
提案内容

日本農業は、１）農業主体者、２）農業手法、３）市場 の3つの多様化に直面している。この中で、水気耕栽培は、比較的
導入が容易であり、水気耕栽培未経験者でも就業が可能な事業態である。当社は育成に関し、十分な知識と経験があ
るが、恒常的に至適発育状況を得るための、多くのノウハウを農家に伝授できている状況ではなく、半分以上約６割近く
の農家は収率が落ち込むことがある。現在は、それぞれの農家を訪問し、温度、液肥等の環境情報と実際の育成状況
確認を行い農業指導を行っているが、顧客が分散しているため効率的ではない。現在のICT技術を用いれば、従来“勘”
に頼っていた情報を、より緻密に環境情報を増やすことによって、より科学的に解析することが可能となると考えられる。
このシステムの導入によって、収率が下がる農家を３割程度に抑える事が可能となる。またイメージ情報の解析により育
成状況についても多角的に解析することが可能となる。

該提案では、既存の環境モニタリングシステムを改造し、収集するパラメータを増加させ、①温室の内温度 ②温室の外
温度 ③湿度 ④二酸化炭素濃度 ⑤日照内 ⑥日照外 ⑦飽差 ⑧液肥温度 ⑨液肥ｐH ⑩液肥流速 ⑪残留酸素
濃度 ⑫水位 ⑬空気の流れ ⑭収量 ⑮色合い ⑯画像による育成状況 等をデータベース化する。特に、画像分析
については、個々の実、あるいは葉を認識させ、その画像データを数値化することによって、データ解析を容易にする。

これらは、高度環境制御技術であり、これにより果菜類の効率的生産を達成することを目的としている。当事業を通じて、
該当システムを導入し、既に合意を得ている近畿の２拠点の施設で効果を検証し、更に他の地域への展開を図る。

提案者名： 協和株式会社 ハイポニカ事業本部 事業本部長 佐藤裕久

提案事項： 画像解析技術を活用した水気耕栽培の遠隔指導管理システムの導入による収率増加の実現

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

期待される効果

１）画像解析システム導入で、より科学的に環境パラメータと育成状況の関係が明らかとなり、収率の改善を図ることが
可能となる。また病気に対する早期対応が可能となる ２）経験による“勘”が重要であった育成状況による出荷時期予
測がより的確に判断できる。 ３）遠隔栽培指導を実現させることにより農業従事者にメリットのあるシステムとなる。

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）： １２，００００千円 ）

番号：２７（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）： ９、０００千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：６，０００千円）
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画像解析技術を活用した水気耕栽培の遠隔指導管理システムの導入による収率増加の実現

画像の数値化による、育成状況（色合い、大きさ）をパラメーター
とし、データ解析が行えるプロトコルを確立する。また成長予測
を行い、実測値がかい離した場合には病気を疑うシステムを導
入する。

ビッグデータをクラウド化し、データ解析を行える
環境を整備する。解析したデータから栽培指導
を行う。現地を訪問せず、遠隔で栽培指導を行え
るシステムのフィジビリティスタディを行う。

農家１

農家２

データベース
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「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 様式２

番号：２８（近畿）

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 食の安全研究部 内山知二

提案事項：駆動系部材費と支持部材費を半減できる耐暑性に優れた栽培槽と３次元移動機構

研究・実証地区：西南暖地（イチゴ・トマト栽培地区、大阪、沖縄）、北海道・東北（イチゴ夏秋取り品種の導入可能地区）

提案内容

開発の経緯
実用技術開発事業（H23-24)および農食事業（H25)「「中空構造栽培槽で「勝てる」イチゴ」（23043）において、栽培槽の製造技術および栽培槽の水
平・垂直移動機構を開発した。（コンソーシアム構成員：（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所、鳥取大学、（独）農研機構（近中四農研）、奈良
県、大日本プラスチックス（株）、（株）ヴェイル）

