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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

【中国四国ブロック提案資料】



提案者名：農研機構 近畿中国四国農業研究センター 営農・環境研究領域 奥野林太郎

提案事項：中国中山間におけるＩＣＴを活用した軽労・効率的な作業・管理技術を核とする多筆管理型水田作の実証

「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畦畔管理作業の軽労化と作業主体の転換
②大豆作付圃場における難防除雑草被害の解消と収量の安定・向上（目標収量：300kg/10a）
③加工適性品種や新規野菜の導入および作期移動による作業ピークの平準化と収益の向上
④多筆圃場の効率的管理による作業可能面積の拡大

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 ）

番号：１

様式２

研究･実証地区：広島県東広島市（農事組合法人 ファーム・おだ）

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）： 47,000   ）

提案内容
畦畔率が高く小規模区画圃場を多く抱える中国中山間地域の大規模集落営農法人を対象に、ＩＣＴを活用して軽労化

や省力化、効率的作業・管理を実現すると同時に、収益性の向上を目指す技術を提案する。また、これら技術による労
働負担軽減、作業分散、労働の周年化等の効果を評価する。

具体的には、
①ロボット畦畔除草や畦畔植生転換を組み合わせた畦畔管理作業の軽労化・省力化技術の開発と実証を行う。
②ため池・小河川依存に伴う水源不足を補う節水型の地下水位制御システム（ＦＯＥＡＳ）の実証を行う。

③水源不足により生じている大豆連作圃場における帰化難防除雑草害の解消を目指し、ＦＯＥＡＳと組み合わせた大
豆晩播栽培下での難防除雑草防除技術の開発と実証を行う。

④軽労性・省力性に優れる「浮き楽栽培法」（フロート育苗）と当該施設を活用した農閑期葉菜類栽培技術の開発と実
証を行い周年労働の実現と収益向上を図る。

⑤米粉用多収水稲品種の安定・多収栽培法の実証を行い、６次産業化による収益向上を目指す。
⑥晩播適性、味噌加工適性のある大豆「あきまろ」の晩播栽培技術の実証と実規模での加工適性評価を行う。
⑦作業計画・管理支援システム（ＰＭＳ）を活用し、小規模多筆圃場の効率的管理技術の開発と実証を行う。
⑧大豆晩播栽培や水稲湛水直播、新規野菜導入による作期分散・作業分散・周年就業の効果等の経営評価を行う。
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中国中山間におけるＩＣＴを活用した軽労・効率的な作業・管理技術を核とする多
筆管理型水田作の実証

３．加工適性を有する品種を活用した土地利用型営農
技術の実証
○味噌加工適性大豆品種「あきまろ」の狭畦晩播栽培

-> 実規模加工品質評価
○米粉パン用水稲品種の安定・多収栽培技術

-> 品質評価

３．加工適性を有する品種を活用した土地利用型営農
技術の実証
○味噌加工適性大豆品種「あきまろ」の狭畦晩播栽培

-> 実規模加工品質評価
○米粉パン用水稲品種の安定・多収栽培技術

-> 品質評価

２．中山間の不利条件での圃場畦畔栽培管理技術の実証
○水源不足：地下水位制御システム（FOEAS）の利用
○畦畔除草：畦畔除草ロボット、畦畔植生転換の利用
○難防除雑草：大豆の晩播狭畦栽培による帰化難防除雑草除草技術

○浮き楽栽培法による水稲育苗の省力化
育苗ハウスの遊休期間における有効利用

１．ICTを活用した作期・作業分散
効果の評価

○作業計画・管理支援システム
(PMS)の活用による管理作業の効
率化を実証する。

○水稲直播、大豆晩播および新規
野菜導入等による作期・作業分散
効果について経営評価する。

経営評価：作期分散、周年労働

除草ロボット

作業計画・管理支援システム

育苗施設を活用
し葉菜類を栽培

大豆晩播による作期分散
難防除雑草防除作業管理水稲直播

水源不足へのＦＯＥＡＳ活用

味噌加工適性大豆品種
「あきまろ」狭畦晩播栽培

米粉パン向け適性品
種・多収品種の活用

圃場面積が小さく畦畔割合が高い中山間の圃場が大規模な集落営農法人へ集積している。圃場作業、畦畔雑草管理作業の省力化
、難防除雑草対策により、安定生産と作業ピークの低減と労働の周年化を計り、加工適性品種の活用により6次産業化を進める。
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提案内容

提案者名： 島根県産業技術センター ⽣物応⽤科 専⾨研究員 ⽥畑光正

提案事項： 超⾼⽔圧加⼯技術を活⽤した⽞⽶新品種と機能性及び加⼯適性に関する研究

「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

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 ）

番号：２

様式２

研究･実証地区： 島根県飯南町⼩⽥・真⽊地区

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 ）

新品種などの
⽞⽶作付け

品種選定 ⽤途開発

■各種⾷品への応⽤
・発酵処理
・パン、麺、菓⼦類への応⽤

多⽤途原料

・主⾷として美味しく摂取可能 ・⽣活習慣病や認知症の予防 ・品質保持期間の延⻑による海外市場への輸出
・⽶⽣産の安定化 ・安定した品質の加⼯⾷品製造 ・世界的⾷糧危機への対応
・加⼯素材としての利⽤拡⼤ ・中⼭間地域への⼯場誘致 など

1. 主⾷としての⽞⽶接取によるヒト臨床試験
2. 超⾼⽔圧加⼯⽞⽶の特性解明
3. 加圧条件などの加⼯⽅法の検討
4. パンなどの多⽤途開発

■ヒトエビデンス
・⽣活習慣病予防効果 ・認知症予防効果

糖尿病マーカー ＭＭＳＥ
⾼脂⾎症マーカー ＦＡＢ
抗酸化マーカー
⾻代謝マーカー

■特性解明
・加⼯特性(吸⽔性、消化性、微⽣物制御)
・メカニズム(微細構造変化)
・機能性の変化(成分量、吸収性)
■加圧⼿法
・⽞⽶特性との関連
・多⽤途開発

超⾼⽔圧加⼯⽞⽶
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超⾼⽔圧加⼯技術を活⽤した
⽞⽶新品種と機能性及び加⼯適性に関する研究 島根県産業技術センター

医療関係者の視点
・科学的エビデンス取得
・管理栄養での

主⾷として利⽤可能

⽣産者の視点
・機能性⽶の創出
・⽞⽶の利⽤拡⼤による

⽶⽣産の安定化

消費者の視点
・主⾷として美味しく摂取可能
・パンや麺など選択肢の増加
・⽣活習慣病や認知症の予防

加⼯業者の視点
・加⼯素材としての利⽤拡⼤
・加⼯適性向上による

安定した品質の⾷品製造

地域経済の視点
・中⼭間地域への⼯場誘致
・⽶を中⼼とした

第６次産業化の推進

超⾼⽔圧加⼯⽞⽶は

アメリカ・台湾・韓国など6ヵ国の国際特許取得
全国学校栄養⼠協議会推進認定商品
⽇本アトピー協会認定商品

特許・認定など

各種⾷品への応⽤

主⾷
パン・パスタ・うどん

お好み焼きなど

おかず
からあげ・天ぷら

グラタン・餃⼦の⽪など

スイーツ
ケーキ・ドーナツ・和菓⼦

アイスクリームなど

その他
ソース・調味料

流動⾷など

期待される効果

⾷物繊維が⽞⽶の約6倍!
1⾷(140g)で1⽇に必要な⾷物繊維の約半分が摂取可能
6000気圧の「超⾼⽔圧加⼯処理技術」を施すことにより
通常の⽞⽶よりも、消化吸収性・栄養価・⾷味・加⼯性が向上！

※1

※1 「⾷事摂取基準2010年版」⽬標量(⼥性18歳以上)による
※2 パートナー企業の(株)かどまさやが取得保持

※2

海外輸出の視点
・品質保持期間の延⻑による

海外市場への輸出
・世界的⾷糧危機への対応
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提案内容

【課題】

従来から複数の選果場を跨って行っている荷割作業や生産者への情報伝達（ＦＡＸ送信）が非常に大きな手間と

なっており、選果場の出荷効率改善、作業コスト削減を阻害している。

【提案内容】

選果場業務を 新のＩＣＴ技術を用いてシステム化し、その有効性を検証する。

ａ）自動荷割システムの構築 （選果場の作業省力化）

ｂ）自動通知システムの構築 （選果場の作業省力化）

ｃ）タブレット資料共有システムの構築（生産者利便性向上）

提案者名：西宇和農業協同組合 代表理事理事長 西本 滿俊

提案事項：ＩＣＴを活用した選果場作業支援システム

「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
・選果場の出荷効率改善により出荷能力が向上。生産者収入の向上が期待される。
・情報伝達手段の多様化により生産者の利便性向上および情報伝達コスト低減が期待される。

また、情報伝達基盤環境が整備されるため、将来的にはさらに生産者の利便性向上が期待される。

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）： ）

番号：３

様式２

研究･実証地区：愛媛県八幡浜市、西予市三瓶町、西宇和郡伊方町

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



【選果場Y】

【運送会社】

【販売部】

【選果場Z】 【市場E】

【生産者】

ａ）自動荷割システム
過去パターンから
簡単に荷割登録 ｃ）タブレット資料共有システム

セキュアかつシンプルな操作性

b）自動通知システム
生産者別、グループ
別に一括送信。

荷割情報
トラックAは選果場Z
で300kg、選果場Y
で500kg積載し
E市場へ配送

集荷 配送

各種通知

ａ）自動荷割システム
選果場からの出荷予定をもとに、

運送会社の車両毎に集荷場所、
積載量、配送先を割り当てる機能を持つ。

作成した荷割は、b)自動通知システムを利
用し運送会社に自動送信する。

記憶している過去の荷割パターンを自動
マッチングすることにより荷割作業の
大幅な省力化を実現する。

市況速報
みかん 1kg 1000円

ＩＣＴを活用した選果場作業支援システム

ｂ）自動通知システム
電子メールやFAX、Push通知等の任意の情

報伝達手段を利用し通知先に防除指示等の
通知や各種案内を自動的に一括送信する機
能を持つ。

個人単位や園地等のグループ
単位での送信が可能。

ｃ）タブレット資料共有システム
サーバへ登録した資料（市況速報等）をタブ

レット端末へ配布する機能を持つ。
タブレットの操作に不慣れな生産者を考慮

し、シンプルな画面構成とする。
また、配布資料はフォルダ階層で管理し、ア

クセス権設定、暗号化、閲覧期限設定が可能
とし、紛失時の情報漏えい対策を考慮。

FAX

FAX
FAX

集荷

FAX等
FAX等

【市場F】
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提案内容： 瀬戸内地域では100年以上前からオリーブ栽培が行われ、現在も国内オリーブ油生産の大半を担っている
。国内オリーブ油消費量は堅調に推移しており、高品質で安全な商品を求める消費者のニーズにマッチし、国産オリー
ブ市場の創出が認められるが、国内自給率は0.1％以下であり、その栽培規模は小さい。国産オリーブ産業の発展は、
瀬戸内地域における活気ある持続可能な社会の実現に寄与するものであり、それにはオリーブを中心とする農業生産、
用途開発、流通・加工をシステムとして開発することが重要である。特に用途開発においては、従来は廃棄されていた未
利用資源の有効活用が求められ、その仕組み作りが持続的な農業、さらには持続可能な社会形成の基盤となる。即ち
、全てのオリーブ資源の革新的かつ持続可能な用途開発が重要な課題である。オリーブ果実、枝・葉には抗酸化活性を
示すオレウロペインをはじめとして、生理活性物質が多く含まれているが、世界的にも果実の利用が主で、剪定時に大
量に発生する枝・葉については、用途開発はほとんどなされていない。堆肥に加工し農地へ還元することも有用である
が、生産者の所得向上、産業としての発展のためには、より付加価値の高い用途開発が必要である。本研提案は、オリ
ーブ葉の微生物変換による高付加価値化、有用資源活用を目指すものである。オリーブ葉に含まれる抗酸化性物質を
微生物変換技術により高機能化し、化粧品素材として開発する実証試験を行う。既に、食品微生物の一種パン酵母が、
オリーブ葉抽出物に含まれる化合物の一部の構造を変化させ、強力な抗酸化活性を示す新規の化合物を生成すること
を見いだしており、商業生産レベルでの効率的変換方法を確立するとともに微生物処理素材の有効性確認検討を行う。

