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日本では、食べられるのに捨てられている食品（食品ロス）が年間約 632 万トン発生しており、このうち一般家庭

から廃棄されている量はおよそ半分にあたる約 302 万トンだ。これは、国連による食料援助量の量に等しい。本研究

では、私たちに最も身近である、家庭から発生する食品ロスに対する人々の意識を調査するために、食品ロスへの意

識や認知度、各個人が家庭から廃棄する食品ロスの種類に関するアンケートや、本研究グループ６名による各家庭で

貯蔵している食品の賞味期限、消費期限、また調査期間中廃棄した食品を記録する一週間の実態調査を実施した。ア

ンケートでは、家庭からの食品ロスが全体の約半分を占めていることを知っていると回答したのは、全回答者の約 3

割で、実態調査では賞味期限が切れて捨ててしまう手つかず食品の廃棄が目立った。これらの結果を踏まえ、今後は、

食品ロスに対する問題意識を強めていくために、若年層に向けた出前授業や、家庭で料理をする人に対する啓発ポス

ターの作成を行っている。 
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Ⅰ 序論 

今日、地球規模で食品ロスの問題が深刻化してい

る。なかでも、日本はとりわけ多く、年間約６３２

万トンの食品ロスが排出されている。私たちは、ま

だ食べられる食品が大量に廃棄されている現実を知

り、「もったいない」と強く感じた。そして、さらに

学んでいくうちに高校生である私たちが食品ロスに

対して何かできないだろうか、と考えるようになっ

た。 

食品ロスとは、生産・加工・販売・消費の過程の

中で食べられないまま処分されてしまう食品のこと

である。食品ロスには大きく分けて、「企業から出る

もの」と「家庭から出るもの」の２種類がある。国

際食糧農業機関（FAO）の調査によると、世界中で年

間約 13億トン、実に生産された食品の約３分の１が

食品ロスとして廃棄されている。国際連合でも、「持

続可能な開発目標（SDGs）」において食品ロスの削減

を取り上げ、問題解決に向けて動き出している。 

また、食品ロス削減のための活動は、日本の多く

の自治体でも行われている。例えば、長野県松本市

では、食べ残しをしないように呼び掛ける「30・10

運動」や野菜を丸ごと使い切るレシピの公開を実施

している。本校がある秋田県秋田市でも「もったい

ないアクション」というプロジェクトを進めており、

食べ残しをしないように啓発するポスターなどを各

飲食店に設置するなどしている。 

このように、さまざまな機関が取り組みを進める

中、私たちがこの問題に対して何が出来るのか。そ

のヒントは、日本の食品ロスの統計にあった。政府

広報オンラインの発表によると、日本の年間の食品

ロスの総計の約６３２万トンのうち、約半分にあた

る約３０２万トンが家庭から排出されたものである。

さらに、この家庭から出る食品ロスの量は、国際連

合が食料不足を抱える国々に送る年間の食糧援助量

とほぼ等しい。つまり、日本人は１人当たり毎日約

200g、言い換えれば、茶碗一杯分のご飯を無駄にし

ている計算になる。 

食品ロスを減らすメリットの１つに、食品ロスと

して発生した食べ物を処理する費用を削減できるこ

とが挙げられる。具体例として、京都市の調査によ

ると、ひと世帯(４人)あたりの手つかず食品と食べ

残しを処理することに要する費用は年間で、およそ

65,000円にも上るという結果が出ている。したがっ

て、食品ロスを減らすことは私たちの生活に決して

無関係ではない。 
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表１ 日本の食品ロスの内訳 

 
               （政府広報オンラインによる） 

Ⅱ 仮説 

したがって、私たちの食品ロスに対する意識を変

えていくことによって、家庭における食品ロス削減

に貢献できるのではないかという仮説を立てた。家

庭からの食品ロスが多い背景には、私たちの食に対

する意識や知識が大きく関係していると考えられる。

実際に、班員も研究を始めた時には、食品ロスは主

に企業側の問題であると思い込んでいた。そのため、

家庭からの食品ロスの削減への取り組みに対する関

心が薄くなっていると考えられる。私たちが食品ロ

スに対する意識を高め、知識を増やしていくことは

食品ロス削減の大きな一歩を踏み出すために不可欠

なことである。 

Ⅲ 調査 

上記の仮説検証のため、秋田県の食品ロスに対す

る意識調査や現状に関するデータを探したが、秋田

県ではそのような調査が行われていなかった。そこ

で、神奈川県横浜市の資源循環局資源政策課が実施

した、ヨコハマ eアンケートの食品ロスに関する調

査をもとに、食品ロスに対する意識調査のためのア

ンケートを独自に作成して実施するとともに、実際

の家庭からの食品ロスの事態について調査も行った。 

属性 

食品ロスに対する意識には個人の属性が関係して

いると考えた。回答者の属性は表 2,3,4 の通りであ

る。 

 

 

 

表 2 性別        表 3 買い物回数別 

表 4 年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査１ 

日本人の食品ロスに対する意識と家庭での食品ロ

スの大まかな現状を知るため、アンケートを実施し

た。 

 

対象  

学校祭の来校者、本校の生徒の保護者、本校の職員 

 

方法  

本校で学校祭を行った際に、A5のアンケート用紙を

パンフレットと一緒に配布し、回答を呼び掛けた。

また、クラスの出し物を訪れた方や、校内を見学し

ている一般の方に配布し、その場で回答してもらっ

た。その後、アンケートの数に不足があったため、

追加で本校の中等部生、高校 1、2年生、職員の保護

者に生徒を通じて配布し、合計 378名からの回答を

得た。（注：アンケートの総配布数は 1,640 枚である。） 

 

内容 

（１） １ 今までに「食品ロス」という言葉を聞

いたことがあるか。 

① 意味を知っている 

② 聞いたことはあるが、意味は知

らない。 

③ 聞いたことがない。 

性別   

男性 22% 

女性 78% 

買い物回数  

/一週間 

 

0∼1 12% 

2∼3 45% 

4∼5 26% 

6∼7 17% 
年代  

10 代 22% 

20 代 1% 

30 代 6% 

40 代 57% 

50 代 13% 

60 代 1% 

70 代 - 
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２ 「食品ロス」が問題になっていることを

知っているか。 

① 知っている。 

② 知らない。 

３ 「食品ロス」に対する考えによくあては

まるものは次のうちどれか。 

① 今すぐ解決すべき問題である。 

② 将来は解決すべき問題である。 

③ 解決法がないと思う。 

④ その他 

   ４ あなたが出している「食品ロス」は多い

と思うか。 

① 多いほうだと思う。 

② 少ないほうだと思う。 

③ 分からない。 

        

   ５ 「食品ロス（年間約 800 万トン）」のうち半

分は家庭から出ていることを知っているか。 

① 知っている 

② 知らない 

   

（２） １ 家庭から出される食品ロスには、何も

手が付けられずに捨てられている食品（手

つかず食品）や、食べ残し、皮を厚くむき

すぎたりして過剰に捨てられるもの（過剰

除去）の３種類ある。その中であなたがよ

く出してしまう食品ロスは何か。 

① 手つかず食品 

② 食べ残し  

③ 過剰除去  

④ 出したことがない。 

２ あなたがよく出してしまう「手つかず

食品」は何か。 

① 主食類  

② 野菜、果物  

③ 生肉、鮮魚  

④ 豆腐、納豆  

⑤ お菓子類  

⑥ 保存食品  

⑦ 惣菜、弁当類  

⑧ その他 

 

（３） １ 賞味期限が切れた食品をどうするか。  

① 捨てる。  

② 過ぎた日数で判断する。  

③ におい、味、見た目から判断す

る。 

④ 火を通すなど、ひと手間加える。 

⑤ その他 

２ 期限の切れた調味料はどうするか。 

① 捨てる。 

② 気にしないで使う。 

③ あまりにすぎていたら捨てる。 

④ その他 

３ 調味料は使いきるか。 

①  使い切る。 

②  使い切らない時がある。  

（４） １ 飲み物でよく残るのは何か。 

① ビール 

② 清涼飲料水 

③ 牛乳、乳酸菌飲料  

④ その他  

⑤ 残らない。 

２ 上記１で①～④を選んだ場合、それを

どうするか。 

① 捨てる。 

② 料理に使う。 

③ その他 

 

調査２ 

日本と海外の違いについて知るため、食品ロスに

対する意識や食品ロスの実態について、外国人への

アンケートを実施した。また、アンケート内容は、

調査１の結果から、重要だと考えられる項目に絞っ

た。 

 

対象  

秋田在住のＡＬＴ、国際教養大学の留学生 

 

方法  

Ｅメールでアンケートフォームを送信し、回答して 

もらった。32名からの回答が得られた。 

 

内容 
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１ あなたの出身国では、食品ロスはよく議論され

ているか。 

① されている。 

② されていない。 

③ どちらかといえばそう思う。 

２ あなたの出身国や世界全体で食品ロスは早急に

解決されるべき問題だと思うか。また、それはなぜ

か。 

① そう思う 

② そう思わない。 

③ どちらかといえばそう思う。 

３ あなたは食品ロスをたくさん出しているか。 

① 出している 

② 出していない 

③ どちらかといえば出しているほ

うだと思う。 

４ あなたの出身地では食品ロスが大きな問題か。 

① 問題である。 

② 問題ではない。 

③ どちらかといえば問題である。 

５ 賞味期限、消費期限が切れた食品をどうするか。 

① 捨てる。 

② どれくらい過ぎたかによる。 

③ 見た目やにおいによる。 

④ その他 

６ どんな食品ロスを一番出していると思うか。 

① 主食 

② 野菜や果物 

③ 肉や魚 

④ お菓子 

⑤ 保存食 

⑥ その他 

７ あなたの出身国では、政府は食品ロスに対して

何か対策をしているか。対策があれば、その内容は

どのようなものであるか。 

① している。 

② していない。 

８ 上記のほかに、食品ロスに対して何か意見はあ

るか。 

調査３ 

上記１、２のアンケートの結果から、実際の家庭

における食品ロスの現状について詳しく知ることが

必要だと考えたため、詳しい家庭の実態調査を行っ

た。 

対象  

班員の家庭 

 

期間  

夏休みの一週間‘（７月下旬から８月上旬まで） 

 

方法 

初めに、すでに家にあったものの食品名、数量、賞

味期限、消費期限を記録した。次の日から買ってき

たもの、廃棄したものそれぞれの食品名、数量、食

味期限、消費期限を手書きの票にまとめた。これら

を 6家庭で実施した。 

 

 
調査４ 

最後に、この三つの調査をより詳しく分析するた

め、下記２つを行った。 

１ 調査１を属性ごとにクロス集計した。 

２ 調査３の食品の一覧を食品の種類ごとに

分類した。 
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Ⅳ 調査結果 

 調査の結果、以下の回答を得ることができた。 

Q1「『食品ロス』という言葉を聞いたことがあるか」

の質問に対して①意味を知っている（66％）②聞い

たことはあるが意味は知らない（14％）③聞いたこ

とがない（20％）という回答が得られた。クロス集

計を用いて、属性から年代別に③の傾向を調査する

と、十代の割合が最も多く、年代が上がるにつれて、

負の相関がみられた。 

 

 

図 1-A 『賞味期限』が過ぎた食品をどうするか 

        （日本人） 

 

 

図 1-B 『賞味期限』が過ぎた食品をどうするか 

        （外国人） 

 

Q2「日本の食品ロスの約半分は家庭から出ている

ことを知っているか」の質問に対して①知っている

（28％）②知らない（72％）という回答が得られた。 

Q3「『賞味期限』が過ぎた食品をどうするか」は調

査 1と調査２の両方のアンケートで質問した。調査

１では、①捨てる（11％）②過ぎた日数で判断する

（54％）③匂い、味、見た目で判断する（31％）④

火を通すなどひと手間加える（4％）という回答が得

られた[図 1-A]。調査２では①（9.4％）②（34.4％）

③（56.3％）という回答が得られた[図 1-B]。日本

人の多くは賞味期限でその食品が食べられるかどう

かを判断する傾向があるが、欧米諸国の多くの人々

は自分の感覚で判断する傾向があると読み取れる。 

Q4「あなたがよく出してしまう『手つかず食品』

は何か」（複数回答可）では、回答者の傾向を探るた

めに、それぞれの回答にポイントを付与し、集計し

た1。図２より①野菜と果物（705 点）②主食（326

点）③保存食2（271 点）④肉と魚（241 点）⑤惣菜

品（198 点）⑥菓子類（159点）となった。これらの

データから野菜と果物が最も捨てられる傾向にある

と判断できる。また、クロス集計を用いて買い物回

数別に分析すると、図３のような結果が得られた。

これより、一週間に買い物に行く回数が少ない人ほ

ど、①野菜と果物を捨てる傾向が強いと判断できる。 

 

 

図 2 あなたがよく出してしまう『手つかず食品』

は何か 

                              
1上位３回答にそれぞれ５ポイント、3,ポイント、1

ポイントを付与し、分析した 
2レトルト食品・缶詰・乾物・冷凍食品等 
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4% 

1% 

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

① ② ③ ④ その他 

9% 
34% 56% 

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

① ② ③ 

705 

326 
271 

241 
198 

159 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

5



 

 

図 3 買い物回数別の野菜を捨てる人の割合 

 