技術の特徴
慣行のイチゴ高設栽培システムの1.5～２倍の株数を密植できる移動栽培システムは、限られた施設面積を有効利用しながら収量向上、暖房燃
料使用量削減に有効であることが明らかにされている。しかし、これまでに知られている移動機構を装備した栽培槽は、駆動系部材や支持部材が
多いために高価になりがちである。特に、水平・垂直の３次元移動が可能な栽培システムは高価である。

我々は、実用技術開発事業等で①軽量で耐暑性に優れた栽培槽（中空構造栽培槽）の市販化の目途をつけ、宙吊りの支持・移動機構と組み合
わせることでハウスの強度を高めつつ、②栽培槽の支持部材費を半減させられることを明らかにした。

また、栽培槽の上下移動に用いていた専用モーターを廃し、水平移動用モーターの設置方法を革新することで③駆動用部材費を半減させること
ができる。

適用場面
夏秋取り品種を利用した周年安定供給や高度環境制御によるイチゴの効率的生産を行う技術体系
沖縄等西南暖地におけるイチゴの早期・長期収穫を行う技術体系
耐暑性の高いトマト等果菜類の無電源昇温抑制技術体系

期待される効果
・電気エネルギーを用いることなく培地の昇温を抑制できる（維持費の低減）
・栽培槽の設置が容易になり支持部材費が半減
・栽培槽の３次元移動のための駆動系部材費が半減

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 ）

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）：12,000 ）
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駆動系部材費と支持部材費を半減できる耐暑性に優れた栽培槽と３次元移動機構

中空構造栽培槽とは
大小2種類の網目状円筒を組み
合わせて、その間にピートモスや
バーミキュライトなどの培地を詰
めたもの（特許第5430919号）

中空構造栽培槽の収量特性
一季なり品種の場合、収穫期間
の延長が期待できる

優れた耐暑性
通常のプランター型栽培槽と比較して
高温期の培地温が低く保たれる

栽培槽の吊り下げによる支持部
材の簡略化
中空構造栽培槽はバランスがと
りやすく、支持部材が半減

栽培槽を移動する駆動部材を半減
ハウス用の巻き上げモーターを用い
て、栽培槽を３次元移動させる
（特許出願準備中）

期待される効果
・電気エネルギーを用いることなく
培地の昇温を抑制できる（維持費の
低減）
・栽培槽の設置が容易になり支持部
材費が半減
・栽培槽の３次元移動のための駆動
系部材費が半減

90cm

40cm

140cm 140cm 10cm

200
cm

100cm

75cm

ラック＆ピニオン
手動式巻き上げ機

吊り下げ金具

600cm

梁構造を利用して支持部材を半減
ハウスの肩部分に梁兼用の支持部材
を設置することでハウスの補強効果も
得られる
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提案内容

国内流通切り花における輸入シェアが25％に達し、さら増大の傾向にある。国産シェアの奪還するには、高品質で鮮度・日持ちが良いと
いった国産花きの強みを活かすことに加え、経営の大規模化や省力化による効率性の向上が不可欠である。とりわけ花きにおいては園芸
作物のなかでも作業時間を要するものの機械化・自動化が進んでいないことから、早急に省力化体系の構築・普及を図る必要がある。

＜実証技術①＞切り花栽培における耕耘・施肥～定植～防除～収穫～調整～出荷の一連の作業工程の機械化・自動化技術

これまでに野菜用や花き用で開発されていた「畝内表層施肥畝立同時マルチャー（兵庫農技総セ他）、移植機（民間）、農薬被爆低減対策
防除機（鹿児島農試他）、小ギク収穫機（奈良農総セ他（実用技術開発事業（No.2008）成果）、調整・出荷用ロボット（民間）など個別に開発
された機械やシステムを品目ごとの作業に応じて組み合わせて実証し、必要に応じて改良を加えて、省力化体系を構築する。

