
提案内容

【現状の課題】

・複数の生産者間の協調で出荷を実施している農業生産者部会において，集出荷場に持ち込むまで，
適切な収穫量であるか確認できず，出荷直前に調整作業が集中することがあった．

・密な調整を実施する手段は，現状電話連絡が主だった．

・万一収穫量が所定量に達さない場合，出荷できないなどの収益リスクが発生していた．

【提案内容】

ICT活用により，出荷時における数量調整の省力化を支援する下記システムを実現し，その有効性を検証する．
a）集出荷量をリアルタイムに見える化するシステム
b）出荷不足時における数量調整を省力化・迅速化するシステム
c）農家による自律的な栽培計画・出荷調整を実現するコミュニケーション支援システム

提案者名：NECシステムテクノロジー 新事業開発推進室 野田 潤

提案事項：出荷協調生産者間における日次出荷量に合わせた収穫コントロールの実現

「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
・生産者間で効率的に収穫調整を実施することにより，安定的な出荷を実現し卸値の向上が見込める．
・集出荷場での作業効率化により，高品質・低価格にて市場に有機等のブランド野菜を提供できる．
・安定的な出荷量確保により，流通側との信頼性構築と地域ブランドの向上が見込める．

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：２０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：４２（近畿）

様式２

研究･実証地区：兵庫県

平成２６年度概算研究経費（千円）：１０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）
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出荷協調生産者間における日次出荷量に合わせた収穫コントロールの実現

入出庫量確認

a)適宜，入出庫量を確認
収穫量を調整

収穫指示

メール

b)必要に応じサービスから
収穫指示・アラート

c)生産者間での収穫・生産調
整コミュニケーション支援

SNS

収穫量調整
・生産調整

契約数量を安定供給状況を見て
自主的に
出荷調整

【集出荷場】

入庫

出庫

入出庫量
a)入出庫量見える化

b)収穫指示・アラート

c)生産調整支援

【市場】【生産者】

集出荷作業支援クラウド

ICタグ読み取り

WEB
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提案内容

農作物の集出荷施設にカンバン方式(ジャストインタイム生産方式)の概念を取り入れることで、

集出荷業務・施設を効率化し、産地の高収益化を図るための技術の実証を提案する。

具体的には、集出荷施設内での作物の滞留時間縮小、および選別包装ラインの空き時間縮減、

さらには集出荷処理時間短縮による作物鮮度向上を目的として、

以下の機能をICTで実現する。

・集出荷施設と生産者との間で作物の持ち込みタイミングを日時レベルで調整

・各農地での栽培状況や天候状況を踏まえた集荷量予測と、

予測に合わせた選別包装ラインの稼働量設定(ライン数、要員数、稼働時間など)

・出荷先・出荷物(梱包内容)から逆算した選別包装作業順序の決定

提案者名：ＮＥＣシステムテクノロジー(株) システムテクノロジーラボラトリ原雅樹

提案事項：カンバン方式による集出荷の効率化

「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
下記の集出荷施設の効率化により、産地の競争力強化が期待できる
・集荷在庫エリア・施設の縮小、出荷在庫エリア・施設の縮小
・選別包装ラインの運用効率化
・収穫から流通までの時間短縮による農作物の鮮度向上

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 0）

番号：４３（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）： 0）
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市場
流通業

生産者

集荷
スケジュール

集荷量
予測

選別包装
ライン稼働
設定

生育状況を基に
日ごとの集荷量
を予測

集荷在庫 出荷在庫

市場からの注文に基づき
生産者からの

集荷スケジュールを決定

集荷量予測を基に
選別包装ラインの
稼働量を設定

注文
伝票

滞留時間縮減
⇒在庫エリア縮小

注文
伝票

注文
伝票

注文
伝票

滞留時間縮減
⇒在庫エリア縮小

収穫から流通の
時間短縮
⇒鮮度向上

ライン
効率化

集荷コントロール

集出荷処理

運用マネジメント

入荷タイミングを
各生産者と

日時レベルで調整

集荷状況と注文状況を基に
処理の順序を決定

選別包装ライン
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提案内容

（背景）

近畿、中国、四国地区は、中山間地など狭小な農地が多く経営規模も小さく、野菜栽培は、地域や生産者ごとの多様
な形態の水田輪作で行われており、中小規模栽培に適した省力生産体系の確立が求められている。

（内容）

・畝内局所施肥技術による施肥コストの低減、省力化

・在圃性の高い品種を利用した秋植え作型、および、レタス後トンネルマルチを利用した冬植えによる寒玉系キャベツの
端境期安定出荷

・高度輪換水田における野菜安定生産には、給排水の改善が不可欠で、地下水位制御システム導入による排水改善を
通した収量安定化及び平畝密植栽培による増収効果の実証

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 農業部 青山喜典

提案事項：栽培管理作業の効率化による省力生産体系（レタス、キャベツ等）

「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
・施肥の効率化、省力化、技術の他品目活用による、生産コストの削減・生産規模の拡大、環境保全型農業の推進

