
1 1
温暖地における業務用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

網羅型研究 農研機構　中央農業総合研究センター 仁平　恒夫

2 2 東海における水稲・小麦・大豆による大規模個別型水田高度輪作体系の実証 網羅型研究 三重県農業研究所 中西　幸峰

3 3
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

網羅型研究
農業生産法人 有限会社 鍋八農産
（九州大学、ヤンマー株式会社等）

八木　輝治 13:45～13:58 13
発表８分
質疑５分

4 4 農機新技術とICT活用による「儲かる農業（高収量良食味米生産）」の実証
個別要素

技術型研究
株式会社クボタ 宮地　克嘉 13:58～14:04 6 発表６分

5 5 低リン機能性米の効率的生産・加工技術
個別要素

技術型研究
三重県農業研究所 橋爪　不二夫 14:04～14:10 6 発表６分

6 6
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

個別要素
技術型研究

パナソニックシステムネットワークス（株） 深澤　成政 1410～14:16 6 発表６分

7 7
かぶせ茶の品質を高める直掛け段階被覆技術の導入実証による高付加価値
商品の開発

個別要素
技術型研究

三重県農業研究所 森井　　均 14:16～14:22 6 発表６分

14:22～14:30 8
４～７の質疑

８分

8 8 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 網羅型研究 社団法人家畜改良事業団 濱野　晴三 14:30～14:43 13
発表８分
質疑５分

9 9
豚肉質を改良する種豚と飼料を活用した食肉流通業との連携による良質（肉
色が良く、ドリップが少なく、霜降り割合が多い）豚肉を生産するシステム

網羅型研究 岐阜県畜産研究所 吉岡　　豪 14:43～14:56 13
発表８分
質疑５分

14:56～15:10 14
休憩

（調整時間）

10 10 シュートヒータによる高品質トマトの低コスト安定生産 網羅型研究 石川県立大学 加納　恭卓 15:10～15:23 13
発表８分
質疑５分

11 11
高収益メロン栽培のためのバイオメタンを活用したエネルギーコスト削減技術
の実証

網羅型研究 名城大学 田村　廣人 15:23～15:36 13
発表８分
質疑５分

12 12
野菜の流通への柔さ客観データ評価テクノロジー適用による高品質・管理効
率化

網羅型研究 国立大学法人 東京農工大学 佐久間　淳 15:36～15:49 13
発表８分
質疑５分

13 13
農業産業化ジャパンクオリティ・システム形成に向けた革新的生産技術体系の
確立

網羅型研究 デザイナーフーズ株式会社 小笠原　真清 15:49～16:02 13
発表８分
質疑５分

14 14
半閉鎖型管理（SCM)による施設花卉・果菜類の生産性向上および環境負荷
軽減技術の実証

網羅型研究 農研機構 野菜茶業研究所 岩﨑　泰永 16:02～16:15 13
発表８分
質疑５分

15 15
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

網羅型研究 パナソニック環境エンジニアリング（株） 納村　和美 16:15～16:28 13
発表８分
質疑５分

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（東海ブロック１月２９日）　提案事項一覧　（※発表時間帯は目安であり前後することがあります）

発表順 提案事項 研究の類型 研究機関等の名称 氏名 発表時間帯
持ち
時間
（分）

持ち時間の内訳

15

中央農研
　    　発表７分
三重県
　    　発表３分
質疑併せて５分

４～７の質疑

休憩

資料Ｎｏ

13:30～13:45



発表順 提案事項 研究の類型 研究機関等の名称 氏名 発表時間帯
持ち
時間
（分）

持ち時間の内訳資料Ｎｏ

16 16
施設園芸ハウス内の省エネ・除湿・透光性に優れた新資材⇒　製品名は『カラ
ぬーく』

個別要素
技術型研究

日本合成化学工業株式会社 池永　和義 16:28～16:34 6 発表６分

17 17 多収量トマトを安定生産する為の生育診断バイオマーカーの開発
個別要素

技術型研究
株式会社浅井農園 浅井　雄一郎 16:34～16:40 6 発表６分

18 18 太陽光の赤外線透過防止技術によるトマトの革新的省エネルギー栽培の実証
個別要

技術型研究
三重県工業研究所 井上　幸司 16:40～16:46 6 発表６分

19 19 低温でCO2を発生することができる機器による省エネ
個別要素

技術型研究
株式会社デンソー 太田 欣吾 16:46～16:52 6 発表６分

16:52～17:02 10
16～20の質疑

１０分

17:02～17:15 13
休憩

（調整時間）

20 20 ICT技術を用いたシカ、イノシシ、サルの防除、捕獲一環体系技術 網羅型研究 三重県農業研究所 山端　直人 17:15～17:28 13
発表８分
質疑５分

21 21 中山間地における地域住民が活用できる獣害対策ツールの開発
個別要素

技術型研究
特定非営利活動法人
穂の国森林探偵事務所

高橋　　啓 17:28～17:34 6 発表６分

22 22 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
個別要素

技術型研究
三重県農業研究所 三井　友宏 17:34～17:40 6 発表６分

23 23
マルドリ方式における極早生ウンシュウの水分ストレス制御による高品質果実
生産技術体系の実証

個別要素
技術型研究

三重県農業研究所 須崎　徳高 17:40～17:46 6 発表６分

24 24
土壌中の生物性を考慮した新たな土壌診断技術を用いた環境保全型循環農
業の実証研究

個別要素
技術型研究

国立大学法人 豊橋技術科学大学 熱田　洋一 17:46～17:52 6 発表６分

17:52～18:00 8
22～25の質疑

８分

資料配
付のみ

25 GTL燃料を用いた新たなハウス加温法の開発 網羅型研究 高知大学 安田　尚登 - - -

資料配
付のみ

26 局所加温による省エネ低コスト・高品質切り花栽培技術 網羅型研究 神奈川県農業技術センター 相原　朋之 - - -

資料配
付のみ

27 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
個別要素

技術型研究
株式会社ソラール 黒田　邦臣 - - -

資料配
付のみ

28
29

・「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」
・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）

個別要素
技術型研究

株式会社ラジアント 杉浦　武雄 - - -

16～20の質疑

休憩

25～28の質疑



提案内容

提案者名：（独）農研機構 中央農業総合研究センター 農業経営研究領域 仁平恒夫

提案事項：温暖地における業務用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

「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水稲作については、業務用良食味多収品種と、高能率作業体系の導入して生産費を慣行体系地域平均全参入生産
費に比較し４割削減する。
②麦大豆作については地下水位制御、多収品種等を導入して収量水準の向上を図る。
③稲麦大豆３年４作や稲麦二毛作の実施により高い土地利用率を実現するとともに、それらに野菜類を加えた高度水
田輪作体系を構築する。また、ICT・RT技術を用いた高度作業体系を営農現場で実証する。

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）： 80,000 ）

番号：１（東海）

研究･実証地区：千葉県横芝光町、茨城県桜川市、埼玉県熊谷市、愛知県安城市、三重県津市、滋賀県甲賀市

平成２６年度概算研究経費（千円）：90,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 60,000 ）

◆業務用野菜の機械化一貫栽培体系

マルチステージ苗移植による長ネギの
高生産技術体系の実証
底面吸水育苗、部分施肥技術等による
キャベツの高位安定栽培技術の実証

高機能基盤整備地区等における
大規模水田高度輪作体系の実証

簡易土壌診断法

多収良食味新品種 大型不耕起播種機

◆業務用、加工用多収品種の活用

良食味多収水稲品種「あきだわら」等を用
いた乾田直播や密乳苗疎植栽培
小麦「さとのそら」等を用いた後期重点追
肥による多収栽培等
「里のほほえみ」等、多収で機械収穫適
性のある大豆品種の栽培
不耕起播種機等を用いた大型機械体系

投入する
個別技術

新品種を用いた省力・低コスト
水田輪作体系を実証

温暖地の各地に導入品種や技術体系の
異なる実証地区を設定（千葉県、茨城県、
埼玉県、愛知県、三重県、滋賀県）

マルチステージ
ネギ苗移植 底面吸水育苗

コンバイン協調作業

省力栽培によ
る野菜の機械
化一貫体系の
実証

ICT・RT技術の実証
水稲密乳苗疎植栽培

◆ICT・RT技術活用による先端技術・情報活用

作業能率を高める直進アシスト作業の実証
コンバイン等の無人＋有人協調作業の実証
大規模水田営農を支援するGIS栽培管理・経営管
理技術の実証
スマート田植・追肥同時生育診断システムの構築
簡易土壌診断法による効率施肥技術の実証
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温暖地における業務用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（実証地の特徴と投入技術）

実証地
千葉県横芝光町
（農）アグリささもと

茨城県桜川市
（有）イワセアグリ
センター

埼玉県熊谷市
（有）中条農産
サービス

愛知県安城市
（農）高棚営農組合

三重県津市
（株）前川農産

滋賀県甲賀市
（有）るシオールファーム

担当機関 中央農研・千葉農林総研・石川農セ
茨城農研・中央農研・

京都大学
埼玉農総セ 愛知農総試・農工研

三重農研・
中央農研

滋賀農技セ･中央農研

輪作体系 水稲・麦類・大豆３年４作＋野菜類
水稲・麦類・大豆
３年４作

稲麦二毛作 水稲・麦類・大豆２年３作
水稲・麦類・大豆
３年４作

水稲・麦類・大豆３年４作
＋野菜類

実証地の
特徴

地下水位制御システムによる高機能基
盤整備地域において、稲・麦・大豆の高
生産と野菜作の組み合わせによる高度
輪作体系

耕うん同時畦立て播種
による湿害回避技術を
用いた稲・麦・大豆輪作
体系

稲麦二毛作による土
地利用率200％の体
系

GPS制御による高精度圃場
管理＋排水対策技術を組み
合わせた稲・麦・大豆輪作体
系

小明渠浅耕播種
による湿害回避
技術を用いた稲・
麦・大豆輪作体系

不耕起播種を用いた稲・麦・
大豆の省力体系と野菜作を組
み合わせた輪作体系

水稲

・不耕起乾田直播栽培
を用いた水稲の高生
産・省力低コスト化技術
の実証

・良食味多収品種（あき
だわら・ふさこがね等）
の特性に応じた栽培管
理技術の実証

・品種「ふくまる」等多収
品種の実証

・「彩のきずな」等の
品種を用いた密乳苗
疎植技術

・GPSレベラによる高精度・省
力的均平技術

・良食味品種「あいちのかお
りSBL」を用いたＶ溝乾田直
播技術

・小明渠浅耕播種
による「みえのえ
み」等の多収品種
を用いた乾田直
播技術の実証

・「ゆめおうみ」等多収品種を
用いたＶ溝乾田直播技術

麦類

・地下水位制御システムを活用した「さ
とのそら」の高位安定栽培・簡易土壌診
断に基づく生育診断を実施

・「さとのそら」を用いた
土壌・生育診断に基づく
施肥技術の開発

・「さとのそら」の多段
施肥による高生産技
術と二毛作への適用

・水稲後小麦作切換え時の
GPS制御による営農排水促
進技術

・めん用小麦「きぬあかり」の
高品質多収栽培技術

・小明渠浅耕播種
による「さとのそ
ら」の後期重点施
肥による高生産
技術

・パン用小麦品種「ミナミノカオ
リ」を用いて、徹底した排水対
策と施肥対応技術による多収
化と品質安定を実証

大豆

・改良型不耕起播種機による省力播種

・地下水位制御システムと不耕起栽培
による「里のほほえみ」の省力高位安
定生産

・改良型耕うん同時畝立
て播種機による湿害軽
減

・「フクユタカ」の早播き・摘心
による多収栽培技術

・「フクユタカ」の
小明渠浅耕播種
による湿害軽減・
多収栽培技術

・不耕起狭畦密播による「フク
ユタカ」の安定多収栽培技術

野菜類

・マルチステージ
苗移植による長ネ
ギの周年・高品質
な機械化一貫作
業体系

・ネギ平床移植技術
体系の実証

・ずらし播き、底
面吸水育苗、う
ね内部分施肥
技術を用いた
キャベツ等の高
位安定栽培技
術の実証

その他
（ICT・RT技術
経営評価等）

・土壌の簡易診断と施肥対応技術
・GIS活用によるPMS（分散圃場管理ソフト）、Z-BFM（経営支援ソフト）等の技術
・大規模高度水田輪作の経営評価とバリューチェーンの構築

