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篠山市における丹波黒産地の形成過程と現段階における課題

1. はじめに

丹波黒は，正月のおせち料理に用いられる黒大立と

して，今や全国に広く知られている.丹波黒の特徴は，

黒大豆としてはill:界ーといわれる粒の大きさと，その

丸く美しい形状，柔らかく独持の歯ごたえがあり

しいことにある. こうした正月用の煮立として市場で

おく評価されている丹波黒は，その発祥の地である兵

庫県篠山市で主として生産されている.

篠山市 (1日多紀郡)における黒大豆生産の歴史は

古く， 1799年の『丹波国大絵区lJiに，丹波医11::'，産

として黒大豆が記載されている.多紀郡における黒

大立の栽培面積は，昭和初期に 20ha， 1960年頭

10 ha であり，米の生産調整が始まるまでは1O~

20 haの規模で推移してきた. 19714に米の生産調

整が本格的に始まると収益伎の高い転作作物として

注目されるようになり，丹波黒(乾物)の栽培面積

は 1970年の 10haから 2006王子の 557haへと 36年

間に 55倍へと飛躍的に拡大したり.現在，丹波黒

の栽培面積は，米の生産調整面積の約 3説を占めて

いる. 2005年における篠山市の農業粗生産額は 61

億 9，000万丹であるが，雑穀・豆類は農業粗生成額

の27%を占めており，黒大豆は米についで大きな

割合を占めている

丹波黒大豆は篠山市の代表的な特産物であるが，

その栽培農家はほとんどが兼業農家や年金農業者で

あり，黒大豆生産者は 65~75 歳と高齢化している.

若い泉大豆生産者があまり確保されておらず，産地

の維持が怒念されている.そこで本研究では，篠山

市における丹波黒大豆の産地形成過程を考察すると

ともに， こうした懸念をもたらしている要閣を栽培

技術的な側出，経営経済的な側面から検討する 2) さ

らに，こうした懸念要因を除去し丹波黒産地を維

持する方策について，先進農家の事例や兵庫県農林

水産部，篠山市役所等の取り組みを通して考察する.
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2. 丹波黒の産地形成過翠

(1)篠山市の自然条件と丹波黒の品翠改良

篠山市は， rlJの潟辺を111が囲み，仁1"央の平坦f:ffiは

盆地状をなしている. この地域の気候は，気i誌の年

内格差及び昼夜格差が大きい内陸性気候であり，夏

暑く，冬は寒気が厳しいうえ，盆地特有の放射冷却

により底冷えがする秋から冬にかけては， r丹波霧J

と呼ばれる盆地特有の濃霧が発生する.また， この

地域は昔淑であったといわれ，土壌は粘土質である.

このような気候風土は，丹波黒の成予ぎに非常に適し

てL、る.

丹波地方の黒大豆は，江戸ヰ1}切にすでに名産と

なっており，篠山藩主の青111家は，泉大豆を幕府に

献納していたと伝えられている.気候風土の有利性

に加え，黒大豆を買い支える消費地や城下HlJが近く

にあったこと，さらに，長い間京都の台所としての

役割を果たしてきたことが，丹波黒が磁品作物と

なった条件のーっと考えられる. r篠山町百年誌』

によると，多紀郡では}II~ヒ泉大豆，波部黒大豆とい

う名称で黒大立が栽培されていたが， 1934年に多

紀郡差是会の斡旋により丹波黒大豆生産出荷組合を組

織して，これら 2系統の黒大立を丹波黒大立という

名称に統ーした. これにより，丹波泉大立は，それ

まで町村を単位としていた小地域銘柄から郡単位の

中地域銘柄へと移行した.兵庫県農事試験場は，古

くから丹波地方で栽培されていた黒大豆の在来稜を

取り寄せて比較試験を行い， 1941年に f丹波黒J

と命名し，奨励品種としたーさらに 1987年には，

大粒で粒ぞろいの良い標準系統として「兵系黒3

を選妓した.現在，兵庫県には「波音目黒J，!JII北大

豆ム「兵系黒 3号jの3系統の黒大立があるが，こ

れら 3系統を特に区別せずに「丹波黒Jという名称

で呼んでいる.
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(2)丹波黒産地形成における小田垣荷庖の役割

産地卸商の小国趨商f吉は篠出市における高品質な

丹波黒の栽策技術を普及・伝承する上で重要な役割

を担ってきた. 1868年に創業した小田垣商庖は，

丹波黒の栽培を拡大するため， 自ら農家に丹波黒の

穣を配り，当時はごく一部の集落に限られていた丹

波黒生産の拡大に努めた.さらに， 自らの圃場で試

験を行ったうえで栽培技術の指導も行い，収穫され

た丹波黒は米よりも高い価格で全盛を畏い取った.

