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[要約] 

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

くの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した。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ものである。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。 

 

第１章 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 

1.1 中国地域の現状 

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。 

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
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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、工場団地内の用地が余

っている状況にある。 

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 

 

1.2 中山間地域の現状と課題 

 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 年に策定された食料・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、中山間地域直接支払制度が導入されている。また

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。中国地域の自治体に対するアンケート結果(5 県、144 市町村を対象、回収率 49%)にお

いても、農業・林業の担い手の減少、休耕田、遊休農地、林地荒廃がさらに進みつつある。

これに対して、80%以上の自治体で活性化に取り組んでおり、農業の機械化・情報化に対し

ては、31.1%の自治体が実施中、今後検討したいという自治体も含めると 70%近くがこれに

期待している。バイオマス資源利活用に対しては、18.6%が支援を実施中であり、「現在検

討中である」「今後検討したい」も合わせると、60%近くの自治体が、バイオマス利活用に

積極的であることがわかった。農業に対する異業種参入については、「参入を推進している」

「参入の推進を検討している」「参入を期待している」を合わせると、約半数の自治体で、

農業への異業種参入に期待していることがわかった。なお、参入を期待する業種としては、

建設事業者という回答が も多かった。 

 

第２章 バイオマス資源の利活用の動向 

2.1 バイオマスを原材料とした工業製品 

 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。 

 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
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ス化しエネルギー源としての利用、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。 

 

2.2 農作物工場 

 農作物工場は、 先端技術を用いて、光、養分、空気、温度等の環境条件を制御するこ

とで農作物の生産性向上を実現している。葉物野菜やトマト等の農作物を中心に、全国各

地で事例が見られる。一方で、課題として農作業機械や資材のコストが高いことやエネル

ギー消費が大きいことが挙げられている。 

 

2.3 先進事例調査 

 農作物工場において大規模な生産を行っている事例として、世羅菜園、日本農園、北海

道農業企業化研究所を対象に先進事例調査を実施した。 

 

2.4 まとめ 

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、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、機械産業に期

待される役割も大きいことが示唆された。 

 

第３章 バイオマス資源活用事業の担い手 

3.1 農業参入に係る規制緩和の動向 

 異業種の農業参入に対する施策として、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

が挙げられる。 

 

3.2 異業種参入の推進状況 

 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(中国地域の 547 社を

対象に送付、回収率 44%)から以下のことが明らかになった。 

・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。 

・中国地方の建設事業者は、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十分保有している。 
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第４章 中山間地域活性化のためのバイオマス利活用事業に資する機械産業の動向、課題 

4.1 農業機械化の動向 

 農業機械化促進法に基づき、農業機械開発施策が展開されており、現在は次世代型農業

機械等緊急対策事業において、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、循環型社会の形成といった多様な事業目的のもとで、農業機械

の開発が行われている。 

一方、平成 12 年の食料・農業・農村基本計画策定を受けて、平成 13 年に農業機械開発

改良研究・技術開発戦略が定められ、以下の６つの方向性が示された。 

①生産性向上のための機械の開発 

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 

③農業の自然循環機能の維持増進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 

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 

⑥農業機械の開発のための基礎・基盤技術の研究開発 

研究開発面では、上記の方向性に沿った成果が出ているとともに、IT や GIS 等情報関連

技術を用いた機械に関する研究や、環境に配慮した研究等が多く見られる。 

 

4.2 農業情報化の動向 

 今後の農業活性化にあたって、重要な要素技術の一つとして情報関連技術が挙げられる。 

農業機械開発改良研究・技術開発戦略の重点開発課題において、情報技術が密接に関連し

た研究開発課題も多く見られる。研究成果の中にも、情報技術、ネットワーク技術を活用

して、農業生産の省力化、高度な栽培管理の実現を目指すものなどが見られる。 

 一方、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おり、

そのためには、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、農家が市場の情報を常に把握し、農産物の生産・出荷の計画に役立てること

なども考えられる。 

 

4.3 農業分野への活用が期待される機械シーズの状況 

 大規模農作物工場、小規模農業、バイオマス利活用に係る機械・情報システムとして、

合計 77 の機械・情報システムを抽出した。次に、これらについて、日本標準産業分類上の

業種との対応を検討したところ、農業機械や電気電子機器だけではなく、非常に広範囲に
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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った。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。 

 中国地域の企業シーズでは、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応用可能なシーズも期待できる。研究開

発シーズでは、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。また、バイオマス

資源有効利用に向けた研究開発シーズを、バイオマス利活用事業に適用することも期待さ

れる。 

 

4.4 まとめ 

 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。 

 

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 

5.1 ビジネスモデルの設定 

 機械化、情報化による中山間地域の活性化とバイオマスの利活用という観点で、以下の

4 つのビジネスモデルを設定した。 

案１：エネルギー供給設備を併設した農作物工場 

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） 

案３：建設事業者の農業参入と農村のネットワーク化 

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 

 検討委員会での議論の結果、以上の４案のうち、案１と案３をビジネスモデルとして取

り上げた。さらに、大規模な設備投資が求められる案 1 について、詳細なビジネスモデル

を設定し、事業性の検討を行った。 

 

