
農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業
（網羅型研究）

研究実施期間：平成2５～29年度

多様な経営体の収益性向上に貢献する切り花の生産技術を構築します。

周年安定生産を可能とする花き栽培技術の実証研究

■研究代表機関 （独） 農業・食品産業技術総合研究機構 花き研究所

■共同研究機関
(独立行政法人） （独）農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所

(公立試験研究機関） 福島県農業総合センター

宮城県農業・園芸総合研究所

岡山県農林水産総合センター農業研究所

広島県総合技術研究所農業技術センター

(民間) 揖斐川工業（株）

（株）いわき花匠

三菱樹脂アグリドリーム（株）

（有）精興園

（財）日本花普及センター

(大学） （国）岐阜大学

■普及・実用化支援組織 福島県農林水産部



研究概要

研究目標

１．高品質なトルコギキョウを周年生産する技術を開発し、面積あたりの収益性を

高めます。

２．需要期に対応した計画出荷と省力生産を可能とし、労働時間当たりの所得を

増加させます。

３．早期復興と多様な経営体を支援する技術を開発、実証します。

福島県内の被災地における多様な経営体の収益性向上に貢献する技

術体系の構築と実証を目的として、

１．大規模水耕施設栽培におけるトルコギキョウの高品質周年生産シス

テムの実証研究

２．夏秋トルコギキョウと低温開花性花きの組み合わせによる省力・周年

生産技術の実証研究

３．露地電照栽培を核とした夏秋小ギク効率生産技術の実証研究

を実施します。

１については、雇用労働を前提とした大規模経営体を想定し、人工光閉

鎖型苗生産、水耕栽培システム、光合成モデルを核とした複合環境制御

等による効率的な生産体系を確立するとともに、実需者ニーズを反映し

た切り花形質の作出技術や品質保持技術による高品質化を実現します。

２については、中小規模の複合経営体を想定し、新規栽培者や早期営

農再開に資するため、土耕栽培でのトルコギキョウの夏秋期出荷と、カン

パニュラの組み合わせによる周年生産体系を実証します。

３については、複合経営体の共選産地を想定し、日長反応性の高い小

ギク品種の選定と電照栽培の導入により、同一品種での夏秋需要期継

続出荷と選花機の導入および苗分業生産による大幅な生産の効率化を

実証します。



研究概要

１．大規模水耕栽培によるトルコギキョウの高品質周年生産システムの構築

（１）人工光閉鎖苗生産システムによる水耕栽培に適した苗生産技術の確立
（広島県立総合技術研究所農業技術センター、三菱樹脂アグリドリーム）

（２）高品質・効率生産のための栽培システムの開発
（花き研究所、野菜茶業研究所、三菱樹脂アグリドリーム、福島県農業総合センター、

岐阜大学、揖斐川工業、広島県立総合技術研究所農業技術センター）

１.トルコギキョウの切り花生産に適した
新たなＮＦＴ水耕システム
・養液管理、病害防除システム

２.トルコギキョウの光合成モデルを核とした高品質・
効率生産のための複合環境制御技術
・新型パッドアンドファンによる温湿度制御など

１.作型別の最適苗齢と育苗条件

２.好適培地と給液条件等

３.栽培計画の作成
４.高品質・効率生産技術の体系化と実証

DM-ONE

新型パッドアンドファン

光合成最大化環境制御システム

栽培 出荷

年３作×温室３棟＝周年生産

緩やかな傾斜を持つ栽培床の底に、培養液を少量ずつ流下さ
せる水耕栽培。流れ落ちた培養液はタンクにもどり、ポンプに
よって再び循環させる。（NFTはnutrient film techniqueの略）

タンク

NFT水耕栽培
一般的な
DFT水耕栽培NFT水耕栽培は、空気に触れ

る根から酸素を取り込めるため
DFT（湛水）水耕よりも生育促進
効果が高い。

図は日本養液栽培研究会のHPより引用



（３）トルコギキョウ切り花品質の一環管理体制の確立と需要動向の解析
（花き研究所、日本花普及センター）

２.蕾段階で収穫した切り花の
開花促進法の開発と実証

３.トルコギキョウの実需者
ニーズの把握と実証生産物
の市場評価の調査

無処理 糖処理

１.出荷前から小売りまでの連続含糖処理による日持ち延長効果

＋輸送

＋小売り前処理

写真提供（株）サカタのタネ ボヤージュ (R)シリーズ

２．トルコギキョウと低温開花性花きの組み合わせによる効率的周年栽培技術の確立

（１）トルコギキョウの夏秋期（６～１１月）における省力安定生産技術の確立
（福島県農業総合センター、岐阜大学、宮城県農業・園芸総合研究所）

圧力ファンによる外気導入

蒸発冷却パッド（余剰水回収システムなし）

加湿冷却空気

高温低湿空気

潅水チューブ
（間欠給液）

クールパッド（セルロースパッド）

ポリダクトと
クールパッドの
隙間は密封

加湿冷却
空気

ポリダクト

潅水チューブ

・ 植物を濡らさずに栽培空間を局所冷房

・ 大容量の強制換気が不要（自然換気による高温空気の排出を併用）

・ 温室奥行方向の温度勾配なし

・ 既存温室に設置可能（低コスト化）

給水液受皿
（PVAシート製）

高温空気の
自然換気

自然換気を併用した簡易設置型パッドアンドファン冷房 光環境操作による切り花品質向上
(草丈確保､開花促進)