さらに小田垣荷屈は，丹波黒の種苗の販売から丹波

fo，1)¥の買取・販売まで一貫して行った

小!万垣商高は，農家に紋密な肥培管理で高品質な

丹波黒を栽培し，収穫量のうちの一定誌を小田滋|窃

!古に出荷することを要請した.高品質な丹波黒とは，

大粒で煮たときの皮切れがなく，食べると I:J'く，独

特のもちもち感がある黒大豆のことをいう.丹波黒

の市場における評価は，主として粒の大きさ，形，

皮切れ，水分糸口ウ粉という 5点に基づいて行わ

れている.丹波黒は主として正月の縁起物のおせち

周の黒大豆として用いられたため，特に外観に気を

つける必要があった. このため，小凶垣荷応は，手

!日j隙かけた栽暗に加え，傷・皮切れの原島につなが

りやすい収穫後の乾燥，脱粒，選別作業には十分に

気をつけるよう農家に要請してきた.

このように小田垣商出の取り組みの特徴は，労働

集約的な方法で高品質な丹波黒を生産することを推

奨している点にある.1999年には「本物の巣立の会j

を立ちとげ，小間垣泌応の意向に賛同する生成者ら

に技術指導を行っている.参加者数は 40~50名 C'，

天日乾燥，手ガチでの脱粒等背ながらの作り方で丹

波黒を生産している 「本物の黒立の会Jの主な活

動は，年数値!の小田;頃商自主催の講習会であるが，

そのほか，機械(手ガチ機等)の販売も行っている

(3)丹波黒産地形成における農協の役割

本格的な米の生Jlli調整が 1971年に始まると篠山

IHJ農協は，収益性が高い丹波黒を転作作物として栽

培することを農家に奨励した. この結果，栽培而積

は， 1970年のlOhaが 1981年には 249haへと急速

に増加した.生産量が急速に増えるにつれて供給過

剰となった.特に 1981年の大豊作をj切に，生産し

た黒大立が売れないという深刻な事態に焔った.

供給過剰という事態に直面し，篠山町ー農協は丹波

黒の新たなrll場開拓に本格的に取り組んだ 主要な
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取り組みは，第一に，小売向け丹波黒大豆の商品化

がある 篠山町農協は，それまで問屋向けに 30kg 

の袋入りで丹波黒を売っていたものを，デ、パートや

小売!古向けの 250g入りの袋に変えた.第二に，正

月用の煮立需姿の定着化である.黒大立は火加減や

義の扱いにより煮豆の仕上がりが大きく異なり，料

理が難しいため，商品の袋にNHK料理番組に出演

していた土井勝氏によって考案された煮豆の作り方

を印腕し， より一層多くの消費者が購入・調理しや

すいようにした.さらに当時の丹波祭の主な需要

は関西におけるおせち用煮立であったが，さらなる

需要拡大を狙い，全|請へ赴いてイベントを行い，正

月のおせち料理!に丹波黒の煮豆が欠かせないことを

宣伝した.第三三に，瓶詰め煮立の奴売がある.食の

簡便イヒや働く女性が増加し調理に長時間を要する

黒大豆の需要設を拡大するのは密難であることに注

目し，丹波尽の加工販売にも取り組んだ 当初は農

協が自ら泉大豆の煮立加工を行ったが，大変な手聞

がかかることがわかった.また，不良品を多く作り，

損失を出したため， 自ら加工することを断念した.

その代わり加工業者に委託して瓶詰め煮立を生産

し，農協がそれらを奴売した. これにより，正月だ

けでなく，年間を通して煮立を食べる機会を創出し

t.:.. 

現在， J守波ささやま良協は約 30の業者に丹波奈

の委託加工を行っている.加工業者と良協が共同し

て商品開発を行っているため，良協は丹波県に対す

る Yl~技者のニーズやメーカーの持っている知識を吸

収することが可能となっている.篠山市では丹波黒，

111の苧，丹波架等の特産物を目玉とする観光業が発

展したため，農協は委託加工業者と協働して，煮豆

以外の i二J.lifnJの加工品を活発に開発している.観光

客を始めとする最終消費者に飽きられないよう，黒

大豆l床噌や黒豆コーヒーなど，年に 1~ 2品新しい

加工品を開発し，ギフトとして販売している.

