
提案内容

提案者名：（独）農研機構 中央農業総合研究センター 作業技術研究領域 大下泰生

提案事項：温暖地における業務用多収品種と省力栽培技術を基軸とする大規模水田高度輪作体系の実証

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果：
①水稲作については、業務用良食味多収品種と、高能率作業体系の導入して生産費を慣行体系地域平均全参入生産

費に比較し４割削減する。
②麦大豆作については地下水位制御、多収品種等を導入して収量水準の向上を図る。
③稲麦大豆３年４作や稲麦二毛作の実施により高い土地利用率を実現するとともに、それらに野菜類を加えた高度水

田輪作体系を構築する。また、ICT・RT技術を用いた高度作業体系を営農現場で実証する。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：150,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 80,000 ）

１日目１－１（関東）

様式２

研究･実証地区：千葉県横芝光町、茨城県桜川市、埼玉県熊谷市、愛知県安城市、三重県津市、滋賀県甲賀市

平成２６年度概算研究経費（千円）：90,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 60,000 ）

◆業務用野菜の機械化一貫栽培体系

マルチステージ苗移植による長ネギの
高生産技術体系の実証
底面吸水育苗、部分施肥技術等による

キャベツの高位安定栽培技術の実証

高機能基盤整備地区等における
大規模水田高度輪作体系の実証

簡易土壌診断法

多収良食味新品種 大型不耕起播種機

◆業務用、加工用多収品種の活用

良食味多収水稲品種「あきだわら」等を用
いた乾田直播や密乳苗疎植栽培
小麦「さとのそら」等を用いた後期重点追

肥による多収栽培等
「里のほほえみ」等、多収で機械収穫適

性のある大豆品種の栽培
不耕起播種機等を用いた大型機械体系

投入する
個別技術

新品種を用いた省力・低コスト
水田輪作体系を実証

温暖地の各地に導入品種や技術体系の
異なる実証地区を設定（千葉県、茨城県、
埼玉県、愛知県、三重県、滋賀県）

マルチステージ
ネギ苗移植 底面吸水育苗

コンバイン協調作業

省力栽培によ
る野菜の機械
化一貫体系の
実証

ICT・RT技術の実証
水稲密乳苗疎植栽培

◆ICT・RT技術活用による先端技術・情報活用

作業能率を高める直進アシスト作業の実証
コンバイン等の無人＋有人協調作業の実証
大規模水田営農を支援するGIS栽培管理・経営管

理技術の実証
スマート田植・追肥同時生育診断システムの構築
簡易土壌診断法による効率施肥技術の実証



温暖地における業務用多収品種と省力栽培技術を基軸とする
大規模水田高度輪作体系の実証（実証地の特徴と投入技術）

実証地
千葉県横芝光町

（農）アグリささもと

茨城県桜川市
（有）イワセアグリ

センター

埼玉県熊谷市
（有）中条農産

サービス

愛知県安城市
（農）高棚営農組合

三重県津市
（株）前川農産

滋賀県甲賀市
（有）るシオールファーム

担当機関 中央農研・千葉農林総研・石川農セ
茨城農研・中央農研・

京都大学
埼玉農総セ 愛知農総試・農工研

三重農研・
中央農研

滋賀農技セ･中央農研

輪作体系 水稲・麦類・大豆３年４作＋野菜類
水稲・麦類・大豆

３年４作
稲麦二毛作 水稲・麦類・大豆２年３作

水稲・麦類・大豆
３年４作

水稲・麦類・大豆３年４作
＋野菜類

実証地の
特徴

地下水位制御システムによる高機能基
盤整備地域において、稲・麦・大豆の高
生産と野菜作の組み合わせによる高度
輪作体系

耕うん同時畦立て播種
による湿害回避技術を
用いた稲・麦・大豆輪作
体系

稲麦二毛作による土
地利用率200％の体
系

GPS制御による高精度圃場

管理＋排水対策技術を組み
合わせた稲・麦・大豆輪作体
系

小明渠浅耕播種
による湿害回避
技術を用いた稲・
麦・大豆輪作体系

不耕起播種を用いた稲・麦・
大豆の省力体系と野菜作を組
み合わせた輪作体系

水稲

・不耕起乾田直播栽培
を用いた水稲の高生
産・省力低コスト化技術
の実証

・良食味多収品種（あき
だわら・ふさこがね等）
の特性に応じた栽培管
理技術の実証

・品種「ふくまる」等多収
品種の実証

・「彩のきずな」等の
品種を用いた密乳苗
疎植技術

・GPSレベラによる高精度・省
力的均平技術

・良食味品種「あいちのかお
りSBL」を用いたＶ溝乾田直
播技術

・小明渠浅耕播種
による「みえのえ
み」等の多収品種
を用いた乾田直
播技術の実証

・「ゆめおうみ」等多収品種を
用いたＶ溝乾田直播技術

麦類

・地下水位制御システムを活用した「さ
とのそら」の高位安定栽培・簡易土壌診
断に基づく生育診断を実施

・「さとのそら」を用いた
土壌・生育診断に基づく
施肥技術の開発

・「さとのそら」の多段
施肥による高生産技
術と二毛作への適用

・水稲後小麦作切換え時の
GPS制御による営農排水促
進技術

・めん用小麦「きぬあかり」の
高品質多収栽培技術

・小明渠浅耕播種
による「さとのそ
ら」の後期重点施
肥による高生産
技術

・パン用小麦品種「ミナミノカオ
リ」を用いて、徹底した排水対
策と施肥対応技術による多収
化と品質安定を実証

大豆

・改良型不耕起播種機による省力播種

・地下水位制御システムと不耕起栽培
による「里のほほえみ」の省力高位安
定生産

・改良型耕うん同時畝立
て播種機による湿害軽
減

・「フクユタカ」の早播き・摘心
による多収栽培技術

・「フクユタカ」の
小明渠浅耕播種
による湿害軽減・
多収栽培技術

・不耕起狭畦密播による「フク
ユタカ」の安定多収栽培技術

野菜類

・マルチステージ
苗移植による長ネ
ギの機械化一貫
作業体系

・ネギ平床移植技術
体系の実証

・ずらし播き、底
面吸水育苗、う
ね内部分施肥
技術を用いた
キャベツ等の高
位安定栽培技
術の実証

その他
（ICT・RT技術
経営評価等）

・土壌の簡易診断と施肥対応技術
・GIS活用によるPMS（分散圃場管理ソフト）、Z-BFM（経営支援ソフト）等の技術
・大規模高度水田輪作の経営評価とバリューチェーンの構築

・ICT・RTを活用した直進アシスト・車速連動制御等の高度作業体系の実証
・有人＋無人コンバイン協調作業
・６次産業化につながる品目（めん用小麦・パン用小麦等）の導入

改良型高能率
不耕起播種機

「ふくまる」
密乳苗疎植技術 GPS制御明渠施工

Ｖ溝直播機

ネギ苗移植機

改良型耕うん同時
畝立て播種機 小明渠浅耕播種機 底面吸水育苗

GIS活用による
栽培・経営管理

ネギ苗移植機



提案内容

これまで提案者らが開発してきた農業用アシストスーツは、ブドウとリンゴの農作業の
アシストに大きな効果を発揮している。即ち、ブドウ収穫時の長時間の腕を上げた作業、
膝を曲げた姿勢を保持しつつ、自由に動くことができるため、疲労が大きく低減し作業効
率を上げた。リンゴ農作業では、樹木の下を行き来するスクワット動作を軽減し、疲労を
低減している。また、収穫したリンゴの搬送もかごをスーツの腰に固定することで、軽々
と運ぶこともできる。スーツの重量もわずか、7kg程度と軽く、持ち運びや装着も簡単であ
る。本提案では、このアシストスーツを中山間地で栽培する桃などの他の果実（もも）の
収穫用に改造すること、キャベツを代表とする重量野菜の収穫用に改造すること、林業
用にチェーンソーの運搬と利用時のアシスト用に改造すること、水田の草取りのための
歩行支援のための改造を行う。それぞれの実証試験を行う。

提案者名：東京農工大学 遠山茂樹

提案事項： 中山間地の農作業負担を軽減効率化するアシストスーツの実証試験

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

中山間地農作業を軽減し、作業効率を向上させる。安全・安心の農作物。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：１５０，０００）

１日目１－２（関東）

様式２

研究･実証地区：関東ブロック 北陸ブロック 東北ブロック

平成２６年度概算研究経費（千円）：
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：８５，０００）



中山間地の農作業負担を軽減・効率化するアシストスーツの実証試験

林業用パワーアシスト
スーツ（高出力型）

重い道具と運搬、き
つい仕事、斜面作業に
対応

（秋田県立大学）

重量野菜用アシスト
スーツ

腰を曲げた作業の
アシスト、膝の保護、
野菜の運搬、トラッ
クへの積み込み
（群馬県農協）

軽量スーツ製作・コスト
ダウン

軽量材料CFRP
軽量高出力モータ
スーツの輸出
（株キューアイ）

水田（棚田）の草取
り

歩くと沈む、高齢
者危険、軽い歩行
（富山農業試験所）

果実（もも）安全収穫
作業

脚立転倒防止、高所
作業に適したスーツ
（JAフルーツ山梨）

安全性の評価、性
能評価、疲労評価

（生研センター）



提案内容

稲の収穫作業を自脱コンバインの無人機（ロボット）と有人機の２台で行うことにより、大規模圃場における作業時間の
短縮、省力化、高能率化を行う。また、ロボットが苦手とする最初数周の回り刈りや隅刈りなどを有人機で行い、その残
りを無人＋有人コンバイン２台で並列して行う。また、無人機が前を、有人機が後で作業することで無人機の安全性を確
保するとともに、無人機に生じる唐突なトラブルや刈り残しを有人機でサポートできる。

ICTを活用して無人機の作業情報を基地局と有人機にリアルタイムで配信する。有人機では、目視による無人機の監

視に加え、受信した情報から異常やトラブルを監視することができる。基地局では、配信されるコンバインの作業情報を
収集・蓄積することで、コンバインのフリート管理を行う。また、コンバインの作業情報に応じて、収穫物を運搬する運搬
車の運行管理も行う。

提案者名：京都大学大学院農学研究科地域環境科学専攻フィールドロボティクス分野 飯田訓久

提案事項：ICTを活用した有人＋無人コンバインによる協調収穫作業システム

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
（無人＋有人）コンバイン２台を１人の作業者で運行 ⇒ 作業時間の短縮、収穫作業の省力化と高能率化、

ロボット作業の監視と安全確保、
ロボットの不得意な作業やトラブルを有人機でサポート

以上により、単位時間当たりの作業面積を拡大し、経営規模の拡大や適期収穫による収穫物の高品質化を目指す。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：37,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 12,000 ）

１日目１－３（関東）

様式２

研究･実証地区：温暖地平坦２年３作水田地帯・関東（千葉or茨城？）

平成２６年度概算研究経費（千円）：24,500
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：12,000）



ICTを活用した有人＋無人コンバインによる協調収穫作業システム



提案内容：

研究目的：IT農機、圃場センサー、営農可視化システム、技能継承手法等の民間・大学・独法等の有する先端要素技術を融合し、
気候変動・市場変動下における次世代大規模稲作経営の持続的発展を可能にする営農技術体系の開発実証を行い、 従来の限
界を打破する革新的水田生産技術体系および経営モデルを確立する。

主要技術・研究課題：実用化段階にある以下の要素技術を、経営面積100ha超の大規模経営の全圃場に導入し、経営全体を対
象にした網羅型研究を実施する。

・ＩＣＴ・ＧＩＳを活用した圃場別気象・栽培・作業・収量・品質データの収集・解析と効率的生産管理による作業効率および収量・品
質の向上

・リアルタイム土壌センサー等を活用した土壌分析に基づく土壌診断による施肥コスト低減

・無人ヘリ搭載型センサー等を活用した生育モニタリングによる生育診断に基づく施肥量の適正化、肥料コストの低減、省力化

・米の直播栽培（乾直・湛直）や流し込み追肥技術の導入等による育苗・田植え・施肥等の労働コストの大幅削減

・ＩＣＴ・営農可視化システムFVS・PMS・技能継承手法を活用した分散圃場の作業・水管理、作業ノウハウの見える化

・GPSブロードキャスタ、速度連動作業機等のIT作業機を利用した作業の高精度化および農作業効率化

・情報支援機能搭載型のインテリジェント収量コンバイン等IT農機およびコメ品質評価システム活用した収量・品質向上

・気象予測と生育モデルを活用した「気象対応型栽培法」等の高温障害予防・回避対策による収量・品質の安定化・向上

・FAPS－DB等を活用した気候・市場変動型品種作物・品種・作期分散シミュレーションによる経営モデルの確立

研究コンソーシアム：有限会社横田農場、茨城県農業総合センター農業研究所、九州大学、東京農工大学、農研機構（中央農業
総合研究センター、九州沖縄農業研究センター）、ヤンマー株式会社、ソリマチ株式会社、株式会社富士通九州システムズ等

提案者名：茨城県農業総合センター農業研究所森 拓也、横田農場及び九州大学大学院農学研究院教授南石晃明

提案事項：IT農機・圃場センサー・営農可視化システム・技能継承手法を融合した大規模稲作営農技術体系の開発実証

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果：①労働時間の削減（省力化、低コスト化）、②育苗資材・肥料等の物財費の低減（低コスト化、環境負
荷低減）、③売上向上等が期待できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：： ２２０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ６０，０００ ）

１日目１－４（関東）

様式２

研究･実証地区：関東（茨城県）

平成２６年度概算研究経費（千円）：１５０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：５０、０００ ）



IT農機・圃場センサー・営農可視化システム・技能継承手法を融合した大規模稲作営農技術体系の開発実証

圃場別の農作業・気象・土壌・作物情報の収集 圃場別ビッグデータの可視化・解析 気象・市場変動リスク対応型生産・作業管理

環境情報：土壌サンプリング分析、リアルタイム土壌
センサー、気温・水温・地温・水深センサー等

作物情報：生育モニタリング、収量コンバイン、
品質評価システム等

クラウドセンター
（サーバ）

インターネット

●

インターネット

●●

8

【技術・財務統合】
FAPS-DBによる経
営シミュレーション
経営の見える化

農作業情報：営農可視化システムFVS、PMS等
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度・精密栽培法による収量および品質の安定化・向上

作業ノウハウ見える化、IT農機、省力・省投入栽培用に
よる作業能率の向上、作業時間およびコストの削減
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提案内容

当社は長年水に関する研究開発の成果として機能水生成装置『新ん泉』を開発し、各産業界、農業、酪農畜産業、水
産、建設、公共施設など多方面に採用され２５値年間に50,000台以上の販売実績が有り、顧客からは今までクレ－ムは

全くなく推移しています。『新ん泉』の本体にはアルミナ・酸化ケイ素を主成分に、遷移元素、典型元素の酸化物十数種
を加え特殊加工を施し、球状にした触媒（ＢＲＣ-22）が多数内蔵され、触媒によって触発された水分子は活性化されます。

