
提案内容

近年、静岡県では凍霜害が多発しており一番茶の安定生産が脅かされているが、防霜ファンが導入された茶園ではほ
とんどの被害を防いできた。しかし、2010年3月末に生じた強度な凍霜害は、防霜ファンが導入された茶園でも被害が発
生して、著しい減産を引き起こした。

この状況を鑑み、静岡県では防霜ファンの設置基準を 現行 2.6kW/10a から3.6kW/10a に引き上げたが、電気代の上
昇による生産者の負担増加が懸念されている。

防霜ファンの稼働開始時期は「萌芽期（一番茶芽の生育開始）の15日前」とされてるが、萌芽期の早晩は毎年変動し、
その数日前でなければいつになるか予想できないことから、ほとんどの生産者は 3月上旬から稼働している。

静岡県農林技術茶業研究センターの研究によると、茶芽の耐凍性が低下し、凍霜害を受けやすくなる時期は、年次に

よって大きく異なることが明らかにされている。そこで、気象条件と茶芽の耐凍性低下の関係を明らかにし、その気象条
件を解明することと、GIS（メッシュ気象）を活用することによって、年次や茶園の場所に応じた防霜ファン開始時期を策定
し、栽培現地でその技術を実証する。

提案者名：パナソニック環境エンジニアリング株式会社

提案事項： 茶芽の耐凍性低下に応じた防霜ファンの稼働技術

「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
防霜ファンの稼働時間が短縮されることによって、茶生産者が支払う光熱費が削減される。

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

番号：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）： 10000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）



茶芽の耐凍性低下に応じた防霜ファンの稼働技術

年次 防霜ファン稼働日 稼働時間

2009
慣行（3月10日）

耐凍性低下日（3月16日）
104 hr

60

2010
慣行（3月10日）

耐凍性低下日（3月15日）
105
85

2011
慣行（3月10日）

耐凍性低下日（3月25日）
195
71

2012
慣行（3月10日）

耐凍性低下日（3月23日）
206
113

2013
慣行（3月10日）

耐凍性低下日（3月10日）
46
46

表 耐凍性低下日どおりに防霜した場合における
防霜ファンの稼働時間（過去5か年）

年次別、茶芽の耐凍性

要防霜対策

萌芽期前の凍霜害の影響
ファンの効果範囲のみ新芽が生育

茶園用スマート作物管理支援ソフト

気象データおよびＬＴ５０（半数致死温度）データをベースに茶園ごとの防霜ファン運転開始時期を算定することで凍霜害
の影響を受けず省エネかつ環境低負荷（CO2削減）を実現する凍霜害防止システム

防霜対策は、萌芽期（新芽が生育を開始する）の15日前。
でも、萌芽期がいつになるか15日前ではわからない。

→安全を見越して20 - 30日前からの稼働が慣行
本来は茶芽の耐凍性の低下以後に行うべき。

メッシュデータを活用して年次・茶
園毎の防霜開始適期を推定

気象要因の解析

耐凍性低下
時期の予測

現地実証



提案内容
今後、増産・拡大する飼料米を有効活用する方法として本提案事項を掲げる。

農林水産省基本計画として、飼料米の増産を掲げているが、一方で酪農関係者の中での活用が進んでいないことも事実である。
その事実を鑑み、飼料米を有効活用するために、酪農家がなぜ、活用できていないかを考察する必要がある。

飼料米の利用としては、現状、玄米化し、更に粉砕、または圧ペン等の加工をしなければ給与しても牛が消化できずに効率が悪い。 更に、仔牛に関しては成牛よりも消
化効率が落ちるため、給与する餌が変わってくる。

本案件では、籾殻全粒の飼料米を発芽させ、破砕、更にそれらをペレット化することによって、発芽による飼料米の栄養素の向上、加工の工程で熱を加えてデンプンの
アルファ化が進むことによる、飼料米の消化効率の向上があり、仔牛への給与も可能になると考える。
発芽させる効果に関しては発芽玄米と同様に栄養効果が高まると考えられるが、牛への栄養価の向上に関して研究を進める必要がある。
また、TMR代替飼料として活用することで、残った稲わらに関しても、その後、発酵粗飼料として活用することが可能であると考える。 その際には、食品残渣を加えること
により、発酵速度を高め、粗飼料の短期作成を目指す。
更に、籾米を加工し飼料活用することにより、籾の分のボリュームアップ、精米費用の削減による低コスト化が図れ、トウモロコシ飼料代替ができる。