丹波ささやま農協は，活力ある農村作りを進める

施設として「県立の館jや「味二i二館J，みやげ物販

売とレストランを含む f特産館ささやまjを建設し，

黒大豆酪品を販売している さらに，農作業体験を

通じて都市住民と交流活動も実施している.

丹波ささやま農協は，丹波黒の栽培促進やその認

知拡大だけでなく， r篠山Jという地域をブランド

イメージに加える活動を篠山市役所や篠山市高工
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会・観光協会等と協力して展開してきた.篠山市は

有名な観光地でもあり，デカンショ祭りや味祭り，

ABCマラソンなど数多くのイベントを行っている.

中でも，丹波黒枝豆や丹波栗，山の芋を中心とする

特i&物の販売，宣伝を行うイベントである「味祭りJ

への観光客入込み数は最も多く，大きな経済効果を

上げている

以上のように，篠山市の丹波黒が正月用として広

く全居から需要され，かつ正月需要をほぼ独占する

に護るには，丹波黒生産者をはじめとして，波部親

子等の篤農家，小田垣商応，農協，篠山市など多く

の主体者がそれぞれに大きな役割を果たしてきた.

3.丹波黒生産における労働ピークと所得

(1)篠山における黒大豆生産の特徴

篠山で生産された丹波黒は，主として篠山市内の

丹波ささやま農協と産地卸商の小田垣高応に出荷さ

れ， これら農協と産地卸から乾物用，加工用として

全聞に販売されている.生産者と流通業者が篠山市

内に立地して，丹波黒の栽域技術や選別技術を伝承

し，大粒で皮切れしにくい高品質な丹波黒を安定的

に供給することにより， 沼本を代表する丹波黒の産

地を形成してきた

しかし，高品質な丹波黒を年内出荷を中心に安定

的に供給することは，一方で，篠山市における丹波

巣の生産を労働集約的で，年末に高い労働ピークを

持つものとした.正月のおせち料理用に販売するた

めには， 12月 25EIまでに出荷しなければならない

が， このことが年末の収穫作業~出荷作業の労働

ピークを大きなものにしている この年末の労働制

約のため，篠山市の差是家一戸あたり丹波黒栽培面積

は岡山県等新興産地と比べ零細なものとなってい

る.また，大粒で，見た目がよく，煮た特に皮が割

れない泉大豆を生産するためには，徽密な肥培管理

を必要としその生産体系は労働集約的な特徴を

もっている.

(2)丹波黒生産における大きな労働ピークの存在

兵庫県における丹波黒大豆の一般的な労働時聞

は， 10 a当たり 156時間で水稲と比較すると約 4倍

の水準にあり，丹波黒生産は労働集約的であること

を示している.表 lは， 10 a当たり丹波黒大豆生産

の作業別労働時簡を表しているが，これによると，

収穫作業と選別作業の労働持聞が最も多い.収護作

業は 11月中旬頃から始まり，正月出荷に間に合う

よう， 12月 25日までに選別を終え，出荷される.

つまり， 11月中旬から 12月後半までの 40日間ほ

どの開に，丹波黒生産に要する労働時間の 60%が

集中している.収穫から選別までの作業に多くの労

働投入を必要とするため，家族経営で栽培できる泉

大豆の栽培面積は制約を受ける. 30 aの丹波黒を家

族経営で生産すると仮定した場合， 11月中旬に収

穫することができれば，出荷までのJlJj聞が約 40日

間あり，この間毎日働くと一日当たり約 7時間の労

働となる.しかし，もし 12月に入ってから収穫し

たとすると，出荷までの EI数は 20日間となり，一

日当たり 13時間の労働となる. このため，農家の

家族労働力を 2人と仮定した場合，栽培面積は 20a 

が上限となる.このように，丹波祭の収穫から出荷

までの期間の長さにより，栽培可能な面積が労働制

約のため規定される，

(3)篠山市における丹波黒大豆の選別作業

選別作業は黒大豆の商品化において重要な作業で

あり，労働投入時間全体の最も大きな割合を占めて

いる.選別の基準は，粒の色，大きさ，織のなさ，

水分準であり，等級は大きい!阪に 3L，2L， L， M， 

Sである.選別は最初に農家によって行われ，その

後，差益協もしくは篠山市内の豆問屋によってさらに

選別される.

