
平成26年1月31日

１．発表技術（番号１～４１）

番号 網羅・個別 組織 役職 提案者 提案事項 頁 時間割 持ち時間

1 1 網羅型 株式会社ＡＧＬ及び九州大学等
代表取締役社長
農学研究院教授

高崎　克也
南石　晃明

・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 1 １３：３５～ 説明時間５分

2 2 網羅型 九州沖縄農業研究センター 水田作・園芸研究領域長
安東郁夫

（発表者：大段秀記）
・北部九州における稲麦大豆の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

3 説明時間５分

3 3 網羅型 九州大学
農学研究院・准教授 熊丸敏博

・高油糧米の育種 5 説明時間５分

～１３：５４ （質疑４分）

1 4 網羅型 農研機構花き研究所 花き研究領域　主任研究員 住友克彦・久松　完
・南西諸島地域でのきく等花き生産における新たな光源
利用技術の実証

7 １３：５４～ 説明時間５分

2 5 網羅型 高知大学
海洋コア総合研究センター・教
授

安田　尚登 ・GTL燃料を用いた新たなハウスの加温法の開発 9 説明時間５分

3 6 網羅型 株式会社果実堂 代表取締役 井出　剛
・高付加価値葉野菜（ベビーリーフ）の日本型高回転・高
収入事業モデルの確立

11 説明時間５分

4 7 網羅型 宮崎県総合農業試験場 企画情報室・主任研究員 守部　晶
・ＩＣＴを活用した統合型施設園芸生産支援システムによ
る先進的栽培管理技術の確立

13 説明時間５分

～１４：２０ （質疑６分）

5 8 網羅型
農業法人　株式会社ひむか野菜光房　門川農
場

取締役 嶋本　久二
・生産法人が求める自然エネルギーを最大限に活用し
た低コスト太陽光利用型植物工場システムの開発

15 １４：２０～ 説明時間５分

6 9 網羅型 合志市スマートアグリ研究会「HAYATE」 生産検証チーム代表 吉永健司・三山容弘
・スマートアグリによる先進的栽培管理技術のマニュア
ル化とブランド戦略

17 説明時間５分

7 10 個別型 宮崎県立高鍋農業高等学校 教頭 奥村　昌美
・地域に貢献する農業の担い手となる人材の育成とＩＣＴ
技術を活用したノウハウセンター化

19 説明時間５分

8 11 網羅型 九州大学 農学研究院．准教授 岡安 崇史
・消費者ニーズに立脚した高品質青果物の安定的生
産・流通技術の開発 21 説明時間５分

～１４：４６ （質疑６分）

　　　　　　　　提案技術一覧　【九州ブロック】　　　

（１）米・麦・大豆・野菜類等を導入した水田輪作体系

（２）施設園芸
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1 12 網羅型 長崎県農林部 農産園芸課技術普及班・係長 渕　通則 ・ＣＴＣラインを活用した多用途な製茶技術の確立 23 １４：４６～ 説明時間５分

2 13 網羅型 （独）農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所・上席研究員 根角　厚司 ・海外輸出に対応できる日本茶生産体系の実証研究 25 説明時間５分

