
「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」
（平成23年度～平成29年度）

農林水産省 農林水産技術会議事務局

資料２



東日本大震災について

発生日時：平成２３年３月１１日

震源：三陸沖 深さ24km

規模：モーメントマグニチュードMw９．０

最大震度：７（宮城県北部）

被害状況：（平成２４年８月８日現在）

（１）人的被害

死者 ： １５，８６８人

行方不明者： ２，８４８人

負傷者 ： ６，１０９人

（２）建築物被害

全壊 ： １２９，３１６戸

半壊 ： ２６３，８４５戸

一部損壊 ： ７２５，７６０戸

（３）浸水した農地

２１，４８０ ha

出典：復興庁「復興の現状と取組」（平成24年8月15日）

１出典：Yahoo! Japan 東日本大震災 写真保存プロジェクト



２

農林水産関係の被害状況



東日本大震災における農業の被害状況

３



東日本大震災における水産業の被害状況

４



東日本大震災における養殖業の被害状況
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６
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◆被災地域では農業生産者が被災しており、一
日も早い地域農業の再生に向け、先端技術を駆
使した新しい農業技術が必要とされる可能性。

◆従来にない規模で先端技術の実証を行い、成
長産業としての新たな農業を提案する必要。

◆震災により激変した海洋生態系を解明し、科
学的知見を活用して漁場や資源の回復を促進
する必要。

背景

◆被災地域内に「農業・農村型」「漁業・漁村型」
の研究・実証地区を設定、地域住民と協力しつ
つ研究を実施。

◆この際には、既に確立された技術シーズを組
合せ、実用化研究により最適化し、速やかにそ
の成果を復旧・復興に活用。また最適化された
技術を体系化し、新しい産業としての農林水産
業を支える技術として発信。

研究方法

被災地域を新たな食料生産地域として再生するため、先端的な農林水産技術を駆使した
大規模実証研究を実施します。 【Ｈ25年度当初 ２，４００百万円（復興庁計上）】

対策のポイント

国 研究グループ・協力体制の構築

生産法人・漁協

被災地の県・公設試験場

独法・大学・民間企業

委託

先端技術を用いた被災地の農林水産業の復興
技術革新を通じた成長力のある新たな農林水産業の育成

土地利用型
営農技術

そ菜・果樹
園芸技術

施設園芸技術
（イチゴ・トマト）

防災・経営
診断技術

農業・農村型 研究・実証地区

開放型研究室

漁海況予報

持続的な漁業・養殖業
（アワビ・ウニ）

地域独立型電力を
用いた水産業

省エネ・高付加価値
（加工技術等）

漁業・漁村型 研究・実証地区

開放型研究室

先端技術の
組合せ・最適化

技術の実証

普及・実用化
推進

岩手県内、宮城県内、福島県内 岩手県内、宮城県内

生産コストの５割削減（または収益率２倍化）

８

食料生産地域再生のための先端技術展開事業



産学連携の促進のための取り組み

・公募研究課題の方向性の提示
・先端技術を有する研究機関等からの技術紹介
・今後の公募手続きの進め方の説明

● 先端技術を有する研究機関、民間企業、大学等の交流促進
● 公募実施の情報提供

公募開始

公募締め切り

１ヶ月程度

先端技術提案会

１ヶ月程度

９



課題全般を網羅した研究テーマを実施
◇研究実施期間 ： 平成２５年度～平成２９年度（最長５年間）

網羅的な研究課題を補完しうる個別の要素技術の研究テーマを実施
◇研究実施期間 ： 平成２５年度～平成２７年度（最長３年間）

研究課題の実施について①

網羅型研究

個別要素技術型研究

10

【網羅型研究】 【個別要素技術型研究】



実証地区の状況に応じて、研究初年度に、個々の要素技術の導入実証、効果把握及び
「研究・実証地区」における現地実証に着手し、翌年度以降は、追加的に検討すべき技術課
題の解決及び導入済技術の効果把握、技術の組合せ、技術の体系化を図ることを研究進
行上の目安とします。

本研究開発のため生産現場や農業・農村地域等における技術実証を行う場合には、原
則として、県内の被災地域内に設定している「研究・実証地区」にて、研究や、農産物の生
産者等と連携した取組を行うこととします。

なお、本研究対象となる果実、野菜等は、被災地域で生産される又は生産が検討されて
いるものとしますが、当該流通システムの開発を進める上で必要な場合には、被災地域外
で生産される果実、野菜等を用いて研究の実証をすることは可能とします。

