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② 九州北部 2年 4作（稲・麦・大豆・麦）大規模水田スマート一貫体系の実証   10:55～11:20 
[アグリベースにいやまスマート農業実証コンソーシアム]  

 発 表 者 農研機構九州沖縄農業研究センター   たかはし  きみやす 
   水田作研究領域 水田作業体系グループ長   高橋 仁康 

  有限会社アグリベースにいやま    こ が  よういちろう 
   取締役      古賀 洋一郎 
③ 多様な人材が集う農業法人経営による全員参加型のスマート農業技術体系(大規模露地野菜複合経営)の実証 
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温州みかんの生産から出荷をデータ駆動でつなぐスマート農業技術一貫体系の実証 

 
長崎県農林技術開発センター 果樹・茶研究部門 

カンキツ研究室 山下 次郎 
長崎県県北振興局 

農林部南部地域普及課 荒牧貞幸 
 

１．背景及び課題 

実証地であるながさき西海農協させぼ広域かんきつ部会（長崎県佐世保地区）は、温州み

かん389haで約9,000t/年生産する産地である。高品質果実を生産のため、夏秋季の土壌水分

制御を目的としたシートマルチ被覆を結果樹齢に達した園地全てで取り組み、「出島の華」

「味っ子」「味まる」等のブランドを確立し、日本一の販売単価を誇る。有利販売のため産

地ブランドの維持・強化には、品質に加え出荷量の確保が重要であり、産地では、高樹齢樹

の改植や園内道整備、スピードスプレーヤ、高所作業機等の機械導入により省力化を進めて

きた(図１)。 

しかし、70歳以上の高齢農家の割合が28％に上っており（図２）、現在約300戸の部会員

は将来的には200戸まで減少するものと見込まれ、担い手の確保、育成が課題である。 

一方、近年の異常気象の影響で産地の出荷量は変動しており、夏季の高温干ばつに対応す

るため、かんがい設備（団地型シートマルチ栽培点

滴かん水同時施肥）の導入を段階的に進めている。

また冬季の高温、降雨下において、収穫時の労働力

不足から収穫の遅れが生じ、果皮障害から腐敗果の

発生助長で青果率が伸び悩んでいる。そのため、産

地内の多様な気象条件に対応していくことが喫緊の

課題となっている。 

産地ではシートマルチ栽培導入後長期にわたり、

夏場から園地ごとに約20日間隔で果実の糖度・酸含

量を測定したデータおよび園地区分し出荷された光

センサー選果機のビッグデータも蓄積されているが、

栽培管理への活用が十分できていない。さらに、生産したものを即販売するのではなく、マ

ーケットインの視点からニーズに合わせて出荷調整できる体制の構築も強く求められてい

る。 

 

 

30才台
（3%）
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50才台
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60才台
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園地登録園制度による
栽培管理の統一化、平準化

図２ 主たる従事者の年齢構成 

管理作業の省力化を図る
園内道整備とスピードスプレーヤ

未収益期間の短縮を図る
大苗共同育苗

図１ 実証産地の取り組み 
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高温、多雨の条件下
で腐敗果が多発 イノシシ捕獲労力の軽減

・既存箱わなの捕獲状況を自動配
信カメラで発信し見回り労力を軽減
・殺処分も電気止め刺し器で捕獲
従事者の負担を軽減

・アメダス等のデータを活用して地
域気象を推定、発信。
・スリップスや黒点病､腐敗発生の
予察情報、警報を発信

農地環境推定システム
病害虫発生警報アプリ

＜九州沖縄農研ｾﾝﾀｰ、長崎県農技ｾﾝﾀｰ＞

動体検知ｾﾝｻｰ
で撮影し、画像を
４G送信

電気止め刺し器

電磁弁

水分ｾﾝｻ かん水 ﾁｭｰﾌﾞ

生 産 者
営農情報や生産・品質

記録等を生産管理に反映

営 農 指 導 員

・表計算
・グラフ化
・解析

西海型マルドリ栽培の実証
・天候に左右されない６月被覆
・土壌水分に応じた適正かん水
・根群域の浅化による品質向上
・収穫後の迅速な樹勢回復

出荷実績

NEC営農指導
支援システム

＜農研機構農業情報研究ｾﾝﾀｰ、果樹茶業研究部門＞

営農情報の発信や検見､
品質等に基づく出荷割当

生育期品質 気象データ

収穫時の品質を予測 管理に活用し生産安定

＜NECｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ㈱＞
・生産､気象､品質予測､
管理指針等を配信し､
データ駆動型栽培を実践

生育・気象DATA

スマート農業支援
プラットフォームの構築

＜JAながさき西海＞

＜JAながさき西海＞

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝで
かん水を制御

２．実証する技術体系 

温州みかん栽培における主要な生産工程へのスマート技術の活用について、①生産管理、

②病害虫防除・害獣捕獲、③雇用による結実管理・収穫、④選果・貯蔵・出荷に大別して技

術を選定するとともに、産地で必要な情報を収集、解析、配信し、総合的な生産・出荷支援

をデータ駆動型でマネージメントができる技術体系とする。 

 

①生産管理 

産地で蓄積されている園地ごとの品質推移・選果データや気象情報等のビッグデータから、

AIによる品質予測アプリケーションを作成し、生育途中の果実品質や気象情報から収穫果実

の品質を予測する。この情報を「NEC営農指導支援システム」を活用し、産地の技術対応用

にカスタマイズし、土壌水分等のデータ情報を共有しながら的確な営農指導と生産者による

実践ができる体制を確立する。そのために、クラウド型かん水コントローラーをマルドリ方

式圃場に設置し、モデル園において

最適な水分ストレスに誘導するか

ん水技術を駆使し高品質果実生の

安定生産を実証する。 

これにより、生産目標と生育の経

過を確認しながら果実品質予測を

踏まえて、マルドリ方式設備による

養水分制御技術や植物成長調節剤

の的確な利用、断根処理技術などを

組み合わせ、産地で実践できる総合

的な西海型マルドリ栽培技術を確

立する(図３)。 

 

②病害虫防除・害獣捕獲 

農研機構で開発された「農地環境推定システム」を活用するため、産地内20地点に気温デ

ータ自動収集装置を設置する。このシステムには、農地環境推定値より、チャノキイロアザ

ミウマの発生ピークや、積算雨量等から黒点病防除時期を予測する機能がある。さらに、樹

上腐敗を引き起こす気象要因解析を行い、予察により警報を出すアプリケーションを追加す

る。以上の解析結果を配信し適期防除・収穫による生産量向上効果について検証する。これ

により、近年の温暖化等の気象変動に

より問題となっている腐敗果の多発

や病害虫被害の軽減効果が期待され

る。 

また、獣害対策としては、既存箱わ

なの捕獲状況を配信し、見回り労力の

軽減を図る自動配信カメラ「ハイクカ

ム」を導入し、イノシシ捕獲に要する

労力軽減を図る（図４）。 

図３ 生産管理システムのイメージ 

図４ 病害虫防除・害獣捕獲のイメージ 
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全農やＪＡ等が連携して問題を作成

従事者等への技術習得支援
・基礎技術を問題集化してスマホで学
習（収穫方法や出荷規格、摘果等）
・高齢農家や新規雇用就業者・就農
者の基礎技術の習得に活用
・構築したシステムを多言語化して外国
人向け教材を作成、運用
・不足する労力支援を効率化

母国語で
学習できる
から理解し
やすい

＜JAながさき西海＞
＜NECｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ㈱、全農ながさき＞

③雇用による結実管理・収穫 

労力が集中する摘果や収穫等について効率的な雇用の活用や就農者等の技術レベルの向

上を図るため、「NEC農業技術学習支援システム」を導入する。管理作業の基礎技術を短期

間で習得できるように、果樹技術員がＱ＆Ａ形式の問題を考え、スマートフォン等で学べる

コンテンツを作成する。また、外国人材の農業就労を円滑に進めるため、就農者の母国語に

翻訳し、雇用体制を構築する（図５）。 

これにより、将来の担い手となる

生産者の雇用確保による経営規模

拡大を支援するとともに、新規就農

者等の技術レベルの向上を図る。な

お、適切なコンテンツの作成により、

外国人就労の円滑な実施を推進す

ることにも貢献できる。 

 