提案者名：日本オリーブ株式会社研究開発部 徐恵美

提案事項：瀬戸内地域特産のオリーブ由来成分の微生物変換による高機能化

「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： 微生物変換オリーブ葉エキスを配合した商品を開発することにより、新たな第二次・第三次産業の創
出が期待される。微生物を用いる発酵技術は、日本古来の安全で安心な食品製造技術であり、伝統産業の技術と新技
術の融合により新たな活力の創出に貢献できる。さらに栽培の拡大は耕作放棄地の有効利用、高齢者の雇用促進効
果をもたらし、栽培地を市民農園、観光農園としても活用すれば、新カントリービジネスの創出にもつながる。将来的に
は、海外へ微生物変換技術を逆輸出することで、世界市場への進出も期待できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：31,983
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 18,600）

番号：４

様式２

研究･実証地区：岡山県瀬戸内市牛窓町

平成２６年度概算研究経費（千円）：28,742
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：9,850） ７
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＜DPPH法＞ ＜ORAC法＞

パン酵母によるオリーブ葉成分の微生物変換パン酵母によるオリーブ葉成分の微生物変換

2種の抗酸化活性測定法
DPPH法：人工的につくられた安定なラジカルの消去能を測定する簡便な方法
ORAC法：生体内で発生する活性酸素に類似したラジカルの消去能を測定する方法

米国では様々な食品の抗酸化能がORAC値で表記される

原理の異なる2種の測定法において化合物Bはいずれも高い活性を示した

Oleuropein類の抗酸化活性Oleuropein類の抗酸化活性

天然由来成分を発酵食品微生物により高機能化することができた

耕作放棄地の有効利用 就農者の増大 高齢者の再雇用促進※

地域活性化、雇用創出

※オリーブ栽培は作業が軽労働であり高齢者にも行える

 新規用途開発によるオリーブ栽培拡大

波及効果波及効果

化粧品 食品 飼料 医薬品

化合物A含有抽出液や
化合物B含有酵母変換反応液

 国産オリーブの新規用途開発の発展

実用化

 製造技術を世界へ発信（技術輸出）

抽出
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提案内容

島根大学では、島根県農業技術センターの協力を得て、世界初となる柿ｃＤＮＡアレイを作成し、西条柿の流通上の課題となる脱渋後軟

化の原因をマイクロアレイ法によって網羅的に解析し、果実軟化の原因となる遺伝子群（アクアポリン、リポキシゲナーゼ、エチレン生成系

酵素など）の同定とラジカル同定に成功し、現在は、その遺伝子群とラジカルを指標として、軟化を効率的に制御する技術を開発している。

また、島根県農業技術センターでは、脱渋袋に西条柿果実と脱渋剤（ドライアイス）を入れて出荷箱に装填したうえで、密閉容器中で 1-

MCPガスを処理することで、４日の貯蔵性延長に成功している。

今般、上記技術を活用し、鳥取大学、農業・食品産業技術総合研究機構（以下、農研機構という）果樹研究所（広島県東広島市）と広島大

学、島根県立大学等の協力も得て、島根県農業技術センターが検討してきた1-MCPとドライアイス脱渋法を組み合わせる手法に、島根大

学で取り組んでいる果実軟化遺伝子とラジカルを制御する技術等を活用して、 適な制御条件を把握して、柿（‘西条’、‘太天’）の長期貯

蔵技術を開発する。

あわせて、脱渋中に軟化し現在廃棄されている軟熟果実の加工・機能性付加（ピューレ作製、用途開発等）に関する技術開発を行う。熟

柿の製造とピューレ作製については、島根県立大学の赤浦教授が長年取り組んできており熟柿の均一な製造や熱で渋戻りしない技術など

が確立している。

対象品種は、中国地域で全国の９割以上が栽培される「西条柿」と、農研機構の果樹研究所が開発した新品種「太天」とする。

なお、実証試験では、ＪＡや生産農家等の協力を得る。あわせて、事務管理業務補助、事業性の検討等のため、ひろぎん経済研究所（広

島市）の協力も得る。

提案者名：国立大学法人島根大学生物資源科学部 農林生産学科 教授 板村裕之

提案事項：遺伝子解析に基づくカキ‘西条’‘太天’の長期貯蔵と廃棄軟熟果実の加工・機能性付加に関連する技術開発

「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

・西条柿等の脱渋、流通中の軟化ロス 20％→5％、廃棄果実の加工による有効利用で収益増。
・市場・消費者の西条柿に対する評価向上（マーケット購入後の家庭での日持ちが抜群に向上するため）。
・中国地域に限定されていたマーケットが東京、大阪、福岡に広がり、台湾・香港等への輸出も視野に入れることができる。

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）： 4,000 ）

番号：５

様式２

研究･実証地区：島根県、鳥取県、広島県

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）： 4,000 ） ９



脱渋後の渋柿の貯蔵性
延長の課題 1-MCP・ﾄﾞﾗｲｱｲｽ＋ラジカ

ル消去剤 脱渋法 等
果実軟化遺伝子とラジカルの

制御 等

長
期
貯
蔵
技
術
・
廃
棄
果
実

の
有
効
利
用

柿生産の課題

＜西条柿＞
• 収穫脱渋後の果実が出荷前後で軟化破棄される
• 収穫・脱渋後の貯蔵性が悪い
＜太天柿＞
• 最適な脱渋法の開発 等

遺伝子解析に基づくカキ‘西条’‘太天’の長期貯蔵と廃棄軟熟果実の加工・
機能性付加に関連する技術開発

地域連携によ
る全国展開・

輸出への対応

出荷ピーク
の平準化

生産量の
約20%をロス!

高速道路開通
効果や年末需
要・輸出等へ
の対応による
市場の拡大

渋柿（西条・太天）

• 西条柿は、最も糖度が高い柿品種の一つで、中国地域で全国の
9割以上が栽培され、上品な甘みととろけるような食感が特徴

• 太天柿は、農研機構 果樹研究所（広島県東広島市）で開発さ
れた期待される新しい品種

・果実の食味形質の評価
・出荷・流通・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの検討

廃棄熟柿の
加工・

機能性付加技術

ロス果実を
減らすことに
よる収益率

向上

エチレン処理による熟柿の
作製・ピューレ作製 等

均一な熟柿の製造、熱で渋戻り
しない技術 等

• １－ＭＣＰ技術の応用
（エチレンが原因の軟化抑制）

• ラジカル消去剤の浸透
（エチレンが原因ではない軟化の抑制）

全国規模で、推計41億円
の増収が見込まれる
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内容： 食生活の欧米化と運動不足により、内臓脂肪型肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症を併せ持つ生活習慣病の患者数が急増してお
り、現在では動脈硬化に起因する脳梗塞・心筋梗塞などの循環器疾患の死因が全体の3割を占めている。これらの疾患患者の動脈では、
酸化LDL（いわゆる、悪玉コレステロール）の取り込みによるマクロファージの泡沫化に次いで、脂肪線条の形成、平滑筋細胞の増殖、動脈
硬化巣の破綻、そして、血栓形成が誘導され、 終的に、重篤な臨床症状を示す血管閉塞が生じる。

提案者らは、動脈硬化の撲滅のため、約8年の年月をかけて、特異抗体を用いる体外診断薬（酸化LDL）の測定法を開発していたが、本年
2月より、米国を皮切りに当該測定法を用いる本格的臨床診断が開始される。加えて、数年前より、安全性の高いヒト化低分子抗体（scFv、
25 kDa）を作製し、動脈硬化の早期診断を目指したPET画像診断（イメージング）システム（体内診断薬）の開発事業を実施している（JST A‐
step本格化研究（ハイリスクタイプ））。

本邦では、多数の研究者が機能性食品素材の開発に着眼しているが、in vitro （試験管内反応）による限られた代謝系への有効性評価の
結果のみをもって機能性の是非を判断し、in vivo（動物実験あるいはヒト試験）での検証試験が実施されていないことが少なくない。提案研
究では、種々のin vitro試験からPET試験を含むin vivo PET試験の実施体制を有する岡山大学大学院医歯薬学総合研究科と、動脈硬化をは

じめ生活習慣病の病態解析、および、機能性食材の成分精製、有効成分（構造）解析の実績がある岡山県立大学の研究グループが、協働
で岡山県産品（柿渋皮、テンペ、有色米、紅麹、紫ピーナッツ、キビミドリ（すいおう）、自然薯、グアバ葉）などと、スタチン、降圧剤（医薬品）
を対象被験物とし、「機能性食材の探索のための動物実験評価系技術体系の確立とそれらを用いた機能性食材の探索研究」を実施する。

必要に応じて管理法人を設け、サイクロトロン、小・中動物用PET、SPECT、CT、MRIを整備する地域産学官共提案同研究拠点（おかやまメ
ディカルイノベーションセンター（OMIC）・文科省先端研究基盤共用事業）を運用する提案者の研究グループ（岡山大学）と岡山県立大学の

他、（株）島津製作所（京都市）、（株）医学生物学研究所（名古屋市）が協働して提案事業を遂行する。また、当該グループが実施した動物
実験・ヒト試験で機能性が示された柿渋皮、テンペ（大豆発酵食品）の他、種々の岡山県産品食材の生産者からの提供を受けるとともに、得
られた成果の公開、食育指導などの形で国民への成果還元を行う、また、機能性食品の開発、生産量向上、機能性成分含有量の拡大、農
業技術改良（品種・土壌改良）、生産者への技術指導を促す役割を担うため、岡山県産業労働部、岡山県産業振興財団、岡山県農業開発
研究所、JA、NPO法人メディカルテクノおかやま、などの地域団体、および、海外の２団体が事業協力団体として参画する。この他、機能性
評価が可能な独創的なin vitroおよびin vivo測定法を所有する研究機関（若干数）の参画を歓迎する。

提案者名： 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産学官連携センター・教授 松浦 栄次

提案事項：生活習慣病を改善すべく機能性食材の網羅的な探索技術の確立と農林水産業の活性化に向けた取り組み

「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： 高齢化が急進する本邦における厚生行政上の経済効果（医療費削減）をもたらすとともに、個人のQOLを改善（特に健康

寿命の延長）をもたらす。農林水産業界においては、「農林水産物の高付加価値化」による生産量増大が期待される。動脈硬化に対する機
能性素材の網羅的解析は、マルチモダリティーを整備するOMICにおいて、分子イメージング研究、および、質量分析によるリピドーム解析
の実績を有する当該研究チームによってのみ達成される医・農融合研究である。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：100,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 0）

番号：６
様式２

研究･実証地区： 岡山県（地域）〜全国（オールジャパン）

平成２６年度概算研究経費（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） １１



2. 研究概要1. 目 的

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・松浦 栄次

生活習慣病を改善すべく機能性食材の網羅的な探索技術の確立と農林水産業の
活性化に向けた取り組み

4. 研究組織（コンソーシアム）

農林水産業の活性化
健やかな高齢社会の形成

（健康寿命の延長、QOLの改善）

3.研究開発項目

研究の目的と具体的目標

研究背景と課題

生活習慣病の死因率
（厚生統計）

悪性新生物（がん）
心血管疾患
脳血管疾患

動脈硬化の早期診断・
予防法の確立が緊急課題

岡山県農林水産物の中から、生活習
慣病の抑制効果が期待できる機能性
食品の探索。農林水産物の付加価値
の向上。機能性食品の開発。

当該研究期間の具体的目標：
in vivo分子イメージング技術を駆使
した有効食材の網羅的探索法の確立

。

血中酸化LDLの測
定法（プロトタイ
プは開発済み）

国民・農林水産業界への
機能性研究の成果還元

開発すべき要素技術
・動物試験のための食材加工・抽出技術
・開発済みの臨床診断用血中酸化LDL測定
法（ELISA）を動物用に改変（機能性評
価に用いるマウス、ウサギが対象）

