
提案内容

近年、茶の価格低下による粗収益の減少と資材費高騰等による農業経営費の高止まりにより、茶作の農業所得は激減し、茶
業経営は収益性が著しく悪化しているため、国内茶生産は存続の危機に直面している。一方、緑茶の機能性が世界的にも注目
され健康志向に対する需要拡大が期待されるなど、茶業は成長産業として発展する可能性を有している。こうした状況踏まえ、疲
弊している茶業を、強い茶業への刷新を図るため、関連技術を結集し、新しい需要を開拓できる製品づくりを通じ、高収益な茶生
産体系を実証する。

具体的には、省力、省資材、高効率、省エネルギー生産技術により生産コストの低減を図り、栽培から加工製造までをシステム
化した生産技術体系を確立することにより、収益を確保できる生産基盤を確立しつつ、嗜好の多様化、個性化、生活様式の変化
等変貌していく消費者ニーズに対応し得る技術開発を体系化し実証する。

結集する個別技術としては、茶栽培において施肥・IPM防除等の栽培管理技術導入による省力化、省資材化による低コスト化と
点滴灌水、節電型防霜ファン等による気象災害対策による安定生産を実証する。荒茶加工においては品質制御、熱管理を含め
た省エネ製茶技術導入による工程の簡易化、熱効率向上による低コスト化を実証する。また、栽培から加工製造までを計画的・
戦略的に連携させる茶園マネージメントにより、個別技術を効果的に組み立て低コスト化、高品質化等、総合効果を最大に発揮
させ茶産地リノベーションを図る。さらに、新たな茶製品、高付加価値茶による新たな消費形態および新たなマーケット開拓を行う。

提案者名：農研機構 野菜茶業研究所 茶業研究領域 荒木琢也

提案事項：国内需要向け茶生産における高収益生産体系の実証研究

農林水産省、「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」のうち、
「産学の英知を結集した革新的な技術体系の確立」技術提案資料

期待される効果

伝統的嗜好飲料として固定的・限定的であった緑茶の生産・消費形態に新たな形態を創出し、多様化した消費ニーズ
に対応できる活力と魅力にあふれた茶産業が育成される。また、省力・低コスト技術体系、茶園マネージメントにより耕
作者当たりの管理面積の拡大に対応し、地域の担い手への茶園集積を推進し、耕作放棄地の発生防止・解消を強化し、
地域茶業および国内茶産業の発展に資する。

２７年度までの概算研究経費（千円）：１５０，０００
（大型の施設・機械の試作品に係る経費（千円）： うち１００，０００ ）

２日目１－１（関東）

様式２

研究･実証地区：静岡県掛川市

初年度概算研究経費（千円）：１２５，０００
（大型の施設・機械の試作品に係る経費（千円）：うち１００，０００）



計画的・戦略的茶園マネージメント

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

国内需要向け茶生産における高収益生産体系の実証研究

局所施肥・IPM防除、気象災害対策等の茶園管理技術を活用し省力化および低コスト化を実現し、茶園データ管理による集団共同管理化を見据
えた計画的・戦略的茶園マネージメントにより、高品質茶の生産に基づく収益性の改善と同時に地域茶業の活性化を実現する。

省エネルギー化された新たな製茶加工技術の導入等による省エネ製茶技術を活用した新香味茶の他、プレミアムブランドの推進、特徴ある形状
の茶などの高付加価値茶により新たなマーケットを開拓する。
キーテク： 局所施肥、点滴灌水、IPM防除体系、節電型防霜ファン、茶園マネージメント、超高温熱風殺青機、プレミアムブランド、高付加価値茶

◆高付加価値茶による需要拡大

別に募集のマーケティング課題との連携のもと
特定の品種茶、特殊な生産法を用いたプレミアムブランドの推進

高付加価値茶による新たな消費形態とマーケットの開拓

◆省力的な施肥・IPM防除等の茶園管理技術を活用した生葉生産

局所施肥技術等による省力化および高品質化技術
点滴灌水、節電型防霜ファン等による気象災害に強い生産技術
被覆栽培による高品質生葉生産技術
IPM防除体系による資材費の低減技術

達成目標：

収益を20％以上向上できる、新たな需要に応じた高付加価値茶の生産技術体系の実証

◆新たな製茶加工技術の導入等による高付加価値茶製造

省エネ火炉及び省エネ制御法導入による稼働コストの低減

熱風で短時間に殺青できる超高温熱風殺青機導入による新たな
製茶システムの実証
新たな加工技術による特徴ある形状の茶の製造

局所施肥機 被覆栽培

点滴施肥・灌水

超高温熱風殺青機

強遮光栽培の茶

茶葉を球状に成形する
炒鍋機

◆茶園データ管理による
計画的・戦略的茶園マネージメント

計画摘採等の戦略的茶園管理による栽培と
加工の連携

球状の茶

省エネ燃焼炉



提案内容 茶は伝統的な嗜好品で，,開国後，20世紀半ばまでは生糸とともに重要な輸出品で国の近代化と発展を支えた。20世
紀半ば以降は，挿し木技術，品種「やぶきた」の普及，栽培管理・収穫の機械化，製茶の機械化，防霜ファンの普及で栽培面積，
生産量とも増大し，高度成長期の国内の緑茶需要の増加に対応した。しかし近年は気象災害の多発や価格の低迷，過度の一番
茶偏重によって生産状況は厳しく，生活様式の変化や職場でのお茶くみ廃止によってリーフティーの消費は減少している。一方，
緑茶飲料の原料，食品用粉末茶，家庭用粉末茶の需要は伸びている。

紅茶製造に用いられているCTC製法は，つぶす（crush），引き裂く（tear），丸める（curl）の3工程を一瞬にして行う製法である。
私達は2013年には日本CTC緑茶普及協議会が設立して，二番茶・三番茶・秋冬番茶をCTC製法によって簡易、省コストで製茶す
る方法の開発・普及に取り組んでいる。製茶に要する時間は従来法の4時間に比べて1時間に短縮される。CTC製法によってつく
られた緑茶は，従来法による一番茶のような香りや味には及ばないものの，色沢が鮮やかで，番茶臭がなく，中級茶以下の需要
や食品用には十分な品質である。

佐藤園では強い農業づくり交付金で，3連のCTC機を導入してドリンク原料の開発を行う。本プロジェクトでは，CTC機を用いて，
飲用及び食用の粉末茶の製品化を行う。粉末茶の製造工程の概略は以下の通りである。

生葉→殺青→CTC→乾燥→充填・包装→荒茶→仕上・火入→充填・包装→仕上茶→保管

仕上茶→粉砕→篩分→異物除去→品質検査→充填包装→品質検査→製品

CTC製法を利用した粉末茶の商品化のために，品質検査用分析機器として，粒度分布測定装置（800万円），色差計（200万円）
が必要である。

提案者名：CTC緑茶協議会（野菜茶業研究所茶業研究領域）

提案事項：CTC機を用いた簡易製茶方法により製造した茶葉を使用した粉末茶の商品化

「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
CTC機を用いることによって，作業の短時間化，これまでより少ないエネルギーで茶葉の形状とすることができるので，

低コスト化が期待できる。

茶葉をボールミルやジェットミルで丸ごと粉砕したいわゆる粉末茶は，家庭用のみならず外食用としての需要が増えて
いる。高品質・低コスト化が望まれているためニーズに合致すると思われる。

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）： 1,100,0千円 ）

２日目１－２（関東）

様式２

研究･実証地区：株式会社佐藤園

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）：1,100,0千円)）



CTC機を用いた簡易製茶方法により製造した茶葉を使用した粉末茶の商品化

刈り落としの原料も1時間で鮮緑色の粉末茶になる

1時間後

ドリンク

パン・麺類
菓子

CTC機



提案内容

家畜、特に牛の排泄物は日々大量に発生しているが、農家にしてみれば厄介な処理がついてまわる。牛糞を「かすみ」
と言う接触触媒により１～２時間で高純度の炭素に製造出来る技術を提案します。

＜接触触媒「かすみ」とは？＞

・処理工程は牛糞乾燥処理（水分量50%以下）と5%の「かすみ」触媒添加による炭化処理のみである。

・炭化処理は従来の熱分解処理（400～700℃）では無く150℃程度の加温で炭化触媒「かすみ」の化学分解により有機
物を高純度の炭素に変換する。（事例では1時間半処理で炭素成分９９．５％）

・熱分解ではなく化学分解であるためＣＯ₂やダイオキシンを発生させない。

・生成物した炭素はコークスと同等の7000Ｋｃａｌ/kgの高カロリーとなる。

・炭素以外の元素は無機の状態であるため分離か容易である（Ｃｌ、Ｎ等は気化）。

提案者名：株式会社Ｗ．Ｕ．Ｃ．

提案事項：家畜排泄物を化学分解により高純度の炭素（カーボンブラック）を製造する省エネ技術と地域環境改善

「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

・生成炭素は純度が９９．９％以上であるため燃料、工業製品の原料として多方面の利用が考えられる。牛は肉と乳の他
に糞を加工した炭素と言う有価物を生み出すことが出来、畜産、酪農経営に多大な貢献が出来るものと考えられる。
・畜舎周りの環境が改善され（臭気、ハエ等）、降雨等による糞尿の流亡がなくなるため、河川への流入が最大限防止で
きる。生成カーボンを固化して護岸での水質浄化も併せれば流域の環境浄化に寄与する。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：５０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ３０，０００）

２日目２－１（関東）

様式２

研究･実証地区：茨城県

平成２６年度概算研究経費（千円）：１２０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ７０,０００ ）





提案内容：ウシの人工授精技術が確立されて以来、ウシ凍結精液を用いた人工授精による初回受胎率が欧米先進
国や我が国で40％代まで低下し、この状態が続けば乳肉やそれらの加工品の安全・安定供給が危惧されている。
最近、造精機能や精子受精能の低下、融解後の精子活力や生存率の低さなど、いわゆる受胎成績の悪い種雄牛
の存在が判明し、これが受胎率低下を加速させる雄側要因の一つであることが指摘されている。加えて、ブタ
においても低受胎性精液の事例が報告され始めている。

提案者らは、これまで取り組んできた精子形成や精子の運動能および受精能に不可欠な新規精巣由来受精促
進物質「リラキシンファミリーペプチド」に注目し、乳肉やそれらの加工食品の安全・安定供給の確保および
農家経営の安定化の実現を目指している。これらの受精促進物質は精巣において精子形成や生殖細胞のアポ
トーシス抑制を介した造精機能の改善、及び精子の運動能改善等、受精能促進に極めて有効であることを明ら
かにした。しかし、受精促進物質は、生体組織に極微量しか存在しないため「家畜繁殖性向上」を実現するこ
とは極めて難しい。そこで、我が国独自の生物資源であるカイコの活用により受精促進物質の量産化を図り、
それをウシの過剰排卵処理および人工授精に用いる凍結精液に活用して精子の活力維持・増進や受精能改善の
実証試験を行う。さらには夏季に精液性状低下が懸念される種雄豚にも活用して造精機能の改善を行う。本提
案では、ウシ50頭、3品種の雄ブタ20頭を実証試験に用い、受精促進物質による動物生産性の向上を実証する。

提案者名：静岡大学グリーン科学技術研究所グリーンケミストリー研究部門 朴 龍洙

提案事項：精巣由来受精促進物質の量産化による家畜繁殖性向上技術の開発

「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： カイコを用いた受精促進物質の量産化によって、現在ペプチド合成によるミリグラム当たり

150万円を１／３程度で量産可能となる。この受精促進物質を活用することで、ウシの採卵における正常胚率

を20％向上させ、さらにウシの受胎率を現在の45％から65%、夏期ブタの受胎率を10%向上させる。更に本研

究成果を家畜改良事業団、農事組合法人富士農場サービスと共同で実用化を進め、乳肉並びに加工食品の安心

安定供給を可能とすると同時に我が国ばかりではなく、世界の動物生産性向上に貢献する。

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）： ）

２日目２－２（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）： １０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）



精巣由来の受精促進物質の量産化による家畜繁殖性向上技術の開発

乳用牛の受胎率低下
初回受胎率：H20年乳用牛46.1％、英米40％以下
低下速度：0.76%/年（日本）、1%/年（英国）

乳肉の安定供給に危機的
（2040年受胎率 0％と予測）
畜産農家の深刻な経営難

雌側の原因
高泌乳に伴うエネルギー
収支のアンインバランス
卵巣機能の回復遅延
子宮の免疫機能の低下

雄側の原因
精子生産能力低下
精子受精能低下
精子耐凍能の低下
精液のロット間の差

畜産業の現状
精巣由来受精促進物質
（リラキシンファミリーペプチド）

造精機能改善

精子の活力維持・増進
受精能の改善

我が国独自の生物資源である
カイコの活用により受精促進
物質の量産化

受精促進物質の生理・生化学
的機能解明

高感度生物活性測定系の確立
構造・機能特性解析
精液性状のバラツキ解消

新たな生物産業創出に向けた
生物機能利用技術の開発

受精促進物質の量産により、それをウシの過剰排卵処理および人工授精に
用いる凍結精液に活用して精子の活力維持・増進や受精能改善の実証実験
を行う。実証実験ではウシ50頭、3品種の雄ブタ20頭を用い、受精促進
物質による動物生産性の向上を実証する。

