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令和３年度東海大豆検討会（令和4年 1月 13日開催）講演等概要 

 

１．講演 

（１）実需が求める東海産大豆 

株式会社おとうふ工房いしかわ 代表取締役 石川 伸 氏  

 

 我が家は明治から代々営んできた豆腐屋であり、私の代で平成３年に株式会社を立ち

上げたのが、おとうふ工房いしかわとしての始まり。年商は、単体で 53 億円、関連会

社を含め 60 億円。取り扱い品目は、国産大豆を使用した豆腐が主力で、他に国産小麦

を使ったパン、菓子、ドーナツなどを製造。子会社でクラフトビール会社も経営してい

る。 

 最大の特徴は、国産大豆にこだわり、100％国産大豆のみ使用していること。年間使

用量3,300トンのうち、東海（愛知、三重、岐阜）が1,000トン、富山、石川及び福井

で1,000トン、北海道が1,000トン、その他が300トンとなっている。 

 

 大豆製造者の変遷について御紹介する。豆腐は、大豆をつぶす、煮る、濾す、固める

等の工程が必要で簡単に作れるものではなく、江戸時代の頃はハレの食べ物であった。

もともとは、家庭で作ったり料理人が作るものであったが、職人が作るようになってか

ら専業化し、B2C※1 として、リヤカー、天秤棒などで売るようになったのが豆腐業の始

まり。 

その後、大量生産・大量消費の時代になり、スーパーマーケット等に卸す形となった。

平成３年に先代から経営を引き継いだ頃は、当社も輸入大豆を使用した製造を行ってい

たが、ある時、自然食の業者や生協から国産大豆を使って豆腐を作ってほしいとの依頼

があり、国産大豆使用へと変わっていくきっかけになった。当時は、自然食がマイナー

だった頃で、食の安全性を語る消費者も少なかったが、その後、食品の安全性を問う事

故や、輸入食品の異物混入などがあり、風潮が変わっていった。バブル崩壊の時代に、

豆腐の価格も下落し、このままでは経営が立ち行かなくなると感じていたところであっ

たが、国産大豆使用の豆腐は例外であった。 

現在は、豆腐の販売形式が多様化し、専門店ができ、かつて廃れた移動販売も多くみ

られるようになり、ネット通販等も増えてきた。 

 

 原料大豆の変遷としては、私たちの先祖は国産大豆を使用していたが、第二次世界大

戦を前後して、輸入大豆へと大きく変わっていった。政策で関税の撤廃等もあり、一時

かなり国産大豆が減少。先代も、初めは国産、輸入を半々に使っていたが、徐々に国産

割合が減り、代替わりした頃はほぼ輸入大豆だけだった。 

豆腐は、非常に簡単な原料でできており、大豆と凝固剤だけで作る。凝固剤として、

にがりが昔から使われていたが、戦時中、軍需品の統制により、にがりはゼロ戦のジュ

ラルミン原料に活用されるようになり、豆腐作りには、にがりの代用品として硫酸カル

シウム、いわゆるすまし粉が使われるようになった。硫酸カルシウムを使えば、にがり
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よりも簡単に豆腐が作れるため、戦後も使われ続けた。先代もすまし粉を使っていたが、

私の代で自然食の取引先と出会ったとき、元来の製造法であるにがりを使った豆腐を作

ってほしいと要望があった。にがりでの豆腐づくりに国産大豆は相性が良く、豆腐作り

に輸入大豆が席巻していた時代に、当社は、徐々に国産大豆への移行を進めた。 

 

