
攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

組換えシルク生産と加工技術の開発による実用化実証研究

〔分野〕地域作物の省力・低コスト化を可能とする生産技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

危機に瀕した国内の蚕糸絹業を活性化し輸出産業として復興するため、遺伝子組換え技術に
よって開発された全く新しい機能を持つ絹糸の実用化を図る。そのためには、品種・蚕卵の育
成・供給、農家での大量低コスト生産、繭から最終製品までの加工生産及び販売まで一連の流
れを確立する必要がある。

〔代表機関〕
独立行政法人農業生物資源研究所

〔参画研究機関〕
群馬県蚕糸技術センター、群馬県繊維工業試験場、(株)高原社、群馬県是蚕種協同組合、
(株)宮坂製糸所、碓氷製糸農業協同組合、浜縮緬工業協同組合、東北撚糸(株)、齋栄織物(株)

〔研究・実証地区〕
群馬県前橋市

１．遺伝子組換えカイコの実用品種化
高機能シルクを産業利用するために、強健性や収量性（収繭量）を備えた実用品種として大量飼育に耐えうる
ものにする。また品種に適合した増殖技術を開発して、蚕種製造の技術および大量生産法を構築する。

(1) 遺伝子組換えカイコの実用品種化と養蚕技術の開発

(2) 遺伝子組換えカイコを大量生産するための蚕種製造技術の開発

２．養蚕農家での組換え品種飼育管理手法の確立
農家での実用飼育を想定した組換えカイコ飼育用に適合した構造のパイロット蚕室を試作する。カイコの飼育
や残渣管理の手順を整理し、クワコとの交雑を防止するような飼育管理手法を開発する。

(1) クワコ（カイコの近縁野生種）の侵入を防ぐ蚕室の試作

(2) 遺伝子組換えカイコの飼育管理手法の開発

３．遺伝子組換え繭・シルクの加工技術の開発
組換え繭の特性を生かし損なわないような煮繭・繰糸・撚糸等の・技術開発を行う。

(1) 組換えシルクの製糸処理技術の開発

(2) 組換えシルクの加工技術の開発

４．製品技術の開発と販売方法の検討
組換えシルクの機能性を最大限発揮させるような製織技術を開発し、試作品を作製し展示会等で発表する。

(1) 製造技術の開発

(2) 製品製造および展示・宣伝

(3) 知財戦略

２

遺伝子組換えカイコの実用品種化を行い、生糸量歩合を現状の50％以上向上させる。
養蚕農家での組換え品種飼育管理手法を確立し、生産コストを2分の1以下に圧縮する。
蛍光繭の製糸処理速度を２倍以上向上させる。超極細の7dの生糸を安定的に製造可能とする。
蛍光シルクの風合いを２割程度柔らかくする。超極細シルクの撚糸、染色段階での糸切れを
低減して通常のシルクと同程度とする。ストールやドレスを試作して展示会へ出品する。



