
緊急展開事業」に係る技術の提案【近畿ブロック】

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術





番号 網羅・個別 組織 役職 提案者 説明の有無 頁

1 網羅型 （独）農研機構 中央農業総合研究センター 作業技術研究領域 大下泰夫 有 1

2 網羅型 京都府農林水産技術センター農林センター 環境部 主任研究員 松本　静治 有 3

3 網羅型 滋賀県農業技術振興センター 栽培研究部 専門員 中井　譲 有 5

4 個別型 東果大阪株式会社 IT・マーケティンググループ　プロジェクトリーダー 新開　茂樹 有 7

5 個別型 京都府農林水産技術センター農林センター 作物部長 今井　久遠 有 9

6 個別型 兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 農産園芸部 主席研究員 牛尾　昭浩 有 11

7 個別型 兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 農産園芸部 主席研究員 牛尾　昭浩 有 13

8 網羅型 （独）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 上席研究員 奥野　林太郎 無 15

9 個別型 兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 農産園芸部 主席研究員 牛尾　昭浩 無 17

10 個別型 兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 農産園芸部 主席研究員 牛尾　昭浩 無 19

11 個別型 兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 農産園芸部 主席研究員 牛尾　昭浩 無 21

提案無し

12 網羅型 京都府農林水産技術センター農林センター 茶業研究所 主任研究員 三村　裕 有 23

13 個別型 京都府農林水産技術センター農林センター 茶業研究所 主任研究員 村上　宏亮

14 個別型 京都府農林水産技術センター農林センター 茶業研究所 主任研究員 村上　宏亮

15 網羅型 宮崎大学 農学部 教授 入江　正和 有 27

16 網羅型 地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 環境研究部資源循環グループ 主幹研究員 笠井　浩司 有 29

17 個別型 地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 環境研究部資源循環グループ 主幹研究員 笠井　浩司 有 31

18 個別型 神戸大学大学院 農学研究科・准教授 本田　和久 有 33

19 個別型 （独）農研機構 近畿中国四国農業研究センター 大田研究拠点 畜産草地・鳥獣害研究領域 主任研究員 柴田　昌宏 無 35

20 個別型 兵庫県立農林水産技術総合センター 淡路農業技術センター 畜産部 主任研究員 山口　悦司 無 37

21 網羅型 （独）農研機構 近畿中国四国農業研究センター 四国研究センター　傾斜地園芸研究領域 上席研究員 長﨑　裕司 有 39

22 網羅型 京都府立医科大学 特任教授 木村　美恵子 有 41

23 網羅型 三井化学株式会社 環境・エネルギー事業推進室 主席部員 牧野　雅憲 有 43

24 網羅型 パナソニック環境エンジニアリング株式会社 技術開発ユニット・バイオエンジニアリンググループリーダー 納村　和美 有 45

25 個別型 株式会社ＮＴＴデータ関西 法人事業本部 法人システム事業部第二法人システム 課長 小池　敏和 有 47

26 個別型 パナソニック(株)モノづくり本部 生産技術開発センター 事業開発担当参事 中　裕之 有 49

27 個別型 協和株式会社 ハイポニカ事業本部 事業本部長 佐藤　裕久 有 51

28 個別型 地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 食の安全研究部土壌グループ 主幹研究員 内山　知二 有 53

有 25

（５）施設園芸

提案資料目次　【近畿ブロック】

（１）米・麦・大豆・野菜類等を導入した水田輪作体系

（２）てんさい・ばれいしょ等を導入した畑輪作体系

（３）地域作物

（４）畜産





番号 網羅・個別 組織 役職 提案者 説明の有無 頁

提案資料目次　【近畿ブロック】

29 個別型 兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 農産園芸部 主席研究員 山中　正仁 有 55

30 個別型 兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 環境・病害虫部 主席研究員 神頭　武嗣 有 57

31 網羅型 神奈川県農業技術センター 生産技術部果樹花き研究課 主任研究員 相原　朋之 無 59

32 網羅型 高知大学 海洋コア総合研究センター 教授 安田　尚登 無 61

33 個別型 株式会社ラジアント 代表取締役 杉浦　武雄 無 63

34 個別型 株式会社ラジアント 代表取締役 杉浦　武雄 無 65

35 個別型 株式会社ソラール 代表取締役研究室長 黒田　邦臣 無 67

36 個別型 日本合成化学工業株式会社（東京支社） 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 無 69

37 個別型 兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 農産園芸部 主席研究員 竹川　昌宏 無 71

38 個別型 奈良県農業総合センター 研究開発部 環境・安全担当 主任研究員 平山　喜彦 無 73

39 個別型 ステラグリーン株式会社 取締役 主席研究員 林　秦正 無 75

40 個別型 和歌山県農業試験場暖地園芸センター 園芸部 主任研究員 伊藤　吉成 無 77

41 個別型 兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 環境・病害虫部 主席研究員 西口　真嗣 有 79

42 個別型 NECシステムテクノロジー株式会社 新事業開発推進室 主任 野田　潤 有 81

43 個別型 NECシステムテクノロジー株式会社 システムテクノロジーラボラトリ エキスパート 原　雅樹 有 83

44 網羅型 兵庫県立農林水産技術総合センター 淡路農業技術センター 農業部 研究主幹 青山　喜典 無 85

45 網羅型 兵庫県立農林水産技術総合センター 淡路農業技術センター 農業部 研究主幹 青山　喜典 無 87

46 個別型 奈良県農業総合センター 研究開発部 生産技術担当野菜栽培チーム 総括研究員 西本　登志 無 89

47 個別型 地方独立行政法人 大阪市立工業研究所 生物・生活材料研究部 糖質工学研究室長 村上　洋 有 91

48 個別型 京都府農林水産技術センター農林センター 丹後農業研究所 主任 笈田　幸治 有 93

49 個別型 和歌山県果樹試験場 栽培部 主査研究員 中谷　章 有 95

50 個別型 奈良県農業総合センター 果樹振興センター 特産開発チーム 総括研究員 濱崎　貞弘 有 97

51 個別型 (株)環境総合テクノス 営業部 リーダー 木村　研介 有 99

52 網羅型 （独）農研機構 近畿中国四国農業研究センター 四国研究センター　傾斜地園芸研究領域 上席研究員 根角　博久 無 101

53 個別型 兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 農産園芸部 主席研究員 水田　泰德 無 103

提案無し

54 個別型 兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 環境・病害虫部 主任研究員 望月　証 有 105

55 網羅型 公益財団法人岩手生物工学研究センター 生命科学研究部 主任研究員 関根　健太郎 無 107

56 個別型 パナソニック システムネットワークス(株) システムソリューションズ ジャパンカンパニー 事業開発グループ プロジェクト推進チーム 主事 藤田　茂 無 109

（９）その他

（６）露地野菜

（７）果樹

（８）鳥獣害





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 作業技術研究領域 大下泰生

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（近畿）

様式２

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
＜提案の背景と提案理由＞
近畿地方は、土壌的には非火山灰土が大部分を占めており、水田輪作ほ場では多様な作付体系が展開されている。当地域では、輪作での作付け間隔が短いため、
土壌分析結果を次作の施肥に反映させる時間的な余裕がなく、生産者の経験に基づく施肥が継続されている。また、非火山灰土の水田輪作ほ場では耕盤が明確であ
るため、作土層が限られている。このため、従来の作土深を考慮しない土壌養分の「濃度」分析とそれに基づく施肥管理だけでは、次作への過剰な施肥となり、土壌中
への養分蓄積が懸念される。過剰な施肥は、施肥コストの向上を招くだけでなく、環境負荷となり、持続的、安定的な農業を推進する上で障害となっている。さらに、狭
小なほ場が多く、機械による施肥がほとんど行われていない。
そこで、作土層の潜在養分の「絶対量」を把握するとともに、作付間隔が短い輪作体系でも対応しうる迅速な土壌分析をＩＣＴ活用により実証し、施肥コストの削減と持
続的な農業の推進を目指す。