消費者においては、近年、食の安全が大きく取り上げられており、そのことは酪農業界(牛乳市場)においても同じである。
このことから、Non-GM牛乳に対する需要は高まっているが、輸入トウモロコシ飼料に飼料を頼っている酪農家は多く、トウモロコシ飼料に関してのNon-GM化が図られ
ているかを疑問視する声もある。

この点において、地域のコメ農家と共同して、飼料米を開発・育成し、乳牛の育成に活用することによって、飼料も含めた生産者のわかる牛乳の生産が可能であり、結
果として、安心できるNon-GM牛乳、ひいては食の安全の確保が図られる。
また、地域産のコメを活用し、飼料として活用することにより、食糧自給率を100％まで高めていく点で効果が出る。現在、飼料を輸入トウモロコシ飼料に頼っている酪農
家が多いことが食糧自給率を引き下げる大きな要因になっており、本実証の有用性が認められれば今後の酪農経営の省力化・コストカットに加え、日本国の食糧自給
率の向上にも結び付けられる。

今後、TPPが締結されれば、海外産の乳製品が入ってくるのみならず、国内においては北海道のように大規模経営を行っている牛乳に市場が席巻されることは明白で
ある。 これを内地の酪農家として回避するためには、地域に特色を持たせた牛乳の開発・生産が必要となる。 地域色の出る牛乳の一つとして、飼料も含めた地産地消
型の牛乳の生産が一つのポイントとなるのではないかと考えている。

提案者名：一般社団法人長野県農協地域開発機構

提案事項：飼料米を増産・拡大し、有効活用する方法の実証

「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
破砕、ペレット化した飼料米の活用により、消化効率を高め、籾米の仔牛への給与も可能とする
籾米を加工し利用することによる、歩留まり率の向上及び低コスト化が図られる
消費者の需要のある、食の安心安全に根ざした、牛乳製品の開発
海外からの商品と対抗でき、内地における地域特色を生かした牛乳製品を開発し、TPP締結後の中小酪農家の生き残る方向の指針を作る

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）：150,000(千円)）

番号：２（関東）

様式２

研究･実証地区：長野県一帯

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）：100,000(千円)）



飼料米を増産・活用し有効活用する方法の実証

全粒発芽調製
ペレット化
圧ペン化

畜産・酪農家

米提携農家

研究機関

試作飼料の
検証

飼料米提供

ペレット加工
全粒状態の籾米を発芽させ、粉砕し、ペレット
化する。

発芽による飼料としての効果を高め、ペレット
化する工程中で熱が加わることでデンプン質が
アルファ化し、消化効率が高まる。
この全粒米飼料をTMRとして利用することによ

り、仔牛にも給与が可能となる、消化性の高い
国産米利用の飼料ができる。

地域産飼料米の育成と活用
高騰している輸入トウモロコシ飼料の代
替として活用する。

地域の特色を生かした牛乳の生産をし、
海外製品との変化をつけ、TPP締結後の
生き残り策の一つとする。

提携農家との徹底管理により、食の安
心安全に役立てる。

現在の農家の状況(全国)
作付面積・・・22千ha
生産量・・・・560千t
供給可能量・・・4,500千t
トウモロコシ飼料利用量・・・10,000千t以
上
籾摺加工費と20％程度のボリュームアッ

プが図られ、トウモロコシ飼料の飼料米
への代替利用を拡大する。

提携食品業者

全粒米ペレット飼料
全粒米圧ペン飼料



提案内容

○背景・目的

科学的な飼養管理と環境改善により、合理的に乳牛の健康を維持し、地元産の飼料稲等の資源をフルに活用した酪
農経営の実現を図るとともに、多面的センサーによる健康モニタリング手法を取り入れた“インテリジェント・フィーディン
グ・システム”を既存の牛舎を活用して確立する。

○導入する技術

提案者名：長野県畜産試験場 酪農肉用牛部 松浦昌平

提案事項：太陽光発電を活用した環境制御とセンサーを活用した乳用牛群健康管理による地域飼料資源のフル活用

「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

健康状態の把握と繁殖向上効果： 分娩間隔の短縮 460日→430日
カウコンフォート向上効果： 個体乳量のアップ8,500㎏→9,500㎏
地域飼料資源をフル活用した飼料コストの削減： 10％削減
TMR給餌システムによる省力化： 労働時間の削減20％