組換えシルク生産と加工技術の開発による実用化実証研究
組換えシルクの農家での生産から製品開発に至る流れの全ての技術的課題を一体として解決する

１．遺伝子組換えカイコの実用品種化

１－(1)遺伝子組換えカイコの実用品種化と養蚕技術の開発

高機能シルクを産業利用するために、超極細シルク・蛍光シルク等の繊維素材となるシルクを生産する組

換えカイコ系統を強健性や収量性（収繭量）を備えた実用品種として大量飼育に耐えうるものにする。実用

飼育のため蚕種の大量生産技術をこれらの品種ごとに開発する。また、品種に適合した育蚕技術につい

てマニュアル化して養蚕農家への普及を図る。

１－(2)遺伝子組換えカイコを大量生産するための蚕種製造技術の開発

実用品種化された超極細シルク・蛍光シルク等を生産する組換えカイコ系統について、農家での実用飼育

のため蚕種の大量生産技術をこれらの品種ごとに開発する。

品種化と増殖技術の開発

原料の特徴を生かした製品の開発と
販売方法の検討

原料に適合した組換え繭・シルク
加工技術の開発

隔離飼育・パイロット蚕室での大量飼育技術の開発
管理措置等飼育マニュアルの作成

↓
実用飼育（農家）を想定した管理手法の確立

展示・市場調査 需要の把握

遺伝子組換えカイコの作成 品種改良・特性調査 蚕種製造

蛍光超極細

２．養蚕農家での組換え品種飼育管理手法の確立

２－(1)クワコの侵入を防ぐ蚕室の試作

窓等の開口部に網を設置したり、上蔟室の天井を改良したりすることなどにより、コストを抑えながら、クワ

コとの交雑を防止することができる蚕室としてパイロット蚕室を試作することなどにより、実際の飼育作業に

実態に即した上で近縁野生種であるクワコの成虫の侵入を防止する適切な構造を検討する。

品種特性の解明 パイロット蚕室の試作 実用飼育における管理手法の確立

その上でさらに万全の対策を検討

繭で出荷して製糸するため成虫は生じない。

養蚕農家 野生種と交雑することによる生物
多様性への影響は考えられない。



問い合わせ先：農業生物資源研究所 遺伝子組換え研究センター 遺伝子組換えカイコ研究開発ユニット TEL：029-838-6285

３．遺伝子組換え繭・シルクの加工技術の開発

３－(1)組換えシルクの製糸処理技術の開発
蛍光繭ではその特性を損なわないような煮繭条件、新たな煮繭法の開発、抱合向上のためのオイリング
処理技術の開発を行う。超極細繭では繊度管理装置や節防止装置の開発を行うことにより、極細生糸の
安定的な繰糸を実現するシステムを構築する。

３－(2)組換えシルクの加工技術の開発
蛍光シルクについては、耐光性の評価を行うことによって、光による変退色を抑制できる加工技術の開発
に取り組む。超極細生糸を用いて極薄織物を製造するため、撚糸、染色などの加工段階での糸切れ防止
技術の開発を行うとともに、染色性の良い処理技術の開発を行う。また、極薄織物を試作するための原料
生糸を製造する。

２．養蚕農家での組換え品種飼育管理手法の確立
２－(２)遺伝子組換えカイコの飼育管理手法の開発

パイロット蚕室（試作）

隔離飼育施設やパイロット蚕室を用いて、第一種使用の管理手法を検討する。カイコとクワコの交雑を防ぐ

飼育管理手法の開発、飼育残渣へのカイコの混入防止手法の開発、さらに生物多様性へ影響が生ずる可能性

の解析を行い、農家を想定した管理手法を確立する。

品種特性の解明 品種に応じた製糸技術の開発 生糸の特性に応じた加工技術の開発

飼育残渣の管理

・残渣からのカイコの除去
・野生種との交雑の防止

蚕室の管理

・飼育後の蚕室の清掃
・野生種の飛来の防止

飼育作業の手順

・蚕室外への持出しの防止
・餌となる桑葉の管理

生物多様性への影響が生じない
安心に配慮した飼育管理手法が確立

４．遺伝子組換え繭・シルクの加工技術の開発

４－(1)製造技術の開発
蛍光シルクの通常のシルクと比較して硬い風合いを精錬処理を最適化することで改善し、現行の2割程度
向上させる。超極細生糸は通常の生糸に比べ、加工段階での糸切れを多く発生するため、装置や機器の
改良を行うことにより糸切れを減少させるとともに、安定製造可能なシステムを構築する。

４－(2)製品製造および展示・宣伝
蛍光シルクを用いてウエディングドレス、着物、ストールなどを試作し、展示会で発表する。また、超極細生
糸を用いて薄地織物を試織し、生地の特徴を把握するとともに、染色や特殊加工を行うことにより、ファッ
ション性のあるドレス、ストールなどを試作し、展示会で発表する。

４－(３)知財戦略
関連特許の抽出、パテントマップの作成を行い、事業化に当たり、ライセンスの許諾が必要な特許
が見つかった場合には、必要に応じてコンソーシアムが主体となってライセンス交渉を行う。