・被検物の有効性評価のためのモデル
動物PETイメージングの定量化技術
（PETプローブの低分子抗体（scFv）は
製造済み）。

・有効性成分の構造解析と代謝解析
（LC−MS）および顕微鏡MSによる
リピドーム解析との融合）

動脈硬化モデル動物（マウス・ウサギ、など）

AtherOx® キット

発光・蛍光 in vivo
イメージングシステ

ム

申請者らによる近年の研究成果
１．酸化LDL （悪玉コレステロール）

関連診断薬（体外診断薬）の開発・
上市

２．ヒト化低分子
抗体（scFv)を
用いる非侵襲
的な動脈硬化
画像診断法
の開発

CT
（血管造影）

PET

動脈硬化モデルウサギに
おけるPETイメージング

・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
（おかやまメディカルイノベーションセンター
（OMIC））（研究中核拠点）

・岡山県立大学（協働研究拠点）
・（株）島津製作所（協働研究企業）
・（株）医学生物学研究所（協働研究企業）
・岡山県産業労働部（事業協力団体）
・岡山県産業振興財団（事業協力団体）
・岡山県農業開発研究所（事業協力団体）
・NPO法人メディカルテクノおかやま

（事業協力団体）
・JA（事業協力団体）
・Corgenix, Inc.（USA) （事業協力団体）
・Swinburne University of Technology 

(Malaysia) （事業協力団体）

5. 効果

30%

30% 岡山県・関連研究所、県下企業を
介した、生産者からの提供

小動物用PET

動
脈
硬
化
が
関
連

各種、in vitro 有効性試験

機能性評価用として改良開発

非侵襲的な画像診断
による動脈硬化の評
価法（定量化法）

コンソーシアムにより in vivo 研究実施

中動物用PE/CT

おかやまメディカル
イノベーションセンター（OMIC）

（JST 地域産学官共同研究拠点
・文科省 先端基盤共用事業拠点）

を中心に実施予定

食材からの成分抽出物

動脈硬化を予防する可能性のある成分（抗
酸化、コレステロール低下、抗炎症作用な
ど）に豊富に含む岡山県産品（食材）

機能性成分解析（質量分析（MS）によるリ
ピドーム技術の融合）
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提案内容

提案者名：岡山大学 環境生命科学研究科（農学系） 中野 龍平

提案事項：東アジア中元節をターゲットにした日本産高級モモの流通システムの構築

「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
・空輸から海運への切り替えによる低コスト化→本格的なモモ輸出の実現
（現状450トン→10倍の4,500トン（生産量の3％）になると，800円/kgとして32億円の輸出増→産地活性化・生産増大）
・祝祭に合わせ高値での販売による収益性の向上．販売期間および販路の拡大による価格の安定化
・収益性の高い販売網の確保による晩生品種の栽培面積の拡大と，それにともなう労働力の分散

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）： ）

番号：７

様式２

研究･実証地区： 中四国・近畿地区

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

東アジア地域，旧暦の中元節，中秋節（台湾8月10日頃，香港・中国9月8日頃）には，日本産の高級果物の需要が期待
その候補として，「モモ」（日本産は独特のトロッとした肉質を持つ）があげられる．

・常温では収穫後3日目に食べ頃に達し，6日目には過熟となる
・低温障害が発生するので，低温による保存，流通が困難

現状では，モモの流通期間はとても短い

8月10日でも白桃系のモモは輸出困難
9月8日頃では晩生のモモでも輸出困難

空輸による限定的な輸出のみ

これまでの研究成果（白桃系にて得られたデータ）
・10℃に維持すると2週間後に食べ頃 ・5℃では2週間で低温障害が発生

・0℃に維持（壁面冷却式）すると収穫時の硬さが保持 2週間後に常温に戻しても障害の発生なく追熟

10℃流通，0℃流通，0℃保存+10℃流通の組合せによる，中元，中秋節に合わせた東アジアへの輸出実証試験，
晩生品種の貯蔵・流通条件の検討，輸送コスト，品質・価格ニーズなどのマーケティング調査を実施する．
（JA全農おかやま，民間企業：輸送容器関連，冷蔵庫関連との連携）

提案

日本全体で450トンのみ（生産量の0.3％）
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東アジア中元節をターゲットにした日本産高級モモの流通システムの構築

旧暦の中元節，中秋節（台湾8月10日頃，香港・
中国9月8日頃）東アジアでトロッとした良好な肉
質を持つ日本産「高級モモ」の需要が期待 常温6日で過熟，低温で障害発生のため

空輸による限定的な輸出のみ
日本全体で450トンのみ（生産量の0.3％）

現状は．．．

５℃では１０℃では０℃では
これまでの研究成果

0
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4
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6

0

1
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収穫 2週間後 +常温3日

硬
度

(N
)

収穫 2週間後
硬

度
(N

)
低温障害発生

２週間後に食べ頃２週間後でも低温
障害なし，硬度維持

食べ頃
追熟

食べ頃

10℃流通，0℃流通，0℃保存+10℃流通の組合せによる，中元節，中秋節に合わせた東ア
ジアへの輸出実証試験＋輸送コスト，品質・価格ニーズなどのマーケティング調査
（農協，民間企業：輸送容器関連，冷蔵庫関連との連携）

期待される効果
空輸から海運への切替えによる低コスト化，祝祭での高値販売→本格的なモモ輸出の実現
（現状450トン→10倍の4,500トン（生産量の3％）800円/kgで32億円の輸出増→産地活性化・生産増大）

中元節に合わせた輸出は困難
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提案内容

提案者名： 広島大学 大学院生物圏科学研究科 小櫃剛人

提案事項：次世代飼料稲を有効活用する革新的自給飼料調製技術

「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

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：８

様式２

研究･実証地区： 広島県

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

＜概要＞
次世代飼料稲「たちすずか」の有効利用を図るために、飼料稲や併給す
る粗飼料の変動しやすい成分組成を、生産現場において非破壊で瞬時
に正確に測定する技術を提案する。成分含量が明確で安定したTMRを調
製することで、安定的で効率的な乳生産に寄与する。

<背景・ニーズ＞
農業法人などでの飼料稲の栽培が拡大し、TMRセンターでも飼料稲が

利用されつつある。広島県で普及している、次世代飼料稲「たちすずか」
は従来品種に比べ栄養価が高い。収穫時期の違いなどにより、収穫品間
で水分含量などに違いが生じるため、飼料の成分含量によって給与量や
配合割合を調節する必要があるが、現場で成分含量を知ることは難しい。

飼料の収穫や配合の現場で成分含量を測定して、乳牛を健康的かつ
効率的に飼育するための飼料の調製と給与を、無駄なく行うことが必要
である。

＜提案技術＞
①収穫時の飼料成分センシング
飼料稲収穫機にハイパースペクトル分光装置を装着し、分光測定しなが
ら収穫する。ロールベール成形中に成分（水分、粗タンパク質、繊維、β
カロテン、エネルギー価など）含量を算出し、調製されたロールベール
（収穫した飼料をロール状にした梱包）の成分情報を表示する。
②貯蔵飼料の成分センシング
酪農家の生産・購入した貯蔵飼料の成分含量を農家レベルで分光測定
し、成分を表示する。
③TMR調製時の飼料成分センシング
粗飼料材料（飼料稲、牧草サイレージなど）のTMRミキサーへの投入時
に測定した成分情報をもとに配合設計を計算し微調整する。
④TMR成分の見える化
TMRセンターで調製されるTMRの成分を計測し、ラベル表示する。

・ ロールベールサイレージやTMRの１梱包ごとの成分表示が可能（見える化）となり、飼料流通での公正さを確保できる。
・飼料成分の変動に応じた飼料給与が可能で、家畜生産を健康的、効率的に行えるとともに、過剰な給与によるロスを低減できる。
・飼料成分の変動に応じたTMR調製が可能で、TMRセンターでの調製時のロスを減らし、成分含量の明確なTMRを供給でき、酪農家の生産と経営の

効率化に貢献する（広島県酪農業協同組合TMRセンターを中核とした地域で実証する）。

ハイパースペクトル分光測定の活用：物質特有の反射光強度を解析することによって、飼料の成分含量を非破壊で瞬時に把握する。

<目指す技術体系＞ 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 （個別要素技術型研究）

（TMRセンター：粗飼料と配合飼料との混合飼料（ＴＭＲ）を調製し酪農家に供給する拠点）
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栄養含量の明確な飼料の給与

収穫時成分計測 収穫飼料成分表示

TMR調製前成分計測・配合割合調整

TMR成分表示
見える化

次世代飼料稲を有効活用する革新的自給飼料調製技術

TMR 

栽培利用拡大

低籾割合、高糖分含量、高繊維質消化
長い収獲期間、乳肉牛用飼料として普及

収穫時期・圃場間差・日内変化などに伴い
変動する自給飼料中の水分や栄養成分を、
現場で正確に測定・把握することで、設定通
りのTMR調製や飼料成分給与を実現

ハイパースペクトル分光計測の活用

中山間地の圃場分散、専用収穫機不足
産地や時期の違いによって品質にばらつき

 飼料ロスの低下
 安定的で健康な乳生産

可視から近赤外までの広波長領域
物質特有の波長での反射光強度を検出
多成分を非破壊で瞬時に高精度で定量
携帯型分光測定装置を活用

次世代飼料稲
広島県

自給粗飼料

計測 配合割合調整

TMRセンター

計測

水分含量による変動を解消

極短穂型飼料用稲
「たちすずか」

TMR:粗飼料と配合飼料などを混
合した飼料。TMRセンターは飼
料を調製・供給する拠点。１６



提案内容

消費者は食品の「素材よりも総菜」を求める傾向が高まっており、生鮮野菜や果物の消費量が減少している（日本経済新聞２０１４年１月１３日）。これ
は高齢化や共働きが増加し、調理をせずに調理食品を多く消費することになったためである。しかし、野菜や果物等の摂取不足は、種々の病因にもなり、
医療費増大の原因になるだけでなく、生産者にとっても深刻な問題となる。そこで、農産物を手軽に利用できる形態で、かつ機能性を高めた素材開発に
より、農産物の消費拡大を図ることが必要である。また、生産者は供給過剰による価格低下防止や規格外生産物の利活用等による収入安定化を欲して
いる。

これらを解決するために、美味しさはもちろんのこと機能性成分を高め、長期保存性に優れた「低温乾燥食品」に着目し、こうした乾燥農産物を製造す
る「低温乾燥システム」と、これらを原料とする高い嗜好性と健康機能性を有する加工食品を開発し実用化することを提唱する。新しい健康機能性を有す
るこうした加工食品は、農産物の高付加価値化を実現するとともに、国際競争力もあるため、世界的に和食ブームということもあって広く海外へ輸出する
ことも可能となり、攻めの農林水産業の実現に大きく寄与する。

低温乾燥とは、25～40℃という温度で機械的に乾燥を行うものであるが、従来の高温乾燥法よりも、レタスやバジルではポリフェノール量及び抗酸化活
性が数倍に増える効果、またカボスやバジルでは従来に比べて大幅に匂い成分を残せる効果が得られることを実証している。

本提案は、この低温乾燥法を用いて、第1に、乾燥機の消費電力を低減化するための機械の改良と、 適な乾燥条件を検討することで、野菜果物等が
含む機能性成分を低温乾燥中にさらに増加させ、それを常温で長期安定的に保存することのできる技術を開発する。同時に、野菜や果物で機能性（ポリ
フェノール含量、抗酸化力等）が向上する品種を明確にし、乾燥過程で新たに生成されたと示唆されるポリフェノール含量や抗酸化力等向上のメカニズ
ムについても分子生物学的手法により調査する。第2に、機能性が向上または高い機能性が保持された乾燥農産物を使ってうどん等の加工食品や乾燥
カット野菜を作り、これらの機能性効果を実証後製品化を行い、乾燥農産物の一般への普及活動を推進する。

提案者名：香川大学 農学部 小川 雅廣

提案事項：野菜・果物の高度利活用を推進する低温乾燥食品の開発

「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

•低コスト乾燥法により野菜果物の機能性を保持し長期保存性を確保することで、農業生産者は安定的に需要者に供給
でき経営安定化に貢献し、需要者は機能性の高い美味しい農産食品を安価に入手でき普及が期待される。