平成２７年度末までの概算研究経費（５０,０００千円）：
（研究実証施設・機械等の試作・設置に係る経費（４６，０００千円）

番号：３（関東）

様式２

研究･実証地区：長野県上伊那郡箕輪町東伊那

平成２６年度概算研究経費（２５,０００千円）
（研究実証施設・機械等の試作・設置に係る経費（２４，０００千円）

Ⅰ．太陽光発電・蓄電の補助的活用による環境制御

暑熱対策システム
・インバーター式サイクロンファンシステム
・間欠式自動細霧システム

光周期コントロールシステム

Ⅱ．飼料稲、エコフィードの高度利用によるTMR給与 高品質TMR作製・給餌システムによる最適管理・省力化

Ⅲ．センサーシステムによる健康モニタリング 活動量、反芻量による健康度モニターシステム

経営全体として
収益１０％アップ



間欠式自動細霧システム

TMR自家作製システム
自動給餌システム

繁殖成績の改善

牛群健康管理
の効率化

センサー

インバーター式サ
イクロンファンシ

ステム

飼料米
稲ＷＣＳ

ビール粕 トウフ粕

インバーター式サイク
ロンファンシステム

太陽光発電・蓄電システムを活用

・高度暑熱対策システム

・光周期コントロールシステム

エコフィードや飼料用米等を活用し
た低コストTMR給与システム

光周期コントロール
システム

・インバーター式サイクロンファンに
よる強力な送風と間欠細霧システム
の併用により夏場の採食性低下を
防止する。

・牛舎を明るく照らすことで牛の食欲、
活動性、生産性を高める。

快適性の向上

地域飼料資源をフル活用
した高品質なTMRの自家

作製と自動給餌システム
による給餌管理の最適化
で省力化と栄養管理の効
率化を実現

効率的飼料給与

首に装着したセンサーで牛の活動量とともに
内蔵マイクにより咀嚼音や食塊の通過音等を
測定し、咀嚼・反芻時間を把握、さらには牛の
発情検知、健康度をモニターする

センサ－を活用した
牛群健康管理システム



提案内容

長野県畜産試験場では飼料畑の生産性向上を目指して、春播きエン麦とスーダン型ソルガムを組み合わせた年３回収穫す
る作付体系を開発している。水田における飼料イネの生産と飼料畑における飼料作物生産を組み合わせることにより、コントラ
クター組織などにおいて飼料生産に要する労力を分散することができ、作付面積の拡大も可能となる。一方、飼料イネの利用
は積極的に展開する必要があるが、フレール型飼料イネ専用収穫機は価格に対して汎用性が高いとは言えない。長野県では
フレール型専用収穫機の汎用利用を目指して、ソルガム、エンバク、ライ麦、イタリアンライグラスでの収穫調製技術を開発し
てきた。

飼料イネを軸とした飼料作物作付体系を導入し、専用収穫機の汎用利用を進めることにより、生産組織の労力分散、稼働率
向上による減価償却費低減、良質粗飼料の通年供給体制の確立などを通して、畜産経営の一層の安定化に寄与する。

提案者名：長野県畜産試験場 飼料環境部 小林富雄

提案事項：飼料イネを軸とした飼料作物作付体系と飼料イネ専用収穫機の効率的利用技術

「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
① 労力分散・稼働率向上
作付体系の導入によりコントラクター組織の労力分散、ならびに収穫機等の稼働率向上による減価償却費（生産高

比例法）の低減が図られる。
② 良質粗飼料の通年供給

粗飼料の通年供給がなされ、酪農をはじめとする畜産経営の安定化に寄与する。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：50,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 46,000千円 ）

番号：４（関東）

様式２

研究･実証地区：長野県伊那市

平成２６年度概算研究経費（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）： 24,000千円）



飼料イネを軸とした飼料作物作付体系と飼料イネ専用収穫機の効率的利用技術

1年目（夏作） （冬作） 2年目（夏作）

飼料用イネ栽培

飼料用米・
WCS

飼料用麦類栽培 飼料用イネ栽培
飼料用米・WCS

飼料作物栽培

収穫・調整 収穫・調整収穫・調整

収穫・調整 収穫・調整

専用収穫機の汎用利用による効率化
飼料イネ単独比・稼働率250％以上向上!!

