
別紙２

研究分野：米・麦・大豆・野菜類等を導入した水田輪作体系

対象作物 目指す技術体系
研究･実証地

区
（参考）　想定される主な技術（例） 実証農家イメージ 背景・課題

米・麦・
大豆・野
菜類など

寒地１年１作
地帯
北海道

・集中管理孔方式による地下水位制御を利用した畑作物栽培による
水田の高度利用による収量増大
・輪作体系による機械の汎用利用（施肥、播種、収穫等）による低コス
ト化
・大規模栽培に対応した稲の直播栽培、疎植栽培、無代かき栽培等
の導入による省力化、作業分散と畑作物の安定多収化。
・ロボット技術を活用した無人＋有人の協調作業、低コスト高精度GPS
等を活用した作業省力化。
・春作業を分散する前年整地技術
 
 

・小麦、大豆等畑作物
を含む水田輪作体系を
導入する大規模の家
族経営（１戸１法人）

寒冷地１年１
作地帯
東北（被災地
除く）

・水稲新品種（直播適性、良食味多収、病害抵抗性、新規需要米向け
品種）などの導入による作期の長期化、作業分散
・鉄コーティング湛水直播栽培等による低コスト化・省力化
・大豆チゼル有芯部分耕栽培等による収量安定化
・飼料用米の低コスト、超多収生産技術及び調製技術
・秋期天候不順地域での稲わら迅速乾燥技術と利用技術及び堆肥施
用技術
・地図情報利用による気象情報に基づくいもち病防除薬剤散布適期
判定のICTを用いた栽培管理や作業計画策定支援による作業の効率
化

・水稲、大豆、飼料米
等を導入する地域内協
業型大規模法人経営
（数戸からなる共同経
営）

寒冷地２年３
作地帯
北陸

・飼料用米の低コスト、超多収（単収１トン超）生産技術及び調製技術
・耕うん同時畝立て技術の高速化及び野菜類等への汎用利用による
省力化
・乾田Ｖ溝直播栽培における苗立ち安定化と除草体系による省力化、
収量安定化
・点播を可能にする高速湛水直播機による作業能率の向上
・小型汎用コンバインの高度利用技術（水稲、大麦、麦跡大豆に活用
可能）による機械費の削減
・高性能農業機械等による水田輪作体系の新しい農業機械作業体系
の実証
・GPSガイダンスシステムを利用した農作業効率化
・ブームスプレーヤ(乗用管理機）のブーム振動制御装置による薬剤散
布作業速度の向上および環境負荷低減
・水田地帯での野菜の新品種導入による経営の多角化

・１～２名程度の常時雇
用を導入する大規模家
族経営

　日本再興戦略におい
て、今後10年間で、全
農地面積の８割（現状
は５割）を担い手に集積
し、担い手の米の生産
コストを現状の全国平
均（１万６千円/60kg）か
ら４割削減することを目
標としている。しかし、
担い手の規模拡大の可
能性は地域の地理的条
件によってかなり異な
り、100ha以上の経営規
模が可能となる担い手
もいれば30haが上限と
なる担い手も想定され、
また、地域条件（導入可
能な作付体系）や経営
規模に応じて適した技
術体系も変わる。その
ため、地域別・規模別
にモデル的な技術体系
を整理し、その生産コス
ト削減効果を実証する
ことが必要である。

「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」の「目指す技術体系」

・担い手への農地の集積と急速な
規模の拡大が予想される今後10
年間の水田農業の構造変化を見
据え、成果目標として①労働時間
の大幅な低減（省力化）、②物財
費の大幅な低減または③売上の
大幅な向上等による収益力のアッ
プを実現する技術体系

・経営規模は、地域の実情を踏ま
えつつではあるが、概ね20～
100haを想定

・導入する革新技術は輪作体系に
含まれる複数品目を対象とした複
数技術の組合せか、単一品目・技
術であっても作付体系全体の改善
に資する等、技術体系として経営
全体へ効果を発揮できるものを想
定。

※なお、実証は経営面積全体で
実施する必要はないが、経営への
効果を検証できる程度の面積を確
保するものとする。
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対象作物 目指す技術体系
研究･実証地

区
（参考）　想定される主な技術（例） 実証農家イメージ 背景・課題

温暖地平坦
２年３作水田
地帯
関東・東海・
近畿

・業務加工用良食味多収品種及び水稲乾田直播栽培・疎植栽培の導
入により米の生産コスト削減
・ＩＣＴ・ＧＩＳを活用した圃場別栽培・作業・収量データの収集と効率的
生産管理による作業効率の向上
・地下水位制御システムの導入による水田の高度利用と畑作物の収
量の高位安定化、野菜類の導入による生産コスト削減と就業機会の増
加
・直進アシスト、速度連動作業機など省力・高精度作業技術の開発に
よる作業時間の削減
・ロボット技術を活用した無人＋有人協調作業の現地実証
・ネギやキャベツ等露地野菜の水田作経営への省力・省施肥生産体
系の導入による省力化・多角化

・水稲、麦類、大豆等
の水田輪作体系のもと
で、雇用労働力の導入
や構成員の出役により
規模拡大と多角化を図
る雇用型法人経営及
び地域営農組織

温暖地の中
山間等条件
不利な水田
地帯
中国・四国

・ロボットの活用や作業の外部化により畦畔除草等、管理作業を効率
化 。
・ＩCTを活用した分散圃場の作業・水管理 。
・大豆の晩播栽培による収量安定化及び難防除雑草の効率的防除に
よる収量安定化
・地域農業の６次産業化ビジネスモデルの構築に向けた業務加工用
新品種の利用による高付加価値化