＜提案技術の特徴＞
・耕盤を検知する採土器による正しいサンプリング方法の開発

土壌を試掘することなく作土部分のみ正確に採取可能な機器を開発し、養分濃度と積算することで作物が利用可能な土壌養分を「絶対量」として評価する。
・LED光源を利用した可給態窒素分析装置によるリアルタイム診断

簡易分析器とこれと連動するタブレット用ソフトを開発し、ICTによる適正施肥量および肥料選択を行う。
・リン酸適正施肥のためのカルテシステムの開発

経時的な変動の少ない土壌中のリン酸について、栽培品目ごとに絶対量による土壌診断基準と減肥基準を策定する。また、ＩＣＴを活用した、土壌環境データの蓄
積と解析により、分析を介さず、迅速かつ効率的な減肥を実現する。

・施肥機の開発
狭小なほ場に対応し、肥料の利用効率の高いアタッチメントタイプの局所施肥機を開発し、施肥労力を省力化する

提案者名：京都府農林水産技術センター 農林センター 松本静治

提案事項：非火山灰地域における正確なサンプリングと迅速な土壌診断による施肥コスト低減

「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
・近畿地方の水田輪作体系において窒素及びリン酸を中心に施肥コストを削減できる。
・近畿版土壌試料採取法・簡易養分分析法の広域適応

・スマートフォン等によるＩＣＴを活用した土壌診断・施肥設計ソフトと土壌の履歴を共有するための圃場カルテソフトを利用した集団営農組
織等における情報の一元化による圃場の精確な管理
・土壌環境の健全化による持続的、安定的な農業の推進

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）： ０ ）

番号：２（近畿）

様式２

研究･実証地区：近畿（京都府丹後地区、大阪府泉州地区、兵庫県南部地域、奈良県北部地域）

平成２６年度概算研究経費（千円）：４０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ０ ）
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スマートフォン等ICTの利用

非火山灰地域における正確なサンプリングと迅速な土壌診断による施肥コスト低減

現場の課題 新たな土壌分析

窒素・リン酸の評価を「濃度」から「絶対量」へ

土壌診断データセンター

・診断ソフトの開発
・圃場カルテシステムの開発
・絶対量による土壌診断基準
減肥基準の策定

・肥料選択、施肥量決定を自動化

・土壌の履歴を一元管理

作土の正確なサンプリング

狭小ほ場に適した施肥機
施肥量

施肥コスト削減

持続的な農業の
推進

ひと手間で2データ！
形態別窒素を考慮した施肥

土壌
試料

硝酸態
窒素

地力
窒素

水 田 輪 作 体 系

リアルタイム分析

何㎏?
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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150haの大規模経営（水稲・麦・大豆・野菜）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

・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

・米の直播栽培・疎植栽培の導入等による育苗・田植え等の労働コストの大幅削減

・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：有限会社フクハラファーム、滋賀県農業技術振興センター、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、九州沖縄農業研究センター）、ヤンマー株式会社、ソリマチ株式会社、株式会社富士通九州システムズ等

提案者名：滋賀県農業技術振興センター 栽培研究部 中井譲及び九州大学大学院農学研究院教授南石晃明

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（近畿）

様式２

研究･実証地区：近畿（滋賀県）

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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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

圃場別の農作業・気象・土壌・作物情報の収集 圃場別ビッグデータの可視化・解析 気象・市場変動リスク対応型生産・作業管理

環境情報：土壌サンプリング分析、リアルタイム土壌
センサー、気温・水温・地温・水深センサー等

作物情報：生育調査、収量コンバイン、品質評価システム等

クラウドセンター
（サーバ）

インターネット

●

インターネット

●●

2

【技術・財務統合】
FAPS-DBによる経
営シミュレーション
経営の見える化

農作業情報：営農可視化システムFVS、PMS等

IC タグでワ

ンタッチ作
業記録

熟練技術・ノウハウの見える化
による作業精度・能率向上

土壌・気象の見える化による気候変動に対応した高精
度・精密栽培法による収量および品質の安定化・向上

作業ノウハウ見える化、IT農機、省力・省投入栽培用に
よる作業能率の向上、作業時間およびコストの削減

)

基部未熟粒
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提案内容

気候変動による地球温暖化ならびに局地的集中豪雨の影響からの極度の干ばつおよび湿害がもたらす作物の「生理
障害」や「病害虫」の発生による「収量低下」などの対策として、①新素材を利用した土壌改良（還元化）技術、②植物の
生理に作用する新素材を成分とする農業用資材製造ならびに利用技術、③水田転換で畑作物の栽培を可能にする新
技術確立と導入をめざし、卸売市場と産地が抱える共通の重要課題である「地力低下による畑作物の減収」の早期根
本的解決を実現する。 対象作物：たまねぎ、キャベツ、枝豆等

①新素材（特許取得済）による土壌中の水分・窒素肥料成分等の吸放湿コントロール技術の確立

②新素材（微生物細胞壁を主成分とする農業資材）の利用技術の確立

微生物細胞壁のエリシター作用を利用した植物の内生ホルモンの誘導による増収及び出荷時期調整技術の確立。

※低コスト液肥化技術ならびに液肥利用技術の確立をめざす

③育苗技術

畑作物の育苗において水生根を形成する技術の確立により、水田転換畑での栽培を可能とする。同時に、機械定植に
よる省力化に寄与する。

提案者名：東果大阪株式会社 ＩＴ・マーケティンググループ 新開茂樹

提案事項：新素材を利用した収量安定化並びに高付加価値作物流通の実現と水田転換畑に適した育苗技術の確立

「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
・作物の品質向上、収量の安定化及び生産時期の調整により高付加価値作物としての流通が見込める。
・施肥体系を変えることで肥料のコスト削減、また定植の低労力化によるコスト削減が見込める
・単年度にとどまらず土壌の改善が見込めるため、連作による収量低下や品質低下がおきない
・水田利用によって耕作放棄地の有効活用ができ、干ばつや湿害を気にしない栽培が可能となる

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：３３，７７０千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ５，０００千円）

番号：４（近畿）

様式２

研究･実証地区：大阪府（八尾市、泉佐野市）

平成２６年度概算研究経費（千円）：１９，３８５千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ５，０００千円）
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日本の農業が抱えている重要な課題

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

気
候
変
動

地球
温暖化

局地的
集中豪雨

耕作放棄地

湿
害

病
害
虫

干
ば
つ

生
理
障
害

品質低下

収量低下

コスト高

新素材による土壌改良
・土壌中の水分や窒素肥料成分を吸
着し流亡を防ぐとともに、土壌水分低
下時に放出

・土壌を還元性にすることで、固定化さ
れたリン酸などの有効成分を活用でき
る状態に変化

新素材を主成分とする資材
・微生物細胞壁の特性を利用し、植物
体の内生ホルモンを誘導し、葉の養分
を有効活用

育苗技術による水田栽培
・水田で栽培可能な水生根の形成技
術
・セル成型育苗の利用

ＴＰＰ

小規模高コスト（労力）農業

環境に対する抜本的な解決策が必
要なことに加え、資材・労力などの生
産コストが高く、品質や収量は低下し
ていることへの対策も必要。TPP対
策としての品質向上や生産コストの
削減も急務。

干ばつ対策

新技術の確立によって解決

低コスト化湿害対策 収量アップ 品質向上

実の肥大促進・着果率向上、
鱗形の肥大促進

土壌残留・蓄積成分の
有効利用

土壌環境・
栽培環境の改善

休耕田利用

連作・過剰施肥

低コスト液肥化
・新規製造技術によ
る安価な液肥製造

生産時期の
調整が可能

収益率向上

新
技
術

ね
ら
い

効
果
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提案内容

京都府北部地域は、裏日本気候のため、秋から春にかけては曇雨天の日が多く、麦大豆や京野菜の栽培において、
主に湿害による収量減・品質低下が生じ、安定生産が難しい。また土壌が乾かないため耕耘、畦立て等の作業に支障
が生じ、土地利用率が低下している。

ＦＯＥＡＳ導入ほ場では、地下水位をコントロールし、土壌を乾かすことができるので、麦大豆や京野菜の根張りを促
進するとともに、肥料の流出を防ぐことから施肥効率が向上し、結果的に施肥量の削減につながると思われる。