組換えシルクの特性を生かした
製品製造技術の開発

製品製造および展示・宣伝 知財戦略・販売方法の検討



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

サトウキビの安定・多収栽培技術の実証と高バイオマス量サトウキビの生
産性評価

〔分野〕地域作物の省力・低コスト化等を可能とする生産技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

南西諸島は、干ばつや台風等の気象災害が発生しやすく、サトウキビ生産はきわめて不安定
である。そこで灌漑技術により生産を安定化する実証研究を行う。また品種改良による抜本的
な技術も必要であり、高バイオマス量サトウキビの生産性を現地で評価するとともに、搾糖効
率や逆転生産プロセスへの適性も検討することにより、実用化に向けた基盤整備を行う。

〔代表機関〕 農研機構 九州沖縄農業研究センター
〔参画研究機関〕鹿児島県農業開発総合センター、沖縄県農業研究センター、国立大学法人東京大学
〔研究・実証地区〕鹿児島県伊仙町、鹿児島県与論町、沖縄県糸満市、沖縄県南城市、沖縄県久米島町

１．灌水と保水を軸とした安定・多収栽培技術の実証

１−１）有機物等の施用による保水技術と灌水を組み合わせた生産性向上の実証

堆肥条散布と株出し時の収穫残渣すき込み技術による保水技術の実証。一貫作業体系による作業時間の削減。

１−２）土壌水分センサー等を用いた集落レベルでの適期灌水技術の実証
サトウキビ生育モデルによる最適灌水方法の提示。集落レベルでの灌水実証とモデルによる灌水の有効性を検証。

２．高バイオマス量サトウキビの生産性評価および製糖工場への導入可能性評価

２−１）南西諸島各地での生産性評価と収穫期間拡張技術の検証
高バイオマス量サトウキビの現地での生産性を評価する。また時期別収穫により収穫期間の拡張の可能性を評価。

２−２）繊維特性に基づく圧搾効率評価

圧搾効率を評価する実験系を構築し、繊維含量が高い高バイオマス量サトウキビの圧搾効率を評価。

２−３）製糖工場における新技術導入効果の予測モデル開発

高バイオマス量サトウキビの導入や製糖工場への新技術導入がもたらす影響を把握するためのモデル開発。

３．普及支援業務

２

効率的灌水技術により1t/10a以上または慣行費1.2倍の収量増加
作業の効率化により作業時間の2割削減を図る
高バイオマス量サトウキビの株出し栽培による既存品種に対する1.2倍の収量増加
圧搾効率とサトウキビ繊維特性との関係を解明
製糖工場における新技術導入効果の予測