・管理作業の共同化な
どに地域で取り組む集
落営農組織

暖地２年４作
平坦水田地
帯
九州

・表層散播機を利用した麦播種及び水稲乾田直播栽培やべんがら・
モリブデンを用いた湛水直播栽培技術による省力化
・苗箱施肥による省肥移植栽培技術による省力化
・高温耐性を持った水稲多収、良食味、耐病性、直播適性品種による
収量安定化
・小麦の早生、めん用品種、パン用品種、極多収精麦用大麦品種の
利用による需要創出、安定供給
・大豆密植適性品種の利用による収量安定化

・家族労働力を基幹と
する大型複合経営
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対象作物 目指す技術体系
研究･実証地

区
（参考）　想定される主な技術（例） 実証農家イメージ 背景・課題

全国 ・土壌診断・生育診断に基づく施肥量の適正化、フレコン購入による
肥料コストの低減、省力化
・交換部品の迅速供給サービスによる農機具費の低減
・大規模経営のニーズに即した高い耐久性・低コスト仕様の農機具の
開発実証
・発生予察による効率的な病害虫防除
・抵抗性品種の導入による農薬コストの低減
・機械の共同所有・共同利用による農機具費の低減
・米の直播栽培・疎植栽培の導入等による育苗・田植え等の労働コス
トの大幅削減
・多収性品種の導入による米の生産コスト削減実証
・肥料等資材のフレコン購入による省力化、低コスト化
・ＩＣＴを活用した分散圃場の作業・水管理と作業ノウハウの見える化
・基本性能を絞った海外向けモデル等、低コスト仕様の農業機械の活
用
・鶏糞燃焼灰等の未利用資源の利用による肥料コストの削減
・リアルタイム土壌センサーを活用したトラクター搭載型土壌分析シス
テムの導入による土壌分析、施肥コスト低減

・家族経営、雇用型法
人経営、協業組織、地
域営農組織
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別紙２

研究分野：てんさい・ばれいしょ等を導入した畑輪作体系

対象作物 目指す技術体系
研究･実証

地区
（参考）　想定される主な技術（例）

実証農家イメー
ジ

背景・課題

てんさい
ばれいしょ
その他畑
作物・野菜
類を組み合
わせた畑輪
作体系

【寒冷地畑作物複
合経営】
・寒地向け畑作物
の効率的機械体系
や直播栽培など省
力的作業体系によ
り、労働コストを削
減した大規模・省
力化技術体系

北海道 ・てん菜の支援組織による作業受託を組み込んだ新たな技
術体系や大型てん菜多畦収穫機の導入等による労働コスト
大幅削減
・直播栽培を導入する上でネックとなっている発芽苗立ちの
不安定要因の対策として、これまで開発された対策技術に
加えて、カッティングソイラ工法（簡排水対策）等の新技術を
導入した発芽苗立ちの安定化
・褐斑病、黒根病などの抵抗性を導入した品種を用いた場
合の収量安定化
・直播栽培における密植栽培の導入による単位面積当たり
の収獲量を確保
に向けた検討
・自動操舵等を活用した植付から収穫までの複数機械協調
作業による省力化
・ＧＮＳＳガイダンスシステム、精密施肥システム等の活用に
より、走行距離や資材補給回数を抑えた整地、施肥、播種
作業による効率化
・作業機をトラクタ（プランター等）に加えて前部（砕土用機
械等）に同時装着することにより、複数工程作業の一工程作
業化による省力化
・収穫作業におけるコントラクター方式の活用を前提にした、
ばれいしょソイルコンディショニング体系等の導入による省
力化
・雑豆の超大型コンバインの導入によるコスト低減
・野菜機械収穫体系における歩留向上のための高精度作
業支援技術の検討
・各種リモートセンシングと後付型作業機ECU(電子制御ユ
ニット）を活用した可変施肥技術の導入によるコスト低減
・リアルタイム土壌センサーを活用したトラクター搭載型土壌
分析システムの導入による土壌分析、施肥コスト低減

大規模家族経営
＋支援組織

　てん菜は、北海道の畑作にとっての基幹作物である
だけでなく、畑作特有の連作障害回避のための輪作
の維持に欠かすことの出来ない作目である。しかし、
近年の担い手の高齢化に伴い、育苗にかかる労働負
担が大きいこと等から、てん菜栽培が敬遠され、作付
けの減少傾向が続いている。また、ばれいしょについ
ても同様で、その収獲作業が負担となって作付減少
が続いている。今後、さらに、担い手やコントラクター
による農作業が増えると予想され、労働負担が軽く、
作業能率の高い技術開発の開発とともに、畑輪作を
構成する麦類や豆類に加え、収益確保のために野菜
類の導入が重要になると想定される。
　てん菜の直播栽培は、育苗にかかる作業が無く、北
海道の春先の労働競合解消に効果的であるが、収量
はどうしても十数パーセント低下してしまう。このため、
他の作物との作業の競合解消によるメリットと収量減
少によるデメリットの損益について経営的な判断が必
要。また、ばれいしょ収穫は後作の小麦の播種と労働
競合があるが、ソイルコンディショニング栽培を行い、
コントラクターを活用して収穫した場合の費用対効果
についても経営的視点からの評価が必要。雑豆、野
菜類については省力化とともに、業務・加工需要など
を踏まえた品質維持（雑豆）や規格内歩留まりの向上
（野菜類）により収益を確保する必要。本課題におい
て、今後の大規模経営を想定した実規模の試験を行
い、技術実証と経営的評価を合わせて行う現地実証
試験を実施する。

「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」の「目指す技術体系」
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対象作物 目指す技術体系
研究･実証