Q5 また図２より③保存食が上位に入っていたこ

とに注目した。そこで班員６人による各家庭での実

態調査で、「『現在（調査時）家にある食品』で期限

が切れていたもの」を調査した結果を見直したとこ

ろ、64品目中 20品目が捨てられていた。 

 

Ⅴ 結論と考察 

Q1、Q2の調査結果より、食品ロス削減のためには、

食品ロスに対する強い問題意識をもつことが必要だ

と考えた。また、食品ロスが問題であるという意識

はあっても、その現状を知らないために自分がどの

ように解決に貢献できるかがわからないという人も

多くいると考えられる。食品ロスについて学ぶ機会

が不十分であることから、学校での教育を行うこと

で、基礎知識を幼少期から備え、食品ロスという問

題をより身近に感じることができるだろう。また、

幼いころから、食品ロスの実態を学ぶことは、将来

自立して、食品の管理や料理をするときにも役立つ。 

 

Q3 より、日本人は欧米人に比べて、賞味期限に対

して非常に敏感であるということがわかる。この結

果から、日本人の多くは、賞味期限、消費期限の表

示を誤解しているということが予想できる。消費期

限は安全に食べられる期限であるのに対し、賞味期

限はおいしく食べられる期限のことである。したが

って、賞味期限が切れた食品でも、実際に食べられ

るかどうかは個人で判断することが必要である。 

 

Q5 から、野菜の食品ロスを防ぐためには、頻繁に

買い物に行くことが大切だといえる。頻繁に買い物

に行く人はまとめ買いが少ないため、購入した食品

をしっかり使いきることが出来る。しかしながら、

頻繁に買い物に行くことが難しい人も多くいる。多

忙で時間が無い人や、毎日買い物に出かけることを

面倒に感じる人もいるかもしれない。また、秋田県

では、最寄りの店が遠い上に交通の便が悪い地域も

ある。 

そこで、様々な理由でまとめ買いをせざるを得な

い場合、見通しを持って買い物をすることが大切だ

と考える。家にある食品を確認した上で、一定期間

の献立を立て、ショッピングリストを作り、本当に

必要な食品を明確にしてから買い物に出かけること

で、無駄な買い物を防ぎ、食品ロスを削減できる。 

さらに、購入後の保存方法を工夫することも大切

だ。特に野菜は保存方法によって状態が変化しやす

い。正しい保存方法を知り、一手間を加えて保存す

ることで食品ロスを防ぐことができる。 

 

 Ⅵ 今後の展望 

若い人たちが、食品ロスに対する問題意識を強め

るための１つの方法として、小学校や中学校での出

前授業を行っていく。この授業では、私たち班員自

身が学校へ赴き、食品ロスの現状や自分たちの研究

を通して考察したことを伝えたい。特に、小学生や

中学生でもできることとして、給食を食べ残さない

ようにすることについてのポスターを作成し、掲示

して呼びかけたい。 

また、幅広い年齢層の人々に私たちの研究の内容

を知ってもらうために、テレビやラジオ、新聞、SNS

といったメディアを活用して、情報を発信していき

たい。 

さらに、家庭から食品ロスを減らすための第一歩

として、料理する人の意識改革が必要である。そこ

で、食品ロスの現状だけではなく、料理をする際や、

買い物をする際などに意識すべきことをまとめチェ

ックリスト形式のチラシを作ることを作成した。［図

４］チラシにすることで、冷蔵庫に貼ることができ、

いつでも確認することができるため、行動に移しや

すくなる。今後は、このチラシを多くの人に配布し、

食品ロス削減を啓発したい。 

また、意識改革だけではなく、実際に人々が食品

ロスを減らすために行動を起こす手助けをするアプ

リの開発をしたい。特に、料理をする人を対象にア

プリを提案する。具体的なアプリの機能として、食

17% 

30% 

46% 

0% 20% 40% 60%

1

2

3
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品を長持ちさせられる保存方法を教えてくれる機能、

一週間の献立を作成できる機能、ショッピングリス

トを作ることができる機能、家にある食材で作るこ

とのできるレシピを探せる機能があれば便利である

と考える。しかしながら、アプリの開発・維持は高

校生である私達には困難である。そのため、今後は

食品ロス削減の大切さを企業にも広めることで、ア

プリの開発への協力を得たい。 

 

Ⅶ 終わりに 

 食品ロスという問題は、一人ひとりの食生活と密

接に関わっている。個人が普段の食生活を見直すこ

とが、問題解決においてとても大切だ。 

 

謝辞 

本研究を進めるにあたってご指導いただきました、 

秋田県立大学生物資源科学部 長濱健一郎教授、ア
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皆様、この場をお借りしてお礼申し上げます。 
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図４ チェックリスト形式のチラシ 
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参考 ALTと留学生へのアンケート
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参考 保護者へのアンケート 
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フォニオがもつ可能性  
～アフリカの飢餓解決を目指して～ 

 

 

阿部洋央， 石塚茉央， 斉藤理菜， 三村郁統, 吉田晴柊 

秋田県立秋田南高等学校 ２年 グループ２   

 

私たちは、世界の食糧問題の一つ、「飢餓」に注目した。アフリカのサヘル地域など、砂漠化の進んで

いる地域では、食糧の生産量が少ないため、大勢の人たちが飢餓に苦しんでいる。そこでフォニオとい

う優秀な穀物の栽培の可能性について検討した。さらに、ニワトリの飼育、脱穀機導入、農業組合の設

立により、フォニオの生産効率を上げ、アフリカの飢餓脱却を目指す。 

 

キーワード：飢餓、アフリカ、フォニオ、脱穀、農業組合 

 

 

Ⅰ 問題の所在 

世界には多くの食糧問題がある。例えば飢餓や食

品ロス、肥満などが挙げられる。その中でも、私た

ちは飢餓に着目し、特に飢餓が進んでいると考えら

れるアフリカに視点を置いた。アフリカの人口は 12

億 1613 万人であり、その約 3 分の 1 にあたる 3 億

6484万人が飢餓で苦しんでいることが分かった 1）。

また、コンゴ民主共和国やザンビアなどのサハラ以

南に属する国々は、飢餓人口の割合が 35％以上と、

他の地域と比較してみても高い割合を示している。

このことから、アフリカは、世界の中でも「飢餓」

が深刻な地域であると感じられる。私たちは、この

ような飢餓で苦しんでいる人々を救うための方法を

研究した。 

 

Ⅱ 問題の背景 

アフリカの飢餓の背景には、2つの理由が挙げら

れる。1つ目は、食糧不足だ。アフリカは、他の地

域と比べ降水量が少なく、乾燥した環境であり、大

幅に技術力や経済力、組織的農業力が欠如してため、

作物の収量を上げることが困難であることが分か

った 2）。2つ目は、低所得であるということだ。ア

フリカの人の平均年収は、700＄未満と少なく、主

に農作物を収入源としているため安定した収入を

得られない。また、市場までの距離が長いことも低

所得の原因である 3）。 

 

Ⅲ 研究仮説 

１ 飢餓の解決方法について 

まず私たちはどの作物がアフリカの飢餓の解決に

有効であるかを考えた。そして、主にアフリカで育

てられている、モロコシ、トウモロコシ、フォニオ、

キャッサバなどの中でも、フォニオをアフリカ全土

に拡散することが飢餓解決に有効であるのではない

かと考えた。アフリカは土壌の状態が悪く、降水量

が少ないため、作物の収量が少ない。その点、フォ

ニオは乾燥に強く、収穫までの時間が早いため他の

作物よりも多く収穫することができるので飢餓を解

決するのに適していると考える。しかし、フォニオ

は手作業での脱穀に時間がかかるという問題がある。

この問題を解決するために、脱穀機の購入を検討し

た。 

 

２ 脱穀機の購入について 

アフリカの人々は低所得であるため、脱穀機を購

入するためには、資金を集める必要がある。 

私たちは資金を集めるために、現地で育てられてい

る家畜を育て、肉を売るということを考えた。アフ

リカでは牛、豚、鶏が放し飼いされている。しかし、

牛や豚は育てるのにかかるコストが高いため、賃金

の低いアフリカの人々がそれらを飼育するのは難し

い。そこで私たちは、アフリカで飼育する家畜とし

て、ニワトリが最も有効的ではないかと考えた。ニ

ワトリはコストがあまりかからないため、飼育を楽
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に行える。肉や卵の需要は高いので収入源として期

待できる 4)。しかし、これらを売るためには遠い市

場まで歩いて運んでいくことが必要になる。そこで、

日本にある JA のような同じ目的を持った人々が集

まり互いに助け合える組織の設立を考えた。この組

織が一括して市場まで運搬することによって、市場

への運搬を効率的に行えるのではないか。 

 

Ⅳ 仮説の検証 

1 フォニオについて 

Norman Borlaug（1996）5）らによると、フォニオ

とは、イネ科メヒシバ属の植物で、何千年も前から

アフリカの西部で栽培されてきた。フォニオにはブ

ラックフォニオとホワイトフォニオの２種類がある。

ホワイトフォニオの栽培期間は約 50日、ブラックフ

ォニオは約 170日、とある。私たちは、栽培期間が

短いホワイトフォニオを育てることを前提として話

を進める。 

 

図 1 フォニオ 

具体的にフォニオには以下の利点がある。 

① 乾燥に強い 

   フォニオはアフリカ西部原産であるため乾

燥に強く、やせた土地でも生育可能である。

フォニオの栽培地域について以下にまとめる。 

 

図２ フォニオの栽培地域 

② 栄養価が高い 

   フォニオはミネラルや必須アミノ酸などの

栄養価が高く、先進国ではスーパーフードと

して注目されつつある。主な主食との比較に

ついて以下にまとめる。 

 

 図３ 必須アミノ酸 

 

図４ 栄養価 

 

③ 栽培期間が短い 

   フォニオは約 50日で収穫が可能である。ソ

ルガムやトウモロコシは約 100日収穫にかか

るため半分の期間で収穫が可能である。 

 

以上のようにフォニオはアフリカの環境に適して

おり、また、現在アフリカの人々に不足している栄

養も補うことができる。しかし、アフリカでのフォ

ニオの生産量は他の作物に比べて少ない（図５）。 

この理由として、手作業での脱穀の効率の悪さが考

えられる。フォニオは一粒が非常に小さく、脱穀に

手間がかかるため、多くの時間を要する。 

 よって、現在のフォニオの栽培形態では飢餓の解

決は望めない。 
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図５ アフリカでの１年間の収穫量 

 

２ 脱穀機について 

フォニオの脱穀に使用する脱穀機は、すでに開発

されている。この脱穀機を使うと、1kg あたり 1 分

でフォニオを脱穀することができ、脱穀にかかる時

間は 60分の 1にまで減少する。しかし、脱穀機を購

入するには、最低でも 2000ドル必要であり、一年の

平均収入が、700 ドルに満たないアフリカの人々に

とって購入は困難である。 

 

図６ フォニオの脱穀機 

 

３農業組合について  

日本の農業組合では、穀物の集荷、乾燥、選別、

脱穀、貯蔵などを一括して行うことによって、農家

の負担を軽減し、穀物の生産効率の向上を図ってき

た。アフリカの農家の人々で組織を構成し、上記の

システムを活用しながら所属する人同士がお互いに

助け合えるような組合を目指す。 

 

次のような手順で脱穀機購入の資金を集める。 

（ⅰ） 個人で家畜を飼育する 

（ⅱ） 農業組合が飼育した家畜を集荷、加工す  

    る 

（ⅲ） 家畜を市場まで運搬、販売する 

（ⅳ） 家畜の販売で得た利益で脱穀機を購入する 

 

以上のようにして集めた資金を農業組合に所属する

人で出し合い、脱穀機を購入する。そして、購入し

た脱穀機は農業組合が管理、運営する。 

 

（ⅰ）飼育 

 私たちは、飼育にかかるコストが低い点、高い需

要がある点、フォニオだけでは補いきれない栄養価

の補足ができる点の 3点を考慮してニワトリの飼育

を考えた。ニワトリは一個体の大きさが他の家畜よ

りも小さいため、現地にある資材を使い簡単かつ安

価に施設を建設できる。また、牛や豚などの家畜に

比べて、飼料が少なく済むうえ、ニワトリはフォニ

オの脱穀後のもみ殻を餌として食べるため、他の家

畜よりもコストを抑えることができる（図 7）。 

 

図 7 1年間の飼料代 

さらに、ニワトリの需要は高い。Microsoft の創設

者、ビルゲイツ氏は、極限の貧困状態にいる人々に

とって、ニワトリが役に立たないことは無いと述べ

ている。また、鶏肉に加え、卵も活用することでフ

ォニオだけでは足りないタンパク質やビタミンも補

うことができる。 

（ⅱ）集荷、加工 

 農業組合が農家からニワトリを買い取り、加工を

行う。農業組合が一括して行うことによってニワト

リを飼育する個人の農家の負担を軽減できる。また、

加工することによって商品に付加価値が付き、高値

で販売できるようになる。 

（ⅲ）運搬、販売 

運搬、販売も農業組合が一括して行う。ニワトリ

の販売によって得た利益の一部を脱穀機購入の資金
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として蓄え、残りの利益は農業組合の運用費として

使用する。 

（ⅳ）脱穀機の購入 

 購入した脱穀機は、農業組合が管理、運営する。 

 