•農産物は規格外品や値崩れ防止のために廃棄処分等も多く生じており、これらをなくすことで農業の効率性の改善と六
次産業化による経済的メリットの享受による農産業の発展と農産業の流通革命実現に寄与する。

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）： ）

番号：９

様式２

研究･実証地区：香川大学および香川県

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）： ）１７



これまでの研究成果：
低温乾燥機 →・収穫後のレタス・バジル・オリーブ葉の機能成分増加

・高品質な農産物の保存法

これまでの研究成果：
低温乾燥機 →・収穫後のレタス・バジル・オリーブ葉の機能成分増加

・高品質な農産物の保存法

規格外の野菜・果物など

低温乾燥機の最適化・低コスト化技術開発

試料供給

高機能
乾燥農産物フィードバック

低温乾燥システム 適化による低コスト・
高機能性乾燥素材開発

試料供給 フィードバック

情報提供

ポリフェノール
含量が増加

25～40℃
で乾燥

他企業等

普及支援

情報提供

低温乾燥による農産物の機能成分増加の仕組み解明

高付加価値食品の開発

◎農業生産者の収益向上 ◎未利用農産物を利活用 ◎野菜・果物の安定供給 ◎乾燥機拡販
◎高機能乾燥品の常温長期保存性を活用した輸出拡大 ◎新規食品市場の開拓
◎国民の野菜摂取量の向上による健康維持増進 ◎生活習慣病罹患率減少

低温乾燥機

ブロッコリー、アスパラガス、タマネギetc

試作食品の機能性等総合評価

商品性評価

商品化

消費者

野菜や果物等の摂取不足

機能性食品の需要拡大

消費者

野菜や果物等の摂取不足

機能性食品の需要拡大

生産者

余剰・規格外野菜・果物の有効活用

六次産業化

生産者

余剰・規格外野菜・果物の有効活用

六次産業化

低温乾燥食品

高い嗜好性と健康機能性

供給の安定化

農産物の高付加価値化

野菜・果物の高度利活用を推進する低温乾燥食品の開発

低温乾燥により機能性が向上する農産物の特定
（ポリフェノール量、抗酸化力が増強）

乾燥農産物活用高機能性食品開発
（うどん、ベーグル、豆腐、惣菜類等）
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提案内容：

ブランド肉牛は、サシの入り方、食味、旨み成分の量などが一般の食肉より優れているように、遺伝的特性を県畜産セ
ンターで管理して生産し、各肥育農家へ供給されている。しかし供給後は、県の標準的生育条件は提示されているもの
の、各畜産農家では個別の経験に基づき、その生育状況が管理されており、肉質（枝肉重量、サシの量、食味、旨み成
分）のばらつきの原因となっている。本提案では、各肥育農家へ供給されたブランド牛の、体温、摂食量、体重をセン
サーで自動計測し、そのデータを、肥育農家と県畜産センターでリアルタイムに共有するITシステムを構築する。そのた
めに、各測定項目を自動で計測するための専用センサーを開発すると共に、そのデータをリアルタイムに県畜産セン
ターと共有するための専用回線ならびに収集したデータを記録、解析するためのサーバーシステムの設計・製作を行う。

これにより、ブランド肉牛の各肥育農家における生育管理を、生産者毎の個別管理ではなく、県の専門家の指導のもと、
一元管理で行う体制を確立するとともに、県畜産センターによる計画的な生産量調整体制や、ブランド牛に対する安定し
た品質と安全性を提供する。

本システムは、他県でのブランド牛（肉牛）の生産現場や、ブランド肉ブタ（甘トロブタやブランド鶏（媛っこ地鶏）など、県
がその遺伝的特質を管理している畜産品の生産の現場への幅広い応用が可能である。

提案者名：愛媛大学 農学部 森田 勇人

提案事項： IT技術を用いた生体情報の集約的収集による県内ブランド牛生産農家の一括管理システム

「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：

県畜産センターから各畜産農家に供給されたブランド牛の子牛の生育状況を、畜産センターの専門の管理官による
一括モニタリングが可能となることで、畜産農家間での生育状況のばらつきによる、ブランド牛の品質のばらつきを減ら
すとともに、病気などの体調不良を早期に発見し、隔離などの処置を適切かつ迅速に行うことが可能となる。これにより、
県内におけるブランド牛の、安定した品質・高い生産効率での作出を実現する生産体制を確立する。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： 19,950(千円）
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：１０

様式２

研究･実証地区：愛媛県中・南予地区

平成２６年度概算研究経費（千円）： 11,550 (千円）
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）１９



個別生育データ・体重
・肉質
・環境情報
・飼料（量、成分）

肥育農家
ブランド化

データベース

県畜産センター
育成管理

専門官による
データ解析

遺伝子データ
遺伝子選別

ブランド子牛供給・
育成指導

愛媛大学

生体情報
センサー

IT技術を用いた生体情報の集約的収集による県内ブランド牛生産農家の一括管理システム

（１） 生体情報センサー
小型体温計、改良型ドアフィーダ設計
（ベンチャー企業：フェアリー）

（２） 農場～畜産センター間ネットワーク
NTT docomo による専用回線
の設置

（３）遺伝子データ供給
ハイスループット遺伝子解析システム
（ベンチャー企業：VECTA)

（４） 畜産管理ソフトウェア
・生体データの定時収集機能
・給餌・給水データの逐次受信機能
・標準生育カーブとの比較による給餌

調整指導案の自動作成
（愛媛大学と県畜産センターとの

共同開発）

開発技術用件

畜産農家からのデータ収集だけでなく生育状態に

応じた適切な指導をリアルタイムで農家に提案する。

遺伝子管理と
センサー開発

２０



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）ＧＴＬ燃焼器の能力向上化： 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 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。

２）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 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、 大濃度）の確立を
目指す。

３）多品種栽培の実践とＧＴＬ加温農法の確立： 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。

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 ）

番号：１１

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   ）２１



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） 。

多様なハウス環境に対して、サイズを
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。

２２



提案内容

独立行政法人 家畜改良センター 兵庫牧場は、肉用鶏の育種改良の専門牧場であり、全国の地鶏の生産や改良のた

めの原種鶏の供給や、国産鶏の生産のための改良を行っています。現在、全国で生産されている５０の地鶏銘柄のうち、
４３銘柄の生産や改良で、家畜改良センターの鶏が活用されています。

地鶏は、全国の地域特産品等として開発生産され、今後も地域の重要な特産品や観光資源として活用されていくと思

われます。家畜改良センターとしては、今後も都道府県や全国各地の生産者の皆さんと協力しながら、より付加価値が
高く、生産性を向上させた地鶏等の生産に努めて参りたいと考えています。

今回は、現在、兵庫牧場が取り組んでいる遺伝子解析技術を活用した肉用鶏の改良技術や、 新の統計技術を使っ
た育種評価についてご紹介し、全国での更に一層の地鶏等の肉用鶏の生産の拡大や、効率化に向けた、生産技術面
からの連携強化を進めて行きたいと考えています。

提案者名： 独立行政法人 家畜改良センター 兵庫牧場長 松本 博紀

提案事項： 鶏の育種改良技術

「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
市場価値の高い地鶏の開発や、生産面での効率化。

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

番号：１２

様式２

研究･実証地区： 未定

平成２６年度概算研究経費： ２，５００千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）２３



選抜項目

一次選抜 ： 6週齢体重 （表型値、BLUP）

二次選抜 ： 外貌 （指曲がり・脚弱等の確認）

三次選抜 ： 産卵率 （表型値、BLUP）

－BLUP法（Best Linear Unbiased prediction）
による遺伝的評価－

個体成績と血統データを用いて、様々な環境要因を
統計的処理で補正しながら、その個体が持っている
遺伝的能力を評価する方法。

鶏の育種改良技術（兵庫牧場）

近交退化を回避するために、家系数に配慮しながら選抜

市場のニーズに合
った鶏群の作出（羽
色の統一）
赤色の雄と劣性白色の
雌を交配したとしても、
複数の羽色が発生する
ため、羽色遺伝子（
MC1R）のDNAマーカー
を用いて赤色の種鶏の
みを選抜利用。

×

－遺伝子解析技術を用いた改良方法－
赤色コーニッシュ

劣性白色プリマスロック

赤褐色ヒナ

黒色ヒナ

赤褐色遺伝子型を持つヒナ
を優先的に選抜

PCR-RFLP法

羽色以外にも肉用鶏の生産性（
増体性、歩留まり、繁殖性等）に関
与する遺伝子を探索中。

DNA抽出

２４



提案内容

近年、肉用繁殖牛においても多頭化が進んでいるが、体系化された飼養管理システムがみられず、農場により生産性にば
らつきがある。乳牛では生産性の向上や周産期病の予防に血液検査を主とする代謝プロファイルテスト（MPT）が取り入れられ
ているが、肉牛ではまだその取り組みは少ない。鳥取牧場ではMPTを取り入れた繁殖雌牛の飼養管理を行い、受胎率の高位安
定と哺乳子牛の損耗率低下等に取り組み、高い成果を得ている。

定期的（1-3カ月毎）に牛群の1-2割の牛の血液を採取し、10項目程度の血液成分及びBCS・体重の測定を行う。これにより
牛群の栄養状態、健康状態の推測が可能となり、これとともに給与飼料の把握（成分分析や給与量の把握等）及び牛群の臨床
状況の把握（発情や受胎率の結果等）を含めた３つの成績を分析・検討し、問題があれば給与する飼料内容や給与量の変更等
を行っていく。これを繰り返すことにより、生産性の向上（分娩後の早期の繁殖供用、受胎率の高位安定と哺乳子牛の損耗率低
下等）を進めることが可能となる。

これまで、肉牛では良好な生産性が期待できる血液検査値の標準値が定められていなかったが、鳥取牧場ではこの標準値
の設定を定めることに努めており、現在この標準値を利用して安定して高い生産性を達成している（受胎率（ＥＴ）：２７．７％（ＭＰＴ
採用前）→５２．８％（ＭＰＴ採用後）、子牛損耗率：５．３％→１．３％）。

なお、血液検査の経費は一サンプル当たり2,100円であり、仮に飼養頭数が１００頭とすると年間２５万円程度（２０頭／回×
６回／年× 2,100円）の経費が必要である。また、実施する上では、連動スタンチョンなどを用いて牛群の各個体が平等に飼料摂
取がはかれるような施設（１００頭規模の牛舎：7,000万円）が必要である。また、多頭飼養であるため、TMRを利用した飼料給与
（給餌車：500万円、トラクター：800万円）が必要となる。そのほか、牛歩（288万円）、体重計（30万円）などが必要となる。

提案者名： 家畜改良センタ－鳥取牧場

提案事項： 黒毛和牛における代謝プロファイルテストの活用による繁殖管理技術

「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
肉用繁殖牛の生産性向上が図られる（分娩後の早期繁殖供用、受胎率の高位安定と哺乳子牛の損耗率低下等）

平成２７年度末までの概算研究経費：４７，０００千円

番号：１３

様式２

研究･実証地区：

平成２６年度概算研究経費：２５，０００千円

２５



飼料給与計画の作成
・飼料計算
・飼料給与
・飼料給与量ﾁｪｯｸ

ロットごとに飼料分析し、
番号で管理

繁殖状況チェック
（発情、受胎状況）

代謝ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾃｽﾄ
・血液検査(約10項目)

・体重
・ＢＣＳ

分析・検討

・分娩後の早期繁殖供用
・受胎率の高位安定
・子牛の損耗率低下 等

黒毛和牛における代謝プロファイルテストの活用による繁殖管理技術

生産性向上
牛群の1-2割の牛を対象に定期的に代謝プロファイルテストを

行ない、牛群の繁殖状況、飼料給与の情報とともに牛群の栄
養状態を推定し、飼料給与計画に反映させる。これを定期的
に行うことにより生産性の向上が図れる。肉用牛における血
液各項目の基準値は鳥取牧場で概ね設定済み。