・品種、作型、栽培技術等の組み合わせにより、産地内での端境期出荷が可能となり、所得の向上や作期拡大（労力
分散）に貢献する。
・給排水の改善による、高品質・安定生産、増収・増益が期待できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：25,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：5,000 ）

番号：４４（近畿）

様式２

研究･実証地区：近畿（兵庫県淡路島）ほか西日本

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）：5,000 ）
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地下水位制御システム（FOEAS）
ほ場に埋め込まれた暗渠と地下水位

をコントロールする装置（水位管理器）の
働きにより、雨が多いときは地下から余
分な水を捨て、日照りが続けばパイプか
ら水を補給することができるシステム。

パイプラインからの水圧を利用するた
め電源は不要で、自動的に設定した地
下水位（田面＋２０～－３０cm）を保つこ
とができる。

高品質、安定生産による増収・増益

（農研機構HPより抜粋）

地下灌漑の様子

谷底から水がしみ出てきて
ほ場全体を灌漑できる

マルチ・トンネル内のキャベツ

品目 作　型 9月 10 11 12 1 2 3 4 5

レタス 年内穫り

キャベツ 4､5月穫り
11/20 1/8 4/8

：播種

：定植
：ﾄﾝﾈﾙ
：収穫

小型トラクター(12.5ps)に成型マルチャーを装
着しトラクターの安全フレームに施肥機を固
定し、畝立てと同時に畝内局所に施肥しマル
チ被覆を行う。

畝内局所施肥技術による施肥コストの低減、省力化
レタス収穫後のマルチ・トンネルを利用
した寒玉系キャベツの端境期出荷

表層施肥

畝立て成型マルチャーのロータリーとマルチの間か
ら肥料を局所的に表層に散布することで、慣行施
肥量の２～３割の減肥が可能になる。

全面全層施肥（慣行）

栽培管理作業の効率化による省力生産体系（畝内施肥+端境期出荷+FOEAS）
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提案内容

（背景）近畿、中国、四国地区は、中山間地など狭小な農地が多く経営規模も小さい。野菜栽培は、地域や生産者ごとの
多様な形態の水田輪作で行われており、中小規模栽培に適合した機械化一貫体系の導入や栽培管理作業の効率化が
求められている。

（内容）

・定植～収穫までの機械化一貫体系（播種機・移植機・収穫機・ピッカー・圃場搬出機械）、および、調製・乾燥・選別（青
切り用調製機・除湿乾燥システム・吊り玉用調製機）の導入による府県産地の中小規模栽培体系に適合した生産～出
荷までの効率化

・高度輪換水田における野菜安定生産には、給排水の改善が

不可欠で、地下水位制御システム導入による排水改善を通した

収量安定化及び平畝密植栽培による増収効果を実証

（【兵庫淡路野菜-１】及び右図参照）

・総合防除体系による貯蔵病害の低減

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 農業部 青山喜典

提案事項：府県産地の中小規模栽培体系に適合した、機械化一貫体系の導入や栽培管理作業の効率化による高品質
省力生産体系(タマネギ)

「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
・中小規模栽培にあったタマネギの機械化体系を実証し、府県産地の省力化と生産コストの削減、生産規模の拡大が
図られる。
・給排水の改善による、高品質・安定生産、増収・増益が期待できる。
・より効率的な防除体系を実証し、貯蔵病害の低減、高品質安定生産（出荷）が可能となる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：25,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：5,000 ）

番号：４５（近畿）

様式２

研究･実証地区：近畿（兵庫県淡路島）ほか西日本

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）：5,000 ）
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府県産地の中小規模栽培体系に適合した、機械化一貫体系の導入や栽培管
理作業の効率化による高品質省力生産体系（タマネギ）

機械化一貫体系

ピッカー 補助クレーン

ホイルローダフォークリフトキャリア

移植機 収穫機

調製・乾燥・選別

総合防除体系による貯蔵病害の低減

育苗 本圃 乾燥 貯蔵

播
種
機

発
生
予
察

剪
葉
方
法
の
改
善

薬
剤
防
除

移
植
機

収
穫
機

乾
燥
方
法
の
改
善

非
破
壊
判
別

早
期
冷
蔵

罹
病
株
の
抜
き
取
り

適
正
施
肥

無
病
圃
場
の
選
択

大型コンテナによる
乾燥・調製

細菌性腐敗病の
非破壊判別技術

たまねぎ調製装置
（根切り・葉切り）

除湿乾燥機による乾燥
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提案内容

提案者名： 奈良県農業総合センター 生産技術担当 野菜栽培チーム 総括研究員 西本登志

提案事項： 新たな資材を必要としない露地夏秋ナスの省力・軽作業化を目指した生産体系の確立

「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

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

番号：４６（近畿）

様式２

研究･実証地区： 奈良県

平成２６年度概算研究経費（千円）： １，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

露地ナス栽培では、５月の定植から栽培終了の11月まで、生産者は整枝管理や収穫、農薬散布、
施肥作業など過酷な肉体的負担を強いられている。この結果、高齢化のため、栽培を止める生産者
が続出し、全国の栽培面積は平成15年から10年間で約２割減少している。