Ⅴ 結論と考察 

本研究はアフリカの飢餓脱却に向けて、フォニオ

の可能性について検討し、鶏の飼育、脱穀機導入、

農業組合の設立、フォニオの生産効率を上げること

を目指した。 

アフリカの各地域に農業組合を設置し、個人で飼

育した家畜を農業組合が市場まで出荷・販売、そこ

で得た資金で脱穀機を購入、農業組合が運営する。

このようなサイクルで脱穀機を購入できれば、フォ

ニオを簡単に脱穀できるようになり、脱穀の手間が

省けるため、アフリカの人々のフォニオの生産意欲

が高まり、フォニオ栽培の効率と収量が上げられる。

結果としてアフリカの人々は、今までの主食に加え、

多くのフォニオを確保することができ、アフリカの

飢餓を救えると考える。 

はじめは、比較的栽培しやすく、経済力があり、

多少の降水があるガーナやコートジボワール、ナイ

ジェリアなどで取り組む。そして、より多くの人々

に私たちの研究を知ってもらうために SNSを使い、

世界中に広めたいと考えている。私たちの研究がア

フリカの飢餓問題を解決することを望む。 

 

 

謝辞 

本研究にご協力いただいた、曽根千晴先生、露崎

浩先生をはじめとする秋田県立大学の教職員の皆様、

有限会社瀧田養鶏場の瀧田稔社長、木村太郎先生、

清野太門先生、加賀谷俊悦先生をはじめとする、秋

田南高校の教職員の皆様、また本研究に関わったす

べての皆様に深く感謝いたします。 

 

注 

1）日本国際飢餓対策機構、ハンガーゼロによる。 

2) 秋田県立大学助教、曽根千晴先生への聞き取りによる。 

3）2）に同様。 

4）滝田養鶏場での聞き取りによる。Bill Gatesも同様

の考えをホームページで発信している。 

5）アメリカ合衆国の農業学者で、インドや中国で緑の革

命を起こし、1970年にノーベル平和賞を受賞した。 
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JA（農業協同組合）https://org.ja-group.jp/about/ja 
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巻き起こせ！地中海食ブーム 

～食と健康の再考～ 

 

茂内佳奈, 伊藤羽美, 奥田夏帆, 大友優実, 桐生理央, 高橋杏佳, 

秋田県立秋田南高等学校 2年 グループ 3  

 

厚生労働省によると日本では死因別死亡総数のうち心疾患が全体の 15.5%を占めており、これは癌に次いで 2 番

目に高い数字となっている。そこで本研究グループでは心疾患患者が少ないとされる地中海地域の「食」に注目し

た。研究を通して、地中海食に多く利用されているオリーブオイルには心疾患の予防に効果があるとされるオレイ

ン酸が多く含まれているなど、地中海食を構成する様々な要素が心疾患の予防に効果的であることが分かった。ま

た、日本と地中海地域における心疾患患者の年齢別の推移を比較し若い年代からの予防が必要であると考えた。そ

のため、学生や働いている人々が利用しやすい地中海風弁当を開発した。地中海食に馴染みのない人でも食べやす

いように見た目や味付けを日本食に近づけつつ、地中海食の要素を多く含むレシピの作成に成功した。現在は、SNS

などを通して地中海風弁当を全国に広めており、今後さらに地中海食を浸透させていきたいと考える。 

 

 

キーワード：地中海食、心疾患、弁当、オリーブオイル 

 

 

Ⅰ 問題の所在 

厚生労働省（2016）によると、我が国では死因

別死亡総数のうち心疾患(高血圧を除く)が全体

の 15.2%を占めており、癌に次いで 2番目に高い

数字となっている。秋田県でも同様に心疾患が死

因の第 2 位になっている。 

 

Ⅱ 問題の背景 

心疾患は主に動脈硬化によって引き起こされ

る。そしてその動脈硬化の原因は悪玉コレステロ

ールや塩分の過剰摂取であり、特に塩分の過剰摂

取は秋田県でも長年問題とされてきた。塩分はも

ちろん、悪玉コレステロールも食生活の影響を多

く受けるため心疾患の予防には食事が最も重要

だと言える。 

 

Ⅲ 文献調査 

これまでに世界中で地中海食が健康に良いこと

を証明する実験が多く行われてきた。地中海食は

アメリカミネソタ大学の生理学者アンセル・キー

ズ博士が 1958 年から始めた研究の結果を発表し

た時から注目されるようになった。私たちは沢山

ある実験結果の中でも、特に日本の現代の健康問

題に関係のある 4つの実験を日本の死因を含めて

注目した。 

 

1 日本の死因 

「問題の所在」で述べた通り、日本の死因の第

1 位はがん、第 2 位は心疾患、第 3 位は脳血管疾

患である。心疾患は、昭和 60年以降第2位となり、

全体に占める割合は 15.5%となっている。この原

因として日本人の食生活の変化が考えられている。

主食が魚・野菜から肉に変化し、欧米のように、

生活習慣病が増加した（図 1、図 2）。 

 

 
     図１ 生活習慣患者数の推移 

 

16



- 2 - 

 

図２ 日米平均コレステロール値の推移 

 

2 アンセル・キーズ博士の実験 

アンセル・キーズ博士は 1958 年から世界 7か国

で共同研究を行った。実験の内容は、アメリカ、

オランダ、旧ユーゴスラビア、ギリシャ、イタリ

ア、フィンランド、日本を対象とした各国の食習

慣と虚血性心疾患の疫学調査である。実験結果と

して、地中海地域は他の地域の心疾患患者の 3 分

の 1であるということが分かった。 

 

3 オリーブオイルやナッツ類の心血管疾患

の初発予防効果を確認する調査研究 

スペインでは糖尿病、高血圧、悪玉コレステロ

ール高値、善玉コレステロール低値、喫煙習慣な

どの心疾患の危険因子のうち 3つ以上を有してい

る高リスク者を対象とした約 5年もの長期にわた

る追跡調査が行われた。1 つのグループはオリー

ブオイルを積極的に摂取し、もう一方はナッツ類

を多く摂取する。調査結果として、オリーブオイ

ル群に割り当てられた人は危険な心疾患イベント

の発生率が約 30%も減少した。ナッツ群に割り当

てられた人も対照群に比べて 28%も少ないという

結果となった。 

 

4 日本と地中海地域の心疾患による年齢別

死亡数のグラフの作成 

作成したグラフからわかるように、60歳以上の

項目に注目すると地中海地域は日本の死亡数の半

分であることが分かった。また、若い世代の死亡

者数に注目すると、ほとんど同じであるため、若

い頃からの予防が大切であることが明らかになっ

た。 

 

日本と地中海地域の心疾患による一年 

あたりの年齢別死亡者数 

 

Ⅳ 仮説 

最近では「手間がかからない、安い」などの理

由から昼食をコンビニエンスストアやスーパーで

済ませてしまう人も増えてきている。このような

生活を頻繁に送っていると、塩分を多く摂取しが

ちになり、日本の死因とも大きく関係してくる。

これらの実験結果から、本研究グループではこの

ような現状を食習慣によって改善しようと考えた。  

また、日本で多い病気にかかりやすい世代だけで

なく、あらゆる世代から食習慣を改善する対策を

考え、学生から高齢者まで多くの人が習慣になっ

ている弁当を利用することにした。そこで日本で

多い病気に効果的である地中海料理を用い、弁当

に取り入れることにした。それを地中海式弁当と

して SNSなどを通して広げることで日本の死因の

改善をするとともに、若い世代からの食習慣の改

善につなげられると考えた。 

 

Ⅴ 調査 

1 フィールドワーク 

平成 29年 7月 30日に由利本荘市にある地中海

食レストラン、ドン・キホーテを訪問。店長であ

る遠田氏に話を伺い、地中海食についてより詳し

い知識を得た。また、いくつかの地中海食料理（ピ

ザ、パスタ、オムレツなど）を実食し、地中海食

の味に触れた。 

平成 29年 7月 31日に聖霊女子短期大学を訪問。

栄養学を専攻している高山裕子准教授に話を伺っ

た。地中海食によく使用されているオリーブオイ

0

100

200

300

400

500

15-29 30-49 50-59 60-69 70＋ (歳） 

日本 地中海地域 (人) 
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ルや、弁当を作る際のポイントについて教えて頂

いた。 

 

2 弁当作成 

フィールドワークで学んだことを踏まえて 2種

類の地中海風弁当を考案・作成した。日本食と地

中海食を融合した「グローカル」な弁当を作るこ

とができた。 

 

作成した地中海食風弁当 

① 地中海風焼鮭弁当(写真 1) 

  ・鮭のレモンソース焼き…レモンで味付けし、

オリーブオイルで焼いた。 

・地中海風炊き込みご飯…ご飯にトマト、しい

たけ、しめじ、枝豆を加え、オリーブオイルを加

えて炊いた。 

  ・とんぶり入り卵焼き …秋田の特産品である

とんぶりを加え、オリーブオイルで焼いた。 

  ・ほうれん草のクルミ和え…秋田産ほうれん草

を茹でクルミと和えた。 

 

② 地中海風オムレツ弁当（写真 2） 

  ・じゃがいも入りオムレツ…じゃがいもを混ぜ

込み、オリーブオイルで焼いた。 

  ・ツナマヨ入りおにぎり…ツナマヨのマヨネー

ズを、オリーブオイルを使用して作った。 

  ・温野菜…味付けにオリーブオイルを使用。 

  ・レーズンとチーズのさつまいもサラダ 

  ・ヨーグルトの和え物…ヨーグルトにニンジン

と枝豆、豆腐、油揚げ、醤油を和えた。 

 

  

写真１ 地中海風鮭弁当 

  

写真２ 地中海風オムレツ弁当 

 

Ⅵ 仮説の検証 

この弁当は一見一般的に日本で見られるものと

相変わらないように見えるが、地中海食に必要な

要素が充分に入っている。要素を示す方法として

本研究グループでは「地中海食スコア」を使用し

た。 

地中海食スコアというのは料理がどれだけ地中

海食に近いのかということを項目で分けて点数化

したものである。まだ日本では専門家による検証

や実用化はされていないようだが、海外ではスコ

アをもとにしてショッピングリストや料理を作る

際の参考にしたりして活用している。 

地中海食スコアの項目は以下の 10項目 

① 豆類の使用 

② ナッツ類の使用 

③ フルーツの使用 

④ 魚類の使用 

⑤ 3 種類以上の野菜の使用※ 

⑥ オリーブオイルの使用 

⑦ 全粒粉の使用※ 

⑧ 赤身肉不使用 

⑨ 乳製品不使用 

⑩ アルコール不使用 

※野菜の種類数に関しては弁当を点数化しやすい

ように本研究グループで指定した。 

※全粒粉とは、小麦粉の一種で皮も含めて全てを

粉にしたもの。パンの材料等に使われる。 

①～⑦までは一つでも入っていたら 1点、⑧～

⑩は入ってなかったら 1点で加算していき、10 点

満点で評価する。 

1 つめの焼鮭弁当のスコアは①②③④⑤⑥⑧⑨
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⑩を満たしているため 10点中 9点、そして 2つめ

のオムレツ弁当は①②③④⑤⑥⑧⑩を満たしてい

るため１10点中 8点であった。いずれも高得点と

なっている。 

また、本グループではフィールドワークでもお

世話になった聖霊短大の高山准教授に栄養価の計

算を依頼し、カロリーと塩分量、一価不飽和脂肪

酸量を算出していただいた。そしてこれを使用し、

一般的な弁当との比較をした。(図 1) 

 

 カロリー

(kcal) 

塩 分 量

(g) 

一価不飽和

脂肪酸(g) 

一般的な

弁当 696 4.2 4.5 
地中海食

風弁当 696 1.8 26.8 
図 1 栄養価の比較 

 

  使用したのは地中海食風焼鮭弁当。カロリーは

同値であったが、塩分量に注目すると、一般的な

弁当に比べて約 40%も抑えることに成功している

事が分かる。さらに、コレステロールを下げる効

果のある一価不飽和脂肪酸量は約 6倍の増加に成

功した。 

カロリーは同値なのになぜ塩分量は減少し、一

価不飽和脂肪酸量は増加したのか。高山先生は地

中海食の特徴であるオリーブオイルを多用したこ

とでカロリーは抑えられなかったが、素材の味を

うまくいかした味付けができたから栄養価の高い

弁当になったのではないかと説明してくださった。 

栄養価から見ても地中海食風弁当は減塩もでき

て非常に健康的な弁当になったとわかる。 

 

Ⅶ 結論と考察 

この研究結果から地中海食は魚、野菜、果物な

どを中心としたバランスの良い食事であり、ハー

ブ等の香りによる減塩効果もあることが分かった。

また、オリーブオイルやナッツといった心疾患を

防ぐことが出来るオレイン酸を多く含んだ食材が

使用されていることも分かった。これらのことか

ら、地中海食は健康食であると言える。 

そして、その地中海食の要素を日本食に取り入

れて日本人が食べやすいように考慮したグローバ

ルかつローカルである「グローカル」な地中海食

風弁当を作った。 

SNS を活用することで私たちがターゲットにし

ている学生や社会人などの若い世代への地中海食

の認識を深めることが出来ると考えた。そこで、

自作の弁当の中の一品のレシピを現在人気がある

料理動画アプリであるクラシルで料理工程を簡単

に分かりやすく配信している。地中海風炊き込み

ご飯のレシピをのせた動画はフェイスブックにお

いて公開後 3 時間で 2万回再生されたことから、

多くの人に地中海食に対して関心を持ってもらえ

たと言える。 

ツイッターでは地中海食を身近で親しみやすい

ものと思ってもらうため、自作のキャラクターを

使用して弁当中のその他の細かいレシピや新しく

考案したレシピを投稿している。これからも SNS

を通じて地中海食について発信していきたいと考

えている。 

地中海食を広めていくことで心疾患を予防でき、

健康的な生活を送ることにつながるため、日常的

に地中海スコアを意識して、普段の食事に地中海

要素を取り入れることを提案する。 
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学校給食におけるジビエ肉の活用 