・ICT・RTを活用した直進アシスト・車速連動制御等の高度作業体系の実証
・有人＋無人コンバイン協調作業
・６次産業化につながる品目（めん用小麦・パン用小麦等）の導入

改良型高能率
不耕起播種機

「ふくまる」
密乳苗疎植技術 GPS制御明渠施工 Ｖ溝直播機

ネギ苗移植機

改良型耕うん同時
畝立て播種機 小明渠浅耕播種機 底面吸水育苗

GIS活用による
栽培・経営管理

ネギ苗移植機
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提案内容
水稲・小麦・大豆の２年３作体系において多収品種、施肥法、生育制御技術を水稲の乾田直播、小麦・大豆の小明渠浅耕播種栽培に適応して省力低
コスト技術体系を実証する。

高速耕耘 砕土・鎮圧 高速小明渠浅耕播種 生育制御

水稲では多収品種「みえのえみ」を用いて収量確保を図るとともに３月に播種することにより分散する圃場での隣接移植水稲の入水代掻きの影響を軽減
する。

小麦では、高速小明渠浅耕播種により初期の降雨の影響を軽減するとともに、品種「さとのそら」を用いて追肥重点の施肥体系を行うことにより収量確保
する。
大豆では、高速小明渠浅耕播種することで初期の降雨の影響を軽減するとともに、「フクユタカ」の早播きと摘心機・ディスク式培土機を用いた生育制御
を組み合わせて収量を確保する。

提案者名：中央農研東海研究拠点・三重県農業研究所 農産研究課

提案事項：東海における水稲・小麦・大豆による大規模個別型水田高度輪作体系の実証

「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
輪作体系全体での作業時間を三重県平均の50％削減するとともに収穫物あたりの生産費を40%削減する
収量目標(実収）：
水稲：みえのえみ（直播）；540kg/10a 小麦：さとのそら；480kg/10a 大豆；フクユタカ；240kg/10a

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）： ）

番号：２（東海）

研究･実証地区：津市

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）： ）
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提案内容：
研究目的：IT農機、圃場センサー、営農可視化システム、技能継承手法等の民間・大学・独法等の有する先端要素技術を融合し、
気候変動・市場変動下における次世代大規模稲作経営の持続的発展を可能にする営農技術体系の開発実証を行い、 従来の限
界を打破する革新的水田生産技術体系および経営モデルを確立する。
主要技術・研究課題：実用化段階にある以下の要素技術を、経営面積180ha超（うち作業受託70ha）の大規模経営（米・麦）の全
圃場に導入し、経営全体を対象にした網羅型研究を実施する。
・ＩＣＴ、ＧＩＳを活用した圃場別気象・栽培・作業・収量・品質データの収集・解析と効率的生産管理による作業効率および収量・品
質の向上
・リアルタイム土壌センサー、マニュアル分析等を活用した土壌分析に基づく土壌診断による施肥コスト低減
・地域資源（モミガラ、米ぬか、鶏糞等）を活用した地域循環型堆肥製造・施用による『土づくり』と施肥コスト低減および増収
・無人ヘリ搭載型センサー・携帯併用式作物生育観測装置等を活用した生育モニタリング・作物情報収集の効率化による生育診
断に基づく施肥量の適正化、肥料コストの低減、省力化
・米の乾田直播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
・ＩＣＴ・営農可視化システムFVS・PMS・技能継承手法を活用した分散圃場の作業・水管理、作業ノウハウの見える化
・GPSブロードキャスタ、速度連動作業機等のIT作業機を利用した作業の高精度化および農作業効率化
・情報支援機能搭載型のインテリジェント収量コンバイン等IT農機およびコメ品質評価システム活用した収量・品質向上
・気象予測と生育モデルを活用した「気象対応型栽培法」等の高温障害予防・回避対策による収量・品質の安定化・向上
・FAPS－DB等を活用した気候・市場変動型品種作物・品種・作期分散シミュレーションによる経営モデルの確立
研究コンソーシアム：有限会社鍋八農産、九州大学、東京農工大学、農研機構（中央農業総合研究センター）、愛知県（調整中）、
ヤンマー株式会社、ソリマチ株式会社

提案者名：鍋八農産代表八木輝治、九州大学大学院農学研究院教授南石晃明、ヤンマー株式会社

提案事項：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

「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労働時間の削減（省力化、低コスト化）、②育苗資材・肥料等の物財費の低減（低コスト化、環境負
荷低減）、③売上向上等が期待できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： ２２０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ６０，０００ ）

番号：３（東海）

研究･実証地区：東海（愛知県）

平成２６年度概算研究経費（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 ）
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1,名称：クボタスマートアグリシステム（略称：KSAS）
2,提案内容【実証テーマ】超大規模のスーパー担い手を対象とする実証を行う。

1)農業経営の「見える化」で「儲かる農業」を実現する。
①圃場ごとの「収量／タンパク質含有率／水分率」を測定、 記録するので、

圃場ごとのバラツキ、特性把握が可能になる。

②上記①の蓄積・分析により、課題を抽出。事実情報に基づき施肥（改善

施肥）設計が可能になる。

⇒上記①②を重ねる新しい科学的アプローチ（改善農法）を提案。これにより

高収量良食味米の生産を確立する。

2)蓄積情報の活用
①蓄積情報をもとに栽培履歴を作成。

②蓄積情報の集計・分析により作業効率の向上、コスト削減。

⇒データ、ノウハウの蓄積・分析による経営基盤強化を実現する。

提案者名：株式会社クボタ 農業機械総合事業部

提案事項：農機新技術とICT活用による「儲かる農業（高収量良食味米生産）」の実証

研究・実証地区：東海ブロック

「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」 提案資料

■期待される効果
1)根拠（事実情報）に基づく営農改善活動が可能になり、収量・品質の
向上及び均一化が安定的に行える
農業が確立する（科学的アプローチによる儲かる農業の実現）。

2)データの蓄積分析により作業効率の向上、コスト削減が進み経営基盤
が強化される。また新しい農法の伝承が可能になる。

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：10,000千円）

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：5,000千円）

番号：４（東海）
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提案内容

リンは、ヒトの生命維持に必須の元素であるが、慢性腎臓病（CKD）による透析患者は摂取を制限する必要が
ある。こうした透析患者は2010年で30万人と年率10％以上の増加を示しており、さらにCKD予備群は1000万人と
推定されていることから、低リン食は今後大きな伸びが期待できる成長市場として注目されている。低リン食の
中でも米は、リン摂取量に対する寄与が大きいため、リン含有量を通常白米の50％程度に低下させた米が開発
されている。しかし、こうした既存商品は、通常の米に比べて価格が極めて高く、食味が著しく劣ること等の問題
がある。提案者らは、これまでに食味低下が少ない低リン米の搗精法を考案し、透析患者を対象とした臨床試
験により効果検証を実施してきている。

本研究では、これらのシーズ技術と医食農連携コンソーシアムを活用し、稲作農家の経営安定に繋げるため、
付加価値の高い機能性米の生産体制を構築する。具体的には、三重県農業研究所が稲作農家と共同で、玄米
へのリン集積の少ない品種選抜とリン減肥栽培の組み合わせた原料米の低コスト生産技術を現地で実証する。
また、精米業者が、さらに砕米の少ない、リン含有量を低下させる搗精法へと改良し、安価な低リン米供給体制
を構築する。さらに開発した低リン米について医学系大学が動物実験等による効果検証を行う。

提案者名：三重県農業研究所

提案事項：低リン機能性米の効率的生産・加工技術

「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）リン適正施肥・リン減肥による肥料コスト削減
（２）機能性の付加による米の新たな価値および需要の創出
（３）腎機能低下予防等、機能性米の開発・利用による国民の健康維持、医療費の低減

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：５（東海）

研究･実証地区：三重県内

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）： ）
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低リン米栽培技術の確立
・ コメ栽培における最低必要リン量の把握

→低リン米栽培用施肥スケジュール作成
・ 低リン米としての最適品種の選抜

低リン米低コスト加工技術の改良

商品開発

低リン米栽培技術の実証
低リン米の生産

動物試験によるリン摂取制限の影響評価
・ 腎臓機能低下予防
・ 骨粗鬆症予防

消費者

三重県農業研究所 医療系大学

精米加工業者

生産者

技術提供

リン減肥による肥料費削減
（リン肥料50%カットで肥料費２割減）

腎機能低下予防等、
機能性米による健康増進

（おいしい機能性米が手ごろな価格で、
求められる）

機能性の付加による価値向上
（本研究により生産物の販売予定価格を

通常米の1.2~1.3倍に抑制）

経済効果
新需要創出による市場拡大

Win-win

低リン機能性米の効率的生産・加工技術

8



提案内容

提案者名：ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ（株） ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ

提案事項：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

「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
・農作業全体の作業（工程）の可視化をすることで、改善点や効率を上げるための対策を打つことが可能になります。

・分散する圃場、施設の現状をリアルタイムに見れ、記録するので過去の状態を確認し、比較する際に変化点の可視化
（画像で確認）することが出来ます。

平成２７年度末までの概算研究経費（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）： ２０，０００千円 ）

番号：６（東海）

研究･実証地区：愛知県・三重県内 農業法人様

平成２６年度概算研究経費（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）： ２０，０００千円）

分散する圃場・施設の環境情報＋カメラの映像をネットワークで収集・記録・確認で生産ノウハウの蓄積

分散する圃場（施設）全体の業務の可視化

作物の収量アップのための改善作業の効果確認

分散する圃場（施設）の作物の過去生育状況確認

お困りごと

有効改善作業の標準化（マニュアル化）

ネットワークを構築するのに苦労

各種業態で鍛えられた業務用無線・業務用カメラを使用しサーバーで収集することで同時に全体を把握することが出来ます。
製造業のお客様にご愛顧いただいている物つくり、品質管理のノウハウを集めた『工場見える化システム』を農業に展開し高効率運用を図ります。
http://panasonic.biz/solution/factory/