本提案は、これに対処するため、次の実証を行う。
①音叉型整枝法によって、作業環境を改善
・主枝の誘引面と誘引面との間隔を狭くし、主枝を垂直に誘引する
・従来よりも通路幅を広くする
これらによって、広い作業空間を確保し、楽な姿勢で作業できるようにする
②土着天敵に影響の少ない選択性農薬の使用によって、農薬散布回数を削減
③固形肥料に代わる液肥の利用によって、追肥労力を大幅に削減
このように、新たな資材を必要とせず、従来個別に導入されていた技術を組み
合わせ一体化することで、省力・軽作業化を図り、生産者の肉体的負担を大幅
に削減する生産体系として提示する。

〈従来の作業空間〉

〈新しい作業空間〉

・高齢者、女性に優しい栽培環境を提供
・初期投資が少ないので、定年帰農者も取り組みが容易
・作業の単純化、機械化によって、栽培規模の拡大が実現
・耕作放棄地が解消
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○露地夏秋ナス栽培では、５月の定植から夏季の高温期を挟んで11月まで、最盛期には休みなく続く整枝管理や
収穫（ほぼ毎日）、 農薬散布（５～7日間隔）、施肥作業（７～14日間隔）などのため、生産者は過酷な肉体的
負担を強いられている。
○高齢化にともない、栽培を止める生産者や後継者不足から、全国の栽培面積は平成15年の10,600haから
平成24年には8,700haと著しく減少し、産地ではその維持に苦慮している。

【 実施内容 】
これに対処するため、新たな資材を購入することなく、これまで個別に導入されていた次の３つの技術を一体化することによって、作業
環境を改善するとともに、省力・軽作業化を図り、生産者の肉体的負担を大幅に削減する生産体系として提示する。

新たな資材を必要としない露地夏秋ナスの省力・軽作業化を目指した生産体系の確立

【 現状と背景 】

ミナミキイロアザミウマとその被害果

【特徴】
・主枝を垂直に誘引
・狭い誘引幅
・栽培終了まで、整枝管理を継続

②土着天敵に影響の少ない選択性農薬の使用①作業環境を改善した製枝法の導入 ③固形肥料に代わる液肥の利用

散布労力の大幅な削減（回数を半減）

選択性農薬の一例

ヒメハナカメムシ

【特徴】
・大害虫であるミナミキイロアザミウマを、天敵
であるヒメハナカメムシを利用して防除
・ヒメハナカメムシを保護するために選択性
農薬を使用

広い作業環境、楽な作業姿勢、広い通路

【特徴】
・灌水設備が利用可能
・肥効調節型肥料と違い、任意に肥効が
調節可能
・省力的

追肥労力の大幅な削減

効果効果効果

・高齢者、女性に優しい栽培環境を提供
・初期投資が少ないので、定年帰農者も取り組みが容易
・作業の単純化、機械化によって、栽培規模の拡大が実現
・耕作放棄地が解消

ポンプ
農薬のタンクで
液肥を混合

実現

灌水設備を利用
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提案内容

提案者名：地方独立行政法人大阪市立工業研究所 生物・生活材料部 糖質工学研究室長 村上 洋

提案事項：国産果実の消費拡大のための健康機能性果実加工品の開発

「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

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： 38,700
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：４７（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）： 18,900
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

（１）新規機能性食品素材「ラクトビオン酸」を配合した果実加工品の開発研究
（企画・生産・加工面での実証試験）

（２）ラクトビオン酸の添加による果実由来機能性成分の効果増強と果実加工品が示す健康機
能性を細胞試験やヒト試験により実証
（３）果実産地の農協および農協関連の果実加工工場にて試験生産

・国産果実由来成分の機能性を生かし増強させた健康機能性加工食品の開発と普及
・落果実・矮小・未熟果実も含め加工利用による消費拡大
・機能性の検証により国産果実加工品を高付加価値化し、学校給食や高齢者に提供
・新しい国内食品市場の開拓と輸入果実加工食品との差別化
・日本人のCa不足の解消 ⇒ 骨粗鬆症予防など国民のQOLの改善
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国産果実の消費拡大のための健康機能性果実加工品の開発