 

工藤晴夏，斉藤萌加，佐々木捺子，佐藤歩佳，鈴木公美子，柳澤瑞希  

秋田県立秋田南高等学校 ２年 グループ４ 

 

現在、鹿や猪などの野生動物が日本各地で農作物に被害を与えるだけでなく、生態系にも深刻な被害を及ぼしてい

る。日本政府はこの問題を解決するために様々な取り組みをしているが、解決には至っていない。その原因の一つと

してこの問題の知名度の低さが挙げられる。駆除された野生動物は、多額な税金を使ってそのままゴミとして処分さ

れてしまっている。そこで、駆除された野生動物の肉を適切な処理をしてジビエ肉に加工・処理することで、需要を

発生させることが解決策の一つであると考えた。また、学校給食にジビエ肉を提供することによって、害獣被害に関

係する問題への知名度を上げ、忌避や抵抗感をやわらげ、ジビエ肉の消費量を増やすことができると推測する。奈良

県五條市立学校給食センターや福井県小浜市産業部農林水産課の職員の方へのインタビュー、ジビエ料理コンテスト

への応募の経験をもとに学校給食におけるジビエ肉の活用の実現化について探る。 

 

キーワード：ジビエ、学校給食、害獣被害、シカ肉 

 

Ⅰ 現状 

近年、熊や鹿などの動物による畑や森林、住宅へ

の被害が深刻化している。特に畑での被害は深刻で

あり、実際に秋田県でも北部を中心にナシやトウモ

ロコシの熊による食い荒らし被害が頻発している。

作物だけでなく人間を襲うケースも少なくない。タ

ケノコ取りに山に入った人間が熊に襲われて死亡し

た例もある。 

それら人間の生活空間に被害を及ぼす動物はほと

んどの場合捕獲された後、人間によって殺される。

その後は多くの場合ゴミとして捨てられてしまう。

食肉として利用されているのは現在たった約１０％

（農林水産省，2016）である。動物を殺すのにも費

用がかかっているが、その後ゴミとなってしまった

動物を処理するのにも多くの費用がかかる。被害額

は１７２億円（農林水産省，2016）だ。 

動物を生かしたまま被害を食い止める方法があ

れば良いのだが、動物が増えすぎてしまった今とな

っては殺処分以外不可能に近い。 

そこで私たちはゴミとなってしまっている処理さ

れた動物たちをどうにかして有効活用できないかと

考えた。 

 

Ⅱ 研究仮説 

そこで学校給食として獣肉を提供することを提案

する。しかし、現在害獣の肉を給食として提供して

いる県や地域は少ない。普及を妨げている要因の一

つとして、まず加工処理場の不足が挙げられる。と

殺後の処理が適切に行われない場合、食肉として利

用される部位が病原微生物に汚染されたり、肉質が

著しく低下したりして、食用として利用できなくな

ってしまう。また、害獣は野生動物であるため、よ

り一層衛生管理に気を使う必要がある。そのため早

急かつ適切な処理を行うための処理場が必要となる。

平成２８年の厚生労働省の発表によると、食肉処理

業の許可を有する野生鳥獣肉の処理施設は全国で計

５５２施設ある。だが、１つの施設で処理される鳥

獣肉の頭数は牛や豚の加工数には遠く及ばず、年間

１００頭以下しか処理していない施設も少なくない。

また、前述した通り処理される際に食肉として利用

されるのは約１０％である。以上のことから捕獲鳥

獣の処理場数は十分とは言えない状況である。 

 別の問題点として、害獣の肉への認知の不足が挙

げられる。害獣のうち、鹿を例に挙げると、１００

ｇあたり鉄分は 3.1g、脂質は 1.5g 含まれている（図

２）。２つのことから、鹿はヘルシーかつ栄養豊富で

あると言えるだろう。しかしこの事実は一般的に広

まっておらず、ジビエ肉は「匂いがある」「脂っこい」

などのネガティブな印象が強い。また、食べる機会

も少ないため、調理法も広まっていない。牛肉や豚
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肉など、普段食べる肉と同じように調理して良いの

か、ということも分からず不安に思う人も多くいる

だろう。 

 

Ⅲ 提案 

 実際に食べる前段階として、給食だよりや総合の

授業に食育として、害獣がただ捨てられてしまって

いる現状を子供たちに教えることが必要となってく

る。その理由として、ジビエ肉を食べることの重要

性や必要性を知ることが出来るだけでなく、命をい

ただいて生きていることへのありがたさを再確認す

ることが出来るためである。更に、子供たちを通じ

て両親などの周りにいる大人たちにもこの害獣問題

について知ってもらえるのだ。 

 この給食だよりにジビエ肉を使ったレシピを載せ

ることも重要であると考える。 

 ジビエ肉は一般家庭ではなかなか扱いにくいが、

レシピを知ることによって扱いにくさによる抵抗感

を減らすことができ、家庭でのジビエ肉消費量の増

加につながるのではないかと考えた。 

 このようにジビエ肉を給食として利用することで、

消費する場がレストランだけでなく、学校、一般家

庭と広がっていき、ジビエ肉の需要が高まっていく

だろう。また、この過程で食肉へと加工する処理施

設の数も増えていくだろうと予想する。 

 前もって事実を知り、実際に食べることによって、

元が害獣と呼ばれてしまった動物たちの肉をジビエ

肉として食べることへの人々の抵抗感が減っていく

と考える。 

 

Ⅳ 調査 

ジビエ肉を給食として利用していくためにそれ

が実現可能かどうかを調べる以下の調査を行った。 

①全国の主な野生鳥獣による農作物被害状況（平成

２７年度、日本ジビエ振興協会） 

②加工処理場の数 

③害獣（鹿肉）が持つ栄養価と牛肉、豚肉、鶏肉が

持つ栄養価を比較 

④農林水産省農村振興局環境課 捕獲・ジビエ利用

拡大推進室への質問 

⑤奈良県五條市立学校給食センターへの質問 

⑥福井県小浜市産業部農林水産課への質問 

⑦第５回狩猟の魅力まるわかりフォーラムへの参

加 

これらの調査について以下詳述する。 

 

①全国の主な野生鳥獣による農作物被害状況（平

成２７年度、日本ジビエ振興協会） 

          （千 ha, 千 t, 百万円） 

図 1 

 

②加工処理場の数 

厚生労働省によると、平成２８年９月時点での食

肉処理業の許可を有する野生鳥獣肉の処理施設は

全国で計５５２施設。 

 ５５２施設を通年稼働と狩猟期のみの稼働施設

別に分けた場合、狩猟期のみ稼働している施設は２

５７施設。 

 ５５２施設のうち、４７７施設が民設民営、４８

施設が公設民営、２７施設が公営施設。 

 

③害獣（鹿肉）が持つ栄養価と牛肉、豚肉、鶏肉

が持つ栄養価を比較 

 鹿肉 牛肉 豚肉 鶏肉 

たんぱく質 22,3g 16,5g 19,7g 23,0g 

脂質 1,5g 26.1g 7,8g 0,8g 

炭水化物 1,5g 6,2g 0,1g 0g 

鉄 3,1ｇ 2,4g 1,1 ㎎ 0,2g 

ビタミンＢ２ 0,35g 0,21g 0,28ｇ 0,11ｇ 

カロリー 110kcal 316kcal 157kcal 105kcal 

             （100ｇ当たり） 

図 2 

 

④農林水産省農村振興局環境課 捕獲・ジビエ利

用拡大推進室への質問 

Ｑ捕獲鳥獣のジビエ（食肉利用）への利活用の割合 

Ａ平成１９年度に市町村から聞き取りしたもので

 被害

面積 

対前

年度 

被害 

量 

対前

年度 

被害

金額 

対前 

年度 

ｼｶ 51.2 0.5 401.3 40.5 5,961 564 

ｲﾉｼｼ 9.6 0.9 36.5 5.6 5,133 344 

ｸﾏ 1.0 0.1 16.8 1.0 300 91 

ｶﾓｼｶ 0.2 0 2.2 0.6 235 15 
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は、約１割程度である。 

 

⑤奈良県五條市立学校給食センターへの質問 

Ｑジビエ給食実施のきっかけ 

Ａ奈良県五條市では、平成２７年９月、五條市食肉

処理加工室「ジビエ―ル五條」が建ち、この施設で、

有害獣として駆除されたイノシシやシカをジビエ

丹生として処理する機械を設置し、全頭検査等の安

全な処理を行っているため、給食でも利用できない

かと、市産業環境部農林政策課より依頼があった。 

Ｑジビエ給食のメニュー 

Ａ・しし汁 

・しし肉入りカレーライス      

・しし肉と大根の味噌煮 

・ししミンチ肉のマーボー丼 

・ビビンバ（しし肉とゼンマイの煮つけ） 

Ｑ給食にするまでの工夫や苦労 

Ａ平成２８年１月の学校給食週間中の献立として、

豚汁の豚肉の代わりにしし肉を使うことを決め、初

めて給食にジビエを取り入れるので、１２月に開催

した「１月分給食主任者会議」で、栄養士が試作し

たしし汁を試食していただいた。  

臭みを消すためにしっかり炒め、アクが出てはい

けないので鍋からいったん取り出し、野菜等が柔ら

かくなってダシやみそを入れて味を調えてから、最

後にしし肉を入れた。また、しし肉の臭みがあって

はいけないので、豚汁の時より味噌を多めに用意し

ていた。 

Ｑ実際に食べた子供たちの反応 

Ａ『豚肉よりかみごたえがあっておいしい』『もっ

と臭みがあるのかと思っていたが、全然臭くなくて

おいしい。』 

Ｑ肉の入手先 

Ａ必要量を「ジビエール五條」に依頼し、無料提供

してもらっている。 

 

⑥小浜市産業部農林水産課への質問 

Ｑジビエ給食実施のきっかけ 

Ａ平成２１年度より福井県内で初の鳥獣対策室

（現：鳥獣害対策グループ）を設置し、有害鳥獣の

捕獲を推進していく中で、今後捕獲した個体の有効

活用が求められることを想定した結果、学校給食に

着目した。学校給食であれば、特別ジビエに関心が

なくても多くの人にジビエを味わってもらえるし、

うまくいけば定期的にジビエを給食に組み込んで

もらい、ジビエをなじみある食材にできる。また、

猟師にとっては捕獲した獣が食材として、そして子

供たちへの教材として生かされることへの喜びや、

生きがいにつながり、子供たちにとっては地域の自

然環境を理解し、食を通じた命のありがたみや人の

愛情を感じ取る力を養うきっかけとなるからであ

る。 

Ｑジビエ給食のメニュー 

Ａ・ジビエカレー 

 ・ジビエシチュー 

 ・ジビエサンド 

Ｑ給食にするまでの工夫や苦労 

Ａ・日本に住む獣に関する総合学習（学習の内容は

学校や学年の教育方針によって少し変えている。） 

・給食献立の作成に携わっている栄養教諭や、学

校栄養職員を対象としたジビエ料理研修会の開催。 

・ジビエ納入時の形態や鮮度判別方法、調理にお

ける留意点や衛生管理上の取り決めなどを確認し、

ジビエ料理を経験。 

・保護者に対しジビエ給食の趣旨や安全確保の取

り組みなどを事前に説明。 

・小学校教員や調理員、市の教育委員会関係者ら

と実際の給食で提供するメニューの試食会。 

Ｑ実際に食べた子供の反応 

Ａほとんどの児童、生徒が『おいしい』『ほかの肉

（牛肉や豚肉）とほとんど変わらない』『思ってい

たよりもずっと柔らかい』などのポジティブな感想

だった。 

中には、『牛肉よりもおいしい』『スーパーの肉コ

ーナーにおいてほしい』という意見もあった。ただ、

まれに『少し硬かった』などのネガティブな意見も

あった。 

Ｑ肉の入手先 

Ａ隣町にジビエの食肉処理加工施設がある。学校に

提供する前に大腸菌検査と含有放射能検査を行う。 

 

⑦第５回狩猟の魅力まるわかりフォーラムへの

参加 

２０１７年７月１６日に秋田県一般社団法人秋
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田県猟友会主催の第５回狩猟の魅力まるわかりフ