牛の受胎率２0％、夏期の豚の受胎率１０％向上
牛の正常胚率20％向上による生産力向上



提案内容
・国内外の競争に打ち勝つためには、食べて違いの分かる「強みのある銘柄豚」が不可欠である。
・ 「強みのある銘柄豚」の作出のためには、品種に特徴を持たせた合成種とすることが有効である。
・合成種は品質のバラツキが出現しやすく、銘柄としての安定化に時間がかかる。

そこで、肉質や発育に関連すると言われている遺伝子等をマーカーに、その多型を確認するとともに、形質との関連を
調査するとともに、農家からの出荷豚について、と体成績、肉質とマーカーとの関連を検証する。

あわせて、肉質分析によるうまさの検証として、銘柄豚の強みである肉質の特徴について、その要因を解析する。

試験材料として、静岡県で開発した肉質の良い「金華豚」と産肉性の高い「デュロック種」を交配した合成豚「フジキン
カ」を用いて、発育や脂肪代謝に関係するＤＮＡマーカーを調査し、性質性の向上を図る。

提案者名：静岡県畜産技術研究所中小家畜研究センター 養豚・養鶏科 柴田昌利

提案事項：DNA情報を活用した強みのある銘柄豚肉の生産技術体系

「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
・銘柄内の品質のバラツキ解消のため肉質関連遺伝子を活用し、効率的で斉一な銘柄豚の生産が可能になる。

・合成種による強みのある銘柄豚を効率的に作出することができる。

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）： ）

２日目２－３（関東）

様式２

研究･実証地区：静岡

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）： ）



DNA情報を活用した強みのある銘柄豚肉の生産技術体系

●普及においての課題
・豚肉の品質、体型（背脂肪の厚さ）等にばらつきが生じ、同じ商品にできないこともある。
・特に合成種による銘柄化の場合は品質の安定に時間を要する。

（１） DNA情報を用いた能力の推定

近年急速に進んでいる豚のDNA情報のうち、肉質や発育に関連すると言われている遺伝

子等をマーカーに、その多型を確認するとともに、形質との関連を調査する。
（２）野外での実証

農家からの出荷豚について、と体成績、肉質とマーカーとの関連を検証する。
（３）肉質分析によるうまさの検証
銘柄豚の強みである肉質の特徴について、その要因を解析する。

・銘柄内の品質のバラツキ解消のため肉質関連遺伝子を活用し、
効率的で斉一な銘柄豚の生産。
・合成種による強みのある銘柄豚の効率的な作出。

合成豚「フジキンカ」

静岡県で開発した肉質の良い「金華豚」と産肉
性の高い「デュロック種」を交配した合成豚強みのある銘柄豚の誕生



提案内容

完全人工光型植物工場は、土地利用効率が高く集約的な生産を行うことができるため、「攻めの農林水産業」の実現
には不可欠な技術であると考えている。また、低菌数での提供が可能であることや、周年で一定の品質で生産物を出荷
できるため、マーケットからのニーズも近年急激に高まりつつある。一方で、完全人工光型植物工場において事業ベー
スで栽培されるものは、葉物野菜のみであり、生産物の同質化を招いているのが現状である。従って、果菜類・根菜類
等へ、栽培が可能な品種を拡大することへのニーズが、生産者側およびマーケットから高まりつつある。

根菜類は商品価値のある作物を生産するには根圏の物理的環境が重要と見られ、水耕栽培では異常な形状となるた
め市場価値のある根菜類の栽培が難しい。弊社は、教育機関や企業からなる連携体により、2012年より根菜類を完全
人工光型植物工場で栽培できる培地資材の検討を行っている。これまでに、培地資材による生長や形状の違いを比較
し、一定の成果を納めた（未公表）。

そこで、適正な形状となる資材を活用し、効率的に根菜類を栽培するシステムの開発を提案する。植物工場について
は、商業ベースで構築されたシステムは、すべて水耕栽培を採用している。一方、根菜類の栽培には水耕栽培ではなく、

なんらかの資材を支持媒体として使用し、養液栽培を行う必要がある。また、「液体か、固体か」という点はオペレーショ
ンや作業性に直結する選択であり、既存の水耕栽培を前提とした植物工場の栽培システムとは一線を画した革新的な
システムが必要となる。そこで、連携体の成果を活用し、高品質な根菜類を商業ベースで生産できる植物工場システム
を構築することを提案する。

提案者名：株式会社リバネス 地域開発事業部 塚田周平

提案事項：完全人工光型植物工場での新規栽培資材による高品質根菜類栽培システムの確立

「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

ハツカダイコンを始め、高品質な根菜類を商業ベースで生産できる植物工場システムが産まれれば、今後品種拡大に
際に大きな効果がある。

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）： 7, 000 千円）

２日目２－４（関東）

様式２

研究･実証地区： 東京都

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）： 13, 000 千
円）



完全人工光型植物工場での新規栽培資材による高品質根菜類栽培システムの
確立

1. 培地資材の検討

植物工場内で、ハツカダイコンを
正常な形態で生産できる、再利用性
の高い栽培資材での栽培特性を
検討する。

2. 実証試験

植物工場内で活用できるユニットを
複数試作し、量産システムに耐えうる
栽培システムの構築に備える。

特に、量産においては栽培前後に
おける資材のオペレーション、施肥
等において簡便な操作を行えるユニ
ットが望まれるためこれを念頭におい
たユニットの開発を目指す。

3. 量産システム開発・品種拡大

開発したユニットを基に、量産シス
テムを見据えた栽培システムの開発
を行う。実際に作業性や生産物の品
質についても、外部機関と連携して
確認を行う。

また、確立されたものと同じスキー
ムで他の根菜類についても品種の
栽培適性を検討する。

これまでの課題

商業ベースで運営される完全人工光型植物工場では、水
耕栽培システムが利用されており、根菜類の栽培には不
適であった。

技術

弊社では、福島県立新地高校、企業と連携し、根菜類に
適し、かつ完全人工光型植物工場での応用が可能な新
規栽培資材の検討を行い、適性な形状の根菜類（ハツカ
ダイコン）を栽培する技術を獲得してきた。

提案

これまでの成果を活用し、より高品質な根菜類の栽培が
可能な条件を検討するとともに、量産を前提とした栽培シ
ステムの開発を行う。

根菜の栽培を行う場合には、なんらかの支持媒体となる栽培資材が必要となる。
従って、既存の水耕栽培を用いた栽培ユニットではなく、重量や作業性を踏まえた
栽培ユニットと全体システムの構築が必須となる。上図は、量産化をイメージした
栽培ユニット案を示したものである。



提案内容

・既存のビニールハウス、温室などの屋根に水がかかるようにスプリンクラーを設置し、かん水タイマーを使用して

間断的に散水を行います。

・水の持つエネルギーを有効に活用します。

水の蒸発潜熱は５７５カロリー/１ｇ－H2O ＠３５℃、つまり、１ｇ(水温３５℃)の水が蒸発するときに周囲から

５７５カロリーのエネルギー（熱）を奪う仕組みを使用して施設を冷却します。

提案者名：株式会社サンホープ 開発技術部 後藤元

提案事項：屋根散水による施設冷却

「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
・夏場の高温対策

2011年に行った自社実証試験では、屋根散水区では対象区と比較して、最大４℃、平均2.5℃～3℃の冷却効果が
確認できました。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：１０００千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

２日目２－５（関東）

様式２

研究･実証地区：関東・甲信越

平成２６年度概算研究経費（千円）：２０００千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）
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2011年8月某日の気温の推移

屋根散水 ℃ 自然換気 ℃ 気温 ℃

屋根散水による施設の暑熱対策

水の持つエネルギーを有効に活用します

水の蒸発潜熱は575㌍/1g-H2O @35℃

つまり、1g（水温35℃）の水が蒸発するとき

に周囲から575㌍のエネルギー（熱）を奪い

ます

このエネルギーを利用して施設内を冷やすの

が屋根散水です

屋根散水
09：00～17：00

2011年に行った自

社実証試験では、

屋根散水区では対

象区と比較して、

最大4℃、平均2.5

～3℃の冷却効果が

認められました。



提案内容

従来の重油による加温（間熱温風や温水循環法）に代わって、きわめてクリーンなガス改質燃料であるＧＴＬ（Gas to 
liquids）燃料を使用し、排熱と排ガスをハウス内に取り込むことで、燃費の改善（省エネ化）と二酸化炭素の施用による高
効率化を同時に実現させようとするものである。さらに、重油農法の排気に含まれていた環境汚染物質や二酸化炭素の
外部排出削減にも寄与する。この手法は、高知大学での試験と民間農家での予察的実証試験で基礎的技術はほぼ確
立しているが、実用化の普及に当たっては、次の３項目の技術開発が必要である。

１）基礎技術の高度化： この手法は加温機の燃焼排ガスに由来する二酸化炭素を利用するため、専用設備で二酸化
炭素を別途導入する場合に比べて簡便に高濃度の施用が可能である。高濃度二酸化炭素施用においては最適な水・
肥培管理技術が不可欠であるため、これらをあわせて開発し、包括的なノウハウ（時期と必要濃度、最大濃度）の確立を
目指す。

２）ＧＴＬ加温農法の網羅的実証と多品種栽培： この手法は様々な栽培作物に使用可能であるが、その適用方法や効
果は異なる可能性がある。現在既に効果の判明している作物以外においても効果を検証し、課題の抽出を行い、農法
の成熟化を目指す。

３）ＧＴＬ燃焼器の能力向上と最適化： 現在、試験研究に３００坪用の１機種が試作され、研究や試験に利用されてい
る。実用的普及には、さらなる燃料に対する最適化、二酸化炭素管理の完全自動化、大型化を含む複数機種の編成が
必要である。また、昼間の排熱利用やヒートポンプとの連携などの拡張性についても検討する。

提案者名： 高知大学 海洋コア総合研究センター 安田尚登

提案事項： GTL燃料を用いた新たなハウス加温法の開発

「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

重油価格高騰により、ハウス園芸は危機的状況にある。ＧＴＬは、重油に代わる簡便な液体燃料であるが、単純に燃
料を替えるだけでなく、ＧＴＬ燃焼は、排熱と排ガスをハウス内の導入できることから、燃料消費量の削減と共に、二酸化
炭素の施用効果（増収、品質の向上、栽培期間の短縮）を生む。さらに、二酸化炭素の排出削減にも寄与する。排ガス
に含まれる二酸化炭素をできるだけ多く利用する農法の確立とともに、新たなハウス園芸が発展する可能性がある。

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）： 30,000 ）

２日目３－１（関東）

様式２

研究･実証地区： 高知県、熊本県、佐賀県

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）： 50,000  ）



GTL燃料を用いた新たなハウス加温法の開発

ＧＴＬ燃料とは
天然ガスを改質し、人工的に作られ

たクリーンな液体燃料である。
燃焼テストでは、有害な成分は検出

されず、水蒸気と二酸化炭素だけで
ある。均質成分で燃焼性が良く、自然
分解性にも優れた安全性の高い燃料
である。

ＧＴＬ燃料をハウス内で燃焼させ、排ガスを導
入することで、排熱を無駄なく利用するととも
に、閉じ込めた二酸化炭素を午前中の光合成
に利用する。また、二酸化炭素の排出削減にも
貢献することができる。

重油に頼らない、環境に優しい高効率の次世
代型ハウス加温システムである。

排気

ＣＯ２計測

排出切替
ダンパー

加温機 ＧＴＬ燃料

排気導入

吸気

ＣＯ２管理装置付き加温機

常時ＣＯ２を計測しているので、終日の

ＣＯ２管理を完全自動化する（昼間の二
酸化炭素施用機としても活用される） 。

さまざまなハウス環境に対して、サイズ
や機能を多様化する。特に大規模ハウス
に適用できる大型機の開発にあたる。

ヒートポンプとのハイブリッドや昼間の
排熱利用など、拡張性の開発を行う。

フルーツトマト
（１０月～６月）

加温熱量
（kcal）

収量
（kg）

GTL（7960kcal/L） 55,664,280 12,474

重油（9340lcal/L） 73,580,520 9,979

予察的な省エネ効果と増収効果

燃費の改善
従来の重油に

よる加温（間熱
温風や温水循
環）では、排ガ
スを捨てること
で、２０～３０％
のエネルギー
損失がある。

一方、ＧＴＬに
よる加温では、
外部排熱がな
いため、投入エ

重油 ＧＴＬ

ハ
ウ
ス
内
の
有
効
熱
量

未燃分や熱ロス
排熱

有
効
熱
量

ネルギーすべてを効率的に利用でき、
省エネ化に寄与する。



提案内容

「高度環境制御技術の導入による果菜類の効率的生産を達成する技術体系」

大課題：光合成速度などの速度変数制御による次世代施設園芸の実現

中課題 １．施設全体の光合成・蒸散速度リアルタイム計測技術の開発

２．データ・マイニング技術を使った光合成速度の予測

３．光合成速度と環境値の可視化及び光合成速度のシミュレーション技術の開発

４．LED補光による光合成速度の制御と向上の技術

５．画像解析による植物生育儒教の計測技術

提案者名：特定非営利活動法人植物工場研究会 理事長 古在 豊樹

提案事項：光合成速度などの速度変数制御による次世代施設園芸の実現

「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

上述の状態変数と速度変数の時刻変化データを、データ・マイニング手法にもとづいて解析し、植物成長速度ー環境ー
資源投入速度を関連付ける園芸施設経営管理モデルを構築する。このモデルは各種条件下におけるシミュレーション
および最適環境制御の双方に利用可能である。シミュレーション･モデルは施設園芸に関する高度人材育成における研
修にも有用である。本システムの実用化により、生産コスト30％減、収量50%増、コスト･パフォーマンス2倍化が実現で
きると期待される。