出蕾前：赤色光

赤色LEDランプ等

出蕾後：遠赤色光

遠赤色・赤色混合
LEDランプ等

花芽分化を抑制し
草丈を確保

開花促進

1.簡易設置型冷却装置による省力・
安定生産技術
2.土壌水分管理による省力・安定生
産技術
3.光環境操作による夏秋期の開花調節
4.栽培管理の自動化

（２）低温開花性花きとの組み合わせによる効
率的な栽培体系の確立

（福島県農業総合センター ）

（３）実栽培規模での現地実証
（岐阜大学、福島県農業総合センター、
宮城県農業・園芸総合研究所）

・需要期出荷
・良品安定生産
・省力作業体系

低温性花き冬春期出荷による生産拡大

日長処理によるカンパニュラ長期出荷技術（2～5月）

低コスト光源の活用および電照処理

トルコギキョウとカンパニュラの組合せによる周年生産の実証

新規栽培者や早期営農
再開に適する経営モデ
ルの提示



苗分業生産

３．露地電照栽培を核とした夏秋小ギク効率生産

電照栽培による開花調節

8月盆 9月彼岸

自動結束ロボット付き選花機

1. 電照栽培による需要期出荷

2. 電照栽培に適した品種選抜

3. 苗分業生産による親株管理・苗生産の省力

4. 選花機による出荷調製の省力

電照栽培・選花機・苗分業生産による夏秋小ギク効率生産の実証
（花き研究所、福島県農業総合センター、岡山県農林水産総合センター農業研究所、精興園）

研究課題間の連携

＋ 低温性花き
（カンパニュラ）

中小規模土耕栽培 露地電照栽培

トルコギキョウ 夏秋小ギク

複合経営体 共販産地

規模拡大による収益向上
新規参入・早期営農再開加速

周年安定生産による新たな
花き経営モデルの提示

花き専業 法人経営体等

大規模水耕栽培

１．大規模水耕栽培による

トルコギキョウの高品質周年
生産システムの構築

２．トルコギキョウと低温開花
性花きの組み合わせによる効
率的周年栽培技術の確立

３．露地電照栽培を核とした
夏秋小ギク効率生産

品目で連携

普及対象と目標で連携

■担当： （独） 農業・食品産業技術総合研究機構 花き研究所
上席研究員 福田直子

■Tel: 029-838-6801
■E-mail：www-flower@naro.affrc.go.jp

問合せ先

現地実証地

１. 大規模水耕栽培によるトルコギキョウの高品質周年生産システムの構築
（株）いわき花匠 いわき市内

２. トルコギキョウと低温開花性花きの組み合わせによる効率的周年栽培技術の確立
南相馬市内

３. 露地電照栽培を核とした夏秋小ギク効率生産
JAそうま 新地町内



炭酸ガス

苗テラス

農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業
（網羅型研究）

研究実施期間：平成2５～29年度

最先端技術による苗生産の高付加価値化、省力化の技術確立と

安全安心な苗生産の実証研究を行います。

最先端種苗産業確立のための野菜苗生産技術の実証研究

■研究代表機関：福島県農業総合センター
（一社）食品需給研究センター

■共同研究機関 （国）千葉大学
パナソニック（株）エコソリューションズ社
（国）茨城大学
（国）宇都宮大学
日本液炭（株）
ナラサキ産業（株）
片倉チッカリン（株）
（独）産業技術総合研究所
日本バイリーン（株）
（株）アステック東京
ベルグアース（株）

■普及・実用化支援組織
福島県農林水産部農業振興課



研究概要

津波、原子力災害の被災地である福島県浜通り地域は、震災以前から、県
内向け種苗供給産地であったことから、地域農業を最先端種苗産業として再
発展させることで、雇用対策や地域農業復興の後押しとなることが期待されて
います。そこで本プロジェクトでは、先端技術を導入して、高付加価値苗、省力
化苗、苗生産のリスクマネジメント確立のための実証研究を展開します。

研究目標

・苗生産の高度化、周年化、効率化による種苗供給産地の再生・復興
・放射性物質の影響を受けない野菜苗の生産による風評被害の払拭
・苗生産農家と栽培農家の分業体制に基づく効率的な営農体制の構築
・高付加価値野菜苗の安定供給による園芸産地の確立

研究内容

１．人工光育苗を用いた高品質野菜苗の実証研究
（千葉大学、パナソニック、福島県農業総合センター）

（１）可視光域ＬＥＤを用いた野菜苗の生育制御

・閉鎖系苗生産装置において、従来の蛍光灯か
ら生育に効果的な波長を組み合わせたＬＥＤを
導入し、苗の生育効率向上を目指す。また、消
費電力の削減効果も併せて実証する。

（２）紫外線ＬＥＤによるストレス耐性付与の実
証研究

・ほ場定植後の環境変化にも適応できる能力
（ストレス耐性）を備えた苗生産技術を開発す
る。



３．最適培地と養水分精密管理
（片倉チッカリン、福島県農業総合センター）

（１）添加資材活用による活着促進・生産の安定化
のための実証研究

・従来の育苗培土に根圏改良微生物資材や生
育を活性化させる資材等を添加することで、安
定生産に寄与する苗の育苗法を開発する。

・人工環境制御が可能な閉鎖系苗生産装置を活用
し、肥効調節型肥料をセル育苗培土に直接施用す
ることで、定植後の施肥の省力化が可能な土地利
用型野菜苗を開発する。

（２）施肥を省力化できる土地利用型野菜苗生産の
実証

慣行 セル内施肥

・育苗において、多くの労働時間を必要とし、苗質に
大きく影響する「かん水」について、省力化、苗質
の斉一化、水に起因した病害拡大リスクが回避で
きる方式を標準化する。

（３）均質な苗生産のための省力的な育苗管理技術
の実証研究

２．化学農薬に頼らない病害虫フリー化技術の実証研究
（宇都宮大学、茨城大学、パナソニック、ナラサキ産業、日本液炭、福島県農業総合センター）

（１）高濃度炭酸ガスによる害虫フリー苗の実証

・苗の生育悪化やウイルス病の伝搬の原因となる
苗の微小

害虫を高濃度炭酸ガス処理により防除する技術を
開発する。

（２）温湯熱ショック、紫外線照射による病害抵抗性
苗の実証

・植物の免疫システムの活性化により、病害抵抗性
を備えた苗を作ることで、苗生産時の過度な化学
合成殺菌剤の使用削減を目指す。



（３）放射性セシウムの移行低減を目的とした育苗環境の最適化に関する実証研究

（４）日常管理における放射性物質安全確認チェックシートの開発およびリスク管理情報を活用
した風評対策

（１）従前の状況と農業経営体の苗購入志向の把握

５．苗生産技術の経済性解明と苗生産経営体の経営モデルの構築
（福島県農業総合センター）

・（１）（２）（３）で確立されたモニタリング方法、除去方法、育苗環境の最適化を基に、放射性セシ
ウムの苗栽培に対する影響を管理・低減し、風評対策として安全性を担保するためのチェック
シートを開発する。

・生産環境、栽培施設からの放射性セシウムが苗に移行する影響を評価し、施設の最適化を
実証する。

・被災前後の状況、今後の営農意向等から対象地域で受け入れられる経営形態を検討する。
また、苗の需要（購入）側での購入苗の経営的位置付け等を明らかにする。

（２）実証技術導入による生産苗の経済性の評価

・実証試験担当農家経営体での野菜苗生産の原価計算等から、苗生産の経済性評価を行う。

（３）実証技術を導入した経営モデルの構築

・（１）で把握した対象地域での経営モデルの要件、（２）での生産苗の経済性等から、実証技術
を導入した経営モデルを策定する。

水モニタリ
ング

システム

緊急時Cs
除染設備

換気
フィル
ター

大気

モニタリン
グシステ
ム

土壌飛散
防止用不
織布

１ 水中の放射性Csの現場迅速モニタリン
グ技術・除去システムに関する実証研究

２ 苗育苗における大気・土壌由来の放
射性Csのモニタリング／除去技術に関す
る実証研究

対象品種：
トマト/キュウリ

出荷

４ 日常管理におけるチェックシート

適切な生産環境の選定

３ 放射性セシウムの移行低減を目的とした育苗
環境の最適化に関する実証研究

育苗施設放射性物質リスクマネージメントイメージ

４．放射性物質のリスクマネジメント
（産業技術総合研究所、バイリーン、アステック東京、ベルグアース、福島県農業総合センター）

（１）水中放射性セシウムの現場迅速モ
ニタリング技術・除去システムに関す
る実証研究

・育苗に使用する水の放射性セシウム
をモニタリングする技術および除去す
る技術を実証する。

（２）育苗における大気・土壌由来の放
射性セシウムのモニタリング・除去技
術に関する実証研究

・栽培施設内外からの土壌・粉塵由来
の放射性セシウムの影響を評価し、
適切に管理する方法を実証する。



可視光LEDによる
苗の生育制御、高
機能苗の生産

緩効性肥料による
施肥省力苗の生
産

添加資材活用によ
る活着促進・生産
安定化苗

紫外線LEDによる
苗へのストレス耐
性付与

閉鎖系人工光苗生産システム
野菜苗生産経営体

放射性物質のリスクマネジメント

水中放射性セシ
ウムの現場迅速
モニタリング

大気・土壌由来放
射性セシウムのモ
ニタリング

水中の放射性セ
シウム除去装置
の活用

土粒子飛散低減フィ
ルターの栽培施設へ
の適合化

施設栽培における先端的苗生産

炭酸ガス処理
による害虫フ
リー化苗

苗への温湯熱ショッ
ク・紫外線照射処理
による病害抵抗性付
与

育苗管理労力軽減
となる灌水管理シス
テムの標準化

栽培農家へ

野菜苗の周年安定供給

苗生産の負担減

高品質な苗の供給による
生産力の向上

■担当・見学申し込み
福島県農業総合センター 企画経営部 企画技術科
〒９６３－０５３１ 福島県郡山市日和田町高倉字下中道１１６
Tel:０２４－９５８－１７００
E-mail：nougyou.jouhou@pref.fukushima.lg.jp

