
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24～29年度

稲－麦－大豆等の大規模水田輪作を導入し低コスト化を図ります。

－低コスト大規模水田農業の実証研究－

土地利用型営農技術の実証研究

■統括機関
（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

■参画研究機関
(独法研究機関）（独）農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター、

北海道農業研究センター、 生物系特定産業技術研究支援センター

(公立試験研究機関）宮城県古川農業試験場、石川県農林総合研究センター農業試験場

(大学）北海道大学（平成２７年度から参画予定）

(企業）（株）クボタ、井関農機（株）、小泉商事（株）、ヤンマー（株）、

ヤンマーヘリ＆アグリ（株）、スガノ農機（株）、富士通（株）、

日本電気（株）、（株）イーラボ・エクスペリエンス

■普及支援組織
宮城県農林水産部農業振興課



研究の概要

１．大区画圃場におけるプラウ耕乾田直播等を核とした低コスト２年３作水田輪作体系の実証

(1)高能率・安定多収を実現する低コスト稲－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

ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾊﾞｰ

１．スタブルカルチ・ハローパッカ・グレ－ンド
リルなどによる深耕＋整地播種体系の高
速化技術

２．作目切り替えの迅速化技術

３．有機物施用を取り入れた地力維持管理
方法と２年３作体系における合理的施肥
法

４．大豆狭畦密植無培土無中耕栽培技術

５．水稲乾田直播と大豆狭畦密植無培土無
中耕栽培での総合的雑草管理技術

東日本大震災から復興し、水田を中心とした食料生産地域を早期に再生するために、地
域の担い手に農地を集積するとともに、圃場区画や経営規模の拡大により、コスト競争力
のある水田農業の発展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、高能率・安定多収を実現する低コスト大規模水田農業の実証研究を展開します。

１．スタブルカルチ＋粗代かきによる高能率化
２．全量基肥施用技術
２．病害虫防除回数の50％削減
３．除草剤２回の省力的で安定した除草体系
４．耐倒伏性向上技術
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地下水位 地下水位

用水供給

導水管

排水

地下水設定
１．大区画水田における地下水位制御シ
ステムを用いた、効率的な灌漑・排水
技術

２．ＧＰＳレベラーを用いた大区画圃場で
の均平化技術

３．大区画水田における測位衛星等を用
いた省力化・高精度作業のための運転
支援技術

４．農作業ロボットを活用した作業自動化
技術（平成２７年度から試験開始予定）

農作業ロボット

運転支援装置

カルチパッカによる鎮圧

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

大区画水田での苗立ち状況



２．津波被災農地の圃場環境に対応した中型機械の汎用利用による低コスト３年４作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

１．被災水田の土壌理化学性、雑草発生、
病害虫発生の実態のモニタリング

２．GISを用いた土壌理化学性、雑草発生、
病害虫発生の類型化

３．類型化に基づいた最適管理技術および
早期再生技術

４．下層塩分上昇リスク軽減技術

(1)低コスト安定生産のための栽培管理支援技術の実証

１．逆転ロータリ利用による広畝成形播種と
普通型コンバインの汎用利用にいる機械
コストの削減

２．簡易乳苗育苗技術

３．疎植栽培と簡易乳苗育苗を組み合わせた
省力的移植体系

４．環境保全型農業に適応する効率的な防除
技術

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．FARMSを活用したトラクタ、コンバインな

ど機械作業情報のモニタリング及び情
報管理技術

２．地力情報や生育情報のセンシングとそ
れに基づく適正施肥技術

３．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

(2)大規模水田農業を支援する経営管理支
援技術の実証

(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

１．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

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

雑草発生状況の類型化の事例
大豆圃場における下層塩分上昇

フィールドサーバー



■担当：（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
生産基盤研究領域長 大黒正道

■Tel:019-643-3483 E-mail：daikoku@affrc.go.jp

（平成２５年１月 作成）

問合せ先

研究目標と研究課題間の連携

被災地域の圃場環境は、①基盤整備が必要で大区画化される圃場、②除塩により現行区画
で営農が再開できる圃場 に分けられます。そこで、異なる２種類の圃場環境に対応するため、
生産コスト５割削減を目標に以下の低コスト水田輪作体系に関する研究課題を実施します。
１ 大区画圃場におけるプラウ耕乾田直播等を核とした２年３作水田輪作体系の実証
２ 津波被災農地の圃場環境に対応した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
また、大規模水田農業をICTを用いて栽培管理、経営管理の側面から支援するために、

３ 大規模水田農業におけるICTを活用した栽培管理及び経営管理の支援技術の実証
を実施します。

２ 津波被災農地の圃場環境に対応
した中型機械の汎用利用による低
コスト３年４作水田輪作体系の実証

１ 大区画圃場におけるプラウ耕乾田直
播等を核とした低コスト２年３作水田輪
作体系の実証

３ 大規模水田農業におけるICTを活用した栽培管理及び経営管理の支援技術の実証

実証する低コスト水田輪作体系

＜体系の特徴＞大区画圃場、水稲直播 ＜体系の特徴＞現行区画、移植含む

栽培管理支援 経営管理支援

現地実証地までの交通アクセス

（有）耕谷アグリサービス
現地住所：宮城県名取市下増田字耕谷後265-2

■ＪＲ利用
仙台駅－「杜せきのした」駅 ＪＲ仙台空港アクセス駅（所要時間17分）
「杜せきのした」駅から徒歩25分

■自動車利用
ダイヤモンドシティ・エアリから南東側交差点を南へ直進し二つ目の交差点を左折 東部道路をくぐり、
つきあたり

【現地実証地見学申込み】
宮城県農業・園芸総合研究所
Tel：022-383-8118 Fax：022-383-9907
E-mail：mark-kk@pref.miyagi.jp