④選果・貯蔵・出荷 

圃場ごとの品質予測により選果所への出荷計画を作成し、適切な予措・貯蔵管理と家庭選

別の省力化を産地レベルで実現できる技術を構築する。 

家庭選別なしで直接選果所に持ち込める技術については、平成28年度より取り組んでいる

「ロボット搭載型プレ選果システム」試作機の本格的な稼働による検証を行う。その際、前

プロジェクトにおいて課題として残されている選別精度の向上について、ディープラーニン

グを活用した画像解析技術を導入し、従来センサーでは選別できない病害虫被害や腐敗につ

ながるキズ等を判別できるようにシステムの改良を行う。 

また、遠隔監視型予措・貯蔵システムを、ながさき西海農協みかん選果所および生産者倉

庫に導入し、IoT制御しながら鮮度保持効果を実証する。収穫果実の貯蔵技術最適化につい

ては、遠隔監視による貯蔵管理履歴と果実成分変化の確認を行うことで技術確立を促進する。 

これらの技術により、「ロボット搭載型プレ選果システム」と連携させた運用体系を確立

し、圃場ごとの品質予測に基づき、出荷計画→収穫→最適予措・貯蔵→ロボット搭載型プレ

選果システム→本選果システム→出荷という収穫・出荷のマネージメント体制を構築する。

その際、収穫後の品質管理を徹底して、

市場ニーズに合わせた出荷ができる

体制を構築する。 

以上の技術により、規模拡大の妨げ

となっている収穫期に集中する労働

力を分散あるいは省力化し、計画的な

収穫、販売を実現する。 

技術導入については経営的評価を

行うとともに、実証プロジェクトで求

められている経営データの整理を行

う。 

 

AI解析等による高精度プレ選果システム
①蓄積画像データのＡＩ解析による精度向上
②紫外光 → 生傷・腐敗・クロロフィル活性
③可視光 → サイズ・色・キズ
④近赤外光 →  病害・果皮水分等

貯蔵施設による出荷時期の調整
・IOT技術で予措と貯蔵に最適な庫内環境を制
御し、労力分散と高品質貯蔵を実現
・貯蔵技術の能力を成分変化から実証

柔らかい冷気で包む貯蔵方法

冷
気ソックダクト

ロボットハンドによる
腐敗果の除去 ＜シブヤ精機㈱＞

遠隔制御システム
＜大青工業㈱＞

図５ 労力支援システムのイメージ 

図６ 選果・貯蔵・出荷システムのイメージ 
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上記の各生産工程における情報について、携帯端末で情報を共有するためのプラットフォ

ームを構築し、生産から出荷までをデータ駆動でつなぐスマート農業技術一貫体系を構築す

る(図７)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．達成目標 

＜産地＞ 

・スマート農業技術一貫体系の導入により、温州みかんの生産者あたり出荷量を10％以上

向上し、産地としての出荷量10,000ｔを確保する。 

＜生産者＞ 

・遠隔監視型予措・貯蔵システム、ロボット搭載型プレ選果システムを利用することで、

労働時間を15％以上削減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 生産・出荷・管理システムのイメージ 

みかん貯蔵システム
ユーザーID：〇〇〇

貯蔵庫内環境

温度4.3℃
湿度：85%

西海型マルドリ栽培
ユーザーID：〇〇〇

裏山１▼園地選択
園地情報：10a、させぼ、12年

かん水記録

かん水制御

かん水量 mm ON

土壌水分 ％
アプリをベトナム
語に変換でき
る

学習支援システム
ユーザーID：〇〇〇

学 習 Q A

栽培 技術

ベトナム語

派遣 申込

基礎技術を
Q&A形式
で学べる

西海みかん
の栽培技術
に関する資
料を掲載

人材派遣会社
のHPにリンク

西 海 み か ん
生産出荷管理システム

気象データシステム

園地データシステム

ユーザーID
パスワード

西海型マルドリ栽培

みかん貯蔵システム

学習支援システム

園地データシステム
ユーザーID：〇〇〇

裏山１-2▼園地選択
園地情報：10a、させぼ、12年

8月10日（実測）

8月30日（予測）
9月20日（予測）

収穫時
予測

多雨

乾燥
平均

糖度 酸度
7.6 ２.6

水分ストレス不足です。
マルチを開放してください

過去出荷実績

気象データシステム

古里 ▼地点選択

過去気象データ

最
高

最
低

平
均

降
水

8/29

8/30

今日

気象予報

トップ画面

- 4 -



九州北部 2 年 4 作（稲・麦・大豆・麦）大規模水田スマート一貫体系の実証  
[アグリベースにいやまスマート農業実証コンソーシアム ] 

  
  

 農研機構九州沖縄農業研究センター水田作研究領域 
                  水田作業体系グループ長 高橋 仁康 

     有限会社アグリベースにいやま           
取締役 古賀 洋一郎 

１．はじめに 

 農業従事者の減少によって、担い手農家に農地が集約されていますが、大型農機のオ

ペレータ不足や既存の技術体系による能率の限界、収量の頭打ちや収量減、大型機械体系

向けの技術が普及していないなど問題があります。九州北部水田地帯では、２年４作（稲、

麦、大豆、麦）の輪作体系が行われ、麦収穫後に田植えを行うことから作業期間が短く、

規模拡大のハードルが高くなっています。また、（有）アグリベースにいやまが耕作する

地域は、重粘土質の平場から砂状土の中山間に至る合計６０ヘクタールの圃場が分散して

いて、作業の効率が良いとは言えません。水田において麦・大豆作を行うことは、本来大

がかりな排水対策が必要ですが、この二毛作体系の中では作業時間も少ないことから、天

候不順な年度の減収や減益のリスクが大きいと言えます。  

 今回の実証はこれらの問題を解決するため、スマート農業機械を導入した一貫体系によ

り２割の規模拡大、稲・麦１割、大豆２割の収量向上、経営体の２割収益向上を目的とし

ています。  

 

２．スマート農業一貫体系で導入する機械、システムの一部  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

自動運転田植機  
（農業技術革新工学研究セン
ター試作機）  
 

自動運転トラクタ  
（ヤンマーHP より）  
 

水稲リモートセンシング
（ファームアイ HP より） 
 

自動運転コンバイン  
（クボタ HP より）  
 

IoT センサー  
（ニシム電子工業 HP より）  
 

圃場管理システム  
（クボタＫＳＡＳ画面）  
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３．導入機械の実証概要及び目標  

九州北部における 2 年 4 作水田輪作一貫体系の中で、以下のスマート農機、リモートセ

ンシング、 IoT センサーについて効果を実証します。  

作業内容  機械・技術名  
（型式等） 実証概要及び目標  

耕起・整地・
播種  

自動運転トラクタ・セミ
クローラタイプ 
（YT5113A-DYUQW-R） 
無資材暗渠機カットド
レ ー ン （ 北 海 コ ー キ 
KCDS-01） 
レーザーレベラー 
スガノ農機 L40A 

耕起・整地・播種についてロボットトラクタを利用した
能率向上を大面積で実証。RTK 固定基地５km 圏内・圏
外（移動基地局）での能率も比較。 

夜間作業導入、RTK 固定基地局導入効果により、
能率 1.5 倍、農繁期の日暮れ後作業などを実証し、作
業面積２割拡大を明らかにする。 

センシングおよび収量データより明らかとなった排水
等改善圃場において、カットドレーンによる簡易暗渠施工
およびレーザーレベラーによる均平作業の効果で麦１割・
大豆２割を増収する。 

水稲移植  自動運転田植機  
（革新工学セ試作機） 

高度な自動運転技術による作業速度向上と１名に
よる田植え作業を大面積で実証。RTK 固定基地局によ
る移動基地局との能率向上効果も比較検証。 

従来の２名から１名での田植え作業により一人あた
り作業面積 1.5 倍へ拡大。 

可変元肥施
用  

IHI アグリテック製ブロ
ードキャスタ （既 存 ）
（MBC1200WE）＋ナビ
キャスター(新規 )  

ブロードキャスタ既存機を使用した従来作業の中で、
ドローンセンシングによる画像解析と生育診断、改善提
案を元にした可変施肥を実施し、収量やリモートセンシン
グデータに対応した可変施肥等による水稲 1 割増収効
果。麦２割増収に貢献。 

水稲生育診
断  

ファームアイ  リモート
センシング（水稲） 

水稲２０ヘクタールについて、ファームアイ（ミノルタ×
ヤンマー）ドローンセンシングによる画像解析と生育診
断、マップによる改善提案。水稲１割増収。 

麦・大豆生
育診断  

マルチスペクトル
カメラ登載ドローンお
よび解析装置（麦・大
豆） 

ワークステーショ
ン（HP ZBook 15 
G5 ）、カメラマウント 

麦３０・大豆１０ヘクタールの対象地区へドローンセン
シングによるマップ作成を行い、生育状況を把握、収量
データと比較して、重点追肥、カットドレーンによる排水お
よびレーザーレベラー均平改善の優先圃場を決定、順次
対策を施工する。これらにより、麦１割・大豆２割増収。 

