
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

新品目・新品種と先端技術を組み合わせた先進的技術体系の構築

被災地の早期復興に資する果樹生産・利用技術の実証研究

■総括機関
（独）農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構） 果樹研究所

■参画研究機関
(公立試験研究機関）
宮城県農業・園芸総合研究所、青森県産業技術センターりんご研究所、
岩手県農業研究センター、秋田県果樹試験場、
山形県農業総合研究センター園芸試験場、茨城県工業技術センター、
群馬県農業技術センター、神奈川県農業技術センター、島根県農業技術センター、

(大学）
秋田県立大学、東京農業大学、島根大学



　孫悟空（オス）

　トムリ（オス）

レッドカーランツロンドンマーケット

山本実証ほ図面 南

プリカラ１２枚組

培地量：１８０L

品種：シャインマスカット

プリカラ８枚組

培地量：８０L

品種：シャインマスカット
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品種：巨峰

プリカラ8枚組

培地量：80L

品種：巨峰

果樹用女王鉢

培地量：６０L

品種：

イエロージョイ（メス）

孫悟空（オス）

果樹用女王鉢

培地量：６０L

品種：

ヘイワード（メス）

トムリ（オス）

研究の概要

被災地の早期復興を図るため、結実が早く高い収益性が期待できるブドウ、レッド
カーランツ等の小果樹類、クリ及びキウイフルーツを対象に、労働時間を大幅に削
減可能な省力栽培技術を被災地域内で実証するとともに、出荷期間の拡大や機
能性を活用した加工品など、収益性の向上につながる技術を開発し、栽培から流
通・加工までの先進的な技術体系を構築します。

・新品種「シャインマスカット」
皮ごと食べられ、種なし栽培も可能な大粒品種

・花穂整形器等の省力・軽労化技術
着果管理作業を３割削減

シャインマスカット 花穂整形器

ブドウ

・レッドカーランツ、カシス、ラズベリー
国内消費量のほぼ全量が輸入品であり、安全安心な国内
産果実に対する需要が大

・垣根仕立て
作業道からの管理が容易であり、高い作業性が期待

レッドカーランツ ラズベリー

小果樹類

写真 写真

・新品種「ぽろたん」
渋皮がポロッとむける画期的な日本グリの新品種

・ジョイント栽培
隣接する樹を接ぎ木によりジョイントすることで、果
実の着く部位を直線状に配置する画期的な栽培法。
収量増や作業労力の削減が期待

ぽろたん

ク リ

技術体系を構成する個別技術の概要

ジョイント栽培（ナシ）

実証圃場（山元町）における技術の展開状況



本事業では、宮城県において農業関係で実証研究を行います。果樹生産分野では、山元町にブドウ等
の実証施設を平成23年度に設置しました。平成24年度からはコンソーシアムを立ち上げ、早期に被災
農家の経営安定に寄与するため、高い収益性が期待できる新品目・新品種と先端的な栽培技術等を組
み合わせ、栽培から流通・加工までの先進的な技術体系を構築します。

研究目標

ブドウ、小果樹類、クリ等を対象に、収益率を２倍以上に向上可能な、生産から流通・加工までの
技術体系を構築します。

事業の到達目標(平成29年度末)

各品目における具体的な研究目標

ブドウ「シャインマスカット」

・ 栽培管理に係る作業時間を２割削減
・ 年間の農薬使用量を２割削減
・ 超早期加温により５月中旬に1.5t/10a以上の収量
・ 収穫期間を１ヶ月以上延長
・ 貯蔵可能期間を５ヶ月間以上に延長

小果樹類

・ 成木時の収量について、レッドカーランツ、
ラズベリーでは1t/10a、カシスでは500kg/10aを達成

・ 収穫労力を３割削減
・ 市場性の高い加工品を開発
・ 果実及び加工品の抗酸化能を解明

クリ「ぽろたん」

・ 収量を全国平均の３倍以上にアップ
・ 栽培管理に係る作業時間を２割以上削減
・ 年間の農薬使用量を３割削減
・ 長期貯蔵技術を開発
・ 新規焼き栗製品を開発



実証研究の内容

３．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

２． 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

（宮城県農業・園芸総合研究所）

１．塩害回避を目的とした根域制限栽培システムの構築

（リーダー：農研機構果樹研究所）

（リーダー：宮城県農業・園芸総合研究所）

被災地の生産者が活用できる高度な生産システムを被災地域内で実証し、早期から収益を上げる
ことを可能にする、栽培から流通・加工までの先進的技術体系の構築を進めます。