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24～2６年度

■研究実施機関
富士通株式会社

日々の営農データを蓄積、分析することにより経営強化に貢献します

作業マニュアル・経営意思決定支援システムの研究開発



経験に基づく生産管理と農業経営を、実績データを
もとに見える化し、作業の均一化・収益向上を図ります

研究の概要

１ 作業マニュアルシステムの実証

２ 経営意思決定システムの実証

農作業に関するナレッジとは？ 作業システムの最適化とは？

長年の経験に基づく、作業体系・
知識、農薬・施肥の最適使用、気
象環境に応じた知見

作成したマニュアルと気象条件な
どから作業適期を判断し、作業レ
ベルを平準化する

実績に基づく意思決定とは？ 過去実績に基づく改善とは？

実績データをグラフで可視化し、
事象の要因を分析。改善による経
営強化を図る

過去実績を蓄積し、大規模経営に
おけるコスト削減を図り、人材育
成を容易にする

作業・生育・気象データ 蓄積 データ活用

システム

経営意思決定支援データ

作業マニュアル(独自の栽培暦)

データセンター

従来は勘や経験、記憶で行われていた作業指示や経営意思決定を
過去の実績を基にした実データで判断するための支援を行います

農作業管理クラウドシステムを生産現場に導入し、パソコン・スマートフォン等によ
り、日々の農作業の計画と実績を蓄積します。また圃場にはフィールドサーバーを設置
し、圃場の気象情報、土壌・水分情報を自動的に収集します。
これらの情報を活用し、生産者の生産・経営を支援するための作業マニュアルの作成

と活用に関する技術（作業マニュアルシステムと呼ぶ）、および事実・実績に基づく経
営上の意思決定支援技術（経営意思決定支援システムと呼ぶ）の最適化を行います。



研究目標と研究課題間の連携

土地利用型網羅型研究との連携イメージ

（有）耕谷アグリサービス
現地住所：宮城県名取市下増田字耕谷後265-2

■ＪＲ利用
仙台駅－「杜せきのした」駅 ＪＲ仙台空港アクセス駅 （所要時間17分） 「杜せきのした」駅から徒歩25分

■自動車利用
ダイヤモンドシティ・エアリから南東側交差点を南へ直進し二つ目の交差点を左折 東部道路をくぐり、つきあたり

現地実証地までの交通アクセス

問合せ先

■担当：富士通株式会社 ソーシャルクラウド事業開発室
サービス開発統括部 先端プロジェクト担当

■電話：03-6424-6270
■E-mail ：agri-support@ml.css.fujitsu.com
■見学申込：担当まで （平成２５年１月 作成）

【現地実証地見学申込み】
宮城県農業・園芸総合研究所
Tel：022-383-8118 Fax：022-383-9907
E-mail：mark-kk@pref.miyagi.jp



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2３～29年度

太陽光利用型植物工場による先進生産技術の研究展開と実証

施設園芸栽培の省力化・高品質化実証研究

■総括機関
(独)農業・食品産業技術総合研究機構(NARO) 野菜茶業研究所

■参画研究機関
(独法研究機関）

（独）農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)
東北農業研究センター、九州沖縄農業研究センター、中央農業総合研究センター、
農村工学研究所

(公立試験研究機関）
宮城県農業・園芸総合研究所、岩手県農業研究センター、山形県農業総合研究センター、
福島県農業総合センター、東京都農林総合研究センター、宮崎県総合農業試験場

(大学）
慶應義塾大学、東北大学、岡山大学、千葉大学、近畿大学

(企業）
イシグロ農材(株)、カネコ種苗(株)、トヨハシ種苗(株)、パナソニック（株）、
アリスタライフサイエンス（株）、（株）ジオシステム

■普及支援組織
(株)ＧＲＡ



先進技術実証植物工場(太陽光利用型、山元町)の施設の概要

(2)植物工場栽培棟

■イチゴ・トマトの栽培区画
・イチゴ育苗室（756m2）
・イチゴ栽培室１（2,376m2）
・イチゴ栽培室２（792m2）
・トマト育苗室（288m2）
・トマト栽培室１（1,728m2）
・トマト栽培室２（432m2）

(1)敷地および施設の全体

■太陽光利用型植物工場栽培棟
・東西90m×南北80m、7,200m2, 軒高4.5m

・被覆資材 側面・屋根面：フッ素系フィルム

■イチゴ親株ハウス
(パイプハウス、PO系フィルム被覆）
・長さ50m×幅7.2m、360m2

■短日夜冷庫
・４段収納

■雨水貯水タンク
・屋外タンク 280m3

・屋内タンク 150m3

■その他スペース
・資材置き場、出荷調整空間
（432m2）

・中央通路
（幅4.0m×長さ90m, 360m2）

・事務室、情報処理室
・防除機室
（幅9.0m×4.0m, 36m2）



本事業では、宮城県において農業関係でいくつかの分野の実証研究を行います。その中で施設園芸分
野では、山元町に大型生産施設(太陽光利用型植物工場)を平成23年度に建設しました。平成24～29年
度に、各種先進技術を導入して生産実証を行います。生産法人と研究実施機関が連携してコンソーシ
アムをつくって、生産技術の合理化に取り組み、総合技術として体系化します。