地区
（参考）　想定される主な技術（例）

実証農家イメー
ジ

背景・課題

かんしょ・野
菜類を組み
合わせた畑
輪作体系

【暖地型畑作物複
合経営】
・暖地における実
需者との連携を念
頭に置いたかん
しょ及び加工業務
用野菜の機械化や
省力栽培技術によ
る効率生産技術体
系

九州 ・小苗育苗技術、小苗移植によるかんしょ移植作業の機械
化と、かんしょ茎葉のサイレージ利用による収益向上
・かんしょの小苗による植え付け技術による省力化
・暖地における冷凍加工用ホウレンソウの安定多収栽培技
術
・ホウレンソウの機械化一貫体系による省力化

雇用型法人経
営、加工企業

　かんしょ生産は、多くの作業が機械化されている
が、育苗、移植作業については未だに多くの農家が
手作業で行っているため、大規模化に対応できな
い。そこで、新たに開発された育苗システムと移植機
を導入することにより、どの程度、経営を大規模化が
可能であるか、また、その収益性は規模によりどのよう
に変化するかについて検証する必要がある。
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別紙２

研究分野：地域作物

対象作物 目指す技術体系
研究･実証

地区
（参考）　想定される主な技術（例）

実証農家イメー
ジ

背景・課題

落花生 ・落花生の効率的機械体
系により、労働コストを削
減した省力技術体系

関東 ・手収穫作業を機械化するための試作段階にある収穫機
の反転機能を高精度化するための改良による作業効率
化、省力化
・機械栽培に合わせた適性品種の選抜や栽培管理技術
の改善による収量安定化

家族経営 　らっかせい栽培は現在ほとんどが手作業で行わ
れており、担い手の高齢化により、生産量が減少
傾向である。産地の維持のため、省力化技術が求
められており、 も重労働である収獲作業を機械
化することにより、堀取り反転作業に係わるわる労
働時間を半減する。

さとうきび ・砂糖・エタノール逆転生
産プロセスに適する高バ
イオマス品種の実証栽培
と有望系統の選抜による
原料生産から製糖までも
含めた効率的低コスト生
産技術体系

九州、沖縄 ・高バイオマス量サトウキビ系統・品種とその株出し多収栽
培技術による収量増大
・逆転生産プロセスを用いたエタノール・砂糖の複合生産
による生産性向上
・灌漑等栽培技術の改善による干ばつの被害軽減化およ
び収量性改善

現行の製糖に課
題を抱える島の
さとうきび経営

　さとうきびは、台風等の自然災害が多い沖縄県、
鹿児島県南西諸島において災害に強い作物とし
て他に代替できない重要な作物であり、地場産業
である製糖工場等とともに地域経済を支える存在
である。
　しかしながら、近年、大型台風や干ばつの自然災
害や病害虫の発生等により不作が続いており、未
だ生産が回復できていない。
　当該地域において、さとうきび生産から製糖まで
の安定的な体系を実現させるため、高生産性、低
コストの栽培技術の確立や製糖の効率化等を図る
ことが不可欠である。

「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」の「目指す技術体系」
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対象作物 目指す技術体系
研究･実証

地区
（参考）　想定される主な技術（例）

実証農家イメー
ジ

背景・課題

【大規模法人経営】
・高機能性などの特徴あ
る品種の導入や省農薬
防除技術、新たな商品価
値の付加技術と国際的
なマーケット戦略の構築
による日本緑茶の輸出に
対応した生産体系

九州・沖縄 ・輸出に対応した品種を利用した安定的生産体系の確立
・有機農業や輸出相手国で登録がない農薬等の使用を
低減する防除体系をもとにした更なる減農薬栽培体系の
確立
・適採前後の新芽処理による付加価値の創造（光環境制
御（被覆等）、低カフェイン化技術、人工萎凋技術、品種
等混合による製茶）
・新たな製茶加工技術による輸出対応型製茶、輸出促進
に寄与できる日本緑茶の品質評価技術、日本緑茶輸出に
おけるマーケット戦略の構築による新需要創出

大規模法人経営
茶加工業者、農
機具メーカー等
との連携

【大規模家族経営】
・作業の軽労化、利用率
の高い施肥技術やエネ
ルギー効率の高い製茶
ラインの実証による低コ
スト化、及び新たな品質
評価手法や国内での
マーケット手法の構築に
よる国内需要向けの高品
質な茶生産体系

関東・東海・
近畿

・被覆作業の自動化機械を利用する高能率で軽労化した
作業体系による軽労化
・節電型妨霜ファンによる収量安定化
・広域栽培に対応したＩＰＭ防除体系による資材費の低減
・環境負荷を低減する利用効率の高い施肥技術による低
コスト化
・エネルギー効率の高い茶の製茶ラインによる低コスト化
・茶の特徴を積極的に示すことができる新たな評価手法や
食品素材としての緑茶の品質管理と特性評価技術、国内
需要向け茶のマーケット戦略の構築による需要創出

大規模家族経営
茶加工業者、農
機具メーカー等
との連携

　世界の緑茶需要が毎年増大しているため、世界
中で緑茶栽培が増えており、国際的に見た場合、
日本緑茶は高額で取引されるブランド力を持って
おり、有望な輸出成長作目である。日本は、先進
国で緑茶を栽培する唯一の国であり、中でも抹茶
や玉露などは日本の食文化を象徴する国を代表
する食材と言える。
　現在、50億円程度の緑茶輸出を今後３倍に増や
す方針が打ち出され、輸出に対応した高品質な日
本緑茶の低コスト生産体系を早急に確立すること
が求められている。
　一方、国内需要向けの茶生産では、茶はかって
は他作物に比べ高収益作物だったが、消費の減
少と茶価の低迷、高齢化、耕作放棄茶園の増加、
肥料や農薬など生産費の高騰などで生産が減少
傾向にあり、地域茶業の衰退に歯止めがかからな
い。
　このため、国内需要向けの茶の生産では、軽労・
低コスト化を併せ持った高品質茶の生産体系を確
立するとともに、茶を新たな形で消費者にアピール
するなどのリノベーションを行い、茶業を活力・魅力
ある産業として蘇らせることが必要である。

