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 我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力する

ことから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分

野にも多大な実績をあげるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとす

るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、イン

ドなどＢＲＩＣｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠

点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が

国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。 

 これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、

従来にも増してますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあ

げて取り組む必要に迫られております。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

にはこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーに

つながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要

があります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気

込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな

成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業

のテーマの一つとして株式会社三菱総合研究所に「平成１７年度中山間地域活

性化のための機械化・情報化推進可能性調査－バイオマス資源活用分野－」を

調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考

に寄与すれば幸甚です。 

 

平成１８年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務 

 

 

 

 



 

序 

 

 本報告書は、日本自転車振興会から自転車等機械工業振興事業に関する補助

金の交付を受けて社団法人日本機械工業会が行いました「平成１７年度機械工

業に係る技術開発動向等の調査補助事業(機械産業高度化対策及び産業協力)」

の一環として、株式会社三菱総合研究所が受託しました「平成１７年度中山間

地域活性化のための機械化・情報化推進可能性調査－バイオマス資源活用分野

－」の成果を取りまとめたものです。 

 中山間地域は人口流出、少子高齢化、過疎化が急速に進展しており、社会基

盤や生活基盤さえ失われつつあります。中国地域においても例外でなく中国山

地沿いの地域、特に山陰地域では公共工事の減少による影響もあり、今後急速

に進展するものと考えられます。 

 特に中山間地域には、各種バイオマス資源が豊富に賦存しており、これらを

有効に活用することは当該地域の主要産業である農業、林業においても不可欠

のものです。しかしながら、現状では十分に利用されているとは言えず、政府

が決定した「バイオマス・ニッポン総合戦略」においても、バイオマス利用に

関する技術開発、関連機器や装置の開発導入を通じた有効利用が求められてい

ます。 

 本調査は、中山間地域が抱える様々な課題のうち、バイオマス資源の利用に

ついて、資源循環の観点からその現状及び機械産業の関わりを把握するととも

に、技術面、コスト面、市場面等の諸課題を把握し、地域循環システム実現に

向けた機械産業の対応や導入普及のあり方について検討を行ったものです。 

 本調査を実施するにあたり、日本自転車振興会並びに社団法人日本機械工業

連合会のご高配に深謝するとともに、格別のご指導をいただいた経済産業省中

国経済産業局、広島工業大学教授今岡委員長をはじめ委員各位及びご協力頂い

た関連企業、関連団体に対し、心から謝意を表しますとともに、本報告書が今

後の中山間地域の活性化と健全な環境調和型経済社会の構築に貢献できれば幸

甚です。 

 

平成１８年３月 

 

株 式 会 社  三 菱 総 合 研 究 所 

代表取締役社長 田 中 將 介 
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序 章 調査研究の概要 

1. 背景と目的 

 中山間地域は人口流出、少子高齢化、過疎化が急速に進展しており、社会基盤や生活基

盤さえ失われつつある。中国地域においても例外でなく中国山地沿いの地域、特に山陰地

域では公共工事の減少による影響もあり、今後急速に進展するものと考えられる。 

 このような中、中山間地域の住民が今後とも安心安全な生活をし、事業活動を営んでい

くに必要な基盤を維持するための一方策として、地域資源を有効に活用し、新たな雇用・

付加価値等の創出が求められる。 

 特に中山間地域には、各種バイオマス資源が豊富に賦存しており、これらを有効に活用

することは当該地域の主要産業である農業、林業においても不可欠のものである。しかし

ながら、現状では十分に利用されているとは言えず、政府が決定した「バイオマス・ニッ

ポン総合戦略」においても、バイオマス利用に関する技術開発、関連機器や装置の開発導

入を通じた有効利用を求めている。 

 他方、中国地域の瀬戸内海沿岸部には機械関連産業が集積しており、これまで培ってき

た技術・ノウハウを中山間地域の活性化に活かすことにより、自らの市場開拓に繋がるも

のと期待される。 

 本調査では中山間地域が抱える様々な課題のうち、バイオマス資源の利用について、資

源循環の観点からその現状及び機械産業の関わりを把握するとともに、技術面、コスト面、

市場面等の諸課題を把握し、地域循環システム実現に向けた機械産業の対応や導入普及の

あり方について検討する。これにより中山間地域におけるバイオマス資源の利活用を通じ

た地域活性化を図り、ひいては機械産業における新たな市場創出を図る。 

 

2. 調査研究体制 

 本調査は、学識経験者、有識者からなる委員会形式で実施した。委員名簿を以下に示す。 

 氏  名 所  属 役職等 

今岡 務 広島工業大学 環境学部 環境情報学科

教授 

赤田 悟 豊国工業株式会社 取締役副事業部長 

河原 栄 株式会社河原 代表取締役会長 

陶山 純 みのる産業株式会社 研究本部研究企画室長 

竹内 善幸 社団法人中国地域ニュービジネス協議会 コーディネーター 

委 員 

久枝 和昇 世羅菜園株式会社 取締役 

山村 典弘 中国四国農政局 企画調整室 室長補佐 

灘岡 英一郎 中国四国農政局 農 村 計 画 部 農 村 振 興 課

課長補佐 

大庭 義徳 中国地方整備局 建政部計画・建設産業課

課長補佐 

オ ブ ザ

ーバー 

小嶋 泰廣 中国経済産業局 総務企画部 参事官(総合

戦略立案担当) 
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3. 調査研究項目・スケジュール 

（１）中国地域における中山間地域の現状及び機械産業シーズ調査 

 中国地域では、中山間地域に各種バイオマスが豊富に賦存する一方、瀬戸内海沿岸部

には機械関連産業が集積している。そのため、機械関連産業の技術・ノウハウをバイオ

マス資源の活用に適用することにより、中山間地域の活性化、バイオマス資源の活用、

機械関連産業の市場創出に繋がるものと期待される。 

 そこで、中山間地域の現状と課題を、休耕地、工場団地の立地状況、バイオマスの賦

存状況といった視点で、文献調査及び中山間地域の地方公共団体を対象とするアンケー

ト調査を通じて把握した。また、機械産業の集積状況に関する文献調査及び代表的企業

へのヒアリング調査を行い、機械産業の集積状況、農業・バイオマス関連機械分野の動

向、技術開発の現状と課題を把握した。 

 

（２）バイオマス資源活用に関する動向調査 

 バイオマス資源活用事業を取り巻く動向として、バイオマスを原材料とした工業製品、

工業材料作物生産及び農作物工場の動向と課題を把握した。 

 

（３）先進事例調査 

 先進事例として、中国地域における大規模農作物生産事業者に対するヒアリング調査を

実施し、機械化、情報化の現状、課題、エネルギー源としてのバイオマス利用動向、機械

関連産業への要望等を把握する。 

 

（４）バイオマス資源活用事業への意向調査 

 バイオマス資源の活用によって中山間地域を活性化するためには、バイオマス資源活用

事業の主体となる事業者が求められる。本調査は、バイオマス資源活用事業として材料作

物生産と大規模農作物生産を対象とするため、農業生産事業としての事業が想定される。

そこで、中国地域におけるバイオマス資源活用事業主体の候補として建設事業者を想定し、

アンケート調査によって、材料作物生産分野及び農作物工場分野への事業展開意向(興味)、

課題を把握した。 

 

（５）事業モデルと機械化、情報化の方向性検討 

 (1)～(4)までの検討結果をもとに、中国地域の中山間地域でモデルとなる仮想地域を設

定し、事業モデル、バイオマス循環利用効果を検討するとともに、機械化・情報化ニーズ、

課題・要望などを整理した。 
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 1.1

第１章 中国地域における中山間地域の現状 

  

第１章では、中国地域における中山間地域の現状および課題を把握した。まず、各種統計資料

から得られた中国地域の現状を整理し、一方で全国における中山間地域の現状および活性化のた

めの施策について整理した。続いて、中国地域の都道府県、市町村へのアンケートを実施し、中

国地域の各県、各市町村における農業・林業等の現状を把握するとともに、中山間地域の活性化

に資する支援策の取組状況（中山間地域活性化、バイオマス利活用、機械化・ＩＴ化）を整理し

た。 

 

 

１．１ 中国地域の現状 

 

 １．１節では、各種統計資料をもとに、中国地域の現状、動向について把握した。以下、中国

地域における人口、産業構造、鉱工業、農林業、工業団地の状況、バイオマス賦存状況について

情報を収集し、それらの傾向について整理した。 
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１．１．１ 人口 

 

中国地域の 2003 年の総人口は 770 万 7,713 人であり、1995 年からは減少が続いている。県別

には、岡山県は増加しているが、鳥取県、島根県、山口県、広島県は減少傾向にある。 

また、中国地域の 2002 年の人口動態をみると、自然増加率は 0.0%であり、中国地域外への転

出超過数は 12,099 人で 5県とも転出超過が続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-1 中国地域の総人口の推移 

（出典）中国地域の経済と地域開発 2005（中国地方総合研究センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 1.1-2 年平均人口増減率   図 1.1-3 人口の自然増加率および転出超過率の推移 

（出典）中国地域の経済と地域開発 2005（中国地方総合研究センター） 
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 1.3

 

１．１．２ 産業構造 

 

中国地域における総生産は年々減少傾向にある。産業別に見ると、第 3 次産業の総生産の割合

は増加しているが、第 1次産業、第 2次産業の総生産の割合は減少傾向にある。 

中国地域の就業者数は 1995 年までは増加していたが、1995 年以降は一転して減少している。

就業者数を産業別に見ると、総生産と同様に第３次産業の割合が増加傾向にある一方で、第１次

産業および第２次産業の割合は減少しており、特に第 1次産業の就業者数は著しく減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-4 産業別就業者の割合の推移    図 1.1-5 産業別県内総生産の割合の推移 

（出典）中国地域の経済と地域開発 2005（中国地方総合研究センター） 

 

１．１．３ 鉱工業 

 

中国地域における鉱工業製造品出荷額合計は前年を下回り、業種別に見ても出荷額が減少して

いる業種が多い。ただし、プラスチック製品、輸送用機械等の出荷額は増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-6 中国地域の製造品出荷額等の対前年比増減率（2002 年） 

（出典）中国地域の経済と地域開発 2005（中国地方総合研究センター） 
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１．１．４ 農林業 

 

中国地域における農業について、総農家数、農業人口、農業粗生産額に関して、5 県全てで減

少傾向にある。また、基幹的農業従事者のうち 65 歳以上の割合が 68.0％（2000 年）であり、高

齢化が一層進んでいる。また、中国地域における林業について、林業粗生産額、生産林業所得に

関して、5県全てで減少している。 

中国地域 5県における 2000 年時点の遊休地の割合は 5～10％程度である（表 1.1-1）。また、中

国地域 5県における林地荒廃率は 67～90％であり、比較的高い状況にある（表 1.1-2）。 

 

表 1.1-1 遊休地の状況 

 

 

 

 

 

 

（出典）「世界農林業センサス（農業編）2000」より推計 

 

 

表 1.1-2 林地荒廃の状況 

 

 

 

 

 

 

（出典）「世界林業センサス 2000 第 13 巻 林業地域調査報告書」より推計 

 

 

森林面積 計保育作業実施面積 計 保育率 林地荒廃率
（保育放棄率）

Ａ Ｂ Ｃ（＝Ｂ／Ａ＋Ｂ）Ｄ（＝１－Ｃ）

鳥取県 61,446 17,965 0.23 77%
島根県 193,319 20,747 0.10 90%
岡山県 84,299 42,008 0.33 67%
広島県 84,962 24,443 0.22 78%
山口県 129,472 38,625 0.23 77%

耕作放棄地面積 遊休地の割合（％）
（ha） 内訳 （ha） （耕作放棄地率）
(Ａ) 田 畑（樹園地を除く） 樹園地 (Ｂ) (Ｂ/A＋Ｂ)　

鳥取県 30,176 20,945 6,691 2,540 1,824 5.7%
島根県 34,187 28,098 4,508 1,586 3,123 8.4%
岡山県 58,104 47,418 7,808 2,882 5,816 9.1%
広島県 48,149 38,123 5,552 4,467 5,636 10.5%
山口県 41,221 35,103 3,222 2,896 3,372 7.6%

経営耕地面積
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１．１．５ 工業団地の状況 

ほぼ全ての主要工業団地において工場用地を分譲中であり、工場団地内の用地に余裕がある状

況にある。 

表 1.1-3 中国地域における工業団地の状況（1/2） 

 

 

鳥取県

工業団地名 所在地 事業主体
工場用
地面積

分譲可
能面積

状況 備考

1 山上工業団地 郡家町 郡家町 14.2 4.0 分譲中 立地企業が造成
2 西倉吉工業団地 倉吉市 倉吉市土地開発公社 24.0 5.3 分譲中 立地企業が造成
3 米子崎津地区中核工業
団地

米子市 鳥取県 24.5 24.5 分譲中

4 境港竹内工業団地 境港市 鳥取県 83.2 30.2 分譲中
5 境港西工業団地 境港市 境港西工業団地土地区

画整理組合
37.3 7.7 分譲中

6 リゾートセンター大原企業
用地

岸本町 岸本町 3.4 2.4 分譲中 サッカー場などスポーツ施設を併
設

7 高田工業団地 名和町 汗入土地開発公社 16.4 0.9 分譲中
8 小江尾工業団地 江府町 江府町 2.8 2.8 分譲中
9 大山正面工業団地 溝口町 溝口町 21.5 21.5 分譲中 立地企業が造成
10 新津ノ井工業団地 鳥取市 鳥取市土地開発公社 10.3 10.3 分譲中
島根県

工業団地名 所在地 事業主体
工場用
地面積

分譲可
能面積

状況 備考

11 松江湖南テクノパーク 松江市、玉湯
町

松江市 7.9 1.8 分譲中 山陰自動車道松江玉造ICから1km

12 朝日ヒルズ工業団地 松江市 松江市 7.1 4.3 分譲中 陸・空の交通アクセスに優れた団
地

13 出雲長浜中核工業団地 出雲市 (独)中小企業基盤整備
機構

66.4 1.9 分譲中 出雲空港に近接

14 波根地区工業団地 大田市 大田市 9.4 6.7 分譲中 自然環境に恵まれた団地
15 江津工業団地 江津市 島根県 49.5 35.0 分譲中 工業用水50,000m3/日供給可能
16 石見臨空ファクトリーパー
ク

益田市 島根県土地開発公社 43.3 33.8 分譲中 萩・石見空港から4km

17 旭拠点工業団地 旭町 島根県 22.6 20.1 分譲中 中国横断道広島浜田線旭IC隣接
18 江島工業団地 八束町 島根県 21.6 4.1 分譲中 陸・海・空の交通アクセスに優れた

団地
19 宍道南企業団地 宍道町 宍道町 5.4 0.2 分譲中 出雲空港から10km
20 ソフトビジネスパーク島根 松江市 島根県土地開発公社 26.4 22.0 分譲中 松江市街地に近接した研究開発型

パーク
21 平田市東部工業団地 平田市 平田市 6.0 5.2 分譲中 出雲空港から7km
22 斐川中央工業団地 斐川町 斐川町 16.0 16.0 分譲中 オーダーメイド方式
岡山県

工業団地名 所在地 事業主体
工場用
地面積

分譲可
能面積

状況 備考

23 御津工業団地（第二期） 御津町 岡山県 34.7 5.6 分譲中
24 伊田工業団地 御津町 岡山県 9.5 3.2 分譲中
25 熊山工業団地 熊山町 岡山県 27.5 2.1 分譲中
26 賀陽工業団地 賀陽町 岡山県 14.6 1.8 分譲中
27 笠岡中央内陸工業団地 笠岡市 笠岡市 15.2 5.6 分譲中
28 久米産業団地 久米町 岡山県 38.5 32.8 分譲中

29
新勝央中核工業団地 勝央町 (独)中小企業基盤整備

機構
30.3 5.6 分譲中

30 新見工業団地 新見市 岡山県 4.2 4.0 分譲中

31
岡山リサーチパーク 岡山市 岡山県 11.1 6.7 分譲中 旧頭脳立地法に基づく特定16業種

に限定
32 吉備高原都市産業区 賀陽町 岡山県 14.4 10.7 分譲中
33 作東工業団地 作東町 英田土地開発公社 34.1 32.0 分譲中
34 日生町浜山干拓地 日生町 岡山県 3.8 3.2 分譲中

35
笠岡港（港町地区）工業
団地

笠岡市 岡山県 28.9 23.5 分譲中

36 豆田工業団地 邑久町 邑久町 36.9 7.4 分譲中
37 日羽工業団地 総社市 総社市 17.0 17.0 分譲中 立地企業が造成
38 総社IC流通センター 総社市 総社市 12.0 12.0 分譲中 立地企業が造成

39
真庭産業団地 久世町、落合

町
岡山県 34.0 28.3 分譲中

40
水島港玉島地区（玉島
ハーバーアイランド）

倉敷市 岡山県 45.2 30.2 分譲中

41 東須恵工業団地 長船町 長船町 9.4 7.6 分譲中
42 倉敷クリエイティブパーク 倉敷市 倉敷市 3.0 1.6 分譲中
43 成羽工業団地 成羽町 成羽町 2.0 2.0 分譲中
44 津山総合流通センター 津山市 津山市土地開発公社 64.1 48.5 分譲中
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表 1.1-3 中国地域における工業団地の状況（2/2） 

広島県

工業団地名 所在地 事業主体
工場用
地面積

分譲可
能面積

状況 備考

45
ひろしま西風新都 広島市 広島市、民間開発事業

者等
71.4 50.2 分譲中 交通アクセスが良好

46

大竹工業団地 大竹市 広島県 38.2 1.2 2005年
度末Ⅱ
期分譲
開始予
定

港湾施設を持つ臨海型工業団地

47 佐伯工業団地 廿日市市 広島県 23.3 6.1 分譲中 広島経済圏の産業団地

48
大朝工業団地 大朝町 広島県 18.1 16.6 分譲中 中国横断自動車道広島浜田線大

朝IC至近
49 高屋東工業団地 東広島市 広島県 21.2 15.4 分譲中 東広島ニュータウンに近い

50
広島中央サイエンスパー
ク

東広島市 広島県 18.0 1.0 分譲中 テクノポリスや頭脳立地地域の中
核

51
テクノタウン東広島 東広島市 広島県 8.4 8.4 分譲中 広島大学に近接した住宅・研究の

複合団地
52 大和工業団地 大和町 広島県 17.5 5.8 分譲中 臨空型産業団地
53 河内臨空団地 河内町 広島県土地開発公社 19.7 15.2 分譲中 広島空港に近い
54 黒瀬工業団地 黒瀬町 広島県 13.9 8.0 分譲中 広島中央テクノポリスの団地

55
竹原工業・流通団地 竹原市 広島県 13.8 13.8 分譲中 広島空港から3kmの工業・流通複

合団地
56 千代田工業団地 千代田町 広島県 21.3 3.7 分譲中 千代田ICと近接

57
三原西部工業団地 三原市 広島県 20.9 12.0 分譲中 空港の交通アクセスが充実した用

水型団地
58 久井工業団地 久井町 広島県 18.9 8.1 分譲中 山陽自動車道三原久井ICに近接
59 新市工業団地 福山市 広島県 12.2 7.2 分譲中 県東部の工業集積拠点

60
千代田工業・流通団地 千代田町 広島県 27.3 26.2 一部分

譲中
大規模広域型複合団地

61 尾道流通団地 尾道市 広島県 18.1 11.2 分譲中 瀬戸内しまなみ海道の拠点
62 みよしハイテク団地 三次市 広島県 6.1 6.1 分譲中 三次ICに近接、建物付分譲地

63

箕島工業団地 福山市 広島県 8.8 - 2004年
度末分
譲開始
予定

重要港湾福山港の中央部に位置

山口県

工業団地名 所在地 事業主体
工場用
地面積

分譲可
能面積

状況 備考

64
周南工流シティー 下松市 山口県土地開発公社

下松市土地開発公社
42.8 1.7 分譲中 工業団地を併設した物流拠点

65
ひかりソフトパーク 光市 山口県土地開発公社

光市土地開発公社
6.7 4.8 分譲中 21世紀をにらんだ頭脳基地

66
山口テクノパーク 山口市、宇部

市
（独）中小企業基盤整備
機構

93.7 28.2 分譲中 宇部フェニックステクノポリスの中
核

67
鋳銭司団地 山口市 （独）中小企業基盤整備

機構
18.3 6.7 分譲中 山口南ICに近接

68
山口テクノ第2団地 山口市 山口県土地開発公社

山口市土地開発公社
19.3 10.2 分譲中 山具テクノパークに近接

69
宇部臨空頭脳パーク 宇部市 （独）中小企業基盤整備

機構
11.1 9.0 分譲中 臨空型の高度技術開発支援拠点

70
リーディングプラザ十文
字

美東町 民間 8.6 6.0 分譲中 交通網の発達した内陸型団地

71 新山野井団地 山陽町 民間 25.0 17.3 分譲中 交通アクセスに優れた内陸型団地
72 長府扇町工業団地 下関市 民間 112.8 4.3 分譲中 港湾施設を備えた臨海型団地

73
テクノポート周東 周東町 周東町久宗土地区画整

理組合
20.3 15.2 分譲中 玖珂ICに近接

74 豊東工業団地 菊川町 菊川町土地開発公社 7.4 3.7 分譲中 小月ICから4km
75 東沖ファクトリーパーク 小野田市 民間 37.5 20.4 分譲中 未来型臨海団地

76
宇部テクノパーク 宇部市 山口県土地開発公社

宇部市土地開発公社
28.2 27.4 分譲中 高度技術産業の集積を図る内陸型

団地

77
山口物流産業団地 山口市 山口市土地開発公社 16.2 3.9 分譲中 交通アクセスに優れた内陸型団地

優れた物流製造の拠点

78
小野田・楠企業団地 小野田市、楠

町
山口県土地開発公社
小野田市土地開発公社

22.3 22.3 分譲中 小野田ICに近接

79
宇部新都市
（テクノセンター）

宇部市 山口県土地開発公社
宇部市土地開発公社

19.3 14.3 分譲中 産・学・住の機能が一体となった複
合拠点都市

80
米光企業団地 周南市 周南市土地開発公社 4.1 4.1 分譲中 自然環境・交通アクセスに恵まれた

好環境
81 麻生団地 むつみ村 むつみ村 6.9 3.6 分譲中 10年間無償リース

82
西長門団地 豊北町 東北町 1.7 1.7 分譲中 青い空・光る海、自然環境に恵まれ

た団地
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１．１．６ バイオマス賦存状況 

 「中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査 報告書（平成 15 年

3 月）独立行政法人産業技術総合研究所中国センター」では、中国地域のバイオマス資源の賦存

量および利用可能量を次のように推計している。 

  

表 1.1-4 中国地域のバイオマス資源の腑存量（単位：ｔ/年） 

（出典）中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査 報告書（平成

15 年 3 月）独立行政法人産業技術総合研究所中国センター 

 

表 1.1-5 中国地域のバイオマス資源の利用可能量（単位：ｔ/年） 

（出典）中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査 報告書（平成

15 年 3 月）独立行政法人 産業技術総合研究所中国センター 

 

鳥取 島根 岡山 広島 山口 ５県計
80,630.8 110,589.5 193,211.6 150,986.3 132,689.7 668,107.8
19,709.8 27,033.0 47,229.5 36,907.8 32,435.3 163,315.3
143.3 630.8 5,806.1 71.7 1,359.6 8,011.4
1,245.1 1,256.2 3,064.0 1,107.1 758.2 7,430.5
54,811.2 93,594.0 191,565.6 84,517.3 102,687.6 527,175.7
82,216.8 173,132.4 214,472.5 197,614.5 109,211.2 776,647.4
40,000.0 48,666.7 105,333.3 616,000.0 86,666.7 896,666.7

乳用牛 187,172.4 180,255.0 455,834.7 207,503.7 77,793.3 1,108,559.1
肉用牛 223,750.8 324,961.0 267,685.6 274,592.5 178,714.9 1,269,704.8
豚 184,372.5 10,512.0 48,187.3 47,037.6 42,132.0 332,241.3
採卵鶏 151.1 227.4 1,726.4 254.8 73.3 2,432.9
ブロイラー 44.7 － 11.3 24.9 48.9 129.9
計 595,491.5 515,955.4 773,445.3 529,413.5 298,762.4 2,713,068.0

水産系 10,469.8 19,811.5 4,988.6 18,890.1 9,081.4 63,241.4
生活系 39,830.9 35,799.5 159,726.7 169,136.0 93,141.3 497,634.4

924,549.2 1,026,469.0 1,698,843.2 1,804,644.1 866,793.2 6,321,298.6

家畜系
家畜
ふん尿
（t／年）

間伐材
林地残材
製材廃棄物

農業系

林業系

稲わら
もみ殻
麦わら
大豆がら

総計

水産系廃棄物
厨芥類

鳥取 島根 岡山 広島 山口 ５県計
3,628.4 4,976.5 8,694.5 6,794.4 5,971.0 30,064.9
2,739.7 3,757.6 6,564.9 5,130.2 4,508.5 22,700.8
35.0 153.9 1,416.7 17.5 331.7 1,954.8
303.8 306.5 747.6 270.1 185.0 1,813.1

53,715.0 91,722.1 187,734.3 82,827.0 100,633.8 516,632.2
79,406.0 173,132.4 214,472.5 197,614.5 109,211.2 773,836.6
4,266.9 5,191.4 11,236.3 65,710.9 9,245.0 95,650.7

乳用牛 9,358.6 9,012.8 22,791.7 10,375.2 3,889.7 55,428.0
肉用牛 11,187.5 16,248.1 13,384.3 13,729.6 8,935.7 63,485.2
豚 9,218.6 525.6 2,409.4 2,351.9 2,106.6 16,612.1
採卵鶏 7.6 11.4 86.3 12.7 3.7 121.6
ブロイラー 2.2 － 0.6 1.2 2.4 6.5
計 29,774.6 25,797.8 38,672.3 26,470.7 14,938.1 135,653.4

水産系 104.7 198.1 49.9 188.9 90.8 632.4
生活系 39,830.9 35,799.5 159,726.7 169,136.0 93,141.3 497,634.4

213,804.9 341,035.9 629,315.7 554,160.2 338,256.5 2,076,573.2

農業系

稲わら
もみ殻
麦わら
大豆がら

林業系
間伐材
林地残材
製材廃棄物

総計

家畜系
家畜
ふん尿
（t／年）

水産系廃棄物
厨芥類
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１．１．７ 中国地域の現状のまとめ 

  

以上より、中国地域の現状をまとめると以下の通りである。 

 

・ 人口  ：中国地域では総人口の減少、中国地域外への転出超過が続いている。 

・ 産業構造：中国地域における総生産は減少傾向にある。産業別に見ると、総生産ベース、就

業者ベースの両方について、第３次産業が増加傾向にある一方で、第１次産業お

よび第２次産業の割合が減少傾向にある。 

・ 農業  ：農家数、農業人口、農業粗生産額ともに減少している。65 歳以上の割合が増え高

齢化が一層進んでいる。 

・ 林業  ：生産林業所得は前年に対して大きく減少傾向にある。 

・ 鉱工業 ：鉱工業製造品出荷額は前年を下回ったが、業種別にはプラスチック製品、輸送用

機械等の出荷額は増加傾向にある。 

・ 工業団地：ほぼ全ての主要工業団地について用地分譲中であり、工場団地内の用地に余裕が

ある状況にある。 

・ 遊休地、林地荒廃：遊休地の増加、林地荒廃についてはいずれも進んでいる。 
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１．２ 中山間地域の現状と課題 

 

 １．２節では、中国地域における中山間地域の現状と課題を示した。まず、全国における中山

間地域の役割、現状、および関連する政策動向について整理した。次に、実際に中国地域におけ

る中山間地域の実態を把握するために、中国地域の全市町村に対するアンケートを実施した。ア

ンケート調査結果をもとに、中国地域内の中山間地域における、農林業の現状、中山間地域活性

化施策への取組状況、農業機械化、情報化に関する自治体の意向、バイオマス利活用に関する自

治体の意向、国への要望について、分析を行った。 

 

１．２．１ 中山間地域の現状 

 全国の中山間地域を取り巻く現状について、図 1.2-1 に整理した。個別の内容について、以下

に示す。 

 

（１）中山間地域の役割、現状および課題 

 農林水産省が策定した中山間地域等総合振興方針によると、中山間地域の役割、現状、課題と

対策について、次のように述べられている。 

 

【中山間地域等の役割】 

中山間地域等は、総人口の約 14 パーセントが居住する地域であるが、国土の骨格部分に位置し、

全国土の約７割の面積を占めている。質的に見ても、平野の外縁部から山間地に至るこの地域は、

河川の上流域に位置し、傾斜地が多い等の立地特性から、森林の整備や農業生産活動等を通じ国

土の保全、水源のかん養等の多面的機能を発揮しており、全国民の生活基盤を守る重要な役割を

果たしている。また、これらに加えて、多様な食料や林産物の供給機能、豊かな伝統文化や自然

生態系を保全し都市住民に対し保健休養の場を提供する等の機能を有している。近年、国民の価

値観・ライフスタイルが量的拡大よりも質的充実の重視へと変化する中で、中山間地域等には、

「新たなライフスタイルの実現を可能とする国土のフロンティア」や「環境への負荷が少なく人

と自然とがよりよい状況で共存できる地域」としての期待が高まっており、今後、地域の特性に

応じた振興を図っていくことが求められている。 

【中山間地域等の現状】 

しかしながら、中山間地域等の農業は、傾斜農地の割合が高く基盤整備が遅れている等農業生

産条件が不利な状況にあることから、農業生産性は他地域に比べて低く、過疎化・高齢化の進展

により担い手の脆弱化が進行している。林業及び水産業についても、木材価格の長期にわたる低

迷、我が国周辺水域の資源や漁場環境の悪化等により、その経営は更に厳しさを増している。 

定住条件についても、就業機会に恵まれず農業所得等は他の地域に比べて低い状況にあるとと

もに、生活環境の整備も遅れている。林業の採算性の悪化等による森林所有者の経営意欲の低下

等に伴い整備が不十分な森林が増加しているほか、耕作放棄農地の増大により、農地のみならず

水路、農道等の多面的機能を担ってきた地域資源の管理の粗放化も懸念される状況にある。さら

に、中山間地域等は、自然的・経済的・社会的条件が多様であることが特徴であり、それぞれの

地域が抱えている問題も一様ではない。 
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【政策】 
Ⅰ 補助制度 
☆中山間地域直接支払交付金（平成 12 年度～） 

農業生産活動等の維持を通じて、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し 
多面的機能を確保する観点から、対象となる農業者に直接支払いを実施する。 
（負担割合：国 1/2、県 1/4、市町村 1/4） 
平成 16 年度資金交付実績：全国で 549 億円、中国地域の５県で 96 億円 
平成 17 年度全国交付予算額：218 億円 
 
☆元気な地域づくり交付金（平成 17 年度 各種事業を統合し誕生） 

地域産業の核となる農林水産業の振興を柱とし、多様で豊富な地域資源を創意と工夫に
より有効に活用する「元気な地域づくり」の推進を目的とし、農山漁村の活性化に資する
各種施策を総合的に支援する。 

交付対象事業は、以下の目的、目標およびメニューを内容とする施策の実施事業とする。
①農村の振興 ②グリーン・ツーリズム、都市農業の振興 ③農業生産の基盤整備 
④中山間地域等の振興 
平成 17 年度全国交付予算額：466 億円。 
 
Ⅱ 融資制度 
☆中山間地域活性化資金（平成 2 年度～） 

中山間地域において、その地域特性を活かした農林漁業の総合的な発展を図るため、農
林畜水産物の加工の増進及び流通の合理化、農林漁業資源の総合的な利用並びに担い手の
定住の促進を図る目的で設立された資金である。 

融資対象事業は、以下の三種類の施設である。 
・ 加工流通施設（食品加工工場） 
・ 保健機能増進施設（体験農園、森林レクリエーション施設、釣堀、直売施設等） 
・ 生産環境施設（給排水施設、技術拠点施設、情報処理・通信施設、廃棄物処理施設）

【活性化への取組事例】 

中山間地域活性化への取組を行っている地域の事例を以下に示す。 

地域 実施主体 内容 備考 

島根県横
田町 

行政、公
社 

工業誘致、農林業振興（「奥出雲健康村構想」）、観光
振興、伝統産業を活かしたまちづくり、 
工芸家誘致（「奥出雲手づくり村構想」） 

行政のリーダーシップ、複数の
振興方策の連携 

鳥取県鹿
野町 

公社 農作業受託、特産物（花壇苗・切り花）生産振興、温
泉施設受託管理、そば道場受託管理 
（「ふるさと農地保全組織育成支援事業」による補助）

地域振興に向けた多面的な事
業展開。温泉、そば道場が重要
な収益源 

十勝支庁
U 町 

食品製造
会社 

コロッケ製造工場立地および現地での農作物調達（中
山間地域活性化資金利用） 

（課題） 
原料調達・労働力の確保→地元
農業者・住民の受入体制の整備 

新潟県安
塚町細野
集落 

細野農業
振興組合 

遊歩道整備、体験農場の整備・維持管理、コシヒカリ
オーナー制度、集落案内看板の設置、草刈機の提供（中
山間地域等直接支払交付金利用） 

（効果） 
耕作放棄地 20a の復旧、交流人
口の拡大、農業生産に対する意
欲・農家間での協力体制の向上 

岐阜県明
宝村 

第３セク
ター 

観光開発、特産品開発による村おこし 設立は行政主導、運営管理は民
間・村民に委託（官民分担の明
確化） 

高知県馬
路村 

農協、行
政 

ゆず加工品の直販、キャラクターによる村の宣伝、情
報発信 

行政と連携したイメージ展開、
マーケティング 

【中山間地域の役割】 
・ 食料供給機能 

―農産物の 4 割が中山間地域において生産 
・ 国土の保全機能 
・ 自然環境・自然生態系の保全機能 
・ 水源の涵養機能  
・ その他多面的機能 

―景観保全、人々の保健休養の場 

参考資料 
・ 中山間地域農業の支援と政策 松原茂昌著 
・ 農林水産省 中山間地域振興室 HP 他 
http://www.maff.go.jp/nouson/chiiki/home/chuusankansitsu/indexf.htm 
・ 産業立地 vol.42 No.9 P20-23 

【対策方針】 

① 地域の基幹産業である農林水産業の振興 

② 多様な所得機会の確保及び生活環境の整備等による定住の促進 

③ 多面的機能の維持・発揮を図るための対策 

【問題点】 
・ 急傾斜地が多く、農地も狭小かつ分散 

→農業生産のコスト大・作業の困難性 
・ 基礎的な生活環境施設の整備の遅れ 
・ 人口の流出・高齢化の進行 
・ 森林・農地等の管理水準低下 

図 1 . 2 - 1  中 山 間 地 域 を 取 り 巻 く 現 状 
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【中山間地域等の課題と対策】 

このような状況に対応し、中山間地域等の振興を図っていくためには、①地域の基幹産業である

農林水産業の振興、②多様な所得機会の確保及び生活環境の整備等による定住の促進、③多面的

機能の維持・発揮を図るための対策を地域の実情に応じて総合的に講じていく必要がある。 

 

（引用元：農林水産省ウェブサイト 中山間地域等総合振興方針 

http://www.maff.go.jp/nouson/chiiki/home/chuusankansitsu/data/shinkoutaisaku/actkihonh

ousin.pdf） 

 

【中山間地域振興策】 

 以上の観点から、中山間地域振興対策として、以下の補助制度、融資制度が設けられている。 

○ 補助制度 

・中山間地域直接支払交付金（平成 12 年度より） 

農業生産活動等の維持を通じて、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を

確保する観点から、対象となる農業者に直接支払いを実施する。（負担割合：国 1/2、県 1/4、市

町村 1/4） 

近年の実績としては、平成 16 年度には全国で 549 億円、中国地域の５県で 96 億円を交付した。

また、平成 17 年度全国交付予算額は 218 億円である。 

 

・元気な地域づくり交付金（平成 17 年度 各種事業を統合し誕生） 

地域産業の核となる農林水産業の振興を柱とし、多様で豊富な地域資源を創意と工夫により有

効に活用する「元気な地域づくり」の推進を目的とし、農山漁村の活性化に資する各種施策を総

合的に支援する。 

交付対象事業は、以下の目的、目標およびメニューを内容とする施策の実施事業とする。 

①農村の振興 ②グリーン・ツーリズム、都市農業の振興 ③農業生産の基盤整備 ④中山間

地域等の振興 

平成 17 年度全国交付予算額は 466 億円である。 

 

○ 融資制度 

・中山間地域活性化資金（平成 2年度より） 

中山間地域において、その地域特性を活かした農林漁業の総合的な発展を図るため、農林畜水

産物の加工の増進及び流通の合理化、農林漁業資源の総合的な利用並びに担い手の定住の促進を

図る目的で設立された資金である。 

融資対象事業は、以下の三種類の施設である。 

・ 加工流通施設（食品加工工場） 

・ 保健機能増進施設（体験農園、森林レクリエーション施設、釣堀、直売施設等） 

・ 生産環境施設（給排水施設、技術拠点施設、情報処理・通信施設、廃棄物処理施設） 

以下、中山間地域振興事例を表 1.2-1 から表 1.2-3 に示した。 
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表 1.2-1 中山間地域活性化事例（1） 

 島根県横田町 

所在地 島根県横田町 

実施主体 ・ 横田町 

経緯 
・ 横田町は奥出雲にあり、平成 12 年度国勢調査によると人口は 7956 人と、昭

和 30 年と比べると半減している。 

内容 

・ 昭和 48 年に出雲グンゼ（株）（現・横田アパレル）を誘致して以降、企業 6

社を誘致し、農村工業の導入を推進した。 

・ その後、農村工業導入を基盤として、以下のような多面的な活性化方策を講

じた。 

(1) 地域経済の「奥出雲健康村構想」による農業公社を中心とした農林業

振興 

(2) 観光の振興 

(3) 伝統産業を活かしたまちづくり 

(4) 工芸家誘致を柱とする「奥出雲手づくり村構想」 

効果・課題 

・ 企業誘致が功を奏し、昭和 45 年以降、人口減少は鈍化した。 

・ 企業 6社合計で約 450 名の雇用を創出している。 

・ 各活性化方策の連携によって活性化の効果が拡大した。 

キーポイント 

・ 行政のリーダーシップの発揮。農村工業導入、「奥出雲健康村構想」等を、

町がビジョンを描き、推進してきた。その後、民間事業者や町民を巻き込ん

で効果を拡大した。 

・ 複数の振興方策が展開し、さらに有機的に連携することで効果が拡大した。

情報源 
・ 産業立地 vol.42 No.9 P20-23 「地方都市再生 中山間地域の産業振興 前

向きな努力の積み重ねが明るい地域を作り出す」長崎利幸 
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表 1.2-2 中山間地域活性化事例（2） 

 岐阜県明宝村 

所在地 岐阜県明宝村 

実施主体 ・ 村内の第三セクター５社 

経緯 

・ 明宝村は総面積の９４％が山林で、農林業の低迷から若者の村外への流出が

続いた。過疎化の流れを止める上で、村内における雇用の場の確保が最大の

課題であった。 

内容 

・ ８０年代後半に構想された村おこしでは、観光開発と特産品開発が柱とさ

れ、90 年代に第三セクターが次々と設立され、村おこしの事業を開始した。

各社の主な事業内容は下表の通り。 

 

社名 設立年月 主な事業内容 

明宝物産加工(株) 1988 年 1 月 明宝ハムの製造、販売 

めいほう高原開発(株) 1988 年 3 月 めいほう高原スキー場の運営 

明宝温泉開発(株) 1990 年 3 月 村営温泉への湯の供給 

(株)明宝マスターズ 1990 年 12 月 「道の駅 明宝」の運営 

(株)明宝レディース 1992 年 7 月 農産物の加工・販売 

 

 

効果・課題 
・ 各第三セクターは順調に経営されていて、村おこしの主要な担い手として大

きな成果を挙げている。 

キーポイント 

・ 第三セクターの設立に当たっては、村が先頭に立って起業した。その一方、

日常的な経営の一切を民間・村民に任せ、責任の所在を明確にした。 

・ 第三セクターの設立には、当時の村長のリーダーシップによるとことが大き

かった。 

・ 各事業が連携することで、活性化の効果を全村に拡大している。 

情報源 

・ 産業立地 vol.42 No.9 P20-23 「地方都市再生 中山間地域の産業振興 前

向きな努力の積み重ねが明るい地域を作り出す」長崎利幸 
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表 1.2-3 中山間地域活性化事例（3） 

 高知県馬路村 

所在地 高知県馬路村 

実施主体 ・ 馬路村農協、馬路村 

経緯 

・ 馬路村は高知県東部に位置し、人口 1195 人、高齢化率 25％という過疎化と

高齢化が顕著な村である。 

・ 基幹産業であった林業の低迷により、昭和 40 年代に柚子の栽培に取り組み

始めたが、管理が十分にできず青果として出荷できないなど、苦しい状況と

なった。 

内容 

・ 馬路村農協が、柚子加工品の開発、販売を開始した。付帯して行った活動は

以下の通り。 

・物産展への継続的な出展 

・通信販売の導入 

・顧客リスト作りとダイレクトメールによる宣伝 

・アイディアを活かした新商品の開発 

・CM やキャラクターづくり等のマーケティング展開 

・ 農協の柚子加工品開発と、馬路村の観光振興が連携して、村づくりへと発展

させた。例は以下の通り。 

・柚子加工品のキャラクター「ごっくん坊や」は現在馬路村全体のキャラ

クターになり、村の刊行物にも登場している。 

・平成 8 年、村の玄関口に情報拠点「まかちょって家」が整備され、柚子

加工品などの顧客管理と DM の発送、村の HP 運営、特産品販売等を実施

している。また、柚子加工品の DM に、村の案内を同封している。 

 

効果・課題 

・ 現在柚子加工品の販売額は 29 億円に達している。 

・ 柚子加工品のイメージが、自然豊かな馬路村を連想させ、馬路村を知った人

が実際に訪れるようになった。 

キーポイント 

・ 馬路村農協ゆず販売課課長が、ゆず酢が売れない時代にも粘り強く物産展に

出展し続けたこと。 

・ 農協と村が連携した活動。具体的には、柚子加工品によるイメージ形成や通

信販売を通じたダイレクトマーケティングが来訪を促し、馬路村が進める観

光立村を支えている。 

情報源 

・ 産業立地 vol.42 No.9 P20-23 「地方都市再生 中山間地域の産業振興 前

向きな努力の積み重ねが明るい地域を作り出す」長崎利幸 
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（２） 中山間地域の現状のまとめ 

 

 以上の政策動向から、中山間地域の現状をまとめると以下の通りである。 

 

 中山間地域に関しては、その地理的条件等の不利について従前より重要な政策課題として位置

付けられていた。以前は、産業誘致を図ることによる活性化を目指していたが、社会情勢の変化

により誘致も容易ではなくなり、公社等の組織による活性化の取組みが見られるようになった。 

 

 そして、平成 11 年に制定された食料・農業・農村基本法において、「多面的機能の発揮」、「農

村の振興」の理念が謳われ、これを受けて平成 12 年の食料・農業・農村基本計画において、中山

間地域の振興が施策の中に位置づけられ、中山間地域において適切な農業生産活動が継続的に行

われるよう農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うことが明記された。その観

点から、平成 12 年中山間地域直接支払制度が導入されている。近年は、地方分権の流れもあり、

中山間地域の自立、活性化へ向けた取組が実施されている。 

 

以上の動向を踏まえると、中山間地域の持つ最大の資源であるバイオマスを活用して高い付加

価値を生み出すことが、地域活性化の重要課題と言える。逆に言えば、バイオマスを活用した地

域活性化事業を実施することで、中山間地域に期待される役割である多面的機能を維持しながら

中山間地域を発展させることが期待できる。 
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１．２．２ 中国地域における中山間地域の現状 

 

次に、中国地域における中山間地域の現状を詳細に把握するために、中国地域内の全市町村に

対してアンケート調査を実施した。中国地域の各県、各市町村における農業・林業等の現状を把

握するとともに、中山間地域の活性化に資する支援策の取組状況（中山間地域活性化、バイオマ

ス利活用、機械化・ＩＴ化）の把握を目的として、中山間地域の活性化方策に関するアンケート

調査を行った。アンケート調査の対象、期間は以下の通りである。 

 

 

＜対象＞ 

・中国地域 ５県、１４４市町村 

＜期間＞ 

・２００５年 ８月１７日～９月３０日 （期間内に一度、はがきによる督促を実施） 

＜回収状況＞ 

 

 

 

 

 

＜集計対象の抽出＞ 

 上記の回答の中から、農林水産省統計情報部 「平成 12 年度遊休農地実態調査」の結果に基づ

く「遊休農地対策データベース」より、中間農業地域、山間農業地域を持つ市町村を、中山間地

域を持つ自治体として抽出し、アンケート集計対象とした。 

 

＜集計対象（中山間地域のみ）＞ 

 

 

 

 

 

 

以下、回答の内容、および回答の分析結果について示す。 

 

 

  送付数 回答数 回答率 

県 5 4 80.0% 

市町村 144 69 47.9% 

合計 149 73 49.0% 

 回答数 

県 4 

市町村 59 

合計 63 
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（１）農業・林業の現状について 

問１．農業・林業の現状について 

 貴市町村における農業（稲作、畑作）、林業の現状について、担い手、遊休農地の状況を中心に

以下の問いにお答えください。 

（１）稲作 (番号に○を付けてお答え下さい) 

① 担い手の状況はいかがでしょうか ( 1．増加している、2. 変わらない、3. 減少している ） 

② 休耕田の状況はいかがでしょうか ( 1. 増加している、2. 変わらない、3. 減少している ） 

                           「1.増加している」に〇を付けた方にお伺いします  

    ③10 年後には、今と比べてどの程度増加しているとお考えでしょうか 

( 1. 10%未満、2. 10%以上 25%未満、3. 25%以上 50%未満の増加、4. 50%以上の増加 ) 

④ 休耕田に対する行政としてのご対応はいかがでしょうか 

（ 1. 対策を実施中、 2. 今後、対策を計画中、 3. 特に対応していない ） 

 

 「1.」または「2.」に○を付けた方にお伺いします。 

⑤ 実施／計画中の休耕田に関する具体的な対策内容についてお教え下さい。 

 

（２）畑作 (番号に○を付けてお答え下さい) 

① 担い手の状況はいかがでしょうか  ( 1．増加している、2. 変わらない、3. 減少している ） 

② 遊休農地の状況はいかがでしょうか ( 1. 増加している、2. 変わらない、3. 減少している ） 

                           「1.増加している」に〇を付けた方にお伺いします  

    ③10 年後には、今と比べてどの程度増加しているとお考えでしょうか 

( 1. 10%未満、2. 10%以上 25%未満、3. 25%以上 50%未満の増加、4. 50%以上の増加 ) 

④ 遊休農地に対する行政としてのご対応はいかがでしょうか 

（ 1. 対策を実施中、 2. 今後、対策を計画中、 3. 特に対応していない ） 

 

 「1.」または「2.」に○を付けた方にお伺いします。 

⑤ 実施／計画中の遊休農地に関する具体的な対策内容についてお教え下さい。 

 

（３）林業 (番号に○を付けてお答え下さい) 

① 担い手の状況はいかがでしょうか ( 1．増加している、2. 変わらない、3. 減少している ） 

② 林地荒廃の状況はいかがでしょうか ( 1. 増加している、2. 変わらない、3. 減少している ） 

                           「1.増加している」に〇を付けた方にお伺いします  

    ③10 年後には、今と比べてどの程度増加しているとお考えでしょうか 

( 1. 10%未満、2. 10%以上 25%未満、3. 25%以上 50%未満の増加、4. 50%以上の増加 ) 

④ 林地荒廃に対する行政としてのご対応はいかがでしょうか 

（ 1. 対策を実施中、 2. 今後、対策を計画中、 3. 特に対応していない ） 

 

 「1.」または「2.」に○を付けた方にお伺いします。 

⑤ 実施／計画中の林地荒廃に関する具体的な対策内容についてお教え下さい。 
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＜農業・林業の担い手の状況＞ 

 

○ 稲作、畑作、林業ともに、担い手が減少していると答えた自治体が最も多く、いずれも全体

の 6 割から 8 割程度を占めた。すなわち、農林業において全般的に担い手が減少している傾

向にある。 

○ その中でも稲作が最も減少割合が小さく、林業において特に減少傾向が顕著であることが分

かる。 

 

0.0%
(0件)

4.9%
(3件)

8.3%
(5件)

15.8%
(9件)

29.5%
(18件)

30.0%
(18件)

84.2%
(48件)

65.6%
(40件)

61.7%
(37件)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(3)林業

(2)畑作

(1)稲作

1.増加している

2.変わらない

3.減少している

 
図 1.2-2 担い手の状況（稲作Ｎ＝60、畑作Ｎ＝61、林業Ｎ＝57） 

 

＜遊休地の状況＞ 

 

○ 休耕田、遊休農地、林地荒廃のいずれについても、増加していると答えた自治体が最も多く、

全体の約 70％を占める。すなわち、農林業全般において土地が放棄される傾向にある。 

○ 担い手が減少傾向にあることを考慮すると、遊休地の増加は担い手の減少による影響が大き

いことが推測される。 

 

71.7%
(43件)

71.7%
(43件)

71.9%
(41件)

25.0%
(15件)

25.0%
(15件)

24.6%
(14件)

3.3%
(2件)

3.3%
(2件)

3.5%
(2件)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(3)林地荒廃

(2)遊休農地

(1)休耕田

1．増加している

2.変わらない

3.減少している

 

図 1.2-3 遊休地の状況（休耕田Ｎ＝60、遊休農地Ｎ＝60、林地荒廃Ｎ＝57） 

回答の割合 

回答の割合 
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＜遊休地の増え方についての見解＞ 

 

○ 農林業全てにおいて、将来 10～25％程度遊休地が増加すると答えた自治体が最も多く、その

割合は 55％程度である。 

○ 10％未満と答えた回答もあわせると、遊休地は増えると考える自治体の約 9 割が、その増加

割合は上限 25％程度と考えていることが分かる。 

 

31.8%
(14件)

34.1%
(15件)

31.8%
(14件)

56.8%
(25件)

54.5%
(24件)

56.8%
(25件)

9.1%
(4件)

9.1%
(4件)

9.1%
(4件)

2.3%
(1件)

2.3%
(1件)

2.3%
(1件)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(3)林地荒廃

(2)遊休農地

(1)休耕田 1. 10%未満

2. 10%以上25%
未満

3. 25%以上50%
未満の増加

4. 50%以上の
増加

 

 

図 1.2-4 10 年後の遊休地の増え方に対する自治体の見解 

（休耕田Ｎ＝44、遊休農地Ｎ＝44、林地荒廃Ｎ＝44） 

 

＜自治体の遊休地対策の実施状況＞ 

○ 休耕田に対しては 65％程度の自治体が対策を実施する意思を持っている。一方、遊休農地や

林地荒廃に対しては、特に対応していない自治体が半分以上を占める。以上より、稲作の荒

廃に対しては自治体の対策意欲が高いものの、畑作、林業については意欲が比較的低いと読

み取ることができる。 

 

31.5%
(17件)

31.7%
(19件)

45.5%
(25件)

14.8%
(8件)

15.0%
(9件)

20.0%
(11件)

53.7%
(29件)

53.3%
(32件)

34.5%
(19件)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(3)林地荒廃

(2)遊休農地

(1)休耕田

1.対策を実施中

2.今後、対策を
計画中

3.特に対応して
いない

 

 

図 1.2-5 自治体の遊休地対策の実施状況（休耕田Ｎ＝55、遊休農地Ｎ＝60、林地荒廃Ｎ＝54）

回答の割合 

回答の割合 



 1.20

＜自治体の遊休地対策の具体的内容＞ 

 

○ 遊休地対策の具体的内容は、稲作、畑作ともに、農地保有合理化、放牧利用への転用、市民

農園、他の作物への転作が見られた。一方、中山間地域直接支払制度の活用は、稲作で特に

多く見られた。 

○ 林地荒廃の対策内容は、森林整備の実施という自治体が多かったが、これは山口県が平成１

７年度より、『やまぐち森林づくり県民税関連事業』を開始した影響が大きい。このような独

自の税制による財源確保は、岡山県でも『おかやま森づくり県民税』として実施されており、

島根県も「水と緑の森づくり税」の税収による森林整備を検討中である。その他には、間伐

の実施と人材育成、災害復旧補助、木質バイオマスの利用が見られたが、いずれも少数であ

る。木質バイオマス利用に関しては、今後対策を検討中と答えた自治体の中に２件見られる

のみであった。 

○ 具体的対策内容およびその件数の整理結果は、以下に示した。 

 

【実施中または計画中の休耕田対策の具体的内容】 

○ 農地保有合理化（9件） 

 ・農地保有合理化事業…遊休農地等を農業公社が中間保有し担い手へ供給 

 ・農業委員会事務局内に農地銀行を設置し、農用地等（休耕田・遊休農地を含む）の有効利用

及び農地の流動化の促進を図っている。また、休耕田・遊休農地の実体把握・農作業受委託

を含む農地流動化を行うため、農地の意向調査や関係諸台帳の整備等を農地流動化委員の活

動により実施している。 

 ・農地の貸借の推進（一定要件を満たす借り手農業者に対して助成金を交付） 

○ 中山間地域等直接支払制度（13 件） 

 ・中山間地域等直接支払制度を活用し、休耕田の増加を抑止。 

 ・中山間地域等直接支払制度の推進（交付金を活用することで休耕田の管理を集落ぐるみで実

施する） 

 ・中山間地域等直接支払制度により休耕田の荒廃化防止に取り組んでいる 

○ 転作（5件） 

 ・ほ場整備実施田での休耕田を防ぐためのソバの栽培を奨励している。 

 ・中山間直接支払制度を利用した、景観作物等の植付けを検討。 

 ・転作により野菜等を生産するためのハウスを設置する場合、予算の範囲内で 1/2 を補助。 

 ・土地利用型作物（大豆等）の作付け推進 

○ 農業者の確保・育成（4件） 

 ・新規就農者確保・育成事業（新規就農に向けた研修や就農のための施設整備への支金、補助

金） 

 ・農外企業の参入促進（企業参入の促進を図るため相談員の設置、調査研究、施設整備への補

助金） 

 ・新規就農者の確保 
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○ 放牧（7件） 

 ・放牧により休耕田を有効利用。産地づくり交付金で農地所有者と放牧牛提供者に助成。 

 ・畜産農家への利用権設定 

・和牛の放牧 

○ 市民農園（4件） 

 ・市民農園開設 

○ その他（4件） 

 

【実施中または計画中の遊休農地対策の具体的内容】 

○ 農地の流動化、保有合理化（9件） 

 ・遊休農地の耕作等に対する補助金 

 ・農地の賃貸権を推進 

 ・農地銀行による農地流動化 

○ 中山間地域等直接支払制度（6件） 

 ・中山間地域等直接支払交付金事業において既耕作放棄地等を事業対象として助成している。 

 ・中山間地域等直接支払制度の推進 

○ 転作（4件） 

 ・ブルーベリーの栽培 

 ・新規作物の導入検討 

○ 農業者の確保・育成（4件） 

 ・認定農業者の育成 

 ・新規就農者確保・育成事業（新規就農に向けた研修や就農のための施設整備への支金、補助

金） 

○ 放牧（7件） 

 ・畑の荒廃を防ぐため、牛を放牧し、雑草の繁茂を抑制する。 

 ・遊休農地での放牧 

○ 市民農園（4件） 

 ・市民農園開設 

○ その他（4件） 

 

【実施中または計画中の林地荒廃対策の具体的内容】 

○ 森林整備（13 件） 

 ・『やまぐち森林づくり県民税関連事業』を県の事業として実施 

 ・荒廃した人工林を強度の間伐を実施し、針葉樹・広葉樹の混じり合う混交林へ転換する「公

益森林整備事業」に取り組んでいる 

 ・「みどりの森緊急整備事業」による水源林整備、竹林拡大対策、松くい虫枯損木除去の実施 

 ・森林整備づくり県民税の創設による健全な森林づくりの推進 

○ 担い手の育成・支援（2件） 

 ・研修費用や社会保険費の助成 
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○ 間伐実施（4件） 

 ・造林補助事業、県単独間伐対策事業による間伐等の実施による助成 

 ・森林機能強化事業（おかやま森づくり県民税による岡山県単独事業）：手入れの遅れた奥地林 

等のスギ、ヒノキ人口間伐経費等の助成 

○ 基盤整備（3件） 

 ・作業道等の整備に対する助成 

 ・林道の維持管理 

○ 災害復旧（2件） 

 ・平成 16 年の台風 23 号による風倒木被害による放置林防止対策 

○ 木質バイオマス利活用（2件） 

 ・木質バイオマス資源を用いた地域循環型システムの整備 

○ その他（4件） 
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（２）中山間地域の活性化方策について 

 

＜中山間地活性化に対する支援の実施状況＞ 

 

問２．中山間地域の活性化方策について 

 近年、中山間地域では、人口流出、少子高齢化などにより過疎化が進行しており、地域の活性

化を図るための取組みが求められてきています。そこで、以下の問いにお答えください。 

 

（１） 貴市町村では、中山間地域の活性化を図るために、補助金、融資制度、技術開発支援など

の何らかの支援策を実施していますか？ 以下の中で、該当する番号１つに〇をして下さ

い。 

 

1. 実施している 

2. 現在、検討中である         ｐ４の問２（２）にお進み下さい。 

3. 今後、検討したい  

4. 取組む予定はない     ｐ４の問２（４）にお進み下さい。 

 

 

○ 支援策を実施していると答えた自治体が 82.8％（53 件）と最も多く、取組む予定はないと答

えた自治体は 10.9％（7 件）であった。現在検討中と答えた自治体が 3.1％（2 件）、今後検

討したいと答えた自治体は 3.1％（2件）であった。 

○ 以上より、支援策を実施中の自治体が大多数を占め、検討中の自治体がごく僅かであること

が分かる。このことから、自治体は従前より中山間地域に対する問題意識を持ち、活性化に

取り組んでいると推察される。 

10.9%82.8%

3.1% 3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. 実施している

2. 現在、検討中である

3. 今後、検討したい

4. 取組む予定はない

 

図 1.2-6 中山間地域活性化の対策実施状況（Ｎ＝64） 



 1.24

＜実施中／現在検討中／今後検討したい支援内容＞ 

 

（２） （１）で１～３に〇を付けた方にお聞きします。 現在、実施中／検討中、もしくは今後

検討したいと考えている支援策について、該当する番号全てに〇をして下さい。国の支援

策だけでなく、貴市町村独自の支援策もお持ちの場合は、それも含めてお教え下さい。な

お、「3.その他」に〇を付けた方は、具体的な内容を右欄にご記入下さい。 

 

1. 中山間地域等直接支払交付金  具体的に 

2. 元気な地域づくり交付金 

3. その他 

4. 不明 

 

 

（３） （２）で１～３に〇を付けた方にお聞きします。 （２）で〇を付けた支援策ごとに、貴

市町村における具体的な実施内容（支援対象、支援内容、実施事例など）をお教え下さい。 

 

○ 現在実施中と回答した自治体の支援内容は、中山間地等直接支払交付金が 50 件、元気な地域

づくり交付金が 16 件、その他が 11 件であった。 

○ 現在検討中と答えた自治体の支援策は、中山間地等直接支払交付金、元気な地域づくり交付

金がそれぞれ 1件であった。 

○ 今後検討したいと答えた自治体では、中山間地等直接支払交付金を検討したいという回答が 2

件あった。 

 

実施中／現在検討中／今後検討したい具体的な支援内容について、表 1.2-4 に示す。 

  



 1.25

表 1.2-4 中山間地域の活性化支援に関する具体的回答(1/2) 

支援の実施

状況 

支援策の

種類 

項目 具体的な実施内容 

農林業および生産

環境等の総合的整

備の取組み 

集落住民の創意工夫による集落活性化計画に基づき、農

林業および生産環境等の総合的整備取組支援、ビオトー

プ確保、グリーン・ツーリズム実施 

農業用施設等の維

持管理作業 

水路・農道等の管理活動、堆肥散布、公共放牧場の維持

管理、鳥獣被害の防止、農業用施設維持共同作業、道路

等の維持修繕、農地保全、維持・管理、農道脇の草刈、

一斉清掃、景観形成作物の作付、花卉組合の実証展示圃

の管理、耕作放棄地の解消（そば栽培） 

施設整備 共同利用機械の購入、農業用機械の購入、パイプハウス、

有害鳥獣防護柵の設置、農道舗装、集会所の建設等 

1.中山間

地域等直

接支払交

付金 

（50 件） 

担い手、集落営農

組織の育成 

耕作放棄の防止等の活動、集落営農組織育成（検討会、

機械導入）、視察研修費等の負担、集落協定締結の支援、

個人分配 

農業基盤施設整備 暗きょ排水整備、生産基盤整備、農村生活環境基盤整備、

交流施設整備、鳥獣被害防止、農業用排水施設の整備、

生態系保全施設の整備、集落道の拡幅及び舗装、女性若

者等活動促進施設の整備、都市農村交流の拠点施設とし

て廃校を改修、農道整備、農業生産基盤及び農業体験交

流施設、農産物直売所、温泉施設の整備、土地改良事業

地域づくり活動や

交流活動、研修活

動等ソフト面での

支援 

地域振興を図るための地域づくり活動支援、地域の自主

的なまちづくり事業の事業費を支援、特産品の開発・都

市との交流のためのソフト事業の実施、農業についての

基礎から実技まで研修会の定例実施、幼・保育園、小中

学校との連携による農業体験実施、農林業者と県民の共

同活動の促進、グリーン・ツーリズム 

2.元気な

地域づく

り交付金 

（16 件） 

その他 休耕田及び耕作放棄地調査と有効活用 

実施中 

（53 件） 

3．その他 

（11 件） 

 

 

 ・中山間地活性化交付金事業（鳥取県） 

・総力結集しまね再生事業（島根県） 

・岡山県中山間地域経営改善施設資金、森林整備地域活

動支援交付金、商店街等競争力強化事業、企業立地促進

奨励金（岡山県） 

・広島県農林水産業関係単独事業補助金（広島県） 

・食と緑を育む県民ネットワーク推進事業、鳥獣被害防

止対策関連推進事業等（山口県） 

・チャレンジプラン支援事業（鳥取県） 

・集落活性化基金（島根県および西ノ島町） 

・自治振興区振興交付金、自治振興区活動促進補助金、

地域づくりリーダー育成事業補助金、コミュニティ推進

補助金、集会施設整備補助金、地域ビジネス企業チャレ

ンジ補助金（庄原市） 

・地域振興助成金、特色ある地域づくり事業助成金（安

芸高田市） 

・地域通貨制度・住民自治組織設置を検討（北広島町）
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支援の実施

状況 

支援策の

種類 

項目 具体的な実施内容 

1.中山間

地域等直

接支払交

付金 

（1件） 

中山間地域等直接

支払市町村基本方

針認定申請中 

具体回答無し 現在検討中 

（1件※） 

（※現在施策

を実施中で、さ

らに別の施策

を検討中の自

治体が、別に 1

件存在する） 

2.元気な

地域づく

り交付金 

（1件） 

元気な地域づくり

交付金 検討中 

（具体回答無し） 

具体回答無し 

今後検討し

たい（2件） 

1. 中 山

間地域等

直接支払

交付金 

（2件） 

集落営農 集落と協定について地元説明会を実施している 

集落協定の締結によって農地の荒廃を防ぐ 

 

 以上の結果を基に、中山間地域活性化のために実施中・検討中の施策について、実施主体と実

施内容によって分類し、その施策名称および具体的内容を表 1.2-5 に示した。ここから、中山間

地域の活性化という大きなテーマに対しては、市町村独自の施策展開は容易では無いことが示唆

され、国・県のレベルでの取り組みに大きく左右されることが読み取れる。一方で、市街地活性

化、企業誘致等、地域振興については一部自治体で非常に活発な取組みがなされている。 

 

表 1.2-4 中山間地域の活性化支援に関する具体的回答(2/2) 
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表 1.2-5 実施主体別の中山間地域活性化施策の内容(1/2) 

実施主体 

 

施策内容 

国 都道府県 市町村 

 

全
般
的
な 

農
業
関
連
施
策 

 

・中山間地域等直接支払交付金 

集落住民の創意工夫による集落活性化計

画に基づき、農林業および生産環境等の総

合的整備取組支援、 

・元気な地域づくり交付金 

耕作放棄の防止等の活動支援 

・中山間地活性化交付金事業（鳥取県） 

住民の参画度・住民の総意・計画の継続性に

基づく全般的事業を対象。事業終了後の継続

的なソフト事業の取組みを条件とする。 

・食と緑を育む県民ネットワーク推進事業、

鳥獣被害防止対策関連推進事業等（山口県）

・集落活性化基金（島根県および西ノ島町）

・集落活性化基金（島根県および

西ノ島町） 

 

機
械
・
施
設
導
入 

・中山間地域等直接支払交付金 

共同利用機械の購入、農業用機械の購入、

パイプハウス、有害鳥獣防護柵の設置、集

会所の建設等 

・広島県農林水産業関係単独事業補助金（広

島県） 

集落法人の新規設立時の機械導入費助成 

・岡山県中山間地域経営改善施設資金（岡

山県） 

地域の特性に即した新作物の導入その他生

産方式の改善等を図ろうとする場合、若しく

は効率的な営農に必要な共同利用機械・施設

の整備等の資金を低利で融通 

・チャレンジプラン支援事業（鳥取県） 

農業、特用林産物関係のハード事業（田植機、

コンバイン、乾燥機、精米機、野菜定植機、

育苗施設、ビニールハウス、豆腐加工用機器、

そば製粉機） 

 

農
業
関
連
の
ハ
ー
ド
施
策 

維
持
管
理 

・中山間地域等直接支払交付金 

水路・農道等の管理活動、堆肥散布、公共

放牧場の維持管理、鳥獣被害の防止、農業

用施設維持共同作業、農地保全、一斉清掃、

景観形成作物の作付け、耕作放棄地におけ

るそば栽培、花卉組合の実証展示圃の管理

  

農
業
関
連
の 

ハ
ー
ド
施
策
（
続
き
） 

基
盤
整
備 

・元気な地域づくり交付金 

暗きょ排水整備、生産基盤整備、農村生活

環境基盤整備、農業用排水施設の整備、生

態系保全施設の整備、集落道の拡幅及び舗

装、農道整備、農業生産基盤及び農業体験

交流施設、都市農村交流の拠点施設として

廃校を改修、農産物直売所、土地改良事業、

ビオトープ確保、 

・森林整備地域活動支援交付金（岡山県） 

歩道の整備等 

 

 

情
報
提
供 

・元気な地域づくり交付金 

特産品の開発・都市との交流のためのソフ

ト事業の実施、休耕田及び耕作放棄地調査

と有効活用 

・チャレンジプラン支援事業（鳥取県） 

市場調査の実施、新規作物等の展示設置など

・森林整備地域活動支援交付金（岡山県） 

森林の現状調査、施業実施区域の明確化作業

 

 

人
材
確
保 

・中山間地域等直接支払交付金 

集落営農組織育成（地元説明会、検討会、

機械導入）、視察研修費等の負担、集落協

定締結の支援、個人分配 

・元気な地域づくり交付金 

研修活動等ソフト面での支援 

農業についての基礎から実技まで研修会

の定例実施 

・チャレンジプラン支援事業（鳥取県） 

研修会、新規作物等の展示設置など 

 農
業
関
連
の
ソ
フ
ト
施
策 

地
域
活
動 

・元気な地域づくり交付金 

地域づくり活動や交流活動 

幼・保育園、小中学校との連携による農業

体験実施、農林業者と県民の共同活動の促

進、グリーン・ツーリズム 
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実施主体 

 

施策内容 

国 都道府県 市町村 

 

地
域
振
興
・
活
性
化
に
関
す
る
施
策 

・元気な地域づくり交付金 

交流施設整備、女性若者等活動促進施設の

整備、温泉施設の整備、地域振興を図るた

めの地域づくり活動支援、地域の自主的な

まちづくり事業の事業費を支援 

・商店街等競争力強化事業（岡山県） 

・企業立地促進奨励金（岡山県） 

工場又は研究所等を新設、増設 

・総力結集しまね再生事業（島根県） 

地域資源を活用した産業振興やコミュニテ

ィの活性化など、住民意見も反映した地町村

の取り組みを支援。原則としてソフト事業。

・地域振興助成金、特色ある地域

づくり事業助成金（安芸高田市）

・地域通貨制度・住民自治組織設

置を検討（北広島町） 

・地域ビジネス企業チャレンジ補

助金（以下全て庄原市） 

コミュニティ・アグリ・ビジネス

で、地域の活性化及び雇用の創出

により地域づくりの推進に貢献

する起業を支援。 

・自治振興区振興交付金 

自治振興区の運営を支援すると

ともに、住民自治システムの確立

を推進 

・自治振興区活動促進補助金 

教育文化事業、産業振興事業、保

健福祉事業、生活環境整備事業他

・地域づくりリーダー育成事業補

助金 

研修参加に要する交通費・宿泊

費・研修負担金等 

・コミュニティ推進補助金、集会

施設整備補助金（庄原市） 

コミュニティ活動に直接必要な

施設又は設備の整備に要する経

費集会所などの集会施設の新

築・購入、増改築及び修繕 

注：太字は施策の名称を示す 

表 1.2-5 実施主体別の中山間地域活性化施策の内容(2/2) 
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（４） 全ての方にお聞きします。 近年、中山間地域を活性化していくための方策として、農業

や産業の担い手の育成、遊休農地の復旧などの様々な観点から方策（オプション）が検討

されています。 

このようなオプションの具体例として、①高性能農業機械による作業の効率化、ＩＴを

利用した農村地域のネットワーク化などによる地域活性化、また、②豊富に存在する各

種バイオマス資源（木材、家畜排せつ物など）の利活用による活性化などが挙げられま

す。 

これらの、①農業の機械化、ＩＴ化の推進、②バイオマス資源の利活用に関する貴市町

村の取組みについて、お答えください。 

 

① 農業の機械化、ＩＴ化の推進について 

（１） 

農業の機械化、IT 化

に関する推進に関

する取組 

※該当する番号１つに〇をして下さい。 

1. 実施している 

2. 現在、検討中である     ｐ５の（2）（3）にお進み下さい 

3. 今後、検討したい  

4. 取組む予定はない      p５の「②各種バイオマス資源の利活用

について」にお進み下さい 

 

① 農業の機械化、ＩＴ化の推進について（前ページからの続き） 

（２） 

実施中、検討中、も

しくは、今後検討し

たい支援策 

※ 該当する番号全てに〇をして下さい。 国の支援策だけでなく、貴
市町村独自の支援策もお持ちの場合は、それも含めてお教え下さい。 

1. 強い農業づくり交付金 

2. 融資制度（農業近代化資金、農業経営基盤強化資金など） 

（具体名                             ）

3. その他 

（具体名                            ）

4. 不明 

（３） 

（２）の具体内容 

※（２）で〇を付けた支援策ごとに、具体的な内容（支援対象者、機械
化・IT 化の支援内容、実施事例など）をお教え下さい。 
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＜農業機械化・ＩＴ化の推進に対する支援の実施状況＞ 

 

○ 今後検討したいと回答した自治体の割合が 32.8％（20 件）、取組む予定は無いと答えた自治

体の割合が 32.8％（20 件）、実施していると回答した自治体の割合が 31.1％（19 件）であり、

回答がほぼ三分された。現在検討中であると答えた自治体は 3.3％（2件）であった。 

○ まだ、取り組み段階にない自治体が 65％を超えている状況にあった。 

○ 実施中の自治体、今後検討を考えている自治体、取り組む予定の無い自治体がほぼ同数であ

ることから、機械化・ＩＴ化に対する自治体の判断が分かれることが示唆された。 

 

32.8%31.1%

3.3%

32.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.実施している

2.現在検討中である

3.今後検討したい

4.取組む予定はない

 

図 1.2-7 農業機械化・ＩＴ化の推進に関する取組状況（Ｎ＝61） 

 

 

＜実施中／現在検討中／今後検討したい支援内容＞ 

 

○ 現在実施中と回答した自治体の支援内容は、強い農業づくり交付金が 9件（作物共同利用施

設の整備、高性能機械等の整備、担い手育成のための研修等）、融資制度が 12 件（農業近代

化資金をはじめとした農林系金融機関の融資制度、県独自の融資制度等）、その他が 9件（自

治体独自の補助事業による機械導入・施設整備助成や、CATV による情報提供等）であった。 

○ 現在検討中であると答えた自治体については、有効な支援内容の回答が得られなかった。 

○ 今後検討したいと答えた自治体については、支援策は不明と回答した自治体が 8件と最も多

く、強い農業づくり交付金が 7件、融資制度が 4件、その他が 2件と続いた。 

○ 実施中／現在検討中／今後検討したい具体的支援内容の回答について、次表に示す。 

 

以上の結果を基に、農業機械化・ＩＴ化推進のために実施中・検討中の施策について、実施主

体・補助方法と実施対象によって分類し、その実施件数と施策名称を次表に示した。ここから、

国の補助は交付金化により、広範囲な対象への補助が実現しているものの、全般的にはハード支

援が多く、ソフト支援はまだ少ない状況と言えることが分かる。 

 

回答の割合 
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表 1.2-6 農業機械化・ＩＴ化の推進支援に関する具体的回答 

支援の 

実施状況 

支援策の 

種類 

項目 具体的な実施内容 

作物共同利用施設の整備 耕種作物共同利用施設整備 

ライスセンターの機能強化 

大豆の乾燥調整施設の整備 

高性能機械等の整備 経営体、国の示す高性能機械等 

1.強い農業

づくり交付

金 

（9件） 

担い手育成 研修等ソフト事業 

農林漁業金融公庫の資金

（農業近代化資金、農業

経営基盤強化資金） 

機械化経費の融資 

自治体による融資資金の利子補給 

2．融資制度 

（12 件） 

中山間地域経営改善施設

資金（岡山県） 

中山間地域の特性に即した新作物の導入、その他生産方

式の改善を図ろうとする場合、若しくは効率的な営農に

必要な共同利用機械・施設の整備等を行い、組織活動の

高度化を図ろうとする場合に必要とする資金の融資 

実施中 

（19 件） 

3．その他 

（9件） 

 ・チャレンジプラン支援事業（農業者等事業主体のプラ

ン実現のための必要事業に対する助成） 

・CATV による農業気象情報発信 

・邑南町農林総合事業（施設整備（パイプハウス）、集

落営農組織育成（検討会、機械導入）、地産地消推進（研

究開発、施設整備）、土づくり（牛糞堆肥、バーク堆肥）

等助成事業 

・県・町費補助金（対象：集落営農組合及び農業法人）

・広島県農林水産業関係単独事業補助金（対象：市町、

農業団体等 内容：集落法人の新規設立時の機械導入費

助成） 

・農業経営構造対策事業（農地情報・地図情報管理シス

テム及びＣＡＴＶを活用した営農支援） 

・地域農業水田再構築推進事業（経営体、国の示す高性

能機械等の導入支援）（山口県） 

・補助事業（基幹作業の共同化を推進） 

現在検討

中（2件） 

2.融資制度 

（1 件、残り 1

件無回答） 

具体的回答無し  

施設の整備 鉄骨ハウス（複合経営促進施設）を建設予定 

機械の整備 農薬散布用ヘリコプターの導入等 

1.強い農業

づくり交付

金（7件） その他 ソフト事業 

農業近代化資金、農業基

盤経営強化資金 

機械・施設等の導入経費助成 2．融資制度 

（4件） 

農林業振興特別資金（松

江市） 

農業機械購入に対する融資 

農業近代化資金、農業基

盤経営強化資金 

利子補給 

今後検討

したい 

（20 件） 

3．その他 

（2件） 

農業振興対策事業補助金 共同機械の購入に係る補助 
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表 1.2-7 農業機械化・ＩＴ化に対する支援施策の種類、実施状況および施策の具体名称 

 

 

 

 

都道府県 市町村  国 
（補助） 補助 融資 補助 利子補給 融資 

農林系金融機関 

全
般 

７件 
強い農業づくり交付
金 

２件 
立ち上がる産地
育成支援事業（島
根県） 
 
広島県農林水産
業関係単独事業
補助金 

１件 
岡山県中山間
地域経営改善
施設資金 

３件 
チャレンジプラン支援事
業（鳥取県） 
邑南町農林総合事業 

４件 ― ５件 
農業近代化資金、農業
経営基盤強化資金、農
林漁業金融公庫資金 

機
械

５件 
強い農業づくり交付
金 
地域農業水田再構築
推進事業 

１件 
新農林水産業・農
山漁村活性化総
合支援事業等（広
島県） 

１件 
岡山県中山間
地域経営改善
施設資金 

３件 
チャレンジプラン支援事
業（鳥取県） 
邑南町農林総合事業 
農業振興対策事業補助金
（徳地町） 

３件 １件 
松江市農林
業振興特別
資金 
 

４件 
農業近代化資金、農業
経営基盤強化資金 

ハ
ー
ド 

施
設

６件 
強い農業づくり交付
金 

― １件 
岡山県中山間
地域経営改善
施設資金 

２件 
チャレンジプラン支援事
業（鳥取県） 
邑南町農林総合事業 

２件 ― 
 

２件 
農業近代化資金、農業
経営基盤強化資金 

情
報
提
供

１件 
農業経営構造対策事
業 

― ― １件 
・CATV で町内各所の気象
情報を提供 

― ― ― 

人
材
育
成

１件 
強い農業づくり交付
金 

― ― ２件 
県・町費補助金 
邑南町農林総合事業 

― ― ― 

ソ
フ
ト

そ
の
他

１件 
強い農業づくり交付
金 

― ― １件 
チャレンジプラン支援事
業（鳥取県） 

― ― ― 
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② 各種バイオマス資源（木材､家畜排せつ物､農作物加工残さ､食品残さなど）の利活用について

（１） 

各種バイオマス資

源の利活用を推進

する取組 

※該当する番号１つに〇をして下さい。 

1. 実施している 

2. 現在、検討中である     下欄の（2）（3）にお進み下さい 

3. 今後、検討したい 

4. 取組む予定はない      p６の問３にお進み下さい 

（２） 

実施中、検討中、も

しくは、今後検討し

たい支援策 

※該当する番号全てに〇をして下さい。 国の支援策だけでなく、貴市
町村独自の支援策もお持ちの場合は、それも含めてお教え下さい。 

1. バイオマスの環づくり交付金 

2. 補助金（バイオマス利活用フロンティア推進事業など） 

（具体名                            ）

3. 融資制度（農林漁業金融公庫の農林漁業施設資金など） 

（具体名                            ）

4. その他（具体名                       ）

5. 不明 

（３） 

（２）の具体内容 

※（２）で〇を付けた支援策ごとに、具体的な内容（支援対象者、支援しているバイオ

マスの種類、バイオマスの利活用の方法、実施事例など）をお教え下さい。 

 

 

＜各種バイオマス資源利活用への支援の実施状況＞ 

○ 取組む予定はないと答えた自治体が、全体の 40.7％（24 件）と最も大きな割合を占めた。今

後検討したいと答えた自治体が全体の 27.1％（16 件）で、実施していると答えた自治体が

18.6％（11 件）、現在検討中であると答えた自治体が 13.6％（8件）であった。 

 

40.7%18.6% 13.6%
27.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.実施している

2.現在検討中である

3.今後検討したい

4.取組む予定はない

 

図 1.2-8 各種バイオマス資源利活用の取組状況（Ｎ＝59） 

回答の割合 
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＜実施中と回答した自治体の支援内容＞ 

 

○ バイオマスの環づくり交付金を用いている自治体は 4 件であった。支援対象事業としては農

地への畜産排泄物由来の堆肥散布、バイオマス利活用普及啓発活動、森林バイオマス利用シ

ステムの開発等の記述が見られた。 

○ 補助金を用いている自治体は 6 件あり、具体的制度としてはバイオマス利活用フロンティア

整備事業、木質バイオマスエネルギー利用施設整備関連事業、経営構造対策事業などの国の

補助事業のほか、県独自の補助事業も見られた。支援対象事業は、バイオエタノール利用の

社会実験や、木質ペレット製造施設の建設、家畜排泄物由来の堆肥流通整備、バイオマス利

活用のための調査研究費、開発費の助成などが見られた。 

○ その他は 3件回答があり、市町村独自の制度を用いた堆肥の生産、消費への助成が見られた。 

 

表 1.2-8 バイオマス利活用支援を実施中と回答した自治体の支援内容(1/2) 

（２）の回

答 
件数 具体名 種類 利用方法 支援対象 内容 

  畜産排せつ物

（牛糞） 

 

水田への

堆肥の散

布 

榎原堆肥

利用促進

組合 

稲作農家に対する堆肥投入等の意向調査 

堆肥投入による土壌改善効果の実証試験

実施 

畜産排せつ物 

 

堆肥  ・バイオマス利活用に係る普及啓発活動 

・堆肥等を利用した土づくり普及啓発活動

・畜産環境保全に係る調査指導 

・農業用廃プラスチックの適正処理の推進

（県事業） 

  

食品廃棄物の

利活用 

堆肥  土づくり普及啓発活動（市町村事業） 

家畜排せつ物

等 

  普及啓蒙、試験研究 

（事業主体：岡山県） 

  

木材等   方針策定（事業主体：真庭市） 

1.バイオ

マスの環

づくり交

付金 

4 

  森林バイオマ

ス （間伐材）

  供給システムの開発、試行、利用 

木質バイオマ

ス資源 

エタノー

ル製造 

 エタノール製造用木質原料の供給支援、

３％混合ガソリンを公用車に使用する社

会実験を実施 

おかやま木

質バイオマ

ス利用開発

推進事業 
― ― 地域の特

性を活か

して事業

化を検討

する地域 

市町村等が実施する調査、研究経費や異業

種間連携による新用途開発に対する助成

を行う。 

バイオマス

利活用フロ

ンティア整

備事業 

家畜の排せつ

物 

堆肥 堆肥セン

ター整備 

有機農業の推進 

（H16 年度事業） 

2.補助金 6 

森林バイオ

マスエネル

ギー総合支

援対策事業

等 

森林バイオマ

ス （間伐材）

  供給システムの開発、試行、利用 

 注：網掛けは、県の取組みを示す。 
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（２）の回

答 
件数 具体名 種類 利用方法 支援対象 内容 

地域資源バ

ンクシステ

ム緊急整備

事業 

家畜排せつ物

（牛ふん） 

堆肥  飼料作物との交換（JA 実施） 

木質バイオ

マスエネル

ギー利用施

設整備関連

事業 

森林バイオマ

ス 

エネルギ

ー 

木質ペレ

ット製造

施設整備 

県森連が事業主体となり、国、県の補助事

業 

 

 

経営構造対

策事業（平

14） 

鶏糞  鶏糞処理

施設の整

備 

（事業主体：養鶏農業協同組合） 

農林総合事

業 

家畜排泄物、木

屑 

堆肥 農業者、集

落営農、農

業法人等

対象 

土づくり（牛糞堆肥、バーク堆肥）等助成

事業 

たい肥の地

区内での消

費推進 

  たい肥   

4.その他 3 

単市事業、

耕畜連携土

づくり推進

事業 

家畜ふん尿 

 

処理施設

により堆

肥を生

産、農家

に供給 

堆肥利用

農家 

堆肥の利用助成を行い、活用推進を図って

いる。 

注：網掛けは、県の取組みを示す。 

 

＜現在検討中と回答した自治体の支援内容＞ 

 

○ バイオマスの環づくり交付金を検討している自治体が 2件、補助金を検討している自治体が 3

件、その他が 2件、不明と答えた自治体が 1件であった。 

○ 具体的制度としては、資源リサイクル畜産環境整備事業、NEDO バイオマスエネルギー地域シ

ステム化実験事業など国関連の補助の他、市町村のエネルギービジョン策定補助金といった

回答が見られた。 

○ 支援対象事業は、廃食油 BDF の製造・利用、家畜排泄物のメタン発酵事業、バイオマス利活

用計画策定、調査等といった回答があった。 

 

2.補助金 

（つづき） 

表 1.2-8 バイオマス利活用支援を実施中と回答した自治体の支援内容(2/2) 
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表 1.2-9 バイオマス利活用支援を現在検討中と回答した自治体の支援内容 

（２）の

回答 
件数 具体名 種類 利用方法 支援対象 内容 

1.バイオ

マスの環

づくり交

付金 

2     今年度バイオマス利

活用計画策定、地域関

係者への理解醸成事

業を計画 

資源リサイクル畜

産環境整備事業 

 家畜排せつ物 

 

メタン発酵 蒜山地区（八

束、川上）畜産

農家 

家畜排せつ物の新た

な処理方法として循

環型社会の形成の推

進 

2.補助金 3 

地域新エネルギ

ー・省エネルギービ

ジョン策定等補助

金 

    

ＮＥＤＯバイオマ

スエネルギー地域

システム化実験事

業 

廃食用油 代替軽油燃

料（ＢＤＦ）

 BDF 軽油発動機等の燃

料として利用 

4.その他 2 

 森林バイオマス  森林バイオマ

スエネルギー

の導入につい

ての調査 

平成 16 年度 周南市

地域新エネルギービ

ジョンを策定。 

 

＜今後検討したいと回答した自治体の支援内容＞ 

 

○ バイオマスの環づくり交付金と答えた自治体が 4 件、融資制度と答えた自治体が 1 件（具体

的には市町村独自の融資資金）、不明と答えた自治体が 9件であった。支援対象事業は、食品

残渣・農産物加工残渣による堆肥製造およびメタン発酵、家畜排泄物および木質バイオマス

の生産・収集・運搬システムの構築、木材チップの再利用といった回答が見られた。 
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(３)農業への異業種参入について 

 

問３．農業への異業種参入について 

農村地域における農業の担い手確保のために、農家や農業生産法人以外の異業種からの参入が

期待されています。貴市町村における異業種参入の推進状況について、以下の問いにお答えくだ

さい。 

※ 2005 年 6 月に「農業経営基盤強化法」が改正され、市町村が農業経営に関する基本構想を策定す

ることになりました。この基本構想の策定によって、遊休農地の解消や地域の活性化を目指し、

農業生産法人以外の異業種の法人が農地を借りて農業に参入することが可能になりました。 

（１）農業への異業種参入について 

※ 該当する番号１つに〇をして下さい。 

1．現在、異業種参入の推進を実施している 

2. 異業種参入の推進を検討している         下欄の（2）、（3）へお進み下さい 

3. 異業種参入を期待している 

4. その他 

（                     ）                  

5. 特に検討していない               p７の問４へお進み下さい 

 

（２）農業への参入を実施／検討／期待し

ている事業者の業種 

（３）農業への異業種参入に関する支援策 

※ 該当する番号全てに〇をして下さい。 

1. 建設事業者 

2．食品事業者 

3. ＮＰＯ 

4. その他 

具体的に 

 

 

5.なし 

 

※ 該当する番号全てに〇をして下さい。 

1. 補助金 

2. 融資制度     下の(4)へお進み下さい 

3. 技術支援 

4. その他 

 具体的に 

 

 

5. なし      p７の問４へお進み下さい 

 

（４）（３）の具体内容 

※ （3）で〇を付けた農業への異業種参入に関する支援策について、具体的な内容（支援対象者、支援内容、

具体事例など）についてお教え下さい。 
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＜異業種参入の推進状況について＞ 

46.9%12.5%

6.3%

31.3%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．現在、異業種参入
の推進を実施している

2.異業種参入の推進を
検討している

3.異業種参入を期待し
ている

4.その他

5.特に検討していない

 

図 1.2-9 農業への異業種参入への推進状況（Ｎ＝64） 

 

○ 異業種参入について、特に検討していないと答えた自治体が最も多く、異業種参入を期待し

ていると答えた自治体が次に多く、異業種参入を推進していると答えた自治体は全体の

12.5％（8 件）であった。異業種参入の推進を検討している自治体は全体の 6.3％（4 件）で

あった。このことから、自治体は異業種の参入に対して、受け入れは行うものの、積極的に

異業種参入を推進しているケースは少ないという実態が読み取れる。 

  

＜農業参入を期待する業種について＞ 

6

9

9

22

0 5 10 15 20 25

1.建設事業者

2.食品事業者

3.NPO

4.その他

 

図 1.2-10 期待する農業参入者の業種（Ｎ＝64） 

 

○ 建設事業者に参入を期待する回答が 22 件と最も多く、その次に食品事業者と NPO がそれぞれ

9件であった。その他は 6件で、酒造業者、ＩＴ関連事業者、福祉関連事業者、大規模事業者、

業種不問といった回答が見られた。 

 

回答の割合 

回答件数 

1. 

