 2010
8 サイカチ Gleditsia japonica Miq. 要調査 2010
9 セツブンソウ Shibateranthis pinnatifida (Maxim.) Satake et Okuyama 準絶滅危惧 Ｃ 2010

10 ツクシヤブマオ Boehmeria kiusiana Satake 要調査 2010
11 テツカエデ Acer nipponicum Hara Ｃ 2010
12 トウゴクサバノオ Dichocarpum trachyspermum (Maxim.) W.T .Wang et Hsiao Ｂ 2010
13 トリカブト属 Genus Aconitum ※イイデトリカ  Ｂ 2010
14 ナガミノツルケマン Corydalis raddeana Regel Ｃ 2010
15 ヒナノカンザシ Salomonia oblongifolia DC. Ｃ 2010
16 マキエハギ Lespedeza virgata (Thunb.) DC. Ｃ 2010
17 ミシマサイコ Bupleurum scorzoneraefolium Willd. var.stenophyllum Nakai 絶滅危惧II類 Ｃ 2010
18 ミズマツバ Rotala pusilla Tulasne 絶滅危惧II類 Ｃ 2010
19 ミチバタガラシ Rorippa dubia Hara Ｃ 2010
20 ミヤコミズ Pilea kiotensis Ohwi Ｂ 2010

生物多様性リスト（種子植物_合花）

1 アブノメ Dopatrium junceum (Roxb.) buch.-Ham. Ｃ 2010
2 イヌノフグリ Veronica didyma  Ten. var.lilacina  (Hara) Yamazaki 絶滅危惧II類 Ｃ 2010
3 オオヒナノウスツボ Scrophularia kakudensis  Franch. Ｃ 2010
4 オグルマ Inula britannica  L. subsp.japonica (Thunb.) Kitamura Ｃ 2010
5 カワラハハコ Anaphalis margaritacea subsp.yedoensis  (Franch. et Savat.) Kitamura Ｂ 2010
6 コカモメヅル Tylophora floribunda Miq. Ｃ 2010
7 シソクサ Limnophila aromatica (Lam.) Merr. Ｂ 2010
8 タウコギ Bidens tripartita L. Ｃ 2010
9 デワノタツナミソウ Scutellaria muramatsui Hara Ｃ 2010

10 ヒカゲツツジ Rhododendron keiskei Miq. Ｃ 2010
11 ヒメヒゴタイ Saussurea pulchella Fisch. 絶滅危惧II類 Ｂ 2010
12 ヒヨクソウ Veronica melissaefolia  Poir. Ｃ 2010
13 フジウツギ Buddleja japonica Hemsl. Ｃ 2010
14 ホンシャクナゲ Rhododendron degronianum  Carriere subsp. heptamerum  (Maxim.) Hara var. hondoense  (Nakai) Hara Ｃ 2010
15 ミヤコアザミ Saussurea maximowiczii Herd. Ｃ 2010
16 ムラサキミミカキグサ Utricularia uliginosa Vahl 準絶滅危惧 Ｃ 2010
17 ヤマホロシ Solanum japonense  Nakai Ｃ 2010
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生物多様性リスト（種子植物_単子葉類）

1 イトモ Potamogeton pusillus L. 準絶滅危惧 Ｂ 2010
2 エビネ Calanthe discolor  Lindl. 準絶滅危惧 Ｃ 2010
3 カキラン Epipactis thunbergii A.Gray Ｃ 2010
4 カタクリ Erythronium japonicum Decne. Ｃ 2010
5 カヤラン Sarcochilus japonicus (Reichb.fil.) Miq. Ｃ 2010
6 キバナノアマナ Ganea lutea (L.) Ker-Gawl. Ｂ 2010
7 キンラン Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume 絶滅危惧II類 Ｃ 2010
8 ギンラン Cephalanthera erecta  (Thunb.) Blume Ｃ 2010
9 クモラン Taeniophyllum glandulosum  Blume Ｂ 2010