茶
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別紙２

研究分野：畜産

対象 目指す技術体系
研究･実
証地区

（参考）　想定される主な技術（例）
実証農家イメー

ジ
背景・課題

酪農
・酪農おいて精密な環境制
御による生産性の向上、省
力化を実現する技術体系

全国（全
換気型牛
舎は温暖
地）

・酪農に関し、全換気型閉鎖畜舎の導入とセンサー・搾
乳ロボットを活用した精密な飼養環境制御（搾乳ロボット
で取得したデータをリアルタイムで給餌量に反映する等）
による乳生産の安定化と生産性の向上、省力化
・繋ぎ牛舎で、搾乳作業について搾乳ユニット自動搬送
装置や乳頭清拭装置を用い、給餌作業について牛生体
情報モニタリングシスタム（乳量データに連動した給餌）
を用い、それらによる作業の軽労化と時短化、飼養管理
の精密化
・分娩誘導技術、乳熱回収装置（温湯供給）、稲発酵粗
飼料利用によるコスト低減
・雌雄産み分け技術（和牛受精卵移植との組み合わせ）
による収益向上
・ルーメンPHセンサー及び行動センサー情報を利用した
疾病予防

・大規模酪農経
営、中規模酪経
営

　農家戸数や飼養頭数の減少など、畜産・酪
農の生産基盤の弱体化が懸念される中、高
収益型の畜産・酪農を推進していくために
は、生産コストの低減、飼養規模の拡大が必
要であるが、多頭化に伴い労働時間が増加
するため、飼料生産や分娩等の家畜管理に
支障を来すことが懸念される。そこで、飼料給
餌量の自動化や新規分娩誘導技術等により
家畜管理の省力化と生産性の安定に寄与す
る技術を実証する必要がある。
　また、ネットワークにより個々の酪農家間を
結ぶことで、メガファームの利点と万が一重大
伝染病が発生した際のリスク分散を両立でき
る家畜生産体系、食品残渣を利用した飼料
費の軽減と作業省力化を可能にする養豚生
産についても実証が必要である。

・酪農経営間をネットで結
ぶ新たな協業形態を進める
技術体系

全国 ・分散する農場間をネットでつなぎ協業化することによ
り、高能力牛の全体からの選抜等のメガファームの持つ
規模のメリットを活かしつつ、家畜衛生上のリスクも分散。
・農場の生産情報を獣医師等と共有することにより、高能
力家畜の早期選抜や疾病の早期発見・予防を実現

・中小規模酪農
経営が点在して
いる地域

・酪農における高能率な外
部支援組織を活用した省
力技術体系

全国 ・集積した大面積圃場におけるトウモロコシ＋イタリアン
生産の省力化
・飼料イネ＋飼料ムギ等の二毛作栽培と自走式ハーベ
スタによる飼料調製の効率化
・飼料用米やエコフィードを活用したＴＭＲ供給の省力化
・哺乳ロボットによる集団哺育等の外部支援組織の高度
活用による省力・低コスト化

・複数の中規模
酪農経営とＴＭＲ
センター等を核と
した外部支援組
織

「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「目指す技術体系」
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対象 目指す技術体系
研究･実
証地区

（参考）　想定される主な技術（例）
実証農家イメー

ジ
背景・課題

養豚 ・養豚において作業の自動
化等による省力技術体系

全国 ・養豚に関し、ＩＣタグ・低ＣＰ飼料給与・飼料用米・リキッ
ドフィーティング・オートソーティング等を統合した次世代
型精密豚舎による省力化と低コスト化。
・養豚において、入室作業者の消毒、豚舎内衛生状態
のセンシング、噴霧システム、洗浄ロボット等の組み合わ
せ一般衛生管理の向上とメカトロニクス化による省力化

・都市近郊型養
豚、舎飼型養豚

酪農
肉牛

・効率的な家畜管理、草地
管理等による生産性の向
上、省力化を実現する技術
体系

全国 ・排卵同期化処理と早期妊娠診断を組み合わせた労力
を大幅に軽減させる繁殖プログラム
・傾斜草地の更新等の管理作業を省力かつ安全に実施
可能な無線草刈り機による省力化
・地形情報に応じた草地施肥技術の効率化
・傾斜草地の栄養生産性向上（均一利用）を可能とする
牛群動態モニタリングシステム（放牧管理支援ツール）
・電気牧柵の太陽光発電を応用した家畜軟水供給シス
テムによる省エネルギー化、省力化
・防護柵導入の判断目安となる獣害簡易測定法による獣
害防止の効率化
・耕作放棄地の回復技術による生産性向上
・傾斜畦畔管理技術の省力化

・公共牧場、中山
間地域の水田
作・畑作経営、大
規模肉用牛繁殖
経営等

　中山間地域における農地基盤である水田・
畑・草地は、急傾斜で狭小な区画が多く、担
い手の高齢化に伴って耕作放棄地の増加が
見られる。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効率化や機械
化等により、省力及び生産性向上につながる
管理法の実証が課題となっている。