『新ん泉』を通過した水は浸透力を初め、溶解力、洗浄力など、水の持つ本来の機能を甦らせ天然水のような生きた
水に生まれ変わります。また成長促進、鮮度保持、防錆、防臭、環境改善、省エネに効果を発揮します。機能水は表面
張力、粘性、蒸発熱、比熱を低下させて居ますので使用エネルギ－の節減に繋がりＣＯ2の低減にも貢献します。

農業分野での実績では植物の根の張りが顕著であり成長も著しく、収穫率、果物甘味アップ、また農薬、肥料等を削
減できたなどの効果が出ています。今後農業、畜産、水産などの分野で今までのノウハウを検証し農業研究機関、農業
生産者との共同研究、開発して総合的なモデルを構築し全国展開を図りたい。

提案者名：株式会社 ジェ－ビ－アイ 代表者 多 田 頴 代

提案事項：機能水を使用して農業における増産、経費削減とエネルギ－の節減

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

農業に適した機能水を与える事で水の吸収が良く作物の成長も早く、病気にも強く丈夫に育成され、又肥料や消毒など
も少なくて済み経費を節減、環境にも配慮し、増産、増収できる事は農業生産者に於いて安全で安心した生活が出来ま
す。これ等のノウハウを検証、整理して全国に農業モデルとして発信する事で世界を先導する事が出来ます。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：１２，５００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

１日目１－５（関東）

様式２

研究･実証地区：関東ブロック

平成２６年度概算研究経費（千円）：7,500
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）



機能水を活用して営農増産、経費節減とエネルギ－の低減

細ネギ（溶液栽培 ハイポニカ）
愛知県蒲郡市（竹内農園）

＊取 付 日 10月上旬
＊ブランド名 ネギ太郎
＊効 果

１．成長スピードＵＰ
（収穫回数が８回から10回にアップ）

２．ネギの茎、葉の強度
３．アオミドロが湧かない
４．受水槽の汚れが落ちる
５．ネギ本来の風味が増す

左、左上

機能水を使用した水
耕栽培は幹も大きく
根、葉も多い
上、下

水道水を使用したト
マト栽培では幹も小
さき根、葉も少ない



提案内容

★提案の背景

・現在、柏染谷農場ではドリルによる麦播種と稲の乾田直播を行っているが、雑草対策・漏水対策の技術確立が課題

となっている。

・他方、様々な稲の品種を栽培し、実需者・消費者のニーズに応えているが、実需者要望の多い多収性のF1品種の

場合は種子代が高く、移植栽培となっている。

低コスト化をめざし、F1多収性稲の乾直点播技術の確立が急務の課題となっている。

★提案

①大豆播種にも利用できる真空播種機による稲の点播技術を確立し、播種機の有効利用を図る

②漏水対策となる圃場の鎮圧技術

③同上の鎮圧技術が除草剤効果向上にもつながる技術として確立

④スプレーヤーメーカー様の協力を得て、除草効果のあがる噴口開発

提案者名：スガノ農機株式会社

提案事項：水稲の乾田直播における真空播種機による点播技術の確立と圃場における雑草及び漏水対策

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
①大規模農家において、実需者要望の多い、多収性F1稲の低コスト化が期待できる
②真空播種機を利用した稲の点播技術を確立し、稲・大豆作での播種機の有効利用が期待できる
③現状行っているドリルによる稲・麦での播種機の有効利用と②の技術確立に共通課題としてある雑草対策

漏水対策問題を解決し、大規模生産における水田フル活用に資する。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：8,000 ）

１日目１－６（関東）

様式２

研究･実証地区：千葉県柏市 柏染谷農場

平成２６年度概算研究経費（千円）：
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：6,000 ）



提案内容

■目的

農業者の高齢化（65歳以上が59％、50歳未満は11％）と、高齢農業者のリタイアによる耕作放棄地の拡大といった大きな節目を迎えている中で、農業の競争
力を強化し、持続可能なものとするため、農業の構造改革を加速化することが課題とされている。

日本版測位衛星である準天頂衛星「みちびき」が宇宙航空研究開発機構（JAXA）により開発され、地上の基準局によらず10cm以下の精度で測位が可能な精
密測位技術が実証された（固定点での計測）。準天頂衛星の強みであるこの精密測位技術を農業機械の自動制御に応用することにより、農作業の自動化・効
率化をより安価に実現できると考えており、本提案では、JAXAと連携して、従来のGPSのみを用いた精密測位による農業機械制御に対し、複数衛星測位シス
テムを用いた精密測位による農業機械制御の優位性を検証するとともに、実用化を視野に入れた小型受信機を開発することを目的とする。

■実施内容

○準天頂衛星を利用した精密補強システム（MADOCA）の応用

・農業機械の制御に必要な測位精度を実現可能な補正情報を準天頂衛星から配信、圃場等の環境に応じた測位演算アルゴリズム等の改良を行う。

○準天頂衛星精密補強信号に対応した小型測位受信機の試作

・複数GNSS（GPS,Galileo等）の利用と準天頂衛星から配信される補正情報に対応した性能実証用小型測位受信機の試作を行う。

・準天頂衛星による精密測位技術（MADOCA-PPP）に対応した高精度測位計算処理の実装を行う。

○農業利用を想定した性能実証

・上記の試作品を農業機械に搭載し、試験圃場で走行させて安定した精密測位の実現性や各種作業への適用性を確認するとともに、本技術を使用す
ることによる優位性を検証する。

提案者名：株式会社コア

提案事項： 農作業の自動化・効率化に向けた準天頂衛星による精密測位の適用に関する実証

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
○精密位置情報を利用した自動運転農業機械によるIT精密農業の実現

・IT精密農業の低コスト化：衛星信号のみで高精度測位ができるため、別途地上設備が必要なRTK-GPSや仮想基準点（VRS）方式より低コスト。
・IT精密農業の利用地域拡大：準天頂衛星受信可能地域なら地上インフラが整わない場所でも高精度測位が利用できる。
・IT精密農業機械の自動制御：高精度測位により、トラクタ等の自動制御に活用できる。

→より安価でかつ安定的な農業機械の自動化が可能となり、高齢化が進む我が国の食料自給率の維持・向上、農業の競争力強化が期待される。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

１日目１－７（関東）

様式２

研究･実証地区： 茨城県または千葉県

平成２６年度概算研究経費（千円）：10,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）



準天頂衛星を用いた精密測位技術
• 複数GNSSによる周囲環境によらない安定的な精密測位

• １台の受信機だけで精密測位が可能（基準局が不要）

• ユーザ側は通信回線が不要で国内外どこでも利用できる

低仰角/遮蔽物による

信号遮断
※測位には4機以上
の衛星が必要

準天頂衛星の利用
精密な測位に必要な補正情報を
天頂付近から直接配信

安定した精密な位置情報を農業機械の自動制御に応用

低コストな受信機プロトタイプの開発
• 準天頂衛星からの精密測位用信号も受信可能な現在の受

信機は、すべての測位信号に対応したフルスペック機種で非
常に高価。

• 取り扱う測位信号および補正情報を農業機械の自動制御に
必要なものに絞ることによって、受信機能・演算機能を簡素
化し、コストダウンを図る。

農作業の自動化・効率化に向けた
準天頂衛星による精密測位の適用に関する実証

複数GNSSの利用
使用可能な衛星数が増える

GPS/GNSS

遮蔽物（樹木）による
信号強度低下

従来方式※と比べ、基準局の設置
や携帯通信網が不要

環境に依らない安定的
な精密測位が可能

弊社開発
LEXデコーダ

概念図

準天頂衛星

※従来方式：基準局での受信データを用いた
RTK-GPSや、携帯通信網経由の有料補正情
報配信サービスを利用した仮想基準局（VRS)
方式による相対測位



提案内容

提案者名：ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ（株） ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ

提案事項：無線ネットワークを使用したICTとカメラ映像の組み合わせによる分散圃場の作業と作業ノウハウの見える化

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
・農作業全体の作業（工程）の可視化をすることで、改善点や効率を上げるための対策を打つことが可能になります。

・分散する圃場、施設の現状をリアルタイムに見れ、記録するので過去の状態を確認し、比較する際に変化点の可視化
（画像で確認）することが出来ます。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：２５､０００千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： １５，０００千円 ）

１日目１－８（関東）

様式２

研究･実証地区：茨城県・千葉県内 農業法人様

平成２６年度概算研究経費（千円）：２０、０００千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： １５，０００千円）

分散する圃場・施設の環境情報＋カメラの映像をネットワークで収集・記録・確認で生産ノウハウの蓄積

分散する圃場（施設）全体の業務の可視化

作物の収量アップのための改善作業の効果確認

分散する圃場（施設）の作物の過去生育状況確認

お困りごと

有効改善作業の標準化（マニュアル化）

ネットワークを構築するのに苦労

各種業態で鍛えられた業務用無線・業務用カメラを使用しサーバーで収集することで同時に全体を把握することが出来ます。
製造業のお客様にご愛顧いただいている物つくり、品質管理のノウハウを集めた『工場見える化システム』を農業に展開し高効率運用を図ります。
http://panasonic.biz/solution/factory/

各種センサー情報の収集と閲覧

分散するカメラの映像を一元閲覧、録画

カメラの映像をリアルタイム・過去に戻り閲覧

自営無線によるネットワーク構築

ご提案システム 仮称『農場可視化システム』



自営無線ネットワークを活用した 『農場可視化システム』

データロガー （個別）
・圃場やビニールハウス内に設置された各種
センサ情報を収集しサーバーにアップする

データー蓄積サーバー

データー表示サーバー

『農場可視化システム』
・点在する圃場・施設を自営無

線システムでネットワーク化し
ランニングコストを抑えたイン
フラ構築を実現

・各圃場・施設の各種接点情報
を収集し、定期的にサーバー
へアップ。

・業務用（防犯用）高画質カメラ
の画像を、サーバー上で各種
センサー情報と合わせて記録。

・各圃場・施設の現在の情報/
過去履歴の確認を効率よく行
うことが可能となる。

・ICTの活用により点在、または
離れた場所にある圃場・施設
内の状況を同時に把握し高効
率運用を図る。

通信インフラ

業務用カメラ

データロガー

自立筐体 堅牢型デバイス

閲覧制御アプリ

データロガー

業務用カメラ

通信インフラ機器
・業界初のｵｰﾙｲﾝﾜﾝﾀｲﾌﾟ（5G無線ﾘﾝｸ、
Wifi、920M特小）のﾏﾙﾁｱｸｾｽｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾀ
・ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗを直接収容（電源供給可）
・屋外ｲﾝﾌﾗ用創蓄連携装置との組合せ
により不日照3日間独立運転が可能

業務用カメラ
・防犯カメラとして広く使用されている高画質
ネットワークカメラ
・耐候性が高く、屋外・湿度の高い施設内でも
安定稼動 自立筐体 （個別）

・屋外に設置する際に、圃場・施設ごと作製

データ蓄積・表示サーバー
・各圃場、施設内の作物の様子を収集し、
合成し表示する。
・作業履歴などデーターと合わせカメラの
画像を録画
・後日解析する為の再生機能の充実



1,名称：GPSによる有人トラクタ＋無人追従トラクタの協調耕耘作業システム
2,提案内容【実証テーマ】

本州水田におけるトラクタ協調耕耘作業による省力化の実証
高精度安価型GPS搭載のトラクタにより、１人で２台のトラクタでのロータリ
耕耘作業が可能であるシステムの実用性と作業工数削減効果を評価し、
確認する。

＜協調耕耘作業用トラクタの具備条件＞
①圃場マップ学習機能を搭載し各種異形圃場も対応可能とする。
②本州水田3反圃場に適応したトラクタとロータリを対象とし、無人車両での

自動運転時安全性を確保した上で、２台のトラクタの圃場搬入出も対応可
能とする。

提案者名：株式会社クボタ農業機械総合事業部

提案事項：GPSによる有人トラクタ＋無人追従トラクタの協調耕耘作業による大規模稲作経営の省力化の実証

研究・実証地区：関東ブロック

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」 提案資料

■期待される効果

1)1人２台のトラクタ耕耘による、作業効率向上による省力化が期待できる。

2) 大規模化に対応した作業効率を大型機械を導入することなく向上させる
効果が期待できる。

3)大型機械導入に対するリスク（道交法での自走基準を超える広幅作業機
の装着、小圃場で取り回し困難等）を回避できる効果が期待できる。

平成27年度末までの概算研究経費：30,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費：20,000千円

平成26年度概算研究経費：15,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費：10,000千円）

１日目１－９－１（関東）

追従耕耘概念図

試作機協調耕耘作業試験



1,名称：クボタスマートアグリシステム（略称：KSAS）

2,提案内容【実証テーマ】耕作面積100ha規模の担い手を対象とする実証を行う。

1)農業経営の「見える化」で「儲かる農業」を実現する。

①圃場ごとの「収量／タンパク質含有率／水分率」を測定、記録するので、

圃場ごとのバラツキ、特性把握が可能になる。

②上記①の蓄積・分析により、課題を抽出。 事実情報に基づき施肥（改善

施肥）設計が可能になる。

⇒上記①②を重ねる新しい科学的アプローチ（改善農法）を提案。これにより

高収量良食味米の生産を確立する。

2)蓄積情報の活用

①蓄積情報をもとに栽培履歴を作成。

②蓄積情報の集計・分析により作業効率の向上、コスト削減。

⇒データ、ノウハウの蓄積・分析による経営基盤強化を実現する。

提案者名：株式会社クボタ 農業機械総合事業部

提案事項：農機新技術とICT活用による「儲かる農業（高収量良食味米生産）」の実証

研究・実証地区：関東ブロック

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」 提案資料

■期待される効果
1)根拠（事実情報）に基づく営農改善活動が可能になり、収量・品質の
向上及び均一化が安定的に行える
農業が確立する（科学的アプローチによる儲かる農業の実現）。

2)データの蓄積分析により作業効率の向上、コスト削減が進み経営基盤
が強化される。また新しい農法の伝承が可能になる。

平成27年度末までの概算研究経費：20,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費：10,000千円）

平成26年度概算研究経費：10,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費：5,000千円）

１日目１－９－２（関東）



提案内容
１．名称：深層施肥技術と摘心技術による

大豆の多収化と品質向上の実証

２．提案内容【実証テーマ】
（１）深層施肥技術（小うね立て深層施肥播種機）

土壌酸素濃度が低下する深さに窒素肥料を施用
することにより、窒素成分の多くが大豆の吸収
しやすいアンモニア態のまま開花期、結莢期頃
まで残るため、大豆の莢や子実の成長が促進さ
れ、莢数や粒重が増加する。

（２）摘心技術
開花期の４～７日前に主茎先端より５cm下を摘心
することにより、主茎や分枝の蔓化を防止できる
ことで、根粒が活性化し、倒伏が軽減されると
ともに着莢数の安定確保が期待される。