10 コウボウ Hierochloe odorata  (L.) P.Beauv. var.pubescens  Krylov. Ｃ 2010
11 コガマ Typha orientalis Presl Ｂ 2010
12 コバノトンボソウ Platanthera tipuloides  Lindl. var.nipponica  (Makino) Ohwi Ｃ 2010
13 サギソウ Habenaria radiata  (Thunb.) Spreng. 準絶滅危惧 Ｂ 2010
14 ササバギンラン Cephalanthera longibracteata Blume Ｂ 2010
15 サトヤマハリスゲ Carex ruralis J. Oda & Nagam. 要調査 2010
16 トキソウ Pogonia japonica  Reichb.fil. 準絶滅危惧 Ｃ 2010
17 ナガエミクリ Sparganium japonicum Rothert 準絶滅危惧 Ｃ 2010
18 ノハナショウブ Iris ensata Thunb.  var.spontanea (Makino) Nakai Ｃ 2010
19 ヒナスゲ Carex grallatoria  Maxim. Ｂ 2010
20 ヒロハノオオタマツリスゲ Carex arakiana (Ohwi) Ohwi Ｃ 2010
21 ホシクサ Eriocaulon cinereum R.Br. Ｃ 2010
22 ホソバカンスゲ Carex morrowii var.temnolepis  (Franch.) Ohwi Ｂ 2010
23 ホンゴウソウ Andruris japonica  (Makino) Giesen 絶滅危惧II類 Ｂ 2010
24 マメヅタラン Bulbophyllum drymoglossum  Maxim. 準絶滅危惧 Ｂ 2010
25 ミカヅキグサ Rhynchospora alba (L.) Vahl Ｃ 2010
26 ミズオオバコ Ottelia alismoides  (L.) Pers. 絶滅危惧II類 Ｃ 2010
27 ミズトンボ Habenaria sagittifera Reichb.fil. 絶滅危惧II類 Ｃ 2010
28 ムロウマムシグサ Arisaema kishidae Makino ex Nakai Ｃ 2010
29 ヤナギスブタ Blyxa japonica (Miq.) Maxim. ex Ascherson et Guerke Ｃ 2010
30 ヤマサギソウ Platanthera mandarinorum var.brachycentron (Franch. et Savat.) Koidz. Ｃ 2010
31 ヤマジスゲ Carex bostrychostigma Maxim. Ｃ 2010
32 ヤマトキソウ Pogonia minor (Makino) Makino Ｃ 2010
33 ヤマトミクリ Sparganium fallax  Graebn. 準絶滅危惧 Ｂ 2010

※兵庫県版レッドリストのランク指定について
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絶滅…兵庫県内での確認記録、標本があるなど、かつては生息してい たと考えられるが、現在は見られなくなり、生息の可能性がな いと考えられる種

Aランク…環境省レッドデータブックの絶滅危惧Ⅰ類に相当

兵庫県において絶滅の危機に瀕している種など、緊急の保全対策、厳重な保全対策の必要な種

Bランク…環境省レッドデータブックの絶滅危惧Ⅱ類に相当
兵庫県において絶滅の危機が増大している種

Cランク…環境省レッドデータブックの準絶滅危惧に相当

兵庫県において存続基盤が脆弱な種

要注目種…最近減少が著しい種、優れた自然環境の指標となる種などの貴重種に準ずる種

地域限定貴重種…兵庫県全域で見ると貴重とはいえないが、県内の特定の地域においてはＡ、Ｂ、Ｃ、要注目のいずれかのランクに該当する程度の貴重性を
有する種であるとともに、「学術的に特に貴重とみなされる個体群」、「生物地理学的に重要な意味を持つ個体群」、「保全上重要な
単位とみなされる個体群」として識別される種

要調査種…環境省レッドデータブックの情報不足に相当
兵庫県において評価するに足るデータがない種