大豆の入札価格の推移を見ると、国産大豆が良く取れるようになった時期には、価格

が安くなり、国産大豆に目が向けられるようになったが、平成 14、15 年に大豆が不作

になり、価格が高騰したことにより、国産大豆離れが進んだ。業界の中でいかに材料費

の比率が大きいかが伺える。 

 豆腐業界の動向について、豆腐製造業者は全国で5,700施設と言われている。市場規

模は3,300億円程度で、このうち、従業員100人以上が65事業所で売上の50％、1,400

億円程度が生産されている。従業員20～99人の事業者と合わせると、売上の90％を占

め、町の豆腐屋が豆腐を作っているイメージはかなり薄れてしまっている。豆腐業界の

大豆の年間使用量は 49 万トンで、平成からほぼ変わっていないが、このうち国産は著

しく増えてきた。豆腐業界の国産大豆使用量は９～10 万トンで、全使用量の 20％を占

める。その他は、米国産、カナダ産が主。中国産を見ることはほぼ皆無。 

 

 豆腐の消費動向については、購入数量は著しく減ってはいないが、単価は下落の傾向

にある。家業を継いだころは、豆腐一丁が100円から120円程度というのが組合で定め

られた値段であったが、最近、近所のスーパーマーケット等を見ると、最安値で 19 円

で売られており、ここまで安くする必要があるのかと、非常に違和感を覚える。背景と

して、豆腐と相性の良かった米を食べなくなったことも豆腐離れの一因と考えている。 

ただ、全ての消費者がそうではなく、こだわりを持った食生活をしている人もおり、

逆に国産大豆にこだわった豆腐が良いと言ってくださる人も多い。豆腐に関する消費者

ニーズを見てみると、「国産大豆を使用している」ということへのニーズがかなり高い

ことがわかる。豆腐を食べている人においては、食べていない人に比べ、値段でなく、

国産である、体に良いといったことを重視しており、消費者の二極化が進んでいること

がわかる。 

 

 実需が求める国産大豆とは、消費者が買ってくれ、ビジネスとして成り立たつもの。

消費者が求める国産というブランドの価値は、１つ目は「旨い」こと、すなわち、糖質

が高く腰があるもの、国産だとわかるおいしさ。２つ目は「安全」であること、遺伝子

組み換えがない、農薬のトレーサビリティ、ポストハーベストの問題等に関わること、

さらに３つ目として、国内なら顔の見える関係といった「安心」できること。消費者は、

単純な愛国心で国産を求めているのではなく、こうしたものを兼ね備えたときに初めて、

国産が良い、国産でなければならないと考える。根底にある信頼関係、適正な販売価格

の国産豆腐がなくなれば、良好な関係は二度と戻らない。生産者は、実需を通じて消費

者をきちんと見ているだろうか。いくら品質が良く、消費者が求めても、販売価格に見

合う適正価格で原料が手に入らなければ実需は商売ができない。学校給食では、全国的
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にも国内産大豆使用を義務付けているところが多いが、いくら子どもたちに国産大豆の

ものを食べさせたくても、原料の大豆がない、あるいは高くて買えないのでは難しい。 

 

 最近よく聞く、SDGs※2と国産大豆をめぐるバランスの良い関係について、私なりに考

えていることがある。それは、実需、消費者、生産者が三角形でバランスよく結ばれる

こと。私たちが求めるのは高品質の大豆であることは当然だが、消費者のニーズがなく

ては成り立たない。消費者は、実需者から豆腐を買ってお金を払う。実需者は、生産者

から大豆を買ってお金を払う。同様に、消費者と生産者の関係においては、お金が生産

者から消費者へ、その代わりに何かが消費者から生産者へ渡らなければ三角形が成り立

たない。ここは、生産者がお金を儲け、納税することだと考える。しっかりお金を儲け

て納税できれば、消費者に間接的に戻ることになる。逆に消費者が生産者に渡せるもの

は、「消費者が生産者を支える意識」だと考える。私たちが考える国産大豆というブラ

ンドを確立するために何が必要か、ということにつながる。 

 