問合せ先

研究課題間の連携

■福島県南相馬市原町区萱浜

■福島県南相馬市鹿島区浮田

現地実証地



農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業
(個別要素技術型研究）

研究実施期間：平成25～27年度

■総括機関
（特非）植物工場研究会

■参画研究機関
（国）千葉大学、日本電気（株）

－野菜栽培による農業経営を可能とする生産技術の実証研究－

植物工場の高収量化・高効率生産に向けた
統合型環境制御システムの開発



研究概要

東日本大震災の影響により、福島県産農産物に対する風評被害が課題となっている。また、
市場・消費者は、「清潔さ、新鮮さ、調理への便利さ、安全性の高さ、地域社会への貢献」を、
一方、生産者は、「ランニングコストの低下、作りやすさの改善、省労力での生産等」を求めて
いる。

太陽光型植物工場産の青果物は、これらの要求を満たすことが可能であることから、福島
県の食料生産地域再生のため、福島県の太陽光型植物工場において、現地の環境に適合し
た「統合環境制御システム」を開発し、生産者へ提供できるよう実証研究を行う。

統合環境制御システムは、「コアシステム（CS）」を中核とし、各種の「インテリジェントコント

ローラ（IC）」群で構築される植物工場の栽培環境を統合的に制御するシステムである。本事
業ではCSの経済性環境制御機能を中心とする統合型環境制御システムの実証研究を行う。

ICは制御する環境の要因ごとに開発し（CO2 IC、細霧冷房・飽差制御 IC、ヒートポンプ IC、
培養液管理 IC）、単独でも対象要因の制御を効率的に行う能力を有する。また、必要に応じて
収集した環境データを、CSへ送信する。CS側では、それらの環境データと過去のビックデータ
から得たマイニング式等から統合的制御に対応する制御パラメータを導き出し、ICに戻す。そ
して、ICは、それらのパラメータをもとに、CO2施用装置や飽差制御などを行う細霧システムな
どの環境制御装置類（アクチュエータ）を稼働させる。
このとき、CSは植物の成長や栽培環境の制御予測を行い、収穫時期に合わせて植物工場

内の環境を総合的に制御し、高度で多要因の環境制御を行うための頭脳として働く。
IT技術を駆使した環境制御を行うことで、最小のランニングコストで高収量化・高効率生産

を実現し、最大のコストパフォーマンスと安定した収益を目指す。

統合環境制御システムとは



研究内容

１．統合環境制御システムプロトタイプの詳細設計及び試作 （千葉大学、NEC）

経済性環境制御機能による統合環境制御システムプロトタイプの詳細設計・製造（試作）

（２）コアシステムとインテリジェントコントローラの接続検証実施

（１）統合環境制御システム プロトタイプの詳細設計を実施

コアシステムとインテリジェントコントローラ間の接続の検証
（CO2 、細霧冷房、ヒートポンプ等のインテリジェントコントローラを使用）

二大機能 (1)経済性環境制御 環境値スケジュールに基づき目標を達成するためにヒート
ポンプなどのアクチュエータを選定し、最適制御を実行

(2)経済性生産制御 成長と収量の予測及び工場内環境のスケジュールを作成

・パイプハウスレベルでも単独でコントロール可能な装置で収益性（１０％程度）を向
上させる。
・ガラス温室レベルで２割増の収益向上、大規模植物工場で５割増の収益向上が
可能な統合環境システムを構築する。

研究目標



（１）インテリジェントコントローラの設置、データ収集

２．福島の植物工場での検証計画・検討 （NPO植物工場研究会、千葉大学、NEC）

（１）福島県内植物工場での環境データ収集の実施

１．福島県で植物工場を選定し、各種センサー、計測機器を設置し、環境データ（気温、
湿度、日射量など）の収集

２．収集したデータを用いた、福島県の環境条件に適したマイニング式の修正・改良

（２）千葉大学植物工場での統合環境システムの検証

千葉大学植物工場実験棟にて、コアシ
ステムとインテリジェントコントローラを使
用する場合と使用しない場合とでの生育・
収量の違いや、経済効果が上がるかどう
かについての評価・検証を行う。

３. 福島県現地植物工場への統合環境制御システムの導入・検証・評価
（NPO植物工場研究会、千葉大学、NEC）

植物工場実証・展示・研修事業千葉大学拠点

（２）コアシステムとゲートウエイを設置、データ収集・検証

（３）データマイニング動作検証、フィードバック、検証まとめ

・ CO2、飽差制御・細霧冷房、ヒートポンプのインテリジェントコントローラを設置・環境
データの収集

(注)飽差制御：飽差とは、ある空気にあとどの程度の水蒸気が入る余地があるかを示すもの
で、通常植物の蒸散速度は、飽差に依存する。従って、飽差が小さいと作物の
蒸散が抑制されるが、逆に大きくなりすぎても気孔が閉鎖し、蒸散が抑制され
ると同時に、CO2の取り込み速度（光合成速度）も抑制されてしまう。このように、
作物に大きな影響を与える飽差を適切に制御するのが飽差制御である

・ コアシステム（経済性環境制御機能）とゲートウエイを設置し、導入するインテリジェン
トコントローラや既設の環境制御機器と組み合わせて、 統合環境制御システムのプロ
トタイプを稼働・ データ収集・制御精度・効果の検証

・収集したデータのデータマイニングを実施し、統合環境制御システムへフィードバック
・ 福島県に最適な統合環境制御システムをまとめる



問合せ先

現地実証地

研究課題間の連携

■：特定非営利活動法人植物工場研究会（事務局：山口、市野澤）
■：〒277-0882 千葉県柏市柏の葉6-2-1

千葉大学環境健康フィールド科学センター
■：電話: 04-7137-8312

■：Mail: info@npoplantfactory.org

植物工場の高収量化・高効率生産に向けた
統合型環境制御システムの開発

【NPO植物工場研究会】
研究課題：「野菜栽培による農業経営を可能とする

生産技術の実証研究」

【日本電気】
研究課題：「統合環境制御システム（経済性

環境制御）の開発・実証」

【千葉大学】
研究課題：「トマト栽培施設における統合

環境制御システムの評価」

研究実証地：福島県いわき市内の農業生産法人



農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業
(個別要素技術型研究）

研究実施期間：平成25～27年度

通信・電源がない地域の園芸施設モニタリング・環境制御により
農作業の軽減、生産性の向上を実現します。

自営広域無線による遠隔モニタリングと太陽光発電利用による環境制御技術確立のための実証研究

研究概要

遠隔地に避難している農家は、営農継続・再開のために被災地にある施設まで通う必要があり
、移動時間、作業負担が増加する。本研究は、ICTを活用して遠隔地から環境情報の取得・制

御を可能とすることで、作業負担の軽減、品質維持・向上を目指す。また、山間部における施設
の通信、電源供給の課題や通信コスト負担がICT導入の課題解決のための技術を確立する。