選別作業は泉大豆の生産のほとんどを担う高齢者

にとっては鴎難な作業である.大量に生産した農家

は人を雇って選別しなければならない.選別作業の

省力化を進めるために丹波ささやま農協は 2006年

表 1.兵庫県における丹波黒生震の 10a当たり作業別労働時間(時間/10a) 

播種・ 耕転・

育荷 主主i也
防徐 選別 合計

中耕・

培ニk
予俄

乾燥

火力

乾燥

4.5 7 

追肥 葉落し 収穫

156 

移植 脱粒

ハUl
 

12 3.5 14 12 30 12 4 D 42 

資料 兵箆県水田農業振興協議会『兵員i!泉水田差是業再構築指針J平成 18年
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に色彩選別機を導入した. このため生産者は 1kg 

当たり 150円を農協に支払うことにより，選別作業

を農協に委託することができるようになった 2006 

年の色彩選別委託量は，農協の全集荷量の 9分の l

程度にとどまっている.全てを色彩選別機に委託す

ると，選別に必要とされる 10a当たり 42時聞を農

家の年末の作業時間から削減できるので，労働時聞

が大幅に短縮される.

以上より，丹波黒の 10a当たり粗収益は高いにも

関わらず黒大豆栽培間積が30a未満の段家が全体の

87%と大部分を占めている.その主な理由として，

栽培農家のほとんどが第豆種兼業農家であり，高齢

者が主要な生産者であること，さらに，収穫から選

別に至る作業の労働ピークが大きく労働制約が強い

ことが指摘できる.

(4)丹波泉所得による家計費充足率

篠山市における丹波黒生産からのlOa当たり所得

を， 2003年肢について試算してみる 篠山産丹波

尽の 1kg当たり価格を 1，799円， lOa当たり収支士を

185 kgとすると， lOa当たり粗収益は約 33.3万円と

なる 所得本は約 45%であるのでlOa当たり所得

は約 15万丹となる.市内の丹波黒栽培農家の玉f均

J!~大豆栽i有国績は 15.4 aであったので，丹波黒から

の総所得は 23万丹となる.

篠山市の販売農家 l戸当たり平均水田面積は 93a 

であるが，米の減反主容は 43%であるため， 53 aで水

稲を栽培し， 40a I土水稲以外の作物を栽培すること

になる.丹波黒は連作すると忌地現象が生じるため，

2年に l度のベースで栽培されている. 5臼3aで

を栽培したとして， 10 a当たり稲作所得は約 5万門

であるので，水稲から得られる農業所得は約 26.5

万円となる.これに 15.4a当たり黒大豆の所得 23

万円を足すと， 49.5万円となる.農家の家計費は

485万円であるので，米と大豆からの所得では農家

の年間消費支出の約 10%しかまかなうことができ

ない. このため，篠山市における丹波泉大豆の栽培

良家は，家ま|ーを維持するために仰の所得源を求める

ことが必要になる. こうした経済事情のため，丹波

祭大豆の栽培農家の大部分は農外業所得のある兼業

農家か年金所得のある高齢農家となる.

仮に，丹波黒だけで家計支出に必要な所得を得る

ためには 3.2haの丹波泉大豆を栽培することが必婆

となる. しかし収穫~選別作業に大きな労働ピーク

( 39 ) 

があるため労働制約が強く， 1 ha以上の栽培農家戸

数は非常に少ない.篠[11市内で丹波黒大立の栽培面

積が大規模11皆層に属する 50a以上の農家は，丹波黒

大豆生産農家 3，303戸中 75戸にとどまっている

4. 先進農家の事例分析

強い労働制約の下で高品質な丹波泉の生産を農家

はどのように行っているかを 3戸の先進農家を事例

に考察する.

(1) A農家

A氏は現在 60歳代で， 7年前に会社を退職して

農業を始めた.父親の代から小間短海宿とのつなが

りが深く， A氏自身も，小間垣商応の品質保持の考

えに賛同し， r本ものの黒豆の会Jに所j局している

丹波黒は 46.6a (乾物用 44.6a，校立用 2a) に加え，

米， トマト，山の芋などを生産している.