2. 

3. 

4. 
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＜農業参入支援策について＞ 

5.なし

4.その他

3.技術支援

2.融資制度

1.補助金

0 2 4 6 8
 

 

図 1.2-11 実施・計画している農業参入支援策（Ｎ＝64） 

 

・ 異業種参入支援策は、融資制度、技術支援がともに７件と最も多く、補助金も６件あった。

その他については、上記３つを含めた総合的な支援体系や、農用地の利用権設定、研修の実

施といったことが挙げられていた。 

・ 具体的な回答は少数であったが、建設事業者の異業種参入にあたっての調査、研修等に対す

る補助や、企業参入推進のためのスタッフの配置、農業参入者に対する融資制度等が見られ

た。 

 

＜まとめ＞ 

 市町村は、異業種の参入は受け入れるものの、そのために自ら積極的に施策を展開するケース

は少ないという実態が明らかとなった。また、期待する業種については、建設事業者が多く、多

くの事業者が存在することや機械操作技術の保有がその理由であると考えられる。また、支援に

ついては、農業参入にあたっての下準備にあたる調査や研修に対して補助が行われる例が見られ

た。 

回答件数 
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（４）その他 

 

問４．ご意見・ご要望 

 中山間地域・農業の活性化方策などに関して、ご意見、ご要望等がありましたら、以下にご記

入ください。 

 

＜意見内容＞ 

○ 中山間地域直接支払制度の条件緩和、運用改善に関する要望が目立った。その他自立した地

域社会形成のための支援や、行政間の連携、農業政策に対する意見が主に見られた。 

○ なお、得られた具体的意見について、支援の拡充に関する要望および制度面での要望に大別

し、対象ごとに整理した表を以下に示す。 

 

表 1.2-10 自治体からの意見、要望のまとめ 

要望内容 

対象 

支援の拡充に関する要望 制度面での要望 

土地・設備 ・ 中山間地域直接支払制度の拡充 

・ 休耕田、遊休農地の活用策に対する支援

制度の拡充等 

・ 耕作放棄地への補助 

・ 農業者の規模拡大に対する支援 

・ 中山間地域直接支払制度の適用条件

の緩和（同趣旨の要望が３件あり） 

・ 中山間地域直接支払制度の活用方法

改善 

人材 ・ Ｕ・Ｉターン者や新規農業者への補助・

交付金制度を要望 

・ 農業政策と担い手確保の対策の間で

生じている不整合の是正 

地域振興 ・ 自立した地域社会を作り、地産地消を推

進するための支援対策 

・ 中山間地域と都市部との交流、就農・定

住促進等への支援策を通じた、地域産業

の活性化 

・ 周辺市町との連携による地域住民の

生活機能の維持 

・ 地域による自発的な取組みに対する

支援の枠組みを策定 

その他 ・ 農業施策の実践例等の情報提供 

・ 農家と行政との交流拡大による、支援策

の改善 

・ 国と県の連携した対応 

・ 制度の単純化 

・ 農作物自由化に対する懸念 

・ 国として省庁間を越えた一元的・総

合的な対応 

・ 自治体への権限委譲 
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１．３ まとめ 

 

 本章では、中国地域における中山間地域の現状および課題を把握し、中山間地域活性化のため

の方策を検討した。その結果、中国地域では、鉱工業のポテンシャルがあり、バイオマス賦存量

が多いことがわかった。その一方で、中山間地域では農林業の振興や地域活性化が大きな課題で

あり、その方策として、農業への機械化・ＩＴ化や、農業への異業種参入に大きな期待が寄せら

れていることが分かった。 
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第２章 機械化・情報化による中山間地域活性化方策  

～バイオマス利活用分野～ 

 

第１章より、中国地方の中山間地域では農林業の生産額が減少傾向にあるが、鉱工業のポテン

シャルがあり、バイオマス腑存量が多いことがわかった。 

これを受けて本章では、中国地域における機械産業のポテンシャルとバイオマス資源の一体的

な利用を目指し、機械化・情報化による中山間地域活性化方策の事例を整理した。具体的には、

バイオマスを原料とした製品・エネルギー生産、機械産業を活用した農作物生産（農作物工場）

を取り上げ、その現況および事例を整理した。また、農作物工場の運営事業者に対するヒアリン

グ調査結果をもとに、課題および今後の方向性について整理した。 

 

２．１ バイオマスを原材料とした製品およびエネルギー生産 

 

２．１．１ バイオマス資源の利活用に関する農政の動向 

 

農林水産省は、内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省と連携の上で

バイオマスタウン構想を推し進めており、バイオマスタウンを全国 500 市町村まで増加させる予

定である。バイオマスタウンとは、『地域の関係者の連携のもとバイオマスの発生から利用までが

効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システムが構築され、安定的かつ適正なバイオマス利

活用が行われる地域』と定義されている。 

2005 年 11 月 30 日現在、26 自治体がバイオマスタウンとして公表されているが、中国地域では

未だ公表された自治体は無い状況である。今後、中国地域でもバイオマスタウンの認定を受ける

市町村が出てくると予想される。 

バイオマス利活用に関する補助については、バイオマスの環づくり交付金が挙げられる。2006

年度には、バイオマスの環づくり交付金のほか、バイオマスタウン形成支援調査事業（地域が行

うバイオマス利活用施設整備に対して技術的支援を強化）を利用できる予定である。 

また、地域での取組みを円滑に推進するために、広域連携等バイオマス利活用推進事業（食品

事業者やＮＰＯ等が都道府県を境界を越えて行う広域的な食品廃棄物等のバイオマス利活用シス

テムの構築に関する事業）が新設される予定である。 
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２．１．２ バイオマス資源利活用事例 

 

国や地域のバイオマス利活用に関する主な取組みについて、中国四国農政局ウェブサイト等に

基づき表 2.1-1 に整理した。バイオマス資源の利活用については、マテリアル利用とエネルギー

利用の２種類に大別できる。 

マテリアル利用では、食品廃棄物や畜産廃棄物から堆肥化を行う事例が大半を占めた。また、

トウモロコシ等からバイオマスプラスチックの製造を推進している事例も見られた。   

他方、エネルギー利用については廃食油や材料作物からバイオディーゼル燃料を製造して公共

車等で利用している事例、食品廃棄物や家畜ふん尿などをメタン発酵処理によりバイオガス化し

エネルギー源としての利用している事例や、木質バイオマス等を燃料として利用している事例な

どが見られた。 

中国地域におけるバイオマス資源と機械関連産業等のポテンシャルを融合させた中山間地域活

性化に資する情報として、岡山バイオマスプラスチック研究会のバイオマスプラスチック製造、

岡山県真庭市（株）銘建工業の木質ペレット製造・発電の事例についてそれぞれ表 2.1-2、表 2.1-3

に整理した。 
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   運営主体 所在地 利活用バイ

オマス資源

概要 出

典 

事例 

シート 

1 岡 山 県 美

咲町 

岡山県美咲

町 

生ごみ、家

畜ふん尿、

廃食用油 

町内（旧旭町内）全戸を対象として分別収集した生ごみを、町北部に位置する「岡山

県総合畜産センター」内の堆肥舎に搬入し、畜ふんとの混合堆肥を町内へ還元する。 

生ごみの収集は、町民へ生分解性プラスッチック製の生ごみ収集袋を無料で配布して

行う。 

また、町内の使用済み食用油を回収し、近隣の町（旧落合町、旧北房町）と共に設立

した岡山県中部環境施設組合の「廃食油リサイクルプラント」でバイオディーゼル燃

料に精製した後、ごみ収集車などの燃料として再利用する。 

1  

2 岩 国 市 中

通 商 店 街

振興組合 

山口県岩国

市 

生ごみ 2003 年に県と市の支援補助を受けて商店街の一角に「生ごみ処理機グリーン・エース」

を設置し、商店街新興組合の飲食店から排出される生ごみをたい肥に再生している。

一日に約 50kg の生ごみを収集し、一ヶ月に 150kg のたい肥を生産している。 

生産されたたい肥は「エコくらぶ」という名称で、地元の提携農家に無償提供し、農

薬を使用しない野菜を生産し、商店街の空き店舗で販売している。 

１  

3 

堆肥化

鳥 取 県 鳥

取市 

鳥取県鳥取

市 

排水処理施

設から発生

する汚泥 

鳥取県東部地域の広域連携により、農業集落排水・し尿処理施設から発生する汚泥か

ら堆肥を製造し、コンポストとして農地へ還元している。 

「コンポスト利用検討委員会」を組織し、利用拡大のための普及・啓発活動を実施し

ている他、たい肥はＪＡ鳥取いなば農業協同組合で販売している。（15kg/袋） 

年間約 1,700 トンの脱水汚泥を原料に、約 450 トンのたい肥を製造している。地元の

多くの農家で使用されている。 

１  

4 

マ

テ

リ

ア

ル

利

用 

バイオ

マスプ

ラスチ

ック 

岡 山 バ イ

オ マ ス プ

ラ ス チ ッ

ク研究会 

岡山県 トウモロコ

シ、サトウ

キビ 

岡山県、林原産業、クラレ、三菱化学などが共同で、地域のバイオプラスチックの普

及を目指し、各地でイベントなどを開催している。 

２ ◎ 

表 2.1-1 中国地域のバイオマス利活用に関する主な取組事例（1／4） 



 

 

2
.4

   運営主体 所在地 利活用バイ

オマス資源

概要 出

典 

事例 

シート 

5 島 根 県 出

雲市 

島根県出雲

市 

廃食用油 2000 年に島根市内３地区の 1,600 世帯を対象に廃食用油の回収を開始し、2001 年 10

月から本格的に市内の公民館及び公共施設に回収拠点を設け、回収した廃食用油をバ

イオディーゼル燃料に精製している。 

回収にあたっては、「使用済みてんぷら油入れ」と書かれたポリ容器（9 リットル）を

配付し、市民全世帯の 75％にあたる 6,000 世帯から回収している。 

バイオディーゼル燃料精製量の実績は、2003 年度は約 2,200 リットルであり、市営生

活バスの燃料として使用されている。 

１  

6 島 根 県 斐

川町 

島根県斐川

町 

ひまわり 米にかわる新たな転作作物として、ひまわりを環境型農業・付加価値型農業の中心に

据え、その有効な利活用を目指している。ひまわりを中心とした「斐川町バイオマス

利活用計画」策定に向け、町が、筑波大学、中央農業総合研究センター、近畿中国四

国農業研究センターの各バイオマスプロジェクトと連携し、指導・助言を得ながら、

調査・事業評価・実施プログラムを検討している。その主要なプロジェクトとして、

以下の 6つを目指している。 

１．廃食用油ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）システム 

２．未利用バイオマスを活用した堆肥需給システム 

３．ひまわり菌根菌輪作体系システム 

４．ひまわりバージンＢＤＦシステム 

５．有用副産物事業化システム 

６．ひまわり飼料肥料化システム 

１  

7 

エ

ネ

ル

ギ

ー

利

用 

エステ

ル 化

（バイ

オディ

ーゼル

燃料）

Ｎ Ｐ Ｏ 法

人 Ｉ Ｎ Ｅ

ＯＡＳＡ 

広島県北広

島町 

菜の花、廃

食用油 

ＮＰＯ法人ＩＮＥ ＯＡＳＡ(いーね おおあさ)は、「蘇れ!おおあさ」をテーマに、

空き農地を活用して菜の花を栽培、廃食油を回収して軽油の代替燃料をつくり、資源

循環型地域社会の実現を目指したプロジェクトに取り組んでいる。 

2000 年から、菜種油を精製し、地域で食用脂として使用している。使用後の廃食油を

回収し、2001 年に導入した廃食油燃料化プラントでバイオディーゼル燃料を精製し、

これをスクールバス等の燃料としている。 

１  

表 2.1-1 中国地域のバイオマス利活用に関する主な取組事例（2／4） 
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   運営主体 所在地 利活用バイ

オマス資源

概要 出

典 

事例 

シート 

8 NPO 法人鳥

取 県 発 エ

コ タ ウ ン

2020 

鳥取県鳥取

市 

生ごみ ＮＰＯ法人鳥取発エコタウン 2020 は、2003 年４月から鳥取市津ノ井・生山地区で生ご

み発酵によるメタンガスを活用した町づくりの実証試験に取り組んでいる。 

廃棄物のない循環型社会の実現を目指して、同法人が鳥取環境大学や大学周辺の農家

等と連携し、工場・農家・学校・住宅等が混在する実社会で幅広く住民に参加を呼び

かけて地域ぐるみの活動として推進している。 

１  

9 

バイオ

ガス化

株 式 会 社

タクマ 

広島県三原

市 

家畜排せつ

物 

株式会社タクマ（兵庫県尼崎市）が大洋興産株式会社第一牧場（旧大和町）において

メタン発酵によるエネルギーおよびたい肥化を実施している。 

家畜排せつ物から、メタン発酵法により、「バイオガス」としてエネルギーを取り出し、

発電等に利用すると同時に、メタン発酵残渣からたい肥を製造している。 

2002 年に試運転を行い、2003～2004 年度に実証開発を行っている。 

１  

10 その他

燃料化

銘 建 工 業

（株） 

岡山県真庭

市 

木くず 岡山県真庭地域では、中国山地の豊富な木質バイオマスの利活用に向けた取組みを推

進している。銘建工業は、1970 年から集成材の生産を開始し、1984 年から木くず（プ

レーナーチップ）を利用した発電機（175 kW）により発電を始めているが、1998 に現

在の設備（1,950 kW）に更新し、工場の消費する電力を賄うとともに、2003 年 4 月か

ら施行された「電気エネルギーによる新エネルギー等の利用に関する特別措置法」に

基づき、中国電力に売電を始めている。 

現在、1日 100 トンのプレーナー屑を使用し、2,000 kW の発電を行い、内 1,200 kW を

売電している。 

１ ◎ 

表 2.1-1 中国地域のバイオマス利活用に関する主な取組事例（3／4） 
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   運営主体 所在地 利活用バイ

オマス資源

概要 出

典 

事例 

シート 

11 Ｎ Ｐ Ｏ 法

人 森 の バ

イ オ マ ス

研究会 

広島県庄原

市 

木質バイオ

マス 

広島県県北地域にある自然資源に注目し、バイオマス利用の可能性を研究、資源循環

型のまちづくりを目指して活動している。主な活動内容は以下の 4点である。 

１．環境問題と木質バイオマスに関する定期的な講演会やイベントの開催 

２．森の手入れを実践しながら，森林の役割と木質バイオマス活用についての体験学

習 

３．環境やバイオマスに関するコンサル事業の展開 

４．森林の利用とバイオマスに関する講座の開設 

木質バイオマスの需要を創出するため、ペレットストーブやチップボイラーに関する

情報収集、普及啓発活動を行い、その過程で企業、行政と同研究会が共同でペレット

ストーブを開発した。 

小型ペレット製造システム（25kg/h）を導入し、同地域の森林・里山整備で産出され

る木質バイオマスを用いたペレットの試作試験や研究を行っている他、環境教育の教

材として活用している。また、広島の県北を中心に普及させているペレットストーブ

にペレットを供給するといった活動を展開している。 

さらに広島県内のバイオマス関係のＮＰＯと連携をとるために、「ひろしまバイオマス

ＮＰＯ推進ねっと」を組織し、行政への提言や市民への啓蒙活動を行っている。 

１  

12 中 外 炉 工

業 株 式 会

社 

山口県山口

市 

森林バイオ

マス、竹チ

ップ 

中外炉工業株式会社（大阪市）が、ＮＥＤＯ技術開発機構との共同研究事業として、

山口県において森林バイオマスを原料としたガス化発電の実証試験に取り組んでい

る。 

この施設は、2003 年 8 月に完成した日本初の実機実用規模の設備であり、5トン/日の

森林バイオマスから 176 kW の電力を発電している。 

山口県の支援を得て原料となる森林間伐材および竹チップの供給を受けながら、連続

ガス化発電試験を行った。そして、実機に向けた最終確認試験として、2005 年１月中

旬から 500 時間の連続ガス化発電運転を開始し、2月 4日には世界最長レベルの連続運

転に成功している。 

１  

（出典）１：中国四国農政局ウェブサイト 環境・バイオマス 中国四国地域の主な取組事例 http://www.chushi.maff.go.jp/biomass/jirei/index.htm 

    2：岡山県バイオマスプラスチック研究会 ウェブサイト http://www.pref.okayama.jp/sangyo/shinsansui/projecthan/bio/kenkyukai/ 

表 2.1-1 中国地域のバイオマス利活用に関する主な取組事例（4／4） 
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表 2.1-2 バイオマス利用活用事例（１） 

 岡山バイオマスプラスチック研究会 

所在地 
岡山県 

 

実施主体 岡山県、企業・研究機関 

取組経緯 

岡山県は農業地域としての側面と工業地域としての側面を持ち、かつ県内にプ

ラスチック加工関連企業が存在する。この特色を生かし、バイオプラスチック

の普及推進、資源循環型社会の実現を図る活動を行っている。 

また、岡山県の素材メーカーや研究機関が協力して、輸入原料(トウモロコシ)

を利用したバイオマスプラスチックを製造し、弁当用トレー、ストロー、ごみ

袋、土嚢袋、カードホルダー、カバン等、さまざまな製品を作っている。  

 

内容 

株式会社林原生物化学研究所では、食べられるプラスチック「プルラン」を製

造しており、株式会社クラレではポリ乳酸を扱っている。また、三菱化学水島

事業所ではＰＢＳＬ（ポリブチレンサクシネートラクテート）を扱っている。

岡山バイオマスプラスチック研究会では、愛・地球博などさまざまなイベント

にてバイオプラスチックの普及活動を行っている。 

課題 

強度や耐水・耐熱性が乏しいため、石油系プラスチックに代替できない部分が

ある。また、現状では製造コストが高い。 

 

情報源 

バイオマスプラスチック パンフレット (岡山県産業労働部) 

岡山県バイオマスプラスチック研究会 ウェブサイト 

http://www.pref.okayama.jp/sangyo/shinsansui/projecthan/bio/kenkyukai/

 

 



 

 2.8

表 2.1-3 バイオマス利用活用事例（２） 

 岡山県真庭市（銘建工業） 

所在地 岡山県真庭市 

実施主体 銘建工業(株) 

取組経緯 

自社工場から排出されるかんな屑やヒノキの皮の質資源の循環利用を目指し、

発電、木質ペレットの製造に取り組んでいる。 

 

内容 

銘建工業は、製材場３３事業所が集積している本地域において、1970 年から集

成材の生産を開始し、1984 年に木くずを利用した発電(175kW)を開始。生産量の

増大に伴い、1998 年に 20 トン級ボイラーを導入して、１日 100 トンの木材プレ

ーナー屑及び残材木屑を燃焼させて発電(1950kW)を行っている。その電力で工

場内で消費する電力を賄うとともに、余剰電力(1200kW)を中国電力に売電して

いる。 

今後、木材プレーナー屑を活用してペレットに成形し、木質ペレット燃料はと

して地域内外へ販売する予定となっている。販売会社については、地域が共同

して販売会社を法人化して取り組む予定である。 

銘建工業が中心となり、中国山地の豊富な木質バイオマスの利活用としてペレ

ットストーブに関する取組を推進中である。 

また、ヒノキのおがくずを利用したネコ砂がヒット商品となっている。 

情報源 

バイオマス利活用推進フォーラム資料 (農林水産省 中国四国農政局) 

銘建工業株式会社ウェブサイト 

http://www.meikenkogyo.com/index.htm 
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２．１．３ 材料作物からの工業製品製造事例 

 

近年、農地で生産した菜種やヒマワリなどの作物を原料としてバイオディーゼル燃料等を製造

する取組みが各地で行われている。 

  

中山間地域では、過疎化による遊休農地の増加防止対策が求められている中で、遊休農地を活

用して工業材料作物を生産し工業製品を製造すれば、遊休農地を有効活用するとともに新たな産

業を創出することが可能である。 

 

中国地域における工業材料作物からの工業製品製造事例は表 2.1-4 に示した。農地に作付した

菜の花やヒマワリから植物油を製造しそれを地域で消費したのち、廃油を回収・精製してバイオ

ディーゼル燃料として利用する取組み、菜種油等をバージン原料として直接バイオディーゼル燃

料を製造する取組み、農地に作付したバラを原料としてローズ液、バラジャムなどに製品化して

いる取組みも見られる。詳細情報が入手できた事例については表 2.1-5～2.1-7 に個表を示した。 

 

表 2.1-4 材料作物からの工業製品製造事例 

運営主体 所在地 材料作物名 概要 

島根県斐
川町 

島根県
斐川町 

ヒマワリ 基盤整備の完了した優良農地でヒマワリを育て、ヒマワリ

の油を利用してＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）システム

を構築するプロジェクトを実施中である。 

NPO 法人
INEOASA 

広島県
北広島
町 

菜の花 遊休農地を利用して菜の花を栽培し、菜の花から菜種油を

精製したものと、地域で使用後の廃食油を回収したものか

ら、廃食油燃料化プラントでＢＤＦを生成し、これを活用

した地球環境にやさしい地域づくりの取組みを推進してい

る。 

岡山県笠
岡市 

岡山県
笠岡市 

菜の花 菜の花循環システム推進事業に取り組んでおり、菜種から

油を搾って地域で消費し、その廃油をもとにＢＤＦを精製

して菜の花畑で用いるトラクターに利用している。 

岡山県倉
敷市 

岡山県
倉敷市 

菜の花 「菜の花プロジェクト」として遊休地で菜の花を栽培、菜

種油を学校給食などに使用。学校から回収した廃油はＢＤ

Ｆ燃料に精製し、農耕車などの燃料に用いる。規模は小さ

いが資源循環システムのモデルとして市民の環境意識の向

上を図る。 

奥出薔薇
園 

島根県
雲南市 

バラ 露地栽培で７千本のバラを作付けしており、生花のほかに

薔薇湯、ローズ液、ローズティー、バラ酒、酢やバラジャ

ムなどを生産、製品化している。 

なお、バラ園として一般公開もしており、観光施設として

の役割も果たしている。 
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表 2.1-5 材料作物からの工業製品製造事例（１） 

 島根県斐川町 

所在地 島根県斐川町 

実施主体 島根県斐川町 

取組経緯 

斐川町は、環境と農業を有機的に結びつけた環境保全・資源循環型農業を 21 世

紀型農業モデルの一つとして位置づけてきた。 

2001 年から出雲空港周辺の営農組合発足にあわせて、ひまわりの露地栽培を開

始した。ひまわりの食用油としての付加価値に加え、観光資源としての効果が

ある。またひまわり油は、石油代替燃料としてのＢＤＦ製造原料になるなど、

環境型農業としての有効に利活用できることが分かった。 

内容 

基盤整理の完了した優良農地における米にかわる新たな転作作物として、ひま

わりを環境型農業・付加価値型農業の中心に据え、その有効な利活用を目指し

ている。 

ひまわりを中心とした「斐川町バイオマス利活用計画」策定に向け、町は筑波

大学、中央農林総合研究センター、近畿中国四国農業研究センターの各バイオ

マスプロジェクトと連携し、指導・助言を得ながら、調査・事業評価・実施プ

ログラムの検討を進めている。 

主要なプロジェクトとして、以下の 6つを目指している。 

１．廃食用油ＢＤＦシステム 

２．未利用バイオマスを利活用し堆肥需給システム 

３．ひまわり菌根菌輪作体系システム 

４．ひまわりバージンＢＤＦシステム 

５．有用副産物事業化システム 

６．ひまわり飼料肥料化システム 

目標年度は、短期計画で 2010 年度、長期計画で 2020 年度と設定している。

課題 

ひまわりバイオマスの収集・導入・利用に向けて、地域の理解と協力体制の構

築を進める必要がある。 

ＣＯ２排出権や環境税などの政策支援、ＢＤＦの規格化などの国レベルでの環境

整備が望まれる。 

情報源 

バイオマス利活用推進フォーラム資料 (農林水産省 中国四国農政局) 

広報ひかわ 2005 年９月号 ウェブサイト 

http://www2.town.hikawa.shimane.jp/koho/0509/biomass2.htm 
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表 2.1-6 材料作物からの工業製品製造事例（２） 

 ＮＰＯ法人ＩＮＥＯＡＳＡ（広島県北広島町） 

所在地 広島県北広島町 

実施主体 ＮＰＯ法人ＩＮＥ ＯＡＳＡ (いーね おおあさ) 

取組経緯 

2000 年 9 月、有志が集まり、ＩＴの推進と菜の花を活用した循環型社会の形成

を目指す「みらいかいはつ提案書『甦れおおあさ』」を策定し、行政に提案した。

新たな町作りの取り組みの一つとして、「ＩＴ＆菜の花ＥＣＯの町」を掲げ、プ

ロジェクトチームが発足。ＩＴ、菜の花、ＥＣＯの頭文字をとり、ＩＮＥ Ｏ

ＡＳＡを 2001 年１月に設立した。2001 年 11 月、広島県よりＮＰＯ法人として

の認定を受けた。 

内容 

休耕田の“油田化”と地域資源環境リサイクルの構築を柱に、菜の花ＥＣＯプ

ロジェクトに取り組んでいる。 

具体的には、菜の花を４ha 作付けし、地域において食用油として利用したのち

に、回収してＢＤＦを精製し、バス等の公共交通機関に供給している。 

収穫は地域の小中学生が、環境教育の一環として行っている。同時に、刈り取

り、搾油、調理実習にも取り組んでいる。搾油は食用油として、町内家庭や学

校給食で使用している。 

使用済みの食用油については、町内会、児童会、地域飲食店と協力し回収して

いる。 

ＢＤＦ導入状況は以下の通り。 

・2000 年 12 月廃食油回収開始（現在、33 地域・学校及び 2 箇所のステーショ

ンで回収） 

・2001 年４月 BDF 精製プラント設置・精製開始 

・2001 年９月町営バス兼スクールバスへＢＤＦ100％利用開始 

・2002 年９月町営バスを更新し、ＢＤＦ20％を混合し利用開始（100ℓ/月） 

・2004 年４月広域路線バスでＢＤＦを 20％混合し利用開始（300ℓ/月） 

課題 

・コスト削減のため大量生産 

・事業採算性の確保 
・ＢＤＦの品質向上による新規販売ルートの開拓 
・官民学が連係したＢＤＦの利活用への取組み 

情報源 

バイオマス利活用フォーラム資料 (農林水産省 中国四国農政局) 

菜の花プロジェクトネットワーク ウェブサイト 

http://www.nanohana.gr.jp/file/map2003/31.html 
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表 2.1-7 材料作物からの工業製品製造事例（３） 

 岡山県笠岡市 

所在地 岡山県笠岡市笠岡湾干拓地 

実施主体 笠岡市、岡山県、井笠農業改良普及センター 

取組経緯 

岡山国体を盛り上げる一環として、菜の花栽培に本格的に取り組み始めた。笠

岡湾干拓地の 17 ha に菜の花を栽培している。菜種油などの農産加工品を特産

品化するとともに、廃油回収、ＢＤＦ利用を行う「菜の花循環システムの構築」

に取り組んでいる。 

 

内容 

2004 年に菜種油を精製し、学校給食に利用した。この廃油からＢＤＦを生産し、

トラクターや乗用車の試走行を行っている。今後は、廃油回収・ＢＤＦ精製の

システムを作っていく予定である。 

課題 

菜種油の価格が農家の採算ラインを下回っている。 

廃油回収・ＢＤＦ精製のシステムづくりに向けて、廃油回収にかかるコストの

削減が必要である。 

情報源 

山陽新聞 2005 年 4 月 9 日 

山陽新聞 2005 年 9 月 16 日 

中国四国農政局 ウェブサイト 

http://www.chushi.maff.go.jp/joho/genchi/16-11/22.htm 
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２．２ 農作物工場 

  

 ２．１節では、中山間地域の主たる資源であるバイオマスを工業用途に利活用することによる、

地域産業振興の取組みについて整理した。一方、農業に工業分野の先端技術を適用することによ

って、生産性の向上をもたらし、中山間地域の農業を活性化することも考えられる。特に、中国

地域では瀬戸内海側を中心に機械産業が集積しており、この技術シーズを活用することが期待さ

れる。 

ここでは、先端技術を用いた農業の一例である、農作物工場（以下、植物工場と同義で用語を

使用する）について、その現状、取組事例、課題等について図 2.2-1 に示した。以下、図 2.2-1

の各項目についての詳細を示す。 

 

２．２．１ 農作物工場の定義 

 
植物工場研究所によると、農作物工場は、『環境制御の自動化などハイテクを利用した植物の周

年システム』と定義されている。農作物工場はコンピューターにより温度、光、二酸化炭素、培

養液等の環境条件を好適に制御し、自動化を施すことによって施設内で作物を天候にあまり左右

されずに省力的に生産する技術と言える。 
農作物工場は、生育環境制御、農業情報の収集、農作業の自動化による工業的植物生産という

側面を持ち、高性能な機械や情報機器を必要とするため、農業における機械化・情報化の最先端

の形態の一つとして位置づけることができる。 
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【関連団体】 

○ 植物工場普及振興会 

・ 目的：農作物工場の普及振興のための活動と情報交換 

・ 会員企業：岩崎電気、キューピー、大成建設等、民間会社 10 社 

・ 活動内容：調査・情報交換会の開催、広報・普及活動およびその他目的遂行に必要な事業 

 

○ 日本植物工場学会 

・ 目的：21 世紀の豊かな社会を実現するために植物の効率的生産法の確立 

・ 活動：研究発表会の開催、会誌の発行・出版、地方支部の結成または結成の援助、調査研究の助成、

関連する他学会・諸機関との協力・連携 

 

○ 植物工場研究所 

・ 事業内容：植物の人工的栽培技術・農作物工場の立ち上げ・農作物工場の運営について、相談にのり、

研究開発や事業展開に協力する 

【農作物工場の構成要素および最近のトピックス】 

農作物工場では、光、温度、二酸化炭素濃度、水環境等、生育環境の制御が大きな構成要素となっている。農作物工場に関する事例、

及び、研究開発動向調査をもとに、主要構成要素ごとに最近のトピックスを示す。 

 

【農作物工場の定義】  

＜農作物工場とは＞ 

 『環境制御の自動化などハイテクを利用した植物の周年生産システム』（植物工場研究所※による定義） 

―コンピュータにより温度、光、二酸化炭素、培養液等の環境条件を好適に制御し、自動化を施すことによって施設内 

で作物を天候にあまり左右されずに省力的に生産する技術。太陽光併用型・完全制御型の 2 種類に分けられる。 

＜農作物工場システムとは＞ 

『閉鎖的または半閉鎖的な空間内において、植物およびそれに付随する生物さらにはそれらの代謝物質などを計画生産し、 

また生産物を貯蔵、加工、流通、利用するための合理的システム』（植物工場研究所※による定義） 

 
※【関連団体】の項参照 

 

  

 

光の制御 

○ 太陽光併用型工場は、室温制御の複雑さや太陽光の熱による冷却負荷の増大が弱点である。 

○ 完全制御型工場において、照明の波長や光量を制御して、植物の種類ごとに最適な照射条件（光強度・波長・日長）

が模索されている。ＬＥＤは波長の制御が容易で、かつ省エネルギーな照明として有望視され、光学機器メーカー

の取組みが盛んである。 

二酸化炭素濃度の制御 

○ 発電・暖房用に LPG や天然ガスを燃

やし、排気ガスとして生成した二酸

化炭素を工場内に引き込む例が見ら

れる。 

温度制御 

○ コージェネレーションの導

入や、寒冷地における雪や

氷の冷熱利用、地熱利用の

実証等、省エネルギー化の

取組みが見られる。 
水環境（養液）制御 

○ 環境負荷低減のために、養液の循環利用

が行われており、循環技術や殺菌技術の

開発が行われている。 

【農作物工場事例】 

表 代表的な農作物工場事例 

運営主体 所在地 操業年 栽培品種 特徴 

(株)夢ファーム有漢 

（有漢町・旭食品出資） 

岡山県 1999 年 リーフレタス 完全制御型工場。衛生管理に

よる完全無農薬 

(株)日本農園 

（河原出資） 

広島県 2005 年 ボストンレタス 栽培方法(フローティングラ

フト技術) 

(株)世羅菜園 

（建設事業者・カゴメ出資）

広島県 2001 年 生食用トマト ロックウール養液による栽

培 

(財)北海道農業企業化研究

所 

北海道 2001 年 サンチュ・トマト

等 

ロボットによる定植、収穫、

運搬 

(株)ＣＣＳ 千葉県 2005 年 レタス、サンチュ

等 

同社で植物毎にＬＥＤの最

適条件を検証中 

 

田園倶楽部北海道

・パソナ O2 

世羅菜園・日本農園

・加太菜園

図 農作物工場分布（植物工場普及振興会資料、及び、MRI 調査情報を追加） 

・ＣＣＳ植物育成プラント 

図 2.2-1 農作物工場を取り巻く現状 

 

＜参考資料＞ 

・『植物工場の運営事情（上）（下）』 農業電化 58 巻 4 号、5号  

・建築と社会 2005 年 6月号 

・日本植物工場学会、植物工場研究所、植物工場普及振興会 各ウェブサイト 他 

【農作物工場の経緯】 

1985 年 つくば科学万博開催。農作物工場が展示される。 

1987 年 植物工場システム展開催 

1989 年 日本植物工場学会※設立 

1990 年 国内で初めて実証規模の営業運転施設が建設される。 

1993 年 植物工場普及振興会※発足 

1993 年～2000 年 農林水産省先進的農業生産総合対策事業として、農作物工場に対する補助事業が実施される。 
※【関連団体】の項参照

【農作物工場の利点と課題】 

利点 課題 

・ 環境条件を最適に制御できることから、高

効率生産が実現可能。 

・ 品質、収量ともに安定した生産が実現可能。 

・ 高い衛生管理により無農薬・低細菌の農作

物を生産可能。 

・ 土壌環境によらず、栽培が可能。 

・ 生育時の環境変動が少ないため、環境

変動への許容幅が小さく（一般施設園

芸に比べて許容幅は約半分）、精密な

環境管理が必須とである。 

・ 設備投資費・エネルギー費によりコス

トが高い。 

北海道農業企業化研究所

アグリプラント 
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２．２．２ 農作物工場の経緯 
 
国内における農作物工場の本格的研究は 1974 年に日立製作所中央研究所で始められた。同所

では、植物生長と環境条件との関係を精密に定量化することに成功し、日本の農作物工場研究の

基礎となった。1980 年頃から他の企業においても研究開発が開始された。1985 年のつくば科学

博覧会におけるレタス栽培の農作物工場の展示、1987 年の植物工場システム展開催といった形で、

世の中にも現れ始めた。 
そして、1989 年に日本植物工場学会が設立され、1990 年には国内で初めて実証規模の営業運

転施設が建設された。1993 年には、農作物工場の技術を持つ 10 社ほどの企業が、植物工場普及

振興会を発足させた。その後、農業の衰退、後継者問題の切迫化に伴い、様々な主体による農業

参入の一手段として有望視され、関連する規制緩和の動きも追い風となって、1990 年代中頃より

農作物工場の事業化事例が見られるようになった。国の動きとしては、1993 年から 2000 年まで

の間、農林水産省先進的農業生産総合対策事業として、農作物工場に対する補助事業が実施され

た。 
 
２．２．３ 農作物工場の構成要素 
 
 農作物工場では、生産過程の自動化と環境条件の制御という２つの側面において、工業技術を

利用している。生産過程の自動化は、農業機械の高度化（４章にて記述）の一環として位置づけ

られるため、本項では、土地利用型農業では見られない農作物工場独自の特徴である環境条件の

制御を取り上げ、その内容、種類、最近の取組み等について整理した。なお、最近の農作物工場

に関する発表論文について、表 2.2-1 に示す。 
農作物工場は、光の照射方法によって、太陽光併用型と人工光を用いた完全制御型の 2 種類に

大別される。太陽光併用型の農作物工場においては、基本的には太陽光によって栽培し、日差し

が弱いときに照明を点灯して補光する。一部では日差しが強ければ遮光カーテン等で調節する例

も見られる。しかし、完全制御型と比べて光の制御や室温の制御（後述）が複雑化するという課

題もある。そのため、栽培作物や地理条件等によって、最適な方法を選定する必要がある。 
 
・ 光の制御 
光の制御は、光を最適条件（光強度・波長・日長）で照射することで光合成を促進し、栽培周

期を早めて高効率に生産する。太陽光併用型の農作物工場では、完全制御型の農作物工場と比べ、

必要な光の供給量は小さいが、補光の制御は複雑になる。 
照明の種類としては、蛍光灯、高圧ナトリウムランプ、ＬＥＤ等がある。ＬＥＤは波長の制御

が容易で、かつ省エネルギーな照明として有望視されている。完全制御型の農作物工場では、光

の強度や波長を制御して、植物の種類ごとに最適な照射条件とすることが検討されている。
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表 2.2-1 農作物工場に係る研究開発事例 

  論文タイトル 著者 著者所属 出典 

植物工場運営の現場事情 小倉東一 （株）エム式水耕研究所 農業電化 58 巻 4号、5号 2005.4 

概要 
人工栽培技術の歴史と現状 新名惇彦 奈良先端科学技術大学大学院 教授 建築と環境 2005.6 

植物工場における光環境の制御 後藤英司 千葉大学園芸学部教授 建築と環境 2005.6 

光制御 
ＬＥＤの農林水産分野への応用 内田浩二、田沢信二 岩崎電気株式会社 農業電化 57 巻 12 号、2004.11 

植物工場における熱制御 森元正則 三菱電気ビルテクノサービス株式会

社 参事 

建築と環境 2005.6 

温度制御 小型冷蔵施設を閉鎖型苗生産システムとして利用す

るためのユニット型多段式育苗装置の簡易気温制御

渋谷俊夫 1、和田光生 1、冨樫雄三

2、大西鉄男 3、清田信 1 

1:大阪府立大学大学院農学生命科学

研究科、2:大阪府立大学農学部、3:

関西電力株式会社 

植物工場学会誌 16(3) 2004 

植物工場における空気・水制御と上屋 中村謙治 エスペックミック株式会社 建築と環境 2005.6 

水・空気制御 
植物工場レタスの硝酸濃度低減化に関する研究 吉村健二 1、植木博子 1、筱正雄 1、

伊藤博通 2、山本博昭 2 

1:神戸大学大学院自然科学研究科、2:

神戸大学農学部 

日本農業気象学会全国大会日本生物環境調

節学会大会合同大会後援要旨 2004 

制御システム 
高度植物生産を支援するコンピュータ利用システム

の研究 

星岳彦 東海大学開発工学部生物工学科 日本農業気象学会全国大会日本生物環境調

節学会大会合同大会後援要旨 2004 

培地温度管理型栽培システムによるイチゴ栽培 宮本昭夫 四国計測工業株式会社 OP ソリューシ

ョン事業部 

建築と環境 2005.6 

きのこ栽培工場 寺下隆夫 近畿大学農学部応用生命化学科教授 建築と環境 2005.6 
個別作物関連 

トマト栽培における環境制御 向井慎司 カゴメ株式会社生鮮野菜ビジネス・ユ

ニット事業企画グループ課長 

建築と環境 2005.6 

人工環境下での植物栽培 久山敦 咲くやこの花館調査役 建築と環境 2005.6 

実証結果・事例 
工場で作る安心・安全な野菜 浅見三二 東京都小平市小川町 農業電化 57 巻 13 号、2004.12 
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・ 温度制御 
気温や、肥料・養液・培地等の温度を制御して、土地の気候に左右されない栽培を行う。多く

の電力を消費する箇所であるため、コージェネレーション、寒冷地における雪や氷の冷熱の利用、

地中熱利用等による省エネルギーの取組みがなされている。 
・ 二酸化炭素濃度の制御 
二酸化炭素濃度を増加させることで光合成を促進し成長を早めることを目的とするものであり、

700～1,000 ppm 程度に制御するのが一般的である。炭酸ガスボンベや液化炭酸ガスによって供

給することが多いが、発電・暖房用の LPG 等から発生する排気ガスより精製した二酸化炭素を工

場内に引き込む例もある。 
・ 水環境（培養液）制御 
水耕栽培では、土を使わずに養液中を用いて栽培しているが、養液中の肥料濃度を制御する。

肥料濃度の管理指標として、pＨ、EC（電気伝導度）の２つが用いられる。なお、環境負荷低減

を目的として養液の循環利用が行われることもあるが、病原菌の蔓延を防ぐため、養液殺菌技術

の開発も行われている。 
 
 
２．２．４ 農作物工場の利点と課題 
 
農作物工場における作物生産では、露地における土地利用型の作物生産と比較すると、以下の

ような利点が挙げられる。 
 

・ 高効率生産、品質・収量ともに安定した生産が実現可能 
 環境条件が制御されているので、気候変化等の環境ストレスが少ない。従って、農作物の生

長速度を制御でき、かつ品質・量とも一定となる。 
・ 高い衛生管理により無農薬・低細菌の農作物を生産可能 
 完全制御型の工場では土壌を使用せず、人が出入りする際に徹底的な衛生管理を行う。従っ

て、細菌数が極めて少なく、また農薬を使う必要がないので、無農薬野菜が生産できる。 
・ 地域環境の影響を受けずに生産可能 
 農地の有無や気候の違いに関係なく栽培可能である。 

 
一方で、課題としては以下の事項が挙げられる。 

 
・ 環境変化への適応性 

一般の施設園芸に比べ、環境変動の許容幅は約半分になると言われている。原因としては、

生育時の環境変動が少ないため、植物が順応するためと考えられている。従って、農作物工場

の運営にあたっては、より精密な環境制御が求められる。 
・ 高コスト 

初期投資の減価償却、エネルギー費が生産費の大きな割合を占める。そのため、市場で競争

力を持つためには、加工等による作物の高付加価値化や、省エネルギー化などが必要である。 
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 以上より、農作物工場の普及のためには、施設単価、使用エネルギーを低減することが求めら

れる。これらの課題を克服するために、生産現場に求められる取組みおよび機械産業へのニーズ

について、表 2.2-2 に整理した。 
 

表 2.2-2 生産現場及び機械産業に求められる取組 

課題 機械産業へのニーズ 
施設単価の低減 低コスト型農業機械の開発 
使用エネルギー 省エネルギー機器の開発（自然エネルギー、廃棄物の利用） 
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２．２．５ 農作物工場の事例 
 

（１）代表的な農作物工場の事例 

 全国における農作物工場の立地状況を図 2.2-2 に示し、代表的な事例を表 2.2-3 に示した。図

表に示した他にも、多くの農作物工場が全国各地に存在している。栽培作物としては、リーフレ

タス、サラダ菜等の葉物野菜や、トマトが多数を占める。事例についての詳細情報を、表 2.2-4

～表 2.2-13 に整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.2-3 代表的な農作物工場の事例 

運営主体 所在地 操業年 栽培品種 特徴 

(株)夢ファーム有漢 
（有漢町・旭食品出資） 

岡山県 1999 年 リーフレタ
ス 

完全制御型工場。衛生管理による
完全無農薬 

(株)日本農園 広島県 2005 年 ボストンレ
タス 

栽培方法(フローティングラフト
技術) 

(株)世羅菜園 
（建設事業者、カゴメ出資） 

広島県 2001 年 生食用トマ
ト 

ロックウール養液による栽培 

(財)北海道農業企業化研究
所 

北海道 2001 年 サンチュ、ト
マト等 

ロボットによる定植、収穫、運搬

ＣＣＳ植物育成プラント 千葉県 2005 年 レタス、サン
チュ等 

同社で植物毎にＬＥＤの最適条件
を検証中 

田園倶楽部北海道 

・パソナ O2 

北海道農業企業化研究所

世羅菜園・日本農園

・加太菜園

図 2.2-2 全国の農作物工場 （出典）植物工場普及振興会資料に MRI 調査情報を追加 

・ＣＣＳ植物育成プラント 

アグリプラント 
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表 2.2-4 農作物工場の事例（1） （1/2） 

 財団法人北海道農業企業化研究所 （北海道） 

所在地 北海道樺戸郡浦臼町 

実施主体 

・出資状況 
神内良一氏個人による出捐 

経緯 

1997 年 神内良一氏（消費者金融（株）プロミスの会長）が農業生産法人有限

会社神内ファーム２１を設立。複合リゾート計画用地を取得したもの

で、総土地面積 600 ha（うち農地面積 280 ha）。 

1998 年 着工 

2001 年 完成（建設費用 40 億円）、生産開始 

2003 年 財団法人北海道農業企業化研究所設立、同所へ植物工場を移管。 

内容 

農業の集団化・企業化を実現するための手法（農業経営のモデル化）を研究し

ている。その一環として、下記の施設における研究栽培を実施することで、厳

寒の北海道における周年生産を実施し、生産性の向上を図っている。 
・プラントファクトリー 

3000 m2の温室において、60 種類以上の作物種について研究栽培を実施し、現

在はサンチュ、サラダ菜、ミディトマト、小型チンゲン菜等を栽培している。

サラダ菜を年 10 作収穫できるなど、生産性が向上した。また、研究の結果を

反映して、高収益な作物を栽培しており、収益性を高めている。 

作物ごとの栽培プログラムを開発し、農作業をマニュアル化することで、若

年者の就農を促進している。 

・「フルーツハウス」（(有)農業生産法人有限会社神内ファーム２１所管） 

南方系果実（バナナ、ドラゴンフルーツ、パパイヤ、マンゴ、パッションフ

ルーツ等）の温室栽培を実施している。 
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機械化・情報

化 

プラントファクトリーにおける取組み 

・ローリングベンチ式のスペーシング装置があり、収穫期に入ったパネルにつ

いて、パネル間に作業スペースをつくり、そこに人が入って手で収穫する。

・ムービングベンチ式の栽培室では、栽培段階に従って栽培パネルが時計回り

に自動で移動し、人が移動することなく収穫作業と栽培苗のセットを行う。

・ロボット式の栽培室では、クレーンが自動で移動し、苗のセットと収穫を行

う。 
・温室内の室温が 30℃を超えると、まず窓が自動開閉して室温を下げる。30℃

以下にならない場合、上部から霧を噴射する。それでも 30℃以下にならない

場合、氷蓄熱による冷房が入る。 
・室温、養液の EC（塩分濃度）、pH 等の栽培条件は、全て制御盤で一括管理し

ている。屋外の気象条件も常時モニタリングしており、操業開始以来、栽培

条件とともにデータを蓄積している。 
・温室制御のソフトウェアは独自のリソースを用いて構築している。また、機

器に異常が発生した場合 PHS に警報が鳴るしくみを作っている。 

フルーツハウスにおける取組み 
・年間の温度変化が小さい地下 100m の空気をヒートポンプによって冬季 7℃、

夏季 15℃に調節し、地下 70cm に敷設したパイプ内に通すことで地中温度を

調節している（地中熱利用ヒートポンプシステム）。） 

計画・課題 

各使用施設・機器のコストダウンが課題である。 
今後も農業の集団化・企業化を実現するための手法（農業経営のモデル化）を

研究していくが、植物工場に関しては、限られた農地の中で高生産性を実現す

るための施設（植物工場の普及版）の実用化に向けた研究を実施する計画であ

る。 

情報源 

・ヒアリング 

・日経バイオビジネス 2002 年 4 月号 

・植物工場普及振興会 

http://www.tagf.org/now/map.htm 

・十勝毎日新聞社 2003 年 年間キャンペーン 『農プラス１』特集記事 

http://www.tokachi.co.jp/kachi/03nou/6-3.html 

・北海道新聞 2004 年 9 月 7 日朝刊 

・岩崎電気株式会社 光応用分野 納入施設例 

http://www.iwasaki.co.jp/info_lib/eoe/34.html 

・山武アドバンスオートメーションカンパニー 導入事例 

http://www.compoclub.com/products/casestudy/jinnaifarm21/casestudy1.ht

ml 

・地中熱利用促進協会 施工例 

http://www.geohpaj.org/introduction/example/exam050.htm 

 

表 2.2-4 農作物工場の事例（1） （2/2） 
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表 2.2-5 農作物工場の事例（2） 

 田園倶楽部北海道 

所在地 北海道千歳市 

参入企業 

・出資状況 
農業生産法人（株）田園倶楽部北海道 資本金 5000 万円 

経緯 

1997 年 4 月 オムロンの孫会社と永田農業研究所の共同出資により、農業生産

法人（有）おさつフロンティアファームが設立。 

1998 年 12 月 竣工、1999 年 1 月に栽培を開始 

2002 年 3 月 オムロンが撤退。それに伴いおさつフロンティアファームをはじ

めとした関連会社は全て解散したが、（株）相互造林が引継ぎ、（株）

田園倶楽部北海道として操業開始。 

内容 

7.1 ha のガラス温室にて、フルーツトマトを栽培しており、糖度が 1.5 倍以上

の、高付加価値のトマトを安定的に提供している。 

農作物の原産地の環境条件に合わせた「永田農法」によって栽培している。 

機械化・情報

化 

温度、湿度、光、肥料を集中管理・自動制御している。温度制御の際、人間の

感覚に基づき、温度制御プログラムを修正することで、収穫率の向上とボイラ

ーのコストを年間 7000 万円削減することに成功した。また、灌水管理を自動化

している。 

情報源 

グリーンジャパン ウェブサイト 関連記事 

http://www.greenjapan.co.jp/pronewsagribz.htm 

日経ビジネス 1999 年 5 月 3日号 

日経バイオビジネス 2002 年 4 月号 

日本農業新聞 2003 年 7 月 9 日 

田園倶楽部北海道 ウェブサイト 

http://www.natural-wonder.jp/denen_voice/ 

自治体チャンネル 2004 年 7 月号 

 



 

 2.23

表 2.2-6 農作物工場の事例(3) 

 土浦グリーンハウス 

所在地 茨城県土浦市 

参入企業 

・出資状況 
（株）JFE ライフ 

経緯 

1984 年 野菜事業開始。旧(株)川崎製鉄の西宮工場遊休地に西宮野菜センター

を開設し、農作物工場の操業、農作物出荷を開始。 

1999 年 西宮野菜センターを三田市に移転し、JFE 三田野菜センターとして操

業開始 

2002 年 同センターの首都圏への出荷販売開始 

2004 年 土浦グリーンハウス操業開始。 

内容 

5400m2 の温室において、サラダ菜、レタス等 5 種類の葉物野菜を水耕栽培して

いる。 

「エコ作」というブランドで、レタスやサラダ菜を年間約 160 万株、首都圏の

スーパー等に出荷している。 

高効率の野菜生産（年間 28 毛作）を実現している。 

機械化・情報

化 

水耕栽培用プール内に培養液を流すことにより、野菜の生育に必要な成分が吸

収され発育が促進される「流れるプール方式」を導入している。 

温室内に引き込んだ水流の蒸発潜熱で、水に濡れたクールセル（冷却された蜂

の巣状の部屋）の中にファンで引き込んだ外気を冷却する「気化熱利用型省エ

ネ冷房システム」を採用している。 

センサーで生育環境の変化を感知し、日差しが強いと遮光カーテンがかかり、

日照量が少ないと高圧ナトリウムの電灯で補光する。 
肥料・二酸化炭素をコンピューター管理する。冬季は二酸化炭素濃度を約 3 倍

に保つ。 

計画・課題 本格稼動によって売上 4億円強を見込む。 

情報源 

植物工場普及振興会ウェブサイト 

http://www.tagf.org/now/map.htm 

読売新聞 2005 年 6 月 28 日夕刊 

朝日新聞 2005 年 6 月 25 日朝刊 be 週末 

毎日新聞 2004 年 10 月 13 日朝刊 

JFE スチール ウェブサイト (株)JFE ライフプレスリリース 2004 年 6 月 4 日

http://www.jfe-steel.co.jp/release/2004/06/g040604.html 
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表 2.2-7 農作物工場の事例（4） 

 ＣＣＳ植物育成プラント 

所在地 千葉県野田市 

参入企業 

・出資状況 
（株）ＣＣＳ 

経緯 

工業用ＬＥＤ照明システムメーカーであるＣＣＳが、農業用途を新規分野と位

置づけており、その一環として植物育成プラント事業を手掛けている。 

2005 年 6 月 出荷開始 

内容 

850 m2 の植物育成用の実験プラントを建設し、レタス、グリーンリーフ、サン

チュなどを栽培する。 

無菌環境で栽培棚を 10 段に重ねたプラントで、蛍光灯を利用した 24 時間の日

照環境を作り、促成栽培する。栽培期間は約 40 日で、農地栽培の 1/2 である。

1 日当たり 4,800 個規模で毎日生鮮野菜を出荷し、外食や食品加工業界に向けて

販売する。 
日持ちの良い無農薬野菜を、季節・気象を問わず安定供給可能である。 

機械化・情報

化 

ＣＣＳはＬＥＤ植物育成装置等を開発しており、光・温度・湿度・ＣＯ２濃度を

制御する技術を持っている。 

計画・課題 

植物育成プラント事業は 2008 年頃を目処に商品化、市場参入する予定である。

このプラントでは光源にＬＥＤを用い、5 年で投資回収できるシステムを目指

す。 

植物ごとに適した波長等、ＬＥＤの最適条件を検証し、様々な植物育成に対応

可能なプラントを提案する計画である。 

情報源 

日刊工業新聞 2005 年 6 月 2 日 

(株)ＣＣＳ ウェブサイト バイオメディカル分野 製品情報 

http://www.ＣＣＳ-inc.co.jp/bio/product/incubator_i.html 

読売新聞 2005 年 1 月 18 日 

京都新聞 2004 年 10 月 26 日 

日刊工業新聞 2004 年 3 月 8 日 
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表 2.2-8 農作物工場の事例（5） 

 パソナＯ２ 

所在地 東京都千代田区 

参入企業 

・出資状況 
パソナ 

経緯 

人材派遣会社パソナが、就農支援を実施している一環として開設した。初期投

資 1 億 8000 万円、ランニングコスト年間 2000 万円。 

2003 年 農業に関心のある中高年を対象とした農業インターンシップを実施。

（翌年には若年層、フリーターを対象に実施） 

2005年 大手町野村ビルの金庫跡に農業施設を建設。 

内容 

地下のフロア 1000 m2を、花畑、ハーブ畑、棚田、果菜畑、野菜畑、育苗室の６

つに分けて、トマトやサラダ菜、レタス、イチゴ等の野菜果物、コメ、および

花やハーブ類を栽培している。 

育苗室において、蛍光灯を利用した４段式栽培施設２台によって、サラダ菜を

水耕栽培している。 

生産物は、ビル内のカフェテリアに供給される。 

農業研修の場として活用する。 

機械化・情報

化 

光源には、ＬＥＤ、蛍光灯、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプな

どを組み合わせて用いる。 

部屋ごとに個別空調を完備している。 

計画・課題 
収穫結果や研修希望者数によっては、他の都心ビルでさらに大規模な農作物工

場を作ることも想定している。 

情報源 

読売新聞 2005 年 3 月 15 日特集 なるほど！経済 

毎日新聞 2005 年 4 月 12 日夕刊 特集 

建設通信新聞 2005 年 3 月 14 日 

朝日新聞 2005 年 1 月 9 日朝刊 

パソナ O2 ウェブサイト 

http://www.pasona.co.jp/pasona_o2/index.html 
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表 2.2-9 農作物工場の事例（6） 

 ラプランタ諏訪 

所在地 長野県岡谷市 

参入企業 

・出資状況 
オリンパスのグループ企業である株式会社ラプランタ（資本金4億円）が運営 

経緯 

1985年 植物の完全人工栽培の研究に着手 

1995 年 ラプランタの前身となる株式会社イー・ティー・ハーベストを設立 

2000 年 生産・研究施設のテスト生産を開始。 

2004 年 10 月 オリンパスイメージング岡谷事業所内にて、2億円を投じて栽培

施設を建設 

2004 年 12 月 試験生産開始。 

内容 

外食産業向けのハーブや通販向けのサラダ野菜を栽培する。 

施設に密閉空間を作ってラックを多段配置し、蛍光灯を光源として水耕栽培す

る。 

種を撒いてから約 1ヵ月半で収穫可能である。 

機械化・情報

化 

反射板を設置し光を多面反射させることで、電力コストを従来の 1/3 に低減し

ている。 

計画・課題 
生産量を拡大し、月産 1500 万円を目指す。 

栽培プラントを外販する。 

情報源 

・日刊工業新聞 2005 年 6 月 9 日 

・植物工場普及振興会 

http://www.tagf.org/now/map.htm 

・ラプランタウェブサイト 

http://www.laplanta.co.jp/ 
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表 2.2-10 農作物工場の事例（7） 

 (株)夢ファーム有漢 

所在地 岡山県高梁市有漢町 

参入企業 

・出資状況 

第三セクター夢ファーム有漢 資本金 9000 万円、従業員 15 名前後 

有漢町と（株）旭食品が 50%ずつ出資 

総工費 3 億円、うち半分は山村振興等農林漁業特別対策事業等の国の補助金よ

り拠出。 

また、農山村地域就業機会創出緊急特別対策事業過疎債(町からの出資金)も利

用している。 

経緯 

有漢町における、新たな農業振興と地域活性化を目的とした施設。 

1999 年 8 月 竣工 

9 月 生産開始 

内容 

生産量の 80％は旭食品との契約販売であり、それ以外の 20％を町内で販売して

いる。 

1000m2 の温室でリーフレタス・サラダ菜等を栽培し、1 日約 2000 株(サラダ菜

55,000 株/年、リーフレタス 470,000 株/年)を生産している(2002 年当時)。 

売上高 6500 万円。（2005 年時点） 

現在は、リーフレタスを栽培している。(2005 年 10 月時点) 

種まきから収穫までが 1 ヶ月と、露地栽培の 1/3 の期間で済み、生産効率が高

い。 

最先端農業技術を導入した野菜工場から安全な定最近野菜を生産供給すること

で、町のイメージアップを図ると共に雇用の場を確保している。 

機械化・情報

化 

ナトリウム光、液肥の噴霧、温度、炭酸ガス濃度をコンピューター制御してい

る。 

土を使わないスプレーパネル式の栽培方法を採用している。これは、山型に組

んだ台に、苗を植えたパネル 2枚を立てかける立体式の水耕栽培である。 

高圧ナトリウムランプを光源に用いて、完全制御型植物工場として稼動してい

る。 

計画・課題 
旭食品は、業務用生鮮品の 4 割を、夢ファーム有漢をはじめとした他の植物工

場で供給しているが、その割合を 6割に引き上げる意向である。 

情報源 

・中国新聞 2002 年 1 月 27 日朝刊 

・日本農業新聞 2002 年 1 月 6日 

・中国新聞 1999 年 2 月 9日朝刊 

・植物工場普及振興会 

http://www.tagf.org/now/map.htm 

・高梁市ウェブサイト 

http://www.city.takahashi.okayama.jp/view.rbz?nd=163&of=1&ik=1&pnp=24&

pnp=163&cd=593 
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表 2.2-11 農作物工場の事例（8） 

 (株)日本農園 

所在地 広島県世羅町百貫山団地 

参入企業 

・出資状況 

（株）日本農園 産業輸送機械製造の（株）河原や、同社の河原栄会長が出資。

資本金 1000 万円、従業員 24 名（パートを含む） 

経緯 
2004 年 5 月 （株）日本農園設立。 

2005 年 4 月 栽培施設が完成し、操業を開始。総事業費 8億円。 

内容 

世羅町国営開発地内の 8.5 ha の農地に、1.5 ha の栽培プラントと 981 m2の管

理棟を建設した。 

カナダのハイドロノブ社と提携し、苗床のボードを水に浮かべて移動させるフ

ローティングラフト技術を用いてボストンレタスを水耕栽培する。 

発芽から収穫まで 45 日程度であり、土による栽培に比べ 1/3 である。 

液肥を満たした 15 本のプールに苗を植えたパネルを浮かべ、成長に合わせて移

動させていく。 

完全無農薬でボストンレタスを生産しており、近年の消費者の食の安全志向か

ら付加価値の高い野菜としての販売が可能となっている。 

農産物残渣（ボストンレタスの根）は、そのほとんどを木チップ、鶏糞と混合

して堆肥にしている。 

機械化・情報

化 

水温調節機、湿度調節機、空調設備機械、酸素濃度を高める機械、発電機、包

装機械を導入している。 

外気を取り入れる屋根はウィング式で、風向きや気温に応じて開閉する。 

また、屋外にＬＰガス燃焼装置および排ガス（ＣＯ２）の貯蔵タンクを設置して

おり、排ガスをＣＯ２源として利用している。 

サラダ菜生産工場では、水温・室温・湿度・酸素濃度・ＣＯ２濃度・肥料濃度を

自動制御する必要があり、各センサからの情報をモニタリングしながら、メン

テナンスが必要な時にはパソコンでの遠隔操作が可能である。 

計画・課題 

大規模農業を行うための生産マネジメントが重要であり、今後の検討課題であ

る。 

省エネ化の取組みによって、エネルギーコストを減らすことが必要である。 

2005 年度は 500 トン(全国の 1/4)の出荷、売上 2億 5000 万円～3億円を見込む。

情報源 

ヒアリング 

日刊工業新聞 2005 年 5 月 25 日 

中国新聞 2005 年 6 月 14 日 
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表 2.2-12 農作物工場の事例（9） 

 (株)世羅菜園 

所在地 広島県世羅町百貫山団地 

参入企業 

・出資状況 
（株）世羅菜園（建設事業者、個人、カゴメ株式会社による出資） 

経緯 

世羅町が、国営農地開発事業で造成した農地への入植を、カゴメに要請。 

2000 年 建設業を営む児玉氏、農学修士の久枝氏、元町役場出身の重光氏、お

よびカゴメが出資し、農業生産法人（有）世羅菜園設立。 

2001 年 8 月に 3 ha 栽培施設が完成、10 月操業を開始。総事業費 8億円。 

2005 年 5 月に、5.5 ha の栽培設備を 22 億円かけて増設し、出荷を開始。 

内容 

ロックウール培地（デンマーク製）を利用した養液栽培により、ガラスハウス

内で生鮮用トマトを生産し、カゴメに出荷している。 

ロックウールから伸びたトマトの茎の先端をフックで誘引線から吊り下げる栽

培方法で、トマトが常に光を受けられるように、成長に合わせて 1 週間おきに

30ｃｍずつ下にずらす仕組みになっている。 

受粉は、オオクロマルハナバチを利用した自然受粉を行っている。 

養液は、肥料、水、滅菌処理した再生水（全体の３割程度）を混合したものを

利用している。 

暖房には、液化石油ガスを燃料としたボイラーを用い、パイプに温水を流す温

水循環方式によって温度制御を行っている。 

機械化・情報

化 

トマトの生育に適した光合成の条件になるように、担当者が光、温度、液肥の

濃度、ｐＨ等のパラメーターを決め、それに従って自動制御できる仕組みとし

ている。 

ガラスハウスは、天井は採光性に優れた大型ガラスで覆われ、遮光カーテンで

太陽光を調節している。また、天井は開閉する仕組みになっている。 

栽培に関する情報のほか、１時間あたり何コンテナ収穫したかなどの労務管理

や、生産コストなども全てデータ化している。 

ボイラ排ガス中のＣＯ２を温室内に引き入れている。 

計画・課題 
年間 2500 トン、9億円を出荷予定。 

労務費・エネルギーコストの削減が課題である。 

情報源 

ヒアリング 

2003 年度 民間企業等の農業法人への出資状況等の事例調査報告書 

中国新聞 2005 年 5 月 28 日 
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表 2.2-13 農作物工場の事例（10） 

 有限会社アグリプラント 

所在地 山口県下関市 

参入企業 

・出資状況 
有限会社アグリプラント  

経緯 

1993 年 葉菜類の水耕栽培（養液栽培）を開始。 

2001 年 法人化し「有限会社アグリプラント」を設立。 

2004 年 自営農業とは別に、農業生産法人(株)アグリセゾンを立ち上げ、サラ

ダ用野菜の水耕栽培の取組みを始めた。 

内容 

年間出荷量は約 90 万トン、年間総売上額は 1億 2,000 万円。 

生で食べられるサラダほうれんそうとサンチュを栽培している。 

福岡から神戸までの主要都市の市場に出荷している。 

機械化・情報

化 

サンチュは水槽に培養液をためる「湛液方式」、サラダほうれんそうは培養液を

栽培ベッド内に流す「流下方式」のシステムで栽培されている。 

情報源 

中国四国農政局 ウェブサイト 

http://www.chushi.maff.go.jp/green/42genki/2-1.htm 
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また、農作物工場では、水耕栽培等土地を利用しない栽培方式が多く用いられているため、農

地法上の農地ではない土地に立地することも可能である。農地以外の用地を利用した農作物工場

の事例について表 2.2-14 に整理した。工業団地や産廃処分跡地などを利用している事例が見られ

る。これらの事例は、企業立地、雇用促進などの製造業としての補助金を受けて事業を実施して

いると見られる。詳細な情報を得られた事例について、表 2.2-15～表 2.2-18 の個表に整理した。 

 

表 2.2-14 農地以外の用地を利用した農作物工場の事例 

工場名 所在地 運営主体 操業年 栽培品種 特徴 

未定 
（安浦産業
団地内） 

広島県
呉市 

(株 )大島
造船所 

2006 年
9 月（予
定） 

トマト ・産廃処分跡地を利用した大規模ト
マト工場 

・土地の間接リース方式を活用 
(有)グリー
ンファーム
沖美 

広島県 
沖美町 

( 有 )グリ
ー ン フ ァ
ーム沖美 

2005 年
3 月 

トマト ・産廃処分跡地を利用した大規模ト
マト工場 

(株)コスモ
ファーム・フ
ロンティア
江刺 

岩手県 
江刺市 

( 株 )コス
モ フ ァ ー
ム 

2005 年
10 月 

葉物野菜 ・赤色ＬＥＤ照射システムにより葉
物野菜の生産 

・ カット野菜・サラダ加工 

富山キノコ
センター 

富山県
富山市 

(株 )ホク
ト 

1996 年 きのこ（ブ
ナシメジ、
エリンギ、
マ イ タ ケ
など） 

・ 工場内できのこの栽培から包装
出荷まで一貫した事業を実施 

 

加太菜園 和歌山
県和歌
山市 

(株 )加太
菜園（カゴ
メ、オリッ
クス出資） 

2005 年
11 月 

トマト ・ 和歌山市の開発予定地を利用し
たトマト工場 
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表 2.2-15 農地以外の用地を利用した農作物工場の事例(1) 

 安浦産業団地のトマト工場（産業廃棄物処分場跡地に立地） 

所在地 広島県 呉市 安浦町 安浦産業団地 

参入企業 

・出資状況 

大島造船所(長崎県西海市) 設備投資額 14 億円 

復建調査設計 土地購入費 4億円 

経緯 

1982 年 広島県が国有の干拓地である安浦産業団地を買い取り、建築廃材など

の埋め立てに利用。 

1997 年 工業用地として活用する予定であったが、地盤が軟弱だったため県営

のゴルフ場を開設。 

2005 年 3 月、地盤沈下がほぼ終了したことからゴルフ場を廃止。企業団地向

けに造成。 

 団地 17.7ha のうち 10ha を復建調査設計が４億円で購入し、大島造船

所に間接リースを行う。 

大島造船所では、広島県江田島市でトマト工場の運営実績があり、施設建設や

栽培方法などのノウハウを保有していた。 

2006 年 2 月 着工 

2006 年 9 月 操業開始予定。 

内容 

初期投資の負担となる土地購入を避けるため、間接リース方式を活用。 

広さ約６ha の温室を約 18 億円かけて整備し、大型農園にてコンピューター制御

で、オランダ種など付加価値の高いトマトを栽培する。 

年間 1,300 トンの出荷を見込む。 

機械化・情報

化 

給水や屋根の開閉をコンピューターで管理する。 

オランダ製のガラス温室を改良し、イスラエル製の複合環境制御システムや灌

水設備を組み合わせた施設を利用。上からつるした容器で栽培する独自の方式

を採用する。 

補助制度 

広島県では、2004 年 12 月に間接リース方式を導入しており、リース企業と立地

企業の双方に土地取得や設備投資の補助金を出す独自メニューを提示して企業

誘致を進めている。 

県と呉市は大島造船所に設備投資の 25％、復建調査設計に土地購入費の 30％を

助成している。 

情報源 

中国新聞 2005 年 10 月 13 日 

Nikkei Net ウェブサイト 関連記事 

http://www.nikkei.co.jp/news/retto/20051013c6b1302h13.html 
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表 2.2-16 農地以外の用地を利用した農作物工場の事例(2) 

 (株) コスモファーム・フロンティア江刺（江刺フロンティアパーク内） 

所在地 岩手県江刺市 

参入企業 

・出資状況 
（株）コスモファーム・フロンティア江刺 資本金 4,500 万円 

経緯 

2004 年 6 月 江刺フロンティアパーク分譲賃貸開始。 

2005 年 1 月 コスモファーム・フロンティア江刺、江刺フロンティアパーク内

に工場立地決定。 

2005 年 2 月 着工 

2005 年 10 月 生産開始 

内容 

敷地面積は約 2360m2であり、そのうち工場は鉄骨平屋で面積は約 730 m2。 

初期投資額は用地費 3900 万円を含む 5億 5000 万円である。 

高密度超促進栽培システムにより、葉物野菜の生産からカット野菜、サラダ加

工までの一貫した事業を実施している 

レタスは播種から収穫までの期間が約３週間と、生育速度が露地栽培の約４倍

である。 

栽培システムを開発したコスモプラント（静岡県袋井市）がノウハウを提供し、

同様のシステムは千葉、静岡、北海道、和歌山の４道県、５カ所で既に稼働し

ている。 

2006 年 8 月までに 1億 7000 万円の売り上げる予定である。 

補助制度 

江刺フロンティアパークでは、立地企業に対する下記のような補助制度を設け

ている。江刺フロンティアパークは集積団地のため、補助金を受けるには基盤

的技術産業指定（75 業種）の縛りがあるが、｢75.理化学研究所及び工学研究所｣

として登録している。 

産業再配置促進費補助金：施設を移転または新増設に当たり床面積１平方メ

ートあたり 10,000 円支給（限度額 2億円） 

地域雇用開発促進助成制度：市内に居住する求職者を常用労働者として雇入

れた場合に人数に応じて一部雇用費用を支給 

江刺市企業立地促進補助制度：固定資産投資額や新規雇用者等で一定の要件

を満たす場合に用地取得（15％）、構築物の建設（10％等）、機械等の取得（10％

等）に対する経費の一部を支給 

その他、優遇税制の適用あり 

機械化・情報

化 
赤色ＬＥＤ照射による高密度超促進栽培システムを使用している。 

情報源 

江刺フロンティアパーク ホームページ 

http://www.city.esashi.iwate.jp/index/efp/ 

岩手日報 2005 年 1 月 12 日 ウェブサイト 

http://www.iwate-np.co.jp/economy/e200501/e0501121.html 

岩手日報 2005 年 11 月 10 日 ウェブサイト 

http://www.iwate-np.co.jp/news/y2005/m11/d10/NippoNews_14.html 
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表 2.2-17 農地以外の用地を利用した農作物工場の事例(3) 

 富山きのこセンター（八尾中核工業団地内） 

所在地 富山県富山市八尾町 

参入企業 

・出資状況 
ホクト株式会社 資本金 55 億円 

経緯 

(株)ホクトは 1964 年に食品包装資材の販売を目的に設立され、1983 年頃から本

格的にきのこ栽培を事業化。より消費者に密着した生産拠点の構築のため、各

地に工場・研究所の設立に取り組んでいる。 

1983 年 10 月、富山八尾中核工業団地分譲開始。 

1991 年 6 月、ホクト株式会社同工業団地に富山きのこセンターを設置。 

1996 年 6 月、富山八尾中核工業団地拡張工事竣工。 

内容 

きのこ総合研究所で研究開発された新品種のきのこを、人の手に触れない清潔

な環境で生産。 

独自にポリプロピレン製のきのこ栽培ビンを開発。 

(株)ホクトの工場では、ブナシメジ、エリンギ、マイタケ、ブナピーの４品目

を主に生産、富山工場ではブナシメジの研究、生産を行っている。 

なお、同工場内で包装資材の製造も行っている。 

補助制度 

富山八尾中核工業団地では立地企業に対して企業立地推進補助金（土地取得後 3

年以内に操業を開始しかつ操業開始後１年以内に新規雇用者が20人以上となる

場合土地・建物・機械設備の 10％を補助）を設けられている。 

情報源 

ホクト株式会社 ウェブサイト  

http://www.hokto-kinoko.co.jp/index.html 

富山県八尾町 ホームページ 

http://www.town.yatsuo.toyama.jp/YATSUO/index.htm 
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表 2.2-18 農地以外の用地を利用した農作物工場の事例(4) 