しかし、京都府での導入事例は本実証地域のみで、作物別に適切な施肥量が明らかにできていない。

そこで、ＦＯＥＡＳにより麦大豆、特産黒大豆、小豆、京野菜など作物の生育に応じた土壌水分管理法、施肥法を明ら
かにし収量及び品質アップを図るとともに、肥料コストを低減し、北部地域に収益性の高い２年３作体系を実証する。

「水稲＋麦＋大豆（黒大豆・小豆）」体系の生産及び品質の安定
「水稲＋京野菜＋大豆（黒大豆・小豆）」、「水稲＋京野菜＋京野菜」体系の導入

提案者名：京都府農林水産技術センター農林センター 作物部 今井久遠

提案事項：ＦＯＥＡＳを活用した麦大豆及び露地野菜の安定生産

「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
○黒大豆：商品率１０％アップ、収量１０％アップ → 所得：１５％アップ
○京野菜：商品率２０％アップ → 所得：１５％アップ
○ＦＯＥＡＳの導入地域の拡大（現状：１箇所３０aのみ）→府北部地域の排水不良田への波及が期待できる

裏日本気候の他府県でも利用可能な技術

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：２３，８００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ３，８００ ）

番号：５（近畿）

様式２

研究･実証地区：京都府京丹後市久美浜町 株式会社 誠農海部

平成２６年度概算研究経費（千円）：１３，８００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ３，８００ ）
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ＦＯＥＡＳを活用した麦大豆及び露地野菜の安定生産

黒大豆

FOEASの効果
雑草の抑制・かん水効率
のアップ・かん水労力の
削減・作業効率のアップ 商品率10％アップ

収量10％アップ

所
得
１
５
％
ア
ッ
プ湿害、カビ粒、しわ粒

京野菜（聖護院ダイ
コン、カブなど）

す入り、裂根 商品率２０％アップ

所
得
１
５
％
ア
ッ
プ

実証活動

湿害回避、施肥量削減、
２年３作体系のマニュア
ルづくり、現場課題解決
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提案内容

（背景）

小麦・大豆栽培は集落営農組織や大規模農家が中心に栽培されているが、気候変動により、耕起後の播種作業がで
きず、播種時期が遅れることで、減収や品質低下につながっている。また、小麦、大豆の販売単価が安いので、より生産
コストの削減が必要である。

（内容）

①小麦・大豆１年２作連続による不耕起播種機を活用した生産コスト削減技術

不耕起栽培導入により、労働時間の低減（省力化）、機械の汎用化による物財費の低減、収量性向上等による生産物
当たり生産費の低減を実現する

②地下かんがいシステムを用いた小麦・大豆の不耕起栽培技術

地下水位調節による土地利用効率の向上。不耕起栽培導入による計画的な播種、安定生産

大豆350kg/10a、小麦650kg/10aの収穫量１ｔ／10aの実現

③GPSガイダンスやGPS速度連動を用いた小麦・大豆の作業効率化技術

各種作業の効率化、円滑化、作業精度向上、各種資材の適正量施用によるコスト低減

提案者名：兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 農産園芸部 牛尾 昭浩

提案事項：麦・大豆１年２作体系による生産費削減を目指した不耕起栽培技術の確立

「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

・不耕起栽培や作業アシストツールの導入による適期作業の確保、作業の効率化、省力化、生産コスト低減

・地下かんがいシステム導入による生産性の高位安定化

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：5,500
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：4,000 ）

番号：６（近畿）

様式２

研究･実証地区：東海、近畿、中国、四国、九州

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）：4,000 ）
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不耕起播種機を利用した大豆-麦類輪作体系

地下かんがいシステム

麦・大豆１年２作体系による生産費削減を目指した不耕起栽培技術の確立

GPSガイダンスやGPS速度連動作業による
大豆・麦類の作業効率化技術の事例

大豆350kg/10a
小麦650kg/10a

収穫総量１ｔ／10aの実現（農研機構HPより抜粋）

大豆-麦類不耕起輪作体系の利点
☆作業機械の汎用化(機械稼働率の向上）
☆耕耘作業の省略(ランニングコスト、労働費低減）
☆ほ場内での大型機械作業が容易(作業の効率化）
☆適期作業の確保（収量性向上）

☆コンバイン収穫ロスの低減(収量性向上）

不耕起（部分耕）播種機

不耕起栽培の排水対策で
活躍する極細明渠機

GPSガイダンスにより、
効率よく正確に作業が
進められる。
さらに、踏圧と同時に、
速度に連動して均一に
施肥することが可能

播種前のほ場排水
性を高めて良好な出
芽苗立ちを得るため
に，ほ場表面に切れ
込みを入れて素早い
排水を促す
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提案内容

（背景）

黒大豆栽培は産地の高齢化が進み、生産量の維持が困難になりつつある。また、作業も手作業が多く、機械化が進ん
でおらず、近年、気象変動等で収穫期が遅れており、安定した年内生産量の確保が困難になりつつある。

（内容）

①黒大豆栽培の省力化及び軽労化、適期作業による収量安定技術

播種機による直播、中耕ディスクによる中耕・培土、普通型コンバインによる一斉収穫により、効率的な作業を実現す
るため、栽培体系や作業方法を検証する。

②葉付き乾燥体系における収穫方法や乾燥技術

黒大豆の葉付き乾燥において、収穫作業では携帯型切断器、刈り取り機による適期一斉刈り取り作業を行い、コンパ
クトベーラ梱包利用による刈り取り株の減容化で作業の軽労化を進め、乾燥作業では乾燥機内の水分低下が均一にな
るような高品質な機械乾燥技術の向上を目指す。

提案者名：兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 農産園芸部 牛尾 昭浩

提案事項：黒大豆栽培の軽労化を目指した機械化体系の確立

「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

・ブランド性の高い丹波地域の黒大豆栽培において、作業の省力化を図りながら、実需者ニーズに対応した品質の高い

収穫物が得られる。

・基幹作業が機械化された省力的な栽培法の導入により、生産ロットの確保と、産地維持が図れる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：5,500
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：4,000 ）

番号：７（近畿）

様式２

研究･実証地区：近畿（兵庫県）

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）：4,000 ）
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黒大豆栽培の省力化及び軽労化、
適期作業による収量安定技術

黒大豆栽培の軽労化を目指した機械化体系の確立

葉付き乾燥体系における
収穫方法や乾燥技術の確立

実需者ニーズに対応した品質の高い収穫物の確保 生産ロットの確保、産地維持

中耕ディスクによる
培土作業の効率化、省力化

移植作業
高精度点播機に
よる直播栽培

中耕培土作業

普通型コン
バインで
脱穀作業

コンパクト
ベーラ-で減容

温度管理された乾燥機
で慣行の葉取り乾燥と
遜色ない仕上がり品位

乾燥機へ搬入

黒大豆用刈取機
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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：８（近畿）

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

（背景）

日本海に面している地域に中生品種の大豆を導入すると、収穫時期が11月中旬以降になり、降雨、積雪等で収穫でき
ず、減収や品質低下を招く恐れがある。また、大豆の減農薬無化学肥料栽培は有利販売する上でも実需者ニーズが高
いが、雑草が繁茂しやすく、減収や汚損粒の発生につながるだけでなく、手取り除草等で大きな労力負担となっている。

（内容）

①大豆早生品種の密植栽培技術等による減農薬無化学肥料栽培技術

10月中下旬に収穫可能な大豆早生品種を導入し、条間60～70cmの密植栽培で中耕ディスク、レーキ等を用いた

機械除草体系を確立する

②摘芯処理による倒伏防止対策技術

大豆早生品種の６月播種密植栽培における摘心処理による生育制御技術の確立。

③汚損粒防止対策を行った普通型コンバイン導入による収穫技術

汚損粒の防止対策を行った普通型コンバインを用いることで、品質低下防止、収穫ロス低下を図る。

提案者名：兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 農産園芸部 牛尾 昭浩

提案事項：大豆早生品種の減農薬無化学肥料栽培による高品質多収安定栽培技術の確立

「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

・大豆早生品種を用いた減農薬無化学肥料栽培において、実需者ニーズに対応した品質の高い収穫物が得られる。

・農薬使用の低減により環境負荷を減らし、持続的な農業を可能にし、安全・安心な農産物の生産を実現する。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：5,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：2,000 ）