各種センサー情報の収集と閲覧

分散するカメラの映像を一元閲覧、録画

カメラの映像をリアルタイム・過去に戻り閲覧

自営無線によるネットワーク構築

ご提案システム 仮称『農場可視化システム』
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自営無線ネットワークを活用した 『農場可視化システム』

データロガー （個別）
・圃場やビニールハウス内に設置された各種
センサ情報を収集しサーバーにアップする

データー蓄積サーバー

データー表示サーバー

『農場可視化システム』
・点在する圃場・施設を自営無
線システムでネットワーク化し
ランニングコストを抑えたイン
フラ構築を実現

・各圃場・施設の各種接点情報
を収集し、定期的にサーバー
へアップ。

・業務用（防犯用）高画質カメラ
の画像を、サーバー上で各種
センサー情報と合わせて記録。

・各圃場・施設の現在の情報/
過去履歴の確認を効率よく行
うことが可能となる。

・ICTの活用により点在、または
離れた場所にある圃場・施設
内の状況を同時に把握し高効
率運用を図る。

通信インフラ

業務用カメラ

データロガー

自立筐体 堅牢型デバイス

閲覧制御アプリ

データロガー

業務用カメラ

通信インフラ機器
・業界初のｵｰﾙｲﾝﾜﾝﾀｲﾌﾟ（5G無線ﾘﾝｸ、
Wifi、920M特小）のﾏﾙﾁｱｸｾｽｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾀ
・ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗを直接収容（電源供給可）
・屋外ｲﾝﾌﾗ用創蓄連携装置との組合せ
により不日照3日間独立運転が可能

業務用カメラ
・防犯カメラとして広く使用されている高画質
ネットワークカメラ
・耐候性が高く、屋外・湿度の高い施設内でも
安定稼動 自立筐体 （個別）

・屋外に設置する際に、圃場・施設ごと作製

データ蓄積・表示サーバー
・各圃場、施設内の作物の様子を収集し、
合成し表示する。
・作業履歴などデーターと合わせカメラの
画像を録画
・後日解析する為の再生機能の充実
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提案内容
三重県は日本一のかぶせ茶産地で、主に県内北勢地域において、原料茶として流通している。かぶせ茶は、その色合い・旨味・
かぶせ香から付加価値のある商材でもあり、単なる原料茶でなく、直接小売りにより農家が直接恩恵を受けることができる可能
性がある。本研究室では特産のかぶせ茶の品質を高める直掛け段階被覆技術の開発に取り組み、平成２４年度三重県の成果
情報としてとりまとめ、25年度内に公表を予定している。
一方、本県南勢地域は、煎茶・深蒸し煎茶の産地であり、かつ市場・問屋出荷だけでなく、6次産業化により直販を行っている個
人農家・法人経営体も多い。そこで、かぶせ茶の品質を高める直掛け段階被覆技術をかぶせ茶栽培がおこなわれていない地域
の経営体において実証する。

加えて、顧客ニーズに合わせた新たなかぶせ茶を製造・仕上げ加工の検討を行うことによって、現地に適応したより付加価値の
高い商品の開発をめざす。得られた商品による経営展開の可能性を探る。

• 実証経営体では、実証試験により得られた原料葉を荒茶製造・仕上茶とすることにより、具体的商品として試験販売するとと
もに、販売した商品の顧客評価も含め、新たな販売展開についての基礎資料を得る。

• 研究サイドでは、南勢地域に応じた新たな商品アイテムとしての「かぶせ茶」について、①荒茶製造における蒸し度検討や、
②仕上げ茶時の原料荒茶からの商品化に係る仕上げ加工について、試作し消費者・同業者等で検討し改善点探る。

提案者名：三重県農業研究所 茶業研究室

提案事項：かぶせ茶の品質を高める直掛け段階被覆技術の導入実証による高付加価値商品の開発

「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

• やぶきたを中心とした煎茶・深蒸し煎茶地帯の茶業経営では、直掛け被覆技術の導入により品質の向上を伴い、適
期摘採が行える期間が長くなる。

• 品質を高める直掛け段階被覆技術の導入により、単なる直掛け被覆栽培より付加価値（色合い・旨味・香り）の高い
商品が提供できる。

• 被覆に伴う直接経費や労力面のコスト増もあるが、高付加価値型の商品化により、従来の単価に比べ1.5倍程度の
向上を見込んで価格設定することができるとともに、直接販売によるコスト回収が可能となり、増益が見込まれる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： 15,000(仮)
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 11,000（仮）

番号：７（東海）

研究･実証地区：三重県内（南勢地区を想定）

平成２６年度概算研究経費（千円）： 14,000(仮)
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 11,000(仮)
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煎茶・深蒸し茶産地でかつ、
直接販売の比率の高い
三重県南勢地域に応じた

「かぶせ茶」の栽培・製造・商
品化の実証。

かぶせ茶の品質を高める直掛け段階被覆技術の導入実証による
高付加価値商品の開発

直掛け段階被覆技術

段階被覆作業（２枚目の被覆）

新芽中アミノ酸およびMMS含有量の推移
（2010）

段階被覆と新芽葉色測色値
（2011）

通常の被覆（８５％遮光で１４日間）栽培の収穫５日前にもう一枚被覆する
ことで、うまみ関与物質(アミノ酸)とかぶせ香関与物質（ＭＭＳ）がそれぞれ
高まり、葉色も向上。

• 微量機による蒸度を変えた
製茶試験（研究所内）、付加
価値型商品への可能性検討
試験

• 茶農家による実証と製品（商
品）化による評価試験

を想定

12



提案内容

実証地域において乳用牛群検定の全戸加入を促進し、地域関係機関や技術者が一丸となって検定成績及び性選別精液をはじめとする革新的な技術の高度
活用に取り組むことによって、低コスト高収益酪農経営群を確立します。

① 酪農家を地域ネット化し、検定成績及びゲノミック評価等を活用し地域内で優良雌牛を選定します。また、遺伝的能力や近親交配を回避した交配種雄牛

検索システム、検定成績分析システムを開発するとともに、雌生産用性選別精液の授精や優良雌牛からのOPU-IVF等で作出した雌胚の移植により、短期

間で優良雌牛群を整備します。

② 検定成績の活用に加え、個別経営・地域としての牛群繁殖管理システムを構築するとともに、長期不受胎・夏季不妊対策としての追い移植等の効果検証

を行い、繁殖成績の向上を図ります。

③ 後継牛を残す必要のない雌牛については、和牛の雄生産用性選別精液でのF1生産や和牛IVF胚の移植により、市場で評価される肉用子牛産地を形成

します。

④ 飼料分析など県試験場等との連携を図りながら、イネＷＣＳやＳＧＳといった地域的な自給飼料の利用率の向上を図りつつ、検定成績からのMUN、BCS等

の情報を活用し飼料給与技術の向上を図ります。

⑤ 地域ぐるみでの乳質や衛生管理の改善、最新世代の電子乳量計等の活用により搾乳管理の改善を図ります。また、乳成分遺伝子の効果実証を行いま

す。これらにより、地域全体としての高品質生乳生産の体系化を図ります。

注）OPU-IVF:卵子吸引法による体外受精卵生産技術

MUN：乳中尿素態窒素

BCS：ボディコンディションスコア

提案者名：一般社団法人家畜改良事業団

提案事項：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

「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
・性選別精液などの革新的な繁殖技術の活用により短期間に生産性の高い牛群が整備されます。
・地域ぐるみでの自給飼料を活かした低コストな飼養管理、乳質・衛生管理の改善等により、地域全体として、低コストで良質な生乳生産ができます。
・性選別精液などの新技術を活用し、効率的に、付加価値の高い肉用子牛生産体系が構築できます。

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：８（東海）

研究･実証地区：

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）： ）
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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

・雌牛の選択的利用による優良後継牛の確保
・交配種雄牛のシステマチックな選定

・繁殖技術の活用（性選別精液（X） ・ＯＰＵ－ＩＶＦ）

・牛群管理システムの開発・活用
・受胎率向上遺伝子の効果実証
・追い移植の利用

後継牛を残す必要のない雌牛から
・和牛性選別精液（Y）によるF1雄子牛生産
・和牛IVFの利用による和牛雄子牛生産

・MUNやP/F値、BCSの活用による飼料給与の
適正化
・飼料分析による自給飼料（イネWCSやSGS等）の活用

地域ぐるみでの優良雌牛群の整備

繁殖成績の向上

肉用子牛の生産による収益の向上

飼養管理技術の向上

衛生・乳質の向上

・体細胞情報等の活用
・最新電子乳量計等の活用
・乳成分遺伝子の効果実証

低コストで高収益な酪農
生産基盤の確立

地域の全酪農家の牛群検定加
入とネット化による検定情報と新
技術の総合的な活用

組織ぐるみの取
り組み

高品質な生乳産地の形成

14



提案内容

養豚生産者が、我々が提供する２つの基盤技術を組み合わせて、正確な生産情報（飼料摂取量、出荷日齢等）を記録しながら三元肉豚（LWD種）を生産し、肥育する。
次いで、これらの肉豚を本取組で連携する食肉流通業者へ出荷し、年間を通じて、と畜時の血液成分値（ストレス指標等）と肉質評価結果（肉色、ドリップの有無、霜降
り割合の程度）を得る。これらのデータを連携機関内で共有し、季節等の環境要因で低下する生産性と肉質を、飼料中の栄養成分（主に飼料中のリジン含量）の調整と、
と畜工程や枝肉管理施設の改修により、高い生産性を維持しながら安定的に消費者が求める良質（肉色が良く、ドリップロスが少なく、霜降り割合が高い）な豚肉を生
産するシステムを構築する。

＜実証する技術＞

本研究では、良質（肉色が良く、ドリップが少なく、霜降り割合が多い）豚肉生産システムを構築をするため、以下の３点について実証する。

①これまでの研究により、我々が提供する２つの基盤技術は、それぞれ独立して利用すると充分な肉質改善効果が得られないが、これらを組み合わせると相乗効果が得られれる可能

性が示唆されている。よって、生産現場において２つの基盤技術の組み合わせ効果を実証する。

②豚肉質を改良する飼料は、季節変動によって生産性が低下するため、季節毎に飼料中のリジン含量等を増減させ、生産性を落とすことなく肉質を改善する技術を実証する。

③と畜工程における豚へのストレスや枝肉の冷却遅延は肉質を低下させる。よって、と畜工程等を改修し、これらの要因を低減させることにより、豚肉質（主に肉色）が改善できることを

実証する。

＜２つの基盤技術＞

１．豚肉質を改善する種豚「ボーノブラウン」

豚肉の「霜降り割合」に関連する染色体領域の特定を、（独）農業生物資源研究所家畜ゲノム研究ユニット、（社）農林水産先端技術産業振興センターとの共同で行った。その結果、ブタ
７番染色体と１４番染色体上の２ヶ所に「霜降り割合」を１．１ポイント増加させる領域を検出した。そこで、これらの染色体領域を保有するデュロック種集団（呼称：ボーノブラウン）を平成２
１年に造成。

