
TOPIC 1    2020年農業技術10大ニュース

• これまで困難だった、AIモデルの判断根拠を可視化する技術を開発。
• この技術をジャガイモ・ピーマン・トマトの葉画像を用いる病気診断に適用したところ病気葉と

健全葉をいずれも95%以上の高精度で診断することに成功。
• 農業分野にとどまらず、判断根拠の説明を必要とするさまざまな分野への活用が期待。

AI による判断の根拠を利用者も確認できることで、安心して利用できる。また判断根拠の

可視化により、モデルの改良方針につながるとともに、分類の専門家の経験を可視化でき
る。さらに分類の専門家が気づかなかった分類基準の創出の可能性も期待される。

導入により期待される効果

判断の根拠を説明できるAIを開発
－生産者も納得の病害診断に活用－

連絡先 農研機構 農業情報研究センター 連携企画室 TEL 03-3503-6660

開発したAIの概念図

右側の生成された画像を比較することで、この例の場合、褐変・黄変・葉の表面の凹凸（凹凸
があると影ができる）を病気葉の特徴として使用していることがわかる。

病気葉と健全葉を95％以上の
高精度で診断することに成功



TOPIC 2    2020年農業技術10大ニュース

• これまでの簡易土壌分析では試験紙の発色程度を人間が目で判定。
• 簡易測色ツールで発色程度を判定することにより、個人差なく誰でも土壌分析が実施できる。
• 結果はスマートフォンに自動で保存されることから、いつでも確認が可能。

農業現場で手軽にリアルタイムで土壌分析が実施できることで、分析結果に基
づき、肥料成分の過不足を考慮した施肥管理が可能となる。

導入により期待される効果

手軽で簡単！スマホを使って土壌分析
－個人差のない測定法を開発－

連絡先 JA全農 耕種資材部技術対策課 TEL 03-6271-8291

アプリで発色程度から濃度を
特定。分析結果はスマート
フォンに表示・自動保存。

発色程度の判断に
個人差があるので、
分析値が正しいの
か心配。

利用者が目視で発色程度を
判断し、濃度を決定。

測色ツールにより試験紙の
発色程度を客観的に判断。

個人差なく評価可能。

新しい方法

Bluetoothで送信

4項目を簡易に分析できる試験紙「みどりくん」

土壌懸濁液に試験紙を浸して発色

去年の結果を
失くしてしまった。

従来の方法



赤色光を植物に照射するとミナミキ
イロアザミウマが近づきにくい
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TOPIC 3   2020年農業技術10大ニュース

• 赤色発光ダイオード（LED）を植物に照射することでミナミキイロアザミウマを防除する技術を確立。
• 赤色光はミナミキイロアザミウマの行動を制御し、照射により植物に近づきにくくなることを解明。
• 赤色LED装置を開発し、最適な照射条件や照射方法など利用上のポイントを解明。
• 施設栽培のナス、キュウリ、メロンで防除効果を実証。

赤色LEDを植物に照射することで、ミナミキイロアザミウマを低密度に維持す
ることが可能になる。化学農薬の使用削減につながる。

導入により期待される効果

赤色LEDでアザミウマ防除
－施設栽培の化学農薬削減に貢献－

連絡先 （地独）大阪府立環境農林水産総合研究所
食と農の研究部 防除G                      TEL 072-958-6551

ミナミキイロアザミウマ

・成虫は施設外から飛来侵入
・葉や果実を加害

ナス果実の被害

対象害虫と被害

赤色LED装置を
設置した施設

赤色LED装置を照射した
キュウリ

・照射開始前に施設内と作物上のミナミキイロアザミウマの
発生密度をゼロに

・光強度：1.0×1018photons/s/m2

・ピーク波長：約660nm
・照射時間は日中に12時間程度

植物と似た色の緑色板に赤色光を照射すると
ミナミキイロアザミウマが誘引されなくなる

利用上のポイント

施設栽培で簡単に設置可能な赤色LED装置を開発し、
利用上のポイントを解明

ナス、キュウリでの防除効果

60 0 20 40 602040

緑粘着板 黒粘着板透明の円筒

誘引率（%）

アザミウマを放す

赤色LED



TOPIC 4  2020年農業技術10大ニュース

• WEB上で農作業事故の詳細・原因・対策などの個別報告を閲覧できる検索システム。
• 農作業事故は他産業に比べて公開されている情報が少なく、対策の検討や具体的な改善
指導の明示が難しかったが、現在、182件の事故事例を掲載。今後も追加予定。