番号：９（近畿）

様式２

研究･実証地区：近畿（兵庫県北部）中国の日本海側地域

平成２６年度概算研究経費（千円）：3,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：2,000 ）
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１０月下旬前後に収穫可能な早生品種の導入

摘心処理による生育制御

大豆早生品種の減農薬無化学肥料栽培による高品質多収安定栽培技術の確立

各種機械除草機の導入による
除草作業の効率化、省力化

実需者ニーズに対応した
品質の高い収穫物の確保

環境創造型農業の推進

天候が安定 中耕ディスク

切削式 レーキ式
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提案内容

（背景）

大豆栽培において、気候変動等により、生育初期の多雨による湿害、夏期の高温により干ばつ害が生じており、収量
や品質の低下につながっている。また、収穫時期に裂莢しやすく品種は、適期収穫が難しく、自然脱粒やコンバイン収穫
ロスで減収となっている。

（内容）

①不耕起播種機を利用した狭条密植栽培技術

大豆狭条密植栽培において不耕起播種機を用いた適期播種で、安定した苗立ち量を確保する。

②難莢性品種を用いた収穫作業の効率化

難裂莢性品種の導入による収穫時の生育の均一化や収穫ロス低下

③地下かんがいシステム導入による大豆生育ステージに合った地下水位調整技術

生育ステージに応じた地下水位調節による水分ストレス低減栽培方法の確立。

提案者名：兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 農産園芸部 牛尾 昭浩

提案事項：難裂莢性品種と地下かんがいシステムを組み合わせた大豆狭条密植栽培による高位安定技術の確立

「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

・不耕起栽培導入による適期作業の確保、省力化、生産コスト低減

・難裂莢性品種の導入による収穫時の生育の均一化や収穫ロス低下

・地下かんがいシステム導入による生産性の高位安定化

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：4,500
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：3,000 ）

番号：１０（近畿）

様式２

研究･実証地区：東海、近畿、中国、四国、九州

平成２６年度概算研究経費（千円）：4,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：3,000 ）
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不耕起播種機を利用した狭条密植栽培

地下かんがいシステム

難裂莢性品種＋地下かんがいシステム＋狭条栽培による大豆高位安定技術の確立

難莢性品種
「サチユタカＡ１」

省力、生産コスト低減
適期作業の確保

生産性の高位安定化
（農研機構HPより抜粋）

大豆不耕起（無中耕・無培土）栽培の利点

☆耕耘作業の省略(ランニングコスト、労働費低減）
☆ほ場内での大型機械作業が容易(作業の効率化）
☆適期作業の確保（収量性向上）

☆コンバイン収穫ロスの低減(収量性向上）

不耕起（部分耕）播種機
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提案内容

（背景）

近年、大豆栽培において、難防除雑草の発生が多くなり、減収や品質低下につながっている。

中耕・培土栽培を行っている地域でも適期作業ができず、雑草多発により、収穫作業ができない地域もある。

（内容）

①大豆の中耕ディスクを用いた中耕・培土による除草技術

中耕ディスクを用いて、除草適期に効率的かつ除草効果の高い中耕・培土作業を実施する。

②大豆の畦間株間の除草剤を組み合わせた難防除雑草の除草技術

難防除雑草に効果の高い除草剤を用いて、中耕・培土作業の同時散布により後次発生雑草を防除する。

提案者名：兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 農産園芸部 牛尾 昭浩

提案事項：大豆の難防除雑草の除草技術の確立

「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

・大豆難防除雑草の徹底防除による増収・品質安定

・安定した除草効果と省力化の両立による大豆産地の維持

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：1,800
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：1,200 ）

番号：１１（近畿）

様式２

研究･実証地区：近畿（兵庫県）ほか西日本

平成２６年度概算研究経費（千円）：1,500
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：1,200 ）

21



中耕ディスクと畦間・株間処理用除草剤による大豆難防除雑草防除技術の確立

除草剤処理体系の効率化、省力化

大豆難防除雑草の徹底防除による
増収・品質安定

安定した除草効果と省力化の両立

大豆３葉期

茎葉処理型除草剤
＋

土壌処理型除草剤

（播種）

従来体系（除草剤３回処理）

畦間・株間処理体系
（除草剤２回処理）

中耕ディスクと組み合わせた
畦間・株間処理体系
（除草剤１回処理）
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提案内容

京都府北部の丹後地域では、国営農地開発事業により518haの農地が造成されており、平成16年から府内産茶を大幅に増産
するために、２法人４個人合わせて47haの茶が栽培されている。しかしながら、丹後地域の厳しい気象条件（積雪、強風）、侵入
害虫を含めた病害虫の多発、痩せた土質などにより生産が不安定な状況が続いている。またこれらの課題だけでなく、防除・施
肥作業の効率・省力化を中心とした生産コストの低減を図ることが急務となっている。そこでこれからの各種課題について、以下
の先端技術を導入することで、国内向けだけでなく国外も視野に入れた、京都の特徴的な被覆栽培茶てん茶（抹茶原料）の増産
を図る。

＜想定される主な技術＞

○ 発生予察シミュレーションと省力予察技術に基づいた低コスト防除体系

○ 耕種的及び物理的防除法などを組み合わせた病害虫総合管理体系

○ 点滴施肥と木材チップを利用した省力・低コスト施肥体系と干ばつ対策

○ 潅水設備がない茶園における低コストコーティング肥料を用いた効率的施肥体系と試作した省力堆肥散布機の実証

○ 樹勢診断技術と雪害防止被覆を利用した雪害防止体系

提案者名：京都府農林水産技術センター農林センター茶業研究所三村裕

提案事項：大規模国営開発農地における宇治茶の省力、低コスト生産技術体系

「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
○ 丹後国営開発農地茶園における茶生産が安定し、生産額が倍増する。
○ 製造原価率が30％低減し、省力・低コスト生産体系が確立する。
○ 国内向けだけでなく海外輸出に繋がる生産体系を確立する。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：100,000千円）
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 5,000千円 ）

番号：１２（近畿）

様式２

研究･実証地区：京都府京丹後市 丹後国営開発農地茶園

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）： 3,000千円）
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樹勢診断技術と被覆資材などを組み合
わせて雪害防止を体系化。

点滴施肥、コーティング肥料、省力堆肥
散布機及び木材チップを利用した省力・
低コスト施肥体系の確立と干ばつ対策

大規模国営開発農地における宇治茶の省力、低コスト生産技術体系

課題２：干ばつ・施肥対策

発生予察シミュレーションと省力予察技術
ならびに耕種的及び物理的防除技術などを
組み合わせて、減収の主要因となるｸﾜｼﾛｶｲ
ｶﾞﾗﾑｼ、ﾁｬﾄｹﾞｺﾅｼﾞﾗﾐ、赤焼病などの低コス
ト・省力の総合防除体系を確立。

京都府農林水産技術センター農林センター茶業研究所

○ 丹後国営開発農地茶園における生産額が倍増。
○ 製造原価率が30％低減し、省力・低コスト生産体系が確立。
○ 国内向けだけでなく海外輸出に繋がる生産体系を確立。

課題３：雪害・強風対策

丹後国営開発農地：昭和58年～
作付け品目：野菜、果樹、茶（平成16年～）
面積：518ha（茶：47ha）
茶生産者数：２法人４個人

課題１：病害虫対策

期待される
成果
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提案内容
国内需要向けの茶生産は、飲用茶の消費減少や生産費の高騰などで生産の縮小や衰退が懸念される中、食品素