２．豚肉質を改良する飼料

豚肉のドリップロスを低減させ、豚肉の霜降り割合を増強する飼料を日本農産工業（株）中部支店と（独）畜産草地研究所（分子栄養研究グループ）との共同・協定研究により開発。

提案者名：岐阜県畜産研究所 養豚研究部 吉岡 豪

提案事項：豚肉質を改良する種豚と飼料を活用した食肉流通業との連携による良質（肉色が良く、ドリップが少なく、霜降り割合が多い）豚肉を生産するシステム

「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
１．本システムの構築により、一般的な豚肉生産方式（三元肉豚で、平均出荷日齢は１８０日以下、農場飼料要求率３．０以下）を用いて良質（一般流通
豚肉の約２倍（平均６％）の霜降り割合で、ドリップロスが少なく、肉色が良い）な豚肉生産が可能となり、食肉流通業との連携による差別化販売により、
肥育豚１頭あたりの所得（平成24年度肥育豚1頭当たりの平均所得 1,003円（平成24年度農林水産統計より）が差別化販売によって2,578円と試算）が約2.6倍となる。
２．本取組みは特殊な品種や飼料を用いた技術でないため、本モデルを通じて全国的な技術普及が行え、国外への輸出も視野にいれた攻めの農林水
産業の展開、農林水産・食品産業の成長が可能となる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：178,249
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 130,095 ）

番号：９（東海）

研究･実証地区：東海地区

平成２６年度概算研究経費（千円）： 137,009
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 110,246 ）

15



家畜
ゲノム
研究
ユニット

関市食肉センター

養豚農家

一頭づつ識別してと畜後、
肉質（肉色、霜降り割合、
ドリップロスの有無）
を一頭づつ評価

↓
肉質の良否を記録し、
良質な豚肉を選別する。
良質な豚肉のみ差別化

販売へ

食肉流通業者（中濃ミート事業協同組合）

豚肉質を改良する
種豚「ボーノブラウン」

岐阜県畜産研究所
（養豚研究部）

民間飼料メーカー

豚肉質を改良
する飼料

消費者の方々へ
品質が良く、
美味しい豚肉を提供する

（実証≒普及）

と畜時血液
サンプルの提供

施設改善による
と畜時ストレス
指標値の低減

正確な飼料摂取量
発育（体重）成績の記録
施設の改修による飼養改善

大幅な生産効率（飼料コ
スト低減）の改善

と畜時ロス
の低減に
よる大幅な
肉質改善

季節変動に対応
した飼料の提供

（独）畜産草地研究所
分子栄養研究グループ

低コストで種豚の能力を
発現させる飼料の検討

実際の生産現場

岐阜県畜産研究所
（養豚研究部）

民間飼料メーカーとの成果

基盤技術（１）
豚肉質を改良する
種豚「ボーノブラウン」

豚肉の「霜降り割合」に関連する染色体領域の特定を、
独立行政法人農業生物資源研究所家畜ゲノム研究ユニット、
社団法人農林水産先端技術産業振興センターとの共同で
行った。その結果、ブタ７番染色体と１４番染色体上の２ヶ所

に「霜降り割合」を１．１ポイント増加させる領域を検出した。そこ
で、これらの染色体領域を保有するデュロック種集団（呼称：ボー
ノブラウン）を平成２１年に造成した。

現在、普及中であるが、更なる育種改良のために生産現場にお
ける産子（肉豚）のデータ収集と、その産子の霜降り割合を増強さ
せる飼料が必要。

基盤技術（２）
豚肉質を改良する

飼料

豚肉のドリップロスを低減させ、豚肉の霜降り割合を増強
する飼料を、岐阜県畜産研究所が、日本農産工業（株）中部
支店と（独）畜産草地研究所（分子栄養研究グループ）との
共同・協定研究により開発。現在、実証試験中だが、以下の

問題点が明らかとなっている。
本飼料は、低CP（低リジン含量）飼料であるため、

肉質向上効果に優れているが、季節変動・疾病状況によっ
て大幅に生産性が低下

（発育遅延、飼料要求率上昇） 。

＜２つの基盤技術＞

肉質評価
結果を用
いたボーノ
ブラウンの
更なる改良

＜研究・実証地区＞

豚肉質を改良する種豚と飼料を活用した食肉流通業との連携による良質（肉色が良く、ドリップが少なく、
霜降り割合が多い）豚肉を生産するシステム

出荷豚の動線改善
出荷豚の暑熱寒冷対策
スタニングの改善
スティッキングの改善
迅速な枝肉冷却

↓
肉質（肉色等）改善

16



提案内容

今までに，最低気温10℃の条件下でメロンにシュートヒータ（茎加温装置，長さ10cm,直径6cm，出力2ワット，設定温度
27℃）を果実より下位の茎に装着し加温すると，スクロース含量が無加温のものの約1.4倍に増大することを明らかにし
た．トマトの茎にシュートヒータ（設定温度30℃）を装着し加温したところ（金沢市，10月，最低夜温12℃），果実の着色が
明確に促進された．茎の一部を加温することにより，果実温度および植物体温が上昇し，果肉細胞が早期に成熟すると
同時に，葉の光合成物質の特に夜間における果実への転流が促進される結果着色が促進されたと考えている．そこで，
低温耐性のあるトマトの促成栽培で無加温，あるいは夜間の設定温度を通常より低下させた施設でも，シュートヒータを
装着し栽培すれば，花芽分化，果実発育，糖集積が連続的に促進され，その結果高品質のトマトを極めて低コストで生
産できると考えている．

提案者名：石川県立大学生物資源環境部 加納恭卓

提案事項：シュートヒータによる高品質トマトの低コスト安定生産

「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

大量の燃油を必要とする冬から春に出荷されるトマト栽培は，茨城県から熊本県まで，全国に約４,000haある．これらの
栽培施設では加温が必須となる．中間地点の岡山県でみると月平均最低温度が10℃以下となる11，12，1，2，3，4月の
平均最低温度は4℃となる，この6ヶ月間夜間だけ12時間10℃まで加温すると2,160時間となり，全国で灯油が81万KL, 
810億円が必要となる．これに対し，シュートヒータでは8,000万個必要で2160時間加温すると3.4億KW，42億円となる．
全国の売上高は1500億円であるので，生産者の純収益は温風暖房では690億円であるのに対し，シュートヒータではそ
の２倍強の1458億円となる．したがって，シュートヒータの導入により，より安価で美味しいトマトを消費者に提供すると
同時に生産者に純収益の増大をもたらす．

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：4200
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：3000 ）

番号：１０（東海）

研究･実証地区：茨城県，愛知県，奈良県，広島県，高知県，宮崎県

平成２６年度概算研究経費（千円）：4200
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：3000 ）
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シュートヒータ温風暖房機

全国冬春トマト栽培面積
４千ヘクタール ・８千万株
11,12,１,２,３,４月加温

灯油：81万KL 
経費：810億円

（95）
売上：1500億円
収益：690億円

電力：3.4億KW 
経費：42億円

（5）
売上：1500億円
収益：1458億円

1. 花芽形成促進
2. 果実発育促進
3. 光合成・

糖転流促進
4. 糖集積促進
5. 着色促進

高品質トマト
低コスト

大量生産

実証試験
シュートヒータ導入シュートヒータ導入

収益倍増
768億円
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提案内容

提案者らは、水稲の収穫残渣である稲わらを裁断後、湛水した水田に投入し、発生するメタンを遮水シートを用いて効
率的に回収する「GETシステム」を確立し、その実用化を目指して、名城大学農学部附属農場にて実証試験を進めてい
る。その結果、「GETシステム」では、夏期の約３ヶ月間のメタン発酵期間において、稲わら含有炭素の約27％をメタンへ
と変換する技術を確立し、稲わら1ｋｇからバイオガス約240L（平均メタン濃度58％）の回収を達成した。 また、実証試験
地の休耕田土壌とメロン茎葉部残渣より、稲わらと同等以上のメタン発生をすでに実証している。
本提案では、GETシステムを施設栽培に必要なエネルギー供給系として利活用することで、燃料費の削減を達成した
収益性の高いメロン栽培システムを開発する。つまり、バイオガス発酵資源としてメロン茎葉部残渣および稲わらを用い
て、隣接の休耕田でバイオメタンを創製し、メロン栽培農家の温室で消費する燃料として供給するすることで、メロン栽培
に要するエネルギーコストの削減を実証する。そのため以下の３課題を実施する。１）メロン茎葉部残渣と稲わらを原料
としたメタン発酵田でのメタン発生効率の最適化、２）メタン濃度60％のバイオガスで駆動させるためのガスエンジンの改
造、３）メタン発酵田からガスエンジンを経てメロン栽培温室を空調管理するためのエネルギー供給システムの最適化。
上記課題の解決により、実証試験地区のメロン栽培温室20棟から一年間に排出されるメロン茎葉部残渣約3,000 kgと、
周辺の水田２ haから発生する稲わら12,000 kgを原料として、１日当たり12.3 Nm3のバイオガス（メタン濃度：約60％）を生
成し、メロン栽培温室１棟の空調管理に必要な重油由来エネルギーの3分の2削減を達成する。

提案者名：名城大学大学院農学研究科 教授 田村廣人

提案事項：高収益メロン栽培のためのバイオメタンを活用したエネルギーコスト削減技術の実証

「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

本提案システムの実証は、農産物の収穫後残渣の資源化を促し、その結果、施設栽培の最大の課題であるエネルギーコスト
の削減をもたらす革新的な資源循環型の高収益施設栽培システムのモデルを確立することになる。本システムの普及によりメロ
ン栽培農家の収益性が向上し、高品質クラウンメロンの輸出作物化が促進され、攻めの農業にふさわしい事例が確立される。本
提案システムは他の施設栽培へも普及拡大が可能であり、我国農業の強みづくりに貢献できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：115，550
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ０ ）

番号：１１（東海）

研究･実証地区： 静岡県袋井市メロン栽培農家

平成２６年度概算研究経費（千円）：66，550
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ０ ）
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新規ガス発電エンジン

エネルギー生産田

バイオガス：60% CH4

排湯・・・温度制御による
メタン発酵効率の最適化

空調制御・換気
（温度センサーの活用）

メロン茎葉部残渣

高収益メロン栽培のための地産地消エネルギー創製型栽培システム

畝と遮水シートによるメタン回収：
GETシステム

電気

既存設備

排熱

実証試験温室外観

メタン発酵田実用化試験圃場外観
名城大学附属農場（10 a）

1袋容量＝１m３

再生可能エネルギーと
高品質メロンの

循環型栽培システム

稲わら
（近隣水田より調達）

高品質クラウンメロン
コスト低減による
収益性の改善・輸出作物化

CO2

CO2施肥

成長促進

12.3 Nm3/日

達成目標：メタン濃度60％のバイオガスを直接燃焼させ、
メロン栽培温室へエネルギーを供給するシステムの実証

重油代：35〜40万円/棟/年のうち
3分の2（20〜27万円）を削減
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提案内容 

（提案背景）本提案者は，初期診断で欠かせない触診のメカニクス研究の成果に基づき，柔らかなモノの変形特性を触
れるだけで客観データにより数値化できるテクノロジーを実用化し，これによる計測システムを既に２つ製品化している． 