これにより、被災地域における果樹生産の一日も早い再開を促すだけでなく、地場産業との連携に
より新たな産業を創出する食料生産モデル基地としての再生を図ります。

研究の目的

・ ブドウ、キウイフルーツの塩害を回避するための根域制限栽培
システムの構築（宮城農園研）

１-① 着果管理の省力技術の開発（群馬農技セ）
１-② 超早期加温栽培技術の開発（島根農技セ／農研機構果樹研）
１-③ 収穫期延長技術の開発（山形園試）
１-④ 農薬削減技術の開発（農研機構果樹研）

２-① 市場性評価（島根農技セ）
２-② 長期貯蔵技術の開発（農研機構果樹研／青森りんご研／

山形園試）

１-① レッドカーランツ及びカシスの栽培技術の確立（宮城農園研
／岩手農研セ）

１-② 病害虫防除及び果実障害回避技術の確立（秋田果樹試／
秋田県立大）

２-① 市場性評価（秋田県立大／宮城農園研）
２-② 機能性評価（東京農大）

４．ジョイント栽培によるクリ「ぽろたん」の省力・多収生産及び加工技術の開発

１-① ジョイント樹形管理技術の開発（宮城農園総研／神奈川
農技セ）

１-② 受粉樹利用技術の開発（農研機構果樹研）

２-① 市場性評価（秋田県立大／宮城農園研）
２-② 周年供給技術の開発（農研機構果樹研）
２-③ 加工製品の開発（島根大／茨城工技セ）

（リーダー：農研機構果樹研究所）

小果樹類の写真



問合せ先

現地実証地までの交通アクセス

果樹生産（網羅型研究）における研究課題間の連携

被災地域における現地実証試験

根域制限栽培システムの構築

コンソーシアム

食料生産地域再生のための先端技術展開事業

行政機関等との連携
・農水省
・宮城県
・山元町

果樹流通・生産技術分野

ブドウ「シャインマス
カット」の周年・安定供
給技術等の開発

小果樹類の省力生産
技術、加工品の開発

クリ「ぽろたん」の安定
生産技術等の開発

農産物加工分野

作業の軽労化等 新規加工技術等

機能性研究分野

機能性の表示法等

■車を利用する場合
常磐道 山元インターより南に4km（10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
ハウ
ス

■担当：（独）農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所
栽培・流通利用研究領域長 樫村芳記

■TEL： 029-838-6461

■E-mail：kasimura@affrc.go.jp

【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

（平成２５年１月 作成）

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。

現地ハウス

山元町役場



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 

仙台空港を利用したリンゴ等高品質果実の個人携行輸出システムの構築 

高品質な果実等を提供するための流通技術の実証研究 

 
■総括機関  
 （独）農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構） 果樹研究所 
 
■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 食品総合研究所 
 (公立試験研究機関）  
   秋田県果樹試験場、宮城県農業・園芸総合研究所 
 (企業）  
   日本電気（株）、（株）髙島屋、日本トーカンパッケージ（株） 
 
■普及支援組織 
  仙台空港ビル（株） 



研究の概要

被災地の農業を復興するためには、地の利を活かした新しい農業
モデルを提示することが重要です。

宮城県南部沿岸の被災地において輸出向けリンゴ果実等を対象
に、病害虫管理や栽培管理に関する先端技術を導入してその効果
を実証します。

生産されたリンゴ果実等の鮮度を保持する技術や、流通過程で発
生する傷害を回避するための包装技術を開発します。

この高品質リンゴ果実等にトレーサビリティ情報を付与し、安全・
安心を保証するとともに、仙台空港で、もしくは日本滞在中に注文・
販売できるシステムを構築します。

これら生産・流通・販売を一体とした輸出システム、すなわち「個人
携行輸出システム」を開発・構築し、被災地の復興に寄与します。

指定園地１

指定園地２

輸出用選果ライン

●●国向け輸出
基準クリア商品 専用パッケージ

生産段階の課題解決 流通段階の課題解決 販売段階の課題解決

土産物店 直売所 空港ショップ

入国 出国

来日観光客 受取所個人携行輸出対応商品の購入

個人携行輸出
対応商品販売

受注 納品

個人携行輸出システムの構築

新たな販路



研究目標

被災地のリンゴ農家等における収益向上

事業の到達目標(平成29年度末)

主な個別技術の紹介

被災地において、輸出時の植物検疫をクリアするとともに外国人の嗜
好に合う高品質リンゴ果実等の生産技術体系を確立します。加えて栽
培管理作業を簡易に記録するシステムを開発します。

個人携行による従来とは異なる輸送環境の実態把握を行うとともに、
適合する包装資材やパッケージデザインを確立します。また確実なロッ
ト管理ならびに商品安全情報を提供するためのシステムを開発します。