• 事故原因は、「人」、「機械・用具」、「作業環境」、「安全管理」の面から分析され、類似事故
の防止に向けた対策の検討が可能。

本システムでは、これまでの注意喚起に留まらない、実効的な安全対策の検討
と実施が可能。同時に公開されている「対話型研修ツール」と合わせて、農作
業事故防止に向けた取組の推進に大きく貢献。

導入により期待される効果

身近な事例で実感！農作業事故事例検索システムを公開
－実効性のある安全対策の実施を強力にサポート－

連絡先 農研機構 農業技術革新工学研究センター TEL 048-654-7030

対象の絞り込み

事故の概要

救命・治療

事故原因
（被災者、機械・
用具等、作業環
境等、被災者以
外の人、管理体

制）

事故防止に
向けた対策

現場の状況
説明図

農作業事故事例検索システムにおける個別報告の検索

詳細な分析がなされた個別報告の一例
農作業安全情報センター 農作業事故事例検索システム（https://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/anzenweb/chousadb/chousadb.html）より作成



TOPIC 5    2020年農業技術10大ニュース

•豪雨時の洪水対策として水田を積極的に活用するために、減収を回避できる湛水深と湛水
の継続時間の目安を明らかにし、手軽に設置できる安価な水位管理器具を開発。

•様々な湛水条件と減収の関係をもとに収量への影響を抑えた安全な豪雨対策が可能。

•堰板（せきいた）を水位調整板に交換するだけで、これまでどおりの水管理をしながら、豪雨
の時だけいつも以上に水を蓄えることが可能。

安全に手軽に！田んぼダムで豪雨対策！！
－減収させない湛水の目安と安価な水位管理器具の開発－

連絡先 農研機構 農村工学研究部門 TEL 029-838-7677

収量を減らすことなく、水田が持つ水を蓄える能力を最大限発揮できる。
水位調整板は安価なため、地域全体で豪雨対策に取り組むことができる。
広範囲で取り組むほど、下流の住宅などへの被害の軽減が期待できる。

導入により期待される効果

水位調整板
（ダムキーパー）

水田用の落水升
（フィールドゲート）

収量への影響を抑えられる湛水管理の目安

手軽に設置減収させず安全に

調整板あり
雨水を長時間貯められます

設置例

スリットの最下部を
通常の管理水深に設定

降雨中と降雨後の水田からの排水量比較

調整板なし
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TOPIC 6    2020年農業技術10大ニュース

• 家畜伝染病の防疫等で広く用いられている消石灰（粉体）の課題：
「消毒効果が目に見えない」 「飛散しやすい・効果の持続期間が短い」を2つの技術で解決

① 天然色素を原料とした安全・安心な可視化剤を開発し、消毒効果の有無を見える化！！
② 消石灰粉体を粒状化した多機能粒状消石灰を開発し、飛散を抑制！粉体の5倍以上持続！

• 本成果は、多くのモニターから高評価！

消石灰は大気・雨水中の二酸化炭素と反応し消毒効果が低下。可視化剤を使う
ことで消石灰の劣化状態を定期的に把握でき、鳥インフルエンザ、豚熱等の家
畜伝染病、災害時等の感染症に対する予防徹底への貢献が期待される。

導入により期待される効果

消石灰の消毒効果を見える化
－今がまき時！待ち受け消毒の徹底をアシスト－

連絡先 室蘭工業大学 北海道マテリオームラボ TEL 0143-46-5747

特許第6633831号, 特願2016-176927（特許査定）, 特願2020-44879（特許査定）
Case Stud. Chem. Environ. Eng., in press (https://doi.org/10.1016/j.cscee.2020.100005)

2019年12月24日 （株）コアラボ設立
http://www.h-nmr.net/

2020年3月16日 室蘭工業大学より室工大発ベンチャーに認定

《主な事業目的》
① 可視化剤の製造
② 消石灰の利用普及
③ 天然資源の利活用



TOPIC 7   2020年農業技術10大ニュース

• イネの茎（節間）の伸長性には、植物ホルモンのジベレリン（GA）が存在することに加えて、伸
長を促進するアクセル役遺伝子と、抑制するブレーキ役遺伝子のバランスが重要であること
を解明。