＜実証技術②切り花の診断に基づいた灌水同時施肥栽培（養液土耕）による省力・高収量・高品質・低環境負荷型栽培技術

提案者らは土耕のカーネーションの切り花栽培において液肥混入機、コントローラー（タイマー）およびドリップチューブを用いて自動で植物
体の水消費量や養分吸収量に応じて灌水施肥するシステムを開発した。これにより切り花収量や品質が向上したことに加え、灌水施肥作
業が従来の１割程度まで削減でき大幅な省力効果が得られた。また、土壌溶液診断による過不足のない施肥により３割の減肥が図られ低
環境負荷型栽培技術としての可能性を見いだした。一方で露地栽培での利用が有用な低コスト型システムとして日射制御型拍動灌水装置
（農研機構近中四農研他）が開発されている。これらのシステムを施設、露地を問わず様々な花き品目で実証し、省力化体系を構築すると
ともに高収量、高品質化を目指す。

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 山中 正仁

「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
○作業の省力化が図られ、経営の大規模化に結びつく。
○雇用等コスト低減が図られ、所得向上が図られ、さらに輸入切り花に対抗できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：①２０，０００円
平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：②２０，０００円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：２９（近畿）

様式２

平成２６年度概算研究経費（千円）：１０，０００
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）： ）

提案事項：花き経営の大規模化・省力化のための作業の機械化・自動化技術体系の実証

研究・実証地区：近畿、東北、関東、四国、沖縄
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①切り花栽培における耕耘・施肥～定植～防除～収穫～調整～出荷の一連の作業工程の機械化・自動化技術の実証

畝内表層施肥畝
立同時マルチャー
（野菜用）

移植機
（野菜・花き用）

収穫機
（花き（小ギク）用）
実用技術開発事業成果

調整・出荷
システム
（花ロボ）

★野菜用・花き用に個別で開発された機械・システムを体系化

★灌水同時施肥栽培（養液土耕）システムを多くの品目に適用

養液土耕シ
ステムによ
る灌水施肥
の自動化

ドリップ
チューブに
よる効率的
灌水施肥

低コスト型
養液土耕
（日射制御
型拍動灌
水装置）

②切り花の診断に基づいた灌水同時施肥栽培（養液土耕）による省力・高収量・高品質・低環境負荷型栽培技術の実証

画
期
的
な
省
力
化
へ
（従
来
労
力
の
７
割
以
上
の
削
減
を
目
指
す
）

キク

トルコギキョウ

ユリ

etc…へ普及拡大

気象条件・生育ステージなど
植物体の水消費量・養分吸収
量に応じて灌水施肥量を決定

N

好適土壌溶液
組成・濃度の維持

Ca K P

Mg

灌水同時施肥栽培（養液土耕）

養分の集積がな
い．耕作地外へ
の養水分の流出
がない

ドリップチューブ使用に
よる根圏を中心とした
少量高頻度給液

高収量・高品質

理想的な養水分管理
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提案内容：

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環境・病害虫部 神頭 武嗣

提案事項：紫外線照射により野菜類栽培での農薬に依存しない病害抑制と高品質化を図る

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

期待される効果
これまで防除困難であった病害の防除が可能となり、低コストで安定的な生産と高品質化が実現できる。薬剤
耐性菌発生の心配もなく、農薬使用量を削減できることから、安心・安全でなおかつ環境保全にも配慮した栽培
体系を構築できる。さらに、収穫物の高品質化によって地域農産物の更なるブランド化が可能になる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：19,500
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：なし）

番号：３０（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）：9,750
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：なし）

そこで・・・

野菜類の中にはリーフレタスやマクワウリのように登録農薬が充分整備さ
れていないものがある。このため、同一農薬の多用により耐性菌が発生し、
大幅に減収することがある。そこで、イチゴで実績のある「植物病害防除用
照明装置（タフナレイ）」を、これら野菜類の栽培に導入し、農薬のみに依存
しない病害抑制効果と着色促進効果等を活用し、収量の高品質安定生産を
図る。