水田

飼料畑
飼料イネWCS エンバク ソルガム

飼料作物栽培 飼料作物栽培

飼料イネを軸とした飼料作物作付体系のイメージ図

期待される効果 労力分散・稼働率向上

作付体系の導入によりコントラクター組織の労力分散、なら
びに収穫機等の稼働率向上による減価償却費（生産高比例
法）の低減が図られる。

収穫・調整



提案内容
＜背景＞
・日本の夏秋期のイチゴ生産量は約1,500tで，年間生産量の1%にもみたず，また，この時期は約5,000tを輸入していて，国内産供給量が著

しく不足している．したがって，夏秋どりイチゴは経営的に最も魅力ある品目の一つである．また，社会的に嗜好が高級化するなか，高品質
品種の安定的な供給が必要となっている．さらに，夏秋どりイチゴ栽培で冬期の栽培が可能になれば，これまでにない周年栽培が実現する．

＜現状の課題＞
①夏秋どり作型に利用される四季成り性品種は，促成栽培の一季成り性品種に比べ糖・有機酸含量や着色などの果実品質が著しく劣る．
②これまで夏秋どり栽培に適していた高緯度・高標高地域にあっても，近年は高温による収量減と可販果率の低下が現れている．
③一季成り性品種の促成作型と四季成り性品の夏秋どり作型に2極分化していて，周年栽培体系は存在しない．

＜提案：＞
①高品質品種‘信大BS8-9’が育成されたので，現状の課題を打開する品種として選定し，東北，北海道および中部高冷地での安定供給モ
デルを構築する．
②すでに産業界で使用されている様々なセンサーチップを応用して，植物体の生体反応モニタリングシステムを開発する．

③モニタリングデータに連動する器官のレベルでの温度制御やCO2供給などのミクロな環境制御を，栽培学と工学の知見を融合してシステ
マティックに開発する．

「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」に係る技術提案会 提案資料

番号：５（関東）

様式２

提案者名：国立大学法人 信州大学農学部 教授 大井 美知男

提案事項：新育成夏秋どりイチゴ品種‘信大BS8-9’の周年安定生産技術の研究開発

研究･実証地区：信州大学，（株）信州畑工房（伊那市）

期待される効果
・ 夏秋期においても輸入に頼らない国内のイチゴ生産体制が確立する．
・高品質イチゴの大量生産によって，夏秋期のイチゴ生食の新たな需要が生まれる．
・夏秋どりイチゴ生産地帯でのこれまでにない周年生産が実現する．

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・実証実験にかかわる経費（千円）：5,000 ）

平成２６年度概算研究経費（千円）：15,000
（研究実証施設・栽培環境構築に係る経費（千円）：10,000   ）



新育成夏秋どりイチゴ品種‘信大BS8-9’の周年安定生産技術の研究開発

育成した信大BS8-9夏秋どりイチゴの栽培風景

2013年7月5日 山梨県北杜市
収穫初期は順調な生育をしめす．
現行の夏秋どり栽培では7～11月収量の約40％が7月
に集中する．

2013年8月26日 長野県茅野市
高温による腋芽分化傷害で葉数の減少と花房の未発
達がみられる⇒植物の生体反応モニタリングシステム、
植物体局所冷却法の開発．

2013年10月11日 長野県伊那市（畑工房）
高温による受精不良によって果皮の着色むらが起きて
いる．⇒訪花昆虫に依らない人工交配装置の開発

2013年11月26日 北海道足寄町
比較的低温条件下でも本来の高品質果実が生産され
る．⇒寒冷地での冬期栽培に相応しい、最適栽培環境
を開発．



提案内容
（1）背景

為替レートが円安で燃油価格は高止りであり、ハウスの営農は困窮している。これに代わる暖房システムとして、ペ
レット温風ボイラー、ヒートポンプ温風加温機等が販売されているが省エネにならないので農家は採用しない。現在の栽
培システムの延長線上で見直しながら、余裕のある太陽熱を利用し、又暖房負荷の低減出来る加温方法を開発して営
農が継続出来る方策が求められている。