（果物・野菜の柔さ品質評価テクノロジー確立）さらに本提案事項においては，この柔さデータ計測システムを用いて，ま
ず個体差が大きく適期（旬）の管理も難しい果物・野菜の品質を高精度かつ高効率に評価・管理できるテクノロジーを確
立する．この確立においては，主観的な官能評価が主だった農産物の食感の客観的な定量化と体系化，さらに得た客
観データによる品質の分析技術の確立実現を果たし，水分や温度等の生産管理への応用なども目指す． 

（検査機関向け計測システム開発）都道府県立の農業試験場など公的検査機関における高精度な柔さデータ計測を実
現できるテクノロジーを提供するため，農産物向けのデスクトップ型の柔さ計測システムを開発する．これについては，さ
まざまな条件について計測・評価ができる機能を付加するが，実際に農産物の開発・生産指導を担っている検査機関の
担当者から様々な意見を取り入れながらユーザー視点の実用的なシステム開発に取り組む． 

（生産・流通向け計測システム開発）モノの品質は，様々な計測システムを揃えた検査機関ばかりでなく，それを実社会
で手にする生産者や消費者を含む流通過程でも計測できる環境整備によって，その付加価値も高まる．そこで，この様
な品質評価を簡便にできる社会環境を整えるため，小型かつ低コストなハンディ型の流通向け計測システムを開発する． 

提案者名：国立大学法人 東京農工大学 大学院工学研究院先端機械システム部門・准教授 佐久間 淳 

提案事項：果物・野菜の流通への柔さ客観データ評価テクノロジー適用による高品質・管理効率化 

「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 

 高い品質・信頼性のある農作物を低コストで提供できるテクノロジーは，まず国内の生産者への取組需要を喚起させる
とともに，消費者へ高品質な食糧を安定的に提供できる環境構築に貢献する．これまでにも農産物ついては様々な指標
で特性評価されてはきたが，これまでより客観性の高い指標を用いて食感の評価テクノロジーを用いることで，国内はも
とより海外においても高い品質および信頼性を併せ持つ日本の農産物の優位性をアピールできることになる． 

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）：１５，０００） 

番号：１２（東海） 

 

研究･実証地区：全国 

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）：８，０００） 21



果物・野菜の流通への柔さ客観データ評価テクノロジー適用による高品質・管理効率化 

<hop> 果物・野菜など農産物の柔さ品質評価テクノロジー確立 
・ユビで触れた感覚を弾性係数（ヤング率）により評価するテクノ 
 ロジーで実用化されて食品評価に利用され始めた計測デバイ 
 スについて，果物・野菜の流通における活用を実現する． 
・個体差が大きく適期（旬）の管理も難しい果物・野菜において， 
 その品質を高精度かつ高効率に評価・管理できるテクノロジー 
 を生産から消費に至る流通へ普及させることにより，農産物の 
 高品質化を促進する． 
・評価テクノロジーの普及には，既に実用・製品化を果たしたもの 
 をベースとして，本提案事項に適した柔さ計測システムを開発 
 し，この提供を通じて期待する効果を実現する． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<JUMP> 生産・流通向け計測システム開発 
・農産物の柔さ品質について，これを扱う生産者や流通関係者が   
 手軽かつ効率的に計測できる環境を整備するため，ハンディ型 
 計測システムを開発する．これで，より厳密な管理を達成する． 
・開発するシステムは，より広く普及させ 
 るため，小型かつ低コストなものとする 
 
 
 
 

右図：想定するハンディ型の柔さ計測システ
ムのイメージ写真．この様な手に収まるサイ
ズのシステムを開発することで，高い利便性
も実現できる 

上図：試験専用機で 
実施した農産物（トマ 
ト）の柔さ評価の様子 

右２図：評価に 
用いる理論は， 
形状に応じて 
様々な拡張が 
可能 

上図：客観性ある 
物性データによる 
品質の定量評価， 
シミュレーション等 
データ分析の実施 

<Step> 検査機関向け計測システム開発 
・公的検査機関における高精度な柔さデータ計測 
 を実現するため，デスクトップ型の農産物向け 
 計測システムを開発 
            ・この開発は，農産物の開発 
             生産指導を担っている公的 
             検査機関担当者の意見を取り入れながら 
             実施 
 
 
 
 

左図：開発ベースに予定しているデスクトップ型シス 
テム（柔さ計測ロボット）．産業向け汎用ロボットをベ 
ースとするため，高拡張性と低コスト性を兼ね備える 

柔さ評価テクノロジー 

柔
さ
評
価
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー 

温度，湿度，土壌水分，… 

食べごろ把握，… 

適期収穫，出荷調整，… 
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提案内容

提案者名： デザイナーフーズ株式会社 代表取締役 小笠原 真清

提案事項： 農業産業化ジャパンクオリティ・システム形成に向けた革新的生産技術体系の確立

「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

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：１３（東海）

研究･実証地区： 東海

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）：40,000 ）

農業を産業化するためには、多様な消費者や実需者のニーズ（安全・美味しさ・健康）に対応していく必要があり、さらに消費者が自分のニー

ズに合った野菜を自分自身で選択できる市場環境を提供することが重要である。そのためには、消費者ニーズに立脚した中身成分を非破壊に

て大量かつ迅速に検査することで多角的な生産技術を確立し、栽培／収穫された野菜の品質（中身）を「見える化」できる革新的生産技術体系

が不可欠である。生産技術には土づくり・栽培技術等の項目があり、これら項目は野菜そのものの生育や品質に直結する。つまり「栽培」と 「中

身成分」には密接な関連があり、野菜を栽培する上で大変重要になる。

主要野菜である「トマト」は、主要野菜卸売価格2兆円強のうち1500億円強（生産量70万トン）を占め、全国各地で栽培されており、国内消費の

みならず海外での生食ニーズに対応した輸出も可能である。海外においても生産量1億4580万トンとその市場は非常に大きいので、最終的な技

術開発成果の波及を考えた場合に対象作物として最適である。生食用トマトのみならず加工用トマトにおいても収穫前果実や追熟した果実に

ついて非破壊検査することで、よりニーズに合致した生産が可能となる。

以上を踏まえ、本提案ではトマトを対象作物とし、その生産における地下部や地上部環境をリアルタイムにモニタリングし、栽培したトマトの中

身成分を大量迅速検査装置により測定し、「栽培」と「中身成分」の関連性をビッグデータ解析にて明らかにすることによって、真の消費者ニーズ

に合致したトマトを生産するための革新的生産技術体系を構築し、グローバルなビジネスモデルを実現させることを目的とする。

○先端技術（ミネラルセンサー・環境モニタリング装置・大量迅速検査装置）を駆使して地上部や地下部環境、ならびにトマトの中身成分の
測定により得られたビッグデータを解析し、多様な消費者ニーズに対応した多角的な生産技術（革新的生産技術体系）が確立できる。

○ 国内トマト流通量の7%を本提案の体系によって生産・流通・供給させると仮定した場合、年間で50億円以上の市場を新たに創出できる。

○ 革新的生産技術体系を構築する事で、多様な消費者ニーズに対応した野菜品質の見える化（表示）につながる。

○ 大量迅速検査装置によってトマトの中身成分を低コストで測定できるため、多様な消費者ニーズに対応した効率的な野菜供給ができる。
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農業産業化ジャパンクオリティ・システム形成に向けた革新的生産技術体系の確立

革新的生産技術体系

消費者ニーズに立脚し、輸出拡大をも視野に入れた新技術による強みのある農産物づくりの実現

環境モニタリング 野菜品質基準 非破壊検査 マーケティング

生産技術
消費者
ニーズ

ビッグデータ
解析

非破壊検査

大量迅速検査装置

野菜品質の
見える化（表示）

販売

多様な販路
への広がり

【小売】

【通販】

グローバルな
ビジネスモデル実現

【外食】

【中食】

【商社】

【輸出】地下部環境（肥料／ミネラル／ｐH／EC／微生物 等）

地上部環境 （気象／日照／温度／湿度 等）

栽培品種／色／形状 等
収量／収穫時期／ロケーション

トマト中身成分

機能性

美味しさ

栄養素

重量・硬さ・色・形状

糖度/酸度・旨味成分

リコペン・アミノ酸

抗酸化力

環境モニタリング装置

安定生産／省力／低コスト

地下部
ミネラルセンサー

ビッグデータ
解析

農業産業化ジャパンクオリティ・システム

野菜品質基準
（デリカスコア）

安全・美味しさ・健康

【給食】

【宅配】

【コンビニベンダー】

【食品メーカー】
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提案内容

提案者名：農研機構 野菜茶業研究所 施設野菜生産技術研究グループ

提案事項：半閉鎖型管理（SCM)による施設花卉・果菜類の生産性向上および環境負荷軽減技術の実証

「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
①半閉鎖管理を現場レベルで実証することによって施設花き果菜類の生産性を向上と環境負荷の軽減を達成する。
・生産物1キロ当たりの生産コストを半減する。
・生産物1キロ当たりのCO2排出量を半減する。

③国内有数の施設園芸産地において、栽培実証を行うことによって成果を全国に普及させることが可能

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）： 12,000 ）

番号：１４（東海）

研究･実証地区：施設園芸／東海地区

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）：80,000 ）

農林水産業・食品産業科学技術研究
推進事業「CO2長期・長時間施用を
核とした環境制御技術を開発し東海
の園芸産地を活性化する（2012年度
～2014年度）、略称東海CO2プロジェ
ｌクト」の研究成果を中心に、統合型環
境制御システム、地中熱利用ヒートポ
ンプやＬＥＤによる補光などを組み合
わせ半閉鎖管理による生産性の向上
を実証する

CO2長期長時間施用技術

環境制御の基盤技術

＋

＝
半閉鎖型管理（SCM）よる
生産性向上および環境負荷軽減

東海CO2プロジェクトの研究成果

ITC利用、省エネルギー
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＋

イチゴ

バラ

トマトガーベラ

クラウン温度制御

半閉鎖型管理（SCM）よる生産性向上

CO2長期長時間施用技術

環境制御の基盤技術

草勢制御

光強度 

100％ 

10％ 

受光量 
=100％－10％ 
=90% 
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提案内容

◆ 背景 ： ①気候変動と温暖化の進行、病害虫増加で夏期農作物の収量と品質が低下 ②エネルギーコストの高止まり及び世界的な化学農薬の規制

◆ 対策 ： 「革新的な高温対策・防除技術及びそれらを統合的に制御する環境システムによる次世代施設園芸システム」を提案

◆ 内容 ： 夏期の高温環境でも収量・品質を維持向上する”施設園芸プラットフォーム”を実現・普及させる

① 高温対策技術 → パナソニック（光波長選択性ｼｰﾄ試作）、大阪府（ﾄﾏﾄ実証）、早稲田大（ﾃﾞｼｶﾝﾄ／ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌの制御）、他