研究目標

イチゴやトマト等の生産コストの５割削減、あるいは収益率２倍を可能とする生産技術を
体系化します。

事業の到達目標(平成29年度末)

屋根トリプルスパンの作業スペース

施設全体の外観

空中採苗(親株ハウス） 短日夜冷庫

自律分散型のユビキタス環境制御システム(UECS）

コンソーシアムT1-1

植物工場施設の外観と主な導入装備

ヒートポンプ

CO2施用機

循環扇

細霧システム

■環境制御コントローラ
・総合環境制御システム(高機能型、インターネット接続型)

・ユビキタス環境制御システム(UECS)

・小型環境制御コントローラ
■環境制御機器
・CO2施用装置(燃焼型)

・循環扇
・温風暖房機＋ヒートポンプ(ハイブリッドシステム)

・細霧噴霧システム
■栽培システム
・イチゴ 養液栽培高設ベンチ(ヤシガラ培地)

・トマト 低段栽培(ヤシガラバッグ式)

マイコン基盤「ＵＳＥ」

気象観測装置

屋外温湿度計
暖房機

各種スイッチ
設定コンソール

循環扇

天窓制御装置

温湿度計 カーテン制御装置

側窓制御装置

インターネット



研究の概要

イチゴ栽培研究
ユニット

１－① 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(カネコ種苗)

１－② イチゴの局所温度管理による花房形成と収量・品質の安定
化技術(宮城農園研/九沖農研／岡山大学)

１－③ 夏秋栽培における生産安定化技術
(東北農研／東北大学／宮城農園研)

１－④ イチゴの病害虫総合管理(IPM）の総合実証
(宮城農園研／福島農総セ／中央農研／野菜茶研／
九沖農研／パナソニック／アリスタライフサイエンス)

（リーダー：宮城県農業・園芸研究所）

１．東北地方に適したイチゴ養液栽培システムの構築と周年生産性の
大幅向上技術の開発

被災地の生産者が活用可能な高度な先進的生産システムを被災地域内で実証し、栽培管理・情報
利用の高度化技術の体系的な確立を進めます。

これにより、被災地域の園芸生産の一日も早い生産再開を促すだけでなく、当該地域を最先端の園
芸施設が集積する新しい食料生産モデル基地として再生することを図ります。

研究の目的

イチゴのクラウン温度制御技術を活用した収穫期間の拡大

クラウン温度制御用チューブ

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

・長日処理（電照）
→花成促進
・赤色光照射→抑制
・品種間差異
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日長による四季成性イチゴ品種の出蕾の調節

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）



トマト等栽培研究
ユニット

２－① トマト低段栽培用の良苗生産技術
(千葉大学／山形農総研)

２－② トマトの低コスト栽培システムと高品質生産技術
(トヨハシ種苗／宮城農園研)

２－③ トマト低段栽培の周年高品質多収のための環境制御
(野菜茶研/岩手農研)

２－④ トマト低段栽培の病害虫総合管理(IPM)の実証
(宮城農園研／福島農総セ／中央農研／
野菜茶研／アリスタライフサイエンス)

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共通技術ユニット

３－① 果菜類に適した太陽光利用型植物工場生産施設の合理的
設計(イシグロ農材）

３－② 多数の栽培区画に対応した自律分散型高度情報利用
システム(宮崎県／野菜茶研／近畿大学)

３－③ 再生可能エネルギー利用に基づく統合環境制御技術
(農工研／東京農林総セ／ジオシステム）

３－④ 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(慶応義塾大学)

２． 東北地方の気象資源を活用した、トマト等の高収益周年生産システム
の開発

（リーダー：野菜茶業研究所）

（リーダー：農村工学研究所）

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

低段トマト栽培におけるインタープランティングによる周年多回数生産

トマト低段栽培(３段摘心）

天敵利用の対象害虫：
コナジラミ類、ハモグリバエ類

微生物農薬の対象病害虫：
コナジラミ類、アザミウマ類、灰色かび病、
葉かび病

天敵を利用した病害虫防除

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

複合環境制御システムのオランダ製品と日本
のユビキタスシステム(UECS）との比較実証

オランダの
高機能な制
御システム
（Hoogen-
doorn社製）

日本の次世
代型ユビキ
タス環境制
御システム
（UECS）



■担当：（独）農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所(つくば拠点)
野菜生産技術研究領域長 高市益行

■電話：029-838-8528
■E-mail：mtaka@affrc.go.jp

問合せ先

現地実証地までの交通アクセス

施設園芸(網羅型研究）の運営と連携のイメージ

■鉄道と代行バス利用を利用する場合
○JR常磐線 仙台駅－亘理駅(30分）
○JR常磐線代行バス
JR常磐線 亘理駅－山下
【現在は山元町役場が停留所】
(30分）

○山元町役場より現地ハウスまで
(徒歩18分）

■車を利用する場合
常磐自動車道 山元インターより
南に3km（6分）

【現地実証地見学申込み】
宮城県農業・園芸総合研究所
Tel：022-383-8118 Fax：022-383-9907
E-mail：mark-kk@pref.miyagi.jp