材向けてん茶（抹茶）の需要拡大がすすんでいる。

しかし、てん茶製造に必須の装置であるてん茶機は、エネルギー効率が小さいため、重油利用によるエネルギーコ

ストの増大やCO２排出での環境への影響が懸念される。
また、抹茶は、これまで茶専門商社から最終製品として消費者に流通していたが、食品業者等の新たな実需者にも

わかりやすい指標として、粒度や品質関連成分を示すなど、食品素材としての抹茶の品質管理につながる特性評価

技術を確立する必要がある。

そこで、以下の項目について実証を行う。

・既存てん茶機の省エネルギー化

装置外部の保温によるエネルギーコストの削減を実証する

・食品用抹茶の簡易粒度測定法の確立

食品用抹茶の粒度と品質関連成分を、同時、かつ簡便に測定できる技術を実証する

提案者名：京都府農林水産技術センター農林センター茶業研究所 村上宏亮

提案事項：（個別要素技術型研究）「既存てん茶機の省エネルギー化」及び「食品用抹茶の簡易粒度測定法の確立」

「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
・エネルギーコスト及びCO2排出量の削減
・食品素材としての抹茶の品質管理につながる特性評価技術の確立による国内需要の安定的拡大、及び粉末茶生産
への応用

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：１８，９０７
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ３，９６０ ）

番号：１３、１４（近畿）

様式２

研究･実証地区：京都府山城地区

平成２６年度概算研究経費（千円）：１６，２５８
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：３，３００ ）
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（個別要素技術型研究）「既存てん茶機の省エネルギー化」
「食品用抹茶の簡易粒度測定法の確立」

既存てん茶機の省エネルギー化

食品用抹茶の簡易粒度測定法の確立

背 景

抹茶の複雑な品質特性を
効率よく評価するには官
能検査が最も有効

課 題

てん茶機はエネ
ルギー効率小

（コスト増大等
の懸念）

背 景

需要が拡大中のてん茶製
造にはてん茶機が必須
（独自の色合い、風味）

課 題

食品素材として
の品質管理に
つながる特性
評価技術が必
要

保温材

実 証

保温による省
エネルギー化
による、エネ
ルギーコスト
等削減

実 証

食品用抹茶
の粒度と品
質関連成分
の同時、か
つ簡便な測
定

抹茶をその
まま測定可

保温材
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提案内容

提案者名：宮崎大学 農学部 入江正和

提案事項：光学評価技術を応用した新たな高品質な和牛肉と豚肉の低コスト生産

「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
・和牛肉においては，消費者の赤身需要に対応した高品質な牛肉が生産される（商品の多様化）。
・脂肪含量が多く，生産（特に飼料）コストの高い霜降り牛肉生産の過当競争を抑制でき、遺伝的多様性も確保できる。
・豚肉は，海外と遺伝的背景が同じで，品質差がつけにくいが，新たな飼養技術によって高品質化が可能となる。
・海外の食肉と品質で差を付けること（＋多様化）ができ，国内外での輸入肉との競争に役立つ。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： 95,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 30,000 ）

番号：１５（近畿）

様式２

研究･実証地区：全国

平成２６年度概算研究経費（千円）： 50.000
研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 15.000 ）

霜降りを抑えた新たな高品質で
低コストな和牛肉生産

飼料稲やエコフィードなどの地域

資源飼料（ビタミン多給），早期出
荷技術（現在30ヶ月齢以上→24ヶ
月齢）を応用して，牛にやさしく，食
味の良い牛肉（和牛の若牛ブラン
ド）を効率的に生産。

霜降りを高める効果的かつ高品
質な豚肉生産

エコフィードなどの地域資源飼料

を利用し，申請者らの開発したアミ
ノ酸バランス法（低リジンではない）
を応用し，発育や赤身量，肉質を
損なわず，食味の良い脂肪交雑豚
肉を効果的に生産。

流通で応用できる脂肪含量と脂肪交雑等の迅速評価装置

申請者らが開発し，既に普及している脂肪質評価光学装置を脂肪含量併用
に改良する（主にソフト）と共に，新たな携帯型の脂肪交雑評価装置を試作す
る。脂肪含量や脂肪交雑は消費段階ではPRや消費ニーズの把握に用いると
共に，流通では品質のセレクトに，生産段階ではデータのフィードバックによっ
て遺伝や飼養技術を検討し，高品質化，多様化，斉一化技術に利用。
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提案内容
１．研究・実証の背景と目的：

近年、畜産農家周辺の都市化により、畜産臭気の問題が深刻化している。臭気対策は畜産経営において不採算部門であり、大部分の農
家では十分な投資ができないのが現状である。臭気低減方法に関する研究はこれまで多く行われており、種々の手法が開発されてきたが、
コスト面の問題で普及例は少ない。畜産臭気は主として畜産廃棄物処理施設である堆肥舎から発生している。本研究では、これまでに報告
されてきた脱臭方法の中でも低コストな臭気対策技術を畜産農家に導入し、畜産経営の安定化と都市住民との共存に貢献することを目的
とする。

２．研究・実証の目標：

本研究では二段階のシステムにより堆肥舎臭気の低減を行う。簡便なシステムである微生物を用いた通気式脱臭装置を前段に設置し、
発生する臭気物質の大部分を除去する。また、コンパクトかつ低コストでの設置が可能である光触媒による脱臭装置を後段に設置し、微量
臭気物質の除去を目指す。これらの複合的システムの導入が、牧場全体の臭気低減に寄与することを実証的に明らかにする。

３．研究・実証の内容：

電気機器メーカーやプラント会社、畜産経営組織とコンソーシアムを形成し、大阪府内にある3,500頭規模の養豚場において、微生物およ
び光触媒による臭気低減システムを導入し、実証試験を行う。堆肥舎内の空気を完熟堆肥やロックウールなどの濾材に通気させる簡便な
形状の脱臭装置を堆肥舎に設置し、アンモニアや低級脂肪酸といった悪臭物質の除去特性を明らかにする。さらに、その後に光触媒脱臭
装置を設置し、前段部では除去できなかった硫黄化合物や微量の臭気成分に対する、酸化チタン材料や換気方法などの運転条件が除去
特性に及ぼす影響を明らかにする。光源にはLEDを用いランニングコストを軽減する。

提案者名：地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 環境研究部 笠井浩司

提案事項：微生物と光触媒を用いた二段階畜産臭気低減システムの開発

「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
○微生物と光触媒用いた畜産臭気低減システムにより、低コストな臭気対策が可能となる。

○都市近郊部における畜産農家においては、都市住民との共存に寄与するとともに、生産物の強いブランドイメージの獲得につながると考
えられる。すなわち臭気の少ない生産現場は、消費者にとって生産物の高い安全性を想起し、品質のイメージ向上に貢献するものと考えら
れる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：5,000千円
（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：１６（近畿）

様式２

研究･実証地区：近畿地区

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

堆肥

堆肥舎（密閉型）
脱臭槽

完熟堆肥などの濾材

臭気

通気床

微生物を用いた
堆肥舎臭気低減プロセス

光触媒脱臭ユニット

微生物と光触媒を用いた二段階畜産臭気低減システムの開発

光触媒を用いた臭気物質
除去プロセス

一次処理における残渣の臭気
物質を光触媒から発生するヒド
ロキシラジカルなどの酸化剤に
より分解
コンパクトな装置であり、大規
模な構造物の建造の必要なし
LEDを光源にすることでランニ
ングコストを軽減

堆肥舎内の臭気を吸引し、濾材
（完熟堆肥やロックウールなど）に
通すことで脱臭
濾材内の微生物による臭気物質
の分解
従来の生物脱臭装置より簡便な
システムであり低コストでの設置
が可能

B
無臭空気
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提案内容

１．研究・実証の背景と目的

攻めの牛乳・牛肉生産を行うためには、飼養規模を拡大し、生産効率を高めることが必須となる。牛の繁殖成績は、酪農経営では乳生産
量に、肉用牛繁殖経営では子牛の生産効率に直結し、経営を左右する重要事項である。1頭の分娩間隔が1日延長することによる経済的損
失は、乳牛で1,000～1,200円、肉用牛でも800～900円にのぼると試算されている。従って、繁殖成績の改善は畜産農家の経営強化にとって
必須であり、また、改善による収益への効果も極めて大きい。しかし近年、乳牛では分娩間隔の延長が全国的傾向となっており、肉用牛に
おいても、経産牛の分娩間隔は短縮されていない。この一因として、牛群の大規模化により発情発見、交配、妊娠診断などの繁殖管理が行
き届かなくなっていることが挙げられる。そのため、繁殖管理を集約的に実施するプログラムの導入によって、「交配から落ちこぼれる牛」や
「空胎のまま放置される牛」をなくし、牛群の繁殖成績の底上げを図る。また、同時に子宮内環境改善処置を施すことによって、受胎率の向
上を図る。