3 14 網羅型 九州沖縄農業研究センター 作物開発・利用研究領域
樽本　祐助

（補助者：老田茂）
・サトウキビの安定・多収栽培技術の実証と高バイオマ
ス量サトウキビの現地での生産性評価

27 説明時間５分

4 ～１５：０５ （質疑４分）

（休憩） （１０分）

5 15 個別型 日本ペイント株式会社
戦略企画部　事業開発プロジェ
クト　マネージャー

中廣　伸一
・いぐさ機能の産業用資材への適用検討と高い労働生
産性の確立

29 １５：１５～ 説明時間５分

6 16 網羅型 九州沖縄農業研究センター 畑作研究領域　上席研究員
杉本　光穂

（補助者：大嶺政朗）
・南九州における原料用かんしょの小苗移植栽培と露
地野菜体系

31 説明時間５分

7 17 個別型 山口大学及び山口県産業技術センター 農学部・教授
荊木康臣・伊藤真一

吉村　和正
・LED補光による病害防除（減農薬）技術の薬草栽培お
よび苗生産への応用

33 説明時間５分

～１５：３４ （質疑４分）

1 18 網羅型 九州沖縄農業研究センター 畜産草地研究領域長
梶　雄次

（発表者：服部育男）

・九州における飼料生産組織、TMRセンター、子牛育成
センターが連携する地域分業化大規模肉用牛繁殖体系
の実証

35 １５：３４～ 説明時間５分

2 19 網羅型 九州大学
大学院農学研究院（農学部附
属農場高原農業実験実習場）

後藤　貴文
攻めの革新的肉牛生産システムの展開：ICTとロボット
および代謝インプリンティング理論の活用型システム

37 説明時間５分

3 20 網羅型 一般社団法人　家畜改良事業団 技術・情報部 濱野　晴三
・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

39 説明時間７分

4 21 網羅型 一般社団法人　家畜改良事業団 技術・情報部 濱野　晴三 ・革新的技術活用による力強い肉用牛産地の形成 41

～１５：５５ （質疑４分）

（４）畜産

（３）特産作物等
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5 22 個別型 九州大学 大学院農学研究院・助教 水野谷　航
・キノコの人工栽培廃菌床給与による食味性に優れた
ブタ肉の生産

43 １５：５５～ 説明時間５分

6 23 網羅型 デラバル株式会社
北海道営業部 取締役 VMSプ
ロジェクト担当

有吉 忠広
・飼養環境の精密制御技術によるスマート・サスティナ
ブルファーミングの実現 45 説明時間５分

7 24 個別型 株式会社藤原製作所 技術部 井上　浩一
・サイレージ水分計の実用化

47 説明時間５分

～１６：１４ （質疑４分）

8 25 個別型 農業生産法人・有限会社　錦江ファーム TMRセンター長
米澤　洋治

（補助者：宮永豊司）
・破砕飼料米の牛への通年給餌技術の実証 49 １６：１４～ 説明時間５分

9 26 個別型 株式会社NTTドコモ 農業M2Mプロジェクト 香西 隆徳
・分娩事故／発情見逃し低減による肉牛生産性向上の
研究技術～経験と勘からデータに基づく畜産へ～

51 説明時間５分

10 27 個別型 株式会社クボタ
アグリソリューション推進部グ
ループ長

広兼　以斉
・バイオ技術活用による家畜排せつ物の減容化と有効
活用

53 説明時間５分

～１６：３３ （質疑４分）
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1 28 網羅型 九州大学 大学院農学研究院・教授 内野　敏剛
・国際競争力を高める船舶輸送システムの開発

55 １６：３３～ 説明時間５分

29 網羅型 宮崎大学
農学部・農学部学長／農学研
究科長

村上　昇
肉用牛の生産性向上を目指した新たな自給飼料利用と
省力管理を実現する技術開発 57 説明時間７分

2 30 網羅型 宮崎大学
農学部・農学部学長／農学研
究科長

村上　昇
・遺伝子組換え作物・飼料・加工食品などにおける総合
的評価システムの開発

59

3 31 網羅型 宮崎大学
農学部・農学部学長／農学研
究科長

村上　昇
・イネ科草本植物における分子育種による高品質バイ
オマス作物開発のための基盤技術の整備 61

～１６：４９ （質疑４分）

4 32 網羅型 九州大学大学院 農学研究院・教授 宮本　敬久
・生食用野菜の安全性向上栽培技術

63 説明時間５分

5 33 個別型 株式会社テクノマックス南日本 バイオセンター所長 遠矢　博明
・土壌微生物の生態を考えた「リセット農法」の栽培実証
及び科学的証明を基にした事業展開について