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）：75,000

２日目３－２（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）：75,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：50,000 ）



CO2

施用
速度

園芸施設における速度変数（植物の成長速度と資源の投入速度）の
自動計測制御は高品質と高収量の実現に必須である。しかし、オラ
ンダの技術でも、環境の計測制御は状態変数に注目して行われ、ま
た生育状況の一部のみが目視観察されている。他方、申請者と千葉
大学は、大型トマト栽培施設において速度変数を含めた統合環境計
測制御システムの実用化を目指して、過去数年間、計測制御方法と
コントローラの開発およびビッグデータのマイニングを行い、現在、開
発の最終段階にある。本システムの開発により、最少の資源投入量
で最大価値の生産量を得る植物生産システムが実現し、経営の効
率化が格段に進むことになる。

世界初の技術で日本の農業を世界一へ（光合成速度の制御による次世代施設園芸の実現）

CO2

O2

蒸散速度
光合成

蒸散･呼吸

細霧発生速度

正味光合成速度

換気速度

速度変数の計測・制御・管理･予測

世界初でオランダにも無い各種状態
速度変数を制御する生長制御システム

日本農業の強化
世界No.1である磐石な生産基盤の確立

概 要

本システムでは､環境や植物に関する状態変数（温湿度､CO2濃度､培
養液pH･EC､葉面積など）と同様に､植物成長に関する速度変数（光合

成、呼吸、蒸散、養水分吸収、葉面積増大、果実肥大の量の時間変
化）および資源投入に関する速度変数（暖冷房熱量､灌水･施肥､補光､
細霧発生､施用CO2量などの時間変化）を､申請者らが開発した動的

物質収支式に基づき計測制御する。また、葉面積増大と果実肥大速
度は､別途開発中の画像解析による検証を行う。そして､速度変数の
計測値を､状態変数と同様に見える化し､それをもとに制御する。

速度変数の見える化と制御

上述の状態変数と速度変数の時刻変化データを、データ･マイニング
手法にもとづいて解析し、植物成長速度－環境－投資資源速度を関
連付ける園芸施設経営管理モデルを構築する。このモデルは各種
条件下におけるシミュレーションおよび最適環境制御の双方に利用
可能である。シミュレーション･モデルは施設園芸に関する高度人材
育成における研修にも有用である。本システムの実用化により、生
産コスト30％減、収量50%増、コスト･パフォーマンス2倍化が実現で
きると期待される。

データマイニングを使用した速度制御

呼吸速度

養分吸収速度､吸水速度､灌水速度

果実肥大速度

加熱/冷却速度

カメラ



提案内容：

提案者名：株式会社ラジアント

提案事項：「灯油を単一熱源とする暖房機によるハウス加温システム」

「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
従来方式（空気加温）と比較して
1）50～80％の省エネ、2）20～40％の増収、3）品質向上 4）農薬使用しない土壌消毒（植物残渣処理も可能）、
5）結露防止 6）有機JAS認定 7）CO2ガスの大幅な削減（10アールハウスで26トン以上）

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：2,900
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

２日目３－３－１（関東）

様式２

研究･実証地区：

平成２６年度概算研究経費（千円）：7,000  
(10アール規模ハウスの加温システム費用、ハウス費用は除く）

（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

施設ハウスでは作物の成長過程において地上（気温）と根圏
域（地温）に最適温度がある。

我国のハウス内加温方法は殆ど空気加温で、加温施設のあ

るものは全体の約43％、57％は無加温→生産不安定

地温確保と夏に土壌消毒技術を有する「深層地中加温」を空
気加温設置ハウスに併設することで30～40％の省エネ、20
～30％の増収効果が確認されている。

深層地中加温：
60ｃｍ深さの埋設放熱パイプに温水を循環し、冬、土壌を加

温・蓄熱し、夏はハウスを密閉し太陽熱利用し農薬を使用せ
ず土壌消毒を行う。

問題点と提案：

米国オハイオ州立大学の実験報告書に「空気加温の欠点と
して、葉に結露が生じる」。又この空気加温用熱源機は複雑
でコスト高の現行温度管理方法を「単一熱源とするハウス加
温システムを開発し、結露防止、省エネ、増収等の効果を実
証研究する。

提案内容：
1）ハウスでの太陽光線のメカニズムを踏まえ、１台の熱源機
で地温及び気温を夫々制御する。
2）地中加温は従来の「深層地中加温」方式で、作物の加温
方法は「オハイオ州立大学方式」を採用

開発内容：
10アールハウス向け発熱量60,000kcal/h灯油温水ボイラー

による作物加温用放熱パイプの放熱効果の設置方法（取付
方法）及び自動制御システムの開発

土壌蓄熱効果：
深層地中加温の最大の効果は蓄熱である。深さ60cmから

作物の最適地温確保まで約１０日（早ければ１週間）要する。
一旦このような環境になると、その後は当初の1/3の熱量で

最適地温は維持できる。ボイラー、循環ポンプ等の故障、或
いは送電線の事故等で電気が止まっても約１週間は植物の
最低生命維持の地温は確保できる。(図2）





提案内容

提案者名：株式会社ラジアント

ヒートポンプチラー（以下HP)によるイチゴ栽培システム（冷房も可）

「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 （従来の化石燃料による温風暖房による空気加温方式と比較して）
（1）低コストでの栽培による効果
1）50～80％の省エネ、2）20～40％の増収、3）品質向上、4） 結露防止 5）大幅なＣＯ2ガスの削減（10アールハウスで25トン/年間）
（2）高温期での効果
1）農薬を使用しない土壌消毒による化学農薬剤の大幅な減少

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：3,000  (2,500)
( ）内はイチゴ、メロン等の背丈の低い作物対象作物
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

２日目３－３－２（関東）

様式２

研究･実証地区：

平成２６年度概算研究経費（千円）：12,000  (8,000)
( ）内はイチゴ、メロン等の背丈の低い作物対象作物

（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

太陽エネルギーの利用：
冬、ハウス内は高温になりすぎてハウス外に放出することがある。
高温の原因の一つが雑草防止用黒マルチで昼間太陽エネルギ‐
を吸収するが、その熱は殆ど地面を温めず室内空気を温めている。
この昼間の余剰熱をHPの特性を生かしイチゴ栽培の加温を考え
る。

今回の提案：
HPの加熱能力は熱源の空気の温度に大きく依存する。この暖かい
空気をハウス内に設置するHＰを利用し、昼間地中加温・蓄熱する。
夜間は原則、地中加温用にＨＰは運転しない。昼間の太陽熱により
土壌に蓄熱された太陽エネルギーは夜イチゴに必要な気温を提供
し大幅な省エネとなる。ＨＰの夜間運転用にハウス内に内扉及び外
扉を備える小部屋を設ける。このHP１台で、ハウス内の地温及び空
気加温行う。同じ仕組で冷房も可能なること実証研究する。

コスト試算：
ハウス内空気温度25℃ではHPの加熱能力は15kW（温水平均温
度40℃→50℃ 出湯温度65℃に相当）で、ＣＯＰは4.5 電力料金
は灯油ボイラーを使用した場合の燃料費の約半分になる。（ＨＰ出
入り口温度差が10℃になるようにポンプ容量を決める）

ハウス内空気温度低下の懸念：
ＨＰ運転時に15kWの熱エネルギーをハウス内の空気から奪った

としても、得られる太陽熱エネルギーの10分の1以下であり、ハウス
内空気の温度に影響はない。夜間運転を経て、定常状態まで土壌
温度が上昇すればＨＰの運転は昼間の運転で足りる。（図２参照）

低温処理育苗技術：
定植時に低温処理による育苗管理、花芽文化促進に根圏域等の冷
却を有効とする作物向けにバルブ切り替えによる[低温処理育苗技
術]の確立を実証研究する。

実証研究項目：
1）「土壌消毒の確認」（植物残渣の熱消毒
2）「空気取り入れの内扉，外扉によるシステム」の確認 （ハウス内
加温時の必要熱量に対するパイプ配管の問題点の解決方法）
3）[低温処理育苗技術]時の冷房配管等による実証研究。
4）10アール規模のハウスにおいて、従来型の空気加温方式のハウ
スと本提案のＨＰによる比較を実証研究する。

HPメーカさんへのお願い：
基本的にHPの価格は高い。本提案に賛同頂き共同提案HPメー
カーさんの協力を求めていますのでよろしくお願いします。

本システムによりコスト削減と輸出競争力あるブランド商品の開発：
我国農地の40％占める中山間地利用にも適応する小規模(間口6

ｍ、奥行50ｍ）のDIYパイプハウスを建設し、本システムでのイチゴ
従来より次のコスト削減及びブランド化の研究検証する。
1）従来型の温風暖房機及び換気ファンは不要。
2）夏、土壌消毒実施し、雑草の種子も死滅するので黒マルチの資
材及び設置費用は不要。但し土壌消毒時は透明マルチは必要。不
要になった透明マルチを再利用する。

3）米国の資料に、「最適地温を確保すれば、ハウ内気温を5～８℃
下げられ、その利点として①根の生育が早くなり栽培が促進され
る。②品質が向上し③作物の頂上部の呼吸が遅くなり、所定での収
穫が増え④エネルギー消費が少ない」
4）我国では北海道のトマト、群馬のキュウリ、福島のホワイトアスパ
ラ、高知の新生姜、宮崎のマンゴーのうまくて高品質の事例があり、
花きではトルコギキョウのフザリューム菌対策の土壌消毒実施し
ニューヨークへ輸出の事例もある）



ヒートポンプによるハウス加温システム（冷房も可）
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（
外
気
熱
源
時→

開
）



提案内容：

提案者名：株式会社ラジアント

提案事項：「灯油を単一熱源とする暖房機によるハウス加温システム」

「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
従来方式（空気加温）と比較して
1）50～80％の省エネ、2）20～40％の増収、3）品質向上 4）農薬使用しない土壌消毒（植物残渣処理も可能）、
5）結露防止 6）有機JAS認定 7）co2ガスの大幅な削減（10アールハウスで26トン以上）

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：2,900
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

２日目３－３－３（関東）

様式２

研究･実証地区：

平成２６年度概算研究経費（千円）：7,000  
(10アール規模ハウスの加温システム費用、ハウス費用は除く）

（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

施設ハウスでは作物の成長過程において地上（気温）と地下
（地温）に最適温度がある。

我国のハウス内加温方法は殆ど空気加温で、加温施設のあ

るものは全体の約43％、57％は無加温→生産不安定

地温確保と夏に土壌消毒技術を有する「深層地中加温」を空
気加温設置ハウスに併設することで30～40％の省エネ、20
～30％の増収効果が確認されている。

問題点と提案：

米国オハイオ州立大学の実験報告書に「空気加温の欠点と
して、葉に結露が生じる」。この空気加温用熱源機は複雑で
コスト高の現行温度管理方法を「灯油を単一熱源とする暖房
機によるハウス加温システムを開発し結露防止の実証研究
する」

提案内容：
1）ハウスでの太陽光線のメカニズムを踏まえ、１台の熱源機
で地温及び気温を夫々制御する。
2）地中加温は従来の「深層地中加温」方式で、作物の加温
方法は「オハイオ州立大学方式」を採用

開発内容：
発熱量60,000kcal/h灯油温水ボイラーの開発と作物加温用
放熱パイプの放熱効果の設置方法（取付方法）

地中加温による土壌蓄熱効果：
深層地中加温の最大の効果は蓄熱である。深さ60cmから

作物の最適地温確保まで約１０日前後（早ければ１週間）要
する。一旦このような環境になると、その後は当初の1/3の熱
量で最適地温は維持できる。

最悪ボイラー、循環ポンプ等の故障、或いは送電線の事故
等で電気が止まっても約１週間は植物の最低生命維持の地
温は確保できる。(図2）





提案内容
ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」の代表的食材である「ワサビ」は世界的に注目され、アジア，ヨーロッパ