仙台空港を利用する外国人旅行者への個人販売の販路確立を目指
すとともに、日本滞在中に注文・販売できる携行輸出対応型システムを
検討・開発します。

これら生産・流通・販売を一体とした「個人携行輸出システ
ム」により被災地復興に寄与します。

落下試験・振動試験技術高品質リンゴ品種

もりのかがやき ふじ

ＥＣ（電子商取引）システム構築技術栽培管理システム



生産セクション

（リーダー：農研機構果樹研究所）

１．個人携行輸出のための高品質果実の生産システムの開発

実証研究の内容

被災地の生産者が活用可能な高品質リンゴ果実等生産体系を実証するとともに、生産された
果実の鮮度保持や流通過程における傷害回避技術を開発し、さらにこの高品質リンゴ果実等を
仙台空港で、もしくは日本滞在中に注文・販売できるシステムを構築します。これらリンゴ等の生
産・流通・販売を一体とした「個人携行輸出システム」の開発を進めます。

これにより、被災地域のリンゴ果実等の一日も早い生産再開を促すだけでなく、当該地域を個
人携行輸出を先導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

輸出向けリンゴにおける病害虫防除技術の開発
 シンクイムシ類等の重要害虫の混入を回避
する防除技術を開発します。

果実腐敗性病害等の重要病害の発生を抑制
する防除体系を開発します。

外国におけるポジティブリストの調査と国内生
産果実の農薬残留を確認します。

輸出向けリンゴ果実の高品質化技術の体系化
着色・糖度向上・品質保持などの果実高品質
化技術を開発・体系化します。

外国人の嗜好調査に基づき栽培に適したリン
ゴ品種構成を検討します。

指定園地の輸出向け営農精度向上のための情
報管理システムの開発
栽培管理作業工程を簡易に記録するシステム
を開発し、機能・精度を向上します。

GlobalGAP等の認証制度に対応できる仕組み
を構築します。



流通セクション

（リーダー：農研機構食品総合研究所）

２．品質保持包装資材の開発および安全情報向上技術の確立

（リーダー：日本電気株式会社）

輸出用果実の品質保持技術の開発
従来のトラック輸送等と異なる輸送環境におけ
る振動・衝撃の実態を把握します。

携行輸出用の包装容器を製作します。
果実の鮮度保持技術を開発します。

輸出に適した低コスト包装資材の開発
従来と異なる輸送環境に対応した緩衝性を有
する包装資材を製作します。

外国人旅行者に好まれるパッケージデザイン
を確立します。

確実なロット管理と商品安全情報の提供システ
ムの開発
物流品質管理システムの機能確認とフィール
ド実証により精度を向上します。

ロットトレーサビリティが可能な仕組みを構築し
ます。

旅行者の購入ロット単位に情報公開可能な仕
組みを検討します。

販売セクション ３．販売モデルおよび輸出システムの検討

御土産販売組み込みによる新たな販売システム
の確立
外国人旅行者を東北地域へ誘引する要因とな
る商品・情報を開発します。

農産物の発注手段の開発と仙台空港内ショッ
プでの受け渡し体系を構築します。

個人携行輸出対応型受発注システムの検討
携行輸出を想定する国の特定と、その国の求
める「個人携行品受け入れ条件」を整理します。

個人携行輸出対応型受発注システムへの要
求仕様の取りまとめと、プロトタイプシステムを
検討します。



■担当：（独）農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所
リンゴ研究領域長 足立 礎

■電話：019-641-6355

■E-mail：adachii@affrc.go.jp

問合せ先

現地実証地域までの交通アクセス

研究課題間の連携

（宮城県内で調整中）

リンゴ果実生産システムの開発
（生産セクション）

（独）農研機構果樹研
秋田果樹試
宮城農園研
日本電気（株）

品質保持技術と安全情報
向上技術の開発
（流通セクション）

（独）農研機構食総研