【1. 機能性食品素材を添加した果実加工品の開発研究-1 】 【3. 果実加工食品の工業的生産の検討】

[1] 配合・調製工程の検討

[1] 工業生産の検討

[2] 予備試作

[3] 保存試験、 官能検査

・製造技術の確立
・味の設計
・賞味期限の設定

候補食品の絞り込み

果実加工食品の工業的生産
の検討と試作

[2] 工場における試験生産

[1] 過剰摂取試験

[2] 出納試験

[3] 骨代謝改善効果試験

【4. ヒトによる機能性評価試験】

[1] 食品物性試験

[2] 果実由来機能成分との相乗効果試験

果実加工食品の企画・調製工程および
供給体制の確立に関する開発研究

果実加工品への添加適
性（物性）確認と細胞レ
ベルでの機能性評価

ヒト試験による果実加工品の機能性評価

【2. 機能性食品素材を添加した果実加工品の開発研究－２】

・熱安定性
・溶解性
・pH安定性
・水分活性 etc.
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提案内容

㈱オムロンの有する工業・医療分野で活用されている高度なセンシング技術を果樹分野、中でも高度な技術が要求されるブド
ウ栽培に応用する。現在、「ブドウを皮ごと食べる」という新たな消費者ニーズが発生しており、このニーズを満たしシャインマス
カットを始めとした皮ごと食べるブドウの消費拡大を進めることを担う。そこで、「皮ごと食べやすさ」を生産者レベルで簡便に測定
できるセンシング機器を開発し、皮ごと食べやすいブドウを販売すること、そして、センシング技術を活用した栽培補助器具を開発
することで、ブドウ作業の省力化によってブドウ生産者の経営向上を実現する。

①センシング技術を活用した「皮ごと食べやすさ」の指標化による消費者ニーズへの対応

現在、販売に際して「皮ごと食べやすさ」の客観的な指標はなく、生産者レベルで「皮ごと食べやすさ」を測定する方法もない。そ
のため、「皮ごと食べやすさ」を指標化して生産者レベルで測定できる機器を開発する。それに並行し、「皮ごと食べやすさ」を向
上するための技術開発を行い、消費者ニーズを満たす品質のブドウを生産することで販売力を強化し、経営向上を実現する。

②センシング技術を活用したブドウ栽培の平易化、省力化

摘粒作業はブドウ栽培の中でも最も高い技術レベルが要求されるため、シャインマスカットは摘粒作業の難易度がピオーネより
も高い。センシング技術を適用した機器を開発することによって、これまで生産者の勘に頼っていた技術を「見える化」する。また、
その機器を使用することで、果粒肥大の促進、摘粒作業の平易化および作業時間の短縮によるコストカットを実現する。

提案者名：京都府農林水産技術センター農林センター丹後農業研究所 笈田幸治

提案事項：センシング技術導入による皮ごと食べるブドウ‘シャインマスカット’の高品質・省力化栽培技術体系の確立

「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

・多くの消費者が皮ごと食べられることに満足できる品質のシャインマスカットが生産・販売できるようになることで消費
が拡大する。さらに、皮ごと食べやすいブドウが消費者に浸透することで、さらなる需要が喚起される。

・摘粒作業が平易化されることで、作業時間の短縮による省力化および生産物の品質を揃えることが容易となる。また、
作業の平易化によって新規参入および経営の継承が容易となる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：25,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 10,000）

番号：４８（近畿）

様式２

研究･実証地区：京都府京都市、京丹後市、宮津市、精華町

平成２６年度概算研究経費（千円）：18,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：5,000 ）
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センシング技術導入による皮ごと食べるブドウ
‘シャインマスカット’の高品質・省力化栽培技術体系の確立

京都府でのブドウ栽培の課題

・皮ごと食べるブドウのニーズが高まっている
⇒簡便に皮ごと食べやすさを測定する既存技術が存在しない
⇒皮ごと食べやすいブドウの栽培技術の確立が必要

・高度な技術と勘が要求されるため、新規参入や、経営の継承が
難しい。

㈱オムロンの工業・医療分野の

センシング技術を京都府立大学と
共同で農業へ応用！

皮ごと食べやすさ、生産者の技術・勘を「見える化」

ブドウ栽培にセンシング技術を導入することでブドウの高品
質化および省コストの栽培体系が確立でき、と販売力の強
化によって所得向上が可能となる。

応用技術例②摘粒補助器具開発
樹上で摘粒前の果房の状況を判別することで、必
要な摘粒数が簡単かつ正確にわかる。

＜現状＞

何粒摘粒すれば、目標の粒
数になるか、判別には経験と
勘が必要

摘粒補助器具の開発によっ
て、摘粒作業の難度を下げる
と作業労力を軽減できる。摘粒前の果房

応用技術例①皮ごと食べやすさ測定法開発
一般消費者が皮ごと食べやすいと評価する評価指
標の作成と農家レベルで皮ごと食べやすさが測定で
きる機器を開発

＜現状＞

高度な実験機器が必要で、農
家レベルで測定は不可能

皮ごと食べやすい評価指標と
品質測定機によって農家レベ
ルで客観的な測定ができる既存測定方法

並行して皮ごと食べやすいブドウ
生産の栽培技術を確立

・皮ごと食べやすいブドウを安定的に生産できるようになり、消費者
ニーズに応えることでブドウ販売力の向上が期待できる。
・最も技術レベルを要する摘粒作業の平易化・省力化ができる。ブ
ドウへの新規参入や経営の継承が容易となる。