「研究・実証地区」内における具体的な研究の実施場所（協力農業生産者）や実施開始
時期等については、研究に具体的に着手する前に農林水産技術会議事務局と十分に協
議し、決定します。

◇研究・実証地区

◇研究スケジュール（網羅型研究）

研究課題の実施について②
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（１）研究成果の普及・実用化を促すため、研究グループには、原則として、民間企業、
都道府県普及指導センター、 協同組合等、研究成果の普及を担う機関（普及・実
用化支援組織）の参画を得ることとします。その際、研究期間終了後にも研究成果
が活用されるよう、研究実施体制を十分に検討して下さい。

（２）被災地の復興等の動きと整合性の取れた研究開発を行うため、研究推進上必要と
なる運営委員会等においては、研究代表者間の連携体制を構築し、研究の進捗状
況の整理や研究実施計画案の作成などの各種調整を行っていただきます。

また、各研究を実施する際には被災県の行政部局や公設試験場、被災地域の関
係諸機関等との連携を図り、そのニーズの把握に努めることとします。

（３）提案時に設定される『研究開発の目標』については、研究実施計画の評価に活用す
るため、採択が決定し研究に着手した後、速やかに、その細部について明確化を求
めます。

なお、本研究で導入される先端技術に関し、技術としての有効性や導入の経営面
での効果について、今回公募を行う実証研究とは別に、「技術・経営診断技術開発
研究」として評価を行います。

12

研究課題の実施について③

◇実証研究の特徴



研究グループ間での連携による一体的な研究の推進

関連する研究課題を有する研究グループを有する研究コンソーシアムの代表者
により、運営委員会等の場を活用しながら、一体的・効率的に研究を推進。

研究開発の進行管理
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事業の実施課題 （事例紹介）

課題１： 土地利用型営農技術の実証研究

課題２： 大規模施設園芸技術の実証研究

課題３： 露地園芸技術の実証研究

課題４： 果実生産・流通技術の実証研究

課題５： 農産物加工技術の実証研究

課題６： 農村地域における未利用エネルギー利活用実証研究

課題７： 減災・防災システムの開発・実証研究

【農業・農村型実証研究】
（宮城県内）
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土地利用型農業の省力化

【代表機関】 （独）農研機構 東北農業研究センター
【共同研究機関・協力機関】 （独）農研機構 北海道農業研究センター、宮城県古川農業試験場、北海道大
学、（株）クボタ、井関農機（株）、ヤンマー（株）、富士通（株）、日本電気（株）、（株）イーラボ・エクスペリエンス
ほか 計１５機関による研究コンソーシアム 15

【地域の現状】
・震災によって、地域の担い手に被災農地の集積が加速。
・担い手による大規模経営を実現するためには、農作業の省力化・平準化を実現する新
たな技術体系が必要。

○大区画圃場での畑作機械による農作業の迅速化技術

○現行区画圃場での農作業の省力化技術
○ICTを使った栽培管理及び経営管理支援技術

民間企業が有する先端的農業技術を活用

フィールドサーバー取得情報等に基づく生育管理支援技術

乾田直播及び湛水直播技術による農作業の迅速化

可変施肥田植機 フィールドサーバー
グレーンドリルによる
播種

鉄ｺｰﾃｨﾝｸﾞ種子の
無人ﾍﾘ散播

水稲を核とする土地利用型農業経営体の生産コストの５割削減

農業クラウドｻｰﾋﾞｽ

FARMSへの作業自動記録



高度環境管理による施設園芸の収益性向上

【代表機関】 （独）農研機構 野菜茶業研究所
【共同研究機関・協力機関】 （独）農研機構 九州沖縄農業研究センター、宮城県農業・園芸総合研究所、東北大
学、イシグロ農材（株）、パナソニック（株）、カネコ種苗（株）、トヨハシ種苗（株）、アリスタライフサイエンス（株）、
（株）ジオシステム ほか 計２４機関による研究コンソーシアム

○トマトの高収益周年生産技術

○大規模園芸施設の基盤技術
効率的生産を実現する園芸施設設計等

大規模施設園芸経営の収益率の倍増

民間企業が有する先端的農業技術を活用

UV-B照射による病害抵抗性
の誘導(ウドンコ病等）

低コスト高設ベンチシステムと高度
な培養液管理トマト低段栽培(３段摘心）
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○イチゴ養液栽培による生産性向上技術
紫外光照射による病害抵抗性向上技術等

【地域の現状】
・被災地では、経営再開が困難な農家を農作業員として受け入れる、収益性の高い施設
園芸の発展に大きな期待。
・ イチゴの施設園芸団地の復興のため、高い収益性を実現する技術体系の確立が重要。