A氏は， 1人で丹波黒栽培の全ての作業をこなし

ているため，移植や選別といったピーク時の労働時

|誌をいかに分散するかが農業経営 kの重要な課題と

なっている. この対策として，丹波黒の揺種を一度

に全てせず，少しづっ時期をずらすことで，市の成

長を分散させている. これにより，移植矧は嬬種を

行った順にずれることになり，労働ピークの分散が

可能となる.また，設も多くの労働投入を必婆とす

る選別作業は，出荷先を小国境商広に絞ることに

よって，年明けまで出荷の時期を延長させて労働

ピークの形成を回避している 年内出荷は 2a弱で

あり，残りは 1~2 月の捕に出荷している.

収穫後の作業は，小田恒商)おの要請に合わせ，刈

り取った爽をビニールハウスの支柱にかけ自然乾燥

させている 脱粒は小田垣商広から購入した予ガチ

機を利用している.これは脱粒機よりも 10倍ほど

の時聞がかかるが， 自然乾燥と手ガチ機の利用によ

り， A氏が作った豆はほとんど傷つかず，水につけ

ても割れにくい

(2) B農家

B氏は， 30歳代のころから泉大豆栽培を続けて

おり，現在 60歳代後半の専業農家である. 2001::tf 

に日本特産農産物協会からマイスターの認定を受け

ている.主要な農業生産は，水稲と丹波黒である.

丹波黒の作付面積 147aのうち種子用が 29.4a，残

り117.6aを乾物用黒大豆と黒大軍枝豆を半々栽培

している.さらに，乾物用丹波祭の作付面積のうち
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5aは，正月用高級煮豆として小出垣街活に奴売す

るため， 自然乾燥と手ガチをしている.労働力の中

心は本人と委の 2人であるが，収穫，選別作業を行

う農繁期には，シルバーセンターから 3~4 人を雇

用している.丹波黒用の農業機械は， 自己}努右の機

械と川北生産組合の機械を利用している.

乾物用丹波黒の約 63%を農協に，残り 37%を小

問垣酪!古やその他の販売ノレートに出荷している.枝

豆は)11北黒大豆校豆生産組合から共再出荷してい

る.農業所得の 51.3%を黒大豆の乾物と校立から得

ている

B氏の経営の特徴は， 自作地に加えて借地により

集積した民地を利用して水稲一水稲一丹波黒という

輪作体系を組むとともに，栽培過程の機械化と乾燥，

脱粒の機械化により省力化に取り組む一方で，乾物

用丹波黒のうち 5aは伝統的農法により栽i脅してい

ることである.

(3) C農家

C氏は，畜肢(平日正|二/][']育)，野菜，丹波然を組み

合わせた複合経営を行っている C氏は，篠iJl市で

最も先進的な小多出生産組合に属している. この生

産組合は，兵庫県の「丹波泉大豆生産振興総合弁j策

を科用して種々な~機しを導入している.現

在は，丹波黒の3!~取りをせず，そのまま乾燥できる

乾燥機の制御盤の導入事業が進められている. C氏

は農機具の自己所有を一切せず，生産組合ないしは

友人の農機具を利用している.これにより良機具の

格納b:1!もいらず，経営授を低コストに抑えている.

C氏の丹波黒の作付而fJllは76aであるが，そのう

ち枝豆が 25a， j乾物用は 51aである.枝豆の組収益

はlOa当たり 60万円，乾物JIj黒大豆の粗収益は

lOa 当たり 40万円である 生産組合の良機兵の利

用とオベレーターによる作業受委託を科用して，年

内の早期出荷を行っているため，民協への黒大豆の

販売価格はかなり高水準にある

以上で、は，丹波黒てと栽指している俊良農家の事例

分析を通して，各農家が泉大豆':1::産における労働

ピークにどのように対tc，しているかを整理した.以

とより，①労働条約的な方法で高品質な黒大立を生

産して，年内出荷にこだわらない小田上豆腐広に絞っ

た出荷をしている A農家，@機械化，省力化した

生産方法と労働集約的な生産方法を組み合わせて大

豆を生産し，生産物を小田垣街活，農協等幾っかに

(40 ) 

分数出荷している B農家，③機械化，省力化した

生産方法により農協への:司三内出荷をしている C農

家という多様な対応が観察された.各農家は，農業

従事者数，農業経営規模，生産組合への加入状況，

生産の機械化の程度等に関する各農家の事情に応じ

て，祭大豆の生産規模や販売先の選択，校立生産と

乾物生産の組み合わせ等多様な対応をしていること

が切らかとなった.