センシング技術を活用したブドウ栽培体系
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提案内容
背景
近年気候の温暖化の進行による秋期の高温・多湿条件により中生ウンシュウミカンの浮皮が多発している。
多発時には４割以上の果実が生果として出荷できないこともあり、生産者の経営を圧迫している。
また、浮皮果は品質が低下しやすいことに加え、流通時の腐敗果の発生も多くなるため対策が必要である。
これまで様々な浮皮対策が採られてきたが、2012年に新たに浮皮軽減剤として農薬登録されたジベレリン・プロヒド
ロジャスモン混用散布は比較的安定した効果があることが明らかとなっている。
実施内容
地域における浮皮状況調査と気象条件を関連づけ、地図上に落とし込むことで浮皮危険度予測マップを作成する。
また浮皮の多発地域を対象にジベレリン・プロヒドロジャスモンの混用散布処理を導入し、複数園地での浮皮軽減効
果を実証するとともに、収益性の向上効果を確認する。
また、後期摘果等の品質向上技術との組み合わせにより、浮皮が少なく高品質な果実を連年生産できる生産体系を
確立する。

提案者名：和歌山県果樹試験場 栽培部 中谷 章

提案事項：気象に基づくウンシュウミカンの浮皮危険度予測マップの作成と浮皮軽減技術導入による経営改善

「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
・地域ごとの浮皮危険度が明らかになることで、より効率的な浮皮対策を実施できる
・浮皮軽減により生果出荷量を増加させることによる、生産者の収益性向上
・流通時の腐敗果減少による産地のブランドイメージ向上
・後期摘果等の結実管理との組み合わせによる高品質生産

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：４９（近畿）

様式２

研究･実証地区：和歌山県有田地域

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）： ）
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危険度予測マップと低コストな対策技術の導入

気象に基づくウンシュウミカンの浮皮危険度予測マップの作成と浮皮軽減技術導入による経営改善

着
色
期
以
降
の
高
温
・
多
雨

収益性悪化

収益性向上

生果出荷

加工用出荷

生果出荷

加工用出荷

現 状
（既存の対策）

新規対策技術
実証モデル

実証内容
・地域における浮皮状況調査と気象条件から浮皮危
険度予測マップを作成。
・現地の中生ウンシュウミカン栽培園で8月～9月に
ジベレリン3.3ppm＋プロヒドロジャスモン25ppmを
混用散布し、浮皮軽減効果を実証
・生果出荷および加工用出荷の比率から収益性向上
効果を確認
・後期摘果等の結実管理との組み合わせによる、さら
なる高品質生産技術体系の確立

浮皮多発

浮皮軽減

腐敗果の多発＝ブランド低下

高品質果実＝ブランド向上

多発時には4割以上！

後期摘果

GA・PDJ
散布

浮皮危険度予測マップ

薬剤コスト 約5600円/10a

※生果:150円/kg
加工用10円/kg程度
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○目的

提案者名：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

提案事項：電動農機を活用したカキの戦略的産業資材生産体系の確立

「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
○電動運搬車の現場での実用性が高まり、コストダウンによる現場普及が進むことで、高齢者や女性の営農参画機会を増大させる。
○省力的で特別な技術を必要としないカキ葉・柿渋原料未熟果実生産により、新規参入のハードルを低くできる。
○条件の良い園地では果実、そうでない園地ではカキ葉等にシフトすることで、園地の維持、労力の合理的な活用が図れる。
○果実＋カキ葉＋柿渋の複合経営で、農業収入を大きく高められる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：２０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：５０（近畿）

様式２

研究･実証地区：奈良県吉野郡下市町栃原（カキ集団産地）

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

高齢化が進み、営農継続が困難になり
つつあるカキ集団産地において、高齢
者でも楽に取り回しが可能な電動運搬
車と、軽く、省力的な栽培が可能なカキ
葉や柿渋原料未熟果実の生産を組み
合わせ、カキの生果生産＋カキ葉・柿
渋で農地の維持・カキの生産振興・コス
ト削減と所得増加を実現する。