日本トーカンパッケージ（株）

日本電気（株）

販売モデル・輸出システムの
検討

（販売セクション）
（株）髙島屋
日本電気（株）

仙台空港ビル（株）（支援）

３者で相互に連携

（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
（個別要素技術型研究）

研究実施期間：平成24～2６年度

IT・RTフュージョンによる
果物の安全安心育成支援システム開発

【研究実施機関】
国立大学法人東京農工大学

被災地における果実生産・流通技術の実証研究



・果樹農作業に適したロボット
りんご、西洋なし、梨、桃、おうとう
の農作業用に改造する。

・ 果実成分センサー開発
ロボットに装着したセンサーで果実
の糖度、ポリフェノール等の濃度を測
定する。

・ITを利用した安全安心のトレー
サビィリティーの実現

生育データをすべてクラウドコン
ピュータに蓄積する。トレーサビィリ
ティーの確保。

梨の収穫

ダイコンの収穫イチゴの収穫

研究の概要



・軽労化
パワーアシストスーツにより果樹農作
業を負担無く作業を行う。発生する筋
力が５０％〜７０％減、エネルギーは

６０％減。

・安全安心の果実育成とトレー
サビィリティー

育成データをすべて記録。誰が何時
どこでどのように栽培した果実かを記
録し、だれでも閲覧できる。

ロボットとITの融合で
世界をマーケットに

研究目標

問合せ先

■担当：国立大学法人東京農工大学大学院 遠山研究室

■住所：東京都小金井市中町２−１−２４−１６

■E-mail toyama@cc.tuat.ac.jp

■見学申込み：メールにて申し込みのこと

（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

復興を加速化する高度食品加工・流通技術の実証研究

被災地における農産物加工技術の実証研究

■総括機関

公立大学法人宮城大学

■参画研究機関
(独法研究機関）
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

(公立試験研究機関）
宮城県産業技術総合センター

(大学）
国立大学法人東北大学

OH O

OHO

OH

OH

トマト
米・大豆加工

イチゴ

加工・包装・流通

パプリカ葉の産業利用

機能成分ルテオリン

ほうれん草



研究の概要

地域農産物を利用した高品質な農産加工品を生み出すために、
技術導入ニーズを持つ加工事業者・生産者と連携し、新技術の最
適化や組み合わせの実証研究を行います。

研究目標

地域の加工事業者等の収益率２倍を可能とする加工・流通技術を体系
化します。

事業の到達目標(平成29年度末)

●東日本大震災により被害を受けた農産物

宮城県の復興計画：震災前を超える、新たな産業振興を目指す

●農産加工分野での取り組み

（１）高度加工・流通技術導入による
高付加価値農産物加工品の製造
技術の確立

（２）未利用資源の高度利用技術導入
による高機能性食品素材の開発

（３）被災経験を活かした高品質食品
の開発／地域産業との連携

収益率向上

コスト削減

市場拡大



実証研究の内容

（１）現状調査・ニーズ調査

(2)未利用資源・地域農産物の乾燥技術の実証

(3)農産物の一次処理技術・素材化技術の実証

（担当：宮城大学・宮城産技セ・食品総合研究所）

（担当：宮城産技セ・宮城大学・東北大学

（担当：宮城大学・食品総合研究所）

被災地域において、地域農産物を利用した高品質な農産加工品を生み出すことを目標
に、１年目は可能性調査を行います。規格外品や未利用部位の特徴を明らかにし、様々
な一次処理技術（冷凍・加熱・乾燥）や流通技術（包装・情報付与）について、対象農
産物への適応性を確認・絞り込みを行います。さらに、対象地域の産業状況の調査を行
い、被災地ならではの展開方向性を見出します。
これらをベースに、２年目以降に本格的な実証研究を進める予定です。