少し話は逸れるが、大豆を単一銘柄で販売するような形態、また、現在の等級制度に

意見を言いたい。現在の大豆の等級制度と豆腐製造において必要な大豆の情報は、若干

離れてしまっている。私たち実需は、11Ｓ※3 のタンパク質が豊富な高タンパクの大豆、

さらに糖質の高い大豆が欲しいが、こうしたデータは現在の等級制度ではわからない。

このため、例えば、国産大豆全量でこうした検査項目を実施して、タンパク、糖質、油

分等の基礎情報を付けたものを流通できるようにし、また、それを作りたい商品に応じ

てブレンドして提供できるようにする、さらにそれをトレースできるようになれば非常

に良いと考える。 

同時に、人手不足のため、流通においてはフレコンバッグ入りにするなど、コスト削

減についてもみんなで考えていく必要がある。消費者が購入可能な価格帯のところでし

っかり原料大豆を提供していただく関係づくりが重要。原料大豆の入札価格1万１千円

台では豆腐業は非常に苦しい経営をしなければならない。消費者が豆腐を200円で買う

環境なら現在の価格でも大丈夫だが、実際に客が求めているのが１丁100円なら、入札

価格で8,000円台でないと厳しいと考えている。 

 

 最後に、「売ってよし、買ってよし、世間によし」というように、餅は餅屋としてプロ

を目指す、つまり、生産者、実需者、消費者がそれぞれの立場で、もう一歩前に進んだ

関係作りをしていく必要があると考える。日本の食文化、米食を中心とした和食が末永

く続くよう、豆腐業が食べ方の提案もできると良いと思う。今後、一層安定的な大豆供

給、特に量的確保を一番強く要望したい。 

 

 

※１ B2C(B to C)：Business to Customerの略。企業と一般消費者の取引のこと。 

※２ SDGs（エス・ディー・ジーズ）：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略。

2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。 

※３ 11S：大豆タンパク質の主要成分であるグロブリンの一種で、遠心分離の沈降係数が11Sのもの。 
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（２）三重県の大豆の現状について 

三重県中央農業改良普及センター  

普及企画室 地域農業推進課  主査 内山 裕介 氏 

 

三重県の大豆栽培は、多くが７月上旬に播種、７月中下旬から８月中旬にかけて中耕・

培土、雑草防除等ほ場管理がされ、８月下旬以降病害虫防除、11月下旬以降収穫作業へ

と進んでいく。７月の中下旬以降は、水稲の病害虫防除、８月下旬以降は水稲の収穫作

業と重なる。11月下旬以降は麦の播種作業と重なるため、大部分が麦の播種後に大豆の

収穫作業となる。天気の影響については、７月上旬は雨が多くなかなか播種できなかっ

たり、播いた後に発芽不良が起こったり、芽が出た７月中下旬以降は雨が降らず干ばつ

に、ようやく莢が付いたら、その後台風により水没、倒伏といったことが起きている。 

 品種構成は、ほぼ全量がフクユタカ。用途は豆腐、味噌、醤油、納豆用として販売さ

れている。 

 

三重県は、令和元年産で、都道府県別の作付面積が約 4,000ha で 13 位、一方で、単

収は82kg/10aで 35位と非常に低い。収量が低いこと、不安定なことが大きな課題とな

っている。要因は、湿害、虫害、雑草害、大規模化、さらに収量が上がらないことによ

る意欲の低下が挙げられる。これらが悪いサイクルとなって繰り返されている状況。 

湿害について、7月上旬の播種期は、梅雨で播き遅れ、播けても苗立ち不良が起こっ

ている。開花期の8月下旬以降は台風で水没、倒伏することが度々ある。大豆作付ほ場

の畑作、水田作の割合をみると、ほとんどが水田での作付けであり、排水不良田で大豆

を作っている。 

虫害については、主にカメムシ類。海沿いを中心にほとんどの地域でミナミアオカメ

ムシがみられ、不稔、青立ちの被害が出ている。 

雑草害について、アサガオ類が大豆を覆ってしまうと、養分、光の競合が起き、大豆

が育たない。また、収穫作業の際、絡み合って大豆が収穫しにくい他、青々とした雑草

が残ったまま収穫することで汚粒の原因になったり、雑草の種が混ざり夾雑物の問題が

発生したりする。雑草の場合は、収量だけでなく品質の低下も大きな問題になる。 

大規模化について、大豆の作付面積は横ばいで推移しているが、農家数は減少してお

り、それに伴い細やかな栽培管理が困難になってきている。 

 