65 説明時間５分

6 34 網羅型 崇城大学 情報学部・准教授 アハラリ アリレザ
・生産者表示・流通関連

67 説明時間５分

～１７：０８ （質疑４分）

1 35 網羅型 長崎県農林技術開発センター
果樹研究部門ビワ･落葉果樹研
究室・専門研究員

山下　次郎
・ICT、光照射技術を核とした実需者の求める品質保証
びわ生産技術の確立

69 １７：０８～ 説明時間５分

2 36 個別型 長崎県農林技術開発センター
果樹研究部門カンキツ研究室・
主任研究員

荒牧　貞幸
・高品質カンキツの長期貯蔵による高収益安定供給モ
デルの構築

71 説明時間５分

（鳥獣害）

3 37 個別型 長崎県農林技術開発センター 研究企画室　主任研究員 神田　茂生
・電気ショッカーなどによるイノシシ・シカ等の安全かつ
効率的な処分技術

73 説明時間５分

4 ～１７：２７ （質疑４分）

（６）長崎県農林技術界始発センター関係

（５）その他

（果樹）
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（施設園
芸）

1 38 網羅型 熊本県農業研究センター
農産園芸研究所花き研究室・
研究参事

工藤　陽史
・高度環境制御技術の導入や光利用技術のトルコギ
キョウ切り花の効率的生産を達成する技術体系

75 １７：２７～ 説明時間５分

2 39 網羅型 熊本県農業研究センター
農産園芸研究所野菜研究室・
研究参事

村上　尚穂 ・低コスト日本型トマト環境制御技術体系の確立 77 説明時間５分

（畜産）

3 40 網羅型 熊本県農業研究センター草地畜産研究所 研究参事 下西　儀政
・ICTを活用した放牧牛管理技術の開発

79 説明時間５分

4 41 網羅型 熊本県農業研究センター　畜産研究所 飼料研究室　室長 鶴田　克之
・飼料用稲（飼料用米・稲WCS）を最大限に活用した飼
料供給システム実証 81 説明時間５分

～１７：５３ （質疑６分）

２．資料配付のみ（番号４２～５９）

1 42 個別型 東果大阪株式会社
IT・マーケティンググループ　プ
ロジェクトリーダー

新開　茂樹
・新素材を利用した収量安定化並びに高付加価値作物
流通の実現と水田転換端に適した育苗技術の確立

83

2 43 個別型 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
・施設園芸ハウス内の省エネ・除湿・透光性に優れた新
素材→製品名は「カラぬーく」

85

3 44 個別型 株式会社ラジアント 代表取締役 杉浦　武雄
・ヒートポンプチラー（以下HP)によるイチゴ加温システム
（冷房も可）

87

4 45 網羅型 三井化学株式
環境・エネルギー事業推進室・
主席部員

松野　裕泉
・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

89

5 46 網羅型 パナソニック環境エンジニアリング株式会社
技術開発ユニット・バイオエンジ
ニアリンググループリーダー

納村　和美
・革新的な夏期栽培環境改善技術・防・除技術を用いた
次世代施設園芸システム 91

6 47 個別型
パナソニック システムネットワークス（株

システムソリューションズカンパ
ニー 事業開発グループ プロ
ジェクト推進チーム チームリー
ダー

深澤 成政
・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

93

7 48 個別型 株式会社ソラール 代表取締役研究室長 黒田　邦臣
・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

95

8 49 個別型 国立大学法人金沢大学
理工研究域機械工学系・教授

児玉昭雄
・施設園芸用温室の省エネルギーと安全生産を実現す
る湿度差スイング吸着式除湿暖房システム

97

9 50 網羅型 国立大学法人佐賀大学 農学部・准教授
古藤田 信博 ・カンキツ由来の機能性・香気性成分に着目した新品種

および天然香料の開発
99

10 51 個別型 日本電気株式会社
九州支社新事業推進グループ
主任

大日向 千秋
・ハウスみかん栽培における生育診断によるバラツキ解
消及び、作業のナビゲーションによる省力化 101

（７）熊本県農業研究センター関係
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11 52 個別型 日本電気株式会社
九州支社新事業推進グループ
マネージャー