サトウキビの安定・多収栽培技術の実証と高バイオマス量サトウキビの
生産性評価

現行サトウキビ生産の灌水によるテコ入れと将来にむけた高バイオマス量サトウキビの利用技術

１．灌水と保水を軸とした安定・多収栽培技術の実証

１−１）有機物等の施用による保水技術と灌水を組み合わせた生産性向上の実証

１−２）土壌水分センサー等を用いた集落レベルでの適期灌水技術の実証

・サトウキビ収穫残渣すき込み
・サトウキビを対象とした堆肥条散布

残渣すき込み株出し一工程管理機 未完熟堆肥条散布機

新株植付け機や残渣すき込み・株出し
同時作業など、省力的な機械化体系を
前提とした土壌保水性向上技術と灌水
効果の実証

徳之島 与論島

未完熟堆肥の株元散布や生育初期重点
灌水など、節水灌漑のための土壌保水
性向上を組合せた灌水技術の実証

高圧ポン
プ

メーター 電磁弁

（島尻マージ）
水量豊富な地下ダム水の活
用、移動式スプリンクラー

糸満市喜屋武・照屋

（ジャーガル）
各貯水池にポンプを
設置、点滴灌漑

南城市玉城糸数

（島尻マージ、国頭マージ）
限られた水資源の有効活用、
固定式スプリンクラー

久米島町

灌水と保水を軸とした安
定・多収栽培技術の実証

高バイオマス量サトウキビの生産性評価

および製糖工場への導入可能性評価

有機物等の施用に

よる保水技術と灌

水を組み合わせた

生産性向上の実証

土壌水分センサー
等を用いた集落
レベルでの適期
灌水技術の実証

南西諸島各

地での生産

性評価と収

穫期間拡張

技術の検証

繊維特性に

基づく圧搾

効率評価

製糖工場に

おける新技

術導入効果

の予測モデ

ル開発



問い合わせ先：九州沖縄農業研究センター TEL：０９６－２４２－７７３７

２．高バイオマス量サトウキビの生産性評価および製糖工場への導入可能性評価

２−１）南西諸島各地での生産性評価と収穫期間拡張技術の検証

２−２）繊維特性に基づく圧搾効率評価

２−３）製糖工場における新技術導入効果の予測モデル開発

1）製糖用品種と野生種の交配で誕生。
2）株出し栽培で多収
3）根が多いため、台風で倒伏し難く、干ばつにも強い

南西諸島各地の製糖工場と連携し、
有望系統の生産性評価を実施

高バイオマス量サトウキビの蔗汁を用
いた逆転生産プロセス適性評価

繊維含量が高いと搾糖率の低下が懸念

1）製糖工場の圧搾を再現する実験系
の構築
2）繊維含量や繊維組成が搾糖率に及
ぼす影響を明らかにする

1号圧搾機
（1番圧搾用）

2号圧搾機
（2,3,4番圧搾用）

バガス

細断原料

バガス



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

国内需要向け茶生産における高収益生産体系の実証研究

〔分野〕国内需要向けの高品質な茶生産体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

国内の多くの茶産地でみられる小区画多数茶農家からなる生産条件地域において、高品質・
低コスト生産を実現するためには、分散している茶園の気象状況や生育予測などの情報を活用
した栽培管理や、多数の茶園情報を一元的に把握し、集団的営農の全体を制御し効率化するこ
とが必要である。

〔代表機関〕 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所

〔参画研究機関〕静岡県農林技術研究所茶業研究センター、公立大学法人岩手県立大学、静岡県公立大学法人静
岡県立大学、落合刃物工業株式会社、カワサキ機工株式会社、静岡県中遠農林事務所

〔研究・実証地区〕静岡県掛川市（掛川中央茶業株式会社）

１ 計画的・戦略的な営農に資する茶栽培管理技術の実証

１－１）局所施肥技術による低コスト・高品質茶生産の実証

局所施肥技術による施肥時間短縮や収量、品質の向上及び施肥窒素量の削減などの優位性を示す。

１－２）強遮光による白葉茶の安定多収化技術の実証

強遮光による葉色の白い白葉茶の生産技術を栽培現地で実証し、付加価値の高い商品づくりに寄与する。

１－３）高収益生産体系に貢献するチャの病害虫総合管理（IPM）体系の実証
薬剤散布回数の２割削減（現地慣行比）を可能とする省力・低コスト型ＩＰＭ体系を実現する。

１－４）点滴かん水と液肥施用による気象災害対策技術の実証

点滴かん水と液肥施用により、干ばつに対する有効性を明らかにし、安定生産および高品質化に貢献する。

２ 茶園データ管理による計画的・戦略的茶園マネジメントの実証

２－１）茶園データの解析

数百の茶園をメッシュ農業気象データで解析し、気象と茶園の生産力や収益性との関係を調査する。

２－２）茶園データ、気象データを活用した計画的作業
メッシュ農業気象データを活用した茶園毎の日々の気象情報と生育予測モデルを組み込むことにより、効率的

な茶園管理をするための情報を表示する機能を付加した生葉受け入れソフトを構築する。

３ 技術導入の経営評価とモデル化
個々の新技術の有効性や技術導入が経営に与える効果について評価を行うとともに、新しい技術を組み合わ

せた生産体系化のモデル化を行う。

＊全国の茶産地に多くある茶業経営形態での実証により、提示するモデルは全国的に活用可能な技術体系となる。

２

小区画多数茶農家からなる生産条件で、栽培から加工まで一貫した計画的・戦略的な営農に資する
茶園管理マネジメントシステムと栽培管理技術体系を開発し、収益を向上させる高収益体系を実証
• 栽培から加工製造までを茶園の状態の応じ計画的・戦略的に連携させる茶園マネジメントの開発
• 実証地区１haで実証し、2020年には実証地区の茶園20haの生産現場に定着させる。
• 2020年に全国茶産地における導入生産組織数10ヶ所以上、導入検討生産団体数70カ所以上