研究目標

• 通信の電波が届かない場所でのネットワークを構築し、遠隔モニタリングを実現する。
また、複数箇所のモニタリングを統合することで、通信コスト低減を行う。

• 市販の環境制御装置やセンサーを組合せ、最適の環境を構築する制御ロジックの作成を行う。
• 市販の太陽光発電設備を用い、使用電力と蓄電池の最適化により安定した電源を確保する
自立環境制御型太陽光発電設備を構築する。

■共同研究機関
エヌ・ティ・ティ ジーピー・エコ（株） ＮＴＴエレクトロニクス（株）

■研究代表機関
（株）ＮＴＴファシリティーズ

自営広域無線
（920MHz）

基地局

無線端末センサー

自営広域無線
エリア

センサーノード

太陽光発電

環境制御

ネットワークカメラ

モニタリング

無線ルータ

BATT

光回線・3G回線など



無線基地局（農研機構）

１．園芸施設のモニタリングによる最適環境の構築

最適な栽培環境構築に向けたデータ測定および
分析を行い、必要最小限のセンサーと環境制御
装置を組合せ、最適な栽培環境を構築するため
の環境制御ロジックの作成する。

（ＮＴＴファシリティーズ）

２．自営広域無線（920MHz帯）の導入と実証

通信回線エリア外でのモニタリングのため、自営
広域無線（920MHz帯）導入による伝送データ
品質と遠隔環境制御を実証する。

研究内容

（ＮＴＴエレクトロニクス）

ネットワークカメラ

無線ルータ

気象計

Wi-Fi

・遠隔監視、自動制御による農作業の軽減
・データ（飽差等）に基づいた制御による品質向上

インターネット

自宅など

ハウス内温度

ハウス内湿度

光量子量

CO2濃度

土壌水分

土壌温度 外気温度

画像

外気湿度

モニタリング

センサーノード

側面・妻面換気

潅水制御 等

カーテン開閉

自動環境制御

1.モニタリングを構築し、栽培環境を見える化

2.潅水装置等の機器の自動化

3.側窓・妻面換気等の遠隔制御

4.必要最小限のセンサーの構成、配置計画

5.環境制御ロジックの作成

遠隔制御

無線端末
実証区（遠隔地） 対象区（自宅脇）

自宅と遠隔地の距離 ６ｋｍ

自営広域無線

２ｋｍ

1.自営広域無線（920MHz）ネットワークの構築

2.無線端末による通信状況等の実証

3.遠隔モニタリング、制御システムの開発

3G回線など

インターネット

・通信回線エリア外でのモニタリング環境の実現
・モニタリングの統合による通信コスト低減



センサーノード 無線ルータ
（無線端末）

BATT

【実証区】

ネットワークカメラ

問合せ先

現地実証地

研究課題間の連携

農業ITふくしま応援コンソーシアム
（研究代表機関） 株式会社ＮＴＴファシリティーズ

スマートコミュニティプロジェクト本部 農業ビジネス推進室長 新谷義男
電話：03（5444）2488 E-mail：shinya22@ntt-f.co.jp

３．太陽光発電設備による自立制御安定化の実証

太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入
により、電源確保が困難な施設のモニタリング等へ
安定した電源を確保する。

福島県農業総合センター
（網羅型研究）

農業ITふくしま応援コンソーシアム
（個別要素技術型研究）

被災地域における
農業・農村の復興

福島県福島市内の園芸施設（２施設）において実証中
※現地見学は現在実施しておりません。

フィールドサーバー
・日射

気象測定
・温度
・湿度
・風向
・風速
・気圧
・降水降雨

■電源供給先
・無線端末
・フィールドサーバー
・各種センサー類
・制御用電源

1.市販の太陽光発電パネルと蓄電池を設置

2.センサー、制御用電力の最適設計

太陽光発電設備 蓄電池設備

・無電源エリアにおける園芸施設への電力供給
・停電時等における電源の確保



農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業
（網羅型研究）

研究実施期間：平成2５～29年度

ナシ園・カキ園の早期成園化を図ります。あんぽ柿を早く仕上げます。

－果樹園の早期成園化を可能とする実証研究－

持続的な果樹経営を可能とする生産技術の実証研究

■研究代表機関 福島県農業総合センター
(一社)食品需給研究センター（経理担当）

■共同研究機関
（公立試験研究機関） 神奈川県農業技術センター

奈良県農業研究開発センター
和歌山県果樹試験場かき・もも研究所

（民間） 大内わら工品(株)
(株)福島天香園

■普及・実用化支援組織 福島県農林水産部農業振興課



研究目標

果樹園の早期成園化を可能とし、持続的な果樹経営を可能とする生産技術の実証により、福島
県の果樹産地再生を図る。
ナシでは、新一文字型樹形及びジョイント型樹形による早期成園化技術、ナシ黒星病防除をは
じめとした総合的病害虫防除技術を実証し、ナシ産地の再生を図る。
カキでは、大苗密植栽培及び樹形改造による早期成園化技術、閉鎖系施設の利用による早期
出荷、品質安定を可能とするあんぽ柿生産技術を実証し、あんぽ柿産地の再生を図る。

研究概要

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の被害から、福島県の果樹産地の再
生を図るため、ナシ産地の再生技術の実証研究、カキ産地の再生技術の実証研究に取り組む。
１．ナシでは、新一文字型樹形とジョイント型樹形による早期成園化技術、黒星病等の総合的病

害虫防除技術について実証研究に取り組む。
２．カキでは、大苗密植栽培、樹形改造による早期出荷技術、あんぽ柿安定生産技術の実証研

究に取り組む。

研究内容

１．ナシ産地の再生技術の実証研究

（２）新品種を活用したジョイント型樹形による早期成園化技術の開発
（３） ジョイント型樹形導入による剪定作業の省力・簡易化技術の確立
（４）福島県におけるジョイント型樹形の栽培実証 （神奈川県農業技術センター）

（１）ナシの新一文字型樹形による早期成園化技術の開発 （福島県農業総合センター）

 新一文字型樹形の導入により、定植３年目に
は結実開始、４年目には慣行の２倍以上の収
量を目標に、ナシ栽培の早期成園化・省力化
を実証する。

 新品種「香麗」におけるジョイント型樹形の側枝管理技術、
収穫期判定技術（カラーチャート作成）を確立する。

 ジョイント型樹形による「香麗」「あきづき」の早期多収技術を
実証するとともに、剪定作業の省力・簡易化技術を開発す
る。

 ジョイント型樹形により、定植４年目収量を慣行の２倍以上、
単位収量当たりの剪定時間半減を実証する。

ジョイント型樹形

ジョイント型樹形とは・・・
主枝の先端を隣の樹の主枝基部に接ぎ木して繋げる樹形で
あり、樹の生育が揃い、作業性が良い等の特徴がある。

新一文字型樹形とは・・・
２本主枝で樹列に沿って側枝が肋骨状
に並ぶ樹形であり、作業性が良い等の
特徴がある。

新一文字型樹形



（５）梨病害防除ナビゲーションを用いたナシ黒星病防除法の確立
（６）ナシの下草管理による土着天敵類の定着温存技術の確立
（７）ナシの多目的防災網による害虫防除法の確立 （福島県農業総合センター、大内わら工品(株)）