播 種 ～ 収
穫、圃場（地
上）データ 

農業向けＩoＴセンサー
“ＭＩＨＡＲＡＳ”、監視
システム“フィールドカ
ム”など 

遠隔地の気象・土壌について一定の通信費で半径
約 5km100 本までのセンサーデータを自動取得、リアル
タイムでの閲覧と記録が可能な IoT センサー。各種アラ
ートも設定可能で、適期作業支援により増収へ貢献し、
遠隔地の見回り時間は 5 割減少する。また、取得した
IoT センサーによる地上部データは WAGRI へのデータ供
給までを実証する。湿害圃場や収量低下圃場の改善に
ついては、収量データと連動し、作業優先順位を決定す
る。プロジェクト中に効果および営農上の必要センサー数
等を算出する。 

収穫  

自 動 運 転 コンバイン
（ ク ボ タ WRH1200A-
2.1 、 RTK-GPS、マップ
キット、食味収量キッ
ト、共通キット） 
TRK 移動基地局（クボ
タ RTK－GPS） 

自動運転コンバインを大面積で稼働し、能率向上お
よび収量データ・品質データを収集し、圃場管理支援シ
ステムへ入力、WAGRI へのデータ提供までを実証。ま
た、可変施肥、排水対策・均平化等による増収効果を
稲・麦・大豆について確認する。 

ピーク時の夜間作業導入などにより、作業面積２割
増加、稲・麦１割、大豆２割の増収を実証する。 
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４．スマート農業一貫体系実証課題とスケジュール  

 

※次年度は、九沖農研が開発した播種後に振動ローラで鎮圧し、  
漏水を防止する水稲乾田直播を自動運転トラクタで実施予定。  

実証項目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
  

キッ
クオ
フ会
議 

     
（現
地検
討
会） 

  
（成
績検
討
会） 

 

１．スマート農業技術
を利用した能率向上 

                        

（１）自動運転トラク
タによる実証 

 発
注 

  
 

RTK
設置 
安全
講習 
大豆
耕起 

  
 

   ロ
ボト
ラ耕
起 

        

（２）自動運転田植機
による実証 

  
 

自動
田植
え  

改良                 

（３）自動運転コンバ
インによる実証  

  発注     搬入 安全
講習 

 稲
収穫 

 
        

２．リモートセンシン
グおよび地上データを
利用した収量増加 

                        

（１）水稲のセンシン
グおよび収量マップに
応じた元肥施肥による
効果の実証  

    
 

セン
シン
グ 
追肥 

  
 

 収
量検
討 

          

（２）麦のセンシング
および収量マップ作成
による効果の実証 

  
 

 収
量調
査 
 収
穫 

 
       カ

ット
ドレ
ーン 
播種 

    セン
シン
グ 

  

（３）大豆の地上部セ
ンシングと収量マップ
に応じた排水改善等に
よる効果の実証 

    
 

播種     
セン
シン
グ 

    
収穫 

  
 

    

３．圃場管理システム
の活用と経営的評価 

                        

（１）圃場管理システ
ムおよびＷＡＧＲＩと
の連携 

  稲作
より
作業
記録
開始 

IoT
セン
サー
設置
開始 

 順
次
WAGR
I へ
連携
開始 

                

（２）2 年 4 作水田輪
作における経営的評価 

  経営
調査 
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５．有限会社アグリベースにいやま  

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

平場から中山間地域に至る６０ヘクタール以上の分散圃場を耕作する。  

 

 
 

 

 

 

 

6 月 13 日に自動運転田植え機（農研機構革新工学センター試作機）見学会を実施。  
 

 

 

 

 

 
 

IoT 気象センサーや自動運転トラクタなど順次導入と実証を進める。  

 
なお、本実証課題は、農林水産省「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト（課題番号：大

H14、課題名：九州北部 2 年 4 作（稲・麦・大豆・麦）  大規模水田スマート一貫体系の実証」（事業

主体：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）の支援により実施されています。  
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九州沖縄地域マッチングフォーラム講演要旨 
令和元年 8 月 28 日 

新福青果スマート農業実証コンソーシアム 
  有限会社新福青果 

   社長室長 兼 事業統括部長 栗原 貴史 

 
 

多様な人材が集う農業法人経営による全員参画型のスマート農業技術体系 
（大規模露地野菜複合経営）の実証 

 
1.1 新福青果スマート農業実証コンソーシアムの実証の方向性 

「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」及び「スマート農業加速化実証プロジェクト」（以

下：「本プロジェクト」と標記）においては、全国で 69 のコンソーシアムがスマート農業技術体系の

実証に取り組んでいるが、新福青果スマート農業実証コンソーシアム（以下：「当コンソーシアム」と

標記）では、農業生産法人が実証代表機関として実証を運営する点が大きな特徴であると考えている。 
一方、『日本再興戦略 2016』においては、2023 年までに法人経営体数を「5 万法人」に増加させる

ことが政府目標として掲げられており、国内の農業経営体に占める法人経営体のシェアは今後一層増

加することが見込まれることから、当コンソーシアムにおいては、スマート農業技術を最大限に活用

した大規模法人経営の運用形態を確立することを取組の柱とする。 
 

1.2 実証にあたり考慮する経営の特性 
 法人経営の特性を踏まえて考慮する点は多々あるが、当コンソーシアムにおいては、特に法人経営

の「多様性」に着目したスマート農業技術の活用手法を確立することを目指す。 
 ここでいう「多様性」の一つは「人材の多様性」である。当コンソーシアムにおける農業経営体で

ある新福青果の職員は、農家出身の職員は 2 割にも満たず、多種多様な分野から学歴・職歴を重ねて

入社した職員により構成されているほか、男女を問わない 20 代から 60 代まで幅広い人材が活躍して

いる。そのため、各職員の得意な分野もあれば苦手な分野もある中で、個々人がその能力を最大限発

揮して、会社全体で生産性を高めることが求められ、その目標を下支えする手段としてのスマート農

業技術の活用を目指していく。 
 さらにもう一つの多様性として「業務の多様性」が掲げられる。新福青果では、農業生産を専門と

する職員だけでなく、加工・営業・経理・総務等、多様な部門に分かれ、業務を行っている。農業部

門も含んだこれらの部門で行う業務の中で、多くの「情報」が生み出されるが、それらの情報は基本

的には各部門内で処理・完結されるものとなってしまい、当該部門以外での活用が十分とはいえない。

また、仮に無策なまま部門間での情報連携を強化しようとすると、余計な手間がかかり、多くのコス

トを浪費してしまう。そこで、本プロジェクトにおいて、ICT 技術を中心としたスマート農業技術を

最大限活用することによって、部門間での情報連携を円滑に行い、その効果を最大限に発揮する組織

運用の仕組みを構築する。 
 
1.3 実証の具体的スローガン 
 上記の事情を考慮して、当コンソーシアムにおいては、スマート農業技術の実証を通じて、単なる

機器の実験にとどまらず、スマート農業技術を活用した新しい法人経営のあり方を確立するために、

以下の 5 つのスローガンを掲げる。 
① 経営のためのデータの“使い方”を追求する 
② 農業現場に丸投げしないデータ農業を確立する 
③ 一人の熟練技術者プラス九人の農業チームを作る 
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④ 女性や高齢者が活躍できる農業現場を目指す 
⑤ 農業法人の新しいキャリアステップを構築する 

 以下、これらのスローガンの具体的施策について、報告する。 
 
2.1 経営のためのデータの“使い方”を追求する 

新福青果では、本プロジェクトに取り組む以前から、「データを活用した農業」を試みてきたが、昨

年度まで、その取組みは難航してきた。 
この原因の一つとして「苦労してデータを入力したが、その苦労に見合うメリットがない」と農作

業スタッフが感じてしまい、データを利活用する前提となる「データ入力」を行うためのインセンテ

ィブが働かないことが挙げられる。 
この課題に対処するため、新福青果において平成30年度よりデータ利活用方針を全面的に見直し、

これまで、一つのシステムが提供する機能に依存していたトップダウン型のデータ利活用から、現場

が必要な課題解決のための情報を推論し、そこから必要なデータを求めていくボトムアップ型のデー

タ利活用を実施することとしている。 
その結果として、作業計画の合理的配分や必要な投資、収穫ペースを考慮した最大作付量等につい

て、具体的な判断根拠となるデータを作成し、その意思決定をサポートすることができた。 
しかしながら、上記の

データ利活用ができたと

ころで、データ入力・管理

のコストに見合うメリッ

トがあるとはいえない状

況であり、本プロジェク

トにおいて、農作業スタ

ッフのインセンティブを

一層高めるためのデータ

利活用手法を追求してい

く必要がある。 
 
2.2 農業に丸投げしないデータ農業を確立する 

上記 2.1 により、データ利活用のインセンティブを高めたところで、普段の業務では土や自然を相

手とする農作業スタッフが日々生み出される情報を記録・蓄積していくことは、相当な負担であるこ

とには変わりは無い。前述のとお

り、データを利活用する手段を確

立することは重要だが、同時に、入

力そのものの負担について改善を

図ることもデータを活用した農業

を行っていくために必要となって

くる。 
そこで、本プロジェクトにおい

て、「データを活用した農業」を実

地するための組織体、データ活用

専門組織（ICT 改革チーム）を構成
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し、データ入力などの作業負担や管理を集中させることとしている。これにより、多様な人材を有す

