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【これまでの穀粒判別器の現場での取扱い】 【新型穀粒判別器の測定方法】

【穀粒判別器の機能及び性能】
穀粒判別器は、「着色粒」、「死米」、「胴割粒」、「砕粒」などを測定する機器。平成15年に開発された旧型の穀粒判別器と、

平成26年以降に開発が進められてきた新型の穀粒判別器がある（持ち運び可能なサイズのものが主流）。
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１ 穀粒判別器の開発の進展

○ 近年、着色粒などの被害粒の混入の割合を測定することができる穀粒判別器の開発が進展。
○ これまでの穀粒判別器ではメーカー間で測定結果のばらつきが大きかったが、最新の穀粒判別器は測定精度が向上。

１

旧型穀粒判別器 新型穀粒判別器

測定項目
（混入割合を測定）

「着色粒」、「死米」、「胴割粒」、「砕粒」など約20項目

測定精度 「胴割粒」についてのみ、メーカー間で測定結果
のばらつきが小さい。

「着色粒」、「死米」、「胴割粒」、「砕粒」について、
測定精度が向上し、メーカー間で測定結果のば
らつきが小さい。

普及状況 約3,400台
※ 耐用年数（７年）を超えているものが過半
（約2,500台）

約700台
※ 新型穀粒判別器を販売しているのは３社

価格 60～200万円 60万円～90万円

（測定結果（印字例））
① 20グラム（約1000粒相当）程度の

米穀の粒を投入する。
② 機器内で撮影した画像で、着色粒等
の混入割合を判定。

③ 測定結果は紙で印刷される。

令和元年11月の告示改正までは、農産物検査の鑑
定方法に位置付けられていなかったため、現場では
補助的に活用（※）。
（※）ある検査機関では、鑑定精度の向上と検査員

の安心感を確保することを目的として導入。

穀粒判別器

農検モード



着色粒死 米 胴割粒 砕 粒

２

２ 穀粒判別器の農産物検査への活用（令和元年11月告示改正）

○ 農産物検査の高度化を進めるため、一部項目は目視に代えて穀粒判別器による鑑定も可能とするよう見直し。

改 正 前 改 正 後

品位等の規格項目を農産物検査員が目視で鑑定

〇地域や検査員のバラツキが発生。
〇具体的な測定データが示せない。

課題

穀粒判別器に関する検討チームで技術的な検討を実施。
（令和元年５月～８月）

○ 令和２年２月に仕様確認を終えた穀粒判別器

穀粒判別器の性能が向上し、活用すべきとの意見
（農産物規格・検査に関する懇談会）

穀粒判別器の活用が技術的に可能と判断
⇒令和元年11月告示改正

有識者による技術的な検証を経て、
穀粒判別器で鑑定可能な
「死米」、「着色粒」、「胴割粒」、「砕粒」について、
目視に代えて令和２年産から穀粒判別器で鑑定可能とした。

株式会社ケツト科学研究所
機種名：「RN-700」

株式会社サタケ
機種名：「RGQI100A」

静岡製機株式会社
機種名：「ES-５」



３ 穀粒判別器による鑑定について

等級

項目 最　低　限　度 最　　　高　　　限　　　度

整　粒
（％）

形　質
（未熟粒）

水　分
（％）

被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物

計
（％）

死　米
（％）

着色粒
（％）

異種穀粒
（％）

異　物
（％）

0.1 0.4 0.2
２　等 60 ２等標準品 15.0 20 10 0.3
１　等 70 １等標準品 15.0 15 7

0.8 0.4
３　等 45 ３等標準品 15.0 30 20 0.7 1.7 0.6

赤枠は穀粒判別器による鑑定が可能な項目。
※「胴割粒」、「砕粒」の測定値は、

被害粒計の鑑定の際に活用。

○ 穀粒判別器に関する検討チームの取りまとめを踏まえ、農産物検査の高度化を進めるため、「死米」、
「着色粒」、「胴割粒」、「砕粒」の４項目は、目視に代えて穀粒判別器による鑑定も可能とした。
（令和元年11月告示改正）