ォーラムに参加した。そこで出会った参加者にいく

つかジビエについて質問をすることができた。 

Ｑ秋田にイノシシやシカの肉が食べられるレスト

ラン等があったら行きたいか 

Ａ行きたい・・・１５人 

行かない・・・１４人 

Ｑ害獣駆除に対する抵抗感はあるか 

Ａ・あり。害獣駆除が「命のありがたみを知る」原

点に帰ることができたら今よりも抵抗感は薄れる

と思う。 

・なし。昔から日本人は狩猟していたイメージ。

今、狩猟は廃れてきているが、それが原因で害獣が

増えたと思うから特にない。 

・なし。狩猟という行為は知らない世界だから興

味はあるので特にない。だが実際狩猟するとなった

ら命を奪うという行為の重さに怯む。 

・なし。人間と動物が生活する場所の境界線をは

っきりさせることができるから特にない。 

以上の質問と、田中康弘氏の講演「マタギの特殊

性と六次産業化」から、害獣駆除が人々に与えうる

いくつかの項目があることが分かった。 

・命のありがたみを知ることができる。 

・普段関わらない狩猟という世界の知識に触れるこ

とができる。 

・狩猟への関心が増えることで、猟師の人数が増え

る。また、里山管理・生態系維持が推進される。 

 

以上より、ジビエ給食の普及は 

・増えすぎた害獣の有効利用法である 

・子供への生命教育につながる 

という２点が給食という食の学びの場において適

切であると判断し、実際に自分たちで給食のメニュ

ーを作り、調理してその可能性を更に探っていくこ

ととした。また、その料理をジビエ料理コンテスト

にも応募した。 

 

Ⅴ 仮説の検証 

 給食部門に応募するレシピとして「シカ肉だんご

入りだまこ鍋」を、家庭料理部門に応募するレシピ

として「シカ肉とだまこの串焼き」を作った。それ

ぞれの要領は以下の通りである。 

１「シカ肉だんご入りだまこ鍋」 

 (1)材料 

シカ肉(モモ)ミンチ    300g 

 比内地鶏スープ(濃縮 7倍)  200g 

 米               2 合 

 せり                     1 株 

 ねぎ           1/2本 

 しらたき         100g 

 ごぼう          1/2本 

 片栗粉          適量 

水             1200ml 

 サラダ油          適量 

(2)材料費 

 1500÷4 １人当たり 375 円 

(3)作り方 

①シカ肉を１口サイズにまとめる。(きざみねぎと

片栗粉を少量加える。） 

②フライパンにサラダ油を敷き、①のシカ肉だん

ごを焼き目がつくまで焼く。(150～160℃で 3～5分) 

③炊いた米を半殺し状態になるように潰す。 

④③の米を１口小サイズに丸める。 

⑤ねぎは斜め切り、ごぼうはささがき、せりは食

べやすい大きさに５㎝間隔で切る。 

(各野菜は水でしっかりと洗う。特にせりは根の部分

に泥がついていることがあるので念入りに洗う。) 

⑥鍋に比内地鶏スープと水を入れ、ごぼう加えて

煮る。(４分程度) 

⑦しらたきを水で茹でて下準備をする。 

⑧②④⑤⑦を⑥に入れる。 

⑨全体が煮えたら完成。 

(4)料理時間 
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60 分 

(5)学校給食にシカ肉を取り入れる際の利点 

・シカ肉は鶏ささみと同じくらいたんぱく質と鉄分、

亜鉛が豊富であることから小、中学生が摂りにくい

と言われている鉄分を摂取しやすく、腹持ちもよい。 

・米と鹿肉が団子状になっているため、抵抗感は比

較的少なく安全に食べることが出来る。 

・私たちの住む秋田の郷土料理であるだまこ鍋と鹿

肉が融合することによって、シカについてだけでな

く、郷土料理に対しても理解し、知識を深めること

が出来る。 

・また、鹿肉を利用することで子供たちが自分の食

べている食品が常に命をいただくことで出来ている

ものだと知ることが出来る。 

(6)調理する際に難しかったところ 

実際作ってみたところ、だまこ鍋はだまこの潰し

が甘く、煮ている途中に形が崩れてしまった。その

ため、念入りに潰すと良い。 

 

２「シカ肉とだまこの串焼き」 

 

(1)材料 

シカ肉(モモ)       200g 

米              1 合 

ねぎ           1/2本 

薄口しょうゆ      適量 

生姜(ペースト状)     適量 

みそ          大さじ 2 

みりん                 小さじ 1 

片栗粉          少量 

サラダ油         適量 

(2)材料費   

1000÷4 1人当たり 250円 

(3)作り方 

①炊いた米を半殺し状態になるように潰す 

②①の米を 1口大に丸める。 

③②の米をフライパンで少し焦げ目がつく程度に

焼く。(150～160℃) 

④シカ肉を 1口大に切る。 

⑤④のシカ肉と薄口しょうゆ、生姜を混ぜたもの

を袋に入れて揉み、味がしみこむのを待つ。(20～30

分)  

⑥⑤の状態で衛生的に不安があったら、電子レン

ジで 3分加熱するか、またはフライパンで焼く。(150

～160℃) 

⑦ねぎは 3㎝程にぶつ切りにする。 

⑧みそ、みりんを小鍋で熱し、片栗粉を少量入れ

てとろみが出るまで煮る。 

⑨③⑥⑦を串に刺し、フライパン、魚焼き機、オ

ーブン等で焼く。(3～5分) 

⑩⑨に⑧をかけて完成。 

(4)調理時間 

50 分 

(5)家庭料理に鹿肉を取り入れる際の利点 

・一本で腹持ちの良い、食べやすい大きさ。 

・鹿肉はたんぱく質、鉄分、亜鉛を多く含む。 

・鉄分の吸収を促すビタミンＣ、動物性たんぱく質、

クエン酸を含む食材を組み合わせることで、より効

率よく鹿肉の栄養を取り入れられる。 

（6）調理する際に難しかったところ 

串に対してだまこが少し大きすぎたため、焼くの

が大変だったので、だまこの大きさを小さめに意識

するとよい。 

 

Ⅵ まとめ 

日本国内では、近年農村部の開発により、森林が

伐採されるなどの影響で野生動物の食料・棲み処が

次第に縮小していった。その結果、野生動物は農村

部に降りてくることを余儀なくされ、農村部や人間

に被害をもたらす害獣として殺処分されることとな

った。そのような中で、ジビエ給食を実施すること

が現在課題として挙げられている害獣肉の活用方法

の有効な手段であるということがいえる。ただ、野

生の肉を給食として利用するには衛生面などの点で

専門的な知識が必要不可欠であり、徹底した管理の
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もと調理を行わなければならない。そのため、野生

動物の肉を給食で取り扱う際の留意点をまとめたマ

ニュアルを作成するなどの対策が必要と考えられる。 

 こうした取り組みによって、ジビエ給食の実現化

を図ることはもちろん、害獣問題に対する知識・理

解を深める可能性が開けるものと考えられる。 
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連携６次産業を用いた秋田県の農業について考察する 

 

 

東 湖都，大渕 莉子，千田 拓心，佐藤 翔音，三浦 崚，稲川 拓実 

秋田県立秋田南高等学校 ２年 グループ５   

 

私たちは「連携６次産業」による秋田の農家の経営拡大について考察する。「連携６次産業」は、第１次産業(生産)、

第２次産業(加工)、第３次産業(販売)が連携して商品を販売する取り組みである。私たちは、これを適用する作物に、

秋田の主要な果樹であるリンゴを選んだ。しかし、フィールドワークから、リンゴ農家は資金不足により経営拡大が

難しいことが分かった。そこで私たちは、この問題を解決するために農家がスポンサーとなってくれる企業と契約を

結ぶことで安定した資金が得られ、リンゴの生産拡大が目指せるのではないかと考えた。本研究では、秋田のリンゴ

農家と企業が協力し、企業からの資金援助による農家の経営拡大の方法を考察する。 

 

 

キーワード：連携 6次産業、秋田県のリンゴ、スポンサー契約 

 

 

Ⅰ 問題の所在 

昨今の秋田には少子高齢化を主として様々な問

題がある。「雇用の減少」「担い手不足」「生産性の

低下」など、列挙すればきりがない。その中でも、

農家の経営規模の縮小は、無視できない問題だ。 

秋田の農家の経営規模が縮小傾向にある理由は３

つある。１つ目は秋田県の農家の収入の減少によっ

て経営の拡大が不可能になっているということだ。 

２つ目は少子高齢化による人口減少に伴って、働く

若者が農家という職に付く人数も減ったということ

だ。３つ目は TPPによって海外の安い作物が安いま

ま輸入されてくるということだ。 

 

Ⅱ 問題の調査 

１ 資料調査 

ここまでに挙がった問題を解決するために、「リ

ンゴ農家」「連携６次産業」の２つの項目に焦点を

当てた。 

 

(1) 秋田県のりんごの状況 

  平成 27年の秋田県のリンゴの栽培面積は 1420ha

であり、秋田県の果樹栽培面積の約 50％を占める

秋田県の主要な果樹である。（表１参照） 

 

表 1 秋田県の樹種別栽培面積 Sと構成割合 K（H27） 

 リ 

ン 

ゴ 

ブ 

ド 

ウ 

日 

本 

ナ 

シ 

西 

洋 

ナ 

シ 

モ 

モ 

オ 

ウ 

ト 

ウ 

S（ha） 1420 202 201 66 107 92 

K(%) 53.8 7.7 7.6 2.5 4.1 3.5 

 

また、秋田県では現在「ふじ」「サンふじ」「王林」

「さんさ」など多くの品種のリンゴが生産されてい

る他、「秋田紅あかり」「秋田紅ほっぺ」などの秋田

県のオリジナル新品種も開発されてきている。 

このことから、秋田県の果樹栽培はリンゴが主要

項目であることが分かる。また、その販売額や出荷

数量も年々上昇している。実際に、平成 28年度に

は、販売額が 13億円を超え、出荷数量が 5000t を

超えている。（表２参照） 

 

表２ 過去３カ年の秋田県のリンゴの出荷数量 

   と販売額（H29，3現在） 

 出荷数量（t） 販売額（千円） 

H26 4346 859,104 

H27 4897 972,051 

H28 5719 1,307,231 
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また、その販売額や出荷数量も年々上昇している。

よってリンゴ農家は今後の発展が望まれるという

考えに至った。 

 

(2) 連携六次産業の概要 

連携６次産業とは、第１次産業（生産）、第２次

産業（加工）、第３次産業（販売）が連携し、商品

を流通させる取り組みのことである。連携六次産業

では、販売量が少ないため、生産物のブランド力の

向上による付加価値の上昇、地域経済の活性化など

のメリットがある。 

(1)、(2)から、秋田県のリンゴ農家は、連携６次

産業の推進を図れば経営縮小を防ぎ、持続可能な経

営を行うことができるのではないかという仮説を

立てた。 

本研究では、秋田県のリンゴ農家が連携６次産業

を本格的に推進した場合の事業展開の方法を考察

していく。 

 

図 1 連携六次産業 

 

２ フィールドワーク調査 

連携６次産業とりんご農家について詳しい情報

を得るため、私たちは秋田市役所農林水産部園芸振

興課、秋田農業協同組合、秋田市で最も規模が大き

い果樹園である種沢果樹組合を訪問した。調査の中

で、大きく分けて３つの事が分かった。 

 

(1)秋田県の果樹農家の連携六次産業化 

 調査から、秋田の多くの果樹農家が連携６次産

業の取り組みに成功していることが分かった（図

２）。 

 

 

 

 図 2 秋田県で販売されている 

   リンゴジュースの例 

 

種沢果樹組合でも、りんごの加工を業者に委託し、

自ら販売するという連携６次産業の仕組みがす

でに出来上がっていることが分かった。このこと

から、秋田県の果樹農家の連携６次産業化はかな

り進んでいることが分かった。 

 

(2)果樹農家のりんごの生産量とその収入 

平成 28年度には、秋田県のリンゴの販売額が

13億円を超え、出荷数量が 5000tを超えるなど、

秋田県全体のりんごの販売額や出荷数量は、ここ

数年増加傾向にあることが分かった。 

その一方で、種沢果樹組合のりんごの生産量は

年々減少している。生産量の減少に伴って種沢果

樹組合の収入も、最も多い時と比べて 1000万円

以上も減っていることが分かった。 

その原因となっているのが、木の老木化と広大な

農地を利用しきれないことだ。これらの問題の根

本にあるのが、人手不足である。また、この問題

は農家の収入にも大きな影響を及ぼしている。 

 

(3)種沢果樹組合のりんごジュースの生産量  

  種沢果樹組合のりんごジュースは非常に需要

があり、毎年完売している。海外での評判も良好

である。さらに平成 27年度は、ジュースを例年

の２倍の 1000ケースから 2000ケースへと生産量

を増やしたが、完売することができた。ジュース

のほうが、生のリンゴより単価が高く、付加価値

もあるので増収につながる。このままジュースの
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生産量を増やせば、種沢果樹組合の収入はもっと

増えるはずであるが、実行することができなかっ

た。彼らはそれを妨げる大きな問題を抱えている

のだ。 

  まず種沢果樹組合の収入は、生のりんごの売り

上げとジュースの売り上げの２種類だ。ジュース

の売り上げは生のりんごを販売できない春夏の

農家の収入源となる。生のリンゴの収入が手に入

るのは３月なので、お盆のお土産用などで販売さ

れるジュースに比べ生のりんごは農家に収入が

入ってくる時期が早い。よって、夏秋の間は冬春

の生のりんごの収入だけで農家を運営しなけれ

ばならない。農家の運営費を差し引いた額から、

ジュースを増産するための資金を出すのは、種沢

果樹組合にとってとても厳しいことだ。この問題

があることによって、種沢果樹組合はジュースの

生産拡大ができないのだ。また、秋田の多くの果

樹農家も同じ問題を抱えている。 

  フィールドワークでの調査で、秋田の果樹農家

は人手不足と資金不足の問題を抱えていること

が分かった。 

 