・ STEP 1 ･･･ 光波長選択性シート(可視光透過・赤外遮蔽)によるカーテンで、不要な熱の侵入を大幅抑制

・ STEP 2 ･･･ ミスト活用冷房技術やデシカント／ヒートポンプで、ハウス内温度を更に低下

② 防除技術 → パナソニック（静電場ｽｸﾘｰﾝ､光源試作）､大阪府（ﾄﾏﾄ実証）､近大（防除技術検証）､生産組合（大葉実証）

・ STEP 1 ・・・ 静電場スクリーンで通気性を保ちつつ病害虫侵入を大幅抑制 （ハウス内に”入れない” ）

・ STEP 2 ・・・ 次世代光源技術で、ハウス内への侵入病害虫を更に駆除 （ハウス内に入った虫は”捕捉” ）

③ 環境統合制御・ＩＣＴ技術 → パナソニック（植物生体モニタリングセンサー、ＩＣＴ制御ソフト開発）、早稲田大（環境制御）、他

・ STEP 1 ・・・ 植物生体モニタリング技術で施設内（ハウス）環境を作物にとっての好適度合いを数値化

・ STEP 2 ・・・ モニタリング結果をハウス環境に反映 （ＩＣＴ制御による）し、植物体にとって常に最適な環境を実現

提案者名：パナソニック環境エンジニアリング（株） 技術開発ユニット・納村和美

提案事項： 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

「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
◆ 栽培技術面 ①ハウス内温度：ﾏｲﾅｽ１０℃ <現行比> ②農薬使用量：３０％ 減<現行比> ③秀品率/収量(高温期)： ３０％ 向上 <現行比>

①地域作物に応じた最適環境を作り、品質の維持・向上と周年供給 → ランニングコストを大幅低減
②病害虫リスクを大幅低減→ ＭＰＳ（欧州防除規格）に対応した花卉栽培で輸出機会を広げる

○ 施設栽培の国際競争力を更に発展/強化
○ ジャパンブランド輸出作物を周年供給出来る技術

平成２７年度末までの概算研究経費（千円） ：150,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円） ：

研究･実証地区： 東海地区（愛知県）、近畿地区（大阪府、神戸市）、九州地区

平成２６年度概算研究経費（千円） ：82,500千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円） ：

⇒ ”攻める”農業実現へのサポート

◆ 農業経営面

よりよい品質とランニングコストの低減

<参考>
農林水産省神戸植物防

疫所で果樹母樹検定へ
の導入を検討（H26予算）

番号：１５（東海）
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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

循環扇

①-2) ミスト冷房＋
ＨＰ/デシカント

①-1) 可視光透過型
赤外遮蔽カーテン

換気扇

②-1) 静電場スクリーン

③-1) 植物生体モニタリング ③-2) 環境統合制御ＩＣＴ

②-2) 次世代光源
病害虫防除灯

①
高
温
対
策
技
術

①-1) 不要な赤外光をカットし光合成に必要な
波長のみを選択的に取り入れる新シート材料
を用いたハウス内カーテン

【STEP1： 熱を「入れない」技術】

①-2) ミスト冷房とヒートポンプ/デシカント除湿
(太陽熱再生型)を併用した省エネ型空調

【STEP2： 入った熱を「除去する」技術】

③環境統合制御
ICT技術

③-1) ハウス内環境が農作物の光合成や転流に好適かどうかを判断するために
植物生体（健康状態）をモニタリング・数値化

③-2)モニタリング結果に基づき、ハウス内環境制御機器(空調装置、空気流、カーテン、
防除灯、その他）を統合的にICT制御し、植物体に最適なハウス内環境を実現

②
防
除
技
術

②-1) 害虫の静電場忌避特性を応用し、通気性と
防徐を両立させる静電場スクリーンをハウス
内の吸気口に適用

【STEP1： 病害虫を「入れない」技術】

②-2) 光波長に基づく害虫挙動特性を活用した
高効率次世代光源による病害虫防除灯

【STEP2： 入った病害虫を「除去する」技術】

夏期の高温環境においても収量・品質を維持向上する”施設園芸プラットフォーム”
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提案内容：

吸湿性能を持つＰＶＡ（ポリビニルアルコール）フィルムと透明ポリクロスを張り合わせたフィルムで、除湿効果、保温性、

透明性に強度を兼ね備えたフィルムです。使用用途は、内張りカーテン、裾張り(サイド張り)、トンネル分野に効果を発揮

します。

新製品『カラぬーく』を提案、紹介する事により、各研究機関や各県農業改良普及所、ＪＡ営農関係者等との共同研究の
機会を見出したいと思っています。

『カラぬーく』は、透明タイプの他に、遮光タイプもあり、現在２種類あります。

① 冬場に使用する『透明タイプカラぬーく』（透光率；約９０％）

② 夏場の遮光、遮熱と冬場の除湿、保温の機能を兼ねた『ホワイトカラぬーく』（遮光率；約６０％）

提案者名：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

提案事項：施設園芸ハウス内の省エネ・除湿・透光性に優れた新資材⇒ 製品名は『カラぬーく』

「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：
『保温効果』⇒内張りカーテンにて、『カラぬーく』（厚み２５μ品）を使用する事により、従来の農ＰＯ（厚み７５μ品）より、
暖房燃料費用が、約１５％節減効果。

『除湿効果』⇒ハウス内の湿度を下げる事により、病気の発生抑制効果。花き栽培では、ボタ落ち軽減による花シミ減
少効果。各種育苗での苗の徒長防止効果。

『透光効果』⇒寒冷時にフィルム内面に発生する結露水の付着がほぼないため、光線透過が高く、朝方の光合成がよ
り活発になる。

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）： ）

番号：１６（東海）

研究･実証地区：京都大学大学院農学研究科附属農場、香川県農業試験場、各地区の施設栽培農家、他

平成２６年度概算研究経費（千円）：３月査定まで未定
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）
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提案内容

我が国の農産物の競争力向上の必要性が強く求められる現在、高い品質と多収量性を両立させることのできる技術
開発が非常に重要であると考えられる。

現状のトマト栽培において、最も収量性の高い栽培体系として、国内・海外を問わず、長期多段採り栽培が実践されて
いる。しかしながら、一年を通して高品質なトマトを多収量で安定して生産していく為には、①適切な栽培環境、②適切な
品種選定、③適切な栽培管理が重要である。日本のように四季があり、季節ごとに栽培環境が大きく異なる場合、栽培
期間中にトマトの樹勢を落としたり、病害虫の被害を受けるなど、トマトは多くのストレスにより収量を減らしてしまう。20
年ほど前からITの導入により、施設内をコンピューターで制御するなど、安定した栽培環境を維持する努力がされてきた
が、トマト内部の生理状態を把握することは難しく、植物がストレス応答した際に適切な対策、管理がとられていない。

本研究では、安定した栽培環境を維持しやすい先進的なトマト栽培施設において、一年を通して定期的にトマト内部の
遺伝子やタンパク質の発現を次世代シーケンサー、マイクロアレイおよび質量分析計等を用いて網羅的に解析し、トマト
の生理状態を経時的かつ定量的に把握する。その上で、高品質なトマトを安定生産する為にどのようなパラメーターで
管理することが良いか検討し、重要となる遺伝子やタンパク質を特定する。特定した遺伝子やタンパク質をバイオマー
カーとして用いるとともに、栽培施設内でトマトの生理状態を簡易的に診断できるような診断システムの開発に繋げる。

提案者名：株式会社浅井農園 代表取締役 浅井雄一郎

提案事項：高品質・多収量トマトを安定生産する為の生育診断バイオマーカーの開発

「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

バイオマーカーを用いて、トマトの生理状態を把握することにより、一年を通して樹勢を落とすことなく安定的にトマトを
生産することが可能となり収穫量の増大につながると考えられる。また、これらのバイオマーカーを育種に応用していくこ
とにより、多収量性トマト品種の開発に繋がる。

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）：40,000千円）

番号：１７（東海）

研究･実証地区：三重県津市高野尾町４９５１（㈱浅井農園）、三重大学生命科学研究支援センター 遺伝子実験施設

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）：40,000千円）
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高品質・多収量トマトを安定生産する為の生育診断バイオマーカーの開発

実証地区：三重県津市（㈱浅井農園内）

①トマトの生理状態把握の為のバイオ
マーカーの開発

②生育診断システムの開発（将来）

③多収量性トマト品種の開発（将来）
高生産性トマト栽培施設（イメージ） 高生産性トマト施設内部（イメージ）

診断結果の
フィードバック

定期的な生理状態に
関する遺伝子診断

事業化イメージ

施設外環境の違い

品種の違い

病害ストレス

品質・収量に影響する要因

施設内環境の違い

樹勢への影響

品質への影響

次世代
シーケンサー

マイクロアレイ

質量分析計

最新鋭の分析機器（三重大学内） ICTにより収集された栽培環境ログ
と遺伝子、タンパク質発現データを
インテグレート

バイオマーカー
の発見

マーカー遺伝子
の発見

マーカータンパク質
の発見

次世代シーケンサーによる遺伝子解析

質量分析計によるタンパク質解析

統合環境制御システムによる栽培環境データ

栽培管理の違い
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提案内容

トマトは、夏場においてハウス内が高温になることから、栽培できなかったり、栽培するために冷房装置による冷却や、ハウス全
体を遮光することで太陽光による温度上昇を防ぐなどの対策が必要である。現状ではハウス全体に遮光材を塗布して温度上昇
を抑制しているが、これにより植物の光合成に必要な可視光まで遮光しており、トマトの生育に影響を及ぼしている。また、冬場に
おいては、暖房設備による温室化が必要となり、生産コストの上昇の要因となっている。

これらの課題を克服してトマト生産における省エネルギー化及び生産性の向上のために，新たなハウス栽培技術の確立が急務
である．

そこで、本事業では、赤外線透過抑制技術をハウス栽培に適用することで、夏場は太陽光線のうち、熱成分である赤外線のハ
ウス内への侵入を抑制しつつ、育成に必要な可視光線を透過させることで、夏場の室内温度の上昇抑制と高収量化を図る。一
方、冬場においては、同技術によりハウス内の熱（赤外線）を外部に放出されることを抑制することで、室内の断熱が可能となる。

【従来技術】 【課題】 【本技術】

○夏場：遮光材の塗布 ⇒可視光の非透過による品質・生産性の低下⇒省エネ（赤外線:非透過）と高収量化（可視光:透過）
○冬場：暖房による温室化⇒燃料費用による高コスト化 ⇒省エネ（赤外線:非透過による室内保温）

＊窓ガラスで検証済み

提案者名：三重県工業研究所、株式会社浅井農園、オキツモ株式会社

提案事項：太陽光の赤外線透過防止技術によるトマトの革新的省エネルギー栽培の実証

「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

可視光線を透過しつつ赤外線の透過を抑制する塗料により、夏場におけるハウス内の室温上昇を抑制し、また冬場
の断熱効果がもたらす効果は以下のとおりである。
①【夏場】冷房コストの抑制（赤外線透過抑制効果による省エネ）と高収量化（可視光線の透過による生育促進）
②【冬場】暖房コストの抑制（ハウス内側からの放熱抑制効果＝断熱効果）

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：１９，８０７
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：９，８０７）