カキ養殖業の収益性向上

【代表機関】 （独）水産総合研究センター
【共同研究機関・協力機関】宮城県水産技術総合センター、芙蓉海洋開発株式会社、宮城県漁業協同組合、
日本オイスター協会、みやぎ生協

○市場ニーズの把握 ○ブランド評価法開発

○一粒カキ生産技術開発 ○干出マガキ生産技術開発

カキ養殖の収益率２倍、生産コストの削減

民間企業の販売に関するノウハウ等を活用

殻付き一粒ガキとしてオイスターバー等に出荷 高付加価値カキとして生協等で販売
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【地域の現状】
・震災によって、地元カキ産地に大きな被害。高水温によるへい死も問題。
・新たな養殖方法の導入による市場開拓と安定生産を可能とする技術体系の確立が求
められている。



ギンザケ養殖の収益性向上

【代表機関】 （独）水産総合研究センター
【共同研究機関・協力機関】宮城県水産技術総合センター、株式会社ニチモウマリカルチャー、日本農産工業株
式会社、公立大学法人下関市立大学、国立大学法人東京大学、宮城県漁業協同組合、みやぎ生協

○市場ニーズの把握

○生食出荷、旬魚 鮮度管理の徹底、活〆の機械化

○旬魚 輸入サーモンと差別化、「高鮮度、旬の食材」

○生産コストの削減、高付加価値化
大豆タンパク等を活用した低コスト飼料開発、給餌量の削減。
身質向上につながる餌料開発

ギンザケ養殖の収益性向上、生産コストの削減

民間企業の飼料開発技術、販売に関するノウハウ等を活用
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【地域の現状】
・震災によって、ギンザケ養殖に大きな被害。
・輸入サーモンとの差別化を図り、市場競争力の強化に資する高鮮度の生食ギンザケを
生産する技術体系の確立が求められている。



【参考】 土地利用型営農技術の実証研究

内容

１．大型機械を利用した低コスト水田輪作体系の実証

(1)大型機械を利用した低コスト稲－麦－大豆水田輪作技術の実証
(2)高能率な鉄コーティング水稲湛水直播技術の実証
(3)大区画水田における圃場作業支援技術の実証

鉄ｺｰﾃｨﾝｸﾞ種子の無
人ﾍﾘ散播

鉄ｺｰﾃｨﾝｸﾞ種子の
高能率点播

ｽﾀﾌﾞﾙｶﾙﾁによる高速耕耘
グレーンドリルによる播種

カルチパッカによる鎮圧

○深耕＋整地播種体系の高速化技術
○作目切り替えの迅速化技術
○乾田直播
○総合的雑草管理技術

○鉄コーティング水稲湛水直播技術
○省力的除草体系

○地下水位制御システムの導入
○GPSレベラーを用いた大区画圃場の均

平化技術
○GPSを用いた農業機械の運転支援技術
○農作業ロボットの活用

復興に伴い圃場区画や経営規模が拡大した際に、コスト競争力のある
水田農業を展開するため、各種先端技術を組合わせて導入し、高能率・
安定多収を実現する低コスト大規模農業を実証。
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内容

２．中型機械の汎用利用による低コスト水田輪作体系
の実証

(1)津波被災水田の早期機能再生技術の実証
(2)中型機械の汎用利用による３年４作水田輪作体系の実証

○広畝成形播種と農業機械の汎用利用に
よる機械コストの削減

○簡易乳苗育苗技術
○疎植栽培と簡易乳苗育苗の組合せによ

る省力的移植体系
○環境保全型の防除技術

逆転ロータリを用いた広畝成形播種

疎植移植
簡易乳苗育苗

○FARMSを活用した機械作業情報のモニタリ
ング及び情報管理技術

○地力情報、生育情報に基づく適正施肥技術
○メッシュ気象情報、発育予測モデル、フィー

ルドサーバー取得情報に基づいた生育管理支
援技術

○農業オープンクラウドプラットフォームの標
準化

農業クラウドｻｰﾋﾞｽ

FARMSへの作業自動記録
可変施肥田植機

ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾊﾞｰ

３．大規模水田農業を支援するICTを活用した栽培管理
及び経営管理の支援技術の実証

(1)低コスト安定生産のための栽培管理支援技術の実証
(2)大規模水田農業を支援する経営管理支援技術の実証
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大規模施設園芸技術の実証研究