穀粒判別器と目視の特色

穀粒判別器 目 視

・鑑定結果を数値で示すことができる。
・熟練者でなくても計測でき、結果がバラツキがない。
・計測に時間が掛かる。（数十秒～数分）
・判別できない項目がある。

・鑑定結果を数値で示すことができない。
・熟練が必要で、地域や検査員によりバラツキがある。
・数秒で鑑定でき、迅速な鑑定が可能。
・機械では判別が難しい項目も判別できる。

３



４ 穀粒判別器による鑑定について

現在、穀粒判別器（画像分析）
で測定できるもの

胴割粒着色粒

着色の大きさが
直径１㎜以上

充実度

画像分析以外の測定手法とその
ための判定基準を設定できれば、
機械測定の可能性があるもの

他の方法で
測定できないか

充実度を縦溝の
深さ等で判別

胚乳部に亀裂の
ある粒

４

穀粒判別器で測定するための
判定基準を明確に設定できれば、
穀粒判別器（画像分析）で測定
できるもの

乳白粒 青未熟粒

葉緑素が残り
緑色を呈した粒

胚乳部に白色不透明
な部分がある粒



（参考）「農産物規格・検査に関する懇談会」での穀粒判別器に係る検討

３ 農産物規格・検査に関する懇談会中間論点整理
（穀粒判別器に関する内容を抜粋）

（１）主な論点

○ 生産サイドの約４割、実需・流通サイドの約６～７
割登録検査機関の約４割、行政機関の約６割が「穀粒
判別器等の測定機器の導入を進めるべき」との意見。

○ 農産物検査業務の効率化を図るため、検査手法の改
善と検査機器の適切な運用を検討すべき。

○ 現場からは穀粒判別器の導入を求める声が大きいの
で、測定精度の統一や効率化の観点も踏まえて検討す
べき。

○ 機器の精度を担保するため、国が何らかの指針を示
すなどの対応が必要。

○ 抽出した複数の試料を一つにして検査できるように
するなど、真に合理化に結び付く手法の検討が必要。

（２）中間論点整理

農産物検査に新型の穀粒判別器を活用していくことは、
検査の合理化の観点から一定の意義はある。

しかしながら、測定精度や効率的な検査方法等を検証
した上で判断する必要があることから、専門家で構成さ
れる検討会においてより技術的な検討を行い、結論を得
る必要。

２ 検討経緯

第１回 ：平成31年１月28日

第２回 ：平成31年２月25日

第３回（とりまとめ）：平成31年３月29日

１ 目的

（１）農業競争力強化支援法（平成29 年法律第35 号）
等において、「農産物流通等に係る規格について、
農産物流通等の現状及び消費者の需要に即応して、
農産物の公正かつ円滑な取引に資するため、国が定
めた当該規格の見直しを行う」と規定されている。

（２）これを踏まえ、農産物規格・検査について、農産
物流通の変化や技術の進展等も考慮しつつ、流通の
合理化等の観点から課題を整理し、見直しの方向性
の検討を行うため、農林水産省政策統括官主催の下、
「農産物規格・検査に関する懇談会」を開催する。

５



（参考）「穀粒判別器に関する検討チーム」での検討①

２ 検討経緯

第１回：令和元年５月30日

第２回：令和元年７月25日

第３回：令和元年８月１日

第４回：令和元年８月30日

１ 目的

（１）農業競争力強化支援法（平成29年法律第35号）等に
おいて規定されている国が定めた農産物流通等に係る
規格の見直しに関して、平成31年１月から３月までに
農産物規格・検査に関する懇談会を開催し、同年３月
29日に農産物規格・検査に関する懇談会における中間
論点整理（以下「中間論点整理」という。）が行われ
たところである。

（２）その中で、穀粒判別器については「農産物検査に新
型の穀粒判別器を活用していくことは、検査の合理化
の観点から一定の意義はある。しかしながら、測定精
度や効率的な検査方法等を検証した上で判断する必要
があることから、専門家で構成される検討会において
より技術的な検討を行い、結論を得る必要。」との整
理がなされたところ。