（2）研究内容

（イ）最も安価なポリプロピレンフイルムで農業用太陽集蓄熱システムを開発し暖房熱源に利用する。波長選択吸収性能
の有るフイルムを作り、断熱性能の有るフイルム蓄熱槽を作り蓄熱した太陽熱を時間をかけて翌早朝の最低温時に土
中に伝熱し植生域を加温する。土壌よりのふく射熱量の増加により生育下限室温に関係なく生育する。

（ロ）天候が悪化した場合に熱媒の水を加温するリサイクル出来る柔軟な補助熱循環加温パイプを内蔵する。

（ハ）イチゴの土耕栽培には畝立てが必要であり、高設栽培にはベットの下部に蓄熱材として土を断熱材で囲い込む。
（丈の高い作物は別途集熱システムによる）

（ニ）室温が生育下限温度を何℃下回って生育するか、実測する。5℃下回ったとしたら50％の燃費削減になる。従って
余剰太陽熱のみで暖房の可能性が有り、その限界を実証する。それはふく射熱の有効性の実証になる。

提案者名：株式会社 ソラール

提案事項：太陽集蓄熱バッグによる淺層地中加温システムによるハウスのふく射暖房

「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

補助熱源の温水ボイラーは小型でよく、さらに異常気象のみ使用する為、消費燃料は極端に少量で済み、低コストの暖
房システムになる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：140,000
（フイルムバッグ製造量産設備に係る経費（千円）： 140,000）

番号：６（関東）

様式２

研究･実証地区：冬期日射量の多い施設園芸地帯

平成２６年度概算研究経費（千円）：10,000
（フイルムバッグ試作に係る経費（千円）：10,000）



太陽集蓄熱バッグによる淺層地中加温システムによるハウスの暖房

現在使われている温風石油暖房機

改革



提案内容

【ナシ省力摘果器具】

本研究所で開発した省力摘果器具は、従来のハサミではなく、L字型のカッターを改良した器具である。この器具の
特徴は、

①軽労・省力化、②ミス防止（必要な果実を傷つけない）、③安全性が高い（作業事故防止）である。

【普及対象】規模拡大を目指すナシ生産者、園芸福祉施設など

【省力技術の必要性】

・摘果作業は、ナシの栽培管理作業の中でも適期が短く、適期を外すと品質等への影響も大きい。また、熟
練を要し、労働負荷も大きいため、雇用により労働力を補うことが難しい。

・摘果作業を軽労・省力化させることは、中核生産者に更なる規模拡大を可能とし、攻めの農業を推進に貢献する。

提案者名：三重県農業研究所

提案事項：生産者の規模拡大を支援するナシの省力摘果器具の実証

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
・生産者が規模拡大し、経営が安定し、儲かる農業を実現する。
・廃園が減り、農地が保全される。
・ナシの安定供給が確保できる。
・規模拡大で増える規格外品の利用として、加工品が増え、６次産業化が進む。

２７年度までの概算研究経費（千円）：5,000
（大型の施設・機械の試作品に係る経費（千円）： ）

番号：７（関東）

様式２

研究･実証地区：三重県津市久居地区

初年度概算研究経費（千円）：3,000
（大型の施設・機械の試作品に係る経費（千円）： ）



生産者の規模拡大を支援するナシの省力摘果器具の実証

経営拡大
安定供給

攻めの農業伐採された樹 廃園

耕作放棄地
減少

ミス防止軽労・省力

安全

省
力
摘
果
器
具

新技術導入
規模拡大

中核生産者



提案内容

都内ナシ産地では、多くの圃場で白紋羽病が蔓延しており、罹病による樹勢の低下、衰弱、枯死がみられている。本土
壌病害は薬剤処理等の対策があるが、治療効果が安定せず、根本的な解決策となっていない。また、高樹齢化による
生産力の低下もみられ、改植が必要な時期を迎えているが、改植により本土壌病害の更なる蔓延が懸念されること等に
より、改植による更新が進まない状況となっている。このようなことから、都内ナシ産地全体の生産力低下が近年、顕著
に現れている。

そのようななか、平成23年に本病害に治療効果のある温水治療器が開発された（研究開発機関：（独）農研機構 果樹
研究所他） 。東京都農林総合研究センターでは、平成24年から本機器を導入（１台）し、都内ナシ産地において本機器
の現地実証試験を行っている（都内７市９圃場）。土壌・気象条件の違いによる地温上昇の程度・処理による効果の検討
を行い、これまで、樹勢回復効果が得られているが、処理条件の違いによる効果の差異も見られている。また、処理本
数も限られることから、十分な知見が得られていないほか、現地からの要望に対する充分な対応が困難な状況にある。
本事業の活用により、都内の多くの地域において、同時平行的に実証試験を行うことが可能となり、より多くの知見が得
られ、研究の加速化が可能となる。また、本機器のオペレーターの育成も行い、普及に向けた取り組みを強化する。