内容

１．イチゴ養液栽培システムの構築と周年生産性の大幅向上技術
の実証

○イチゴの低コスト高設栽培システムと環境に優しい培養液管理技術
○イチゴの局所温度管理による収量・品質の安定化技術
○夏秋栽培における生産安定化技術
○イチゴの病害虫総合管理(IPM）

低コスト高設ベンチシステムと高度な培養
液管理

ミヤコカブリダニ

チリカブリダニ

イチゴのＩＰＭ技術

天敵利用によるハダ
ニの防除

UV‐B照射による病害抵抗
性の誘導(ウドンコ病等）

クラウン温度制御用チューブ

被災地の産地復興及び高収益型農業の確立のため、導入が進む園芸施
設において、イチゴ、トマトを対象とした各種の生産技術を組み合わせ
て実証。

大規模園芸施設（亘理郡山元町内）
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内容

２．トマト等の高収益周年生産システムの実証

○低段栽培用の良苗生産技術
○低コスト栽培システムと高品質生産技術
○低段栽培の周年高品質多収のための環境制御
○低段栽培の病害虫総合管理(IPM)の実証

トマト低段栽培(３段摘心）

各種LED光源

光質を利用した花房形成制御
と高品質苗の生産

３．寒冷地の大規模施設生産における作物に共通した基盤技術の構築

○太陽光利用型植物工場生産施設の合理的設計
○自律分散型高度情報利用
○再生可能エネルギー利用に基づく統合環境制
御技術
○レーザー光による作物状態のモニタリングと
熟練者技術のデータマイニング

地中熱を利用したヒートポンプの
高効率システム

波長可変レーザを用いた圃場内の
環境・作物の状態の面的計測

波長可変レーザ受光部と出力イメージ
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イチゴ用短日夜冷庫
コンソーシアムT1-1

ヒートポンプ

CO2施用機

循環扇

細霧システム

局所温度管理

トマト用閉鎖型育苗室
（苗テラス）

イチゴ採苗(親株)ハウス

大規模施設園芸技術実証研究における技術の組合せイメージ

ユビキタス環境制御システム
（自律分散型）

トマト低段栽培
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露地園芸技術の実証研究

土地利用型農業や、大規模施設園芸を展開する経営体の収益性を向上するためには、栽培
作物の多様化による雇用労働力の有効利用が求められる。このため、他の生産体系との組み
合わせを念頭に置きつつ、露地野菜の生産性を向上するための機械化体系等の実証を行う。

内容

１．作期拡大のための品目・作型・栽培技術の実証研究

○耐塩性の強いアスパラガスの導入と安定生産
○寒玉系キャベツの周年生産に向けた作型・品種の実証
○加工・業務用ホウレンソウの作型・品種の実証

２．露地野菜の生産安定・省力・低コスト化のための実証研究

○キャベツおよびタマネギにおける機械化体系
の実証
○畑地用地下灌漑システム（OPSIS）による露
地野菜安定生産

○リビングマルチを利用した露地野菜の総合的
害虫管理(IPM)の実証研究
○生育予測技術の活用による産地間連携の実現 低コスト機械化一貫体系リビングマルチによる

キャベツ栽培

アスパラ栽培

キャベツ栽培
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果樹生産・利用技術の実証研究

３．ブドウ「シャインマスカット」の周年・安定供給及び
環境負荷低減技術の開発

２．塩害回避を目的とした根域制限栽培システムの構築

○塩害を回避するためのブドウ等の根域制限栽培

○着果管理の省力技術
○超早期加温栽培・収穫期延長・長期保存技術
○農薬削減技術

被災地の早期復興のため、結実が早く高い収益性が期待できる小果樹類等の栽培の適性を確
認するとともに、労働時間を大幅に削減可能な省力栽培技術を実証し、出荷期間の拡大や機能
性を活用した加工品など、収益性の向上を図る。