（３）これを踏まえ、専門家の参画の下、穀粒判別器の測
定精度や効率的な検査方法等を検討するために「穀粒
判別器に関する検討チーム」を開催する。

６

穀粒判別器に関する検討チーム委員名簿

大坪 研一 新潟薬科大学応用生命科学部応用生命科学科特任教授

杉山 隆夫 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター戦略推進室シニアコー
ディネーター

田中 秀幸 国立研究開発法人産業技術総合研究所計量標準総合セン
ター

【検査での活用に関する検討は、上記委員のほか、以下の委員が参画】

梅本 典夫 全国主食集荷協同組合連合会会長

江渡 浩 一般財団法人日本穀物検定協会理事

郡司 和久 木徳神糧株式会社執行役員米穀事業本部生産部門長

馬場 利紀 米麦種子等・農産物検査協議会、全国ＪＡ農産物検査協
議会事務局長

横田 修一 全国稲作経営者会議青年部顧問
（五十音順、敬称略）



（参考）「穀粒判別器に関する検討チーム」での検討②

【１ 検証に当たっての基本的考え方】

〇 判断基準については、穀粒判別器による粒数の測定結果をもとに、合成された標準偏差（標準誤差の２乗及び標準偏差の２乗の和の
平方根）の２倍が、死米、胴割粒及び砕粒については0.5％（粒数で表すと５）以内、着色粒については0.05％（粒数で表すと0.5）以内で
あることを基本とすることが適切である。

【２ 死米、胴割粒及び砕粒に関する検証】

〇 死米、胴割粒及び砕粒が1000粒中１粒、５粒、10粒混入している場合において、３社の機器は、１の「検証に当たっての基本的考え方」
を十分に満たし、検査機器として利用できる精度を有していると考えられる。

〇 死米、胴割粒及び砕粒が多く含まれる場合においても、死米と胴割粒では目視よりも穀粒検査器の方が精度が高い傾向が見られること、
砕粒は検査現場で混入が少ないことを踏まえると、３社の検査機器を活用できるが、その結果が検査等級の境界領域に近い場合には目
視を併用すべきである。

【３ 着色粒に関する検証】

〇 着色粒については、各社の測定精度にばらつきがみられ、穀粒判別器の判定精度は目視を下回る傾向にあることや、目視よりも少ない
測定結果を示す傾向がある。

〇 このため、着色粒が1000粒中１粒、５粒、10粒混入している場合において、１の「検証に当たっての基本的考え方」を満たす機器である
ことを前提として考えると、検査等級の境界領域に近い1000粒中１粒、３粒、７粒が混入した場合には目視によることとし、それ以外の場
合は検査機器の測定結果を活用可能とすることが適切である。

【４ 留意事項】

〇 穀粒判別器では粒数割合から重量比への変換を行うため、重量換算値が設定されているが、特に不良 粒の混入割合が多い場合は、
重量換算値の影響があると考えられ、将来、穀粒判別器のより一層の精度の向上を図る観点から、機器メーカーの努力として重量換算
値の見直しについて引き続きの努力を行うべきである。