こうした課題の解決に向けて様々な取組を行っている。 

 １つ目は、国の事業を活用し、研究と普及とで行った「麦類・大豆の多収阻害要因の

解明と改善指標の開発に基づく安定多収技術の確立」の取組。この中で、低収要因の分

析を行い、排水性、カメムシの吸汁、中耕・培土の回数と収量に相関があることが分か

った。このうち一番大きな要因である排水性に焦点を当て、チゼル深耕体系による排水

性向上に取り組んだ。 

 ２つ目は、普及が中心で行った「作付体系転換支援事業」での取組。早播き摘芯によ
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る播種時期の拡大、チゼル深耕、簡易な暗渠施工、部分浅耕播種などの湿害対策技術を

現地で実証し、播種時期の拡大によるリスク分散、排水性向上効果を確認した。 

 ３つ目は、普及中心で行った「新品種・新技術の確立支援事業」での取組。帰化アサ

ガオ類等の防除技術を現地で実証し、新規の除草剤を取り入れた雑草防除体系を確立し

た。 

 ４つ目は、虫害対策として生産者中心に取り組んでいる、ドローンによるカメムシ類

等の適期防除。ドローンは手軽に取り組めるので、複数回防除する生産者も出てきてお

り、虫害対策に関する意識が少しずつ高まってきていると思われる。 

 

 今後の展望としては、１つ目は、品種導入等によるリスク低減。早播き適性を有する

品種の導入を現在検討しており、品種導入に伴う現地での技術支援を徹底していく。 

２つ目は、スマート技術の導入。予測技術を活用した適切な肥培管理、栽培技術の均

質化により、大規模化に伴って栽培管理が細やかにできていないところをカバーできれ

ばと考えている。 

こうした取組を通じ、実需のニーズに応じた収量、品質を確保していきたい。 

 

 

（３）排水性と土壌物理性の改善を目的としたチゼル深耕体系と新たな排水機械・技術 

について 

三重県農業研究所 生産技術研究室 農産研究課 主査研究員 川原田 直也 氏 

 

今回紹介する内容は、農林水産省委託プロジェクト研究の成果を含んだもの。 

 三重県の大豆については、水稲、小麦、大豆の２年３作体系の中で、水稲後の水田転

換畑において作付けされている。平成19年から 28年の栽培面積の推移をみると、水稲

が減少しているのに対し、小麦、大豆は大幅に増加。小麦と大豆については、大部分が

担い手農家により生産されており、経営的に重要な作目となっている。 

 

三重県の大豆と小麦の単収は、いずれも都府県に比べ低収となっており、収量の向上

が喫緊の課題となっていることから、生産現場で収量が上がらない要因がどこにあるの

か、15生産者の協力により、計30ほ場で調査した。 

 その結果、小麦を収穫した後の土壌の断面図を見ると、作土層が 10cm と浅く、その

下の作土下層は非常に緻密化しており、ほとんど根の侵入が見られなかった。こうした

ほ場に一たびまとまった降雨があると、作土下層に水が浸み込んで行かず、作土層に長

期間水がたまり、酸素不足となることから湿害が起こる。作業面においても、作土層の

水が引かないと適期に機械作業ができない。 

そこで、作土下層の物理性を改善し、作土層の排水性を改善することを狙いとし、チ

ゼルプラウ※4で 20cm 程度深耕し、乾いた後に縦軸駆動ハローで表面を砕土し、小明渠

浅耕播種機で畦立播種する体系を検討してきた。慣行のロータリー耕体系では、作土下

層の土壌が固く透水性が不良であり、一たびまとまった降雨があると、作土層が長期間
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水に浸かってしまう。一方、チゼル深耕体系では、作土下層の土壌が膨軟化するため、

降雨後は一旦作土下層に水が落ち、作土層に長期間滞水するリスクが減少する。また、

チゼル深耕体系では、チゼルプラウで起こして乾いた後、表面を砕土し、ロータリー耕

で播種することで、ロータリー耕とくらべ表面の土壌が細かくなり、苗立ちが良好にな

るという副次的な効果もある。 

 