5.今後の丹波黒産地の維持・発展の取り組み

米の生産調整政策の Fで，岡山県，滋賀県等の新

興産地の出現により丹波果、大豆の生産が増加し丹

波黒大豆の需給は過剰傾向にある 3) 特に，篠山産

祭大立が強い競争力をもっ煮豆市湯は成熟化し，煮

豆市場の規模は微減傾向で推移している 篠山市ーに

とってマザー商品ともいえる丹波黒煮立の市場が成

熟段階にあるので，丹波栄枝豆や機能性を生かした

新溜品の開発が産地発展のために求められている

(1)兵庫県農林水産部の取り組み

兵庫県における丹波黒生産設の約半分が篠山市で

生産されている 兵路県民林水産部は県下の丹波黒

の生産振興を図るため，機械化体系のぼ'ii:ilによる栽

培管理労働の軽減に向けた取り組みを進めている.

機械化実制羽を設置し収jj;:や品質を維持しつつ，

省力化が可能な栽培方法を確立するとともに，得ら

れた成果を普及することを計爾している 篠山市と

関係する内容としては，小規模機械化栽培により年

内出荷主ど主体とする丹波黒生産では 2010Ocl三までに

10 a当たり労働時|習を 74.5時間へと削減することを

目指している.現状と比べ，移植機，乗用管理機，

泉大豆刈耳元機，業付き乾燥機，色彩選別機等の利)な

や葉落とし作業の省略により省力化が進められる 1).

(2)篠山市役所の取り組み

篠l11r打は 2006年に「丹波ささやま特産物振興ビ

ジョン 20l0Jを策定した.そこでは，丹波黒の生

産拡大を臼指し，栽培面積の増加1，生産効率の向

上に取り組むとしている. ブランドの構築に関し

ては，高品質かつ省力安定生産による評判作りを

目指すとともに，省力化に向けた取り組みを推進

す巴るとしている.

篠山市役所は丹波黒等の地域特産物を機7袖とした

まちづくりを推進している. 1999年に，篠山市役

所と篠山町農協は共同で地域ブランドの形成を釘指



個別報告論文 ( 41 J 

し弱j と題したパンフレットを作成した. ここ

では，丹波黒，丹波大納言小豆，丹波出の苧を「丹

波篠山の逸品j と位置づけ，篠山の美しい霧と山の

風景写真とそれら特産物の花が朝露に濡れた写真を

殺せることにより，特産物だけでなく「丹波篠山」

というブランドイメージをアピールしている.篠山

市の「伝統文化jや「観光資源jを組み込んだ形で

の特産物を基和bとしたまちづくりを推進することを

構想している.さらに， 2008年度からは食料産業

クラスター事業に取り組み，特産物等を用いた新商

品の開発も計画されている

これまで丹波黒生産者，兵庫県農林水産部，丹波

ささやま農協，篠山市役所，小問題商応号事のコラボ

レーションにより丹波黒の産地が形成され，篠111産

丹波黒のブランドが形成されてきた.丹波黒といえ

ば篠LLiというイメージが全国的に定着してきた.今

後も，新しい環境に適応したブランド形成に向け，

こうしたコラボレーションを一層強化することが求

められている

( 41) 

設 1) 丹波黒生践には乾物(子突)生産と枝豆生産があ

るが，本稿では特に断らない奴り，乾物主主足立を指す

2) 農産物のヨミ産地形成に関する研究は， 1960年代初

頭以降急速に生産規模を拡大してきた果実，野菜，

一部の資産物を対象に進められてきた 主産地形成

に関する研究の多くは，産地の規模の経済，経済立

地，不完全競争に関する側溜にJ焦点を当てている.

代表的な研究に堀田忠夫著『陵地問競争と主産地形

成，1197'1年，明文書房や，沼田忠、夫箸『産地生産

流j酎命，l1995年，大切堂がある 本論文では，こ

うした先行研究の成果を踏まえて，篠iJjrfiにおける

丹波黒の産地形成過程と直面する課題を考察する

3) 丹波黒大主主は，米過剰対策として生産務整政策が

本絡化された 1970年代から， ~JI.主主性が高い転i'F作

物として開閉さと中心に広く栽培されるようになっ

た.丹波黒の作1'1隠filは， 1992:4三からすでに岡山

県が兵隊県を上回り第一位となった 第二位の兵

庫県に続いて京都府，滋賀県，奈川県が統いている.

4) 兵庫県水間決業娠興協議会 f兵郎県水任!農業再構

築指針~水旧民主主の {J}構築を悶指して ~J，平成

18年， 66-67 Jえ
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