Ⅲ 問題点と解決策 

１ 問題点 

フィールドワークの調査から私たちは、リンゴ

農家の連携６次産業化は拡大していること、リン

ゴジュースの需要は高いことを知った。そのため

私たちはこのままリンゴ農家が連携６次産業を

続ければ経営はより拡大し、仮説が成りたつので

はないかと考えた。しかし、経営を拡大するため

に、リンゴよりも付加価値の高いリンゴジュース

の生産量を増やすのには問題があった。前述した

とおり、リンゴジュースの生産量を増やすと、そ

れに伴い、リンゴジュースを売るまでの春から夏

にかけての期間、従業員の給料や農場の経営費が

不足してしまうのだ。そのため、リンゴジュース

を増やすことができないので、新しく従業員を雇

うこともできず、経営がよくならない。むしろ、

このままでは、従業員の高齢化やリンゴの木の老

化が進み、経営が縮小していくだろう。この問題

を解決するためには、リンゴジュースの生産を増

やす資金が必要だと考えた。 

２ 解決策 

(1) 資金を得る方法  

私たちはスポンサー契約を提案する。理由は２

つある。資金を速く調達することができ、融通が

ききやすいからだ。つまり取引の制限、制約が少

なく、こちらが求める条件にこたえてくれる可能

背が高いと考えた。これは資金を調達するまでに

長い時間、そして設立に多額のコストがかかる会

社の株式化、銀行など金融機関からの融資よりも

プロセスに適している。 

１つ目は、農家の資金を運用しやすいこと。２つ

目は、スポンサーの知名度を利用できることだ。 

図 3 スポンサーとの契約 

  

(2) スポンサー契約から農家の経営の拡大まで

のプロセス  

次にスポンサー契約から農家の経営の拡大までの

プロセスを、種沢果樹園を例に説明する。 

① 企業に訪問し、種沢果樹園の形態やリ

ンゴジュースを例年の２倍生産したら

完売した実績を説明し、スポンサーと

して種沢果樹園の経営を資金援助して

くれる企業を見つける。そしてスポン

サーからの資金でリンゴジュースの生

産量を２倍に増やす。種沢果樹園のリ

ンゴジュースの生産量は 1000ケース

なので、2000ケースに増やすことにな

り、収入は 600万円に増えることにな

る。また、スポンサーに資金を返済し

てもジュースの増産を続けるために十
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分な経費を確保しておく必要があるの

で、スポンサーとの契約は３～４年の

長期的な契約とする。そして、農家が

リンゴジュースへの加工を委託し、商

品をインターネットや直接販売などで

販売し、収益を増やし、スポンサーに

借りた資金を返済する。 

 

② (A) スポンサーからの資金によって収

益を増やすことができたことをアピー

ルし、スポンサーと２度目の契約を結

ぶ。今回のスポンサーからの資金は未

使用の農地に新しくリンゴの木を植え

るための経費として利用する。まずリ

ンゴジュースの生産量を増やすのに並

行して、スポンサーからの資金を利用

し、種沢果樹園の未使用の農地に段階

的にリンゴの苗を植えていく。リンゴ

の苗が成長し、リンゴが収穫できるよ

うになるまでに約３～４年の月日がか

かる。 

  

(B) 同時に、未使用農地の一部にイチジク

やラズベリーのような約２年で収穫可

能な、寒さに強いサブフルーツも植え

る。これはリンゴが不作の時に収益が

減少することを防ぐためだ。実際に、

種沢果樹園では農地の一部でラズベリ

ーを栽培していた。 

 

③ その２年後から段階的に農地の老木を

抜いて新しいリンゴの苗を植える。新

しい苗は３～４年間は収穫できない。

そのためリンゴの生産量が減るが、収

益の減少は未使用の農地に植えたリン

ゴやイチジクやラズベリーの収益でカ

バーできると考える。 

 

以上よりこのプロセスを踏めば、およそ 10年

で、種沢果樹園の全ての木でリンゴの生産が可能

となり、今よりも生産量が 1.2～1.3倍に増加す

ると見込まれる。 

そしてリンゴジュースとリンゴの生産量が増

えているので、１年間の収益は例年の 1300万円

から 1700万円へと増加すると見込まれる。 

種沢果樹園はスポンサーの出資がなくても自立

して経営ができるようになると考える。 

 

図 4 スポンサー契約で予想される収入の推移（単位 100 万円） 
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Ⅳ 結論 

資金不足は秋田の深刻な問題だ。ほとんどの秋田

県の農家が、経営拡大を考えるときこの問題を抱え

るだろう。しかし、このモデルケースは秋田県の農

家がもつ問題解決につながるだけではない。グロー

バル化によって起こる、地場食品衰退の流れを変え

る新しい手段にもなりうるのだ。 
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アメリカの肥満を日本の食文化で解決する 

 

 

鈴木康生, 安保一真, 大嶋力太郎, 佐々木央理, 菅原貴葵, Leo Noth 

秋田県立秋田南高等学校 ２年 グループ６ 

 

現在、アメリカの肥満率は日本の約 9 倍であり、肥満が原因による生活習慣病による死者が増えている。その問題

の背景には、アメリカの偏った食生活が密接に関わっていることが分かった。その解決策として、日本食・日本酒に

含まれる発酵食品の健康作用に注目し、日本食・日本酒をアメリカの食事に取り入れることで、アメリカ人の肥満を

改善できるのではないかと考えた。しかし、発酵食品には特有の匂いがあり、外国人には受け入れられにくいことが

分かった。そのため、私たちは秋田県総合食品研究センターへのフィールドワークへ行き、日本酒と発酵食品を同時

に取り入れることでマスキングという作用により、外国人に受け入れられにくくなっている原因である特有の匂いを

軽減できることが分かった。日本食・日本酒をアメリカの食事に取り入れてもらうために、この取り組みに携わる企

業に PRして、私たちの活動を県全体の活動として拡大していきたい。 

 

キーワード：肥満、発酵食品、アメリカ、健康作用 

 

 

Ⅰ 問題の所在 

現在、アメリカでは肥満が問題視されており、心

疾患、 悪性新生物(ガン)， 脳血管疾患 ， 糖尿病

など、生活習慣病が死因の多くを占めている。 

生活習慣病と関係が深い、肥満の現状を知るため

に肥満率を調べた。 

ＷＨＯ（世界保健機関）の調査によると、図１よ

りアメリカの肥満率は年々増加しており、2008 年に

は、日本が 4.5％なのに対し、アメリカは 31.8％と

高い数値を示している。この調査からおよそ 3 人に

1 人が肥満であることが分かった。 

 

Ⅱ 問題の背景 

肥満の原因には主に、偏った食生活、運動不足、

休養不足などがあげられるが、私たちは「食」に注

目した。 

アメリカの食は多文化で様々あるが、主にサイズ

が大きく、摂取カロリーが多いという特徴がある。

日本とアメリカの一日の平均摂取カロリーを比較す

ると、FAO(国連連合食糧農業機関)の調査(*2)から日

本は 2726kcal であるのに対し、アメリカは約

3682kcal と、アメリカは日本の約 1.4倍摂取してい 

 

     図１ 日本とアメリカの肥満率 （＊1） 

 

ることが分かる。 

また、アメリカでは肉よりも野菜の方が高価格と

いう傾向がある。図 2 より、2008年の野菜の値段は

1978年から 1.4 倍に上がっているのに対し、肉の値

段は 0.8倍に下がっている。このことから、アメリ

カでは食事が肉に偏りやすいという現状がある。こ

のような、肉に偏った高カロリーの食生活が肥満の

大きな原因であると考えられる。 
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      図 2 食べ物と飲み物の価格変動（*3） 

 

Ⅲ 研究仮説 

そこで私たちは、日本食をアメリカの食事に取り

入れることで、肥満問題を改善できるのではないか

という仮説をたて、日本食と健康の関係性について

調査を行った。 

 

Ⅳ 研究結果 

1都築教授の論文 

私たちは様々な文献を調査した結果、東北大学大

学院農学部農学科都築毅教授の実験に注目した。実

験は以下の通りである。 

(1)日本食の健康実験（マウス） 

都築教授は、1960年、1975 年、1990年、2005 年

の厚生労働省「国民健康・栄養調査」、文部科学省「日

本食品標準成分表」を参考にして、各年代の平均的

なメニューを作成。マウスに調理したものを凍結乾

燥・粉末化し、通常の餌と混合したものを８か月間

与え、マウスの健康状態を観察し、最も健康効果の

高い日本食がどの年代のものなのかを調査した。 

各年代の日本食の特徴として、1960年型は、米に

対しておかずが少なく、米・味噌汁・漬物という組

み合わせになっている。1975 年型は、タンパク質・

脂質源は魚介類が中心であり、海藻などの繊維が多

いものも多く、品数も多い。1990年型は、ラーメン

や牛丼など単品料理が増え始め、朝ごはんにパンを

食べる割合が多くなっている。2005 年型は、1990

年型とほとんど変わらないが、タンパク質・脂質源

は牛や豚などの動物性のものとなり、米の摂取量は

最も少ない。 

実験の結果、1975年型を食べたマウスの内臓脂肪

が蓄積しにくくなり、血中のコレステロール値の低

下がみられ、1975年型日本食が最も健康的作用があ

ると明らかになった。 

(2)日本食の健康実験（ヒト） 

マウスでは 1975 年型が最も健康的であると分か

ったが、人間ではどうなのかを調べるために次の実

験を行った。 

まず、BMI が 24 以上 30 未満の 20～70 歳の 60 名

の被験者を 2005 年型日本食を食べる 30 名と 1975

年型（図 3 参照）を食べる 30 名に分け、次に週 3

回 1時間程度の運動と 1日 3食の食事を 28日間行っ

てもらい、体調の変化を観察した。 

図 3 1975年型の日本食 (*4) 

 

実験の結果、1975 年型日本食を食べた 30 名に善

玉コレステロールの増加、体重や腹周囲周長、悪玉

コレステロールの減少が見られた。また、BMIが 18.5

以上 25未満の人には、ストレスの軽減や運動能力の

向上も見られた。つまり、1975 年型日本食は人間に

対しても健康的であると証明された。 

1975年型日本食の健康効果には、含まれる食べ物

が関係しており、含まれる食べ物の特徴として、果

実類・海藻類・魚介類が豊富、タンパク源として大

豆などの豆類や卵が使われている、多くの食材を少

しずつ入れることで栄養に偏りがないようにしてい

る、醤油やみりんなどの発酵調味料を使用している、

出汁を使って塩分を抑えている、などがあげられる。

また、出汁には味噌などが使われていた。 

 

2フィールドワーク 

1975 年型の日本食に多くの発酵食品が含まれて
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いることに着目し、発酵食品の健康性について調べ

るために秋田県総合食品研究センターでフィールド

ワークを行った。 

その結果、発酵食品には、「レジスタントスターチ」

という食物繊維がコレステロールをからめとり、コ

レステロールの吸収を抑えることで、肥満を防止す

るというはたらきがある。（図 4参照） 

 

 

 

 

 

 

    レジスタントスターチ（食物繊維） 

    コレステロール 

図 4 コレステロールを絡めとる食物繊維 

 

また、レジスタントスターチ以外にも健康効果の

期待できるものが発酵食品には多く含まれている。

具体的には、漬物に含まれる乳酸菌と納豆に含まれ

る納豆菌の腸内環境を整え、免疫力を高めるはたら

きや、酢に含まれるビタミン Bの代謝を促進させ、

太りにくい体をつくるはたらき、納豆や豆腐、味噌

に含まれるイソフラボンの悪玉コレステロールを除

去し、ガンのリスクを下げ、生活習慣病を予防する

はたらき、納豆や味噌に含まれる天然アミノ酸の一

種である GABA の抗ストレス作用によるストレス解

消などが挙げられる。 

（すべてがわかる！「発酵食品」事典（＊5）より） 

しかし、発酵食品には、独特のにおいやクセがあ

り、それが原因で受け入れにくいという現状がある。

この問題はフィールドワークで発酵食品と日本酒に

よる「マスキング」という反応で解決できると分か

った。マスキングは化学式では以下のように示され

る。 

 

R-NH₂+H₂SO₄→(R-NH⁺₃)₂SO₄ 

 

これは発酵食品のもつアンモニア R-NH₂に日本酒

のもつ酸 H₂SO₄が中和反応を起こすことで、中性の

物質(R-NH⁺₃)²SO₄すなわち、緩和されたにおいにな

ることを示している。 

3日本とアメリカの日本食の価格比較 

発酵食品の短所を日本酒でカバーできることが分

かり、私たちは日本食を日本酒とともに売り出そう

と考えた。そこで、実際にアメリカではどれ程の値

段で日本食が販売されているかを調べ、日本での販

売価格と比較した。ここでは、豆腐の値段を比較し

たところ、日本では 100gあたり約 20円で売られて

いるのに対して、アメリカでは 100gあたり約85円、

約 4倍で売られていると分かった。 

 