国内需要向け茶生産における高収益生産体系の実証研究
計画的・戦略的な営農に資する茶園管理マネジメントシステムと栽培管理技術体系を開発・実証

1 計画的・戦略的な営農に資する茶栽培管理技術の実証

１－１）局所施肥技術による低コスト・高品質茶生産の実証

水を確保できない茶園において

肥料利用率向上による高品質化

施肥作業回数の削減による作業時間短縮

環境負荷低減

１－２）強遮光による白葉茶の安定多収化技術の実証

高付加価値化

強遮光によるうまみの強い白葉茶

機械化による省力化

１－３）高収益生産体系に貢献するチャの病害虫総合管理（IPM）体系の実証

化学合成農薬代替防除法の普及

高度発生予察による農薬利用の効率化・削減（不要農薬の散布の回避）

新害虫の対策法の迅速な普及

１－４）点滴かん水と液肥施用による気象災害対策技術の実証

夏場の干害に対する気象災害対策

安定生産

自動化による作業時間短縮

２ 茶園データ管理による計画的・戦略的茶園マネジメントの実証

茶園データベース構築
メッシュ農業気象データと生育予測モデル

計画的な適期作業の実証

１ 計画的・戦略的な営農に資する
茶栽培管理技術の実証

局所施肥技術
白葉茶栽培技術
IPM体系

点滴施肥・かん水技術

小区画多数農家による生産者集団の全体を制御・効率化して
計画的・戦略的な高収益型茶業経営に資する技術体系を開発・実証

研究の全体概要

３ 技術導入の経営評価と
モデル化

個別生産技術の経営評価
体系のモデル化と評価



問い合わせ先（独)農研機構野菜茶業研究所 TEL： 0547 - 45 - 4101

２ 茶園データ管理による計画的・戦略的茶園マネジメントの実証

２－１）茶園データの解析

数百の茶園のデータベースを構築

過去の営農実態を解析

個々の生産者単位での生葉出荷による問題点を提示

２－２）茶園データ、気象データを活用した計画的作業

メッシュ農業気象データと生育予測モデルの活用

生葉受け入れソフトウエアの高度化

適期作業による生産者の収益性の向上

３ 技術導入の経営評価とモデル化

３－１）個別生産技術の経営評価

導入される先端技術の技術としての有効性評価

技術導入が経営に与える効果の評価

３－２）経営評価に基づく新技術導入による生産体系のモデル化

新技術を組み合わせた生産体系のモデル化

一般栽培体系との比較により優位性を評価

小区画多数茶園情報

茶園マネジメントシステム

気象データ・生育モデルに基づく

計画的作業

省力・低コストな

茶栽培管理技術

収量・品質・生育など

データのフィードバック

戦略的な

高付加価値茶製造

多数生産者からなる集団の全体を制御・効率化して
高品質化による収益性を向上させる生産技術体系

目指すべき計画的・戦略的な茶業経営



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

海外輸出に対応できる日本茶生産体系の実証研究

〔分野〕地域作物の省力・低コスト化等を可能とする生産技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

国内の日本茶消費が低迷する一方で世界的な緑茶消費は拡大しており、日本茶に対する期待
も高い。しかし、輸出拡大のためには国により異なる嗜好性、利用形態あるいは農薬使用基準
に対応する必要があり、海外輸出に対応できる日本茶の生産体系を構築する必要がある。

〔代表機関〕 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所

〔参画研究機関〕（独）農研機構食品総合研究所、静岡県立大学、岩手県立大学、鹿児島県農業開発総合センター
宮崎県総合農業試験場茶業支場、カワサキ機工株式会社、松元機工株式会社、
ジェイエイかごしま茶業株式会社、鹿児島県南薩地域振興局、宮崎県西臼杵支庁

〔研究・実証地区〕 鹿児島県枕崎市、静岡県静岡市、岩手県滝沢市、鹿児島県南九州市、宮崎県川南町、
静岡県掛川市、鹿児島県南九州市、鹿児島県鹿児島市、鹿児島県南九州市頴娃町、
鹿児島県南九州市知覧町、宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町、宮崎県西臼杵郡高千穂町