• イネだけでなくオオムギやミナトカモジグサ（コムギに近縁なモデル植物）、サトウキビにおい
てもイネと同じメカニズムで節間伸長を制御できる。

ACE1遺伝子とDEC1遺伝子による茎伸長の制御メカニズムはイネ科植物に共

通しており、本研究成果はイネだけではなく、コムギやオオムギなどのイネ科
作物の草丈を人為的に制御する技術への応用が期待される。

導入により期待される効果

イネの茎伸長において相反する機能を持つ２つの遺伝子を発見
－イネ科作物の草丈制御に活用－

連絡先 名古屋大学 生物機能開発利用研究センター TEL 052-789-5111

アクセル役
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ブレーキ役
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細胞分裂
抑制

GA

細胞分裂
促進
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GA

DEC1

アクセル役

ブレーキ役



TOPIC 8    2020年農業技術10大ニュース

• シート状熱交換器を流水中に入れると、土中や静水中に比べて効率よく採熱できることを解明
（静水中設置の約2.5倍、土中設置の約15倍）。

• 熱交換器を含めた熱利用システム全体の設置コストは、地中から熱を採るための穴を掘る方
式と比べて約25%削減。

• 熱交換効率を変えずに、ゴミ流入防止や熱交換器を保護する低コストな遮断板を開発。

農村地域に広く分布する農業用水路を、ヒートポンプの熱源として有効利用
できる。また、農業用ハウスの冷暖房で消費するエネルギーの削減や、
ランニングコストの削減に役立つ。

導入により期待される効果

農業用水路がヒートポンプの熱源に！
－流れの中にシート状熱交換器をおくと熱交換効率がアップ－

連絡先 農研機構 農村工学研究部門 TEL 029-838-7677 

シート状熱交換器

熱交換効率は、
静水中設置の約2.5倍、土中設置の約15倍 上流端に遮断板を設置すると、

同程度の熱交換効率でゴミ流入を防止

流水中でのシート状熱交換器の設置

遮断板

遮断板なし

※この成果は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の委託業務「地中熱・流水熱利用型クローズドシステムの技術開発」の結果得られたものです。



TOPIC 9    2020年農業技術10大ニュース

・ 前年の糖度と当年の気象データ（気温、降水量、日射量、日照時間）から温州みかんの当
年の糖度を地区単位で予測可能。

・ 機械学習用データの選択により、品種や熟期別の予測が可能。
・ 出荷時(10月～翌年2月)の平均糖度を、7月頃から高精度に予測。

収穫前に糖度を予測することで、収穫作業、販売、出荷の計画に利用が可能。
また、糖度向上のための栽培管理の要否を判断することも可能となり、みかん
の安定生産および品質向上に役立つことが期待される。

導入により期待される効果

AIによる温州みかん糖度予測手法を開発
－適切な栽培管理への活用に期待－

連絡先 農研機構 農業情報研究センター 連携企画室 TEL 03-3503-6660 

光センサーによる果実糖度の膨大なデータを用いて学習したAIを用いて、前年の糖度と当年の気象データから、
当年の出荷時の糖度を予測。気象データや生育初期の糖度から統計的な手法を用いて糖度を予測する従来
法に比べて、AIを用いた本手法の方が予測精度が高い。

ながさき西海農協の光センサーによる果実糖度のデータを活用。

産地全景
（針尾島）

光センサー
による検査



TOPIC 10    2020年農業技術10大ニュース

• 水稲が登熟前半の米の肥大期に高温乾燥の強風であるフェーンを浴びると、白未熟粒の発
生により品質が低下。

• 蒸散強制力の導入や領域気象モデル
*
を用いることで水稲のフェーン被害の発生を初めて詳

細に予報。
• この予報により、水田の水位を保つなど事前のフェーン対策が可能に。

* 限定された領域における気象予報を高解像度で実行できる数値予報モデル

3日先までの水稲のフェーン被害の地理的分布が詳細に予報されることにより、
現地では水田の水位を保つなど事前の対策が可能になる。その結果、白未熟粒
の発生被害が低減されることが期待できる。九州のほか北陸地方への導入も進
行中。

導入により期待される効果

水稲に被害を及ぼすフェーンの発生を3日前に予報
～白未熟粒の発生低減へ～

連絡先 農研機構 九州沖縄農業研究センター
研究推進室 広報チーム TEL 096-242-7530

図1. 九州地方におけるフェーンの再現結果（2019
年台風17号接近時の東風が九州山地を越え

て九州西側の低平地へ高温で乾燥した空気

をもたらしている。）

※矢印は風ベクトル、カラーバーは蒸散強制

力（FTP）の大きさを示す。

図2. 水稲フェーン被害注意情報の例（2019年台風8
号接近時、8月3日18時時点の気象予報に基づ

く8月5日の予報）

※黄色はフェーン被害の可能性のある領域、赤

は被害の危険性がある領域を示す。
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