提案者名：株式会社クボタ農業機械総合事業部

提案事項：深層施肥技術と摘心技術による大豆の多収化と品質向上の実証

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
１．深層施肥技術による収量の向上
２．摘心技術による倒伏軽減や汚粒防止、収穫作業性の向上

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円） 10,000 ）

１日目１－９－３（関東）

様式２

研究･実証地区：関東地域

平成２６年度概算研究経費（千円）：10,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円） 5,000 ）

（１）深層施肥技術

（２）摘心技術

▲乗用管理機と摘心機

▲摘心処理区（左）と無摘心区（右）

収量300Kg超/10ａ

等級向上の実現



提案内容

輸入飼料の高騰や、隣接する湖沼・河川等水系の規制強化、都市化による苦情発生に悩む関東圏の養豚農家を対象
として、周辺有機残渣等の飼料化や畜舎の清浄化、糞尿由来負荷物質の低減・資源化を行う技術を複合的に配置し、
物質的インプットからアウトプットまでを貫くマスフローの観点からも地域内完結を志向した、低投入・低排出の自立型養
豚経営を構築する。

関東地域の飼料用米、カンショ、野菜の生産がさかんな地域を対象として、これらの有機資源を液状化・混合によりバラ
ンスの良い飼料とすることができる（１）低コスト型リキッドフィーディングシステムを活用し、自給飼料を多給した豚肉生
産技術の高度化を実証する。

洗浄ロボットや靴底消毒システムなどを畜舎内に配置、省力的に微生物濃度低減化を行うことで、疾病による生産性低
下や疾病の伝播を防ぐ、メカトロニクスによる（２）省力型バイオセキュリティ向上技術を実証する。

水濁法や特定地域での条例による規制強化や苦情の多発に伴い、汚濁物質であるリンを資源として回収する（３）MAP
技術を配置し、高度かつ安価な畜舎低排出化システムを確立する。

提案者名：農研機構 畜産草地研究所・動物衛生研究所

提案事項：飼料米、畜舎微生物低減、資源回収技術による省力・環境配慮型豚肉生産技術の実証

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

• 地域内特有の有機資源を活用することで、輸入飼料等の削減が可能となり、また産肉について地域的な特徴を打
ち出せる。

• 家畜疾病による生産性低下を防ぎ、通常時または万一の際の地域内疾病伝播を妨げられる。
• 厳しい排水規制にも対応し、都市化する近隣と調和する経営を構築できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：150,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：70,000 ）

１日目２－１（関東）

様式２

研究･実証地区：茨城県、群馬県等

平成２６年度概算研究経費（千円）：90,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：50,000 ）



３）結晶化法による汚水中リン除去
回収技術

• 水質汚濁物質であるとともに資源でもある
リンを、扱いやすいリン酸マグネシウムア
ンモニウム（MAP）結晶として豚舎汚水原
水から除去回収し、循環利用を行う。

飼料米、畜舎微生物低減、資源回収技術による省力・環境配慮型豚肉生産技術の実証

飼
料

ふ
ん
尿

１）低コスト型リキッドフィーディング
技術

• さまざまな有機物を混合飼料化できるリ
キッドフィーディング技術により、飼料用
米・食品加工残渣など地域資源を有効活
用する。

２）省力型バイオセキュリティ向上
技術

• 洗浄ロボット等により、畜舎環境の微生
物を低減、生産性を向上するとともに外
部への伝播を防ぐ。

輸入飼料

汚濁負荷

近郊の都市化

環境規制の強化
飼料の高騰

リンを結晶化し付着回収

感染症

輸入飼料の低減
国産飼料の利用

畜舎内微生物の低減
外部伝播の低減

汚水中リンの排出
低減・循環利用

豚の疾病

洗浄ロボットに
よる自動消毒

飼料用米 加工残渣

液状化・混合

環境
微生物



提案内容
Low Profile Cross Ventilation（LPCV）と呼ばれる換気方式を基盤とした新たな方式であるプッシュ・プル横断換気システムの100 頭規模の

次世代フリーバーン閉鎖型搾乳牛舎を栃木県大田原市の酪農法人に建設し、暑熱負荷軽減、局所環境制御、搾乳ロボットとクラウド技術
等の導入による個体管理、光触媒等による微生物濃度低減によるバイオセキュリティの向上と臭気軽減等の省力・精密飼養管理技術を構
築することで生産性の向上を目指す。

■ 閉鎖型プッシュ・プル横断換気搾乳牛舎（担当：パナソニック、宇都宮大学他）：畜舎の側壁側で外気をファンで押し込み、反対側の側壁
のファンで引き出す閉鎖型プッシュ・プル横断換気搾乳牛舎を建設し、牛への熱負荷軽減、獣害虫の侵入、発生抑制等の効果を実証する。

■ 局所環境制御（担当：宇都宮大学）：プッシュ・プル横断換気システムのファンセクション毎に気流制御し、局所環境制御技術を確立する。
また、制御指標として温熱指標であるTHI、有効温度（ET）、新規にエアロゾル濃度を用いる。

■ 搾乳ロボットと乳熱回収（担当：農研機構・畜産草地研究所他）:搾乳ロボット、クラウド技術を用いた省力的な個体別精密飼養管理技術
と乳熱回収による省エネルギー化でスマートミルキングを実証する。

■ 光触媒による空気清浄技術（担当：釜石電気、農研機構・動物衛生研究所他）：光触媒により舎内空気を清浄化するシステムの効果を
実証する。同様に牛舎の排気ファン部における脱臭技術を実証する。

■ バイオセキュリティ向上技術（担当：農研機構・動物衛生研究所他）：フリーバーンの敷料としてバイオセラミックを散布し、床の微生物濃
度低減による乳房炎予防を実証する。また、本課題で提案する次世代閉鎖型牛舎システムにおける微生物濃度低減効果を実証する。

提案者名：宇都宮大学 農学部 池口厚男

提案事項： 次世代閉鎖型搾乳牛舎における省力・精密飼養環境制御、バイオセキュリティ向上技術の実証

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
• 畜舎内の熱環境、空気衛生環境が改善され、特に夏季の防暑効果により、乳量の約10% の増加が期待される。また、受胎率の向上も

期待され、酪農経営の安定化が図れる。
• 自動環境制御、搾乳ロボット等の導入で作業の省力化が期待される。
• バイオセキュリティの向上、個体管理により牛を健康に飼養することが可能となり、安全で安心な牛乳が生産される。
• 舎外への臭気拡散が抑制され、近隣への臭気問題の解決が期待される。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： １２９，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ３００、０００ ）

１日目２－２（関東）

様式２

研究･実証地区： 栃木県大田原市

平成２６年度概算研究経費（千円）： ８７，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ３００、０００）



光触媒等を用いた空気清浄技術
畜舎内の微生物濃度を低減

やしがら脱臭装置による排気空気
の脱臭

閉鎖型プッシュ・プル横断換気搾乳牛舎
棟高を低くするので建設コストを低下
太陽光発電の電気を排気ファンに利用。ソーラーパネルによる日射抑制
面積速度の大きい気流で防暑、刺蝿の影響軽減
鳥獣等の侵入防止

期待される効果： 乳量10%の増産、バイオセキュリティの向上、自動環境制御と搾乳ロボット等の導入に
よる作業の省力化、再生可能エネルギー利用による投入エネルギーの省力化、舎外への臭気拡散の抑制

入気ファン排気ファン

搾乳ロボット（畜舎内）、
クラウドによる固体情
報管理

省力的な個体別精密
飼養管理

乳熱回収システム
回収熱は洗浄水に利用

局所環境制御技術
セクション毎に舎内気流をダンパとファ
ンで制御する。
舎内環境の適正制御と均一化
制御指標をTHI、有効温度とエアロゾ
ル濃度とする。

バイオセラミック

牛乳

バイオセキュリティの向上技術
バイオセラミックを敷料として使用し、床の微生物濃度の低減による乳房炎予防
畜舎内の空気清浄や閉鎖型プッシュ・プル横断換気システム全体の効果による微生物濃度を低減



提案内容

提案者名：千葉大学大学院 融合科学研究科 ナノバイオロジーコース 客員准教授 宮本浩邦 （日環科学株式会社）

提案事項： 高健康機能性の農畜水産品の生産を実現する次世代型資源循環システムの確立

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

千葉大学、並びに日環科学を中心としたグループは、未利用海産資源や植物残渣を原材料とした高温発酵飼料を開発
している。当該発酵飼料を動物に投与すると、①内臓脂肪の蓄積抑制と成長促進、②肉質（卵質）の抗酸化力の増強、
③免疫力の増強などの機能を発揮することが明らかになっており、大手畜水産業者に供給している。その機能性を検証
するために、慶応義塾大学（医学部)、理化学研究所（横浜）、東京大学（新領域）らとの共同研究を推進しており、最新の
研究データでは、飼料中の好熱性微生物が、宿主由来の腸内の乳酸菌などの有用な菌種を増加させていた。同時に腸
内免疫系や肝臓の代謝系を改善させており、このような生理的な変化が畜水産品の健康機能成分を増加させる要因とし
て考えられた。さらに、副次的な効果として、腸内環境の変化によって畜糞の臭気が軽減し、畜糞堆肥の品質向上をもた
らすことが明らかになっている。また、この堆肥を用いると、減農薬化が可能な作物生産が可能となり、作物の品質を改
善させる傾向にあった。一方、水産分野では、病気の発症予防と品質向上のみならず、養殖場の水質を改善し、養殖場
付近の他の水産物を高品質化する波及効果が確認された。本技術開発では、このように現場の知見において、発酵飼
料の有効性が明らかである個々の案件を包括的に捉えながら、食材の高品質化とそれに伴う環境改善の指標を生産の
各段階で明確化するために高度な学術的なエビデンスを蓄積する。これらのデータを踏まえて、世界を凌駕する健康機
能性の高い農畜水産品をつくるための、次世代に繋がる資源循環システムとしての基盤の確立を目標とする。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：135,900
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 32,000 ）

１日目２－３（関東）

様式２

研究･実証地区： 全国

平成２６年度概算研究経費（千円）：69,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：28,000 ）

本テーマは、既に大手スーパーなどで流通実績を有する農畜水産品の機能性を明確化するための「エビデンス・ベー
スト・アグリカルチャー＆メディスン」としての位置づけにある。さらに環境に優しい一次産業のシステムを包括的に捉え、
その環境機能性を評価する点で従来にない、社会全体への波及効果のある網羅的な開発と言える。このような視点は、
世界に通用するロハスの概念を内包した健康機能性食材の生産システムとして国際基準となりうるものと言える。



高健康機能性の農畜水産品の生産を実現する次世代型資源循環システムの確立
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提案内容

今回、事業展開現場とする栃木県は本邦有数の畜産県で、乳牛飼養頭数および生乳生産量は北海道に次ぐ我が国第２位の酪農県であ
り、また肉用牛生産についても全国第６位の飼養頭数である。栃木県はこれまで、優良な雌牛群の積極的な作出を図っている。

栃木県は宇都宮大学との間に包括協定を結んでおり、種々の面で協力体制ができている。

平成23年7月栃木県畜産酪農センターにおいて、宇都宮大学との共同研究により優良遺伝子を有するようデザインされた黒毛和種の子牛
が、遺伝子の多型解析と体外受精などの先端技術を駆使して誕生した（科学研究費、基盤研究B 代表者：吉澤 緑）。

また、ホルスタイン種の後継牛作出についても、現場への展開に焦点を合わせた研究を継続し、移植成績が良好な体内受精胚の遺伝子
組成をデザインしてその利用を模索してきた（今春の日本畜産学会大会で発表予定）。

遺伝子型の網羅的解析結果の効率的活用 → 遺伝子型をデザインされた胚の作出 → 胚移植 → 優良遺伝子多型の子牛生産

栃木県内で飼養されている優秀な雌牛（ホルスタイン種200頭、黒毛和種100頭）について、優良経済形質に関わる遺伝子の多型を解析す
る（ポスドク1名に400万円/年、遺伝子読取りは外注で1件3万円）。精液についても遺伝子型を解析し、夫々の雌の遺伝子型に合うよう選抜
する（ホルスタイン種50頭、黒毛和種50頭）。雌牛に過排卵処理し、人工授精後、胚を回収し、受胚雌に移植して遺伝子型をデザインされた
子牛を生産する（ポスドク1名に400万円/年、地域の獣医師・人工授精師（過排卵、AI、胚の回収、移植などの技術料）に1件10万円）。

・後継牛を生ませたい優良な雌牛の場合には遺伝子型を解析した性判別精液（1回4本で6万円）で雌胚を作出、受胚雌に移植し生産する。

・優秀な遺伝子を有する和牛の卵子と精子の組み合わせから胚をデザインして作出し、乳牛の受胚雌に移植し、酪農家の収益を上げる。

・卵子提供を行う優良な和牛や乳牛の飼養農家には、当該胚から生産された子を還元するとともに卵子提供の収益を得られるようにする。

提案者名： 宇都宮大学 農学部 生物資源科学科 吉澤 緑

提案事項： 本邦畜産の競争力向上のための現場展開事業 －優良遺伝子型を有する乳牛、肉牛の効率的生産に向けての技術体系の確立－

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

今回の提案では、遺伝子多型を解析した雌牛と精液から胚をデザインして体内受精胚を作出し、受胚雌へ移植することで良好な受胎率で
望む形質の子牛を効率的に得て、畜産農家の収益増へ貢献することを目的としている。今回利用する技術はこれまでの実績のある技術の
組み合わせであり、新規で奇抜な注目を集めるようなものではなく、コロンブスの卵的な研究とその現場展開である。しかし、これは消費者
の安心・安全に配慮した技術展開であり、賛意を持って迎えられるものと確信している。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：６０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 0 ）

１日目２－４（関東）

様式２

研究･実証地区： 栃木県

平成２６年度概算研究経費（千円）：３０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 0 ）



本邦畜産の競争力向上のための現場展開事業
‐優良遺伝子型を有する乳牛、肉牛の効率的生産に向けての技術体系の確立‐

分子生物学的なマーカーの利用
→ 遺伝子の網羅的多型解析の利用

→ 家系を超えた優れた資質の選抜
→ 遺伝子型をデザインされた家畜の生産

• 優良遺伝子（産肉量、肉質、繁殖性）多型解析、体外作出されたデザ
イン胚を移植、黒毛和種子牛が平成23年7月誕生、現在肥育試験中。

遺伝子型をデザインされたホルスタイン種子牛の生産

• 優良遺伝子（乳質、乳生産能力、増体能力）について、雌牛と凍結
精液を用い、遺伝子型を解析し、作出する胚をデザイン。

• 人工授精によって得られた胚を性判別後に、受胚雌牛へ移植し、現
在経過観察中。

遺伝子型をデザインされた黒毛和種子牛の生産

【新聞報道】

１．下野新聞（朝刊）
平成23年9月7日

2．読売新聞（朝刊）
平成23年9月15日

3．読売新聞（朝刊）
平成23年1月4日

◎遺伝子型の網羅的解析結果の効率的活用
•多数のマーカー遺伝子解析による優良形質の選抜

•優良形質保有牛の発掘

→遺伝子型をデザインされた胚の作出・胚移植
• 栃木県内で飼養されている優秀な雌牛の遺伝子
多型を解析する。また、精液を解析し、その雌の遺
伝子型にあった精液を選抜する。それらを用い、
人工授精して、望まれる遺伝子組成の胚を作出・
回収し、受胚雌に移植して生産する。