 加太菜園 

所在地 和歌山県和歌山市 

参入企業 

・出資状況 
（株）加太菜園 資本金 9000 万円（カゴメ 70%、オリックス 30%出資）  

経緯 

2003 年 4 月 和歌山市の開発予定地であるコスモパーク加太が「新ふるさと創

り特区」の認定を受けた。そのため、用地の賃貸が可能となった。

2004 年 3 月 和歌山県、和歌山市、カゴメがトマト菜園の建設協定書に調印 

2004 年 12 月 建設開始 

2005 年 6 月 第 1期分竣工 

2005 年 11 月 第Ⅰ期分完成、一部出荷開始 

2005 年 12 月 本格出荷開始 

内容 

都市開発用地において、第 1期として 5.2 ha のガラス温室を建設し、カゴメブ

ランド「こくみトマト」を栽培する。 

第 2期として 5.2 ha（2008 年 3 月出荷）、第 3期として 9.7 ha（2010 年 5 月出

荷）の温室増設を行い、最終的に 20.1 ha、6,000 トン/年の出荷を目指す。 

全施設の総工費は約 47 億円で、稼動時は 300 人の雇用を予定し、年間売り上げ

23 億円を見込む。 

機械化・情報

化 

ロックウール養液栽培を行い、温室内の温度、湿度、潅水をコンピューターに

よって自動制御する。 

情報源 

「農」が変える食ビジネス 

カゴメプレスリリース 2004/10/12 

http://www.kagome.co.jp/news/2004/041013.html 
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（３）農作物工場事例から見られる特徴 

以上に示した事例から見出される主な特徴は以下の通りである。 

 

＜収益性向上＞ 

・ 周年促成栽培によって、通常の栽培と比べて農地面積あたりの作物収量が向上する。夢ファ

ーム有漢、ＣＣＳ植物育成プラント、日本農園等が挙げられる。 

・ 農産物の高付加価値化による収益性向上を図る事例が見られた。例としては田園倶楽部北海

道のフルーツトマト、コスモファーム・フロンティア江刺のサラダ、北海道農業企業化研究

所の黄ニラが挙げられる。 

 

＜省エネルギー＞ 

・ 室内冷房を目的とした省エネルギーの取組みが見られた。例としては、北海道農業企業化研

究所や新庄神室高校にて実施されている氷雪エネルギーの利用による冷房、日本農園や土浦

グリーンハウスで見られる水の蒸発潜熱を利用した冷房方式が挙げられる。 

・ 一方、暖房については例が少ないが、神内ファーム２１で地中熱利用の取組みが見られる。 

 

＜参入企業＞ 

・ 機械メーカーやプラントメーカー、光関連機器メーカーといった、施設ノウハウを持った企

業による事業展開事例が見られた。例としてはＣＣＳ、土浦グリーンハウス、安浦工業団地

のトマト工場が挙げられる。 

・ 地元の異業種企業による参入事例が見られた。例としては、世羅菜園や日本農園が見られる。 

・ 食品会社による、自社ブランド食品製造のための事業展開事例が見られた。例としては、カ

ゴメによる世羅菜園・加太菜園、旭食品による夢ファーム有漢、ホクトによる富山キノコセ

ンターが挙げられる。 
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２．３ 先進事例調査 

 

２．２節で取り上げた農作物工場の中から、中国地域における事例を中心に、事業概要、機械

化・ＩＴ化の取組状況、廃棄物・エネルギーに係る取組状況、今後の課題等についてヒアリング

調査を実施した。調査対象とした企業を表 2.3-1 に示す。 

 

表 2.3-1 ヒアリング調査を実施した農作物工場 

企業名 所在地 特徴 出資企業（関係する
企業） 

開始年 

株式会社 
世羅菜園  
（委員企業） 

広島県 
世羅町 

ガラス温室で、カゴメブランド「こくみト
マト」をロックウールにて栽培 
光量、温度、湿度等をコンピューターで自
動制御 

建設事業者、株式会
社カゴメ 

2002年 

株式会社 
日本農園 
（委員企業） 

広島県 
世羅町 

ボストンレタスの水耕栽培 
プールの水温、液肥の温度、室温をコンピ
ューター制御 

株式会社河原 （産
業輸送機械） 

2004年 

(財)北海道農
業企業化研究
所(※) 

北海道樺
戸郡浦臼
町 

サンチュ･トマトなど 10 種以上の野菜、フ
ルーツを温室栽培 
ロボット補助による定植、収穫、運搬の省
力化 
温度、湿度、照度、ＣＯ２濃度などの栽培
条件制御 

個人出捐 2001 年 

(※)農業の後継者育成、農業経営の改善等を目的として、2003 年に設立された。もともと農業生産法人有限会社

神内ファーム２１が建設、運営していた植物工場について、同研究所の設立に伴いその運営管理が移管された。 
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２．３．１ ヒアリング内容の概要 

  

各事業者へのヒアリング内容のポイントを、以下に順を追って示す。 

 

＜株式会社世羅菜園（ロックウール栽培によるトマト製造工場）＞ 

 

◆農業参入 

建設業から農業へ参入したのは、公共事業の削減に対応して、他の事業に取り組む上で、世羅町

では建設業の他には農業しかないと考えていたからである。 

農林水産省の補助事業を利用している。補助は、個々の設備や機械に対して出るのではなく、施

設に対して一括して補助される（補助率 50％）。 

ロックウール培地（デンマーク製）を利用した養液栽培により、ガラスハウス内で生鮮用トマト

を生産しカゴメに出荷している。 

◆農業の機械化・ＩＴ化の取組み 

水量、温度、光、ｐＨ、液肥濃度等コンピューターで自動制御している。 

ガラスハウスは、軒高 5.3m、間口 8m のガラス室で、天井は採光性に優れた大型ガラスで覆われ、

遮光カーテンで太陽光を調節している。また、天井は自動開閉する仕組みになっている。 

かん水が一日停止すると全てのトマトが枯れてしまう可能性があり、機械には安定性と信頼性が

求められため、現在はメンテナンス体制の整っているオランダ製の機械を利用している。国内で

の作業機械の開発・生産は市場が未だ小さい状況にある。 

◆廃棄物及び規格外品の処理、エネルギーの最適化に係る取組み 

使用済みロックウールについては、特殊肥料の副資材として再利用する仕組みを確立した。 

規格外品や茎などの廃棄物の処理方法については、炭化装置やメタン発酵装置も検討したが、副

産物の処理費用が高いため、結局は堆肥舎で堆肥製造をしている。 

液化石油ガスをバイオガスで代替する可能性をＮＥＤＯの未利用エネルギー事業の採択を受けて

検討を行っている。事前検討の際に、工場から出る残渣だけでは、工場で利用するエネルギーの

ごく一部しかまかなえないことがわかっている。 

◆課題・ニーズ 

労務費、エネルギー費をいかに安くするかが課題である。労務費については、収穫を自動化する

こと、エネルギー費についてはコストの安い熱源を確保することが重要である。 

日本は海外と比較して設備や建設コストが２倍程度高く、補助金がないと設備投資は難しい。 
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＜株式会社日本農園（水耕栽培によるボストンレタス工場）＞ 

 

◆農業参入 

植物工場は装置産業であり、株式会社河原で蓄積したノウハウが生かせると思い参入した。農業

のノウハウも必要だが、むしろシステム制御のほうが重要である。 

農地は、広島県が世羅町の国営開発地に農業団地を造る計画を立てていた土地を安く購入した。

農地で農業を行う場合は土壌を利用することが条件であり、土地をコンクリート等で固めてしま

うことはできないため、水耕栽培の水槽の下にはシートを敷いて利用している。 

日本農園では、完全無農薬でボストンレタスを生産しており、近年の消費者の食の安全志向から

付加価値の高い野菜としての販売が可能となっている。 

◆農業の機械化・ＩＴ化の取組み 

ボストンレタス生産で利用している機械は、主に、水温調節機、湿度調節機、空調設備機械、酸

素濃度を高める機械、発電機、包装機械などである。また、屋外にＬＰガス燃焼装置および排ガ

ス（ＣＯ２）の貯蔵タンクを設置しており、排ガスをＣＯ２源として利用している。 

設備全体の自動化については可能と考えるが、機械で行う場合のコストと人手で行う場合のコス

トを工程ごとに比較しながら、コストの安い方を選択していくことになる。 

サラダ菜生産工場では、水温・室温・湿度・酸素濃度・ＣＯ２濃度・肥料濃度を自動制御する必

要があり、各センサからの情報をモニタリングしながら、メンテナンスが必要な時にはパソコン

での遠隔操作が可能である。 

◆廃棄物及び規格外品の処理、エネルギーの最適化に係る取組み 

農産物残渣（ボストンレタスの根）は、そのほとんどを木チップ、鶏糞と混合して堆肥にしてい

る。 

エネルギー費についてはほとんどが電気代であり、その他はＣＯ２供給等のエネルギーとなって

いる。 

エネルギーのコストが低いカナダから導入したファンなどの大型設備について、今後省エネ化の

対策を考える必要がある。 

◆課題・ニーズ 

大規模農業を行うためには生産マネジメントが重要であり、今後の検討課題である。 

また、カナダの栽培システムを利用した現在の工場を、日本のノウハウを利用した省エネ型工場

にする必要がある。エネルギーコストを減らすことは、他のコストを減らすことと比較すると絶

大な効果が得られると考えている。 
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＜財団法人北海道農業企業化研究所（太陽光温室、人工光温室等による多種類の農作物栽培）＞ 
 
◆農業参入 
北海道の農業の収益性を強化すること、就農者を育成することを目的として農業参入を行った。 
自然科学的側面と社会科学的側面の双方から、農業経営のモデル化を研究しており、植物工場は

農業における定量出荷の確立および労働環境改善のための施設として位置づけている。 
2001 年の操業開始以来、太陽光温室、人口光温室、太陽光併用型温室等の多種の施設栽培温室に

おいて、60 品目以上の作物種について研究栽培を実施してきた。 
現在は、サンチュ、サラダ菜、小型チンゲン菜などの葉物野菜の他、ミディトマト、黄ニラを生

産し、市場に直接出荷している。 
 
◆農業の機械化・ＩＴ化の取組 
ローリングベンチ式のスペーシング装置があり、収穫期に入ったパネルについて、パネル間に作

業スペースをつくり、そこに人が入って手で収穫する。 
ムービングベンチ式の栽培室では、栽培段階に従って栽培パネルが時計回りに自動で移動し、人

が移動することなく収穫作業と栽培苗のセットを行う。 
ロボット式の栽培室では、クレーンが自動で移動し、苗のセットと収穫を行う。 
温室内の室温が 30℃を超えると、まず窓が自動開閉して室温を下げる。30℃以下にならない場合、

上部から霧を噴射する。それでも 30℃以下にならない場合、氷蓄熱による冷房が入る。 
室温、養液の EC（塩分濃度）、pH 等の栽培条件は、全て制御盤で一括管理している。屋外の気

象条件も常時モニタリングしており、操業開始以来、栽培条件とともにデータを蓄積している。 
温室制御のソフトウェアは独自のリソースを用いて構築している。また、機器に異常が発生した

場合 PHS に警報が鳴るしくみを作っている。 
 
◆エネルギーの最適化に係る取組 
冬季の外気を利用して 1000 トンの氷を作り、夏季の温室冷房のために利用している（温室用氷

蓄熱システム）。また、同様の氷蓄熱システムを予冷室にも適用している。 
【関連する取組み】 
神内ファーム２１が管理する南方系果実温室において、年間の温度変化が小さい地下 100m の空

気をヒートポンプによって冬季 7℃、夏季 15℃に調節し、地下 70cm に敷設したパイプ内に通す

ことで地中温度を調節している（地中熱利用ヒートポンプシステム）。） 
 
◆課題、ニーズ 
植物工場での実績を生かして、一般農家が導入可能な施設（植物工場の普及版）の研究開発を行

い、限られた農地の中で高い生産性を実現することを目指している。 
農業機械の導入コストが高いため、大手メーカーや町の中小企業等、様々なリソースを活用して

コストダウンに取組む必要がある。 
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２．３．２ ヒアリング調査のまとめ 
 
３事業者へのヒアリングによって、特に注目すべきポイントや課題について以下に示す。 

 
・ 各事業者とも、保有する技術力、地域条件の合致、販路の確保、資金の確保等の面での強み

を活かして農業分野へ参入している。 
・ 農作業の自動化によって作業負荷の軽減を図っている。就農支援、後継者育成に向け、農作

業の自動化・省力化に資する機械や、エネルギーの有効利用に資する機械・設備を導入して

いる。 
・ 機械設備コスト、エネルギーコストに改善の余地があることが分かった。従って、機械産業

による貢献が期待されるとともに、未利用バイオマスの利用によるエネルギー供給によって、

資源の有効利用とエネルギーコストの削減が期待される。 
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２．４ まとめ 
 
 本章ではバイオマス利活用事業として、バイオマスを用いた工業製品および農作物工場を取り

上げ、それぞれについて現況、事例を概観した。また、農作物工場について先進事例へのヒアリ

ングを実施し、課題、今後の方向性について整理した。その結果、中山間地域活性化に向けて様々

なバイオマス資源活用事業が考えられるとともに、機械産業が、農作業負荷の低減、生産性の向

上やバイオマスエネルギーの有効利用等の面で、大きな役割を期待されていることが示唆された。 
 



 3.1

第３章 バイオマス資源活用事業の担い手 

 第２章では、バイオマス資源活用事業として、バイオマスを原材料とした工業製品や農作物工

場の事例を取りあげた。一方、近年、中山間地域においては過疎化が進んでおり、バイオマス資

源活用事業の実施にあたっては、その担い手の確保が重要となる。 
 
 このような背景のもと、近年、特区制度をはじめとした農業の規制緩和が進められており、農

業生産法人以外の異業種からの参入要件が大幅に緩和されている。その結果、最近では建設事業

者や食品事業者等の異業種から農業等に参入する事例が増加している。 
  
 第３章では、バイオマス資源活用事業のうち農作物工場等の農業について、その事業の新たな

担い手の候補として建設事業者を取り上げ、参入の可能性について調査した。具体的には、農業

の規制緩和の動向、それに伴う建設事業者等の異業種からの農業参入事例を整理した。これを踏

まえ、中国地域における建設事業者について、農業等のバイオマス資源活用事業への参入意向に

ついて、アンケート調査により把握した。 
 
 
３．１ 農業参入に係る規制緩和の動向 

  
３．１節では、行政の動きとして農業参入に係る規制緩和の動向を整理した。異業種参入の観

点から農業の規制緩和を取り巻く現状について、図 3.1-1 に整理し、個別の内容については、以

降に記述した。 



 3.1

第３章 バイオマス資源活用事業の担い手 

 第２章では、バイオマス資源活用事業として、バイオマスを原材料とした工業製品や農作物工

場の事例を取りあげた。一方、近年、中山間地域においては過疎化が進んでおり、バイオマス資

源活用事業の実施にあたっては、その担い手の確保が重要となる。 
 
 このような背景のもと、近年、特区制度をはじめとした農業の規制緩和が進められており、農

業生産法人以外の異業種からの参入要件が大幅に緩和されている。その結果、最近では建設事業

者や食品事業者等の異業種から農業等に参入する事例が増加している。 
  
 第３章では、バイオマス資源活用事業のうち農作物工場等の農業について、その事業の新たな

担い手の候補として建設事業者を取り上げ、参入の可能性について調査した。具体的には、農業

の規制緩和の動向、それに伴う建設事業者等の異業種からの農業参入事例を整理した。これを踏

まえ、中国地域における建設事業者について、農業等のバイオマス資源活用事業への参入意向に

ついて、アンケート調査により把握した。 
 
 
３．１ 農業参入に係る規制緩和の動向 

  
３．１節では、行政の動きとして農業参入に係る規制緩和の動向を整理した。異業種参入の観

点から農業の規制緩和を取り巻く現状について、図 3.1-1 に整理し、個別の内容については、以

降に記述した。 



 3.3

３．１．１ 異業種の農業参入に対する規制緩和の動き 

 

近年、農業の担い手の高齢化や農業後継者の不足といった要因により、耕作されずに放置され

ている農地（遊休農地）が増加し大きな問題になっていることから、2001 年 3 月に農地法が改正

され、農地制度の改革が推進されているところである。 

 

３．１．１項では、農地制度の改革のうち、異業種からの農業参入に対する施策について、構

造改革特別区域法の施行によるリース特区制度の実施から、平成 17 年度の農業経営基盤強化促進

法の改正によりリース特区の全国展開までの流れを整理した。 

 

（１）構造改革特別区域法の施行（平成 15 年 4 月）によるリース特区制度の実施 

 

平成 15 年 4 月に構造改革特別区域法が施行され、農地の遊休化が深刻な市町村等においては、

内閣総理大臣の認定を受けて構造改革特別区域（構造改革特区）を設定し、規制の特定措置が認

められるようになった。 

構造改革特区では、市町村や農地保有合理化法人（農地の仲介を行う公的機関）が、一般の株

式会社やＮＰＯ法人といった農業生産法人（農地法上、農地を買ったり借りたりすることが認め

られている法人）以外の法人に対して農地の貸付け（リース）を行う、という特別措置が認めら

れるようになった。 

 

このリース特区制度を活用し、地場の建設業者が余剰労働力を有効活用し、経営の多角化の一

環として農業に参入する事例や、食品事業者が製品の原料農作物の生産から食品製造、販売まで

を一貫して行う事例をはじめとして、平成 17 年 5 月 1日現在で農業生産法人以外の 107 法人が農

業経営に参入している。構造改革特区において農業経営に参入している法人の状況（組織形態・

業種別）、構造改革特区において農業経営に参入している法人の状況（作物別）を、それぞれ表

3.1-1、表 3.1-2 に示した。 

業種別に見ると、最も多く参入しているのが建設業 35 法人、次いで食品業 29 法人となってい

る。最も多い作物は、そ菜であり 36 法人、付いで果樹 20 法人となっている。 

 

表 3.1-1 構造改革特区において農業経営に参入している法人の状況（組織形態・業種別） 

営農を開始した法人 

組織形態別 業種別 合計 

株式会社 有限会社 ＮＰＯ等 建設業 食品関係 その他 

107 
(100%) 

53 
(49.5%) 

28 
(26.2%) 

26 
(24.3%) 

35 
(32.7%) 

29 
(27.1%) 

43 
(40.2%)  

（出典）農地制度の改正について（平成 17 年 9 月１日農林水産省） 

 



 3.4

表 3.1-2 構造改革特区において農業経営に参入している法人の状況（作物別） 

営農を開始した法人数 

合計 米麦 そ菜 果樹 畜産 花き 工芸作物 複合 

107 
(100%) 

22 
(21%) 

36 
(33%) 

20 
(19%) 

5 
(4%) 

3 
(3%) 

3 
(3%) 

18 
(17%) 

（出典）農地制度の改正について（平成 17 年 9 月１日農林水産省） 

 

（２）農業経営基盤強化促進法の改正（平成 17 年 6 月）によるリース特区の全国展開（特定

法人貸付事業の実施） 

 

①で示したリース特区制度を、構造改革特区内に限ることなく全国において実施するため、平

成 17 年 6 月に、農業経営基盤強化促進法（平成 15 年 9 月施行）が改正された。これに伴い、農

地法等の改正も行われた。 

 農業経営基盤強化促進法の一部改正による農地制度の改正の概要について、下図に示した。 

 

（現状） 

〇担い手への利用集積の遅れ 

・平成 16 年 3 月末の集積実績：225 万 ha（農地面積 48％） 

このうち水田は 92 万 ha であり（水田面積の 36％）、特に集積が遅れている。 

  ・高齢化等の進展による担い手不足 

〇耕作放棄地の増加 

・ この 15 年間で 21 万 ha 増（S60 年 13 万 ha→H12 34 万 ha） 

〇虫食い的な農地転用の発生 

 

 

（対応方向） 

〇農地の利用集積の加速化 

・農用地利用規定の充実（集落営農の組織化、集落合意による利用集積の促進） 

〇農地保有合理化事業の拡充 

・農地の仲介機能強化、農地保有合理化法人の数の増加 

〇リース特区の全国展開 

・リース特区を市町村基本構想に位置付け 

〇体系的耕作放棄地対策の整備 

・ 農業の構造改革計画である都道府県基本方針、市町村基本構想に耕作放棄地対策を追加 

・ 指導に従わない所有者の耕作放棄地について、都道府県知事の裁定により賃借権の設定

を可能にする。また、市町村長による措置命令を可能にする。 

〇農業振興地域制度の透明性の確保 

 

図 3.1-2 農地制度の改正の概要 
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新たな制度では、市町村が自ら、耕作放棄地等が相当程度存在する区域のうち、農業生産法人

以外の法人に対して農地の貸付け（リース）を行うことができる区域を設定することが可能にな

った。その区域で農業に参入する法人（特定法人と呼ばれる）は、市町村と協定を締結し、市町

村や農地法湯合理化法人から農地の貸付けを受けることで、農業経営を行うことができる。ただ

し、仮に参入法人が協定に違反して農業を継続しなかった場合は、リース契約を解除する仕組み

となっている。 



 3.6

３．１．２ 異業種の農業への参入方式のよる違い 

 

建設事業者等の異業種が農業参入する場合、農業生産法人として参入する方法と、３．１．１

項で示した特定法人貸付事業（農地のリース特区の全国展開）を利用して参入する方法が考えら

れる。 

 

農業生産法人と、特定法人貸付事業（農地のリース特区の全国展開）による（農外企業の）農

業参入について、主な特徴と要件緩和の動向を以下に示した。 

 

〇 農業生産法人 

  元々は、農家が１戸又は複数戸集まって、共同経営あるいは経営の合理化を図るために設けら

れた制度である。 

  近年は、農外企業の経営者がこの農業生産法人制度を活用し農業に参入する事例が増えてきて

いる。 

 農業生産法人制度の大きな特徴としては個別農家と同様に、法人が農地の取得や賃借、利用権

設定が出来ることである。 

 なお、農業生産法人の要件については、例えば、構成員要件が農地等を提供した個人あるいは

法人の事業に常時従事する者であったが、当該法人から物資の供給や役務の提供を受ける者が追

加されるなど、時代の要請に応じ、事業要件や法人形態要件、構成員要件等も適宜見直されてき

ている。 

   

〇 特定法人としての農業参入 

  農地の効率的利用を促進し農業の新たな担い手を確保する目的で、平成１５年度より構造改革

特区で一般企業の農業への直接参入が行えることとなった。 

 この、企業の農業への直接参入を全国展開するために農業経営基盤強化促進法が改正され、平

成１７年９月１日から一般企業の農業への直接参入が可能となった。 

 なお、農業生産法人との主な相違点は、農地の取得は認められていないことである。 

 

 

 農業生産法人及び特定法人貸付事業（農地のリース特区の全国展開）による農外企業の農業参

入の要件等の違いについて、表 3.1-3 に示した。 



 

表 3.1-3 異業種の農業生産法人としての参入、特定法人としての参入の比較（1／2） 

 

 
農業生産法人としての参入 特定法人としての参入（リース特区の全国展開） 

 
法人形態要件

 
・ 農事組合法人 
・ 有限会社 
・ 合名会社 
・ 合資会社 
・ 株式会社（定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の

定めがあるものに限る） 
 
※平成 13 年 3 月の農地法改正により「定款に株式の譲渡について取締
役会の承認を要する旨の定めがある株式会社」が追加された。 

 
次のような条件を満たした農業生産法人以外の法人が参入可能 
① 利用できる農地は公的主体（市町村、農地保有合理化法人）から

のリースに限定  
（リース区域の条件） 
・耕作放棄地や耕作放棄されるおそれのある農地が相当程度あ
るところで、市町村が農業経営の基盤強化のために作成する基
本構想で定めた区域 

② 業務執行役員のうち 1人以上の者が耕作等（農業）に常時従事（原
則 150 日以上） 

③ 市町村及び事業実施主体との間できちんと農業することの協定
を締結 

（協定の内容） 

市町村および事業実施主体との間で締結する協定内容は以下の通り 

・ 法人の行う耕作又は養畜の事業の内容 
・ 地域の農業における法人の役割分担に関する事項 
・ 協定の実施の状況についての報告に関する事項 
・ 協定に違反した場合等の措置など 

 
事業要件 
（売上高の要
件） 

 
主たる事業が農業（農畜産物の製造・加工等、法人の行う農業に関連
する事業を含む）※農業の売上高が過半の必要あり  

農業（関連事業を含む） 
関連事業： 
農産物製造加工、貯蔵、運搬、販売
農業生産資材の製造 
農作業の受託 
林業、共同利用施設の配置 
民需等農村滞在型余暇活動に利用さ
れることを目的とする施設の設置及
び運営、等 

売上高の過半 
 

 
・ 農業の売上高が過半である必要はなし 
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表 3.1-3 異業種の農業生産法人としての参入、特定法人としての参入の比較（1／2） 

 
構成員要件 

・ 構成員とは、農事組合法人では組合員、有限会社、合名会社、合資会
社では社員、株式会社では株主のことを指す。 

・ 法人が認定農業者の場合は、農業経営基盤強化促進法により、出資制
限の特例が認められている。  

構成員要件 
 

出資制限 認定農業者の認定
を受けた場合の出
資制限の特例 

・農業の常時従事者（150 日
以上） 
・農地の権利提供者 
・農地保有合理化法人（出
資育成事業） 
・農業協同組合、農業協同
組合連合会、地方公共団体 

（農業関係者） 
総議決権の 3/4 以
上 

（農業関係者） 
総議決権の過半 

・法人から物資の供給等を
受ける者 
・法人の事業の円滑化に寄
与するもの  
（例） 
・ 産直契約する個人 
・ 食品加工業者 
・ 生協・スーパー 
・ 農産物輸送 

総議決権の 1/4 以
下（１構成員は
1/10 以下） 

総議決権の1/2未満
（１構成員は 1/10
以下の制限はない） 
 

・構成員要件は下記の役員要件のみ 

 
役員要件 

・ 農業生産法人の役員の過半は法人の農業（関連事業を含む）に常時従
事（150 日以上） 

・ 役員の過半の過半は、農作業に年間 60 日以上従事  

 

役員全体の過半 
：法人の農業の常時従事者である構成員

 
役員全体 

 過半の過半  
：法人の農作業に従事する役員 

・ 役員のうち 1 人以上の者が耕作等（農業）の常時従事（原則 150 日
以上） 

 
・ 農作業従事日数の制約はなし 

経営構造対策
当の補助率 

・ １／２以内 ・ １／３以内 
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３．１．３ 建設事業者の農業参入状況 

 
（１）建設業の農業参入の概況 

建設業が農業参入する事業形態は、農業生産事業、農地を利用しない農業生産（以降、非農地

農業生産事業と呼ぶ）、農作業受託事業の３種類のパターンに分けられる。 

 

① 農業生産事業 

従来の日本の土地利用型農業は、農家が中心的な担い手であり、農地も農家が所有してきた。

1962 年の農地法改正により、法人が農業生産を行うことができるようになったが、農家数に比べ

ると、未だ絶対数が少ない状況である。 

一般に、法人が水田や畑等の農地を利用する農業を行う場合、原則として、農地法で定められ

た農業生産法人の資格を取得することが必要である。農業生産法人については、組織別に、株式

会社、有限会社、合名・合資会社、農事組合法人がある。 

 

② 非農地農業生産事業 

一方、農業には、農地を必要としない非農地型の農業もある。非農地農業は、農業生産法人の

取得の必要がなく、例えば建設事業者の本体が直接農業に参入することが可能なことから、一般

の企業が進出しやすいとされてきた。非農地農業には、ガラスハウスでの水耕栽培や、養豚、養

鶏などの分野が該当する。 

 

③ 農作業受託事業 

 農作業受託事業は、北海道のような、大型農場における農業コントラクターとして発達した形

態であり、農家などからの依頼を受け、農作業を請負って実施する。農作業受託事業は、本業の

例えば建設業と同様の請負業態であること、非農地農業と同様に建設業本体が直接事業に参入可

能なこと、また、建設事業者が農業機械等の操作に慣れていることから、参入しやすい事業形態

と考えられる。 
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（２）建設事業者等の農業参入事例 

 

① 農業生産法人・農業受託での参入事例（リース特区以外での参入事例） 

  

農業生産法人としての参入、農業の受託事業による建設事業者の参入事例を表 3.1-4 に示す。 

 

表 3.1-4 建設事業者の農業への参入事例 

 

所在地 

実施主体

（従業員

数） 

概要 参入動機 作物名 

島根県 

大田市 

下垣工務

店 

・ 市内のガソリンスタンド、製材所経営者など

との共同出資により、農業生産法人である有

限会社神原エーデルファームを設立 

・ ブルーベリーの生産に着手し、事業内容は、

生産、加工、販売、農林業作業の代行など多

岐にわたる。 

・ 出荷実績：実 14 トン（H14） 

・ 雇用の安定 

 

ブルーベリー

（4.5ha） 

北海道 

奥尻郡 

海老原建

設 

・ 遊休農地を活用し、H11 年から山葡萄を栽

培、H13 年からはワイン専用種も栽培 

・ その他の多角経営を実施（肉牛の繁殖、水産

加工など） 

 

・ 遊休農地の活

用 

 ブドウ（10ha）

北海道 

紋別郡 

菅野組 ・ H4 年より、じゅんさいを栽培 

・ 2002 年時点で約 4,000 キログラムを出荷 

 

・ 雇用の創出 

・ 経済活性化 じゅんさい 

北海道 

天塩郡 

北浜建設

（従業員

50 人） 

・ H14 年 6 月に、農業生産法人の認可を受け、

有限会社アリタを設立し、有機栽培農業へ参

入 

・ 作業は、社員が兼任で、公共工事の出ない 4

～5月に集中的に実施 

 

・ 景気低迷 

・ 従業員の雇用

維持 

・ 地域振興 

かぼちゃ（2ha）

大豆 

(1.8ha) 

農
業
生
産
法
人
と
し
て
の
参
入 

富山県 

中新川郡 

丸新志鷹

建設 

・ 地元の農協、農業高校、薬用植物指導センタ

ーの指導を受けつつ、手探り状態で農業に進

出 

・ 景気低迷 

・ 遊休地の活用 

・ 土木事業の冬

場の閑散期の

利用 

・ シャクヤク 

・ ハーブ 

・ 銀杏 

・ ブルーベリー

・ 生姜 

・ 里芋 

北海道 

雨竜郡 

金山建設

（従業員

40 名） 

・ 水稲の種まき、水田の耕起、代掻き、田植え、

畑作物の収穫作業などの作業を受託 

・ H13 年度で延べ 1,600 人、1700 万円の受託実

績 

・ 農業経験者を短期で 40 名雇用 

 

・ 町内の農業の

人手不足 

・ 地元 JAからの

働きかけ 

, － 

農
業
の
受
託
事
業 

北海道 

網走郡 

芙蓉建設

（従業員

50 名） 

・ 農業コントラクター部門に進出 

・ グループ企業である三星運輸㈱、北見三星運

輸㈱と 1/3 ずつ出資し、H5 に三星アグリサ

ポート㈱を設立 

・ 農協とホクレンと契約し、堆肥等の運搬、刈

り取り作業等を実施 

・ 雇用安定  － 

（出典）建設業の新分野進出（東洋経済新報社）より加工 
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② リース特区を利用した参入事例 

  

 平成 17 年 6 月の経営基盤強化促進法改正により、リース特区の全国展開により特別法人として

の農業参入が可能になった。しかし、全国展開後の事例はまだ公表されていないため、リース特

区を利用した参入事例を収集・整理し、表 3.1-5 に示した。また、一部の事例について、表 3.1-6

に詳細を示した。 

 

＜特区の概要＞ 

・ 特区は、担い手の高齢化、担い手不足などで遊休農地が増加している地域を対象に認定。 

・ 農地はリースのみで、農地所有は認められない。 

・ 特区への参入を希望する場合、地方公共団体等の特区の実施主体による審査を受ける必

要がある。 

 

表 3.1-5 構造改革特区（農業特区）を利用した参入事例（網掛け部：建設事業者の参入）（1/4） 

県名 申請主体 特区の名称 認定日 想定進出者 

瀬棚町 有機酪農と有機農業の推進特

区 

H16.3.24 株式会社ワタミファーム、外食

企業 

北海道 

栗山町 ＮＰＯ農地トラスト特区 H16.3.24 特定非営利活動法人日本農地

トラスト 

青森県 青森県 津軽・生命科学活用食料特区

 

H15.4.21 地場企業（食品関係） 

遠野市 日本のふるさと再生特区 H15.11.28 特定農業者（濁酒製造可）、建

設業 

岩手県 

岩泉町 岩泉町地域農業再生特区 

 

H16.12.8 社団法人岩泉農業振興公社 

宮城県 松山町 「醸華邑(じょうかむら))構

想・水田農業活性化特区 

H16.12.8 地場企業（清酒製造業） 

秋田県 北秋田市 阿仁マタギ特区 

 

H17.3.28 特定農業者（濁酒製造可）など

長井市 食の安全安心＝レインボープ

ラン特区 

H16.3.24 NPO 法人等 

飯豊町 東洋のアルカディア郷再生特

区 

H16.3.24 特定農業者（濁酒製造可）など

尾花沢市 雪国再生特区 

 

H17.3.28 特定農業者（濁酒製造可）など

山形県 

遊佐町 食料自給率向上特区 

 

H17.3.28 NPO 法人等 

喜多方市 喜多方市アグリ特区 

 

H15.8.29 企業（大岩建設工業株式会社）福島県 

西会津町 西会津町ミネラル栽培活性化

特区 

H16.12.8 地場企業、農業を行おうとする

農業生産法人以外の法人等 

茨城県 つくば市 万葉の里つくばあぐり特区 

 

H17.3.28 有限会社みずほ 

千葉県、大網白里町 ＮＰＯ活動推進特区 H15.4.21 特定非営利活動法人ふるさと

ネッツ 

千葉県 

千葉県、山武町、白

浜町 

有機農業推進特区 H15.11.28 株式会社ワタミファーム 
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県名 申請主体 特区の名称 認定日 想定進出者 

相模原市 相模原市新都市農業創出特区

 

H15.4.21 地場企業 神奈川県 

小田原市 都市農業成長特区 

 

H15.5.23 企業、ＮＰＯ 

十日町市、川西町、中里

村、安塚町、浦川原村、

松代町、松之山町、大島

村、牧村 

越後里山活性化特区 H15.4.21 特定農業者（濁酒製造可）、農

業生産法人、ＮＰＯ法人等 

小千谷市 おぢや農都共生特区 

 

H16.3.24 企業、ＮＰＯ 

糸魚川市 翠の里産業共生特区 

 

H16.3.24 地場企業（建設会社等） 

山古志村 やまこしむら農地利用特区 

 

H16.6.21  

入広瀬村 入広瀬村さんさい共和国再生

特区 

H16.6.21  

高柳町 じょんのび高柳活性化特区 

 

H16.6.21 特定農業者（濁酒製造可）など

長岡市 ながおか「活き活き集落づく

り」特区 

H17.3.28 河田建設株式会社（従業員：44

名）、長倉農住組合 

新潟県 

東頸城郡 東頸城農業特区 

 

H15.4.21 頸城建設（従業員 49 名）など

石川県 石川県 河北潟干拓地農業活性化特区

 

H15.11.28  

富山県 八尾町 越中八尾スロータウン特区 

 

H15.11.28 企業、ＮＰＯ法人 

山梨県 ワイン産業振興特区 

 

H15.4.21 地場企業（ワイン製造企業）

山梨市 山梨市農地いきいき特区 

 

H15.5.23 企業、ＮＰＯ 

須玉町 増富地域交流振興特区 H15.4.21 特定非営利活動法人えがおつ

なげて 

小淵沢町 こぶちさわアグリルネッサン

ス特区 

H15.11.28 NPO 法人（NPO 法人グリーンラ

イフこぶちさわ）、企業等 

都留市 つるアグリビジネス推進特区

 

H16.6.21  

大月市 大月エコの里特区 

 

H16.12.8 ＮＰＯ法人「大月エコの里」

山梨県 

山中湖村 山中湖観光農業推進特区 

 

H16.12.8  

長野県、大鹿村 大鹿村中山間地農業活性化特

区 

H15.5.23 建設業（大協建設株式会社（従業員：

48 名）、株式会社トライネット大鹿支店

（従業員：42 名）、株式会社吉野組、牧

島建設有限会社） 

長野県、木曽福島町 木曽福島町都市農村交流特区 H15.5.23 特定非営利活動法人ふるさと

交流木曽 

長野県、梓川村 梓川村地域活性化特区 

 

H15.5.23 株式会社ファインフーズ梓川

飯田市 南信州グリーン・ツーリズム

特区 

H15.5.23 地場企業、ＮＰＯ 

長野県 

牟礼村 牟礼村地域活性化特区 

 

H16.6.21 （有）牟礼村ふるさと振興公社

表 3.1-5 構造改革特区（農業特区）を利用した参入事例（網掛け部：建設事業者の参入）（2/4） 
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県名 申請主体 特区の名称 認定日 想定進出者 

高遠町 信州高遠花いっぱい特区 H16.12.8 大西産業有限会社、有限会社プ

ロス 

野沢温泉村 湯の郷・野沢温泉どぶろく特

区 

H17.3.28 有限会社山ぼうし、有限会社ふ

るさと、有限会社河広屋 

岐阜県 国府町 国府町生き活き農業特区 

 

H16.12.8  

静岡県 浜松市 元気なはままつ農業特区 

 

H17.3.28  

愛知県 長久手町 長久手田園バレー特区 

 

H16.12.8 企業法人、ＮＰＯ法人 

三重県 阿児町 志摩自然学校特区 H16.3.24 特定非営利活動法人志摩フィ

ールドキャンパス２１ 

京都府 舞鶴市 まいづる『グリーンツーリズ

ムの郷』創造特区 

H16.12.8  

和歌山県 和歌山県 新ふるさと創り特区 H15.4.21 企業（カゴメ（株））、社団法人

岩出町シルバー人材センター

兵庫県、淡路町、北

淡町、東浦町 

自然産業特区 H15.5.23 企業、ＮＰＯ 

市島町 環境保全型農業等推進特区 H15.5.23 特定非営利活動法人いちじま

丹波太郎 

神戸市 人と自然との共生ゾーン特区

 

H15.11.28 企業、ＮＰＯ法人等 

兵庫県 

兵庫県、加美町、八

千代町、青垣町 

多自然居住促進特区 H16.6.21 企業、ＮＰＯ法人等 

鳥取県 江府町 江府町南大山農業活性化ブル

ーベリー特区 

H16.6.21 地場企業（建設業） 

桜江町 桜江農業特区 

 

H16.3.24 有限会社反田組 

海士町 潮風農業特区 H16.3.24 有限会社隠岐潮風ファーム（建

設会社が設立） 

島根県 

横田町 奥出雲来遠（らいおん）の里

づくり特区 

H16.12.8 地元建設業者が野菜栽培や観光果

樹園等の分野で農業参入を検討 

岡山県 鴨方町 鴨方町酒米栽培振興特区 

 

H15.11.28 地場企業（日本酒製造業） 

豊田町 とよたアグリビジネス特区 H16.3.24 （有）豊田あぐりサービス、特定

非営利活動法人あぐりライフとよ

た（認証申請済み） 

山口県 

山口県、油谷町 山口油谷水田放牧(山口型放

牧)特区 

H16.12.8 財団法人やまぐち農林振興公社

（特例適用開始時は、有限会社キ

ハラとする） 

香川県 内海町 小豆島・内海町オリーブ振興

特区 

H15.4.21 地場企業 

愛媛県 新居浜市 大島白いも特区 H16.12.8 特定非営利活動法人ＧＯＯＤ

ＷＩＬＬ 

高知県 大豊町 大豊町ゆとり農業推進特区 

 

H16.3.24 株式会社大豊ゆとりファーム

長崎市 長崎いきいき農業特区 H16.3.24 西海砕石株式会社（従業員：32

名） 

長崎県 

高島町 高島ふれあい農業特区 

 

H16.6.21 企業 

表 3.1-5 構造改革特区（農業特区）を利用した参入事例（網掛け部：建設事業者の参入）（3/4） 
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県名 申請主体 特区の名称 認定日 想定進出者 

熊本県 熊本県、一の宮町、阿蘇

町、南小国町、小国町、

産山村、波野村、蘇陽町、

高森町、白水村、久木野

村、長陽村、西原村 

阿蘇カルデラツーリズム推進

特区 

H15.8.29 第３セクター（（財）阿蘇地域

振興デザインセンター） 

安心院町 「安心の里」農業特区 

 

H15.11.28 株式会社ファインド・ニューズ大分県 

庄内町 神楽の里グリーン特区 

 

H16.12.8 企業（食品加工会社） 

加世田市 砂丘地域再生振興特区 

 

H15.8.29 企業 

大口市 山間農地安全安心作物生産振

興特区 

H16.3.24 建設業 

西之表市 さつまいも地域資源再生特区

 

H16.3.24  

川内市 唐浜らっきょう生産振興特区

 

H16.6.21  

鹿児島県 

阿久根市 アクネうまいネ自然だネ特区

 

H16.12.8 建設業等 

（出典）構造改革特区推進本部「構造改革特別区域計画書」から作成 

 

表 3.1-5 構造改革特区（農業特区）を利用した参入事例（網掛け部：建設事業者の参入）（4/4） 
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表 3.1-6 農作物生産への建設事業者の参入事例（１） 

No.1 喜多方アグリ特区（構造改革農業特区） 

所在地 福島県 喜多方市 

参入企業 

・出資状況 

・ 大建工業有限会社（従業員数 14 名） 

・ 大岩建設工業株式会社 

・ 株式会社一建設 

・ 株式会社環境建設（従業員数 32 名） 

・ 建設業者（具体名不明） 

経緯 

・ 喜多方市は、市の基幹産業である農地の荒廃が進み、特に国営事業（平成

45 年～平成 4 年）で造成された雄国地区の遊林農地が増加（40ha）してい

た。 

・ 喜多方市は、2003 年 8 月、以下のような目的のもと、農業生産法人を除く

あらゆる法人の農業参入と市民農園の開設者の範囲拡大を図る『喜多方アグ

リ特区』の認定を受けた。 

・遊林農地の解消 

・農業の担い手の確保 

・都市との交流拡大による農業振興と地域活性化 

・ 特区認定前から、建設業者 4社が、農業への参入意向を示していた。 

・ 2004 年 7 月時点の参入業者は建設業者 5社となっている。 

内容 

・ 具体の参入企業、参入面積、栽培作物は以下の通りであり、農地法に基づく

５年間契約で実施している。（2004 年 7 月時点） 

会社名 業態 作付面積 作付作物 実施年度 

大岩建設工業

（株） 

建設業者 5,515 ㎡ そば H15 年度 

（株）環境建設 建設業者 5,530 ㎡ 緑化木、花 H15 年度 

5,620 ㎡ 加工トマト H15 年度 

14,256 ㎡ 加工トマト H16 年度 

12,668 ㎡ タラの芽 H16 年度 

大建工業（株） 建設業者 

(計 32,814 ㎡)   

（株）一建設  建設業者 5,746 ㎡ そば H15 年度 

不明 建設業者 5,712 ㎡ そば H16 年度  

機械化・情報

化 
－ 

効果・課題 

・ 建設業者は、公共事業の削減で経営が厳しいため、少しでも収入増に結びつ

くことを期待している。 

・ 建設業者が農業に参入することにより、既存の農家に刺激を与え、農業の活

性化に結びつくと考えている。 

・ 自治体としては、遊林農地の解消に繋がることも目的の一つである。 
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計画 

・ 2004 年 7 月時点で参入している 5社の他、3社が 2005 年に参入予定。 

・ 近年、消費者による「食の安全・安心」への関心が高いことから、有機農業

などの循環型農業を推進し、喜多方ラーメンに次ぐ『喜多方ブランド』を確

立するために、特区の特別措置として、農地取得後の農地の下限面積要件の

緩和等の申請を検討している。 

情報源 

・ 月刊建設メディア 2003 年 12 月 10 日記事  

http://www.medianetplan.com/0411/008.html 

・ 社団法人東北経済連合会ウェブサイト  

http://www.tokeiren.or.jp/04/04/01300_2.html 

・ 福島県農山村整備グループウェブサイト 

http://www.pref.fukushima.jp//nosanson/yukyu/aiduzirei/kitakatatokku.h

tm 
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表 3.1-6 農作物生産への建設事業者の参入事例（２） 

No.2 東頸城農業特区（構造改革農業特区） 

所在地 
新潟県 東頸城郡内の 6町村（安塚町、浦川原村、松城町、松之山町、大島村、

牧村） 

参入企業 

・出資状況 

○浦川原村 

・ 頸城建設（従業員数 49 名） 

・ ファーストファーム 

○牧村 

・ 農業振興公社 

経緯 

・ 東頸城郡は、急速な過疎化・高齢化が進み、農業の担い手が不足し、耕作放

棄地、遊休農地が拡大していた。 

・ また、公共事業が減少し、景気低迷、雇用悪化などの問題を抱えていた。 

・ このような状況が続くと、自然環境や棚田が失われるという危機感を強く持

ち、地域の再生、活性化のために東頸城が連携して対策を講ずるべきとの認

識があった。 

・ 実際に、国の特区構想に先行し、新潟県との間で「中山間地域産業連携特区

構想」が検討されていた。このような背景から、2003 年４月に特区認定を

受けた。 

・ 東頸城農業特区は、「農を中心に据えた地域環境を保全・活用する産業連携」

という考え方を基本にし、株式会社等の農業経営への参入を認める他、市民

農園の貸付、農家民宿等による濁酒の製造、などを具体的な認定事項として

いる。 
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内容 

・ 参入状況は、浦川原村で２社（うち１社は大島村と重複）、牧村で１社（農

業振興公社）となっており、具体的には以下の通り。 

・ また、自治体は、参入条件として、「地域農業を壊さないこと」、「認定農業

者や農業生産法人も育つ環境を保つこと」を挙げている。 

会社名 業態 作付面積・人員 作付作物 参入年 

頸城建設 
（従業員 49
名） 

建設業者 5ha（拡大予定）

 

専従の役員 1 名

担当２名、パー

ト 1 名、農繁期

には本業部門の

労働力を活用 

水稲（1.7ha→

10ha(予定)）、 

山菜畑、 

ハウス栽培（予

定） 

2003 年 

ファーストファ

ームなどの出資

による新会社 

建設業者 

（ 衰 和 土 建

80％、ファース

トファーム等

20％の出資） 

 

酒米 1.7ha 

 

正社員 2 名、パ

ート 2名 

減農薬の酒米、 

ブドウ農園（予

定） 

2003 年 

 

＜浦川原村 頸城建設（従業員数 49 名）＞ 

・ 参入動機：公共事業の急速な減少（半減）により、雇用を確保する必要があ

った。農業については、建設業として農業土木や圃場整備等の経験が多く、

大型機械の操作になれていること、職員に兼業農家が多いこと、地方では建

設業と農業が近い立場にあること、などから農業生産法人への申請を希望し

ていた。そのような時に、特区の話を聞き、本体参入の方が、経理部門の一

体化や、雇用の柔軟な活用などの点でメリットがあると判断し、2003 年に

参入した。 

・ 事業内容：付加価値の高い、完全無農薬による有機栽培を実施し、慣行農業

との差別化を図った。農薬等で周囲の影響を受ける平場ではなく、あえて遊

休地の多い山間部の農地を利用した。 

・ その他：収益確保のため、農業生産のみでなく、米、イワナ、山菜等の加工

やレストランの開設など、複合的に事業展開していく予定である。 

 

＜浦川原村 ファーストファーム＞ 

・ 参入動機：急速に受注が落ち込み、新規事業の開拓が必要であった。また、

地域を活性化したいという強い思いがあった。ただし、経営を本体と明確に

区分するため、新会社を設立して参入した。 

・ 事業内容：減農薬の酒米生産（1.7ha）、観光牧場、ブドウ農園（予定） 

機械化・情報

化 
－ 
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効果・課題 

・ 農業を維持することによる地域の活性化、保全、および、雇用の創造効果を

目標としている。 

・ 他の業種が農業に参入するにあたり、特区を利用することで、技術や農業機

械補助等のサポートを自治体より受けられるメリットが大きい。 

・ 建設業者等の株式会社が農業に参入するにあたり、農業のみでは経営が難し

いため、加工工場、レストランの開設など複合的に事業を展開していく必要

がある。 

計画 

・ 耕作地を増加するとともに、収益確保のため、「地産地消による食の工房」

をコンセプトに、事業を複合展開していく予定である。 

・ 地域に情報を発信し、地域全体で再生・活性化を図りたい意向である。 

情報源 ・ 農林金融 2004.12 
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３．２ 建設事業者のバイオマス資源活用事業への参入意向 

 

農業生産の新たな担い手として期待される中国地域の建設事業者に対して農業分野への参入意

向を把握することを目的として、アンケート調査を実施した。以下、アンケートの問に沿って結

果を示した。 

 

＜アンケート調査対象＞ 

・ 中国地域の建設事業者 ５４７社 

（抽出方法）帝国データバンクの企業情報から抽出 

業種  ：建設業のうち、一般土木建築工事業、土木工事業、舗装工事業、建築工事業、木

造建築工事業を対象とした。 

従業員数：中国地域で上記業種に属する企業 993 社から、従業員数の情報をもとに 539 社を

抽出した。従業員数 21～50 人、51～100 人の事業所は県毎に半数ずつ抽出、101

人以上の事業所は全数を対象にした。 

その他 ：上記に加え、すでに農業参入しているという情報のある建設事業者８社について

も対象とした。 

 

＜期間＞ 

・２００５年 ８月１７日～９月３０日 

 

＜回収状況＞ 

  送付数 回収数 回収率 

建設事業者 548 241 44.0%

9%

15%

13%

52%

1%

0%

10%

0%
0%

1～4人

5～10人

11～20人

21～50人

51～100人

101～500人

501～1,000人

1,001～5,000人

無回答

 

 

図 3.2-1 有効回答における従業員数の分布（Ｎ＝241） 
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上記アンケート調査の結果について、次頁以降に示す。 

 

（１）農業分野への参入意向 

＜建設事業者の農業分野への参入状況＞ 

 

問１．近年、建設業者が農業を中心とした他分野へ事業展開を図る事例が増えています。貴社で

は、農業分野への参入にご興味はありますか。なお、本調査における「農業分野」は、農

地利用型農業、施設型農業（ハウス栽培、農作物工場など）、農作業受託業務、を含むとし

ます。 該当する番号を１つ選んで○をして下さい。 

 

1. 現在、農業分野に参入している ⇒問２へお進み下さい 

2. 現在、農業分野への参入を計画している ⇒問２へお進み下さい 

3. 農業分野への参入に興味がある ⇒問２へお進み下さい 

4．農業分野への参入に興味はないが、農業以外の分野に参入している⇒問 6へお進み下さい 

5. 農業分野への参入に興味はないが、農業以外の分野に興味がある ⇒問 6へお進み下さい 

6. 建設業以外の分野への参入には興味はない ⇒問 7へお進み下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-2 農業分野への参入状況（Ｎ＝235） 

 

・ 農業分野に参入している事業者は全体の 8％（18 件）であり、農業分野への参入を計画して

いる／興味のある事業者まで含めると 29％（68 件）程度を占める。 

・ また、農業以外の分野へ参入している事業者が 12％（28 件）、興味がある事業者は 14％（33

件）で、合計で 26％（61 件）であった。 

・ 農業分野への参入意向のある事業者を含めると、半数以上の事業者が異業種参入を考慮して

いる。 
・ 他方で、建設業以外の分野への参入には興味はない、という回答が最も多く、45％（106 件）

を占めた。 

12%

14%

17%

4%

8%

45%

1.現在、農業分野に参入している

2.現在、農業分野への参入を計画し
ている

3.農業分野への参入に興味がある

4．農業分野への参入に興味はない
が、農業以外の分野に参入している

5.農業分野への参入に興味はない
が、農業以外の分野に興味がある

6.建設業以外の分野への参入には
興味はない
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＜農業参入の目的＞ 

 

問２．問１で、１～３に〇を付けた方に伺います。  

（１）農業分野に参入している／計画・興味があるのは何故ですか？ 該当する番号全てに○を

して下さい。 

 

1. 公共事業の減少傾向に対応するため 

2. 経営の多角化を図るため 

3．地域の農業を活性化したいため 

4. 地域全体を活性化したいため 

5. その他 

    「5.その他」に〇を付けた方は、具体的な理由をお教えください。 

具体的に                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-3 農業参入の目的（Ｎ＝67） 

 

・ 農業参入の目的は、1.公共事業の減少傾向に対応するため、という回答が 53 件と最も多く、

次に 2.経営の多角化を図るためが 32 件で、4.地域全体を活性化したいためが 17 件、3.地域

の農業を活性化したいためが 14 件であった。 

・ 4.地域全体を活性化したいため、5.その他については、単独での回答は存在しなかった。5.

その他の具体的内容は、従業員の高齢化に対応、地域資源の活用、といった回答が見られた。 

・ 以上より、公共事業の減少による影響が農業参入の大きな要因となっていることがわかった。

逆に、公共事業減少への対応、経営の多角化以外の目立った要因は見られないことが分かっ

た。 
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2.経営の多角化を図
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4.地域全体を活性化
したいため

5.その他              

回答件数
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（２）林業、水産、環境・リサイクル分野など、参入が考えられる分野が他にもある中で、農業

分野に参入している／計画・興味があるのは何故ですか？ 下記の左欄について、該当す

るもの全てに○をして下さい。その後、矢印に従って理由や具体内容をお答えください。 

 

該当する理由をお答え下さい。 左欄で〇をした項目について、理由や具体内容をお答え下さい。 

   （該当する番号全てに〇）    （該当する番号全てに〇） 

 

【農地が確保できる理由】 

1-a.  会社の近隣に、農業が出来る場所が多い 

1-b.  社員が農地を保有していて借りることができる 

1-c.  その他 

    具体的に 

 

 

 

【具体的には？】 

2-a. 建設業として農業土木や圃場整備等の経験があるため 

2-b. 農業に利用できる大型機械を持っており、機械操作に慣

れているため 

2-c. 社員に兼業農家がおり、農業に関する知識があるため 

2-d. その他 

    具体的に 

 

 

 

【具体的には？】 

3-a. 自治体で、農業生産法人以外の他産業からの農業参入を

推進しているため 

3-b. 農業分野へ参入する場合、自治体から機械導入などに対

する補助が得られるため 

3-c. その他 

    具体的に 

 

 

 

1． 農地（事業の実施

場所）を確保でき

るため 

 

 

 

 

2． 農業分野に関する

知識・技術がある

ため 

 

 

 

 

 

 

 

3． 自治体からの支援

があるため 

 

 

 

 

 

 

 

4.  その他 

 

【その他の具体的な理由をお教えください】 

 

 

 

 



 3.24

＜農業への参入理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-4 農業に参入／計画／興味のある理由（Ｎ＝68） 

 

・ 農業参入の理由は、1.農地を確保できるため、が 54 件と最も多く、次に 2.農業分野に関する

知識・技術があるため、が 44 件、3.自治体からの支援があるためが 25 件、4.その他が 8 件

であった。 

・ 4.その他の具体的内容については、高齢化した従業員の雇用先の確保、といった回答が見ら

れた。 

・ この結果より、農地を取得できる目処があることが主要な参入動機となっていること、農業

分野の知識を持つ建設事業者が多いことが分かった。 

 

＜農地確保の方法＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-5 確保の方法（Ｎ＝54） 

 

・ 農地確保の方法は、1-a.会社の近隣に農業ができる場所が多い、が 40 件と最も多く、次に 1-b.

社員が農地を保有していて借りることができるため、が 16 件、1-c.その他が 10 件であった。 

・ 1-c.その他の具体的内容については、構造改革特区の活用、社有地の保有、といった回答が

見られた。 

・ 以上より、中国地域では建築事業者の周辺に農地が余っている状況が多く、農業参入への障

壁が少ないことが推測された。 
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＜農業に関する知識・技術の習得＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-6 農業に関する技術・知識の習得方法（Ｎ＝44） 

 

・ 農業に関する知識・技術の習得方法については、2-c.兼業農家の社員が居る、が 28 件と最も

多く、次に 2-a.農業土木や圃場整備等の経験があるため、が 23 件、2-b.機械操作に慣れてい

るためが 12 件、2-d.その他が 7件であった。 

・ 2-d.その他の具体的内容については、過去の農業経験、技術指導者の存在、といった回答が

見られた。 

・ 以上より、建設業でありながらも農業の関係業務に携わる機会が多々あり、技術的な参入障

壁も少ないという実態が分かった。 

 

＜自治体の支援状況＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-7 自治体の支援内容（Ｎ＝25） 

 

・ 自治体の支援の詳細は、3-a.自治体による非農業生産法人の農業参入の推進、が 16 件と最も

多く、次に 3-b.自治体から資金・施設等への補助、が 7件、3-c.その他が 6件であった。 

・ 3-c.その他の具体的内容については、自治体からの農業参入要請や、自治体の事業の存在、

といった回答が見られた。 

・ 以上より、自治体による支援は、特区による農業参入が中心であることが分かった。 
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2-a. 建設業として農業土木や
圃場整備等の経験があるため

2-b. 農業に利用できる大型機
械を持っており、機械操作に
慣れているため               

2-c. 社員に兼業農家がおり、
農業に関する知識があるため

2-d. その他                        

回答件数
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自治体から機械導入などに
対する補助が得られるため

3-c. その他                         

回答件数
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＜建設事業者の農業参入意向に関するまとめ＞ 

 

以上、建設事業者の農業参入に対する意向について、アンケート調査結果から以下のことがわ

かった。 

・ 建設事業者の異業種進出に対する意欲は高い。 

・ 農業は、主要な参入先として位置づけられている。 

・ 参入理由は、公共事業の減少、経営多角化が主な目的である。 

・ 中国地域の建設事業者は、周辺に確保可能な農地が存在し、また農家を経営する社員や圃場

整備経験を持つ等、農業に関するリソースを保有している。 

 

異業種参入を実施・検討している建設事業者は半数強にのぼり、建設業以外への事業進出意欲

が高いことが分かった。そのうち農業参入を実施・検討している事業者は半分を占める。このこ

とから、農業は建設事業者における異業種展開の主要な参入先として認識されていることが分か

った。 

 また、公共事業の減少、経営多角化を主たる目的としており、建設業を取り巻く環境が厳しい

現状を表している。農業参入の理由については、農地確保が容易であることを理由にあげる場合

が多いのと同時に、農業技術についても保有している事業者が多いことが明らかとなった。 

 農地確保の方法としては、周辺の農地を利用するという回答が多く、農業技術の習得について

は、兼業農家の社員が技術を持っていることや、農業土木の仕事を請け負った経験から自社で農

業技術を保有しているという回答が多かった。 
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（２） 農業参入事業者における事業の現状、課題 

 

問３．ｐ２問１で「１．現在、農業分野に参入している」と回答された方にお聞きします。 農

業への参入状況について、以下の問いにお答えください。 

 

設問項目 回答欄 

農業分野への参入時期          年     月 

農業に従事する人数 社員 人、パート(アルバイト)   人 

作付面積           （単位：   ）

(1) 

基礎情報 

 

栽培している作物名  

(2)  

農業の種類 

※ 実施している農業の種類について、該当する番号全てに〇をしてください。 

1. 農地利用型農業（水稲、畑など）   

2. 施設型農業（ハウス栽培、植物工場など） 

3. 農作業受託 

4. その他  具体的に 

 

 

(3)  

具体的な事業

内容 

※（2）で〇をした農業の種類ごとに、具体的な事業内容を教えて下さい。 

※なお、内容のわかるパンレット等があれば、本調査票と一緒にご同封下さい。 

※また、事業内容に関してインターネットウェブサイトをお持ちでしたら、URL もご記

入下さい。 

 

(4) 

農業用地の 

確保の仕方 

※ 農業用地の確保の仕方について、該当する番号全てに〇をしてください。 

1. もともと自社で農業用地を保有していた 

2. 農業参入にあたり、自社で農地を取得した 

3. 農業参入にあたり、農地を借りた 

4. その他  具体的に 
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(5)  

行政等からの 

資金支援 

※農業参入にあたっての行政等からの資金支援について、該当する番号全てに〇をし

て下さい。 

1. 補助金をもらっている   2. 融資制度を利用している   

3. その他          4. なし 

 (6)  

具体内容 

※ (5)で、１～３に〇をした方は、支援策ごとに、補助金名称、制度名、期間、条

件等などの具体的な内容を、差し障りのない範囲で、以下にご記入ください。 

 

(7)  

行政等からの 

技術支援 

※ 行政等からの技術支援の有無について、該当する番号１つに〇をして下さい。 

1. あり   2. なし 

 

 (8)  

具体内容 

※ (7)で、1に〇をした方は、技術支援策の具体的な内容について、差し障りのな

い 

範囲で、以下にご記入ください。 

 

(9) 

課題 

 ※ 農業を行う上での課題について、該当する番号全てに〇をして下さい。 

1.  農業の技術に関する知識が不足している 

2.  農業による収益確保までに時間がかかる 

3.  農作物の販売先の確保が難しい 

4.  その他 具体的に 

 

 

(10)  

今後の予定 

※ 農業参入の今後の予定について、該当する番号１つに〇をして下さい。 

1. 規模拡大予定  2. 現状のまま  3. 規模縮小予定 

 (11)  

具体内容 

※ (10)で、今後の予定を回答した背景について、差し障りのない範囲で以下にご

記入く 

ださい。 
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＜各事業者の基礎情報＞ 

・ 農業参入の時期は、回答のあった 16 件中、11 件が 2003 年以降、3件が 1993 年～2002 年、2

件が 1992 年以前であった。以上より、近年農業参入件数が急増していることが分かる。（近

年の、一連の規制緩和による効果と推測される。） 

・ 作物については、白ネギ、ホウレン草、メロン、水稲、ブルーベリー、ウメ、カキ、らっき

ょう、モロヘイヤ、大葉、大根の葉等、事業者によって様々であった。（いくつか、地域特

産品と見られる品種があった。） 

 

＜農業の種類＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-8 実施中の農業の種類（Ｎ＝18） 

 

・ 参入した農業の種類は、農地利用型の農業が 10 件と最も多く、施設型農業が 4件、農作業受

託は 1件のみであった。 

・ その他については、果樹栽培、畜産、資材の販売が見られた。 

 

＜農業用地の確保の方法＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-9 農地確保の方法（Ｎ＝17） 
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・ 農業用地の確保については、農地の借用が 12 件と最も多く、自社の保有農地で確保、農地の

新たな取得はそれぞれ 3件であった。その他では、役員・社員の土地の利用が見られた。 

・ ２００３年以降の新規参入が多いことを考えると、農地流動化の規制緩和によって農業参入

が大きく進んだことが推測される。 

 

＜行政等からの資金受け入れ状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-10 行政等の資金の受入状況（Ｎ＝17） 

 

・ 行政等からの資金援助の受入状況については、補助金が 10 件、融資制度が 3件、貰っていな

いという回答が 5件あった。 

・ 資金援助の具体的内容および資金の出所について、まとめた結果を表 3.2-1 に示す。本回答

では、農業進出のための研究調査に対する補助を利用した例が多く見られた。 

 

＜技術支援の有無＞ 

・ 技術支援を受けたという回答が 8件、受けていないという回答が 9件と、ほぼ二分された。 

・ 具体的内容としては、技術指導（プルーンの生産指導、品種、肥料、消毒等の現地指導、農

業改良普及所の営農指導、農林振興センター農業普及部によるこまめな技術面でのアドバイ

ス）や、定例会の実施、調査分析、農業委員会での利用権設定と耕作放棄地の紹介といった

回答が見られた。 
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1

◆ 表 3.2-1 建設事業者の農業参入に関する行政支援策について ◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国 県 市区町村 

参入時期 補助金（交付金等） 融資制度 補助金（モデル事業） 融資制度 補助金 融資制度 

2003/4 以

降 

強い農業交付金※1（農業経営

構造対策事業）(1,2,3) 

 ◎建設業新分野進出研究調

査事業補助金（鳥取県）（4）

県単補助（具体的事業は不

明、島根県） 

鳥取県自立支援交付金（鳥取

県）（2） 

企業参入促進モデル事業（島

根県）（2） 

農業参入意向企業

調査研究支援事業

（島根県）（4） 

 

 

  

1993/4 ～

2003/3 

農業農村活性化農業構造改

善促進対策事業（平成５年当

時の名称、のちに農業経営構

造対策事業→強い農業交付

金へと変遷） 

 

  スーパーL資金 

農業改良資金 

農村公庫融資（島

根県） 

  

1983/4 ～

1993/3 

 

  （財）広島県産業技術振興機

構（現ひろしま産業振興機

構） 

 

   

（注）◎：回答数の多かった支援策を表す 

１→人に対する支援あり、２→物（設備投資、機械など）に対する支援あり、３→土地に対する支援あり、４→調査研究に対する支援 
   ※１～※４の交付金の詳細は別紙参照 

 

 

国 

県 

市区町村 
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＜課題＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-11 農業参入の際の課題（Ｎ＝18） 

 

・ 収益確保までに時間がかかるとの回答が 17 件で、ほぼ全事業者が収益性に問題を感じている

ことが分かった。 

・ 農業技術に関する知識の不足という回答が 7件、販売先の確保という回答が 6件あった。そ

の他の内容では、人材の確保、莫大な必要資金、農業政策や行政の対応の不足点、業として

の農業の難しさといった回答があった。 

 

＜今後の意向＞ 

・ 17 件中、16 件が規模拡大予定との回答が得られ、ほぼ全ての事業者が拡大を予定している。 

・ 内容としては、現在生産している農作物の生産量拡大（耕地面積拡大、スケールメリットに

よる経営安定化、家畜頭数増加）、他の作物への展開（ハウス栽培への事業拡大、他品種の

果樹栽培等）、加工等による高付加価値化、農業の多目的化（観光農園）が見られた。 

 

＜農業参入事業者における事業の現状、課題のまとめ＞ 

 

 以上をまとめると、中国地域における農業参入例については、作物は様々であるが主流は土地

利用型農業であり、農地は借用によって確保している。また、農業参入に当たっての調査への補

助を利用したケースが多く見られ、技術支援については受けた事業者と受けていない事業者が

半々であった。農業参入の課題としては、投資回収、収益確保に長期間を要することが最大の課

題として認識されており、その他は農業技術、販路確保が挙げられた。なお、ほとんどの事例で

今後規模を拡大する意向を示していることから、農業参入事業者を確保し、健全な経営を支援す

れば、農業生産の拡大が見込まれることが推察される。 
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（３）農業への興味内容について 

問４．ｐ２問１で「２．現在、農業分野への参入を計画している」、「３．農業分野への参入に興

味がある」と回答された方にお聞きします。 農業への参入に関して、計画している／

興味のある内容について、以下の問いにお答え下さい。 

 

設問項目 回答欄 

(1) 

計画中／興味の

ある農業の種類 

 

※ 該当する番号１つに〇をしてください。 

1. 農地利用型農業（水稲、畑など） 

2. 施設型農業（ハウス栽培、植物工場など） 

3. 農作業受託 

4. その他 

 

(2) 

計画中／興味の

ある農業用地の

確保の仕方 

※ 該当する番号全てに〇をしてください。 

1. もとから保有している自社の農業用地を利用する 

2. 自社で農業用地を取得する 

3. 農業用地を借りる 

4. その他 

(3) 

計画中／興味の

ある栽培作物 

※ 該当する番号全てに〇をしてください。 

1. 稲      2. 野菜   

3. 材料作物（植物油用のナタネの栽培など、工業製品の原料になる作物のこと） 

4. その他 

 

【予定している回収年数】※ 該当する番号1つに〇をしてください。 

1-a.  1 年未満              1-b.  1～3 年 

1-c.  3～5 年               1-d.  5 年以上       

 【必要な公的支援】※該当する番号全てに〇をしてください。

2-a.  自治体等からの農業に関する技術や知識の支援 

2-b.  自治体等からの資金面での支援 

2-c.  農業生産法人の認定の簡略化 

2-d.  農業生産法人以外でも農業に参入しやすい規制緩和

2-e. その他 

 

 

(4) 

参入要件 
 

※ 右の１～3のう

ち、参入にあたって

必要と考えられる要

件の番号全てに〇を

してください。 

 

 

 

※ その後、〇を付

けたところについ

て、矢印に従ってお

進みください。 

1. 農業への投

資回収期間 

 
 

2. 公的支援 

 

 

 

 

 

 

 

3. その他 【その他の具体的な参入要件をお教えください】 
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＜計画中／興味のある農業の種類＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-12 興味のある農業分野（Ｎ＝50） 

 

・ 興味のある農業分野は、1.農地利用型農業が 22 件、2.施設型農業が 21 件とほぼ同数であり、

3.農作業受託が 10 件、その他が 3件であった。 

・ 4.その他の具体的内容については、畜産（牛）、苔の栽培、といった回答が見られた。 

・ 農地利用型農業、施設型農業ともに同程度の参入が期待されることが分かった。一方で、農

作業受託という形で、労働力を提供するケースも見られた。 

 

＜計画中／興味のある農業用地の確保の仕方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-13 農地確保の方法（Ｎ＝50） 

 

・ 農地確保の方法については、3.農業用地を借りるという回答が 30 件で最も多かった。次に 2.

自社で農地を取得するが 13 件、1.自社の保有地を利用するが 11 件であった。 

・ 建設事業者は、新規農業参入にあたって自ら土地を保有せずに借りる傾向にあることから、

事業リスクを軽減する傾向にあることが推測される。 
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＜計画中／興味のある栽培作物＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-14 栽培を計画している作物（Ｎ＝50） 

 

・ 栽培する作物は、2.野菜が 29 件と最も多く、次に 1.稲が 19 件、3.材料作物が 13 件であった。 

・ 4.その他については 10 件の回答があり、具体的内容は、果樹、花、薬草、椎茸といった回答

が見られた。 

・ 野菜とその他の果樹、花、薬草、椎茸といった回答を合わせると 40 件近くと大半を占めるこ

とから、農業参入の際には単価が高い作物の栽培を計画する傾向にあることが分かった。 

 

＜参入要件＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-15 参入要件（Ｎ＝50） 

 

・ 参入要件については、2.公的支援が 47 件、次いで 1.投資回収期間が 45 件の回答を得た。そ

の他の回答は 4件で、販路確保、人員確保といった内容の回答が得られた。 

・ 結果より、農業参入に当たってのなんらかの公的関与は必然であるという実態が推察される

とともに、収益性も決して大きくないという認識を持っていることがわかった。 
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＜予定している回収年数＞ 

2%

32%

39%

27% 1-a．1年未満

1-b．1～3年

1-c．3～5年

1-d．5年以上

 

 

図 3.2-16 参入用件としての投資回収期間（回答割合の分布、Ｎ＝41） 

 

・ 回収期間については、1-b.1～3 年の回答割合が 39％（16 件）と最も多く、次に 1-c.3～5 年

の回答割合が 32％（13 件）、1-d.5 年以上の回答割合が 27％（11 件）であった。 

・ 3 年以内の回収期間を要件とする事業者は半数以下であったが、5年以内の回収期間を要件と

すると事業者が 73％にのぼった。 

 

＜必要な公的支援＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-17 要望する公的支援の内容（Ｎ＝47） 

 

・ 公的支援の内容については、2-b.資金面の支援の回答数が 34 件と最も多く、次に 2-d.規制緩

和が 31 件、2-a.農業関連の知識・技術の支援が 29 件、2-c.農業生産法人認定の簡略化が 29

件であった。 
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・ 資金面、技術面での支援と同様に、規制緩和の要求が高く、農業生産法人認定簡略化と合わ

せると、制度面での改善や支援の要求が大きいことが分かった。 

・ その他については国内農業の保護、農地提供などの回答が見られた。 

 

（４） 農業の機械化・ＩＴ化（情報化）について 

 
問５．ｐ２問１で「１．現在、農業分野に参入している」、「２．現在、農業分野への参入を計

画している。」、「３．農業分野への参入に興味がある。」と回答された方にお聞きしま

す。 

 

（１）農業の高度機械化・ＩＴ化（情報化）についてご興味はありますか？  

 

設問項目 回答欄 

① 農業の高度機械化 

（例：高速作業機械、傾斜地用

モノレール、農作業ロボ

ット など） 

※ 該当する番号１つに〇をして下さい。 

１． 実施している 

２． 興味がある 

３． 興味はない 

 

② 農業のＩＴ化（情報化） 

（例：自動制御システム、生産

管理システムの導入 な

ど） 

※ 該当する番号１つに〇をして下さい。 

１． 実施している 

 ２． 興味がある 

 ３． 興味はない 

 

（２）農業の高度機械化・ＩＴ化（情報化）について投資されるご意向はありますか？該当する

番号１つに〇をしてください。 

１． 積極的に投資をしたい 

２． 投資を検討してみたい 

３． あまり投資したくない 

４． 投資しない 

 

（３）農業の高度機械化・ＩＴ化（情報化）を行うとした場合、何を課題とお考えですか？該当

する番号全てに〇をしてください。 

１． 農業の高度機械化・ＩＴ化（情報化）に投資できる費用がない 

２． 農業の高度機械化・ＩＴ化（情報化）に関する技術の情報が不足している 

３． 農業の高度機械化・ＩＴ化（情報化）に関する実例の情報が不足している 

４． 農業の高度機械化・ＩＴ化（情報化）の実施にあたっての人手が不足している 

５． その他 
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＜農業の高度機械化の現状＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-18 農業の高度機械化の現況（Ｎ＝59） 

 

・農業の高度機械化を実施していると答えた建設事業者は 3.4%（2 件）であった。一方、興味が

あると答えた事業者は 64.4％（38 件）にのぼり、関心の高さが伺える。 

 

 

＜農業のＩＴ化（情報化）の現状＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-19 農業のＩＴ化の現況（Ｎ＝60） 

 

・ 農業のＩＴ化を実施していると答えた建設事業者は 3.3%（2 件）であった。一方、興味があ

ると答えた事業者は 81.7％（49 件）にのぼり、関心は非常に高いことが分かった。 

・ 農業における IT 化は、まだ進展していないものの、情報技術による農業の高度化への期待は

非常に大きいことが推察される。 

 

 

32.2%3.4% 64.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．実施している

２．興味がある

３．興味はない

81.7% 15.0%3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．実施している

２．興味がある

３．興味はない

1. 2. 3. 

1. 2. 3. 

回答割合 

回答割合



 3.39

＜投資の意向＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-20 高度機械化・ＩＴ化への投資の意向（Ｎ＝60） 

 

・ 投資を検討してみたいと答えた建設事業者の割合が 55％（33 件）と最も多く、次にあまり投

資したくないと答えた建設事業者の割合が 33.3%（20 件）、投資しないと答えた建設事業者

は 10.0％（6件）であった。積極的に投資をしたいと答えた事業者は 1.7％（1件）にとどま

った。 

 

 

＜農業の高度機械化・IT 化にあたっての課題＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-21 機械化・ＩＴ化へ投資する上での課題（Ｎ＝60） 

 

・ 機械化・ＩＴ化へ投資する上での課題としては、投資する費用がないという回答が 36 件、技

術の情報が不足しているという回答が同じく 36 件と最も多く、実例の情報が不足していると

いう回答が 35 件でほぼ同数であった。人手が不足しているとの回答は 12 件、その他が 3件

であった。 

・ その他では、機械化すべきではない、必要性を感じないという回答が見られた。 
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・ 農業の高度機械化、IT 化に対して興味や期待を持っているものの、資金的に投資できない、

または具体的内容・効果が分からないために投資判断できないという実態がうかがえる。 

 

（５）その他・ご意見など 

 

問６．ｐ２問１で、「４．農業分野への参入に興味はないが、農業以外の分野に参入している」 

、「５．農業分野への参入に興味はないが、農業以外の分野に興味がある。」に回答され

た方にお聞きします。 

 

（１）参入している／興味のある農業以外の分野はどれですか？ 

 

１．林業分野、 ２．水産分野、 ３．環境・リサイクル分野、 ４．介護・福祉分野、 

５．建設関連分野（建設資材の技術開発など）、 ６．ＩＴ分野、 

７．その他（                                 ）  

 

 

（２）（１）で回答された分野に興味のある理由を、分野ごとに教えて下さい。 

 

問７．全ての方にお聞きします。 建設事業者の農業参入について、国や自治体等へのご要望・

ご意見などがございましたら、以下にご記入下さい。 

 

 

＜農業以外への異業種参入意向＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-22 異業種参入（計画）の状況（Ｎ＝61） 
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・ 3.環境・リサイクル分野への参入を実施・計画しているという回答が 44 件と最も多かった。

内容は建設廃材等リサイクル、廃棄物の中間処理（破砕）、住宅施工（太陽光利用システム、

断熱材等の施工）が見られた。参入の理由は、技術が生かせるから、建設業で廃棄物を排出

しており関連分野であるから、将来性が見込めるから、環境保全を社会的要請として捉えて

いるから、といった回答が見られた。 

・ 4.介護、福祉サービスが 21 件で 2番目に多かった。内容は、高齢者向けの住宅や有料老人ホ

ーム等の介護・福祉施設の建設、運営が見られた。参入の理由は、高齢化の進行により社会

のニーズが高いから、中山間地域で高齢化が特に著しいから、といった回答が見られた。 

・ 5.建設業関連分野が 15 件あった。内容は建設資材の技術開発、リサイクル商品の開発、技術

を生かした、コンサルタント業務が見られ、理由は建設業のノウハウが生かせるから、他社

との差別化を図るため、といった回答が見られた。 

・ 2.の水産分野が 5件あり、理由は水産業を支えるため、参入業者が少ないため、といった回

答が見られた。 

・ 1.の林業分野は 4件で、理由は地域資源である森林間伐材の有効活用、環境問題に起因する

将来性・社会的要請、といった回答が見られた。 

・ 3.IT は 3 件の回答があったが、具体的内容・理由に関する記述は得られなかった。 

・ 7.その他では、運送業、冠婚葬祭、飲食業、サービス業といった回答が得られた。 

 

＜国や自治体等への要望・意見・課題＞ 

・ 寄せられた意見のほとんどは、「資金面での問題」、「農地取得・規制緩和」、「行政の資

金援助」、「技術面での支援」の４種類に関する意見・要望であった。 

・ 具体的回答は、以下の通りである。 

 

＜資金面での問題＞ 

・ 資金の援助 

・ 農業参入のための借入金が、建設業本体に影響する懸念がある。 

・ 採算に不安があり農業参入に躊躇する。 

・ 助成、補助金などの期間が短い（少ない）。 

・ 農業での収益はわずかなもので規模を大きくすればするほど費用がかかり、利益を得られる

までには時間と労力がかかると予想される。 

・ 将来的に安定収入を得る必要があるが、単独で取り組むことも難しく、又農業に対するノウ

ハウもなく、積極的な指導、支援を要望したい。 

・ 農業は収益を上げ難い。 

・ 行政は農業参入までの補助は実施しても、農業を開始した後の支援が無いため、事業リスク

が大きい。 

 

＜農地取得・規制緩和＞ 

・ 農業分野参入については参入障壁が多数あり、むずかしい面がある。特に農地の問題が解決

されなければ前には進まないと思われる。 
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・ 農地の確保 

・ 農地の取得を企業でも簡単にできるようにしてほしい 

・ 農地解除、農転等規制が多く手続きに時間がかかりすぎる。 

・ 株式会社が大規模農場を経営できるようにすることが急務である。 

・ ほ場整備事業済の田の流通促進（名義変更の簡素化） 

・ 農業に参入しやすい規制緩和 

 

＜行政による資金援助＞ 

・ 異業種でありながら農業生産法人を設立し、認定農業者となっている事業者は農業に対する

貢献度が大きいので、相応の助成を実施するべきである。 

・ 農業参入に対する税制面の優遇措置を明確にしてほしい。 

・ 異業種参入時の各分野を分別しすぎて助成などが受けにくい。 

・ 経営所得安定対策について、都道府県、市町村の実情に合った要件の検討 

・ 市街地の建設業から農村農業へと政策的に労働人口を移動させる場合、相応の行政の補助・

支援が必要である。 

・ 都道府県単位での補助事業があるが、都道府県と町の共同であるために、町の財政難によっ

て補助が受けられない事態が発生しており、改善してほしい。 

・ 補助金の条件等を緩和してほしい。 

・ 一時的な補助ではなく、農業・農村を支えるための徹底的な支援が必要 

 

＜農業のノウハウ＞ 

・ 農業は天候等の影響もあり、建設事業者が簡単に参入して経営が続くのか疑問である。 

・ 農業経営は厳しく、多くのノウハウも必要である。 

・ 農業参入には勉強や講習によるノウハウ習得が必要である 

・ 農業参入を安易に指導しすぎている 

・ 異業種からの参入者に対する技術支援が欲しい。（新技術についてではなく、これまでの蓄

積された経験・データによる病害虫対策、一般的栽培管理などのアドバイス） 

・ 農業に関する建設技術や知識の支援不足 

 

＜その他＞ 

・ 広い土地ばかりではないので機械化や合理化は難しい。 

・ 兼業農家の多い地域である為大型農業は困難である。 

・ 農業人材の育成が必要である。 
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３．３ まとめ 

  

 本章では、バイオマス資源活用事業の実施にあたって、農業における規制緩和動向について整

理するとともに、新たな担い手の候補として建設事業者を取り上げ、参入の可能性について調査

を実施した。その結果、規制緩和によって様々な担い手の農業参入が可能となっており、実際に

異業種による農業参入事例も多数存在することが分かった。また、アンケート結果より、建設事

業者の農業参入意向は高く、異業種（主に建設業）からの参入も十分に期待できることが分かっ

た。 

 



 4.1

第４章 中山間地域活性化に関する機械・情報化シーズ 

 

 第３章までの検討で、農作物工場をはじめとする機械化、情報化による農業は、中山間地域活

性化に資するバイオマス利活用事業として期待され、担い手として異業種（主に建設業）からの

参入も期待できることが分かった。本章では、中山間地域活性化に関する機械・情報化シーズの

状況を示す。 

  

４．１ 農業機械化の動向 

 

 ここでは、農業機械化を取り巻く動向として、国の施策動向、農業機械の研究開発動向を示す

とともに、農業機械化と中山間地域活性化方策との関係について整理した。図 4.1-1 に概況を示

すが、それぞれの項目についての詳細を以下に示す。 
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＜参考資料＞ 

・ 農業機械年鑑 2005              ・食料・農業・農村白書 平成 16 年度 

・ 「農業機械開発改良研究・技術開発戦略」平成１３年３月 農林水産省生産局 http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20040615press_3/siryo7.pdf 

・ 「四国地域における最近の農業と作業技術の動向」 農業機械学会誌第 67 巻第 3 号（2005） 

・ 農業・生物系特定産業技術研究機構 生物系特定産業技術研究センター ウェブサイト  http://brain.naro.affrc.go.jp/iam/Urgent/iam_urgpro.htm 

【農業機械の開発戦略】 

○ 農業機械開発改良研究・技術開発戦略 

平成 13 年、農林水産技術会議において、農林水産研究・技術開発戦略がとりまとめら

れた。この戦略は、４つの戦略から構成されており、そのうちの１つに、農業機械開発改

良研究・技術開発戦略がある。この中で、今後の重点課題が以下のように示されている。

＜重点課題＞ 

（１）生産性向上のための機械の開発 

・農作業の省力化、新生産システム確立のための機械の開発  

・低コスト生産技術対応機械の開発 

（２）農畜産物の高品質化・高付加価値化のための機械の開発 

・農畜産物の高品質化・高付加価値化のための機械の開発 

・農畜産物の品質評価のための機械の開発 

（３）農業の自然循環機能の維持増進のための機械の開発 

・肥料、農薬等の投下量の節減等に資する機械の開発  

→栽培管理技術（プレシジョンファーミング、精密農業）の確立など 

・農業資源リサイクルのための機械の開発  

・地球温暖化抑制のための機械の開発 

（４）中山間地域等に適応した機械の開発 

・小区画ほ場・傾斜地等に適応した機械の開発 

・地域特産農作物用機械の開発 

（５）農業機械の安全性及び農作業の快適性向上のための技術開発 

 ・安全性向上のための技術開発 

・農作業の快適性向上・軽労化のための技術開発 

（６）農業機械の開発のための基礎・基盤技術の研究開発 

・機械の自動制御技術や認識機能等によって自律的に行動できる技術等の研究開発 

→農業ロボットの開発など 

・生育環境及び生体情報の検出技術の機械への応用に関する研究開発 

・農業機械の低コスト化、リサイクル化のための研究開発 

・農業機械開発のための支援技術研究開発 

【農業機械化に関する研究動向】 

農業・生物系特定産業技術研究機構中期目標に沿って行われた機械化研究のうち、成果情報として報告された主な研究について以下にまとめ

た。ＩＴや GIS を用いた機械制御・作業体系の改善等に関する研究や、環境に配慮した研究等が多くみられる。下記に一例を示し、中でも情報

関連技術が密接に関係する研究成果について水色で示す。 

分類 研究成果例 
原動機・耕うん・整地・圃場整備 ・グリセリンを副生しないバイオディーゼル製造法 

移植・施肥・播種・追肥・挿し木 ・田植え機の苗供給補助装置 

・動力ポンプを用いない排液再利用型の傾斜地用養液栽培装置 

・セルトレイ苗挿し木装置    etc. 