期待される効果

ＭＰＴ採用前 ＭＰＴ採用後
受胎率（ＥＴ） 27.7％ → 52.8％
子牛損耗率 5.3%         → 1.3％ ２６



提案内容

提案者名： 農研機構 近畿中国四国農業研究センター 畜産草地・鳥獣害研究領域 柴田 昌宏

提案事項： 水田等の高度活用による資源循環型、肉用牛肥育技術体系の実証

「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

✔ 中山間地域における水田・耕作放棄地等の有効活用による粗飼料二毛作生産技術の確立

✔ 水田ならびに耕作放棄地等を活用した省力化、通年放牧肥育管理技術の確立

✔ 飼料自給率100％による、黒毛和種の品種特性を活かした高品質牛肉生産技術の確立

番号：１４

様式２

研究･実証地区： 島根県大田市内放牧組合、島根県中山間地域研究センター

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）：5,000千円 ）

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：18,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：7,000千円 ）

粗飼料主体に

よる肉用牛肥育

技術

中山間地域での

粗飼料二毛作

生産技術

省力化、

通年放牧肥育管

理技術

◇ 放牧、飼料用イネWCSの長期複合給与による肉用牛肥育

◇ 野外での暑熱・寒冷曝露下における肉用牛放牧肥育技術

◇ 黒毛和種の品種特性を活かした高品質牛肉生産技術

◇ 中山間地域での飼料用イネとイネ科牧草の二毛作生産技術

◇ 茎葉多収、高糖分含有飼料用イネ品種「たちすずか」の活用

◇ 水田、耕作放棄地での放牧地造成、管理技術と復田技術

◇ 水田・耕作放棄地を活用した
肉用牛放牧管理技術

◇ 耕作放棄地における
ICTによる放牧牛の
省力管理技術

耕作放棄地の
放牧地管理

耕作放棄地放牧
（春期～秋期） イネ科牧草での放牧

（冬期～春期）
たちすずかWCSの

収穫、調製

適度な脂肪交雑の牛肉
粗飼料由来機能性成分含有

中・小規模営農集落を元気にする
粗飼料主体の肉用牛肥育技術体系の確立

２７



２８



提案内容
傾斜地カンキツ園を対象として、軽労動での栽培管理を可能にする園内道と樹列に沿う小道（作業道）の合理的な配置技術を提案する。また、マルドリ

方式や傾斜地対応型ハウスを導入して、新品種導入後の点滴かん水施肥技術により早期成園化を図り、未収益期間を短縮して、収益性の高いカンキ
ツ園地を体系的に整備する技術を確立する。さらに、団地型マルドリ方式と栽培支援システム等のICTを活用し、気象変動予測に対応した積極的な栽培
管理を産地的に取り組み、高品質果実の安定生産と簡易貯蔵により貯蔵性を向上させる技術体系を提案する。

具体的には、
1.傾斜地における園地整備技術
①園内道設計支援システムにより路線の概要を設計し、狭幅作業道造成機等を用いた作業道整備と簡易スロープによる園内道等との連結により、運搬
の軽労化を図る体系的園地整備技術を実証する。
②傾斜地活用型の雨よけ栽培用の片屋根ハウスや耐久性のある新たなマルチシート素材を用いたマルドリ方式で、若木の生育を促進し、未収益期間
の短縮と初期収量の増加を図る技術を実証する。
③電力やかんがい用水の確保ができない園地で点滴かんがいを行うために、太陽光発電を用いた揚水システムの活用技術を実証する。
④忍び返し柵等により獣害を防止する技術を実証する。
2.マルドリ方式を基軸とした高品質カンキツ生産技術
①アメダス等の基準観測点との地点間差から作成する精密メッシュ気象マップや衛星利用等により、園地環境特性を推定し、適地判定を行う技術を実
証する。
②樹の栄養状態や乾燥ストレス状態、土壌水分等の簡易指標を目安として、マルドリ方式による気象変動に対応したアクティブな栽培管理で高品質果
実を安定生産する技術を実証する。
③ 中晩生カンキツの品種特性に応じた貯蔵シートを開発して、コンテナと組み合わせた簡易貯蔵技術を用いて、省力的に貯蔵性の向上を図る技術を実
証する。
④水源等を共用して組織的に運営する「団地型マルドリ方式」を導入し、栽培支援システムにより、栽培情報や品質情報などの生産過程の情報を営農グ
ループ内で共有して、産地ブランド力の強化を図る取り組みの経営評価を行う。

提案者名：（独）農業・食品産業技術総合研究機構近畿中国四国農業研究センター傾斜地園芸研究領域 根角博久

提案事項：傾斜地における園地整備技術とマルドリ方式を基軸とした高品質カンキツ生産技術体系

「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
①集積した傾斜地園地の運搬作業の軽労働化、かん水施肥の省力化および獣害もなく高品質果実の安定生産を可能とする園地を実現する。
②未収益期間を2年程度短縮して、担い手への園地の継承を容易にする。
③品種特性に則した適地での栽培および生産技術の高位平準化を地域レベルで実現する。
④総合的な品質管理による高品質果実の安定供給で、産地ブランド力を強化し、カンキツ経営の収益が向上する。

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）： 55，000）

番号：１５

様式２

研究･実証地区：愛媛県松山市（ＪＡえひめ中央）、愛媛県今治市（生産者グループ）、静岡県、山口県

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） ２９



簡易栄養診断に基づく点滴かん水
施肥の適性化による安定生産

◆傾斜地における園地整備技術 ◆マルドリ方式を基軸とした高品質カンキツ生産技術

簡易土壌
水分計

品種特性に応じた貯蔵シート等
を用いて、簡易貯蔵による貯蔵
性を向上し、省力化を実現

園内道と作業道整備による運搬作業
の軽労化

軽労働で収益性のある園地確立と
未収益期間の2年短縮

園地集積・担い手への継承

精密メッシュ気象マップ

や衛星データの活用による
過去の園地環境の推定によ
り、栽培適地を選定

鳥獣害対策
（忍び返し柵等）

傾斜地における園地整備技術とマルドリ方式を基軸とした
高品質カンキツ生産技術体系

良食味品種「はれひめ」等
のマルドリ方式による栽培

太陽光発電による揚水システム
によるマルドリ方式の実現

マルドリ方式の利用による
若木の省力的生育促進

傾斜地活用型の片屋根ハウス
による初期収量の増加

高品質果実生産

果汁蓄積期の乾燥ストレス状態の制御
による高品質果実生産

水源等を共用する団地型マルドリ方式と栽
培支援システム等ICT活用により、担い手の
連携した精密管理を実現

水分ストレス表示シート

産地単位での良食味品種の高品質安定生産を実現
産地ブランド力の強化・収益性の向上

作業道造成機 簡易スロープ

園内道設計支援システムによる
整備の概要設計
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提案内容

高設ベッド栽培による促成イチゴ作型では収穫時期と育苗時期が重なるため省力化が求められており、また、近年、
資材や燃油の高騰等により育苗等の経費が増加し生産農家の経営が圧迫されている。

このような状況下で、省力化と低コスト化を図るため、島根県農業技術センターでは、新技術「無育苗栽培」を開発した
（２０１３年農林水産研究成果１０大トピックス）。

本技術の特徴は、従来、収穫が終わって廃棄していた株をそのまま残し、その株から発生したランナー子株を次作の
苗として直接、培地に植え付けることで、育苗にかかる作業時間が半減しかつ育苗経費を約７０％削減可能となることか
ら、イチゴの大幅な省力化が可能となる。

しかし、従来の品種に本技術を導入した場合、収穫の開始時期が遅れる傾向にあるため、花芽分化が早い新品種「か
おり野」に無育苗栽培法及び簡易高設栽培装置を組み合わせ、省力・低コスト・長期生産体系を実現する技術体系の実
証を行う。

提案者名：島根県農業技術センター 栽培研究部 野菜科 金森健一

提案事項：無育苗栽培法を利用したイチゴの省力化を実現する技術体系

「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
・大幅なコスト削減と省力化により収益性が向上する。
・育苗にかかる初期投資（施設、装置等）が不要なことから、新規栽培者や農外参入企業等の参入促進が期待できる。
・収穫期間中の育苗作業が不要なことから、栽培に集中でき、収量性・品質向上及び規模拡大が期待できる。
・収穫量の増加により業務用イチゴ生産など新たな市場の開拓が期待できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（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）：4,000千円 ）

番号：１６

様式２

研究･実証地区：関東・東海・近畿・中国・四国・九州

平成２６年度概算研究経費（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）：4,000千円）
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無育苗栽培法を利用したイチゴの省力化を実現する技術体系

無育苗栽培法

育苗省力化

新品種「かおり野」

多収・長期生産

簡易高設栽培

低コスト化

新技術導入

【目指す技術体系】 収穫可能期間

収穫株管理

ランナー子株植付け

植付け後管理

8 92 3 4 5 6 7月 10 11 12 1

体系化

省力・低コスト化を実現

【慣行栽培】 収穫可能期間

親株管理

１次育苗

２次育苗

ランナー子株管理

定植苗管理・定植

7 8 9月 10 11 12 1 2 3 4 5 6
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提案内容

イチジクでは全国的に土壌伝染性病害の株枯病が多発し、その対策に苦慮している。また、‘蓬莱柿’などの樹勢が強
い品種は、樹勢をコントロールするために開心自然形に仕立てることが多いが、この仕立て法は樹高が高くなりやすく、
管理や収穫に多大な労力を要し、高齢化が進む産地では省力化や軽労化が望まれている。

コンテナ栽培は土壌から根域を隔離して栽培するため土壌病害が回避できる上、養水分管理が制御できることから樹
勢のコントロールと収量の安定化が図れ、省力・軽労化が可能である。

そこで、コンテナ栽培技術に適した整枝・せん定法、養水分管理法を組み合わせ、土壌病害回避、省力・軽労化及び
収量の安定化を目指したコンテナ栽培技術の改良・実証を行う。

提案者名：島根県農業技術センター資源環境研究部 藤本順子

提案事項：イチジク良食味品種‘蓬莱柿’のコンテナ栽培による省力・軽労化と収量の高位安定化

「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
・株枯病が多発する産地の維持が可能となり、安定供給と産地の拡大に寄与する。
・省力・軽労化が図れることから高齢者や女性でも取り組みやすくなる。
・整枝せん定法及び養水分管理はマニュアル化が可能で、新規栽培者や農外参入企業の参入を促進できる。
・イネ育苗ハウスの有効活用や遊休ハウスへの導入が可能となる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：6,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：2,000 千円 ）

番号：１７

様式２

研究･実証地区：中国、四国、九州

平成２６年度概算研究経費（千円）：4,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 2,000 千円）
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イチジク良⾷味品種 ʻ蓬莱柿ʼ のコンテナ栽培による省⼒・軽労化と
収量の⾼位安定化

作業負担が大きい

作業効率、⽣産性の⾼い樹形

養⽔分管理の省⼒化
根域隔離による⼟壌病害の回避

楽に作業ができる

管理・収穫作業が楽なコンテナ栽培

株枯病罹病株

スイスイ ♪
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提案内容

近年の燃油価格の高騰により、加温栽培ブドウ生産者の農業所得は大幅に減少している。そのため、加温栽培面積
の減少や離農者の増加が懸念されており、このままではブドウ産地の維持も難しくなりつつある。

このため、①太陽熱を利用した高温処理法を用い、発芽を促進し、発芽揃いもよくなるため、約５％の燃油コストの削
減と作業労力の向上を目指す。②隔日変夜温管理法により、生育遅延や果実品質の低下を招かずに、１０％の燃油削
減効果を目指す。③サイドでの換気を極力なくし、軒や天窓での換気によってハウス内温度の急激な低下を防ぐ新省エ
ネハウスでは約５％の燃油削減を目指す。

これら全体で燃油削減率約３０％を目指した加温ブドウ栽培技術の開発・実証を行う。

提案者名：島根県農業技術センター 栽培研究部 果樹科 栂野康行

提案事項：加温ブドウにおける新省エネ技術導入による燃油コスト削減

「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
・燃油使用量の削減により、加温栽培ブドウ生産者の所得が確保され、ブドウ産地の維持につながる。
・燃油使用量の削減にともない、二酸化炭素排出量が削減され、地球温暖化防止に貢献できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（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）： 8,000千円）