る組織の中で、データ入力・管理等に係る負担はそのような業務が比較的得意な職員に集中させるこ

とで、農作業を得意とするスタッフは、極力土や自然を相手にした仕事にその時間と能力を割くこと

ができる体制を構築した。 
さらに、ICT 改革チームはデータ利活用をその特命事項としていることから、農作業を専門とする

スタッフでは注意を向けにくい、営業等の他部門から生み出されるデータを積極的に活用することに

も意識が働くため、多様化した業務の中でも各々の業務から発生する情報の連携が一層進むことにも

繋がる。 
 
2.3 一人の熟練技術者プラス九人の農業チームを創る 

1.2 で報告したとおり、新福青果には、農業経験の豊富な者（以下、「熟練技術者」と標記）、農業以

外のキャリアを積んだ者、高齢のパート職員や外国人技能実習生など、多様なスタッフが協力して農

作業を行っている。これまでは、トラクターの正確な運転等、熟練技術者でないと行えない作業が多

く、大規模経営を行ううえでは、一定数の熟練技術者を要しないと困難な状況であった。 
しかしながら、GNSS 技術を伴ったトラクターを筆頭に、個人の技術をスマート農業技術により補

うことができる状況となっていることを踏まえ、そのような農作業の体制も見直すことが可能となる。 
具体的には、これまで熟練者技術が行ってきた作業を「熟練技術者以外の職員＋スマート農業技術」

で行うことにより、農作業全体における熟練技術者の依存度を下げ、その分熟練技術者は作付面積や

品質の更なる向上に向けて、その能力を発揮できるとともに、一般的に労働単価が高いと考えられる

熟練技術者の数を最

小化した体制を構築

することで、人件費コ

ストの合理的な運用

にも繋がる。 
さらに長期的な視

点で考えれば、農業従

事者の減少、高齢化が

進んでいる昨今、熟練

技術者の依存度を最

小化した農場運用体

制を構築することは

政策的にも意義のあ

ることと考えられる。 
 
2.4 女性や高齢者が活躍できる農業現場を生み出す 

新福青果では、高齢の女性のパート職員が 2 名、若い女性の外国人技能実習生が 3 名、農作業に従

事している。一方、重量野菜や危険な機械を扱うことが多い露地野菜農業において、彼女たちが従事

できる作業は草取り等の単純作業に限られており、その活躍の範囲が制限されているとともに、直接

身体を使う業務を常に行うこととなるため、特に暑い時期等は身体的な負担も大きい。 
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そこで、スマート農業機器の

「安全性」及び「簡便性」に着目

し、圃場内の重量野菜の運搬や

草刈りなど、これまでは危険か

つ操作が難しかったため、経験

のある男性スタッフしか従事で

きなかった作業に対して、容易

に操作が可能な作業ロボットを

導入して、その操作スタッフと

して彼女たちを従事させること

とする。 
例えば、草刈りロボットでは、十分に離れた距離からラジコンで機械を操作できるため、刃で足を

切断することはもちろん、機械に弾かれた小石等が直撃するリスクも限りなく小さいため、経験の少

ない女性や高齢者でも安全かつ疲労を軽減して作業を行うことが可能となり、農業現場における活躍

の幅が広がることとなる。 
 
2.5 農業法人の新しいキャリアアップを画描く 

これまでに論じた技術体系を確立することにより、農業に係る高い技術力を有する人材が限られる

中で、熟練技術者以外の多様な人材が、その技術力は現状維持のまま、従来よりもレベルの高い業務

に従事することが可能となることで、熟練技術者が限られた中でも高い生産性を維持できるとともに、

多様な人材の農業への参画のハードルが大きく下がることが見込まれる。 
また、ICT を活用した業務等を専業化すること等、業務内容の多様化を図ることにより、これまで

必要とされてきた農業技術以外の専門性を高めるキャリア形成を図ることで、農業法人を形成する人

材の多様化を図るととも

に、その専門性を突出させ

ることが可能となる。 
このことにより、農業技

術を高めなければ参入が

困難とされてきた農業法

人において、農業技術以外

の多様なスキルを有した

人材のキャリア形成が可

能となり、参入のハードル

が軽減されるとともに、法

人を形成する人材の多様

化にも繋げることが可能

となる。 
 

3.1 実証の具体的な内容及び経過報告 
 本要旨の提出締め切りが実証の成果が取り纏まる以前に設定されていることから、一定の実証が取

り纏まった後に提出予定のプレゼンテーション（パワーポイント）にて、実証の具体的な内容及び実

証経過を報告する。 
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IOT技術・ロボット化技術を活用した大規模スマート茶業一貫体系の実証 

「堀口製茶スマート実証コンソーシアム」 

農研機構、鹿児島堀口製茶（有）、鹿児島県、宮崎大学、松元機工（株）、（株）日本計器鹿児島製作所、 

（株）寺田製作所、ウォーターセル（株）、テラスマイル（株） 

農研機構果樹茶業研究部門 

茶業研究領域 枕崎研究調整監 根角 厚司 

鹿児島堀口製茶（有） 

代表取締役 副社長 堀口 大輔 

 

１．背景 

我が国の茶の生産量はほぼ横ばいで推移しているものの、消費は高品質で高価格のリーフ茶が減少

し、ペットボトル入りの緑茶飲料が増加している。そのため一番茶の荒茶の価格は、過去 10年で約

60％まで落ち込み、生産者の生産意欲が減退している。さらに、生産者の高齢化と担い手不足、生産

者数が急激に減少（過去 10年で半減）しており、維持管理できない茶園が増加している。一方で、海

外における緑茶の需要は増加しており、日本茶の海外輸出は国の目標である 150億円を超えている。

このような状況の中、茶生産地で中核となる生産者は、法人化や共同体を形成し、収益性を確保する

ために規模拡大を進めている。しかし、大規模法人化経営においても労働力不足は深刻であり、持続

可能な茶業を実現するためには、労働力不足を解消しつつ、安定生産、安定品質、生産コスト低減を

可能とする生産技術体系の構築が急務となっている。 

 

２．実証する技術体系 

国内で最大クラスの茶生産法人である鹿児島堀口製茶において、畑かん設備の多目的利用による安

定生産、ロボット化技術の導入による茶園管理の労働力削減、茶園情報、雇用管理情報、荷受け管理

情報、製茶品質管理情報を IoT技術により統合し、茶園情報から商品化までの情報を繋ぎ、経営の見

える化し、これらの技術を活用した大規模スマート茶業の一貫体系を実証する。具体的な実証技術

は、以下の３本の柱で構成されている。 

（１）多目的スマート畑地灌漑装置活用技術体系 

（２）ロボット茶園管理体系 

（３）生産における情報の一元化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 鹿児島堀口製茶（製茶工場全景）と実証地（鹿児島県志布志市） 
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（１）多目的スマート畑地灌漑装置の実証  

大隅地域は、国および鹿児島県の事業により大規模な畑地灌漑設備が整備されている。

これらの施設を最大限活用し、水資源の有効活用、IPM の推進、凍霜害リスクの回避に利

用することが期待されている。宮崎県は断続的な散水により樹冠内を高湿度に保つこと

で、チャの重要害虫クワシロカイガラムシの発生を抑えることができることを示し、

（株）日本計器鹿児島製作所と連携して枝濡れセンサーを用いて、散水量を制御する節水

型散水防除技術を開発している。農研機構は有効積算温度則を使って本種の発生期や防除

適期の予測が可能なことや合成性フェロモン剤を使って雄の効率的調査が可能なこと等を

明らかにしており、これらを組み合わせて必要な諸データをフィードバックさせること

で、更なる節水と適切な制御を実現するスプリンクラーの高度利用技術を確立する。さら

に、鹿児島県では、冬期に散水による防霜技術を有しており、土壌水分と EC のモニタリ

ングも可能であることから、大規模畑地灌漑設備の有効利用技術体系を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 畑地灌漑設備と制御装置 