提案者名：東京都農林総合研究センター 園芸技術科 果樹研究チーム 河野 章

提案事項：白紋羽病治療用温水点滴処理機の活用によるナシ生産力強化

「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

・白モンパ病により樹勢が低下したナシ樹の回復が図れるほか、老齢樹等の改植が進み、ナシ産地の生産力が向上す
る。
・本機器の導入促進

平成２７年度末までの概算研究経費（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）： 0円 ）

番号：８（関東）

様式２

研究･実証地区：東京都稲城市、日野市、東村山市、小平市、東大和市、府中市

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）： 0円 ）



白紋羽病の蔓延による生産力の低下 白紋羽病温水治療機の開発

白紋羽病治療用温水点滴処理機の活用によるナシ生産力強化

普及加速化

オペレーターの育成
（20名）

＜対象＞
普及指導員
JA営農指導員

都内ナシ生産力UP!

・機器の導入促進
・ナシ樹勢回復
・改植による樹の若返り ・都内ナシ産地における

土壌条件、品種、樹勢の
違いによる効果の解明

試験研究の加速化

・現地実証試験（７台）
H２６．２７予定：

都内７市42圃場

現地実証試験（１台）
H24．25実績：都内７市９圃場）

50℃の温水を点滴。地温を35℃
から45℃に上昇。熱に弱い白紋
羽病菌を死滅させる。

難防除病害。薬剤による防除では効果が
安定せず、改植後数年で再び罹病、枯死。
改植により病害の発生を助長することも。

研究開発機関：（独）農研機構 果樹研究所ほか

処理本数が限られ、都
内における十分な知
見・実績が得られない

都内６市に機器導入・現地試験



わが国の沿岸地域は、長年にわたり磯焼けが広がり沿岸漁業を脅かしており、そこにこの度の津波震災の影響は陸上の被災に限らず海域、特に海底に大きな変化をもたらしたと考え
られ、地震による軟弱地盤地域の地盤強化が急務です。 一部にはリフレッシュされ、養殖に良い影響が出ています。しかし、海中の環境が変化したことには変わりが
なく、漁業者にとっては変革の時期が来たと考えられます。ここ宮城県気仙沼大島も論外ではありません。

また、津波による瓦礫・不燃土砂、汚濁による汚泥、立ち枯れ樹木、製鉄スラグ等の廃棄物の処理は地球温暖化にも悪影響をもたらしており、その無害化・処理は急
務であります。
以上を踏まえ津波被害を新たな漁業振興に転換する技術の導入と、基盤となる港周辺の地盤改良により安定した地域産業と生活を復興させることができます。

土砂・汚泥、立ち枯れ樹木、製鉄スラグ等の処理と魚礁（藻場）への再利用を提案いたします。
１．現状と目的

（１）現状・・・津波によって打ち上げられた瓦礫不燃土砂（以下土砂）の処理が確定していない理由には、
①土砂のほか有害物質が含まれている疑念。 ②塩分を含んでいる。 ③木片、タイル、化成品等の破片が混在している。
などが主な理由と考えられる。

（２）目的・・・これら土砂を利用して海域の再生（藻場の再生、沈下護岸の再建等）に寄与する技術とその方法を以下に提案する。
２．不燃土砂・汚泥・製鉄スラグ等の再活用による魚礁造成

処理基材――ＩＳＤ（多機能性無機無害固化促進液）：廃棄物固化リサイクル
・潮かぶりの土砂・貝類及び海水による固化が充分可能
・固化物からの有害物質（重金属等）不溶出

３、被災樹木利用海中林
全国の老朽木、津波による立ち枯れ木、倒壊木、火災による枯れ木等をそのまま切り出しアンカーを付けて海中に投入することで
海中に魚礁としての海中林を造成する。