１．大規模茶園における輸出対応型減農薬、高品質茶栽培技術と多様な需要に対応した高品質
てん茶およびCTC（製造過程で粉砕する製法）緑茶生産技術の実証
１）耐病虫性品種、物理的防除技術、大規模茶園対応被覆資材巻取機を活用した減農薬、高品質茶生産技術の確立

２）大規模茶園におけるサイクロン装置と被覆資材巻取機の使用条件設定

３）大規模製茶工場に対応した高品質てん茶、新製茶ハイブリッドラインの使用条件設定と改良

４）大規模製茶工場に対応した高品質てん茶の生産、新製茶ラインを利用した低コスト高品質茶製造技術の確立

５）高品質てん茶およびＣＴＣ緑茶の品質評価

２．山間地茶園における輸出対応型減農薬栽培技術、高品質新香味釜炒り茶生産技術の実証
１）耐病虫性品種と減農薬栽培技術を組み合わせた輸出対応型釜炒茶生産技術の確立

２）高機能品種「べにふうき」の機能効果を高める栽培技術と新香味釜炒り茶製茶法の確立

３）新香味釜炒り茶に適した品種の選定

４）新型揺青機の使用条件設定と改良

３．海外輸出に対応した日本茶生産体系における経営評価とマーケティング戦略の構築
１）海外輸出対応型茶の品質評価と価格調査

２）海外輸出対応型生産・加工技術の経営評価と技術体系のモデル化

３）海外輸出対応型茶のマーケティング戦略

４）海外輸出対応型茶の品質表示法

４．普及支援業務
１）大規模茶園における栽培、加工技術に関する技術支援（南薩地域振興局）

２）山間地釜炒り茶生産地域における栽培、加工に関する技術支援（西臼杵支庁）

２
品種、物理的防除法よる農薬削減技術、光制御技術による高品質茶生産技術体系を実証する。

新しい加工技術や製茶法による高品質で輸出ニーズに対応できる茶加工体系の実証し、生産コスト
を２０％削減する。

上記の栽培体系と加工体系を組合せた輸出向けの茶生産の経営評価、商品開発、マーケティング
を行い、日本茶の海外輸出対応型技術体系を構築し、輸出額を現状の３倍にする。