２．研究・実証の目標

予めキトサン注入により子宮内環境改善処置を行った牛に、Ovsynch+CIDRによる定時交配を行い、これにカラードップラー超音波による
卵巣検査を組み合わせ、受胎の早期確認と不受胎の場合の再交配を集約的に実施する繁殖プログラムを開発する。このプログラムを用い
て酪農経営および肉用牛繁殖経営における牛群の現在の平均分娩間隔を21日（一周期）短縮することを目標とする。

３．研究・実証の内容

受胎結果を交配後25日目に判定するため、カラードップラー超音波診断による黄体血流量推定手法を確立する。この卵巣検査手法をキト
サン注入+Ovsynch+CIDRによる定時交配（人工授精または胚移植）と組み合わせたコンビネーション繁殖プログラムを、近畿地域の100～
200頭規模の酪農経営および肉用牛繁殖経営2～3か所において長期展開し、分娩間隔の短縮と繁殖管理の集約による省力化を実証する。

提案者名：地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 環境研究部 資源循環グループ 笠井浩司

提案事項：大規模化する牛群の繁殖管理のためのコンビネーションプログラムの開発と実証

「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
平均分娩間隔が21日短縮されることにより、200頭規模の酪農経営では、年間5,040千円、同規模の肉用牛繁殖経営では、年間3,780千円
の収益増となる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：13,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： なし ）

番号：１７（近畿）

様式２

研究･実証地区：近畿

平成２６年度概算研究経費（千円）：11,000
（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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大規模化する牛群の繁殖管理のためのコンビネーション
プログラムの開発と実証

⑤同18日目
カラードップラー
で卵巣検査

黄体血流減少

大型卵胞
（>12mm）血流あり

黄体血流維持
機能的黄体あり

30～35日目
カラードップラー
で妊娠診断

④同16日目
CIDR抜去

25日目
GnRH・
定時AI

③定時ET後
10日目に
CIDR挿入

②7日後
Ovsynch+CIDR
定時ET

妊娠非妊娠

・キトサン注入による子宮内環境改善処置を行う。
・7日後にOvsynch＋CIDRによる定時胚移植
（ET）を行う。
・定時ET後10日目に全牛にCIDRを挿入。
・同16日目にCIDR抜去。
・抜去2日後（18日目）に卵巣のカラードップラー超
音波検査を行う。
・機能的黄体がなく（血流減少）かつ直径12mm以
上の血流のある卵胞が存在する場合は、その日
に定時AIとGnRH投与と同時に行う。
・機能的黄体がある（血流維持）牛はET後23～28
日目の妊娠診断を待つ。

コンビネーション繁殖プログラムの流れ

近畿の100～200頭規模の酪農経営・肉用牛繁殖経営で、分娩間隔の短縮と繁殖管理の集約効果を実証予定。

カラードップラー超音波による
卵巣血流診断

・子宮内環境改善処置を施した複数の牛の発情回帰を同期化

し、交配、早期妊娠診断を集約的に実施。

・カラードップラー超音波による卵巣検査で、不受胎の際の次の

交配を早期化。

・中～大規模の酪農または肉用牛繁殖経営において、プログラ

ム化して展開することで、受胎率の向上を図るとともに「交配

から落ちこぼれる牛」や「空胎のまま放置される牛」をなくし、

牛群の繁殖成績を底上げ。

・分娩間隔の短縮により、年間数百万円の収益増に。

1/21にデモ画像
を撮影し、貼付し
ます。

①キトサン
子宮内注入
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提案内容：

肉用鶏の成長は明暗環境によって大きく影響を受けるが、最近、白熱電球に比べ、エネルギー消費量の少ない緑色或いは青色LED照明
がブロイラーの体重を増加させることが報告された（Poult Sci, 83, 842–845, 2004）。その詳細な機構は不明であるが、緑色光と青色光は鶏
のストレスを緩和すること（Poult Sci, 76, 452-457, 1997）、及び、鶏ムネ肉において、骨格筋繊維となる筋芽細胞の増殖を促進すること（Anat
Rec, 293, 1315-1324, 2010 Comp Physiol Biochem, 120, 317-323, 1998）が示唆されていることから、ある種のLED光はストレス行動による無駄
なエネルギー消費の抑制に基づく飼料効率の改善と、骨格筋における筋芽細胞の増殖促進に基づく産肉量の増加の両作用を併せ持つ可
能性があると判断される。しかしながら、これらの研究は白色と赤青緑の4色の比較結果に基づくものであり、最適のLED色の決定の為には
他の色調のLEDを用いた更なる検討が必要と考えられる。ここで、鶏の活発な行動と筋芽細胞の増殖、更には筋細胞への分化は、主として
孵化後約1週間以内に認められることから、種々の色調のLED照明を用い、その光線管理下で孵化直後から1週間飼育した鶏雛の体重、筋
肉重量、ストレス関連因子、並びに、筋芽細胞の増殖・分化に及ぼす影響を指標に、鶏肉の生産性を高める最適のLED色を決定することが
できれば、鶏肉生産業における飼料効率の改善、産肉量の増加、及び、省エネによる経費削減に基づく経営収支の飛躍的改善が期待でき
る。
本提案では、まず初年度は、神戸大学にて種々の色調のLED照明を導入した肉用鶏（ブロイラー及び地鶏）の飼育設備を用いて、種々の

LED照明下で1週間鶏雛を飼育し、上述の指標を基にその成長成績を改善する最適のLEDの種類を明らかにする。次年度には、神戸大学に
おける実験結果に基づき、家畜改良センター兵庫牧場及び兵庫県立農林水産技術センターと連携し、生産農家においてLED光線管理下で
肉用鶏の生産を行い、その成長成績に及ぼす影響を明らかにすると共に、抜き取り検査により、成長成績、ストレス関連因子、筋芽細胞の
増殖促進、及び、肉質を確認する。

提案者名：神戸大学大学院農学研究科 本田 和久

提案事項：LED光線管理による鶏のストレス緩和と筋芽細胞の増殖・分化促進に基づく鶏肉の低コスト生産体系の確立

「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
１．LED光線管理によるブロイラー及び地鶏のストレス緩和に基づく飼料効率の改善
２．LED光線管理によるブロイラー及び地鶏の筋芽細胞増殖・分化促進に基づく産肉量の増加
３．白熱電球からLEDランプへの照明器具の切り替えに基づく省エネによる経費節減
４．その他の畜種への応用・普及による国内畜産業全体の振興と電気エネルギー需給の改善

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）：9,000 ）

番号：１８（近畿）

様式２

研究･実証地区：神戸大学、家畜改良センター兵庫牧場、兵庫県立農林水産技術総合センター

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）：5,000  ）
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産官学連携

１．鶏のストレス緩和と筋肉の増殖・
分化を誘導する最適LEDの決定

２．実証施設における抜き取り検査
による脳及び筋肉への効果と肉
質に及ぼす影響の確認

LED光線管理による鶏のストレス緩和と筋芽細胞の増殖・分化促進に基づく鶏
肉の低コスト生産体系の確立

２. LEDによる鶏筋肉の増殖・分化促進
骨格筋の量は、骨格筋の基となる筋
芽細胞の量とその分化に影響されるが、
鶏においては、3日齢まで活発に筋芽細
胞が増殖し、7日齢まで活発に分化する。
それ故、LED照明による幼若期の筋芽
細胞の増殖・分化促進が、産肉量増加
に大きく寄与する可能性が高い。

ブロイラー 地鶏

１. LEDによる鶏雛の鎮静化
鶏はストレス感受性が高く、特に、幼
若期の雛においては、鳴き声や活動量
の増加等のストレス行動が多い。それ
故、LED光線管理により、幼若期の鶏
雛のストレス行動を緩和することができ
れば、飼料効率の改善に大きく貢献で
きる。