UV-B登録のない農薬は使用できない。
あっても使用できないことが多い。

病気を防ぎ，
品質も良くなる！

照射区 無照射区
色づき良

植物病害防除用照明装置

ミツバの灰カビ病 リーフレタスのべと病 マクワウリのうどんこ病

なんとか
ならないか・・・

農薬に依存しない
防除で健全な生育

UV-Bの効果で
品質向上
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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 相原朋之

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：３１（近畿）

様式２

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

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：３２（近畿）

様式２

研究･実証地区： 高知県、熊本県、佐賀県

平成２６年度概算研究経費（千円）： 100,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 50,000  ）
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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：

提案者名：株式会社ラジアント 代表取締役 杉浦武雄

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：３３（近畿）

様式２

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）： ）

深層地中加温：
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。我国の空気加温では生産が安
定しない。地温確保と夏に土壌消毒できる「深層地中加温」を
空気加温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、今年の「15％省エネ加温機の
リース事業」の適応可能な技術である。

米国のハウス加温：
1）ハウスの土耕栽培では地中加温は省エネ効果で理想的。
2）地温は葉温よりはるかに重要で、最適地温を確保すると5
～8℃下げてよく、結果根の生育が早く、呼吸が遅く、省エネ・
増収となり我国でも同様の事例多々ある。
3）米国では地中加温が一般的で、空気加温は補助煖房。
米国オハイオ州立大学の実験結果「空気加温のエネルギー
効率60％、地中加温は90％、空気加温の欠点として、空気
移動用ファン設備とランニングコスト10％増更に葉に結露が
生じる」としその対策も提示している。

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」で、作物への加温方
法は「オハイオ州立大学の実験結果を参考とする。

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 代表取締役 杉浦武雄

ヒートポンプチラー（以下HP)によるイチゴ加温システム（冷房も可）

「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：３４（近畿）

様式２

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：
冬、ハウス内は高温になりハウス外に放出することがある。この原
因の一つが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。この余剰熱をHPの特
性を生かしイチゴ栽培の加温を考える。

提案：
HPの加熱能力及び消費電力は空気温度に大きく依存する。ハウス
内に設置するHＰで、昼間ハウス内の余剰熱を利用し地中を加温・
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
陽エネルギーだけで夜は暖房は不要と考える。イチゴの他にメロン、
西瓜、ほうれん草等の背丈の低い作物は同様と考える。
夜間の気温が必要な作物には、ハウス内に内扉及び外扉を備える
小部屋にHPを設置し対応する。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。

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
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。

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：
農地の40％占める中山間地利用にも適応できるので例えば小規
模(間口6ｍ、奥行50ｍ）のパイプハウスにて、本システムでのイチ
ゴ栽培の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品質向上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」→品質の向上確認
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、宮崎のマンゴー等の省エネ・高品質の事例ある。

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。

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
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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 HEATED 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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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 代表取締役研究室長 黒田邦臣

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：３５（近畿）

様式２

研究･実証地区：冬期日射量の多い施設園芸地帯

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

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：３６（近畿）

様式２

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

近年、夏季の気温の上昇や施設開口部への防虫ネットの展張増加などにより、施設内高温化が顕在化し、トマトの着
果不良、イチゴの花芽分化遅延、花き類の着色不良など収量や品質の低下が問題となっている。

一方、安価な輸入農産物に対して、国産農産物は安心感が高く高品質という点で消費者の期待が高い。

そこで、気化熱を利用した高温対策技術や紫外線照射により、比較的簡易な装置を用いた低コストでの高品質・高付
加価値生産や、農薬使用の低減による安全・低コスト・省力生産技術を確立する。