■現地実証地住所
宮城県亘理郡山元町山寺字桜堤48番地

（平成２５年１月 作成）

現地ハウス山下中学校
山下小学校

山元郵便局

現地ハウス

出展：この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

ＪＲ常磐線

国道６号線



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23年～29年度

農産物・食品中の機能性成分の有効性を実証し、疾病予防に有効な食生活の実現に貢献します

生体調節機能成分を活用した野菜生産技術の実証研究

ルテイン

アディポネクチン
とオスモチン

■総括機関
(独)農業・食品産業技術総合研究機構(NARO) 食品総合研究所

■参画研究機関
(独法研究機関)

(独)農業・食品産業技術総合研究機構
野菜茶業研究所、東北農業研究センター、九州沖縄農業研究センター

(公立試験研究機関)
宮城県農業・園芸総合研究所、山形県農業総合研究センター

(大学)
東京大学、慶應義塾大学、東京農工大学、高知大学

■普及支援組織
(社)農林水産・食品産業技術振興協会

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Capsicum1.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Capsicum1.jpg


研究の概要

被災地で栽培可能な野菜類に付加価値
（健康機能性）を付けるための実証研究を進めます

宮城県主要野菜産地マップ

（宮城県農産園芸環境課より）
http://www.pref.miyagi.jp/noenkan/engeisinkou/yasai/yasai_map.pdf

被災地の農産物の高付加価値化（健康機能性）を目的として、生活習慣病及び
加齢に伴う疾患の予防あるいは症状軽減のメカニズム解明や、農産物・食品から
摂取する機能性成分等のヒトでの有効性を科学的に明らかにするために必要な
基礎技術を開発し、宮城県を主要生産地域とする野菜類についての健康機能性
研究と機能性成分等を高めた野菜類の生産方法の実証研究を進めます。

品 種 な ど 遺 伝 資 源

養液濃度 少量培地と水分環境ストレス

栽 培 条 件

オスモチン高含有／ルテイン高含有／
高抗酸化能の野菜の生産



超高齢社会を迎えた我が国では、メタボリックシンドローム等の生活習慣病や加齢に伴う視覚
障害などの疾患者数が増加しており、医療費の増大、生活の質（Quality of Life ; QOL）の低下が

深刻な問題となっています。これらの予防には、野菜・果物などの積極的な摂取が役立つことが
疫学的調査により分かってきていますが、実際には、野菜・果物の平均的な摂取量が不足して
いることも問題となっています。

このため、被災地で生産される農産物･食品に含まれる機能性成分などの含量と有効性
の科学的エビデンスを強化することで高付加価値化を進め、被災地農業の復興に貢献します。

研究目標

《近年得られた知見》

主な個別技術の紹介、研究課題の紹介など

・野菜類に含まれるストレスタンパク質オスモチンが糖尿病等の
予防に寄与するアディポネクチンと同様の効果を持つことが分
かった。

・ホウレンソウ等に多く含まれているルテインの継続摂取により、
高齢者で増加している眼疾患の予防効果が期待されている。
・ホウレンソウの“寒じめ栽培法”により糖やビタミン類が増加
することが示され、ルテインの増加も期待される。

アディポネクチン
とオスモチンファ
ミリーペプチド

・生活習慣病などの予防には、野菜等抗酸化能の高い食品の
摂取が有効であり、抗酸化能の統一的測定法の標準化が進
んでいる。 0
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食品の疾病予防効果の検証（科学的根拠）とエビデンスの高度化
ならびに機能性成分高含有農産物の供給

食品の機能性研究の展望

機能性成分高含有
農産物の栽培法

機能性成分などの
データベース

機能性を維持する
調理加工技術

抗酸化能値などに関する
情報提供と研究成果の普及

バイオマーカーの開発
とモニタリング技術

動物実験
細胞実験

ヒト試験
(介入試験）
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実証研究の内容

オスモチン
グループ

ルテイン
グループ

（課題３） 抗酸化能の高い野菜類の開発抗酸化能グループ

(課題２) 眼の健康医学に貢献するルテイン高含有野菜の開発

（宮城県農業・園芸総合研究所、野菜茶業研究所、東京大学医学部、
高知大学教育研究部、山形県農業総合研究センター）

(課題１) 抗糖尿病アディポネクチン様活性を発揮する
オスモチン類高含有野菜等の開発

（宮城県農業・園芸総合研究所、東北農業研究センター、慶應義塾大学医学部、
東京農工大学工学部）

（宮城県農業・園芸総合研究所、食品総合研究所、九州沖縄農業研究センター、
(社)農林水産・食品産業技術振興協会）

宮城県の栽培農産物の高付加価値化を目的として、宮城県が主要な生産地域である野菜類につい
ての健康機能性研究と機能性成分等を高めた野菜の生産方法の実証研究を進めます。

研究の目的

被災地で栽培可能な付加価値の高い野菜等生産が行えるよ
う、トマト、ナス、オウトウなどのオスモチン類の含有量を測定
し、オスモチンの抗糖尿病作用などの検証を進めます。