 

（２）ロボット茶園管理機及びラジコン除草機の実証  

乗用型茶園管理機のロボット化については、これまでに松元機工（株）と（株）日本計

器鹿児島製作所および鹿児島県が共同で摘採機と中刈り機を開発している。さらに、農研

機構と（株）寺田製作所で開発した精密施肥技術はロボット中刈り機に設置することが可

能であり、整枝作業に必要な刃は摘採機に搭載可能であることから、現時点で防除以外の

ロボット茶園管理技術体系を構築する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ロボット摘採機（松元機工社製）  
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（３）茶園管理情報、製茶施設の荷受け情報、品質管理情報等の一元化  

茶園管理システムとしてウォーターセル（株）が開発した農業情報収集ソフトウェア

「アグリノート」をベースし、茶園の管理情報、気象情報、土壌情報を収集する。生葉荷

受け情報管理システム「会計さん」で収集した情報については、「アグリノート」にエク

スポートし、「アグリノート」が収集する。それに加え、品質管理情報や商品・在庫管理

システム情報も「アグリノート」に集約する。それら統合されたすべての情報を活用し

て、テラスマイル（株）が開発した農業経営支援ソフトウェア「RightARM」で見える化

し、経営改善情報としてフィードバックする。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 情報収集システムと情報の統合イメージ 

 

 

３．鹿児島堀口製茶が目指すスマート茶業一貫体系 

 鹿児島堀口製茶（有）は、関連生産者の茶園を含めると 270ha、自社茶園 116ha を有し

ており、60 名を超える社員を雇用し茶業経営を行っている。安定生産、安定品質、安定

供給、海外輸出を推進するとともに、雇用の創出と地域の活性化も重要な目標としてい

る。しかし、気象条件や地形が異なる多数の茶園について最適なマネージメントを行い、

同時に労働力不足を解消するためには、茶園管理のロボット化だけではなく、茶園情報か

ら商品の品質管理までの茶生産情報を統合し、迅速に的確な判断を行っていくことが求め

られる。そのために、IoT 技術を導入し、経営の見える化を行う必要がある。  

本事業で導入する畑地灌漑装置の多目的利用技術は、農薬使用量削減、肥料効率の向

上、干害・寒害リスクの低減に利用できる。さらに土壌情報や気象情報と併せて利用する

ことで、より効率的な利用を可能にし、コスト削減、水資源の有効活用が可能となる。 

茶園管理作業は、すでに乗用型管理機による機械化が進んでいるが、これまで一人が１

台の管理機に対応していた作業を、一人が２台を制御でき、かつ地上に居ながら監視する

だけですむようになる。これは、肉体的な疲労がなく、労働力の半減が可能になるだけで

無く、誰でも茶園管理作業が可能になることを意味しており、労働の質を維持したまま、
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労働者の範囲を広げることが可能となる。さらに、ラジコン草刈り機の導入で、茶園内の

作業をしながら、重労働であった茶園周縁部の草刈り作業も可能となる。  

これらの個別の技術を組み合わせた一貫体系の構築により、大規模生産のメリットを最

大化することを目指している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 堀口製茶スマート実証の全体イメージ  
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ビワ葉と茶葉の混合揉捻による高機能発酵茶の開発  
長崎県農林技術開発センター  

茶業研究室 藤井 信哉  
 
 
１．はじめに  
 長崎県の茶業は、中山間地域における重要な工芸作物として振興されてきました。しか

しながら、近年、食生活をはじめとする生活様式の変化や多様化により消費が低迷してお

り、それにともない、市場価格が下落し、市場販売量も減少しています。特に、夏ごろに

収穫される緑茶二、三番茶葉はアミノ酸が少なくカテキンが多いことから、うまみが弱く

渋味が強いため、市場価格、販売量の減少が顕著になっています。そこで、二、三番茶葉

の利用拡大による農家所得の向上を目的として、二、三番茶葉を利用した品質と付加価値

が高い新しい形態のお茶の開発に取り組むことにしました。  
一方、長崎県のビワは全国有数の産地であり、その生産量は全国第一位です。ビワ葉は、

第 17 改正日本薬局方に記載されるなど薬草としての利用が民間で行われていますが、利

用量はごくわずかです。そこで、二、三番茶の付加価値向上とビワ葉の有効利用を目的に、

茶葉とビワ葉を生の状態で一緒に揉み込んだ新たな茶（以下「高機能発酵茶」と称す）の

試作を行うことにしました。このため、平成 17 年度から長崎県農林技術開発センター（当

時；長崎県総合農林試験場）、長崎県工業技術センター、九州大学、長崎大学、長崎県立大

学による共同研究を開始しました。  
 
 
２．高機能発酵茶の開発  

果物には酸化酵素であるポリフェノールオキシダーゼを含むものがあります。ポリフェ

ノールオキシダーゼとは、フェノール類を O-キノン類に酸化する反応を触媒する酵素で

す。チャの酸化は、ポリフェノールであるカテキンがこの酵素により橙赤～赤褐色のテア

フラビンやテアルビジン等に酸化（発酵とも言われる）されます。一般に、酸化酵素を利

用した加工食品にウーロン茶や紅茶があり、チャは、大きく緑茶、ウーロン茶および紅茶

に分類されます。これらは全て同じチャから作られますが。緑茶は、摘みとられた茶葉を

蒸気で蒸すことで酸化酵素が失活するためにカテキンが変化しないことから、茶葉の色や

味がそのまま固定され、緑色の茶ができあがります。紅茶は、茶葉を萎凋させ、強く揉捻

することで細胞を破壊し、カテキン類が酸化酵素によって急激に反応し、テアフラビンな

どに変化することで、独特の味と香りが作り出されます。テアフラビンは、特異なベンゾ

トロポロン環を有する色素で、ポリフェノールオキシダーゼの働きにより、エピカテキン

とエピガロカテキンガレートの B 環同士が、酸化的に縮合して生成することが明らかにさ

れています。長崎大学大学院医歯薬学総合研究科の田中教授が多くの農産物に関してテア

フラビンを合成する植物と収量について調査しています。それによると、テアフラビンの

量はビワの未熟果実ではチャに比べ約 1.9 倍、ブルーベーリーは約 1.1 倍と茶葉よりも多

く生成していることから、酸化酵素が強いと言えます。さらに、田中教授の論文によると、

緑茶と摘果果実の高いポリフェノールオキシダーゼ活性を有効利用することで紅茶色素テ
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アフラビンを含有する新しい機能性素材について実験室レベルで作出しています。具体的