番号：１８

様式２

研究･実証地区：東北、関東、近畿、中国

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）： 8,000千円 ）３５



発芽促進 5％

燃料削減率目標３０％

個
別
削
減
率

新省エネハウス

加温栽培ブドウにおける新省エネ技術導入による燃油コスト削減

新休眠打破法の導入
例：高温処理

新変温管理技術の導入

例：隔日変夜温管理

隔日変夜温管理専用サーモ

軒の換気で急激な温度と炭酸ガス濃度
の低下を防止

低夜温 20％

保温 5％
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提案内容

近年，温暖化による異常気象が頻発し，夏はより高温で夏日が多くなってきている。太陽光利用型施設園芸の場合高温，
低温側に大きく栽培適温から外れると植物に葉やけ（黄化，チップバーン）等の障害が発生し問題となる。障害発生のメ
カニズムは，高温及び，低温時に葉の葉緑体内で発生した活性酸素により引き起こされることが分かっている。申請者
は，これまでの研究で，培養液に添加したガスを植物に吸収させることにより，活性酸素を無毒化し障害が回避できるこ
とを明らかにしている。この技術を用いれば，栽培管理温度を障害を回避しつつ夏場に高温側，冬場に低温側にそれぞ
れ拡張できる。結果として冷暖房にかかるエネルギーの抑制が可能となる。本課題では，機能性ガス発生装置及び，気
体溶解装置の低価格化と，低価格のシステムを用いた実規模での栽培実証を行う。

提案者名：広島県総合技術研究所 農業技術センター生産環境研究部 藏尾 公紀

提案事項：培養液に添加した機能性ガスによる障害抑制システム

「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

培養液に機能性ガスを添加することにより，本来障害が発生していた夏場の高温，冬場の低温時に障害を回避しつつ
栽培が可能となる。低温，高温ともそれぞれ管理適温の幅が拡大でき，温度管理に必要なエネルギーコストを低減する
とともに，栽培北限，南限の拡大が可能となる。

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）： ）

番号：１９

様式２

研究･実証地区：中国地方太陽光利用型施設栽培

平成２６年度概算研究経費（千円）：15000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：13000千円）
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培養液に添加した機能性ガスによる障害抑制システム

高温、低温ストレス

高温、低温ストレス ガ
ス

ガス発生
装置

機能性ガス溶解装置

ガス

ガス

ガス

ガス

水耕ベット

ガス

障害を回避

葉やけから植物を守る障害抑制システム

チップバーン等葉やけが発生し
、商品価値を失う

結果的にハウス内の設定温度を夏は
高く冬は低く設定できるため冷暖房費
が節約できる。

強
光

夏の高温、冬の低温でも
障害が発生しない

現状

新技術

冷暖房コストの抑
制，生育促進によ

る収量増

ガスによりストレスから
植物を保護
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提案内容

[技術の概要]

広島県で開発したみかんの主幹形仕立ては、1本の主幹と約20～25本の側枝からなる単純な樹形であり、高さ2.2ｍ、幅1.2～1.4ｍの円
筒形に仕立てる樹形である。主幹形仕立ては樹形構造が単純で、側枝が水平であり、無効容積も少なく、管理がしやすい特徴がある。主
幹形仕立ては開心自然形仕立てに対して作業時間が短縮される等作業性が優れるとともに、果実糖度も13.5oBrixになるなど均一な高品
質果実が生産できる。

[普及状況]

広島県における主幹形仕立てのみかん栽培は、平成17年に7a導入され、平成25年度現在、5haとなった。しかし、いずれの導入事例とも
面積規模5a～10aと小規模で、大規模経営のモデルはなかった。

[新たな取り組み]

今回1ha規模の取り組みを2経営体が始め、これまでの蓄積した技術を基に平成24年に苗の定植を行った。それらの経営体から、これま
での小規模の経営を対象とした管理作業である、摘蕾・摘果、施肥、水管理、土壌表面管理（除草・マルチ資材）、収穫作業について、さら
なる単純化や省力化、軽労働化が求められている。

そこで、農業機械等の導入により、１ha以上の大規模経営を対象とした主幹形仕立てに適した省力化支援システムを構築する。

提案者名：広島県立総合技術研究所 農業技術センター 果樹研究部 川﨑陽一郎

提案事項：主幹形仕立てを活用した大規模みかん栽培省力化支援システム

「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
みかん産地の大部分をしめる傾斜地での個別経営から主幹形を活用した集落営農等大規模経営的な栽培のモデルになる。
これまでの開心自然形仕立てのみかん栽培に比べ、主幹形仕立ての導入と機械化などの省力化により，作業時間を60％以下に短縮す

るとともに、つらい作業を減少させることで、1～２ha規模の大規模みかん経営体において、効果的・効率的な経営ができる。

平成２７年度末までの概算研究経費（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）： 10,000千円）

番号：２０

様式２

研究･実証地区：広島県豊田郡大崎上島町・呉市蒲刈町

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）：8,000千円）
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主幹形仕立てを活用した大規模みかん栽培省力化支援システム

大規模経営

３．着果管理の効率化
１）摘蕾作業の簡素化

（１）前年のGA散布・尿素の葉面散布
（２）秋剪定（母枝刈り）

２）摘果作業の簡素化
（１）側枝別枝別全摘果
（２）摘果剤散布方法

（側枝別の散布機具の検討）

２．水管理の効率化
１）かん水ﾁｭｰﾌﾞ・タイマーかん水
２）生体情報に基づく管理

（果実肥大・水ストレス）

１．作業の省力・効率化
１）クローラ型防除機
２）動力運搬車の導入
３）園内道の改善
４）表層管理資材の検討

開心自然形個別経営

４．コンパクト樹形維
持による省力化

１）少量施肥
２）根域制限
３）植調剤の使用

主幹形個別経営

主幹形仕立て

４０



 

４１ 

経営的視点を踏まえた中核経営体の育成 
 

  集落営農法人の現状  【地域資源】
〇農作物の生産、春
～秋の作業 
〇山菜、タケノコ、 
〇椎茸のほだ木、炭
材木、冬の作業 
１年をとおして、集
落内に仕事あり 

 ●法人数：１９１組織（山口県 平成25年１１月末）
  経営品目：米・麦類・大豆中心 
  経営意向：規模拡大、担い手の雇用 
  規模拡大の方法：野菜等による経営の複合化 
          米・麦類・大豆の作付拡大、経営の多角化
 

  集落営農法人の課題  
 ■野菜等による経営の複合化 
  作業競合による労力不足、機械・施設導入の負担等 
 ■米・麦類・大豆の作付拡大 
  労力不足、機械・施設導入の負担等 
 ■経営の多角化 
  加工等の新事業を開始するための人材の確保･年間雇用、

社会保障の導入等 

 

〇地域資源を活用し
た人･モノ･金の循環
システムが分断 
〇里山の管理不足に
よる鳥獣被害の増大

 

集落営農法人等の中核経営体の収益を最大化 

 

１ 地域資源を活用した収益力の向上 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
  

２ 農林業等による労働時間の平準化 

 作業競合の緩和 
年間労働体制の確保 

(新規作目・技術を導入) 
年間雇用 

〇低コスト・省力化技術の導入 

〇高度栽培技術による高収益部門 

〇地域資源を活用した収益部門創設 

 
 
 

３ 経営的評価及び総合的支援システムの提示  

  人・モノ・金の地域循環システムを提示 
  中核経営体の実態に合わせた経営計画の作成支援に資するシステムの提供 

 
 

地域資源を活用した営農体制の再構築 

 

土地利用型作物を
中心とした複合経
営体制の構築 

山林里山農 地 

森林資源によ
る所得確保 

放牧による所得確
保、鳥獣被害軽減 

部門強化による所得
確保 

 

 

※平成 25 年度から山口県農林総合技術センタープロジェクトで各研究室が横断的に実施 

【事業活用】 
小麦、大豆 
鳥獣害防止 

【事業活用】 
野菜（イチゴ）、柑きつ、花き 
畜産 

番号：２１



提案内容
１ 背景と目的

イチゴ単価が低迷する中、燃油等の生産費の高騰により農家経営は逼迫している。植物工場でのイチゴ高位生産技
術は開発されつつあるが、高度な施設や装置は、資金面から個別農家では導入が難しい。そこで、山口型移動式高設
栽培システム「スライドらくラック」を技術シーズとして、我が家のハウスを植物工場にリフォームして、高収益生産を実現
する。

２ 実証内容

（1）改良型「スライドらくラック」による1.8倍の多稙化と株元局所温度管理技術による省エネと高位生産の実証

技術シーズ：骨材を軽量化し、導入コストを削減した改良型スライドらくラック、ヒートポンプによる株元局所冷暖房技術

（2）多収次世代品種「かおり野」を活用した育苗省力化と長期12ｔどりの実証

技術シーズ：株元局所冷却による花成制御・高温期果実品質向上技術、本圃直接定植技術

（3）農業法人が起業したジャム工房とのコラボによる６次産業化の実証

技術シーズ：地元特産品と自社農園果実を用いた「焼きジャム技術」

提案者名：山口県農林総合技術センター 農業技術部 園芸作物研究室

提案事項：イチゴの高収益生産から６次産業化までを可能とする高効率生産体系の実証

「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）株当たり暖房コストの30％削減と12ｔの多収栽培が同時に実現する。
（2）直接収益につながらない育苗作業を省力化・省略化できる。
（3）単価の高い秋期の収量確保と収穫期の延長による加工仕向け契約取引により収益性が大幅に向上する。
（4）ジャム工房とのコラボにより新規加工商品が開発され、全国展開が図られる。

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）：６，０００ ）

番号：２２

様式２

研究･実証地区：山口県

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）：６，０００ ）４２



イチゴの高収益生産から6次産業化までを可能とする高効率生産体系の実証

移動式高設栽培システムの全国的普及展開
・多収性と省エネルギー性に高い評価を得ているが、普及は西日本が中心
・広く全国のイチゴ生産農家に向けたソフト技術が必要

→植物工場に匹敵した更なる高収益性の獲得
→システムの低コスト化

イチゴの高収益生産の獲得
・イチゴ単価が低迷する中、生産費の高騰により農家経営は逼迫
・植物工場でのイチゴ生産が注目されているが、高度な施設や装置は、

農家が容易に装備できるものではない。
・高収益生産を獲得するための導入しやすい技術メニューが必要

→既存ハウスを植物工場にリフォーム！

部材改良による低コスト化

実証②多収次世代品種の長期12t採り

従来
栽培ベンチは固定

栽培ベンチの
移動機構を開発

同じハウスで
1.8倍に多植化！

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

従来

収穫期の延長 前進化長期
作型

花成長期化技術

クラウン温度制御技術

マニュアル化

既存農家の生産効率アップが必要！

クラウン温度制御による高温期の果実品質向上技術開発

慣行栽培で必須であった育苗作業の省力・省略化技術開発

食味を長期に維持するためのリアルタイム診断技術開発

新品種‘かおり野’

高度高収益型のイチゴ生産は
大型植物工場に限定される？

高度高収益型のイチゴ生産は
大型植物工場に限定される？

実証①移動式高設栽培システム「スライドらくラック」での高収益栽培

株元に
冷温水供給

ハウスにおける栽培面積占有率は
わずか４割！

省エネ暖房と
夏期の花成制御を両立！ 実証③

農業法人が起業したジャム
工房とのコラボによる6次
産業化を展開

生食用から加工用までの
イチゴ供給体制を確立

４３



提案内容

提案者名：山口県農林総合技術センター 農業技術部 花き振興センター

提案事項：高度環境制御技術およびボックス栽培の導入による小輪系ユリの効率的生産を実現する技術体系

「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
１ ボックス栽培によるユリ高生産性栽培の実現（目標収穫本数：２７万本／１０ａ・年）
２ ヒートポンプ等の活用による暖房コストの低減
３ 小輪系ユリの周年生産による切り花安定供給の実現

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： ７，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ３，５００ ）