管理（防除、水管理、草生管理等） 特になし 

収穫・運搬 ・稲麦用収量コンバイン 

・自動追従運搬車を利用したキャベツの選択収穫・省力運搬技術 

・コンテナ式乗用型摘採機用収量モニタ  etc. 

乾燥・調製・加工 特になし 

畜産 ・搾乳ユニット自動搬送装置   etc. 

精密農業 ・デジタルカメラを利用した無人ヘリ搭載式水稲生育情報測定装置 

・精密農業用作業ナビゲータ  etc 

システム化 ・水田作の生産管理システム 

・フィールドサーバーを活用した農作業緊急情報通報システム etc.

その他 ・IC タグと二次元コードを利用した農産物の生産履歴開示システム  

etc. 

【農林水産省の機械化推進関連施策について】 

平成１７年度は、強い農業づくり交付金（予算額 470 億円）という枠組みの中で、

機械化推進に関連して以下のメニューが実施されている。 

・ 農業生産資材費低減 

（農業資材の生産及び流通の合理化促進、農業資材の効率的利用等の推進） 

・ 生産体制保安 

（農作業安全確保の推進） 

図 4 . 1 - 1  農 業 機 械 化 を 取 り 巻 く 現 状 

【食料・農業・農村の動向】 

・食料・農業・農村基本法の４つの理念 
○ 食料の安定供給の確保 
○ 多面的機能の発揮 
○ 農業の持続的発展 
○ 農村の振興 

【農業機械業界の動向】 

・農業機械の生産実績は漸減傾向 

（1995 年 649,874 百万円⇒2003 年 472,171 百万円） 
・ 市場の国際化が進展 
（輸出総額：1998 年 143,843 百万円⇒2003 年 160,735 百万円） 

【農業機械化の現況】 

・昭和 28 年に農業機械化促進法が制定されて以来、農業機械化の取組みは継続的に実施されてきた。 

・稲、麦、大豆等の土地利用型作物については、ほぼ機械化一貫体系が確立している。 

・野菜や果樹の園芸分野における機械化は遅れており、機械化一貫体系が確立していない。 

・国産農畜産物の消費拡大に向けて農畜産物の高品質化・高付加価値化に資する機械や、中山間地域の生

産振興に資する機械の開発が求められている。 

【機械開発状況】 

農林水産省による、農業機械開発施策と、その開発機械の目標、そして開発成果の例を以下の表に示す。農林水産研究・技術開発

戦略が施策に反映されていることが分かる。 

施策 対象・目的 成果例 

農業機械等緊急開発事業 

（平成 5～9年度） 
機械化一貫体制の確立 

21 世紀型農業機械等緊急開発事業

（平成 10～14 年度） 
上記に加え、 

環境保全型農業、中山間地域対

応型農機 

【成果】 

大型汎用コンバイン、農業副産物コンポスト化装置、

野菜用栽培管理ビークル、米品質測定評価装置、作物

生育情報測定装置、傾斜地果樹用多目的モノレール 

 etc.

上記に加え、 

地域条件に即した農業の構造改

革に資する機械 

【開発課題】 

野菜接ぎ木ロボット用自動給苗装置 etc. 

安全で安心な農畜産物の供給に

資する機械 

生体情報測定コンバイン etc. 

次世代農業機械等緊急開発事業 

（平成 15～19 年度） 

持続的農業生産、循環型社会に

資する機械 

環境保全型汎用薬液撒布装置 etc. 

情報関連技術を用い

た研究成果 
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４．１．１ 施策動向 

 

 本項では、農業機械の開発・実用化に関する国の施策動向を整理した。 

 

（１）農業機械化促進法 

 

農業機械化促進法（昭和 28 年施行）は、農業機械化の促進によって農業生産力の増進と農業経

営の改善に寄与することを目的としており、国または都道府県が、農業機械化の促進に有効な事

項について積極的に実施するよう義務付けている。 

また同法では、農林水産大臣に対して高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進、および導

入に関する基本方針（以下、４．１節内では基本方針と表記）を定めることを義務付けている。

基本方針は、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構が行う高性能農業機械等の試験研

究および実用化の対象、目標について定めており、おおむね 5 年毎に定めるように農業機械化促

進法施行令によって規定されている。なお、現在の基本方針は平成 15 年に定められたものである。 

 

（２）農業機械等緊急開発事業等 

  

高性能農業機械の政策的な緊急開発を官民一体で推進することを目的として、平成 5 年より、

農業機械等緊急開発事業等が実施されている。この事業では、生物系特定産業技術研究支援セン

ター（元特殊法人農業機械化研究所、以下生研センターと表記）が主体となり、民間事業者や研

究機関等と連携しながら、基本方針に定められた高性能農業機械等の研究・開発を実施している。

事業の推移および事業目的について、表 4.1-1 に示した。 

 

表 4.1-1 農業機械等緊急開発事業等および事業目的 

施策 事業目的 

農業機械等緊急開発事業 

（平成 5～9年度） 

機械化一貫体系の確立 

21 世紀型農業機械等緊急開発事業 

（平成 10～14 年度） 

環境保全型農業 

中山間地域対応農機の開発 

次世代農業機械等緊急開発事業 

（平成 15～19 年度） 

地域条件に即した農業の構造改革 

安全で安心な農畜産物の供給 

持続的農業生産、循環型社会の形成 

（出典：農業機械年鑑 2005 新農林社刊、新農業機械実用促進株式会社ウェブサイトより作成） 

  

農業機械等緊急開発事業等は、基本方針の策定に従って、5 年毎に事業が計画、実施されてお

り、これまでには農業機械等緊急開発事業、21 世紀型農業機械等緊急開発事業、次世代農業機械

等緊急開発事業が実施されている。事業目的の変遷を見ると、当初は機械化一貫体系の確立に資
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する機械が重点的に開発されていたが、21 世紀型農業機械等緊急開発事業では、多くの作物にお

いて機械化一貫体系が確立されてきた状況を踏まえ、農業における環境負荷の低減に資する機械

や、中山間地域に対応した機械も事業目的として加えられた。 

現在は、次世代農業機械等緊急開発事業によって農業機械の開発が推進されており、地域条件

に即した農業の構造改革、安全で安心な農畜産物の供給、持続的農業生産・循環型社会の実現が

事業目的として示されている。 

 

（３）農林水産研究・技術開発戦略 

 

平成 12 年３月に定められた食料・農業・農村基本計画では、食料の安定供給の確保、多面的機

能の発揮、農業の持続的な発展、農村の振興という４つの基本的な方針に従った施策の展開が謳

われている。同時に、研究開発については、目標を明確化し具体的な技術の確立に向けた戦略を

定めることにより、効果的・効率的に推進することとしている。 

これを受けて、平成 13 年に農林水産省は農業機械開発改良研究・技術開発戦略をとりまとめた。

この戦略の中で記載された、今後の農業機械の研究・技術開発の方向性および重点課題を、表4.1-2

に示し。 

 

表 4.1-2 農業機械開発改良研究・技術開発戦略に示された研究・技術開発の方向性および重点課題 

研究・技術開発の方向性 重点課題 

①生産性向上のための機械の開発 ・農作業の省力化、新生産システム確立のための機械の開発

・低コスト生産技術対応機械の開発 

②農畜産物の高品質化・高付加価

値化のための機械の開発 

・農畜産物の高品質化・高付加価値化のための機械の開発 

・農畜産物の品質評価のための機械の開発  

③農業の自然循環機能の維持増進

のための機械の開発 

・肥料、農薬等の投下量の節減等に資する機械の開発 

・農業資源リサイクルのための機械の開発  

・地球温暖化抑制のための機械の開発 

④中山間地域等に適応した機械の

開発 

・小区画ほ場・傾斜地等に適応した機械の開発 

・地域特産農作物用機械の開発 

⑤農業機械の安全性及び農作業の

快適性向上のための技術開発 

・安全性向上のための技術開発 

・農作業の快適性向上・軽労化のための技術開発 

⑥農業機械の開発のための基礎・

基盤技術の研究開発 

・機械の自動制御技術や認識機能等によって自律的に行動で

きる技術等の研究開発 

・生育環境及び生体情報の検出技術の機械への応用に関する

研究開発 

・農業機械の低コスト化、リサイクル化のための研究開発 

・農業機械開発のための支援技術研究開発 

（出典：農業機械開発改良研究・技術開発戦略 平成 13 年 3 月農林水産省生産局） 
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農業機械開発改良研究・技術開発戦略では、今後 10 年の技術開発の展望を示しており、平成

17 年度までを第Ⅰ期、平成 22 年度までを第Ⅱ期と定めている。その上で、第Ⅰ期と第Ⅱ期でそ

れぞれ具体的な装置名を開発課題として示している。なお、具体的な開発装置およびその研究開

発状況については、４．１．２項にて示す。 

 

（４）まとめ 

 

国は農業機械化促進法に基づいて農業機械の開発・実用化を推進しており、平成 5 年度からは

機械化一貫体系の確立を目的として、農業機械等緊急開発事業が開始された。現在は地域条件に

即した農業の構造改革、安全で安心な農畜産物の供給、持続的農業生産、循環型社会の形成を目

的として、次世代型農業機械等緊急対策事業が実施されており、農業機械はより多様な役割を担

うことが求められている。 

近年、食料・農業・農村を取り巻く情勢の変化を受けて、生産力の増進のみならず、食料の安

定供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の振興という農業施策の基本的な

方針に資することを目的として、農業機械開発改良研究・技術開発戦略が策定され、農業機械の

研究開発・実用化の方向性が示されている。 
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４．１．２ 農業機械の研究開発動向 

  

 本項では、４．１．１項において示した農業機械開発改良研究・技術開発戦略の現状、および

研究開発動向について概観した。 

 

（１） 農業機械開発改良研究・技術開発戦略の現状 

  

平成 16 年６月８日に実施された、第３回農業資材審議会農業機械化分科会基本分会において、

農業機械開発改良研究・技術開発戦略に示された課題の達成状況が公表された。その概要を、表

4.1-3 に示す。 

 

表 4.1-3 農業機械開発改良研究・技術開発戦略に示された課題およびその達成状況（1/4） 

方向性 重点課題 期 課題 達成状況(※)

レタス収穫機 未実用化 

越冬はくさい頭部結束機 未実用化 

大粒種子整列は種装置 実用化 

セルトレイ苗挿し木装置 実用化 

スタックサイロ形成機 － 

搾乳ユニット自動搬送装置 実用化 

Ⅰ

細断型ロールベーラ 実用化 

苗・資材等の効率的ハンドリング装置 － 

新製剤散布機の開発 － 

かんきつ用収穫作業機の開発 事前検討中

施設園芸における果菜類の収穫・運搬作
業の省力化のための機械開発 

開発中 

野菜類の収穫・運搬・調整・出荷体系の
合理化のための機械開発 

事前検討中

低利用地における飼料作機械化一貫生産
システム確立のための機械開発 

開発中 

農作業の省力化、
新生産システム確
立のための機械の
開発 

Ⅱ

生体情報等を利用した個別精密飼養管理
システム確立のための機械の開発 

開発中 

農用車両用自律直進装置 実証 Ⅰ

高速代かき均平機 実用化 

乾田・湛水田両用直播機の開発 事前検討中

移植・直播両用機の開発 実用化 

①生産性向
上のための
機械の開発 
 
 
 

低コスト生産技術
対応機械の開発 

Ⅱ

高品質苗の大量育苗機械の開発 開発中 

（出典：平成 16 年 6 月 5日 農業資材審議会農業機械化分科会資料より抜粋） 

（(※)：達成状況については、第Ⅰ期は「実用化」「実証」「開発中」「未実用化」「事前検討中」

の５段階で、第Ⅱ期は「開発中」「事前検討中」の２段階で評価している。） 
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表 4.1-3 農業機械開発改良研究・技術開発戦略に示された課題およびその達成状況（2/4） 

方向性 重点課題 期 課題 達成状況(※)

穀物自動乾燥調整装置 実用化 

軟弱野菜調整装置 実用化 

長ねぎ調整装置 実用化 

Ⅰ 

結球葉菜調整選択装置 実証 

野菜の選択収穫機の開発 事前検討中

高品質収穫コンバインの開発 開発中 

農畜産物の高品
質化・高付加価値
化のための機械
の開発 

Ⅱ 

高品質化・高付加価値化のための機械の開
発 

開発中 

Ⅰ 非破壊選果機の適用範囲の拡大 実用化 

葉茎野菜の損傷判定・選別のための機械の
開発 

事前検討中

農作物の収穫適期評価のための機械の開発 事前検討中

農作物の貯蔵性評価のための機械の開発 事前検討中

②農畜産物
の 高 品 質
化・高付加価
値化のため
の機械の開
発 

農畜産物の品質
評価のための機
械の開発  

Ⅱ 

サイレージ材料品質評価のための機械の開
発 

他研究機関で

研究開発開始

農用車両作業ナビゲーター 実証 

圃場内簡易土壌分析装置 未実用化 

土壌サンプリング装置 一部実用化

作物生育情報測定装置 一部実用化

穀物収穫情報測定装置 実証 

可変施肥装置 実証 

果樹用局所施肥機 未実用化 

高精度水田用除草機 実用化 

畜舎換気用除じん・脱臭装置 実用化 

Ⅰ 

畜舎排水脱色・リン除去装置 実用化 

メッシュ毎の土壌や作物の状態等 PF を行
うための情報を活用した作業制御型機械の
開発 

開発中 

メッシュ毎の土壌や作物の状態等 PF を行
うための情報を活用した総合生育管理用機
械の開発 

開発中 

③農業の自
然循環機能
の維持増進
のための機
械の開発 

肥料、農薬等の投
下量の節減等に
資する機械の開
発 

Ⅱ 

畑用液剤少量散布機の開発 開発中 

（出典：平成 16 年 6 月 5日 農業資材審議会農業機械化分科会資料より抜粋） 

（(※)：達成状況については、第Ⅰ期は「実用化」「実証」「開発中」「未実用化」「事前検討中」

の５段階で、第Ⅱ期は「開発中」「事前検討中」の２段階で評価している。） 
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表 4.1-3 農業機械開発改良研究・技術開発戦略に示された課題およびその達成状況（3/4） 

方向性 重点課題 期 課題 達成状況(※)

高精度固液分離装置 実証 

品質管理型堆肥攪拌自動混合装置 実証 

Ⅰ 

自然エネルギー活用型高品質堆肥化装置 実証 

有機性廃棄物高度リサイクル技術の開発 事前検討中

家畜糞尿の燃料化装置の開発 事前検討中

農産物・農業廃棄物の燃料化装置の開発 事前検討中

農業資源リサイ
クルのための機
械の開発 

Ⅱ 

動植物油マイクロエマルジョンによる代替
燃料利用型機械の開発 

－ 

Ⅰ 農用エンジン排出ガスの低減化技術の開発 未実用化 

動力源としてエンジンとモーターを併用し
たハイブリッド型農業機械の開発 

－ 

③農業の自
然循環機能
の維持増進
のための機
械の開発 
（つづき） 

地球温暖化抑制
のための機械の
開発 

Ⅱ 

温室効果ガスを排出しない風力・太陽等の
クリーンエネルギーを利用した機械の開発 

事前検討中

傾斜地果樹用管理ビークル 未実用化 

傾斜地果樹用多目的モノレール 実用化 

中山間地域対応自脱型コンバイン 実用化 

Ⅰ 

傾斜地草地用多機能トラクター 未実用化 

中山間地域における小規模水田、転作畑等
に適した機械の開発 

開発中 

中山間地域における転換畑等の小規模放牧
地の環境保全のための機械の開発 

他研究機関
等で実施中

小区画ほ場・傾斜
地等に適応した
機械の開発 

Ⅱ 

放牧牛の位置及び生体情報に基づく高度管
理のための機械の開発 

他研究機関
等で実施中

れんこん収穫作業機 未実用化 

シシトウガラシの簡易選別機 未実用化 

④中山間地
域等に適応
した機械の
開発 

地域特産農作物
用機械の開発 

Ⅰ 

こんにゃく収集・運搬機 実用化 
安全情報システム 実用化 

農業機械操作シミュレータ 開発中 

Ⅰ 

各種農業機械の安全基準の策定 － 
事故安全情報収集解析システムの開発 事前検討中

危険情報の検出と告知技術の開発 事前検討中

安全性の計測・評価システムの開発 事前検討中

⑤農業機械
の安全性及
び農作業の
快適性向上
のための技
術開発 

安全性向上のた
めの技術開発 

Ⅱ 

農作業事故の行動心理学的分析 事前検討中

」（出典：平成 16 年 6 月 5日 農業資材審議会農業機械化分科会資料より抜粋） 

（(※)：達成状況については、第Ⅰ期は「実用化」「実証」「開発中」「未実用化」「事前検討中」

の５段階で、第Ⅱ期は「開発中」「事前検討中」の２段階で評価している。） 
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表 4.1-3 農業機械開発改良研究・技術開発戦略に示された課題およびその達成状況（4/4） 

方向性 重点課題 期 課題 達成状況(※)

作業環境評価モニタリングシステム 実用化 

作業姿勢評価モニタリングシステム 実用化 

マン－マシンインターフェース評価技術 事前検討中

労働負担評価モニタリングシステム 実用化 

Ⅰ 

騒音の可視化による低減化技術 実用化 

快適性評価技術の開発 事前検討中

⑤農業機械
の安全性及
び農作業の
快適性向上
のための技
術開発 
（つづき） 

農作業の快適性
向上・軽労化のた
めの技術開発 

Ⅱ 

女性、高齢者の軽労化のための指針の策定 開発中 

視覚センサーを用いた個体認識・識別技術 試作 

株間等の機械除草技術 開発中 

機械間引き技術 未実用化 

野菜等の個体分離・供給技術 開発中 

粒状資材のモニタリング技術 未実用化 

自動化のための整列供給装置の開発 開発中 

Ⅰ 

乳頭清拭装置の開発 開発中 

野菜・果樹の管理・調製作業におけるマニ
ュピレータの開発 

事前検討中

果菜類の管理・収穫ロボットの開発 開発中 

ロボット車両及び移動機構の開発 事前検討中

草地栽培管理作業ロボットの開発 事前検討中

機械の自動制御
技術や認識機能
等によって自律
的に行動できる
技術等の研究開
発 

Ⅱ 

家畜飼養管理、搾乳・哺乳作業ロボットの
開発 

－ 

生育・出荷管理のための生育情報モニタリ
ング技術の開発 

実証 Ⅰ 

視覚センサー等による果菜類の作物情報検
出装置の開発 

開発中 

生育環境及び生
体情報の検出技
術の機械への応
用に関する研究
開発 Ⅱ ほ場の水分、養分、病害虫の発生状況等の

モニタリング技術の開発 
開発中 

複数野菜の収穫に対応可能な汎用車両の開
発 

開発中 Ⅰ 

リサイクル度評価手法の確立 事前検討中
メンテナンスの容易な農業機械の開発研究 事前検討中

農業機械の低コ
スト化、リサイク
ル化のための研
究開発 Ⅱ 

リサイクル可能な農業機械部品の開発 事前検討中
トラクタの環境負荷に対する評価試験方法
の確立 

実用化 

防除機の環境・安全性に対する評価試験方
法の確立 

実証 

Ⅰ 

安全情報、研究成果、検査・鑑定結果等の
技術情報のデータベース化 

開発中 

農業機械開発のための多目的・最適化手法
による意志決定支援システムの開発 

事前検討中

⑥農業機械
の開発のた
めの基礎・基
盤技術の研
究開発 

農業機械開発の
ための支援技術
研究開発 

Ⅱ 

農業機械の総合性能開発評価法の開発 事前検討中

（出典：平成 16 年 6 月 5日 農業資材審議会農業機械化分科会資料より抜粋） 

（(※)：達成状況については、第Ⅰ期は「実用化」「実証」「開発中」「未実用化」「事前検討中」

の５段階で、第Ⅱ期は「開発中」「事前検討中」の２段階で評価している。） 
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ここで表 4.1-3 の結果について、研究開発の方向性ごとの課題設定件数、達成状況の件数を表

4.1-4 に整理した。 

 

表 4.1-4 農業機械開発改良研究・技術開発戦略における課題達成状況 

第Ⅰ期 第Ⅱ期  

全体の 
課題件数 

実用化、
実証の 

課題件数

実用化の
課題件数

全体の 
課題件数

開発中、事前
検討中の 
課題件数 

開発中の
課題件数

①生産性向上のための

機械の開発 
9 6 5 10 8 5 

②農畜産物の高品質

化・高付加価値化のた

めの機械の開発 

5 5 4 7 7 3 

③農業の自然循環機能

の維持増進のための機

械の開発 

14 11 5 9 7 0 

④中山間地域等に適応

した機械の開発 
7 3 3 3 3 3 

⑤農業機械の安全性及

び農作業の快適性向上

のための技術開発 

8 6 6 6 6 1 

⑥農業機械の開発のた

めの基礎・基盤技術の

研究開発 

14 4 1 10 9 2 

 

・ 生産性向上のための機械の開発（①）、農畜産物の高品質化・高付加価値化のための機械の

開発（②）、中山間地域等に適応した機械の開発（④）、農業機械の安全性及び農作業の快

適性向上のための技術開発（⑤）では、第Ⅰ期課題において、全体の課題件数に対する実用

化の課題件数の割合が高い。 

・ 農業の自然循環機能の維持増進のための機械の開発（③）、農業機械の開発のための基礎・基

盤技術の研究開発（⑥）については、課題は多く設定されており、中でも開発中、実証中の

課題が多い。 

・ 中山間地域等に適応した機械の開発（④）の第Ⅱ期については、他と比較して課題件数が少

なくなっている。 

 

（２）農業機械の研究開発状況 

 

農業機械学会誌に掲載された農業機械の開発動向及び研究の方向性に関する文献から、作物別、

農作業別に動向を抽出、整理したものを表 4.1-5 に示す。 
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表 4.1-5 農業機械開発の状況 

研究・開発の動向（※）  
農作業 穀物等 野菜・花卉 
原動機・耕うん・整

地・圃場整備 

 

【トラクター】 

○操作性、居住性の向上のための開発（大型では作業の精度向上） 

●高齢者、未経験者にも使いやすいユニバーサルデザイン 

●排ガス規制の対応 

移植・施肥・播種・

追肥・挿し木 

 

【田植・直播機】 

○静粛、高出力エンジンが求められる。 

○走行部の操作性向上 

○植え付け部の省力化、低コスト化 

○植え付け部の自動制御の高速応答化、フ

ロートの小型化 

○施肥の省エネルギー化 

○補助作業者の軽労化 

○機械の多目的化 

●大規模化、省力化、低コスト化 

●環境配慮、労働負荷軽減 

○全自動から半自動への需要移行（苗・作物

の適応範囲の拡大、軽量化の実現、安価）

○舟底植の実現による高付加価値化  

●半自動型は、歩行型から乗用型へ移行。快

適な移植作業のための走行性確保が必要 

全自動型：高速化、作物適応性の拡大 

 

管理（防除、水管理、

草生管理等） 

○動力噴霧：脈動軽減 

○エンジンセット動噴：ホース送り出し部分の改良による軽労化 

○背負い動噴・撒布：スタータの引き力軽減、背負った状態での作業軽労化 

○スピードスプレイヤ：低騒音化、スプレー精度向上 

○ズームスプレイヤ：少量撒布 

○刈払機：安全性確保、作業性向上、軽量化、低振動化、低騒音化 

○除草機：田植同時除草による省力化、機械除草機による環境負荷軽減 

●農薬飛散対策：薬剤散布時のドリフト対策として 

●快適性、安全性の向上（低振動化、低騒音化、乗り心地・操作性の向上） 

●排ガス規制 

収穫・運搬 【コンバイン】 

○エンジン強力化、高速化による作業スピ

ード向上 

○脱穀機の処理能力、選別精度の向上によ

る高能率実現 

●排ガス対応 

●小型コンバインでは安全性、操作性向上

●大型コンバインでは高能率高耐久化、居

住性向上 

○収穫物ハンドリング、抜き取り技術向上に

よる高速作業の実現 

○収穫物運搬労力軽減、フィルムを剥ぎなが

ら収穫する機械 

○画像認識による高速・高精度な選別機 

●選択収穫（収穫判別機能）、収穫時の傷み

防止のための機械、高性能ロボット 

●運搬作業の省力化 

乾燥・調製・加工 ○操作性向上（乾燥機、籾摺機、選別計量）

精米機（加水洗米、特殊研米、乾式洗米）

乾燥調製工程のシステム化 

●操作性、環境負荷軽減、履歴管理 

 選別精度の向上による作業負荷軽減 

 高品質精米のための機械 

品質評価システムの構築 

○軟弱野菜調製機 

○ブラシ式の洗浄機による洗浄 

○包装機および周辺装置の充実による洗浄

作業の軽労化 

●野菜調製の一体化、システム化による省力

化、軽量化 

●施設内の機械について、機械の電動化、自

動化 

●自然エネルギーを利用したシステム開発 

（（※）○は開発動向、●は研究の方向性を示す） 

（出典：農業機械学会誌第 67 巻第 4 号 特集：農業機械の歩み 2004 Ⅱトラクタ・トラクタ作

業機、Ⅲ田植・直播機、Ⅳ防除管理作業用機械、Ⅴコンバイン、Ⅵ穀物乾燥調製機、Ⅶ野菜用機

械を基に作成） 
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・ 全般的に、①高能率化・省力化、②快適性・操作性の向上、③環境対応の３つの方向性に沿

って農業機械の開発が行われている。 

・ 穀物類については比較的機械の技術が確立されているが、野菜・花卉については人力による

農作業が多く、さらなる機械化に向けた研究開発が求められている。 

・ 収穫・運搬の機械や乾燥・調製・加工の機械において、作物の情報（含有成分、生育状況等）

の取得や画像認識等、情報技術を多用した開発が見られる。 

 

 次に、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構中期目標に沿って行われた機械化研究

のうち、平成 16 年度の研究開発成果として報告された主な研究について、農業機械年鑑 2005 に

掲載されたものを表 4.1-6 に示した。 

 同文献では、「ＩＴやＧＩＳを用いた機械制御・作業体系の改善等に関する研究や、環境に配慮

した研究等が増加傾向にある（p28）」としており、省力化、環境負荷低減に資する機械装置の他、

精密農業やシステム化に関する研究開発成果が報告されている。 

 

表 4.1-6 (独)農業・生物系特定産業技術研究機構における平成 16 年度機械化研究成果 

分類 研究成果例 

原動機・耕うん・整地・圃場整備 ・ グリセリンを副生しないバイオディーゼル製造法 

移植・施肥・播種・追肥・挿し木 ・ 欠株を減らした横送り制限型ロングマット田植機 

・ 田植え機の苗供給補助装置 

・ キャベツの葉を傷つけない追肥作業ユニット 

・ 動力ポンプを用いない排液再利用型の傾斜地用養液栽培装置 

・ セルトレイ苗挿し木装置 

収穫・運搬 

 

・ 稲麦用収量コンバイン 

・ 狭ピッチ切断部による大豆コンバイン頭部損失低減効果 

・ 自動追従運搬車を利用したキャベツの選択収穫・省力運搬技術 

・ 電動苗運搬車と簡易移植機を利用したセル成型苗定植作業 

・ コンテナ式乗用型摘採機用収量モニタ 

畜産 ・ 広幅、条散布可能な可変施肥機による飼料作物の施肥管理技術 

・ 細断型ロールベーラ 

・ 搾乳ユニット自動搬送装置 

・ 汚れ除去効果の高い乳頭洗浄機構 

精密農業 ・ デジタルカメラを利用した無人ヘリ搭載式水稲生育情報測定装置 

・ 水稲の生育を診断する非接触の携帯式生育情報測定装置 

・ 精密農業用作業ナビゲータ 

・ 土壌サンプル粉砕篩分け装置 

・ 電極センサー式土壌簡易分析装置 

システム化 ・ 水田作の生産管理システム 

・ ロングマット苗移植及び不耕起栽培を導入した4年6作水田輪作体系

・ フィールドサーバーを活用した農作業緊急情報通報システム 

その他 ・ パソコンで学ぶ農作業安全 

・ データシート利用の農作業シミュレータ 

・ 肥料等の管路内流量を測定する静電容量式粒状物流量センサー 

・ IC タグと二次元コードを利用した農産物の生産履歴開示システム 

（出典：農業機械年鑑 2005（新農林社）pp.28-29「６農業機械化研究の動向」より作成） 
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４．１．３ 農業機械化と中山間地域活性化方策との関係 

 

 本項では、農業機械化と中山間地域活性化方策との関係を検討した。ここでは、中山間地域活

性化方策として、農作物工場、中山間地域の小規模圃場における農業（以下、本報告書では小規

模農業と表記）、およびバイオマスを利用した工業製品生産を取り上げた。 

具体的には、新たな食料・農業・農村基本計画と、農業機械開発改良研究・技術開発戦略に示

された重点課題および第Ⅱ期目標を取り上げ、それらと農作物工場、小規模農業、バイオマスを

利用した工業製品生産との関係を検討した。 

 

（１）食料・農業・農村基本計画と農作物工場、小規模農業、バイオマスを利用した工業製品生

産との関係 

 

平成 17 年 3 月、過去 5 年間の情勢を反映し、新たに食料・農業・農村基本計画が策定された。

その中で、今後 10 年程度を見通す計画と、計画期間中に取り組むべき改革の方向とその実現に向

けた工程を明示しており、農政改革の視点として以下の 5つを掲げている。 

  

・効果的・効率的でわかりやすい政策体系の構築 

 ・消費者の視点の施策への反映 

 ・農業者や地域の主体性と創意工夫の発揮の促進 

 ・環境保全を重視した施策の展開 

 ・農業・農村における新たな動きを踏まえた「攻めの農政」の展開 

 

これらの視点のうち、「農業者や地域の主体性と創意工夫の発揮の促進」「環境保全を重視した

施策の展開」「農業・農村における新たな動きを踏まえた『攻めの農政』の展開」の実現に向けて

は、農作物工場、バイオマスを利用した工業製品生産が寄与するものと期待される。また、それ

らの事業への異業種参入も含めた担い手を確保するためにも、省力化、自動化等、機械産業に対

するニーズは大きいものと考えられる。 

 

（２）農業機械開発改良研究・技術開発戦略の重点課題と農作物工場、小規模農業、バイオマス

を利用した工業製品生産との関係 

 

農業機械開発改良研究・技術開発戦略に示された研究開発の方向性について、重点課題および

第Ⅱ期における達成目標を示し、それぞれについて、農作物工場、小規模農業、バイオマスを利

用した工業製品生産との関係を検討した。 
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① 生産性向上のための機械の開発 

 

【重点課題】 

１）農作業の省力化、新生産システム確立のための機械の開発  

・苗・資材等の効率的ハンドリング装置の開発 

・新製剤散布機の開発 

・かんきつ用収穫作業機の開発 

・施設園芸における果菜類の収穫・運搬作業の省力化のための機械の開発 

・野菜類の収穫・搬送・調製・出荷体系の合理化のための機械の開発 

・低利用地における飼料作機械化一貫生産システム確立のための機械の開発 

・生体情報等を利用した個別精密飼養管理システム確立のための機械の開発 

２）低コスト生産技術対応機械の開発  

・乾田・湛水田両用直播機の開発 

・移植・直播両用機の開発 

・高品質苗の大量育苗機械の開発 

 

 生産性向上のための機械の開発は、特に農作物工場、小規模農業において大きな効果が期待さ

れる。具体的な関係は以下の通りである。 

・ 農作物工場は、地域条件によって生産性が左右されないため、機械性能の向上が農作物工場

の生産性に直接反映される。従って、生産性向上のための機械導入により、農業経営基盤の

強化が期待される。また、労働負担軽減の効果も大きいと期待される。 

・ 小規模農業においても、生産性向上のための機械導入により、担い手の確保と農業経営基盤

強化に向けた効果が期待される。 

 

② 農畜産物の高品質化・高付加価値化のための機械の開発 

 

【重点課題】 

１）農畜産物の高品質化・高付加価値化のための機械の開発  

・野菜の選択収穫機の開発 

・高品質収穫コンバインの開発 

・高品質化・高付加価値化のための乾燥・調製・貯蔵・包装用機械の開発 

２）農畜産物の品質評価のための機械の開発  

・葉茎菜類の損傷判定・選別のための機械の開発 

・農産物の収穫適期評価のための機械の開発 

・農産物の貯蔵性評価のための機械の開発 

・サイレージ材料品質評価のための機械の開発  

 



 4.15

 

 農畜産物の高品質化・高付加価値化のための機械は、特に農作物工場、小規模農業において大

きな効果が期待される。具体的な関係は以下の通り。 

・ 農作物工場において、高付加価値化による増収は初期投資の早期回収の観点から非常に有用

であり、さらなる農業経営基盤強化が期待される。また、品質評価のための機械を導入する

ことによって、より無駄のない計画的な収穫、貯蔵と出荷の実現に資するものと期待される。 

・ 小規模農業において、農畜産物の高品質化・高付加価値化のための機械によって生産量当た

りの収益が向上し、農業経営基盤の強化に資することが期待される。 

 

③ 農業の自然循環機能の維持増進のための機械の開発 

 

【重点課題】 

１）肥料、農薬等の投下量の節減等に資する機械の開発  

・メッシュ毎の土壌や作物の状態等ＰＦを行うための情報を活用した作業制御型機械の開発 

・メッシュ毎の土壌や作物の状態等ＰＦを行うための情報を活用した総合生育管理用機械の開発 

・畑用液剤少量散布機の開発  

２）農業資源リサイクルのための機械の開発 

・家畜ふんの燃料化装置の開発 

・農産物・農業廃棄物の燃料化装置の開発 

・動植物油マイクロエマルジョン化による代替燃料利用型機械の開発  

３）地球温暖化抑制のための機械の開発  

・動力源としてエンジンとモーターを併用したハイブリッド型農業機械の開発 

・温室効果ガスを排出しない風力・太陽等のクリーンエネルギーを利用した機械の開発  

  

農業の自然循環機能の維持増進のための機械の開発は、農作物工場、小規模農業、バイオマス

を利用した工業製品生産に大きな効果が期待される。具体的な関係は以下の通り。 

・ 上記の重点課題のうち、「農業資源リサイクルのための機械の開発」により、農作物工場に

おける残渣の有効活用による、さらなるバイオマス資源の循環、バイオマスエネルギーの農

作物工場での利用による地球温暖化防止の推進といった効果が期待される。 

・ また、農作物工場、小規模農業、バイオマスを利用した工業製品生産においては、バイオマ

ス資源の循環だけではなく、地球温暖化防止も重要な取組課題であり、そのために「地球温

暖化抑制のための機械の開発」の成果が期待される。 
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④ 中山間地域等に適応した機械の開発  

 

【重点課題】 

１）小区画ほ場・傾斜地等に適応した機械の開発  

・中山間地域における小規模水田、転換畑等に適した機械の開発 

・中山間地域における転換畑等の小規模放牧地の環境保全のための機械の開発 

・放牧牛の位置及び生態情報に基づく高度管理のための機械の開発 

 ２）地域特産農作物用機械の開発 

 

中山間地域等に適応した機械の開発は、特に小規模農業、農作物工場に大きな効果が期待され

る。具体的な関係は以下の通り。 

・ 中山間地域における小規模農業においては、「小区画ほ場・傾斜地等に適応した機械の開発」

の成果が期待される。さらに、２．３節に示した先進事例調査で示唆されたように、中山間

地域における、農作物工場の普及版ともいえる、小規模ではあるが機械設備を導入して生産

性を高め、作業負荷を低減した農業形態の実現に向けても、「中山間地域等に適応した機械の

開発」の成果が期待される。 

・ また、地域特産農作物用機械の開発については、農作物工場においても、第２章で示した事

例のようなトマト、葉物野菜以外の作物を生産する可能性を拡大するという意味で期待され

る。 

 

⑤ 農業機械の安全性及び農作業の快適性向上のための技術開発  

 

【重点課題】 

１）安全性向上のための技術開発  

・事故安全情報収集解析システムの開発 

・危険情報の検出と告知技術の開発 

・安全性の計測・評価システムの開発 

・農作業事故の行動心理学的分析 

２）農作業の快適性向上・軽労化のための技術開発  

・快適性評価技術の開発 

・女性、高齢者の軽労化のための指針の策定 

 

 農業機械の安全性及び農作業の快適性向上のための技術開発は、農作物工場、小規模農業、バ

イオマスを利用した工業製品生産に大きな効果が期待される。具体的な関係は以下の通り。 

・ 中山間地域において農作物工場、小規模農業、バイオマスを利用した工業製品生産を推進し

ていくためには、過疎化、高齢化が進む中で、第３章に示したような異業種からの参入も視

野に入れた担い手の確保が重要な課題である。上記の「農作業の快適性向上・軽労化のため
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の技術開発」は、これから農業に取り組もうとする担い手に対して、農作業のハードルを低

くするとともに、日本全体で人口減少、労働力減少が懸念される中で、高齢者や女性の事業

参加を促すものとしても期待される。 

 

⑥ 農業機械の開発のための基礎・基盤技術の研究開発  

 

【重点課題】 

１）機械の自動制御技術や認識機能等によって自律的に行動できる技術等の研究開発  

・野菜・果樹の管理・調製作業におけるマニュピレータの開発 

・果菜類の管理・収穫ロボットの開発 

・ロボット車両及び移動機構の開発 

・草地栽培管理作業用ロボットの開発 

・家畜飼養管理、搾乳・哺乳作業用ロボットの開発 

２）生育環境及び生体情報の検出技術の機械への応用に関する研究開発  

・ほ場の水分、養分、病害虫の発生状況等の高度なモニタリング技術の開発 

３）農業機械の低コスト化、リサイクル化のための研究開発  

・メンテナンスの容易な農業機械の開発研究 

・リサイクル可能な農業機械部品の開発 

４）農業機械開発のための支援技術研究開発  

  ・農業機械開発のための多目的・最適化手法による意志決定支援システムの開発 

・農業機械の総合性能評価法の開発 

 

農業機械の開発のための基礎・基盤技術の研究開発は、特に農作物工場に大きな効果が期待さ

れる。具体的な関係は以下の通り。 

・ 上記の達成目標のうち、「野菜・果樹の管理・調製作業におけるマニュピレータの開発」、「果

菜類の管理・収穫ロボットの開発」、「ロボット車両及び移動機構の開発」は、農作物工場に

おける、さらなる生産性向上に寄与するものと期待される。さらに、２．３節に示した先進

事例調査で示唆されたような、小規模ではあるが機械設備を導入して生産性を高め、かつ作

業負荷を低減した農業形態の実現に向けては、これに加え「農業機械の低コスト化、リサイ

クル化のための研究開発」の成果も期待される。 

 

（３）まとめ 

 

 以上のように、今後の重点課題として示されている農業機械の研究開発は、農作物工場、小規

模農業、バイオマスを利用した工業製品生産と、深く関係することが示唆された。従って、農業

機械化は、農作物工場、小規模農業、バイオマスを利用した工業製品生産の発展に寄与し、ひい

ては中山間地域活性化に大きく寄与すると期待される。 
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４．２ 農業情報化の動向 

 

４．１節に示した農業機械化の動向（シーズ面）より、情報関連技術が重要な要素技術の一つ

として位置づけられている。例えば、以下に示す農業機械開発改良研究・技術開発戦略の重点課

題においては、画像認識、センサー、システム、ロボット制御等の情報関連技術が要素技術とし

て用いられる。 

 

・農畜産物の品質評価のための機械の開発 

・肥料、農薬等の投下量の節減等に資する機械の開発 

・農業機械の安全性及び農作業の快適性向上のための技術開発 

・機械の自動制御技術や認識機能等によって自律的に行動できる技術等の研究開発 

・生育環境及び生体情報の検出技術の機械への応用に関する研究開発  

・農業機械開発のための支援技術研究開発 

 

一方、ニーズの面では近年の食の安全・安心に対する意識の高まりから、生産履歴情報公開へ

の要求が高まっており、農作物に関する情報（成分情報、生育状況等）の取得、および農業生産

現場から消費者までを結ぶ情報ネットワークの構築が求められている。また、農作業だけではな

く、農業経営への情報技術の導入も考えられる。具体的には、農家が市場の情報を把握し、農産

物の生産や出荷の計画に役立てること等である。 

 

 ここでは農業情報化に係る施策動向、農業情報化の取組みの現状、および想定される農業情報

化の姿について示した。農業情報化を取り巻く現状、課題については、図 4.2-1 において概要を

示した。以下、それぞれの詳細について示す。 

 

４．２．１ 施策動向 

 

 従来は、農林水産業の生産現場への情報機器導入といった、農村のインフラ整備を主眼とした

施策（グリーントピア構想（1986 年）、農業農村活性化農業構造改善事業（1989 年）、田園地域マ

ルチメディアモデル整備事業（1998 年））が展開されてきたが、家庭への情報通信機器の急速な

普及を受けて、農業生産現場と消費者をつなぐネットワーク・ツールの整備や、ハードウェアの

みならずシステム整備や情報リテラシーの向上といった総合的な情報化支援へと変化してきてい

る。 

近年では、農業経営基盤強化のためのツールとして情報技術が位置づけられており、ＩＴ関連

事業を含めた一部の補助事業が、強い農業づくり交付金として統合されるなどの動きを見せてい

る。 

 以下、2001 年以降の施策についての詳細を示す。 



 4.19

【農業情報化のイメージ】 
農業情報化イメージを以下に示す。農業生産の情報化は、農地、農家、情報センター間における情報流通（矢印で表示：点線は人による情報入力）によって構成される。最先端農業機械によって得られた栽培情報を、位置情報の把握により、

情報内容の高度化（斜体文字で表示）により、農地からの作付情報、栽培情報等を端末・センサー等を経由して農家に送付し、農家はこの情報をもとに高度な栽培管理を行う。また、情報センターに複数の農家からの作付情報、栽培情報等を集

約してデータベース化することで、農家に対して高度な市況情報等をフィードバックし、農家の企業的経営の確立を促す。高度情報を得て、そして情報センターにおいて蓄積されている気象、市況等の情報から、生産統合システムにより自らの

生産状況・経営状況を分析する。 

近年の食の安全・安心の意識から、生産履歴情報公開のニーズが高まっている。一方、農業生産現場においては、農作物工場において空調、施肥等の制御装置の導入や、露地においてライブカメラや生育状況センサーの導入が見られる。現在

研究・実証段階の機器が今後実用化され、情報化農業が現れると考えられる。なお、農林水産省の事例情報における、情報化取組み事例の区分が該当する範囲についてを、下図内に橙色の矢印で示した。 

 

 
 

＜参考資料＞ 

・ 『農業ＩＴ革命』塩光輝著 農文協発行 2001 年 

・ 「これからのＩＴ農業について」技術と経済 2004 年 4月号 

・ 農林水産省ウェブサイト「21 世紀における農林水産分野のＩＴ戦略の要旨」 

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/joho/ＩＴ-sen/ＩＴ-sen-yousi.htm 

図 4 . 2 - 1  農 業 情 報 化 を 取 り 巻 く 現 状 お よ び 将 来 像 

【農業情報化推進に向けた国の動き】 

 農林水産省における農業情報化の推進に向けた取組を以下に示す。 

1986 年 グリーントピア構想 

1989 年 農業農村活性化構造改善事業 

1997年 田園地域マルチメディアモデル整備事業 （以上３つは、農村地域への多元情報システムの導入促進） 

2001年 21 世紀における農林水産分野のＩＴ戦略の策定（政府 e-Japan 構想を受けて） 

Ⅲ 重点施策分野 

１．情報の電子化の推進や利

活用システムの充実 

 

(1) 企業的経営支援 

(2) 電子商取引の推進と消費者への情報提供の充実 

(3) 農山漁村地域の利便性向上 

(4) 資源管理の高度化－GIS データの電子化・提供、検

索システム 

２．農山漁村地域におけるＩ

Ｔインフラの整備 

地域の実情に即した多様な手法等によるＩＴインフラ

の整備推進 

３．情報の利活用能力の向上

 

高度な情報処理能力（経営分析等）の習得への支援及

び継続的なサポート体制の構築 

2002年 農林水産省地理情報システム（ＧＩＳ）実施計画 2002－2005 

（政府 ＧＩＳアクションプログラム 2002－2005 を受けて） 

2003 年 経営支援情報化施設整備事業・農業経営ＩＴ活用支援推進事業 ⇒ 2005 年 強い農業づくり交付金 

2005 年 『21 世紀における農林水産分野のＩＴ戦略』における施策の実施状況をフォロー・モニタリング中。 

【農業情報化の場面による分類およびその事例】 

農林水産省において平成 16 年 4 月以降に集められた農業情報化事例を以下の表に示す。収集事例は７種類に分類

されており、事例数としてはインターネット販売や農業情報システムによる情報発信、生産管理におけるＩＴ化、生

産履歴情報のＩＴ化が多く見られる。分類別に、事例情報の一部を以下に示す。 

分類 事例名（太字で書かれた事例は中国地方における事例） 

１．生産管理におけるＩＴ化の取組み 

（全 17 事例、うち中国地方 3 事例） 

・ビニールハウスの「温湿度監視システム」導入 

・ＩＴ技術によって地域農業を活性化 

２．ＩＴ技術習得の取組 

（全 2 事例、中国地方事例なし） 

・マルチメディアボランティアグループを発足予定 

３．農業情報システムによる情報発信の取組み 

（全 16 事例、うち中国地方 1 事例） 

・露地野菜の適作判定支援システム開発 

・農業情報リアルタイム「山形県農業情報サイトあぐりん」

４．生産履歴情報のＩＴ化の取組み 

（全 15 事例、うち中国地方 2 事例） 

・牛肉のトレーサビリティシステムを導入 

・農産物の生産履歴情報をデータベース管理 

５． インターネット販売の取組み 

（全 26 事例、うち中国地方 1 事例） 

・インターネットショップで農産物と共に安心を提供 

・電子商取引市場の利用により販売業者と直接取引へ 

６．販売情報のＩＴ化の取組み 

（全 5 事例、中国地方事例なし） 

・ＩＴを活用した産直商品の在庫・売上げ管理 

・直販所にＰＯＳシステムを導入 

７．市場管理におけるＩＴ化の取組み 

（全 3 事例、中国地方事例なし） 

・市場とオンラインで直結した花き販売 

［農地］ 
［農家］

GPS、PHS による位置把握 

［情報拠点］ 

（例：農協、JA 等） 

農家の企業的経営の確立 

GISによるデータの高度化

作付情報

栽培情報

出荷予約

資材予約

市況情報

気象情報

生産情報

経営情報

統計情報

文献情報

地域情報

生産状況・経営

状況の分析 

高度な栽培管理 

栽培条件に係る高

度な情報の分析 

農地・作物情報収集装置 

・計測用センサー 

・ライブカメラ 

・フィールドサーバー 

・リモートセンシング 

 

端末 

携 帯 電 話 ・

PDA・PHS 等 

栽培作業装置 

（灌漑、施肥、農薬

散布、ロボット等）

作付情報 

 

栽培情報 

 

農地情報 

 

気象情報 

最先端農業機械 

農業 DB・GIS データの

蓄積・更新 

生産履歴情報 

（作付、栽培、収

穫、生産者情報）

出荷情報 

市況情報 

注文状況 

消費者意見

市場 

小売 

世帯 

外食 

食品加工 

［消費者］ 

IC タグ、バーコード、識別番号

によるトレーサビリティ確立 

１．生産管理におけるＩＴ化の取組み ３．農業情報システムによる情報発信の取組み 

６．販売情報のＩＴ化の取組み 

７．市場管理におけるＩＴ化の取組み 

２．ＩＴ技術習得の取組み 

 ４．生産履歴情報のＩＴ化の取組み    

５．インターネット販売の取組み 



 4.20

○ 21 世紀における農林水産分野のＩＴ戦略 

2001 年、ＩＴを活用した知識創発型社会の実現に向けて、e-JAPAN 戦略が政府によって策定さ

れた。これを受けて同年、21 世紀における農林水産分野のＩＴ戦略が策定された。その中で、重

点政策分野として以下の３分野が取り上げられている。 

１）情報の電子化の推進や利活用システムの充実 

 情報の電子化の推進や利活用システムの充実等共通基盤の開発・普及を重点的に推進する。 

・企業的経営支援 

農業者等の各種情報の迅速かつ的確な入手、地産地消システムの構築、ネット産直、精

密農業等を推進する。 

・電子商取引の推進と消費者への情報提供の充実 

生鮮食品等の流通システムの開発・実証等を通じた流通の合理化、消費者への安全・安

心情報の提供等を推進する。 

・農山漁村地域の利便性の向上 

遠隔健康管理システムの開発・普及、生活関連情報の迅速な入手、都市と農村のネット

ワーク化等を推進する。 

・資源管理の高度化 

農林地等の地理情報システムの整備等を推進する。 

２）農山漁村地域におけるＩＴインフラの整備 

 民間主導では整備が進みにくい地域において、関係府省との連携を図りつつ、地域の実情

に即した多様な手法等によりＩＴインフラの整備を推進する。 

３）情報の利活用能力の向上 

 認定農業者等に対する高度な情報処理能力（経営分析等）の習得への支援及び継続的なサ

ポート体制の構築、ＩＴ指導人材の確保・育成、高齢者への配慮等を推進する。 

 

この戦略では、従来から実施されてきたハード面の整備に加え、ソフト面の整備およびＩＴを

活用できる人材の育成について推進していくことが明記されており、総合的なＩＴ環境の整備方

針を打ち出していると言える。 

 

○ 農林水産省地理情報システム（ＧＩＳ）実施計画 2002－2005 

ＧＩＳのより一層の整備を図るとともに相互利用等を推進することにより、ＧＩＳを活用した

農林水産行政事務の効率化、都市と農山漁村の共生・対流を進めるための、国民への情報提供等

の推進を目指して、本実施計画が策定された。 

 

○ 経営支援情報化施設整備事業 

 2003 年度より、情報拠点施設の整備およびＩＴ利活用システムの整備等を支援し、地域の担い

手の育成や効率的な企業的農業経営の展開を推進することを目的として、経営支援情報化施設整

備事業が実施された。 

 具体的事業内容は下に示すが、本事業においては農業経営を強化するためのツールとしてＩＴ

が位置付けられていることが分かる。 
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１）高度情報化拠点の整備 

 ・一般型 

 地域の情報化を総合的に推進するため、①地域のポータルゲート（情報の玄関口たる

機能）、②農業・農村に関する総合的なコンテンツを蓄積・展開する機能、③農業者等の

情報リテラシー向上機能等を備えた高度情報化拠点施設（総合アグリ情報ステーション）

を既存の情報通信基盤を活用して整備する。 

 ・水田農業構造改革型 

 ＩＴの活用による生産の高位平準化を通じた水田農業の構造改革を推進するため、既

存の農地情報システム（ＧＩＳ）を基盤に衛星画像解析（リモートセンシング）による

品質解析や生育予測などの情報を付加し、当該情報を水田営農の指導や収穫期の品質解

析による仕分け集荷等に活用するなど、ＩＴの活用による情報を地域の農業者や農協等

が共有・活用し、水田営農の効率化等を図るための情報拠点施設の整備を促進する。 

２）ＩＴ活用アグリビジネスの育成支援 

 農業生産面や経営面での効率化・高位平準化を図るため、先進的なＩＴを活用した遠隔

環境制御・監視システムなどの生産関係施設等への導入・整備を推進する。 

 また、認定農業者等のＩＴ活用を促進するため、事業主体が整備したＩＴ利活用システ

ムを認定農業者等に対してリースすることができるものとする。 

 

○ 農業経営ＩＴ活用支援推進事業 

 2003 年度より、ＩＴを活用した農業経営の発展と担い手の育成に資することを目的として、農

業経営ＩＴ活用支援推進事業が実施された。具体的事業内容は下に示すが、ＩＴを活用できる人

材の育成と、データベースおよびシステムの整備（ソフト面の整備）を推進している。 

１）農業者等情報利活用能力向上支援事業 

 ・ 農業者の情報利活用能力向上 

 高齢農業者等のＩＴ取得のための教材等の開発・普及を行う。 

 ・ ＩＴ指導人材等の育成 

 普及職員の技術・経営指導を一層効果的・効率的とするため、普及職員がＩＴを活用

して技術・経営指導を行うために必要な能力の向上への支援を行う。 

 また、ＩＴを活用したアグリビジネスの展開を図るため、「情報アグリビジネススクー

ル」を開講し、ＩＴを実践的に農業に活用し地域情報化を推進する人材を育成する。 

２）普及センター等電子化推進事業 

 普及センター等に蓄積された生産・経営情報等の電子化を進めるとともに、フィールド

ワークが多い農業者が場所を選ばす普及センター等と情報のやりとりきができる、携帯端

末にも対応した「バーチャル普及センター」の構築等を行う。 

３）経営高度化支援システム研究開発事業 

 生産技術の高位平準化や農業経営の高度化等に資するデータマイニング手法などのＩＴ技

術の農業分野への導入の円滑化を図るため、最適生産条件を解析するシステムや簡便かつ正

確な作業記録を支援するシステム等の研究開発及び実験実証を行う。 
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○ 強い農業づくり交付金 

2005 年、三位一体の改革の流れを受けて、農林水産省所轄の 157 の補助事業が７つの交付金へ

と再編された。そのうちの一つが強い農業づくり交付金である。趣旨および実施概要を以下に示

す。 

 

１）趣旨 

 生産・経営から流通までの総合的な強い農業づくりを支援するため、農畜産物の高品質・

高付加価値化、低コスト化、認定農業者等担い手の育成・確保、担い手に対する農地利用集

積の促進、食品流通の効率化・合理化等、地域における川上から川下までの対策を総合的に

推進する。 

２）交付金の概要 

 事業実施主体は、「強い農業づくり」に向け、当該地域が抱える①産地の競争力強化、②担

い手の育成・確保や担い手への農地の利用集積等の地域農業の構造改革、③安全・安心で効

率的な流通システムの確立等の課題解決に向けた方向性と目標を設定し、その達成手段とし

て以下の取組メニューを選択し、総合的に実施する。また、目標達成に必要な場合には、地

域独自の事業メニューを実施することも可能である。 

＜取組メニュー＞ 

①高品質化、低コスト化等に向けた技術の実証・普及 

②認定農業者の育成、農業経営の法人化、集落営農の組織化等、担い手に対する重点的・総

合的な支援 

③生産・加工・流通・販売のための共同利用施設・機械、卸売市場における品質管理高度化

施設及び地方市場施設の整備 等 

 

上に示した経営支援情報化施設整備事業・農業経営ＩＴ活用支援推進事業は、その他の補助事

業とともに強い農業づくり交付金へと再編されており、ＩＴを一つのツールとした、より総合的

な農業経営基盤強化が期待される。 
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４．２．２ 農業情報化への取組動向 

 

農林水産省「農林水産業の先進取組事例情報」における平成 16 年４月以降に集められた情報化

事例を表 4.2-1 に示す。収集事例は７種類に分類されており、事例数としてはインターネット販

売や農業情報システムによる情報発信、生産管理におけるＩＴ化、生産履歴情報のＩＴ化が多く

見られる。各分類についての事例の特徴は以下の通りである。 

 

・ 生産管理におけるＩＴ化の取組みについては、主に労働負担軽減を目的とした遠隔監視シス

テムや、栽培環境の制御システムの導入事例が見られた。また一部では、選果、選定時に農

産物の情報（成分情報等）を取得し、データベース化することで、農業生産にフィードバッ

クを行い、農作物の高品質化を図っている例が見られる。 

・ 農業情報システムによる情報発信の取組みとしては、リアルタイムの農業関連情報提供や農

業技術、栽培履歴といったデータベースの公開の他、農業支援ツールといったソフトウェア

の提供事例も見られた。 

・ 生産履歴状況のＩＴ化については、農産物の安全性ＰＲの手段に使う事例も見られたが、ト

レーサビリティシステムの導入といった、商品単位での生産履歴情報の公開を行う事例が主

体であった。 

・ インターネット販売による販路拡大の取組みは、最も事例数が多い。また、一部では注文販

売情報を農業生産へとフィードバックしている例も見られる。 
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表 4.2-1 農林水産業の先進取組事例情報における平成16年以降の情報化取組事例リスト(1/5) 

  

１）生産管理におけるＩＴ化の取組  

タイトル 地域名 

制御・監視システムの導入で労力の軽減と品質の向上を目指す 岡山県・船穂町 

ＩＴを活用した和牛の発情発見システムを導入 岡山県・哲多町 

ビニールハウスの「温湿度監視システム」導入 岡山県・総社市 

受胎率の向上を目指し、運動量データから発情の的確な把握 岩手県・田野畑村 

搾乳ロボットで省力経営 宮城県・志津川町 

コンピューター管理による安定したトマト栽培 福島県・いわき市 

霜対策や果樹盗難防止に活躍 福島県・西郷村 

トマト温室に一括集中監視システムを導入 福島県・新地町 

ＩＴ技術によって地域農業を活性化 新潟県・頸城村 

フィールドサーバーによる圃場監視システムの導入 茨城県・下館市 

ハイテクを駆使した養液栽培を実践 茨城県・常陸太田市 

選果データを活用し高品質みかんの生産を目指す 静岡県・沼津市 

旧式の温室をパソコン活用して最新型施設へ 岐阜県・美濃加茂市 

バラ温室栽培環境管理システム 三重県・伊勢市 

ＩＴ選果機が稼働 和歌山県・田辺市 

タンパク値のデータベース化で良質米生産 佐賀県・神埼町 

インターネットを活用した牛の分娩観察システム 鹿児島県・大隅町 

  

２）ＩＴ技術習得の取組  

タイトル 地域名 

パソコン簿記短期集中講座、受講生に好評 兵庫県・加西市 

マルチメディアボランティアグループを発足予定 宮崎県・北郷村 

  

注：太字、網掛けで示した事例は中国地域における事例である。

出典：農林水産省 HP「農林水産業の先進的取組事例」 

特定テーマ「ＩＴを取り入れた農林水産業の取組事例」 

特定テーマ「農林水産業の情報化の推進」 

地域でＩＴを取り入れた農林水産業 
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表 4.2-1 農林水産業の先進取組事例情報における平成16年以降の情報化取組事例リスト(2/5) 

 

３）農業情報システムによる情報発信の取組  

タイトル 地域名 

露地野菜の適作判定支援システム開発 広島県・福山市 

携帯電話利用者向けの食品通信販売・農地情報サイトを開設 北海道・芦別市 

「緑のモバイル」で素早く情報を伝達 岩手県・一関市 

ほ場で気象情報を確認できる「携帯こまち」 秋田県・秋田市 

農業情報リアルタイム「山形県農業情報サイトあぐりん」 山形県・新庄市 

川上村高度農業情報ネットワーク 長野県・川上村 

農薬安全使用サポートシステムを構築 長野県・長野市 

電子メールを利用した栽培技術情報の配信 富山県・富山市 

インターネットで土づくり 三重県・津市 

滋賀の農林水産業ポータルサイト 滋賀県・大津市 

農業情報システムで農業技術・経営の向上を 福岡県・八女市 

インターネット・携帯電話を利用して農家を経営支援 長崎県・長崎市 

次世代型携帯電話で営農支援 熊本県・熊本市 

県民総参加の森林づくりをホームページで支援 大分県・大分市 

ＪＡ栽培履歴データベースシステムを導入※ 大分県・竹田市 

ＪＡがネットワーク事業に参入 宮崎県・宮崎市 

※本事例では、栽培状況を判断して農家に適切な指導を行うことで生産性向上等を目指すことが主

目的である。 

  

出典：農林水産省 HP「農林水産業の先進的取組事例」 

特定テーマ「ＩＴを取り入れた農林水産業の取組事例」 

特定テーマ「農林水産業の情報化の推進」 

地域でＩＴを取り入れた農林水産業 

注：太字、網掛けで示した事例は中国地域における事例である。
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表 4.2-1 農林水産業の先進取組事例情報における平成16年以降の情報化取組事例リスト(3/5) 

 

４）生産履歴情報のＩＴ化の取組  

タイトル 地域名 

牛肉のトレーサビリティシステムを導入 岡山県・新見市 

豚肉のトレーサビリティシステムを導入 鳥取県・琴浦町 

生産履歴記帳の実施 北海道・幕別町 

消費者に信頼を得られるりんごの販売 青森県・田舎館村 

ほたてがいに、生産履歴システム導入 青森県・野辺地町 

生産情報の入力、管理を開始 福島県・須賀川市 

ホームページで食肉の安全と県産食肉をＰＲ 山梨県・笛吹市 

畑のまんま食卓へ、「あいちそだち」の葉つきブロッコリー 愛知県・豊橋市 

みず菜と壬生菜のトレーサビリティを開始 京都府・京都市 

はかた地どりのトレーサビリティ稼働 福岡県・北野町 

生産履歴データの一元管理で安全・安心を目指して 長崎県・島原市 

いちごのトレーサビリティシステム開発 熊本県・錦町 

農産物の生産履歴情報をデータベース管理 宮崎県・都城市 

県内初トレーサビリティのデータベース管理 宮崎県・都城市 

青果物に生産履歴の登録を導入 鹿児島県・鹿屋市 

  

 

 

 

 

 

 

注：太字、網掛けで示した事例は中国地域における事例である。

出典：農林水産省 HP「農林水産業の先進的取組事例」 

特定テーマ「ＩＴを取り入れた農林水産業の取組事例」 

特定テーマ「農林水産業の情報化の推進」 

地域でＩＴを取り入れた農林水産業 
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表 4.2-1 農林水産業の先進取組事例情報における平成16年以降の情報化取組事例リスト(4/5) 

 

５）インターネット販売の取組  

タイトル 地域名 

インターネットショップで農産物と共に安心を提供 島根県・大田市 

ＩＴで水産物の商品紹介・販売 北海道・弟子屈町 

農産物直売所がホームページで販売拡大を目指す 青森県・三戸町 

地元海産物を漁協から直接消費者へ 岩手県・陸前高田市 

お客様の声を生産・販売に反映 宮城県・大郷町 

電子商取引市場の利用により販売業者と直接取引へ 宮城県・金成町 

農産物直売所がホームページで販売拡大を目指す 秋田県・由利本荘市 

直売型ショッピングサイト構築で地元農産物の販路拡大 山形県・河北町 

農作物の販路拡大にホームページを開設 茨城県・三和町 

インターネットで集客数のアップ 栃木県・小山市 

食肉加工品インターネット販売 千葉県・山田町 

農産物直売所がホームページを開設 長野県・麻績村 

インターネットで販売拡大を目指す 長野県・坂城町 

インターネット販売により立地条件克服を目指す 長野県・穂高町 

農薬及び化学肥料の使用を減らした栽培による米をネット販売 新潟県・上越市 

インターネットで情報発信 滋賀県・湖北町 

生花のネット取引が運用開始１年で急成長 京都府・京都市 

ＩＴを活用し需要に応じたバラ苗生産と販売を目指す 愛媛県・松山市 

ホームページで販売拡大を目指す 愛媛県・愛南町 

ＩＴを活用した産直活動に取り組む 愛媛県・新居浜市 

インタ－ネットショップで安心卵を提供 福岡県・頴田町 

メール・電話で直売所の在庫確認 福岡県・吉井町 

有機栽培チンゲンサイをインターネット取引 長崎県・諫早市 

木材をネット、メールのオーダーで直接取引 鹿児島県・根占町 

農産物直売所がホームページで販売拡大を目指す 沖縄県・平良市 

地域の特産品をインターネットで照会・販売 沖縄県・名護市 

 

注：太字、網掛けで示した事例は中国地域における事例であ

出典：農林水産省 HP「農林水産業の先進的取組事例」 

特定テーマ「ＩＴを取り入れた農林水産業の取組事例」 

特定テーマ「農林水産業の情報化の推進」 

地域でＩＴを取り入れた農林水産業 
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表 4.2-1 農林水産業の先進取組事例情報における平成16年以降の情報化取組事例リスト(5/5) 

 

6.販売情報のＩＴ化の取組  

タイトル 地域名 

ＩＴを活用した産直商品の在庫・売上げ管理 岩手県・前沢町 

森林組合が間伐材の受発注をインターネットで 新潟県・新潟市 

ホームページで鉢物の生産情報提供 愛知県・西尾市 

バーコードで販売情報を共有化 兵庫県・小野市 

直販所にＰＯＳシステムを導入 宮崎県・日南市 

  

7.市場管理におけるＩＴ化の取組  

タイトル 地域名 

市場とオンラインで直結した花き販売 北海道・三石町 

新入札システム導入で水産物流通の一大革命 宮城県・気仙沼市 

入札用紙を瞬時に読みとり 宮城県・気仙沼市 

 

 

 

 

 

出典：農林水産省 HP「農林水産業の先進的取組事例」 

特定テーマ「ＩＴを取り入れた農林水産業の取組事例」 

特定テーマ「農林水産業の情報化の推進」 

地域でＩＴを取り入れた農林水産業 
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４．２．３ 想定される農業情報化の姿 

 

農業情報化を巡る施策動向および農業関係者の取組動向より、農業経営基盤強化のツールとし

て農業への情報技術の導入が推進されており、ネットワークを用いた販路開拓や、トレーサビリ

ティシステムの導入、生産管理の高度化といった取組事例が見られることが分かった。ここで、

将来的に実現が期待される、情報化が進んだ農業の姿について、考えられる一例を図 4.2-2 に示

す。なお、４．２．２項で整理した農林水産省の先進取組事例情報における、情報化取組事例の

区分が該当する範囲については、図内上部に矢印で示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-2 農業情報化の姿 

 

農業生産の情報化は、農地、農家、情報拠点間における情報流通（矢印で表示：点線は人によ

る情報入力）によって構成される。農業機械・センサーによって得られた栽培情報等を、ＧＰＳ、

ＰＨＳによる位置情報を付加したうえで、情報端末経由で農家に送付し、農家はこの情報をもと

に栽培管理を行う。また、情報拠点に複数の農家からの作付情報、栽培情報等を集約してデータ

ベース化することで、農家に対して市況情報等をフィードバックし、農業の企業的経営の確立を

促す。情報拠点から提供される気象、市況等の情報をもとに、生産計画や経営計画を検討、策定

する。一方、生産者と消費者（市場、小売、世帯、外食産業、食品加工等を含む）がネットワー

ク化されることで、消費者の側は食物の生産履歴情報を把握でき、食の安全・安心につなげるこ

とが期待できるとともに、生産者の側は、消費者ニーズの把握や、それに合致した農産物生産に

取り組むことが期待される。 

 

 このように高度に情報化された農業では、複数の分散した圃場に栽培管理に必要な機械を設置

し、それら一括制御することで、農作業の省力化が期待できる。特に、小規模に分散して存在す

る中山間地域の農地において省力化の効果は大きいと考えられ、農業経営の確立に資することが

期待される。 

 

［農地］
［農家］

GPS、PHSによる位置把握

［情報拠点］

（例：農協、JA等）

農家の企業的経営の確立

GISによるデータの高度化

作付情報
栽培情報
出荷予約
資材予約

市況情報

気象情報
生産情報
経営情報

統計情報
文献情報
地域情報

生産状況・経
営状況の分析

高度な栽培管理

栽培条件に係る高
度な情報の分析

農地・作物情報収集装置
・計測用センサー
・ライブカメラ

・フィールドサーバー
・リモートセンシング

端末
携 帯 電 話 ・

PDA・PHS等

栽培作業装置
（灌漑、施肥、農薬

散布、ロボット等）

作付情報

栽培情報

農地情報

気象情報

最先端農業機械

農業DB・GISデータ
の蓄積・更新

生産履歴情報
（作付、栽培、収
穫、生産者情報）

出荷情報

市況情報

注文状況
消費者意見

市場

小売

世帯

外食

食品加工

［消費者］

ICタグ、バーコード、識別番号
によるトレーサビリティ確立

１．生産管理におけるIT化の取組み ３．農業情報システムによる情報発信の取組み
６．販売情報のIT化の取組み

７．市場管理におけるIT化の取組み２．IT技術習得の取組み

４．生産履歴情報のIT化の取組み　　　
５．インターネット販売の取組み
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４．３ 農業分野への活用が期待される機械シーズの状況 

 

 ここでは、バイオマス利活用事業への活用が期待できる機械について抽出、整理を行った。そ

の上で、中国地域における機械産業シーズについて、企業及び研究機関の面から現状を整理した。 

 

４．３．１ 技術シーズの分類 

 

 大規模農作物工場、及び小規模農業における省力化・自動化に向けて求められる機械や情報シ

ステムを、文献調査、ヒアリング調査により抽出した。 

 

 大規模農作物工場については、設備、自動制御システム、農作業用機械の 3 分類について 34

の機械・情報システムを、小規模農業については、農地整備、農作業自動化、遠隔操作化の 3分

類について 23 の機械・情報システムを、さらに両者に共通なものとしてバイオマス利活用に係る

20 の機械・情報システムを抽出した(合計 77 の機械・情報システム)。各分類における具体的装

置名を表 4.3-1～表 4.3-3 にそれぞれ示す。 

 

 次に、これらについて、日本標準産業分類上はどのような業種が対応するかについて整理した

ものを表 4.3-4 に示す。大規模農作物工場や小規模農業の省力化・自動化の進展には、農業機械

や電気電子機器だけではなく、広範囲にわたる機械産業に対して技術開発が求められていること

がわかる。逆に言えば、中国地域においてこのような取組みが進展すれば、幅広い機械産業分野

における新たなビジネスチャンスが創出されるものと期待される。 
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表 4.3-1 大規模農作物工場における省力化・自動化に向けて求められる機械や情報システム 

機械・情報処理の種類 

区分 機能 機器 

自動開閉式遮光カーテン 光の調節 

照明設備（LED、ナトリウムランプ等） 

気化熱利用型冷房システム 

大型ファン 

大型ファンヒーター 

スプリンクラー 

空調・室温調節機能 

自動開閉する天井・窓 

液化石油ガス燃焼装置 

排ガス浄化装置（熱・CO2 供給目的） 

熱供給設備 

蓄熱設備 

発電設備 バックアップ用発電装置 

使用済み養液殺菌・浄化設備(UV 殺菌装置、膜フィルター等)

養液成分調整装置（センサー・タンク） 

養液循環設備 

養液循環システム 

酸素供給設備 溶存酸素供給設備 

電力供給システム 

設備 

その他 

害虫対策ライト 

光量センサー 感知装置 

気温・湿度・CO2 センサー 

管理・制御用 PC 

コントロールユニット(光量、養液成分、空調） 

遠隔監視システム 

自動制御 

システム 

情報ネットワーク 

携帯電話 

作業台車 

苗生産ロボット 

管理作業ロボット 
作業用機械 

農作業用機械 

運搬台車 

選果機 

ベルトコンベア 

洗浄機器 

選果・洗浄・梱包設備 

包装用機械 

出荷設備 

倉庫 低温空調 

クリーン手洗乾燥機 
衛生設備 

衛生設備 

エアシャワー 
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表 4.3-2 小規模農業における省力化・自動化に向けて求められる機械や情報システム 

 機械・情報処理の種類 

区分 機能 機器 

農用地造成用の機械 農業基盤整

備 

農地整備 

整地用機械（耕うん等） 

播種機 

植付け機 

収穫機 

調整機 

中山間地域対応型自脱式コンバイン 

傾斜地用果樹用多目的モノレール 

農作業用機械 

その他農業機械 

給排水バルブ 

配管システム 

揚水ポンプ 

土壌成分測定装置 

灌水・施肥自動装置 

農作業自動化 

自動栽培管理装置 

可変施肥制御装置 

気象観測装置（センサー） 

生育情報測定装置 

感知装置 

ライブカメラ 

無線 LAN ユニット 

PC（遠隔制御、各種データ管理、分析用） 

情報送受信機 

GPS 衛星 

自動制御シス

テム 

情報ネットワーク 

データベース管理サーバ 
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表 4.3-3 バイオマス利活用に向けて求められる機械や情報システム 

 機械・情報処理の種類 

区分 機能 機器 

直接燃焼設備 燃焼設備 

固形燃料化（RDF 化設備等） 

ガス化（溶融ガス化装置など） 

液化（急速熱分解・スラリー燃料化） 

炭化装置 

熱化学的エネルギー

変換 

エステル化装置 

受入ホッパ 

破砕・選別装置 

発酵槽 

ガスホルダー 

発酵液貯槽 

脱硫装置 

汚泥脱水機 

生物化学的エネルギ

ー変換 

（メタン発酵、エタノ

ール発酵） 

排水処理設備 

ボイラー発電システム 

エネルギー

利用 

共通設備 

排ガス処理装置 

肥料化装置 

堆肥化設備 

肥料化・飼料化 

飼料化(乾燥装置) 
マテリアル利

用 
生分解性プラスチッ

ク 

糖化・発酵・重合装置 

 

 



表4.3-4 農業およびバイオマス利活用に係る機械・情報システムと
機械産業分類との対応表（34／2）

精密機械

261 262 263 266 267 268 269 271 272 273 274 275 281 282 305 311

ボイラ・原
動機製造業

農業用機械
製造業（農
業用器具を

除く）

建設機械・
鉱山機械製
造業

特殊産業用
機械製造業

一般産業用機
械・装置製造業

事務用・
サービス

用・民生用
機械器具製

造業

その他の機
械・同部分
品製造業

発電用・送
電用・配電
用・産業用
電気機械器
具製造業

民生用電気
機械器具製

造業

電球・電気
照明器具製

造業

電子応用装
置製造業

電気計測器
製造業

通信機械器
具・同関連
機械器具製

造業

電子計算
機・同附属
装置製造業

産業用運搬
車両・同部
分品・附属
品製造業

計量器・測
定器・分析
機器・試験
機製造業

2611 ボイラ
製造業
2612 蒸気機
関・タービ
ン・水力ター
ビン製造業
（舶用を除
く）

2621 農業用
機械製造業
（農業用器具
を除く）

2631 建設機
械・鉱山機械
製造業

2661 食品機
械・同装置製
造業

2671 ポンプ・同装
置製造業
2672 空気圧縮機・
ガス圧縮機・送風
機製造業
2674 荷役運搬設備
製造業
2675 動力伝導装置
製造業（玉軸受，
ころ軸受を除く）
2677 油圧・空圧機
器製造業
2678 化学機械・同
装置製造業
2679 その他の一般
産業用機械・装置
製造業