研究の目的

(4)流通・情報付与技術の実証

（担当：食品総合研究所）

①未利用資源・地域農産物の乾燥技術の実証

②未利用資源のフラボノイドに着目した素材化研究

③未利用資源（パプリカ葉）の吸収動態評価

①農産物を対象としたプログラム凍結の実証

②高品質加熱加工による農産物一次処理技術の実証

③発酵技術による大豆の素材化研究

④米の用途拡大に向けた加工技術の実証

①農産物及び農産加工品の高付加価値流通技術の実証

②農産物及び農産加工品の付加価値化のための情報付与技

術の実証

①被災地域における農業・食産業の展開方向性の調査

②現場ニーズの把握

③導入可能な農産物加工処理の技術評価



担当：宮城県産業技術総合センター

食品バイオ技術部 庄子真樹

住所：宮城県仙台市泉区明通2-2

電話：022-377-8700
（平成２５年1月 作成）

問合せ先

農産物加工(網羅型研究）の連携体制

担当：宮城大学食産業学部

フードビジネス学科 畑中咲子

住所：宮城県仙台市太白区旗立2-2-1

電話：022-245-1406

宮城県産業技術総合センター

宮城大学

東北大学

食品総合研究所

食品加工・流通企業

農業者・JA
行政機関（国・県･市町）

農産物加工(個別要素型研究）の概要

①低アミロース米粉の物性を活かした洋菓子開発

②アルファ化度を高めた米粉を用いた水産練り製品の開発

③保存性・復元性の優れた新たな米粉麺の開発

④ニーズに対応した米粉製造技術の確立

実証研究，生産者との連携，企業への技術移転

高度米加工技術導入による新たな米加工食品の開発

研究の内容

研究の目標

①豆乳の加工条件の確立

②酵素処理による豆乳嗜好性・機能性の高付加価値化

③豆乳脂質酸化の抑制技術の確立

④酵素処理した豆乳の嗜好性評価

新市場開拓による大豆加工産業の利益率向上と生産量拡大

高付加価値豆乳加工製品の研究開発

研究の内容

研究の目標

⑤豆乳の高付加価値化加工プロセス条件の確立



新たな市場開拓を担う付加価値の高い高脂肪豆乳加工品を製品化する

高付加価値豆乳加工製品の研究開発

■総括機関
国立大学法人 東北大学 （研究代表者：宮澤陽夫）

■参画研究機関
宮城県産業技術総合センター
太子食品工業株式会社

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



研究の概要



本研究課題では、震災後の食料基地再生の道筋のひとつとして、豆
乳を原料とした、多様なバラエティを提供する「豆乳加工製品」という
ジャンルを確立することを目指し、加工技術の組み合わせや最適化を
図り高機能化された豆乳製品を開発する。大豆利用の用途拡大を図る
ことで、更なる大豆生産地域の創出、大豆生産者の栽培意欲高揚への
寄与を目指す。そのため、豆乳加工品の新分野開拓による商品アイテ
ムの増大を可能にするための技術開発を行う。例えば、遠心分離の操
作条件を制御することにより、脂肪含量の異なる豆乳を安定的に製造
する技術を確立し、脂肪含量の異なる豆乳の品質や加工適性を評価し
製品ラインナップの多様化を図る。あるいは、豆乳を原料に、酵素処理
によってタンパク質の構造を改変させ、風味や機能性を制御するととも
に、苦味の改善とその評価を行い、高付加価値商品を開発する。さらに
脂質酸化による風味に与える影響を明らかにし、酸化を抑制するため
の技術を検証する。

研究の目標



実証研究の内容

国立大学法人
東北大学

国立大学法人
東北大学

３．豆乳中タンパク質の酵素処理による嗜好性の高付加価値化国立大学法人
東北大学

２． 豆乳エマルションの粒子径制御法の確立

（東北大学大学院農学研究科 宮澤陽夫教授）

１．豆乳中脂質酸化物の分析とその抑制技術の確立

（東北大学大学院農学研究科 藤井智幸教授）

（東北大学大学院農学研究科 阿部敬悦教授）

課題解決により、多様な消費者ニーズに対応した多様な豆乳加工品の開発を促す食品
素材が創製されるとともに、製造コストの低減が図られ、新たな市場を開拓することで大
豆加工企業の利益率を向上し、大豆加工産業の発展により大豆生産量も拡大されること
が期待される。これにより、太子食品工業㈱は豆乳加工品素材メーカーとして新ライン設
立、大豆生産においては年間３０００ｔの作付量増大、新規雇用の創出、豆乳加工品を使
用する川下製造業者の活性化（新商品、新規メニュー等）につながる。

研究の目的

豆乳の脂質組成と脂質酸
化物（風味低下の原因物
質）を分析し、品質（主に風
味）低下の抑制につながる
加工条件を提案する。

豆乳エマルションの粒子径
を分析し、粒子径分布を
制御する方法論を構築す
るとともに、最適遠心分離
条件を提案する。

脂溶性区分に集積する大
豆蛋白質やオイルボディ
蛋白質を、プロテアーゼで
処理することで、旨味増
強、苦味低減を図る。



宮城県産業技術
総合センター

太子食品工業
株式会社

５． 豆乳の高付加価値化加工プロセス条件の確立

（宮城県産業技術総合センター）

４．酵素処理した豆乳の嗜好性評価

（太子食品工業株式会社）

呈味に係わるペプチド、アミ
ノ酸の定量法を迅速化し、
多検体分析を可能にする。
併せて苦味評価法を確立し
風味の制御を可能にする。

脂肪含量の異なる加工豆
乳の高付加価値食品素材
としての有用性を評価・実
証しながら、新規加工技術
の製造レベルでの導入・実
用化を目指す。

問合せ先

■担当者：東北大学大学院農学研究科 藤井智幸

■住所：宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町１－１

■E-mail：atom@bios.tohoku.ac.jp 

■電話：022-717-8975

（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
(個別要素技術型研究)

研究実施期間：平成24～26年度

復興を加速化する高度食品加工・流通技術の実証研究

■総括機関 公立大学法人宮城大学

■参画研究機関
(公立試験研究機関）

宮城県産業技術総合センター
宮城県水産技術総合センター

(企業）
日本蕎麦街道株式会社
株式会社はつらつ

高度米加工技術導入による新たな米加工食品の開発

加工適性に応じた品種の選択 製粉された米粉の品質評価

スイーツへの応用 乾麺・即席麺の開発水産加工品への応用



研究の概要

研究の背景

研究の目的

（１）低アミロース米粉の物性を活かした洋菓子開発
（担当：宮城県産業技術総合センター）

（２）アルファ化度を高めた米粉を用いた水産練り製品の開発
（担当：宮城県水産技術総合センター）

（３）保存性・復元性の優れた新たな米粉麺の開発
（担当：宮城大学・日本蕎麦街道㈱）

（４）ニーズに対応した米粉製造技術の確立
（担当：㈱はつらつ）

米粉の特性（粒度分布、アルファ化度、アミロース含量）と製品の特性の関係を明ら
かにし、最適化することで、特徴的な水産練り製品、洋菓子、米粉麺の製造技術を開発
し、被災地の食品企業の収益率向上に貢献します。