１．気化熱を利用した培地冷却によるイチゴの生産安定

２．簡易設置型パッドアンドファンによる施設内加湿冷却とトマトの生産安定

３．底面給水装置への送風による昇温抑制技術を利用した花壇苗の出荷ロス低減及び品質向上

４．naked培地（固化培地）を利用した昇温抑制技術による花壇苗の品質向上

５．紫外線照射による病害発生抑制技術による減農薬及びイチゴの品質向上

６．赤外線カット機能を兼ね備えた防虫ネットによる虫害回避

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 竹川 昌宏

提案事項： 気化熱を利用した高温対策技術等による高品質安定生産技術体系

「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
夏季における施設内栽培環境が改善でき、農産物の安定生産が可能となる。
国産農産物の収量、品質向上が実現され、生産意欲が高まることにより市場拡大が可能となる。
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、また安全・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）： 3,000 ）

番号：３７（近畿）

様式２

研究･実証地区： 近畿・中国・四国

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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気化熱を利用した高温対策技術等による高品質安定生産技術体系

高温期にも高品質で安全安心な農産物を生産する体系の実証

赤外線カット機能を兼ね備えた
防虫ネット被覆による虫害回避

紫外線照射で病害抵抗力を高める
イチゴの着色を促進する

農薬に頼らない病害虫対策

底面吸水による灌水の省力化
と送風による冷却

高設栽培ベッド内への送風で
培地を冷却

naked培地で根域冷却

簡易設置型パッドアンドファン
による加湿冷却

施設内における気化熱利用による高温対策
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提案内容

背景と目的

イチゴ栽培において最重要問題である炭疽病、萎黄病および疫病の難防除病害は、主に潜在感染苗により圃場に蔓
延する。このため、生産者は苗生産時の病害防除に細心の注意と多大な労力が要求されている。一方、近年苗生産の
受委託・分業化が進んでいるが、無病苗の検査体制が十分ではなく、受委託生産の課題となっている。このようなことか
ら、イチゴ生産者に苗を供給しているイチゴ原種苗生産圃場において、これまでに農林水産省の支援を受けて開発した
イチゴ炭疽病、萎黄病および疫病の遺伝子診断技術を導入し、健全種苗生産・供給を目指す。

研究・実証内容

イチゴ原種苗の生産段階で、PCR法によるイチゴ苗の病害検査を実施する。発病前に潜在感染株を早期に検出し、陽
性と判定された株を除去し、陰性と判定された健全株のみ生産者へ配布する。なお、病害検査は、「イチゴ炭疽病・萎黄
病・疫病感染苗検査マニュアル」に従って実施する。導入による効果は、検定導入後の病害発生状況を調査して検証す
る。病害検査システムをイチゴ親苗増殖段階で導入することで、イチゴ健全種苗の安定生産が可能となるとともに、苗の
品質保証といった観点から受委託生産の促進や規模拡大に貢献できる。

提案者名：奈良県農業総合センター研究開発部環境・安全担当 病害虫防除チーム 平山喜彦

提案事項：遺伝子診断を活用したイチゴ苗病害検査の導入

「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

・検査導入による品質保証の確保
・健全種苗生産による農薬使用量の軽減、生産コスト低減
・安全安心農作物の安定供給

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

番号：３８（近畿）

様式２

研究･実証地区：イチゴ原種苗生産圃場

平成２６年度概算研究経費（千円）： ２，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）
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遺伝子診断を活用したイチゴ苗病害検査の導入

イチゴ原種苗増殖体制

1年目
原々々種
苗生産

2年目
原々種
苗生産

３年目
原種苗生産

４年目
生産農家

（説明）イチゴ苗の一部組織をサンプリングし、高感度検出法であるPCR法で発病前の汚染株を早期に検出する。陽
性と判定された株は除去し、陰性であった健全株のみ生産者へ配布する。イチゴ親苗育成段階で、遺伝子診断を活
用した病害検査を導入することで、イチゴ健全種苗生産が可能となり、苗の安定生産と農薬の使用量削減を実現する。