○既存の成果とシーズ技術

提案内容

管理できない畑が増加進む高齢化

○現状の課題

・栃原地区集落点検により地域状況を
把握済。

・六次産業化を目指す農事組合法人、
地域で経営する直売所がある。

・カキ葉（紅葉含む）の生産・保存方法
がほぼ確立している。

・柿の葉寿司だけで数千万枚の潜在需
要がある。

・急峻な現場に対応できる電動運搬車
を開発済

○必要とされる事業項目

・電動運搬車のコストダウン

・電動運搬車導入による効果の確認

・果実・カキ葉生産におけるドリフト問題

・カキ葉の品質向上・収穫効率のアップ

・六次産業化のための基盤整備

・電動運搬車の改良・現場へのマッチング

・果実・カキ葉生産におけるドリフト対策

・カキ葉生産性の向上

・果実・カキ葉・柿渋複合時の経営評価

・（製品試作・マーケティング評価）

・独自の柿渋抽出技術（特許4500078）
を持つ。
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急傾斜な地形 進む高齢化

カキ集団産地下市町栃原

営農放棄
コミュニティ
崩壊？

戦略的産業資材カキ葉・柿渋

柿の葉寿司（年数千万食製造）

ツマモノ 柿渋石鹸カキ葉料理

２．カキ葉・柿渋原料生産

○果実生産と違い
熟練の技は不要
○防除、施肥等も
省ける。
○軽い！

実現のためのシーズ技術

電動運搬車を利用し
た簡単防除装置

紅葉の超長期保存技術と
葉の専作技術

受け皿の農事組合法人で実現！

果実＋カキ葉＋柿渋で
所得倍増を実現！

防除や施肥を省いて
経費節減！

農地、コミュニティの維
持に役立つ

電動農機を活用したカキの戦略的産業資材生産体系の確立
奈良県農業総合センター・奈良女子大学・奈良高専・三晃精機株式会社

強力なインホイールモーターと

リチウムイオンバッテリーで

急傾斜でも荷物を積んでぐいぐい進む！

柿タンニンの
高速抽出法

省力的で楽にできる

作業が大変に！

１．作業を助ける電動運搬車
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提案内容

提案者名：㈱環境総合テクノス 栗栖・木村、関西電力㈱ 梅林・小原、㈱松本微生物研究所 猿田・岡田

提案事項：「土壌と微生物環境の多様化による果樹の健全育成」

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

期待される効果
①農薬や化学肥料を低減した果樹の健全育成手法 ②付加価値を有する収穫物による栽培農家の増収
③未利用木質資源の活用 ④科学的根拠に基づく微生物資材の開発と利用

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：70,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 30,000 ）