2682 冷凍
機・温湿調整
装置製造業
2689 その他
の事務用・
サービス用・
民生用機械器
具製造業

2692 弁・同
附属品製造業
2693 パイプ
加工・パイプ
附属品加工業
2698 産業用
ロボット製造
業

2711 発電
機・電動機・
その他の回転
電気機械製造
業
2713 開閉装
置・配電盤・
電力制御装置
製造業

2723 衣料衛
生関連機器製
造業

2731 電球製
造業

2742 ビデオ
機器製造業

2752 工業計
器製造業

2811 有線通
信機械器具製
造業
2812 無線通
信機械器具製
造業

2822 パーソ
ナルコン
ピュータ製造
業
2823 記憶装
置製造業
2829 その他
の附属装置製
造業

3059 その他
の産業用運搬
車両・同部分
品・附属品製
造業

3116 分析機
器製造業
3119 その他
の計量器・測
定器・分析機
器・試験機製
造業

自動開閉式遮光カー
テン

●2675 ●2711

照明設備（LED、ナ
トリウムランプ等）

●2731

気化熱利用型冷房シ
ステム

●2682

大型ファン ●2672

大型ファンヒーター ●2682

スプリンクラー ●2621 ●2671 ●2692
（●2531）

自動開閉する天井・
窓

●2677 ●2711

液化石油ガス燃焼装
置

●2611 ●2671

排 ガ ス 浄 化 装 置
（ 熱 ・ CO2 供 給 目
的）

●2678 ●2693 ●3116
●3119

蓄熱設備 ●2678 ●2693

発電設
備

バックアップ用発電
装置

●2711

使用済み養液殺菌・
浄化設備(UV殺菌装
置、膜フィルター
等)

●2678 ●2731

養液成分調整装置
（センサー・タン
ク）

●2678 ●2752

養液循環システム ●2671
●2677

●2692
●2693

酸素供
給設備

溶存酸素供給設備 ●2671
●2678

●2692

電力供給システム ●2713 ●2751

害虫対策ライト ●2731

光量センサー ●2752 ●3116
●3119

気温・湿度・CO2セ
ンサー

●2752 ●3116
●3119

管理・制御用PC ●2822

コントロールユニッ
ト (光 量 、 養 液 成
分、空調）

●2752 ●2822

遠隔監視システム ●2742

携帯電話 ●2812

作業台車 ●2677 ●2698

苗生産ロボット ●2621 ●2679 ●2698

管理作業ロボット ●2621 ●2679 ●2698

運搬台車 ●2621 ●2674 ●2698 ●3059

選果機 ●2621 ●3116
●3119

ベルトコンベア ●2674

洗浄機器 ●2689

包装用機械 ●2661 ●2697

倉庫 低温空調 ●2682

クリーン手洗乾燥機 ●2723

エアシャワー ●2672 ●3059

自動制
御シス
テム

作業用
機械

農作業
用機械

感知装
置

選果・
洗浄・
梱包設
備

衛生設
備

出荷設
備

機械・情報処理の種類

設備

空調・
室温調
節機能

熱供給
設備

養液循
環設備

大規模農
作物工場

光の調
節

その他

情報
ネット
ワーク

大項目 中項目 小項目 一般機械 電気機械 情報通信機械

機械産業分類

輸送用機械

衛生設
備
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表4.3-4 農業およびバイオマス利活用に係る機械・情報システムと
機械産業分類との対応表（35／2）

精密機械

261 262 263 266 267 268 269 271 272 273 274 275 281 282 305 311

ボイラ・原
動機製造業

農業用機械
製造業（農
業用器具を

除く）

建設機械・
鉱山機械製
造業

特殊産業用
機械製造業

一般産業用機
械・装置製造業

事務用・
サービス

用・民生用
機械器具製

造業

その他の機
械・同部分
品製造業

発電用・送
電用・配電
用・産業用
電気機械器
具製造業

民生用電気
機械器具製

造業

電球・電気
照明器具製

造業

電子応用装
置製造業

電気計測器
製造業

通信機械器
具・同関連
機械器具製

造業

電子計算
機・同附属
装置製造業

産業用運搬
車両・同部
分品・附属
品製造業

計量器・測
定器・分析
機器・試験
機製造業

2611 ボイラ
製造業
2612 蒸気機
関・タービ
ン・水力ター
ビン製造業
（舶用を除
く）

2621 農業用
機械製造業
（農業用器具
を除く）

2631 建設機
械・鉱山機械
製造業

2661 食品機
械・同装置製
造業

2671 ポンプ・同装
置製造業
2672 空気圧縮機・
ガス圧縮機・送風
機製造業
2674 荷役運搬設備
製造業
2675 動力伝導装置
製造業（玉軸受，
ころ軸受を除く）
2677 油圧・空圧機
器製造業
2678 化学機械・同
装置製造業
2679 その他の一般
産業用機械・装置
製造業

2682 冷凍
機・温湿調整
装置製造業
2689 その他
の事務用・
サービス用・
民生用機械器
具製造業

2692 弁・同
附属品製造業
2693 パイプ
加工・パイプ
附属品加工業
2698 産業用
ロボット製造
業

2711 発電
機・電動機・
その他の回転
電気機械製造
業
2713 開閉装
置・配電盤・
電力制御装置
製造業

2723 衣料衛
生関連機器製
造業

2731 電球製
造業

2742 ビデオ
機器製造業

2752 工業計
器製造業

2811 有線通
信機械器具製
造業
2812 無線通
信機械器具製
造業

2822 パーソ
ナルコン
ピュータ製造
業
2823 記憶装
置製造業
2829 その他
の附属装置製
造業

3059 その他
の産業用運搬
車両・同部分
品・附属品製
造業

3116 分析機
器製造業
3119 その他
の計量器・測
定器・分析機
器・試験機製
造業

機械・情報処理の種類

大項目 中項目 小項目 一般機械 電気機械 情報通信機械

機械産業分類

輸送用機械

農用地造成用の機械 ●2631

整地用機械（耕うん
等）

●2621

播種機 ●2621

植付け機 ●2621

収穫機 ●2621

調整機 ●2621

その他農業機械 ●2621

給排水バルブ ●2692

配管システム ●2693

揚水ポンプ ●2671
●2677

土壌成分測定装置 ●2621 ●2671 ●2692 ●3116
●3119

灌水・施肥自動装置 ●2621 ●2692

可変施肥制御装置 ●2752 ●2821 ●3116
●3119

気象観測装置（セン
サー）

●2752

生育情報測定装置 ●3116(反射
光スペクト
ル分析)
●3119ライブカメラ ●2742

無線LANユニット ●2812

ＰC（遠隔制御、各
種データ管理、分析
用）

●2822,2829

情報送受信機 ●2812

GPS衛星 ●2812

データベース管理
サーバ

●2822
●2823

直接燃焼設備 ●2678
●2679

固形燃料化（RDF化
設備等）

●2678

ガス化（溶融ガス化
装置など）

●2678 ●2692

液化（急速熱分解・
スラリー燃料化）

●2678 ●2692

炭化装置 ●2678

エステル化装置 ●2678

受入ホッパ ●2674

破砕・選別装置 ●2631 ●2678

発酵槽 ●2671 ●2692

ガスホルダー ●2692

発酵液貯槽 ●2671 ●2692

脱硫装置 ●2678

汚泥脱水機 ●2671
●2678

排水処理設備 ●2671 ●2692

ボイラー発電システ
ム

●2611
●2612

●2671 ●2693 ●2711

排ガス処理装置 ●2678 ●2692

肥料化装置 ●2621

堆肥化設備 ●2621

飼料化(乾燥装置) ●2621

生分解
性プラ
スチッ
ク

糖化・発酵・重合装
置

●2678

農作業
自動化

農作業
用機械

自動栽
培管理
装置

エネル
ギー利
用

小規模農
作業

農業基
盤整備

バイオマ
ス利活用

農地整
備

自動制
御シス
テム

情報
ネット
ワーク

感知装
置

燃焼設
備

生物化
学的エ
ネル
ギー変
換（メ
タン発
酵、エ
タノー
ル発
酵）

肥料
化・飼
料化

マテリ
アル利
用

共通設
備

熱化学
的エネ
ルギー
変換

4-35



 4.36

４．３．２ 企業シーズの状況 

 

 ４．３．１項では、大規模農作物工場と小規模農業の省力化・自動化について、対応する機械・

情報システムを個別に抽出したが、これらの中には、例えば遠隔監視設備など両者に共通するも

のもある。 

 そこで、77 の機械・情報システムから共通部分を取り出し、類似のものを集約するなどして、

16 のシーズ分野に整理した。 

 

表 4.3-5 機械・情報システムのシーズ分野（1/2） 

 シーズ分野(( )内は例) 対応する業種 

大 

規 

1.光の調節装置 

(自動開閉式遮光カーテン、照明設備) 

油圧・空圧機器製造業(2677) 

電気照明器具製造業(2732) 

2.空調・室温調節設備 

(自動開閉式屋根、冷暖房装置) 

油圧・空圧機器製造業(2677) 

冷凍機・温湿調整装置製造業(2682) 

温風・温水暖房装置製造業(2533) 

模 

農 

作 

物 

工 

3.熱供給設備 

(LPG 燃焼装置) 

ガス機器・石油機器製造業(2532) 

温風・温水暖房装置製造業(2533) 

場 4.発電設備 

(バックアップ用発電装置) 

発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業(2711) 

 5.養液循環設備 

(成分調整、循環、殺菌装置) 

化学機械同装置製造(2678) 

ポンプ・同装置製造業(2671) 

弁・同附属品製造業(2692) 

 6.大規模農作物工場自動制御設備 

(センサー、制御機器、情報通信機器) 

工業計器製造業(2752) 

電子計算機・同付属装置製造業(282) 

電子部品・デバイス製造業(291) 

 7.農作業用機械 

(作業台車、収穫ロボット、運搬台車) 

農業用機械製造業(2621) 

荷役運搬設備製造業(2674) 

産業用ロボット製造業(2698) 

産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業(305) 

 8.出荷設備 

(ベルトコンベア、洗浄機器、包装用機械) 

包装・荷造機械製造業(2697) 

荷役運搬設備製造業(2674) 

 9.倉庫 

(低温空調) 

冷凍機・温湿調整装置製造業(2682) 

 10.衛生設備 

(エアシャワー) 

空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業(2672) 

11.農地整備用機械 

(油圧ショベル) 

建設・鉱山機械製造業(2631) 

12.農作業用機械 

(農業機械) 

農業用機械製造業(2621) 

小 

規 

模 

農 

作 

業 

13.自動栽培管理装置 

(給排水バルブ、配管システム、ポンプ、自

動施肥装置) 

弁・同附属品製造業(2692) 

パイプ加工・パイプ付属品加工業(2693) 

ポンプ・同装置製造業(2671) 
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表 4.3-5 機械・情報システムのシーズ分野（2/2） 

 シーズ分野(( )内は例) 対応する業種 

共 

通 

14.遠隔監視設備 

(気象観測装置、生育情報測定装置、ライブ

カメラ) 

工業計器製造業(2752) 

電子部品・デバイス製造業(291) 

電子計算機・同付属装置製造業(282) 

ビデオ機器製造業(2742) 

無線通信機械器具製造業(2812) 

 15.バイオマス利活用設備 

(直接燃焼、バイオガス化、堆肥化) 

ボイラ・原動機製造業(261) 

化学機械同装置製造(2678) 

 16.食品加工 

(野菜カット、粉末化) 

食品機械・同装置製造業(2661) 

 

その各分野について、中国地域における企業シーズの立地状況を県別に表 4.3-6 に示す（数字

は企業数）。 

 

表 4.3-6 機械産業シーズ分野ごとの県別立地状況(出典:中国経済産業局より) 

シーズ分野 

所在地 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

鳥 取 - - - 1 2 14 3 - - - - 1 1 16 1 -

島 根 - 1 - - - 15 5 1 1 - - 5 1 15 - -

岡 山 1 1 - 1 1 19 10 - 1 - 2 10 2 21 1 4

広 島 4 4 1 1 5 13 8 7 - 1 5 1 4 15 3 4

山 口 - - 3 - 5 11 3 2 - - - 1 2 11 3 3

 

 その結果、中国地域においては全域において、自動制御系、遠隔監視系の企業シーズが多く、

岡山、島根を中心に農作業用機械に関する企業シーズも多いことが分かった。広島県、山口県で

は、大規模農作物工場の養液循環設備に関するシーズも期待できる。 

 以上の結果について、図 4.3-1 に全体像を示した。 

 

次に、中国地域におけるこれまでの調査研究報告書に取り上げられている企業シーズを表 4.3-7

に整理した。大規模農作物工場の制御系、農作業の省力化・自動化、遠隔監視のそれぞれに活用

可能と考えられる技術シーズを持つ企業が存在している。 

なお、表 4.3-6 では企業数が少なかった「バイオマス利活用設備」について、表 4.3-7 では多

くの企業例が挙げられている。これは、表 4.3-6 でもとにしたデータベースでは、本社が中国地

域に存在する企業が抽出されているのに対し、表 4.3-7 では本社所在地にかかわらず中国地域に

事業所があれば抽出されていることによるものと考えられる。言い換えれば、バイオマス利活用

設備に関しては、中国地域の地場企業における技術開発が今後は期待される。 
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農業参入 

遠隔操作 

（自動灌漑設備・監視カメラ）

農家ネットワーク化 
建設事業者のネットワーク化 

制御用センサー

建設事業者 

〈レタス等の水耕栽培〉 〈トマトのロックウール栽培〉 

天井および窓の自動開閉による空調調節 

バックアップ

用発電装置 

害虫対策ライト 

LPG 燃焼装置 

養液調整タンク 

遮光カーテンによる太陽光の自動調節 

壁面ラジエ

ータで冷房 

水をＵＶ殺菌 

温水循環方式による暖房 台車等作業機械 

センサーによる光・

水温・室温制御 

酸素製造設備 

 シーズ分野(( )内は例) 対応する業種 

大 

規 
1.光の調節装置 

(自動開閉式遮光カーテン、照明設備) 

油圧・空圧機器製造業(2677) 

電気照明器具製造業(2732) 

模 

農 

作 

2.空調・室温調節設備 

(自動開閉式屋根、冷暖房装置) 

油圧・空圧機器製造業(2677) 

冷凍機・温湿調整装置製造業(2682) 

温風・温水暖房装置製造業(2533) 

物 

工 
3.熱供給設備 

(LPG 燃焼装置) 

ガス機器・石油機器製造業(2532) 

温風・温水暖房装置製造業(2533) 

場 4.発電設備 

(バックアップ用発電装置) 

発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業

(2711) 

 5.養液循環設備 

(成分調整、循環、殺菌装置) 

化学機械同装置製造(2678) 

ポンプ・同装置製造業(2671) 

弁・同附属品製造業(2692) 

 6.大規模農作物工場自動制御設備 

(センサ、制御機器、情報通信機器) 

工業計器製造業(2752) 

電子計算機・同付属装置製造業(282) 

電子部品・デバイス製造業(291) 

 7.農作業用機械 

(作業台車、収穫ロボット、運搬台車) 

農業用機械製造業(2621) 

荷役運搬設備製造業(2674) 

産業用ロボット製造業(2698) 

産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業(305) 

 8.出荷設備 

(ベルトコンベア、洗浄機器、包装用機械) 

包装・荷造機械製造業(2697) 

荷役運搬設備製造業(2674) 

 9.倉庫 

(低温空調) 

冷凍機・温湿調整装置製造業(2682) 

 10.衛生設備 

(エアシャワー) 

空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業(2672) 

 

 シーズ分野(( )内は例) 対応する業種 

小 

規 
11.農地整備用機械 

(油圧ショベル) 

建設・鉱山機械製造業(2631) 

模 

農 
12.農作業用機械 

(農業機械) 

農業用機械製造業(2621) 

作 

業 
13.自動栽培管理装置 

(給排水バルブ、配管システム、ポンプ、自動施

肥装置) 

弁・同附属品製造業(2692) 

パイプ加工・パイプ付属品加工業(2693) 

ポンプ・同装置製造業(2671) 

 

 シーズ分野(( )内は例) 対応する業種 

共 

通 
14.遠隔監視設備 

(気象観測装置、生育情報測定装置、ライブカメ

ラ) 

工業計器製造業(2752) 

電子部品・デバイス製造業(291) 

電子計算機・同付属装置製造業(282) 

ビデオ機器製造業(2742) 

無線通信機械器具製造業(2812) 

 15.バイオマス利活用設備 

(直接燃焼、バイオガス化、堆肥化) 

ボイラ・原動機製造業(261) 

化学機械同装置製造(2678) 

 16.食品加工 

(野菜カット、粉末化) 

食品機械・同装置製造業(2661) 

 

 

表 機械産業シーズ分野ごとの県別立地状況(出典:中国経済産業局より) 

シーズ分野 

所在地 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

鳥 取 - - - 1 2 14 3 - - - - 1 1 16 1 -

島 根 - 1 - - - 15 5 1 1 - - 5 1 15 - -

岡 山 1 1 - 1 1 19 10 - 1 - 2 10 2 21 1 4

広 島 4 4 1 1 5 13 8 7 - 1 5 1 4 15 3 4

山 口 - - 3 - 5 11 3 2 - - - 1 2 11 3 3

図 4.3-1 バイオマス利活用事業に使用する機械の分類および中国地方における機械シーズの分布状況 



 

 

表 4.3-7 技術シーズごとの中国地域における企業例(1/4) 

 シーズ分類 会社名 技術 所在地 出典 

大 1.光の調節装置 (株)エムテック LED を使用した照明装置 山口県宇部市 5 

規 2.空調・室温調節設備 キョーワガス産業(株) 施設園芸における施設内の環境制御システム 島根県出雲市 3 

模 3.熱供給設備 - - - - 

農 4.発電設備 - - - - 

作 5.養液循環設備 - - - - 

物 6.大規模農作物工場自動制御設備 - - - - 

工 7.農作業用機械 みのる産業(株) 農業分野全般にわたる省力機械 岡山県山陽町 1 

場  (有)高野機械 農作業省力化機械 鳥取県米子市 5 

  エムテック(株) 各種のロボットによる自動化・省力化 岡山県岡山市 7 

 8.出荷設備 エムテック(株) 食品・医療品等のパッケージングの自動化 岡山県岡山市 7 

  (株)光システムズ 食品梱包ラインへのロボット導入、蓋締め搬送装置 岡山県倉敷市 7 

  (有)メカテック ペーパーラップマシン 岡山県岡山市 7 

 9.倉庫 (株)ダイマツ 氷温食品 鳥取県米子市 1 

  (株)アルモウルド 新冷凍システム・ショックフリーザー 宇部市 4 

 10.衛生設備 - - - - 

小 11.農地整備用機械 - - - - 

規 12.農作業用機械 みのる産業(株) 農業分野全般にわたる省力機械 岡山県山陽町 1 

模  (有)高野機械 農作業省力化機械 鳥取県米子市 5 

農  エムテック(株) 各種のロボットによる自動化・省力化 岡山県岡山市 7 

業 13.自動栽培管理装置 - - - - 
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表 4.3-7 技術シーズごとの中国地域における企業例(2/4) 

 シーズ分類 会社名 技術 所在地 出典 

共 14.遠隔監視設備 (株)テクノプロジェクト 遠隔医療支援システム 
 

鳥取県郡家町 1 

通  株式会社シリウス 1 遠隔監視を含めた ASP 事業及び通信と制御の連動したシ
ステム開発 

広島県広島市 4 

  北斗電機工業(有) IT を応用した FA における遠隔監視・操作技術 
 

広島県福山市 5 

 15.バイオマス利活用設備 パーキテック(株) ディーゼル発電機・マイクロガスタービンを利用した
電・熱販売事業 

広島県広島市 1 

  小松電機産業(株) 省エネに役立つ高速シートシャッター 
 

島根県 6 

  中国メンテナンス(株) 生ごみ等有機性廃棄物を原料とする過熱蒸気式炭化・バ
イオマス発電システム 

広島県 6 

  宇部テクノエンジ(株) バイオマスガス化プロセス 
 

山口県宇部市 3 

  三菱重工業(株)下関造船所 し尿、畜ふんのメタン発酵 山口県下関市 8 

  三菱重工業(株)広島製作所 バイオマス炭化・ガス化発電 広島県広島市 9 

  ファクシス(株) 剪定枝葉のチップ化、及びそのシステム 
 

広島県広島市 8 

  三陽機器(株) グリーンフレーカ(樹木破砕機) 
 

岡山県里庄町  

  三井造船(株)玉野事業所 循環流動層燃焼式ボイラ(木材チップ等) 
 

岡山県玉野市 9 

  日立造船(株)中国支社 熱分解ガス化炉+ガスエンジン発電システム(1～30t/日) 広島県広島市 9 

  川崎重工業(株)中国支社 木質バイオマスの直接燃焼・蒸気タービン発電・熱供給
システム(2.5t/h) 
木質バイオマスの固定床ガス化・ガスエンジン発電・熱
供給システム(0.1～0.25t/h) 

広島県広島市 9 

  (株)明電舎 中国支店 バイオマス BTG(木質やもみ殻を燃焼させる) 
 

広島県広島市 9 
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表 4.3-7 技術シーズごとの中国地域における企業例(3/4) 

 シーズ分類 会社名 技術 所在地 出典 

共 15.バイオマス利活用設備 バブコック日立(株) 
 

流動層ボイラ 広島県 9 

通  協同組合プレ広島((株)拓美
造園) 

木質破砕機(チップ化) 広島県広島市 9 

  (株)シーケイエス・チューキ チップ製造機、廃材破砕機 広島県福山市 9 

  (株)キムラ((有)木村工業) 2 軸せん断式破砕機 - 9 

  (株)オガワエコノス 
 

固形燃料化処理 広島県府中市 9 

  日本ガイシ(株)広島営業所 木質バイオマスガス変換システム 広島県広島市 9 

  (株)大本組 
 

バイオマスガス化複合エネルギー利用システム 岡山県岡山市 9 

  (株)サタケ 
 

バイオマスガス化発電システム 広島県東広島市 9 

  (株)神戸製鋼所 中国支店 木質バイオマスの固定床ガス化・高効率発電技術 広島県広島市 9 

  菱明技研(株) 
 

新しい小型高効率の熱電エネルギー供給システム 広島県広島市 9 

  月島機械(株)広島支店 
 

バイオマスガス化発電技術 広島県広島市 9 

  栗田工業(株)広島支店 
 

乾式メタン発酵プロセス 広島県広島市 9 

  (株)中電工 
 

バイオマス発電関連設備の構築 広島県広島市 9 

 16.食品加工 (株)中島製作所 
 

農作物加工自動化装置 島根県宍道町 1 

  (株)アルモウルド 
 

豆腐製造器 山口県宇部市 1 

  (株)サタケ 穀類加工機製造・販売とその関連計測機器の製造・販売 広島県東広島市 3 
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表 4.3-7 技術シーズごとの中国地域における企業例(4/4) 

 シーズ分類 会社名 技術 所在地 出典 

共 16.食品加工 株式会社ヤナギヤ 
 

食品加工機械 宇部市 4 

通  (有)カンダ技工 
 

食品加工機械 米子市 5 

  (株)サンナン 
 

食品製造機械、省力化機械 岡山県岡山市 7 

  (株)トーカイパネル 食品等製造業向け自動制御、FA システムのソフト開発 岡山県岡山市 7 

  CKO 設備設計(株) 
 

生産工場等における設備の自動化、省力化 岡山県倉敷市 7 

出典) 

1.「ちゅうごく地域 あんな企業・こんな企業 ～平成 12 年度フィールドサーベイ 2001 より～」,2001 年 6 月, 中国経済産業局 
2.「ちゅうごく地域 あんな企業・こんな企業 ～平成 11 年度フィールドサーベイ 20001 より～」,2000 年 7 月, 中国経済産業局 
3.「ナノテクノロジー分野における産学官連携方策に関する調査研究」,平成 16 年 3 月, 財団法人産業研究所 
4.中国地域チャレンジャー列伝,中国地域プロジェクトマネージャーサロン編集,事務局/中国経済産業局産業部中小企業課 
5.中国地域チャレンジャー列伝,平成 17 年 3 月,中国地域プロジェクトマネージャーサロン編集,事務局/中国経済産業局産業部中小企業課 
6.中国地域における環境産業振興方策 調査報告書,平成 14 年 3月,財団法人 中国産業活性化センター 
7.地域中小企業の人間親和型ロボット産業創出・展開事業 調査報告書,平成 17 年 3 月, 財団法人 中国産業活性化センター 
8.中国地域における微生物を活用した「環境バイオ関連産業」の事業化支援機能整備方策 調査報告書, 平成 14 年 3 月, 財団法人 中国産業活性化センター 
9.中国地域における木質バイオマス技術の産業化に関する調査報告書, 2005 年 3 月, 財団法人 中国技術振興センター 
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４．３．３ 研究機関シーズの状況 

 

４．３．２項において実施した技術シーズの分類に従って、中国地域における研究開発の実施

状況を整理した。具体的には、中国地域における研究機関について、大規模農作物工場、及び小

規模農業における省力化・自動化に向けて求められる機械や情報システムに関連する研究開発テ

ーマを抽出・整理した。出典としては「全国試験研究機関名鑑 2004－2005」を用い、国立大学法

人、大学院大学/大学院研究科、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学、私立大学付属研究

所、高等専門学校において実施されている研究テーマを対象とした。研究テーマを技術シーズ別

に分類した結果、および研究機関の所在地により分類した結果を、表 4.3-8 にまとめて示す。 

なお、一部研究機関において、同じ研究室について大学院と大学の双方に表記されているもの

がある。これについては、表 4.3-8 における研究シーズ数では一つとしてカウントしている。ま

た、複数の技術シーズに関わる研究と判断したものについては、該当する技術分類全てにおいて

カウントしている。 

表 4.3-8 技術シーズ分類による研究件数の分布 

シーズ分野 

所在地 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

鳥取県 - - 1 - 3 - 5 - - - 1 3 5 3 8 -

島根県 2 2 - - 3 6 6 - 1 - 3 7 6 3 5 1

岡山県 2 2 4 2 2  9 13 - - - 3 2 7 6 6 -

広島県 - 2 2 - 4 13 6 - - - 1 1 5 17 18 1

山口県 - 3 3 2 2  7 6 - - - 1 4 5 8 8 -

計 4  9 10 4 14 35 36 - 1 - 9 18 28 37 45 2

 

（１） 研究テーマの概況 

 

まず、バイオマス利活用技術に応用可能と期待される研究の数は 45 件と最も多い。中でも、木

質資源のマテリアル利用に関する研究が多数実施されている。今後、中国地域に豊富に賦存する

バイオマスの様々な形での有効活用につながることが期待される。 

次いで、農作物工場自動制御設備、農作物工場内の作業機械、遠隔監視システムに応用可能と

期待される研究が、それぞれ 35 件、36 件、37 件実施されている。農作物工場自動制御設備に応

用可能と期待される研究については、生産システムの設計・管理・自動化、ロボット制御につい

ての研究が多数見られる。農作物工場内の作業機械に応用可能と期待される研究については、ロ

ボットの要素技術や機械的特性に関する研究が数多く見られる他、施設栽培設備の研究や、農業

への適合を考えた農作業ロボットの研究も実施されている。遠隔監視システムに応用可能と期待

される研究については、特にリモートセンシング技術の研究が数多く実施されている。 

また、自動栽培管理装置に応用可能と期待される研究は 28 件実施されており、主に生産システ

ムの設計、ロボット制御、計測技術の研究が実施されている。 

その他、養液栽培技術や空調、熱利用技術に応用可能と期待される研究も実施されており、農
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作物工場栽培の高効率化、高品質化に寄与することが期待される。 

 

（２） 中国各県における研究開発シーズの分布状況 

 

表 4.3-8 について、各県における研究件数を示した上で、5 件以上の枠について網掛けを施し

た。まず、山陽地方に自動制御、情報ネットワークに関する研究シーズ（6.、14.）が数多く存在

し、その多くは広島県に集中している。次に、機械・ロボットに関する研究シーズ（7.）は、中

国地域全域で実施されており、中でもロボット（7.）に関しては岡山県内の研究数が多い。一方、

農業機械の研究（12.）は島根県を中心として実施されている。また、自動栽培管理装置（13.）

に応用が期待される研究の件数が中国地域各県に存在するが、これは関係する研究分野が幅広い

ことも一因と考えられる。バイオマス利活用技術（15.）に関しては広島県で多くの研究がなされ

ている他、鳥取県、山口県で比較的多くの研究されている。 

  

以上を総括すると、広島県を中心として中国地方全域に多数存在する自動制御や情報ネットワ

ークに関する研究シーズ、および島根県、鳥取県に分布する機械の改良、農作業体系の改良に向

けた研究シーズを活用して、高度な施設管理・ネットワーク管理のもとでの高品質・高効率な農

作物生産に資する農業機械・ロボットの開発が期待される。そのためには、工学的要素技術の農

業への適用を目標とした、農工一体型の研究をより強力に推進することが期待される。また、バ

イオマス有効利用に向けた研究開発シーズの活用によるバイオマス利活用事業の推進が期待され

る。 
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（３）技術分類別の研究機関シーズの詳細 

 

 ４．３．１項において示した技術分類区分をもとに、各技術の発展に資すると考えられる研究

シーズについて、各々の研究テーマの傾向を簡単に述べた上で、技術分類別に研究機関名、研究

テーマを、表 4.3-10～表 4.3-23 に一覧表として示した。なお、一覧表を示すにあたって、以下

の取扱いを行った。 

・ 一部研究機関において、同じ研究室について大学院と大学の双方に表記されているものがあ

る。これについては（※）を付与し、表 4.3-8 における研究シーズ数では一つとしてカウン

トしている。 

・ 複数の技術シーズに関わる研究と判断したものについては、該当する技術分類全てにおいて

カウントしている。 

・ 研究が対象とする範囲の広がりを、１）作物、機械、設備等の単体に関するもの、２）作物

および付帯設備、機械の一体的整備、制御に関するもの、３）農場、工場相互を結ぶ広域に

及ぶシステムに関するもの、の 3 種類に分けて整理した。その具体的イメージを図 4.3-2 に

示す。 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

図 4.3-2 研究が対象となる範囲の広がりについてのイメージ 
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技術シーズ分類別の研究開発において、比較的件数が多い技術シーズ分類について、その研究

内容および特徴を表 4.3-9 に示した。 

 

表 4.3-9 研究件数が多い技術分類における主な研究内容および特徴 

技術シーズ分類 研究内容 特徴 

5.養液循環設備 養液栽培管理技術、施設栽培

技術、生理生態学、病虫害防

除に関する研究 

公的試験・研究機関において養液栽培管理技

術、施設栽培技術等の研究 

大学では生理生態学等の基礎研究 

6.大規模農作物

工場自動制御

設備 

生産システムの設計、ロボッ

ト制御、計測技術の研究、農

業情報システム 

大学（中でも山陽地方の大学）において多数の

生産システム、ロボット制御、計測技術の研究。

高等専門学校においてロボット制御の研究 

7. 農作物工場

内における農

作業用機械 

人間協調型ロボット、自律移

動ロボット、知能ロボット等

山陽地方の大学において多数のロボット研究 

公的試験・研究機関において農作業改善、軽労

化のための機械の研究 

11.農地整備用

機械 

耕うん整地の他に、土壌管

理、農地保全に関する研究 

島根県、岡山県において多くの研究 

12．農作業用機 

械 

 

露地栽培を想定した農業機

械研究、農作業体系確立に関

する研究 

公的試験・研究機関による研究が主体 

島根県において多くの研究 

13．自動栽培管

理装置 

栽培管理システム、栽培管理

技術に関する研究 

土壌の挙動、作物生態等基礎

情報取得に関する研究 

分野が多岐に渡る 

中国地域全域において多く研究 

14．遠隔監視シ

ステム 

センシング技術、情報ネット

ワーク技術、リモートセンシ

ングに関する研究 

リモートセンシングに関する研究が多数存在 

中国地域全域において研究 

特に広島県内において多数の研究 

15．バイオマス

利活用 

木質材料の開発、バイオ燃料

生産、残渣の処理・有効活用、

燃焼技術に関する研究 

木質材料のマテリアル利用技術についての研

究が多数存在 

中国地域全域において多く研究 

特に広島県内において多数の研究 

 

以下、技術シーズ毎に研究開発テーマの一覧を表 4.3-10～表 4.3-23 に示し、その特徴を概観

した。 
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① 大規模農作物工場に関する研究シーズ 

1. 光の調節装置 

 光の調節装置に応用可能と期待される研究としては、施設栽培の研究が 3件、作物生産技術の

研究が 1件見られ、栽培に適した光照射、波長等の研究成果が得られる可能性がある。 

 

表 4.3-10 光の調節装置に応用可能と期待される研究テーマ 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

（範囲）
岡山大学 大学院自然科学研究科 
生物圏システム科学専攻 農業生産
システム学講座・作物生産技術学 

作物の生産技術開発と体系化ならびに生産性
向上に関わる生理生態学的諸特性の解明 

１） 

島根県農業試験場 園芸部 野菜花
き科 

イチゴ、メロンなどで先端技術を活用した施設
栽培技術を開発している、また、トルコギキョ
ウなどで開花調節技術を駆使して地域の特性
にあった栽培技術の確立をめざしている 

１） 

島根県中山間地域研究センター  
総合技術部 資源環境科 

施設園芸の積極的導入と周年栽培の確立 環
境に配慮した農業技術の確立実証 低位利用
木質資源の有効利用技術 

１） 

岡山県農業総合センター農業試験
場 野菜・花研究室 

特産野菜・花きの作目・品種選定 養液土耕・
湛水同時施肥による施設野菜の省力多収技術 
花きの新作型開発・省力生産技術 野菜の新栽
培法並びに周年生産技術 有機減農薬野菜栽
培技術・バイオ利用による新品種育成と種苗増
殖技術 

１） 

 出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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2. 空調・室温調節設備 

 空調・室温調節設備への応用が期待される研究については、主に大学・高専において対流や伝

熱、熱交換といった熱工学関係の研究が実施されている他、公的試験・研究機関において施設栽

培の研究が見られる。 

表 4.3-11 空調・室温調節設備に応用可能と期待される研究テーマ 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 

岡山大学 工学部 機械工学科エネ
ルギー工学講座 

蓄熱（冷）システムの開発、対流熱伝達の制御、
新蓄熱材の開発、内燃機関シリンダ内乱流特性
及び火炎構造、ディーゼル噴霧とその燃焼 

１） 

山口大学 工学部 機械工学科  
機械エネルギー工学講座 

熱エネルギーの発生、輸送、貯蔵、変換などの
エネルギーの有効利用技術に関する研究 反
応性希薄気体、高密度・高エネルギー流体の積
極的利用とその低公害化を目指すエネルギー
制御技術の開発 各種エネルギー機器の高効
率化、最適エネルギーシステムの設計・評価に
ついても研究 

１）２） 

山口大学 工学部 応用化学工学科
化学システム工学講座 

化学装置の設計の基礎概念となる熱・物質及び
運動量の移動に関する学問（移動現象）につい
ての研究 エネルギーをものの面からとらえ
たエネルギー関連物質の開発と有効利用に関
する研究 

１） 

岡山大学 大学院 自然科学研究科 
機械システム工学専攻 エネルギー
工学大講座・伝熱工学(※) 

伝熱工学、熱エネルギー貯蔵・輸送工学、数値
伝熱学 

１） 

広島工業大学 工学部 知能機械工
学科 

未利用エネルギーの有効活用 熱交換要素の
超高性能化 熱交換器の熱的設計法 

１） 

福山大学大学院 工学研究科・工学
部 機械システム工学科・機械工学
専攻 熱エネルギーシステム 

対流伝熱促進 感温蛍光法による温度計測 
膜冷却 

１） 

宇部工業高等専門学校 
制御情報工学科 

熱対流の力学的モデリング １） 

島根県農業試験場 園芸部 
野菜花き科 

イチゴ、メロンなどで先端技術を活用した施設
栽培技術を開発している、また、トルコギキョ
ウなどで開花調節技術を駆使して地域の特性
にあった栽培技術の確立をめざしている 

１）２） 

島根県中山間地域研究センター 
総合技術部資源環境科 

施設園芸の積極的導入と周年栽培の確立 環
境に配慮した農業技術の確立実証 低位利用
木質資源の有効利用技術 

１）２） 

岡山県農業総合センター 農業試験
場野菜・花研究室 

特産野菜・花きの作目・品種選定 養液土耕・
湛水同時施肥による施設野菜の省力多収技術 
花きの新作型開発・省力生産技術 野菜の新栽
培法並びに周年生産技術 有機減農薬野菜栽
培技術・バイオ利用による新品種育成と種苗増
殖技術 

１）２） 

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの 

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、制御に関するもの

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステムに関するもの 

(※) 同じ研究室について、大学院と大学で別個に表記され

ているため、件数カウント対象からは除外している。 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005
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 3. 熱供給設備 

 熱供給設備に応用が期待される研究としては、熱伝導や、内燃機関や燃焼に関する研究が行わ

れており、高効率かつクリーンなエネルギー技術の発展が期待される。 

 大学、高専において研究シーズが見られ、地域的には、岡山大学、山口大学等、山陽地方に研

究シーズが多く見られる。 

 

表 4.3-12 熱供給設備に応用可能と期待される研究テーマ(1/2) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 

鳥取大学 工学部 機械工学科 
エネルギー工学講座 

内燃機関の有害排出物質低減を目標とした燃料
噴霧改善 

１） 

岡山大学 工学部 機械工学科  
エネルギー工学講座(※) 

蓄熱（冷）システムの開発、対流熱伝達の制御、
新蓄熱材の開発、内燃機関シリンダ内乱流特性
及び火炎構造、ディーゼル噴霧とその燃焼 

１） 

山口大学 工学部 機械工学科  
機械エネルギー工学講座 

熱エネルギーの発生、輸送、貯蔵、変換などの
エネルギーの有効利用技術に関する研究 反応
性希薄気体、高密度・高エネルギー流体の積極
的利用とその低公害化を目指すエネルギー制御
技術の開発 各種エネルギー機器の高効率化、
最適エネルギーシステムの設計・評価について
も研究 

１）２） 

山口大学 工学部 応用化学工
学科 
化学システム工学講座 

化学装置の設計の基礎概念となる熱・物質及び
運動量の移動に関する学問（移動現象）につい
ての研究 エネルギーをものの面からとらえた
エネルギー関連物質の開発と有効利用に関する
研究 

１） 

岡山大学大学院 自然科学研究
科 
機械システム工学専攻 エネル
ギー工学大講座・伝熱工学 

伝熱工学、熱エネルギー貯蔵・輸送工学、数値
伝熱学 

１） 

岡山大学大学院 自然科学研究
科 
機械システム工学専攻 エネル
ギー工学大講座・動力工学 

内燃機関、燃焼工学、応用熱力学 １） 

岡山理科大学 工学部 機械シ
ステム工学科 エネルギーシス
テム系列 

エンジン、熱と流れ、エネルギー、航空機、原
動機 

１） 

 

 

 

(※) 同じ研究室について、大学院と大学で別個に表記され

ているため、件数カウント対象からは除外している。 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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表 4.3-12 熱供給設備に応用可能と期待される研究テーマ(2/2) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 

広島工業大学 工学部  
知能機械工学科 

未利用エネルギーの有効活用 熱交換要素の超
高性能化 
熱的設計法 

１） 

津山工業高等専門学校  
機械工学科 

ディーゼル機関の熱効率向上と排気浄化に関す
る研究 

１） 

呉工業高等専門学校  
機械工学科 

ディーゼル機関の燃料噴射系 １） 

徳山工業高等専門学校  
機械電気工学科 

噴霧燃焼の燃焼特性 内燃機関の性能評価 １） 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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4. 発電設備 

 発電機本体に関する研究は見られなかったが、発電設備に応用可能と期待される研究としては、

省エネルギー、熱工学関係の技術の研究が行われている。 

 

表 4.3-13 発電設備に応用可能と期待される研究テーマ 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 

岡山大学 工学部 機械工学科 
エネルギー工学講座 

蓄熱（冷）システムの開発、対流熱伝達の制
御、新蓄熱材の開発、内燃機関シリンダ内乱
流特性及び火炎構造、ディーゼル噴霧とその
燃焼 

１） 

山口大学 工学部 機械工学科 
機械エネルギー工学講座 

熱エネルギーの発生、輸送、貯蔵、変換など
のエネルギーの有効利用技術に関する研究 
反応性希薄気体、高密度・高エネルギー流体
の積極的利用とその低公害化を目指すエネル
ギー制御技術の開発 各種エネルギー機器の
高効率化、最適エネルギーシステムの設計・
評価についても研究 

１）２） 

山口大学 工学部 応用化学工学
科 
化学システム工学講座 

化学装置の設計の基礎概念となる熱・物質及
び運動量の移動に関する学問（移動現象）に
ついての研究 エネルギーをものの面からと
らえたエネルギー関連物質の開発と有効利用
に関する研究 

１） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
機械システム工学専攻 エネルギ
ー工学大講座・伝熱工学(※) 

伝熱工学、熱エネルギー貯蔵・輸送工学、数
値伝熱学 

１） 

岡山理科大学 工学部 機械シス
テム工学科 エネルギーシステム系
列 

エンジン、熱と流れ、エネルギー、航空機、
原動機 

１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※) 同じ研究室について、大学院と大学で別個に表記され

ているため、件数カウント対象からは除外している。 
出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 



 

 4.52

5. 養液循環設備 

 養液循環設備に応用可能と期待される研究としては、養液栽培管理技術、施設栽培技術、生理

生態学、病虫害防除に関する研究が見られた。特徴として、主に公的試験・研究機関によって、

養液栽培管理技術、施設栽培技術等、設備改善への適用が期待される研究が実施されている。一

方、大学においては、生理生態学といった養液栽培に応用が期待される基礎研究が実施されてい

る。 

 

表 4.3-14 養液循環設備に応用可能と期待される研究テーマ(1/2) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 
鳥取大学 農学部 生物資源環境
学科 生物生産講座・作物生産学分
野 

作物の発育動態予測 １） 

鳥取大学 農学部 生物資源環境
学科 生産環境化学講座・植物栄養
学分野 

野菜品質のための養水分 １） 

島根大学 生物資源科学部  
農業生産学科 植物資源開発学講
座 

園芸植物の生産環境と品質評価 主要果樹に
おける果実発育、成熟、貯蔵生理 

１）２） 

鳥取大学大学院 連合農学研究科 
生物生産科学専攻 農業生産学連
合講座(※) 

農・園芸作物や家畜の生産を量・質の両面に
置いて向上させるために、それらの生理、生
態学的研究 

１）２） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
生物圏システム科学専攻 農業生
産システム学講座・作物生産技術学 

作物の生産技術開発と体系化ならびに生産性
向上に関わる生理生態学的諸特性の解明 

１）２） 

広島工業大学 環境学部 
環境情報学科 

衛生工学 １） 

(独)農業・生物系特定産業技術研究
機構 果樹研究所 
ブドウ・カキ研究部 

ブドウ・カキ等の育種、栽培生理、病害虫の
研究 

１） 

(独)農業・生物系特定産業技術研究
機構  
近畿中国四国農業研究センター  
地域基盤研究部病害研究室 

作物票外の発病機構及び制御技術の開発 １） 

鳥取県農業試験場 環境研究室 
主要農作物の施肥改善と病害虫防除の研究 
環境保全型土壌管理対策 土壌汚染防止対策 

１） 

島根県農業試験場  
園芸部野菜花き科 

イチゴ、メロンなどで先端技術を活用した施
設栽培技術を開発している、また、トルコギ
キョウなどで開花調節技術を駆使して地域の
特性にあった栽培技術の確立をめざしている 

１）２） 

 

 

 

 

 

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005
(※) 同じ研究室について、大学院と大学で別個に表記されて

いるため、件数カウント対象からは除外している。 
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表 4.3-14 養液循環設備に応用可能と期待される研究テーマ(2/2) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 

島根県中山間地域研究センター 
総合技術部資源環境科 

施設園芸の積極的導入と周年栽培の確立 環
境に配慮した農業技術の確立実証 低位利用
木質資源の有効利用技術 

１）２） 

岡山県農業総合センター農業試験
場 野菜・花研究室 

特産野菜・花きの作目・品種選定 養液土耕・
湛水同時施肥による施設野菜の省力多収技術 
花きの新作型開発・省力生産技術 野菜の新
栽培法並びに周年生産技術 有機減農薬野菜
栽培技術・バイオ利用による新品種育成と種
苗増殖技術 

１）２） 

広島県立農業技術センター 果樹
研究所 環境研究部 

農作物の土壌・施肥改善・病害虫防除及び発
生予察技術 
農業生産環境の維持 農薬残留調査 

１）２） 

山口県農業試験場 
園芸栽培グループ 

野菜・花きの養液栽培技術の確立 １）２） 

山口県農業試験場 
作物栄養グループ 

養液栽培管理技術の開発 農産物の品質評価 
施設土壌の養水分管理技術の確立 

１）２） 

 
出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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6. 大規模農作物工場自動制御設備 

 自動制御設備に応用可能と期待される研究は数多く行われており、具体的には生産システムの

設計、ロボット制御、計測技術の研究が実施されている。 

 研究機関の特徴としては、大学による研究が特に多く、中でも岡山大学、広島大学、山口大学、

岡山理科大学、広島工業大学、広島国際学院大学といった山陽地方の大学における研究が大半を

占める。高等専門学校では、中国地域各地においてロボット制御の研究がなされている。 

 

表 4.3-15 自動制御設備に応用可能と期待される研究テーマ(1/3) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 
島根大学 総合理工学部 電子制御シス
テム工学科 
計測システム工学講座 

環境・省エネルギー電気・機械システム １）２） 

島根大学 生物資源科学部 農業生産学
科 
植物資源開発学講座 

園芸植物の生産環境と品質評価 主要
果樹における果実発育、成熟、貯蔵生理 

１）２） 

岡山大学 工学部 システム工学科知能
化システム開発工学講座(※) 

知能ロボットによる作業・検査システム
の設計・管理 

１）２） 

広島大学大学院 工学研究科・工学部 
機械システム工学専攻 知能化生産工学
講座 
生産システム 

生産システムの設計 搬送ロボットシ
ステム 

１）２） 

広島大学大学院 工学研究科・工学部 
複雑システム工学専攻 複雑システム解
析・設計論講座・複雑システム制御論 

ディジタル信号処理 次世代広帯域無
線通信 

１）３） 

広島大学大学院 工学研究科・工学部
情報工学専攻 コンピュータ・システム工
学講座・システムソフトウェア工学 

モバイル通信 ２） 

広島大学大学院 工学研究科・工学部
社会環境システム専攻 構造システム工
学講座 設計・生産システム 

構造システムの設計技術及び最適設計 
設計・生産支援のための大規模情報シス
テム 

２）３） 

山口大学 工学部 機械工学科  
機械システム工学講座 

機械システムを構成する高機能機械要
素の動特性の解析、機械とエレクトロニ
クスとを結合した自動機械システムの
動的安定、振動、制御、最適制御及び機
械情報工学を利用した機械システムの
知能化等に関する研究 

１）２） 

山口大学 工学部 電気電子工学科 
電子情報システム工学講座 

情報取得のためのツールであるセンサ
ー、センサーとコンピュータとの有機的
結合によって実現される知的センシン
グシステム、マルチメディア時代の多様
な情報を伝送・処理するための通信シス
テムや画像処理技術、生態の情報処理や
医用電子工学 

１）２） 

 (※) 同じ研究室について、大学院と大学で別個に表記されて

いるため、件数カウント対象からは除外している。 

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005
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表 4.3-15 自動制御設備に応用可能と期待される研究テーマ(2/3) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 

山口大学 工学部 電気電子工学科 
電気エネルギー工学講座 

ロボットシステム制御 ２） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 機械
システム工学専攻 知能化システム開発
工学大講座・知能化生産システム学 

知能ロボット／機械によるデジタル・フ
ァクトリ構築技術の開発と体系化 

２） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
電子情報システム工学専攻 
電気システム工学大講座・電子計測学 

制御システム設計・構築、生産システム
の最適設計 

２） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
生物圏システム科学専攻 
農業生産システム学講座・生産システム
工学 

ハイテクノロジーに基づく生物生産の
機械化、ロボット化及びシステム化 

１）２） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
数理電子科学専攻  
情報通信システム学大講座・モバイル通
信学 

移動通信のシステム構成技術、無線リン
ク設計法に関する研究 

３） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
数理電子科学専攻 情報通信システム学
大講座・生体情報システム学 

生体情報の検出機構、伝達機構及びシス
テムの構成 

１） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
基板生産システム科学専攻 知能機械シ
ステム学大講座・知能システム設計学 

知的制御システム設計 ２） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
基板生産システム科学専攻  
知能機械システム学大講座・知能機械制
御学 

ロボットなど各種知能機械の効率的な
設計及び制御法についての研究 

１）２） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
基板生産システム科学専攻 知能機械シ
ステム学大講座・メカトロシステム学 

知能ロボットの構成及び制御に用いる
電子回路とメカトロニクス 

１）２） 

広島県立大学 生物資源学部  
生物生産システム専攻 
農業情報処理論 

生物生産システム管理論演習 ３） 

広島市立大学 情報科学部知能情報シス
テム工学科 知能システム講座 

人工知能、社会システムを中心とした知
的システムの構成問題 

２）３） 

広島市立大学 情報科学部情報機械シス
テム工学科 知能ロボット講座 

機械学習、常識推論、視覚情報処理など、
知能ロボットを実現するためのソフト
ウェアの研究 

１） 

岡山理科大学 工学部 機械システム工
学科  
計測制御システム系列 

ロボット、メカトロニクス、機械力学、
コンピューター計測、自動制御 

１）２） 

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005
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表 4.3-15 自動制御設備に応用可能と期待される研究テーマ(3/3) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 

広島工業大学 工学部  
電気・ディジタルシステム工学科 

生態情報計測システム 生体における
情報処理・制御機能の推定 

１） 

広島国際学院大学 工学部 メディア情
報通信学科 

コンピューターによる機器制御 セン
シング技術とニューアナログコンピュ
ーテーション 

１） 

広島国際学院大学 工学部 機械工学科
無人搬送システム（AGV）の PC を中心と
したシステム制御 

２） 

広島国際学院大学 工学部  
共通基礎講座（理数・情報関係のみ） 

生体情報計測システムの開発 １） 

福山大学大学院 工学研究科・工学部 
情報処理工学科・情報処理工学専攻 

画像情報処理、画像認識など知能情報処
理の基礎から応用に至る研究 

１） 

山口東京理科大学 基礎工学部 
電子・情報工学科 

光応用計測 画像処理 計算機システ
ム 

１） 

松江工業高等専門学校  
電子制御工学科 

生産システム自動化に関する研究 ２） 

松江工業高等専門学校  
電子制御工学科 

画像処理の生産システムへの応用 
virtual Factory による生産システムシ
ミュレータの開発 

１）２） 

松江工業高等専門学校 
情報工学科 

インターネット対応型情報システムの
構築に関する研究 生産自動化システ
ムに関する研究 

２） 

 
呉工業高等専門学校 電気情報工学科 

ロボット制御 １） 

徳山工業高等専門学校 情報電子工学科
コンピュータによる機械制御 画像処
理 

１）２） 

宇部工業高等専門学校 機械工学科 
適応制御系・インテリジェント制御系の
設計法開発 

１） 

大島商船高等専門学校 情報工学科 
GPS 応用技術の研究 ネットワーク処理
技術の研究 

３） 

島根県産業技術センター技術 第 2 部生
産システム科 

計測・自動制御技術に係る試験研究及び
指導 

１） 

 

 

 
＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005
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 7. 農作物工場内における農作業用機械 

 農作業用機械、農作業ロボットに関する研究が見られる一方、農作業用途に係らず人間協調型

ロボット、自律移動ロボットや知能ロボットといったロボット研究が数多く実施されている。 

特徴としては、大学においてロボットの研究が見られ、特に岡山大学を中心として山陽地方の

大学で数多く研究がなされている。但し、農作業用の機械・ロボットについては、岡山大学、鳥

取大学、島根大学で見られる。また、中国地域各地の高等専門学校にてロボットの研究が行われ

ている。公的試験・研究機関においては、農作業改善、軽労化を目的とした機械に関する研究が

実施されている。 

 

表 4.3-16 農作物工場内における農作業用機械に応用可能と期待される研究テーマ(1/4) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 

鳥取大学 工学部 機械工学科 
設計生産工学講座 

人間-機械協調系における操作感の分析と向
上 

１） 

鳥取大学 工学部 知能情報工学
科 
知能制御工学講座 

機械システムの機構と制御の最適化 １） 

鳥取大学 工学部 電気電子学科 
電子情報制御講座 

自立移動ロボットの走行制御 １） 

鳥取大学 農学部 生物資源環境
学科  
生存環境学講座・生物生産システム
工学分野 

画像処理利用による田植機の自動操向 自立
操向車両の開発 

１） 

島根大学 総合理工学部 電子制
御システム工学科 制御システム
工学講座 

最適制御設計 冗長マニピュレータの運動制
御 

１） 

島根大学 生物資源科学部 農業
生産学科 生産技術管理学講座 

ブルーベリーの手摘み収穫作業改善 ブルー
ベリーの収穫作業の機械化 

１） 

島根大学 生物資源科学部 地域
開発科学科 農林システム工学講
座 

地理情報システムの開発 太陽エネルギーを
用いた雨水利用システムの開発 野菜用多機
能ロボット ホウレンソウ収穫ロボット 農
作業強度の定量的計測法 水耕栽培用樹皮ベ
ッド ストック苗の自動選別システムの開発 

１）３） 

岡山大学 工学部 情報工学科  
知能情報工学講座 

人工知能、画像処理、認識・理解 １） 

岡山大学 工学部 システム工学
科 
知能化システム開発工学講座(※) 

知能ロボットによる作業・検査システムの設
計・管理 

１）２） 

 (※) 同じ研究室について、大学院と大学で別個に表記され

ているため、件数カウント対象からは除外している。 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 



 

 4.58

表 4.3-16 農作物工場内における農作業用機械に応用可能と期待される研究テーマ(2/4) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 
広島大学 大学院 工学研究科・工
学部 機械システム工学専攻 知
能化生産工学講座・生産システム 

生産システムの設計 搬送ロボットシステム １）２） 

山口大学 工学部 機械工学科  
機械システム工学講座 

機械システムを構成する高機能機械要素の動
特性の解析、機械とエレクトロニクスとを結
合した自動機械システムの動的安定、振動、
制御、最適制御及び機械情報工学を利用した
機械システムの知能化等に関する研究 

１） 

山口大学 工学部 電気電子工学
科 
電気エネルギー工学講座 

ロボットシステム制御 １） 

鳥取大学大学院 連合農学研究科 
生物環境科学専攻 生産環境工学
連合講座(※) 

農地の整備農用資材の利用等を対象とする農
業土木技術並びに農業生産における動力機
械、作業機械、施設機械の開発、導入利用及
び生産環境の工学的制御などを取り扱う農業
機械技術 

１） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
機械システム工学専攻 知能化シ
ステム開発工学大講座・知能化生産
システム学 

知能ロボット／機械によるデジタル・ファク
トリ構築技術の開発と体系化 

１）２） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
機械システム工学専攻 システム
運用工学大講座・システム制御学 

人間支援ロボット、ソフトウェアクチュエー
タ、機械システム制御、ウェアラブルロボッ
ト 

１） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
機械システム工学専攻 システム
応用工学大講座・システム複合学 

人間を支援するためのヒューマンマシンイン
ターフェースと学習型ロボットの研究・開発 

１） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
機械システム工学専攻 システム
応用工学大講座・マンマシンシステ
ム学 

触覚ハンド、実時間視覚装置、自律走行車な
どのメカトロニクス機器開発 

１） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
生物圏システム科学専攻 農業生
産システム学講座・生産システム工
学 

ハイテクノロジーに基づく生物生産の機械
化、ロボット化及びシステム化 

１）２） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
基板生産システム科学専攻知能機
械システム学大講座・知能機械制御
学 

ロボットなど各種知能機械の効率的な設計及
び制御法についての研究 

１） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
基板生産システム科学専攻 知能
機械システム学大講座・メカトロシ
ステム学 

知能ロボットの構成及び制御に用いる電子回
路とメカトロニクス 

１） 

 (※) 同じ研究室について、大学院と大学で別個に表記され

ているため、件数カウント対象からは除外している。 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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表 4.3-16 農作物工場内における農作業用機械に応用可能と期待される研究テーマ(3/4) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 
広島県立大学 生物資源学部  
生物生産システム専攻農業情報処
理論 

生物生産システム管理論演習 ３） 

岡山理科大学 工学部 機械シス
テム工学科 計測制御システム系
列 

ロボット、メカトロニクス、機械力学、コン
ピューター計測、自動制御 

１） 

広島工業大学 工学部 知能機械
工学科 

機械的ダイナミクスの計測と制御 機械振動
ダンピングの測定 機械振動の能動的制振制
御 柔性型及び剛性型マニピュレータの高速
運動制御 機械構造体の振動ダンピングの測
定 

１） 

広島工業大学 工学部 知能機械
工学科 

移動ロボットの自立化と高速化 RF タグを利
用したデータキャリア及び変位センサー 

１） 

山口東京理科大学 基礎工学部 
電子・情報工学科 

ロボット工学 １） 

米子工業高等専門学校  
電子制御工学科 

ロボットハンドによる物体把持制御 １） 

松江工業高等専門学校  
電子制御工学科 

ロボット用センサーの研究 １） 

津山工業高等専門学校  
機械工学科 

不安定なロボットの姿勢制御 １） 

津山工業高等専門学校  
機械工学科 

人間強調・共存型空気圧ロボットの開発 １） 

津山工業高等専門学校 
電子制御工学科 

ロボットの知能化 １） 

呉工業高等専門学校 
電気情報工学科 

 
ロボット制御 

１） 

宇部工業高等専門学校 
機械工学科 

自律移動ロボット関連 １） 

宇部工業高等専門学校 
制御情報工学科 

画像処理システムのロボットアーム制御への
応用 

１） 

(独)農業・生物系特定産業技術研究
機構  
近畿中国四国農業研究センター  
作物開発部 機械作業研究室 

農作業の機械化及び軽労化作業技術の開発 １） 

 (※) 同じ研究室について、大学院と大学で別個に表記され

ているため、件数カウント対象からは除外している。 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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表 4.3-16 農作物工場内における農作業用機械に応用可能と期待される研究テーマ(4/4) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 

島根県農業試験場 園芸部 干拓
営農科 

野菜、果樹等の栽培技術や土壌改良、機械化
など 

１）２） 

島根県 中山間地域研究センター 
総合技術部資源環境科 

施設園芸の積極的導入と周年栽培の確立 環
境に配慮した農業技術の確立実証 低位利用
木質資源の有効利用技術 

１）２） 

岡山県 農業総合センター 農業
試験場  
野菜・花研究室 

特産野菜・花きの作目・品種選定 養液土耕・
湛水同時施肥による施設野菜の省力多収技術 
花きの新作型開発・省力生産技術 野菜の新
栽培法並びに周年生産技術 有機減農薬野菜
栽培技術・バイオ利用による新品種育成と種
苗増殖技術 

１）２） 

山口県農業試験場 栽培技術部 
作物栽培グループ 

農業機械による作業等改善 １） 

 

 

 

 

 

 

8. 出荷設備 

 該当なし。 

 

9. 倉庫 

 作物の貯蔵生理に関する研究が実施されており、最適な貯蔵技術の開発が期待される。 

 

表 4.3-17 倉庫に応用可能と期待される研究テーマ 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 
島根大学 生物資源科学部  
農業生産学科 植物資源開発学講
座 

園芸植物の生産環境と品質評価 主要果樹に
おける果実発育、成熟、貯蔵生理 

１）２） 

 

 

 

 

 

10. 衛生設備 

 該当なし。 

 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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② 小規模農作業に関連する研究シーズ 

11. 農地整備用機械 

 農地整備に応用が期待される研究としては、耕うん整地の他に、土壌管理、農地保全に関する

研究が多く見られた。地域的には、島根県、岡山県において比較的多くの研究が実施されている。 

 

表 4.3-18 農地整備用機械に応用可能と期待される研究テーマ 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 
鳥取大学 農学部 生物資源環境学
科  
生存環境学講座・生物生産システム工
学分野 

耕うん整地法の研究 砂丘畑長いも掘取り
作業法の改善 果樹園作業の機械化・省力化 
画像処理利用による田植機の自動操向 自
立操向車両の開発 

１）２） 

島根大学 生物資源科学部  
地域開発科学科 地域環境工学講座 

土壌浸食と農地保全 １） 

山口大学 農学部 生物資源環境科
学科  
地域環境情報科学講座 

農業生産・流通過程の組織化と農村地域活性
化に関する研究 農地整備造成計画手法 
傾斜地における農地の土壌保全 地域環境
計測評価 画像解析による植物生体情報解
析 

１）２）３）

鳥取大学大学院 連合農学研究科
生物環境科学専攻 生産環境工学連
合講座(※) 

農地の整備農用資材の利用等を対象とする
農業土木技術並びに農業生産における動力
機械、作業機械、施設機械の開発、導入利用
及び生産環境の工学的制御などを取り扱う
農業機械技術 

１） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
環境保全工学専攻 自然環境管理学
大講座・生産基盤管理学 

農地の開発・保全・整備・管理及びその基礎
としての土壌の物理的挙動に関する研究 

１） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
環境保全工学専攻 自然環境管理学
大講座・地形情報管理学 

土地資源の保全・維持・管理・評価・修復シ
ステムの開発及び利用を教育・研究 

１）２） 

岡山大学大学院 自然科学研究科 
環境保全工学専攻 流域環境管理学
大講座・生物生産水利学 

畑・水田での微気象、蒸発散量、土壌水分フ
ラックスの測定と解析並びに灌漑用水計画 

１）３） 

(独)農業・生物系特定産業技術研究機
構  
近畿中国四国農業研究センター  
総合研究部 総合研究第 5 チーム<大
田> 

遊休農地の放牧利用技術の開発と定着条件
の解明 

１）３） 

(独)農業・生物系特定産業技術研究機
構  
近畿中国四国農業研究センター  
地域基盤研究部 土壌水質研究室 

有機資源の利用に基づいた環境保全型土壌
管理技術の開発 

１）２） 

島根県農業試験場  
園芸部干拓営農科 

野菜、果樹等の栽培技術や土壌改良、機械化
など 

１）２） 

 

 

 

 

(※) 同じ研究室について、大学院と大学で別個に表記され

ているため、件数カウント対象からは除外している。 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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12．農作業用機械 

 農作業用機械に応用が期待される研究として、露地栽培を想定した農業機械研究、農作業体系

確立に関係する研究を取り上げた。主に公的試験・研究機関において実施されている他、一部大

学で農業ロボットの研究も実施されている（7.でも掲載）。地域的には、島根県において比較的多

くの研究が実施されている。 

 

 

表 4.3-19 農作業用機械に応用可能と期待される研究テーマ(1/2) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 
鳥取大学 農学部 生物資源環境
学科  
生存環境学講座・生物生産機械学分
野 

砂丘地特産物の生産機械化体系の確立 再生
紙マルチによる畑作栽培技術の確立  

１）２） 

鳥取大学 農学部 生物資源環境
学科  
生存環境学講座・生物生産機械学分
野 

耕うん整地法の研究 砂丘畑長いも掘取り作
業法の改善 果樹園作業の機械化・省力化 画
像処理利用による田植機の自動操向 自立操
向車両の開発 

１）２） 

島根大学 生物資源科学部 農業
生産学科 植物資源開発学講座 

園芸植物の生産環境と品質評価 主要果樹に
おける果実発育、成熟、貯蔵生理 

１）２） 

島根大学 生物資源科学部 農業
生産学科 生産技術管理学講座 

ブルーベリーの手摘み収穫作業改善 ブルー
ベリーの収穫作業の機械化 

１） 

島根大学 生物資源科学部 地域
開発科学科 農林システム工学講
座 

地理情報システムの開発 太陽エネルギーを
用いた雨水利用システムの開発 野菜用多機
能ロボット ホウレンソウ収穫ロボット 農
作業強度の定量的計測法 水耕栽培用樹皮ベ
ッド ストック苗の自動選別システムの開発 

１）２）３）

島根大学 生物資源科学部 生物
資源科学部附属生物資源教育研究
センター 農業生産科学部門・農業
生産技術学分野（※） 

ブルーベリーの手摘み収穫作業改善 ブルーベ
リーの収穫作業の機械化 

１） 

鳥取大学大学院 連合農学研究科 
生物環境科学専攻 生産環境工学
連合講座（※） 

農地の整備農用資材の利用等を対象とする農
業土木技術並びに農業生産における動力機械、
作業機械、施設機械の開発、導入利用及び生産
環境の工学的制御などを取り扱う農業機械技
術 

１）２） 

岡山大学大学院 自然科学研究科  
生物圏システム科学専攻 農業生
産システム学講座・生産システム工
学 

ハイテクノロジーに基づく生物生産の機械化、
ロボット化及びシステム化 

１）２） 

 
(※) 同じ研究室について、大学院と大学で別個に表記され

ているため、件数カウント対象からは除外している。 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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表 4.3-19 農作業用機械に応用可能と期待される研究テーマ(2/2) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 
(独)農業・生物系特定産業技術研究
機構  
近畿中国四国農業研究センター  
地域基盤研究部 土壌水質研究室 

有機資源の利用に基づいた環境保全型土壌管
理技術の開発 

１）２） 

(独)農業・生物系特定産業技術研究
機構  
近畿中国四国農業研究センター  
作物開発部 機械作業研究室 

農作業の機械化及び軽労化作業技術の開発 １） 

 
鳥取県農業試験場 経営技術研究
室 

生育診断情報システム整備事業 農業機械・施
設の作業性能試験 大規模水田営農における
圃場作業管理システムの開発 

２） 

島根県農業試験場 園芸部 野菜
花き科 

イチゴ、メロンなどで先端技術を活用した施設
栽培技術を開発している、また、トルコギキョ
ウなどで開花調節技術を駆使して地域の特性
にあった栽培技術の確立をめざしている 

１）２） 

島根県農業試験場 園芸部 干拓
営農科 

野菜、果樹等の栽培技術や土壌改良、機械化な
ど 

１）２） 

島根県中山間地域研究センター  
総合技術部 資源環境科 

施設園芸の積極的導入と周年栽培の確立 環
境に配慮した農業技術の確立実証 低位利用
木質資源の有効利用技術 

１）２） 

岡山県農業総合センター 農業試
験場 野菜・花研究室 

特産野菜・花きの作目・品種選定 養液土耕・
湛水同時施肥による施設野菜の省力多収技術 
花きの新作型開発・省力生産技術 野菜の新栽
培法並びに周年生産技術 有機減農薬野菜栽
培技術・バイオ利用による新品種育成と種苗増
殖技術 

１）２） 

山口県農業試験場 栽培技術部 
作物栽培グループ 

農業機械による作業等改善 １） 

山口県農業試験場  
共同研究 

中山間地における畜産と連携した省力・環境負
荷軽減型水稲栽培体系の現地実証と経営評価 

１） 

山口県農業試験場  
徳佐寒冷地分場 

中山間地域における水稲の省力・安定栽培技術
の確立 水田の畦畔・法面の効率的管理技術の
確立 中山間地域・棚田に適した野菜・花きの
栽培技術の確立 

１） 

山口県農業試験場  
大島柑きつ試験場 

果樹類の低樹高性品種の育成等による省力・軽
作業化栽培技術の開発 カンキツ園地におけ
る省力及び環境調和型雑草管理法 

１） 

山口県農業試験場  
萩柑きつ試験場 

高齢化に対応した中晩柑類の低樹高栽培技術
の確立 

１） 

 出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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13．自動栽培管理装置 

 自動栽培管理装置に応用可能と期待される研究としては、栽培管理システム、栽培管理技術等

が見られる。その他、間接的に応用が期待されるものとして、土壌の挙動、作物生態といった栽

培に関する基礎情報取得についての研究が見られる。関連する分野が多岐に渡るため、研究件数

は多い。地域的には、中国地域全域において研究がなされている。 

 

表 4.3-20 自動栽培管理装置に応用可能と期待される研究テーマ(1/3) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 
鳥取大学 農学部 生物資源環境
学科 
生物生産講座・作物生産学分野 

作物の発育動態予測 １） 

鳥取大学 農学部 生物資源環境
学科 
生産環境化学講座・土壌学分野 

黒ボク土の生成・分類と利用管理および土壌腐
食の生成・特性・機能 

１） 

鳥取大学 農学部 生物資源環境
学科 
生産環境化学講座・植物栄養学分野 

野菜品質のための養水分 １） 

島根大学 生物資源科学部 地域
開発科学科 地域環境工学講座 

土壌浸食と農地保全 １） 

岡山大学 環境理工学部 環境管
理工学科 自然環境管理学講座
(※) 

（足立）土壌－植物系の酸性雨中和能の検討 
（赤江）土壌中の水分、塩分動態と効率的除塩
方法 （石黒）土壌中の物質移動現象の解明 
（成岡）軟Ｘ線立体計測法および土壌構造と諸
機能 

１） 

山口大学 工学部 機械工学科 
機械システム工学講座 

機械システムを構成する高機能機械要素の動
特性の解析、機械とエレクトロニクスとを結合
した自動機械システムの動的安定、振動、制御、
最適制御及び機械情報工学を利用した機械シ
ステムの知能化等に関する研究 

１） 

鳥取大学 大学院連合農学研究科  
生物環境科学専攻 
生産環境工学連合講座(※) 

農地の整備農用資材の利用等を対象とする農
業土木技術並びに農業生産における動力機械、
作業機械、施設機械の開発、導入利用及び生産
環境の工学的制御などを取り扱う農業機械技
術 

１） 

岡山大学 大学院自然科学研究科  
環境保全工学専攻 自然環境管理
学大講座・生産基盤管理学 

農地の開発・保全・整備・管理及びその基礎と
しての土壌の物理的挙動に関する研究 

１） 

岡山大学 大学院自然科学研究科  
環境保全工学専攻 自然環境管理
学大講座・地形情報管理学 

土地資源の保全・維持・管理・評価・修復シス
テムの開発及び利用を教育・研究 

１） 

岡山大学 大学院自然科学研究科  
環境保全工学専攻 流域環境管理
学大講座・生物生産水利学 

畑・水田での微気象、蒸発散量、土壌水分フラ
ックスの測定と解析並びに灌漑用水計画 

１） 

 

(※) 同じ研究室について、大学院と大学で別個に表記され

ているため、件数カウント対象からは除外している。 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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表 4.3-20 自動栽培管理装置に応用可能と期待される研究テーマ(2/3) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 
岡山大学 大学院自然科学研究科 
生物圏システム科学専攻 農業生
産システム学講座・生産システム工
学 

ハイテクノロジーに基づく生物生産の機械化、
ロボット化及びシステム化 

１）２） 

広島県立大学 生物資源学部 生
物生産システム専攻 農業情報処理
論 

生物生産システム管理論演習 ２） 

松江工業高等専門学校 
電子制御工学科 

生産システム自動化に関する研究 ２） 

(独)農業・生物系特定産業技術研究
機構  
近畿中国四国農業研究センター 
地域基盤研究部 病害研究室 

作物票外の発病機構及び制御技術の開発 １） 

(独)農業・生物系特定産業技術研究
機構  
近畿中国四国農業研究センター 
地域基盤研究部 虫害研究室 

作物虫害の制御技術の開発 １） 

(独)農業・生物系特定産業技術研究
機構  
近畿中国四国農業研究センター 
作物開発部 機械作業研究室 

農作業の機械化及び軽労化作業技術の開発 １） 

鳥取県農業試験場 
環境研究室 

主要農作物の施肥改善と病害虫防除の研究 
環境保全型土壌管理大差 土壌汚染防止対策 

１） 

鳥取県農業試験場 
経営技術研究室 

生育診断情報システム整備事業 農業機械・施
設の作業性能試験 大規模水田営農における
圃場作業管理システムの開発 

２）３） 

島根県農業試験場 
園芸部 野菜花き科 

イチゴ、メロンなどで先端技術を活用した施設
栽培技術を開発している、また、トルコギキョ
ウなどで開花調節技術を駆使して地域の特性
にあった栽培技術の確立をめざしている 

１）２） 

島根県農業試験場 
園芸部 干拓営農科 

野菜、果樹等の栽培技術や土壌改良、機械化な
ど 

１） 

島根県農業試験場 
環境部 土壌環境科 

土壌環境の診断、作物の栄養診断を行い、高品
質の作物生産をめざした研究を進めている。ま
た肥料成分の溶脱量を削減した環境保全型栽
培技術の確立等にも取り組んでいる 

１） 

島根県中山間地域研究センター 
総合技術部資源環境科 

施設園芸の積極的導入と周年栽培の確立 環
境に配慮した農業技術の確立実証 低位利用
木質資源の有効利用技術 

１）２） 

岡山県農業総合センター 農業試
験場 
野菜・花研究室 

特産野菜・花きの作目・品種選定 養液土耕・
湛水同時施肥による施設野菜の省力多収技術 
花きの新作型開発・省力生産技術 野菜の新栽
培法並びに周年生産技術 有機減農薬野菜栽
培技術・バイオ利用による新品種育成と種苗増
殖技術 

１）２） 

 (※) 同じ研究室について、大学院と大学で別個に表記され

ているため、件数カウント対象からは除外している。 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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表 4.3-20 自動栽培管理装置に応用可能と期待される研究テーマ(3/3) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 
岡山県農業総合センター 農業試
験場 
科学研究室 

主要作物の土壌管理・施肥対策 大気・水質・
土壌保全対策 農産物の利用加工 

１） 

岡山県農業総合センター 農業試
験場 
共同研究 

果樹の根域集中管理による環境負荷軽減型施
肥技術の確立 

１）２） 

広島県立農業技術センター 果樹
研究所 
環境研究部 

農作物の土壌・施肥改善・病害虫防除及び発生
予察技術 農業生産環境の維持 農薬残留調
査 

１） 

山口県農業試験場 
作物栄養グループ 

養液栽培管理技術の開発 農産物の品質評価 
施設土壌の養水分管理技術の確立 

１）２） 

山口県農業試験場 
徳佐寒冷地分場 

中山間地域における水稲の省力・安定栽培技術
の確立 水田の畦畔・法面の効率的管理技術の
確立 中山間地域・棚田に適した野菜・花きの
栽培技術の確立 

１）２）３）

山口県農業試験場 
大島柑きつ試験場 

果樹類の低樹高性品種の育成等による省力・軽
作業化栽培技術の開発 カンキツ園地におけ
る省力及び環境調和型雑草管理法 

１）２） 

山口県農業試験場 
萩柑きつ試験場 

高齢化に対応した中晩柑類の低樹高栽培技術
の確立 

１）２） 

 

 

 

 

 

 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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③ 共通の研究シーズ 

14．遠隔監視システム 

 遠隔監視システムに応用可能と期待される研究については、主としてセンシング技術や情報ネ

ットワーク技術に関する研究が実施されており、中でもリモートセンシングの研究が多数行われ

ている。地域的には、中国地域全域で研究が実施されているが、特に広島県内では 17 件と、研究

シーズが集中している。 

 

表 4.3-21 遠隔管理システムに応用可能と期待される研究テーマ(1/3) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 
鳥取大学 農学部 生物資源環
境学科 
森林科学講座・地域論地理学分野 

リモートセンシングと GIS を用いた地域環境の
解析 

３） 

島根大学 生物資源科学部 農
業生産学科 植物資源開発学講
座 

園芸植物の生産環境と品質評価 主要果樹にお
ける果実発育、成熟、貯蔵生理 

１）２） 

島根大学 生物資源科学部 地
域開発科学科 農林システム工
学講座 

地理情報システムの開発 太陽エネルギを用い
た雨水利用システムの開発 野菜用多機能ロボ
ット ホウレンソウ収穫ロボット 農作業強度
の定量的計測法 水耕栽培用樹皮ベッド スト
ック苗の自動選別システムの開発 

１）２）３）

岡山大学 工学部 情報工学科 
知能情報工学講座 

人工知能、画像処理、認識・理解 １） 

岡山大学 環境理工学部 環境
数理学科 環境統計科学講座 

（垂水）GIS を利用した空間データの分析システ
ムの研究 

３） 

広島大学 大学院工学研究科・工
学部 情報工学専攻 情報コミ
ュニケーション工学講座・空間情
報学 

空間情報のパターン認識 衛星画像のデータサ
イエンス 

１） 

山口大学 工学部 電気電子工
学科 
電子情報システム工学講座 

情報取得のためのツールであるセンサー、セン
サーとコンピュータとの有機的結合によって実
現される知的センシングシステム、マルチメデ
ィア時代の多様な情報を伝送・処理するための
通信システムや画像処理技術、生態の情報処理
や医用電子工学 

２）３） 

山口大学 農学部 生物資源環
境科学科 生物生産科学講座 

近接センシングによる植物生態情報の隔測検出 
光学的計測法による作物の生育診断 

１） 

山口大学 農学部 生物資源環
境科学科 地域環境情報科学講
座 

農業生産・流通過程の組織化と農村地域活性化
に関する研究 農地整備造成計画手法 傾斜地
における農地の土壌保全 地域環境計測評価 
画像解析による植物生体情報解析 

２）３） 

 (※) 同じ研究室について、大学院と大学で別個に表記され

ているため、件数カウント対象からは除外している。 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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表 4.3-21 遠隔管理システムに応用可能と期待される研究テーマ(2/3) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 
岡山理科大学 工学部 機械シ
ステム工学科 計測制御システ
ム系列 

ロボット、メカトロニクス、機械力学、コンピ
ューター計測、自動制御 

１） 

岡山理科大学 工学部 
情報工学科 

光ファイバ・干渉型センサー、とくにコヒーレ
ンス補償型対リング・センサー、多点化センシ
ングシステム 

１） 

広島工業大学 工学部 
電気・ディジタルシステム工学科 

生態情報計測システム 生体における情報処
理・制御機能の推定 

１） 

広島工業大学 工学部 
電気・ディジタルシステム工学科 

画像センシング 画像通信 １） 

広島工業大学 環境学部 
環境情報学科 

人工衛星高次利用技術に基づく環境・防災等社
会基盤情報システム開発 人工衛星リモートセ
ンシング・GIS を導入した陸域・海域環境モニタ
リングシステム開発 

３） 

広島工業大学 環境学部 
環境情報学科 

リモートセンシング画像の解析・処理手法 リ
モートセンシング画像の陸域・海域環境への利
用方法 合成開口レーダ画像の解析・利用方法 

１）３） 

広島工業大学 環境学部 
環境情報学科 

画像処理 電子計測 １） 

広島工業大学 環境学部 
環境情報学科 

リモートセンシング １） 

広島工業大学 環境学部 
環境情報学科 

リモートセンシング ディジタル信号処理 １） 

広島工業大学 環境学部 
環境情報学科 

衛星リモートセンシング・地理情報システム（ス
テレオ衛星データ、合成開口レーダーによる船
舶検出、地理情報システムによる衛星データの
複合解析に関する研究 

３） 

広島国際学院大学 工学部 
メディア情報通信学科 

コンピュータによる機器制御 センシング技術
とニューアナログコンピューテーション 

１）２） 

広島国際学院大学 工学部 
情報工学科 

衛生通信 ３） 

広島国際学院大学 工学部 
共通基礎講座（理数・情報関係の
み） 

生体情報計測システムの開発 １） 

広島国際大学 社会環境科学部 
情報通信学科 

通信と放送の融合や広帯域化に対応した衛星通
信方式及び衛星通信を含む統合通信システムの
実現に必要な技術の確立 

３） 

 
出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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表 4.3-21 遠隔管理システムに応用可能と期待される研究テーマ(3/3) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 
福山大学 
大学院工学研究科・工学部 
情報処理工学科・情報処理工学専
攻 

画像情報処理、画像認識など知能情報処理の基
礎から応用に至る研究 

１） 

福山大学 
大学院工学研究科・工学部 
情報処理工学科・情報処理工学専
攻 

ロボットの目への応用を目的とする幾何学的特
徴を利用した物体認識法 

１） 

福山大学 
大学院工学研究科・工学部 
情報処理工学科・情報処理工学専
攻 

ディジタル画像計測と地理情報システムへの応
用 

１）３） 

山口東京理科大学 基礎工学部 
電子・情報工学科 

光応用計測 画像処理 計算機システム １） 

米子工業高等専門学校 
電気工学科 

リモートセンシングデータの解析と利用 １） 

津山工業高等専門学校 
電子制御工学科 

 
人工衛星データの画像処理 

３） 

宇部工業高等専門学校 
電気工学科 

衛星画像データ直接受信システムの開発とデー
タ利用技術開発 

３） 

宇部工業高等専門学校 
電気工学科 

画像処理による三次元認識 １） 

大島商船高等専門学校 
情報工学科 

GPS 応用技術の研究 ネットワーク処理技術の
研究 

２）３） 

大島商船高等専門学校 
一般科目 

リモートセンシング １） 

鳥取県農業試験場 
経営技術研究室 

生育診断情報システム整備事業 農業機械・施
設の作業性能試験 大規模水田営農における圃
場作業管理システムの開発 

３） 

島根県産業技術センター 
技術第 2部 生産システム科 

計測・自動制御技術に係る試験研究及び指導 １） 

広島県立西部工業技術センター 
共同研究 

画像処理を応用したロボットビジョンシステム
に関する研究 

１） 

 
出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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15．バイオマス利活用 