簡便なオスモチン定量法を開発します。
オスモチン含有量の高い野菜等、品種、栽培条件を明ら
かにします。
アディポネクチン様作用を発揮するオスモチンの血糖値

上昇抑制メカニズムの解明を行います。

生活習慣病などとの関わりが強く示唆される生体内酸化

ストレスの低減に役立つと考えられる抗酸化能の高い野菜・
果物を被災地で栽培するための実証研究を行います。

イチゴ、ナス科野菜、ホウレンソウなど宮城県で生産される
野菜の抗酸化能を測定し、データベースを作成します。
品種・系統、あるいは栽培条件等による抗酸化能値の
変動を明らかにします。
抗酸化能の高い品種・系統の育成並びに栽培方法を
明らかにします。

ルテイン高含有食の継続摂取により、高齢化に伴い増加し
ている眼疾患を予防する全国民に対する健康医学の普及を
目的とし、ヒト介入試験に必要な基盤研究を行います。

ホウレンソウなどの被災地で栽培可能な野菜等の食品に
含まれるルテイン量の迅速定量法と非破壊測定法を開発
します。
栽培条件によるルテイン含有量の変動調査を行います。

ヒト生体内のルテイン量の測定、マウスを用いたルテイン
投与による眼疾患予防研究を行います。

塩ストレストマトの栽培

ホウレンソウ

セリ

イチゴ パプリカ

ナス

コマツナ



■担当 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所
食品機能研究領域長 山本（前田）万里

■住所 〒305-8642
茨城県つくば市観音台2-1-12

■電話 029-838-8011

■FAX 029-838-7996

■E-mail marimy@affrc.go.jp 

（平成２５年１月 作成）

問合せ先

機能性評価(網羅型研究)の運営と連携のイメージ

食料生産地域再生のための先端技術展開事業

生体調節機能成分を活用した
野菜・果物生産技術の実証研究

（機能性評価コンソーシアム）

大規模施設園芸分野

露地園芸分野

果樹生産・利用分野

行政機関等との連携
・農林水産省
・宮城県
・岩沼市、名取市、山元町、亘理町
・JA全農みやぎ

農産物加工分野

オスモチン ルテイン

抗酸化能

トマト
イチゴ
パプリカ

ホウレンソウ
コマツナ
ナス

オウトウ
キウイフルーツ

ブドウ
小果樹類

*機能性評価分野に関連すると思われる農産物などを記載した

未利用資源中の
機能性成分

加工と機能性成分量



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24～26年度

■総括機関
（独）農業・食品産業技術総合研究機構

生物系特定産業技術研究支援センター

■参画研究機関
（独）農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所

イチゴとトマトを密植で植え付け、移動させて栽培する装置を開発します

革新的作業体系を提供するイチゴ・トマトの密植移動栽培システムの研究開発



研究の概要

イチゴとトマトを密植で植え付け、移動させて栽培する装置
を開発します。
イチゴの密植移動栽培については、これまでの技術知見を基

に栽培ベンチの振動低減など改良ポイントを明確化し、新たに
移動栽培装置を開発して山元町の園芸施設で実証します。
トマトの密植移動栽培については、低段密植栽培を基本に、

生育段階に応じて株間を調節することにより栽植株数を最大に
増加させる移動栽培ベンチを設計・試作し、実証栽培を行いま
す。



イチゴの慣行高設栽培の栽植本数は7000～8000本/10aです。作業に
必要な通路をなくし、栽培ベッドを循環させることで16000本/10a程度
の高密植栽培を目指します。
トマト低段栽培の栽植本数は4500～6000本/10aです。生育段階に応

じて株間を調整する機構を開発することによって8000本/10a程度の高密
植栽培を目指します。

研究目標

イチゴ：単位面積あたりの収量を倍増(3.5t/10a  7t/10a）
トマト：単位面積あたりの収量を1.5倍増(20t/10a  30t/10a)

事業の到達目標(平成26年度末)

条間調節方式（トマト）

栽培槽循環方式（イチゴ）

移動栽培方式

生育初期の条間を短縮 生育中期以降も通常の75%の条間で栽培可能生育初期の条間を短縮 生育中期以降も通常の75%の条間で栽培可能



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24～2６年度

東日本大震災によって壊滅的な被害を受けた亘理町、山元町の
イチゴ産地の復興を高設栽培システムの導入によって支援する

イチゴ高設栽培システムの標準仕様の策定

■総括機関
（独）農業・食品産業総合研究機構 野菜茶業研究所

■参画研究機関
（独）農業・食品産業総合研究機構 東北農業研究センター
宮城県農業・園芸総合研究所
愛知県農業総合試験場
香川県農業試験場



研究の概要

東日本大震災によって壊滅的な被害を受けた亘理町、山元町のイチゴ産地で
は、平成２４・２５年度に高設栽培の導入による復旧を計画しています。一地域、
一時期に導入される面積としては国内で最大規模（５０～６０ha）です。

本研究では、まず復旧を主導するＪＡみやぎ亘理に対して、亘理仕様の策定を引
き続き支援し、亘理仕様導入後の技術的なフォローを行いながら問題点を抽出し
て改良を加えます。次に、全国高設栽培実態調査、モデル実験、比較栽培試験の
結果をまとめて高設栽培システムの特徴をタイプ別に整理します。得られた知見と
ノウハウを活用して亘理仕様を改良し、イチゴ高設栽培の標準仕様の策定につな
げます。