地域で需要が拡大している。国内のワサビは、山間地のワサビ田で根茎が生産されるが、高温に弱く、生育が環境に
大きく左右されるため、定植苗の不足、ワサビ田での生育不良などにより市場への供給不足の状態が続いている。

この対策のため、育苗からワサビ田での栽培を機械化および施設化により全面的に改善し、根茎生産を安定的に増
加させるとともに、栽培に適した品種の育成、ワサビ品種の遺伝的評価法の開発、無病保証技術を組み合わせること
で、品質保証されたワサビの生産量増加および安定供給を図る。

育苗段階では種子繁殖苗と無菌培養苗の効率的増殖について、植物工場等の施設を利用し、周年供給、期間短縮
および低コスト化を可能にする育苗法を確立する。ワサビ田における栽培では、生育が旺盛な品種の導入、土壌消毒
法の確立、小水力発電を利用した電力供給による機械化や自動化を図る。このことにより、ワサビ田における生産性
の向上とともに、根茎の高品質化が実現でき、今まで加工原料となっていた根茎の生食用出荷が増加する。

出荷される根茎については、根茎内部の病害の有無、食味を検証できるシステムを開発する。また、DNAマーカーを
利用した遺伝的評価、遺伝的特定による品種判別を可能にし、優良品種の保護を図る。

これらの技術を組合せ、生産が増加し品質保証されたワサビを差別化商品としてブランド化し、農協および生産団体
を軸に輸出組織を設立することにより、国内のみならず海外への積極的な販売を展開する。

提案者名：静岡県農林技術研究所 伊豆農業研究センターわさび科 馬場富二夫

提案事項： ニッポンブランドを構築する革新的ワサビ生産技術の確立

「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
定植苗の周年安定供給により、計画生産が可能となる。機械化，自動化でワサビ田における生育が安定し、高品質

ワサビ根茎の生産量が増加する。また生産されたワサビの品質保証、品種保護を行うことで、ブランド化、差別化によ
り高価格で販売でき、国内需要を満たすとともに、海外への販売展開が可能となる。
目標数値： 水わさび生産量 238t（H23)→417t(H28)

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：80,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：60,000）

２日目４－１（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）：55,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：40,000）



ニッポンブランドを構築する革新的ワサビ生産技術の確立

小水力発電装置
による電力供給

ワサビ田での簡易育苗施設設置
（小型水力発電による電化）

熱による土壌消毒

発芽および生育の安定する
種子繁殖性品種育成

品種判別における
遺伝的評価・遺伝的特定

食味計測技術確立
内部計測技術確立

品質が保証されたワサビ根茎の
有利販売，海外展開

品質保証技術ワサビ田での根茎安定生産定植苗の安定供給

植物工場利用による 茎頂培養苗、
種子繁殖苗の周年安定供給

現行：畑での育苗
(夏季の育苗は困難）

現行：山間地に
広がるワサビ田
は機械化が困難

育苗期間
3～6ヶ月

生育期間 12～24ヶ月,   根茎重 50～100g 
定植本数 16,000〜20,000本,収量 200kg/10a

鳥獣害防止電気柵設置
ワサビ田でのLED電照
遮光ネット自動開閉

苗代：50円/本
苗生育期間：70日

生育期間 12ヶ月
定植本数

10,000本/10a
収量：350kg/10a

目
標

目
標

優良品種の
栽培による
栽培期間短縮

輸出推進
組織の設立



提案内容
＜背景＞
・ホウレンソウは収穫・調整作業が複雑であることから全て手作業で行われ，全労働力の84％を占める。
・研究開発中の収穫機では収穫作業の機械化を実証しているが，下記に示す研究課題により，製品化に至っていない。
・ホウレンソウは夏場に収穫量が減少し，卸価格が高値で安定 (生鮮用：400円/kg→800円/kg) している。
・夏場の平均気温がホウレンソウの生育環境に適している長野県の高冷地ならびに北海道にて生産が振興されている。
＜研究課題＞
①多品種のホウレンソウ収穫に対応することができない。
②土壌中の根を切断して収穫するため，調整作業時に根や葉間に付着した土を取り除く手作業が必要となる。
③収穫後，土壌中に根が残るため，連作障害を引き起こし，収穫量が減少する。
④土壌中の石等の障害物により，収穫作業の効率が低下するため，種まき前に障害物の除去作業が必要となる。
＜提案：多品種ホウレンソウ対応高機能収穫機の研究開発＞
①多品種のホウレンソウ収穫に対応可能とする。
②搬送機構に土の除去機能, さらには収穫物の整列・コンテナ収納機能を備えることで調整作業の省力化を図る。
③，④土壌中の根や障害物の除去機能 (耕耘機能) を追加することで連作障害の抑制と収穫作業の省力化を図る。

「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

２日目４－２（関東）

様式２

提案者名：オリオン機械株式会社 開発本部 開発部 中根孝浩

提案事項：多品種ホウレンソウ対応高機能収穫機の研究開発

研究･実証地区：オリオン機械株式会社，信州大学，JA全農長野，JA長野八ヶ岳 (長野県南佐久郡南牧村)

期待される効果
・多品種のホウレンソウ収穫への対応と収穫・調整作業の省力化による農家の収益率の向上：従来比の1/10 (労働力)
・収穫・調整作業の省力化，連作障害の抑制による夏場の長野県高冷地におけるホウレンソウ出荷量増加：

平成23年度年間収穫量 3,900t → 平成27年度 6,700t (目標)

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 ）

平成２６年度概算研究経費（千円）：8,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：3,000   ）



根切り装置

搬送用コンベア

駆動用クローラ

バッテリー

制御用コントローラー根切り装置制御用モータ

多品種ホウレンソウ対応高機能収穫機の研究開発

■開発中のホウレンソウ収穫機

①多品種の収穫対応

●根切り装置の自動制御により，葉が広がっている品種の収穫を可能とし，
多品種のホウレンソウ収穫に対応できる。

●同時に根の切断および掘削性能 (精度および速度) が向上するため，
土壌の障害物の影響を受けず，収穫作業の省力化が図られる。

土壌の障害物

コンベア

根切り装置

取付部

土壌

③，④土壌中の根の除去機能 (耕耘機能) 追加

●根切り装置は脱着可能とし，先端を耕耘装置に付け替えることで土壌の
耕耘作業を一台の収穫機で実現できる。

●土壌中の根や石等の障害物をコンベアで分別・回収することで連作障害
を抑制し，同時に切断・掘削性能への影響を低減するため，収穫作業の
省力化が図られる。

コンベア

根切り装置取付部

脱着・交換

耕耘装置

②根や葉間に土の除去，整列・コンテナへの収納の自動化

●搬送用コンベアのステンレス化，表面形状の最適化と加工方法の検討
および自動制御により，搬送時に根や葉間に付着した土の除去，整列・
コンテナへの収納を可能とし，調整作業の省力化を図る。

収穫機の基本動作 (実証済)

●加工用のホウレンソウの収穫
を生鮮用と同じ根切りにて行う
ことで雑草の混入を低減し，
調整作業の省力化を図る。

●根切りならびに収穫物の回収
作業の同期化を実現し，収穫
・調整作業の省力化を図る。

ホウレンソウ収穫の
基本動作は実証済

収穫・調整作業の省力化
従来比の1/10 (労働力)

研究

研究

研究

■ホウレンソウの作業体系と研究開発の達成目標

全労働力の84%
耕耘 播種 生育・間引き 収穫・調整 出荷

課題解決

土 コンベア 最適な表面形状

根切り装置



提案内容

提案者名：神奈川県農業技術センター生産技術部野菜作物研究課 保谷明江・北浦健生

提案事項：カボチャの新たな作型開発

「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
ムギ－ダイズ生産の安定もにつながるｶﾎﾞﾁｬの新たな作型が確立される

神奈川県では、実用化技術「カボチャの国内産端境期供給を目指した安定生産技術の開発」の中で、端境期出荷を目
指し、カボチャの抑制作型を開発してきており、作型の現地導入に向けた次のステップとして、輪作体系の検討を予定して
いる。

一方、県内のムギ－ダイズからなる輪作に取り組む産地では、それぞれの作期が隣接するため、堆肥の施用等土作り
に要する期間の確保がむずかしくなっており、収量の低下等、生産の不安定化につながっているため、輪作体系に追加
可能な作目の選定が望まれている。

そこで、これまで抑制カボチャ作型開発の過程で培った技術を活かし、現地のムギ－ダイズ輪作体系への導入を図る上
での課題（病害・台風害等）を抽出するとともに、対策技術を確立し、平行して現地実証を進める。またその過程で経営的
な分析を実施し、カボチャの新たな作型を確立、評価する。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：４,０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ０ ）

２日目４－３（関東）

様式２

研究･実証地区： 神奈川県県央地区

平成２６年度概算研究経費（千円）：２,０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ０ ）



カボチャの新たな作型開発

ムギ

課題（ムギ－ダイズ輪作体系）： 土作りに要する期間の確保がむずかしい

ムギダイズ ダイズ ムギ

ムギ
土作

り
ダイズ ムギ

カボチャ新技術（カボチャ抑制作）の導入

目標（カボチャを加えた新作型）の導入： 土作りの期間を確保し、生産の安定化

現地導入への課題
解決（病害、台風害）

経営分析

抑制カボチャ栽培技術の確立
実用化事業H23－25

ムギカボチャ

土壌分析経営分析



提案内容：

農村地域において農業生産用に利用されている水資源を多目的利用することにより、地域の自立型エネルギー社会を
構築するものである。

この発電システムは、通常の水流から得られる流速エネルギーと違い、管内おいて水流に渦巻きを発生させ、その回
転方向にトルネードタービンを設置することにより、従来の方法で得られたエネルギーよりもより多くの回転エネルギー
を得ることができ、発電能力は格段大きくなる。

高回転で得られた回転エネルギーは、磁力クラッチを使って管外の発電装置を駆動させ発電を行うものである。

そのことにより、今まで眠っていた農業が保有する水資源を高度活用することができれば、自ずと農業生産の生産コス
ト削減等に寄与するものである

提案者名：株式会社北陽実業 中村豊茂

提案事項：農業用ダム及び農業用水路における新水力発電システム

「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：

本システムを農業用ダム、用水路等の設置することにより、地域の生活用電力はもとより農業生産用温室の暖房、電
照、家畜糞尿処理の曝気等の電力をまかなう仕組みづくりを提案していきたいと考えております。

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

２日目５－１（関東）

様式２

研究･実証地区：長野県

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 ）



提案内容

お茶は日本の代表的な農作物で、その機能性は今では広く知られていて世界中で飲用されています。地域作物 通常の茶園で

は生産されていない「お茶の種子」の栄養に注目し、種子を使ったお茶から美容アイテムに至るまで幅広い商品が開発されてい
ます。日本全国で猿島でしか生産されていない、種子の栽培は1年3ヵ月以上という長い時間がかかりますが、植物工場（養液栽

培）にて一年中生産栽培をすることが可能になります。その栽培技術を確立することによって高品質の緑茶・種子の栽培が地域
や季節に限らず全国で一年中の生産が可能になります。

本プロジェクトで活用するユビキタスＩＤアーキテクチャは、物品や人、場所、概念的存在とそれらに関連するデジタル情報を１つ
１つ認識・区別し、またその区別されたモノの間の関係も考慮して必要な情報を見ることができる、次世代情報基盤です。ユビキ
タスＩＤアーキテクチャは、３つの重要な要素からなります。①ucode:個々の物の位置・場所を識別する番号、②ucR(ucode
Relation)の関係を示すデータベースである、③ucode Resolution（解決）から情報を引き出すための仕組みです。その中で有用なＩ

ＣＴの利用方法がスマートフォンと連動した「気付き情報の共有」だ農作業行っている中で、害虫や病害、作物の育成状態など考
えられる。

本プロジェクト協力大学・企業・団体： ① 株式会社 野口徳太郎商店、② 株式会社イセキ、③板橋区ホタル生態環境館、④社団
法人 国際バイオマスセンター、⑤日本環境科学研究所

提案者名：日本大学生物資源科学部・生物環境工学科・准教授 内ヶ崎 万蔵

提案事項： ICTを活用した日本茶（緑茶）の精密養液栽培システム

「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

①ＩＣＴを活用した茶の精密養液栽培システムの確立によって高品質・軽労・低コストの緑茶・茶種油が地域や季節に限
らず全国で一年中生産が可能になります。②茶種子油を新たな形で消費者にアピールすることができる。③消費者か
ら見える農業を目指し、すべての情報を開放し、技術を多方面から発展させる。また、ユビキタスコンピューティングが
日本農業の発展に大きく関わって行くと思います。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：4,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 0 ）