番号：２３
様式２

研究･実証地区：中国（山口県瀬戸内沿岸部）

平成２６年度概算研究経費（千円）： ５，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ３，５００ ）

〔背景および目的〕

施設花き栽培では、燃油や資材の高騰等により経営が圧迫されており、コストの低減および生産性向上技術の導入が不可欠である。

一方、山口県が育成した小輪系ユリは、フラワーアレンジメントや小さなブーケ等、家庭での花き消費拡大が期待され、高品質な切り花

を周年で安定供給できれば、地域の花き振興につながる可能性を秘めている。そこで、当品種の小型である特性を活かしたボックスでの

密植栽培の導入による施設回転率の向上、栽培期間の短縮や高度環境制御技術による暖房コストの低減等を組み合わせ、高い生産

性の切り花栽培を実証する。

〔実証内容〕

１ ボックス栽培の導入による高生産性の実現

○ 山口県育成品種を利用したボックスでの密植栽培による多収切り花生産を実証する。

○ ボックス栽培により、施設内での栽培期間を短縮し、同一施設で年間５作の栽培体系を実証する。

○ 冷蔵施設での芽だし処理とつぼみ期収穫により、本圃での栽培期間を短縮し、暖房コストの低減と施設回転率の向上を図る。

２ 高度環境制御技術による暖房コストの低減および安定生産の実現

○ ヒートポンプや培地加温技術の導入により暖房コストの低減を図る。

○ 高温期における切り花品質の向上を図り、高品質な切り花の周年生産を実証する。

４４



高度環境制御技術およびボックス栽培導入による小輪系ユリの効率的生産を
実現する技術体系

実証内容①ボックス栽培による年５作体系

冬期の培地加温・
ヒートポンプ併用に
より暖房経費低減 ヒートポンプ 培地加温

家庭での花き消
費等小輪系ユリ
による需要の拡
大が期待できる

栽培施設の効
率的利用と安定
周年栽培により、
生産性の向上と
需要への対応
が可能となる。

◇ボックス栽培の導入による高生産性の実現

○ ボックス栽培 → 栽培期間の短縮・施設回転率の向上
○ 小輪系ユリの利用 → 密植栽培・高設ベンチでの栽培

年５作体系 ＝ 約２７万本収穫／１０ａ・年 実現

◇高度環境制御技術による暖房コストの低減および安定生産の実現

○ ヒートポンプの活用、培地加温 → 暖房コスト低減
○ 高温対策技術 → 切り花品質の向上

切り花の周年安定供給の実現

ボックスを利用した高生産性栽培方法

定植

出芽
栽 培 施 設

一斉収穫

収穫後
開花処理

高温対策（ヒートポンプ活用等）
で切り花品質を改善 → 作期拡大

【実証技術】

ユリコンテナを利用
したボックス栽培

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

従来作期

新作期 出荷時期 出荷時期高温対策による切り花品質向上

出荷時期出荷時期

実証内容②環境制御技術による暖房コストの低減と切り花の周年安定栽培

【実証技術】

密植栽培（小輪系
ユリの特性を活用）

冷蔵庫を活用した
芽だし処理

一斉つぼみ期収穫
＋開花処理（開花室）

４５



提案内容

⾼齢化・過疎化が進み⿃獣被害で苦しんでいる中⼭間地域の集落では、住⺠が⼀体となって集落の⾒守り点検を実施する必要がある。
地域集落の共通ＩＣＴインフラ（位置情報基盤ＤＢ）をクラウド上で構築し、携帯・スマホ・タブレットを活⽤する事で、位置情報・属性情報（
被害状況や柵設置状況、侵⼊痕、圃場状態等のフィールドサイン）・時刻・画像・コメント等の情報蓄積(登録)をリアルタイムに⾏う。
蓄積した情報を集落点検地図上に表⽰(プロット)し、集落住⺠や研究機関、⾃治体職員等の閲覧を可能とし、⿃獣害対策の場を提供する。
また、地図上で任意の警戒ゾーンを簡単かつ柔軟に設定する(先端技術)事を可能とし、GPSを背負った野⽣⿃獣が警戒ゾーンに侵⼊した場合、⾒
守り隊員等にメール通知することで、集落侵⼊前に追い払いを実施可能とする。

提案者名：山口県農林総合技術センター 経営技術研究室 鳥獣被害研究グループ

提案事項： ICT技術を活用した持続可能な鳥獣被害対策のできる集落支援システム

「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

鳥獣被害に関するデータが大量に効率的に集まることおよびその情報をリアルタイムに共有することができるために、小さい対策はリアル
タイムに効率的に行うことができ、大きい対策は蓄積されたデータを分析することにより、客観的な事業導入が可能となる。また、情報を共
有することは、被害者による被害対策から自治会での対策へ移行することができる。また、効率的に情報を収集することにより過剰な負担
を避けることができ、リーダーを養成することが可能となり、情報を共有することにより、サポーターも養成することが可能となる。

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（千円）： ）

番号：２４

様式２

研究･実証地区：山口市仁保地区

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（千円）： ）

Plan (情報収集、蓄積、公開：集落住⺠
、⾃治会、教育機関、狩猟者など）

⼀般の⼈が扱える携帯・
スマホ・タブレットアプリ

Check(評価)

危険地区の予測
蓄積デ

ータ
地域サポーターの養成

Action(改善)
情報公開

被害・危険予防

捕獲、追い払い

Do(蓄積データの利⽤)

⽣息状況

⽣息地調査

既存データ(GPSテレメトリー
、NOSAI、美⼟⾥ネットの
圃場データ)

連携

被害評価

地域リーダーの養成

リアルタイムで効率的な情報収集

４６



現状認識・対策立案(情報を共有する(P)

評価(リアルタイム)(C)

実行(蓄積データの利用)(D)

改善(蓄積データをナレッジに)(A)

ICT技術を活用した持続可能な鳥獣被害対策のできる集落支援システム

（生息地評価）

森林の餌状況、果樹の状況 等の評価

（被害評価）

圃場毎の被害時撮影による被害評価

・地域の事例集(デジタルノウハウ集)を作る

・地域リーダー･サポーター養成

・学習会開催

Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
の

公
開
デ

タ
リアルタイムで

確認

集落
位置情報基盤DB

(クラウド)

NPO

研究者

鳥獣管理士
住民

自治体職員

見守り隊
・被害、ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲﾝ、被害防護策の状態等の

集落点検状況を登録

・積み重ねられたデータをもとに計画作成

・情報を共有して計画作成

（生息状況）

生息頭数、遊動域、繁殖状況、捕獲による効果検証

出現･被害ポテンシャルマップの作成

ＧＰＳ＋カメラ

被害情報管理

生息密度管理生息地管理

被害管理

（対策実施）

・被害防護策を利用した捕獲

・竹林、耕作放棄地の除去

・追い払い

リアルタイム
に登録

見守り隊にメール
で通知

フィールドサイン・被害状況・柵設置状況等

ｱﾗｰﾑ

１ ２ ４３ ５ ・・

１１ １２ １４１３ １５ ・・

２１ ２２ ２４２３ ２５ ・・

GPSテレメトリー

（集落近接の収集とメール通知）

・任意設定領域への侵入をメールで通知し

集落侵入前に追い払い実施

ＧＩＳ圃場データ

案2
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提案内容
近年の気象災害や高齢化等による担い手不足を一因として、食料の安定供給に影響を及ぼす事例が発生している。

このような状況において、中山間地域では、比較的小面積でも高収益が得られ、先進技術の導入により作業の省力化･
単純化が期待される施設園芸作の重要度はより高まっている。一方、平坦地の施設園芸は、燃油・資材の高騰等により
経営が圧迫されていることから、低投入型でかつ高収益化を図れる体系の開発が必要とされている。

これらの課題の解決のため、低コストで導入可能な先進的環境制御技術の利用、地域間連携（例えば中山間－平坦
地での標高差利用連携）による安定生産技術の確立などにより、施設園芸における単位労働時間当たりの所得の 大
化を図る実用的な技術を実証する。

具体的には、①遊休ハウス等のリノベーションによる活用と暑熱対策技術導入と保温・蓄熱性能の 大化、②自律的
電力供給による自動灌水、環境制御および省力機器（防除、運搬等）導入による省力・快適管理作業システムの開発、
③節水減肥肥培管理技術や杉皮培地等の地域資源活用による低投入型野菜生産技術の確立、④湧水・井水など周年
安定した冷温熱源の活用を核とした局所温度管理システムによる高品質苗生産や、端境期生産の高品質化技術の実
証、⑤高標高地苗生産拠点化等による標高差活用地域間連携による中山間地－平坦地リレー生産体制の構築課題に
取り組み、 終的に、ICT技術を活用した遠隔監視モニタリングシステム構築による生産技術の視える化を図るとともに、
新規導入品目も含めた新規需要にも対応した現地実証研究を推進する。

提案者名：徳島県立農林水産総合技術支援センター 農産園芸研究課 野菜・花き担当 板東一宏

提案事項：トマト（イチゴ）地域間連携による低投入型・高収益野菜生産技術体系の実証研究

期待される効果

１．過大な資本投下が困難な西日本の中山間地域での施設園芸において、慣行の収量水準の倍増（例えば夏秋トマト
で15t/10a）を実現し、収量当たり労働時間を3割削減する。合わせて、資機材などの初期投入コストを1,000万円/10a以
下にとどめ、20ａ規模で400万円水準の所得を確保できる体系を提案する。

２．収益性の伸び悩む平坦地施設園芸において、簡易環境制御技術を導入し、さらに、中山間地と連携することで高品
質苗の確保、杉皮培地等の中山間資材の活用による低コスト安定生産を実現する。 終的には中山間地－平坦地連
携による周年高位安定供給体制を構築する。

番号：２５

様式２

研究･実証地区：全国（近畿・中国・四国地域で実証試験を推進して成果を全国展開）

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）： 10,000千円 ）

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）： 10,000千円 ）

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
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地域間連携による低投入型・高収益野菜生産技術体系の実証研究

【大都市近郊の特性を活かした高収益・低コスト生産体系を構築】
 導入条件（規模、担い手）に適合した技術メニュー（ハウス、栽培装置類）の提示
 キーテク（暑熱対策、保温・蓄熱、省力等）の実用化と普及（中山間、平坦地問わず）
 トマトをモデルケースとし、イチゴなど他の果菜類でも展開可能

平坦地施設園芸との連携
冬春作での高品質苗の活用
杉皮培地等の中山間資源活用

端境期解消につながる新作型、リ
レー生産体系構築
共通ブランド化、品質保証

中山間の夏季冷涼な気象資源を利用しつつ
、足腰の強い低コスト施設園芸を構築
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1日 8日 15日 22日 29日

気

温
中山間 高 ﾟC
平坦 高 ﾟC

（℃）

ハウスリノベーションと暑熱対策＋α
 足場パイプ利用高強度・好換気性ハウス

 暑熱対策：簡易設置型パッドアンドファン
 保温・蓄熱：布団資材等の新素材活用

 節水・減肥：日射量対応型自動灌水技術
の高度化

既存の雨よけパイプハウスは
老朽化が進み耐風性に劣る

平坦地に比べ、夏季の気温は
５℃以上低い（標高700m例）

平坦地施設園芸のノウハウを活用しつつ、
周年高位安定供給体制を構築

日射量対応型
自動灌水装置

湧水利用根域
冷却育苗

中山間・平坦地で共通利用可能なキーテク

一般的な保温用被覆
資材の２～３倍の断熱
性を有する多層断熱資
材（布団資材）

簡易設置型パッドアンドファン

バッグ育苗による
複数株同時定植

消費者の視点を踏まえ、
安全でおいしい野菜を低
コストで生産できる経営

モデルを確立
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提案内容

果樹類や果菜類などの輸出が増加している。日本産農産物は、品質の良さとともに「安全・安心」なイメージが強みで
ある。特に安全・安心は品目や産地の違いを越えた日本ブランドの重要な要素である。一方、農薬の残留基準は輸出相
手国によって異なり、日本の防除暦どおりの防除では残留超過の恐れのある農薬も少なくない。相手国の基準を満たし
ながら、効率的な防除体系を策定することが急務となっている。