現地実証として、平成 29 年から３年間、県内３地域で小麦後の大豆での試験を行っ

た。チゼル深耕区では、小麦の前に深耕を行い、表面を砕土して播種を、ロータリー耕

区では、小麦は通常の耕起、播種を行い、その後の大豆は同じ工程で耕起、播種し、比

較した。その結果、大豆前作の小麦では、チゼル深耕区の方が、全体的に穂数が多く、

ボリュームも大きい特徴があり、収量としても13％の増収となった。大豆では、小麦ほ

ど明確には出ていないが、収量は同等又は上昇する結果となった。特に播種時期に雨の

多い年では増収する傾向があり、平均すると13％の増収となった。 

また、大豆作時の土壌物理性を見ると、下層の部分の孔隙率、気相率が、ともにチゼ

ル深耕で４％程度向上。作土層の排水性については、チゼル深耕の方がロータリー耕に

比べ、地表下 15cm の滞水時間が栽培期間中 110 時間程度減少した。小麦前に行ったチ

ゼル深耕によって、土壌の物理性の改善、作土層の排水性の向上が図られ、これが大豆

作時にも持続したことで、収量の向上につながったと考えられる。 

さらに、深耕することによる、水稲作における影響について追加で試験を実施したと

ころ、若干田植え機で左右にハンドルを振られることはあったものの、作業能率、植え

付け精度への影響はほとんど認められず、水持ちについても、両体系において差がない

ことが明らかになった。 

結果についてはマニュアルとして取りまとめ、三重県農業研究所のウェブサイトから

ダウンロード可能とし、成果情報としても掲載している。 

 

チゼル深耕体系については、一定の成果は得たものの、これで完成ではなく、新たに

生産基盤上の課題も見えてきた。 

水田は、もともと水稲中心の基盤整備であったことから、それほど深い落水口とする

必要がなかったが、畑作物を重視する場合、周囲の溝を 30cm ほど掘ると、落水口の位

置が浅く、排水性の改善には、より深い位置に落水口が必要。また、本暗渠については、

基盤整備後 30 年以上年数が経過し、機能が低下してきている他、そもそも未施工のほ

場もある。こうしたほ場では、チゼル深耕しても、まとまった降雨があると落水口より

下の水が抜けずに溜まってしまい、ほ場がぬかるんで作業できないことがある。 

解決の方法として、畑作用の深い落水口を新設することによる表面排水の促進、本暗

渠を新設することによる地下水位上昇の防止、チゼル深耕により作土下層にたまった水

を排水させる地下排水の促進が重要と考え、現在進行中のプロジェクト研究では、トラ

クターをベースとした基盤整備技術の構築として、機械の開発・改良、その利用技術の

構築、排水性改善効果の解明に取り組んでいる。開発した機械は、トラクターのみで施

工完結できることを重視している。トラクターの３点リンクに装着でき、排水側の畦畔
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越しに作業できる延長アーム、排水管を搭載できるリール台、排水側からほ場内に向け

て畦畔を切断できる縦刃、排水管を引き込むことができる埋設ヘッド、本暗渠を施工す

る際の深さを調節する基準輪等を搭載したもので、特許の登録をしている。 

排水管埋設装置では、排水側にトラクターをセットし、ほ場内に向けて排水管を２～

３メートル埋設、額縁明渠の底と排水管を連結することで、耕うん後、明渠の底の水を

しっかり排水できるようにする。本暗渠の施工については、リール台をほ場の排水側に

置いて、排水側からほ場の内側に向けて概ね100メートル程度有孔管を引き込んで行う。

これら落水口の新設、本暗渠の施工とチゼル深耕を組み合わせることで、よりほ場を乾

かし、良い条件での播種が可能になるよう進めている。 

今後とも大豆を含む畑作物の安定生産に向けた排水改善技術に取り組んでいきたい。 

 

 

※４ チゼルプラウ：チゼル（刃先）が付いた爪で、土壌をひっかくように耕起する耕うん作業用機械。 

 