２日目６－１（関東）

様式２

研究･実証地区：関東（神奈川県・静岡県・茨城県）

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）： 10,000 ）



ICTを活用した日本茶（緑茶）の精密養液栽培システム

研究者・専門技術者

Information Serversucode Resolution 
Servers

生産者（ノウハウ） 消費者（トレーサビリティ）

生育画像

水（蒸発気）

環境推移
収量

センサー
作業情報

形態形成

養分吸収

ＣＯ2

無機肥料

光合成

養液と培地

オレイン酸
リノール酸
リノレン酸

パルチミン酸
カテキン

ビタミンＡ・Ｂ１・Ｅ



提案内容

【現状の課題】酪農では、飼養規模の拡大に伴い、労働時間の増大、飼料自給率の減少、輸入飼料の高騰などの課題
があり、自給飼料生産を支援するコントラクターや国内産の飼料資源を活用し酪農家に混合飼料として安価に供給する
ＴＭＲセンターなどの組織が求められており、これら組織に適した高効率な飼料生産技術を開発実証する必要がある。

【具体的な提案内容】

● 府県酪農地帯のコントラクター、TMRセンター等の支援組織向けに、GISを活用した圃場ごとの生産予測や作業シミュ

レーションに基づく適期栽培収穫体系を構築し、大区画圃場用ではコーンクラッシャーを搭載した自走式ハーベスタによ
る高効率・高栄養価飼料収穫を行い、小区画圃場用では汎用型飼料収穫機を用いた機械コストを低減した飼料生産を
達成する。

● 流通コスト低減のため、生産地域内で飼料用米を加工し、牛用混合飼料（TMR）の原料として活用し、従来と変わらぬ
乳生産性を実証する。

● さらに、堆肥活用による肥料節減効果やTMRセンターから排出されるロールベール資材等のペレット燃料化を図り、
園芸農家の熱エネルギーとして活用し、地域内資源循環諸効果を実証する。

提案者名：農研機構畜産草地研究所 家畜飼養技術研究領域 塩谷 繁

提案事項：府県酪農地帯の支援組織向け高効率飼料生産･給与体系と地域資源循環の実証

「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
● 効率の高い作業体系により、飼料作物の収量、栄養価を高め、飼料生産費を低減する（目標：生産コストの３割減）。
● 飼料用イネの利用拡大や、トウモロコシの作付拡大により、耕作放棄地を低減する。
● 酪農家の労働時間を大幅に縮減する。
● 堆肥利用を進め耕畜連携を強化するとともに、熱利用等による地域内資源循環を達成する。

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）： ７０，０００ ）

２日目７－１（関東）

様式２

研究･実証地区：栃木県那須地域

平成２６年度概算研究経費（千円）：４０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ７０，０００）



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

府県酪農地帯の支援組織向け高効率飼料生産･給与体系と地域資源循環の実証

府県酪農地帯のコントラクター、TMRセンター等の支援組織向けに、GISを活用した圃場ごとの生産予測や作業シミュレーションに基づく適期栽培

収穫体系を構築し、大区画圃場用ではコーンクラッシャーを搭載した自走式ハーベスタによる高効率・高栄養価飼料収穫を行い、小区画圃場用で
は汎用型飼料収穫機を用いた機械コストを低減した飼料生産を達成する。

流通コスト低減のため、生産地域内で飼料用米を加工し、牛用混合飼料（TMR）の原料として活用し、従来と変わらぬ乳生産性を実証する。
さらに、堆肥活用による肥料節減効果やTMRセンターから排出されるロールベール資材等のペレット燃料化を図り、園芸農家の熱エネルギーと

して活用し、地域内資源循環諸効果を実証する。
キーテク： 生産予測、GIS、作業シミュレーション、コーンクラッシャー、自走式ハーベスタ、汎用型飼料収穫機、ペレット燃料、耕畜連携、地域内資源循環

◆堆肥活用、排材の熱利用による地域内
資源循環の実証

堆肥利用による肥料コストの低減
TMRセンターからの廃材のペレット化による
園芸農家における熱利用
耕畜連携による地域内資源循環の経済的
効果

◆生産予測、作業シミュレーションに基
づく高効率・高栄養飼料収穫の実証

GIS、生産予測、作業シミュレーションによ
る分散圃場での効率的多収技術
コーンクラッシャー搭載自走式ハーベスタ
による収穫期間拡大と省力高栄養多収
汎用型飼料収穫機による飼料イネ、トウ
モロコシの低コスト省力収穫体系

達成目標：生産コストの３割削減と酪農家の労働時間縮減を実証

◆飼料用イネを活用した発酵TMRの調製
給与による牛乳生産の実証

飼料米の地域内加工流通による流通コスト
の低減
飼料イネホールクロップサイレージ（WCS）
利用による高自給率発酵TMRの給与
飼料用イネ（WCSと飼料米）を活用した安定
牛乳生産の実証

GISを活用した作付計画

簡易耕による省力栽培

大区画：自走式ハーベスタ
高能率で高栄養

小区画：汎用型飼料収穫機
分散圃場にも対応

飼料米の地域内加工・流通 イネWCSの利用

発酵TMRに調製
安定した牛乳生産実証

耕畜連携による資源循環

堆肥

飼料イネ

廃材のペレット化

ハウスの燃料に活用



提案内容

攻めの農林水産業では、農産物の輸出強化を図ることとしており、高品質な国産牛肉の安定生産が欠かせない。しかしながら、生産性に劣
る零細な肉用繁殖農家の廃業等により子牛供給不足から、肥育素牛価格は上昇しており肥育農家経営を圧迫している。したがって、素牛
の安定供給を図るために、畜産農家の繁殖部門を担う外部支援組織である公共牧場および繁殖農家の労働生産性を向上させる必要があ
る。繁殖農家が点在する中山間地域では、急傾斜で狭小な農地が多く、担い手の高齢化に伴って増加しつつある耕作放棄地を放牧活用す
ることで、軽労化が期待される。また山間地に開設された公共牧場などでは、管理労力不足により従来型の家畜や草地の管理法では対応
できない場面も生じている。このような条件下でも、管理支援プログラムや機械化等の効率的な家畜管理や草地管理技術を導入することに
より、公共牧場や繁殖農家の省力化実現と生産性向上をはかり、生産現場の強化につながることを実証する。

[キーワード]草地管理支援システム、省力繁殖プログラム、疾病発生リスク低減、家畜飲水供給システム、獣害低減、耕作放棄地活用

草地管理では、家畜行動（GPS）と地形情報に基づく放牧地のゾーニング（GIS）により、施肥量の大幅な削減を実現する。加えて、無線傾
斜地トラクタを活用することで、これまで困難であった傾斜草地の更新を安全かつ効率的に行い、生産性の大幅な向上を図る。

家畜管理では、排卵同期化処理と早期妊娠診断を組み合わせた繁殖プログラムを導入することで、発情監視や集畜などの管理労力を
大幅に軽減させ、一定期間内に高い妊娠率を確保する。あわせて、獣害や家畜疾病の発生リスク低減のための対応策を提示する。

耕作放棄地を対象として、家畜飲水供給システム等を導入し、放牧を活用した生産基盤の回復と牧草導入技術の実証を行う。

提案者名：農研機構 畜産草地研究所 草地管理研究領域 山本嘉人

提案事項：効率的な家畜管理・草地管理法導入による公共牧場および繁殖農家の生産性向上技術の実証

「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

効率的な家畜管理や草地管理技術を導入することにより、利用率および労働生産性が向上し、公共牧場の経営が改
善する。

耕作放棄地を活用する繁殖農家の労働生産性が向上することにより、新たな放牧地として耕作放棄地が活用され、
耕作放棄地の解消につながる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：80,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 60,000 ）

２日目７－２（関東）

様式２

研究･実証地区：公共牧場（山梨県、栃木県）、繁殖農家（栃木県）

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 ）



◆放牧を活用した耕作放棄地の回
復と牧草導入技術の実証

家畜飲水供給システムの導入による給
水作業の省力・省エネルギー化の実証

牧養力予測支援ワークシートと表面追
播による簡易牧草導入技術の実証

飼料用ムギ類等１年生飼料作物を利用
した放牧期間延長技術

無線傾斜地トラ
クタを用いた施
肥作業

◆公共牧場等における草地管理の
省力・低コスト化と傾斜地における
草地更新技術の実証

家畜行動と地形情報に基づく放牧地
のゾーニング技術（草地管理支援システ
ム）の導入

放牧地のゾーンイングに応じた効率
的施肥技術

無線傾斜地トラクタを活用した傾斜草
地の更新技術

GPS等を用いた放牧モニタリング技術

達成目標：草地管理コストと繁殖管理コストの２割削減と労働生産性向上の実証

◆省力繁殖プログラムによる管理労
力軽減と獣害等によるリスク低減策
の実証

排卵同期化処理と早期妊娠診断を組み
合わせた省力繁殖プログラムの実証

獣害簡易測定法の導入による被害回避
の効率化

アブトラップや薬剤等を活用した家畜疾
病のリスク低減

放牧地のゾーニング技術

省力繁殖プログラム

牧草被害率の簡易推定による
獣害回避の効率化

牧養力予測支援ワークシート

アブトラップ

飲水供給システム

電気牧柵の電源を活
用した家畜飲水供給
システム

効率的な家畜管理・草地管理法導入による
公共牧場および繁殖農家の生産性向上技術の実証（イメージ）

大字町名 草種

千本松 11 月 1 日

北緯 東経 139.93438

162.0

52.7

1826.2

那須塩原市

住所
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11月

12月

年間

生産量
（乾燥重量kg/10a）
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74.4

216.0

275.9

279.0
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263.5
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6月

7月

8月

9月

栃木県那須塩原市千本松

36.91564

郡市区町村

12月11日

41

300

イタリアンライグラス

都道府県

栃木県

1月

2月

3月

4月

99.2

77.5

日間

まで

牛の平均体重

放牧可能日数

牛の性別

雌牛

牛の品種

ﾎﾙｽﾀｲﾝ・日本短角

頭

kg

草の利用率

%

6
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放牧地の面積

100 a

0.0
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100.0

150.0

200.0

250.0

300.0
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月別生産量（乾燥重量kg /10 a）



提案内容
我が国では、乳牛を借り腹とした和牛受精卵の移植が盛んに行われており、乳・肉の効率的生産が図られている。しかし、産肉形質の優秀な育種価の高い繁殖雌牛の頭数は少数で

あり、また過剰排卵処理による受精卵の生産性は、ホルモンに対する反応性が個体により異なることなどから不安定である。
近年、生体の卵巣卵胞から、超音波誘導により卵子を採取する技術（OPU）が普及し始め、生産現場においてもこの技術により作出された体外受精卵が利用されるようになってきた。

本技術は、短期間に集中的に数多くの受精卵が生産でき、過剰排卵処理による採卵と比較して生産効率が高く(
6個ｖｓ.12個）、また若齢牛や妊娠牛からも受精卵生産が行えるといった利点がある。最近、家畜改良センターにおいて、培養中の体外受精卵の経時的な観察と分割様式に基づく客観的
指標により、受胎性の高い受精卵を選別する技術が開発された。本技術を利用することで、酪農家において移植される和牛受精卵の受胎率向上（46%→75%）が期待され、今以上に和牛
の生産頭数が増加すると見込まれる。未経産の乳牛には、初産分娩を軽減させる目的で和牛卵を移植し、移植不受胎牛あるいは経産牛に対しては後継牛生産を積極的に進める目的か
ら、乳牛の雌精液を人工授精して空胎期間の短縮に努める。結果的に雄産子生産分の繁殖をさらに後継牛あるいは受精卵移植に転換可能となる。その一方で、乳牛の経産牛では和牛
の双子生産が可能であるため、受胎性が高いと評価された受精卵と評価がやや劣る受精卵の２卵移植を行い、受胎率の向上を図りつつ、肥育素牛をさらに増産することも可能である。

このような繁殖システムを取り入れることにより、和牛繁殖農家では、現在の受精卵販売とは異なった卵子の販売が可能となり、受精卵以上に個数が多く採取され、また採取回数も
格段に多い卵子の代価による収入増加が期待される。一方、酪農家では肥育素牛生産および空胎期間の短縮による増収が図られ、また後継牛の効率的な取得が行えることなどから、
酪農経営の全般の安定化が図られる。受胎性の高い受精卵の作出と受胎率の向上には、良質な卵子を提供する供卵牛、受胎性の高い受卵牛を備える必要がある、このために、代謝プ
ロファイルテスト（MTP）を用いて、適正な牛の繁殖生理に見合った飼料の設計、給餌が必要となる。MTPの導入により、低受胎群では20％の受胎率改善が見込まれる。