脳への効果 筋肉への効果

１．LED光線管理下におけるブロイ
ラー及び地鶏の生産

２．将来的なLED導入に掛かる経費
の減価償却を含む。経営収支改
善効果の算出

神戸大学 実証施設

１．研究を実証する生産者の設定
２．実証成果の普及・実用化の支援

家畜改良センター兵庫牧場
兵庫県立農林水産技術センター飼料効率改善

産肉量増加
省エネ

国内畜産業全体
の振興とエネル
ギー需給の改善
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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：１９（近畿）

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
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提案内容
１．研究実証の背景と目的：。近年、乳牛は遺伝的能力と飼料給与技術の向上により、泌乳速度の向上と泌乳量の増加が著しい。
そのため、高泌乳牛に適応した搾乳機器（システム）の性能や能力が求められる。一方、酪農家の搾乳機器は真空ポンプと調圧
器によって一定に保たれた配管内の真空圧で搾乳ユニット（狭義のミルカー）を駆動させているが、その途中に乳量計や自動離
脱機などの付属機器が接続されたり、老朽化することにより搾乳能力が低下する。このようなミルカーでは搾乳時に生乳流量が
増加するに伴い、４分房からの乳が集まる部分の内圧（クロー内圧）が適正以下に下がることにより、搾乳に要する時間が延長し
たり、乳頭への負荷が増加し、乳房炎が発生する危険性が高まる。しかし、従来は搾乳中にクロー内圧を測定できる装置がなく、
ミルカーの搾乳能力を正確に把握できなかったため、問題のある搾乳機器を的確に改善できなかった。そこで、申請者らが開発
した流量を変化させながらクロー内圧を測定できる装置を用いてミルカーの搾乳能力を診断し、それに基づいて搾乳機器の問題
点を改善する技術を開発・普及する。
２．研究実証の目標：クロー内圧の低下による、乳房炎や搾乳性の低下を防止し、生乳の品質向上と酪農業の振興に貢献するた
め、多様な搾乳システムを対象として、申請者らが開発したクロー内圧測定装置を使ってミルカーの搾乳能力の診断と改善技術
による乳質向上効果を実証する。
３．研究実証の内容：開発したクロー内圧測定装置を用いて、協定試験を実施する各府県が様々な農場のミルカーの搾乳能力を
診断し、診断結果に基づく搾乳システムの問題点を改善することにより、搾乳時間の短縮や乳房炎の予防による乳質向上効果を
実証する。

提案者名：兵庫県立農林水産技術総合センター淡路農業技術センター畜産部 山口 悦司

提案事項：クロー内圧測定装置を用いたミルカーの搾乳能力診断と搾乳システム改善技術

「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
○ミルカーの搾乳能力診断と搾乳システム改善技術の普及定着により、搾乳性の向上や乳房炎予防が図られる。

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

番号：２０（近畿）

様式２

研究･実証地区：近畿地区、中国四国地区、九州地区

平成２６年度概算研究経費（千円）：４０，０００千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ５，０００）
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クロー内圧測定装置を用いたミルカーの搾乳能力診断と搾乳システム改善技術

クロー内圧の適正値を維持できないため、
搾乳時間の延長や乳房炎発生の要因

搾乳時間の短縮・乳房炎予防→生乳品質の向上

クロー内圧測定装置を使ったミルカーの搾乳能力診断
１ 模擬搾乳検査（流量変化に伴うクロー内圧の変化）
２ 真空圧や接続条件など最適なシステム条件の検証

・乳量計や自動離脱機等の付属機器の追加接続
・搾乳機器の老朽化

ミルカーの搾乳能力低下
背 景

方 法

目 標
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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最大
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・蓄熱性能の最大化、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、最終的に、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：農研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 上席研究員 長﨑裕司

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

「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．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、簡易環境調節技術を導入し、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。最終的には中山間地－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：２１（近畿）

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
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 10,000 ）

平成２６年度概算研究経費（千円）：60,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 10,000 ）
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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

【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

10

15

20

25

30

35

40

1日 8日 15日 22日 29日

気

温
中山間最高 ﾟC
平坦最高 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

【目的】 天然資源を利用した従来にない肥料と栽培施設にICTを適用し、安心・安全かつ高栄養・高品質の付加価値の高い農作
物を低コストで何処でも誰にでも生産が可能な、事業性が高く地球環境にやさしい革新的な農作物生産技術を開発する。

【実施内容】 地元の農業従事者との連携の下、豊富な天然資源である海水由来の肥料と太陽光及び地中熱をエネルギー源とし、
設置場所への制限が無く、多層化など空間の有効活用と農作業の軽作業化が可能な高床式砂栽培ベッドからなる農作物育成
施設を開発する。これに、ICTを用いた栽培支援システムを適用し、栽培環境のモニタリングとコントロールを可能とすることで効
率的な栽培を行う。育成した農作物（葉采、果采、根采、薬草等）について、ミネラルおよびビタミン栄養値分析を行い、その結果
をフィードバックすることで、最適な育成方法を確立する。本提案により、安心・安全かつ高栄養・高品質の付加価値の高い農作
物を低コストで何処でも誰にでも生産することが可能な、事業性が高く地球環境にやさしい革新的な農作物生産技術を実現する。

【実施体制】 提案者が所属する３つの機関が、下記の役割分担のもと参画する研究グループ体制により実施する。

・京都府立医科大学：海水由来の新しい肥料の開発および農作物のミネラルおよびビタミン栄養値分析、評価方法の開発

・国際電気通信基礎技術研究所：太陽光と地中熱をエネルギー源とし、設置場所への制限が無く、多層化など空間の有効活用と
農作業の軽作業化を実現する高床式砂栽培ベッドからなる農作物育成施設の開発

・京都高度技術研究所：日照時間、温度、施肥のタイミングなど栽培環境のコントロール、農産物の遠隔監視，監視データの蓄
積・自動分析・分析支援，分析に基づく栽培環境の制御等を可能とするICT技術を用いた栽培支援システムの開発

提案者名：京都府立医科大学特任教授木村美恵子、国際電気通信基礎技術研究所常務取締役 鈴木博之、京都高度技術研究所所長中村行宏

提案事項：天然資源とICTを活用した地球環境にやさしい革新的高品質農作物生産技術の開発

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

・TPPなど、農作物への貿易自由化の波が押し寄せている状況下において、付加価値の高い農作物の育成が可能で、
事業性が高く地球環境に負荷をかけない、国際競争力の高い農作物育成技術を提供することができる。
・予防医学的見地から、健康の原点となる安全で栄養の高い農作物を広く提供・展開することによって、少子化を打破
する健康な母親、子供たちの育成、医療・介護に憂うことのない活気溢れる健康社会の実現に貢献することができる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： １５０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ５６，０００）

番号：２２（近畿）

様式２

研究･実証地区：京都府

平成２６年度概算研究経費（千円）： ８５，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ３７，０００）
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天然資源とICTを活用した地球環境にやさしい革新的高品質農作物生産技術の開発

・豊富な天然資源であ
る海水由来の新しい肥
料の開発
・農作物のミネラルおよ
びビタミン栄養値分析、
評価方法の開発

京都府立医科大学

太陽光と地中熱をエネルギー源とし、
設置場所への制限が無く、多層化など
空間の有効活用と農作業の軽作業化
を実現する高床式砂栽培ベッドからな
る農作物育成施設の開発

国際電気通信基礎技術研究所

最適な栽培技術の開発をICTにより支援するシステムの開発
（日照時間、温度、施肥のタイミングなど栽培環境のコントロール、農産物の遠隔監視，
監視データの蓄積・自動分析・分析支援，分析に基づく栽培環境の制御等）を実現

京都高度技術研究所

段差地、傾斜地
への設置が可能

空間の有効活用
が可能（栽培ベッ
ドの多層化等）

太陽光と地中熱をエネルギー源
として農作物を育成

農作物育成施設

栽培環境センシング

栽培環境制御

データセンター

センシングデータ

制御信号

遠隔監視・制御

電力供給

太陽光＋蓄電池

海水ベースの肥料

ミネラル、ビタミン
栄養値を分析

太陽光

地中熱
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提案内容：

• iCASTTM を利用した節資源型かつ高効率農業の実証試験を行う（iCASTTM概要：別紙参照）

• iCASTTM を用いた新しい農業へのチャレンジ意欲をお持ちの農業生産者を募り、協業により実証試験を行う

【役割】 当社 ： iCASTTMの生産・供給 農業生産者 ： iCASTTMによる作物栽培

• 対象作物は、『コムギやトウモロコシ、ダイズなどの穀物類』、『トマトやキャベツ、メロンなどの野菜類』、『ナタネや綿
花などの油糧植物』などを優先して考えているが、詳細は各地域でのニーズに応じて農業生産者と協議する