 バイオマス利活用に応用可能と期待される技術として、木質材料の開発、バイオ燃料生産、残

渣の処理・有効活用、燃焼技術に関する研究が数多く実施されている。中でも、木質材料のマテ

リアル利用技術についての研究が数多く存在し、将来的に中国地域に賦存する木質バイオマス資

源の利活用につながることが期待される。地域的には、広島県内の研究件数が 18 件と最も多いが、

中国地域全域において多数の研究が行われている。 

 

表 4.3-22 バイオマス利活用に応用可能と期待される研究テーマ(1/4) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 

鳥取大学 工学部 機械工学科  
エネルギー工学講座 

内燃機関の有害排出物質低減を目標とした燃
料噴霧改善 

１） 

鳥取大学 工学部 生物応用工学
科 
生物反応工学講座 

再生可能な未利用バイオマス資源からのバイ
オ燃料生産 

１） 

鳥取大学 農学部 生物資源環境
学科  
森林科学講座・林産科学分野 

木材の接着および耐久性 機能性木質材料の
開発 

１） 

鳥取大学 農学部 生物資源環境
学科  
森林科学講座・環境樹木学分野 

キトサン金属塩系化合物による住宅用木材・
木質部材及び環境資材の高機能化 

１） 

島根大学 共同研究センター（松江
地区） 

廃木材の炭化プロセスに関する研究 １） 

島根大学 生物資源科学部  
生物資源科学部附属生物資源教育
研究センター 森林科学部門 

木材の化学加工による物性向上に関する研
究、水分による木材物性変化に関する研究、
木材の電気的性質に関する研究 

１） 

岡山大学 工学部 機械工学科  
エネルギー工学講座 

蓄熱（冷）システムの開発、対流熱伝達の制
御、新蓄熱材の開発、内燃機関シリンダ内乱
流特性及び火炎構造、ディーゼル噴霧とその
燃焼 

１） 

広島大学大学院 工学研究科・工学
部  
機械システム工学専攻  
エネルギー工学講座・熱工学 

バイオマスからの水素製造 １） 

広島大学大学院 工学研究科・工学
部  
物質化学システム専攻  
化学工学講座・分離精製工学 

アルコール水系等の有機水溶液・非水系有機
溶剤混合物の分離 

１） 

広島大学大学院工学研究科・工学部 
物質化学システム専攻 グリーン
ケミストリー講座・グリーンプロセ
ス工学 

天然廃素材の有効利用 １） 

 
出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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表 4.3-22 バイオマス利活用に応用可能と期待される研究テーマ(2/4) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 

山口大学 工学部 機械工学科  
機械エネルギー工学講座 

熱エネルギーの発生、輸送、貯蔵、変換など
のエネルギーの有効利用技術に関する研究 
反応性希薄気体、高密度・高エネルギー流体
の積極的利用とその低公害化を目指すエネル
ギー制御技術の開発 各種エネルギー機器の
高効率化、最適エネルギーシステムの設計・
評価についても研究 

１）２） 

鳥取大学大学院 連合農学研究科 
生物生産科学専攻 森林資源学連
合講座(※) 

木質材料の加工 農林業に必要な情報処理技
術を開発 

１） 

岡山大学大学院 自然科学研究科  
機械システム工学専攻  
エネルギー工学大講座・動力工学
(※) 

内燃機関、燃焼工学、応用熱力学 １） 

岡山大学大学院 自然科学研究科  
物質生命工学専攻 生体分子機能
工学大学講座・生体素材工学 

バイオマテリアル １） 

岡山理科大学 工学部 機械シス
テム工学科 エネルギーシステム
系列 

エンジン、熱と流れ、エネルギー、航空機、
原動機 

１） 

 
広島工業大学 工学部 知能機械
工学科 

生分解性プラスチックの環境期中における生
分解 

１） 

広島工業大学 環境学部 環境情
報学科 

衛生工学 １） 

津山工業高等専門学校 機械工学
科 

ディーゼル機関の熱効率向上と排気浄化に関
する研究 

１） 

津山工業高等専門学校 機械工学
科 

竹材の高度利用 マテリアル・リサイクル １） 

呉工業高等専門学校 機械工学科 ディーゼル機関の燃料噴射系 １） 

徳山工業高等専門学校 機械電気
工学科 

噴霧燃焼の燃焼特性 内燃機関の性能評価 １） 

宇部工業高等専門学校 物質工学
科 

生物汚泥の削減技術 １） 

宇部工業高等専門学校 物質工学
科 

有機性廃棄物の資源化技術開発 １） 

 出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 

(※) 同じ研究室について、大学院と大学で別個に表記され

ているため、件数カウント対象からは除外している。 
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表 4.3-22 バイオマス利活用に応用可能と期待される研究テーマ(3/4) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 

宇部工業高等専門学校 物質工学
科 

放線菌によるリグニン関連芳香族化合物の代
謝及び微生物変換 

１） 

大島商船高等専門学校 一般科目 
木質系バイオマス燃料の燃焼特性に関する研
究 

１） 

(独)酒類総合研究所  
環境保全研究室 

酒類の製造に伴う環境汚染の防止及び酒類製
造の副産物の利用に関する研究開発 

１） 

(独)農業・生物系特定産業技術研究
機構 近畿中国四国農業研究セン
ター 畜産草地部栄養生理研究室 

食品工業副産物等の栄養特性解明と有効利用 １） 

(独)産業技術総合研究所 中国セ
ンター バイオマス研究センター 
水熱・成分分離チーム 

産総研独自の非硫酸糖化法を確立することを
目標として、メカノケミカルと水熱処理組み
合わせによる成分分離と発酵前処理の最適化
を検討する 

１） 

(独)産業技術総合研究所 中国セ
ンター バイオマス研究センター 
エタノール・バイオ変換チーム 

バイオプロセスによるエタノール変換の高効
率酵素糖化と発酵速度・発酵収率の最大化を
検討する 

１） 

(独)産業技術総合研究所 中国セ
ンター バイオマス研究センター 
BTL トータルシステムチーム 

BTL 液体燃料製造プロセスに関する乾式ホッ
トガスクリーニングの要素技術研究を行うと
ともに、トータルシステムの連結最適化を検
討する 

１） 

(独)産業技術総合研究所 中国セ
ンター バイオマス研究センター 
BTL 触媒チーム 

BTL 液体燃料製造プロセスに関する新規 FT 合
成触媒の開発と FTD（FT ディーゼル）合成法
の最適化を検討する 

１） 

(独)産業技術総合研究所 中国セ
ンター バイオマス研究センター 
バイオマスシステム技術チーム 

バイオマス転換技術のデータベース化と経済
性・環境性の評価シミュレーション技術を開
発する 

２） 

鳥取県産業技術センター  
有機材料科 

圧密化木材の内装材への利用と住宅部材とし
ての性能と評価、環境にやさしい高温高圧水
を利用した新規材料の製造方法 セルロース
系廃棄物の再資源化に関する研究 

１） 

鳥取県産業技術センター 
産業デザイン科 

針葉樹・異種材複合構造による商品開発 １） 

鳥取県園芸試験場 
クリーンエネルギーを利用した有機減農薬野
菜生産技術の確立 

１） 

鳥取県林業試験場 木材加工研究
室 
 

木材加工 １） 

島根県産業技術センター 技術第 1
部有機材料科 

木質素材の化学的性質にかかわる試験研究及
び指導 

１） 

 出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

産業技術総合研究所 中国センターＨＰ

http://unＩＴ.aist.go.jp/chugoku/ 

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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表 4.3-22 バイオマス利活用に応用可能と期待される研究テーマ(4/4) 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 

島根県中山間地域研究センター 
総合技術部資源環境科 

施設園芸の積極的導入と周年栽培の確立 環
境に配慮した農業技術の確立実証 低位利用
木質資源の有効利用技術 

１） 

岡山県木材加工技術センター 
接着・集成加工 

集成加工技術を用いた県産針葉樹材の有効利
用に関する研究 

１） 

広島県立東部工業技術センター 
生活技術部 

繊維及び繊維加工、木材及び木質材料等、環
境保全及び資源利用等に関する試験研究 

１） 

広島県立食品工業技術センター 
生物機能開発部 

酵母による食用廃油からの糖脂質生産技術の
開発 

１） 

広島県立畜産技術センター 
飼養技術部 

飼料イネサイレージの調整・給与技術の開発 １） 

広島県立畜産技術センター 
環境資源部 

食品製造副産物の低・未利用資源の飼料利用 
高能率化堆肥舎による特定用途堆肥の生産 

１） 

広島県立林業技術センター資源利
用部 

スギ材の材面改良による内装部材化開発 １） 

広島市工業技術センター 木質廃棄物の有効利用に関する研究 １） 

山口県産業技術センター 
共同研究 

有機性廃棄物のエネルギー・資源回収型処理
プラントの開発 

１） 

山口県産業技術センター 
共同研究 

炭化もみ殻断熱材商品化研究 １） 

 

 

 

 

 

 

16．食品加工 

 食品加工の際の副産物に関する研究が見られた。なお、これはバイオマス利活用技術（15.）で

表記した研究テーマを再掲したものである。 

 

表 4.3-23 食品加工に応用可能と期待される研究テーマ 

研究機関名 テーマ 
研究対象＊

(範囲) 
(独)農業・生物系特定産業技術研究機
構 近畿中国四国農業研究センター
畜産草地部栄養生理研究室 

食品工業副産物等の栄養特性解明と有効利
用 

１） 

広島県立畜産技術センター 
環境資源部 

食品製造副産物の低・未利用資源の飼料利用 
高能率化堆肥舎による特定用途堆肥の生産 

１） 

 

 

 

 

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

出典：全国試験研究機関名鑑 2004-2005

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 

＊：凡例 

１）作物、機械、設備等の単体に関するもの

２）作物および付帯設備、機械の一体的整備、

制御に関するもの 

３）農場、工場相互を結ぶ広域に及ぶシステ

ムに関するもの 
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４．４  まとめ 

 

 本章において、中山間地域活性化方策として、バイオマス利活用事業の拡大、発展に資する機

械産業シーズについて調査を実施した。その結果、中国地域の中山間地域において、農作物工場

あるいは農作業の省力化、および栽培管理と農業経営の情報化推進による活性化に必要な技術シ

ーズは、機械産業・情報産業の面からも、研究開発機関の面からも充実したものとなっているこ

とが分かった。 
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第５章 機械化・情報化技術を活用した中山間地域におけるビジネスモデルの検討 

  

第５章では、第１章～第４章の調査結果をもとに、機械化・情報化技術を活用した中山間地域

におけるビジネスモデルについてフィージビリティスタディを行った。 

具体的には、中国地域の中山間地域でモデルとなる仮想地域を設定し、事業収支、バイオマス

利活用の効果を検討・考察するとともに、機械化・情報化ニーズ、ビジネスモデルの普及に向け

た課題・工夫すべき点等を整理した。 

 

５.１ ビジネスモデルの設定 

 

 ５.１節では、１～４章までの調査結果を踏まえ、中国地域の中山間地域での新たなビジネスに

成り得るビジネスモデルについて検討を行った。 

 

５.１.１ ビジネスモデル案について 

 

（１）中山間地域のニーズ 

 

１～４章の文献調査、アンケート調査、ヒアリング調査を受けて、中山間地域を取り巻く現状、

機械化・情報化振興に関連したニーズ等については、以下の通りであることがわかった。 

 

＜新たなビジネスに利用する土地について＞ 

・ 中山間地域の過疎化等に伴って遊休地、林地荒廃が確実に増加傾向にあり、遊休地の解消に

向けて自治体は何らかの対策を実施、もしくは検討している。 

・ 主要な工業団地では、工場用地が余っている状況にあるため、工業団地内にバイオマス資源

を活用した工業製品製造プラントなどを新規立地することは可能と考えられる。 

 

＜新たなビジネスの担い手について＞ 

・ アンケートによると、建設事業者のうち 30％程度で農業を実施しているもしくは計画／興味

があると回答しており、中国地域の建設事業者は公共事業の減少傾向への対応等の経営的な

課題から農業に関心がある。 

・ また、農業以外の事業についても関心がある建設事業者は見られる（アンケートでは、全体

の 26％）ため、何らかの事業に参入したいという意向が伺え、建設事業者が新たなビジネス

の担い手となる可能性がある。 

・ 農業参入時に必要な農地については、農業特区制度を利用するなど自治体等から農地を借り

るか、公営開発地などの遊休地解消目的で安く提供している土地を利用することが必要であ

る。 
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＜地域活性化の取組に伴う課題、ニーズについて＞ 

◆農作物工場におけるエネルギーコストの削減 

・ 農作物工場では、室温調整のための暖房や温水生産のために大量のエネルギーを利用してお

り、エネルギーコストが高いことが課題になっている。 

・ 他方で、農作物工場で発生する農作物残渣の処理にも課題があり、工場から発生する廃棄物

を利用したエネルギー供給設備等を作ることで、エネルギーコストを削減するニーズがある。

ただし、工場から発生する農作物残渣のみで工場内で必要なエネルギー全てを賄うことは難

しいので、近隣で発生する未利用・廃棄バイオマスを原料として一緒に利用することが考え

られる。 

 

◆中山間地域における新たな活性化方策の検討 

・ 各自治体は中山間地域等直接支払制度を利用して様々な地域の活性化方策（地域の特産品、

観光地の創造など）を実施／検討しており、中山間地域を活性化するためのニーズが高い。 

・ 国ではバイオマス・ニッポン戦略のもと、多様なバイオマス利活用事業に対してバイオマス

の環づくり交付金の利用を進めており、資源作物を利用した工業製品の製造（ＢＤＦ、バイ

オマスプラスチックなど）についても推し進めているところである。 

・ アンケート結果によると、農業参入について計画／興味がある建設事業者 50 件のうち、資源

作物の栽培に興味あると回答した建設事業者が 13 件であり、バイオマスの環づくり交付金を

利用して資源作物を利用した工業製品を製造し、地域活性化を図る方策が考えられる。 

 

◆集団営農に関わる農村内ネットワークの構築 

・ 農村の過疎化が進み、集団営農により地域の農業を活性化するニーズが高まっている。地域

の農業活性化センターなどを中心に、農家に対して情報（気候、農地の貸し借り情報、生産

調節など）を配信するネットワークを構築するニーズがある。 

・ 農家では、高齢化や過疎化などの背景から、繁忙期に人手不足に陥ることがよく起こり、労

働力が必要とされている。 

・ 一方で、建設事業者が農業に従事する場合、最初から土いじりを行うのではなく、労働力や

保有している機械を提供する、農作業受託型での農業参入を希望する声も多い。建設事業者

にとっては、農業への参入方法として、農地を取得して農業参入を行うよりも農家から頼ま

れた作業を手伝う方がハードルが低いと考えられている。 

 

◆林地間伐および間伐材の利活用 

・ 林地荒廃の状況は深刻であり（アンケート回答のあった自治体の 70％で林地荒廃が進んでい

ると回答）、定期的に間伐する必要がある。 

・ また、間伐材の利活用方策を模索している自治体が見られ、また木質バイオマスの利活用に

関して独自の補助金を用意している県もあることから、間伐を行い、その間伐材の利活用モ

デルを構築するニーズがあると考えられる。 
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（２）ビジネスモデル案の提示 

（１）より、解決すべき課題やニーズがあるところをビジネスチャンスと捉え、４種類のビジ

ネスモデル案を示した。 

 

・担い手：建設事業者 

・土地：遊休地、工業団地 

      ：機械化・ＩＴ化メニュー 

 

       ：利活用バイオマス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1-1 案１：エネルギー供給設備を併設した農作物工場 

 

・担い手：建設事業者 

・土地：遊休地など 

 

       

：機械化・ＩＴ化メニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1-2 案２：資源作物栽培による町おこし（観光地化、地域特産品（BDF、お椀）の製造） 

 

地域の未利用バイオマス 
（近隣の木質バイオマス、食品残さ、農作物残さ）

直接燃焼設備 発電機 

（直接燃焼、ガス化発電など） 

エネルギー回収・利用 

農作物工場 

エネルギー供給設備の併設 
エネルギー貯留設備

農作物残さ

制御用センサー

生産・労務管理のＩＴ化・遠隔操作

工場内機械、装置 

熱 電気 

制御用センサー

 （ＯＰ・余熱供給） 

原料燃料から製品製造までの一環プラント

（ＢＤＦ、バイオマスプラスチック製品）

ＢＤＦを公共車で利用 

資源作物の露地栽培 
工業製品生産プラント 

ＰＬＡに

添加する

副資材と

して利用

農業機械生産・労務管理のＩＴ化 

資源作物を利用 

バイオマスプラ製品を 
学校や公共施設で利用 

地域の活性化！！ 

バイオマスプラスチック製品 学校 

役所 

ＢＤＦ 
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・ 担い手：建設事業者 

・ 土地：建設事業者が余っている地域 

農業生産組合等のネットワーク化が必要な地域 

農業参入の場合は遊休地利用 

        

：機械化メニュー 

 

図 5.1-3 案３：建設事業者の農業参入と農村のネットワーク化 

 

・ 担い手：建設事業者 

・ 土地：間伐の必要な林地 

        

：機械化メニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1-4 案４：間伐材利活用レクレーションパーク創造による地域活性化

※情報提供内容 

・技術情報 

・天候情報 

・労働力の情報 

・バイヤー等流通情報

農業参入 
農業機械 遠隔操作 

（自動灌漑設備・監視カメラ）

地域活性化

センター

外部監視カメラ 
農家ネットワーク化 建設事業者のネットワーク化 

農作業請負・経営コンサル 農家 

農家 

建設事業者 登録 

依頼 

登録 

依頼 

登録 

依頼 

※情報提供 

依頼 

※情報提供 

依頼 

※情報提供

依頼 

制御用センサー

建設事業者 

建設事業者 

建設事業者の農業参入 

（農業生産組合等） 

余熱供給設備余熱供給設備

レクリエーションパーク内の情報ネットワーク構築レクリエーションパーク内の情報ネットワーク構築

電気
ＯＰ・余熱供給

チッパーチッパー
炭化装置
炭化装置

バーク堆肥製造装置バーク堆肥製造装置

ログハウス作り体験

キノコ狩り体験

バーベキュー施設

炭燃料利用

センター

ＯＰ・余熱供給
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本調査の検討委員会における議論の結果、図 5.1-1～図 5.1-4 の４案のうち、案１と案３をビ

ジネスモデルとして取り上げる可能性が示された。 

 

（３）FS 調査を実施するモデル案の設定 

 

案３「建設事業者の農業参入と農村のネットワーク化」で示している取組みは、第３章で示し

た建設事業者を中心とする異業種の農業参入を促進することで、中山間地域の活性化を目指すも

のである。また、その際、異業種からの参入を容易にするために、機械技術及び情報技術を活用

して、以下のような取組みの支援を行おうとするものである。 

 

a)農業へ本格的に参入するのではなく、農作業の繁忙期に高齢化・過疎化した農家を建設事業者

が支援しようとする取組み 

 

【必要となる機械・情報システム】 

・農家が希望する必要な労働力と、建設事業者が提供可能な労働力とをマッチングするシステム。

具体的には、農家と建設事業者の双方に、インターネットに接続可能なパソコン環境を用意し、

JA や農業試験所など地域の機関が、Web サイト上にマッチングのページを設けたり、メーリン

グリストやブログでマッチングを図ったりするものである。 

 

b)新規就農者を、農作業、農業経営両面で支援する取組み 

・異業種から参入した事業者に対して、農作業面での指導、相談への対応、作物品種に関する情

報提供といった支援を行う他、販路開拓、市況、流通など、農業経営面でも支援を行おうとす

るものである。 

 

【必要となる機械・情報システム】 

・a)と同様に、新規参入した農業者が、インターネットに接続されたパソコン環境を保有してい

れば、基本的に可能なシステムである。むしろ、農作業指導、農業経営指導ができる人材を確

保することが重要である。 

・食の安全、安心の面では、「IC タグと二次元コードを利用した農作物の生産履歴開示システム」

も有効である。 

 

c)新規就農者や高齢化した農家の農作業負荷を低減する取組み 

・新規就農者や高齢化した農家に対して、農作業の自動化、省力化などによって作業負荷を低減

しようとするものである。 

 

【必要となる機械・情報システム】 

 文献調査、ヒアリング調査では、例えば以下のような機械・情報システムが挙げられた。 
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自動化分野 

・遠隔でもコントロールが可能な自動潅漑設備 

・デジタルカメラを利用した無人ヘリ搭載式水稲育成情報測定装置 

・フィールドサーバを活用した農作業緊急情報通報システム 

・水田用多目的水管理自動化システム 

 

省力化分野 

・自宅から農地の状況を把握できる監視カメラシステム 

・野菜等の全自動移植機 

・各種の収穫ロボット、収穫機 

・中山間地域対応自脱型コンバイン 

・無人防除機(農薬散布) 

・傾斜地果樹用多目的モノレール 

 

 なお、本案の情報化に関する部分は既存のインターネット・インフラを用いることができ、設

備投資としては農家あるいは建設事業者におけるパソコンの購入程度と想定されるが、多くの場

合、既にインターネットに接続可能なパソコン環境を有していると考えられる。また、農業経営

相談や労働力の需給マッチングについても、ネットワークの中核となる組織(例えば、JA や農業

試験所など)の Web サイトに、そのようなページを新設するか、あるいはメーリングリスト、ブロ

グでも対応が可能なものであるため、それほど大がかりなソフトウェア開発とはならない。 

 一方、各種の自動化装置、遠隔監視・操作装置、無人化装置については、ある程度の初期投資

が必要となる。しかし、本案では、建設事業者が一部の従業員を担当者として農業に参入しよう

とする際に、農作業負荷を軽減することで参入のハードルを低くすることを目指して機械・シス

テムを導入するものであるため、導入によって担当従業者数が減少するものではなく、人件費削

減などの経費的なメリットに直結しにくい。 

従って、案３については「設備投資をランニングコストの低減等で回収する」という試算にな

じまず、例えば必要な設備投資に対する公的支援などで実現するといった性質のものであるため、

以下のフィージビリティスタディには、大規模な設備投資とそれによって発生するメリットでの

投資回収を検討することができる「案１」を対象とした。 

 

（４）ＦＳの実施手順 

 案１に関するＦＳについて、以下の通り実施した。 

① 農作物工場の事業を単独で実施した際の事業収支の試算（→5.2 節） 

 

② 農作物工場にバイオマス利活用エネルギー施設を併設した場合の事業収支を試算し、投資回

収年数等の事業評価を実施（→5.3～5.5 節） 

 

③ バイオマス利活用エネルギー施設を併設した農作物工場のビジネスモデルについて、普及に

向けた課題の抽出、考察を実施（→5.6 節） 
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５.２ 農作物工場のビジネスモデルの検討 

 

５.２節では、農作物工場単体で事業を実施する場合について、施設仕様の検討、事業収支の試

算を行った。 

  

５.２.１ モデル農作物工場の施設仕様の検討 

 

「園芸施設設置運営コスト低減推進事業報告書（第 2分冊）平成 17 年 3 月 社団法人日本施設

園芸協会」を参考にして、表 5.2-１のとおり、モデル農作物工場の施設仕様の検討を行った。 

 

表 5.2-１ モデル農作物工場の施設仕様

説明 出典

構成員 3 人 ※

雇用人数（パート） 12 人 ※

植物工場面積 1 ha ※

その他敷地面積 0.5 ha ※

製品出荷量 338 t/年 ※

作型 長期多段どりの多収穫作型を採用 ※

7月中旬に播種・育苗し、8月下旬に本定植、10月中旬から翌年6月までの約8ヶ月間収穫 ※

環境制御（暖房・換気・カーテン開閉など）用コンピューターコン計測、制御、警報、通信、記録の機能をもつ ※

センサー
日射計、乾球温度計、湿度計、風向計、風速計、降雨セン
サーなど ※

暖房設備
ボイラー室、ボイラー、貯油タンク、放熱パイプ（作業機器の
レールとしての利用）など ※

カーテン設備 保温・遮光兼用のスライド開閉式1層カーテン（遮光率60％） ※

CO2施用設備 液化CO2　10トン程度の貯蔵タンクを設置 ※

作業機器（作業台車、運搬車） バッテリー式の高所作業台車7台を装備 ※

収穫物・植物残渣などの運搬車20台を装備 ※

養液栽培装置 原水タンク、貯液タンク 養液作成用の原水を貯蔵する原水タンク（100トン程度） ※
栽培ベッドから回収養液を貯蔵する回収養液タンク（50トン程
度） ※

殺菌した回収養液を貯蔵する殺菌済養液タンク（50トン程度） ※

養液供給装置、排液循環・殺菌装置 ※

ロックウール栽培ベッド ※

撹拌扇 温室内の気温むらを小さくするために設置 ※

防除機
暖房用放熱パイプをレールとして走行する噴霧防除ロボットを
利用 ※

選果・梱包装置 ※

廃棄物発生量 156 t/年 植物工場ヒアリングより設定　（195t/年×8ヶ月/10ヶ月） ※

廃棄物含水率 90 ％ 植物工場ヒアリングより設定 ※

電気利用量 265 千kWh/年 電気料金　÷　電力単価　＝　2,651（千円/年）÷10(円/kWh） 電力単価：出典１

燃料（灯油）利用量 202 kL/年
灯油料金　÷　灯油単価　＝　12,837（千円/年）÷　1,146（円
/18L） 灯油単価：出典2

燃料（灯油）熱量 1,770,277 Mcal/年
灯油単位発熱量（36.7MJ/L）×灯油利用量（201,628L/年）÷
換算係数(4.18J/cal) 灯油単位発熱量：出典3

CO2利用量 137 ｔ/年 CO2料金 ÷　CO2単価　＝　3,600（千円/年）÷26.2（千円/ｔ） 液化CO2単価：出典４
※：　「園芸施設設置運営コスト低減推進事業報告書（第2分冊）平成17年3月　社団法人日本施設園芸協会」より引用
出典１ 東京電力の高圧Aの電力単価
出典２ 石油情報センター　　2005/3　中国局灯油料金
出典３ 事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン（H15.7環境省地球環境局）
出典４ 化学工業統計年報（2004）炭酸ガス販売数量・販売金額より計算

③内部装
置

廃棄物

エネルギー

項目
①基本

②作型・収
穫・販売
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① 基本（企業形態、労働力、土地、施設） 

・ 企業形態：構成員３名から成る農業生産法人・農事組合法人とする。 

・ 労働力：経営管理及び作業管理は３名の法人構成員が、その他の現場作業員はパートを主体

とした 12 名の雇用労働力によるものとする。 

・ 土地：農地もしくは工業団地の土地を購入する。農地で事業を行う場合をパターン１、工業

団地で事業を行う場合をパターン２-②・パターン２－③（補助金の受け方により２分類）と

する。 

・ 施設：多連棟高軒高フェンロー型温室約 1ha、 その他の敷地面積 0.5ha 

 

② 作型・収穫・販売 

・ 作型：トマト単一品目の長期間生産・販売を行うため、長期多段どりの多収穫作型を採用す

る。7 月中旬に播種・育苗し、8 月下旬に本定植、10 月中旬から翌年６月下旬まで収穫する。

ただし、この幅は環境制御の設備・装置の導入、性能向上で広げられる可能性がある。 

・ 栽培方式：ハイワイヤー方式によるロックウール栽培 

・ 収穫：トマトの収穫量は 338ｔ／ha とする。価格（市場売立価格）は卸売市場の平均価格か

ら 300 円／kg とする。 

・ 販売計画：販売は卸売市場への予約型取引型の個人出荷とし、経営内で選別、調整、箱詰め

して出荷するものとする。このため出荷資材費、運賃、販売手数料（市場手数料 8.5％）を負

担する。 

 

③ 内部装置 

・ 環境制御コントローラ：環境制御（暖房、換気、カーテン開閉、CO2施用、排液管理など）に

は、計測・制御・警報（アラーム発生、形態電話へのアラーム送信）・通信（自宅・パソコン・

携帯電話で環境計測値を遠隔で見られる機能）・記録の機能を持つ環境制御専用のコンピュー

ターコントローラを利用する。温室を区切り、区画別制御を行える機能が備わっている。 

・ センサー：温室外に日射計、乾球温度計、湿度計、風向計、風速計、降雨センサーなどを設

置、温室内に乾球温度計、湿度計、CO2濃度計を各区画に設置。 

・ 暖房設備：ボイラー室、ボイラー、貯油タンク、放熱パイプなどからなる。放熱パイプは栽

培ベッド間の床面上 10～20cm の 2 本配管（60cm 間隔）し、作業台車や運搬車等のパイプレー

ルとしても利用。 

・ カーテン設備：保温・遮光兼用のスライド開閉式 1層カーテンを装備。 

・ CO2施用設備：液化 CO2利用を標準とし、1ha の施設規模に合わせて 10 トン程度の貯蔵タンク

を設置。 

・ 作業機器（作業台車、運搬台車）：誘引や芽かきなどの高所作業用に、バッテリー式の高所作

業台車を７台、収穫物や葉かき作業による植物残渣などを運搬する運搬車・収穫物を温室内

から選果場所まで運ぶ運搬車を合わせて 20 台装備する。 

・ 養液栽培装置（原水タンク、貯液タンク）：養液作成用の原水（井戸水、水道水または雨水）

を貯蔵する原水タンク（100 トン程度）、栽培ベッドからの回収養液を貯蔵する回収養液タン
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ク（50 トン程度）、殺菌した回収容器を貯蔵する殺菌済養液タンク（50 トン程度）を装備。  

・ 養液栽培装置（養液供給装置、排液循環・殺菌装置）：養液の循環利用（リサイクル利用）を

するため、自動養液供給装置、栽培ベッドからの回収養液の殺菌装置を装備。 

・ ロックウール栽培ベッド：ハイワイヤー方式によるロックウール栽培用の設備を設置 

・ 撹拌扇：温室内の気温むらを小さくするために設置 

・ 防除機：暖房用放熱パイプをレールとして走行する噴霧防除ロボット、多目的利用際霧シス

テムを併用。 

・ 選果・梱包装置：収穫トマトの重量分別式選果装置、出荷梱包装置を装備。 

 

④ 廃棄物 

廃棄物発生量については、トマト農作物工場のヒアリングで得られた 195ｔ／ha（10 ヶ月収

穫）という数値を用いて、本農作物工場モデル（1ha、8 ヶ月収穫）で発生する廃棄物量を以

下の通り推計した。なお、農作物廃棄物の含水率は、農作物工場のヒアリングをもとに、90％

と設定した。 

農作物工場からの農作物廃棄物発生量＝ 195ｔ／ha × （8ヶ月／10 ヶ月）＝ 156ｔ／ha 

 

⑤ エネルギー 

モデル農作物工場における電気利用量、燃料（灯油）利用量、CO2 利用量は、「園芸施設設置

運営コスト低減推進事業報告書（第 2分冊）平成 17 年 3 月 社団法人日本施設園芸協会」に掲

載されている 1ha で必要な料金をもとに、以下の通り設定した。 

 

電気利用量 ＝ 電気料金 ÷ 電力単価 

        ＝ 2,651 千円／年（※1） ÷ 10 円／ｋWh（※2） 

        ＝ 265 千 kWh／年（※3） 

  （※1）「園芸施設設置運営コスト低減推進事業報告書（第2分冊）平成17年3月 社団法人日本施設園芸協会」 

（※2）中国電力の高圧 Aの電力単価 

 

 燃料（灯油）利用量 ＝ 灯油料金 ÷ 灯油単価 

           ＝ 12,837 千円／年（※1） ÷ 1,146 円／18L（※2） 

           ＝ 202ｋL／年 

           ＝ 熱量換算 1,770,277Mcal／年（※3） 

（※１）「園芸施設設置運営コスト低減推進事業報告書（第2分冊）平成17年3月 社団法人日本施設園芸協会」 

（※２）石油情報センター  2005/3 中国局灯油料金 

（※３）灯油の単位発熱量：事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン（H15.7環境省地球環境局） 

 

CO2利用量 ＝ CO2料金 ÷ CO2単価 

      ＝ 3,600 千円／年（※1）÷ 26.2 千円／ｔ（※2） 

（※1）「園芸施設設置運営コスト低減推進事業報告書（第2分冊）平成17年3月 社団法人日本施設園芸協会」 

（※2）化学工業統計年報（2004）炭酸ガス販売数量・販売金額より計算
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５.２.２ 農作物工場の事業収支 

  

２章で整理した農作物工場の事例によると、農作物工場を農地と工業団地に造成している事例

があった。利用する土地の種類によって購入費や補助が変わるため、以下の通りパターン分けを

行い、事業収支を試算した。 

 

・ パターン１：遊休農地利用型の農作物工場（補助 50％） 

・ パターン２－①：工業団地利用型の農作物工場（土地購入費補助、設備投資補助ともに 50％ 

の場合） 

・ パターン２－②：工業団地利用型の農作物工場（土地購入費補助 30％、設備投資補助 25％の

場合） 

 

（１）パターン１：遊休農地利用型の農作物工場の事業収支 

 

 「園芸施設設置運営コスト低減推進事業報告書（第2分冊）平成17年3月 社団法人日本施設園芸協会」をもとに、 

遊休農地利用型の農作物工場の事業収支を試算し、試算結果を表 5.2-2 に示した。 

  

＜収入＞ 

  栽培トマトの売上高を収入として計上した。 

  売上高 ＝ トマト出荷量 × 価格 

      ＝ 約 338ｔ／年 × 300 円／kg 

      ＝ 101,376 千円／年 

  

＜支出：イニシャルコスト＞ 

報告書より、ガラス室本体（1ha）の建設費を 2.1 億円、内部装置等の設置費を 1.4 億円とし

た。土地（遊休農地）の購入費については、以下のとおり推計した。 

 

農地購入費 ＝ 農地購入単価 × 面積 

      ＝ 1,200 円／㎡（※） × 1.5ha 

      ＝ 18,000 千円 

（※）農作物工場ヒアリングより設定 

 

また、補助金については、農林水産省の補助事業として 50％補助を受けられると想定した。遊

休農地を利用した農作物工場で受けられる補助としては、強い農業づくり交付金等が考えられる。

ただし、利用する土地の種類などにより受けられる補助メニューが変わることから、実際に事業

を実施する場合は、都道府県や市区町村の担当に問い合わせるなど検討する必要がある。補助金

を含む支援策については 5.6.3 項に整理した。 
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＜支出：ランニングコスト＞ 

 

〇固定費： 

 減価償却費について、農作物工場ヒアリングから施設本体の償却年数 20 年、内部装置等の償却

年数 8年と設定し、次のように推計した。 

 減価償却費  

＝ 施設本体建設費（補助50％）÷施設本体償却年数 ＋ 内部装置等設置費（補助50％）÷内部措置

等償却年数 

 ＝ 21,000 千円×1／2÷20 年 ＋ 14,000 千円×1／2÷8年 

 ＝ 14,000 千円／年 

 

 固定費では減価償却費のほかに、租税公課、施設保険料、構成作業員給与、その他間接費を固

定費として計上した。なお、構成員給与は、１人年間 5,300 千円として試算した。 

 

〇準固定費： 

 準固定費では、固定費よりやや固定性の低い費用であるロックウール、肥料、農薬、燃料費、

水道料、雇用労賃、諸資材費を計上した。 

 なお雇用は、時給 700 円のパート職員が１日６時間、年間 250 日勤務するとして試算した。 

 

〇変動費： 

 変動費は出荷量や売上高に応じて変化する費用として、農作物廃棄物処理委託費、出荷用資材、

販売手数料、その他の費用を計上した。なお、農作物廃棄物処理委託費は、産業廃棄物処理業者

リサイクルワンのウェブサイトの野菜くず処理単価をもとに、委託処理単価 15,000 円／ｔと設定

し推計した。 
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表 5.2-2 パターン１：遊休農地利用型の農作物工場の事業収支 

 

 

金額（千円） 金額（千円/年） 算出方法

収入 売上高 101,376 出荷量338ｔ、価格300円/kgの場合

支出 イニシャルコスト

ガラス質本体（1ha）建設費 210,000

内部装置等設置費 140,000

土地購入費（遊休農地）※1 18,000 農地購入単価（1,200円/㎡）×面積（1.5ha）

補助金（50％） -184,000 農林水産省　1/2補助

　合計 184,000

ランニングコスト

固定費 租税公課 2,660

施設保険料 860

構成作業員給与 15,900 家族労働力・法人構成員（5,300千円/人・年）×3人

その他間接経費 1,750

（固定費計） 21,170

準固定費 ロックウール 2,210

肥料 3,973

農薬 497

燃料（灯油） 12,837

炭酸ガス(液化CO2) 3,600

電気料金 2,651

雇用労賃 12,600 パート12名×時給700円×6時間/日×250日/年間

諸資材 1,750

（準固定費計） 40,118

変動費 廃棄物処理委託費※2 2,340 委託処理単価（15,000円/ｔ）×農作物残渣量（156ｔ）

出荷資材 4,099 出荷量338ｔ、価格300円/kgの場合

販売手数料 8,617 出荷量338ｔ、価格300円/kgの場合

運賃 3,277 出荷量338ｔ、価格300円/kgの場合

その他経費 1,640

（変動費計） 19,973

　合計 81,261

（出典）「園芸施設設置運営コスト低減推進事業報告書（第二分冊）園芸施設設置運営コスト低減マニュアル（平成17年3月）」社団法人日本施設園
※1 ：上記報告書では、植物工場に必要な土地を借地し借地料を支払う想定であったが、本モデルでは遊休地を購入するとした。
※2 ：上記報告書では、農作物残渣の廃棄物処理費が見積もられてないが、本モデルでは費目として加えた。

費目
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（２）パターン２-①：工業団地利用型の農作物工場の事業収支（補助 50％の場合） 

  

 工業団地を利用する場合は、農地を利用する場合と比べて、受けられる補助が異なると考えら

れる。 

 

パターン 2－①では、農林水産省の補助と同様に 1/2の補助を仮に受けるとした場合について、

「園芸施設設置運営コスト低減推進事業報告書（第 2分冊）平成 17 年 3 月 社団法人日本施設園

芸協会」をもとに事業収支を試算した。試算結果について表 5.2-3 に示した。 

 

  

＜収入＞ 

  パターン１と同様に、栽培トマトの売上高を収入として計上した。 

  

＜支出：イニシャルコスト＞ 

パターン１と同様に報告書より、ガラス室本体（1ha）の建設費を 2.1 億円、内部装置等の設

置費を 1.4 億円とした。土地（工業団地）の購入費については、以下のとおり推計した。 

 

工業団地内の土地の購入費 ＝ 県営団地土地購入単価 × 面積 

             ＝ 20,500 円／㎡（※） × 1.5ha 

             ＝ 307,500 千円 

（※）広島県の県営団地土地単価を参考に設定 

 

また、補助金については 50％補助を受けられると仮定した。ただし、利用する土地の種類によ

り受けられる補助メニューが変わることから、実際に事業を実施する場合は、都道府県や市区町

村の担当に問い合わせて検討する必要がある。 

 

＜支出：ランニングコスト＞ 

 ランニングコストの固定費、準固定費、変動費については、施設・出荷量が同規模のため、パ

ターン１と同様である。 
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表 5.2-3 パターン２-①：工業団地利用型の農作物工場の事業収支（補助 50％の場合） 

 

 

金額（千円） 金額（千円/年） 算出方法

収入 売上高 101,376 出荷量338ｔ、価格300円/kgの場合

支出 イニシャルコスト

ガラス質本体（1ha）建設費 210,000

内部装置等設置費 140,000

土地購入費（工業団地） 307,500 県営団地土地単価（20,500円/㎡）×面積（1.5ha）

補助金（50％） -328,750 1/2補助

　合計 328,750

ランニングコスト

固定費 租税公課 2,660

施設保険料 860

構成作業員給与 15,900 家族労働力・法人構成員（5,300千円/人・年）×3人

その他間接経費 1,750

（固定費計） 21,170

準固定費 ロックウール 2,210

肥料 3,973

農薬 497

燃料（灯油） 12,837

炭酸ガス(液化CO2) 3,600

電気料金 2,651

雇用労賃 12,600 パート12名×時給700円×6時間/日×250日/年間

諸資材 1,750

（準固定費計） 40,118

変動費 廃棄物処理委託費 2,340 委託処理単価（15,000円/ｔ）×農作物残渣量（156ｔ）

出荷資材 4,099 出荷量338ｔ、価格300円/kgの場合

販売手数料 8,617 出荷量338ｔ、価格300円/kgの場合

運賃 3,277 出荷量338ｔ、価格300円/kgの場合

その他経費 1,640

（変動費計） 19,973

　合計 81,261

（出典）「園芸施設設置運営コスト低減推進事業報告書（第二分冊）園芸施設設置運営コスト低減マニュアル（平成17年3月）」社団法人日本施
※1 ：上記報告書では、植物工場に必要な土地を借地し借地料を支払う想定であったが、本モデルでは遊休地を購入するとした。
※2 ：上記報告書では、農作物残渣の廃棄物処理費が見積もられてないが、本モデルでは費目として加えた。

費目
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（３）パターン２－②：工業団地利用型の農作物工場の事業収支（土地購入費補助 30％、設

備投資補助 25％の場合） 

 

工業団地を利用した事例として、安浦工業団地に造成した農作物工場が挙げられる。この事

例では、工場を構える企業は、建設費 25％、土地購入費 30％の補助を受ける予定である。この

ように補助を受けるパターンについて、「園芸施設設置運営コスト低減推進事業報告書（第 2分

冊）平成 17 年 3 月 社団法人日本施設園芸協会」をもとに事業収支を試算した結果を表 5.2-4

に示した。 

 

＜収入＞ 

  パターン１と同様に、栽培トマトの売上高を収入として計上した。 

  

＜支出：イニシャルコスト＞ 

パターン１と同様に、ガラス室本体（1ha）の建設費を 2.1 億円、内部装置等の設置費を 1.4

億円とした。土地（工業団地）の購入費については、以下のとおり推計した。 

 

工業団地内の土地の購入費 ＝ 県営団地土地購入単価 × 面積 

             ＝ 20,500 円／㎡（※） × 1.5ha 

             ＝ 307,500 千円 

（※）広島県の県営団地土地単価を参考に設定 

 

また、補助金については、工業団地立地企業への補助メニューとして建設費 25％、土地購入費

30％の補助を受ける、という設定を行った。ただし、ほかのパターンと同様に、利用する土地の

種類によって受けられる補助メニューが変わることから、実際に事業を実施する場合は、都道府

県や市区町村の担当に問い合わせるなど検討を行う必要がある。 

 

＜支出：ランニングコスト＞ 

ランニングコストの固定費、準固定費、変動費については、施設・出荷量が同規模のため、

パターン１と同様である。 
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表 5.2-4 工業団地利用型の農作物工場の事業収支（土地購入費補助30％、設備投資補助25％の場合） 

 

 

金額（千円） 金額（千円/年） 算出方法

収入 売上高 101,376 出荷量338ｔ、価格300円/kgの場合

支出 イニシャルコスト

ガラス質本体（1ha）建設費 210,000

内部装置等設置費 140,000

土地購入費（工業団地） 307,500 県営団地土地単価（20,500円/㎡）×面積（1.5ha）

補助金 -179,750 土地購入費30％、設備投資費25％補助

　合計 477,750

ランニングコスト

固定費 租税公課 2,660

施設保険料 860

構成作業員給与 15,900 家族労働力・法人構成員（5,300千円/人・年）×3人

その他間接経費 1,750

（固定費計） 21,170

準固定費 ロックウール 2,210

肥料 3,973

農薬 497

燃料（灯油） 12,837

炭酸ガス(液化CO2) 3,600

電気料金 2,651

雇用労賃 12,600 パート12名×時給700円×6時間/日×250日/年間

諸資材 1,750

（準固定費計） 40,118

変動費 廃棄物処理委託費 2,340 委託処理単価（15,000円/ｔ）×農作物残渣量（156ｔ）

出荷資材 4,099 出荷量338ｔ、価格300円/kgの場合

販売手数料 8,617 出荷量338ｔ、価格300円/kgの場合

運賃 3,277 出荷量338ｔ、価格300円/kgの場合

その他経費 1,640

（変動費計） 19,973

　合計 81,261

（出典）「園芸施設設置運営コスト低減推進事業報告書（第二分冊）園芸施設設置運営コスト低減マニュアル（平成17年3月）」社団法人日本施
※1 ：上記報告書では、植物工場に必要な土地を借地し借地料を支払う想定であったが、本モデルでは遊休地を購入するとした。
※2 ：上記報告書では、農作物残渣の廃棄物処理費が見積もられてないが、本モデルでは費目として加えた。

費目
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（４）農作物工場の事業収支のまとめ 

  

以上 3 パターンについて、事業収支の試算を行った結果を下表にまとめた。イニシャルコスト

を利益（収入とランニングコストの差分）で除し、単純投資回収年数を算出した。 

 

表 5.2-5 農作物工場の単純投資回収年数の試算結果 

 

 遊休農地利用型の農作物工場について初期投資の単純回収年数が約 9 年という結果が得られた。 

工業団地利用型の農作物工場については、補助金額によって異なるが、50%補助を受けた場合は

約 16 年、土地購入費 30％、設備投資補助 25％を受けた場合は約 24 年という結果であった。ただ

し、トマトの収率向上による収入の増加、ランニングコストの中で金額が大きい費目のコスト削

減に取り組めば、さらに回収年数を短縮することが可能になると考えられる。 

 

ランニングコストの高い具体的な費目は、雇用労賃、燃料（灯油）代、販売手数料などが挙げ

られる。雇用労賃については、地域によっては雇用に対する助成を受けることができる。また第

４章で既述したとおり、機械化・情報化による省力化のが進み作業効率が向上することで、雇用

労賃の削減が可能になると予想される。また、燃料（灯油）代については、次の５．３節で述べ

るようにエネルギー供給設備を併設し削減することができれば、更なる回収年数の短縮が実現で

き、採算性の高い事業を行うことが可能になると考えられる。 

 

なお、土地購入費を除いて単純投資回収年数を試算すると、以下の通りであり、パターン 1 と

2-①は 8.7 年、パターン 2-②では 13 年という結果になった。 

 

表 5.2-6 土地購入費を除いた場合の単純投資回収年数の試算結果 

パターン１ パターン２－① パターン２－②
(遊休農地利用型) （工業団地利用型 補助

50％）
（工業団地利用型 土地購
入費補助30％、設備投資補
助25％）

収入 101,376 101,376 101,376

イニシャルコスト
（千円）

184,000 328,750 477,750

ランニングコスト
（千円／年）

81,261 81,261 81,261

初期投資回収年数
（年）

9.1 16.3 23.8

パターン１ パターン２－① パターン２－②
(遊休農地利用型) （工業団地利用型 補助

50％）
（工業団地利用型 土地購
入費補助30％、設備投資補
助25％）

収入 101,376 101,376 101,376

イニシャルコスト
（千円）

175,000 175,000 262,500

ランニングコスト
（千円／年）

81,261 81,261 81,261

初期投資回収年数
（年）

8.7 8.7 13.0
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５.３ 農作物工場にバイオマス利活用エネルギー供給設備を併設するビジネスモデ

ルの設定 

 

農作物工場では、室温調整のための暖房や温水生産のために大量のエネルギーを利用しており、

エネルギーコストが高いことが課題になっている。他方で、農作物工場で発生する農作物残渣の

処理も課題である。従って、工場から発生する廃棄物を利用したエネルギー供給設備等を作るこ

とで、エネルギーコストを削減するニーズがある。ただし、工場から発生する農作物残渣のみで、

工場内で必要なエネルギー全てを賄うのは難しいため、近隣で発生する未利用・廃棄バイオマス

を原料として一緒に利用することが考えられる。 

そこで、本節では、農作物工場に周辺のバイオマスを利活用するエネルギー供給設備を併設す

ることを想定し、実現可能性のあるビジネスモデルの検討を行った。 

具体的には、利用するバイオマスの種類、設置するエネルギー供給設備の種類を検討し、５.

４節以降でＦＳを実施するビジネスモデルのパターンを決定した。 

 

５.３.１ 利活用するバイオマス資源の設定 

 

（１）各市町村におけるバイオマス資源の利用可能量の把握 

  

「中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査 報告書（平成 15 年

3 月）独立行政法人産業技術総合研究所中国センター」では、中国地域の利用可能量を次のよう

に推計している。 

 

表 5.3-1 中国地域のバイオマス資源の利用可能量（ｔ/年）（再掲） 

（出典）中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査 報告書（平成

15 年 3 月）独立行政法人 産業技術総合研究所中国センター 

 

 表 5.3-1 を基に、各市町村におけるバイオマス資源の利用可能量を推計した結果を表 5.3-2 に

示した。 

ただし、表 5.3-1 のバイオマスの中で、発生量の少ない、麦わら、大豆がら、採卵鶏、ブロイ

鳥取 島根 岡山 広島 山口 ５県計
3,628.4 4,976.5 8,694.5 6,794.4 5,971.0 30,064.9
2,739.7 3,757.6 6,564.9 5,130.2 4,508.5 22,700.8
35.0 153.9 1,416.7 17.5 331.7 1,954.8
303.8 306.5 747.6 270.1 185.0 1,813.1

53,715.0 91,722.1 187,734.3 82,827.0 100,633.8 516,632.2
79,406.0 173,132.4 214,472.5 197,614.5 109,211.2 773,836.6
4,266.9 5,191.4 11,236.3 65,710.9 9,245.0 95,650.7

乳用牛 9,358.6 9,012.8 22,791.7 10,375.2 3,889.7 55,428.0
肉用牛 11,187.5 16,248.1 13,384.3 13,729.6 8,935.7 63,485.2
豚 9,218.6 525.6 2,409.4 2,351.9 2,106.6 16,612.1
採卵鶏 7.6 11.4 86.3 12.7 3.7 121.6
ブロイラー 2.2 － 0.6 1.2 2.4 6.5
計 29,774.6 25,797.8 38,672.3 26,470.7 14,938.1 135,653.4

水産系 104.7 198.1 49.9 188.9 90.8 632.4
生活系 39,830.9 35,799.5 159,726.7 169,136.0 93,141.3 497,634.4

213,804.9 341,035.9 629,315.7 554,160.2 338,256.5 2,076,573.2

農業系

稲わら
もみ殻
麦わら
大豆がら

林業系
間伐材
林地残材
製材廃棄物

総計

家畜系
家畜
ふん尿
（t／年）

水産系廃棄物
厨芥類
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ラー、水産系廃棄物、および、散在していて市民の協力がないと収集が不可能な厨芥類は、本ビ

ジネスモデルでの利用対象外とした。また、表 5.3-1 では把握されていない食品工場から発生す

る食品加工残渣については、必要な量が収集できれば、エネルギー供給設備の原料として利用で

きる可能性が高いことから追加してとりあげた。 

 

 推計方法について、以下に示す。 

① 農業系バイオマス 

〇稲わら 

 各市町村の稲わら利用可能量 

＝県全体の稲わら利用可能量×（各市町村の水稲面積／県全体の水稲面積） 

〇もみがら 

 各市町村のもみがら利用可能量 

＝県全体のもみがら利用可能量×各市町村の乳用牛ふん尿利用可能量 

 

② 林業系バイオマス 

〇間伐材 

 各市町村の間伐材利用可能量 

＝県全体の林地残材利用可能量×（各市町村の現況森林面積／県全体の現況森林面積） 

〇林地残材 

 各市町村の林地残材利用可能量 

＝県全体の林地残材利用可能量×（各市町村の現況森林面積／県全体の現況森林面積） 

〇製材廃棄物 

 各市町村の製材廃棄物利用可能量 

＝県全体の製材廃棄物利用可能量×（各市町村の木材・木製品製造業の製品出荷額／県全体の

木材・木製品製造業の製品出荷額） 

 

③ 家畜系バイオマス 

〇乳用牛ふん尿 

各市町村の乳用牛ふん尿利用可能量 

＝県全体の乳用牛ふん尿利用可能量×（各市町村の乳用牛飼養頭数／県全体の乳用牛飼養頭数） 

〇肉用牛ふん尿 

各市町村の肉用牛ふん尿利用可能量 

＝県全体の肉用牛ふん尿利用可能量×（各市町村の肉用牛飼養頭数／県全体の肉用牛飼養頭数） 

〇豚ふん尿 

各市町村の豚ふん尿利用可能量 

＝県全体の豚ふん尿利用可能量×（各市町村の豚飼養頭数／県全体の豚飼養頭数） 

 

④ 食品加工残渣 

食品加工残渣について、まず、有機性汚泥と動植物性残渣に分けて発生量を推計した。 
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各市町村の食品加工残渣発生量 

＝各市町村の有機性汚泥発生量+各市町村の動植物性残渣発生量 

＝各市町村の食品製造業の製品出荷額×有機性汚泥発生量原単位4.0Ｅ-6(ｔ/万円)＋各市町村

の食品製造業の製品出荷額×動植物性残渣発生量原単位 3.4Ｅ-7(ｔ/万円) 

 

食品加工残渣のうち有機性汚泥は、一般に食品工場で脱水されてから処理に出される。 

有機性汚泥残渣は発生時点の含水率 95％から 85％に脱水された状態、動植物性残渣は発生時の

状態のまま（含水率 75％）で処理に出されると仮定し、それを利用可能量とした。 

 

各市町村の食品加工残渣利用可能量 

 ＝各市町村の有機性汚泥利用可能量+各市町村の動植物性残渣利用可能量 

＝各市町村の有機性汚泥発生量×（（1-0.95）／(1-0.85)）+各市町村の動植物性残渣発生量 

  



表5.3-2　中国地域の各市町村におけるバイオマス利用可能量（1/3）

農業系バ
イオマス
（稲わら、
もみ殻）

林業系バイ
オマス

畜産系バ
イオマス

事業系バイオ
マス（食品加
工残渣）

項目 人口 面積
中山間地
域の有無

耕作放棄
地率

水稲作付
け面積

稲わら利
用可能量

もみがら利
用可能量

イオマス
（稲わら、
もみがら）
利用可能
量

13　木材・木
製品製造業
の製造品出
荷額

製材廃棄
物利用可
能量

現況森林
面積

間伐材利
用可能量

林地残材
利用可能
量

乳牛飼養
頭数

乳用牛ふ
ん尿利用
可能量

肉牛飼養
頭数

肉用牛ふ
ん尿利用
可能量

豚飼養頭
数

豚ふん尿
利用可能
量

家畜系バ
イオマス利
用可能量
計

食品製造業
の製品出荷
額

有機性汚泥
利用可能量

動植物性残
渣利用可能
量

食品残渣計
利用可能量

単位 人 km2 ％ ha t／年 t／年 t／年 万円 t／年 ha t/年 t/年 頭 t/年 頭 t/年 頭 t/年 万円 ｔ/年 ｔ/年 ｔ/年

出典・推計方法 ＊１ ＊１ ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7 ＊8 ＊9 ＊10 ＊11 ＊12 ＊4 ＊13 ＊4 ＊14 ＊4 ＊15 ＊16 ＊13 ＊17 ＊18 ＊19
1 鳥取県 612191 3,507 12,042 3,628 2,740 6,368 1,617,658 4,267 256,172 53,715 79,406 10,060 9,359 16,270 11,188 26,691 9,219 29,765 11,334,356 15,088 3,857 18,944
2 鳥取市 199,263 766 ○ 6.7% 2,950 889 671 1,560 23,464 62 54,486 21,853 32,305 924 860 1,472 1,012 0 0 1,872 1,228,452 1,635 418 2,053
3 米子市 149,803 132 ○ 6.3% 1,166 351 265 617 298,837 788 2,799 1,123 1,660 183 170 193 133 1,880 649 952 2,746,602 3,656 935 4,591
4 倉吉市 52,799 272 ○ 4.0% 1,326 400 302 701 307,665 812 18,014 7,225 10,681 1,432 1,332 2,390 1,643 4,727 1,633 4,608 228,399 304 78 382
5 境港市 37,392 29 × 0.2 5 2 1 3 810,341 2,137 32 13 19 - - - - 7,220 2,494 2,494 4,259,966 5,671 1,449 7,120
6 岩美町 13,867 122 ○ 4.8% 364 110 83 192 0 0 9,942 3,988 5,895 99 92 16 11 X X 103 267,117 356 91 446
7 若桜町 4,690 199 ○ 6.7% 84 25 19 44 X X 18,574 7,450 11,013 - - 202 139 X X 139 0 0 0 0
8 智頭町 9,092 225 ○ 4.8% 178 54 40 94 113,386 299 20,764 8,328 12,311 X X 176 121 - - 121 49,747 66 17 83
9 八頭町 20,322 207 ○ 4.8% 659 199 150 348 29,731 78 16,482 6,611 9,772 583 542 196 135 0 0 677 0 0 0 0
10 三朝町 7,805 233 ○ 6.6% 244 74 56 129 X X 20,639 8,278 12,237 258 240 151 104 X X 344 X X X X
11 北条町 16,854(合併→北栄町） 57.15(合併→北栄町） × 0.1 257 77 58 136 X X 456 183 270 X X - - 1,950 673 673 86,104 115 29 144
12 大栄町 16,854(合併→北栄町） 57.15(合併→北栄町） × 0.1 275 83 63 145 X X 990 397 587 732 681 3,046 2,094 5,635 1,946 4,722 12,110 16 4 20
13 湯梨浜町 17,994 78 ○ 9.8% 401 121 91 212 0 0 3,938 1,579 2,335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 琴浦町 20,282 140 ○ 4.3% 643 194 146 340 0 0 8,154 3,270 4,835 2,617 2,435 4,522 3,109 2,435 841 6,385 2,202,751 2,932 749 3,682
15 日吉津村 3,086 4 × 0.0 87 26 20 46 0 0 7 3 4 - - 13 9 - - 9 0 0 0 0
16 大山町 19,521 190 ○ 3.6% 1,005 303 229 531 0 0 10,684 4,285 6,335 2,614 2,432 1,825 1,255 2,844 982 4,669 223,557 298 76 374
17 南部町 12,179 114 ○ 6.5% 554 167 126 293 0 0 8,496 3,408 5,037 42 39 319 219 0 0 258 3,315 4 1 6
18 伯耆町 12,508 139 ○ 6.1% 681 205 155 360 0 0 9,427 3,781 5,589 275 256 732 503 0 0 759 26,236 35 9 44
19 日南町 6,527 341 ○ 4.8% 711 214 162 376 34,234 90 30,321 12,161 17,978 235 219 559 384 - - 603 - - - -
20 日野町 4,327 134 ○ 8.7% 150 45 34 79 X X 11,897 4,772 7,054 66 61 239 164 - - 226 X X X X
21 江府町 3,880 125 ○ 7.4% 302 91 69 160 X X 10,070 4,039 5,971 X X 219 151 - - 151 0 0 0 0
22 島根県 747469 6,708 17,571 4,977 3,758 8,734 2,282,371 5,191 526,770 91,722 173,132 8,647 9,013 18,583 16,248 3,764 526 25,787 6,161,340 8,202 2,096 10,298
23 松江市 193,772 530 ○ 11.2% 1,922 544 411 955 543,111 1,235 27,855 4,850 9,155 345 360 864 755 0 0 1,115 952,761 1,268 324 1,592
24 浜田市 62,699 690 ○ 18.1% 148 42 32 74 1,258,954 2,864 11,723 2,041 3,853 X X 15 13 X X 13 1,571,347 2,092 535 2,626
25 出雲市 146,961 543 ○ 6.4% 2,987 846 639 1,485 109,993 250 35,330 6,152 11,612 1,889 1,969 3,478 3,041 1,012 141 5,151 1,422,381 1,893 484 2,377
26 益田市 53,554 733 ○ 10.4% 664 188 142 330 0 63,503 11,057 20,871 0 0 1,233 1,078 0 0 1,078 184,401 245 63 308
27 大田市 41,818 436 ○ 14.8% 1,000 283 214 497 50,430 115 25,569 4,452 8,404 1,133 1,181 1,582 1,383 - - 2,564 479,069 638 163 801
28 安来市 44,725 421 ○ 5.8% 1,357 384 290 675 41,279 94 4,431 772 1,456 1,606 1,674 969 847 2,752 384 2,905 262,373 349 89 439
29 江津市 28,193 269 ○ 21.8% 200 57 43 99 0 0 21,249 3,700 6,984 0 0 169 148 0 0 148 249,809 333 85 418
30 雲南市 45,870 553 ○ 10.0% 1,564 443 334 777 84,378 192 44,034 7,667 14,473 889 927 2,303 2,014 0 0 2,940 298,441 397 102 499
31 東出雲町 14,267 43 ○ 8.4% 211 60 45 105 X X 1,993 347 655 X X 80 70 - - 70 351,402 468 120 587
32 広瀬町 9,202 20,432 ○ 10.1% 488 138 104 243 59,157 135 17,795 3,098 5,849 123 128 843 737 - － 865 X X X X
33 伯太町 5,530 9,587 ○ 7.9% 424 120 91 211 0 0 7,665 1,335 2,519 178 186 548 479 X X 665 X X X X
34 奥出雲町 16,274 368 ○ 5.3% 1,128 319 241 561 15,106 34 30,668 5,340 10,080 429 447 2,188 1,913 0 0 2,360 61,945 82 21 104
35 飯南町 6,174 243 ○ 4.8% 640 181 137 318 14,680 33 21,031 3,662 6,912 771 804 786 687 0 0 1,491 0 0 0 0
36 斐川町 27,818 81 × 0.0 1,483 420 317 737 57,759 131 2,173 378 714 463 483 206 180 X X 663 137,476 183 47 230
37 温泉津町 41,818（大田市に合併） 436.11（大田市に合併） ○ 15.8% 133 38 28 66 X X 5,819 1,013 1,913 X X 216 189 - - 189 X X X X
38 仁摩町 41,818（大田市に合併） 436.11（大田市に合併） ○ 15.4% 39 11 8 19 X X 2,359 411 775 X X 44 38 - - 38 27,857 37 9 47
39 川本町 4,342 106 ○ 10.7% 162 46 35 81 X X 9,006 1,568 2,960 51 53 165 144 - - 197 X X X X
40 美郷町 6,223 283 ○ 9.5% 237 67 51 118 0 0 25,092 4,369 8,247 0 0 215 188 0 0 188 20,570 27 7 34
41 邑南町 13,308 419 ○ 5.7% 852 241 182 424 17,408 40 36,328 6,325 11,940 715 745 493 431 0 0 1,176 3,958 5 1 7
42 金城町 62,699（浜田市に合併） 689.52（浜田市に合併） ○ 6.2% 350 99 75 174 0 0 14,093 2,454 4,632 X X 184 161 - - 161 15,912 21 5 27
43 旭町 62,699（浜田市に合併） 689.52（浜田市に合併） ○ 8.3% 196 56 42 97 X X 11,066 1,927 3,637 X X 132 115 - - 115 X X X X
44 弥栄村 62,699（浜田市に合併） 689.52（浜田市に合併） ○ 5.7% 128 36 27 64 X X 9,123 1,589 2,998 X X 151 132 - - 132 15,560 21 5 26
45 三隅町 62,699（浜田市に合併） 689.52（浜田市に合併） ○ 13.8% 134 38 29 67 14,800 34 10,257 1,786 3,371 - - 50 44 - - 44 60,108 80 20 100
46 津和野町 9,836 307 ○ 3.2% 284 80 61 141 X X 12,337 2,148 4,055 - - 176 154 - - 154 36,825 49 13 62
47 日原町 9,836（津和野町に合併） 307.09（津和野町に合併） ○ 8.2% 81 23 17 40 X X 15,326 2,669 5,037 - - 116 101 - - 101 X X X X
48 柿木村 7,529（合併→吉賀町） 336.29（合併→吉賀町） ○ 7.1% 82 23 18 41 - - 12,986 2,261 4,268 X X 51 45 - - 45 5,693 8 2 10
49 六日市町 7,529（合併→吉賀町） 336.29（合併→吉賀町） ○ 4.7% 352 100 75 175 X X 17,949 3,125 5,899 55 57 28 24 - - 82 X X X X
50 海士町 2,496 34 ○ 16.9% 66 19 14 33 X X 2,604 453 856 - - 186 163 - - 163 X X X X
51 西ノ島町 3,607 56 ○ 21.9% - 0 0 0 0 0 5,060 881 1,663 - - 675 590 - - 590 X X X X
52 知夫村 744 14 ○ 30.0% - 0 0 0 0 0 1,114 194 366 - - 204 178 - - 178 X X X X
53 隠岐の島町 17,259 243 ○ 5.9% 259 73 55 129 15,316 35 21,232 3,697 6,978 0 0 233 204 0 0 204 3,452 5 1 6
54 岡山県 1955317 7,113 29,110 8,695 6,565 15,259 4,127,563 11,236 483,795 187,734 214,473 25,395 22,792 24,046 13,384 4,354 2,409 38,585 33,214,078 44,213 11,301 55,514
55 岡山市 656,370 659 ○ 4.9% 7,459 2,228 1,682 3,910 1,457,996 3,969 26,044 11,115 12,698 2,347 2,106 511 284 0 0 2,391 9,870,139 13,139 3,358 16,497
56 倉敷市 468,510 354 ○ 7.4% 1,905 569 430 999 227,489 619 8,088 3,452 3,943 840 754 121 67 X X 821 6,481,275 8,628 2,205 10,833
57 津山市 110,181 506 ○ 5.8% 2,733 816 616 1,433 486,133 1,323 35,401 15,108 17,260 2,373 2,130 2,583 1,438 0 0 3,567 2,625,727 3,495 893 4,389
58 玉野市 68,823 104 ○ 7.7% 437 131 99 229 101,586 277 5,935 2,533 2,894 93 83 X X X X 83 944,607 1,257 321 1,579
59 笠岡市 57,766 136 ○ 27.1% 248 74 56 130 79,109 215 5,074 2,165 2,474 1,789 1,606 1,603 892 X X 2,498 1,583,358 2,108 539 2,646
60 井原市 46,713 243 ○ 23.4% 545 163 123 286 12,025 33 15,566 6,643 7,589 1,129 1,013 241 134 1,600 885 2,033 291,504 388 99 487
61 総社市 66,827 212 ○ 6.3% 1,219 364 275 639 9,964 27 13,414 5,725 6,540 122 109 425 237 0 0 346 3,928,254 5,229 1,337 6,566
62 高梁市 37,488 547 ○ 19.2% 893 267 201 468 24,649 67 42,497 18,137 20,720 1,078 967 2,031 1,130 0 0 2,098 240,141 320 82 401
63 新見市 36,821 793 ○ 13.4% 1,116 333 252 585 69,702 190 68,313 29,154 33,307 255 229 1,608 895 0 0 1,124 678,768 904 231 1,134
64 備前市 41,919 258 ○ 8.6% 294 88 66 154 604,367 1,645 20,642 8,809 10,064 0 0 0 0 0 0 0 306,541 408 104 512
65 瀬戸内市 40,295 126 ○ 8.9% 1,294 386 292 678 89,416 243 5,355 2,285 2,611 1,937 1,738 84 47 0 0 1,785 531,114 707 181 888
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表5.3-2　中国地域の各市町村におけるバイオマス利用可能量（2/3）

農業系バ
イオマス
（稲わら、
もみ殻）

林業系バイ
オマス

畜産系バ
イオマス

事業系バイオ
マス（食品加
工残渣）

項目 人口 面積
中山間地
域の有無

耕作放棄
地率

水稲作付
け面積

稲わら利
用可能量

もみがら利
用可能量

イオマス
（稲わら、
もみがら）
利用可能
量

13　木材・木
製品製造業
の製造品出
荷額

製材廃棄
物利用可
能量

現況森林
面積

間伐材利
用可能量

林地残材
利用可能
量

乳牛飼養
頭数

乳用牛ふ
ん尿利用
可能量

肉牛飼養
頭数

肉用牛ふ
ん尿利用
可能量

豚飼養頭
数

豚ふん尿
利用可能
量

家畜系バ
イオマス利
用可能量
計

食品製造業
の製品出荷
額

有機性汚泥
利用可能量

動植物性残
渣利用可能
量

食品残渣計
利用可能量

単位 人 km2 ％ ha t／年 t／年 t／年 万円 t／年 ha t/年 t/年 頭 t/年 頭 t/年 頭 t/年 万円 ｔ/年 ｔ/年 ｔ/年

出典・推計方法 ＊１ ＊１ ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7 ＊8 ＊9 ＊10 ＊11 ＊12 ＊4 ＊13 ＊4 ＊14 ＊4 ＊15 ＊16 ＊13 ＊17 ＊18 ＊19
66 赤磐市 45,470 209 ○ 7.5% 1,227 366 277 643 54,240 148 13,127 5,602 6,400 105 94 0 0 0 0 94 322,173 429 110 538
67 真庭市 54,150 828 ○ 8.1% 1,901 568 429 997 73,995 201 65,551 27,976 31,960 5,301 4,758 2,105 1,172 924 511 6,441 439,515 585 150 735
68 美作市 33,989 429 ○ 8.2% 1,188 355 268 623 54,815 149 32,937 14,057 16,059 487 437 1,367 761 0 0 1,198 325,593 433 111 544
69 建部町 6,897 90 ○ 9.5% 299 89 67 157 3,497 10 6,439 2,748 3,139 711 638 162 90 - - 728 20,771 28 7 35
70 瀬戸町 14,896 42 ○ 5.7% 290 87 65 152 113,067 308 2,357 1,006 1,149 X X 312 174 - - 174 671,595 894 229 1,123
71 佐伯町 4,102 60 ○ 7.6% 204 61 46 107 8,505 23 4,426 1,889 2,158 - - X X X X 0 50,520 67 17 84
72 和気町 12,564 84 ○ 4.6% 221 66 50 116 18,663 51 6,364 2,716 3,103 77 69 5,166 2,875 - - 2,945 110,856 148 38 185
73 早島町 12,038 8 × 0.0 119 36 27 62 5,163 14 119 51 58 - - - - - - 0 30,666 41 10 51
74 船穂町 468,510（倉敷市に合併） 354.34（倉敷市に× 0.2 65 19 15 34 25,484 69 100 43 49 - - - - - - 0 151,372 202 52 253
75 金光町 12,570 21 × 0.2 101 30 23 53 10,631 29 823 351 401 - - - - - - 0 63,147 84 21 106
76 鴨方町 19,165 36 ○ 14.0% 77 23 17 40 24,342 66 1,856 792 905 108 97 X X - - 97 144,589 192 49 242
77 寄島町 6,670 9 ○ 31.8% 2 1 0 1 4,118 11 258 110 126 - - - - - - 0 24,457 33 8 41
78 里庄町 11,047 12 × 0.2 25 7 6 13 300,008 817 388 166 189 121 109 - - - - 109 1,781,984 2,372 606 2,978
79 矢掛町 16,297 91 ○ 10.3% 473 141 107 248 46,215 126 5,812 2,480 2,834 312 280 123 68 - - 348 274,508 365 93 459
80 真備町 468,510（倉敷市に合併） 354.34（倉敷市に○ 9.1% 391 117 88 205 16,004 44 1,875 800 914 X X - - - - 0 95,059 127 32 159
81 新庄村 1,109 67 ○ 6.2% 82 24 18 43 380 1 6,064 2,588 2,957 187 168 171 95 - - 263 2,259 3 1 4
82 鏡野町 14,943 420 ○ 5.3% 912 272 206 478 12,318 34 36,751 15,684 17,918 174 156 771 429 0 0 585 73,168 97 25 122
83 勝央町 11,549 54 ○ 5.0% 543 162 122 285 114,668 312 2,310 986 1,126 1,869 1,677 947 527 - - 2,205 681,103 907 232 1,138
84 奈義町 6,693 70 ○ 2.0% 411 123 93 215 24,952 68 4,428 1,890 2,159 1,585 1,423 1,022 569 1,830 1,013 3,004 148,209 197 50 248
85 西粟倉村 1,704 58 ○ 4.4% 49 15 11 26 424 1 5,491 2,343 2,677 X X - - - - 0 2,521 3 1 4
86 久米南町 5,982 79 ○ 12.6% 451 135 102 236 4,303 12 5,168 2,206 2,520 125 112 688 383 - - 495 25,558 34 9 43
87 美咲町 17,475 232 ○ 12.3% 851 254 192 446 24,254 66 16,098 6,870 7,849 905 812 438 244 0 0 1,056 144,063 192 49 241
88 吉備中央町 14,294 269 ○ 10.6% 1,085 324 245 569 25,079 68 18,724 7,991 9,129 1,365 1,225 1,567 872 0 0 2,097 148,967 198 51 249
89 広島県 2,868,251 8,478 21,235 6,794 5,130 11,925 5,067,487 65,711 623,010 82,827 197,615 10,995 10,375 16,187 13,730 7,002 2,352 26,457 45,004,385 59,908 15,313 75,221
90 広島市 1,135,647 905 ○ 14.5% 592 189 143 332 380,111 4,929 61,225 8,574 20,455 821 775 278 236 0 0 1,011 18,570,299 24,720 6,319 31,039
91 呉市 254,348 353 ○ 24.0% 227 73 55 127 0 0 19,600 2,745 6,548 0 0 91 77 0 0 77 2,305,546 3,069 784 3,854
92 竹原市 31,494 118 ○ 25.1% 168 54 41 94 433,075 5,616 8,069 1,130 2,696 X X 310 263 - - 263 1,378,577 1,835 469 2,304
93 三原市 104,434 471 ○ 9.2% 2,203 705 532 1,237 82,818 1,074 31,451 4,404 10,508 398 376 1,078 914 0 0 1,290 1,834,985 2,443 624 3,067
94 尾道市 116,818 212 ○ 23.9% 309 99 75 174 17,686 229 11,841 1,658 3,956 0 0 68 58 0 0 58 2,617,463 3,484 891 4,375
95 因島市 27,730 40 ○ 25.2% - 0 0 0 X X 1,264 177 422 33 31 X X - - 31 307,537 409 105 514
96 福山市 420,492 461 ○ 15.3% 486 156 117 273 2,299,690 29,820 23,650 3,312 7,902 526 496 758 643 0 0 1,139 8,324,347 11,081 2,832 13,913
97 府中市 46,690 196 ○ 15.1% 324 104 78 182 983,782 12,757 14,715 2,061 4,916 512 483 532 451 0 0 934 195,745 261 67 327
98 三次市 60,603 778 ○ 6.4% 2,998 959 724 1,684 16,599 215 59,032 8,266 19,723 1,388 1,310 2,552 2,165 0 0 3,474 710,673 946 242 1,188
99 庄原市 44,151 1,247 ○ 4.5% 3,431 1,098 829 1,927 108,473 1,407 105,387 14,758 35,210 2,065 1,949 4,559 3,867 6,357 2,135 7,951 319,961 426 109 535
100 大竹市 30,289 78 ○ 11.3% 35 11 8 20 45,762 593 5,810 814 1,941 - - - - - - 0 330,077 439 112 552
101 東広島市 174,205 635 ○ 7.5% 3,425 1,096 827 1,923 171,999 2,230 39,944 5,594 13,345 1,021 963 656 556 0 0 1,520 2,121,659 2,824 722 3,546
102 廿日市市 89,051 388 ○ 11.1% 232 74 56 130 0 0 41,792 5,852 13,963 485 458 0 0 0 0 458 177,629 236 60 297
103 安芸高田市 33,923 538 ○ 5.1% 2,031 650 491 1,141 0 0 42,488 5,950 14,195 1,221 1,152 1,460 1,238 0 0 2,391 261,258 348 89 437
104 江田島市 30,211 101 ○ 33.9% 9 3 2 5 0 0 5,243 734 1,752 75 71 199 169 0 0 240 144,231 192 49 241
105 府中町 50,220 10 × 0.1 X 0 0 0 0 0 435 61 145 - - - - - - 0 79,180 105 27 132
106 海田町 28,543 14 × 0.1 6 2 1 3 0 0 653 91 218 X X X X - - 0 1,508,175 2,008 513 2,521
107 熊野町 26,055 34 × 0.2 51 16 12 29 329,658 4,275 2,134 299 713 - - X X - - 0 X X X X
108 坂町 12,379 16 × 0.4 - 0 0 0 0 0 764 107 255 - - - - - - 0 342,205 456 116 572
109 大野町 26,959 71 ○ 10.4% 5 2 1 3 37,258 483 5,697 798 1,903 - - - - - - 0 1,733,136 2,307 590 2,897
110 宮島町 2,038 30 ○ 20.0% - 0 0 0 X X 2,877 403 961 - - - - - - 0 145,688 194 50 244
111 安芸太田町 8,662 342 ○ 12.0% 145 46 35 81 0 0 30,179 4,226 10,083 71 67 189 160 0 0 227 0 0 0 0
112 北広島町 21,278 646 ○ 3.9% 1,768 566 427 993 0 0 53,592 7,505 17,905 1,624 1,532 838 711 0 0 2,243 1,358,334 1,808 462 2,270
113 瀬戸田町 9,442 33 ○ 7.1% - 0 0 0 0 0 1,231 172 411 - - - - - - 0 X X X X
114 大崎上島町 9,460 43 ○ 26.7% 17 5 4 10 0 0 1,465 205 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 世羅町 19,657 278 ○ 5.3% 1,780 570 430 1,000 102,204 1,325 19,146 2,681 6,397 355 335 1,179 1,000 0 0 1,335 140,393 187 48 235
116 神辺町 41,157 57 ○ 11.8% 276 88 67 155 58,372 757 2,598 364 868 X X 17 14 - - 14 54,343 72 18 91
117 神石高原町 12,315 382 ○ 16.6% 717 229 173 403 0 0 30,728 4,303 10,266 400 377 1,423 1,207 645 217 1,801 42,944 57 15 72
118 山口県 1,504,917 6,111 21,128 5,971 4,509 10,480 4,449,492 9,245 432,890 100,634 109,211 3,892 3,890 14,845 8,936 8,605 2,107 14,932 19,352,759 25,762 6,585 32,346
119 下関市 291,500 716 ○ 4.7% 3,708 1,048 791 1,839 212,003 440 47,220 17,393 18,875 1,911 1,910 3,467 2,087 0 0 3,997 8,243,472 10,973 2,805 13,778
120 宇部市 177,409 288 ○ 9.2% 1,265 358 270 627 174,821 363 14,823 5,460 5,925 172 172 277 167 0 0 339 738,603 983 251 1,235
121 山口市 187,031 730 ○ 3.3% 2,508 709 535 1,244 516,598 1,073 22,984 8,466 9,187 381 381 365 220 264 65 665 920,636 1,226 313 1,539
122 萩市 59,702 699 ○ 6.8% 1,884 532 402 934 40,553 84 55,922 20,598 22,354 74 74 1,540 927 0 0 1,001 828,230 1,103 282 1,384
123 防府市 118,613 189 ○ 6.1% 1,134 320 242 562 111,393 231 9,616 3,542 3,844 264 264 1,182 711 X X 975 1,666,255 2,218 567 2,785
124 下松市 54,903 89 ○ 17.5% 135 38 29 67 x X 5,419 1,996 2,166 - - 20 12 - - 12 9,561 13 3 16
125 岩国市 105,124 221 ○ 14.2% 108 31 23 54 483,033 1,004 15,268 5,624 6,103 X X X X X X 0 618,917 824 211 1,034
126 光市 55,376 92 ○ 11.6% 334 94 71 166 0 0 4,747 1,748 1,898 0 0 180 108 0 0 108 977,873 1,302 333 1,634
127 長門市 42,211 358 ○ 4.1% 1,695 479 362 841 30,227 63 26,996 9,944 10,791 237 237 3,253 1,958 8,341 2,042 4,237 2,808,719 3,739 956 4,695
128 柳井市 36,876 140 ○ 13.8% 703 199 150 349 146,804 305 8,128 2,994 3,249 0 0 87 52 0 0 52 443,118 590 151 741
129 美祢市 18,362 228 ○ 5.6% 720 203 154 357 x X 16,381 6,034 6,548 X X 319 192 - - 192 128,154 171 44 214
130 周南市 155,119 656 ○ 12.8% 1,063 300 227 527 0 0 49,626 18,279 19,837 0 0 509 306 0 0 306 0 0 0 0
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表5.3-2　中国地域の各市町村におけるバイオマス利用可能量（3/3）