以上の「先進的繁殖技術を活用した効率的な乳肉生産システム」を推進してゆく実施者として、各都道府県の試験場、大学あるいは民間機関が単独あるいは相互に連携
しあって実施することが望ましい。また、技術の習得や補完は、家畜改良センターが開催する研修会や個別研修等により行い、事業を円滑に推進する。
これらの日本独特の乳・肉生産方式に合致した取り組みは、「日本牛肉“Wagyu”ブランドの輸出戦略」を協力に後押し、攻めの農林水産業の実現に資するものである。

必要な器具機材として、卵子吸引用OPU機材（450万円）、受精卵観察のためのタイムラプス装置（650万円）を要する。その他、受精卵生産用試薬・消耗品（600万円/2年）、代謝プロ
ファイル経費（100万円/200頭/2年）、移植および人工授精等繁殖用資材・薬品等（150万円／2年）、雌雄選別精液（100万円/2年）の経費が必要である。実施エリアを2カ所設定し、2年間
で合計4100万円（2050万円×２カ所）が必要経費となる。

提案者名： 家畜改良センタ－

提案事項： 先進的繁殖技術を活用した効率的な乳肉生産システム

「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
優良な産肉形質を備えた肥育素牛の大量生産と酪農経営の安定、高品質和牛肉の輸出量の増加

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： ４１，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

２日目７－３（関東）

様式２

研究･実証地区： 現在のところ未定（類似プロジェクトが進行中の東北復興地域は除外）

平成２６年度概算研究経費（千円）： ３１，５００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）



先進的繁殖技術を活用した効率的な乳肉生産システム

高品質牛
卵子を採取

受胎性の高い受精卵の選別

代謝プロファイルテストによる繁殖
性の改善（ET受胎率20％アップ）

♀精液人工授精
経産牛

移植不受胎牛

後継牛生産

受精卵移植
未経産牛

肥育素牛生産

優良種雄牛
体外受精

移植胚の増加
（過排-採卵：6個）

↓
OPU-IVF：12個

・産肉形質の優良な繁殖牛から超音波
誘導により卵子を採取（OPU）。
・優良種雄牛を用いて体外受精。

・培養中の経時的な観察と分割様式に
基づく客観的指標により、受胎性の高い
受精卵を選別。

高い移植受胎率と♀精液の人工授精に
より、収益増加、酪農経営の安定化が
図られる。さらに「日本牛肉“Wagyu”
ブランドの輸出戦略」を後押し。

和牛繁殖農家 酪農家

都道府県試験場、大学、
民間機関等

増収・安定経営
OPU（卵子の採取）

高い
受胎
率

（46% → 75%）

例）交雑種生産の50％ET転換
→ 黒毛和種25%増頭

例）生産コスト1/2，

雄産子生産分の
繁殖が有効利用



提案内容：

特殊処理水を使用して大豆等を発酵させて生成された特殊発酵液を放牧場の散布し耕耘を繰り返すことにより、土壌菌
活性し、後に生育してきた牧草の放射能が減衰することにより、採草放牧場の再生するものである。また汚染牧草を特
殊酵素とともに発酵させ、組成分解させることにより無害化することができる。

散布当初には大きな変化は見られないが、その後徐々に土壌のベクレル値は低下し、３ヶ月から６ヶ月を経過ころには、
新しく生育した牧草の放射能測定をおこなったところ、処理していない圃場と比較して放射能が大きく低下していることが
わかった。またその後の牧草の生育は、散布前から比べて格段に旺盛な生育を示す。

提案者名：三由工業株式会社 広田純生

提案事項：放射能汚染放牧場における牧草の放射能減衰と汚染牧草最終処理方法

「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：今反転後期等で放射能除染事業を実施した農地で、その後の牧草のベクレル値が基準値以上となっ
ているところにおいて、今後の対応策が見つからない圃場において、採草放牧地の再生が期待でき、またその後の生
育の旺盛さを鑑み、収量の増加が期待できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：5,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 3,000 ）

２日目７－４（関東）

様式２

研究･実証地区：山形県

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）： 5,000 ）



提案内容

農業生産活動の高度化･知識産業化と国際展開を図るため、篤農家の知恵、環境データ、農産物の品質データを高度に利活用するAI農
業の実現が期待されている。そのためには、ICTを活用し、圃場の温度、湿度、日射量、CO2濃度等の環境データと合わせて、生育過程で
の農産物の糖度の状況を自動で常時モニタリング出来るシステムが必要となる。しかしながら、現在利用可能な糖度センサは、人手による
手動計測のものしかなく、 ICTを活用し自動でデータ収集する機能は実装していない。

一方当社では、上記システムを実現するため、２年前から(独)理化学研究所と共同で圃場設置式非破壊型糖度自動計測システムの共同
研究を進めている。更に、本年度は埼玉県次世代産業参入支援事業費補助金の支援もいただき、試作開発を進めている。

試作開発しているシステムの構成は、圃場環境に設置可能なセンサヘッドとスマートフォンやパソコンのホストシステムから成る。センサ
ヘッドは電池駆動対応であり、発光および受光機能を有し、受光データはBluetooth無線通信にて、ホスト側へ転送される。糖度の解析閲覧、
結果表示、データ蓄積に関しては、ホスト側で行う。スマートフォンは既に普及が進んでおり、所有品を活用することにより、専用のハード
ウェアが不要になり、センサヘッドの小型軽量化、低価格化に寄与する。また、センサヘッドの光源には、LEDを採用しているため、ハロゲン
ランプを使用した糖度センサと比較して、小型化、長寿命化、低消費電力化に寄与する。

今回の提案は、現在、試作開発を進めている上記糖度自動計測システムの実用化に向けた実証研究である。試作開発したシステムを実
際の施設園芸や果樹施設にて実証研究を行いながら、問題点のフィードバックを行い、更なる改良を加え、最終的に ICTを活用した農業生
産現場で活用できるような糖度自動計測システムの実現を目指すものである。

提案者名：株式会社シバサキ 技術開発グループ 今井 正

提案事項： ICTを活用した農業生産向け非破壊型糖度自動計測システム

「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
本システムの実現により、農産物の生育過程での糖度の変化を連続的に計測できるようになり、篤農家の知恵、環境データ、農産物の品

質データを高度に利活用するAI農業の実現に一役貢献出来る。
将来的には、植物工場やICTを活用した農業生産活動の現場において、糖度の状況に応じて、水、肥料、日照、LED光量、温度等を調整

する栽培方法の実現に活用され、農産物の付加価値の向上や差別化に繋がる。

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

２日目８－１（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）：30,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）



ICTを活用した農業生産向け非破壊型糖度自動計測システム

圃場設置式LEDセンサヘッド

LED、受光部、温度センサ、制御部、
Bluetooth通信部、電池等から構成。

糖度計測支援ソフトウェア

糖度の解析閲覧、
結果表示、データ蓄積
･パソコン用およびスマートフォン用

試作システム画面(パソコン用)

スマートフォンで観測

パソコンで観測
糖度計測

支援
ソフトウェア

無線通信

（Bluetooth）

2次試作機 試作システム画面(スマートフォン用)

1次試作機

圃場設置式

LEDセンサヘッド



提案内容

エリアンサス品種「JES1」を遊休地に計画栽培し、これに地域に存在するバイオマス資源を組み合わせて安定供給され

る原料から熱エネルギ－を生産し、これを次世代型温室の熱源として利用することが、従来の化石燃料（重油）と比較して、
低コストで収益が上がり、地域における雇用を生みだして地域経済を活性化し、二酸化炭素排出減を達成することを実証
する。具体的には、

１）群馬県高崎市吉井町においてエリアンサスの栽培地を確保し、年間で乾物700トンの原料供給が可能であることを実
証する。

２）次世代型温室として企業的経営が可能な3000坪レベルの大規模温室を想定し、これを上記の原料で熱を供給し、重
油より低コストで暖房が可能であることを実証する。

３）エリアンサス栽培段階や原料（ペレット）生産段階において、地域で新たな雇用創出がなされることを実証する。

４）地域のバイオマス資源が有効利用され、二酸化炭素排出が重油利用より50パ－セント以上削減されることを実証する。

提案者名：農業生産法人（有）ホウトク

提案事項：バイオマス資源作物エリアンサスを原料として生産した熱エネルギ－を次世代型温室に利用する実証研究

「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
１）地域において利用率の低い土地の有効活用
２）地域経済の活性化
３）地域における新たな雇用創出
４）環境負荷の小さい次世代型温室モデルの提案

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：100000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 60000 ）

２日目８－２（関東）

様式２

研究･実証地区：群馬県高崎市吉井町内

平成２６年度概算研究経費（千円）：60000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 40000 ）



バイオマス資源作物を熱源とする次世代温室暖房システム

エリアンサス等の有望な資源作物を
遊休地で低コストに栽培することで、原
料を安定的、持続的に確保する。

原料に対する汎用性を向上させた小
規模熱変換プラントを用いて草本原
料を熱源に温室を暖房

次世代温室の燃料費の大幅削減
CO2排出削減
雇用創出 地域経済活性化

生産費10円／ｋｇの原料から草本ペ
レット（25円／ｋｇ）を生産 カロリ－ベ
－スで50円／Lの重油に相当



提案内容：

提案者名：野菜茶業研究所 野菜生産技術研究領域 佐藤文生

提案事項：紫外線照射により葉菜類栽培での農薬に依存しない病害抑制と高品質化を図る

「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
これまで防除困難であった病害の防除が可能となり、低コストで安定的な生産と高品質化が実現できる。薬剤耐性菌

発生の心配もなく、農薬使用量を削減できることから、安心・安全でなおかつ環境保全にも配慮した栽培体系を構築で
きる。さらに、収穫物の高品質化によって地域農産物の更なるブランド化が可能になる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：19500
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：なし）

２日目８－３（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）：9750
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：なし）

そこで・・・

レタスやミツバといった葉菜類の中には登録農薬が十分にはないものが多い。
このため、偏った農薬の使用で耐性菌が発生し、病害が甚大化して収穫が皆無と
なることも少なくない。また、施設栽培では作期が短いものが多く、農薬使用期間
の制限によって農薬が使用できない場合もある。そこで、イチゴうどんこ病で実績
のある「植物病害防除用照射装置（タフナレイ）」を、これら葉菜類の栽培に導入し、
農薬に依存しない病害防除を図る。さらに照射で誘導される着色効果等を活用し、
品質の向上を図る。

UV-B登録のない農薬は使用できない。
あっても使用できないことが多い。

病気を防ぎ，
品質も良くなる！

照射区 無照射区
色づき良

植物病害防除用照明装置

ミツバの灰カビ病 リーフレタスのべと病 ホウレンソウのべと病

なんとか
ならないか・・・

農薬に依存しない防除
で健全な生育

UV-Bの効果で
品質向上



提案内容

○イチゴ果実に適した容器形状により作業性を改善し省力化を行う

イチゴは形状が不揃いであるため、選果,梱包作業には熟練が必要で時間がかかる

出荷基準に合わせた形状の容器を用いることで作業性改善を図る

○簡易に勘合できる容器を使用することで作業性を改善し省力化を行う

イチゴの個包装では勘合容器を用いており、勘合作業に手間がかかる

勘合部を工夫し勘合し易い構造とし、作業性改善を図る

○市場流通に普及しているコンテナ形状に効率よく収納できる容器形状とすることで輸送コストが削減できる

提案者名：積水化成品工業株式会社・株式会社積水化成品アグリシステム

提案事項：イチゴ容器による梱包作業の省力化、輸送コストの削減

「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
・イチゴの果実形状に合わせたトレーを用いることで、梱包作業が軽減される
・輸送コストが削減できる

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）： ）

２日目８－４－１（関東）

様式２

研究･実証地区：関東地区

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）： ）



イチゴ容器による梱包作業の省力化、輸送コストの削減

イチゴの形状に合わせた容器 勘合部を改良,コンテナ形状に合わせた容器

イチゴの大きさに合わせた形状の容器
を用いることで選果,梱包作業の省力化
を行う

勘合しやすい構造とし省力化を行う



提案内容

地中５０ｃｍくらいの深さに、断熱性に優れた発泡スチロールを施工して地中からの熱ロスを低減する

このことにより、暖房効率が良くなり省エネとなる

提案者名：積水化成品工業株式会社

提案事項：地中断熱によるハウス栽培の省エネ化

「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
暖房コストの低減

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）： ）

２日目８－４－２（関東）

様式２

研究･実証地区：関東地区

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）： ）



地中断熱によるハウス栽培の省エネ化

地中を断熱することで暖房効率を上げて省
エネを図る
生姜で実証中



提案内容

・ 宇都宮市大谷地区は大谷石の産地で、現在その採石跡地が地下に広がり、地下空間は夏季の盛夏期でも温度
10℃以下に保たれ、地下の貯留水は８℃以下に保たれている。この自然の冷熱資源をハウスの冷却に活用する。

・ 地下の貯留水に循環パイプを埋設し、地下貯留水を冷熱源として地上部に冷水を循環して取りだし、夏秋イチゴの
栽培に利用する。既存のヒートポンプ冷却方式等に比べコストを半減できる省エネルギー栽培となる。