海外輸出に対応できる日本茶生産体系の実証研究
海外輸出に対応できる茶の栽培技術、加工技術を確立し、その経営評価を行う

1 大規模茶園における輸出対応型減農薬、高品質茶栽培技術と多様な需要に対応した高品質てん茶お
よびCTC緑茶生産技術の実証

海外輸出に対応でき
る有機栽培・減農薬
栽培技術実証

大規模産地における
高品質化のための被
覆技術実証

中山間地に対応した
農薬削減技術実証と
適品種選定

新製茶ハイブリッド
によるてん茶、CTC
緑茶の加工技術実証

新型揺青機による釜
炒り茶の香気安定発
揚技術実証

輸出対応型生産技術
による生産茶の品質
評価、価格調査

輸出対応型生産技術
経営評価とモデル化

輸出対応型生産茶の
マーケティング戦略
構築

新たな機能性表示に
対応した生産工程管
理実証

生産実証 加工実証 経営評価・流通実証

２ 山間地茶園における輸出対応型減農薬栽培技術、高品質新香味釜炒り茶生産技術の実証

物理的防除技術 大規模茶園対応
被覆技術

新製茶ハイブリッドラインによる
低コストてん茶・CTC緑茶生産技術

てん茶 抹茶

ティ－バッグ

耐病虫性・高機能性
品種の活用

新型揺青機による
安定的香味発揚技術

高品質釜炒り茶

釜炒り茶製造ライン

１－１）耐病虫性品種、物理的防除技術、大規模茶園対応被覆資材巻取機を活用した減農薬、高品質茶生

産技術の確立

１－２）大規模茶園におけるサイクロン装置と被覆資材巻取機の使用条件設定

１－３）大規模製茶工場に対応した高品質てん茶、新製茶ハイブリッドラインの使用条件設定と改良

１－４）大規模製茶工場に対応した高品質てん茶の生産、新製茶ラインを利用した低コスト高品質茶製造

技術の確立

１－５）高品質てん茶およびＣＴＣ緑茶の品質評価

研究の全体概要

２－１）耐病虫性品種と減農薬栽培技術を組み合わせた輸出対応型釜炒茶生産技術の確立

２－２）高機能品種「べにふうき」の機能効果を高める栽培技術と新香味釜炒り茶製茶法の確立

２－３）新香味釜炒り茶に適した品種の選定

２－４）新型揺青機の使用条件設定と改良



問い合わせ先：野菜茶業研究所 TEL：０９９３－７６－２１２６

３ 海外輸出に対応した日本茶生産体系における経営評価とマーケティング戦略の構築

４ 普及支援業務

生産実証

加工実証

経営評価・モデル化

二次加工 品質評価 価格調査 海外市場調査

マーケティング戦略

機能性表示法

３－１）海外輸出対応型茶の品質評価と価格調査

３－２）海外輸出対応型生産・加工技術の経営評価と技術体系のモデル化

３－３）海外輸出対応型茶のマーケティング戦略

４－４）海外輸出対応型茶の品質表示法

４－１）大規模茶園における栽培、加工技術に関する技術支援（南薩地域振興局）

４－２）山間地釜炒り茶生産地域における栽培、加工に関する技術支援（西臼杵支庁）

新製法で製造された日本茶の輸出モデル

当該実証地域の情報を参考にできるエリア

研究と
生産現場を繋ぐ

平坦地大規模生産地の実証支援

山間地釜炒り茶生産地の実証支援



3 研究計画の概要

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

落花生の超省力生産体系の実証

〔分野〕 地域作物（落花生、さとうきび、茶等）の省力・低コスト化等を可能とする生産技術体系
〔分類〕 網羅型研究

落花生栽培および落花生が輪作作物として支える地域畑作の発展を図る上で、落花生の機械化
省力生産体系の確立と低コスト生産の実現が強く求められている。そこで、落花生栽培の労働
時間（10aあたり68時間）の43%をしめる収穫・乾燥・調製作業の機械化を進め、落花生の超
省力生産体系を確立し、実証を行う。

〔代表機関〕 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター
〔参画研究機関〕 千葉県農林総合研究センター、茨城県農業総合センター、松山株式会社、

有限会社朝日製作所、NPO法人ちば農業支援ネットワーク、
千葉県落花生商工組合連合会、茨城県南落花生組合、茨城県中部落花生組合、
千葉県農林水産部担い手支援課専門普及指導室

〔研究・実証地区〕千葉県多古町、八街市、匝瑳市、茨城県牛久市、かすみがうら市

Ⅰ．落花生収穫機を基幹とする省力的収穫・予乾作業体系の開発・実証

(1)落花生収穫機の性能を発揮する栽培様式の実証
(2)落花生収穫機の改良と現地適応性の実証
(3)機械収穫に適した栽培様式のためのシーダマルチャの実証
(4)収穫・予乾作業体系等の現地実証

Ⅱ．大規模機械化栽培体系の実証

(1)連続掘上げ反転機の適応改造及び実証
(2)普通型コンバインの適応改造及び実証
(3)落花生温風乾燥装置の試作･改良及び実証
(4)落花生種子生産用莢剥き機の試作･改良及び実証
(5)普及支援業務（落花生生産農家の意向調査及び現地検討会の開催）

2 研究の目標

1 研究の背景・課題

・疎植栽培の導入と落花生収穫機（緊プロ開発機）の改良により反転率75％を達成する。
・サイドレーキ等を用いた予乾体系の適応性を明らかにする。

・収穫・予乾作業体系に要する投下労働時間を慣行から50%削減する。
・反転率90%を目標として新たに開発する連続掘上げ反転機をはじめ、落花生用に改造する普
通型コンバインや温風乾燥装置、種子用莢剥き機の実用性を明らかにする。

・大規模機械化体系を開発実証することで、収穫・乾燥・調製に係る投下労働時間を慣行から
80％削減する。
・落花生生産の規模拡大等の意欲を持つ生産者に対し、機械化による落花生生産推進の普及支
援を行う。