個別研究課題の紹介

キーワード：イチゴ高設栽培

イチゴの養液栽培は栽培ベッドを高設化することによって、作業姿勢が大幅に改
善されます。しかし、民間企業や県、ＪＡなどが開発した多数のシステムが国内に
存在し、栽培技術の共有や蓄積、栽培指導や問題解決を行う上で大きな障害と
なっていることが指摘されています。亘理町、山元町では多くの生産者が初めて高
設栽培に取り組むことになるので、短期間で生産を軌道に乗せるためには、導入
する高設栽培システムの共通化が必須となっています。



研究目標

東日本大震災の津波によって大きな被害を受けた東北地方最
大のイチゴ産地である亘理町、山元町では高設栽培の導入によ
る生産の復旧を計画しています。イチゴ高設栽培システムについ
ては、民間企業や県、ＪＡなどが開発した多数のシステムが国内
に存在し、栽培技術の共有や蓄積、栽培指導や問題解決を行う
上で大きな障害となっていることが指摘されています。

本研究では、この地域で導入するイチゴ高設栽培の仕様（亘理
仕様）策定を支援し、さらに高設栽培を導入した生産者を技術的
にフォローすることを第一の目的とします。次に、全国の高設栽培
実態調査、主要な高設栽培と亘理仕様の比較栽培試験、モデル
実験を行い、国内のイチゴ高設栽培システムの特徴をタイプ別に
整理するとともに、亘理仕様を改良し、イチゴ高設栽培の標準仕
様を策定することを第二の目的とします。



実証研究の内容

２．高設栽培モデル実験（東北農業研究センター）

１．亘理仕様策定と導入支援および高設栽培の実態調査（野菜茶業研究所）

主要な高設栽培システ
ムの栽培槽、培地におけ
る温度変化特性等を比較
検討する。栽培槽および
培地を数種類供試し、深
さ・場所別に温度推移を
計測して、各栽培槽、培
地の温度変化特性の培
養液の拡散について比較
する

イチゴ養液栽培の標準化
及び宮城亘理地域に導入
される養液栽培に関して、
培地の種類が給液管理及
びイチゴの生育に及ぼす
影響について検討する。

JAみやぎ亘理、宮城県農業園芸総合研究所、宮

城県亘理普及センター、全農宮城県本部と連携し、
山元町、亘理町に導入する高設栽培システムの仕
様策定の支援を行っている。

そこで、既存の養液栽培システムの問題点をアン
ケートによって調査し、その結果に基づき、暫定的
な仕様を提案する。JAみやぎ亘理と全農宮城県本

部が中心となって仕様の策定を進めた結果、亘理
町ではプランター（左図）、山元町では従来から一
部で導入が進んでいた連結ベッドタイプを採用する
こととなった。

供試培地（左からヤシガラ、ヤシガラ＋鹿沼土、
調製済ヤシガラ、ピートモス、バーミキュライト・パーライト）

３．タイプ別特徴の整理と標準仕様の策定
（宮城県農業・園芸総合研究所、愛知県農業総合試験場、香川県農業試験場）



（平成２５年１月 作成）

問合せ先

現地実証地までの交通アクセス

研究課題間の関連と成果のイメージ

■担当：（独）農業・食品産業総合研究機構 野菜茶業研究所（武豊野菜研究拠点）
野菜生産技術研究領域 施設野菜生産研究グループ 岩崎泰永

■住所：〒470-2351 愛知県知多郡武豊町字南中根40-1
■電話：0569-72-1166
■E-mail：iwasakiy@affrc.go.jp
■見学申込み：担当まで

■車を利用する場合
常磐自動車道 山元インターより
南に3km（6分）

■鉄道と代行バス利用を利用する場合
○JR常磐線 仙台駅－亘理駅(30分）
○JR常磐線代行バス
JR常磐線 亘理駅－山下
【現在は山元町役場が停留所】
(30分）

○山元町役場より現地ハウスまで
(徒歩18分）

【現地実証地見学申込み】
宮城県農業・園芸総合研究所
Tel：022-383-8118 Fax：022-383-9907
E-mail：mark-kk@pref.miyagi.jp

■現地実証地住所
宮城県亘理郡山元町
山寺字桜堤48番地

現地ハウス山下中学校
山下小学校

山元郵便局

現地ハウス

出展：この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

ＪＲ常磐線

国道６号線



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24～2６年度

未利用資源を活用したバッグカルチャーによる高品質トマト生産技術の研究開発

■総括機関
住友林業（株）筑波研究所

■参画研究機関
千葉大学
（独）農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所
スミリン農産工業（株）

研究の背景

低コストで、設置が簡単な栽培システム”バッグカルチャー”は、津波被害で土
壌が使えない畑でも、直ちに栽培が開始できる栽培方法として有効です。

バッグカルチャーによるトマトの栽培状況

 従来の養液栽培システムと比べて、低コストで設置が簡単。

→塩害等で土耕が難しい圃場で栽培が可能。簡易なパイプハウス等中小規模施設でも導入しやすい。

 培地特性と小容量の根域制御により、比較的糖度が高い、高品質なトマトが作りやすい。

 培地の緩衝作用により、土耕的感覚で給液制御ノウハウを習得しやすい。

本研究では、バッグカルチャーをベースに、未利用資源の肥料化技術と、日射量
を元にした給液制御技術を組み合わせ、より経済的で、環境に配慮した給液・肥
培管理技術を確立し、さらに高品質トマトの栽培マニュアルを確立します。