提案者名： 有限会社 コーギーズ

提案事項：瓦礫土砂・汚泥・製鉄スラグ・廃棄樹木等の完全ﾘｻｲｸﾙによる海域再生事業提案

「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、瓦礫土砂・汚泥・製鉄等のスラグ・廃棄樹木の無害化処理と再利用
２、漁礁・藻場・湧昇流喚起による漁業・水産業の再建
３、磯焼けの解消及び河川・海域の浄化
４、新規事業と漁業・水産業の再建による雇用の創出

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：４０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：３０，０００ ）

番号：９（関東）

様式２

研究･実証地区：宮城県気仙沼市大島

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）



瓦礫土砂・汚泥・製鉄スラグ・廃棄樹木等の完全ﾘｻｲｸﾙによる海域再生事業フロー

I.S.D固化によるメリット
・セメント固化で問題の塩分を嫌わない。
・固化により重金属類は不溶出（不溶化）
・セメントの使用量が通常のコンクリート
より少なくて良い。
・所定の強度が配合比で調整出来る。
・分別仮置き場（海岸）で造成可能

（運搬経費軽減）。
注）魚礁マットは陸上での排水路、ダム護岸
に使用されている。



多機能性固化促進液《 I.S.D 》の土質改良のメカニズム



提案内容

現在生産現場で行われている果樹や花卉の鮮度保持技術は、植物ホルモンエチレンの作用阻害剤が主流である。と
ころが、エチレン関連の薬剤のみでは、十分な効果が得られないケースが多い。たとえば、日本のモモはエチレン阻害
剤では鮮度保持出来ない。また、花卉にもエチレン阻害剤の効果が無い種が存在している。一方、開花の制御について
は、様々な植物種で花成ホルモンであるFT遺伝子の重要性が報告されているものの、これまでのところ開花を制御でき
る薬剤は見つかっていない。

申請者らはこれまでに、農林水産省の農林水産業・食品産業科学技術推進事業において、オーキシン生合成阻害剤
の開発とその利用方法についての研究を、世界に先駆けて進めてきた（近中四、野茶試、果樹試などとの共同研究）。
開発した化合物群を用いた解析から、作用点の異なる複数の阻害剤を開発することに成功した。また、実用面において
は、これら複数種類の阻害剤群からなる化合物を、果樹や花卉に処理したところ、鮮度保持作用や、開花制御作用など
の生理作用を持つことが明らかになってきた。

そこで本申請では、鮮度保持に焦点を絞り、さらに高活性のオーキシン生合成阻害剤の開発を進める。開発した新し
い化合物を用いて、これまで実現できなかったより簡便で絶大な効果を発揮する果樹や花卉の鮮度保持技術を開発す
る。一方、これらの阻害剤は、花卉等の開花制御にも有効であることが分かってきたので、開花を制御する新しい栽培
技術の開発につながる可能性もある。

提案者名：横浜市立大学 木原生物学研究所 嶋田幸久

提案事項：果樹、花卉における新しい鮮度保持技術の開発

「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

高付加価値少量生産されている果樹や花卉の鮮度が保持されることにより、高品質果実の安定的供給や国産農産
物の輸出の活性化が可能となる。また、花卉等の開花制御技術を開発することにより、需要に適した時期に花卉等を
集中して出荷することが可能となり、花卉生産の高効率化と、農家の収益向上に貢献することも期待される。

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）： ）

番号：１０（関東）

様式２

研究･実証地区：四国、関東

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



果樹、花卉における新しい鮮度保持技術の開発

オーキシン生合成
阻害剤の発見
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国産農産物輸出活性化・花卉生産の高効率化を達成する技術体系へ貢献

果樹の
鮮度保持技術 開花制御技術

実証研究へ

作用の分子機構の解明

植物における阻害剤
作用機構の解析

新規生合成阻害剤の設計と開発

花卉の
鮮度保持技術

作用点・生合成経路の解析



提案内容

【現状の仕組み】 個々の生産者と食品製造会社が、商品の出荷時期、価格、数量、品質について予め取り決め、その
契約に基づいて生産者が栽培、出荷した商品を、食品製造会社が契約条件に基づいて買い取る。その結果、価格の乱
高下を防ぐことができ、生産者は安定した所得を確保し、食品製造会社は計画的な操業が可能となる。