• 雌牛の後継牛を生ませたい場合には性判別精液
を利用し雌胚を作出後、受胚雌に移植し生産。

• 優秀な遺伝子を有する和牛の胚を乳牛の受胚雌
に移植することで、酪農家の収益を上げる。

• 和牛農家に卵子提供の収益を得られるようにする。

人工授精

LN2

今後の展開

凍結精液

雌牛

生産性、繁殖性、抗病性に
関する遺伝子型を解析し、
雌雄に由来する優良形質を
デザイン

遺 伝 子
型

デザイン
子 牛 の

生
産酪農家や和牛

農家の収益増

泌乳能力の高い雌牛

本成果：日本畜産学会第118回大会（平成26年3月26-29日）にて発表予定



１日目２－５（関東）



完全放牧機能性牛乳への
チャレンジ

移動式搾乳システムやセンサー等ＩＴ技術を活用した放
牧酪農への転換

未利用公共牧場
を活用した乳牛放牧地

中山間に散在する
耕作放棄地を活用した乳牛放牧地

移動式搾乳施設

牽引型トレーラーへ捕獲用スタンチョ
ン、飼槽、発電機、バルククーラー
ミルカーユニットシステムを積載

搾乳後、放牧地から基幹農場へ帰還
出荷洗浄後の上、次の搾乳に備える

２０１４０１１５
PP

（革新事業への取り組み）

28

セン
サー
セン
サー

センサー

センサー

バー
サー
バー



１日目２－６（関東）





提案内容

肉用牛産地において、性選別精液と遺伝子型検査の活用による革新的な技術体系を導入することにより、消費者ニーズへの
適合、ならびに差別化した輸出向けも視野に入れた牛肉生産地を形成する体系を提案します。

① 肉用牛産地の繁殖雌牛群から、遺伝子型検査や遺伝的能力により基礎雌牛群を選定します。

② 基礎雌牛群には、性選別精液（Ｘ）の授精やＯＰＵ-ＩＶＦにより生産した雌胚の乳牛への移植、あるいは優良雌更新の際に

卵巣を採取し体外受精卵を生産することにより、短期間に優良雌牛群の作出を図ります。

③ これらの牛群に対して、効率的な繁殖管理を実現するために、繁殖管理システムを開発すること、ならびに能力・遺伝子型・

血統等を加味した交配種雄牛検索システムを開発します。

④ 繁殖雌牛群の能力や血統を考慮して、性選別精液の授精による市場性の高い肥育素牛生産を図ります。また、消費者の

和牛牛肉に対するニーズを把握するための調査を行うと共に、食味成分とおいしさ・遺伝子型の関連を調査・分析し、消費者

ニーズに適応した和牛生産を行うことでブランド化を図ります。

⑤ 確立したブランドを維持していくために、牛肉の遺伝子型検査によるブランド牛の同一性証明システムを開発し、品質保持

とブランド維持を図る体系を確立します。

提案者名：一般社団法人家畜改良事業団

提案事項：革新的技術活用による力づよい肉用牛産地の形成

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

性選別精液の積極的な利用や種々の繁殖技術の利用、遺伝子解析技術を活用した消費者ニーズに適合した肉用牛
の効率的な生産を図ることにより、短期間で産地形成を確立するとともに、和牛牛肉の海外競争力の強化を図る。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：１５０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

１日目２－７（関東）

様式２

研究･実証地区：

平成２６年度概算研究経費（千円）： ７５，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）



革新的技術活用による力づよい肉用牛産地の形成

・産肉能力の遺伝的能力の算出
・遺伝子型検査

繁殖雌牛群から基礎雌牛群を選定

基礎雌牛群 繁殖雌牛群

【効率的な繁殖管理】
繁殖管理システム
交配種雄牛検索システム
低受胎牛対策

【優良牛群作出】
・性選別精液(X)による繁殖雌牛生産
・OPU-IVF(雌胚）を乳用牛へET
・出荷優良雌の卵巣利用（IVF)

【差別化・ブランド維持】
・地域資源(飼料米等）利用
・ブランド牛肉の同一性証明システム

【ブランド化】
・性選別精液による肥育素牛生産
・出荷牛の食味成分分析
・食味成分とおいしさ・遺伝子型の関連を調査・分析

・消費者の和牛に対するニーズ把握

優良繁殖雌牛
の供給

≪力づよい肉牛産地の短期間での形成・和牛牛肉の海外競争力の強化≫

肉用牛産地(繁殖雌牛群）



提案内容

実証地域において乳用牛群検定の全戸加入を促進し、地域関係機関や技術者が一丸となって検定成績及び性選別精液をはじめとする革新的な技術の高度
活用に取り組むことによって、低コスト高収益酪農経営群を確立します。

① 酪農家を地域ネット化し、検定成績及びゲノミック評価等を活用し地域内で優良雌牛を選定します。また、遺伝的能力や近親交配を回避した交配種雄牛

検索システム、検定成績分析システムを開発するとともに、雌生産用性選別精液の授精や優良雌牛からのOPU-IVF等で作出した雌胚の移植により、短期

間で優良雌牛群を整備します。

② 検定成績の活用に加え、個別経営・地域としての牛群繁殖管理システムを構築するとともに、長期不受胎・夏季不妊対策としての追い移植等の効果検証

を行い、繁殖成績の向上を図ります。

③ 後継牛を残す必要のない雌牛については、和牛の雄生産用性選別精液でのF1生産や和牛IVF胚の移植により、市場で評価される肉用子牛産地を形成

します。

④ 飼料分析など県試験場等との連携を図りながら、イネＷＣＳやＳＧＳといった地域的な自給飼料の利用率の向上を図りつつ、検定成績からのMUN、BCS等

の情報を活用し飼料給与技術の向上を図ります。

⑤ 地域ぐるみでの乳質や衛生管理の改善、最新世代の電子乳量計等の活用により搾乳管理の改善を図ります。また、乳成分遺伝子の効果実証を行いま

す。これらにより、地域全体としての高品質生乳生産の体系化を図ります。

注）OPU-IVF:卵子吸引法による体外受精卵生産技術

MUN：乳中尿素態窒素

BCS：ボディコンディションスコア

提案者名：一般社団法人家畜改良事業団

提案事項：革新的な技術を体系的に活用した低コスト高収益酪農経営群の確立

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
・性選別精液などの革新的な繁殖技術の活用により短期間に生産性の高い牛群が整備されます。
・地域ぐるみでの自給飼料を活かした低コストな飼養管理、乳質・衛生管理の改善等により、地域全体として、低コストで良質な生乳生産ができます。
・性選別精液などの新技術を活用し、効率的に、付加価値の高い肉用子牛生産体系が構築できます。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：１００,０００千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

１日目２－８（関東）

様式２

研究･実証地区：

平成２６年度概算研究経費（千円）：６０，０００千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）



革新的な技術を体系的に活用した低コスト高収益酪農経営群の確立

・雌牛の選択的利用による優良後継牛の確保
・交配種雄牛のシステマチックな選定

・繁殖技術の活用（性選別精液（X） ・ＯＰＵ－ＩＶＦ）

・牛群管理システムの開発・活用
・受胎率向上遺伝子の効果実証
・追い移植の利用

後継牛を残す必要のない雌牛から
・和牛性選別精液（Y）によるF1雄子牛生産
・和牛IVFの利用による和牛雄子牛生産

・MUNやP/F値、BCSの活用による飼料給与の
適正化

・飼料分析による自給飼料（イネWCSやSGS等）の活用

地域ぐるみでの優良雌牛群の整備

繁殖成績の向上

肉用子牛の生産による収益の向上

飼養管理技術の向上

衛生・乳質の向上

・体細胞情報等の活用
・最新電子乳量計等の活用
・乳成分遺伝子の効果実証

低コストで高収益な酪農
生産基盤の確立

地域の全酪農家の牛群検定加
入とネット化による検定情報と新
技術の総合的な活用

組織ぐるみの取
り組み

高品質な生乳産地の形成



提案内容
当該地域の酪農経営においては、輸入穀物を原料とする濃厚飼料価格の高騰や、草地の劣化及び異常気象等によ

る自給粗飼料生産の減少が、大きな問題となっている。加えて、自給飼料生産の減少に伴い、畜産堆肥等の利用サイク
ルが崩れることが懸念されている。しかし、規模拡大に伴う労働力不足や、高冷地ゆえの短い栽培期間および不十分な
日照日射、浅く礫が多いため耕起困難な土壌、夏～秋の豪雨に代表される異常気象、シカを中心とする鳥獣害の拡大
などが、酪農家の自給飼料生産意欲を大きく損ねている。また、トウモロコシを生産している地区でも、裏作（ムギ類当）
に十分取り組めない場合がある。このため、不利な栽培条件と鳥獣害を克服しつつ、省力化を可能とする長大型飼料作
物生産調製技術体系の確立が急務である。そこで、
・新規に開発されたトウモロコシ不耕起播種機を活用した長大型飼料作物（飼料用トウモロコシ、ソルガム等）の省力及

び高精度な直播技術
・堆肥表層散布条件下でのトウモロコシ、ソルガム等の直播栽培技術
・鳥獣害を受けにくいソルガム、スーダングラスも収穫できるケンパー型収穫機を活用した収穫技術
・新たに開発する最適水分自動調整機能を付加したカッティングロールベーラを活用した、全天候対応型高品質ロール

ベールサイレージ調製技術
を組み合わせた、省力安定生産技術体系を提案する。

提案者名：静岡県畜産技術研究所 飼料環境科 髙野浩

提案事項：条件不利地域においても長大型飼料作物を安定的に生産できる技術体系

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
・高栄養トウモロコシサイレージの安定生産による飼料コストの低減
・トウモロコシ等長大型飼料作物の栽培面積拡大 （例）富士山西麓地域 30ha→60ha
・高標高地におけるトウモロコシ裏作（ライムギ等）の拡大
・畜産堆肥等の利用拡大

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 5,000 ）

１日目２－９（関東）

様式２

研究･実証地区：静岡県及び山梨県の草地酪農地域

平成２６年度概算研究経費（千円）：15,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：5,000 ）



栽培・気象条件が厳しい地域でも、トウモロコシを安定収穫・調整して攻めの酪農を実現しよう！

静岡県・山梨県の草地酪農地域（富士山西麓・八ヶ岳山麓）
＜悩み：トウモロコシが作りにくい！＞
・不良土壌（石礫多い、作土浅い）→播種、耕起、堆肥混和困難
・傾斜地、トウモロコシは畝間が広く裸地が多い、富士西麓は多雨→土壌流亡
・高冷地＝春寒く、耕起・播種作業が牧草収穫と競合→播種期前倒し、規模拡大難

（八ヶ岳山麓高標高地ではトウモロコシ裏作のムギ類栽培が困難）
・登熟不足（生育期間・日照日射不足、天候不順等）→適期前収穫では廃汁損失大
・鳥獣害多発（シカ・イノシシ）

トウモロコシ不耕起播種機
（H24生研センター開発）

耕起作業省略で栽培期間延長
不良土壌でも播種可能
前作牧草跡地への播種で土壌流亡抑制
ソルガム、ムギ類も播種可能

堆肥の表層全面散布技術

不耕起播種対応
施用量や方法は
要検討

ケンパータイプ収穫機

条播（トウモロコシ、ソルガム）でも
散播（スーダングラス）でも収穫可
※ソルガム、スーダングラスは

鳥獣害を受けにくい

最適水分自動調整機能付き
カッティングロールベーラ（開発予定）

梱包時にビートパルプ等
副資材を自動添加

（春）牧草収穫

適期前収穫でも
廃汁損失のない
高品質ロール
ベールサイレージ
を安定的に調製

水分調整
装置

（夏～秋）
台風・秋雨前
ﾄｳﾓﾛｺｼ収穫

New!

静岡県畜産技術研究所
（独）農研機構生研センター（予定）
山梨県酪農試験場（予定）
富士開拓農業協同組合（予定）
（株）松井農機製作所（予定）
静岡県富士農林事務所（予定）
山梨県畜産技術普及センター（予定）

・条件不利地域でもトウモロコシを安定生産して自給飼料増産
・収穫時期の自由度拡大→コントラクター組織に好適
・トウモロコシ単作の高地では裏作（ライムギ等）が可能に
・鳥獣害にはソルガムまたはスーダングラスで対応
・畜産堆肥の利用拡大



提案内容

自走式イチゴ収穫ロボットの先端技術を基盤に、従来型植物工場（農産物が移動するスタイル）よりも初期投

資が低い既存ハウスハウスでのスマート技術・ロボット技術を活用したイチゴのハウス栽培システムの構築する。

① 実環境での自律走行技術（海外特許を含む独自の特許技術、つくば市で大学唯一のロボットナンバーを取
得）と、先端画像処理技術によるロバストイチゴ認識技術（実農場、アグリビジネス創出フェアで実演）を駆
使し，農産物（ベンチ）の移動ではなく、収穫・容器収納機能を有するロボットが働くようなハウス栽培システ
ムの実証する。

② スマート技術による遠隔操縦で無人ロボットハウス栽培を実証する。人の出入りを抑制した無菌ハウスや放
射線・細菌等の有害物質の完全隔離効果を検証する。密閉型ハウス栽培を実証する。

③ ロボットの収穫・選果・容器収納によって、完全非接触による海外出荷を実証する。これによるジャパンブラ
ンドの強化，ロボット収穫ブランドの確立をねらったイチゴ販売（試験販売、ベンチャー設立）を実施する。

上記の実現には研究者とエンジニアの２つの目線を持つ提案者が現場で培ったスマート・ロボット技術は不可欠。

提案者名： 宇都宮大学大学院 工学研究科 尾崎 功一

提案事項：ロボット技術を実践活用するイチゴ収穫ロボットと密閉型ハウス栽培システムの構築

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
①既存ハウスのロボット化は，提案技術の波及効果が高いだけでなく，新規ハウスの設置コストも低減できる（その分，
新技術が投入可能）。また，遠隔操縦に関しては，つくばロボット特区と同様，ロボットオペレータの育成が必須となる。
すなわち農業ロボットオペレータ育成にかかわる新規雇用が増える。また，ロボット支援による労働力の低減により高
齢化対策にも貢献できる。②被爆地域での農産物生産のモデルになる。また，海外等での汚染地域における農産物生
産にも貢献できる。③海外出荷による高収益モデルを実証することで，高付加価値農産物の輸出効果をアピールする。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： 60,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 75,000 ）