肉牛
（耕畜連
携）

・自給飼料生産・利用の拡
大、多頭飼養、畑作等と連
携した環境負荷低減型地
域営農システム

九州 ・多様な草種を組み合わせた畑地向け飼料作栽培技術
による生産性向上
・転作水田等を対象に稲発酵粗飼料、飼料向け大麦や
夏播きエンバク等を活用したコントラクタ対応飼料用稲麦
等二毛作低コスト生産体系
・食品副産物や高TDN自給飼料を活用した子牛、繁殖
牛向け発酵TMR調製・給与技術による低コスト化、飼料
自給率の向上
・哺乳ロボットを活用した代用乳給与技術等育成技術の
自動化技術による省力化
・堆肥脱臭システムによる高付加価値化等の有機肥料
製造技術及び家畜ふん堆肥利用を伴う地域資源循環体
系の中での合理的な土壌養分管理技術による生産性向
上

大規模肉用牛繁
殖経営（農家・法
人）を核として飼
料生産組織、
TMRセンター、
子牛育成セン
ターが連携する、
地域肉用牛分業
化システム

　九州沖縄地域は全国の55%の繁殖雌牛が
分布し、58%の子牛取引頭数実績（黒毛）があ
る。また、その子牛生産を担う繁殖経営体数
（子取り用雌牛のみ飼養）は全国の52%を占
める。さらに九州沖縄地域においては、繁殖
経営体数が肉用牛飼養経営の84%を占め、
一貫経営（10%）や肥育経営（6%）と比べて地
域的にも極めて大きな位置を占めている。
　その一方で、その経営体数は減少し続け、
九州では増加していた繁殖雌牛の飼養頭数
も減少に転じた（構造的減少）。資本や労働
規模が小さい家族経営が多数を占めるなか
で、産地維持、子牛生産・供給のための経営
規模の拡大、大規模経営の育成、そのため
の技術開発が推進される必要がある
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対象 目指す技術体系
研究･実
証地区

（参考）　想定される主な技術（例）
実証農家イメー

ジ
背景・課題

共通 ･飼料生産部門の地域協業
化による飼料基盤強化とIT
管理牛舎を利用した家畜
管理の省力・効率化による
高収益型畜産技術体系

北海道 ・マルチ、不耕起播種等の省力化、安定多収栽培技術
導入によるイアコーン等自給濃厚飼料の低コスト生産技
術と広域流通支援システム
・短草多回利用向牧草導入による植生改善プログラムを
利用した粗飼料の高品質・高収量化
・牛体情報モニタリングシステムによる省力牛群管理と飼
養管理の精密化
・畜種別高品質自給飼料の効率的給与技術（スマート
フィーディング）の実証による経営の安定化
・イアコーン給与畜産物の差別化による収益性向上

・TMRセンターや
コントラ組織を軸
とする大規模酪
農経営
・地域ブランド畜
産物創出を目指
す中小家畜生産
経営

北海道においては、輸入穀物を原料とする濃
厚飼料価格の高騰や、草地の劣化や異常気
象等による自給粗飼料の収量、品質の低下
により酪農家、畜産農家の収益性が低下して
いる。また、規模拡大に伴い過重労働が懸念
されており、一層省力的な家畜管理が求めら
れている。このため、自給飼料並びに家畜生
産性向上対策が急務であり、イアコーン等の
自給濃厚飼料を含む飼料生産を耕畜連携等
の地域協業化で強化し、高品質自給飼料を
活用したIT活用型牛舎における精密飼養管
理による低コストでかつ省力的で健全性の高
い家畜生産システムを実証する必要がある。

・臭気対策、近隣苦情深刻
化、環境規制強化、余剰堆
肥増大に対応する養豚環
境対策統合技術体系等、
都市住民との共存を支援す
る技術体系

全国 ・光触媒ユニットにより臭気や浮遊菌を除去。
・人工湿地により低コストで高濃度汚染水を処理。
・吸引通気式堆肥化処理システムから供給される熱源と
肥料を用いて、ハウス園芸の暖房・資材コストを低減。
･リン酸結晶化反応を利用して豚舎汚水からリンを回収
し、肥料や陶磁器の釉薬として再利用。
･新規素材（非晶質ケイ酸カルシウム水和物）を活用して
畜産排水の脱色･リン回収･消毒を同時に行う技術。
・畜産排水の硝酸性窒素基準強化に対応するための、
既存排水処理施設の簡易改修による窒素低減効果や、
農業資材を活用した畜産排水窒素低減手法の実証。
・低塩素、乾燥家畜堆肥によるセメント産業等での燃料
利用の促進
・低コスト硫黄脱窒素法による排水高度処理技術の実証
（色度低減効果、流入窒素低減効果、大腸菌群消毒効
果、リン回収効果）

･（人工湿地）比
較的広い土地を
有する酪農経
営･養豚経営
・（光触媒脱臭）
養鶏にも適用可
・酪農、養豚、肉
牛

畜産農家周辺の都市化により顕在化する悪
臭等の畜産環境問題への対応、さらに発酵
熱や回収資源を有効活用する技術体系につ
いても実証が必要である。畜産排水について
は、わが国の排水基準（窒素、リン規制）の中
で暫定水準として規制が緩和されているが、
一律規制を達成する異が求められている。ま
た、排水の色度規制はなされていないが、近
隣からの指摘に対しては透明度を上げる必
要がある。
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別紙２

研究分野：施設園芸

対象作物 目指す技術体系
研究･実証地

区
（参考）　想定される主な技術（例） 実証農家イメージ 背景・課題

イチゴ ・夏秋取り品種を利用した周
年安定供給や高度環境制御
によるイチゴの効率的生産を
行う技術体系

東北･関東･
九州

・ＬＥＤ光による生産性・果実品質向上
･紫外線照射による病害発生抑制技術による減
農薬
・夏秋取り品種の導入による通年出荷体制
・クラウン温度制御技術等の導入による省エネル
ギー化と収量安定化
・可動式高設栽培・バッグ栽培による農作業の省
力化により労働コストを削減
・イチゴの自動収穫装置の導入による省力化