番号：１８（東海）

研究･実証地区：三重県津市高野尾町４９５１（株式会社浅井農園敷地内）

平成２６年度概算研究経費（千円）：１１，８０７
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：６，８０７）
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トマト栽培における太陽光の赤外線透過防止塗料による
省エネルギー栽培の実証

赤外線透過抑制塗料（オキツモ㈱製GLC-1）の効果

夏場 冬場

赤外線の透過率低下

暖房ON 暖房OFF

保温効果

株式会社浅井農園

・パイロットプラントでのトマト生育試験
・従来技術との品質・生産性の検証
・生産性向上による事業化スキームの確立

オキツモ株式会社

・塗料の製造
および施工

・ハウス適用の事業化

連携体制

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

適用 スケールアップ

事業化イメージ

①省エネ化（低コスト）と高生産性
によるハウス栽培技術の確立

②他の作物への横展開
（例：イチゴ）

③国内外の消費者ニーズを捉えた
購買促進（生産性向上と連動）
（例：加工品メニューのラインナップ構築）

可視光の85%透過

三重県工業研究所

・塗料の透過性評価
・テストプラントでの
遮熱・断熱評価試験

完熟チェリートマト
（㈱浅井農園ブランド）

高生産性トマト栽培施設（イメージ）
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提案内容

提案者名：（株）デンソー 農業支援事業室 担当係長 太田欣吾

提案事項： 低温でCO2を発生することができる機器による省エネ

「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）：30,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：１９（東海）

研究･実証地区：愛知県豊橋市

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）： ）

タンク

吸着による燃焼ｶﾞｽの冷却と蓄熱による省ｴﾈ化

T1℃

低温CO2
として供給

＜昼間＞

低温ガス

炭酸ガス
発生機

蓄熱

高温ガス 吸着

ﾊｳｽ内の温度
上昇の抑制

↓
CO2濃度アップ

↓
増産

★

＜夜間＞

低温CO2
として供給

T1℃

低温ガス

炭酸ガス
発生機

蓄熱

高温ガス 吸着

タンク ﾊｳｽ内の温度
維持補助

↓
暖房費削減

↓
省エネ

放熱

・低温CO2の供給による増産（CO2発生機無しに対し1.6倍@1000ppm）
・重油暖房機の省ｴﾈ▲144千円/年（重油@90円/Ｌ）
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燃焼ガスによるCO2供給のため、燃焼熱によるﾊｳｽ内温度も上昇
換気による温度上昇抑制により、CO2濃度も低下（濃度ｱｯﾌﾟ不可）

日射

CO2

光

光合成

Max 1kW/m2

CO2

高温燃焼ガス

O2

糖類

（C6H12O6）

作物成長

熱＆CO
2

室温35℃以下
→温度調整窓開

温風
排ガス

夜温12℃一定→早朝昇温

呼吸 O2
CO2

糖類（C6H12O6）

＜昼間＞

＜夜間＞ ★

室温維持のため、重油ボイラーにて室内暖房（排ガスは屋外廃棄）
光合成しないため、CO2発生機は稼動停止

燃焼ガスによるCO2供給のため、燃焼熱によるﾊｳｽ内温度も上昇
換気による温度上昇抑制により、CO2濃度も低下（濃度ｱｯﾌﾟ不可）

日射

CO2

光

光合成

Max 1kW/m2

CO2

高温燃焼ガス

O2

糖類

（C6H12O6）

作物成長

熱＆CO
2

室温35℃以下
→温度調整窓開

温風
排ガス

夜温12℃一定→早朝昇温

呼吸 O2
CO2

糖類（C6H12O6）

＜昼間＞

＜夜間＞ ★★

室温維持のため、重油ボイラーにて室内暖房（排ガスは屋外廃棄）
光合成しないため、CO2発生機は稼動停止

従来品の課題と低温CO2発生機の構想

タンク

吸着による燃焼ｶﾞｽの冷却と蓄熱による省ｴﾈ化

T1℃

低温CO2
として供給

＜昼間＞

★

低温ガス

炭酸ガス

発生機

蓄熱

高温ガス 吸着

＜夜間＞

ﾊｳｽ内の温度
上昇の抑制

↓
CO2濃度アップ

↓
増産

低温CO2
として供給

T1℃

低温ガス

炭酸ガス
発生機

蓄熱

高温ガス 吸着

タンク ﾊｳｽ内の温度
維持補助

↓
暖房費削減

↓
省エネ

放熱

タンク

吸着による燃焼ｶﾞｽの冷却と蓄熱による省ｴﾈ化

T1℃

低温CO2
として供給

＜昼間＞

★

低温ガス

炭酸ガス

発生機

蓄熱

高温ガス 吸着

＜夜間＞

ﾊｳｽ内の温度
上昇の抑制

↓
CO2濃度アップ

↓
増産

低温CO2
として供給

T1℃

低温ガス

炭酸ガス
発生機

蓄熱

高温ガス 吸着

タンク ﾊｳｽ内の温度
維持補助

↓
暖房費削減

↓
省エネ

放熱

■構想■従来品の課題

CO2によるハウス内の温度上昇を抑制し、省エネ化を図る
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提案内容

近年、イノシシ、シカの防護柵は普及しつつありますが、集落周辺での加害獣の増加は抑制できておらず、柵の周辺
からの侵入により被害軽減が困難な事例が多発しています。それには、高密度地域のモニタリングに基づく、計画的か
つ集中的な捕獲が重要となります。また、加害獣を捕獲した際の、効率的な利活用技術を定着させることも、捕獲に対
する意欲向上には重要であることが指摘されています。一方、サルについては、集落での組織的な追い払いにより被害
軽減効果が出ている地域も増加していますが、群れの接近を的確に共有、周知できる技術が不足しているため、複数集
落での連携した追い払いなど、更に効果的な被害対策は定着していません。また、１００頭を越える様な多頭群には追
い払い等が十分な効果を発揮せず、群れを分裂させずに集中的に捕獲することで群れの個体数をコントロールする必
要も出てきています。

そこで、①Webによる遠隔監視・操作が可能な大型檻によるシカ、イノシシ、サルの集中的な捕獲、②サルの接近情報
配信システム、③それら個々の情報をクラウド化することによる情報管理や配信、加害獣の出没状況の一元的なモニタ
リング、④捕獲したシカ、イノシシの利活用可能な処理の簡素化 などを総合的に地域で実証・定着させ、地域全体の獣
害を低減させます。

提案者名：三重県研究所 地域連携研究課

提案事項：ICT技術を用いたシカ、イノシシ、サルの防除、捕獲一環体系技術

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
①Webによる大型檻の監視・操作システムを集中配備することで、イノシシ、シカの密度低下、サル多頭群の頭数低下
が可能になります。②近接センサー網の配備により、地域全体でのサルの追い払いが効果的に進みます。③クラウドに

より情報を一元化し動物の出没や捕獲のモニタリングが可能になり、計画的な被害対策と捕獲が可能となります。④効
率的な捕獲個体の利活用が可能となり、捕獲意欲が向上します。また、地域の資源開発も進みます。⑤これらの結果、
地域の獣害が総合的に低減できます。

２７年度までの概算研究経費（千円）：１２０，０００千円
（大型の施設・機械の試作品に係る経費（千円）： ）

番号：２０（東海）

研究･実証地区：三重県伊賀市

初年度概算研究経費（千円）：６０，０００千円
（大型の施設・機械の試作品に係る経費（千円）： ）
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ICT技術を用いたシカ、イノシシ、サルの防除・捕獲・利活用一環体系技術

Webによる大型檻・罠
の遠隔管理技術

サルの接近情報自動
検知システム

クラウドによる情報の
一元管理技術

利活用への処理を省
力化する捕獲檻技術

伊賀地域獣害対策協議会三重県、伊賀市

既存の被害分布や
生息密度
出没情報等のデータ

一元的なモニタ
リングと総合的
な計画策定

接近情報の配信

追い払い体制の構築

シカ、イノシシ、サルの集
中的な捕獲と省力化

捕獲した加害
獣の利活用

総合的な獣
害軽減の現
地実証

※愛知県

※（株）アイエス
イー

※静岡大学

※鳥羽商船高専

※三重県

・被害軽減効果
・経済効果
・営農意欲

etc

フィードバックとＰＤＣＡサイクルの構築

サル接近中！
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提案内容
近年、中山間地域でのシカ等による農林業被害が拡大している。しかし、被害に関する情報が集約化されていないこと
や、それらの情報を地域住民が活かすノウハウがないことから、効率的な対策を実施することが難しい状況である。
そこで本事業では、愛知県三河山間地のニホンジカによる被害を対象とし、獣害関連情報を集約してデータベース
を作成するとともに、それを活用した被害予測モデルを構築して効率的な対策を実施できるようにする。実証地は、農林
業被害が多い豊根村と、被害が出始めた新城市の２ヶ所とする。
農業被害・対策実施状況調査を「NPO法人穂の国森林探偵事務所（A）」が、森林被害調査・GPS首輪等によるシカ生
態調査を「愛知県森林・林業技術センター（B)」が、人口や年齢構成など地域における被害対策実行能力評価を「愛知大
学（C)」が行い、（B）と（C）がデータベースの作成および被害予測モデルを構築する。さらに「㈱マップクエスト」が、作成し
たデータベースやモデルを地域住民でも簡単に活用することのできるタブレット端末用アプリとして開発する。こ
のアプリとは、地域住民自らが行う対策を支援するもので、地区名や被害程度など簡易な情報を入力することにより、現
在の被害分布や今後の被害予測を「見える化」したり、被害対策の種類と効果的な実施箇所を表示したりできるものであ
る。
開発したアプリについては、実証地区で（ABC）が地域住民との双方向のやりとりを行い、現場の情報や意見を取り入れ
ながら、より使いやすいものに仕上げていく。

提案者名：特定非営利活動法人穂の国探偵事務所、愛知県森林・林業技術センター、愛知大学、㈱マップクエスト

提案事項：中山間地における地域住民が活用できる獣害対策ツールの開発

「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

・データベースとモデルを構築することにより、中山間地におけるシカ被害について、農業、林業、環境の情報を一元化
でき、地域での包括的な被害対策が可能になる。
・アプリ開発により、シカの生息・被害状況や集落の状況など最低限の情報を調査・入力するだけで、どのような対策が
効果的か提示できるようになり、地域の住民が自ら考え行動して被害軽減につながる。

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）： なし ）

番号：２１（東海）

研究･実証地区：愛知県三河山間地（新城市・豊根村）

平成２６年度概算研究経費（千円）：13,500
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：なし ）
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中山間地における地域住民が活用できる獣害対策ツールの開発

課題：地域に即した獣害対策を、地域住民が実行できない

獣害データの集約化

穂の国
森林探偵
事務所

穂の国
森林探偵
事務所

愛知大学愛知大学

森林・
林業技術
センター

森林・
林業技術
センター

農林業被害・
シカ生態調査

地域毎の
被害対策ポテンシャル
評価

データベース作成
被害予測モデル構築
データベース作成
被害予測モデル構築

㈱マップ
クエスト
㈱マップ
クエスト

集約情報の
「見える化」
（アプリ開発）

集約情報の
「見える化」
（アプリ開発）

現場情報のフィードバック

様々な獣害関連データが存在するが、
一つにまとまっていない

地域住民が情報を活かすノウハウがない

地域住民が自ら考え、地域に即した対策を実行し、被害軽減につながる

穂の国
森林探偵
事務所

穂の国
森林探偵
事務所

愛知大学愛知大学

森林・
林業技術
センター

森林・
林業技術
センター

地域への
普及
地域への
普及

地域住民が簡単に扱える
獣害対策支援アプリの開発・普及
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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：２２（東海）