バッグカルチャーの断面図

圃場 温湯・冷却用
パイプ

防根透水性シート

栽培用バッグ

マルチ

排水用穴
給液チューブ

低コストで設置が簡単な”バッグカルチャー”による栽培システム



実証研究の内容

研究課題①：未利用資源の肥料利用技術の確立

研究課題②：日射量を元にした最適給液制御技術の確立

 地元水産業由来の魚煮汁等の有機性溶液や、トマトの収穫残渣（収穫後の茎葉・果実等）の未利
用資源を肥料として活用する肥培管理技術を確立します。未利用資源を活用することで、地域の資
源循環への貢献、肥料コストの削減が期待出来ます。

 野菜茶業研究所で確立された“有機質肥料活用型養液栽培技術” をバッグカルチャーの肥培管理
技術として応用します。
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積算日射量とトマトの吸水量の関係日射比例方式給液制御技術の仕組み

 千葉大学では、日射量に対するトマトの水・肥料の吸収量を元に、日射量による給液制御技術を確
立しています。本研究では、当給液制御をバッグカルチャーに活かし、栽培用バッグから余剰廃液を
出さずに、効率的に水、肥料を供給する給液管理技術を確立します。必要最低限の水と肥料を供給
することで、肥料コスト削減、環境負荷の低減が期待できます。

 更に、日射量を元に給液量・頻度を調整することで、生産者の目的に応じたトマトの生育、収量、品
質のコントロールを可能にし、高品質トマトを安定的に生産出来る技術を確立します。

バッグカルチャーによるトマト生産

日射量に応じたトマトの
水、肥料の吸収量算出

【給液コントロール】
水・肥料の量的施用

●必要最小限の水・肥料を供給

●トマトの生育・収量・品質を自由
にコントロール。
●バッグからの廃液を極力削減

バッグカルチャーによるトマト生産

水産業由来の未利用有機物
（魚煮汁等）

未利用資源

収穫残渣

高品質トマト

肥料化技術

収穫後に発生する植物の
茎葉、果実等

地元水産業との連携
【実用化のポイント】

 培地内で未利用資源を肥料化させる方法。

 肥料の種類、組み合わせ、施用方法等

 未利用資源利用によるトマトの品質への影響解明。

未利用資源の肥料利用モデル

有機質肥料活用型養液栽培技術とは・・・有機質肥料を水
中で硝酸化させることにより、有機質肥料のみでも養液栽
培を行うことが出来る技術。

担当：住友林業㈱筑波研究所 木質資源グループ 角田
ＴＥＬ：029-847-0151 E-mail:KAKUTA_shinichi@star.sfc.co.jp

問合せ先

（平成２５年１月 作成）



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24～29年度

露地園芸技術の実証研究

■総括機関
（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

■参画研究機関
（独法研究機関）
（独）農業・食品産業技術総合研究機構

中央総合農業研究センター、野菜茶業研究所
宮城県農業・園芸総合研究所
秋田県農業試験場
ヤンマー（株）

■普及支援組織
宮城県農林水産部農業振興課

上：促成アスパラガス根株養成実証圃場
下：冬どりキャベツ新作型実証圃場

（名取市下増田）

・土地利用型大規模生産法人の生産体系に野菜を導入し収益向上を図ります

・施設園芸を中心とする野菜専作農家へ露地野菜を導入し経営多角化を図ります



１．東北太平洋側に適した品目の導入・作期拡大のための作型・栽培技術の実証研究

③加工・業務用ホウレンソウの作型・品種の組み合わせの実証
（宮城農園研）

②寒玉系キャベツの周年生産に向けた作型・品種の組み合わせの実証
（宮城農園研）

①耐塩性の強いアスパラガスの導入と安定生産
（東北農研、宮城農園研、秋田農試）

被災前は水田農業が主体であった被災地の土地利用型農業の体系において適用可能な露地野
菜を導入し、その先端的栽培技術を被災地域内で実証、体系的な確立を進めます。

①省力・低コスト機械化体系の導入による生産性向上、②新規品目や作期拡大による収益向上、
③畑地用地下灌漑システム等の新技術による安定生産等を目指した現地実証を通して、被災地域
の園芸生産の一日も早い生産再開を促すだけでなく、当該地域の集落営農組織や土地利用型大
規模経営体の経営安定を図りつつ、新しい食料生産モデル基地として再生することを図ります。

野菜の中でも耐塩性が非常に強く、除塩が完
全に済んでいない農地にも導入できる品目とし
て有望なアスパラガスについて、水田農業との
作業分散が可能な伏せ込み促成栽培による
作期拡大と収益性向上、土の蓄熱作用を活用
した半地下栽培による省エネ化、水田におけ
る長期どりにおける高畦栽培による湿害の回
避、雨よけ栽培による安定化、などについての
開発研究と実証を行う。

研究の概要

業務用の加工原材料に適している寒玉系
キャベツは、年間を通じた安定供給が実需者
から求められている。宮城県において寒玉系
キャベツを周年生産するために宮城農園研に
おいて実施された寒玉系キャベツの冬～初夏
どり作型の開発研究の成果を活用し、需要が
増している寒玉キャベツの作期拡大の実証を
行う。