１日目３－１（関東）

様式２

研究･実証地区： 栃木県

平成２６年度概算研究経費（千円）： 30,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 60,000 ）



イチゴ収穫ロボット２号機（実証モデル）の性能
４ 関 節 マ ニ ピ ュ レ ー タ 、 単 眼 カ メ ラ 、 自 走 式 、 ２ 系 統 電 源 、 バ ッ テ リ 駆 動

約６時間、無線による遠隔操縦が可能、人工生命の並列処理系を参考にした

分散・協調制御（複数の独立したアルゴリズムを合成できる）

提案研究では
①低導入コスト・低運用コストの評価。ロボット生産モデルの実証とその効果を検証
②スマート技術の導入と遠隔操縦による完全遮断型ハウス栽培の実証試験

③ロボット摘みイチゴのブランド化。試験販売によるブランド力の評価

ロボット技術を実践活用するイチゴ収穫ロボットと密閉型ハウス栽培システムの構築

人等の出入りを制限した完全遮断型のハウス栽培
イチゴ収穫ロボットによる自律・遠隔操縦作業を開発・実証

スマート技術に
よる遠隔操縦

「自宅」または「オフィス」

無線ＬＡＮ

自走式による
レール等は不要
（導入コスト減）

自走しながら完熟イチゴを収穫するロボット

非接触出荷を可能とする容器
ロボットによる自動充填が可能
→超高品質ブランドの創出（連携）

省関節、単眼カメラ、自走式で運用コスト減

非接触でイチゴを
収穫するハンド

単眼カメラによる
イチゴの熟度判定
ロバスト認識



提案内容

本提案は、提案者らが持つイチゴの収穫・容器格納ロボット、非破壊品質評価技術及び流通品質トレーサビリティシス
テムを超高品質イチゴ生産・流通技術として効果的且つ効率的に現地適用し、現地に於いて超高品質を担保できるイチ
ゴ生産拠点の創出に寄与することを目的とする。具体的な提案内容を以下に示す。

① イチゴ収穫・容器格納ロボットによる省力・高品質な収穫・調製・選別・包装作業体系の開発研究

② 非接触型イチゴ総合品質評価システムの実証研究：糖度、酸度、糖酸比等の内部品質，流通品質(果実硬度など) 、
形状、着色状態、重量などの外観品質を自動で測定する

③ イチゴの超高品質包装技術の実証研究

④ 生産から消費までを網羅する生産・流通トレーサビリティーシステム技術の実証研究

⑤ 生産から消費までのトレーサビリティーデータの戦略的活用方法の開発研究

上記の流通過程で得られた流通品質データを全てトレーサビリティーシステムに集め，生産から販売に至るプロセスの
高品質化戦略を立案するシステムを構築するとともに、得られたトレーサビリティーデータ(ビッグデータ)の戦略的活用
方法の開発を行う。

提案者名：宇都宮大学農学部 柏嵜 勝

提案事項：新たなブランド創出につながる超高品質イチゴ生産・流通技術の統合実証研究

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

品質情報が担保された超高品質イチゴの生産は他に類を見ない取り組みであり、この生産自体が経済的効果をもたら
すと考えられる。さらに、高品質ブランドの定着を図ることによって他の生鮮農産物の高品質イメージに繋がり、全体とし
てフルーツ王国福島の復興に寄与できる。また，本提案で構築したシステムを他のフルーツ、例えばモモ等に適応する
ことによって更なる波及効果が得られる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：45,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：75,000 ）

１日目３－２（関東）

様式２

研究･実証地区：

平成２６年度概算研究経費（千円）：45,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：50,000 ）



新たなブランド創出につながる超高品質イチゴ生産・流通技術の統合実証研究

①イチゴ収穫・収納ロボットによる省力・高品
質な収穫・調製・選別・包装作業体系の開発

流通状況を総合的に分析し、
展開戦略を立案

④生産から消費までを網羅する

流通トレーサビリティー技術の適用研究

②非接触型イチゴ総合品質

評価システムの実証研究 販売

店頭

収穫ロボット，品質評価システム，
高品質包装及び流通過程で得られ
た流通品質データを全てトレーサ
ビリティーシステムに集め，生産
から販売に至るプロセスの高品質
化戦略を立案する

③イチゴの超高品質

包装技術の適用研究

流通・販売情報の
生産現場への

フィードバック

イチゴの新たな
パッケージデザイ
ンを可能にする



提案内容
施設園芸では燃油などの高騰等により、経営が圧迫されており、当提案では、長野県安曇野市のトマトの施設栽培を実証地とし
て、高度環境制御技術の導入によるトマトの効率的生産を行う。具体的には下記の項目を実施する。

◎地下水源ヒートポンプ技術を用いて、冷暖房コストの低減
信州大学 藤縄らが実績を有する地下水源ヒートポンプ技術を用いて、冷暖房コストの低減を行う。
地下水の温度は、15℃程度に保たれており、これを熱源とする事で、トマト栽培の適温である昼温20～25度、夜温10～20度、
適湿度65～85%、栽培時の水温を適温に調整することにより、低コストかつ安定的に実現する環境を作り出す。

◎LEDや人工光を用いた高糖度トマト生産システム開発
野菜茶業研究所 では、LEDや人工光を用いたトマトの生産システムに知見を有しており
当提案では、LEDや人工光による生産性･果実品質の向上に取り組む。

◎CO2施用による生育促進等生産性の向上
農村工学研究所では、高頻度換気による蒸発散および光合成促進に関する研究や
大規模空間における作物生育環境におけるセンシングに実績を有しており、
農家と連携し、CO2施用を含む室温環境のセンシングと育成状況を調査する。

※安曇野市では糖度が高いトマトを生産しており、生産農家の協力の下、実施する。

提案者名：信州大学 工学部 藤縄克之、(独)農業･食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所 高市益行、農村工学研究所 奥島里美

提案事項：地下水源ヒートポンプや光やCO2を用いた高度環境制御技術の導入によるトマトの効率的生産

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
トマトの生産費の構成をみると動力光熱費は40％近くを占め、重油の高騰以前と比較すると約2倍のコストを要する。
藤縄らは、すでに室内用の地下水制御型高効率ヒートポンプ空調システムの開発に成功しており、その性能は重油を用いた冷
暖房システムと比較して、60％冷暖房エネルギーの削減を実現している。この技術を農業用に転用することで、動力光熱費の
大幅な削減が見込まれる。さらに、LEDや人工光を用いた高糖度トマト生産システムやCO2施用による生育促進等生産性に取
り組むことで収率のアップが期待される。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：150,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 85,000 ）

１日目３－３（関東）

様式２

研究･実証地区：長野県 安曇野市 トマト農家

平成２６年度概算研究経費（千円）：100,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 70,000 ）



地下水源ヒートポンプや光やCO2を用いた高度環境制御技術の導入によるトマトの効率的生産

地下水源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ技術による冷暖房ｺｽﾄの低減

加工用トマト栽培農家で実証試験
冷暖房コストの大幅削減

LEDや人工光、CO2施用による
収量の拡大に取り組む。

LEDや人工光を用いた高糖度ﾄﾏﾄ生産ｼｽﾃﾑ開発

CO2施用による生育促進等生産性の向上

信州大学では、室内用の地下水制御型高効率ヒートポンプ空
調システムの開発に成功。重油を用いた冷暖房システムと比
べ60％電気代削減を実現！

1メガカロリー単価

地下水
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

円

5

空冷ﾋｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ

ボイラー
(重油)

野菜茶業研究所では、
ビキタス高機能補光
ノードを開発済み。

農村工学研究所では、
高頻度換気による蒸発散および光合成促進に関
する研究や 大規模空間における作物生育環境に
おけるセンシングに実績を有する。

ＬＥＤ光による生産性
品質の向上を実現！

CO2施用を含む室温環境の
センシングと育成状況

の関連を調査

地下水源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟを介して
室温を適温に保つとともに、
栽培時の水温を同時に制御。地下水源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟは外気温

との差が開くほど、他の冷
暖房ｼｽﾃﾑと比べ効率が良い。

CO2



提案内容

◎季咲き作型以降の出荷を目指した作型を確立する。

○高温期育苗技術の確立

・抑制作型に適した品種の選定

・セル成型苗の育苗技術の確立

・ヒートポンプと低圧ドライミストによる冷房技術の確立

○栽培圃場における環境制御技術の確立

・ヒートポンプと低圧ドライミストによる冷房技術の確立

・遮光シートによる短日処理技術の確立

・LED等新光源による低コスト補光技術の確立

・ヒートポンプによる低温時の効率的な加温技術の確立

提案者名：長野県野菜花き試験場 花き部 中島由郎

提案事項：トルコギキョウ抑制作型の確立による作期拡大

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
１ 需要期出荷により有利販売が可能となる。
２ 端境期の解消により周年出荷が可能となり、需要拡大がのぞめる。
３ 暖地の産地との連携により年間を通して需要に対応可能となり、国内生産の強化につながる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：40.000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 0 ）

１日目３－４（関東）

様式２

研究･実証地区：関東東山地域

平成２６年度概算研究経費（千円）：20，000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：0 ）



背 景

・夏季高温化による切り花品質の
低下、出荷量の集中

・需要の動向に則した切り花生産

・輸入切り花の増加

技 術

・冷房育苗技術の確立

・栽培圃場の高度環境制御技術
の確立
(ヒートポンプ、低圧ドライミスト、
LED等の新光源、遮光シート等)

研 究 体 制

冷房技術の
実証

新光源による照
射技術の実証

高品質・有利販売による所得の向上

現地生産法
人

野菜花き試験場

民間企業
普及事業

J A



提案内容

近年、国内の施設園芸における果菜類生産は、養液栽培技術や環境制御コンピューターの導入により、出荷量の向
上がみられるようになってきている。しかしながら、オランダと同様に出荷量の飛躍的な向上が達成できないのは、日本
固有の変化に富んだ気象条件に原因があると言われている。冬期や梅雨期の曇天、夏の高温期などは栽培に望ましい
条件とは言えず、豊富な日射量を活かすことができない作型を選択しているのが現実である。

このような難しい気象条件の中、生産販売を行なうミディトマト（カンパリ、平均果重45g）において、27.2 kg/m2の出荷量
（出荷箱数×製品規格重量÷栽培面積）を達成した。オランダにおけるカンパリの平均的な出荷量は、30 kg/m2であり、
弊社の技術体系は、オランダの大規模生産者と同等の水準に到達したと言える。

本提案は、弊社が確立した技術体系を用いて、日本固有の気象条件をクリアするための高度環境制御技術（ヒートポ
ンプ・細霧・補光・局所加温等）を組込み、日本の気象条件を克服する新たな技術体系を構築するためにカンパリトマト
を用いて世界最高水準の出荷量「40 kg/m2」と単位面積あたりの売上「28千円/m2」を達成することを目的としている。実
証では弊社で実際に商業生産を行っている5,000 m2以上の単一温室に、各種環境制御機器を設置することを想定して
いるため、スケールメリットを活かしたより実践的な技術が得られると考えられる。また、弊社施設は研修施設として既に
運用されており、弊社の研修プログラムを通じて普及を行う。

提案者名： 日東紡績株式会社 グリーン事業部 事業部長 久枝和昇

提案事項： 実証スケールにおける高度環境制御機器の導入による大幅な収益増大のための技術体系の確立と普及

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
大規模実証試験によって得られた世界最高水準の出荷量「40 kg/m2」を達成する技術体系は、弊社の研修プログラム

を通じて国内生産者へ普及させることにより、生産者の収益増大を達成し、攻めの農林水産業の実現することが可能で
ある。

平成２７年度末までの概算研究経費（150,000千円）：
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（200,000千円）：

１日目３－５（関東）

様式２

研究･実証地区： 関東（千葉県）

平成２６年度概算研究経費（75,000千円）：
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（200,00千円）：



●高温対策・湿度制御
細霧冷房装置
ヒートポンプ

●低日射量・日射量変動
LED、高圧ナトリウムランプ

●基礎実験
グロースチャンバー
閉鎖系試験

施設園芸の課題： 日本の気象条件を克服

実証規模（≧5,000 m2）に各種環境制御機器を設置・制御

日東紡千葉植物工場

実証スケールにおける高度環境制御機器の導入による
大幅な収益増大のための技術体系の確立と普及

高度環境制御機器による
技術体系の確立

●気象条件の厳しい日本でオランダと同水準の出荷量

出荷量：27.2 kg/m2、 売上：1.5億/ha

オランダと同水準の技術体系の確立

大手量販店への直販

●技術の普及

研修者受入れ、現地指導、出荷量10～20%増加

実績・ﾉｳﾊｳ

●世界最高水準の出荷量

40 kg/m2

●世界最高水準の売上

40 kg/㎡×700円/kg

=28,000円/m2

●日本農業へ貢献

国内生産者の収益増大

攻めの農林水産業の実現

実証



提案内容

提案者名： デザイナーフーズ株式会社 代表取締役 小笠原 真清

提案事項： 農業産業化ジャパンクオリティ・システム形成に向けた革新的生産技術体系の確立

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：150,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：50,000 ）

１日目３－６（関東）

様式２

研究･実証地区： 関東

平成２６年度概算研究経費（千円）：100,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：40,000 ）

農業を産業化するためには、多様な消費者や実需者のニーズ（安全・美味しさ・健康）に対応していく必要があり、さらに消費者が自分のニー

ズに合った野菜を自分自身で選択できる市場環境を提供することが重要である。そのためには、消費者ニーズに立脚した中身成分を非破壊に

て大量かつ迅速に検査することで多角的な生産技術を確立し、栽培／収穫された野菜の品質（中身）を「見える化」できる革新的生産技術体系

が不可欠である。生産技術には土づくり・栽培技術等の項目があり、これら項目は野菜そのものの生育や品質に直結する。つまり「栽培」と 「中

身成分」には密接な関連があり、野菜を栽培する上で大変重要になる。

主要野菜である「トマト」は、主要野菜卸売価格2兆円強のうち1500億円強（生産量70万トン）を占め、全国各地で栽培されており、国内消費の

みならず海外での生食ニーズに対応した輸出も可能である。海外においても生産量1億4580万トンとその市場は非常に大きいので、最終的な技

術開発成果の波及を考えた場合に対象作物として最適である。 生食用トマトのみならず加工用トマトにおいても収穫前果実や追熟した果実に

ついて非破壊検査することで、よりニーズに合致した生産が可能となる。

以上を踏まえ、本提案ではトマトを対象作物とし、その生産における地下部や地上部環境をリアルタイムにモニタリングし、栽培したトマトの中

身成分を大量迅速検査装置により測定し、「栽培」と「中身成分」の関連性をビッグデータ解析にて明らかにすることによって、真の消費者ニーズ

に合致したトマトを生産するための革新的生産技術体系を構築し、グローバルなビジネスモデルを実現させることを目的とする。

○ 先端技術（ミネラルセンサー・環境モニタリング装置・大量迅速検査装置）を駆使して地上部や地下部環境、ならびにトマトの中身成分の
測定により得られたビッグデータを解析し、多様な消費者ニーズに対応した多角的な生産技術（革新的生産技術体系）が確立できる。