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）： ）
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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
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提案内容

提案者名：三重県農業研究所 紀南果樹研究室 須崎 徳高

提案事項：マルドリ方式における極早生ウンシュウの水分ストレス制御による高品質果実生産技術体系の実証

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

２７年度までの概算研究経費（千円）： 10,000
（大型の施設・機械の試作品に係る経費（千円）： ）

番号：２３（東海）

研究･実証地区：三重県熊野市、南牟婁郡御浜町、紀宝町のカンキツ栽培園地

初年度概算研究経費（千円）： 7,000
（大型の施設・機械の試作品に係る経費（千円）： ）

三重県の紀南地域は温暖な気候を活かした柑橘栽培が盛んであり、地域の基幹産業となっており、タイ王国への輸出も行われている。
しかし、近年の景気低迷や担い手の高齢化等により産地の活力が低下しつつあり、活性化に向けた革新的技術の投入が必要な時期と
なっている。また、紀南地域は極早生ウンシュウミカン主体の産地であり、特に県が育成した「みえ紀南1号」を主力とした早出し出荷が盛
んである。当地域は早くからマルドリ方式の普及が進み、現在50ha程度導入されている。しかし、マルドリの設備は活用されているものの、

水分管理に関するノウハウが不足（未開発部分が多い）していることから、適切な水分管理ができていない場合も少なくなく、収量が低下し
たり低糖や酸切れが悪いなどの問題が発生し、収益が上がらない原因となっている。今後、攻めのカンキツ産業を展開するためには、マ
ルドリ栽培技術の高度利用を図り、かん水管理に簡易指標を使って確実に収益性を向上させることが必要である。さらに、「みえ紀南1号」
は9月中旬に販売が始まり、その年のウンシュウミカンの販売をリードする位置にあるため、高品質な果実の供給が強く望まれている。こ
れらのことから、農家自らが使用できる簡易指標を利用した水分管理に関するノウハウを開発し、収益向上につなげる。
＜具体的な研究課題 （参画：三重県・三重大学）＞
・マルドリ方式における極早生ウンシュウミカン（「みえ紀南1号」を中心に）の高品質果実の安定生産を行うため、簡易指標を使った精密水
分管理に関する要素技術を開発する。

具体的には、生産者自らの樹体診断を促すため、安価な気象センサー等を基に樹や園地の乾燥程度を模式的表示する。かん水の必要
性の診断は、三重県が開発した「水分チェックボール（特許第5076114号）」などの簡易指標を使用して生産者が樹の水分状態を診断し、

かん水の必要性を判断するとともに、かん水量の充足度等を判断できるノウハウを活用することにより、収益性の確保と同時に高品質生
産が実現できる。

マルドリ栽培の高度利用が可能になれば、安定的な高品質果実が生産できるようになり、産地の信頼向上、所得の向上が見込ま
れ、産地の活性化につながる。また、「みえ紀南1号」の高品質果実が安定的に供給されるようになれば、後に続くウンシュウミカンの

販売にも好影響をもたらし、ミカン産業の活性化が期待される。これらのマルドリをベースにした安定的な高品質果実の生産技術は、
国内及び世界的な産地競争力を向上させ、輸出の促進が図られるとともに、得られたノウハウは全国の産地にも適用可能である。
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マルドリ方式における極早生ウンシュウの水分ストレス制御による高品質果実生産技術体系の実証

全国のカンキツ
産地への普及
輸出の促進

収量性と高品質を備えた果実の生産
産地の活性化・収益性の向上
競争力の向上

期待される効果

マルドリ方式

かん水に関する
ノウハウが不足
しており、失敗事
例も少なくない。

ウンシュウミカン産地の現状

景気低迷、担い手の高齢 化等により産地の活力低下

水源水源

簡易指標を使った精密水分管理に関する要素技術の開発

・果実肥大を損なわずに高品質果実を生産
・ミカン販売をリードする極早生ウンシュウの高品質化

マルドリ方式の問題点

超・極早生ウンシュウ
「みえ紀南1号」

いち早く販売が始まり
温州ミカンの販売を
リード。高品質な果実
の供給が求められる。

生産者

簡易指標に基づく水分管理の実証

（紀州地域農業改良普及センター）

「みえ紀南1号」を中心とした生産農

家における簡易指標に基づく水分
管理を実証

要素技術の開発

●水分ストレス表示シート（開発：農研機構）

葉裏に貼り付けて葉からの蒸散量の多少を捉
える。かん水後の時間帯別の反応の違いにより
かん水量の充足度を判断する。

●蒸発散量や乾燥程度を模式的表示
（三重大学）

安価な気象センサーノードによりネットワークを構
築し、蒸発散量を推定し模式化して表現する。TDR

などを基に樹体の乾燥程度を模式化して表示する。

●水分チェックボール（三重県・特許第5076114号）
（三重県農業研究所 以下同様）

日没時に果実と水分チェックボールとを握り比べて、硬
さの違いで水分不足度を把握する。

⇒安価で直観的にかん水のタイミングを判断できる!

樹や園地の乾燥程度を推定しわかりやすく表示する
チ
ェ
ッ
ク
を
促
す

チ
ェ
ッ
ク
す
る

核となる簡易指標でかん水の必要性を判断する

か
ん
水
量
を
評
価

簡易指標でかん水量の充足度を診断する

特に団地型
マルドリで
利用推進

軟←
 →

硬

強←
 →

弱

水分
ストレス

⇒そろそろチェックに行く必要があると気づかせる！

⇒水分チェックボールとの組み合わせで精密かん水管理に導く！

本日の
蒸発散指数

多い

累積

か
ん
水
量

蒸
散

×日起点

実証の目標

ボール
果実の
硬さ
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提案内容

提案者名：豊橋技術科学大学 環境・生命工学系 特任助教 熱田 洋一

提案事項：土壌中の生物性を考慮した新たな土壌診断技術を用いた環境保全型循環農業の実証研究

「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
☆安定的・持続可能な営農に貢献
○化学肥料の過剰施用防止、○地力の向上・確保、○連作障害の回避、○生産性の向上、○有機的農業の促進、等
☆堆肥利用による循環型社会の形成を促進

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：7,020
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 1,000 ）

番号：２４（東海）

研究･実証地区： 愛知県東三河地域 （地域の農業生産法人等の農場で実施）

平成２６年度概算研究経費（千円）：12，890
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：7,750 ）

バイオマス系廃棄物の有効利用先である堆肥は、土壌の物理性，
化学性に加え、生物性（微生物コミュニティの量と多様性）を改善し、
植物の養分利用効率の向上および土壌病害抑制に寄与する微生
物群の発達を促す。そのため、効率的かつ持続的な農業には必須
である。しかし、土壌の物理性および化学性においては、分析が比
較的容易で基準も明確であるが、堆肥施用におけるこの生物性診
断法については具体的に数値化することが難しく、堆肥製造および
堆肥利用の現場においては経験と勘に頼っている部分が多い。そ
こで、迅速・簡便かつ全自動で土壌中の微生物群集構造解析が可
能な技術を用いて、耕作地等の土壌中生物性の評価手法の確立
を目的とする。このために、東三河地域の農業生産法人等の農場
において、本法による生物性診断を含む土壌診断を実施し、適正
な堆肥・化学肥料を施用した栽培実証試験を実施する。これまで以
上に土壌のいわゆる「地力」を定量的な評価が可能となり、安定
的・持続的な営農が可能となる。また、バイオマス資源の合理的な
有効利用の促進につながる。
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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 ）

番号：２５（東海）

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  ）
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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。
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提案内容

・神奈川県が開発した切りバラの株元加温技術はアーチング仕立てにおける光合成枝の折り曲げ下部にパイプを配置
し、パイプ内に30℃程度の温湯を流すことにより株元近傍の局所加温を行う技術である

・株元を加温することにより冬期の温室管理温度を慣行の18℃から３℃低い15℃で栽培管理を行える

・切り花本数が増加し、切り花長等の品質が向上する

・室温低下及び収穫量の増加により採花本数当たり30～40％の暖房費の削減可能である

・炭酸ガス施用により、さらに品質が向上する

・切りバラ土耕ハイラック仕立て及び他切り花栽培においても応用できる可能性がある

そこで

・現在、切りバラ生産農家で導入が進むヒートポンプによる夏季夜冷及び炭酸ガス施用と株元加温による冬期低温暖房
の組み合わせによる低コスト、高品質切り花栽培技術を実証する

・株元加温による効果が期待される他切り花の検索を行う

提案者名：神奈川県農業技術センター 生産技術部 果樹花き研究課

提案事項：局所加温による省エネ低コスト・高品質切り花栽培技術

「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

・燃油価格の高値安定傾向及び販売単価の低迷により悪化した切りバラ生産農家の経営状況がコスト削減と高品質化
により改善される
・株元加温を切りバラの土耕ハイラック仕立て及びバラ以外の切り花栽培への応用方法が確立する

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）： 12,000）

番号：２６（東海）

研究･実証地区：神奈川県

平成２６年度概算研究経費（千円）：14,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：7,000）
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局所加温による省エネ低コスト・高品質切り花栽培技術

株元加温

切りバラ生産の現状

・冬期温室管理温度18℃→15℃
・採花本数の増加

採花本数当たりの使用重油40%減

・到花日数の短縮

切り花品質向上

・切り花長、重増加

・花サイズ増加

問題点も…
・茎径減、軟弱化

さらに新技術を組み合わせて

暖房費用の軽減

夏季夜冷による
株の充実

・ヒートポンプ

光合成促進

茎径増、硬質化

・炭酸ガス施用

・ハイラック仕立における局所加温

現地生産農家で実証

暖房費の軽減（従来比50%減）
高品質化（サイズ増大＋茎部
硬質化）

研究機関で

応用可能な切り花の検索
ガーベラ、キンギョソウ……
効率的運用方法の検討

客観的な効果測定

物財費の30%が光熱水費
暖房燃料の高騰

販売単価の低迷

消費減少

輸入バラ増加

原油価格の高値安定
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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：２７（東海）

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）
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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
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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）： ）

番号：２８（東海）

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）
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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）： ）

番号：２９（東海）

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）
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ヒートポンプによるハウス加温システム（冷房も可）

パイプ

外
扉

ヒートポンプ

太陽熱 25～３０℃
SOLAR HEATIN AIR

内
扉

排気ダクト

パイプ

[低温処理育苗技術]
今回提案するのは1台のＨＰ熱源機の運用効率を高める地中加
温システムであるが、更に、バルブ切り替えによって低温処理、
花芽分化の促進、根圏域冷却などの[低温処理育苗技術]の確立
を実証研究する。

（
外
気
熱
源
時→

開
）
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