 

２．事例発表 

経営改善を目指して－「播種半作」の大豆生産－ 

アグリード株式会社  代表取締役 安藤 重治 氏 

 

 岐阜県本巣市で営農。農地の基盤は、土地改良が昭和30年代半ばから40年代前半の

ものが多く、すでに 60 年が経過。用排水兼用や樹園地との隣接、その跡地もある。近

年は東海環状自動車道の整備とともに工業団地や新興住宅地等の土地利用も増えてい

る地域。農地区画は、受託農地の大半が１～２反程度で、自力施工で均平作業し３～５

反に区画を拡大してきているが、それでも500枚程度あり、小さいものでは３畝のもの

もある。当社では、地域の約半分を集約している。 

 私は３代目で、就農15年目。就農当時は水稲単作で50ha、売上が4,000万円台前半

であったが、現在、経営農地は３倍、売上は４倍になった。大豆は、令和３年産で６年

目。 

 

 大豆の作付概況について、大豆 15.4ha は全体作付面積の１割程度で、年々規模拡大

を図っている。約３～５haで団地化し、播種、収穫ともに２日間程度の作業量で終えら

れるようリスク分散している。令和３年産は198kg/10aとまずまずの作柄で確定。 

 意識していることは、計画の確実な実行であり、特に「播種半作」を概念に、米や小

麦も含めていかに良い仕込みができるかを重視して、計画、準備、実行を進めること。

しかしながら、土地利用型農業においては、天候による積み残しや農地の適性、需要な

どに左右され、毎年同じようにはいかない。このため、営農計画を立てることから半作

がスタートすると考え、排水対策と土づくり、播種を確実に実行する中で、工夫や改善

を繰り返している。 

 最初の２年は条間 60cm の慣行栽培からスタートし、後半の播種や遅れが生じる部分
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について 30cm の狭畦密植での栽培実証を行った。近年の不安定な梅雨時期に、トータ

ルとしてどちらの栽培方法が適しているかを見極める期間とした。その結果、慣行栽培

は適期播種すれば数％収量が良いものの、７月下旬から８月上旬にずれ込むと密植栽培

の方が収量を多く望めることがわかった。特に、２～３回に渡る中耕・培土作業を確実

にできるかということや、畝高のムラによる刈り取りロスを考慮し、現在は、全量を密

植栽培としている。 

 生産コストと所得の関係も意識している。平均反当たり1.5万円の利益確保を目指し、

このバランスと費用対効果で、新しい可能性に積極的に取り組みたいと考えている。財

務は独自のエクセルシートを用いた実行予算書で管理し、決算予測や設備投資に役立て

ている。 

 作付計画は、営農支援システム KSAS を利用、令和４年産も今月中に全体像ができる

予定。大豆作の計画段階で重視しているのは、輪作体系の構築のために早く計画を立て

ること。麦刈りを終えたら、田植え作業と並行して額縁明渠、弾丸暗渠を施工し、簡易

的土壌診断を実施。地力低下や乾田化が不十分のままでは良い大豆ができないので、前

作の小麦収穫時に収量コンバインで麦の水分を自動測定し、水分が高いところや収量の

悪いところはチェックし、優先的に大豆ほ場の準備に入る。 

 土壌改良材は、石灰窒素と苦土入り PK 化成をミックスソーワにより施肥している。

４年産では鶏糞ペレットを使用した土づくりを試みたい。 

播種は、３年前より、入社６年目の社員が第１オペレーターとして活躍。自動操舵ト

ラクターの導入により、経験が浅くても高度な播種が可能となった。種子処理に、発根

促進剤のネバルくんを使用。種子量は少し多めだが、反当たり8kgを準備。播種工程は、

耕起後、降雨前に播種・除草剤散布と明渠の落口までの排水接続ができるまでを１サイ

クルとして完了できる分を、天気予報を見ながら繰り返し、終えられるようにしている。

耕起後、播種前に雨に当たると播種床が不良となり、播種が遅れるので、小麦栽培もこ

のような方法をとっている。 

ここ３年、大和肥料のケイ酸マグネシウム「ヒーロー」を病害虫防除と同時に混用し、

葉面散布している。このため、現在、ドローンではなくブームスプレーヤで防除作業し

ている。当社では多くの米も作っているが、ドローンもブームスプレーヤも１台しかな

いため、ドローンをまず米で有効活用し、大豆でブームスプレーヤの稼働を実現。規模

拡大と併せ、今後、大豆でも良い薬剤が登録されれば、再びドローン使用も交えながら

適期防除していきたい。 

 