発病の

おそれ

薬剤散布 薬剤残効期間

感染好適

日の出現

感染好適

日の出現

薬剤残効期間内

のため

感染不成立

薬剤残

効無し
発病の

おそれ

「ナシナビ」とは

千葉県で開発されたシステムで、ほ場内で微

気象（温度と湿度）を計測し、黒星病の感染・

発病について判断するシステムである。ま

た、薬剤の残効期間を設定し、薬剤防除と組

み合わせ防除適否を判断することができる。

「ナシナビ」とは

千葉県で開発されたシステムで、ほ場内で微

気象（温度と湿度）を計測し、黒星病の感染・

発病について判断するシステムである。ま

た、薬剤の残効期間を設定し、薬剤防除と組

み合わせ防除適否を判断することができる。

薬剤散布

薬剤残効期間

感染好適

日の出現

薬剤残効期間内

のため

感染不成立

感染好適

日の出現

薬剤残

効無し
予測発病

（潜伏15日）

 カバープランツであるシロツメクサやアップルミン
トを下草に利用し、ナシ害虫であるハダニの土着
天敵の定着を図り、殺ダニ剤使用を削減する。

 多目的防災網により、飛来性害虫やナシヒメシ
ンクイによる果実被害を低減し、殺虫剤使用を
削減するとともに、簡易な防災網設置方法を確
立する。

多目的防災網

「ナシナビ」

 梨病害防除ナビゲーションにより、黒星病の
防除要否を判断し、殺菌剤使用を削減する。

下草管理で天敵温存

（５）「蜂屋」 等の主幹の切断による樹形改造技術を利用した早期成園化技術の開発
（６）カキの既存樹の早期樹形改造法の開発

（福島県農業総合センター 和歌山県果樹試験場かき・もも研究所）

 主幹を地上60cm程度で切断し、発
生する新梢を利用して樹形改造を
行い、低樹高で生産性の高いカキ
樹を再生する。

 樹形改造樹の果実品質や収量性に
ついて明らかにするとともに、安定
生産のための樹体管理方法を確立
する。主幹切断による樹形改造

（１）「蜂屋」の幼苗接ぎ木技術（特許4858693）を利用した早期成園化技術の開発
（２）幼苗接ぎ木法における低コスト型台木生産方法の開発
（３）早期着果と樹体生育を両立する条件の実証研究
（４）幼苗接ぎ木技術を用いた「蜂屋」の苗木の育成

（福島県農業総合センター 奈良県農業研究開発センター (株)福島天香園）

 奈良県特許取得技術「幼苗接ぎ木技術」（特許
4858693）により育成した「蜂屋」の大苗密植栽培によ
り、早期成園化技術を実証する。

 幼苗接ぎ木に用いる台木について、低コスト型の生産
方法を確立する。

 「蜂屋」に適する台木を探索し、省力的で早期着果を可
能とする大苗生産方法を明らかにする。

 幼苗接ぎ木技術を活用して「蜂屋」の苗木生産を実証
する。

２．カキ産地の再生技術の実証研究

幼苗接ぎ木技術（特許4858693）

「ナシナビ」とは

千葉県等で開発されたシステムで、ほ場内
で微気象（温度と湿度）を計測し、黒星病
の感染・発病について判断するシステムで
ある。また、薬剤の残効期間を設定し、薬
剤防除と組み合わせ防除適否を判断する
ことができる。



■担 当 ： 福島県農業総合センター 果樹研究所 栽培科
■電 話 ： ０２４－５４２－４９５１ ＦＡＸ ０２４－５４２－４７４９
■Ｅ-mail ： nougyou．ｋajyu@pref．fukushima．lg．ｊｐ

問合せ先

現地実証地

研究課題間の連携

１．ナシ産地の再生技術の実証研究
場所 福島県福島市南沢又字北上原
交通 国道13号線から福島西道路に入り清水支所西入口を右折し 2.2km

福島刑務所に沿って西に約300メートル
２．カキ産地の再生技術の実証研究
(1) 「蜂屋」の幼苗接ぎ木技術を利用した早期成園化技術

場所 福島県伊達市霊山町上小国字御代田入
交通 国道4号線岩谷下交差点からから国道115号線に入る

霊山町下小国高橋商店交差点を右折し県道51号線に入り15分
(2) 「蜂屋」等の主幹の切断による樹形改造技術を利用した早期成園化技術

場所 伊達市保原町富沢字上二ノ田
交通 国道4号線岩谷下交差点から国道115号線に入る

福島銀行岡部支店を左折して県道4号線に入る
福島市立月輪小学校前を右折して県道387号線に入り約4km

・梨病害防除ナビゲーション
・土着天敵類の定着温存技術
・多目的防災網による害虫防除法

早期成園化技術

総合的病害虫防除技術

ナシ産地の再生技術

新一文字型樹形 ジョイント型樹形

カキ産地の再生技術

大苗密植栽培 樹形改造

・閉鎖系施設を利用した加工体系の確立
・品質評価法の検討
・あんぽ柿加工の現地実証

あんぽ柿加工技術

早期成園化技術

 乾燥機等の活用により乾燥日数を短縮し、早期
出荷を可能にするあんぽ柿の加工体系を確立
する。

 品質の安定したあんぽ柿を出荷するため、非破
壊による品質評価法を開発する。

 閉鎖系施設利用によるあんぽ柿の加工技術を
現地実証する。

（７）閉鎖系施設を利用した加工体系の確立

（８）品質評価法の検討

（９）閉鎖系によるあんぽ柿加工の現地実証 （福島県農業総合センター）

品質の評価

閉鎖系乾燥施設



農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業
(個別要素技術型研究）

研究実施期間：平成25～27年度

■研究代表機関
東京農工大学

■共同研究機関
第一実業（株）、（株）東日本地所

苗生産工場で開花した苗木を周年生産し，その株を福島県に移動してハウス栽培
し果実をオフシーズン（12月～翌年5月）に出荷する技術を開発します。

先進果樹苗生産工場との連携による
ブルーベリーのオフシーズン出荷技術の実証研究

苗のレンタル

安全・高品質な果実の
オフシーズン出荷



研究概要

④ 果実のセシウム検査 （東日本地所）

② 福島県のハウスに
導入し栽培
（東京農工大）

① 開花した苗木を作成
（東京農工大・第一実業）

⑤ 郡山市、東京で12月-5月まで販売評価
（東京農工大・第一実業・東日本地所）

③ 栽培のモニタリングと
指導（東京農工大）

本研究では、植物工場で育成した苗木（開花した木）をレンタル苗木として、農家
に購入してもらい、果実の価格が高いオフシーズンに果実を出荷できるレンタル
果樹鉢による生産が果樹経営として成立するかを実証する。

第1工程では、先進植物工場で9月～翌年2

月に開花した鉢苗を育成する。

第2工程では福島県の
省エネハウス内に開花
している鉢を入れて栽
培する。

第3工程は農薬を使わない
で栽培し、二酸化炭素の
濃度やＬＥＤ補光により、
無農薬でおいしい果実の
生産を目指す。

第4工程では非破壊法を取り入れ高糖度で適度の
有機酸を含む果実を収穫できる方法を開発する。
また、収穫した果実のセシウム濃度をチェックした
後、12月から翌年5月まで出荷する。