○ 国内トマト流通量の7%を本提案の体系によって生産・流通・供給させると仮定した場合、年間で50億円以上の市場を新たに創出できる。

○ 革新的生産技術体系を構築する事で、多様な消費者ニーズに対応した野菜品質の見える化（表示）につながる。

○ 大量迅速検査装置によってトマトの中身成分を低コストで測定できるため、多様な消費者ニーズに対応した効率的な野菜供給ができる。



農業産業化ジャパンクオリティ・システム形成に向けた革新的生産技術体系の確立

革新的生産技術体系

消費者ニーズに立脚し、輸出拡大をも視野に入れた新技術による強みのある農産物づくりの実現

環境モニタリング 野菜品質基準 非破壊検査 マーケティング

生産技術
消費者
ニーズ

ビッグデータ
解析

非破壊検査

大量迅速検査装置

野菜品質の
見える化（表示）

販売

多様な販路
への広がり

【小売】

【通販】

グローバルな
ビジネスモデル実現

【外食】

【中食】

【商社】

【輸出】地下部環境（肥料／ミネラル／ｐH／EC／微生物 等）

地上部環境 （気象／日照／温度／湿度 等）

栽培品種／色／形状 等
収量／収穫時期／ロケーション

トマト中身成分

機能性

美味しさ

栄養素

重量・硬さ・色・形状

糖度/酸度・旨味成分

リコペン・アミノ酸

抗酸化力

環境モニタリング装置

安定生産／省力／低コスト

地下部
ミネラルセンサー

ビッグデータ
解析

農業産業化ジャパンクオリティ・システム

野菜品質基準
（デリカスコア）

安全・美味しさ・健康

【給食】

【宅配】

【コンビニベンダー】

【食品メーカー】



提案内容：

• iCASTTM を利用した節資源型かつ高効率農業の実証試験を行う（iCASTTM 概要：別紙参照）

• iCASTTM を用いた新しい農業へのチャレンジ意欲をお持ちの農業生産者を募り、協業により実証試験を行う

【役割】 当社 ： iCASTTM の生産・供給 農業生産者 ： iCASTTM による作物栽培

• 対象作物は、『コムギやトウモロコシ、ダイズなどの穀物類』、『トマトやキャベツ、メロンなどの野菜類』、『ナタネや綿
花などの油糧植物』などを優先して考えているが、詳細は各地域でのニーズに応じて農業生産者と協議する

• 既存の栽培技術との比較により iCASTTM の優位性を確認し、農業生産者の収益性向上の可能性と当社の事業性
を検証する

研究課題

• 中～大規模圃場（含、温室）における安定栽培技術の確立（実証試験にて検証）

• 給液タンクならびに作物栽培チューブの量産化技術の確立（要、自動試作装置の開発）

提案者名：三井化学株式会社 環境・エネルギー事業推進室 牧野 雅憲

提案事項：新規作物栽培システム iCASTTM を利用した節資源型かつ高効率な農業の実現に向けた実証試験

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果（定量的な効果は地域毎、作物毎に異なるため、ここでは定性的な効果のみ記載）
• 収穫量の増加と品質向上（高糖度作物の安定生産）
• 節水、節肥、減農薬、省エネ、省力化効果
• 栽培期間拡大による収穫量の増加

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： １５０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： １００，０００）

１日目３－７（関東）

研究･実証地区：要相談－各地域で各々必要とされる対象作物について縦断的に実施

平成２６年度概算研究経費（千円）： １００，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ７０，０００）



作物栽培システム iCASTTM を利用した節資源型かつ高効率農業

作物栽培チューブ

給液タンク養液

iCALM® (integrated Cultivation-Accelerating Materials)

iCASTTM

(integrated Cultivation-Accelerating Systems)
iCASTTM

• 給水タンクと作物栽培チューブからなる作物栽培
システムで、その特徴は作物栽培チューブに装着
されている栽培用特殊素材 iCALM® にある

• iCASTTM に専用の種子、肥料、農薬および栽培
方法を加え、農業生産者に Solution を提供する

iCALM®

• 植物依存型生育要素供給機能を有する栽培用特殊
素材で、給液タンクからチューブを通じて供給される
水や肥料、農薬に加えて空気も保持する
（ここでは、水や肥料及び空気を“生育要素”と呼ぶ）

• 作物が生育要素を生育状況に応じて“好きな時に
好きな量だけ吸収（＝植物依存型生育要素供給）”
できる栽培環境を作り出すことができる

iCASTTM 栽培のメリット

• 作物の生育が最大化され、収穫量の増加と品質の向上が可能となる

• 水や肥料、農薬、エネルギーの使用量が最少化され、節水、節肥、減農薬、省エネルギーなど、節資源農業の実現が可能となる

• 水や肥料、農薬が土壌へほとんど放出されないため、土壌や地下水などの環境への影響が少なく、環境に優しい農業の実現が可能となる

【iCASTTM を用いた栽培試験データ】

iCASTTM 使用時 比較対象 試験作物

収穫量

品質（糖度）

水使用量

肥料使用量

1.5～1.6倍

1.2～1.3倍

10%以下

30%以下

土耕栽培

水耕栽培

スプリンクラー

土耕栽培

コムギやトウモロコシ、ダイズなどの穀物類、

トマトやキャベツ、メロンなどの野菜類、

ナタネや綿花などの油糧植物、など多数

農業生産者の収益性（コンセプト）

iCASTTM 価格は既存製品（スプリンクラーや点滴灌水など）よりも高値に設定するが、

水や肥料、農薬などの使用量低減により農業生産者のランニングコストが下がるような

価格設定を行うため、農業生産者の収益性は向上する（実証試験で設定価格を確認）

事業化時期

実証試験による性能確認と並行してiCASTTM の

商業生産技術を確立し、早期事業化を目指す



提案内容

・神奈川県が開発した切りバラの株元加温技術はアーチング仕立てにおける光合成枝の折り曲げ下部にパイプを配置
し、パイプ内に30℃程度の温湯を流すことにより株元近傍の局所加温を行う技術である

・株元を加温することにより冬期の温室管理温度を慣行の18℃から３℃低い15℃で栽培管理を行える

・切り花本数が増加し、切り花長等の品質向上が図られる

・室温低下及び収穫量の増加により採花本数当たり30～40％の暖房費の削減可能である

・炭酸ガス施用により、さらなる品質向上が図られる

・切りバラ土耕ハイラック仕立て及び他切り花栽培においても応用できる可能性がある

そこで

・現在、切りバラ生産農家で導入が進むヒートポンプによる夏季夜冷及び炭酸ガス施用と株元加温による冬期低温暖房
の組み合わせによる低コスト、高品質切り花栽培技術の実証を図る

・株元加温による効果が期待される他切り花の検索を行う

提案者名：神奈川県農業技術センター 生産技術部 果樹花き研究課

提案事項：局所加温による省エネ低コスト・高品質切り花栽培技術

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

・燃油価格の高値安定傾向及び販売単価の低迷により悪化した切りバラ生産農家の経営状況がコスト削減と高品質化
により改善される
・株元加温を切りバラの土耕ハイラック仕立て及びバラ以外の切り花栽培への応用方法が確立する

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 12,000）

１日目３－８（関東）

様式２

研究･実証地区：神奈川県

平成２６年度概算研究経費（千円）：14,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：7,000）



局所加温による省エネ低コスト・高品質切り花栽培技術

株元加温

切りバラ生産の現状

・冬期温室管理温度18℃→15℃
・採花本数の増加

採花本数当たりの使用重油40%減

・到花日数の短縮

切り花品質向上

・切り花長、重増加

・花サイズ増加

問題点も…
・茎径減、軟弱化

さらに新技術を組み合わせて

暖房費用の軽減

夏季夜冷による
株の充実

・ヒートポンプ

光合成促進

茎径増、硬質化

・炭酸ガス施用

・ハイラック仕立における局所加温

現地生産農家で実証

暖房費の軽減（従来比50%減）

高品質化（サイズ増大＋茎部
硬質化）

研究機関で

応用可能な切り花の検索
ガーベラ、キンギョソウ……

効率的運用方法の検討

客観的な効果測定

物財費の30%が光熱水費

暖房燃料の高騰

販売単価の低迷

消費減少

輸入バラ増加

原油価格の高値安定



提案内容

栃木県では、低コスト耐候性ハウスなどの高軒高ハウスとハイワイヤー誘引を用いたトマトの土耕長期どり栽培の開
発普及にこれまで取り組み、増収化が図られているが、依然として収量は個人格差が大きく、経営状況は大きく異なって
いる。そこで、①１０アール収量３０トン以上の多収化を実現した圃場における栽培環境データを調査するとともに、篤農
家が持つ経験や勘（暗黙知）を形式知とする調査研究を行なう。さらに、②これまでの調査研究により成果を上げつつあ
る高度環境制御技術等の新たな栽培管理法を篤農家の栽培管理下で実証する。これにより、土耕栽培でも１０アール
収量４０トン以上を安定的に達成できるトマト土耕栽培経営モデルを構築し、国内最高水準の収益性で国際競争力に強
いトマト産地づくりを形成する。
【具体的な取り組み方策】

①篤農家等の施設内栽培環境データの集積と、経験や勘から発生する栽培管理の判断を形式知とする手法の検討。

②バランスの良い温度・湿度・ＣＯ２施用管理を実証、さらに土壌の高度環境制御技術について検討。

③これまでの成果や①、②から得られた新たな成果から、実用的な収量４０トンどりトマト土耕栽培経営モデルを作成。

提案者名：栃木県農業試験場 研究開発部 野菜研究室

提案事項：ＩＣＴ活用による篤農家の匠の技の可視化と高度環境制御技術の融合による国内最高水準トマト土耕栽培
経営モデルの構築

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

これまで培ってきたトマト篤農家の優れた栽培技術がＩＣＴ等の活用により普遍的なものとなり、後継者や新規就農者
への技術伝承を円滑に行うことができ、産地では栽培技術と生産性の高位平準化が図られる。

さらに、実用的な高度環境制御技術を構築することで、実際の栽培現場でも１０アール収量４０トンを達成できれば、
国内最高水準の収益性となり、さらに競争力の強いトマト産地形成が図られる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：２０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

１日目３－９（関東）

様式２

研究･実証地区：栃木県宇都宮市（研究地区）、栃木市（実証地区）

平成２６年度概算研究経費（千円）：１５，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）



ICT活用による篤農家匠の技の可視化と高度環境制御技術の融合による国内最高水準トマト土耕栽培経営モデルの構築

①画像データ等に基づく実用的な生体情報診断技術の開発

②環境データや生育データに基づく高度環境制御技術の開発

生育情報の画像診断
生体情報のデータ化

栃木農試（研究ほ場）
強み：トマト促成長期どり栽培（土耕）の開発実績

・ハイワイヤー誘引、高軒高ハウスの土耕モデル化
・促成長期どり栽培技術の確立

サンファーム・オオヤマ（実証ほ場）
強み：トマト促成長期どり栽培（土耕）の導入実績

・低コスト耐候性ハウス（高軒高タイプ）の導入
・トマト篤農家としての高い経験力・技術力

環境情報のデータ化
効率的なCO2施用法
温度管理法など

③匠の技の可視化と生体情報診断、高度環境制御技術の統合

開発技術の移転・実証

暗黙知の抽出
実証評価

10a当たり収量40t、粗収益1200万円を目標とした、国内最高水準の収益性をもつ競争力の強いトマト経営
モデルを実証します。さらに、後継者や新規栽培者が、篤農家と同レベルまで早急に技術向上が図れる実践
的な栽培ガイドラインを作成し、匠の技を継承・発展することができるノウハウを創出します。

実践的栽培ガイドラインと優秀な生産者の育成

栽培管理
（Do）

経過観察
（Check）

処置改善
（Action）

栽培基本方針
（Plan）

高軒高ハウス（低コスト耐候性ハウス）の普及率が高いモデル産地の栃木から全国に向けて発信

匠がもつ経験・勘（暗黙知）を
一般化（形式知化）

作業履歴による抽出
対話による抽出
生体情報、環境データとの比較による抽出

篤農家の頭の中（イメージ図）

ブラックボックス（これまで）



提案内容
日本のほとんどのハウス土壌は、長年の過剰施肥で塩類集積し、継続性が危ぶまれる状況にある。これを農家は十

分認識しているものの、収量が減る不安から施肥量を減らせず、高価な資材や技術を導入して対応するという悪循環に
陥っている。本提案の目標は、元肥をなくし、養液土耕栽培で必要な時に必要な量の培養液を供給することで、塩類集
積したハウス土壌を修復する手法を確立することである。さらに、養液土耕栽培では一時的に多量施肥しないので不耕
起栽培の導入が容易になる。この導入で、土壌物理性の改善と大幅な省力化が期待できる。

養液土耕＋不耕起の栽培体系でこれまでの方法が適用できない有機質、燐酸、カルシウムの施肥法、土壌消毒法な
どの技術を、明治大学で開発する。実証実験には、伊勢崎市の農家とJAに協力を得る。この農家では、塩類集積した２
棟のトマトハウスのうち1棟に、2013年夏から無施肥で養液土耕栽培を導入しているので、先行した比較が可能である。

明治大学と㈱ルートレック・ネットワークスが開発した養液土耕栽培支援システムZeRo.agriをこの農家は購入して利用
している。 ZeRo.agriでは、測定した環境条件を指標にクラウドで必要な培養液量を計算して自動供給するので、過剰施
肥を避けることができる。

本研究ではZeRo.agriの制御プログラムを改良し、除塩モードを付加する。具体的には、異なる深さの土壌の水分、EC
をモニターし、下層土から耕土への土壌水分と栄養塩の移動能力を推定し、下層土から栄養塩が多く供給される条件で
は、培養液の栄養塩を減らすロジックである。この開発により、集積した栄養塩を資源として利用でき、持続性の高い養
液土耕栽培の支援を容易にする。

提案者名：明治大学 農場 小沢聖、㈱ルートレック･ネットワークス 佐々木伸一

提案事項：養液土耕栽培と不耕起栽培を組合わせたハウス土壌の修復手法の開発

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

・集積した栄養塩を資源として利用できる。
・作付け切替時の作業を大幅に削減することで生産費を削減し、収益を高める。

・施肥と耕起を削減することで、ハウス土壌を健全化し、持続的なハウスの利用を可能にする。

・ZeRo.agriで除塩しながらの養液土耕栽培を自動化できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ０ ）