 「播種半作」は播種前から始まっている。主食用米だけでも13品種 18の工程がある

ことから、作期分散と直播きを織り交ぜながら、最大限に作業期間を膨らませ、田植え

も稲刈りも基本１農機１オペレーターで行い、仕事の平準化を図っている。手間のかか

ることであるが、全体をしっかり計画することにより、良い仕事をし、良い大豆を作る

ことができるということを意識している。そこに利益が生まれ、「半作」の概念が生き

てくると思っている。 

 年末は、のし餅の加工を行い、年始は加工キャベツの本格的な収穫をし、その後、梅、
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柿の剪定作業、これから水田の準備に入っていく。 

 綿密な計画と作業前準備、さらに作業の遅延修正や、常に課題をとらえて計画を改善

していくことで、それぞれの適期を逃がさない、こうしたそれぞれの「半作」を社員全

員が共有して仕事をすることが重要と考えている。そのために、目的や手段を明確にし、

情報を収集してまずやってみる。こうして新しい挑戦をしていくことで、常に需要に応

えられる生産者として今後も努力していきたい。 

 

 

３．質疑応答・意見交換 

 

Q（参加者）:アグリード（株）安藤様へ、播種作業が２日くらいで終わるとのことだが、

耕起、播種のタイミングは、何をもって判断しているか。また、何台くらいで作業してい

るか。 

 

A（アグリード㈱_安藤氏）:播種作業機は１台。「播種作業２日」は、１団地当たりの日数。

団地化の規模が３～５haなので、全体15haの播種には１週間から10日程度かかる。播種

の方法については、大豆生産を始めた頃は、農機が少なかったこともあり、全体を起こし

てから播種に取り掛かっていたが、長雨が続くとなかなか播種作業に入れなかったり、そ

こから干ばつ化が進むと良い芽が出ないことがあるので、現在は、好天が続く日数の間で、

除草剤散布と排水接続までできる分だけ起こして播種、その後雨が降るようなら次のサイ

クルを探す、といった形で繰り返しながら行うようにしている。 

 

Q（参加者）:播種前の排水対策を重視しているか。 

 

A（安藤氏）:そのとおり。主力の水稲品種が晩稲のハツシモで、田植えが７月頭までかか

り、なかなか大豆の準備がままならないため、小麦刈り時のデータを重視し、小麦の収量

が悪かったところで優先的に排水対策を実施するよう心掛けている。 

 

Q（モデレーター）:石川様のお話の中で、国産大豆のブランド確立と必要な大豆の安定供

給について、商品に応じたオリジナルのブレンドでの原料大豆供給という提言をいただき、

面白い視点だと感じた。東海地域では、ほとんどフクユタカを作っていることから、気象

条件が悪いと一気に収量が少なくなるということが近年起きている。リスク分散の観点で、

早播き可能な品種の開発が進められているが、新たな品種に転換した場合、まとまったロ

ットがないと流通させづらいという課題がある。こうした場合に、いろいろな品種をうま

く活かしながらブレンドして対応できるのであれば、非常に有効な手段だと感じる。実際

に、いろいろな品種を混ぜて安定した品質を得られるような組み合わせなどは検討されて

いるか。 

 

A（㈱おとうふ工房いしかわ_石川氏）：必要な原料大豆の全量が東海地区のフクユタカで安
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定供給されるなら、それが理想的。単体の銘柄で豆腐を作れるならその方が楽であるが、