法人経営、家族経営

トマト・キュ
ウリ・パプリ
カ

・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

東北･関東・
東海･九州

・ＬＥＤ光による生産性・果実品質の向上
・地下水源ヒートポンプの利用等による冷暖房コ
ストの低減
・株元加温技術・生長点加温技術等による熱エ
ネルギーの効率的利用
・ＣＯ2施用による生育促進等生産性向上
・移動栽培槽、バッグ栽培による栽培管理技術
の効率化、省力化

法人経営、家族経営

花き ・高度環境制御技術の導入
や光利用技術による花きの
効率的生産を達成する技術
体系

東海、四国、
九州、沖縄

・ＬＥＤ光源の 適電照方法により省エネ化を行
い、光熱費を削減
・局所加温技術等により省エネ化を行い、光熱
費を削減
・ヒートポンプ技術の利用等により、冷暖房コスト
の低減
・ＣＯ2施用による生育促進等効率的生産技術

法人経営、家族経営
（露地花き経営を含
む）

　近年、温暖化や台風といった気象災
害により、食料の安定供給に影響を及
ぼす事例が発生している。また、少子高
齢化に伴い、担い手の減少が続いてい
る。このような状況下、栽倍の省力化･単
純化が期待される施設園芸作が重要視
されている。
　その一方、施設園芸では燃油や資材
の高騰等により、経営が圧迫されてお
り、低コスト化に向け大きな課題とされて
いる。これを打破するために、化石エネ
ルギー依存体質から脱却するための技
術導入が必要である。
　これらの課題の解決のため施設園芸
における高度環境制御技術の利用によ
り、高品質果実の低コスト安全生産を達
成する技術実証が求められている。

「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」の「目指す技術体系」
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別紙２

研究分野：露地野菜

対象作物 目指す技術体系
研究･実証地

区
（参考）　想定される主な技術（例） 実証農家イメージ 背景・課題

露地野菜 ・収獲機械等の導入
や作期分散による省
力生産体系

全国 ・多労となっている移植作業等の軽労化のため、畦立て同時施
肥、移植機、圃場内で根切り作業を行う調整機等収穫作業機の導
入による省力化
・在圃性の高い品種を利用して播種期をずらすことにより、継続的
に収穫を可能とし、収量を安定化

経営面積を拡大して
いる経営体（法人・共
同出荷組合等）
作業時期の分散等に
取り組み長期契約栽
培等をしている経営
体

レタス・キャ
ベツ

・生育予測に基づく産
地間連携・産地内協
調による周年安定供
給システム

全国 ・生育モニタリングと生育モデルの組み合わせによる周年安定供給
・作期が分散している多くの圃場でのモニタリングと多品種に対応
できる簡便な生育モデルによる生産・出荷作業の効率化
・産地間連携における産地切り替わり期の両産地での収穫切り上
げ・収穫終わりの調整による端境期での安定出荷
・複数の出荷協調生産者間の調整で、個別生産圃場の生育の遅
速・豊凶に対応する生産・出荷の安定化
・畝内局所施肥技術による施肥コストの低減、省力化
・機械化一貫体系（播種機・移植機・管理機・収穫機）の導入による
大規模経営体における 適生産体系の評価

加工用レタス・キャベ
ツ生産団体及びその
ネットワーク安定出荷
のための調整を行う
中間事業者としての
役割を担うJA、農業
生産法人など）

ホウレンソ
ウ

・機械化一貫体系の
導入や栽培管理作業
の効率化による省力
生産体系

関東、東海、
九州

・機械化一貫体系（播種機・作業機・収穫機）の多品種対応技術の
構築と検証
・地下水位制御システムの導入による安定生産体系
・刈り取り再生栽培法と施肥技術の導入により栽培管理の効率化
・大型品種による単収増を可能とする低コスト生産体系

加工業務用向けホウ
レンソウ生産団体

タマネギ ・機械化一貫体系の
導入や栽培管理作業
の効率化による省力
生産体系

全国 ・タマネギ直播技術の導入により、播種・育苗の作業を省力化
・リン酸肥料の局所施肥技術により、生育促進させる技術を実証
・栽培管理から収穫までの機械化一貫体系（管理機・収穫機・ピッ
カー）、調製・選別の導入により生産から出荷までの効率化
・地下水位制御システム導入による排水改善を通した良好な砕土
条件での適期播種による出芽安定化と収量安定化

タマネギ生産団体

「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「目指す技術体系」

　近年の野菜消費の特徴とし
て、世帯構成の変化や生活ス
タイルの変化による「食の外部
化」の進展がある。それに伴
い、野菜においては加工・業
務用の需要が増加している。
しかし、加工業務用野菜に輸
入割合は30％を占めている。
これを打破するには端境期へ
の対応や、低コストでの生産
体系が不可欠である。このた
め、機械化一貫体系など新た
な営農モデルを検討し、効果
を実証することが必要である。
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対象作物 目指す技術体系
研究･実証地

区
（参考）　想定される主な技術（例） 実証農家イメージ 背景・課題

ネギ ・機械化一貫体系の
導入等による省力生
産体系

関東 ・コンパクトネギ等の新品種の導入による需要創出
・マルチステージ移植等の省力・省資材技術を導入したネギ機械
化一貫体系の実証
・土地利用型農業との連携による耕地利用率の向上