番号：５１（近畿）

様式２

研究･実証地区：全国（東北・中部）

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）： 30,000 ）

内容

１）菌根菌

・果樹に応じたA菌根菌の増殖と接種法の確立
２）土壌病害抑制

・炭化物と拮抗微生物による発病抑制土壌の創出

３）土壌環境

果樹に応じた発根促進資材と微生物保持資材の開発

４）実証試験の実施と効果の検証

・果樹圃場における実証試験の実施

健全な樹体
付加価値生産物

目的：付加価値の高い生産物を収穫し、栽培農家の利益に結びつけるために、

日本固有の炭化物や微生物利用技術を科学的に確立し、普及させる。

土壌環境

菌根菌病害抑制
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土壌と微生物環境の多様化による

果樹の健全育成

①菌根菌による活性化と生育増進 ②拮抗微生物による病害抑制

侵入不可！！

土壌と微生物環境の改善

侵入不可！！

健全な樹体・付加価値生産物

菌根菌による養水分吸収菌根菌による養水分吸収

病原菌病原菌

病原菌に対するバリア病原菌に対するバリア

有用菌有用菌

有用土壌微生物

抗菌作用

土壌病原菌

③炭化物による根系改善

発根促進資材と根の再生発根促進資材と根の再生

平成２６年１月２６日

関西電力㈱
㈱環境総合テクノス
㈱松本微生物研究所
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提案内容
傾斜地カンキツ園を対象として、軽労動での栽培管理を可能にする園内道と樹列に沿う小道（作業道）の合理的な配置技術を提案する。また、マルドリ
方式や傾斜地対応型ハウスを導入して、新品種導入後の点滴かん水施肥技術により早期成園化を図り、未収益期間を短縮して、収益性の高いカンキ
ツ園地を体系的に整備する技術を確立する。さらに、団地型マルドリ方式と栽培支援システム等のICTを活用し、気象変動予測に対応した積極的な栽培
管理を産地的に取り組み、高品質果実の安定生産と簡易貯蔵により貯蔵性を向上させる技術体系を提案する。
具体的には、
1.傾斜地における園地整備技術
①園内道設計支援システムにより路線の概要を設計し、狭幅作業道造成機等を用いた作業道整備と簡易スロープによる園内道等との連結により、運搬
の軽労化を図る体系的園地整備技術を実証する。
②傾斜地活用型の雨よけ栽培用の片屋根ハウスや耐久性のある新たなマルチシート素材を用いたマルドリ方式で、若木の生育を促進し、未収益期間
の短縮と初期収量の増加を図る技術を実証する。
③電力やかんがい用水の確保ができない園地で点滴かんがいを行うために、太陽光発電を用いた揚水システムの活用技術を実証する。
④忍び返し柵等により獣害を防止する技術を実証する。
2.マルドリ方式を基軸とした高品質カンキツ生産技術
①アメダス等の基準観測点との地点間差から作成する精密メッシュ気象マップや衛星利用等により、園地環境特性を推定し、適地判定を行う技術を実
証する。
②樹の栄養状態や乾燥ストレス状態、土壌水分等の簡易指標を目安として、マルドリ方式による気象変動に対応したアクティブな栽培管理で高品質果
実を安定生産する技術を実証する。
③ 中晩生カンキツの品種特性に応じた貯蔵シートを開発して、コンテナと組み合わせた簡易貯蔵技術を用いて、省力的に貯蔵性の向上を図る技術を実
証する。
④水源等を共用して組織的に運営する「団地型マルドリ方式」を導入し、栽培支援システムにより、栽培情報や品質情報などの生産過程の情報を営農グ
ループ内で共有して、産地ブランド力の強化を図る取り組みの経営評価を行う。

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

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

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

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

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：150，000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 55，000）

番号：５２（近畿）

様式２

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

平成２６年度概算研究経費（千円）：100，000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：50，000）
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簡易栄養診断に基づく点滴かん水
施肥の適性化による安定生産

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

簡易土壌
水分計

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

園内道と作業道整備による運搬作業
の軽労化

軽労働で収益性のある園地確立と
未収益期間の2年短縮

園地集積・担い手への継承

精密メッシュ気象マップ

や衛星データの活用による
過去の園地環境の推定によ
り、栽培適地を選定

鳥獣害対策
（忍び返し柵等）

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

良食味品種「はれひめ」等
のマルドリ方式による栽培

太陽光発電による揚水システム
によるマルドリ方式の実現

マルドリ方式の利用による
若木の省力的生育促進

傾斜地活用型の片屋根ハウス
による初期収量の増加

高品質果実生産

果汁蓄積期の乾燥ストレス状態の制御
による高品質果実生産

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

水分ストレス表示シート

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

作業道造成機 簡易スロープ

園内道設計支援システムによる
整備の概要設計
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提案内容

【背景】

イチジク、クリ等において面積拡大や輸出の取り組みが進んでいるが、近年、降水量の変動が著しいため、生理落果
や生理障害の多発、果実の品質低下などが増加しており、大きな阻害要因となっている。また、暖冬傾向の一方で最低
極温は以前とは変わらず、凍害発生の頻度が高まっている。

【目指す技術】

・降水量の変動に対応し、高品質果実生産を可能とする潅水（日射制御型拍動自動潅水装置、点滴潅水）技術、透湿性
マルチやマルドリ栽培技術の実証。

・凍害に弱いイチジク、クリ等に対して、新被覆資材や整枝法の改善、株ゆるめ処理、高畝栽培等による凍害抑制技術
の実証。

【実証農家イメージ】

個別農家、集落営農組織等

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 水田 泰徳

提案事項：気候変動下における高品質、安定生産を支援する補完技術としてのマルチ、潅水技術と凍害対策技術

「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
・凍害対策の普及により産地拡大が順調に進み、生産の拡大、さらに輸出の促進等につながる。
・高品質安定生産の実現により、生産や需要の拡大、経営の向上が図れ、新商品の開発など６次産業化が進む。
・新規栽培者の拡大により、産地の活性化が進む。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：8,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：５３（近畿）

様式２

研究･実証地区：近畿等

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）： ）
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気候変動下における高品質、安定生産を支援する
補完技術としてのマルチ、潅水技術と凍害対策技術

降水量の著しい変動は、
果樹の生育、収量、品質に
大きな影響を与えている。

裂果

生理落果

枯死

点滴潅水日射制御型拍動潅水

マルドリ

暖冬傾向は、樹体の耐凍性を低下させ、
凍害による樹体の枯死が増加し、産地や
生産拡大の大きな障害となっている。

枯死

株ゆるめ（断根）

高畝マルチ

新被覆資材

土壌水分の激変を
抑制し、高品質果実
の安定生産を図る

新被覆資材による
保温、樹体水分制御
による耐凍性強化に
より安定生産を図る。
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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 望月 証

提案事項：安心を担保する農産物品質の簡易判別技術

「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

この技術の産地への導入・普及により、現在実施している分析に取って代わるとすると、１農薬につき約１００万円～２０
０万円/年のコスト減(人件費含む）が図られる。点数を増やすことにより、現実的な出荷前調査が可能となる。さらには
他の生産技術体系の最終工程に組み込むことで、高品質に安心という付加価値を加えるブランド戦略に、国内外農産
物との競争や輸出への強力なツールとなる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：19,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 千円）