• 既存の栽培技術との比較により iCASTTMの優位性を確認し、農業生産者の収益性向上の可能性と当社の事業性
を検証する

研究課題

• 中～大規模圃場（含、温室）における安定栽培技術の確立（実証試験にて検証）

• 給液タンクならびに作物栽培チューブの量産化技術の確立（要、自動試作装置の開発）

提案者名：三井化学株式会社 環境・エネルギー事業推進室 牧野 雅憲

提案事項：新規作物栽培システム iCASTTMを利用した節資源型かつ高効率な農業の実現に向けた実証試験

「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（定量的な効果は地域毎、作物毎に異なるため、ここでは定性的な効果のみ記載）
• 収穫量の増加と品質向上（高糖度作物の安定生産）
• 節水、節肥、減農薬、省エネ、省力化効果
• 栽培期間拡大による収穫量の増加

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）： １００，０００）

番号：２３（近畿）

研究･実証地区：要相談－各地域で各々必要とされる対象作物について縦断的に実施

平成２６年度概算研究経費（千円）： １００，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ７０，０００）
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作物栽培システム iCASTTM を利用した節資源型かつ高効率農業

作物栽培チューブ

給液タンク養液

iCALM® (integrated Cultivation-Accelerating Materials)

iCASTTM

(integrated Cultivation-Accelerating Systems)
iCASTTM

• 給水タンクと作物栽培チューブからなる作物栽培
システムで、その特徴は作物栽培チューブに装着
されている栽培用特殊素材 iCALM®にある

• iCASTTMに専用の種子、肥料、農薬および栽培
方法を加え、農業生産者に Solution を提供する

iCALM®

• 植物依存型生育要素供給機能を有する栽培用特殊
素材で、給液タンクからチューブを通じて供給される
水や肥料、農薬に加えて空気も保持する
（ここでは、水や肥料及び空気を“生育要素”と呼ぶ）

• 作物が生育要素を生育状況に応じて“好きな時に
好きな量だけ吸収（＝植物依存型生育要素供給）”
できる栽培環境を作り出すことができる

iCASTTM栽培のメリット

• 作物の生育が最大化され、収穫量の増加と品質の向上が可能となる

• 水や肥料、農薬、エネルギーの使用量が最少化され、節水、節肥、減農薬、省エネルギーなど、節資源農業の実現が可能となる

• 水や肥料、農薬が土壌へほとんど放出されないため、土壌や地下水などの環境への影響が少なく、環境に優しい農業の実現が可能となる

【iCASTTMを用いた栽培試験データ】

iCASTTM使用時 比較対象 試験作物

収穫量

品質（糖度）

水使用量

肥料使用量

1.5～1.6倍

1.2～1.3倍

10%以下

30%以下

土耕栽培

水耕栽培

スプリンクラー

土耕栽培

コムギやトウモロコシ、ダイズなどの穀物類、

トマトやキャベツ、メロンなどの野菜類、

ナタネや綿花などの油糧植物、など多数

農業生産者の収益性（コンセプト）

iCASTTM価格は既存製品（スプリンクラーや点滴灌水など）よりも高値に設定するが、

水や肥料、農薬などの使用量低減により農業生産者のランニングコストが下がるような

価格設定を行うため、農業生産者の収益性は向上する（実証試験で設定価格を確認）

事業化時期

実証試験による性能確認と並行してiCASTTMの

商業生産技術を確立し、早期事業化を目指す
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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：２４（近畿）

様式２
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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

○人工光型植物工場における自動学習する環境制御システムの実証

（実証する環境制御システムの特徴）

・環境情報と生育情報の相関を分析し、最適環境をＤＢ化

・ソフトウェア側でセンサーのＩ／Ｆの差異を吸収する（センサーの汎用的利用）

・画像処理技術の適用による生体状況の把握（生育モニタリング）

・タブレット利用による作業記録の省力化

・暗黙知であるノウハウを気づくためのヒントの提示(アドバイス機能)

⇒植物工場運営者へのヒアリングから必要なシステムを検討

提案者名：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 法事事業本部法人システム事業部第二法人システム 小池 敏和

提案事項：植物工場向け最適環境を自動学習する環境制御システムの実証

「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
・センサー、タブレット利用による栽培日誌等、作業記録の省力化
・気づき（過去データとの比較による異常の早期発見）による栽培ノウハウの見える化
・栽培作物重量、品質の標準偏差の縮小（品質安定）

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）：4,000）

番号：２５（近畿）

様式２

研究･実証地区：近畿ブロック

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）

47



様式２

管理サーバ管理端末 植物工場

機器制御

計測（環境・生育）情報

管理サーバへの計測情
報の送信と機器制御情
報の受け取りを行う

対象となる植物工場から温湿度、CO2濃
度、養液情報（EC、ｐH等）等の「環境情
報」及び生産物の背丈・幅等の「生育情
報」を収集・分析し最適な栽培環境を推
定する。また、分析結果に基づく機器制
御を行う。

管理サーバから送られてくる計測情報と高次
情報をグラフやヒートマップとして表示する。
また、それらについて制御値の設定などを
サーバに送信する。
栽培日誌など作業内容に関する入力作業を
サポートする。（簡易入力Ｉ／Ｆ）

栽培作物ごとの生育モニタリングを行うことで、対象設備で植物が成長しやすい最適栽培環境を把握。

⇒最低出荷品質以下のデータも保持することで、早期での異常状態検知を目指す

対象設備での最適栽培状態と比較を繰り返すことで、その設備、その作物の栽培ノウハウを見える化。

⇒設備（植物工場）ごとの違いがあることを前提としてシステムを構築

制御指示

計測（環境・生育）情報

【植物工場運営者へのヒアリングで分かったこと】

・環境制御システムは「あればあったでよい」と思う（必須ではないとの認識）

・植物工場で生産した作物は言われているほど安定していない

・結果に対する原因の追究ができていない

・栽培ノウハウに関しては、見える化はしたいが公にはしたくない

⇒必須でないのは効果が見えないから

⇒品質・重量の変動は思いのほか大きい

⇒明確な理由は不明。情報も少ない。

⇒競争の源泉となるものだから

【コンセプト】システムは気づきを促す仕組み（＝システム）との位置づけ
・ノウハウの見える化は、生産者が行う

⇒「ノウハウ」と認識していない経験値をノウハウと気づかせる仕組み。

⇒データの見せ方、Ｉ／Ｆの検討が必須

48



提案内容

提案者名：パナソニック（株） モノづくり本部 生産技術開発センター 事業開発担当参事 中裕之

提案事項：数理統計処理を用いた栽培条件最適化手法の構築と栽培均質化空調システムの具現化

「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
①植物毎に異なる栽培条件を短期間（１／１０）に抽出可能で、収率の大幅向上や糖度向上など高機能化に寄与
②均質な栽培空間を低価格で実現できる為、ランニングを中心として栽培コストの低減と歩留り向上が図れる

（人工光型の事例では空調費１／２、歩留り９５％を実現）
③慶応大、農研機構殿と共同推進予定

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（近畿）

様式２

研究･実証地区：施設園芸／近畿地区

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）：10,000 ）

１）温度、湿度、光量など多元栽培データより
植物育成や機能性に関るパラメータ因子を
抽出し、短期間に植物毎の最適育成条件を
最適化するデータ統計処理システムの構築

２）最適栽培条件を具体的に実現できる
高均質・低コスト空調システムの構築と実証
（人工光型植物工場栽培システムで構築
した、高度環境制御技術の応用展開）

【Before】 【After】

水耕栽培室の温度分布大幅改善事例
（パナソニックAVC福島工場）

ICT技術
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