第5工程では、出荷した果実の販売価格を調査し、それ
らデータを基礎に収益性を検討する。

レンタル苗



研究目標

１．ブルーベリーの収穫期は通常は6月から8月まで（3ヶ月）であるが、
本実証研究では、四季成りや二季成り技術により、12月から翌年5

月までのオフシーズンの収穫を可能にし、また、雨よけ露地栽培に
より、12月から翌年8月まで収穫期間を3倍（9ヶ月間）に拡大させる
ことを目指す。

２．二季成り栽培と密植栽培に二酸化炭素施用を併用して収量を5倍
に増加させることを目指す。

３．二酸化炭素の局所施与およびLEDの利用により、CO2・光の同時
制御でハウス内の樹の成育を旺盛にし、樹あたり収量を1.5倍にす
ることを目指す。

４．ブルーベリー栽培中に発生する病害等を的確に識別診断するマ
ニュアルを作成し、駆除方法を提案することを目指す。

５．ハウスおよび雨よけ栽培により、果実のセシウム濃度をNDになる
ことを証明する。

６．オフシーズンの販売の優位性を明らかにし、露地裁倍の3倍以上
になることを目指す。



研究内容

１．果樹のオフシーズン生産技術の実証研究

（１）オフシーズン（12月から5月）に生産できる苗木育成工程の標準化
（東京農工大学・第一実業）

（２）果実生産の実証研究 （東京農工大学）

ライフサイクルの倍速化法（１年に2回，1樹で栽培できる。二季成り栽培）と連続開花結実法（1樹
で1年間、連続して収穫できる。四季成り栽培）を開発し、オフシーズンに生産できる苗木育成工
程を標準化する。

（１）の試験で開花した鉢を福島県の簡易ハウスに入庫し、12 月から翌年5 月まで収穫可能か
について実証する。

（３）二酸化炭素の局所施用による増収効果研究 （東京農工大学）

二酸化炭素の濃度やＬＥＤ補光により、無農薬でおいしい果実の生産を目指す。また、遠隔栽
培指導システムを導入し、どこでも栽培環境をモニタリングできる仕組みをつくる。



（４）病害虫発生のモニタリングと発生対策研究 （東京農工大学）

ブルーベリーは比較的病害
虫が少ない果樹であるが、アブ
ラムシ、ショウジョウバエ、ハマ
キムシなどが発生する。特に、
閉鎖された人工光栽培室に害
虫が持ち込まれると、一斉に繁
殖し、甚大な被害になる。そこ
で、病害虫防除システムを開
発し、無農薬の果実が持続的
に生産できることを実証する。

２．果実品質と安心生産技術の実証研究

（１）果実のセシウム濃度のモニタリング （東日本地所）

（２）果実の品質調査と非破壊検査法の開発 （東京農工大学）

収穫した果実のセシウム濃度をチェックし，ハウス
内での生産、あるいは雨よけ栽培はセシウム濃度
に関して問題ないことを実証する。

（３）オフシーズンにおける販売とアンケート調査 （第一実業・東日本地所）

（４）オフシーズンにおける果実販売の収益性 （東京農工大学）

オフシーズンに収穫した果実の品質特
性を明らかにする。また、非破壊法を取
り入れ高糖度で適度の有機酸を含む果
実選別できる方法を開発する。

出荷した果実の販売価格を調査し、それらデータを基礎に収益性の高い経営モデルを提案する。



問合せ先

現地実証地

研究課題間の連携

■担当・見学申し込み：東京農工大学農学部先進植物工場研究施設
■住所：東京都府中市幸町３−５−８
■電話：０４２−３６７−５９３６
■E-mail:plant_f@cc.tuat.ac.jp

川内村役場HPより転載

果実品質と安心生産技術の
実証研究

果実のセシウム濃度のモニタリング

果実の品質調査と非破壊検査法の開発

オフシーズンにおける
販売とアンケート調査

オフシーズンにおける
果実販売の収益性

果樹のオフシーズン生産技術
の実証研究

オフシーズンに生産できる
苗木育成工程の標準化

果実生産の実証研究

二酸化炭素の局所施用による
増収効果研究

病害虫発生のモニタリングと
発生対策研究

実証圃場地 福島県双葉郡川内村 村内



農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業
(個別要素技術型研究）

研究実施期間：平成2５～2７年度

■研究機関

富士通（株）

最新のセキュリティ技術を駆使した情報管理の仕組みの開発と
農産物の品質向上・生産効率化につながる多次元データ解析を行います

新たな農産物情報管理と測定データ大量・多次元解析に関する実証研究

1



研究概要

研究目標

果樹をはじめとした福島の農産物においては現在も風評被害にさらされ
ています。この問題に対し、当社は以下の研究を行い、ＩＣＴ*を使った
解決に取り組む。

*ＩＣＴ：情報通信技術

① 本研究では公表データの量や信頼性に着目し、大量測定において異常
データを検知する技術を搭載した農産物情報管理システムを開発する。

② 農産物情報管理システムに蓄積されたデータと様々な多次元のデータ
を掛けあわせ、解析を行う。

① 本研究では、複数の先端技術を農産物情報管理システムに適用し、
生産・出荷現場にて運用されることを目標としている。

このシステムを基盤に、生産から出荷までのトレーサビリティ*を
実現し、情報公開に関わるデータの管理を万全とすることにより、
消費者へ安心感を与え、風評被害の解消に貢献する。

*トレーサビリティ：生産・検査・出荷までのプロセスで、測定データの一貫性を維持すること

② 多次元のデータを解析することにより、データの傾向や変化点など、
営農関係者や研究者に有益な洞察を提供することを目標としている。

この取り組みを通じて、農産物の品質向上・生産効率化
につながる農家の対応策の発見に貢献する。

2



研究内容

① 新たな農産物情報管理
～測定情報の自動収集・管理システム～ （富士通株式会社）

自主検査の情報公開の基盤となるシステムを富士通のデータセンター上に構築します。
このシステムには異常データを検知する技術、消費者や営農関係者へ情報公開する際にデー

タを理解しやすく表示する技術を搭載する。
システムの現場への適合に関する助言や測定データ項目の整備にあたっては、現場が使い

やすいシステムづくりを目指す。

② 測定データ大量・多次元解析
～よりよい農産物生産のための測定データ多次元解析～ （富士通株式会社）

測定器※

自主検査現場 消費者管理システム

※非破壊測定器等

QRコード
など

スマートフォンで
農産物情報を閲覧

異常データ
の検知

データの集計、公開用
編集を自動化

・データはプログラムで自動編集
⇒公開のスピードアップ

栽培情報
検査情報

栽培情報 検査情報

相関の発見 イベント検知 地理空間分析

○○地域の対策が
他の野菜に転用出来そう・・・

効果的な線量低減には
○○対策を×月に・・・

農産物情報管理システムの蓄積データと様々な関連データを掛けあわせ、解析する。
解析を通じ、データの傾向や変化点など、研究者や営農関係者にとって有益な洞察を
提供し、農産物の品質向上・生産効率化につながる農家の対応策の発見に貢献する。

検査情報と栽培情報のデータ掛け合わせに関するデータ項目の整理などについては
網羅型研究「持続的な果樹経営を可能とする生産技術の実証」と連携している。
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お問合せ先

研究テーマ間の連携

持続的な果樹経営を
可能とする生産技術の実証

（福島県農業総合センター
果樹研究所）

よりよい農産物生産のための
測定データ多次元解析

（富士通株式会社）

■担当 ： 富士通株式会社 イノベーション企画・推進本部 インキュベーション推進統括部
■住所 ： 東京都港区東新橋１－５－２ 汐留シティセンター
■電話 ： ０３－６２５２－２２８３
■E-mail ： fj-inc-sentan3-12@dl.jp.fujitsu.com 