・ 夏秋イチゴの品種として、四季成り性の「なつおとめ」（栃木県育成）を用い、６m×50mの日射・換気制御が可能な実
用的なビニールハウスを建設し、省エネルギーの高い栽培システムの構築を目指す。

・ イチゴ栽培には人工培地による高設栽培ベンチを導入し、イチゴ根圏部（クラウン部）のみを局所冷却するクラウン冷
却方式により夏秋取りイチゴ栽培を行う。冷凍機やチラーに依存しない自然の冷熱源よりクラウン部に18℃前後の冷水
を供給し、夏季のイチゴのクラウン部を温度制御し、高品質で安定した多収量を確保する。

・ 収穫された夏秋取りイチゴを大谷地区内で加工、販売を行い、大谷産イチゴとしてブランドの確立を図る。農業者、流

通業者、販売者からなる研究会を組織し、一貫した取り組みにより農業を通しての地域振興の目玉としてイチゴ栽培を
定着させる。

提案者名：宇都宮大学農学部・名誉教授 志賀 徹

提案事項：地下低温水を利用した夏秋取りイチゴのクラウン冷却栽培システムの開発

「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

これまで高冷地等の冷涼な地帯で冷凍機等の機械的な冷却源を用いて行われてきた夏秋取りイチゴ栽培が、夏季気
温の高い平地で自然エネルギーを利用し、低コスト、省エネルギーで栽培が可能になる。大谷の地下冷熱源は地域が
持つ特有の資源であり、他地域では出来ないイチゴ栽培団地の形成により、大谷ブランドイチゴの通年出荷体制が構
築され、地域振興に寄与することが出来る。

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）： ）

２日目８－５（関東）

様式２

研究･実証地区：栃木県宇都宮市大谷地区

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



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ポンプ    

【採取場跡地地下貯留水の冷熱活用】  

地下貯留水内に水が入ったパイプをはわ

せ，貯留水が持つ年間を通して８℃以下の冷

熱エネルギーと熱交換を行い地上へ循環させ

る。   

６ｍ    

50ｍ    

【クラウン冷却】   

冷水の循環パイプをイチゴ苗のクラ

ウン（芽株）部分に接触させながらはわ

せ，いちごの生育をコントロールする。

イチゴ苗のクラウン部分を冷却するこ

とで，夏場における花芽分化の安定化を

図る。   

【

栽培ハウス   

冷却水循環パイプ   

地下低温水を利用した夏秋取りイチゴの
クラウン冷却栽培システムの開発

クラウン冷却

● 自然エネルギー利用による省エネルギー性、低コスト
● クラウン部温度制御による夏秋取りイチゴの安定した

収量増、高品質化
● 生産者、流通業者、販売者の組織化による安定販売



提案内容

地下水等を利用する水熱源ヒートポンプは、15～17℃という周年を通じ安定した熱源が確保できることから、空気熱源
にみられるデフロストによるＣＯＰ（成績係数：ヒートポンプの能率を示す指標）低下の問題がなく、冷暖房能力の飛躍的
な向上が期待できる。また、二酸化炭素の排出量が空気熱源の70％以下であり、ヒートアイランドを助長することもな
い。しかし、全国的に導入されているヒートポンプのほとんどが空気を熱源としたタイプのヒートポンプである。

我々は新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業「低炭素時代に向けた自然エネルギー利用率を最大限に
高める施設栽培用ヒートポンプシステムの開発」の中で、農村工学研究所等と共同で水熱源を活用した普及性の高い
ヒートポンプシステムの開発を目指し研究してきた。実用性評価の中で、東京都内のバラ生産者に研究成果を活用した
ヒートポンプシステムを導入し、高い省エネ効果を実証している。しかし、ヒートポンプは導入コストが高く、以降東京都内
での普及促進が図られていない。本事業により、水熱源ヒートポンプのモデルケースを提案できれば、東京都内はもとよ
り全国的にこの技術が波及すると考えられる。

提案者名：東京都農林総合研究センター 園芸技術科 花き研究チーム

提案事項： 再生利用可能なエネルギーを活用した水熱源ヒートポンプの導入

「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

ヒートポンプ導入により、生産コストの削減と環境負荷軽減が図れる。また、冷房の活用により新作型の導入、高品質
化が実現できる。水熱源ヒートポンプが全国的に普及することで、導入コスト低減化につながる。

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）： ）

２日目８－６（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）：6,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）



再生利用可能なエネルギーを活用した水熱源ヒートポンプの導入

実用的な
技術へ

バラ栽培への導入

ヒートポンプ導入のメリット
暖房費の削減、冷房運転による品質や収量の向上、除湿による病害予防

冷房による頭花径の増大 冷房による生育、開花促進



提案内容

提案者名： 農研機構 果樹研究所 栽培・流通利用研究領域長 樫村芳記

提案事項： 省力型樹形を基盤とする果樹の省力・低コスト生産技術体系の実証

「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

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

２日目９－１（関東）

様式２

研究･実証地区： 神奈川県、長野県、新潟県、群馬県及び福岡県の果樹生産農家

平成２６年度概算研究経費（千円）： 53,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： なし ）

• 近年開発されたニホンナシ等のジョイント栽培やリンゴのトールスピンドルシステムは、成園化するまでの期間
が短く、収量が多いというメリットに加え、果実の着生する枝が平面上に規則的に配置されるため、栽培管理を
行う際の作業動線が単純化され、作業時間を３割程度削減することが可能。

• 本事業では、作業動線が単純化するメリットを最大限に活かす観点から、新たに開発された各種作業機械等を
活用した省力・低コスト生産技術体系を構築。本技術体系を、ジョイント栽培等を導入している農家圃場におい
て現地実証することで、省力効果、労働負荷軽減効果および経済性を評価。

• 具体的には、作業時間をさらに２割以上削減することを目標に、以下の技術体系を現地実証。
① ジョイント栽培では、自動走行車や棚用新型防除機、アシストスーツを活用した生産技術体系
② トールスピンドルシステムでは、高機動型作業台車や新型摘果用器具を活用した生産技術体系

• 既存の省力型生産技術体系よりも２割以上作業時間を削減可能な超省力型の体系を構築。
• 機械等の導入メリットと生産規模との関係を明確化。
• これらの成果および実証圃場を活用した普及活動により、収益性の高い新技術体系が円滑かつ迅速に普及。

（共同研究機関：神奈川県農業技術センター、長野県果樹試験場、長野県南信農業試験場、新潟県農業総合研究所園芸研究センター、群馬県農業技術
センター、福岡県農業総合試験場、JA全農長野）



省力型樹形を基盤とする果樹の省力・低コスト生産技術体系の実証

ニホンナシ等のジョイント栽培における自動走行車
等を活用した省力・低コスト生産技術体系の実証

リンゴのトールスピンドルシステムにおける高
機動型作業台車等を活用した省力・低コスト
生産技術体系の実証

樹列間の樹冠下や棚面に誘導線
を設置し、軽微な改造を施すこと
で樹列に沿った自動走行が可能。

収穫、剪定等において、収穫果や
剪定枝の積み込み毎に行ってい
る運搬車の乗り降りが不要。

ゴルフ場用の自動走行車

（リモコンと誘導線により自動走行）

ジョイント栽培
作業動線が単純（樹列に沿った直線状の移動）

棚用新型防除機

ノズル等をジョイント栽培樹に合
わせて最適化することで薬剤散
布量やドリフトを削減。

作業動線の単純化により同一
作業の連続実施が可能。この
ため、作業効率は向上するが、
摘果等の上向き作業の継続
による腕、肩等への負荷が増
大。

上向き作業を補助するアシス
トスーツの利用により、労働負
荷の軽減、引いては作業効率
の向上が期待。

トールスピンドルシステム
樹冠が薄い平面状となるため、作
業動線は樹列方向および垂直方
向

作
業
動
線

水平制御可能な高機動型作
業台車を利用すれば、台車の
前後移動および昇降台部の
上下移動のみで、台車から降
りることなく各種管理作業を実
施可能。

高機能作業台車

達成目標：作業時間を既存の省力生産技術体系から２割以上削減

新型摘果用器具

新型摘果用器具および摘花・果
剤（本栽培法では効果大）の活
用により着果管理作業を省力
化。

作業動線



提案内容

みかんをはじめとする柑橘系作物（みかん）の農家においても、農業従事者の高齢化、後継者不足は深刻な問題であ
る。更に多くを山間地の傾斜を利用するみかん畑においては農作業の労働負荷が増すため、高齢化が進むにつれ生産
農家が減少する傾向にある。また農地が少ない山間地は農地の一区画が狭く、農業の大規模化、機械化が困難である
ことから、農業生産性の向上があまり進んでいない。そこで、無人ヘリシステムを活用した（柑橘系作物）生産支援シス
テムを構築することで、これらの問題の一部改善を図る。無人ヘリに搭載するカメラは、RGBカメラ（写真画像、写真測
量）、近赤外カメラ（植生指数画像（NDVI、SAVIなど））及び熱赤外カメラ（温度分布画像など）の3機種。1度
に2台のカメラが搭載可能で、近赤外カメラまたは熱赤外カメラの画像に位置データを付与する際は、RGBカメ
ラを同時に搭載しRGBカメラの画像から作成した位置データが付与している画像にそれぞれの画像をマッピン
グする。これらの画像は作物生産支援ツールで処理を行い、以下の結果を把握できるシステムの開発を行う。

・生育診断・生産管理のための情報計測：水ストレス、病気の検出

・収獲量の予測：着花判読及び植生指数画像（NDVI、SAVIなど）から収穫適正判定マップ
・剪定の時期の予測、剪定の効率化

提案者名： 慶應義塾大学 総合政策学部 准教授 古谷知之

提案事項：無人ヘリ写真測量・リモートセンシング技術を活用した（柑橘系作物）生産支援システムの実証研究

「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
１．収獲と品質の向上が期待できる。

２．労働力軽減と経営コストの低減が期待できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

２日目９－２（関東）

様式２

研究･実証地区：調整中

平成２６年度概算研究経費（千円）：10000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）



無人ヘリ写真測量・リモートセンシング技術を活用した
（柑橘系作物）生産支援システム

近赤外カメラ

熱赤外カメラ

可視光カメラ

写真測量、写真画像
・着花判読
・病気の判読
・剪定の効率化

近赤外リモートセンシング
・水ストレスの検出
・樹木ストレスの検出
・病気の検出
・収穫量の予測

熱赤外リモートセンシング
・水ストレスの検出

無人ヘリ地上局
生産支援ツール

映像受信モニター



提案内容

有害野生獣がいつどこから現れるのか？ その動物はどこを歩き、どこで寝ているのか？ 繁殖期はどのような移動を
しているか？ 野生獣の生態を正確に把握し、効果的な農作物被害対策を導き、効率的な捕獲を可能とする実証事業
を提案いたします。
対策１ 野生獣の行動把握

ＧＰＳ、線量計、タイマー、データロガー、無線送信装置を内蔵した首輪を複数の野生獣に装着し、１５分または３０分毎
のデータを記録します。 一方、圃場近くに設置した受信アンテナは首輪に蓄えられたデータを受信し、３Ｇ回線を介して
クラウドシステムに即時送信します。 クラウドシステムによるデータ解析により、野生獣の移動経路とコア（寝場所）を
マップ上に特定でき、野生獣の行動を的確に把握し、効率的な捕獲や獣害対策を行うことが出来ます。
当システムは２５年度より福島県被曝動物行動調査実証実験で使用しており、本実証地区でも同様の実証を行います。

対策２ 野生獣からの通報

野生獣を感知すると、携帯電話メールに静止画像とともに獣感知情報を通報する獣感知装置を数か所に設置し、受信
した人々による効率の良い追い払いを可能とします。 また、野生獣の移動経路の変化を予測した罠の設置が捕獲効率
を向上させます。 この対策は画像送信なしで長野県塩尻市で実施され効果を上げております。

提案者名：日本ソフトウェアエンジニアリング（株）、IT-アグリ研究会

提案事項：ＩＣＴを用いた野生獣の行動把握と、出没検知通報による農作物被害対策及び捕獲効率向上

「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

対策１により、実証地区のマップに移動データを落とすことで、時刻ごとの行動が手に取るように把握でき、行動予測と
出没予測による効果的な捕獲が可能となります。また、野生動物保護や生物多様性の研究に役立ちます。

対策２は野生獣が自ら出没を通報するものであり、その通報を受け追い払いを行います。長野県塩尻市北小野地区の
２７．５ｈａの水田は対策前の２３年度は被害面積８０％でしたが、対策後の２４年度は２０％、２５年度０％と激減しまし
た。
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）