には、緑茶の抽出液に摘果ビワを混合撹拌することで、生成したテアフラビンの量が紅茶

製造により生成した量に比べ約 3 倍にも増加することを明らかにしました。紅茶ポリフェ

ノールは、血糖上昇抑制、脂質代謝改善作用などの機能性を有しており、その効果は緑茶

カテキンよりも高いとも言われています。これらのことにより、茶生葉と摘果ビワを混合

揉捻することを試みましたが、摘果ビワを大量に収穫することが困難でした。そこで、ビ

ワ葉に着目しました。これに含まれるクロロゲン酸はカテキンの酵素反応による酸化を触

媒的に促進し、さらに、ビワ葉は他の植物よりも強いポリフェノール酸化活性を有してお

り、カテキンの酸化重合を促進することが報告されています。このことから、一番茶と比

較してカテキンを豊富に含む二、三番茶葉とビワ葉を混合揉捻することで、紅茶ポリフェ

ノールの生成が促進され、渋味が抑えられ香味が向上する茶ができるのではないかと推察

し、高機能発酵茶葉の製造法確立を試みました。

一般的な紅茶の製造は、萎凋工程により茶葉の含水率を減少させ、カテキンの酸化重合

を促進させます。高機能発酵茶では緑茶製造機械の１つである粗揉機を用いて、茶葉に熱

風をあてながら攪拌することで、短時間で茶葉の含水率を減らし、萎凋させました。萎凋

した茶葉９割に対して、生のビワ葉１割を緑茶製造機械の１つである揉捻機に投入し、２

０分間揉み込みました。この揉捻工程の間に、茶葉とビワ葉をしっかりと揉み込むことで

茶葉中のカテキンの酸化重合が促進され、カテキン重合ポリフェノールが生成されました。

揉捻後の茶葉を緑茶製造機械の１つである再乾機でほぐした後に、乾燥機により十分乾燥

させ、発酵を停止させました。乾燥した茶葉を篩にかけ、ビワの葉脈などを取り除くこと

で、鮮やかな紅色を呈し、後味がすっきりとした高機能発酵茶ができあがりました（図１、

２）。

図１ 高機能発酵茶の製造方法

- 18 -



 
図２ 高機能発酵茶の外観（左）および抽出液の色（右）  
 
 
３．機能性について  

動物やヒトにおいて高機能発酵茶葉は血糖上昇抑制および脂質代謝改善作用を有するこ

とを確認しました。血糖上昇抑制に関与する成分、その作用メカニズムについては、高機

能発酵茶葉の製造でカテキンの酸化重合により生成したテアフラビン類、テアシネンシン

類およびカテキン重合ポリフェノールが小腸でのα -グルコシダーゼの活性を阻害し発現

することを確認しました（表１）。さらに、脂質代謝改善作用については、混合発酵茶葉に

含まれる紅茶ポリフェノールおよびカテキンが膵リパーゼの活性を阻害することにより小

腸からの脂肪の吸収を抑制あるいは遅延することを確認しました（表２）。  
 
表１ 高機能発酵茶のα -グルコシダーゼ活性阻害  

 
※数値が低いほどα -グルコシダーゼの活性阻害が強い  
 
表２ 高機能発酵茶の膵リパーゼ活性阻害  

 
※数値が低いほど膵リパーゼの活性阻害が強い  
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４．おわりに  
 平成 17 年に産学連携の研究プロジェクトとして研究がスタートした高機能発酵茶につ

いてのこれまでの研究により様々な事柄が明らかとなってきました。本発酵茶の研究体制

については、製造技術移転先であった県内茶生産者で構成される事業組合は法人化へと進

展し、また多様な民間企業の参画を頂きながら現在に至っています（図３）。さらに、平成

27 年から始まった消費者庁の機能性表示食品制度に関する取組については、本発酵茶を使

用したヒト臨床試験の結果を元に、平成 31 年 2 月に１最終商品の届出が受理されました。

本事例は、研究開発からヒト臨床試験、届出の受理に至るまで地方自治体が深く関わった

全国初の事例になります。機能性表示届出受理にともない、新たな課題も出てきています

が、これまでと同様、各関係機関、企業、生産者と連携をとりながら、農家所得の向上と

産業の発展につながるよう取組を続けて行きたいと考えます。  
 
 

 
図３ 高機能発酵茶の研究開発 -生産 -供給体制  
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ビワ葉と茶葉を混合発酵させた高機能発酵茶の開発 

―動物試験とヒト試験による機能性評価― 

長崎県立大学 看護栄養学部 栄養健康学科 

田中 一成 

1. はじめに 

 長崎県は日本の最西端に位置し、温暖な気候、多くの島嶼と豊かな海洋に囲まれていることで多様な

農林水産物が収穫・収獲されています。しかし、複雑な地形で山間地が多いことから特に農業には必ず

しも適した状況ではなく、さらに生産者の高齢化や地域の過疎化により長崎県の農業は低迷しています。

また、農産物の中には、その一部だけが利用されているものや必ずしも有効に利用されていないものも

見られます。このような長崎県の農業を取り巻く状況の中で、演者は本県の農林水産業活性化のために、

県産の未利用産物の有効利用と高付加価値化に取り組んできました。 

 長崎県農林技術開発センターは未利用のビワ葉と緑茶三番茶葉を活用し、緑茶製茶機械の「揉捻機」

を用いて混合することで、味、香りに優れ、鮮やかな紅色を呈しすっきりとした後味の発酵茶を製造し

ました。現在、健康志向の高まりを反映して、健康に寄与する機能性を有する食品に消費者の注目が集

まっていることから、本発酵茶の機能性に関する研究を行いました。 

 

2. 動物による機能性解明 

 ビワ葉混合発酵茶が in vitro において二糖類分解酵素α-グルコシダーゼ阻害活性を有することが認め

られたことから、演者らは本発酵茶が糖尿病発症に対する効果を調べるために、2 型糖尿病を自然発症

する Otsuka Long-Evans Tokushima fatty（OLETF）ラットを用いて長期摂取が血糖値に及ぼす影響を検討

しました。この実験では、ビワ葉混合発酵茶葉を熱水で抽出し、その抽出物を凍結乾燥後粉末状にした

ものをラットの通常の食餌であるコントロール食（AIN-76 組成）に 1％レベルで添加しました。また、

OLETF ラットの対照で糖尿病を発症しない正常な Long-Evans Tokushima Otsuka（LETO）ラットにコン

トロール食を与えて、それぞれ 5 ヶ月間自由摂食させました。ビワ葉混合発酵茶葉抽出物を摂取した

OLETF ラットでは正常な LETOラットと同様に血糖値は5ヶ月間まったく上昇しませんでした（図1）。

三番茶葉やビワ葉単独では血糖上昇抑制効果はそれほど強くありませんでしたが、これらを 9：1 の割

合で混合して製造した混合発酵茶で強い抑制効果が発現しました。この実験において、5 ヶ月後の血清

と肝臓の中性脂肪濃度が混合発酵茶摂取 OLETF ラットで効果的に低下することも観察されました（図

1）。 

 

- 21 -



 

図 1  糖尿病自然発症ラットの血糖値および中性脂肪濃度 

 

そこで次に、ビワ葉混合発酵茶が脂質代謝に及ぼす影響をについて検討するために、混合発酵茶葉熱

水抽出物の凍結乾燥粉末の添加量を 0.5％から 2.0％まで変えた飼料を正常な SD ラットに 4 週間摂取さ

せました。白色脂肪組織重量、血清および肝臓中性脂肪濃度は添加量に依存して減少しました（図 2）。 

 

 

図 2  ラットの血清および肝臓中性脂肪濃度 

 

ビワ葉混合発酵茶による白色脂肪および中性脂肪濃度低下の一部は小腸からの脂肪吸収の抑制、肝臓

における脂肪合成の抑制、白色脂肪組織の脂肪分解促進により引き起こされ、また、血糖上昇抑制は小

腸からのグルコース吸収阻害により惹起されると推察されました（図 3）。 
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図 3  糖質代謝および脂質代謝改善のメカニズム 

 

3. ヒトにおける機能性評価 

 このように混合発酵茶が糖質および脂質代謝改善などの機能性を発揮し、その作用機序の概要が明ら

かになりましたが、ヒトの健康に寄与することを目的として製造される機能性食品においては、実際に

ヒトで効果を発現することが重要です。そこで、ヒトにビワ葉混合発酵茶葉熱水抽出物あるいは茶葉粉

末を摂取させてその効果を検証しました。ビワ葉混合発酵茶葉の粉末を 1.2g 含む試験食品あるいはそれ

を含まないプラセボ食品を朝食、昼食あるいは夕食のいずれかの食事のうち 2回の食事の直前に 1包の

半分ずつ、計 1日 1包を 12 週間、女子大学生および女子大学院生 29 名（平均年齢 20.9 歳）に摂取させ

ました。試験はランダム化二重盲検プラセボ対照並行群間比較法で実施しました。摂取開始前 2週間（前

観察期間）、摂取直前、摂取 4 週間後、8 週間後、12 週間後、摂取終了後 4 週間（後観察期間）の早朝

に、体重、内臓脂肪面積、体脂肪率、BMI、ウエスト周囲径を測定しました。内臓脂肪面積はプラセボ

飲料食品で 8 週までやや上昇する傾向を示し、その後減少しました。一方、試験食品摂取では 8 週まで

減少し、12 週でわずかに上昇しました。その結果、8 週後に試験食品群でプラセボ群に比べて有意な低

下を示し、4 週後および 12 週後においても低い傾向でした。飲料摂取終了 4 週後には両群の値は同じに

なりました。ウエスト周囲径についてはプラセボ群ではほとんど変動しませんでしたが、混合発酵茶摂

取群で 12 週後に最も低値を示しました。摂取終了 4 週間後には両群間で差はなくなりました（図 4）。 
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図 4  若年女性の内臓脂肪面積およびウエスト周囲径 

 

ビワ葉混合発酵茶摂取が若年女性の内臓脂肪面積を低下させることが観察されましたが、次に健康な

成人で、BMI が 23 から 30 kg/m2 の 28 名（平均年齢 56.2 歳）を対象に 8 週間の試験を行いました。そ

の結果、60 歳以下の男女で 8 週後に内蔵脂肪面積の低下が認められました（図 5）。 

 

 