大規模水田作経営及
び地域営農組織
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別紙２

研究分野：果樹

対象作物 目指す技術体系
研究･実証地

区
（参考）　想定される主な技術（例）

実証農家イメー
ジ

背景・課題

果樹 ・樹形制御等による効率
的作業体系、作業補助技
術の組み合わせによる省
力化・軽労化を達成する
技術体系

全国 ・ジョイント栽培、温州ミカンの垣根仕立て法等の導入等樹形制御による作業
性の向上
・汎用性作業台車の導入等による作業効率の向上、作業負担の軽減化
・スピードスプレイヤー、高所作業車、乗用草刈り機の導入による管理作業の
効率化
・溶液受粉、摘果剤等の利用による着果管理の省力・軽労化
・果房長伸長促進処理による着粒作業の省力・軽労化

法人、大規模経
営

・高機能モノレールの導入による運搬作業の軽労化
・かんがい用水確保とかん水の自動化技術（太陽光発電を用いた揚水システ
ム等）による省力化、品質向上
・傾斜地における雨よけハウス設置による収量安定化

法人、生産者団
体、大規模経営

・マルチと点滴かん水施肥の高度利用により樹体の水分ストレスと栄養状態を
制御する高品質果実生産技術
・ICTを活用した園地気象の推定により栽培適地を選定する技術
・マルドリ方式と冬季の屋根かけ越冬栽培の組み合わせによる品質向上
・ICTを活用した簡易指標による樹体の栄養状態、土壌水分や水分ストレス動
態の推定に基づくかん水施肥制御技術による品質向上
・シート被覆を用いた温湿度制御による簡易で省力的な貯蔵技術による出荷
時期の延長
・ICTにより品質情報や栽培情報を共有し、水源を共用するマルドリ方式にお
いて、園地ごとに適した精密管理の支援技術による生産性向上
・植物成長調節剤による浮皮軽減等の高品質果実生産技術

法人、生産者団
体（複数の生産
者の参加による
産地レベルの取
り組み）、大規模
経営

リンゴ ・わい化半密植低樹高栽
培等の導入や管理技術の
効率化等による省力栽培
技術体系

東北・中部 ・わい化半密植低樹高栽培による管理作業の省力化
・薬剤透過性の向上による農薬削減
・受粉樹の導入による管理作業の効率化
・スピードスプレイヤー、高所作業車、乗用草刈り機の導入により圃場作業の
効率化
・反射シート等を利用した果実着色向上技術等の利用による省力化、収量安
定化

大規模経営

「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「目指す技術体系」

かんきつ ・マルドリ方式を基軸とした
傾斜地園地における軽労
動化やICTを活用した栽
培環境対応型のアクティ
ブマネージメントによる高
品質果実の安定生産技術
体系

四国、中国、
近畿、東海

　果樹は収穫等機械化が
困難な作業等が多く、労
働集約的であり、社会構
造変化に伴う果樹農家の
高齢化や女性の進出へ
の対応、経営規模拡大の
ためには、作業の省力化
や軽労化が必須。
　また、輸入果実との競争
力向上に向けては、高品
質果実を安定的に生産
することや、産地ブランド
を形成し他者との差別化
を図ることが重要であり、
これらを通じて、果樹農家
の収益性の向上や経営
安定につなげていく必
要。
　一方、多様な品目が栽
培されている果樹では品
目毎に導入できる技術が
異なることから、他品目の
技術流用や既存技術を
組合わせた栽培体系を確
立させ、その生産性や収
益性の検証が必要。
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対象作物 目指す技術体系
研究･実証地

区
（参考）　想定される主な技術（例）

実証農家イメー
ジ

背景・課題

ブドウ ・ジョイント仕立て栽培の
導入や管理作業等の効率
化等による省力栽培技術
体系

東北、関東、
東海、中国、
四国、九州

・ジョイント仕立て栽培の導入による省力化
・水稲育苗ハウスを利用したブドウのアーチ栽培の導入による省力化
・花冠取り器、花穂整形器の利用によるブドウ開花期の管理作業の軽労化
・薬剤処理を行い果房伸長させることによる摘粒作業の軽労化

大規模経営

カキ ・わい性台木の導入や管
理作業の効率化等による
省力栽培技術体系

東北、関東、
東海、九州

・わい性台木や主幹形整枝隔年交互結実等を利用した管理作業の省力化
・花芽抑制技術の利用による安定着果生産技術の実証

カキ作経営
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研究分野：共通技術

対象 目指す技術体系
研究･実証地

区
（参考）　想定される主な技術（例） 実証農家イメージ 背景・課題

鳥獣害防
止

・ＩＣＴ技術等を活用した鳥獣
のモニタリング技術や出現予
測手法の開発による捕獲等
の省力技術体系

全国 ・無人監視システムによる野生鳥獣の省力的な接
近・侵入モニタリング技術と、それを活用した被害情
報の収集・活用による追い払いの効率化
・柵周辺の鳥獣出没状況把握・解析、動物生態学
や地形、植生、作付状況等に基づく野生鳥獣出現
予測モデルの開発による予察的防除、鳥獣に関す
る情報を容易に地図上に表示できる簡易マップソフ
ト等による捕獲作業等の効率化

農林家または被害防
止活動を実施する地
区

・様々な鳥獣や品目に対応し
た防除・処理技術の高度化
による省力技術体系

全国 ・センサーを活用したわな等による防除の低コスト・
省力化
・対象となる獣種の組み合わせに対応した適切な侵
入防止柵等の設置技術の開発による防除の効率化
・簡易設置型防鳥ネット（全鳥類種が対象）等の効
果的な設置方法、および多様な品目等への適用技
術の開発による防除の効率化
・野生鳥獣の侵入防止柵の下草刈り、破損箇所自
動検知・通報による管理作業の省力・効率化
・わなにより捕獲された個体の安全かつ容易な止め
さし技術の開発