中浦 秀晃
・生育センサー・地図情報による輸出向け茶トレサ管理

103

12 53 網羅型 熊本県農業研究センター 果樹研究所・落葉果樹室長 宮田　良二
・クリ「ぽろたん」の消費拡大のための生産安定、貯蔵
及び加工技術の開発 105

13 54 網羅型 宮崎県畜産試験場 肉用牛部　技師 宮谷　さゆり
・地域未利用資源を生かした発酵TMR給与システムの
確立 107

14 55 網羅型 九州沖縄農業研究センター
畜産草地研究領域　バイオマス
作物育種グループ長

我有　満
・草本資源作物（エリアンサス、ススキ）によるバイオマ
ス原料安定供給をベ－スとした温室暖房モデルの実証

109

15 56 個別型 クリオテクノス株式会社 九州顧問 鐘ヶ江隆行 ・稲作水田用の衛星通信による水位計 111

16 57 個別型 長崎県農林技術開発センター
畜産研究部門　大家畜研究室・
主任江研究員

岩元　禎
・コーンコブ主体廃菌床の飼料化と流通体系の構築

113

17 58 個別型 株式会社　電脳企画 Ｓｉ開発部　部長 牧山　博德
・農業を一歩前進「記憶から記録の農業へ」情報提供型
支援システム 115

18 59 個別型 株式会社クボタ
アグリソリューション推進部グ
ループ長

広兼　以斉
・鉄コーティング直播による大規模稲作経営の低コスト
化・省力化の実証

117

6



























































提案内容 いぐさの機能 ： 調湿、抗菌、吸音、防振、断熱、有害物質吸着、消臭、リラックス効果など
塗料などの化製品は、消費者ニーズの高まりから、機能材料を利用した技術・商品開発が増えている。しかし、これら

は化石原料の依存度が高いため、長期的な安全面・供給面において不透明な部分が多いことから、消費者の安心・安
全ニーズに応え続けられない可能性がある。一方、いぐさは古来より薬草として用いられている等、安心・安全は十分担
保されており、また、農作物の中では も多機能を有している一つである。しかしながら、上記に挙げる様な機能を活か
した用途展開は進んでいない。
両者の長所に着目し、いぐさと化成品（安全・安心と機能）とを複合化した多機能を有する商材開発（内装材）を行う。
本提案はいぐさの機能利用の実用化を通して、高い労働生産性の確立を第一義と考えている。

具体的には、【①収穫量向上：短尺で多数回収穫が可能】、【②省力化：網掛け・泥染め作業が不要】、【③機器の汎用
化・収穫の容易化：高額な専用農機具が不要】が可能となり、結果としていぐさの生産方法そのものを抜本的に変化させ
る事を目指す。
以下にいぐさの課題と解決策を示す。
【現状課題】 いぐさの栽培面積は 盛期の８％程度まで減少し、産地の存続が危ぶまれている。
【 原 因 】 ①主用途の畳は需要減少、代替品の普及、安価な外国産畳表の輸入増大。

②畳表向けのいぐさ生産は、長時間・重労働、高額設備を必要とするため労働生産性が低い。
【解決策】 いぐさを機能材料として利用する。化成品と融合した新しい用途展開に挑戦する。

提案者名：日本ペイント株式会社 戦略企画部 事業開発プロジェクト マネージャー 中廣伸一

提案事項： いぐさ機能の産業用資材への適用検討と高い労働生産性の確立

「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
川上（生産者） ： 労働生産の高い栽培方法の確立により①収穫量の増加、②労働時間の低減、③収益の向上
川中（機能材料）： 機能発現のメカニズム明確化、機能材料としての原材料規格の策定
川下（産業資材）： バイオマスマーク認定を受けた住宅関連資材の試作品完成
市場（消費者） ： 消費者ニーズの求める居住空間への健康維持に繋がる機能の提供

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）： ５０,０００ ）

番号：１５

様式２

研究･実証地区： 熊本県 八代市

平成２６年度概算研究経費（千円）：６０,０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ４０,０００ ）29



いぐさの新規栽培方法による機能材料の展開

調湿、抗菌、吸音、防振、
断熱、 有害物質吸着、
消臭、リラックス効果

いぐさの新しい栽培方法
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（栽培マニュアル）
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いぐさの機能
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（商材開発）
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（内装材）

健康・安心・安全
（居住空間）

市場
（消費者）

いぐさの新しい用途

①収穫量の向上
②労働時間の短縮
③高額な機械設備が不要

労働生産性の向上

廃棄部分 使用部分

成長

同株で複数回収穫
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