農業系バ
イオマス
（稲わら、
もみ殻）

林業系バイ
オマス

畜産系バ
イオマス

事業系バイオ
マス（食品加
工残渣）

項目 人口 面積
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耕作放棄
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稲わら利
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用可能量
計

食品製造業
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額
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動植物性残
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量

食品残渣計
利用可能量

単位 人 km2 ％ ha t／年 t／年 t／年 万円 t／年 ha t/年 t/年 頭 t/年 頭 t/年 頭 t/年 万円 ｔ/年 ｔ/年 ｔ/年

出典・推計方法 ＊１ ＊１ ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7 ＊8 ＊9 ＊10 ＊11 ＊12 ＊4 ＊13 ＊4 ＊14 ＊4 ＊15 ＊16 ＊13 ＊17 ＊18 ＊19
131 山陽小野田市 67,399 133 ○ 8.5% 634 179 135 314 0 0 6,182 2,277 2,471 114 114 35 21 0 0 135 420,158 559 143 702
132 周防大島町 22,105 138 ○ 20.6% 109 31 23 54 0 0 7,166 2,639 2,864 174 174 0 0 0 0 174 208,510 278 71 349
133 和木町 6,587 11 × 0.1 X 0 0 0 0 0 602 222 241 - - - - - - 0 0 0 0 0
134 由宇町 9,275 29 ○ 20.7% 71 20 15 35 0 0 1,814 668 725 - - X X - - 0 0 0 0 0
135 玖珂町 11,086 23 ○ 11.6% 82 23 17 41 0 0 1,349 497 539 - - 123 74 - - 74 x X X X
136 本郷村 1,341 40 ○ 12.0% 30 8 6 15 0 0 3,332 1,227 1,332 X X 51 31 - - 31 0 0 0 0
137 周東町 14,658 144 ○ 8.1% 370 105 79 184 31,876 66 11,359 4,184 4,541 - - 485 292 - - 292 227,820 303 78 381
138 錦町 3,906 210 ○ 15.6% 68 19 15 34 0 0 19,057 7,019 7,618 161 161 47 28 - - 189 67,693 90 23 113
139 美川町 1,744 76 ○ 9.7% 1 0 0 0 x X 6,960 2,564 2,782 - - X X - - 0 0 0 0 0
140 美和町 5,075 128 ○ 8.6% 134 38 29 66 0 0 10,161 3,743 4,062 X X 200 120 - - 120 x X X X
141 上関町 4,121 35 ○ 32.7% 7 2 1 3 0 0 2,153 793 861 - X X - - 0 x X X X
142 田布施町 16,710 50 ○ 20.6% 315 89 67 156 321,581 668 2,448 902 979 X X 19 11 - - 11 123,545 164 42 206
143 平生町 13,688 34 ○ 18.6% 183 52 39 91 1,757,878 3,652 1,392 513 556 - - X X - - 0 244,677 326 83 409
144 徳地町 187,031（山口市に合併） 730.23（山口市に○ 6.6% 596 168 127 296 326,147 678 25,636 9,443 10,247 150 150 623 375 - - 525 x X X X
145 秋穂町 187,031（山口市に合併） 730.23（山口市に× 0.0 290 82 62 144 0 0 880 324 352 X X 61 37 - - 37 392,746 523 134 656
146 小郡町 187,031（山口市に合併） 730.23（山口市に× 0.0 117 33 25 58 0 0 2,126 783 850 - - - - - - 0 168,157 224 57 281
147 阿知須町 187,031（山口市に合併） 730.23（山口市に× 0.1 217 61 46 108 x X 777 286 311 - - 452 272 - - 272 75,426 100 26 126
148 美東町 6,072 129 ○ 1.9% 529 150 113 262 296,578 616 10,041 3,698 4,014 X X 169 102 - - 102 x X X X
149 秋芳町 6,329 115 ○ 2.0% 646 183 138 320 x X 7,774 2,863 3,107 37 37 180 108 - - 145 x X X X
150 阿武町 4,324 116 ○ 4.8% 315 89 67 156 0 0 9,763 3,596 3,903 X X 36 22 - - 22 x X X X
151 阿東町 8,271 293 ○ 1.7% 1,157 327 247 574 x X 24,788 9,130 9,908 217 217 1,165 701 - - 918 40,489 54 14 68

（出典・推計方法） ＊1 平成17年度　全国市町村要覧　（市町村自治研究会）
＊2 遊休農地対策データベース　http://www.nca.or.jp/Nochi/yukyu-db/Yuukyu/
＊3 農林業センサス2000（農業編）　耕作放棄地面積÷（耕作放棄地面積＋経営耕地面積）
＊4 農林業センサス2000（農業編）　
＊5 ｢中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査報告書｣（平成15年3月）の稲わら利用可能量を水稲作付面積で按分
＊6 ｢中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査報告書｣（平成15年3月）のもみがら利用可能量を水稲作付面積で按分
＊7 各市町村の稲わら、もみがらの利用可能量の合計
＊8 H15　工業統計（市区町村編）
＊9 ｢中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査報告書｣（平成15年3月）の製材くず利用可能量を木材・木製品出荷額で按分
＊6 ｢中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査報告書｣（平成15年3月）の乳用牛ふん尿利用可能量を乳用牛飼養頭数で按分
＊8 ｢中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査報告書｣（平成15年3月）の肉用牛ふん尿利用可能量を肉用牛飼養頭数で按分
＊9 ｢中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査報告書｣（平成15年3月）の製材くず利用可能量を木材・木製品出荷額で按分
＊10 農林業センサス2000（林業編）　
＊11 ｢中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査報告書｣（平成15年3月）の間伐材利用可能量を木材・木製品出荷額で按分
＊12 ｢中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査報告書｣（平成15年3月）の林地残材利用可能量を木材・木製品出荷額で按分
＊13 ｢中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査報告書｣（平成15年3月）の乳用牛ふん尿利用可能量を乳用牛飼養頭数で按分
＊14 ｢中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査報告書｣（平成15年3月）の肉用牛ふん尿利用可能量を肉用牛飼養頭数で按分
＊15 ｢中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査報告書｣（平成15年3月）の豚ふん尿利用可能量を豚飼養頭数で按分
＊16 各市町村の乳用牛、肉用牛、豚のふん尿利用可能量の合計
＊14  『平成16年度廃棄物の効率的な循環処理技術等に関する調査研究』　平成17年3月（社）日本産業機械工業会  食品製造業の出荷額（万円）×（有機性汚泥発生量原単位 3.99347E-6千ｔ/万円＋動植物性残渣発生量原単位 3.40252E-7千ｔ/万円）
＊15  『平成16年度廃棄物の効率的な循環処理技術等に関する調査研究』　平成17年3月（社）日本産業機械工業会
＊16 ｢中国地域におけるバイオマス産業による経済活性化の効果に関する調査報告書｣（平成15年3月）の稲わら賦存量を水稲作付面積で按分
＊17 各市町村の有機性汚泥発生量×（（1-0.95）／(1-0.85)）
＊18 動植物性残渣の発生量と同量
＊19 有機製汚泥利用可能量と動植物性汚泥利用可能量の合計
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（２）利活用するバイオマス資源の選定 

表 5.3-2 で整理したバイオマスについて、農作物工場に併設するエネルギー供給設備の原料と

しての利用可能性を検討した。 

 

① 農業系バイオマス 

稲わら、もみ殻などの農業系バイオマスは、低密度で発生するためまとまった量を効率的に収

集することが難しいと言われていることから、今回のＦＳでは利用対象外とした。 

 

② 林業系バイオマス 

〇間伐材 

 第２章で示した中山間地域の現状に関するアンケートによると、林地荒廃は深刻な状況にあり、

定期的に間伐するニーズがある。また、間伐材の利活用方策を模索している自治体が見られ、独

自の補助金を設けているところもある。間伐材の集材にはコストがかかるが、間伐のニーズが高

いことから、ある地域で間伐したものを利用するモデル設定を行うこととした。 

 

〇林地残材 

 林地荒廃が進んでおり、林地が整備されていないところでは林地残材はあまり発生しない。ま

た、現状で発生している林地残材は、各市町村内の広範囲にわたって低密度で発生すると考えら

れる。このため、ＦＳでは利用対象外とした。 

 

〇製材廃棄物 

製材廃棄物については、製材工場等から比較的まとまった量が発生し、比較的収集しやすいと

考えられるため、今回のビジネスモデルにおいて収集・利活用する対象とした。 

 

③ 家畜系バイオマス 

ＦＳでは、農作物工場の隣にバイオマス利活用施設を整備し、市町村内で発生するバイオマス

を農作物工場まで運搬することを想定している。家畜排せつ物を農作物工場の近くまで運ぶこと

は、臭い等の問題から生産物に対する風評被害が懸念されるため、家畜排せつ物の利活用は対象

外とした。 

 

④ 食品加工残渣 

 食品加工残渣は、製材廃棄物と同様に、食品工場という特定の場所から比較的まとまった量が

発生するため、比較的収集しやすいと考えられることから、今回のビジネスモデルにおいて、収

集・有効活用する対象とした。 

 

以上より、農作物工場に併設するエネルギー供給設備では、食品加工残渣と、林業系バイオマ

ス（間伐材、製材廃棄物）を原料として受入れる想定を行うこととした。 
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５.３.２ エネルギー供給設備の設定 

 

エネルギー供給設備の種類として、以下の通り設定した。 

 

（１）食品加工残渣受入れ 

 食品加工残渣を受入れる場合はウェット系バイオマスが主体となる。ウェット系バイオマスを

原料として熱エネルギー・電力等が得ることができる設備として、実際の事例をもとにメタン発

酵発電施設を設置することとし、これをビジネスモデル Aとした。 

 

（２）林業系バイオマス受入れ 

間伐材や製材廃棄物などの林業系バイオマスを受入れる場合は、ドライ系バイオマスが主体と

なる。ドライ系バイオマスを原料として熱エネルギー・電力等が得ることができる設備として、

実際の事例をもとに直接燃焼発電施設を設置することとし、これをビジネスモデルＢとした。 
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５.４ ビジネスモデルＡ（食品加工残渣受入れ）のフィージビリティスタディ 

 

５.４.１ ビジネスモデルＡのモデル地域の設定方針 

  

モデル地域の設定について、以下のように行った。 

① 表 5.3-2 をもとに、市町村内で利用可能なバイオマスのうち、主なバイオマスが食品加

工残渣の自治体を抽出 

② ①で選んだ自治体における食品工場の位置について、中国地域の製造業の住所データか

ら把握 

③ ②で把握した食品工場の食品加工残渣の利用可能量について、市町村全体での利用可能

量を各工場の売上高で按分して推計 

④ 食品工場から 10km 以内（近隣の市町村も含む）に、分譲可能な工業団地があるかどうか

を把握 

⑤ 立地場所によるパターン分け 

・ ④で工業団地が無い場合は、食品工場の近隣の遊休地にメタン発酵設備併設の農作物工場

を造成し食品加工残渣を受入れるとし、これをビジネスモデル A－1とした。 

・ ④で工業団地がある場合は、その工業団地にメタン発酵設備併設の農作物工場を造成し、

10km 以内にある食品工場から食品化加工残渣を運搬して受入れるとし、これをビジネスモ

デル A-2 とした。 

 

以上より、ビジネスモデル A については、立地場所によってビジネスモデル A-1（食品加工残

渣受入れ―遊休地利用モデル）と、ビジネスモデル A-2（食品加工残渣受入れ―工業団地利用モ

デル）に分けて、以降のフィージビリティスタディを行った。 
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５.４.２ ビジネスモデルＡ-１（食品加工残渣受入れー遊休地利用モデル）のＦＳ 

 

（１）モデル地域選定 

 5.4.1 で述べた方法により、中国地域の各市町村からモデル地域を選定した。ただし、モデル

A-1 は遊休地を利用するため、モデル地域内に遊休地があることが前提となる。そこで、耕作放

棄地率が中国地域平均 10.9％以上の自治体、もしくは、中国地域の中山間地域を対象としたアン

ケート（２章参照）で遊休地が増加していると回答した自治体を抽出し、表 5.4-1 の通り抽出し

た。 

 このうち、食品残渣受入れ可能量の多い A市をモデル地域とした。 

 

表 5.4-１ A-1 のモデル地域選定 

 

 

 

 

 

 

（２）モデルＡ-1 のイメージ 

 ビジネスモデル A-1 のイメージを以下に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 食品工場近隣の遊休地に農作物工場を造成 

＊ 農作物工場に隣接してメタン発酵発電設備を設置し、農作物工場からの廃棄農作物、近

隣食品工場等から出される食品加工残渣を受入れ 

＊ 得られる電力・熱エネルギー・CO2を農作物工場で有効利用 

 

図 5.4-1 モデルＡ-1（食品加工残渣受入れ－遊休地利用モデル）のイメージ 

 

メタン発酵発電設備

農作物工場

食品工場 

食品工場

遊休地を利用

電力・熱エネルギー・CO2利用

食品加工残渣 1,579t／年

廃棄農作物

156t／年

◎ A市 68,000 100 1,579
B市 254,000 350 1,012
C町 2,000 30 244
D町 22,000 140 349

食品残渣受入量（ｔ/年）
モデル
地域 人口（人） 面積（km2）
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（３）施設仕様 

 モデル A-1 におけるメタン発酵発電施設の仕様について、以下に示した。 

原料については、廃棄農作物 156ｔ／年（含水率 85％）、有機性汚泥食品残渣 1,258t／年（含水

率 75％）、動植物性食品残渣 321ｔ／年（含水率 82％）を受入れ、メタン発酵槽投入前にメタン

発酵に適当な含水率 90％まで希釈を行い、2,998ｔ／年（含水率 90％）の汚泥を投入する。 

メタン発酵処理設備の処理能力は、 

年間処理量 2,998ｔ／年 ÷ 平均稼動日数 300 日 ÷ 0.9 ＝ 11ｔ／日 

とした。 

また発電機は 20kw の出力のマイクロガスタービンを設置することとした。 

 

表 5.4-2 モデル A-1 のメタン発酵発電施設仕様 

 

 

 

 

 

 

 

（４）物質収支 

 モデル A-1 のメタン発酵発電設備における物質収支およびマテリアルフローについて、以下に

示した。 

 

＜消化＞ 

 消化率は、既存文献の食品残渣のメタン発酵における消化率をもとに 85.0％とした。 

また、消化ガスの発生量原単位は、既存文献をもとに、350 ㎥／ガス化ｔ・VTS とし、得られ

る消化ガス量は以下のように推計した。 

 消化ガス量 ＝ 消化ガス発生量原単位 × 消化量 

       ＝ 350 ㎥／ガス化ｔ・VTS × 253 T・VTS／年 

       ＝ 75,350 ㎥／年 

 

＜消化ガス発電＞ 

 発電効率は既存文献をもとに 30％とし、残りについては、副次的発生熱量の割合 50％、ロス

の割合 20％とした。 

 

＜消化ガス等の利用＞ 

 消化ガス発電で得られた電力、熱エネルギー、CO2は、農作物工場で利用する。利用可能な電

力量と熱量は以下の通り推計した。 

 

 

項目 値 単位 備考
原料(廃棄農作物） 156 t/年
原料(食品残渣-有機性汚泥） 1,258 t/年 含水率85％
原料（食品残渣-動植物性残渣） 321 t/年 含水率75％
原料計 1,735 t/年 含水率82％
メタン発酵槽　投入汚泥量 2,998 t/年 含水率90％
メタン発酵処理設備　処理能力 11 t/日
発電機 出力 20 kw
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 利用可能電力量 ＝ 発電量 

         ＝ 利用可能ガス量 × 消化ガス発熱量 × 発電効率 ÷ 変換係数 

         ＝ 75,350 ㎥／年 × 5,500kwh／kcal × 30％ ÷ 860kcal／kwh 

                  ＝ 145 千 kwh／年 

   

 利用可能熱量  ＝ 発生熱量 × 副次的発生熱量の割合 

         ＝ 414,425Mcal／年 × 50％ 

         ＝ 207,213 Mcal／年 

 

さらに、発電では、メタンガスを利用して発電する過程で CO2が発生する。 

CH4 ＋ ２O2 → CO2 ＋ ２H2O 

この CO2についても農作物工場で有効利用することとした。 

利用可能 CO2量 ＝ メタンガス発生量 ÷ １mol あたりの容積 × CO2分子量 

        ＝ 75,350 ㎥／年 ÷ 22.4L／mol × 44g／mol 

                ＝ 148 ｔ／年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4-2 モデル A-1（食品工場残渣受入れ－遊休地利用モデル）おけるマテリアルフロー 

破砕機

脱水汚泥

原料

水 水分調整槽

排水処理設備

ガスホルダー 発電設備

脱水機消化槽 委託処理

下水放流

水分　140（90％）
ＶＳ　 13
灰分　 2

廃棄農作物156

水分1,295（82％）
ＶＳ　240
灰分　 44

食品加工残さ1,579

水分　338（80％）
ＶＳ　 38
灰分　 47

脱水汚泥423

水分　2,698（90％）
ＶＳ　 253
灰分　 47

投入汚泥2,998

水分　2,698（97％）
ＶＳ　 38
灰分　 47

投入汚泥2,783

消化率85％

消化VS量215

含水率80％まで脱水

排水2,360

発電効率30％

発電利用ガス
75,350m3／年

（414,425Mcal／年）
・植物工場への使用可能電力量　145千kwh／年
・植物工場への使用可能熱量　 162,103Mcal／年
・消化槽加温に利用する熱量　 45,110Mcal／年

30％電気　植物工場利用
50％熱　　一部消化槽加温に利用

　　　　　残り植物工場に利用
20％ロス

含水率90％に調整

（単位：t／年）
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表 5.4-3 モデル A-1 メタン発酵発電施設 物質収支 

 

 

 

 

単位 廃棄農作物 食品加工残渣 合計 備考
原料 原料の量 ｔ/年 156 1,579 1,735

原料の含水率 ％ 90.0 82.0 82.7 出典：　*1
VS率 ％ 84.5 84.5 84.5 出典：　*1
水分 ｔ/年 140 1,295 1,435
固形物量（SS） T・ｄｓ/年 16 284 300
　VS量 T・VTS/年 13 240 253
　灰分 ｔ/年 2 44 47
投入汚泥量 ｔ/年 2,998
投入汚泥の含水率（希釈後） ％ 90.0
水分 ｔ/年 2,698
固形物量（SS） T・ｄｓ/年 300
　VS量 T・VTS/年 253
　灰分 ｔ/年 47

消化 消化日数（モデル） 日 20
消化率（モデル） VTSに対して 85.0% 出典：　*1
消化量 T・VTS/年 215

消化汚泥消化汚泥量 t/年 2,783
含水率 ％ 97.0%
VS ％ 44.9%
水分 ｔ/年 2,698
固形物量（SS） T・ｄｓ/年 85
　VS量 T・VTS/年 38
　灰分 ｔ/年 47

消化ガス
発生量原単位

m3/ガス化
ｔ・VTS 350 出典：　*1

消化ガス量 m3/年 75,350
脱水汚泥脱水汚泥量 t/年 423

含水率 ％ 80.0% 出典：　*2
VS ％ 44.9%
水分 ｔ/年 338
固形物量（SS） T・ｄｓ/年 85
　VS量 T・VTS/年 38
　灰分 ｔ/年 47

排水 排水量 m3/年 2,360
発電利用可能ガス量 m3/年 75,350
発生熱量 Mcal/年 414,425
発電効率 ％ 30.0%

発電量 千ｋｗｈ/年 145

算出方法：利用可能ガス量×
発熱量5,500kwh/kcal
×発電効率30％÷変換係数
860kcal/kwh

副次発生熱量 Mcal/年 207,213 算出方法：発生熱量×50％
熱ロス量 Mcal/年 82,885 算出方法：発生熱量×20％

CO2発生量 t/年 148
メタンガス発生量（m3/年）÷
22.4（Ｌ/mol）×44ｇ/mol

消化槽加温に必要な熱量 Mcal/年 45,110
算出方法：　投入量×上昇温
度×（1＋0.3）

加温温度 度 35
投入温度 度 15
放散熱量 ％ 30
投入量 t/年 1,735

植物工場へ供給可能な電力量 千ｋｗｈ/年 145
植物工場へ供給可能な熱量 Mcal/年 162,103

（出典） *1 『平成15年度廃棄物の効率的な循環処理技術等に関する調査研究』　平成16年3月（社）日本産業機械工業会
*2 『平成16年度廃棄物の効率的な循環処理技術等に関する調査研究』　平成17年3月（社）日本産業機械工業会

消化ガス
利用

投入汚泥

消化ガス
発電

項目
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（５）事業収支 

モデル A-1 について、表 5.4-4 に示したインプットデータを用いて事業収支を推計した。 

 

表 5.4-4 モデル A-1 メタン発酵発電施設の収支計算インプットデータ 

 

 

 

値 単位 出典
メタン発
酵発電設
備

建設費（発電設備・排水設
備含む）

神戸市生ごみ処理プラント
建設費4.8億円（計画処理量
6ｔ/日）より設定

出典1　神戸市生ごみ
処理プラントの建設費
より設定

薬品費（脱硫剤、脱水用ポ
リマー、その他）単価 23,090 千円/年

出典3　処理量16,785ｔ
/年のランニングコスト

発電機メンテナンス単価
3,430 千円/年

出典3　処理量16,785ｔ
/年のランニングコスト

発電設備点検費用単価
5 円/kW･h

メーカーヒアリングより
設定

その他メンテナンス単価
4,340 千円/年

出典3　処理量16,785ｔ
/年のランニングコスト

消耗品単価
300 千円/年

出典3　処理量16,785ｔ
/年のランニングコスト

その他単価
3,020 千円/年

出典3　処理量16,785ｔ
/年のランニングコスト

脱水汚泥処理委託単価
13,890 円/t

出典4

メタン発酵・発電施設償却
年数 15 年

出典2

補助金 施設建設補助金 メタン発酵発電施設建設費
の1/2補助

農林水産省　補助金

効果 農作物残渣　委託処理費
削減単価 15,000 円/ｔ

出典8　野菜くずの処
理単価より設定

食品加工残渣受入れ収入
単価 16,000 円/ｔ

出典5

灯油使用　削減単価

7.2 円/Mcal

出典7　灯油単位発熱
量8.8Mcal/L
出典9　灯油料金
1146円/18L　より計算

電力使用　削減単価

10 円/kWh

中国電力の高圧Aの
電力単価を参考に設
定

炭酸ガス使用　削減単価

26.2 千円/ｔ

出典6　炭酸ガス出荷
販売量、販売金額より
計算

出典1： 「バイオマスエネルギー導入ガイドブック」　NEDO　2002
出典2： ｢平成15年度廃棄物の効率的な循環処理技術等に関する調査研究』｣平成17年3月

（社）日本産業機械工業会
出典3： 京都府八木町エコロジーセンターにおける2001年度ランニングコスト

「バイオマスエネルギ導入ガイドブック」NEDO　2002
出典4： ｢平成9年度　食品工場廃水汚泥リサイクル対策事業　調査報告書｣

財団法人クリーンジャパンセンター
出典5： 「福岡県中部地域の食品関連産業等新規産業立地に係る環境調査業務」平成17年3月

九州経済産業局
出典6： 「平成15年　工業統計表　市区町村編」　経済産業省
出典7： 「事業者からの温室効果ガス排出量策定方法ガイドライン」（H15.7）環境省地球環境局
出典8： 産業廃棄物処理業者　株式会社リサイクルワン　ウェブサイト　取引価格表
出典9： 石油情報センター　　2005/3　中国局灯油料金
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〇費用（イニシャルコスト） 

＜メタン発酵施設建設費＞ 

 「バイオマスエネルギー導入ガイドブック NEDO 2002」によると、神戸市生ごみ処理プラント

の建設費（発電設備、排水設備を含む、計画処理量 6ｔ／日）が 4.8 億円とされている。この事

例をもとに、モデル A-1 の計画処理量 11ｔ／日の設備の建設費を以下の通り推計した。 

 

 メタン発酵施設（発電、排水設備含む）建設費 ＝ ４.８億円 ×（11ｔ／6ｔ）0.6 (※) 

                       ＝ 690,536 千円 

(※) 設備投資は生産量の 0.6 乗に比例するという 0.6 乗則を利用（参考：環境調査方触媒技

術研究開発事後評価報告書 H15.3 NEDO 技術評価委員会） 

 

 

〇費用（ランニングコスト） 

＜運搬費＞ 

 モデル A-1 では、隣接する食品工場から食品加工残渣を受入れるため、運搬費 0円とした。 

 

＜メタン発酵維持費＞ 

 メタン発酵設備の維持費について、 「バイオマスエネルギー導入ガイドブック NEDO 2002」

によると以下のような事例が紹介されている。 

 

表 5.4-5 京都府八木町エコロジーセンターにおける 2001 年度ランニングコスト 

項目 金額（千円／年） 

薬品費 23,090

脱硫剤 1,847

脱水用ポリマー 7,389

メタノール 9,236

 

その他薬品費 4,618

発電機メンテナンス代 3,430

その他メンテナンス代 4,340

消耗品費 300

その他 3,020

出典：バイオマスエネルギー導入ガイドブック NEDO 2002 

  

この事例をもとに、1ｔ／年あたりの処理単価を算出し、メタン発酵設備維持に係る各費目を推

計した。 

 

＜脱水汚泥処理委託費＞ 

 脱水汚泥の処理を委託すると仮定し、委託処理費を以下のように推計した。なお、委託単価に
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ついては、「平成 9年度食品工場排水汚泥リサイクル対策事業 調査報告書 財団法人クリーンジ

ャパンセンター」の脱水汚泥単価 13,890 円／ｔという値を用いた。 

  

 脱水汚泥処理委託費 ＝ 脱水汚泥処理委託単価 × 脱水汚泥量 

           ＝ 13,890 円／ｔ × 423ｔ／年 

           ＝ 5,871 千円／年 

 

〇効果 

＜農作物残渣の処理委託費削減効果＞ 

 農作物工場単独の事業では、農作物工場から発生する農作物残渣を委託処理等で処理する必要

がある。農作物工場にメタン発酵発電設備を併設することで、処理委託していた農作物残渣を自

分の施設で処理することができ、委託費用を削減することができる。 

  

 農作物残渣の処理委託費削減効果 ＝ 委託処理単価（※） × 農作物残渣量 

                 ＝ 15,000 円／ｔ × 156ｔ／年 

                 ＝ 2,340 千円／年 

 （※）産業廃棄物処理業者 株式会社リサイクルワンウェブサイト 野菜くずの取引価格から

設定 

 

＜発電による電力削減効果＞ 

 農作物工場単体の事業では購入していた電力の一部を発電で得た電力で賄うことができる。そ

の効果を以下のように推計した。 

  

 発電による電力削減効果 ＝ 電力単価（※） × 農作物工場で利用可能な発電量 

                          ＝ 10 円／ｋWh × 145 千ｋWh／年 

             ＝ 1,446 千円／年 

 

 （※）中国電力の高圧 Aの電力単価を参考に設定 

 

＜発電による熱量削減効果＞ 

 農作物工場単体の事業では灯油を購入して得ていた熱エネルギーの一部を発電の副次的発生熱

で賄うことができる。その効果を以下のように推計した。 

  

 発電による熱量削減効果 ＝ 灯油単価（※） × 農作物工場で利用可能な熱量 

                          ＝ 7.2 円／Mcal × 162,103 Mcal 

             ＝ 1,167 千円／年 

 

 （※）灯油料金（1,146 円／18L）、灯油単位発熱量（8.8Mcal／L）より設定 

    灯油料金は「石油情報センター 2005／3 の中国局灯油料金」、灯油単位発熱量は「事業
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者からの温室効果ガス排出量策定方法ガイドライン（H15.7）環境省地球環境局」を参考

にした。 

 

＜発電による炭酸ガス供給効果＞ 

 農作物工場単体の事業では購入していた CO2の一部を発電で発生する CO2で賄うことができる。

発電の過程では、148ｔ／年の CO2が得られるが、農作物工場での使用量は 137ｔ／年のため、100％

を賄う想定でその効果を推計した。 

 

 発電による炭酸ガス削減効果 ＝ 炭酸ガス単価（※） × 農作物工場に供給可能な炭酸ガ

ス 

                            ＝ 26.2 千円／ｔ × 137ｔ／年 

               ＝ 3,600 千円／年 

 

＜食品ごみ受入れ収入＞ 

 メタン発酵発電施設では、食品加工残渣を食品工場から受入れるので、受入れ収入が得られる。

その効果を以下のように推計した。 

 

 食品加工残渣受入れ収入 ＝ 食品加工残渣受入れ単価（※）×受入れる食品加工残渣量 

                          ＝ 16,000 円／ｔ × 1,579ｔ／年 

             ＝ 25,264 千円／年 

 

（※）「福岡県中部地域の食品関連産業等新規産業立地に係る環境調査業務 平成 17 年 3 月 九

州経済産業局」での食品加工残渣受入れ単価を基に設定 

 

以上の推計結果をまとめて、モデル A-１の事業収支として表 5.4-6 に示した。 



 

 

5
.3
5

 

表 5.4-6 モデル A-1 メタン発酵発電施設の事業収支 

モデルA-1
処理能力：11t/日 単位 算出式
実処理量：2,998t/年（10ｔ/日）

●費用

メタン発酵設備

1
メタン発酵施設建設費
（発電設備、排水設備含む） 690,536 千円

6t/日のプラントの建設費480,000千円　×　(11ｔ/6ｔ)
0.6 ※

（※　設備投資は生産量の0.6乗に比例するという、0.6乗の法則を利用）

補助金 2 農林水産省補助金 -345,268 千円 建設費の1/2
　イニシャルコスト合計 345,268 千円

運搬
3 運搬費 0 千円/年

食品加工残渣運搬単価（11.3円/（km･t）と仮定）×運搬距離（km）
×食品加工残渣運搬量（ｔ）

メタン発酵 4 薬品費（脱硫剤、脱水用ポリマー、その他） 4,124 千円/年 薬品単価×処理量
5 発電機メンテナンス代 613 千円/年 発電機メンテナンス単価×処理量
6 発電設備の点検費用 800 千円/年 単価（5円/kW･h）×発電機出力（kw）×年間稼働時間（8,000h/年）
7 その他メンテナンス代 775 千円/年 その他メンテナンス単価×処理量
8 消耗品費 54 千円/年 消耗品単価×処理量
9 その他 539 千円/年 その他処理単価×処理量
10 脱水汚泥処理委託費 5,871 千円/年 汚泥委託処理単価（13,890円/ｔ）×脱水汚泥量

　ランニングコスト合計 12,776 千円/年

12 農作物残渣の処理委託費削減効果 2,340 千円/年 委託処理単価（15,000円/ｔ）×農作物残渣量（ｔ）
13 発電による電力削減効果 1,446 千円/年 電力単価（10円/kWh）×植物工場で利用可能な発電量（千kWh）
14 発電による熱量削減効果 1,167 千円/年 灯油単価（7.2円/Mcal）×植物工場で利用可能な熱量（Mcal）
15 食品ごみ受入れ収入 25,264 千円/年 食品加工残渣受入れ単価（16,000円/ｔ）×受入れる食品加工残渣量（ｔ）
16 メタン発酵による炭酸ガス供給効果 3,600 千円/年 炭酸ガス単価（26.2千円/t）×植物工場に供給可能な炭酸ガス（ｔ）

　効果合計 33,817 千円/年

●効果

イニシャルコスト

ランニングコスト
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５.４.３ ビジネスモデルＡ-２（食品加工残渣受入れ―工業団地利用モデル）のＦＳ 

 

（１）モデル地域選定 

  モデル A-2 は工業団地に立地させたメタン発酵発電設備併設の農作物工場から 10km 圏内にあ

る食品工場の加工残渣を受入れる想定のもと、5.4.1 で示した手順で、表 5.4-7 の通りモデル地

域を選定した。このうち、10km圏内からの食品残渣受入れ量の最も多い B市をモデル地域として、

以降の FS を行った。 

表 5.4-7 モデル A-2 地域選定 

 

 

 

 

 

 

 

（２）モデルＡ-2 のイメージ 

 モデル A-2 のイメージについて、以下に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 食品工場から 10km 以内に分譲可能な工業団地がある場合、工業団地に農作物工場を造成 

＊ 農作物工場に隣接してメタン発酵発電設備を造成し、廃棄農作物及び 10ｋｍ圏内で発生

する食品加工残渣を受入れ（食品工場から運搬） 

＊ 得られる電力・熱エネルギー・CO2を農作物工場で有効利用、余剰電量を売電 

図 5.4-3 モデルＡ-2（食品加工残渣受入れ－工業団地利用）のイメージ 

 

農作物工場 

   

5km   

食品工場
 

1km   

食品工場 

メタン発酵発電設備
 

電力・熱エネルギー・CO２利用 
 

廃棄農作物

156t/年 

工業団地の分譲地を利用   

0km と

設定  
 

運搬距離 2.5km

と設定 
 

 食品加工残渣 1,819t/年
 

食品加工残渣 631t/年
 

  食品加工残渣 4,382t/年
 

食品工場

運搬距離 7.5km 

と設定 

1km以内 1～5km 5～10km 10km以上
A市 150,000 130 4,591 0 1,728 1,926 936 3,654

◎ B市 469,000 350 10,833 631 1,819 4,382 4,000 6,832
C市 58,000 140 2,646 0 1,381 1,265 0 2,646
D市 67,000 210 6,566 0 1,121 5,445 0 6,566
E市 1,136,000 900 31,039 1,528 0 0 29,510 1,528
F市 117,000 210 4,375 693 0 3,682 0 4,375
G町 27,000 70 2,897 0 0 2,895 0 2,895
H市 292,000 700 13,778 1,375 15 0 12,388 1,390
I市 55,000 90 1,634 0 1,632 0 0 1,632
J市 42,000 360 4,695 0 0 1,589 3,106 1,589

食品残渣利用
可能量（t/年）

利用可能量内訳（食品工場-植物工場の距離） ⑥　食品残渣受入
量（10km圏内）

モデル
地域 人口（人） 面積（km2）
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（３）施設仕様 

モデル A-2 におけるメタン発酵発電施設の仕様について、以下に示した。 

原料については、廃棄農作物 156ｔ／年（含水率 85％）、有機性汚泥食品残渣 5,441t／年（含水

率 75％）、動植物性食品残渣 1,391ｔ／年（含水率 82％）を受入れ、メタン発酵槽投入前にメタ

ン発酵に適当な含水率 90％まで希釈を行い、12,454ｔ／年（含水率 90％）の汚泥を投入する。 

メタン発酵処理設備の処理能力は、 

年間処理量 12,454ｔ／年 ÷ 平均稼動日数 300 日 ÷ 0.9 ＝ 46ｔ／日 

とした。 

また発電機は出力 75kw のマイクロガスタービンを設置することとした。 

 

表 5.4-8 モデル A-2 のメタン発酵発電施設仕様 

 

 

 

 

 

 

 

（４）物質収支 

モデル A-2 のメタン発酵発電設備における物質収支およびマテリアルフローについて、以下に

示した。モデル A-1 と比較して投入量が多いが、消化、消化ガス発電、発電で得られる電力・熱・

CO2等は、モデル A－１と同様の方法（5.4.2（4）参照）で計算した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4-4 モデル A-2（食品工場残渣受入れ－工業団地利用モデル）マテリアルフロー 

項目 値 単位 備考

原料(廃棄農作物） 156 t/年
原料(食品残渣-有機性汚泥） 5,441 t/年 含水率85％
原料（食品残渣-動植物性残渣） 1,391 t/年 含水率75％
原料計 6,988 t/年 含水率82％
メタン発酵槽　投入汚泥量 12,454 t/年 含水率90％
メタン発酵処理設備　処理能力 46 t/日
発電機　出力 75 kw

破砕機

脱水汚泥

原料

水 水分調整槽

排水処理設備

ガスホルダー 発電設備

脱水機消化槽 委託処理

下水放流

水分　140（90％）
ＶＳ　 13
灰分　 2

廃棄農作物156

水分 5,602（82％）
ＶＳ 1,039
灰分　191

食品加工残さ6,832

水分1,405（80％）
ＶＳ　158
灰分　193

脱水汚泥1,756

水分 11,208（90％）
ＶＳ　1,052
灰分　 193

投入汚泥12,454

水分 11,208（97％）
ＶＳ 158
灰分　 193

投入汚泥11,559

消化率85％

消化VS量894

含水率80％まで脱水

排水9,804

発電効率30％

発電利用ガス
312,981m3／年

（1,721,395Mcal／年）
・植物工場への使用可能電力量　600千kwh／年
・植物工場への使用可能熱量　679,010Mcal／年
・消化槽加温に利用する熱量　181,688Mcal／年

30％電気　植物工場利用
50％熱　　一部消化槽加温に利用

　　　　　残り植物工場に利用
20％ロス

含水率90％に調整

（単位：t／年）
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表 5.4-9 モデル A-2 メタン発酵発電施設 物質収支 

 

 

単位 廃棄農作物 食品加工残さ 合計 備考
原料 原料の量 ｔ/年 156 6,832 6,988

原料の含水率 ％ 90.0 82.0 82.2 出典：　*1
VS率 ％ 84.5 84.5 84.5 出典：　*1
水分 ｔ/年 140 5,602 5,743
固形物量（SS） T・ｄｓ/年 16 1,230 1,245
　VS量 T・VTS/年 13 1,039 1,052
　灰分 ｔ/年 2 191 193
投入汚泥量 ｔ/年 12,454
投入汚泥の含水率（希釈後） ％ 90.0
水分 ｔ/年 11,208
固形物量（SS） T・ｄｓ/年 1,245
　VS量 T・VTS/年 1,052
　灰分 ｔ/年 193

消化 消化日数（モデル） 日 20
消化率（モデル） VTSに対して 85.0% 出典：　*1
消化量 T・VTS/年 894

消化汚泥消化汚泥量 t/年 11,559
含水率 ％ 97.0%
VS ％ 44.9%
水分 ｔ/年 11,208
固形物量（SS） T・ｄｓ/年 351
　VS量 T・VTS/年 158
　灰分 ｔ/年 193

消化ガス
発生量原単位

m3/ガス化
ｔ・VTS 350 出典：　*1

消化ガス量 m3/年 312,981
脱水汚泥脱水汚泥量 t/年 1,756

含水率 ％ 80.0% 出典：　*2
VS ％ 44.9%
水分 ｔ/年 1,405
固形物量（SS） T・ｄｓ/年 351
　VS量 T・VTS/年 158
　灰分 ｔ/年 193

排水 排水量 m3/年 9,804
発電利用可能ガス量 m3/年 312,981
発生熱量 Mcal/年 1,721,395
発電効率 ％ 30.0%

発電量 千ｋｗｈ/年 600

算出方法：利用可能ガス量×
発熱量5,500kwh/kcal
×発電効率30％÷変換係数
860kcal/kwh

副次発生熱量 Mcal/年 860,698 算出方法：発生熱量×50％
熱ロス量 Mcal/年 344,279 算出方法：発生熱量×20％

CO2発生量 t/年 615
メタンガス発生量（m3/年）÷
22.4（Ｌ/mol）×44ｇ/mol

消化槽加温に必要な熱量 Mcal/年 181,688
算出方法：　投入量×上昇温
度×（1＋0.3）

加温温度 度 35
投入温度 度 15
放散熱量 ％ 30
投入量 t/年 6,988

植物工場で使用可能な電力量 千ｋｗｈ/年 600
植物工場で使用可能な熱量 Mcal/年 679,010

（出典） *1 『平成15年度廃棄物の効率的な循環処理技術等に関する調査研究』　平成16年3月（社）日本産業機械工業会
*2 『平成16年度廃棄物の効率的な循環処理技術等に関する調査研究』　平成17年3月（社）日本産業機械工業会

消化ガス
利用

投入汚泥

消化ガス
発電

項目
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（５）事業収支 

  モデル A-2 について、表 5.4-10 に示したインプットデータを用いて事業収支を推計した。 

 

表 5.4-10 モデル A-2 メタン発酵発電施設の収支計算インプットデータ 

 

値 単位 出典
メタン発
酵発電設
備

建設費（発電設備・排水設
備含む）

京都府カンポリサイクルプラ
ザ 建設費　1,640,000千円
(計画処理量50ｔ/日)より設
定

出典1　京都府カンポリサイク
ルプラザのメタン発酵施設の
建設費から設定

薬品費（脱硫剤、脱水用ポ
リマー、その他）単価 23,090 千円/年

出典3　処理量16,785ｔ/年のラ
ンニングコスト

発電機メンテナンス単価
3,430 千円/年

出典3　処理量16,785ｔ/年のラ
ンニングコスト

発電設備点検費用単価
5 円/kW･h

メーカーヒアリングより設定

その他メンテナンス単価
4,340 千円/年

出典3　処理量16,785ｔ/年のラ
ンニングコスト

消耗品単価
300 千円/年

出典3　処理量16,785ｔ/年のラ
ンニングコスト

その他単価
3,020 千円/年

出典3　処理量16,785ｔ/年のラ
ンニングコスト

脱水汚泥処理委託単価
13,890 円/t

出典4

メタン発酵・発電施設償却
年数 15 年

出典2

食品加工残渣運搬単価
11.3 円/(km・t)

出典5

補助金 施設建設補助金 メタン発酵発電施設建設費
の1/2補助
→モデルA-2①とする

農林水産省　バイオマスの環
づくり交付金

メタン発酵発電施設建設費
の25％補助→モデルA-2②
とする

安浦工業団地に造成した植
物工場の補助事例

効果 農作物残渣　委託処理費
削減単価 15,000 円/ｔ

出典9　野菜くずの処理単価
より設定

食品加工残渣受入れ収入
単価

16,000 円/ｔ
出典6　炭酸ガス出荷販売
量、販売金額より計算

新エネルギー等電気の売
電収入　単価

8.4 円/kWh

中国電力ウェブサイトの新エ
ネルギー等電気と出典11の
新エネルギー電気相当量をも
とに設定

灯油使用　削減単価

7.2 円/Mcal

出典8　灯油単位発熱量
8.8Mcal/L
出典10　灯油料金　1146円
/18L より計算

電力使用　削減単価
10 円/kWh

中国電力の高圧Aの電力単
価を参考に設定

炭酸ガス使用　削減単価
26.2 千円/ｔ

出典7　炭酸ガス出荷販売
量、販売金額より計算

出典1： バイオマスエネルギー導入ガイドブック（第2版）NEDO　2005
出典2： ｢平成15年度廃棄物の効率的な循環処理技術等に関する調査研究』｣平成17年3月

（社）日本産業機械工業会
出典3： 京都府八木町エコロジーセンターにおける2001年度ランニングコスト

「バイオマスエネルギ導入ガイドブック」NEDO　2002
出典4： ｢平成9年度　食品工場廃水汚泥リサイクル対策事業　調査報告書｣

財団法人クリーンジャパンセンター
出典5： MRI調べ
出典6： 「福岡県中部地域の食品関連産業等新規産業立地に係る環境調査業務」平成17年3月

九州経済産業局
出典7： 「平成15年　工業統計表　市区町村編」　経済産業省
出典8： 「事業者からの温室効果ガス排出量策定方法ガイドライン」（H15.7）環境省地球環境局
出典9： 産業廃棄物処理業者　株式会社リサイクルワン　ウェブサイト　取引価格表
出典10： 石油情報センター　　2005/3　中国局灯油料金
出典11： RPS法下における新エネルギー等電気等に係る取引価格調査結果について（平成17年9月22日）
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〇費用（イニシャルコスト） 

＜メタン発酵施設建設費＞ 

 「バイオマスエネルギー導入ガイドブック（第２版）NEDO 2005」によると、京都府カンポリ

サイクルプラザのメタン発酵施設（発電設備、排水設備を含む、計画処理量 50ｔ／日）の建設費

が 16.4 億円とされている。この事例をもとに、モデル A-2 の計画処理量 46ｔ／日の設備の建設

費を以下の通り推計した。 

 

 メタン発酵施設（発電、排水設備含む）建設費 ＝ 16.4 億円 ÷（50ｔ／46ｔ）0.6 (※) 

                       ＝ 1,559,971 千円 

(※) 設備投資は生産量の 0.6 乗に比例するという 0.6 乗則を適用（参考：環境調査方触媒技

術研究開発事後評価報告書 H15.3 NEDO 技術評価委員会） 

 

＜補助金＞ 

 モデル A-2 では、工業団地に立地させることを前提としているが、受けられる補助金が、農地

の場合とは異なる。 

 

 具体的には、バイオマス変換施設の整備と併せてバイオマス発生施設・利用施設を一体的に整

備する場合に受けられる、農林水産省のバイオマスの環づくり交付金（50％補助）を利用できる

可能性がある。ただし、民間事業者の場合は原則として 1/3 補助と規定されている。このような

補助金を受けるパターンについて、モデル A-2①とした。 

  

モデル A-2①の補助金 ＝ 1,559,971 千円 × 50％ ＝ 779,986 千円 

 

また、工業団地を利用した事例として、安浦工業団地に造成した農作物工場が挙げられ、その

事例では工場を構える企業に対して、建設費 25％、土地購入費 30％の補助メニューがある。この

ように補助を受けるパターンについて、モデル A-2②とした。 

 

モデル A-2②の補助金 ＝ 1,559,971 千円 × 25％ ＝ 389,993 千円 

 

〇費用（ランニングコスト） 

＜運搬費＞ 

 モデル A-２では、食品工場から食品加工残渣を運搬する費用を、以下のように推計した。 

 1km 圏内で発生する場合は運搬費 0円、1～5km 圏内は運搬距離 2.5km、5～10km 圏内は運搬距離

7.5km とした。 

 

食品残渣運搬費 ＝ 食品加工残渣運搬単価（※）× 運搬距離 × 食品加工残渣運搬量 

        ＝ 11.3 円／（km・t）×（2.5km×1,819ｔ/年 ＋ 7.5km×4,382ｔ/年） 

        ＝ 423 千円／年 
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＜メタン発酵維持費＞ 

 メタン発酵設備の維持費については、モデル A-1 と同様に「バイオマスエネルギー導入ガイド

ブック NEDO 2002」の京都府八木町エコロジーセンターにおける 2001 年度ランニングコストか

ら 1ｔ／年あたりの処理単価を算出し、メタン発酵設備維持に係る各費目を推計した。（5.4.2（5）

参照） 

 

＜脱水汚泥処理委託費＞ 

 脱水汚泥の処理を委託すると仮定し、委託処理費を以下のように推計した。なお、委託単価に

ついては、「平成 9年度食品工場排水汚泥リサイクル対策事業 調査報告書 財団法人クリーンジ

ャパンセンター」の脱水汚泥単価 13,890 円／ｔという値を用いた。 

  

 脱水汚泥処理委託費 ＝ 脱水汚泥処理委託単価 × 脱水汚泥量 

           ＝ 13,890 円／ｔ × 1,756ｔ／年 

           ＝ 24,386 千円／年 

 

〇効果 

＜農作物残渣の処理委託費削減効果＞ 

 農作物工場単独の事業では、農作物工場から発生する農作物残渣を委託処理等で処理する必要

がある。農作物工場にメタン発酵発電設備を併設することで、処理委託していた農作物残渣を自

分の施設で処理することができ、委託費用を削減することができる。 

  

 農作物残渣の処理委託費削減効果 ＝ 委託処理単価（※） × 農作物残渣量 

                 ＝ 15,000 円／ｔ × 156ｔ／年 

                 ＝ 2,340 千円／年 

 

 （※）産業廃棄物処理業者 株式会社リサイクルワンウェブサイト 野菜くずの取引価格から

設定 

 

＜発電による電力削減効果＞ 

 農作物工場単体の事業では購入していた電力の一部を発電で得た電力で賄うことができる。そ

の効果を以下のように推計した。発電では、600 千ｋWh／年の電力が得られるが、農作物工場で

の使用量は 265 千ｋWh／年のため、100％を賄う想定で推計した。 

  

 発電による電力削減効果 ＝ 電力単価（※） × 農作物工場で利用可能な発電量 

                          ＝ 10 円／ｋWh × 265 千ｋWh／年 

             ＝ 2,020 千円／年 

 

 （※）中国電力の高圧 Aの電力単価を参考に設定 
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＜発電による熱量削減効果＞ 

 農作物工場単体の事業では灯油を購入して得ていた熱エネルギーの一部を発電の副次的発生熱

で賄うことができる。その効果を以下のように推計した。 

  

 発電による熱量削減効果 ＝ 灯油単価（※） × 農作物工場で利用可能な熱量 

                          ＝ 7.2 円／Mcal × 679,010 Mcal 

             ＝ 4,889 千円／年 

 

 （※）灯油料金（1,146 円／18L）、灯油単位発熱量（8.8Mcal／L）より設定 

    灯油料金は「石油情報センター 2005／3 の中国局灯油料金」、灯油単位発熱量は「事業

者からの温室効果ガス排出量策定方法ガイドライン（H15.7）環境省地球環境局」を参考

にした。 

 

＜発電による炭酸ガス供給効果＞ 

 農作物工場単体の事業では購入していた CO2の一部を発電で発生する CO2で賄うことができる。

その効果を以下のように推計した。発電の過程では、615ｔ／年の CO2が得られるが、農作物工場

での使用量は 137ｔ／年のため、100％を賄う想定で推計した。 

 

 発電による炭酸ガス削減効果 ＝ 炭酸ガス単価（※）× 農作物工場に供給可能な炭酸ガス 

                            ＝ 26.2 千円／ｔ × 137ｔ／年 

               ＝ 3,600 千円／年 

 

＜食品ごみ受入れ収入＞ 

 メタン発酵発電施設では、食品加工残渣を食品工場から受入れるので、受入れ収入が得られる。

その効果を以下のように推計した。 

 

 食品加工残渣受入れ収入 ＝ 食品加工残渣受入れ単価（※）×受入れる食品加工残渣量 

                          ＝ 16,000 円／ｔ × 6,832ｔ／年 

             ＝ 109,312 千円／年 

 

（※）「福岡県中部地域の食品関連産業等新規産業立地に係る環境調査業務 平成 17 年 3 月 九

州経済産業局」での食品加工残渣受入れ単価を基に設定 

 

＜余剰電力の売電収入＞ 

モデル A-2 では、発電で得られた電力で農作物工場で利用する量を 100％代替でき、さらに、

余剰電力が発生する。ここでは、その余剰電力について、売電する想定を行った。 

「電気事業者による新エネルギー等電気の利用に関する特別措置法（以下、RPS 法とする）」の

もと、新エネルギー等電気の取引は、電気と新エネルギー等電気相当量について取引が行なわれ

ている。 
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中国電力のウェブサイトによると、「電気事業者による新エネルギー等電気の利用に関する特別

措置法」の新エネルギー等発電設備から「電気」のみを購入する場合には、表 5.4-11 の金額で購

入することとされている。 

 

表 5.4-11 バイオマス発電設備等より「電気」のみ購入する場合の料金（中国電力） 

季節・時間帯区分 金額 

夏季昼間時間帯 4 円 40 銭

その他昼間時間帯 4 円 00 銭

その他時間帯 2 円 10 銭

 

※ 夏季昼間時間帯：毎年 7月 1日から 9月 30 日までの 8時から 22 時までの時間  

※ その他季昼間時間帯：夏季以外の 8時から 22 時までの時間  

※ その他時間帯：「夏季昼間時間帯」、「その他季昼間時間帯」以外の時間をいい、日曜日、「国民の

祝日に関する法律」に定められた休日、1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12

月 30 日、12 月 31 日の 8時から 22 時を含む。  

（出典）中国電力ウェブサイト（http://www.energia.co.jp/info/oshirase6.html） 

 

表 5.4-11 より、2006 年の暦に基づき、「夏期昼間」、「その他昼間」、「その他時間」の年間あた

りの時間を計算すると、以下のようになる。 

 

「夏期昼間」：7/1～9/30 までの 92 日のうち休日等 16 日を除いた 76 日が該当。昼間時間は 8 時

～22 時までの 14 時間のため年間の昼間時間の合計は以下の通りとなる。 

夏期昼間の年間あたりの合計時間 ＝76 日／年 × 14 時間／日 ＝ 1,064 時間／年 

 

「その他昼間」：10/1～6/30 までの 273 日のうち、休日およびその他時間に含まれる日の 57 日を

除いた 217 日がその他昼間に該当。その他昼間時間は 8 時～22 時までの 14 時間のため、年間

のその他昼間時間の合計は以下の通りとなる。 

その他昼間の年間あたりの合計時間 ＝216日／年 × 14時間／日 ＝ 3,024時間／年 

 

「その他時間」：毎日 22 時から 8時までの 10 時間、1年間の休日等 73 日における 8時から 22 時

までの 14 時間が該当。年間のその他時間の合計は以下の通りとなる。 

その他の年間あたりの合計時間 ＝365日／年×10時間／日 ＋ 73日／年×14時間／日 

                 ＝4,672 時間／年 

 

なお、資源エネルギー庁ウェブサイト（http://www.rps.go.jp/RPS/new-contents/top/ 

ugokilink-kakaku.html）によると、「新エネルギー等電気相当量」については、4.0 円/kWh から

8.0 円/kWh の範囲で取引されており、単純平均価格は 5.4 円/ kWh であったとしている。 
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 しがたって、「新エネルギー等電気相当量」に相当する金額を 5.4 円/kWh と設定し、「新エネル

ギー等電気」（「電気」+「新エネルギー等電気相当量」）の売電単価を表 5.4-12 にように推計した。 

 

表 5.4-12 「新エネルギー等電気」売電単価の推計値 

種別 夏期昼間時間帯 その他季昼間時間帯 その他時間帯 

１．電気 4.4 円/kWh 4.0 円/kWh 2.1 円/kWh 

２．新エネルギー電

気相当量 

5.4 円/kWh 

新エネルギー等電気 

（１と２の合計） 

9.8 円/kWh 9.4 円/kWh 7.5 円/kWh 

 

 以上より、年間を通じて売電する場合の売電平均単価は、以下の通りとなる。 

 

年間売電平均単価 

＝ 9.8 円/kWh×1,064 時間／8,760 時間 ＋ 9.4 円/kWh×3,024 時間／8,760 時間 ＋ 7.5

円/kWh×4,672 時間／8,760 時間 

＝ 1.2 円/kWh ＋ 3.2 円/kWh ＋ 4.0 円/kWh 

＝ 8.4 円/kWh 

 

 年間で売電できる余剰電力は 335 千 kWh/年（発電電力利用可能量 600 千 kWh/年－農作物工場利

用量 265 千 kWh/年）であることから、年間の売電収入は以下のように推計できる。 

 

年間の売電収入 ＝ 売電（平均）単価 × 余剰電力量 

＝ 8.4 円/kWh × 335 千 kWh/年 

＝ 2,814 千円/年 

 

 

以上の推計結果をまとめて、モデル A-2 の事業収支として表 5.4-13 に示した。補助金の受け方

の違いにより、モデル A-2①と、A-2②に分けて示した。 



 

 

5
.4
5

 

表 5.4-13 モデル A-2 メタン発酵発電施設の事業収支 

 モデルA-2① モデルA-2②
処理能力：46t/日 処理能力：46t/日 単位
実処理量：12,454t/年（41.5t/日）実処理量：12,454t/年（41.5t/日）

●費用

イニシャルコスト
メタン発酵設備

1
メタン発酵施設建設費
（発電設備、排水設備含む） 1,559,971 1,559,971 千円

補助金 2 農林水産省補助金 -779,986 -389,993 千円
　イニシャルコスト合計 779,986 1,169,978 千円

ランニングコスト
運搬

3 運搬費 423 423 千円/年
メタン発酵 4 薬品費（脱硫剤、脱水用ポリマー、その他） 17,132 17,132 千円/年

5 発電機メンテナンス代 2,545 2,545 千円/年
6 発電設備の点検費用 3,000 3,000 千円/年
7 その他メンテナンス代 3,220 3,220 千円/年
8 消耗品費 223 223 千円/年
9 その他 2,241 2,241 千円/年
10 脱水汚泥処理委託費 24,386 24,386 千円/年

　ランニングコスト合計 53,169 53,169 千円/年

●効果

11 農作物残渣の処理委託費削減効果 2,340 2,340 千円/年
12 余剰電力の売電収入 2,814 2,814 千円/年
13 発電による電力削減効果 2,020 2,020 千円/年
14 発電による熱量削減効果 4,889 4,889 千円/年
15 食品ごみ受入れ収入 109,312 109,312 千円/年
16 メタン発酵による炭酸ガス供給効果 3,600 3,600 千円/年

　効果合計 124,975 124,975 千円/年

算出式

50t/日のプラントの建設費1,640,000千円　÷　(50ｔ　/46ｔ)0.6　※

（※　設備投資は生産量の0.6乗に比例するという、0.6乗の法則を利用）

モデルA-2①：建設費の1/2、モデルA-2②：建設費の25％

食品加工残渣運搬単価（11.3円/（km･t）と仮定）×運搬距離（km）
×食品加工残渣運搬量（ｔ）
薬品単価×処理量
発電機メンテナンス単価×処理量
単価（5円/kW･h）×発電機出力（kw）×年間稼働時間（8,000h/年）
その他メンテナンス単価×処理量
消耗品単価×処理量
その他処理単価×処理量
汚泥委託処理単価（13,890円/ｔ）×脱水汚泥量

委託処理単価（15,000円/ｔ）×農作物残渣量（ｔ）
売電単価（8.4円/kWh）×余剰電力量（千ｋWh）
電力単価（10円/kWh）×植物工場で利用可能な発電量（千kWh）
灯油単価（7.2円/Mcal）×植物工場で利用可能な熱量（Mcal）
食品加工残渣受入れ単価（16,000円/ｔ）×受入れる食品加工残渣量（ｔ）
炭酸ガス単価（26.2千円/t）×植物工場に供給可能な炭酸ガス（ｔ）
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５.４.４ ビジネスモデルＡの事業評価 

 

（１）経済性のまとめ 

 

 ビジネスモデル Aの事業評価として、モデル A－1、A－2①、A-2②の経済性を表 5.4-14 に比較

して示した。 

 各々のモデルについて、投資回収年数、電力・熱エネルギー・CO2 の代替率、CO2 削減効果で事

業評価を行った。 

 

表 5.4-14 モデルAの事業評価（電力・熱エネルギー・CO2代替率、投資回収年数、CO2削減効果） 

 

 

 

＜モデルA-１：食品残渣受入れ－遊休地モデル＞　※農林水産省事業として1/2補助を受けた場合
〇費用 ○効果 ○効果ー費用

処理量：1,735ｔ/年
　　廃棄農作物：156ｔ/年
　　食品加工残渣：1,579ｔ/年

植物工場のみ
（A）

メタン発酵施設
（B）

メタン発酵施設併
設の植物工場
（C）(＝（A）＋（B）)

メタン発酵施設
併設による効果
（D）

メタン発酵による
効果-メタン発酵
施設のランニン
グコスト
（E）（＝（D）-
（B）） 単位

食品残渣運搬距離：0ｋｍ イニシャル 184,000 345,268 529,268 千円
ランニング 81,261 12,776 94,037 33,817 21,041 千円/年

必要量 代替量 代替率（％）
電力（千kwh） 265 145 54.5% 投資回収年数※1 16.41 年
熱（Mcal/年） 1,770,277 162,103 9.2% CO2削減効果※2 46.0 ｔ-CO2
CO2（ｔ） 137 137 100.0%

〇費用 ○効果 ○効果ー費用

処理量：6,988ｔ/年
　　廃棄農作物：156ｔ/年
　　食品加工残渣：6,832ｔ/年

植物工場のみ
（A）

メタン発酵施設
（B）

メタン発酵施設併
設の植物工場
（C）(＝（A）＋（B）)

メタン発酵施設
併設による効果
（D）

メタン発酵による
効果-メタン発酵
施設のランニン
グコスト
（E）（＝（D）-
（B）） 単位

食品残渣運搬距離：延べ10km イニシャル 328,750 779,986 1,108,736 千円
ランニング 81,261 53,169 134,430 124,975 71,806 千円/年

必要量 代替量 代替率
電力（千kwh） 265 265 100.0% 投資回収年数※1 10.86 年
熱（Mcal/年） 1,770,277 679,010 38.4% CO2削減効果※2 192.7 ｔ-CO2
CO2（ｔ） 137 137 100.0%

〇費用 ○効果 ○効果ー費用

処理量：1,440ｔ/年
　　廃棄農作物：156ｔ/年
　　食品加工残渣：620ｔ/年

植物工場のみ
（A）

メタン発酵施設
（B）

メタン発酵施設併
設の植物工場
（C）(＝（A）＋（B）)

メタン発酵施設
併設による効果
（D）

メタン発酵による
効果-メタン発酵
施設のランニン
グコスト
（E）（＝（D）-
（B）） 単位

食品残渣運搬距離：延べ10km イニシャル 477,750 1,169,978 1,647,728 千円
ランニング 81,261 53,169 134,430 124,975 71,806 千円/年

必要量 代替量 代替率
電力（千kwh） 265 265 100.0% 投資回収年数※1 16.29 年
熱（Mcal/年） 1,770,277 679,010 38.4% CO2削減効果※2 192.7 ｔ-CO2
CO2（ｔ） 137 137 100.0%
※1　イニシャルコスト増加分÷（効果-ランニングコスト増加分）
※2　灯油使用削減量（熱量ベース）（Mcal/年）×4.18（J/cal）灯油のCO2排出係数（0.0679kgCO2/MJ）

＜モデルA-２②：食品残渣残渣受入れ－工業団地モデル＞　※工業団地立地企業を対象とした土地購入費30％、設備投資費25%の補助を受けた場合

〇電力、エネルギーの代替率 〇事業評価

〇電力、エネルギーの代替率 〇事業評価

＜モデルA-２①：食品残渣受入れ－工業団地モデル＞　※バイオマスの環づくり交付金1/2補助を受けた場合

〇電力、エネルギーの代替率 〇事業評価
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① モデル A-1 について 

＜投資回収年数＞ 

 A-1 メタン発酵発電施設の投資回収年数 

＝ メタン発酵発電施設のイニシャルコスト ÷ 効果とランニングコストの差分 

＝ 345,268 千円 ÷ （33,817 千円／年 － 12,776 千円／年） 

＝ 16.41 年 

 

＜電力、熱エネルギー、CO2の代替率＞ 

 表 5.4-14 のとおり、農作物工場で使用する電力の 54.5％、熱エネルギーの 9.2％、CO2の 100％

を代替できる。 

 

＜CO2削減効果＞ 

 メタン発酵発電で得た熱エネルギーを農作物工場で利用するため、灯油が不要になる。このた

め、農作物工場で発生する CO2排出量を抑制でき、地球温暖化の防止に貢献できる。 

 CO2削減効果 ＝ 灯油使用削減量（熱量ベース）× 変換係数 × 灯油の CO2排出係数 

        ＝ 162,103Mcal／年 × 4.18J／cal × 0.0679kgCO2/MJ 

        ＝ 46.0ｔ－CO2 

 

② モデル A-2①について 

＜投資回収年数＞ 

 A-2①メタン発酵発電施設の投資回収年数 

＝ メタン発酵発電施設のイニシャルコスト ÷ 効果とランニングコストの差分 

＝ 779,986 千円 ÷ （124,975 千円／年 － 53,169 千円／年） 

＝ 10.86 年 

 

＜電力、熱エネルギー、CO2の代替率＞ 

 表 5.4-14 のとおり、農作物工場で使用する電力の 100％、熱エネルギーの 38.4％、CO2の 100％

4 を代替できる。 

 

＜CO2削減効果＞ 

 A-1 と同様に、灯油が不要になる分、農作物工場で発生する CO2排出量を抑制でき、地球温暖化

の防止に貢献できる。 

 CO2削減効果 ＝ 灯油使用削減量（熱量ベース）× 変換係数 × 灯油の CO2排出係数 

        ＝ 679,010Mcal／年 × 4.18J／cal × 0.0679kgCO2/MJ 

        ＝ 192.7ｔ－CO2 

 

③ モデル A-2②について 

＜投資回収年数＞ 

 A-2②メタン発酵発電施設の投資回収年数 
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＝ メタン発酵発電施設のイニシャルコスト ÷ 効果とランニングコストの差分 

＝ 1,169,978 千円 ÷ （124,975 千円／年 － 53,169 千円／年） 

＝ 16.29 年 

 

＜電力、熱エネルギー、CO2の代替率＞ 

 代替率は A-2①と同様であり、農作物工場で使用する電力の 100％、熱エネルギーの 38.4％、

CO2の 100％を代替できる。 

 

＜CO2削減効果＞ 

 CO2削減効果は A-2①と同様であり、192.7ｔ-CO2の削減に貢献できる。 

 

以上より、投資回収年数については、工業団地を利用（50％補助）して 46ｔ/日の食品残渣を

受入れるモデル A-2①が最も採算性が高く、約 11 年という結果が得られた。 

一方、遊休地を利用（補助 50％）して食品残渣を 10t/日受入れるモデル A-1、および、工業団

地を利用（補助 25～30％）して食品残渣を受入れるモデル A-2②では、投資回収年数が約 16 年と

いう結果になった。 

 

ただし、投資回収の試算結果は、食品加工残渣の受入れ単価の設定金額によって大きく変動す

ることが予想されるため、以降で考察として感度分析を行った。 

なお、電力、熱エネルギー、CO2の代替率については、受入れる食品加工残渣量に比例しており、

受入れ量の多いモデル A-2 では、電力と CO2が 100％代替できるという結果が得られた。 
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（２）考察１～感度分析～ 

 ビジネスモデル A で試算した効果の５項目のうち、食品ごみ受入れ収入については、全体の効

果額の約 75％（モデル A-1）や約 90％（モデル A-2）と大きな割合を占めており、食品ごみ受入

れ単価の設定の仕方によって効果の額が大きく変動すると予想されるため、食品加工残渣の受入

れ単価による感度分析を行った。 

 また、発電による熱量削減効果の試算では灯油の単価を利用しており、最近灯油価格が高騰し

ているため、灯油単価によっても回収年数が変動する可能性がある。しかし、モデル A では、灯

油単価が関連する発電による熱量削減効果の額は、全体の効果額のうち 3～4％程度を占めるに留

まり、灯油単価の変動による回収年数の変動は少ないと考えられることから、灯油単価の感度分

析は行わないこととした。 

 

〇 食品加工残渣受入れ単価による感度分析 

 食品加工残渣の受入れ単価について、試算では 16,000 円／ｔという数値を用いていた。「バイ

オマスエネルギー導入ガイドブック NEDO 2002」の事例によると、受入れ単価は 10,000 円／ｔ

～45,000 円／ｔと幅がある。ここでは、10,000 円／ｔ～45,000 円／ｔの間で 5,000 円毎に設定

した時の、投資回収年数の変動を分析した。 

 

＜モデル A-1 について＞ 

 モデル A-1 では、食品残渣の受入れ単価を 16,000 円／ｔに設定した場合に回収年数 16.4 年と

いう試算結果であった。食品残渣の受入れ単価による感度分析結果を表 5.4-15 に示した。受入れ

単価によって投資回収年数が大きく変動し、25,000 円／ｔ以上の場合に投資回収年数が 10 年を

下回ることがわかった。 

 

表 5.4-15 A-1 食品加工残渣受入れ単価による感度分析結果 

 

食品加工残
渣受入れ単
価（円/ｔ）

食品加工残
渣受入れ収
入（千円）

食品残渣受
入れ以外の
効果
（千円）

効果計
（千円）（A）

イニシャル
（千円）（B）

ランニング
（千円）（C）

効果計-ラ
ンニング
（A）-（C）

投資回収年
数（年）
（B/A-C）

10,000 15,790 8,553 24,343 345,268 12,776 11,567 29.8
15,000 23,685 8,553 32,238 345,268 12,776 19,462 17.7
16,000 25,264 8,553 33,817 345,268 12,776 21,041 16.4
20,000 31,580 8,553 40,133 345,268 12,776 27,357 12.6
25,000 39,475 8,553 48,028 345,268 12,776 35,252 9.8
30,000 47,370 8,553 55,923 345,268 12,776 43,147 8.0
35,000 55,265 8,553 63,818 345,268 12,776 51,042 6.8
40,000 63,160 8,553 71,713 345,268 12,776 58,937 5.9
45,000 71,055 8,553 79,608 345,268 12,776 66,832 5.2
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＜モデルＡ-2①について＞ 

 モデル A-2①では、受入れ単価を 16,000 円／ｔに設定した場合に 10.9 年回収にかかると試算

したが、受入れ単価が 20,000 円／ｔ程度まで高くなると、投資回収年数が 10 年を下回ることが

わかった。 

表 5.4-16 Ａ-2① 食品加工残渣受入れ単価による感度分析結果 

 

＜モデルＡ-2②について＞ 

 モデル A-2①では、受入れ単価 16,000 円／ｔと設定した場合に 16.3 年回収にかかると試算し

たが、受入れ単価が 25,000 円／ｔ程度まで高くなると投資回収年数が 10 年を下回り、現実的な

ビジネスモデルとして検討に値する結果となることがわかった。 

 

表 5.4-17 Ａ-2② 食品加工残渣受入れ単価による感度分析結果 

 

（３）考察２～投資回収年数から見た初期投資額～ 

 初期投資（イニシャルコスト）については、設備の仕様や納入事業者により変動すると考えら

れる。そこで、表 5.4-18～表 5.4-20 の通り回収年数からみた投資可能な金額（補助金分を除く

金額）を算出した。 

  

 モデルA-1では、初期投資3.5億円に対して約16.41年で回収するという試算結果であったが、

回収年数と初期投資額の関係を見ると、15 年で回収するには 3.2 億円、10 年で回収するには 2.1

億円の初期投資に抑える必要があることがわかる。 

 

食品加工残
渣受入れ単
価（円/ｔ）

食品加工残
渣受入れ収
入（千円）

食品残渣受
入れ以外の
効果
（千円）

効果計
（千円）（A）

イニシャル
（千円）（B）

ランニング
（千円）（C）

効果計-ラ
ンニング
（A）-（C）

投資回収年
数（年）
（B/A-C）

10,000 68,320 15,663 83,983 779,986 53,169 30,814 25.3
15,000 102,480 15,663 118,143 779,986 53,169 64,974 12.0
16,000 109,312 15,663 124,975 779,986 53,169 71,806 10.9
20,000 136,640 15,663 152,303 779,986 53,169 99,134 7.9
25,000 170,800 15,663 186,463 779,986 53,169 133,294 5.9
30,000 204,960 15,663 220,623 779,986 53,169 167,454 4.7
35,000 239,120 15,663 254,783 779,986 53,169 201,614 3.9
40,000 273,280 15,663 288,943 779,986 53,169 235,774 3.3
45,000 307,440 15,663 323,103 779,986 53,169 269,934 2.9

食品加工残
渣受入れ単
価（円/ｔ）

食品加工残
渣受入れ収
入（千円）

食品残渣受
入れ以外の
効果
（千円）

効果計
（千円）（A）

イニシャル
（千円）（B）

ランニング
（千円）（C）

効果計-ラ
ンニング
（A）-（C）

投資回収年
数（年）
（B/A-C）

10,000 68,320 15,663 83,983 1,169,978 53,169 30,814 38.0
15,000 102,480 15,663 118,143 1,169,978 53,169 64,974 18.0
16,000 109,312 15,663 124,975 1,169,978 53,169 71,806 16.3
20,000 136,640 15,663 152,303 1,169,978 53,169 99,134 11.8
25,000 170,800 15,663 186,463 1,169,978 53,169 133,294 8.8
30,000 204,960 15,663 220,623 1,169,978 53,169 167,454 7.0
35,000 239,120 15,663 254,783 1,169,978 53,169 201,614 5.8
40,000 273,280 15,663 288,943 1,169,978 53,169 235,774 5.0
45,000 307,440 15,663 323,103 1,169,978 53,169 269,934 4.3
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表 5.4-18 モデルＡ-1（メタン発酵処理能力：10ｔ／日）回収年数と投資可能な費用の関係 

 

モデルA-2①では、7.8億円の初期投資に対して約11年で回収するという試算結果であったが、

10 年で回収するには 7.2 億円、5年で回収するには 3.6 億円の初期投資に抑える必要がある。 

一方で、投資回収年数を 15 年程度まで余裕を持たせることができれば、10.8 億円の投資が可

能である。 

 

表 5.4-19 モデル A-2①（メタン発酵槽処理能力：46t／日）回収年数と投資可能な費用の関係 

 

モデルA-2②では、11.7億円の初期投資に対して約16年で回収するという試算結果であったが、

15 年で回収するとした場合には 10.8 億円、10 年で回収するには 7.2 億円、5 年で回収するには

3.6 億円の初期投資に抑える必要があることがわかった。 

 

表 5.4-20 モデル A-2②（メタン発酵処理能力：46ｔ／日）回収年数と投資可能な費用の関係 

投資回収年数（年）

左記回収年数を目指す場
合メタン発酵施設に投資可
能な費用（補助金50％分を
除く費用）（億円）
5 1.1
10 2.1
15 3.2

16.41 3.5
20 4.2
25 5.3
30 6.3

投資回収年数（年）

左記回収年数を目指す場
合メタン発酵施設に投資可
能な費用（補助金50％分を
除く費用）（億円）
5 3.6
10 7.2

10.86 7.8
15 10.8
20 14.4
25 18.0
30 21.5

投資回収年数（年）

左記回収年数を目指す場
合メタン発酵施設に投資可
能な費用（補助金25％分を
除く費用）（億円）
5 3.6
10 7.2
15 10.8

16.29 11.7
20 14.4
25 18.0
30 21.5
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５.５ ビジネスモデルＢ（林業系バイオマス受入れ）のフィージビリティスタディ 

 

５.５.１ ビジネスモデルＢのモデル地域の設定方針 

  

林業系バイオマスでは、間伐材と製材廃棄物の両方の利用を検討した。そこで、間伐材を利用

する場合をモデルＢ-1、製材廃棄物を利用する場合をモデルＢ-2 とした。 

 

＜モデルＢ-1 について＞ 

 モデル B-1 では、間伐材が発生する林地の近隣の遊休地に直接燃焼発電設備併設の農作物工場

を造成する、という設定で FS を行うことにした。モデル地域の選定については、２章で示した中

山間地域の現状に関するアンケートで、林地荒廃が増加、かつ、行政として対策を実施中／検討

中の市町村を抽出した。 

 

＜モデルＢ-2 について＞ 

 モデル B-2 では、工業団地内に直接燃焼発電設備併設の農作物工場を造成し、10km 圏内の製材

工場から製材廃棄物を受入れる、という設定でＦＳを行うことにした。 

モデル B-2 におけるモデル地域の選定について、以下の手順で行った。 

 

① 表 5.3-2 をもとに、市町村内で利用可能なバイオマスのうち主なバイオマスが製材廃棄物の

自治体を抽出 

② ①で選定した市町村について、製材工場から 10km 以内（近隣の市町村も含む）に、分譲可能

な工業団地があるかどうかを把握 

③ 製材工場から 10km 以内に分譲可能な工業団地がある市町村をモデル地域候補として選定 

④ ③で選んだ自治体における製材工場等の位置について、中国地域の製造業の住所データから

把握 

⑤ ④で把握した製材工場ごとの製材廃棄物利用可能量について、市町村全体での製材廃棄物利

用可能量を各工場の売上高で按分して推計 

 

以上の２つのモデルについて、以降でＦＳを実施した。 
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５.５.２ ビジネスモデルＢ－１（間伐材チップ受入れ－遊休地利用モデル）のＦＳ 

 

（１）モデル地域選定 

 ５．５．１項で述べた方法により選んだ市町村を、中国地域の各市町村からモデル地域の候補

とした。 

 この中から以下の手順でモデル地域を選定した。 

① 各市町村の間伐材の利用可能量と密度（利用可能量÷面積）を把握 

② 併設する直接燃焼発電設備で得られる電力・熱エネルギー・CO2により、農作物工場の使用量

を 100％代替するとした場合に必要な間伐材量の推計（推計結果 2,100ｔ／年） 

③ 利用可能量に対する必要量 2,100ｔ／年（③の推計値）の割合を算出 

 

利用可能な間伐材が高密度に存在し、さらに、利用可能量に対する収集量の割合が高い方が、

間伐材を利用しやすいと考えられる。このような視点で選び、図 5.5-1 の丸印に該当する K 市を

モデル地域とした。 

表 5.5-1 B-1 モデル地域選定 

 

 

 

 

 

 

図 5.5-1 B-1 モデルの地域選定 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

間伐材発生量に対する利用割合

密
度
（
ｔ/
km
2
）

利用可能量（t/年）
収集量（ｔ/年）
※2

間伐材利用割合
※3

密度（ｔ/km2）
※4

A市 199,000 770 21,853 2,100 9.6% 28.4
B町 14,000 120 3,988 2,100 52.7% 33.2
C町 20,000 190 4,285 2,100 49.0% 22.6
D町 6,500 340 12,161 2,100 17.3% 35.8
E町 3,900 120 4,039 2,100 52.0% 33.7
F市 194,000 530 4,850 2,100 43.3% 9.2
G市 54,000 730 11,057 2,100 19.0% 15.1
H町 13,000 420 6,325 2,100 33.2% 15.1
I町 4,000 60 881 2,100 238.4% 14.7
J市 656,000 660 11,115 2,100 18.9% 16.8

◎ K市 54,000 830 27,976 2,100 7.5% 33.7
L市 44,000 1,250 14,758 2,100 14.2% 11.8
M市 292,000 720 17,393 2,100 12.1% 24.2
N市 119,000 190 3,542 2,100 59.3% 18.6
O市 55,000 90 1,996 2,100 105.2% 22.2
P市 105,000 220 5,624 2,100 37.3% 25.6
Q市 37,000 140 2,994 2,100 70.1% 21.4
R市 155,000 660 18,279 2,100 11.5% 27.7
S町 6,000 130 3,698 2,100 56.8% 28.4
T町 8,000 290 9,130 2,100 23.0% 31.5

※1 アンケートで林地荒廃が増加、行政として対策実施中/対策検討中の自治体を抽出
※2 植物工場の電力・熱エネルギーを賄うのに必要な間伐材2,100ｔ/年を収集
※3 低い方を採用
※4 高密度を採用

モデル
地域

間伐材

面積人口

市町村
 ※1
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（２）モデルＢ-1 のイメージ 

 モデル B-1 のイメージを以下に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 間伐材の得られる山すその遊休地に農作物工場を造成 

＊ 農作物工場に隣接して直接燃焼発電設備を造成し、廃棄農作物および間伐材を原料として直

接燃焼発電を実施 

＊ 直接燃焼発電設備で得られる電力・熱エネルギーを農作物工場で有効利用 

 

図 5.5-2 モデル B-1（間伐材チップ受入れ－遊休地利用モデル）のイメージ 

 

（３）施設仕様 

モデル B-1 における直接燃焼発電設備の仕様について、以下に示した。 

原料は、廃棄農作物 156ｔ／年、間伐材チップ 2,100ｔ／年の合計 2,256ｔ／年を受入れるとした。 

直接燃焼発電設備の処理能力は、 

年間処理量 2,256ｔ／年 ÷ 平均稼動日数 300 日 ÷ 0.9 ＝ 8.4ｔ／日 

とした。 

また発電機は、135kw の出力のものを設置することにした。 

 

表 5.5-2 モデル B-1 直接燃焼発電施設 仕様 

 

 

 

 

 

値 単位
原料投入量（廃棄農作物） 156 t/年
原料投入量（間伐材） 2,100 t/年
原料投入量（合計） 2,256 t/年
直接燃焼発電施設　処理能力 8.4 t/日
発電機　出力 135 kw

直接燃焼発電設備

農作物工場

遊休地を利用

電力・熱エネルギー利用

間伐材チップ

2,100t/年
廃棄農作物

156t/年

間伐材

中間処理施設

でチップ化 
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（４）物質収支 

モデル B-1 の直接燃焼発電設備における物質収支およびマテリアルフローについて、以下に示

した。 

＜原料＞ 

投入する原料の発熱量を以下のように推計した。 

投入発熱量 

＝ 廃棄農作物発熱量 ＋ 間伐材チップ発熱量 

＝ 廃棄農作物投入量×農業廃棄物発熱量原単位＋木くず投入量×木くず発熱量原単位 

＝ 156ｔ／年 × 1,074kcal/kg ＋ 2,100ｔ／年 × 2,338kcal/kg 

＝ 167,544Mcal／年 ＋ 4,909,800Mcal／年 

＝ 5,077,344Mcal／年 

 