・輸出用各作目で有効な薬剤の抽出とその残留データベースの作成

個別要素技術として、香川県ではこれまで、輸出用のミカンやイチゴに関して、輸出相手国の残留農薬基準の確認、
防除体系の見直し、残留農薬の確認を実施して、相手国の食の安全・安心の確保を行い、輸出促進を行ってきた。

網羅型研究とすれば、それぞれの輸出品目を抱える県が相互に協力することで、日本全体としてのデータベースを構
築することができる。

提案者名：香川県農業試験場生産環境部門 中西 充

提案事項：輸出用農作物用の農薬使用方法データベース作成

「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

輸出の有望な品目について、マーケットリサーチを実施する際に農薬の残留基準等に関係する項目を調査すれば、そ
れに合わせてデータベースから選択した薬剤によって輸出用の防除体系を構築することができ、世界に向けて安全で
安心な日本ブランドの農作物を輸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）：４，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：２６

様式２

研究･実証地区：四国４県

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）： ） ５０



輸出用農作物用の農薬使用方法データベース作成

国内の病害虫防除の現状 輸出に向けた課題 新たな防除体系の確立、実証

○多様な病害虫が発生

○多様な農作物を生産

○相手国では登録のない
農薬を使用

○相手国で登録の
ない農薬の代替
又は
使用低減技術の確立

○相手国の残留農薬
基準の把握

○代替農薬の導入

○既存農薬の
使用時期変更

○生物農薬の導入

「攻めの農林水産業」を実現するためには、
積極的な「輸出拡大」の取り組みが必要

相手国の「食の安全・安心の確保」
輸出拡大

農薬使用方法のデータベース
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提案内容

本提案課題では，新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業No.22076「間欠冷蔵処理によるイチゴの花芽分

化促進｣によって得られた成果をもとに，①気候温暖化条件下における効果安定化技術の確立，②近畿･中四国以外の
地域での主要品種・新品種に対する処理効果の検証，③既往の成果を基盤とした現地実証による普及促進を目的とし
て実施する。

提案者は，宮城県のイチゴ産地復興に向けたプロジェクトに参画して被災地において本技術を展開するための活動を
開始している．また，個人の生産者からは全国から問い合わせがあるが，全国的に普及を推進するには至っていない。
そこで，H25年には大産地である栃木県，長崎県，並びに地場消費向け出荷中心の中小産地を抱える青森県，新潟県，
和歌山県の参加を得て研究グループを立ち上げ，本課題を中心としてH26年度「農・食研究推進事業」に応募するため

の予備試験を各県ですでに実施した。本課題実施にあたっては，研究グル－プの立ち上げに際しても協力を得ている
｢イチゴフォ－ラム」（事務局:久留米研究拠点）を通じて，東海･九州地域を中心にさらに参加県を募ってグループを拡大
する．全国的なネットワークを構築して技術の高度化・安定化と実証を進めるとともに，園芸学会とリンクして年2回開催
される｢イチゴフォーラム｣を通じて全国的な普及を進める。

提案者名： 岡山大学 環境生命科学研究科 教授 吉田裕一

提案事項：間欠冷蔵処理によるイチゴの花芽分化促進効果安定化技術の確立と普及

「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
○ 花芽分化促進により定植・収穫期の前進化が可能になるため，定植時期の労力集中を避けることが可能となる。
また，クリスマス需要期に出荷可能な作型の比率が増加し，業務需要に対応した生産体系が確立される。
○ 初期投資が少ないため，中小規模農家でも導入が可能で経営規模拡大が容易になる。
○ 東日本や九州の主要品種でも効果が認められ，東北の被災地を含めた全国のイチゴ産地の活性化につながる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：18,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：２７

様式２

研究･実証地区：全国（近畿･中四国地域で得られた成果の全国的な実証と普及）

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）： ） ５２



間欠冷蔵処理によるイチゴの花芽分化促進

‘女峰’の35穴トレイ苗に対する間欠冷蔵処理の効果（岡山大，2009）

技術シーズ

間欠冷蔵処理の実際
・コンパクトで充実した苗を育成

夜冷処理で花成誘導が可能な苗＝挿し苗後40日，鉢受け後30日以上

・15℃プレハブに設定午前中（10時以降）に搬入し，3日間冷蔵

8月25日頃から：日長（日の出～ 日没）13時間以下

・3日後に同数の苗と入れ替え自然条件の雨除けハウスに戻す，遮光は不要

・これを3回繰り返し，後から入れた苗の処理終了後（9月13日頃）に定植

極早生 早生 中生
（女峰より早い） （女峰並） （女峰より遅い）

処理開始 8月20～22日 8月25日頃 8月30日～

定植限界 9月8～10日 9月11～13日 9月18～20日

かおり野 アスカルビー おおきみ

品　種 さぬき姫 おいCベリー 熊研い548

さがほのか 古都華 （ひのしずく）

とちおとめ さちのか

紅ほっぺ 福岡S6号

ゆめのか （あまおう）

主要なイチゴ品種の間欠冷蔵処理開始適期と定植前進化限界

早晩性

間欠冷蔵処理導入のメリット
暗黒の連続低温処理（株冷）より効果的で夜冷処理並みの効果．
腋花房の開花も早い．

果実予冷用冷蔵庫を利用して収納限界の2倍の苗を処理可能．

(1坪の冷蔵庫で9cmポット苗約3500株，35穴トレイ苗約5000株）

イチゴの苗を13～15℃の冷蔵庫で3～4日間冷蔵し，昼

前に同数の苗と入れ替え自然条件に戻す処理を2～3

回繰り返すと，花芽が分化する．

栃木県･長崎県・青森県･新潟県・和歌山県＋αの参画
全国レベルで主要品種の処理効果検証と実証

全国の促成栽培産地で生産性向上
労力分散による規模拡大・中小農家の収益性向上

既往の研究成果（実用化事業No.22076）

岡山大学・奈良県･香川県･(独)農研機構
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提案内容

西南暖地における花き生産現場では育苗時における夏季の高温による生産性や品質の低下が解決すべき喫緊の課題である。対応

策として高額なクーラー育苗技術が開発されているが、広く普及していない。本提案課題は、新たな農林水産政策を推進する実用

技術開発事業 No.18017「近畿圏の花とみどりを創出する環境適応性に優れた花き苗の開発」によって得られたnaked培地（外気に

露出する面積を増大させた露出培地 ）では気化熱により昼間の培地昇温を抑制できる成果をもとに，①培地の昇温抑制効果を最

大化する技術の確立，②培地サイズと養水分管理法の検証，③これらの現地実証による普及促進を目的として実施する。

提案者らは予備試験を岡山大学と和歌山県ですでに実施しており、naked培地では、盛夏季の高温下においても、プリムラ、ミ

ニシクラメンの枯死率が著しく低下し良好に生育すること、プリムラ、ミニシクラメンでは開花が前進すること、スターチスでは

、初期収量が増加することを見出している。培地の昇温抑制効果は、風速が大きいほど効果が大であるが、naked培地は露出面積

が大きいため乾燥しやすく、培地の大きさによっては養水分ストレスを生じ、その後の生育に影響を及ぼすことが予想される。本

提案では、最適な気化促進条件、培地サイズ、養水分管理法を明らかにすることで、naked培地による培地の昇温抑制技術を活用

した安価で安定かつ革新的な育苗技術を開発し、スターチス主産地の和歌山県や花壇苗生産が盛んな近畿・中国地域の生産現地へ

の技術の移転と普及を図る。

提案者名：岡山大学大学院環境生命科学研究科 後藤丹十郎

提案事項： naked培地苗で酷暑期にも安定して高品質なスターチス、花壇苗生産を安価に実現

「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
○開発する新技術は、クーラー育苗と比較して育苗コストを大幅に削減できる。
○高温条件で育苗する慣行管理と比較して開花期の前進化や品質の向上を実現できる。
○生産者が簡易に導入可能な技術であり、しかも実効性が高く安定性のある育苗が可能となる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：１６０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：２８

様式２

研究･実証地区： 中国、近畿

平成２６年度概算研究経費（千円）：８０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ） ５４



naked培地苗で酷暑期にも安定して高品質なスターチス、花壇苗生産を安価に実現
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初期経費・
維持経費
ともに高い

●

●

naked育苗（高度化事業No.18017で開発)
●気化促進による昇温抑制
●崩れない培地で定植作業軽減
●どんな素材も自由に形が成型可能

naked
（むき出しの）

ポリポット
平均 36℃

naked培地
平均 31℃

スターチスの切り花本数増加効果
クーラー育苗と同等の収量
（和歌山県、2013）

Naked育苗 ポット

既往の研究成果

ミニシクラメンの開花前進効果
ポット育苗と比較して２０日以上
開花前進（岡山大、２０１2）

期待される効果
○クーラー育苗と比較して育苗コストを大幅に削減。
○スターチス、プリムラ、ミニシクラメンの高温条件のポット育

苗と比較して開花期の前進や品質向上が実現。
○生産者が簡易に導入可能な技術であり、しかも実効性が

高く安定性のある育苗が可能。
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プリムラの枯死率の推移
naked育苗で枯死率低下
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プリムラの開花率の推移
naked培地で１２月出荷可
能
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提案内容 イチゴの高設栽培は全国で普及しているが、高設栽培に適した温室用複合環境制御コントローラの普及は
進んでいない。複合環境制御可能なコントローラは高価であり廉価で使いやすい製品の普及が望まれている。本提案
課題では、高度な環境制御装置をオープンで標準化された環境制御システム（ユビキタス環境制御システム）の環境を
利用することで安価に提供することを目的としている。イチゴの高設栽培では、土づくりを実施しないため温室内への有
機物の投入量が少なく、CO2飢餓になりやすく、CO2施用が必須とされている。しかし、現在のCO2施用はタイマーを利用
した制御が主流で、効率的な制御が実施されているとは言えない。特に、CO2施用装置と換気装置や暖房器との協調制
御は現状では不十分であるが、制御状況をモニターする環境さえほとんど普及していない。そこで、イチゴ高設栽培用
の効率的なCO2施用を実現する安価な環境制御用コントローラを提供し、生産現場での普及を推進する。制御ロジック
は、岡山大学および一部の実験的な生産施設で導入されているCO2施用、換気、暖房に関する複合制御アルゴリズム
を利用し、製品として販売可能なユーザーインターフェースを実装し、生産現場で有用性の検証を行う。

導入現場はCO2施用装置の導入がおこなわれている生産者と、未導入の生産者にあらたに導入する２つのケースで
検討を行う。提案するコントローラの導入により、温室の環境制御の高度化とICTを利用した実用的なモニタリングが同
時に実現可能となる。モニタリングシステムはクラウドにも対応可能なものとし、生産現場で使いやすい制御装置として
提示する。

提案者名： 岡山大学 環境生命科学研究科

提案事項： CO2の効率的施用を実現するイチゴ高設栽培用統合環境制御コントローラ

「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、効率的な制御が難しかったCO2施用を中心としたイチゴ高設栽培における効率的な環境制御が
実施可能となる。モニタリング等を含めた環境制御システム一式が海外製の高価な複合環境制御システムの5分の1程
度の費用で導入可能となる。CO２施用未実施の施設においては大幅な多収生産が、施用装置導入温室では施用効率
の効率化が可能となる。

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：２９

様式２

研究･実証地区： 香川県・奈良県・岐阜県

平成２６年度概算研究経費（千円）：12000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ） ５６



CO2の効率的施用を実現するイチゴ高設栽培用統合環境制御コントローラ

岡山大学で長年運用してきた
実績のあるアルゴリズム

旧式のコンピュータでしか
動作しない

全国で発生して
いる同様な状況

安価な複合環境制御
コントローラ（温度、CO2濃
度、
日射センサを搭載） 換気装置

暖房機

CO2施
用装置

ユーザーインターフェースにブ
ラウザを使用することで開発コ
ストを大幅に削減

イチゴ高設栽培

宮城の復興支援のプロジェクトの環境
制御システムと同じUECSを採用。既

開発のソフトウェアの有効活用が可能
である。
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