落花生の超省力生産体系の確立

Ⅱ．大規模機械化栽培体系の実証Ⅰ．省力的収穫・予乾体系の実証

海外のピーナッツディガーを参考にした掘取機
の開発

普通型コンバインを利用したピックアップ収穫
体系の開発と実証
温風乾燥システムの開発と実証
莢割り機の開発による種子精選の効率化

落花生収穫機（緊プロ開発機）の性能を発揮
する栽培様式の開発と実証

機械収穫に適する栽培様式に対応する落花
生収穫機の改良および作業方法の検討

機械収穫に適する栽培様式のためのシー
ダーマルチャーの適応性の実証

現状 手作業主体の労働力集約型生産

落花生収穫機を基幹とする省力的収穫・予乾作業
体系を実証する。

大規模機械化栽培を前提として、種子精選から収
穫・乾燥工程を機械化。

種子精選→播種・栽培→掘取り・反転→ピック
アップコンバイン収穫→袋詰→温風乾燥→出荷

問い合わせ先：（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 TEL：029-838-8824

落花生の超省力生産体系の実証
播種から収穫、乾燥の機械化と大幅な省力化の実証



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

湛水性作物（産業素材用いぐさ）の導入による新たな水田農業の確立

〔分野〕地域作物（落花生、さとうきび、茶等）の生産の軽労化、低コスト高品質生産技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

いぐさは主に畳の材料として長年生産されてきたが、現在、産地消滅寸前の危機的状況にあ
る。いぐさの持つ機能性を活かして、産業用素材としての農作物活用方法を見い出し、水稲に
代わる数少ない湛水性作物として、高収益水田農業の確立を目指す。

〔代表機関〕 熊本県農業研究センター い業研究所

〔参画研究機関〕 日本ペイント(株)、公立大学法人北九州市立大学、(株)東洋クオリティワン

〔研究・実証地区〕 熊本県八代市、東京都品川区、北九州市若松区、埼玉県川越市

１ 産業用素材生産に向けたいぐさ栽培技術の開発

１－１）省力・多収穫栽培技術の開発

産業用素材原料向けのいぐさ省力・多収穫を可能にする栽培技術を開発する。

１－２）有望品種・系統の選定

省力・多収穫栽培方法に適した多収性の高い有望な品種・系統の選定を行う。

２ 産業用素材についてのいぐさの規格策定

２－１）機能検証とメカニズムの解明

いぐさの持つ抗菌作用や吸放湿性等の機能について検証を行い、機能性のメカニズムを解明する。

２－２）原材料の規格策定

原材料としてのいぐさの形状・収穫条件など、機能性が高まる品質基準・原料規格を策定し、それに適した

切断・粉砕加工技術を開発する。

３ 産業用素材の一つであるいぐさと化成品の複合材（天井材）の設計

３－１）複合材の設計

いぐさと化成品の複合材（天井材）の成型加工方法を検討し、機能性の高い複合材を開発する。

３－２）複合材の機能検証

複合材における機能性発現に最適な混入比率などの製造条件について検証を行う。

２

素材いぐさの省力機械化生産体系の実証と生産性の検証（労働時間の３０％削減、いぐさ収量２倍
増、稲作経営比１．２倍の所得）
機能性のメカニズム解明と、機能性が高い効果を発揮する品質基準、原料規格の策定、及び、切
断・粉砕加工技術の確立
天然素材のいぐさと化成素材の発泡体とを複合化した天井材において、いぐさを５０％以上含有す
るバイオマスマーク５０



問い合わせ先：湛水性作物（産業素材用いぐさ）導入コンソーシアム TEL：０９６５-５２–０３７２

湛水性作物（産業素材用いぐさ）の導入による新たな水田農業の確立
産業素材用いぐさの生産技術といぐさの機能性を活かした複合材の開発

1 産業用素材生産に向けたいぐさ栽培技術の開発

・水稲の1．２倍以上の収益確保
・い業経営の労働時間・重労働・
作業環境の改善

・機能性素材、バイ
オマスマーク５０
商材の提供

機能性メカニズム解明と
いぐさ素材・複合材の
機能性の検証

産業用素材原料向けの
いぐさの省力・多収穫
栽培生産技術の開発

いぐさと化成品の
複合材の開発

２ 産業用素材についてのいぐさの規格策定と機能性メカニズムの解明
３ いぐさと化成品の複合材の設計と機能検証