７

〇 穀粒判別器に関する検討チームとりまとめ



（参考）「穀粒判別器に関する検討チーム」での検討③

混入数 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 目視検査との比較

1粒　 0.210 0.416 0.466

５粒　 0.297 0.883 0.463

１０粒　 0.553 1.215 0.858

１００粒　 7.123 5.973 13.251

1粒　 0.630 1.263 1.502

５粒　 1.093 1.605 2.381

１０粒　 1.169 1.977 3.947

５０粒　 6.688 8.912 17.699

1粒　 0.000 0.416 3.008

５粒　 0.000 2.115 2.666

１０粒　 0.591 1.215 3.135

８０粒　 4.472 28.954 34.694 目視より精度が低い傾向

1粒　 0.363 0.756 0.365

５粒　 0.467 1.327 1.728

１０粒　 0.514 1.859 3.514

死米

胴割粒

砕粒

着色粒

目視より精度が高い傾向

目視より精度が高い傾向

目視より精度が高い場合も
低い場合もある

目視より精度が低い傾向

《判断基準》

５粒(0.5％)以内

《判断基準》

５粒(0.5％)以内

《判断基準》

５粒(0.5％)以内

《判断基準》

0.5粒(0.05％)以内

※測定結果は、合成された標準偏差（標準誤差の２乗と標準偏差の２乗の和の平方根）の２倍の値

※色付きの箇所は、Ｐ７の【１ 検証に当たっての基本的考え方】の数値を超えていることを示す。
８

〇 穀粒判別器の測定結果



（参考）登録検査機関の運営について

○ 検査機関として登録を申請する場合は、県域の場合は都道府県、広域の場合は地方農政局に申請。

○ 申請を受けた県等は、内容を審査し、要件に適合していると認める場合、検査機関登録台帳に登録、公示。
（有効期間は５年）

○ 登録検査機関は、農産物検査法に基づく業務規程を定め、これに基づき、検査精度の維持・技術の向上を図るための
検査員の教育及び訓練を実施。また、業務規定には内部監査に係る規定を定めることとしている。

○ 国及び都道府県は、登録検査機関の事務所に対し、農産物検査法に基づく立入調査を行い、当該業務規程に基づいて
業務が行われているかを確認。

① 申請書（事前納付した免許税の領収証書を添付）

② 定款及び登記事項証明書

③ 役員の氏名及び住所を記載した書類

④ 申請日の属する事業年度の全事業年度の貸借

対照表及び損益計算書又は収支決算書

⑤ 申請日の属する事業年度及び良く事業年度の

事業計画並びに当該両事業年度の収支計算に

関する書類

⑥ 組織に関する規程、業務執行に関する規程、

業務分担表等の書類

⑦ 検査場所に関する書類

⑧ 農産物検査に必要な器具機材の写真

⑨ 業務規程

⑩ 等級証印及び農産物検査員の認印の印影

登録申請に必要な書類 業務規程に定める農産物検査の公正な実施の
ために必要な事項（抜粋）

・ 検査精度の維持及び検査技術の向上を図るため、農産
物検査員の教育及び訓練を行うものとする。

・ 指導的農産物検査員は、検査精度の維持及び検査技術
の向上を図るため、農産物検査員の教育及び訓練で会長
を補佐する。

・ 農産物検査に係るすべての事務所及び農産物検査員に
対する内部監査を定期的に実施するものとする。

・ 関係法令及び関係通達に抵触する等農産物検査の業務
の実施主体である登録検査機関として不適切な行為の予
防に努めなければならない。

・ 農産物検査の円滑かつ適正な実施のため、毎年度機械
器具等の保守点検を実施するものとする。

９



（参考） 農産物検査員の資質の向上について

農産物検査員を対象とする研修等

せい

※ 研修の履行状況の確認は、５年に１回の立入検査において行う。

○ 国（地方農政局）は、農産物検査を適切に実施するため、「農産物検査に関する基本要領」（平成21年５月29日付け21総
食第213号、総合食料局長通知）に基づき、全ての登録検査機関（以下「検査機関」という。）の指導的な役割を果たす検査
員（以下「指導的検査員」という。）等に対して、都道府県ごとに年２回、検査制度向上研修を実施。

○ 検査機関は、業務規程に基づき、所属する農産物検査員に対し、指導的検査員を中心とした内部研修会を開催し、検査
技術の維持・向上や不適切な行為の発生予防、防止に努めることとしている。

○ さらに、国（地方農政局）は、登録検査機関が農産物検査関係法令に違反したことにより、行政処分又は文書指導を受け
た場合には、当該事案に関わった農産物検査員等に対して業務改善研修を実施することとしている。

根拠通知 「農産物検査に関する基本要領」（平成21年５月29日
付け21総食第213号、総合食料局長通知）

研修内容 ・農産物検査関係法令及び農産物検査に関する基
本要領の解説
・検査規格の習熟
・違反事例の発生状況、発生原因改善策等の教習
・品位格付、銘柄鑑定技術の実技研修 等

習熟状況の
確認（知識）

・筆記試験（出題20問）

関係法令及び農産物検査に関する筆記問題を出
題し、習熟状況を確認。

習熟状況の
確認（技能）

・鑑定試験（出題数30問以上）

品位鑑定及び産地品種銘柄鑑定を行い、農産物
検査の技能の習熟状況を確認。

【講義】 【鑑定】
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