図 5  健康な成人の内臓脂肪面積 

 

4. おわりに 

本研究は、官（長崎県）と学（長崎大学、九州大学および長崎県立大学）が連携して取り組んだ全国

的にも事例のないプロジェクト研究で、各研究機関が製造、機能性評価、関与成分解明などの専門性の

高い領域の研究に特化しながら連携をとって実施したものです。長崎県内農家の振興および地域の活性

化に寄与することを目的としてスタートし、未利用資源の三番茶葉とビワ葉を有効利用して、嗜好性の

高い、そしてヒトの健康に寄与する機能性飲料の製品化に至りました。この事例がモデルとなり、全国

各地域の特産物を活用した製品を創生することで地域の活性化に繋がれば幸いです。 
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ビワ葉混合発酵茶の普及・商品化に向けた取り組み  
株式会社サンダイ  

吉野 豊  
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「くすもち二条」の開発経緯と品種の特徴 

 

農研機構九州沖縄農業研究センター  

平 将人 

 

【はじめに】 

もち性大麦の需要はテレビ放送等を受けて 2016 年から急増していますが，製品に使用

されている原料の大部分は外国産であり，安全・安心の観点から国産の供給拡大が実需者，

消費者の両方から求められています．国産もち性大麦の供給拡大を図るためには，大麦の

出穂から収穫までの期間が高温多湿で，かつ梅雨入りが早い九州でも栽培可能な品種の開

発が望まれていました．そこで，農研機構九州沖縄農業研究センターでは，九州で栽培さ

れているうるち性大麦品種と同等以上の早熟性，収量性，病害抵抗性等を有するもち性大

麦品種「くすもち二条」を開発し，2017 年に品種登録出願を行いました．今回は，「くすも

ち二条」の開発経緯と生育，収量，品質特性についてご紹介いたします．  

 

【開発経緯】 

 2003 年度(2004 年４月)に交配してから 2016 年度(2017 年２月)に品種登録出願するまで

約 13 年かかりました．具体的な経過は下記の通りです． 

2003 年度  

 オオムギ縞萎縮病に強く，早生，多収の「関東二条 35 号」を母親に，もち性で短稈の

「羽系 B0571」を父親にして人工交配を実施． 

2004～2009 年度 

 世代を進める中で，早生で病気に強いものを選抜(派生系統育種法)． 

2010 年度 

 選抜したもち性の系統に「泉系 RA3214」の名前を付けて収量試験及び特性評価を実施． 

2011～2012 年度 

 収量試験の結果が良好だったことから，2011 年度に「羽系 B0946」の名前を付けて収量

試験及び特性評価を継続． 

2013 年度 

 品種の一歩手前である「西海皮糯 73 号」の名前を付けて，試験栽培用に九州各県への

配付を開始．収量試験及び特性評価を継続． 

2014～2016 年度 

 収量試験及び特性評価を継続．もち性大麦の需要が急増したことから，2016 年度に「く

すもち二条」の名前を付けて品種登録出願．  

 

【特徴】 

九州７県で栽培実績があるうるち性大麦品種「ニシノホシ」と比べて，「くすもち二条」

は以下の特徴を有します． 

生育，収量，原粒特性(表１) 

・出穂期は同程度で，成熟期は２日程度早い早生種です．  
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・成熟期でも穂は曲がりにくいです (図１)． 

・稈長は短く，穂長は長いです． 

・穂数と整粒歩合(製品となる粒厚 2.5mm 以上の穀粒の重量割合)は同程度ですが，整粒重

は重い(多収)です． 

・容積重(穀粒の充実程度の指標となる１リットル当たりの重量)は軽く，品質ランク区分

の基準値である 709g/L 以上を満たせないことがあります．Ａランクに格付けされるため

には，品質ランク区分における評価項目の一つである細麦率が，基準値である“2.5mm(篩)

下に 3.0％以下”を満たすように調製を行ってください．  

・千粒重は同程度です． 

・原粒の外観品質はわずかに劣りますが，水溶性食物繊維の一つで，血中コレステロール

を低下させるなどの機能性が報告されているβ－グルカンの含量は原粒で 5.0％と多く，

約 1.5 倍の量を含みます． 

 

表１ 「くすもち二条」の生育，収量及び原粒特性． 

 

 

 

図１ 成熟期の「くすもち二条」(左)と「ニシノホシ」(右)の様子． 

 

出穂期 成熟期 稈長 穂長 穂数 粗麦重 整粒歩合 整粒重 ニシノホシ 容積重 千粒重

(月/日) (月/日) (cm) (cm) (本/㎡) （kg/a） （％） （kg/a） 対比（％） （g/L） （g） 外観品質 β-ｸﾞﾙｶﾝ（％）

くすもち二条 4/2 5/12 75 7.7 533 49.7 88.4 44.2 119 701 44.7 3.9 5.0

ニシノホシ 4/2 5/14 80 7.3 510 41.8 88.7 37.2 100 730 44.7 3.3 3.4

2011～2016年度の6箇年平均値．

九州沖縄農業研究センター（福岡県筑後市）で実施した生産力検定試験広幅播標肥栽培における成績．

整粒歩合は粒厚2.5mm以上の穀粒の重量比で，整粒重は粗麦重×整粒歩合÷100で算出．

原粒外観品質は，1（上の上）～9（下の下）の9段階評価．

品種名
原粒
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品質特性(表２) 

・搗精時間は長いですが，砕粒率は低くて(砕けの程度は小さくて)優れます． 

・精麦のβ－グルカン含量は 6.0％と多く，原粒と同様に約 1.5 倍の量を含みます． 

・精麦の明るさ，赤みは同程度ですが，黄色みが強いため(図２)，白度はやや劣ります． 

・炊飯麦の明るさは低く，赤みは同程度ですが，黄色みが強い特徴があります(図３)． 

 

表２ 「くすもち二条」の品質特性．  

 

 

 

図２ 「くすもち二条」の精麦． 

 

 

図３ 「くすもち二条」の麦ご飯．  

品種名 搗精時間 砕粒率 β-ｸﾞﾙｶﾝ

（秒） （％） （％） 白度（％） 明るさ(L*) 赤み(a*) 黄色み(b*) 明るさ(L*) 赤み(a*) 黄色み(b*)

くすもち二条 888 1.1 6.0 43.4 80.8 1.5 20.2 66.2 1.1 18.1

ニシノホシ 702 3.8 3.9 44.7 80.4 1.8 16.2 69.3 1.3 12.9

2011～2015年度の5箇年平均値．ただし，炊飯麦については2013～2015年度の3箇年平均値．

九州沖縄農業研究センター（福岡県筑後市）で実施した生産力検定試験広幅播標肥栽培における成績．

砕粒率は精麦10ｇ中に含まれる欠損粒の重量比．

歩留55％搗精時

精麦の色相 炊飯直後の色相
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障害耐性及び病害抵抗性(表３) 

・穂発芽性 (収穫前の畑で降雨などにより穀粒が穂に着いている状態で発芽して品質が低

下する現象の起こりやすさ)は“中”で，わずかに優れます． 

・オオムギ縞萎縮ウイルス系統Ｉ～Ｖ型，オオムギ萎縮病，うどんこ病に対する抵抗性は

“極強”です． 

・赤かび病抵抗性は“中”で，わずかに劣ります．  

 

表３ 「くすもち二条」の障害耐性及び病害抵抗性． 

 

 

炊飯麦の評価(表４) 

官能検査による炊飯麦の評価では，胚乳の黄色みが強いため白いことを良いと評価した

場合には色の評価は劣りますが，軟らかさ及び粘りは優れます．  

 

表４ 「くすもち二条」の炊飯麦官能検査における評点．  

 

 

【栽培適地】 

 関東以西の平坦地です．寒さや雪に弱いため，標高が高い地域には向きません．  

 

【栽培上の注意事項】 

・茎数が増えやすい(分げつが旺盛である)ため，過繁茂による倒伏を避けるために播種量

が多くならないようにしてください．  

・赤かび病抵抗性が中程度のため，防除基準に従って適期に殺菌剤を散布してください．  

 

