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穀粒判別器等をめぐるこれまでの動きについて

資料２－１



目 次

１ 穀粒判別器の開発について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

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）①・・・・・・・・・・・２

３ 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）②・・・・・・・・・・・３

４ 穀粒判別器を活用する備蓄米の買入について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

５－１ 農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会について①・・・・・・・・・・・・５

５－２ 農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会について②・・・・・・・・・・・・７

５－３ 農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会について③・・・・・・・・・・・・８

６ A I 画像解析等による次世代穀粒判別器の開発【新規】について・・・・・・・・・・９

（参考） 現行の農産物規格・検査の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10



【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）。

１ 穀 粒 判 別 器 の 開 発 に つ い て

○ 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）①

○ 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 穀粒判別器の農産物検査への活用（令和元年11月告示改正）②

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
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○ 備蓄米の政府買入れについては、令和２年産から新型の穀粒判別器が検査現場に導入されていることを踏まえて、
農産物検査に依らない、分析機器の測定値を活用した独自の新要件による試験的な買入れを令和２年産米から500ﾄﾝ
程度を上限として導入（令和３年産米は2,500ﾄﾝ程度を上限）。

○ 新要件は、一定の品位（水分含有率）や品質（使用ふるい目幅）のほか、穀粒判別器で測定可能な白未熟粒及び
被害粒等の混入割合（重量比）を踏まえて、備蓄米としての一定の品質を確保。

令和２年産備蓄米の買入要件

４

４ 穀粒判別器を活用する備蓄米の買入について

死米

（％）

着色粒

（％）

胴割粒

（％）

砕粒

（％）

１

等 70
１等

標準品 15 7 0.1 0.4 0.2

２

等 60
２等

標準品 20 10 0.3 0.8 0.4

３

等 45
３等

標準品 30 20 0.7 1.7 0.6

令和
２年

水稲うる
ち玄米

新潟
コシ

ヒカリ
紙 30kg

1.8mm
以上 15.0 7.0 4.0

1

売渡人

（申告）

売渡人

（申告）

売渡人

（申告）

売渡人

（申告）

入札仕様書

に規定され
たもの

第３者

（倉庫業
者）証明

売渡人

（申告）

電気

水分計
（測定）

穀粒

判別器
（測定）

穀粒

判別器
（測定）

売渡人

（申告）

未設定

根

拠

未設定 未設定 未設定 未設定 未設定未設定新要件

品

質
等

未設定 未設定 未設定

未設定紙 30kg 未設定 15.0 形質
（標準品）

未設定
コシ

ヒカリ

計

（％）

農産物検査
品
質
等

令和

２年

水稲うる

ち玄米
新潟 未設定 未設定 未設定

量目

使用ふる

い目幅
（1.8mm
以上）

品位

最低限度 最高限度

整粒

（％）
形質

水分

（％）

白未熟粒

（％）

合計

（％）

被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物

計

（％）

その他

被害粒（％）

異種

穀粒
（％）

異物

（％）

包装産年
種類

（うるち）
産地 品種

異種穀粒

等の有無

の判断



〇 農産物検査規格が農産物流通や消費者ニーズに即した合理的なものとなるよう、「農産物検査規格・
米穀の取引に関する検討会」を昨年９月に設置し、８回の検討を経て、全ての検討事項について結論を得た。