（平成２５年１２月 作成）

測定データと生産データを組み合わせ、解析することで
品質向上、効率化につながる洞察をデータから導き出す

4



農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業
（網羅型研究）

研究実施期間：平成2５～29年度

健康で高能力な乳牛に、安全で高品質な自給飼料を与え、堆肥や再生可能

エネルギーを活用する地域資源循環型の大規模酪農経営を構築します

持続的な畜産経営を可能とする生産・管理技術の実証研究

■研究代表機関

（独）農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所

■共同研究機関

（独法研究機関） （独）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所

（独）家畜改良センター

（公立試験研究機関） 福島県農業総合センター畜産研究所

（大学） 学校法人麻布獣医学園麻布大学、学校法人酪農学園酪農学園大学

■普及・実用化支援組織

福島県農林水産部農業振興課、福島県酪農業協同組合、(有)岡本製作所、(株)日本無線、
(株)東芝



研究概要

研究目標

震災および原発事故により被害を受けた福島県の酪農業が営農を再

開し、低コストで安定した生産を継続していくため、下記の技術を複合的

に導入し、技術体系の実証を行う。

① 放射性セシウム濃度を十分抑制した（25Bq/kg 水分80％換算値以

下）自給飼料の高能率生産

②ふん尿の省力的堆肥化と資源循環利用、再生可能エネルギーの活用

③新たな乳房炎検査技術を取り入れた乳房炎防除管理によりバルク乳

体細胞数を20万個/ml以下とするなど生乳生産上の損耗要因の低減

および、ベンチマーキングによる改善目標を定めた経営改善

④雌雄判別技術を用いた効率的な繁殖と牛群能力向上、高価格な肉牛

雄子牛の生産量増加

福島県の震災および原子力発電所事故の被災地では、地域によって
は避難を余儀なくされるなど、酪農経営は大きな被害を受けた。
被害を受けた酪農場が経営を再開し、安定して生産を継続するために
は、安全な飼料の生産と牛への給与ができるようにするとともに、避難時
に減少した牛群を迅速に増殖させる必要がある。加えて、家畜ふん尿な
どのバイオマス資源や農場内で回収できる再生可能エネルギーを有効
利用したり、家畜疾病を高度に管理して損失を回避したりすることを通し
て経営の改善・安定化を図る必要がある。同時に、農場全体の作業を省
力化・高能率化することによって、飼養頭数増加・大規模化を可能にして
所得を増大させることも重要である。
これらの目的のため、複数の先進的な技術を組み合わせて現地実証研
究を行い、被災地域において安定した酪農を継続できることを示す。



研究内容

１．安全で高品質な自給飼料生産技術の実証研究

（１）放射性セシウムの飼料作物への吸収移行抑制技術実証
（畜産草地研究所、福島県畜産研究所）

・十分な深さで土壌を耕起し、十分に砕土する。土
壌分析に基づく適正な施肥を行う。これらにより
放射性セシウムの作物への移行を抑制する。

・適切な機械を利用し高能率に作業することで、大
規模化に対応する。

２．ふん尿の省力的高品質堆肥化による資源循環と再生可能エネルギー活用による経営内エネル
ギーマネジメントの実証研究

（２）飼料用トウモロコシ等の自給飼料栽培実証 （畜産草地研究所、福島県畜産研究所）

（１）高品質堆肥の省力生産と堆肥発酵熱の利用実証 （畜産草地研究所、福島県畜産研究所）

・栄養価が高い飼料用トウモロコシを生産･給与す
ることで、飼料購入費を節減する。

・細断型ロールベーラを利用し、固定サイロ不要で
高品質なサイレージを生産する。

・不耕起播種や簡易耕播種で高能率・省エネル
ギー化を行う。
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自動堆肥化施設

・自動運転の堆肥化施設により、品質の安定した堆肥を省力的に製造する。
・堆肥から出るアンモニアと熱を回収して利用する。



（２）生乳の熱回収利用や太陽光発電などを組み合わせた農場内エネルギーマネジメントシステム
の実証 （畜産草地研究所、福島県畜産研究所）

・搾乳された生乳の持つ熱エネルギーをヒートポンプの熱源として利用する。
・高温洗浄水を作る燃料消費を削減する。
・太陽光発電とエネルギーマネジメントシステムの導入で農場内電力消費配分を最適化する。
・ピーク電力をカット、電力料金を削減する。

牛舎の屋根に設置した
太陽光発電パネル

生乳冷却

アイスビルダ

プレートクーラ

バルククーラ

開発システム

CO2ヒートポンプ

貯湯タンク

新規導入システム 従来システム

乳（約35℃）

乳 （約４℃）
出荷

温水（80℃以上）
洗浄に利用

代替フロン使
用冷凍機

開発システムを既存
のバルククーラーに
追加できる

３．新たな乳房炎検査システムと牛群管理ベンチマーキングの導入による生乳生産地域再生実証
研究

（１）新たな乳房炎検査システムによる乳生産地域再生の実証研究
（動物衛生研究所、麻布大学、酪農学園大学、福島県畜産研究所）

・細菌DNAを標的にした乳房炎原因菌の検出・同定検査システムを取り入れた乳房炎防除管理プ
ログラムを推進し、生乳生産上の損耗要因を低減する。
・乳房炎による損失（乳牛１頭あたり１年間に平均４～５万円）を低減する。

DNAチップを用いた
損耗疾病検出システム
衛生管理のモニター

乳房炎原因菌検出用DNAチップ
（イメージ、（株）東芝）

検出可能な乳房炎原因菌



４．雌雄判別技術を活用した酪農経営の早期再生実証

（２）牛群管理ベンチマーキングの実証研究
（酪農学園大学、動物衛生研究所、麻布大学、福島県畜産研究所）

（福島県畜産研究所、家畜改良センター）

取り組む具体
的目標の設定

リスクの基準値とポ
ジショニングを知る 生産効率の改善

ベンチマーキングの手法
目的：経営安定化•改善

・ベンチマーキング（リスクの基準化）の手法を酪
農経営に応用する。
・酪農情報を2次的に利用し、農場の生産、健康、
経営状況の見える化を推進する。

・福島県内の生産状況の把握、各農場の現状評
価により、牛群の生産、健康、経営を維持、向
上を支援する。

・雌雄判別技術を用いて、迅速な高能力牛の増頭、高価格な肉牛雄子牛の生産を推進する。

乳牛への性選別 ♀精液による人工授精で後継牛頭数を確保
精液の活用 ♀精液による高能力牛の体内受精卵の生産と移植

→後継牛の効率生産 → 販売子牛生産用に使う貸し腹の増加

→黒毛和種の性判別した♂受精卵の移植 → 子牛販売収入の増大

受精卵(♀）

体内・体外受精卵の移植

受卵牛 高価格販売

供卵牛
（乳牛）

供卵牛
（黒毛和種） 受精卵(♂）

雌雄判別

増頭・牛群能力向上



■担当：（独）農研機構 畜産草地研究所（那須研究拠点）
家畜飼養技術研究領域 上席研究員 天羽弘一

■Tel：0287-37-7814
■E-mail：amaha@affrc.go.jp

問合せ先

現地実証地

研究課題間の連携

ミネロファーム

現地住所：福島県福島市松川町水原字峰路8-13

■JR利用
東北本線 金谷川駅からタクシー利用 約４km

■自動車利用
東北自動車道 福島松川スマートＩＣから 約３km

【現地実証地見学申し込み】
福島県農業総合センター 畜産研究所
Tel:024-593-1221 E-mail：itou_hitoshi_01@pref.fukushima.lg.jp