【課題点】 気象条件などにより、事前に契約した時期、数量、品質通りの商品を生産者が供給できるとは限らない。そ
の場合、食品製造会社では加工原料が不足し、製造が停滞してしまう。その対策として、食品製造会社は、(1)定期的に
契約生産者に生育状況を確認する、（２）原料不足になった場合には、高値でも他の生産者から調達する、などを行う必
要があり、そのためのコストを考慮して、契約買価を低く設定する必要がある。もしくは、契約取引の中間事業者が手数
料を取って、そうしたリスクに対応する。その結果、生産者の収益率が低下し、再生産確保が困難になる。

【取組内容】 施設野菜の生産者団体、食品流通加工団体と協力し、加工・業務用途に対する施設野菜の新たな流通チ
ャネルとして、予約取引とスポット取引が可能な電子商取引市場を構築する。予約取引時には複数の生産者が随時収
穫予想を更新し、その結果に基づいて割当結果を他の生産者との間で自動的に再調整する機能や、予想を上回る収穫
があった場合には、鮮度期限内に適正な価格で余剰生産量を販売するためのスポット取引機能を備えることで、生産者
、実需者の双方に対して常に安定した取引を実現する電子商取引システムを開発する。

提案者名： (独）産業技術総合研究所 サービス工学研究センター 宮下和雄

提案事項： 予約取引とスポット取引が可能な生鮮野菜の電子商取引市場の開発

「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
施設野菜の安定した電子商取引を実現することにより、（１）契約以上に作付けされる割合（約20％）を半減することで、

余剰生産物の削減が期待され、（２）需給調整に係わる余計な手間暇が削減されることで、流通コストが減少し生産者、
実需者の双方にとってメリットを生むことが期待される。

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）： ）

番号：１１（関東）

様式２

研究･実証地区： 関東（全国に展開）

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）： ）



割付調整

マッチング

収穫予想 予約注文

生産計画 販売計画

保管手配

運送手配

Collective Reservation (CORE) System

来週レタスを
10トン欲しい

複数の生産者

農家

農家

農家

連携

収穫

予想

入荷 ・低コスト
・高品質（新鮮）

施設野菜の電子契約取引市場

データデータ

トレーサビリティ，フードマイレージ

・小ロット
・多品種

グランパ
野菜BANK

ウエルシード

種苗

運営会社

食品製造業者

飲食業者

一次加工業者

与信・営業・回収

物流会社

来週はレタスが
200kg獲れそうだ 産総研

生育技術

総菜業者

修正

注文

確認



提案内容

休耕田や農作不適地でも成長性が高く多年生で省力栽培が可能な資源作物の育成・利用が推進されているが、これ
まで資源作物の持つエネルギーを低コスト・コンパクトの設備でフルに利用出来る技術・設備はまだ完成されていない。
従来技術より高カロリーの燃料ガスが得られ、問題となるタールの発生がほとんど無く、装置の小型化を可能にする革
新的な技術を有する超高温水蒸気ガス化装置の導入により、資源作物を原料としたエネルギーの自給を可能にし、農
業の生産性向上に貢献するシステムの構築を提案する。

工業用の加熱バーナーで独自の技術を持つ日本ファーネス株式会社が1000℃以上の超高温水蒸気を用いてバイオマ

スやプラスチックを直接熱分解・改質してガス化する技術を既に開発してきたが、この技術を応用することで資源作物が
ら燃料ガスを得る技術の確立を図る。

提案事項：超高温水蒸気ガス化による資源作物等の利用技術

「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

本技術の導入により、地元で栽培された資源作物を用いて、農業に使用されていた外部購入エネルギー、即ちハウスの
冷暖房や温水・電気などを自給できるようになり、エネルギーコスト削減による画期的な生産性向上が期待できる。

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 ）

番号：１２（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）：４０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 30,000 ）

提案者名：ＮＰＯ法人蔵前バイオマスエネルギー技術サポートネットワーク 副理事長 米谷栄二



超高温水蒸気式ガス化による資源作物の利用技術

１トンのバイオマス燃料 300リッターの重油相当
の代替ガス燃料生成

超高温水蒸気式
ガス化処理装置

0.9トンの
CO2削減

ハウスや農村
のボイラ－・冷
暖房燃料、また
は発電に利用

燃料や電気の
自給が可能

発電装置

冷暖房装置

開発企業 日本ファーネス株式会社

・得られる生成ガスが高発熱量
・タールフリーガス化が可能
・装置の単純化小型化が可能

資源作物
100kg/h 
dry



番号：１３（関東）