番号：５４（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）：12,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 千円）

消費者
ニーズ

ブランド
力向上

機器分析

自主
検査

経費、時間が掛かり、
産地の負担となっている

簡易判別(FT-IR)

ELISA法による簡易分析

低コスト
短時間

簡単

対象は野菜・果樹

農産物のブランド力向上や消費者の安全安心な農産物を求める声に応えるため、産地によっては残留農薬等の自主
検査を実施している。しかし、作物の農薬分析は、高額な機器が必要である。また、分析機関に委託しても高額であり、
分析に1週間程度かかるため、毎日出荷する生産者と時間的なギャップがある。そこで、低コストかつ迅速なFT-IRによ
る非破壊簡易判別技術や、それを補う酵素免疫測定法（ELISA法）による簡易分析技術の普及を図る。
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安心を担保する農産物品質の簡易判定技術

・短時間(約10分）で農薬検査が完了
・非常に安価(1検体数百円）
・溶媒いらずで誰でも扱える
・ｼｰﾄ転写法は非破壊で分析試料も出荷

特
徴

酵素免疫測定法（ELISA法）残留農薬の非破壊判別技術

抗体との反応・洗浄後、
基質で発色

専用測定器による分析

フーリエ変換
赤外分光光度計

分析キット

・簡易なラボがあれば比較的
短時間(2～5時間）で測定
・精密分析より安価
・土壌から吸収した農薬で
も分析可能

・重金属も測定キットがある。

特
徴

それぞれの作物に
合わせて体系化

高品質に安心をプラス
し、ブランド力を向上

国内外との競争や
輸出を有利に

発色状況
①拭き取り ②シート取り外し ③IR測定・定量

シ
ー
ト
転
写
法
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提案内容

植物ウイルスがひとたび感染すると農薬による治癒は不可能であり、特に栄養繁殖性／多年生の花きは、ウイルス性
病害による被害が甚大である．また、ウイルスは栽培期間の長い花きを介して蔓延し、野菜等へ二次的な被害を及ぼす
こともある．さらにウイルスは海外の厳しい検疫の対象となっており、輸出拡大の妨げになっている．ウイルスフリー花き
の生産効率を高め、病害を未然に防ぎ、農業生産性を向上させるとともに、ウイルスフリーを証明する診断システムを確
立し、輸出拡大を目指した「攻めの花き生産」を実現する．

そこで、新たな高感度網羅的植物ウイルス検出技術と、既存の簡易迅速ウイルス検定法（LAMP法）を利用して、
１ ウイルスフリー化作業の事前ウイルス同定の迅速化

２ ウイルスフリー化個体の迅速選抜法の確立

３ ウイルスフリーを証明するウイルス診断法の確立

４ 花き生産・流通現場でのウイルス病害監視体制の強化

５ ウイルス検査事業の対象ウイルスの大幅な拡大

を図り、ウイルスフリー花き生産の加速化・低コスト化を図る．

提案者名：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 関根健太郎

提案事項：ウイルスフリー花きの生産・輸出を加速化させる網羅的かつ迅速な植物ウイルス診断システムの実現

「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
・ウイルスフリー花苗生産の迅速化・低コスト化
・ウイルス病害の低減による生産現場の生産性向上
・ウイルス検査事業による我が国の高品質花きの輸出促進

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：19,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 0 ）

番号：５５（近畿）

様式２

研究･実証地区：和歌山県

平成２６年度概算研究経費（千円）：12,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 0 ）
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ウイルスフリー花きの生産・輸出を加速化させる
網羅的かつ迅速な植物ウイルス診断システムの実現

花き生産現場

高感度網羅的ウイルス検出法（新技術）
・ウイルスの遺伝子配列を網羅的に検出
・高感度 ・新規ウイルスの発見も可能

簡易迅速な診断法（LAMP法）
・簡易，高感度，多検体検定が可能

遺伝子情報を元にプライマー設計
新規ウイルスにも対応可能

茎頂培養などによる
ウイルスフリー化

ウイルスフリー個体
の選抜，増殖

未知のウイルス
感染植物

選抜に利用
効率化

信頼性向上
監視体制強化

ウイルス同定

輸出拡大

ウイルス診断
・検定対象の大幅な拡大
・ウイルスフリーの証明

病害低減・生産性向上

診断に利用

低価格化低コスト化

迅速化
低コスト化

ウイルス由来の２本鎖RNAを濃縮後，高速シーケンスによっ
て網羅的に遺伝子情報を得る革新的技術

x

x

x
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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 事業開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 藤田茂

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）： １５，０００千円 ）

番号：５６（近畿）

様式２

研究･実証地区：滋賀県・兵庫県 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）： １０，０００千円）

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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