２日目１０－１（関東）

様式２

研究･実証地区：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）： ６，０００）



ＩＣＴを用いた野生獣の行動把握と､出没検知通報による農作物被害対策及び捕獲効率向上

イノシシの行動動線

森林、ブッシュ 農地、集落

獣感知装置：携帯電話に
静止画像付で通報

ＧＰＳ，線量計、データロガー、
無線装置内蔵の首輪の装着

アンテナ

野生獣の行動把握：ＧＰＳ，線量計、データロガー、無線装置とアンテナ、３Ｇ回線、クラウドシステムか
ら構成され、得られたデータは、マップ上への行動導線作成や、日行動と活動レベルなど、目的に応じ
た解析が可能となる。 また、手軽に移動設置ができ、各種研究目的に活用することが可能となる。

野生獣からの通報：獣感知装置は内蔵する省電型赤外線センサーが野生獣を感知した時、静止画を
撮影し登録されている携帯電話メールに通報ものであり、出没する獣種の把握と、追い払いによる圃場
保護が可能である。 手軽に移動設置ができる。



年間２２０億円を超える、イノシシ・シカ・他による野生動物による農作物被
害に対する対策として、補助金対象となっている電気柵は各市町村で現在実績
をあげているが、田畑に対して害獣がどの程度の数が出没しているかの実態把
握は不明である。
実態把握をした上で、地域毎の適切な対策の実施が理想である。
そこで、計測器（カウンター）機能付き電気柵を利用する事により、田畑に対
する害獣のアタック数を計測する事が出来るため、行政の求める実態把握デー
タが、設置した各田畑毎に集積できる画期的な機能。

図Ａ＝防獣効果での実績はあるが、害獣の実態把握はできない。

図Ｂ＝野生動物のアタック毎にカウントされる事により、天候・気温等
の様々なケースでの獣害被害（アタック）の傾向が分析できる。
なお、電気ショックを経験した野生動物は基本的に、その学習能力に
よって再度ヨリ線（電線）に触れる事はないため同一個体によって複数カ
ウントする事はない。

提案者名：株式会社アポロ販売

提案事項：害獣実態把握機能（計測器）付き電気柵システム

「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

期待される効果として、防獣はもとより田畑毎の詳細なデータをも
とに適切な防獣対策計画を立てる事が出来るため、より効率的な防
獣対策が実施でき、生産性が上がる。同時に捕獲計画の際の罠設置
の目安になる。また、二次的な成果として生産者の営農意欲の減退
を理由とした耕作放棄地の発生が減る。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：１００００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ３０００ ）

２日目１０－２（関東）

様式２

研究･実証地区：東京都桧原村

平成２６年度概算研究経費（千円）：１００００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：５０００）



提案内容

提案者名： 株式会社 ＪＳＯＬ

提案事項： 経営管理高度化に向けたデータ活用促進モデルの開発・実証と周年安定供給モデルの構築

「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
①生産者の収益改善

・生産コストの圧縮（経営資源投下の効率化・廃棄コストと機会損失の削減）
②データ活用経営の普及（周年安定供給モデルの普及）
③蓄積データの増大及び分析手段の共有化によるモデルの精度向上
⇒上記①～③のサイクルによる経年段階的な経営管理の高度化

平成２７年度末までの概算研究経費（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）： ）

２日目１１－１（関東）

様式２

研究･実証地区： 長野県及び産地間連携を行う静岡県

平成２６年度概算研究経費（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）： ）

■背景
技術の進歩により、生産現場へのICT関連機器（システム）の導入例は増えてき
ているが、広範普及しておらず、取得データを充分に活用出来ていない

・生産者側のICT導入負担に見合う利益実現モデルが提示されていない
・利用者のリテラシーレベルに応じた仕様・設計となっていない

■研究テーマ
①集積データに応じた収穫期予測技術の開発

・レベル別の複数予測モデルに対し、蓄積データを活用した乖離分析を実施
・補正ロジックの開発・適用 ※欠損・不足等により生じる統計手法の限界改善

②収穫予測変動に応じた生産資源投下及び販売行動最適化ロジック開発

・収穫期予測に基づく、出荷調整方式の検討

・産地間連携・産地間協調モデルによる端境期対応の検討

・固定費の平準化による周年コスト削減モデルの検討

③実証農家におけるキャベツ・レタスの収穫期予測技術の実証と評価

④研究成果の普及
・ベーシックモデルを開発後は、公開・共有を進めることで初期利用を促進
・蓄積データの増加により、段階的に予測モデルの高度化と汎用化を推進

■研究グループ
・研究成果の普及を担う機関

佐久農業改良普及センター（長野県）
中遠農林事務所（静岡県）

・実証農家（中間事業者）
有限会社 トップリバー
… キャベツ・レタスの生産団体と中間事業者の役割を担う
協力４農家及び県外１農場
… 地域・標高の異なる農家（佐久・諏訪地区）及び産地間

連携を行う他県農場（静岡県)
・分析及びクラウドシステム提供

（株）JSOL
・収穫期予測技術の研究

東京農工大学

■活用技術
過去に開発・検証を行った収穫期予測の補正モデルと生産者の経
営資源最適化分析モデルについて、その成果を本研究に活用し、研
究期間及び開発コストの削減を検討



経営管理高度化に向けたデータ活用促進モデルの開発・実証と周年安定供給モデルの構築

■生産者
経営者・農場長は収穫期予測結果をもとに、生産計画・出荷計
画を見直し
併せて、収穫労力・収穫期の最適手配を実施

■中間事業者
契約農家の収穫期を早期判断を行い、出荷調整・産地間連
携・産地内協調を実施
取引数量・納入時期の天候不順による影響を最小化

農業クラウドシステム

農作業データ

＜実証農家＞
デバイスからの

農作業データ入力

＜外部データ＞
地域特有の

環境情報取得

農業クラウドシステム
（生産者利用）

環境情報

収穫期予測

農業経営
（生産計画・出荷計画の見直し）

経営者・
農場長

農作業
（収穫労力・収穫期の最適手配）

※既存技術・データを活用

経営資源投下最適化モデル開発

中間事業者

出荷調整判断等の高度化

産地間連携 産地内協調

契約農家の出荷調整

開発システムのモジュール化
公開・共有

予測モデル② 予測モデル③予測モデル①

予測結果の検証/補正ロジック開発

※既存成果の
汎用化
高度化

モデル１

オリジナル

高度化

（利益）

入力データ

（コスト）

モデル３

作物A

モデル２

オリジナル



提案内容

エノキタケ栽培では、販売単価の低迷や近年の燃油の高騰が経営を圧迫しており、生産量増加やコスト削減の技術が
強く求められている。

エノキタケ栽培では、培養工程の温度を上昇させると菌糸生長の効率をあげることができるが、きのこの生育段階で収
量・品質が低下するため、15℃で培養しており、冷房代や培養日数などにより経費がかさむ要因となっている。

また、現在使用されているオガコ種菌に代えて還元型液体種菌を利用すると菌糸生長が早まり、種菌の培養コストや
運搬コストの低減に寄与すると考えられるが、培地内温度が上昇しやすくきのこの生育段階で収量と品質が低下しやす
いという問題がある。

そこで、高温域で培養しても収量と品質が低下しない高温性品種と還元型液体種菌を用い、栽培に要する日数を大幅
に短縮してコスト削減を図るとともに併せて種菌製造・接種コストおよび冷房コストを低減する技術体系を構築し、実証す
る。

提案者名：長野県野菜花き試験場 菌茸部 中村公義

提案事項：エノキタケ高温性品種と還元型液体種菌を用いた低コスト高生産技術

「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
最近開発された高温性品種は、従来品種より３～５℃高温で培養することが可能なことから培養工程（1,100mlビンの

場合）を30日から20日に10日間短縮することができる。
還元型液体種菌を用いると、きのこの生育期間が32日から28日に4日間短縮できる。
両者を併用することで栽培日数は14日間短縮でき、1回転あたり22%の電力コスト削減となる。通年で栽培できる場合

は、年間で5回転であったところを6回転生産ができ、20％以上の増産が可能となる。培養工程の冷房コストが5％程度
削減できる。種菌関連コストが10%程度削減できる。

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）： ）

２日目１２－１（関東）

様式２

研究･実証地区： 長野県エノキタケ生産地域

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）： ）



エノキタケ高温性品種と還元型液体種菌を用いた低コスト高生産技術

15℃培養、冷房
栽培日数62日

オガコ種菌接種
菌周りに時間かかる

・高温で培養すると栽培日数が短縮でき、冷房コストも下げられる
・高温性品種は短期生育で良質・多収となる。
・液体種菌利用で栽培日数がさらに短縮でき、種菌コストも下げられる

長野県他育成の高温性品種 液体種菌利用

現行品種は、高温下では
冷房により室内の温度を下げ、
十分菌を培養する必要がある。

長野県野菜花き試験場

高温性品種 現行品種

生産者

接種機メーカー

農業協同組合農業改良普及センター
20℃培養、弱冷房
栽培日数48日

背景・目的

導入する技術

実施体制

目標・期待される効果

・栽培日数 22% 削減 → 電力コスト22%削減

・施設回転増加の場合 → 収量増 20 ％

・冷房にかかる電力コスト→ 5 % 削減

・種菌関連コスト → 10% 削減

品種特性解明 技術指導 接種機提供、設置、調整、改造

普及支援

種菌培養提供 技術指導



提案内容：

信州特産農畜産物(きのこ、りんご、ぶどうなど)を素材に、食品の高機能化や、風土の特色を生かした地域ブランド化による新
たな付加価値商品の創出手法の確立に関する研究を、文理融合による研究体制で実施する。本提案では、ナガノワインバレー
を中心とするNAGANO WINEやこれまで研究実績のあるきのこ、りんご等の食品をモデルとして取り組み、６次産業化の教育
手法を確立することで、消費者ニーズに立脚した農畜産物の高付加価値商品の創出と６次産業化の推進に貢献する。

◎信州特産農畜産物を利用した機能性食品化による工学的・農学的なアプローチ

社会ニーズの多様化（少子高齢化に対応した機能性、利便性、アンチエージング、食の欧米化など）に対応した、特産農畜産
物の革新的食品加工技術や、食品の成分に含まれる有効成分を効果的に摂取できる機能性食品創出の手法を研究する。

◎信州特産農畜産物の風土や観光資源を利用した社会科学的なアプローチ

地域の伝統･文化、風土研究と信州特産農畜産物と関連付けによる地域ブランドとしての付加価値の創造、観光業や食品産業と
の連携による新たな産業の創出方法、海外への輸出を視野に入れた海外の風土研究や海外進出戦略の立案方法を研究開発する。

◎工学的・農学的なアプローチと社会科学的なアプローチを融合した６次産業創出のための教育研究開発

６次産業化を目指す農林漁業者や認定事業者を対象とし、高機能性食品創出のための地域に眠る資源の掘り起こし方からプロ
セス技術や機能性食品を開発するための技術、ビジネス展開法や企業経営法など、6次産業創出のために必要となる、幅広い教
育手法について研究･確立する。

提案者名：信州大学 工学部 松澤 恒友、農学部、人文学部、経済学部、地域戦略センター、JA長野開発機構

提案事項：信州特産品を素材とする機能性や地域ブランドを付与した高付加価値化と６次産業創出のための研究開発

「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：
◎機能性等の付与による商品の高付加価化や、地域ブランド化による観光などの他産業への展開を図るための手法の確立が期待
される。技術開発と連携することにより、先端研究の社会実装の加速化が見込まれるとともに強い農業への成長が期待ができる。
◎地域連携を戦略的に推進するため、研究･人材育成拠点として機能することにより、多種多様な業種の人材が意見を交換する
ネットワークとして機能することで、新たな産業の企画･創出の場としての働きが期待される。

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）： 70,000 ）

２日目１２－２（関東）

様式２

研究･実証地区：長野県全域

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）： 60,000 ）



信州特産品を素材とする機能性や地域ブランドを付与した高付加価値化と６次産業創出のための研究開発

特産農畜産物
の高機能化

機能性成分の分析

機能性食品の開発

ながのブランド郷土食
人材育成の実績

現在長野を代表する
地域ブランド品等の創出実績

風土と文化、地域ブランドの
創世記からの学術研究実績

伝統的な
信州特産農畜産物

当事業ではワイン,りんご,きのこを対象として

◎６次産業創出のための研究開発を実施
・特産農畜産物の革新的食品加工技術や、機能性
食品創出の手法を研究する。

・ 地域の伝統･文化、風土研究との関連付けによる
地域ブランドとしての付加価値の創造

・地域特産品を国際展開するための戦略立案

・上記を融合し、地域に眠る資源を掘り起こし、
６次産業を創出する人材を育成するための教育
手法の体系化を図る。

信州特産農畜産物は
ワインの生産拡大に伴い
加工用ブドウは生産が伸びて
いるが、一方で
リンゴの生産は減少し、
キノコは価格が低迷してお
り、
新たな価値の創出が必要。

事業終了後は、
地(知)の拠点事業等と連携し、
6次産業の創出のための

研究･教育拠点を形成。

信州特産品を活用した
新たな６次産業の創出を加速

工学･農学的な実績

人文･社会科学的な実績