農林家または被害防
止活動を実施する地
区

・シカの局所密度を低下させ
てシカ被害を軽減する、捕
獲・頭数管理の低コスト・省力
技術体系

全国 ・シカ集団を除去して空白地域を作り出す管理技術
を確立するためのシカ集団の行動圏の把握。
・誘引技術と狙撃技術を高度化。
・シカ集団の管理技術と誘引・狙撃技術を組み合わ
せた技術体系よるシカ個体群管理の低コスト化。

農林家または被害防
止活動を実施する地
区

　 近年、中山間地域等を中心に、野生鳥獣に
よる農業被害が深刻化している。鳥獣被害は
営農意欲の減退や耕作放棄地の増加等、農
山漁村に深刻な影響を与えている。鳥獣被害
の深刻化の要因としては、狩猟による捕獲圧の
低下や鳥獣の生息域の拡大等が考えられ、農
業従事者の高齢化にともない、被害対策の省
力化が求められている。そのため、低コスト・省
力的な技術体系により効率的な被害防止技術
の確立が必要である。

「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」の「目指す技術体系」
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別紙２

研究分野：林野

対象 目指す技術体系
研究･実証地

区
（参考）　想定される主な技術（例） 実証生産者イメージ 背景・課題

スギ、（ヒノ
キ、カラマ
ツ）

・一貫作業システムによる再
造林の省力・低コスト化技術
体系

九州・関東 ・コンテナ苗を活用した伐採から造林までの一貫
作業システム導入と下刈回数の削減による再造
林コストの低減
・コンテナへの直接播種による育苗コストの低減
及び高品質化
・低密度植栽による植栽・保育費用の低コスト化
・連結装軌式車両、自動植付機、自動追従走行
型車両の改良による伐採・地拵え等の高度な機
械作業システム

集約化を進めている
素材生産業者、森林
組合等の事業体

　近年、人工林資源は充実してきている
が、齢級構成が偏っており、持続的な林
業経営を行うためには主伐・再造林に
よって齢級構成を平準化する必要があ
る。しかし、再造林に多額の経費を要す
るので、再造林放棄が問題となってい
る。そのため、植栽から初期保育にかけ
ての低コスト化を図る必要がある。

広葉樹 ・人工林の広葉樹林化による
森林管理の低コスト化技術体
系

東北・北海道 ・生産性の低い人工林を広葉樹林に低コストで
誘導するための前生稚樹を活かした伐採・更新
技術の開発。
・シカの局所密度を低下させ、広葉樹林の更新
を確実に進めるための捕獲・頭数管理システム
の効率化
・更新補助のための機械による林床処理システ
ムによる管理作業の効率化

森林組合 国内には人工林が1,000万haあり、その
うち、手入れ不足になった森林や、生産
性が低い森林では効率的な木材生産が
期待できないものの、継続的な管理が
必要である。そのような森林を広葉樹林
化することにより管理コストを低減する必
要があり、人工林を広葉樹林へと誘導す
る技術開発が必要である。

「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」の「目指す技術体系」
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別紙２

研究分野：水産

対象 目指す技術体系 研究･実証地区 （参考）　想定される主な技術（例）
実証生産者イ

メージ
背景・課題

養殖二枚貝 高品質真珠母貝の
導入等による品質向
上・安定化

四国、
東海等

・高品質な真珠を効率的かつ安定的に生産する真珠母貝の選抜方法や
生産技術
・効率的、客観的な品質評価技術

・真珠養殖の
協業化等に地
域で取り組む
経営体

二枚貝養殖システム
の高度化

北海道、
近畿、
中国、
九州等

・二枚貝養殖（ホタテ、トリガイ、アサリ等）の環境モニタリングによる適地
選定、環境リスク管理による安定生産、生産性向上技術
・養殖生産物の品質管理技術

・二枚貝の養
殖に取り組む
経営体

魚類 ・次世代魚類養殖シ
ステムの確立による
生産の効率化、生産
性向上技術

九州、
四国等

・魚類養殖（ブリ、マダイ等）生産に係る作業の機械化・ 適化による効率
的な生産技術、省力化によるコスト削減技術
・魚類養殖の環境モニタリング手法開発や疾病の早期発見によるリスク管
理、安定生産、生産性向上技術

・魚類養殖に
地域で取り組
む経営体

定置網漁業の生産
性向上、効率化

全国 ・入網予測や入網状況を確認できる漁労機器の導入等による生産性の
向上、効率化
・網揚等の作業の機械化による作業効率の向上技術、作業時間の短縮
による鮮度維持・向上技術
・急潮の予測による被害防止・軽減技術

・定置網に地
域で取り組む
経営体

水揚げ～出荷段階
における漁獲物の高
付加価値化による漁
業･養殖業収益の向
上技術

全国 ・出荷作業の機械化、効率化による漁獲物の高鮮度出荷技術、魚価向
上技術
・品質保持装置の開発・導入による高品質化

・魚類養殖若
しくは定置網
に地域で取り
組む経営体

・世界的に水産物に対する需要は
増大。ホタテガイ、真珠等の輸出
額が多い。
・原発事故に伴う諸外国の輸入規
制の強化や、リーマンショックの影
響で、近年の輸出額はやや低迷。
・マーケティング・ブランディングが
十分でない、小ロット・季節対応と
なってしまい売り場が望む通年・
安定供給が難しい。
・赤潮、高水温、疾病等によるへ
い死が発生し、安定生産が困難。

・2000年以降、ブリ、サケ･マス類、
サバ等魚類の輸出額が増加。
・海外における、すし等の日本食
人気の高まり。
・赤潮、高水温、疾病等によるへ
い死が発生し、安定生産が困難。
・台風や潮流の影響による魚網の
変形や破損。修理には多額の費
用がかかる。
・作業時間が長く、重労働。高齢
化も進行。

「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「目指す技術体系」
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