Ⅳ 結論と仮説 

1 仮説の検証  

私たちの「発酵食品に健康有用性があり、アメリ

カの肥満の改善に効果的なのではないか」という仮

説は都築先生の論文により、日本食は健康に効果的

であることが分かった。 

その中でも発酵食品にはかなり多くの健康成分

が含まれており、アメリカの肥満に対して効果的で

あるといえる。 

また、日本食には肥満の改善作用以外にも多くの

健康作用があるということも分かった。 

 

2 日本食の宣伝方法 

発酵食品に健康作用があることは分かったが、発

酵食品にはアメリカで宣伝することに関して問題

点が 2つ挙げられる。 

(1)味、食感 

健康有用性がある発酵食品の多くは味や食感に

癖があり、小さいころから食べなれていない海外の

人々は食べることに抵抗を感じるという問題点も

挙げられたが、その点に関しては先ほど述べたマス

キングの作用によって解消できることも分かって

いる。 

さらに、日本酒をアメリカの人々に受け入れても

らいやすくなる利点としてパーカーポイントが挙

げられる。 

パーカーポイントとは、世界で大きな基準となっ

ているワインの評価で、1978 年から現在まで続い

ている。 

34



 

 

図 5 パーカーポイントによる値段の変化 

 

同じ銘柄のワインでもパーカーポイントの評価

点が異なれば値段大きく変わる。 

2007 年には 92 点で約 57000 円だったワインは、

2009年には 100 点で約 180000 円になった。(図 5) 

この世界に対して大きな影響力をもつパーカー

ポイントが 2016年から日本酒の評価を開始した。 

これには日本から約 800本の日本酒が参加し、その

うち 78本が 90 点以上を獲得した。 

これらの評価はアメリカのみならず多くの国に

影響を与え、日本酒のさらなる海外進出に繋がると

考える。 

また、近年の日本酒の輸出を見てみると、輸出額

は 2013年に初めて 100億を突破した後、2015年に

は 140 億と急増し、この 10 年で 3 倍の伸びとなっ

ている。中でもアメリカは全体の約 26％を占め、

最大の輸出先となっている。 

（財務省「貿易統計」より） 

よって、アメリカの肥満を解決するためには日本

食のみで輸出するのではなく日本食と日本酒を合

わせて宣伝することが最適なのではないかという

結論に達した。 

(2)値段 

アメリカにおける日本酒の値段は輸送コストや

中間マージン 1)等により日本国内で購入するとき

に比べ割高になってしまう。 

小売価格では日本の 1.5倍から 3倍に、飲食店で

はさらに割高となる。 

このように日本酒が高価格だと、継続的に日本食、

日本酒を購入するのは難しいのではないかと考え

る。 

この問題点に対して私たちは、宣伝の主な相手に

富裕層に絞ることで解決できるのではないかと考

える。  

その利点として、比較的高価でも購入してもらえ

る点がある。 

日本酒の美味しさをアメリカの人々に知ってもら

うには、品質の高い原料と正しい品質管理が必要で

ある。 

これらには多大なコストがかかるため、1本あた

りの価格はどうしても上がってしまう。 

そのため、富裕層に対象を絞ることで高品質な日

本酒を飲んでもらい、美味しさを理解してもらうこ

とが最優先だと考える。 

(3)宣伝 

私たちはこの取り組みを強化していくために秋田

県との提携が必要だと考え、調べてみたところ、秋

田産の枝豆を県の事業として海外に宣伝していた前

例があることが分かった。 

シンガポールにおける秋田産枝豆の販路拡大を図

るために、現地の日本食レストランでは枝豆を使っ

たメニューを試し売りしてもらい、スーパーマーケ

ットでは試食会を行った。（＊6） 

このように県の事業として取り組んでもらうには

関係機関の理解が必要だと考える。 

そのために日本食の材料を製造する JA あきた、日

本酒を製造する秋田県酒造協同組合、企画を執り行

う秋田県庁に提案することが必要である。 

これからは私たちの提案が受け入れてもらえるよ

うに PRしていきたい。 
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精密農業を用いて食料生産量を上げる 

Increasing yield of crops by using “Precision Agriculture” 

 

伊藤 雄大， 進藤 魁人， 進藤 大瑚， 近藤 大斗  

秋田県立秋田南高等学校 2年 グループ 7   

 

現在、世界人口は 70 億人を突破し、今後も増加し続けることが予想される。こうした状況で地球の限

られた農地では、食料不足が今後さらに深刻な問題になることが考えられる。本研究では、この問題を解

決する方法として「精密農業」に着目した。GNSS 自動操舵田植え機やドローンを用いた「精密農業」を

行うことにより、農地あたりの作物の収量を上げるにはどのような方法があるのか研究した。それらの農

業機械を用いた現状を調査し、それに応じて必要な対策・対応をすれば、収益を 15～30％上げられるこ

とが分かった。私たちは、かつて米作日本一競励事業 1)で 10a 当たり 1052kg を収穫し、日本一になった

秋田県から、こうした技術を食料自給率が低い我が国はもとより発展途上国をはじめとする食料不足の地

域へ発信することを提案する。 

 

 

キーワード：食料不足、精密農業、GNSS、ドローン 

 

Ⅰ 問題の所在 

（1）世界の食料生産事情 

 現在、先進国の間では、農業機械を導入すること

で、効率よく食料生産を行っている。一方で、発展

途上国では機械などを使用せず、自らの手で農具を

使って食料生産を行っている所が多い。 

 今後、世界的な高温や干ばつなどの気候変動、地

球温暖化やエルニーニョ現象、ゲリラ豪雨などで洪

水や平均気温の上昇が起き、農業をするにあたって

厳しい環境が出現し、食料不足を引き起こす可能性

が高いと考える。 

（2）世界の現状と農業 

 ①人口増加 

  2015 年の世界の人口は約 76 億人である。しか

し、国連の予測によると、2050 年には約 97 億人

に、2100年には約 112億人にまで増加するといわ

れている。また、それに伴い 2050年には、現在の

1.7倍もの食料が必要だともいわれている。 

②食料不足の実態 

  現在、さまざまな取り組みと努力によって、食

料不足解消が図られている。実際に中南米地域で

は経済成長と社会計画を進めることで食料不足問

題を解決したという。しかし、いまだに多くの地

域の人々が食料不足で苦しんでいる。アフリカで

は、24か国が食料危機状態にある。特にサハラ周

辺においては厳しい状況が続いている。南アジア

については、2億 8100万人もの人々が飢餓に苦し

んでいる。 

 

Ⅱ 問題の背景 

発展途上国では農業に従事している人の割合が

高い 2)。

 

図 1 農業に従事している人の割合 

また、「世界食料農業白書 2014 年報告」のなかに世

界の農家の割合を地域や所得グループ、規模によっ

て示したデータがある(図 2)。そこで農家の割合を

農地の規模別に示しているものをみてみると、全世

界約 7割の農家が 1ha未満の農地で栽培を行ってい
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る小規模な農家である 3)。 

 

 

図 2 規模別農家割合 3) 

 

そのため発展途上国で小規模農業を行っている農

家は天候不順や自然災害による影響を大きく受け

てしまい、生活するために必要となる量の食料を十

分に確保できなくなっている。また人口増加率が高

い国は主に発展途上国であり 4)、十分な食料が確保

できない上、人口が増加することでより食料不足を

加速させている。この問題を解決するために、発展

途上国の小規模農家が共同して、精密農業をするこ

とによって、さらに一人当たりの農地をひろげ、安

定して今よりも多い収量を得られるのではないか

と考える。 

 

表 1 世界・人口増加率ランキング(IBRD版) 3) 

順位 国または地域 人口増加率（％） 

1 オマーン 9.175 

2 カタール 5.602 

3 南スーダン 4.145 

4 ニジェール 3.854 

5 クウェート 3.568 

 

食料生産のために様々な農業機械や技術を取り

入れている国は多く存在している。例えばアメリカ

合衆国、イギリス、フランス、オランダ、オースト

ラリア、ニュージーランドなどである。アメリカな

どの経営規模が大きい農場では、先進的な農業機械

や技術を用いることで、適切な量の肥料・農薬を散

布するため余分な散布をなくしコストを削減する

ことが可能となっている。アメリカの大学では柑橘

類、サトウキビ、トマト、シュガービート、コット

ンなどを精密農業で栽培する研究が行われている。

また中西部のコーンベルトでは収量計測や土壌分

析、人工衛星によるリモートセンシングなどが行わ

れている。 

このように農業機械や先進技術を用いた農業は

先進国の様々な地域で様々な形で行われているが、

発展途上国と呼ばれている国の多くでは、前述した、

規模が小さい、収量が低いことなどの理由からこの

ような形態の農業が行われていないと考えられる。 

 

Ⅲ 仮説 

食料不足問題解決のために、私たちは精密農業を

広めることを提案する。精密農業とは、ある程度の

大きさの田や畑などの農地を仮想分割し、その区切

られた区画の毎に区画にあった施肥量などを変化

させ全体として、最大の収穫を得るという考え方で

ある。農産物の生産者は、1 枚の田や畑といった大

きな範囲で、収量の多少を判断する。しかし、精密

農業は、1枚の田や畑を分割し、その区画内で収量

の多少を判断する。細かく区切る理由は、1枚の田

や畑の中でも、土壌の状態すなわち土塊の大きさや

養分の多少や水はけ作物の生育状態、病気や害虫の

発生状況などが異なり、それらが 1 枚全体の田や畑

の収量に大きく影響を与えるからだ。区画ごとの精

密な管理を行うことにより、収量が少ない原因を取

り除くことができ、どの区画でも最大の収量を得る

ことにつながり、農地全体としての収量増加が見込

まれる。あわせて、肥料や農薬などの無駄がなくな

り、生産コストを減らすことが可能になる。 

また、作物の生育状態をセンシングしながら、施

肥したり、害虫や病気の防除のために農薬を散布し

たりすることで、それらの被害を防いで収量を保つ

ことができ、世界的な気候変動にも対応した農業を

することがより可能になっていく。 

 精密農業を日本国内だけではなく、海外、特に深

刻な食料不足が予想される発展途上国で普及させ

たいと考える。 

 

Ⅳ 仮設―精密農業の方法 

(1)GNSS自動操舵田植え機 

GPS とはグローバルポジショニングシステムの略
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称で、複数の人工衛星から発信される電波の到達時

間差から、地球上の位置を算出するシステムである。 

 

 

図 3 GPSの仕組み 

 

GNSS とはグローバルナビゲーションサテライト

システムの略称で、GPS 衛星等の人工衛星が発信す

る信号と地上に設置した基準局が発信した補正情報

を組み合わせて、地球上の現在地を測位するシステ

ムである。この 2つは似ているが、比較すると、GNSS

の方が位置情報の精度が高い。 

 

 

図 4 GNSS の仕組み 

 

GPS を利用すると、位置情報のずれは、現在地か

ら半径約 5ｍ以内の範囲だが、GNSS を利用したそれ

は、直進で±2cmの精度で収まる。 

 現在、秋田県大潟村で実証研究が進められている

GNSS自動操舵田植え機を例に取り上げる。GNSS田植

え機の利用には 2つの利点がある。 

①GNSS自動操舵田植え機の上部に受信機（図 5）が

あり、田植え機の位置情報を取得する。また、GNSS

を利用した田植え機の自動操舵を可能にするモータ

ー内蔵ハンドルと仮想の線の上を正確に走行するた

めのコンピューターおよびコントローラー（図 6）

が付属されている。 

 

 

図 5 受信機 

 

 

図 6 モーター内蔵ハンドル 

 

この田植え機を利用する利点は自動で一直線に走

行することが可能なことである。入手した位置情報

を利用することは、地図上に仮想の線を引くこと、

その線の上を精度高く直進することを可能にする。

行きの行程と帰りの行程のつなぎ部分の条間は田植

え機が精度よく直進することができないと広くなっ

たり狭くなったりするが、位置情報を利用すること

で、この条間を精度高く一定にできる。図 7は自動

操舵を用いて田植えをした田と自動操舵を用いず田

植えをした田の収穫後の写真を比較したものである。

これを見ると、自動操舵を用いた方が自動操舵を用

いてない方よりも一直線に走行していることがわか
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る。このように GNSSを利用することにより、正確な

田植え、施肥をすることを可能にする。 

 

図 7 GNSSと従来の田植え時の軌跡の比較 5） 

  

②一般的には代かき後田植えをする前に排水をして

水位をさげる必要がある。それは、次の行程のつな

ぎの条間を一定に保つための目印として、マーカー

と呼ばれるものを使っているからだ。（図 8） 

 

 

図 8 マーカー 

 

マーカーは、土壌表面を回転しながら土を少しえ

ぐるようにして目印をつけるものだが、田の中に入

っている水の水位が高いとうまくえぐれなかったり、

目印が水の上に出ていなかったりするために見えな

くなる。こうなるとマーカーが役に立たなくなり、

補助者があぜから田植え機の走行位置にポールを立

てて、補助したり、オペレーターの経験と勘で走行

したりする必要性が出てくる。そのため、田植えの

前に水を排出しなければならない。しかし、その排

出される水には、もともと土が含んでいた養分や事

前に散布した肥料分などが溶けている。よってその

水を排出することは養分の無駄となるばかりでなく、

河川や湖などの富栄養化を引き起こす。富栄養化が

進行すると、アオコ等の発生の原因になりうる。実

際に、大潟村の八郎潟残存湖では、農地から排出さ

れた水による富栄養化が原因とみられるアオコの発

生がたびたび発生している。GNSS 自動操舵田植え機

は自動で直進運転をするので、マーカーを使う必要

がなく、田植え前の排水が不必要である。よって、

GNSS自動操舵田植え機を利用すると、肥料分の流出

防止などによるコスト削減と環境保全をすることが

できる。 

 