〇 今後、検討会の結論に基づき、実務的・技術的な作業を実施。

１ 機械鑑定を前提とした農産物検査規格の
策定（3.2.25 結論）

２ サンプリング方法の見直し
（3.2.25 結論）

３ スマートフードチェーンとこれを活用した
ＪＡＳ規格の制定（3.2.25 結論）

現行の規格とは別に、「機械鑑定を前提とした
規格」を策定することを決定。
今後は、実務家による機械鑑定に係る技術検

討チームを速やかに設置し、技術的事項を整理
した上で、機械鑑定用の検査規格を設定・公表
（令和４年産米の検査から適用）。

検査コスト低減に向け、サンプリング方法の

簡素化を決定。

今後は、標準抽出方法を見直し、令和３年産

米の検査から適用。

コメのスマートフードチェーンの構築と、
それを活用したＪＡＳ規格を民間主導により
策定することを決定。
今後は、生産者・実需者・企業等が参加する

コンソーシアムを設置し、海外調査、ＪＡＳ規
格原案の策定等を経て、令和５年産米からの実
現を目指す。

現在の農産物検査における量目の検査につい
て、「皆掛重量」の証明を廃止し、「正味重
量」のみの証明とすることを決定。
今後は、令和３年産米からの適用を念頭に、

規則の改正など必要な手続きを進める。

４ 農産物検査証明における「皆掛重量」の
廃止について（3.3.24 結論）

５ー１ 農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会について①

検討会の結論

５



７ AI画像解析等による次世代穀粒判別器の
開発【令和３年度予算措置済】

８ 農産物検査を要件とする補助金・食品表示
制度の見直し【令和２年度措置済】

５ 銘柄の検査方法等の見直し
（3.4.28 結論）

６ 荷造り・包装規格の見直しについて
（3.4.28 結論）

令和３年度予算で「AI画像解析等による次世
代穀粒判別器の開発」を措置。
「穀粒判別器から取得される米の画像・検査

データの農業データ連携基盤（ＷＡＧＲＩ）等
への蓄積」「ビッグデータと連動する次世代穀
粒判別器の開発」「AI画像診断によるデータに
基づく取引を提案するプログラムの実装」など
の研究を推進（令和７年度まで）。

銘柄の検査について、現在の目視による鑑定か
ら書類による審査に見直す。

また、現在、都道府県毎に検査を受けられる
品種を指定する「産地品種銘柄」に加え、全国
一本で品種を指定する「品種銘柄」を設定し、
「産地品種銘柄」に指定されていない品種も検
査を受けられるよう見直す（初回の改正は令和
３年中に行う）。

ゲタ・ナラシ対策等の補助金について、農産物
検査に代わる手法により、補助金の助成対象数
量を確認したものも支援対象となるよう制度を
改正。
また、食品表示制度についても、農産物検査

を受けなくても、根拠資料の保管を要件とする
ことにより、産地・品種・産年の表示を可能す
るよう制度を改正（消費者庁において措置）。

荷造り・包装規格について、現行の規格で認め
られていない新素材の包装容器が活用できるよ
う、新規格を制定する。

また、新規格は、原則として引裂強さ、引張
強さ、伸び、落下試験、防滑性試験について規
格項目とし、その具体的な内容・数値を検証し
た上で、令和３年中に農産物検査規格を改正す
る。