苗生産で問題となる病害

感染初期には症状が
現れないため、対策が
遅れて被害が拡大

発病前に感染の有無
を見分ける早期検査
体制が必要3年かけて原種苗を増殖・育成し、4年目に生産農家へ配布

実施内容

炭疽病・萎黄病・
疫病の被害拡大

背 景

陽性 感染苗

陰性 健全苗

PCR 判定

イチゴ原種苗生産 病害検定の実施 健全株の配布

（実施例）
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提案内容

本課題の目的は、エネルギーマネージメントシステム（EMS）機能を有した環境管理・環境制御システムの構築にある。
EMSと環境制御を組み合わせ一体化した管理を行うことで、エネルギー使用の最適化と生産効率・生産品質の両立を狙
う（GhEEMS：Greenhouse Environment and Energy Management System） 。これにより、再生可能エネルギー等の利用を
行っても、系統からの受電電力量と調整し使用量を低く抑える事が可能になり、分散電源を使用する事によるコスト削減
および電源喪失リスクの低減が可能になる。例え分散電源を備えていなくとも、電力使用量の平準化によって基本電力
料金の低減に寄与する。また、環境状況に応じたエネルギーの適正投入および環境制御を行う事で、病害リスク低減と
生産効率向上、品質向上を行う。これらによる、利益性の向上を狙う。

一般的にエネルギー管理というと、省エネルギーを思い浮かべる。しかし、エネルギー投入量の単純削減を目的とした
管理では、生産性や作業者快適性を無視する事となり、経営体全体の利益性に寄与するとは限らない。これらを適正に
管理するには、環境センシングによる状況把握を元にした環境制御との連携が重要になる。また、環境制御には除湿等
の制御能力を備える事で、病害予防や光合成促進、作物の品質向上等にも寄与できる。

なお、本課題実施に当たっては、政府系別予算により弊社で開発中の環境センシング機器を活用する。

提案者名：ステラグリーン株式会社 研究室 林 泰正

提案事項： EMSを備えた環境管理・環境制御ICTシステム開発

「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
適正なエネルギー投入および、湿度管理や攪拌扇の適正利用により、作物の高品質化および病害リスクの低減。EMS
により、エネルギー投入の適正化を行い、エネルギー投入の効率化およびエネルギーコストの低減を狙う。
また、電力自由化に対応した、適正なエネルギー投入管理方法を備えさせる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： 26,000-
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：３９（近畿）

様式２

研究･実証地区： 特定せず（施設栽培を行っている、近畿を中心とした、四国・東海・関東地域のいずれかを想定）

平成２６年度概算研究経費（千円）： 13,000-
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）
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EMSを備えた環境管理・環境制御ICTシステムの開発
・EMSにより、エネルギー投入の適正化を行い、エネルギー投入の効率化および低コスト化を狙う。
・地域の分散エネルギー・未利用エネルギーの有効活用と、連携。
・湿度管理や攪拌扇の適正利用により、作物の高品質化および、病害発生リスクの低減を行う。
・遠隔地からの情報把握が可能になるため、圃場と居住地域が離れていても、常時管理が可能。
・施設内の環境センシング・センサネットワークで、状況把握の効率化。

QoL： 生活の質（Quality of Life）、
CEMS： 地域EMS（Community EMS）
EMS： Energy Management System
ADR： Auto Demand Response

沿岸地域に圃場が有る場合や、立入
制限区域に圃場があり、自宅や事務
所と距離が離れていても、状況把握
が可能。

実施に当たっては、農研機構・大学とのコンソーシアム形式を予定。
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提案内容

和歌山県は、スターチスの出荷量56,300千本（平成23年）で全国第１位の産地である。栽培では、苗を9月上旬に定植するため

、7～8月の酷暑期に高冷地やクーラー施設により暑さ避けて育苗されている。そのため、種苗費が高く経営費のおよそ40％を占め

ており、種苗費の削減は重要課題となっている。生産者は、組織培養苗を種苗メーカー等から購入するが、経営規模の大きい生産

者は種苗費を削減するため、単価の安いセル苗或いは順化前のフラスコ苗を購入し、自前の冷蔵庫やクーラー施設を利用して育苗

している。一方、小規模生産者は、クーラー施設等の設置にかかる設備投資が困難なため、高価な定植苗を購入している。

本提案課題は、新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 No.18017「近畿圏の花とみどりを創出する環境適応性に優れ