供給量が十分でないため、今はやむなくブレンドしている状況。北海道産は高糖質だが低

タンパク、北陸産は低糖質だが高タンパク、ということがあり、ブレンドするには、それ

ぞれの組成値が明確になっているものがあると良い。東海のフクユタカは豆腐加工適性が

高く、バランスが良い。ブレンドしても、フクユタカに類するような組成ができれば良い。 

 

Q（参加者）:アグリード（株）の安藤様へ、播種の作業幅、播種機の幅はいくつでされて

いるか。 

 

A（安藤氏）:密植栽培のため、30cmの条間で、播種機の幅は2m20cm。整地施肥複合播種機

を使用している。 

 

Q（参加者）：みどりの食料システム戦略において、減農薬、減化学肥料、有機農業の推進

することとなっているが、有機大豆の需要見込みはどうか。 

 

A（石川氏）:国内で有機はかつてブームもあったが、大豆については消費者からの大きな

要望は少ないと認識している。実需として、工場自体の有機認証を持っていないというこ

ともあり、現時点では特段大きな取組にはなっていない状況。一方で、当社では、北海道

産の特別栽培による大豆を使用し、これを表記した商品の供給には取り組み始めている。

値段についても少し高めの設定ができているので、一つの方向性として良いと考えている。 

 

Q（参加者）:海外では使用規制されているグリホサートなどの除草剤を使わない大豆づく

りの情報、事例はあるか。 

 

A（モデレーター）:本日この場では、なかなか具体的な事例、情報が提供できないようだ

が、有機大豆の栽培を推進するに当たっては、除草の問題も大きい。今後、試験研究サイ

ドにおいてもみどりの食料システム戦略に沿った取組を進めていくことになろうかと思う

ので、情報をお待ちいただきたい。 

 

Q（参加者）:今後、国全体で34万トンを目指した大豆生産をしていくとのことだが、名古

屋港は、国産、輸入に関わらず、大豆、米、麦等の倉庫が不足している。生産する以上は、

保管する入れ物が必要。倉庫の整備に対して、国、県の政策や補助等はあるか。 

 

A（東海農政局）:麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクトのうち、令和３年度補正予算

で措置している、麦・大豆保管施設整備事業において、麦・大豆の安定供給のための保管

施設の整備を支援することとしている。 

 

Q（モデレーター）：大豆においては早播きの品種等が検討され始めている状況だが、作付

計画において、大豆、麦についても、米のように作期をずらして複数の品種を組み込むこ
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とは経営的に可能だろうか。 

 

A（安藤氏）:小麦については、現在作っているタマイズミは地域でブランド化しているも

の。乾燥調製に農協のカントリーエレベーターを使用しており、自社の乾燥機はないため、

別の品種に取り組むなら新しい体制の構築が必要。大豆は自社で乾燥調製しており、比較

的取り組みやすいと思うが、県の奨励品種の設定等も関係してくる。今は、フクユタカが

営農計画にピッタリ収まる。良い大豆を作るには、米、麦も含めた実効性のある計画をし

っかり立てる必要がある。量的には挑戦できないことはないと思うが、大豆の早生品種と

なると、晩稲の水稲が多い地域では難しい。 

 

Q（参加者）：「すずおとめ」の栽培を検討いただきたい。 

 

A（安藤氏）：今後の目標として新たな品種への取組も考えている。種子がどのように手配

できるかという課題はあるが、挑戦できればと思う。 

 

Q（モデレーター）：川原田様のご発表にあった新たな排水対策について、生産者の視点か

らはどうか。 

 

A（安藤氏）:排水をしすぎても良い芽が出てこないため、、ある程度保水性も必要と感じて

いる。２年３作であれば、次作は米になるので米への影響も懸念。当社では、まず額縁明

渠で播種前の準備をし、併せて弾丸暗渠でそこそこの乾き具合にしておく対策をしている。

用排水兼用のほ場では米しか作れないので、今後そのような場所で大豆生産にチャレンジ

する場合には本暗渠が必要と考える。 

 

 

以上 