その他措置済の事項

ひきさき ひっぱり

６



［農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会委員名簿］

飯塚 悦功 東京大学名誉教授、公益財団法人日本適合性認定協会理事長

井村 辰二郎 アジア農業株式会社代表取締役

岩井 健次 株式会社イワイ 代表取締役

◎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

栗原 竜也 全国農業協同組合連合会米穀生産集荷対策部長

白井 恒久 わらべや日洋ホールディングス株式会社取締役常務執行役員

千田 法久 千田みずほ株式会社代表取締役社長

夏目 智子 特定非営利活動法人ふぁみりあネット理事長

藤代 尚武 正林国際特許商標事務所技術標準化事業部長

三澤 正博 木徳神糧株式会社特別顧問

森 雅彦 日本生活協同組合連合会商品本部農畜産部特別商品グループマネージャー

山﨑 能央 株式会社ヤマザキライス代表取締

※ 敬称略、五十音順、◎は座長

５－２ 農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会について②

７



○第１回検討会（９月４日）

・農林水産省から農産物規格・検査の情勢につい

て説明

・農業者、卸売業者、農産物検査員から、農産物

検査規格についてヒアリング

○第２回検討会（９月30日）

・農林水産省から穀粒判別器等について説明

・穀粒判別器の開発企業、穀粒判別器に関心を持

つAI企業等からヒアリング

○第３回検討会（10月30日）

・海外・他分野の取り組み等も含め、品質管理シ

ステムやスマートフードチェーンの状況につい

てヒアリング

○第４回検討会（12月９日）

・五ツ星お米マイスターから消費者ニーズについ

てヒアリング

・委員からの意見聴取

５－３ 農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会について③

８

○第５回検討会（１月20日）

・機械鑑定を前提とした農産物検査規格の策定について

・サンプリング方法の見直しについて

・スマートフードチェーンとこれを活用したＪＡＳ規格

の制定について

○第６回検討会（２月25日）

・機械鑑定を前提とした農産物検査規格の策定について

・サンプリング方法の見直しについて

・スマートフードチェーンとこれを活用したＪＡＳ規格

の制定について

・農産物検査証明における「皆掛重量」の廃止について

○第７回検討会（３月24日）

・農産物検査証明における「皆掛重量」の廃止について

・銘柄の検査方法等の見直しについて

・荷造り・包装規格の見直しについて

○第８回検討会（４月28日）

・銘柄の検査方法等の見直しについて

・荷造り・包装規格の見直しについて

結論

結論

結論

結論

結論

結論

［農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会の検討経緯］



研究期間︓令和３年度〜令和７年度
令和３年度予算概算決定額︓21（－）百万円

・⽬視による検査では、地域や検査員によ
るバラツキがある。
・１等、２等という等級のみでは、コメの特
徴を把握しきれないなあ。

次世代穀粒判別器の開発メーカーと連携して、
①穀粒判別器から取得される⽶の画像・検査データの農業デ
ータ連携基盤(WAGRI)等への蓄積、

②ビッグデータと連動する次世代穀粒判別器の開発、
③AI画像診断によるデータに基づく取引を提案するプログラム
の実装

などを⾏う。

・次世代穀粒判別器を⽤いた新たな検査項
⽬体系を構築。
・⽞⽶外観品質の等級に加え、新たな指標
による⽤途別のコメ取引が実現。
・⺠間機関が実施する農産物検査への活⽤
を積極的に進めるとともに先進農業法⼈や
都道府県普及組織等と連携した普及活動
を全国展開。

⽣産現場の課題 ⽣産現場の課題解決に資する研究内容 社会実装の進め⽅と
期待される効果

 ⾷料・農業・農村基本計画では、農産物流通や消費者ニーズの変化を踏まえ、農産物規格・検査について、規格項⽬の⾒直し、検査の
⾼度化を⾏うこととしている。現在の農産物検査は、精⽶原料となる⽞⽶の被害の有無等を検査員の⽬視により確認されているが、
①地域や検査員のバラツキが発⽣することや ②具体的な測定データを⽰せないこと 等の課題がある。

 このような中、令和２年秋から⼀部検査項⽬への穀粒判別器の活⽤が開始されたことから、その画像データと測定数値、各⽤途での利⽤
適性をビッグデータとしてデータベース化し、検査員による鑑定の相当部分を代替できる次世代穀粒判別器を開発する。

 これにより、AI画像解析により規格項⽬を数値で精緻に⽰すことが可能となり、着⾊粒・胴割粒の含有量等を考慮した、等級のみではな
い実需者ニーズに応じた⽶取引が可能となる。
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（目的）
第１条 この法律は、農産物検査の制度を設けるとともに、その適正かつ

確実な実施を確保するための措置を講ずることにより、農産物の公正
かつ円滑な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の
発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目的とする。
（米穀の生産者に係る品位等検査）

第３条 米穀の生産者は、その生産した米穀について品位等検査を
受けることができる。

米穀（もみ、玄米及び精米）、麦（小麦、大麦及び裸麦）、大豆、
小豆、いんげん、かんしょ生切干、そば及びでん粉

①品位等検査 ： 種類（農産物の種類、生産年等）、
銘柄（産地品種銘柄等）、
品位（等級）、 量目、荷造り、包装

②成分検査 ： たんぱく質（米、小麦）、アミロース（米）
及びでん粉 （小麦）

【品位の例（水稲うるち玄米）】

○ 農産物規格・検査は、全国統⼀的な規格に基づく等級格付けにより、主に⽞⽶を精⽶にする際の歩留まりの⽬安を⽰し、現物を
確認することなく、⼤量・広域に流通させることを可能とする仕組み。

○ 主な農産物の検査状況（平成30年産）
（単位：千トン）

○ 民間の登録検査機関の推移

（注）１ 登録検査機関数は、各県において農産物検査を実施する機関の延べ数である。
２ 民間検査比率は、玄米の検査数量における民間登録検査機関による検査数量の比率である。

資料：穀物課作成資料

○ 農産物検査規格

○ 対象品目

○ 農産物検査法（昭和26年法律第144号）（抜粋）

令和2年3月31日現在

（注） １ 米の生産量は、主食用の玄米数量である。
２ 米の検査数量は、うるち、もち及び醸造用を合計した玄米数量である。（もみ及び飼料用（もみ、玄米は除く。）
３ 各農産物とも検査数量には規格外に格付けされたものを含むが、麦の生産量は２等以上等の検査数量

をもとに集計しているため、受検率が100％を超えることがある。
４ 米、麦、大豆、そばの検査数量は、確定値の数量である。

米 麦 大豆 そば

生産量 (a) 7,327 940 211 29
検査数量 (b) 4,932 1,033 188 26
受検率 (b/a) 67% 110% 89% 88%

等級

1.7３　等 45 ３等標準品 15.0 30 20 0.7 0.6

0.1 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

0.4

0.4

0.8

計
（％）

死　米
（％）

着色粒
（％）

異　物
（％）

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

異種穀粒
（％）

（参考） 現行の農産物規格・検査の概要

○ 米穀の系統別検査数量の比率（平成30年産）
平成31年3月31日現在

ＪＡ系 全集連系 卸・小売 農業法人等 分析機関 合　計

検査数量 3,622  398  431  326  154  4,932  

割合 73.5%　 8.1%　 8.7%　 6.6%　 3.1%　 100%　
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