研究課題

担当：宮城県産業技術総合センター

食品バイオ技術部 庄子真樹

場所：仙台市泉区明通2-2

電話：022-377-8700
（平成２５年１月 作成）

問合せ先

担当：宮城大学食産業学部

フードビジネス学科 畑中咲子

場所：仙台市太白区旗立2-2-1

電話：022-245-1406

被災した耕地面積の約8割が水田
⇒ 大規模化による復興の加速化
⇒多様な展開が必要

課題１ 米粉品質の安定化

新たな加工技術導入による新規米粉製品の製造へ

課題２ 米粉の用途の拡大
（加工適性を踏まえた米粉製造）

粉砕



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

農業用充電ステーション、電気自動車、可搬型給電装置による組み合わせ

⇒ 未利用エネルギーの利活用及び競争力ある農業エネルギーマネジメントを構築

農村地域における未利用エネルギー利活用実証研究

■統括機関
三菱自動車工業（株）

■参画研究機関
ニチコン（株）、ニチコン草津（株）



研究の概要

小水力発電

太陽光発電 風力発電
可搬式給電装置

電気自動車

+

蓄電池

ハウス栽培

家電製品

システム構成

農業用充電ステーション、電気自動車、可搬型給電装置による組み合わせ
⇒ 未利用エネルギーの利活用および競争力ある農業エネルギーマネジメントを構築

研究内容

農業用充電ステーション、電気自動車、可搬式給電装置にて構成されており、農

業用充電ステーションは、農業用水などを利用した小水力発電や、風力発電、太

陽光発電の電気エネルギーをリチウムイオン電池に蓄電し、系統電力に依存せ

ずに電気自動車への急速充電を行う。

電気自動車は、農業用充電ステーションから供給された電力を使用して走行し、

必要に応じて給電装置を介して、ハウス栽培等に電力を供給する。

災害により系統からの電気が途絶えたときは、電気自動車へのエネルギー供給

が可能となるとともに、給電装置を介して、ハウス栽培等へ非常時の電力を供給

する。

農業用充電ステーション



計画している各発電設備の能力に基づき、発電される１日あたりの平均電力
量を80kWhと仮定し、電気自動車(16kWh仕様車両）に１日３回程度供給でき
る農業エネルギーマネジメントを構築する。

研究目標

研究内容及び方法

環境への貢献、低コスト化、災害への備えを具現化し、競争力のある農業エ
ネルギーマネジメントシステムを構築する。従来、電力供給は系統に依存して
いたが、今回のシステムは複数の再生可能エネルギーを系統から独立させて、
蓄電池と組み合わせて最適制御することにより、系統に依存せずエネルギー
供給が可能となる。

蓄電池

DC500V

30kW

リチウムイオン電池

小水力発電

風力発電

多種類の再生可能
エネルギーを入力
し蓄電して急速充
電の出来る自立シ
ステム

農業用充電ステーション

外観予想図

統括制御

AC/DC

DC/DC

太陽光パネル

DC/DC 急速充電



■担当：三菱自動車工業株式会社
EVビジネス本部 EV国内推進部 和田

■電話：03-6852-2433

■E-mail：kenichiro.wada@mitsubishi-motors.com 

（平成２５年１月 作成）

問合せ先

現地実証地域までの交通アクセス

研究実施体制

（現在、宮城県内で調整中）

三菱自動車株式会社

農業における電気自動車

利活用データの取得及び

解析

ニチコン株式会社

充電ステーションに関する

コンセプト立案やプロジェク

ト全体のマネジメント

ニチコン草津株式会社

充電ステーションに関する

統括制御システムの開発

共同研究機関

代表研究機関 共同研究機関



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

東北地方太平洋沖地震による津波の被害があった地域では、地下水の塩水化が問題となっていま
す。また、震災時の園芸施設では停電や断水、燃油不足等によって環境制御装置や灌水装置が機
能しなくなり、園芸作物に甚大な被害が及びました。被災した園芸産地が再生するには、地下水
の除塩、省資源、低炭素等の技術を確立する必要があります。

宮城県南部沿岸地域の水資源・未利用エネルギーを活用した

中規模園芸生産システムの技術開発

【統括機関】独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所
【参画研究機関】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、