内容

１．国産小果樹類の新規市場開拓のための省力生産技術・
加工品の開発

○レッドカーランツ及びカシスの栽培技術
○病害虫防除及び果実障害回避技術

４．ジョイント栽培によるクリ「ぽろたん」の省力・多収
生産技術の開発

○ジョイント樹形管理技術
○周年供給技術

果樹栽培実証圃場（亘理郡山元町内）

根域制限栽培

クリ「ぽろたん」 25



農産物加工技術の実証研究

○未利用資源・地域農産物の乾燥技術の実証

○フラボノイドに着目した素材化研究

○高付加価値流通技術の実証

○付加価値化のための情報付与技術の実証

被災地で生産される農産物の付加価値を高めるため、これらの農産物
を用いた農産物の加工技術の開発を通じて、原材料となる農産物の利
用・価値拡大を図る。

内容（※復興状況との対応を整理中）

(１)未利用資源・地域農産物の乾燥技術の実証

(２)農産物の一次処理技術・素材化技術の実証

○農産物を対象としたプログラム凍結の実証

○高品質加熱加工による農産物一次処理技術の実証

○米の用途拡大に向けた加工技術の実証

(３)流通・情報付与技術の実証

トマト

米・大豆加工

イチゴ

パプリカ葉の産業利用
26



未利用エネルギー利活用技術の実証研究

震災によって電力供給が停止し、多くの農産物が被害を被った経験を
踏まえ、農業用施設等における再生可能エネルギーの利用を拡大するた
めのエネルギー生産・利活用技術、自立・分散型のエネルギー運用・管
理システムの開発を行う。

太陽光発電

可搬式給電装置

風力発電

農業用充電・給電
ステーション

電気自動車

00150015

地下水源

高圧細霧冷房 循環扇

RO膜装置

貯水・蓄熱槽

水熱源ヒートポンプ
（熱源は農地の地下水お

よび地中熱を利活用）

スリンキーコイル式
熱交換器

園芸施設における地中熱
ヒートポンプ利用

内容（※復興状況との対応を整理中）
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減災・防災システム開発の実証研究

３．農村地域の持続的発展に寄与するための地域住民
の合意形成手法の実証

２．災害時の被害を低減させるような減災・防災技術
の検討と施設機能強化技術の検証

１．災害に強い農村として再生するように、集落単
位で細やかな合意形成を図る手法の実証

○地理情報ビジュアライズ技術を活用した、合意形成手法の確立

○津波伝播解析モデルによる農地排水システム評価
○地下水位制御システム（FOEAS）による塩害被害低減技術
○津波に強い盛土構造物の設計

○被災地域の持続的発展のための合意形成手法の確立

農村地域全体における地震や津波等の災害に対する安全性を向上させ、
安心して農業が営める農村環境を整備するため、農村地域および農地の
災害を軽減するための総合的な減災・防災システムの開発を行う。

内容

津波浸水解析

ワークショップ

地理情報ビジュア
ライズ技術

津波模型実験
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【 各種の先端技術を集中投下し組合せ 】

小水力発電

研究拠点（オープンラボ）

園芸施設

モデル農場施設

稲作の乾田直播等営農技術実証

果樹生産・利用技術の実証（１ha ）

露地園芸技術の実証

機能性成分の活用技術実証

農業・農村型 実証研究地区のイメージ

施設園芸栽培技術実証

小水力等未利用エネルギー
利活用技術実証

農産物加工施設

農産物加工技術の実証

減災・防災システム実証

農産物流通技術の実証

※ 農業継続を継続したい被災
農家の雇用の場の確保

※ 農業継続を断念した被災農家の農
地を引き受ける大規模経営体の支援
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宮城県農業・園芸総合研究所

成果の普及の促進の取組み（開放型研究室）

・開放型研究室（オープンラボ）では、研究者間の情報共有・調整等を行うほか、研究実施
状況や成果等の情報を被災地域の農業関係者等に積極的に発信し、成果の普及を促進。
・ホームページを開設し、情報発信を強化するとともに、実証研究の見学案内などを実施。

研究活動状況や成果の
情報発信

オープンラボを通じた見学・説明会等の実績：
1,448人（平成25年9月30日現在）
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【農業分野】
岩手県：中山間地域での施設園芸技術など
宮城県：平野部での大規模水田作技術、施設園芸技術など

福島県：放射性物質の影響が懸念される地域での花き栽培
技術など

【水産業分野】
岩手県：沿岸漁業技術など
宮城県：カキ、ギンザケの養殖技術など

現地実証研究課題と実証地域

実証研究課題：
農 業：３３課題
水産業：１４課題
共 通： １課題

合 計：４８課題
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事業関連サイトと問い合わせ先

○食料生産地域再生のための先端技術展開事業関連サイト

・事業概要、公募や委託先決定のプレスリリースなど
http://www.s.affrc.go.jp/docs/sentan_gijyutu.htm

・研究課題概要、見学案内など（宮城県内での農業・農村分野）
http://www.ais‐sentan.jp/index.html

・研究課題概要、見学案内など（岩手県内での漁業・漁村分野）
http://www.iwate‐suigi.jp/index.html

○問い合わせ先

研究推進課先端技術実証班
電話 ：03‐6744‐7043（直通）
FAX ：03‐3593‐2209
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