(2)ドローン 

 これまで田や畑の上空を飛行してセンシングや農

薬・肥料の散布には、農業用無人ヘリコプターが使

われてきた。近年、多翼の UAV(無人航空機)として、

ドローンが実用化された。ドローンの特徴はこれま

での農業用無人ヘリコプターと比較すると、1／10

程度の低価格で入手でき、簡単に操作が可能である。

また、農業用無人ヘリコプターと比較すると、多翼

で安定した飛行が可能なため、高精度な空撮などの

作業をすることが可能である。 

空撮の利点は地上で見るよりも田や畑全体の生育

状況や病気の有無、水の過不足といった情報を入手

することができる。特に田や畑の中央部分は人が中

に入らないと情報入手が不可能である。また、空撮

写真の一部分に着目することで、鮮明かつ精密に作

物の状態を観察することができる。 

 

 

図 9ドローンからの空撮で圃場の生育状況を判断 

 

Ⅴ 仮説検証 

朝日新聞社が主催して（農林省が支援）1949 年か

ら 1968 年に実施された米作日本一競励事業による

と、水稲の最高収量（秋田県の農家、工藤さんの記
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録）は 1960 年に記録された 10a 当たり、1052kg で

あった。これは 2017年の全国平均収量（532kg）の

約 2倍である。このことから、現在よりも収量を上

げることが十分に可能であることがわかる。では、

精密農業の導入はどのように収量を上げるのか。 

GNSS自動操舵田植え機は、先に述べたように GNSS

を使って取得した位置情報をもとに直進走行し、セ

ンシング、田植え、施肥を行うことができる。GNSS

を利用して誤差±2cm 程度の高精度な位置情報を取

得する。その情報をもとに田の中を直進走行する。

手動で田植え機の転回および走行をすると、田植え

機の行程間の条間を一定に保つことはほぼ不可能で

ある。しかし、コンピューターは、高精度な位置情

報を利用して条間をほぼ一定に保つ。条間を一定に

保つことは、一株の稲が根を張れる領域や生育する

空間を一定にしてすべての稲の生育具合を整え、病

気や害虫の発生、拡散を防止することにつながり、

ひいては、収量増加につながる。 

GNSS から取得した位置情報と肥沃度センサーを

組み合わせれば、田内でどこの肥料が十分でどこが

不足かを知ることができる。これをもとに、施肥量

を決定すれば、コンバイン収穫時の作業能率低下の

原因となる稲の倒伏を防ぐことが可能となり、さら

に田内どこでも肥沃という状態を生み出すことがで

き、収量増加につなげられる。GNSS自動操舵田植え

機の前輪に肥沃度センサーを取り付け、コンピュー

ターにその区域が一定量の肥料を含むためにどのく

らい肥料をまけばいいのかを計算させると、田植え

機後方に取り付けた可変施肥機を利用して、施肥し、

田のどこでも過不足なく肥沃にすることができ、収

量増加につなげられる。このアイデアは、ヰセキ農

機で実用化されている 6)。 

 

 
図 10 自動操舵田植え機を用いた田植え 

また、自動で直進走行ができることによって、田

植え前に排水をしなくてもよい。東北農政局が水田

の水管理及び施肥方法の違いによる流出負荷軽減の

効果について 7)という文章を出している。この文章

では、排水がどのくらい田内の肥料分を流出させる

かについて書かれている。これによると、節水した

り、排水の回数を 1回減らしたりすることによって、

肥料分の流出を大幅に抑えることができることがわ

かる。 

 

 
図 11 代掻き回数による排水量と負荷量(窒素、リン) 

 

私たちはこのことから、代掻き後に 1度も排水を

せずに田植えをすることができるのは大きなメリッ

トだと考えた。土壌がもともと持っている養分や肥

料で水に溶けたものを田の外に流出させないため環

境保全につながり、その肥料分を稲が使うことによ

って、追肥の量を減らすことができ、ひいては、コ

スト削減および収量増加につながると考える。 

ドローンからは空撮画像を通して情報を取得でき

る。一言に空撮と言っても様々な空撮がある。水分

量を解析できるカメラやサーモグラフィカメラ、一

般的なカメラを使っての真上からの空撮や角度を付

けたうえでの空撮などだ。これらのデジタル空撮画

像は、データを加工することによって、さまざまな

情報を読み取ることができる。ここでいう加工とは、

明暗やコントラスト調節、3D 画像の生成などだ。こ

れらの加工によって、田が大きくなるほど困難にな

る田中央部の稲や真上からではわからない稲の根も

と、重なってしまって分かりづらい葉の状態を確認

することができる。また、田の区画毎の水分量・温

度を測定すること、稲がどのくらい盛んに光合成を

しているかも測定することができる。これらの情報

からは、稲が今どのような状態にあるのかを分析す

るのに役立つ。稲がどんな生育状態にあるのかを把
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握したうえで、肥料、除草剤等の薬剤をまくなどの

対応をすれば、肥料や農薬の効率的な利用や収量増

加につながるのは間違いない。実際に、ヤンマー株

式会社の調査では、ドローンによるセンシングに基

づいた精密農業を行うと、収益を 15～30％上げられ

ると試算している。8）しかし、精密農業の実践例は

まだ少ないため、今後より多くのデータを集めて、

どのくらい収量が上がるのかについて調べる必要が

ある。 

 

 

図 12 生育診断マップの例 

 

Ⅵ 結論 

（1）課題 

 これまで精密農業について提案してきたが、説明

してきた機械を導入するための費用が高額である

という課題が残る。 

 GNSS 自動操舵田植え機は、GNSS による位置情報

を得るための設備に現状では 200 万円程度の追加

費用がかかる。 

また、ドローンを用いて日中に空撮を行った場合、

撮影日や時刻が異なると正確な色が判別できない

という課題が発生する。これは、雲の有無、太陽が

刻々と移動して高度が変化し、植物やその周りに当

たる光の向きや量が絶えず変化し続けることに起

因する。色が判別できないと、正確なデータを集め

られなくなるため、大きな問題であり、現在、研究

が進められている。 

（2）解決方法 

GNSS による位置情報を得るための設備は複数人

での共有が可能である。GNSS による正確な位置情

報を得るための基準局は、発信源から約 10ｋｍ離

れていても安定して受信できる(7 階の建物の屋上

にアンテナを設置した場合)。このことは、1 つの

集落が GNSS による位置情報を得るための設備を共

有できる可能性を示している。私たちは、多くの人

が 1 つの機械を共有することによって費用の負担

を減らすことができると考える。さらに、共同で

GNSS 自動操舵田植え機を利用して機械除草および

追肥をすることで、コスト削減につながると考える。

機械除草とは、田植え機の後方の田植えをするため

のユニットを機械除草専用のユニットに交換して、

爪が付いたローラーのようなもので除草するとい

うものだ。機械除草は、雑草を減らし、収量にも大

きな影響を及ぼさないことが証明されており 9)、除

草剤の使用量を減少できると考えられる。また、減

農薬の米は付加価値がついて高く販売できる可能

性がある。 

私たちは機械除草をするのと同時にセンシング

と追肥を行うことも提案する。これは機械除草の回

数分だけ、稲の生育に合わせて精密に施肥する回数

を増やすことにより、田内の肥料分を均一に保つこ

とができ、全体としての収量増加につながると考え

る。また、農業機械は 1年を通して使用するのでは

なく、種類により使用する時期が決まっており、あ

る時期(田植え機なら 5月頃)しか使用しないが、コ

ントローラー、受信機は 3～4 月に田を耕すトラク

ターや 9～10 月に稲を収穫するコンバインなどに

付け替えて使用できる。トラクターに付け替えたと

きには、自動走行によって、オペレーターの負担を

大幅に減らせるほか、夜間の作業などにより、効率

が上がると考えられる。加えて、GNSS による位置

情報を使って田の等高線図を作れる。等高線図は、

均一な田植えや田植え時間の短縮のための田を均

平に保つこと、水の流れの特徴を分析することに役

立つ。一般的に異常高温および低温時には田内の水

位を上げたり、下げたりすることによって稲を守る。

その際に水の流れの特徴と水温データを使用し、溝

などを作って田全体の水位、水温を一定に保つこと

ができれば、田全体の稲を守ることができると考え

られる。コンバインに付け替えると、自動走行して

オペレーターの負担を減らせるのはもちろん、どこ

でどのくらいの収穫量を得られたかや、刈り取った

籾の水分量のデータを取得できる。これらのデータ

は、籾の乾燥作業や来年の耕作計画を立てるのに役
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立つ。よって、GNSS の設備を利用して、より省力

化でき、より効率的な農業ができると考えられる。 

ドローンの空撮画像の色を判別するための方法

として、夜間の飛行を提案する。日没後、ドローン

のライトを点灯させ、空撮を行うことで、ドローン

のライト以外の光の影響を最小限に抑え、より正確

な色を判別することができると考える。これにより、

作物の生育状況が正確に測定できる。ただし、現在、

ドローンをはじめとする無人航空機を日没後から

日の出前に飛行させるためにはあらかじめ地方航

空局長の承認を受ける必要がある。実際に申請をし

て、ドローンでの夜間飛行の許可を下ろした事例が

複数ある 10)ため、申請をすることによって許可をも

らえるとよいと考えている。 

（3）どう精密農業を広めていくか 

 発展途上国に精密農業を伝える前に、精密農業が

収量を上げることができることを実証する必要が

ある。かつて米作日本一競励事業で日本一となった

秋田県で実験を重ね、精密農業によって収量を上げ

ることができることを実証し、発展途上国に広めた

いと考える。 

現在、耕作が行われている農地で、精密農業によ

って、単位面積当たりの収量を上げられれば、今よ

りも狭い範囲で同じ収量を上げることができる。そ

してその余った農地と労力で商品価値の高い作物

を栽培することで、農家の収入を上げられる。これ

により、精密農業のための設備へのコストを回収し

ていくことができると考える。 

これには、秋田で行った精密農業が広める先の地

域の環境や栽培する作物に適応するかの実証が必

要だが、その場に適した環境に応じて、最適な栽培

管理が可能となる精密農業であれば、収量・収入を

上げることができる。 

技術の面では、ドローンは現在、スマートフォン

と連動させた操作が可能なため、比較的容易に作業

を行うことができる。私たちも秋田県立大学でのフ

ィールドワークでドローン操作の体験をしたが、農

業体験のない高校生でも比較的容易に操作ができ

た。 

課題はコストであるが、発展途上国では国からの

補助金等の利用を提案したい。発展途上国では、補

助金の多くが工業面に与えられ、農業面のそれは少

ないところが多い。しかし、食料不足問題が深刻化

しつつある現在では、農業にも補助金を増やし、食

料不足問題の解決を図ることの必要性に迫られて

いる。私たちはその補助金を利用し、機械化と精密

農業の導入ができればよいと考えている。 

（4）今後の展望 

精密農業は、日本では北海道の畑作農業で GPSの

利用が進みつつあるが、各種センシングを活用した

収量向上などについては、実験段階であるといえる。

そのため、精密農業を世界へ広めるためにはまず、

実験を進めて、データを集め、精密農業はどの程度、

作物の収量を上げるのかを示す必要があると考え

る。それが示されて、日本中で普及したとき、はじ

めて自信をもって世界へ発信できる技術として成

り立つと私たちは考える。よって、何を精密管理す

ると、どのくらい収量が上がるのかを実験していく

ことが技術を発展させ、世界に発信するための第一

歩だと私たちは考える。 

加えて、精密農業を既存の農法と組み合わせるこ

とも作物の収量を上げる 1つの方法だと考える。組

み合わせる既存の農法の候補として、密播疎植 11)

を次年度の研究として取り上げたい。密播疎植とは、

育苗の際に一箱に多く種籾を播くことで苗箱数を

減らす技術である。通常、一枚の苗箱に播く種籾は

130～180ｇである。それに対して、密播疎植では一

枚に 220～250ｇの種籾を播く。この技術の利点は

通常の農業方法と比較すると、省力・低コストで通

常の農業方法で同量の収量を得ることができる。精

密農業と密播疎植を組み合わせることによって、安

定かつ多くの収量を得ることができると考える。そ

れらをどのように組み合わせていくかを研究の一

つとしていきたい。 
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6/02/gps-image.jpg?w=738（最終閲覧日:2018年 2月 5

日) 

図 4 http://www.magellan.jp/item/img/img151fi1239_1 

.png（最終閲覧日:2018年 2月 5日) 

5）進藤 魁人 撮影 2017 年 10月 3,15日 

6) ISEKI アグリサポート より 

7) 水田の水管理及び施肥方法の違いによる流出負荷軽

減 の効果についてより作成. 

8) 日本経済新聞.空から診断・追肥 ヤンマー、ドロー

ンで農作業を変える より 

9) 米ぬか土壌表面処理と機械除草の組み合わせによる

無除草剤水稲栽培技術、機械除草の時期および回数が

コナギの抑草効果と水稲収量に及ぼす影響など. 

10) 【最新】ドローン許可申請専門サイト 

11) ヰセキの営農情報:密播疎植栽培より 
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