宮城県農業・園芸総合研究所、公立大学法人宮城大学、財団法人電力中央研究所

被災前のキュウリハウス 被災後のキュウリハウス

研究の概要

• キュウリを生産する温室を対象に、水熱源ヒートポンプ、高圧細霧冷房、循環扇などの工学技術を活用し、施設を周年利
用するための高度環境制御技術を開発します（研究実証地：宮城県岩沼市）。

• イチゴおよびキュウリを生産する温室を対象に、塩水化した地下水を除塩するための農業用逆浸透膜装置を開発します
（研究実証地：宮城県岩沼市、亘理郡亘理町）。

• 宮城県内での現地実証試験を通して、農村地域の水資源および未利用エネルギーを活用した園芸生産システムを確立し、
農業生産者の早期復旧・復興を支援します。
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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

【キーテク】
・水熱源ヒートポンプ（スリンキーコイル式熱交換器）
・貯水タンク（灌水＋蓄熱）
・農業用逆浸透（RO）膜装置
・高圧細霧冷房
・省電力型循環扇
・送風ダクトの最適設計

停電の被害を受けたトマトハウス



先行研究の概要①

本プロジェクトは「農林水産省 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業（2009～2011年度）にて実施しました。



マグホワイトによる大豆のカドミウム吸収抑制効果

逆浸透膜装置による地下水の除塩技術

H2O（浸透）

圧力逆浸透膜

津波の被害を受けたハウスの復旧状況
（平成24年5月8日撮影）

逆浸透膜装置の現地導入試験を実施*

*地下水の中の浮遊物の除去と、膜表面
を適宜、フラッシング洗浄する必要がある。

濃度の高い水溶液に圧力を加えると、
逆浸透膜は水分子を浸透し、塩類な
どの不純物は通過しにくい。

震災前のパイプハウス
（ハウスにウォーターカーテンを設置し無暖房でイチゴを生産、灌水には地下水を使用）

津波の被害を受けたパイプハウス
（ハウスが損壊し、室内には漂流物が堆積）

津波の被害を受けた農地は地下水が塩水化したため、地下水を灌水に用いることが困難

地下水が塩水化した地域において、灌漑用の淡水確保のために逆浸透膜の導入試験を実施*

*平成23年度農村工学研究所強化研究費により、宮城県農業・園芸総合研究所と農村工学研究所で共同研究
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地下水源

宮城県亘理郡亘理町の現地実証農家では、地下水のEC（電気伝導度）は3.6dS/m、Naイオン濃度は580ppm、Clイ
オン濃度は1200ppmありましたが、逆浸透膜装置で地下水を処理することによりECは0.25dS/m、Naイオン濃度は
110ppm、Clイオン濃度は100ppmまで低下しました。宮城県の指針では、イチゴ栽培の用水の限界値として、ECは
0.7dS/m、Clイオン濃度は210ppm以内が目安となっています。逆浸透膜装置を適用することにより、塩水化した地
下水のECやClイオン濃度を基準値以下に低減できることが明らかになりました。

地下水揚水ポンプ

地下水貯水タンク

逆浸透膜用送水ポンプ

逆浸透膜装置

砂濾器

逆浸透膜装
置で地下水
を処理する
前に、土砂
を除去する
ことが重要

先行研究の概要②



実証研究の内容

（農研機構農村工学研究所）

小課題１． 中規模温室の周年利用化のための高度環境制御技術に関する研究開発

【研究開発の内容】
水熱源ヒートポンプ、高圧細霧冷房、
循環扇を組み合わせた高度環境制御
技術を開発します。

（農研機構食品総合研究所）

小課題２． 農業用逆浸透（RO）膜装置の性能維持、メンテナンスに関する研究

【研究開発の内容】
農業用逆浸透膜装置を現地導入す
る際の課題抽出とメンテナンス方法
を検討し、膜の性能を最大限に引き
出すとともに、膜の寿命を延ばしま
す。

（宮城県農業・園芸総合研究所）

小課題３． 農業用逆浸透（RO）膜装置の現地実証試験

【研究開発の内容】
低コスト農業用逆浸透膜装置を開発
することにより水道使用量を削減す
るとともに、装置の設置・使用マニュ
アルを作成します。

水熱源ヒートポンプ

高圧細霧冷房

循環扇

農業用逆浸透膜装置の試作・メンテナンス方法の検討

農業用逆浸透膜装置の現地実証試験



（宮城大学）

小課題４． キュウリ栽培温室におけるダクトを用いた空気循環設備の最適設計

【研究開発の内容】
温室内の温度・湿度環境を数値シミュ
レーションおよび実験的手法により解
析し、温風ダクトの噴出し流量の不均
一性の解消および病害発生の回数を
削減します。