新たな乳房炎検査技術
による疾病防除管理

生産性低下を未然に防止、
経営リスクを低減

雌雄判別技術による
効率的な繁殖と牛群

改良

後継牛生産コストの低
減と肉牛雄子牛の高価
格販売

放射性セシウム濃度を
抑制した粗飼料生産

自給飼料の給与で飼料費
削減

高品質堆肥の安定生産と農場内再生
可能エネルギーの活用

資源循環およびエネルギーコスト低減

牛

・健康
・高能力

低コスト安定生産を
継続できる資源循
環型酪農経営

飼料

・安全
・高品質



農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業
（網羅型研究）

研究実施期間：平成2５～2８年度

エネルギー・資源循環型営農技術の実証研究

■研究代表機関
（独）農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター

■共同研究機関
(独法研究機関） （独）農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター、

畜産草地研究センター、農村工学研究所

(公立試験研究機関）福島県農業総合センター

(民間) 栗田工業株式会社

■普及・実用化支援組織

福島県農林水産部農業振興課、川俣町

バイオガスプラントを拠点に地域資源をフル活用し、資源循環型農業・
エネルギーシステムの構築と高付加価値農業の展開を目指します



研究概要

東京電力福島第一原発事故による避難地域において、営農再
開後を想定し、作物残さや家畜ふん尿などの有機系資源を用い
た乾式メタン発酵と、わら類や木質チップの固形燃料化によりエ
ネルギー生産を行い、施設園芸へ供給するとともに、発酵残さを
減化学肥料栽培用の堆肥及び液肥として水田、畑地へ還元利用
するエネルギー・資源循環システムを構築する。

研究目標

実規模の乾式メタン発酵システムの場合で、施設園芸ハウスへ
の燃料供給量は固形燃料と併用で２HA規模、固形燃料のみの供
給面積を８ＨＡ規模とし、バイオマス燃料価格は発熱量ベースでＡ
重油価格７０円／Ｌに対抗できる燃料価格を目標とする。メタン発
酵残さの堆肥及び液肥の資源循環による化学肥料代替率は減化
学肥料栽培であるので５０％以上とし、慣行栽培に対し２,０００円
／１０Ａ以上の肥料費の節減を目標とする。また、栽培する野菜類
については周辺地域の収量レベルを確保する。
本技術の導入による地域の農業生産性に関しては、地域全体と
して労働生産性が維持向上できる生産システムを提案する。



研究内容

１．エネルギー生産・資源循環システムの評価

（１）エネルギー生産・資源循環営農システムの経営的評価 （東北農研、福島県農総センター）

２．乾式メタン発酵の実証研究 （栗田工業株式会社）

（２）エネルギー生産・資源循環システムのフローの設計及びエネルギー的評価（農工研、東北農研）

投入装置

電気

堆肥

粗破砕

槽底部から引抜

槽内清掃不要

DRANCO
発酵槽

残さ濃度 15 %以上
スカム発生 なし
撹拌装置 なし
加温装置 なし 燃料

蒸気（加温）

バイオマス

混合・加温

バイオガス

発酵残渣

液肥

1Nm3のメタンは、
0.96LのA重油に相当

●研究内容

対象地域から発生する作物残渣や畜産廃棄
物等のバイオマスを原料として、ラボスケール
及びパイロットスケールでの試験を実施し、実
規模施設設計のためのエネルギー回収率等
のデータを蓄積する。

●乾式メタン発酵の特徴

１．さまざまなバイオマスからバイオガスを生産
する。

２．バイオガスは、発電や暖房用燃料として利
用する。

３．発酵残渣には、肥効成分を多く含むため、
堆肥・液肥として利用する。

システム全体の

経営的評価

資材費、労働時
間などの調査

持続可能な収
量・エネルギー
循環量を解明

産業連関分析
? 地域への波及効果を解明

生産性向上・
コスト削減効果

所得拡大
効果

農家の面接調査
・アンケート

地域農業の復興 ・
再編策解明へ

１．エネルギー生産・循環型営農システムの
継続性評価を行う。

２．農家の面接調査により、農家の現状を把
握する。

３．現地の営農の実態に基づき、システムの
経済効果を解明する。

４．アンケートにより、営農再開の阻害要因
を解明する。

作物残渣
もみ殻
稲わら
生ごみ
ふん尿

・乾式ﾒﾀﾝ
発酵
・固形
燃料化

・ｴﾈﾙｷﾞｰ
(熱、電気)

・資材
(高成分堆
肥、液肥)

・施設
・園芸

・農地

搬
送

（原料） 〈変換〉 （生成物） 〈利用〉

搬
送

収集 （貯蔵） （貯蔵） （貯蔵）

１．バイオマス利活用システム全体の資
材とエネルギーのフロー設計を行う。
２．バイオマス由来熱エネルギーを利用
した施設園芸のエネルギー、環境面か
らの評価を行う。
３．実規模システムの実現可能性の診断
を行う。



３．エネルギー原料の収集・調製および発酵残さの処理・利用の実証研究

（１）エネルギー原料の収集・調製、貯蔵処理の実証研究 （中央農研、東北農研）

４．作物残さの固形燃料化および燃焼利用技術の実証研究 （中央農研、東北農研）

（２）乾式メタン発酵原料処理技術および発酵残さの肥料化技術の開発（中央研、畜草研、東北農研）

５．畑地における露地野菜類の栽培実証 （福島県農総センター）

ダイコン栽培実証バレイショ栽培実証

１．除染後の土壌改良技術の評価を行う。
２．露地野菜等の生産性評価を行う。

１．稲わら等の固形燃料化技術の開発を
行う。
２．バイオマスバーナーの改良を行う。
３．温室利用の実証試験を行う。

１．稲わらの迅速乾燥技術の実証
を行う。
２．作物残さの収集技術の開発を
行う。
３．メタン発酵用作物残さの調製・
貯蔵技術の開発を行う。

１．乾式メタン発酵残さの固液分離技術
の確立を行う。
２．高成分堆肥の製造技術の確立を行う。
３．液肥の調製技術の確立を行う。



■担当：（独）農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター
作業技術研究領域 上席研究員 薬師堂謙一

■Tel:029-838-8909
■E-mail：yakushi@affrc.go.jp

問合せ先

現地実証地

研究課題間の連携

■現地住所：福島県伊達郡川俣町山木屋細畑山１１０

■自動車利用（福島市方面から）
国道114号線で川俣町方面へ、「道の駅 川俣」、「川俣トンネル」を通過し、

国道349号線との交差点を、「浪江」方面へ直進約10kmで左手に（株）笠原鋳物
工場があるので、約500m直進し「細畑」バス停（グローバルピッグファーム福島農場
の看板有り）を左折、約400m先の除染物仮仮置き場を通過した左側。

■公共交通機関利用
JR福島駅東口発の「川俣高校前行き」バスに乗車し「川俣町役場」で下車（約40分）。

タクシーで現地まで（約11km）。

乾式メタン発酵
の実証研究

畑地における
露地野菜類
の実証栽培

作物残さの固形燃料
化および燃焼利用技
術の実証研究

エネルギー原料の収
集・調製および発酵
残さの処理・利用の
実証研究

エネルギー生産・資源循環システムの評価

原料

肥料

ガス、電力、
廃熱、CO2

施設園芸ハウス
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