１日目３－１０（関東）

様式２

研究･実証地区：群馬県伊勢崎市

平成２６年度概算研究経費（千円）：10,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ０ ）



養液土耕栽培と不耕起栽培を組合わせたハウス土壌の修復手法の開発

異なる深さでの

土中水分値、ＥＣ

の計測と蓄積

施設（伊勢崎市）

土壌水分、ECの確認

培養液供給

自動制御

計測データに基づく、培養液制御信号

培養液供給の設定

ZeRo.agriクラウド

制御システム

制御端末

培養液供給補正

不耕起栽培での各種
データの収集と蓄積
及び栽培への反映

徐塩モードの
アルゴリズム開発と実装



提案内容：

吸湿性能を持つＰＶＡ（ポリビニルアルコール）フィルムと透明ポリクロスを張り合わせたフィルムで、除湿効果、保温性、

透明性に強度を兼ね備えたフィルムです。使用用途は、内張りカーテン、裾張り(サイド張り)、トンネル分野に効果を発揮

します。

新製品『カラぬーく』を提案、紹介する事により、各研究機関や各県農業改良普及所、ＪＡ営農関係者等との共同研究の
機会を見出したいと思っています。

『カラぬーく』は、透明タイプの他に、遮光タイプもあり、現在２種類あります。

① 冬場に使用する『透明タイプカラぬーく』（透光率；約９０％）

② 夏場の遮光、遮熱と冬場の除湿、保温の機能を兼ねた『ホワイトカラぬーく』（遮光率；約６０％）

提案者名：日本合成化学工業株式会社、スペシャリティ営業本部、機能材料部、開発担当部長、池永 和義

提案事項：施設園芸ハウス内の省エネ・除湿・透光性に優れた新資材⇒ 製品名は『カラぬーく』

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果：
『保温効果』⇒内張りカーテンにて、『カラぬーく』（厚み２５μ品）を使用する事により、従来の農ＰＯ（厚み７５μ品）より、
暖房燃料費用が、約１５％節減効果。

『除湿効果』⇒ハウス内の湿度を下げる事により、病気の発生抑制効果。花き栽培では、ボタ落ち軽減による花シミ減
少効果。各種育苗での苗の徒長防止効果。

『透光効果』⇒寒冷時にフィルム内面に発生する結露水の付着がほぼないため、光線透過が高く、朝方の光合成がよ
り活発になる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

１日目３－１１（関東）

様式２

研究･実証地区：京都大学大学院農学研究科附属農場、香川県農業試験場、各地区の施設栽培農家、他

平成２６年度概算研究経費（千円）：３月査定まで未定
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）





提案内容

レタス産地間連携において問題となる産地切り替わり期および生産が不安定な高温期に、 2週間～1か月前に生育モデルを用いて異
常気象時でも精度の高い生育予測を行い、中間事業者（※）の調達調整や生産者の出荷調整を支援するシステムを開発する。

シミュレーションに用いる気象データはリアルタイムAMeDASの３次メッシュデータ（1km四方）を用い、トンネル内温度も日平均気温・日日
射量と換気法から推定するため、生産圃場での気象観測は不要だが、定植日別植付面積、品種、トンネル被覆開始履歴データは必要。

提案者名：(独)農研機構・野菜茶業研究所 野菜生産技術領域 岡田邦彦

提案事項：レタス周年安定供給のための生育予測に基づく産地間連携支援システム

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

レタス産地間連携時において、産地切り替わり期の前後産地の出荷量の予測を行うことにより、円滑な調達調整を可能にする。また、気
象条件が変動する中、予測結果に基づく、収穫期調整手法や生産安定化技術の効果が検証される

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： ３０，０００千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

１日目４－１（関東）

様式２

研究･実証地区：(独)農研機構および長野・茨城・静岡・香川各県の公設試験研究場所・調査協力生産者

平成２６年度概算研究経費（千円）：１４，０００千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

想定する産地間連携パターン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<--------------------------------> 長野
<-----------> <-------> 茨城

----------> <--- 静岡・香川

◆生育モデルと生育モニタリングを活用したレタス出荷量
推定システムの実証（検証フェーズ）

現場に対応した品種・トンネル内温度モデルの精度検証
現地対応モデルシミュレーションの出荷量推定制度の検証
生育モニタリング利用による予測精度向上程度の検証
トンネル開閉調節などによる収穫期調整技術の効果検証
地下灌漑システムOPSISなど生産安定化技術の効果検証

◆生育モデルの生産現場栽培品種・栽培法へ
の適用拡大（現地適用拡大フェーズ）

現場作付け品種のモデルパラメータの決定
POトンネル内気温推定パラメータの決定
気象条件の異なる分散圃場区に対応

既往成果：

・レタス週別出荷量推定
アプリケーション

・トンネル内温度推定式
既に得られている適用

条件：
・対応品種はＶレタス・

シスコのみ
・トンネル内温度推定式

は塩ビトンネル裾上げ
換気のみ対応

・同一気象条件圃場群
対応にのみ対応

◆予測結果の産地間連携支援への効果の評価（評価フェーズ）

予測の有無が調達・出荷調整に与える効果について中間事業者の評価を得る（ＪＡ全農・キユーピー(株)、など）



生育予測に基づくレタス産地間連携支援システム

円滑な産地間連携・産地内協調に有効な情報の提供
収穫期調整技術や生産安定化技術の導入効果が明らかになる

想定する産地間連携パターン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<--------------------------------> 長野
<-----------> <-------> 茨城

----------> <--- 静岡・香川

産地切り替わり時期で出荷終わりとなる産地と出荷は
じめとなる産地、生産が不安定な盛夏期産地で出荷
予測を行い、生産者圃場での予測制度検証を行う
【ポイント】
1.生育モデルシミュレーション予測のため、異常気象
時でも精度を確保できる
2.アメダスメッシュデータとトンネル内温度推定モデル
を使うので、気象観測が不要

10月期

12月期3月期
収穫終わり

収穫終わり

収穫はじめ

収穫はじめ

収穫はじめ

5月期

収穫終わり

インターネット経由で気象条件データ入手、圃場から離
れた自宅、さらには東京のオフィスでも生育予測できる

生育モニタリングで予測精度向上

☆ トンネル開閉調節などによる収穫期
調節技術
☆ 地下灌漑システムOPSISによる生産
安定化技術

の導入効果を検証する

予測結果に基づいて・・・

茨
城

茨
城

静岡・香川

OPSIS

収穫はじめ

長野

収穫終わり

7～8月期

生産不安定期



１日目４－２（関東）





提案内容

サヤインゲンは、青果物はもとより、冷凍品や外食産業などでの利用もあることから周年の需要がある品目である。し
かし、特に夏秋栽培においては出荷調整に手間がかかるため極めて小規模での生産がほとんどである。また収穫の繁
忙期の差が大きく、雇用は利用されていない。そのため、各産地で生産者が減少している。

そこで、労働時間の平準化を図るための新たな栽培方式とすることで、雇用の導入を前提とした経営モデルを提案し、
サヤインゲンを経営の中心とする経営形態構築を図る。

さらに、インゲンの新生産方式実現のために必須である選別機を、地域のもの作りのプロである町工場の民間企業体
と共同で開発する。これにより、選別機のような少量生産の「単能機」を低コストで野菜生産者へ提供し、同時にメインテ
ナンス性も確保できるシステム構築の足がかりとする。

提案者名：群馬県農業技術センター 中山間地園芸研究センター

提案事項： 新生産方式導入によるサヤインゲンの省力生産体系

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
・小規模で補完的な品目であったサヤインゲンが、雇用を利用した主たる経営品目として再構築される。

・普通作物等で短期の季節雇用をしていた経営体に導入することにより、長期間の雇用が可能となり、労働力の質の
向上につながる。
・町工場などの地域の活力を利用して、低コストで省力化のための機械が提供されるシステムが構築される。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：8,500
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 4,800 ）

１日目４－３（関東）

様式２

研究･実証地区： 群馬県

平成２６年度概算研究経費（千円）：5,200
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 3,000 ）



新生産方式導入によるサヤインゲンの省力生産体系

従来の生産方式

新生産方式

○現状
・小規模での生産
・大きく変化する労働時間
・雇用の利用なし
・第2、第3の経営品目

高齢化
作付け面積減
生産量減少

労働時間
の平準化

選別機開発グループ

雇用創
出
規模拡
大

主たる経営品目
として再構築

地域の中小企業体

選別機導入による
選別の自動化

Ａ製作所 Ｂ電設

Ｃ印刷所 Ｄ織物

企画力・農業技術

ものつくり技術
研究機関

大学
普及、行政

ＪＡ等

技術支援
経営分析

○期待される効果
・サヤインゲンが主たる経営品目と
なり、雇用利用による規模拡大が
可能となる
・生産者へ低コストで機械の提供・
改良や、メインテナンスが容易とな
るシステムが構築される



提案内容

高品質なモモを安定して生産し、ブランド価値を高めるために、収穫時にモモの品質を非破壊計測可能なハンディタイ
プの測定器を開発する。提案する測定器は、様々な波長の発光ダイオードを搭載し、可視域から近赤外域にわたる幅
広い波長の光に対する吸光度を測定する。また、各種炭化水素やアルコール、エステル、アルデヒドに応答するガスセ
ンサを搭載し、モモから揮発する匂い成分を測定する。異なる2種類のセンサから得たデータを融合することにより、モ

モの糖度、酸度、果肉硬度、可溶性固形物濃度など各種品質評価指標の値を推定する。また、シンクイガなどの害虫
が出すフェロモンや、その幼虫から発せられる代謝産物を検出可能なバイオセンサの開発を試みる。成功すれば、病
害虫が発生した木を早期に特定し、果肉に潜む幼虫を検出することが可能となる。

以上のセンサを持ち運び可能な大きさの筐体に収め、収穫前の果樹についた状態でモモの品質を評価できるように
する。得られた測定データは、GPSデバイスから得た測定地点の座標と共にデータベースに記録する。データを蓄積す

ることにより、果樹ごとに果実の品質がどのように異なるか、その年の天候や栽培条件により果実の品質がどのように
変わるか、その傾向を明らかにすることができる。品質評価結果を栽培方法の改良や品質の安定化に活用するサイク
ルを確立するため、JAフルーツ山梨や生物系特定産業技術研究支援センターと共同で装置開発と実証実験に取り組む。

提案者名：東京農工大学 工学研究院 石田寛

提案事項：モモの品質を嗅ぎ分けるマルチモーダル非破壊センサシステムの研究開発

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

持ち運び可能な測定器を開発することにより、その場で果実の品質を確認しながら最適な時期に収穫することができ
る。各種品質評価指標を客観的な数値で表すことができるため、ブランドイメージの向上も期待される。得られたデータ
が蓄積されれば、気候条件や栽培条件が果実品質に与える影響が明らかになり、栽培方法の更なる改善に向けた指
針が得られる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： 70,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 0 ）

１日目５－１（関東）

様式２

研究･実証地区：山梨県

平成２６年度概算研究経費（千円）： 80,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 0 ）



モモの品質を嗅ぎ分けるマルチモーダル非破壊センサシステムの研究開発

果実の収穫時に品質を確
認

吸光度セン
サ

色、糖度を測定

匂いセンサ

酸度、熟度を測定

バイオセンサ

病害虫を検出

GPSデータにより測定位置を算
出
各株ごとに果実の品質を記録

糖度、酸度、果肉硬度、
可溶性固形物濃度、
病害虫の有無

・ 最適な収穫時期の判定

・ 客観的数値による品質保証

・ 天候や栽培条件による品質の
変化を抑制



モモの品質を嗅ぎ分けるマルチモーダル非破壊センサシステムの研究開発

吸光度センサ

・ 各種波長のLEDを搭載

・ フォトダイオードを使い、
反射光強度を測定

・ 小型の装置で分光分
析を実現

・ 果実表面の色素濃度
や果肉の糖度を測定

・ BRIX計による測定値と
よく一致



モモの品質を嗅ぎ分けるマルチモーダル非破壊センサシステムの研究開発

匂いセンサ

・ 6種類の半導体ガスセンサを
搭載

・ 検出した匂いの質に応じて、

特有なセンサ応答パターン
が得られる

・ 果実の酸度や熟度を推定

バイオセンサ

匂い分子

ルシフェラーゼ
遺伝子

動物・昆虫
由来の嗅覚
受容体

酵母細胞

発光

・ 遺伝子組換えにより哺乳類
の動物や昆虫の嗅覚受容
体を酵母細胞に発現

・ 特定の化学物質を検出する
と発光する

・ 害虫が出す性フェロモンや
害虫の代謝産物を検出



提案者名：栃木県農業試験場 研究開発部 果樹研究室

提案事項：移植翌年に収穫可能なニホンナシ根圏制御栽培法導入による経営改善

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
ニホンナシ経営に、本栽培法を導入することで、移植後4年目に慣行の2倍の収量を得ることができ、所得が向上する。

移植翌年に収穫でき早期多収が可能なため、改植による所得低下が抑制される。

培土が隔離し土壌病害が回避可能なため、新改植が進む、放射能汚染対策となる。樹がコンパクトなためオーナー
制度等の新たな販売ツールを開拓できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：１０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

１日目５－２（関東）

様式２

研究･実証地区：栃木県内

平成２６年度概算研究経費（千円）：６，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

提案内容
【事業の目的】

栃木農試で開発した「盛土式根圏制御栽培法」を現地農家に導入することによる経営改善効果の実証、全国展開に向けた取り組みを実
施する。
【試験内容（実証試験）】
試験１：導入規模別の経営調査を行うことにより、規模別の導入効果を検証するとともに、規模別の導入モデルを作成する。

①小規模導入：150ａ程度の経営規模の農家に20ａ程度の根圏制御栽培法を導入
②大規模導入：150ａ程度の経営規模の農家に70ａ程度の根圏制御栽培法を導入
※労働時間、経営状況、収量・果実品質を調査し、経営改善効果等を評価する
試験２：新たな技術を導入することによる省力化を検討する⇒反収当たりの労働時間の半減を実現

①液肥混入機、結束機等の省力技術の検討
②品種の組合せ（新品種等）効果の検討
【導入拡大、全国展開に向けた取組み】

①根域制限栽培全国会議の開催
②導入ほ場現地展示会の開催
③現地導入マニュアルの作成



移植翌年に収穫可能なニホンナシ根圏制御栽培法導入による経営改善

【事業の目的】
栃木農試で開発した「盛土式根圏制御栽

培法」を現地農家に導入することによる経営
改善効果の実証、産地振興方策を検討。

【試験方法（実証試験）】
試験１：導入規模別の経営評価
①小規模導入：150ａ程度の経営規模の農家に

20ａ程度の根圏制御栽培法を導入

②大規模導入：150ａ程度の経営規模の農家に
70ａ程度の根圏制御栽培法を導入

※労働時間、経営状況、収量・果実品質を調査
し、経営改善効果等を評価する

慣行栽培150a 慣行栽培150a

根圏20a

慣行栽培150a 慣行栽培
80a

根圏
70a

①「幸水」の導入から40年以上経過し、「老木化」・「萎縮症」・「土壌病害」による収量・品質の低下。
②成園化を図るためには約十年を要するため、改植が困難。
③早期成園化・多収・省力化・軽労働化・土壌病害等が総合的に解決できる技術の開発が必要。