＜直接燃焼発電＞ 

発電効率は、既存文献をもとに 18％とし、残りについては、副次的発生熱量の割合 50％、ロス

の割合 20％とした。 

 

 発電量 ＝ 投入発熱量計 ÷ 変換係数 ×発電効率 

     ＝ 5,077,344Mcal／年 ÷ 860kcal/kwh × 18％ 

     ＝ 1,063 千 kWh／年 

  

＜電力、熱エネルギーの利用＞ 

 直接燃焼発電設備で得られた電力、熱エネルギーを農作物工場で利用する。利用可能な電力

量と熱量は以下の通り推計した。 

 

 利用可能電力量 ＝ 発電量 － 直接燃焼発電設備における電力自家利用量 

         ＝ 発電量 － 発電量 ×直接燃焼発電設備における電力自家利用率 

         ＝ 1,063 千 kWh／年 － 1,063 千 kWh／年 × 75％ 

         ＝ 266 千 kWh／年 

 

 利用可能熱量  ＝ 発生熱量 × 副次的発生熱量の割合 

         ＝ 5,077,344Mcal／年 × 60％ 

         ＝ 3,046,406Mcal／年 

 

 なお、木質バイオマスの直接燃焼発電の過程で発生する CO2 を利用する場合、精製等で多大

なコストがかかってしまうため、ここでは CO2は利用しないこととした。 
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図 5.5-3 モデル B-1（間伐材受入れ－ 遊休地利用モデル）マテリアルフロー 

 

 

表 5.5-3 モデルＢ-1 の物質収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 単位 値 算出方法

原料 1 投入量（間伐材） ｔ 2,100
植物工場の電力・エネルギーを賄えるように間伐材
利用量を設定

2 投入量（廃棄農作物） ｔ 156

3 投入量　計 ｔ 2,256

4 発熱量（木くず） Mcal/年 4,909,800
投入量（木材・木製品加工残渣）×産業廃棄物（木
くず）発熱量原単位（2,338kcal/kg）

5 発熱量（廃棄農作物） Mcal/年 167,544
投入量（廃棄農作物残渣）×農業廃棄物発熱量原
単位（1,074kcal/kg）

6 発熱量　計 Mcal/年 5,077,344

直接燃焼発電 7 発電効率 ％ 18

8 発電量 千kWh/年 1,063
投入発熱量計(Mcal/年)÷変換係数860（kcal/kwh）
×発電効率（10％）

9 発電機出力 kw 133 発電量（千kWh/年）÷年間稼働時間8,000（h/年）

10 余剰蒸気発生量 Mcal/年 3,046,406 投入発熱量（Mcal/年）×60％

11 ロス量 Mcal/年 1,117,016 投入発熱量（Mcal/年）×22％

エネルギー利用 12 　直接燃焼施設における電力自家利用率 ％ 75

13 　直接燃焼施設における電力自家利用量 千kWh/年 797 発電量×自家利用率

14 植物工場へ供給可能な電力量 千kWh/年 266 発電量－自家利用量

15 植物工場へ供給可能な熱量 Mcal/年 3,046,406 余剰上記発生量と同量

原材料ヤード

タービン発電設備

灰処理委託

破砕機
（前処理）

燃料サイロ
（貯蔵）

直接燃焼設備
（燃焼）

原料

・直接燃焼設備利用電力量　 　 797千kwh／年
・植物工場への供給可能電力量　 266千kwh／年
・植物工場への供給可能熱量　 3,046,406Mcal／年

発電効率18％

廃棄農作物 156（167,544Mcal／年）
間伐材 2,100（4,909,800Mcal／年）

投入木質バイオマス計 2,256（5,077,344Mcal／年）

18％電気 －75％ 直接燃焼施設で自己利用
－25％ 植物工場に利用

60％ 熱 －植物工場に利用
22％ロス

（単位：t／年）
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（５）事業収支 

モデルB-1の事業収支について、表5.5-4に示したインプットデータを用いて試算を行った。 

 

表 5.5-4 モデルＢ-1（間伐材利用－遊休地モデル）のインプットデータ 

 
値 単位 出典

前処理設備（破砕設備） 30,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量
15,000t/年のイニシャルコスト

燃料供給設備 30,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量
15,000t/年のイニシャルコスト

ボイラー及び付属設備 80,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量
15,000t/年のイニシャルコスト

ボイラー付属設備（灰出し装置、サイ
レンサー等） 20,000 千円

出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量
15,000t/年のイニシャルコスト

タービン発電設備 60,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量
15,000t/年のイニシャルコスト

受電盤・制御盤等 20,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量
15,000t/年のイニシャルコスト

排ガス処理設備 50,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量
15,000t/年のイニシャルコスト

共通設備（水処理施設、冷却塔、ポ
ンプ類、トラックスケール） 30,000 千円

出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量
15,000t/年のイニシャルコスト

機械据付工事費 100,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量
15,000t/年のイニシャルコスト

燃焼施設建築費 100,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量
15,000t/年のイニシャルコスト

運営費（保守点検費、消耗品費、光
熱費） 3.1 千円/年 出典1　ランニングコスト

灰処理費 10,000 円/ｔ
出典1　木質系バイオマスのエネルギー利用
ケーススタディ

直接燃焼発電設備償却年数 15 年 出典1
補助金

施設建設補助金
直接燃焼施設イニシャル
コストの1/2補助 農林水産省　補助金

間伐材　集材単価 17,000 円/m3 出典2

間伐材　中間処理単価 1,500 円/m3 ＭＲＩ調べ

間伐材の含水率 136.2 ％気乾重量ベース ＭＲＩ調べ

木材　乾燥比重 0.4 ｔ/m3 出典3

農作物残渣　委託処理費　削減単価 15,000 円/ｔ 出典5　野菜くずの処理単価より設定

灯油使用　削減単価 7.2 円/Mcal
出典4 灯油単位発熱量8.8Mcal/L
出典6　灯油料金　1,146円/18L　より計算

電力使用　削減単価 10 円/kWh 中国電力の高圧Aの電力単価を参考に設定

出典1： 「バイオマスエネルギ導入ガイドブック（第2版）」NEDO　2005
出典2： 「平成13年度　バイオマス資源の利用手法に関する調査報告書　平成14年3月」　林野庁
出典3： 地球温暖化防止吸収源対策の推進のための国民支援に関する研究会（第2回）林野庁　参考資料
出典4： 「事業者からの温室効果ガス排出量策定方法ガイドライン」（H15.7）環境省地球環境局
出典5： 産業廃棄物処理業者　株式会社リサイクルワン　ウェブサイト　取引価格表
出典6： 石油情報センター　　2005/3　中国局灯油料金

効果

項目

直接燃焼
発電設備

原料調達
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〇費用（イニシャルコスト） 

＜直接燃焼設備建設費＞ 

 「バイオマスエネルギー導入ガイドブック（第 2 版）NEDO 2005」の東濃ひのき製品流通協同

組合で運営されている直接燃焼発電設備の事例によると、イニシャルコストは以下の通りである。 

 

表 5.5-5 東濃ひのき製品流通協同組合で運営されている直接燃焼発電設備のイニシャルコスト 

（計画処理量 15,000t／年） 

イニシャルコスト費目 金額（千円） 

前処理設備（破砕設備） 30,000

燃料供給設備 30,000

ボイラー及び付属設備 80,000

ボイラー付属設備（灰出し装置、サイレンサー等） 20,000

タービン発電設備 60,000

受電盤・制御盤等 20,000

排ガス処理設備 50,000

共通設備（水処理施設、冷却塔、ポンプ類、トラックスケール） 30,000

機械据付工事費 100,000

燃焼施設建築費 100,000

合計 520,000

 

 この事例をもとに、モデル B-1 の計画処理量 2,500ｔ／年の設備の建設費を以下の通り推計し

た。 

 （例） 

直接燃焼発電 前処理設備 建設費 ＝ 30,000 千円 ×（2,500ｔ／15,000ｔ）0.6 (※) 

                   ＝ 10,238 千円 

(※) 設備投資は生産量の 0.6 乗に比例するという 0.6 乗則を利用（参考：環境調査方触媒技

術研究開発事後評価報告書 H15.3 NEDO 技術評価委員会） 

 

他の費目についても、同様に推計した結果、表 5.5-6 の通りとなった。 

表 5.5-6 モデル B-1（処理量：2,500ｔ／年）のイニシャルコスト 

イニシャルコスト費目 金額（千円） 

前処理設備（破砕設備） 10,238
燃料供給設備 10,238
ボイラー及び付属設備 27,302
ボイラー付属設備（灰出し装置、サイレンサー等） 6,826
タービン発電設備 20,477
受電盤・制御盤等 6,826
排ガス処理設備 17,064
共通設備（水処理施設、冷却塔、ポンプ類、トラックスケール） 10,238
機械据付工事費 34,128
燃焼施設建築費 34,128
合計 177,464

 

＜補助金＞ 

 遊休地に造成することで、農林水産省の補助事業として、建設費に対して 50％の補助を受けら
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れると仮定した。 

 

〇費用（ランニングコスト） 

＜原料調達＞ 

 間伐材を利用するには、まず間伐材を集材し、それを中間処理によりチップ化する必要がある。

原料調達費用として 2種類の費目を計上した。 

 

 原料調達費 ＝ 間伐材集材費 ＋ 中間処理費 

       ＝ （間伐材集材単価 ＋ 中間処理単価） × 間伐材収集量 ÷ 密度       

＝ （17,000 円／㎥（※１） ＋ 1,500 円／㎥（※２）） × 2,100ｔ／年 ÷ 

0.4ｔ／㎥ 

       ＝ 44,212 千円／年 

 

（※１）「平成13年度 バイオマス資源の利用手法に関する調査報告書 平成14年 3月 林野庁」

より設定 

（※２）MRI 調べ 

 

＜直接燃焼発電設備維持費＞ 

 直接燃焼発電設備の維持費について、「バイオマスエネルギー導入ガイドブック（第 2版）NEDO 

2005」の東濃ひのき製品流通協同組合で運営されている直接燃焼発電設備の事例によると、処理

量 15,000ｔ／年の運営費（保守点検費、消耗品費、光熱費）は 47,000 千円／年である。 

 モデル B-1 における直接燃焼発電設備維持費を以下の通り推計した。 

 

 直接燃焼発電設備 維持費 ＝ 運営費（保守点検費、消耗品費、光熱費）単価 × 処理量 

              ＝ （47,000 千円／年 ÷ 15,000ｔ／年） × 処理量 

              ＝ 3.1 千円／年 ×2,256ｔ／年 

              ＝ 7,069 千円／年 

 

＜灰処理費＞ 

 直接燃焼施設への投入量の 1％が発生する灰になると仮定し、委託処理費を以下のように推計

した。 

  

 灰処理費 ＝ 灰処理単価 × 灰処理量 

      ＝ 10,000 円／ｔ（※） × 22.6ｔ／年 

      ＝ 226 千円／年 

 

（※）「バイオマスエネルギー導入ガイドブック（第 2版）NEDO 2005」の木質系バイオマスのエ

ネルギー利用ケーススタディを基に設定 
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〇効果 

＜農作物残渣の処理委託費削減効果＞ 

 農作物工場単独の事業では、農作物工場から発生する農作物残渣を委託処理等で処理する必要

がある。農作物工場にメタン発酵発電設備を併設することで、処理委託していた農作物残渣を自

分の施設で処理することができ、委託費用を削減することができる。 

  

 農作物残渣の処理委託費削減効果 ＝ 委託処理単価（※） × 農作物残渣量 

                 ＝ 15,000 円／ｔ × 156ｔ／年 

                 ＝ 2,340 千円／年 

 

 （※）産業廃棄物処理業者 株式会社リサイクルワンウェブサイト 野菜くずの取引価格から

設定 

 

＜発電による電力削減効果＞ 

 農作物工場単体の事業では購入していた電力の一部を発電で得た電力で賄うことができる。そ

の効果を以下のように推計した。 

  

 発電による電力削減効果 ＝ 電力単価（※） × 農作物工場で利用可能な発電量 

                          ＝ 10 円／ｋWh × 265.1 千ｋWh／年 

             ＝ 2,651 千円／年 

 

 （※）中国電力の高圧 Aの電力単価を参考に設定 

 

＜発電による熱量削減効果＞ 

 農作物工場単体の事業では灯油を購入して得ていた熱エネルギーの一部を発電の副次的発生熱

で賄うことができる。その効果を以下のように推計した。 

  

 発電による熱量削減効果 ＝ 灯油単価（※） × 農作物工場で利用可能な熱量 

                          ＝ 7.2 円／Mcal × 3,046,406 Mcal 

             ＝ 12,837 千円／年 

 

 （※）灯油料金（1,146 円／18L）、灯油単位発熱量（8.8Mcal／L）より設定 

    灯油料金は「石油情報センター 2005／3 の中国局灯油料金」、灯油単位発熱量は「事業

者からの温室効果ガス排出量策定方法ガイドライン（H15.7）環境省地球環境局」を参考

にした。 

 

以上の推計結果をまとめて、モデル B-１の事業収支として表 5.5-7 に示した。
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表 5.5-7 モデルＢ-1 直接燃焼施設の事業収支 

モデルB-1
処理能力：2,500ｔ/年（8.4ｔ/日）

費目 実質処理量：2,256ｔ/年（7.5t/日） 単位 算出方法

直接燃焼 1 前処理設備（破砕設備） 10,238 千円

前処理設備30,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)0.6 ※

（※　設備投資は生産量の0.6乗に比例するという、0.6乗の法則を利用）

2 燃料供給設備 10,238 千円 燃料供給設備30,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)
0.6 ※

3 ボイラー及び付属設備 27,302 千円 ボイラー及び付属設備80,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)0.6　※

4 ボイラー付属設備（灰出し装置、サイレンサー等） 6,826 千円 ボイラー付属設備20,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)0.6　※

5 タービン発電設備 20,477 千円 タービン発電設備60,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)
0.6　※

6 受電盤・制御盤等 6,826 千円 受電盤・制御盤等20,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)0.6　※

7 排ガス処理設備 17,064 千円 排ガス処理設備50,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)0.6　※

8 共通設備（水処理施設、冷却塔、ポンプ類、トラックスケール） 10,238 千円 共通設備30,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)0.6 ※

9 機械据付工事費 34,128 千円 機械据付工事費100,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)0.6　※

10 燃焼施設建築費 34,128 千円 燃焼施設建築費100,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)0.6　※

補助金 11 農林水産省補助金 -88,732 千円 建設費の1/2
　イニシャルコスト合計 88,732 千円

原料調達 12 間伐材集材・中間処理費 44,212 千円/年
(集材費17,000円/m3+中間処理費1,500円/m3)×間伐
材収集量（気乾重量ベース）÷密度0.4（ｔ/m3）

直接燃焼 13 運営費（保守点検費、消耗品費、光熱費） 7,069 千円/年 運営単価×実質処理量
14 灰処理費 226 千円/年 灰処理単価（10,000円/ｔ）×灰処理量（投入量の1％）

　ランニングコスト合計 51,506 千円/年

15 農作物残渣の処理委託費削減効果 2,340 千円/年 委託処理単価（15,000円/ｔ）×農作物残渣量（ｔ）
16 発電による電力削減効果 2,651 千円/年 植物工場の電気代
17 発電による熱量削減効果 12,837 千円/年 植物工場の灯油代

17,828 千円/年

●効果

　効果合計

　イニシャルコスト

●費用

　ランニングコスト
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５.５.３ ビジネスモデルＢ－２（製材廃棄物受入れ－工業団地利用モデル）のＦＳ 

 

（１）モデル地域選定 

モデルB-2は工業団地に造成した直接燃焼発電設備併設の農作物工場から10km圏内にある製材

工場から製材廃棄物を受入れる想定のもと、5.5.1 で示した手順で、表 5.5-8 の通りモデル地域

を選定した。このうち、10km 圏内から集められる製材廃棄物の最も多い E市をモデル地域として

選び、以降の FS を行った。 

 

表 5.5-8 B-2 モデル地域選定 

 

（２）モデルＢ-2 のイメージ 

 モデル B-2 のイメージを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 製材工場から 10km 以内に分譲可能な工業団地がある場合、工業団地に農作物工場を造成 

＊ 農作物工場に隣接させて直接燃焼発電設備を造成し、廃棄農作物及び 10ｋｍ圏内で発生する

製材廃棄物を原料として発電（製材工場等から運搬） 

＊ 直接燃焼発電設備で得られる電力・熱エネルギーを農作物工場で有効利用 

 

図 5.5-4 モデル B-２（製材廃棄物受入れ－工業団地利用モデル）のイメージ 

農作物工場
 

  

5km   

1km

直接燃焼発電設備  

電力・熱エネルギー利用

工業団地の分譲地を利用

廃棄農作物

156t/年
 

製材廃棄物 2,100t/年

製材工場

運搬距離 2.5km

と設定 
 

1km以内 1～5km 5～10km 10km以上
A市 52,799 272 812 0 812 0 0 812
B市 193,772 530 1,235 0 530 439 299 969
C市 41,919 258 1,646 0 0 823 823 823
D市 420,492 461 29,820 0 0 1,900 27,920 1,900

◎ E市 46,690 196 12,757 0 12,757 0 0 12,757

木材・木製品加工
残渣　利用可能量

利用可能量内訳 受入れ想定量
（10km圏内）

モデル
地域 人口（人） 面積（km2）
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（３）施設仕様 

モデル B-2 における直接燃焼発電設備の仕様について、以下に示した。 

原料は、廃棄農作物 156ｔ／年、製材廃棄物（チップ）2,100ｔ／年の合計 2,256ｔ／年を受入

れるとした。 

直接燃焼発電設備の処理能力は、 

年間処理量 2,256ｔ／年 ÷ 平均稼動日数 300 日 ÷ 0.9 ＝ 8.4ｔ／日 

とした。 

また発電機は、135kw の出力のものを設置することにした。 

 

表 5.5-9 モデルＢ-2 直接燃焼発電施設 仕様 

 

 

 

 

 

（４）物質収支 

 モデル B-２の直接燃焼発電設備における物質収支およびマテリアルフローについて、以下に

示した。 

 B-2 は、B-1 と受入れるチップが同量のため、投入原料の発熱量、直接燃焼発電の発電効率、

発電量、電力、熱エネルギーの利用についても B-1 の推計値と同様である。 

 

＜原料＞ 

投入する原料の発熱量を以下のように推計した。 

投入発熱量 

＝ 廃棄農作物発熱量 ＋ 木くず発熱量 

＝ 廃棄農作物投入量×農業廃棄物発熱量原単位＋木くず発熱量×農業廃棄物発熱量原単位 

＝ 156ｔ／年 × 2,338kcal/kg ＋ 2,100ｔ／年 × 1,074kcal/kg 

＝ 4,909,800Mcal／年 ＋167,544Mcal／年 

＝ 5,077,344Mcal／年 

 

＜直接燃焼発電＞ 

発電効率は、既存文献をもとに 18％とし、残りについては、副次的発生熱量の割合 50％、ロス

の割合 20％とした。 

 

 発電量 ＝ 投入発熱量計 ÷ 変換係数 ×発電効率 

     ＝ 5,077,344Mcal／年 ÷ 860kcal/kwh × 18％ 

     ＝ 1,063 千 kWh／年 

  

 

値 単位
原料投入量（廃棄農作物） 156 t/年
原料投入量（製材廃棄物） 2,100 t/年
原料投入量（合計） 2,256 t/年
直接燃焼発電施設　処理能力 8.4 t/日
発電機　出力 135 kw



 

 5.64

＜電力、熱エネルギーの利用＞ 

 直接燃焼発電設備で得られた電力、熱エネルギーを農作物工場で利用する。利用可能な電力

量と熱量は以下の通り推計した。 

 

 利用可能電力量 ＝ 発電量 － 直接燃焼発電設備における電力自家利用量 

         ＝ 発電量 － 発電量 ×直接燃焼発電設備における電力自家利用率 

         ＝ 1,063 千 kWh／年 － 1,063 千 kWh／年 × 75％ 

         ＝ 266 千 kWh／年 

  

利用可能熱量  ＝ 発生熱量 × 副次的発生熱量の割合 

         ＝ 5,077,344Mcal／年 × 60％ 

         ＝ 3,046,406Mcal／年 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.5-5 モデル B-2（製材廃棄物残渣受入れ－工業団地利用モデル）マテリアルフロー 

 

原材料ヤード

タービン発電設備

灰処理委託

破砕機
（前処理）

燃料サイロ
（貯蔵）

直接燃焼設備
（燃焼）

原料

・直接燃焼設備利用電力量　 　 797千kwh／年
・植物工場への供給可能電力量　 266千kwh／年
・植物工場への供給可能熱量　 3,046,406Mcal／年

発電効率18％

廃棄農作物 156（167,544Mcal／年）
製材廃棄物 2,100（4,909,800Mcal／年）

投入燃料計 2,256（5,077,344Mcal／年）

18％電気 －75％ 直接燃焼施設で自己利用
－25％ 植物工場に利用

60％ 熱 －植物工場に利用
22％ロス

（単位：t／年）
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表 5.5-10 モデルＢ-2 の物質収支 

 

 
項目 単位 値 算出方法

原料 1 投入量（製材廃棄物） ｔ 2,100
植物工場の電力・エネルギーを賄えるように
木材・木製品加工残渣量を設定

2 投入量（廃棄農作物） ｔ 156

3 投入量　計 ｔ 2,256

4 発熱量（木くず） Mcal/年 4,909,800
投入量（木材・木製品加工残渣）×産業廃棄
物（木くず）発熱量原単位（2,338kcal/kg）

5 発熱量（廃棄農作物） Mcal/年 167,544
投入量（廃棄農作物）×農業廃棄物発熱量
原単位（1,074kcal/kg）

6 発熱量　計 Mcal/年 5,077,344

直接燃焼発電 7 発電効率 ％ 18

8 発電量 千kWh/年 1,063
投入発熱量計(Mcal/年)÷変換係数860
（kcal/kwh）×発電効率（10％）

9 発電機出力 kw 133
発電量（千kWh/年）÷年間稼働時間8,000
（h/年）

10 余剰蒸気発生量 Mcal/年 3,046,406 投入発熱量（Mcal/年）×60％

11 ロス量 Mcal/年 1,117,016 投入発熱量（Mcal/年）×22％

エネルギー利用 12
　直接燃焼施設における電力自
家利用率 ％ 75

13
　直接燃焼施設における電力自
家利用量 千kWh/年 797 発電量×自家利用率

14 植物工場へ供給可能な電力量 千kWh/年 266 発電量－自家利用量

15 植物工場へ供給可能な熱量 Mcal/年 3,046,406 余剰上記発生量と同量
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（５）事業収支 

 モデル B-2 の事業収支について、表 5.5-11 に示したインプットデータを用いて試算を行った。 

 

表 5.5-11 モデルＢ-2（木材・木製品利用－工業団地モデル）のインプットデータ 

 

 

 

 

 

値 単位 出典

前処理設備（破砕設備） 30,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量15,000t/
年のイニシャルコスト

原料供給設備 30,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量15,000t/
年のイニシャルコスト

ボイラー及び付属設備 80,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量15,000t/
年のイニシャルコスト

ボイラー付属設備（灰出し装置、サイレン
サー等） 20,000 千円

出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量15,000t/
年のイニシャルコスト

タービン発電設備 60,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量15,000t/
年のイニシャルコスト

受電盤・制御盤等 20,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量15,000t/
年のイニシャルコスト

排ガス処理設備 50,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量15,000t/
年のイニシャルコスト

共通設備（水処理施設、冷却塔、ポンプ
類、トラックスケール） 30,000 千円

出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量15,000t/
年のイニシャルコスト

機械据付工事費 100,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量15,000t/
年のイニシャルコスト

燃焼施設建築費 100,000 千円
出典1 東濃ひのき製品流通協同組合　処理量15,000t/
年のイニシャルコスト

運営費（保守点検費、消耗品費、光熱
費） 3.1 千円/（t/年）出典1　1ｔ・年あたりのランニングコスト

灰処理費 10,000 円/ｔ 出典1　木質系バイオマスのエネルギー利用　ケーススタディ

直接燃焼発電設備償却年数 15 年 出典1
補助金 施設建設補助金 直接燃焼発電施設建設費

の1/2補助
→モデルB-2①とする

農林水産省　バイオマスの環づくり交付金

直接燃焼発電施設建設費
の25％補助
→モデルB-2②とする

安浦工業団地に造成した植物工場の補助事例

木くず　運搬単価 13.3 円/（km･t） MRI調べ

木くず　購入単価 1,500 円/t 出典2

農作物残渣　委託処理費　削減単価 15,000 円/ｔ 出典4　野菜くずの処理単価より設定

灯油使用　削減単価 7.2 円/Mcal
出典3　灯油単位発熱量8.8Mcal/L
出典5　灯油料金　1,146円/18L　より計算

電力使用　削減単価 10 円/kWh 中国電力の高圧Aの電力単価を参考に設定

出典1： 「バイオマスエネルギ導入ガイドブック（第2版）」NEDO　2005
出典2： 「新エネルギー等導入基礎調査　バイオマスエネルギーの利用・普及政策に関する調査」（社）日本エネルギー学会　平成14年5月
出典3： 「事業者からの温室効果ガス排出量策定方法ガイドライン」（H15.7）環境省地球環境局
出典4： 産業廃棄物処理業者　株式会社リサイクルワン　ウェブサイト　取引価格表
出典5： 石油情報センター　　2005/3　中国局灯油料金

効果

項目

直接燃焼発
電設備

原料調達
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〇費用（イニシャルコスト） 

＜直接燃焼設備建設費＞ 

 モデル B-1 と同様に、「バイオマスエネルギー導入ガイドブック（第 2版）NEDO 2005」の東濃

ひのき製品流通協同組合で運営されている直接燃焼発電設備の事例のイニシャルコストデータ

（表 5.5-5 参照）を利用して推計した。B-1 と同様の計画処理量のため、各費目とも B-1 と同様

である。 

  

表 5.5-12 モデル B-２（処理量：2,500ｔ／年）のイニシャルコスト 

イニシャルコスト費目 金額（千円） 

前処理設備（破砕設備） 10,238
燃料供給設備 10,238
ボイラー及び付属設備 27,302
ボイラー付属設備（灰出し装置、サイレンサー等） 6,826
タービン発電設備 20,477
受電盤・制御盤等 6,826
排ガス処理設備 17,064
共通設備（水処理施設、冷却塔、ポンプ類、トラックスケール） 10,238
機械据付工事費 34,128
燃焼施設建築費 34,128
合計 520,000

 

＜補助金＞ 

 モデル B-2 では、工業団地に立地させることを前提としているが、受けられる補助金が遊休地

等の農地を利用する場合とは異なる。 

 

 具体的には、バイオマス変換施設の整備と併せてバイオマス発生施設・利用施設を一体的に整

備する場合に受けられる、農林水産省のバイオマスの環づくり交付金（50％補助）を利用できる

可能性がある。ただし、民間事業者は原則として 1/3 補助と規定されている。このような補助金

を受けると仮定したパターンについて、モデル B-2①とした。 

  

モデル B-2①の補助金 ＝ 177,464 千円 × 50％ ＝ 88,732 千円 

 

また、工業団地を利用した事例として、安浦工業団地に造成した農作物工場が挙げられ、その

事例では工場を構える企業に対する補助メニュー（建設費 25％、土地購入費 30％）を利用してい

る。このような補助を受けるパターンについて、モデル B-2②とした。 

 

モデル B-2②の補助金 ＝ 177,464 千円 × 25％ ＝ 44,366 千円 

 

 

〇費用（ランニングコスト） 

＜運搬費＞ 

モデルB-２では、製材工場から製材廃棄物を運搬する。その運搬費用を以下のように推計した。 
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1km 圏内で発生する場合は運搬費 0円で運搬、1～5km 圏内は運搬距離 2.5km とした。 

 

製材廃棄物運搬費 ＝ 製材廃棄物運搬単価（※）× 運搬距離 × 製材廃棄物運搬量 

        ＝ 13.3 円／（km・t）×（ 2.5km × 2,100ｔ/年 ） 

        ＝ 70 千円／年 

（※）MRI 調べ 

 

＜製材廃棄物購入費＞ 

 製材廃棄物については、購入する設定とし、購入費用を以下の通り推計した。 

  

製材廃棄物購入費 ＝ 製材廃棄物購入単価 × 製材廃棄物購入量 

          ＝ 1,500 円／ｔ（※） × 2,100ｔ／年 

          ＝ 3,150 千円／年 

 

（※）「新エネルギー等導入基礎調査 バイオマスエネルギーの利用・普及政策に関する調査 

（社）日本エネルギー学会 平成 14 年 5 月」より設定 

 

＜直接燃焼発電設備維持費＞ 

 直接燃焼発電設備の維持費について、「バイオマスエネルギー導入ガイドブック（第 2版）NEDO 

2005」の東濃ひのき製品流通協同組合で運営されている直接燃焼発電設備の事例によると、処理

量 15,000ｔ／年の運営費（保守点検費、消耗品費、光熱費）は 47,000 千円／ｔである。 

 モデル B-1 における直接燃焼発電設備維持費を以下の通り推計した。 

 

 直接燃焼発電設備 維持費 ＝ 運営費（保守点検費、消耗品費、光熱費）単価 × 処理量 

              ＝ （47,000 千円／ｔ ÷ 15,000ｔ／年） × 処理量 

              ＝ 3.1 千円／年 ×2,256ｔ／年 

              ＝ 7,069 千円／年 

 

＜灰処理費＞ 

 直接燃焼施設への投入量の 1％が発生する灰になると仮定し、委託処理費を以下のように推計

した。 

  

 灰処理費 ＝ 灰処理単価 × 灰処理量 

      ＝ 10,000 円／ｔ（※） × 22.6ｔ／年 

      ＝ 226 千円／年 

 

（※）「バイオマスエネルギー導入ガイドブック（第 2版）NEDO 2005」の木質系バイオマスのエ

ネルギー利用ケーススタディを基に設定 
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〇効果 

 効果は以下の 4項目が挙げられ、効果額については、モデルＢ-1 と同様である。 

＜農作物残渣の処理委託費削減効果＞ 

＜発電による電力削減効果＞ 

＜発電による熱量削減効果＞ 

  

 

以上の推計結果をまとめて、モデル B-2 の事業収支として表 5.5-13 に示した。
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表 5.5-13 モデルＢ-2 直接燃焼施設の事業収支

モデルB-2① モデルB-2②
処理能力：2,500ｔ/年（8.4t/日） 処理能力：2,500ｔ/年（8.4t/日）

費目 実質処理量：2,256ｔ/年（7.5t/日） 実質処理量：2,256ｔ/年（7.5t/日）
●費用

　イニシャルコスト

直接燃焼 1 前処理設備（破砕設備） 10,238 10,238

2 燃料供給設備 10,238 10,238

3 ボイラー及び付属設備 27,302 27,302

4
ボイラー付属設備（灰出し装置、サイレン
サー等） 6,826 6,826

5 タービン発電設備 20,477 20,477

6 受電盤・制御盤等 6,826 6,826

7 排ガス処理設備 17,064 17,064

8
共通設備（水処理施設、冷却塔、ポンプ
類、トラックスケール） 10,238 10,238

9 機械据付工事費 34,128 34,128

10 燃焼施設建築費 34,128 34,128

補助金 11 農林水産省補助金 -88,732 -44,366
　イニシャルコスト合計 88,732 133,099

　ランニングコスト

運搬 12 木材・木製品加工残渣運搬費 70 70
原料調達 13 木材・木製品加工残渣購入費 3,150 3,150
直接燃焼 14 運営費（保守点検費、消耗品費、光熱費） 7,069 7,069

15 灰処理費 226 226
　ランニングコスト合計 10,514 10,514

●効果

16 農作物残渣の処理委託費削減効果 2,340 2,340
17 発電による電力削減効果 2,651 2,651
18 発電による熱量削減効果 12,837 12,837

17,828 17,828　効果合計

単位 算出方法

千円

前処理設備30,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)
0.6　※

（※　設備投資は生産量の0.6乗に比例するという、0.6乗の法則を利用）

千円 燃料供給設備30,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)
0.6　※

千円 ボイラー及び付属設備80,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)0.6　※

千円 ボイラー付属設備20,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)0.6　※

千円 タービン発電設備60,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)
0.6　※

千円 受電盤・制御盤等20,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)0.6　※

千円 排ガス処理設備50,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)
0.6　※

千円 共通設備30,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)0.6　※

千円 機械据付工事費100,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)0.6　※

千円 燃焼施設建築費100,000千円÷(15,000ｔ/2,500ｔ)0.6　※

千円
モデルB-2①：建設費（1～10）の1/2、モデルB-2②：建
設費の25％

千円

千円/年
木くず運搬単価（13.3円/（km･t）と仮定）×運搬距離
（km）×木くず運搬量（ｔ）

千円/年 木材くず購入単価(1500円/ｔ)×木材くず購入量（ｔ）
千円/年 運営単価×実質処理量
千円/年 灰処理単価（10,000円/ｔ）×灰処理量（投入量の1％）
千円/年

千円/年 委託処理単価（15,000円/ｔ）×農作物残渣量（ｔ）
千円/年 植物工場の電気代
千円/年 植物工場の灯油代
千円/年
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５.５.４ モデルＢの事業評価 

 

（１）経済性のまとめ 

ビジネスモデル B の事業評価として、モデル B－1、B－2①、B－2②の経済性を表 5.5-14 に比

較して示した。 

 各々のモデルについて、投資回収年数、電力・熱エネルギー代替率、CO2削減効果で事業評価を

行った。 

 

表 5.5-14 モデルＢの事業評価（電力・熱エネルギー代替率、投資回収年数、CO2削減効果） 

＜モデルB-１：間伐材利用－遊休地モデル＞　※農林水産省事業として1/2補助を受けた場合
〇費用 ○効果 ○効果ー費用

処理量2,256ｔ/年
　　廃棄農作物：156ｔ/年
　　食品加工残渣：2,100ｔ/年

植物工場のみ
（A）

直接燃焼施設
（B）

直接燃焼施設併
設の植物工場（C）
(＝（A）＋（B）)

直接燃焼施設併
設による効果
（D）

直接燃焼による
効果-直接燃焼
施設のランニン
グコスト
（E）（＝（D）-
（B）） 単位

食品残渣運搬距離：0ｋｍ イニシャル 184,000 88,732 272,732 千円
ランニング 81,261 51,506 132,767 17,828 -33,678 千円/年

必要量 代替量 代替率（％） 算出方法
電力（千kwh） 265 265 100.0% 投資回収年数 -2.63 年 ※1
熱（Mcal/年） 1,770,277 1,770,277 100.0% CO2削減効果 502.4 ｔ-CO2 ※2

〇費用 ○効果 ○効果ー費用

処理量：2,256ｔ/年
　　廃棄農作物：156ｔ/年
　　食品加工残渣：2,100ｔ/年

植物工場のみ
（A）

直接燃焼施設
（B）

直接燃焼施設併
設の植物工場（C）
(＝（A）＋（B）)

直接燃焼施設併
設による効果
（D）

直接燃焼による
効果-直接燃焼
施設のランニン
グコスト
（E）（＝（D）-
（B）） 単位

食品残渣運搬距離：延べ2.5km イニシャル 328,750 88,732 417,482 千円
ランニング 81,261 10,514 91,775 17,828 7,314 千円/年

必要量 代替量 代替率 算出方法
電力（千kwh） 265 265 100.0% 投資回収年数 12.13 年 ※1
熱（Mcal/年） 1,770,277 1,770,277 100.0% CO2削減効果 502.4 ｔ-CO2 ※2

〇費用 ○効果 ○効果ー費用

処理量：2,256ｔ/年
　　廃棄農作物：156ｔ/年
　　食品加工残渣：2,100ｔ/年

植物工場のみ
（A）

直接燃焼施設
（B）

直接燃焼施設併
設の植物工場（C）
(＝（A）＋（B）)

直接燃焼施設併
設による効果
（D）

直接燃焼による
効果-直接燃焼
施設のランニン
グコスト
（E）（＝（D）-
（B）） 単位

食品残渣運搬距離：延べ2.5km イニシャル 477,750 133,099 610,849 千円
ランニング 81,261 10,514 91,775 17,828 7,314 千円/年

必要量 代替量 代替率 算出方法
電力（千kwh） 265 265 100.0% 投資回収年数 18.20 年 ※1
熱（Mcal/年） 1,770,277 1,770,277 100.0% CO2削減効果 502.4 ｔ-CO2 ※2
※1　イニシャルコスト÷（効果-ランニングコスト）
※2　灯油使用削減量（熱量ベース）（Mcal/年）×4.18（J/cal）灯油のCO2排出係数（0.0679kgCO2/MJ）

＜モデルB-２②：製材廃棄物利用－工業団地モデル＞※工業団地立地企業を対象とした土地購入費30％、設備投資費25%の補助を受けた場合

〇電力、エネルギーの代替率 〇事業評価

〇電力、エネルギーの代替率 〇事業評価

＜モデルB-２①：製材廃棄物利用－工業団地モデル＞　※バイオマスの環づくり交付金1/2補助を受けた場合

〇電力、エネルギーの代替率 〇事業評価
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① モデル B-1 について 

＜投資回収年数＞ 

 B-1 直接燃焼発電設備の投資回収年数 

＝ 直接燃焼発電設備のイニシャルコスト ÷ 効果とランニングコストの差分 

＝ 88,732 千円 ÷ （17,828 千円／年 － 51,506 千円／年） 

＝ -2.63 年（設定条件のままでは投資回収不可） 

 

＜電力、熱エネルギーの代替率＞ 

 表 5.5-14 のとおり、農作物工場で使用する電力・熱エネルギーのどちらも 100％を代替可能、

という結果が得られた。 

 

＜CO2削減効果＞ 

 直接燃焼発電設備で得た熱エネルギーを農作物工場で利用することで、灯油の使用を削減でき

る。これにより、農作物工場で発生する CO2排出量を抑制し、地球温暖化の防止に貢献できる。 

 CO2削減効果 ＝ 灯油使用削減量（熱量ベース）× 変換係数 × 灯油の CO2排出係数 

        ＝ 1,770,277Mcal／年 × 4.18J／cal × 0.0679kgCO2/MJ 

        ＝ 502.4ｔ－CO2 

 

② モデル B-2①について 

＜投資回収年数＞ 

 B-２①直接燃焼発電設備の投資回収年数 

＝ 直接燃焼発電設備のイニシャルコスト ÷ 効果とランニングコストの差分 

＝ 88,732 千円 ÷ （17,828 千円／年 － 10,514 千円／年） 

＝ 12.13 年 

 

＜電力、熱エネルギーの代替率＞ 

 表 5.5-14 のとおり、農作物工場で使用する電力・熱エネルギーのどちらも 100％を代替可能、

という結果が得られた。 

 

＜CO2削減効果＞ 

 B-1 と同様に 502.4ｔ－CO2の使用を削減できる。 

 

③ モデル B-2②について 

＜投資回収年数＞ 

 B-２②直接燃焼発電設備の投資回収年数 

＝ 直接燃焼発電設備のイニシャルコスト ÷ 効果とランニングコストの差分 

＝ 88,732 千円 ÷ （17,828 千円／年 － 10,514 千円／年） 

＝ 18.2 年 
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＜電力、熱エネルギーの代替率＞ 

 表 5.5-14 のとおり、農作物工場で使用する電力・熱エネルギーのどちらも 100％を代替可能、

という結果が得られた。 

 

＜CO2削減効果＞ 

 B-1 と同様に 502.4ｔ－CO2の使用を削減できる。 

 

以上より、投資回収年数については、間伐材を収集するモデル B-1 では、投資回収が難しいと

いう結果になったが、工業団地を利用して製材廃棄物を受入れるモデル B-2①（50％補助）、モデ

ル B-2②（建設費 25％・土地購入費 30％）では、それぞれ約 12 年、18 年という結果が得られた。 

ただし、間伐材の集材単価や、製材廃棄物の購入単価、灯油単価の設定の仕方によって、試算

結果は大きく変動することが予想されるため、以降、考察として感度分析を行った。 

また、いずれのモデルにおいても、2,100ｔ／年程度の木くずを受入れる場合は、農作物工場で

使用する電力、熱エネルギーの 100％を代替可能であるという結果が得られた。 
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（２）考察１（感度分析） 

 

＜モデル B-1（間伐材受入れ）について＞ 

 

① 間伐材集材単価（モデルＢ-1）による感度分析 

モデル B-1 では、間伐材の集材・中間処理費用について 18,500 円／ｔと設定したが、ランニン

グコストのうち約 80％がこの集材・中間処理費用で占められている。 

中国地域の中山間地域では、林地荒廃が進み間伐のニーズが高まっている。行政が間伐材の集

材費用を補助するなど、林地荒廃の食い止める施策を積極的に講じていくべきである。また、現

時点でも実際に県独自の補助金として木質バイオマスの利用に対する補助を受けられる事例も見

られる。 

そこで、ここでは間伐材の集材単価の違いによって投資回収年数の感度分析を行った。中間処

理費用は間伐材のチップ化に要する費用であるため一律に 1,500 円／㎥計上した。 

表 5.5-15 に示した通り、17,000 円／㎥の間伐材集材単価の場合は投資回収が不能という結果

であったが、間伐材集材単価を 0 円（間伐材の集材に対して行政から全額補助を受けるなど）と

仮定すると投資回収年数 12.8 年という結果が得られた。また、間伐材集材単価 2,000 円程度が、

投資回収可能・不可能の分岐点となることがわかった。 

 

表 5.5-15 Ｂ-1 間伐材集材単価による感度分析結果 

（注）－：投資回収不能 

 

② 灯油価格による感度分析 

ビジネスモデル B-1 で試算した効果４項目のうち、発電による熱量削減効果が全体の効果額の

うち約 60％と大きな割合を占めることがわかった。 

熱量削減効果は、発電で得られる熱を利用することで農作物工場での使用を削減できる灯油価

格に依存しているため、ここでは、灯油単価による感度分析を行った。 

試算では、灯油価格について、1,146 円／18L（中国局 2005 年 3 月時点）と設定した。石油情

報センターによると、2006 年 1 月時点では、1,479 円／18L まで灯油単価が高騰している。そこ

で、1,146 円／18L～1,500 円／18L の範囲で、感度分析を行った。 

 

間伐材集
材費　単価
（円/m3）

中間処理
費　単価
（円/m3）

間伐材集
材+中間処
理費（円
/m3）

間伐材集
材・中間処
理費　計
（千円/年）

間伐材集
材・中間処
理費以外
のランニン
グコスト

ランニング
コスト計
（Ａ）

イニシャル
コスト（Ｂ） 効果（Ｃ）

効果-ラン
コス
（Ｃ）-（Ａ）

投資回収
年数（年）
（Ｂ/Ｃ-Ａ）

17,000 1,500 18,500 44,212 7,294 51,506 88,732 17,828 -33,678 －
4,000 1,500 5,500 13,144 7,294 20,438 88,732 17,828 -2,610 －
3,000 1,500 4,500 10,754 7,294 18,048 88,732 17,828 -220 －
2,000 1,500 3,500 8,364 7,294 15,658 88,732 17,828 2,170 40.9
1,000 1,500 2,500 5,975 7,294 13,269 88,732 17,828 4,559 19.5
0 1,500 1,500 3,585 7,294 10,879 88,732 17,828 6,949 12.8
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表 5.5-16 モデル B-1 灯油価格による感度分析結果 

（注）－：投資回収不能 

 

表 5.5-16 の結果では、灯油単価が高騰しても、それだけでは投資回収できないことがわかった。

①の結果とあわせると、間伐材利用のモデル B-1 が成立するには、間伐に対して補助が出るなど、

間伐材の集材費用を安価におさえる必要があり、そうすれば事業が成立する可能性が高まること

がわかった。 

 

＜モデル B-2（製材廃棄物受入れ）について＞ 

① 木くず（製材廃棄物）購入単価（モデルＢ-2）による感度分析 

 モデル B－２の試算では、製材廃棄物の購入費用をランニングコストとして計上している。木

くずの購入単価は場所や木くずの種類によっても変動することから、感度分析を行った。 

 モデル B－2①の感度分析結果は表 5.5-17 の通りである。設定値の木くず購入単価 1,500 円／

ｔでは投資回収年数が 12.1 年であったが、1,000 円／ｔ、500 円／ｔと低価格で購入するとそれ

に応じて 10.6 年、9.4 年と短い期間で投資回収できることがわかった。 

 同様に、モデル B－2②についても、表 5.5-18 のとおり、木くず購入単価が安価になることで、

実際のビジネスモデルとして成り立つ可能性が高くなることがわかった。 

 

表 5.5-17 モデルＢ-2① 木くず購入単価による感度分析結果 

 

表 5.5-18 モデル B-2② 木くず購入単価による感度分析結果 

灯油単価
（円/18L）

灯油単価
（円/L）

灯油代　削
減単価
（円/Mcal）

発電による
熱量削減
効果（千円
/年）

熱量削減
以外の効
果計 効果計（Ａ）

ランニング
コスト（Ｂ）

イニシャル
コスト（Ｃ）

効果-ラン
コス（Ａ）-
（Ｂ）

投資回収
年数（年）
（Ｃ/Ａ-Ｂ）

1146 63.7 7.2 12,837 4,991 17,828 51,506 88,732 -33,678 －
1200 66.7 7.6 13,411 4,991 18,402 51,506 88,732 -33,104 －
1250 69.4 7.9 13,970 4,991 18,961 51,506 88,732 -32,545 －
1300 72.2 8.2 14,529 4,991 19,520 51,506 88,732 -31,986 －
1350 75.0 8.5 15,088 4,991 20,079 51,506 88,732 -31,427 －
1400 77.8 8.8 15,646 4,991 20,637 51,506 88,732 -30,869 －
1450 80.6 9.2 16,205 4,991 21,196 51,506 88,732 -30,310 －
1500 83.3 9.5 16,764 4,991 21,755 51,506 88,732 -29,751 －

木くず購入
単価（円/
ｔ）

木くず購入
費（千円/
年）

木くず購入
費以外の
ランニング
コス

ランニング
コスト計
（Ａ）

イニシャル
コスト（Ｂ） 効果（Ｃ）

効果-ラン
コス（Ｃ）-
（Ａ）

投資回収
年数（年）
（Ｂ/Ｃ-Ａ）

0 0 7,364 7,364 88,732 17,828 10,464 8.5
500 1,050 7,364 8,414 88,732 17,828 9,414 9.4
1,000 2,100 7,364 9,464 88,732 17,828 8,364 10.6
1,500 3,150 7,364 10,514 88,732 17,828 7,314 12.1
2,000 4,200 7,364 11,564 88,732 17,828 6,264 14.2
2,500 5,250 7,364 12,614 88,732 17,828 5,214 17.0
3,000 6,300 7,364 13,664 88,732 17,828 4,164 21.3

木くず購入
単価（円/
ｔ）

木くず購入
費（千円/
年）

木くず購入
費以外の
ランニング
コス

ランニング
コスト計
（Ａ）

イニシャル
コスト（Ｂ） 効果（Ｃ）

効果-ラン
コス（Ｃ）-
（Ａ）

投資回収
年数（年）
（Ｂ/Ｃ-Ａ）

0 0 7,364 7,364 133,099 17,828 10,464 12.7
500 1050 7,364 8,414 133,099 17,828 9,414 14.1
1000 2100 7,364 9,464 133,099 17,828 8,364 15.9
1500 3150 7,364 10,514 133,099 17,828 7,314 18.2
2000 4200 7,364 11,564 133,099 17,828 6,264 21.2
2500 5250 7,364 12,614 133,099 17,828 5,214 25.5
3000 6300 7,364 13,664 133,099 17,828 4,164 32.0
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② 灯油価格による感度分析 

ビジネスモデル B-2 で試算した効果４項目のうち、発電による熱量削減効果が全体の効果額の

うち約 60％と大きな割合を占めることがわかった。 

B-1 と同様に、灯油単価による感度分析を行った。石油情報センターによると、2006 年 1 月時

点では、1,479 円／18L まで灯油単価が高騰している。そこで、1,146 円／18L～1,500 円／18L の

範囲で、感度分析を行った。 

 

表 5.5-19 B-2① 灯油単価による感度分析結果 

 

表 5.5-20 B-2② 灯油単価による感度分析結果 

 

 モデル B－2①、B-2②のいずれについても、灯油単価により投資回収年数が大きく変動するこ

とがわかった。設定値の 1,146 円／18L では、それぞれ約 12 年、約 18 年の投資回収であったが、

2006 年 1 月時点の灯油価格に近い 1,500 円／18L ではそれぞれ約 8年、約 12 年と回収期間が短く

なり、実際のビジネスモデルとして成り立つ可能性が高くなることがわかった。 

 

（３）考察２～投資回収年数から見た初期投資額～ 

 なお、初期投資（イニシャルコスト）については、設備の仕様や納入事業者により変動すると

考えられる。そこで、投資回収年数の値が得られたモデル B-2①、B-2②の FS 結果を利用して、

表 5.5-21、表 5.5-22 の通り回収年数からみた投資可能な金額を算出した。 

 

＜モデル B-2①について＞ 

 モデル B-2①について、前述の試算では初期投資（補助金 50％分を除く）の回収に 12.13 年を

要するという結果であった。回収年数と投資可能費用の関係を見ると、5 年程度で回収しようと

する場合は 3.7 千万円、10 年で回収したい場合は 7.3 千万円に初期投資を抑える必要があること

がわかる。 

灯油単価
（円/18L）

灯油単価
（円/L）

灯油代　削
減単価
（円/Mcal）

発電による
熱量削減
効果（千円
/年）

熱量削減
以外の効
果計 効果計（Ａ）

ランニング
コスト（Ｂ）

イニシャル
コスト（Ｃ）

効果-ラン
コス（Ａ）-
（Ｂ）

投資回収
年数（年）
（Ｃ/Ａ-Ｂ）

1,146 63.7 7.2 12,837 4,991 17,828 10,514 88,732 7,314 12.1
1,200 66.7 7.6 13,411 4,991 18,402 10,514 88,732 7,888 11.2
1,250 69.4 7.9 13,970 4,991 18,961 10,514 88,732 8,447 10.5
1,300 72.2 8.2 14,529 4,991 19,520 10,514 88,732 9,006 9.9
1,350 75.0 8.5 15,088 4,991 20,079 10,514 88,732 9,565 9.3
1,400 77.8 8.8 15,646 4,991 20,637 10,514 88,732 10,123 8.8
1,450 80.6 9.2 16,205 4,991 21,196 10,514 88,732 10,682 8.3
1,500 83.3 9.5 16,764 4,991 21,755 10,514 88,732 11,241 7.9

灯油単価
（円/18L）

灯油単価
（円/L）

灯油代　削
減単価
（円/Mcal）

発電による
熱量削減
効果（千円
/年）

熱量削減
以外の効
果計 効果計（Ａ）

ランニング
コスト（Ｂ）

イニシャル
コスト（Ｃ）

効果-ラン
コス（Ａ）-
（Ｂ）

投資回収
年数（年）
（Ｃ/Ａ-Ｂ）

1,146 63.7 7.2 12,837 4,991 17,828 10,514 133,099 7,314 18.2
1,200 66.7 7.6 13,411 4,991 18,402 10,514 133,099 7,888 16.9
1,250 69.4 7.9 13,970 4,991 18,961 10,514 133,099 8,447 15.8
1,300 72.2 8.2 14,529 4,991 19,520 10,514 133,099 9,006 14.8
1,350 75.0 8.5 15,088 4,991 20,079 10,514 133,099 9,565 13.9
1,400 77.8 8.8 15,646 4,991 20,637 10,514 133,099 10,123 13.1
1,450 80.6 9.2 16,205 4,991 21,196 10,514 133,099 10,682 12.5
1,500 83.3 9.5 16,764 4,991 21,755 10,514 133,099 11,241 11.8
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逆に、回収期間に余裕を持たせて 15 年で回収する場合には 11.0 千万円の投資を行うことがで

きることがわかった。 

 

表 5.5-21 モデルＢ-２① 回収年数と投資可能な費用の関係 

 

 

＜モデル B-2②について＞ 

モデル B-2②について、前述の試算では初期投資（補助金 25％分を除く）の回収に 18.2 年を要

するという結果であった。10 年で回収しようとする場合は初期投資額（補助金 25％分を除く）を

7.3 千万円、15 年で回収するためには 11 千万円に抑えればよいことがわかった。 

 

表 5.5-22 モデルＢ-2② 回収年数と投資可能な費用の関係 

 

投資回収年数（年）

左記回収年数を目指す場合直接
燃焼発電施設に投資可能な費用
（補助金50％分を除く費用）（千万
5 3.7
10 7.3

12.13 8.9
15 11.0
20 14.6
25 18.3
30 21.9

投資回収年数（年）

左記回収年数を目指す場合直接
燃焼発電施設に投資可能な費用
（補助金25％分を除く費用）（千万
5 3.7
10 7.3
15 11.0
18.2 13.3
20 14.6
25 18.3
30 21.9
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５.６ バイオマス利用エネルギー施設併設型農作物工場の普及に向けて 

 

５.６.１ 各種法規制への対応について 

 

 ビジネスモデルの検討では、食品加工残渣、林業系バイオマスをエネルギー供給設備で受入れ

ることを想定した。 

 食品加工残渣のような廃棄物を利用する施設を建設する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（以下、廃掃法と呼ぶ）に基づき、都道府県知事から廃棄物処理業の許可を受ける必要があ

る。 

 食品加工残渣のような産業廃棄物処理を行う場合の許可の流れは以下の通りである。 

 

 

産業廃棄物処理施設の設置申請（許可） 

（廃掃法第 15 条第 1項） 

 

 

 

都道府県知事 

 

 

告示及び縦覧（1月間） 

（廃掃法第 15 条第 4項） 

関係市町村長への通知及び意見徴収 

（廃掃法第 15 条第 5項） 

 

 

許可 

許可基準（廃掃法第 15 条の 2第 1項各号及び第 2項）： 

①技術上の基準に適合 

②周辺地域の生活環境の保全及び周辺の施設について 

適切な配慮がなされたものであること 

図 5.6-1 廃掃法に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可の流れ 

 

廃棄物処理施設にあたる施設を建設する場合、廃掃法のほか、主に都市計画法、建築基準法を

考慮する必要がある。また、そのほか、施設立地に係る法律（水道法、消防法、環境アセス法、

各自治体条例など）、施設立地以外に係る法律（悪臭防止法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法な

ど）も関係する可能性があるので、十分に検討を行う必要がある。 

＜申請書記載事項及び提出書類等＞ 
 
１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名 

２．産業廃棄物処理施設の設置の場所 

３．産業廃棄物処理施設の種類 

４．産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物

の種類 

５．産業廃棄物処理施設の処理能力（産業廃棄物の最

終処分場である場合にあっては、産業廃棄物の埋

立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量 

６．産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関す

る計画 

７．産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 

８．産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、

災害防止のための計画 

９．その他環境省令で定める事項 

１０.周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調

査の結果を記載した書類 
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５.６.２ 更なる省エネルギーの工夫について 

  

農作物工場においては、事業モデルの検討でも明らかになったとおり、エネルギーコストをい

かに抑制するかが事業の円滑な運営に向けたポイントとなる。モデル事業の検討では、地域に存

在するバイオマスを活用することで省エネルギー化を図ったが、これ以外に、先進事例調査等で

得られた省エネルギーの工夫アイデアを簡単に示す。 

 

・野菜の背丈に合わせた小型の温室の大きさとすることで、空調対象体積を削減する。 

 

・温室内に、太陽光を受けるパネルを設置し、パネルからの輻射熱によって暖房を補助する(パネ

ル内に水の配管を通して湯を作るタイプではなく、パネルそのものが輻射体となる)。 

 

・地中熱を利用し、地下 90cm 程度に配管を通し、外気をそこに通すことで加温して暖房に用いる。

先進事例では、氷点下 2～3℃の外気を 15℃程度まで温度上昇させることが可能となっていた。 

 

・透過型太陽電池を温室の天井に利用し、光合成に必要な太陽光供給と発電を同時に行う。ライ

トスルーモジュールとシースルーモジュールとがあり、可視光領域においては概ね 80～85％の

光を透過する。実用例としては、自動車のサンルーフ、浜岡原発敷地内の浜岡原子力館の窓に

取り付けられたものが紹介されている。（出典：太陽光発電 最新の技術とシステム CMC Books

刊） 

 

・エコキュートを活用して、昼間の温暖な温室内の空気を利用して、農作物工場に必要な給湯エ

ネルギーを供給する。 
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５.６.３ 農作物工場立地に係る支援措置について 

 

 農作物工場については、フィージビリティスタディでも示したとおり、農地に立地する場合と

工業団地に立地する場合が考えられる。土地の値段から考えて、工業団地に立地する可能性は低

いが、安浦産業団地におけるトマト工場の事例もあることから、ここでは双方について検討した。 

 

 図 5.6-2 に、立地に係る支援措置の構造を整理した。 

 

 工業団地に立地する場合には、国による支援としては、地域によって税制の優遇措置、産業再

配置促進費補助金や地域雇用開発促進助成制度を用いることができる。これ以外に、県や市町村

も多様な立地促進メニューとして資金貸付制度や補助制度を持っている。 

 

 農地に立地する場合には、国の支援策として、強い農業づくり交付金、農業食品産業力・経営

力強化対策事業がある。また、県単独の事業も様々に用意されている。 

 

 また、工業団地か農地によらない支援策としては、農山村雇用開発助成金、大規模雇用開発促

進助成金が挙げられる。 

 

 さらに、今回のバイオマス利活用という観点からは、「バイオマスの環づくり交付金」が重要で

ある。同交付金の「ハード支援」では、「バイオマス変換施設の整備と併せて、バイオマス発生施

設・利用施設等、バイオマスの円滑な利活用に関連する施設を一体的に整備」できるため、農作

物工場におけるエネルギー供給施設を中心に、食品工場や製材工場からのバイオマスを集積・貯

蔵する施設(発生施設)、農作物工場(利用施設)についても支援を受ける可能性が考えられる。た

だし、「バイオマスタウン構想の実現に向けて、成果目標を定めた事業実施計画を作成し、バイオ

マス利活用の推進を図ろうとする地域に対して、施設整備に係る支援を実施」するものであるた

め、農業参入する事業者だけではなく、市町村と一体となった取組みが求められる。 

 なお、「発生施設、利用施設については、農林水産省の補助対象施設の範囲内であれば、バイオ

マス変換施設と一体的な施設整備が可能」とされている点に関して、以下のような判断例が示さ

れている。 

 

 

 

 

 

(例)○栽培温室(バイオマス変換エネルギーを活用するもの) 

○農産物集出荷施設(野菜くず等バイオマス原料の収集の役割を果たすもの) 

×温泉施設(ただし、バイオマス熱利用等を行う場合、エネルギーを送るための接続

部分までの整備は可能) 

○液肥散布機械(バイオマス利用用途に限定されるもの) 

×一般車両(他用途に利用可能で、汎用性の高いものは不可) 
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表 5.6-1「バイオマスの環づくり交付金」の概要 

バイオマスの環づくり交付金の活用例 ソフト支援 ハード支援 

バイオマスの利活用の中長期的方針の策定 

 バイオマスタウン構想等計画の策定、必要な調査等 

 

○  

地域関係者への理解の醸成 

 各種啓発普及活動、環境学習、ワークショップ開催等 

 

○  

種類に応じた利活用対策 

 コンポストの品質試験、栽培試験等、機器の整備 

 農家へのコンポスト利用への普及活動 

○  

バイオマス由来製品・エネルギー利用機器の導入 

 バイオマス製品・エネルギー利用機器の導入(廃食用油のバイオデ

ィーゼル化等) 

○  

バイオマスの生産・収集・運搬システム構築 

 収集・運搬の仕組みの構築、機器の整備等 

 

○  

バイオマス変換施設(メタン発酵施設、炭化施設等) 

バイオマス発生施設、バイオマス利用施設(農作物集出荷貯蔵施設、

協働育苗施設等)[地域モデル実証タイプに限る] 

その他 

 ○ 

バイオマスの変換技術支援 

 

 

○  

資源作物の実用化支援 

 

 

○  

 

<ソフト支援> 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典:中国四国農政局 農村振興課 資料より作成) 

(1)交付先      :都道府県、市町村(市町村直接交付か都道府県経由かの選択が可能、バイオマ

スタウン構想公表市町村等) 

(2)事業実施主体:都道府県、市町村、農林漁業者が組織する団体、第 3セクター、消費生活協同

組合、事業協同組合、NPO 法人、民間事業者(食品事業者及び食品廃棄物のリ

サイクルを行う事業者) 

(3)実施期間    :平成 17 年度～平成 21 年度 

(4)交付額算定率:定額(1/2 相当) 
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<ハード支援> 

 地域モデル実証タイプ 新技術等実証タイプ 

内容  バイオマス変換施設の整備を行うとと

もに、バイオマス発生施設・利用施設等を

一体的に整備することにより、地域におけ

る効果的なバイオマス利活用が図られる

もの。 

 新技術等を活用したバイオマス変換施

設をモデル的に整備するもの。 

交付先 市町村(市町村直接交付か都道府県経由か

の選択が可能) 

市町村、都道府県 

整備主体 市町村、都道府県、PFI 事業者、共同事業体、第 3 セクター、事業協同組合、農協、

漁協、森林組合、生協、営農集団、民間事業者(新技術等実証タイプについては、食品

事業者及び食品廃棄物のリサイクル事業者が対象)など 

実施期間 平成 17 年度～平成 21 年度 

補助率 定額(1/2 相当。但し、民間事業者は原則として 1/3 相当) 

(出典:中国四国農政局 農村振興課 資料より作成) 

 

 

 なお、工業団地に立地した場合の最近の事例として、安浦産業団地におけるトマト工場では、

土地購入費 4億円(10ha)のうち 30%、温室の設備投資費 14 億円(6ha)の 25%を広島県と呉市が助成

した他、土地は、広島県からの間接リース方式で手当てした例がある。間接リース方式とは、不

動産の直接投資に慎重な企業の進出を促すため、産業団地の分譲先を立地企業に限定せず、土地

建物のリース企業などにも広げる制度であり、広島県では平成 16 年 12 月から導入している。広

島県の独自性は、リース企業と立地企業の双方に土地取得や設備投資の補助金を出すことである

(中国新聞 平成 17 年 10 月 13 日より)。 

 

 以上のように、利用する土地などによって受けられる補助メニューが変わることから、農作物

工場単独事業の実施、エネルギー供給設備併設の農作物工場の事業を実施する際には、国の交付

金、都道府県・市区町村独自の補助金を上手く利用する手立てについて、検討することが重要と

なろう。 
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図 5.6-2 農作物工場に対する立地場所による支援策の構造(案) 

工業団地等 
(基本的に製造業であることが要件) 

農地 

(純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地)

【事例】 
(株)コスモファーム・フロンティア江刺(レタス等、岩手県)、 
ホクト(株)(きのこ、富山県)、(株)大島造船所・復建調査設計(株)(安浦
産業団地、トマト)、(有)グリーンファーム沖美(トマト、江田島市) 

【事例】 
世羅菜園(株)(トマト、世羅町)、(株)日本農園(サラダ菜、世羅町) 

○都市計画法 
- 都市計画 
 - 市街地開発事業 
  - 工業団地造成事業 

耕作の目的に供される土地 

作物を育てるために、土

地にコストと労力をか

けて、耕うん、播種、施

肥、除草などの作業を行

うこと。 

○優遇税制 

・農業地域工業等導入地区、過疎地域 

○産業再配置促進費補助金 

・誘導地域、特別誘導地域 

○地域雇用開発促進助成制度 

○県や市町村による資金貸付制度、補助制度 

 

→ 補助対象として「製造業」等の制限がある場合には、包

装資材の製造施設や食品加工施設を併設するなどの対応が

求められる。 

○農山村雇用開発助成金 

○大規模雇用開発促進助

成金 

農業振興地域 

・ほとんどの農林水産省補助事業等は、

農業振興地域において実施される。 

・県が地域を指定し、市町村が整備計画

を定める。 

○強い農業づくり交付金 

○農業食品産業力・経営力強化対策事業 

○県単独事業 

○バイオマスの環づくり交付金 

・民間事業者であっても(※)施設整備主体となることが可能。 
・発生施設、利用施設については、バイオマス変換施設と一体的な

施設整備が可能(※※)。 

※市町村が作成する事業計画に位置付けられることが条件 ※※農林水産省の補助対象施設の範囲内であることが条件 
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第６章 中山間地域活性化に向けた機械産業・情報産業への提言 

～ 機械産業・情報産業、農業(異業種からの参入も含む)、行政が三位一体となった共発展

の上昇スパイラルを実現するために ～ 

 

 

６．１ 機械産業・情報産業による中山間地域活性化に必要な要素 

 

 第５章までで示した中国地域をモデルケースとした検討結果のとおり、中山間地域活性化に向

けては、シーズ、ニーズ、プレーヤー、フィールド、エンバイロメンタル・エフェクトという、

必要な全ての要素が揃っている。 

 

○シーズ 

 中山間地域において、農作物工場あるいは農作業の省力化、および栽培管理と農業経営の情報

化推進による活性化に必要な技術シーズは、機械産業・情報産業の面からも、研究開発機関の面

からも充実したものとなっている。 

 

○ニーズ 

 中山間地域を抱える地方公共団体においては、その活性化に対するニーズは強く、建設業を中

心とした異業種からの農業参入への期待も高い。 

 

○プレーヤー 

 異業種からの参入における候補業種として最も期待される建設事業者においても、農業への興

味は強く、プレーヤーとしての活躍が期待される。 

 

○フィールド 

 遊休農地や工業団地といった「作物を栽培する場所」というフィールドが存在するだけでなく、

そこで農業を実現するために必要な規制緩和、補助金、交付金、特区制度などの行政支援も用意

されており、単なるフィールドではなく、制度的な可能性に裏付けられたフィールドが用意され

ている。 

 

○エンバイロメンタル・エフェクト 

 農作物工場の場合は、バイオマス利活用およびそれによる二酸化炭素排出抑制の面で大きな効

果を持つ。また、そのようなバイオマス利活用事業は、今後の機械産業・情報産業の貢献による

初期投資額低減が図られれば、十分な事業性を持つ可能性が示された。 

 

 以上の状況を次ページの図 6.1-1 に示す。 
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図 6.1-1 シーズ、ニーズ、プレーヤー、フィールド、エンバイロメンタル・エフェクトの関係 

 

 

規制緩和、行政支援 

工業団地 遊休農地 
特区 

異業種参入 

農作業の省力化 

機械産業シーズ 

バイオマス利活用 

研究開発シーズ 
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６．２ 機械産業・情報産業と中山間地域活性化との相互作用による共発展の構図 

 

 ６．１節で示したように、中山間地域活性化に向けて、必要な要素は全て揃っている段階であ

る。しかしながら、先進事例ヒアリングなどを通して明らかになったことであるが、一足飛びに

機械産業・情報産業の高度化、中山間地域活性化とバイオマス利活用が同時に実現するわけでは

ない。 

 

 図 6.2-1 に示すとおり、第一段階として、既存農家や異業種からの参入企業における農作業省

力化や生産性向上に資する機械類、情報機器類が導入される。この段階では、初期コスト及びラ

ンニングコストが低く、メンテナンスも容易な機械・機器類を広範囲への普及させることが求め

られる。情報機器は、栽培管理の自動化や遠隔監視による省力化(週休 2日にできる労働環境の改

善を含む)を実現する他、インターネットを用いた農業指導、市場情報などの提供、農業経営マネ

ジメントソフトウェアの導入など、農業経営の面でも活用が期待される。 

 

 次に、高度に機械化・情報化された農業者が、単独で規模を拡大したり共同経営化したりする

などして企業化し、生産規模を拡大するにつれて、大型の農作物工場に対する機械・情報機器類

が求められるようになる。もちろん、本報告書で示した先進事例のように、最初から大規模な農

作物工場で農業経営が行われる場合もあるが、それと並行して、小規模農業の共同化・企業化が

進展するものと考えられる。 

 このように、農業経営が小規模なものから大規模なものに変化するにつれて、バイオマス有効

利用方法も変化してくる。第一段階では、堆肥の利用や小型の木質バイオマスボイラを用いた暖

房が考えられる。次に大規模化した場合には、第５章で示したような、メタン発酵装置や大型の

木質バイオマスボイラによるコージェネレーションへと進展するものと考えられる。 
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図 6.2-1 農業機械化・情報化の発展段階と求められる機械システム 

 

 なお、求められる機械、情報システム、バイオマス利活用に必要な機械等の詳細については、

第４章に示したので参照されたい。 

 

 

農作物工場用機械、情報

システムの需要拡大 

農作業の省力化、生産性向上 

農作物工場 小規模施設農業 

【機械、情報システムの例】 
・簡易(普及)型施設栽培装置 
・省力化機械 
・自動化情報システム 
・農業経営情報ネットワーク

システム 等 

一部は集団化、企業化 

【機械、情報システムの例】 
・養液コントロールシステム 
・温度、湿度、二酸化炭素濃度管理

システム 
・自動開閉屋根、自動遮光カーテン 
・収穫機械 
・異常通報システム 
・調光、補光システム 
・氷蓄熱、地中熱利用等省エネルギ

ー型空調システム 
・メタン発酵、木くずボイラ等とコ

ージェネレーションシステム 等 

【バイオマス利用】

・堆肥利用 
・小型木くずボイラ

【バイオマス利用】 
・自社工場廃棄物のエネ

ルギー利用 
・近隣食品工場、製材工

場、間伐材との連携に

よるエネルギー利用 
・メタン発酵システム 
・大型木質バイオマスボ

イラ 
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６．３ 中山間地域の活性化に向けた機械産業、情報産業の現状と課題 

 

 ６．２節に示したとおり、中山間地域の活性化と機械・情報産業の市場拡大が相乗効果を生み

ながら高度化していくことが期待されるが、そのためには、機械産業、情報産業側でも技術開発

やコスト削減に対する取組みが求められる。本節では、農作物工場、農業機械メーカ及び学識経

験者へのヒアリング結果をもとに、農作物工場や農業の省力化・自動化による中山間地域の活性

化にむけて、技術開発の現状、機械産業に対するニーズと今後の課題を示す。 

 

６．３．１ 技術開発の現状 

 

（１）既存の農作物工場で導入されている機械の動向 

 

 現在、農作物工場で利用されている機械の多くは外国製である。例えば、ヒアリングを行った

事例では、オランダ、カナダの機械を導入している。 

 

 これは、安定性・信頼性の観点からの判断である。例えば、トマト工場ではかん水が一日停止

すると全てのトマトが枯れてしまう可能性があるため、機械には安定性と信頼性が求められる。

しかしながら、日本でそのような機械の技術開発をしても、販売する市場が小さいため、メーカ

も技術開発しにくく、安定性と信頼性の実績を持った機械が上市されていない。 

 一方、オランダは野菜等の作物について施設栽培が盛んな国であり、数 10ha の大規模工場で生

産されている例もある。また、大規模工場で利用するロボット等の機械や装置の研究も進んでお

り、安定性と信頼性のある機械が用意されている。灌水設備に関しては、イスラエル企業も先進

的である。 

 

 安定性・信頼性以外の観点でも、海外企業には「トータルコーディネートができる」という利

点がある。具体的には、施設(ハウス)建設、機器販売、栽培技術、販路開拓等までをまとめて対

応することができる。 

 

 しかし、一部ではあるが、全てを国産の機械と情報システムで構成している事例もあった。こ

の事例の場合は、比較的実験・実証的な色彩の強い事例であったことから、機械、情報システム

の故障などが直接企業経営を大きく左右するものではなかったために、稼働実績の少ない機器、

システムの導入が可能であったものと考えられる。 
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（２）研究開発動向 

 

①九州電力農業電化試験場における取組み 

 九州電力農業電化試験場では、以下のような装置が研究されている。 

 

・オアシス培地（穴あり）への播種装置：培地を乗せた台をローリングさせることで種を穴に入

れる装置 

・育苗スペースに養液を自動的に循環させる装置 

・定植ロボット：栽培トラフに苗を定植するロボット（搭載小型カメラで苗の有無を判断して苗

のあるところをつかんで栽培トラフに移動） 

・温度計、湿度計、日射計、炭酸ガス濃度計：各計測器からの情報が制御盤に送られ、自動的に

窓やカーテンが開閉する仕組み 

・株間（栽培トラフの間）を自動調整する装置（スペーシングロボット） 

・収穫装置：生産物が栽培トラフごと上げて回転台にのせ、カッター部分を通ることで自動的に

根を切る装置 

・包装装置 

 

②農作業関連ロボットの研究開発動向 

 学識経験者へのヒアリングによると、農作業関連ロボットの研究開発動向は以下のとおりであ

る。 

 

【収穫ロボット】 

 オランダの IMAG（イマハ）研究所では、カメラで場所を判断しながら、熱線を利用して果実を

収穫したり，葉を剪定するロボットの開発が行われている。葉や茎を切り取る際には、はさみや

カッターではなく熱線を使う。これは一株が病気の場合、同じはさみを利用して別の株の葉を切

ると、他の株へも病気が移る可能性があるためであり、感染を防ぐ目的である。 

 キュウリの実と葉は同じ緑色のため、ロボットは色で判断せずに、近赤外領域の反射率で葉を

認識する仕組みである。 

 

 岡山大学では、トマトの収穫に関する２つのロボットの研究を行っている。１つはカメラと距

離センサーを搭載した情報収集ロボット、もう１つは吸着パッドでトマトを房から分離し，フィ

ンガで掴んでもぎ取る収穫ロボットである。まず、情報収集ロボットが収穫時期に達したトマト

の場所を確定し、その情報が送られた収穫ロボットはその位置で収穫を行うというものである。

トマトの色は茎の色と明らかに異なるので、搭載した小型カメラはトマトを色で判別することが

できる。 

 

 イギリスの Silsoe（シルソー）研究所では、マッシュルームの収穫ロボットが研究されている。

このロボットは、カメラを利用して色でマッシュルームを判別し（土：茶色、白：マッシュルー

ム），吸着パッドでカサを吸引し，マッシュルームをねじって収穫することができる。マッシュル
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ームは、培地に平面的に出来るのでロボットにとっては比較的扱いやすい作物である。 

このほか、クボタではみかんの収穫ロボットを、フロリダ大学ではオレンジの収穫ロボットにつ

いて、研究開発した事例がある。 

 ただし、このような収穫ロボットは商品化された場合でも高価であり、収穫作業にいくら投資

するかということや制限された環境下でしか使用できないこと等を考えると、未だ商業ベースに

のるまでは至っていない、とのことである。 

 

【その他のロボット】 

 生産現場で利用するロボットに関して、苗生産ロボットの開発が進んでおり，接ぎ木や移植な

どが実用化されている。 

 

 生産物のキズや形状を見分ける選果ロボットについては、例えばトマト、ナシ、モモなどの選

果において商品化されている。果実を吸着パッドで吸引し，カメラの前方で回転させて周囲６方

向の画像からキズや形状を判断する。 

 

 また、各果実の品質評価結果を記憶するデータキャリアを搭載したトレーで，果実を一つずつ

搬送することで、出荷場所で同品質のものどうしを集めることができる。 

 

 露地栽培で利用する機械としては、北海道大学，生研センター等で耕うん，除草や薬剤散布を

行う GPS システムを利用した無人走行車両を開発しており、安全性等がクリアされれば実用化さ

れるレベルに達している。この機械は、一度通ったところを記憶して、次回から再度同じところ

を通ることができる。土壌センサー（水分、養分を測定）や収量センサーを搭載しておけば、各

地点の水分、養分の量、収量等をマップ情報として得ることができる。その情報に基づいて、水

分や養分等を上げるようにすれば無駄を省くことが可能になる。 
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６．３．２ 技術開発ニーズ 

 

 機械産業に対するニーズとしては、以下が挙げられる。 

 

（１）農作物工場向け技術開発ニーズ 

 大規模工場では数％の生産ロスであっても大きな損失になるため、ロボットや機械を利用して

生産から収穫まで極力ロスを抑えるニーズがある。完全自動型工場では、ヒトは梱包，出荷など，

一部の作業のみを実施する場合が多い。これに対応する機械に対するニーズがある。 

 

 機械の小型化やインバータ化が可能かどうか検討し、改善していく余地がある。特に、エネル

ギーコストの低い海外から導入したシステムには、中国地域の機械メーカから見れば省エネに関

して改善余地は大きいものと考えられる。 

 

 また、現状では、海外から輸入した栽培管理システム(ソフトウェア)等は、海外企業によって

ブラックボックス化されているが、中国地域の農業関連団体、公的試験研究機関や大学等におい

て蓄積されてきた栽培技術・ノウハウを中国地域のソフトウェア産業との連携によってシステム

開発することで、輸入品よりも中国地域の特性に合った栽培管理システムを構築できるものと期

待される。 

 

 このように、中国地域の農・工・ソフトウェア分野にまたがるノウハウを利用して、同様の工

場を省エネ型かつ高効率型で造ることに対する潜在的なニーズが考えられ、中国地域の機械産業

に対する期待は大きい。 

 

（２）農作業の省力化・自動化 

 安心・安全な機械、高齢化対応機械（労力を低減するための機械）、小型の機械に対するニーズ

がある。安心・安全を意識した機械とは、例えば農薬を使わずに物理的に風などで虫を防除する

機械などの無農薬対応機械が挙げられる。また、高齢化に対応した機械としては、無人で利用す

る機械や、高効率な作業機械、椅子に座ったまま各種農作業ができる自走式機械などがある。 

 近年では、農村地域の女性が農業を支えていると言われていることから、女性にも扱いやすい

小型の農業機械に対するニーズがあると考えられる。 

 なお、より省力化し、かつ生産性を高くするために、農作物工場の普及版というべき安価な施

設栽培システムに対するニーズもある。具体的には、天候にあまり左右されずに生育環境をコン

トロールできる施設内での水耕栽培によって、高付加価値な野菜を効率よくかつ省力的に生産す

る機械やシステムである。 
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６．３．３ 中国地域に存在する機械産業シーズの活用に向けた今後の課題 

 

 機械産業の高度化に向けた技術開発ニーズは上記のとおりであるが、技術開発・商品化された

機械が普及していくためには、技術面以外の課題もある。 

 

（１）市場の拡大 

 産業機械メーカが農業機械の分野へ参入し、上記に示すような技術開発を行う際には、農業機

械の市場が小さく、また、利用が定着するまでに長期間を要することが問題となる。技術開発投

資の回収が難しいということであり、「鶏と卵」の関係ではあるが、市場の拡大に向けて、まずは

「普及版」というべき小規模で安価な施設栽培システムの商品化も求められる。このような普及

版システムを利用する農業者(異業種参入を含む)を増えれば、さらに生産性を高めるために徐々

に共同化、企業化によって大型化することが考えられ、その際には農作物工場向け需要が拡大す

る。一方で、地方公共団体等において中山間地域における農作物工場等の計画を継続的に立ち上

げることによって、機械産業の研究開発意欲を増進していくことも期待される。 

 

（２）安全性の確保に向けた制度整備 

 従来の農業機械は、生研センター(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 生物系特

定産業技術研究支援センター)で安全面の認証を与える仕組みがあるので、それを利用して安全性

を保証できるが、例えば収穫作業用の作業台車などの新しい機械についてはそのような認証制度

が整っていない。 

 農作物工場で利用する作業機械は、農業機械として生研センターが扱うのか、工場作業機械と

して都道府県労働局で扱うのか、という取扱機関が決まっておらず、どこが安全性を保障すべき

かも明らかではない。 

 そこで、農作物工場で利用されるような新しい機械を普及するにあたり、安全性の認証機関、

認証内容等の仕組みを整備していくことが望まれる。 
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６．３．４ 今後の展望 

 

 以上のような課題を解決し、海外製品と比肩しうる安定性と信頼性を確保し、さらに省エネル

ギーなど、中国地域の機械産業シーズを活用した付加価値のある商品を実用化できれば、中国地

域における市場のみならず、海外の生産工場に向けて作業機械、制御システムやロボットを輸出

することも期待される。 

 また、制御技術や情報通信技術において、企業、研究機関共に多数のシーズを保有している。

このことから、産学連携により更なる技術発展を実現し、中国地域における強力な産業分野とし

て確固たる地位を築くことが期待される。 

 より本質的には、農工連携および産学官連携による農業生産性の向上、バイオマス資源の有効

活用、中山間地域の活性化と安全・安心な食を中国地域から供給することにつながるものと期待

される。 
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