た花き苗の開発」によって得られたnaked培地（外気に露出する面積を増大させた露出培地 ）において気化熱により昼間の培地昇

温を抑制できるという成果をもとに，①培地の昇温抑制効果を最大化する技術の確立，②培地サイズと養水分管理法の検証，③こ

れらの現地実証による普及促進を目的として実施する。

提案者らは予備試験を和歌山県内と岡山大学ですでに実施しており、遮光したガラス温室で成り行きの温度条件下において

naked培地で育苗したスターチス苗は、クーラー育苗した苗とほぼ同等の収量が得られることを見出している。また、naked培地は

露出面積が大きいため乾燥しやすく、過度の乾燥によって養水分ストレスを生じ、その後の生育に影響を及ぼすことが予想される

。本提案では、最適な気化促進条件、スターチスの育苗に最も適した培地サイズ、養水分管理法を明らかにすることで、naked培

地による培地の昇温抑制技術を活用した安価で安定かつ革新的な育苗技術を開発し、生産現地への技術の移転と普及を図る。

提案者名：和歌山県農業試験場暖地園芸センター 園芸部 伊藤吉成

提案事項： naked培地を利用したスターチスの効率的育苗技術の開発

「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
○生産者が簡易に導入可能な技術であり、しかも実効性が高く安定性のある育苗が可能となる。
○比較的経営規模の小さい生産者でも初期投資が少なく、技術導入しやすいため、種苗費を大幅に削減できる。

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

番号：４０（近畿）

様式２

研究･実証地区： 中国、近畿

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

77



naked培地を利用したスターチスの効率的育苗技術の開発
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スターチスの切り花本数増加効果
クーラー育苗と同等の収量
（和歌山県、2013）

既往の研究成果

期待される効果

○生産者が簡易に導入可能な技術であり、しかも実効性が高く
安定性のある育苗が可能。

○比較的経営規模の小さい生産者でも初期投資が少なく、技
術導入しやすいため、種苗費を大幅に削減できる。
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夏期成り行き温度下における培地内温度の推移

（和歌山県、2013）
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提案内容

露地野菜では依然として防除が困難な薬剤抵抗性害虫・耐性菌、土壌病害が発生している。難防除病害虫の
対策には、薬剤のみに頼らず、物理的、生物的、耕種的防除法を組み合わせた総合的病害虫管理技術の実践
が大切である。各々の防除技術は一定の防除効果を有しているが、今後は、現地に即した防除体系の実証が
重要となる。そこで、レタス・キャベツ産地を対象に、病害抵抗性品種、緑色LED（チョウ目防除）、拮抗菌（菌核病
防除）を組合わせた防除体系実証試験を行う。さらにレタスでは、アブラナ科作物との輪作によるレタスビッグベ
イン病の抑制や機能性フィルム利用による灰色かび病等の防除技術も組入れた防除体系の実証を行う。

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環境・病害虫部 西口 真嗣

提案事項：環境にやさしい難防除病害虫防除技術体系（レタス・キャベツ）

「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

環境にやさしい防除技術の普及とともに、抵抗性害虫・耐性菌の発生が抑えられるため、農産物の安定生産に寄与で
きる。特に、厳寒期のレタス、春キャベツの増収が期待される。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：１０,０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： なし ）

番号：４１（近畿）

様式２

研究･実証地区：近畿（兵庫）

平成２６年度概算研究経費（千円）：６,０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： なし ）

環境にやさしいレタス栽培

緑色ＬＥＤ 機能性フィルム

育苗 圃場準備 本圃管理 収穫・後作

抵抗性品種 拮抗菌 輪作

安
心
安
全
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