これらを総合的に解決できる
｢盛土式根圏制御栽培法｣
を開発

☆普及を加速させるために☆
現地実証、経営評価が

不可欠

③遮根シート→
①ビニル→

2.0m

1.0m

④ビニルマルチ→

5%

←水位調節装置
↓

②給水マット
(幅100×奥行70㎝)

１．培土
赤玉土：ﾊﾞｰｸ堆肥＝2:1

幅135㎝×奥行60㎝×高20㎝

２．仕立て方
2本主枝Ｙ字仕立て

結果枝を約45度に誘引
※「2年成り育成法」により2年目から着果

３．施肥
窒素100g-りん酸86g-加里100g

緩効性肥料(ﾘﾆｱ型)100日タイプ

４．かん水
(底面給水・点滴方式)

水位をボールタップにより
地面より2㎝下に設定し、
塩ビ管に挿入した給水マット
から盛り土に水分を供給
※点滴灌水より安価に設置

５．栽植本数
200本/10a

(樹間2.0m×列間2.5m)
・樹をコンパクト・Y字仕立てにより密植が可能→早期多収
・樹体の要求に応じた、吸水量・施肥量を設定→高品質多収

試験２：省力技術等新たな技術の検討
①液肥混入機、結束機等の省力技術の検討
②品種の組合せ（新品種等）効果の検討

【導入拡大、全国展開に向けた取組み】
①根域制限栽培全国会議の開催
②導入ほ場現地展示会の開催
③現地導入マニュアルの作成

中核機関：栃木県農業試験場

期待される効果

①土地生産性の高い根圏制御栽培の導入により、飛躍的に収量が向上し農家経営が向上する。

②高品質果実によるブランド化、他品種つめパックなど、新たな販売法が確立。



提案内容
【背景】シカによる農林業被害の深刻化：農作物被害金額約82億円、林業被害6000ha（平成23年度）

増えるシカと減るルハンター：シカ生息数全国で約320万頭（10年前の2.6倍）ハンター数は18万人（10年前の6割）
低コストで省力化された新たなシカ管理システムを構築することが急務

【目的】1990年代から北米でシカ対策として実施されている「ローカライズドマネジメント*」を日本で初めて静岡県内で実施し、その効果を被
害軽減および個体数低減の面から検証し、技術普及を図る。
森林総合研究所はローカライズドマネジメントに適したシカ捕獲方法（誘引捕獲法）をすでに開発
伝統的な巻き狩りの40～50倍の捕獲効率をもつ、林業被害軽減に有用である、ことを実証
*ローカライズドマネジメント（localized management） ：シカの生態、行動、社会などの特性を利用し、地域を定めて群れごと除去し
シカのいない空白地域をつくる。空白地域の維持コストはきわめて低い。

【概要】ローカライズドマネジメントを体系的に進めるため、事業を「計画段階」「実行段階」「評価段階」「普及段階」より構成する。
計画段階：センサーカメラ、テレメトリー法により、シカ群れの行動圏を把握し、除去地域を定める。
実行段階：誘引法により、シカを除去地域内の特定の場所、特定の時刻に出現させ、銃器、ドロップネット、囲いワナにより捕獲。

ドロップネット、囲いワナは小型、軽量で設置および移動が容易。
評価段階：除去効果をコスト、被害軽減および個体数低減の面から評価する。
普及段階：ローカライズドマネジメント運用マニュアルを作成し、研修会等を通じて普及を図る。

提案者名：独立行政法人森林総合研究所 研究コーディネータ 小泉 透

提案事項： ローカライズドマネジメントによる低コストシカ管理システムの開発

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
農林水産業への貢献：シカ個体数が効率的に低減され、被害対策費用が削減される。
新産業創出への貢献：捕獲されたシカを産物利用することにより、中山間地域での新たな産業が創出される。
雇用創出への貢献：鳥獣捕獲事業者の創設により、若年層に新たな雇用機会が創出される。
国民生活への貢献：森林の公益的機能が確保され、人家周辺へのシカ出没の減少等により安全で安心な生活が実現。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：60,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：0 ）

１日目６－１（関東）

様式２

研究･実証地区：静岡県

平成２６年度概算研究経費（千円）：30,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：
0 ）



ローカライズドマネジメントによる低コストシカ管理システムの開発

計画段階
テレメトリー法（GPS受信機付

首輪をシカに装着して動きを
自動記録する）等により群れ
の行動圏を把握

実行段階
給餌、デコイ（おとり）などに
よりシカを誘引し、銃器、ド
ロップネット、囲いワナによ
り
群れごと除去する

評価段階
赤外線センサー付カメラ等
を用い他からの侵入定着が
無いことを確認
除去効果を被害軽減および
個体数低減の面から評価

普及段階
ローカライズドマネジメント導入
のためのマニュアルを作成、
研修会を開催して普及を図る

シカは一見バラバラに動いて
いるように見えるが

行動圏は群れごとにまとまり、
隣同士は行き来がない

誘引法により、群れごと除去す
る

シカ生息地での生産が可能に

日本初

デコイ



提案内容

本提案のシステムは、日本獣医生命科学大学が培ってきた野生動物管理手法と（株）日本無線と共同開発しているリ
アルタイムGPSを組み合わせることにより、効率的に野生動物の被害対策を実施可能にするものである。現在開発中の
リアルタイムGPSは、世界で最も小型のGPSチップを搭載することで省力かつ超小型化を実現できるため、アライグマ等
の中型動物でも長期にわたり追跡が可能となる。また可搬型受信局を配置することにより、動物の位置情報をリアルタ
イムで無人観測し、インターネットを介して動物の移動をマップ上で確認できるシステムである。本研究期間では、ニホ
ンザルの効率的な行動制御支援およびアライグマ・ハクビシンの効率的捕獲支援のシステム確立と実証を目標とする。

１）ニホンザルの効率的な行動制御支援システム：ニホンザルの被害対策では、群れの個体数を40～50頭程度に調整
し、行動監視により適切な追い払いを実施することが必要である。本システムでは、行動監視を無人化し、また移動経
路を予測して効率的に捕獲を実施する。また、被害のリスクが高い農地近くの泊まり場（夜間の滞在場所）利用を予知
し、少人数によるサルの排除を行う。

２）アライグマ・ハクビシンの効率的捕獲支援システム：外来動物であるアライグマやハクビシンは冬期間に集団でねぐ
らを利用する特性があるため、本システムによりねぐらの場所を特定して捕獲檻をその周囲に集中的に設置し、捕獲効
率を検証する。

提案者名：日本獣医生命科学大学獣医学部野生動物学教室 羽山伸一

提案事項：リアルタイムGPSを活用した野生動物被害対策支援システム

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果：本システムにより、野生動物の行動を長期間にわたりリアルタイムで無人監視可能となり、野生動物
のモニタリングや対策の効果検証の省力化、および追い払いや捕獲の効率化などが期待される。これらの対策手法に
は、専門的な知識や経験が必要とされるが、本システムの導入によって地域の実施主体が自力で対策を進めることが
可能となる。本提案者である日本獣医生命科学大学は、2008年より群馬県と野生動物対策に関わる包括連携協定を
締結して現場での対策を協働してきた実績があり、本システムを効果的に地域で普及させることも可能である。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 10,000千円 ）

１日目６－２（関東）

様式２

研究･実証地区：群馬県（高崎市、安中市、富岡市）

平成２６年度概算研究経費（千円）：10,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：10,000千円）



リアルタイムGPSシステムの開発
（総務省SCOPE等 H20～）
・超小型GPS送信機の開発

・リアルタイムGPSシステムの開発
・VHF波による無人自動監視システムの開

発

無人監視による動物追跡の自動化を実現

対策の技術開発
（農林水産省高度化事業等 H17～）
・サルの群れサイズ調整手法の開発
・サルの群れの分裂原因解明
・群れの追い上げ手法の開発
・外来動物の生態特性の解明
・外来動物の効率的な捕獲手法の開発
・対策技術者の人材育成手法の開発

サルおよび外来動物対策手法の確立を実
現

リアルタイムGPSを活用した野生動物被害対策支援システム

課題
専門的な知識や経験が地域に不足しているため、対策が進まない

例１）サルの群れサイズ調整による追い上げ対策
例２）外来動物の根絶を目的とした捕獲対策

日本獣医生命科学大学
野生動物教育研究機構

日本無線株式会社
群馬県鳥獣被害対策支

援センター

野生動物被害対策支援システムの確立（本提案事業）
１）ニホンザルの効率的な行動制御支援システム
２）アライグマ・ハクビシンの効率的捕獲支援システム

技
術
の
融

合
に
よ
る
対

策
の
汎
用
化



提案内容

「攻めの農林水産業」の実現に資するため、遺伝子組換えカイコによって得られる画期的な特徴を有する組換えシルクの生産体制の構築と、それを活

用した高付加価値製品に対応した技術開発を提案する。遺伝子組換え技術によって生み出された全く新しい特性を持つ組換えシルクは、その性能により非

常に高い付加価値を持つ製品を開発できることが示されてきたが、現在までのところは生産体制が整っていないためにそのポテンシャルを生かした製品群

の試作すらままならない。そこで繭の生産から製品開発・販売までを一貫の流れとして推進するために、以下の技術的課題を克服して全体を体系化するこ

とにより一気に実用化・産業化のめどを付け、他国には決して真似のできないシルク製品の生産・販売を振興する。

１．超極細シルク・蛍光シルク等これまでに開発してきた遺伝子組換えカイコの品種化を進めると同時に、実用飼育のため蚕種の大量生産技術をこれら

の品種ごとに開発する。

２．養蚕農家での遺伝子組換えカイコの飼育における管理手法の確立のため、隔離飼育施設を用いて様々な品種の飼育を行い、第一種使用の管理手

法を検討する。同時に群馬県蚕糸技術センターに農家での実用飼育を想定したパイロット蚕室を整備し、遺伝子組換えカイコの大量飼育技術の確立および

飼育マニュアルの整備を行う。

３．組換え繭それぞれの特性に適合した製糸法の検討や繰糸機械の改良を行い、処理能率を実用レベルまで向上させる。さらに製糸された各種組換え

シルクの性状をそこなわないよう耐熱性の付与、撚糸・染色技術の開発などを行う。

４．極細生糸を用いて世界最薄の織物を製造する等、各種組換えシルクの特長を生かした製品開発を行い、製品の展示を行うとともに有効な販売方法を

検討する。

提案者名：独立行政法人 農業生物資源研究所 遺伝子組換え研究センター

提案事項：組換えシルク生産と加工技術の開発による実用化

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

・従来の養蚕、製糸、織物産業で培われた伝統技術と、組換えシルクを核として開発された新たな技術の融合により全
く新しい技術体系を確立し、地方発のイノベーションを起こし地域農業、地域産業の振興が可能となる。
・組換え繭・シルクの加工技術の開発により、製造コストを大幅に削減することが可能となる。
・高付加価値製品の開発により、絹製品の輸出を増加させることが可能となる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：150,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 150,000 ）

１日目７－１（関東）

様式２

研究･実証地区：群馬県（研究の一部は茨城県の農業生物資源研究所でおこなう）

平成２６年度概算研究経費（千円）：50,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 150,000 ）



品種化と
増殖技術の開

発

製造効率の向上 高付加価値製品の開発

原料の特徴を生かした製品の開発と販売方法の検討

機械の改良等新たな
処理技術の開発

原料に適合した組換え
繭・シルク加工技術の開

発

低温煮繭

耐熱性の付与

・伝統技術と新たな技術の融合によ
る

技術革新で地方発のイノベーション
・組換え繭・シルクの加工技術の開
発

高付加価値製品の開発

地域農業、地域産業の振興
絹製品の輸出の増加

隔離飼育・パイロット蚕室での大量飼育技術の開発
管理措置等飼育マニュアルの作成

実用飼育（農家）を想定した管理手法の確立

品種に適合した増殖技術
の開発による蚕種製造

組換え技術による
新たな繊維の開発

市場調査による
需要の把握

「攻めの農業」への貢献

組換えシルク生産と加工技術の開発による実用化



提案内容

・通常の栽培方法では自然薯を作ることが出来ない水田や、石や砂利層のある畑地でも自然薯栽培が可能となる新規

で簡易な地上栽培法を提案する。

・本栽培法では塩ビパイプを直立して使用し、完全に地上で自然薯を栽培することで、既存の栽培法と比べて単位面積

当たり６倍以上も植え付けが可能となる。さらに、水流で塩ビパイプから容易に自然薯を収穫できる。

・一方、通常のむかごは固くて生で食することはできないが、自然薯を含むヤマノイモ類の地上部を被覆することでむか

ごの皮が薄くなる。そこで、生食も可能な大きなむかご（ジャンボむかご）を量産化する栽培法も提案する。

・通常、自然薯を連作するとウイルス病が発生して収穫が激減するので、あわせてワクチン接種株を栽培することで減

収を回避する。

・以上を組み合わせて、地上栽培方法で自然薯およびジャンボむかごの実証栽培を実施し、また最適な肥料や栽培条

件、品種の選定などを検討する。

提案者名：宇都宮大学農学部 居城幸夫

提案事項：新規簡易地上栽培法による自然薯とジャンボむかごの量産化の実証

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

兼業農家からは、農作業の軽減、すなわち高い労働生産性の栽培方法で、導入コストを抑えることができる生産方法
が求められており、自然薯およびジャンボむかごが本提案栽培方法で省力的に高収量となる。これにより、農業者の
収入の向上と安定がもたらされ、ひいては水田輪作あるいは耕作放棄地の減少に結びつく。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： 8,000 (千円)
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

１日目７－２（関東）

様式２

研究･実証地区：栃木県那須塩原市、矢板市、宇都宮市

平成２６年度概算研究経費（千円）： 9,000 (千円)
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）



新規簡易地上栽培法による自然薯とジャンボむかごの量産化

塩ビパイプを直立して使用し、完全に地
上で自然薯を栽培することで、土地を選
ばずに既存の栽培法と比べて単位面積
当たり６倍以上も植え付けが可能

水流で塩ビパイプから容
易に自然薯を収穫可能

ウイルスに感染すると早
期に枯れて大幅に減収す
るのでワクチン株を利用

地上栽培による自
然薯とジャンボむ

かごの量産体制の
構築および販売

最適な肥料条件や品種の検討

地上部を被覆することでむかごの皮が薄くなり、 生食も可
能で付加価値の高いジャンボむかごを栽培