【今後の見通し】 

主に福岡県で普及が進んでいます．栽培面積は 2017 年播きで約 70ha，2018 年播きで約

250ha と増加し，2019 年播きではさらに増加して約 400ha に達する見込みです． 

オオムギ うどんこ病 赤かび病

品種名 穂発芽性 九州 つくば 九州 栃木 栃木 山口 萎縮病 抵抗性 抵抗性

Ⅰ型 II型 Ⅲ型 Ⅲ型 IV型 V型 抵抗性

くすもち二条 中 極強 極強 極強 極強 極強 極強 極強 極強 中

ニシノホシ やや易 極強 極強 弱 弱 極強 極強 極強 極強 やや強

オオムギ縞萎縮病抵抗性

試験 パネル 品種名 胚乳の色 黒条線の細さ 黒条線の色 香り 軟らかさ 粘り 味 総合評価

年度 人数 ＋：良 ＋：細い ＋：薄い ＋：良 ＋：軟らかい ＋：強い ＋：良 ＋：良

－：不良 －：太い －：濃い －：不良 －：硬い －：弱い －：不良 －：不良

2013 13 くすもち二条  -1.38**  -0.08  -0.23   0.23   1.23**   1.46**  -0.54  -0.31
ニシノホシ(標準品)   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

2014 9 くすもち二条  -1.56**  -0.11   0.00   0.22   0.67**   1.00**  -0.11   0.00
ニシノホシ(標準品)   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

官能検査の標準品には同条件で栽培した「ニシノホシ」を用いた．

評価は標準品を 0 （普通）として，-3～+3 の7段階で行った．

胚乳の色は，白いことを“良”として評価を行った．

官能検査の評点について，標準品との間で対応がある場合の母平均の差に関する検定を行い，**は1％水準で

有意であることを示す．
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「くすもち二条」の生産に関する取り組み 

 

有限会社田中農産 

専務 田中 愼太郎 

 

【はじめに】 

 弊社の稲麦栽培では，福岡県築上郡築上町の住民から出るし尿を同町の液肥センターで

一次加工した液肥(図１)を使用するとともに，液肥のみでは不足するリン酸を，使用期限

が過ぎた消火器から回収された消火薬剤を原料にして製造されたリサイクル肥料 (図２)で

補い，肥料コストの大幅な削減を実現している．こうして栽培した米を介護施設に納品す

る際，調理員の方からもち性大麦について尋ねられたことで興味がわき，試作用に地域に

適した品種を探していたところ，2016 年に農研機構九州沖縄農業研究センターから，当時

はまだ「西海皮糯 73 号」の名前だった「くすもち二条」の試験栽培の依頼があり，受諾し

て栽培したことが経営にもち性大麦を取り入れるきっかけとなった． 

 

【2016 年播きでの取り組み】 

○試験栽培として，「くすもち二条」(当時の名称は「西海皮糯 73 号」）を 4.3ha 作付(図

３)．収穫量は 19.7 トンで，単収は 459kg/10a． 

○「くすもち二条」は短稈で倒れにくいことから多収栽培が可能な品種と判断し，経営に

取り入れることを決断． 

○経営に取り入れるに当たり，生産物を実需者に販売するだけでなく，採種栽培を行って

種子を生産者に販売することを計画．  

→農研機構と利用許諾契約を締結して種子の生産，販売を行えるようにした．  

○経営所得安定対策等における畑作物の直接支払交付金のうち，数量払の交付単価は品質

区分に応じて設定されるが，産地品種銘柄に設定されないと最低区分のＤランクとなるこ

とから，産地品種銘柄の設定申請を計画．  

→2015 年播きで，同じく農研機構九州沖縄農業研究センターの試験栽培として，福岡県内

の一般圃場で生産者の方による慣行栽培が行われ，農産物検査を受検していたことから，

申請の要件を満たすことを確認．  

→地元のＪＡに相談し，申請時に登録検査機関として記載することについて了承を得る． 

→実需者との話し合いで，継続した生産，購入希望があることを確認．  

→種子供給，生産，農産物検査，流通 (実需者による買い取り)の流れが確立したことから，

産地品種銘柄の設定を申請(2017 年に設定)． 

 

【2017 年播きでの取り組み】 

作付する大麦を「くすもち二条」に一本化し，17.6ha(うち 1.5ha は種子用)作付(図４)．

収穫量は 87.2 トンで，単収は 496kg/10a．区分は１等Ａランク． 

 

【2018 年播きでの取り組み】 

20.0ha(うち 1.5ha は種子用)作付(図５，図６)．収穫量は 119 トンで，単収は 595kg/10a．
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農産物検査の結果は１等で，ランク区分は評価結果待ち． 

 

【今後に向けて】 

○引き続き実需者への生産物販売と，生産者への種子販売の両方を行う予定．  

○「くすもち二条」は穂数を確保しやすく，播種量を抑えた方が良好な生育をすることか

ら，2019 年播きでは 2018 年播きと比べて播種量を少なくする予定． 

 

  

図１ 使用している液肥(左)と液肥散布車の外観(右) 

 

 

 
図２ 消火薬剤から製造されたリサイクル肥料 
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図３ 2016 年播きの収穫の様子(2017 年５月 21 日撮影) 

 

 

 

 

図４ 2017 年播きの立毛の様子(2018 年５月 26 日撮影) 
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図５ 2018 年播きの立毛の様子(2019 年５月 19 日撮影) 

 

 

 

図６ 2018 年播きの穂の様子(2019 年５月 19 日撮影) 
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 「くすもち二条」の生産について 

 
 
                      第一次集荷業者 
                       福岡県主要食糧集荷商業協同組合 
                       副理事長   大城  慶久 
 
 
 

   「くすもち二条」の生産を始めた理由 
 

１． 農研機構 平氏との出会い 
 
２． 田中農産 田中氏との出会い 

 
３． 実需者と直接の話し合いが出来た事 
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１）平成２８年１０月に実需者の方よりもち性六条大麦の「ダイシモチ」作付の依頼があ

り、もち性大麦の作付を始めたところ、平成２９年４月に同じ実需者の方から農研機構の

平氏を紹介いただき、その後も度々お会いしていろいろ話し合う中で、新しいもち性二条

大麦品種「くすもち二条」の話を聞いて興味を持つようになりました。 

また、「くすもち二条」の優れた点として下記の説明を聞きました。 

① これまで福岡県で作付されていた「ニシノホシ」と比べて多収であること。

② 稈長が短く倒伏しにくいこと。

③ 収穫が小麦より早く、田植えまでの時間が確保できて作業が楽であること。

 この点を踏まえて平成２９年播きから「くすもち二条」の導入を決定しました。その時

点で、実需者の方とお会いして買い入れをお願いし、また、種子の手配等の話をして回り

ました。 

２）平成２９年５月に毎年全農家さんを対象に開催している肥料・農薬等の説明会の中で

「くすもち二条」の話をしたところ、１０名の農家さんが作付したいとの意思表示をされ

たので、作付を決定しました。 

 「くすもち二条」の栽培は初めての方ばかりでしたので、農研機構の平氏のアドバイス

を受け、栽培こよみ（図１）を作成して農家さんへ配付しました。 

 ６月に種子の手配のため、実需者の方と北九州の田中農産の田中氏を訪問し、種子の注

文を行いました。同月には、実需者の方と協議を行い、事実的に契約栽培の形で収穫全量

の買い入れを決定していただきました。これが一番重要な点で、いくら収穫できても買い

入れしてもらえなければ、どうすることも出来ません。 

３）平成２９年１１月に播種を行い、その後は各圃場を巡回したり会合を行ったりして栽

培こよみと照らし合わせて作業を進めて行きました。その結果、１０a当たり４００ｋｇ

以上の収穫ができました。 

４）平成３０年８月に説明会を開いて収穫量などの報告を行ったところ、説明会に来られ

たほぼ全ての農家さんが「くすもち二条」の栽培に意欲を持たれ、作付を拡大することに

なりました。 

平成３０年作付の農家の方には、こちらでプラカードを作製、配付し、各圃場に設置い

ただいて播種日、管理作業などの情報を記入していただきました（図２）。この情報に基

づき、年に５～６回ぐらい各圃場を巡回する際にこれまでの管理と生育状況に応じた説明

及び指導を行ってきました（図３）。中には熱心な農家の方が、一緒に巡回されて写真を

撮られたり、説明を聞かれたりすることもありました（図４）。その結果、天候に恵まれ

たこともあって、収穫量は１０ａ当たり５００ｋｇを超える方が多く、熱心な方では６０

０ｋｇを超えました。 
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図１ 「くすもち二条」栽培こよみ 

図２ プラカードの設置、記入例（画像の一部を加工しています） 

実際のプラカードでは「くすもち二条」の下欄に生産者の方のお名前を記載しています。 
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図３ 生育状況の確認 

図４ 農家さんとの生育状況を確認している様子 
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資料の取り扱いについて 

この資料の研究成果等の複製、転載および引用にあたっては、

かならず原著者の了承を得たうえで利用してください。 

  農研機構九州沖縄農業研究センター 
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