宮城県においてホウレンソウは、青果市場向
け出荷が主体で、加工・業務用への取組はほ
とんど行われていないのが現状であるが、比
較的栽培期間が短く、露地栽培も可能で、他
の作物との輪作体系にも組み込みやすいこと
から、生産組織等が取り組む土地利用型作物
としても有望な品目である。秋冬どりに適した
作型・品種の検討と現地での実証を行う。



２．東北太平洋側における露地野菜の生産安定・省力・低コスト化のための実証研究

③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
（宮城農園研）

②畑地用地下灌漑システム（OPSIS）による露地野菜安定生産 (野菜茶研)

①キャベツおよびタマネギにおける機械化体系の実証
（宮城農園研、ヤンマー、東北農研、中央農研）

キャベツについては、全自動乗用移植機と収穫作
業の機械化との導入により、軽労化と省力化による
低コスト機械化一貫体系を提案するとともに、機械
収穫の前提となる生育の斉一化のために、東北農
研・中央農研で開発された、うね内部分施用技術を
導入し、肥料の効率的施用による生育の斉一化効
果を施肥量削減効果とあわせて検討する。タマネギ
については、宮城農園研において確立された秋まき
機械化体系について、より収益性の高い体系構築
を目指して実用性の検証を行う。

畑地用地下灌漑システムOPSISは、水田用のFOEASと異なる発想で

開発された畑地灌漑技術であり、これまで本圃において生育を制御
する手段がなかった露地野菜において、水管理と生育制御を可能と
するツールになりうる。本システムを宮城県平野部用に改良し、いち
早く現地実証圃に導入しその有効性を実証する。

露地栽培キャベツにリビングマルチ植物を混植するこ
とでゴミムシ類など地表性肉食甲虫が増加し、これらが
害虫類を捕食することでその密度を減少させ、作物に
対する被害を軽減させていること、さらに、障壁効果な
どによりモンシロチョウの産卵行動が抑制されることを
明らかにしており、これらを踏まえ、リビングマルチ利用
による露地野菜IPM技術（化学合成殺虫剤50％以上

削減）を開発・実証し、施肥方法の改善、農業機械の有
効利用などを組み込んだ栽培体系を確立する。

④生育予測技術の活用による産地間連携の実現 （中央農研、野菜茶研）

露地野菜の加工・業務用需要を想定した流通現場に
おける周年供給体制を構築するため、産地間連携の
相手として、沿岸部との気象条件の異なる県北内陸部
を想定し、圃場環境遠隔計測システム（気象観測機器、
フィールドルータ、ネットワークカメラ等）を用いた生育
モニタリング、生育シミュレーションモデルを用いた生
育予測、ならびに圃場作付記録を用いた出荷数量推
計システムを組み合わせることで、各産地における端
境期の出荷情報の共有と調整を行う技術の開発と、
県内における産地間連携の現地実証を行う。



「露地園芸の実証研究」 研究課題の構成と分担概略図

耐塩性の強いアスパラガス
の導入と安定生産
・伏せ込み促成栽培
・半地下省エネ栽培
・雨よけ栽培
・高畦栽培

キャベツおよびタマネギに
おける機械化体系の実証
・キャベツ収穫機
・収穫後調整･梱包搬出体系
・うね内部分施用技術

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

寒玉系キャベツの周年生産
に向けた作型・品種の組み
合わせの実証

加工・業務用ホウレンソウの
作型・品種の組み合わせの
実証

(代表機関）
農研機構

東北農業研究
センター

宮城県

農業・園芸総合
研究所
・情報経営部
・ﾊﾞｲﾃｸ開発部
・園芸栽培部
・園芸環境部

農研機構

野菜茶業研究
所

農研機構

中央農業総合
研究センター

秋田県農林水
産技術セン
ター農業試験
場

ヤンマー株式
会社

(現地実証支援）
宮城県農林水産部
農業振興課

連
携

連
携

■担当：（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
畑作園芸研究領域 山崎 篤

■E-mail：yamasaki@affrc.go.jp ■電話：019-641-7136
（平成２５年１月 作成）

問合せ先

研究課題間の連携のイメージ

研究目標
キャベツ作における生産コストを慣行栽培の30%減に、アスパラガス作における収益を慣行長期
どり栽培の50%増にするなど、ここで紹介した個別品目・技術の積み上げによって経営体全体の経
営収支の向上を目指します。そして、省力・低コスト・環境負荷低減型の新たな安定生産技術によ
る土地利用型大規模経営体における高収益型作付メニューの充実、あるいは高収益大規模露地
野菜生産団地の新規育成が進展することによって、被災地域の農業復興の一翼を担います。

現地実証地までの交通アクセス
（有）耕谷アグリサービス
現地住所：宮城県名取市下増田字耕谷後265-2

■ＪＲ利用
仙台駅－「杜せきのした」駅 ＪＲ仙台空港アクセス駅（所要時間17分）
「杜せきのした」駅から徒歩25分

■自動車利用
ダイヤモンドシティ・エアリから南東側交差点を南へ直進し二つ目の交差点を左折 東部道路をくぐり、
つきあたり

【現地実証地見学申込み】
宮城県農業・園芸総合研究所
Tel：022-383-8118 Fax：022-383-9907
E-mail：mark-kk@pref.miyagi.jp
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