5.2 農作物工場のビジネスモデルの検討 

・ 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 
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・ 労働力：経営管理及び作業管理は３名、その他の現場作業員は 12 名 

・ 土地：農地もしくは工業団地の土地を購入する 

・ 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 

① 作型・収穫・販売 

・ 作型：トマト単一品目の長期間生産・販売 

・ 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、価格（市場売立価格）300 円／kg 

② 主な内部装置 

・ 環境制御コントローラ（暖房、換気、カーテン開閉、CO2 施用、排液管理など） 

・ 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 層カーテンを装備 

・ CO2施用設備：液化CO2利用を標準 

・ 作業機器（作業台車、運搬台車）：高所作業台車、運搬車 

・ 養液栽培装置（原水タンク、貯液タンク） 

・ 養液栽培装置（養液供給装置、排液循環・殺菌装置） 

・ 防除機：噴霧防除ロボット、多目的利用際霧システム 

・ 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 

③ 廃棄物:農作物工場からの農作物廃棄物発生量を 156ｔ／ha と設定 

④ エネルギー電力、灯油 

 

利用する土地(遊休農地、工業団地)と補助金の導入状況によって以下の 3 パターンにつ

 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、パタ

いて、事業収支の試算を行い、単純投資回収年数を算出した。 

ーン 1 と 2-①は 8.7 年、

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 2-②では 13 年という結果になった。 
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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 

隣で

スタディ 

 工場から発生する農作物残渣のみで、必要なエネルギーを賄うのは難しいため、近

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。 

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

 ビジネスモデル A-1,A-2 のイメージを以下に示す。 
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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

モデル A-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 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、余剰電力を売電 

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

モデル A-2 
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① モデル A-1 について(メタン発酵発電施設建設費の 50%の補助金を受ける) 

・投資回収年数:16.41 年 

・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削減効果は、年間 46.0ｔ－CO2

② モデル A-2①について(メタン発酵発電施設建設費の 50%の補助金を受ける場合) 

・投資回収年数:10.86 年 

・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削減効果は、年間 192.7ｔ－CO2

③ モデル A-2②について(メタン発酵発電施設建設費の 25%の補助金を受ける場合) 

・投資回収年数:16.29 年 

・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削減効果は、年間 192.7ｔ－CO2

 

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 

 ビジネスモデル B-1,B-2 のイメージを以下に示す。 

 

 

間伐材 

2,100t/年

間伐材チップ 

廃棄農作物

156t/年 
遊休地を利用 

農作物工場

直接燃焼発電設備

 

 

モデル B-1  

 

 
中間処理施設 

でチップ化  

 

 

 
電力・熱エネルギー利用 

 

＊ 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 
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モデル B-2 

直接燃焼発電設備5km

農作物工場 

   

1km

電力・熱エネルギー利用 

工業団地の分譲地を利用 

製材廃棄物 2,100t/年 

運搬距離 2.5km

と設定 

製材工場

廃棄農作物

156t/年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 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・ＣＯ2 を農作物工場で有効利用 

 

 

① モデル B-1 について(直接燃焼発電施設建設費の 50%の補助金を受ける) 

・投資回収年数:設定条件のままでは投資回収不可 

・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 

・CO2削減効果:年間 502.4ｔ－CO2

② モデル B-2①について(直接燃焼発電施設建設費の 50%の補助金を受ける場合) 

・投資回収年数: 12.13 年 

・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 

・CO2削減効果:年間 502.4ｔ－CO2

③ モデル B-2②について(直接燃焼発電施設建設費の 25%の補助金を受ける場合) 

・投資回収年数: 18.2 年 

・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 

・CO2削減効果:年間 502.4ｔ－CO2
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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 

経済性向上に向けたさらなる省エネルギーの工夫アイデアとして、以下が示唆された。 

・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。 

・地中熱利用ヒートポンプシステムを用いて地中熱を利用する。 

 

第６章 中山間地域活性化に向けた機械産業・情報化産業への提言 

6.1 機械産業・情報化産業による中山間地域活性化に必要な要素 

 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、フィールド等の必要な全ての要素が揃っている。 

6.2 機械産業・情報化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 

 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。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連れて、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。 

 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、次に大規模

化した場合には、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。 

 

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 

 現在、農作物工場で利用されている機械の多くは、安定性・信頼性の観点からオランダ、

カナダ等の機械を導入している。さらに、海外企業には施設(ハウス)建設、機器販売、栽

培技術、販路開拓等までを「トータルコーディネートができる」という利点がある。ただ

し、日本においても、収穫ロボット、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。露地栽培で利用する機械としては、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。 

 農作物工場向け技術開発ニーズとしては、特に、エネルギーコストの低い海外から導入
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したシステムには、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。 

 小規模農業向けでは、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。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。ただし、技術開発・商品化された機械が普及していくためには、技術面以外でも、市

場の拡大、安全性の確保に向けた制度整備などの課題がある。 

 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。 
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