数値シミュレーションによる温風ダクトの最適設計

（電力中央研究所）

小課題５． 温熱空気環境の変化に対する植物の応答に関する研究

【研究開発の内容】
現地実証試験地に設置する水熱源
ヒートポンプの成績係数（COP）の測
定・解析および生産植物の成分分析
を明らかにします。

現地実証温室での水熱源ヒートポンプの成績係数（COP）の測定

小課題３． 中規模温室の周年利用化のための高度環境制御技術に関する研究開発

【研究開発の内容】
局所冷却装置や作業着の開
発・改良により農作業者の作業
着表面温度を低下させます。

（宮城県農業・園芸総合研究所）農作業者の温熱環境改善手法の検討

温室内外の物理的環境指標

日射量
紫外線
気温
湿度
放射熱
気流等

植物の生理指標

光合成・
蒸散速度
気孔抵抗
生育
収量等

人間の快適化指標

サーモグラフィー
パーティクルカウンター
PMV(予測平均申告)
湿球黒球温度等

空調服



■担当：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所
農地基盤工学研究領域農業施設工学担当 石井雅久

■電話：029-838-7655

■E-mail：masaisii@affrc.go.jp

（平成２５年１月 作成）

問合せ先

研究グループ（コンソーシアム）

代表研究機関：農業・食品産業技術総合研究機構
・研究課題：
①中規模温室の周年利用化のための高度環境制御技術に関する研究開発
（農村工学研究所）

②農業用逆浸透（RO）膜装置の性能維持、メンテナンスに関する研究（食品総合研究所）

共同研究機関：
公立大学法人宮城大学
・研究課題：

①キュウリ栽培温室におけるダ
クトを用いた空気循環設備
の最適設計

共同研究機関：
財団法人電力中央研究所
・研究課題：

①水熱源ヒートポンプの暖房・
冷房時の成績係数（COP）
を測定・解析

②温熱空気環境の変化に対す
る植物の応答に関する研究

共同研究機関：
宮城県農業・園芸総合研究所
・研究課題：

①キュウリを生産する温室内の農
作業・労働改善に関する技術開
発に関する研究

②農業用逆浸透（RO）膜装置の現
地実証試験

普及支援組織：
宮城県農林水産部農業振興課



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24～2７年度

災害に強い農村地域の形成に向けた復興計画づくりを支援します

減災・防災システムの開発・実証研究

■総括機関
（独）農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所

■参画研究機関
(大学）
（国）東北大学
(企業）
（株）竹中土木
サンスイコンサルタント（株）

津波浸水解析

景観シミュレーション ワークショップ

堤防の被災 耐津波構造水理模型実験

地下水位制御システム



研究の概要

被災地の一刻も早い復旧・復興を目指す観点から、様々な復旧・復興事業
が短期間に集中して実施されます。このような事業を契機に、農村地域では、
地域の土地利用、担い手の構造、就業構造や産業構造などが大きく変化す
ると予想されています。

本研究課題では、主に農村の防災機能を強化するため、施設・構造物の設
計技術や配置計画などのハード面の強化に留まらず、施設・構造物と集落景
観との調和、災害に対する集落の安全性、新たな土地利用計画などについ
てコミュニティ単位で様々な議論を行い、細やかに意思決定を行なっていける
ように、集落内での合意形成を効果的に進めるソフト面の手法を組み合わせ
て実証し、復興の加速に貢献することを目的とします。

大津波

減衰

減衰

減衰

防潮堤

農地

緑地

道路
（二線堤）

道路
（三線堤）

排水機場

減衰

排水路

①津波に強い盛土構造物の農道等への応用技術の提案

②地盤沈下した沿岸部の農地排水システムの提案

B -1 ）減災・防災機能を備えた農業用施設による津波被害軽
減効果の検証

A 災害に強く活力のある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開発・実証

A-1 ）地理情報ビジュアライズ技術を活用した合意形成手法
の適用

B 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

C 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

C-1 ）被災地域の持続的発展のための合意形成手法の実証
研究

（農工研が開発した地下水位制御システムの適用）

B-2）地下水位制御システムによる塩害
被害軽減効果の検証

農地

減衰

減衰

居住地

（農工研が開発した補強土工法による復旧）



減災・防災機能を有する農業用構造物の設計・配置を検討するとともに、
これら施設が有する津波被害軽減などの効果を評価する。そして、その情
報などを地理情報ビジュアライズ技術に導入し、復興計画策定時の支援
ツールとして活用する。同時に、社会学的な各種の合意形成支援手法の実
証および体系化を行う。これらにより、災害に強い農村地域の計画策定におけ
る地域住民の合意形成に貢献する。

研究目標

農村地域の減災・防災機能の強化に貢献しつつ、地域住民の復興計画
づくりを支援し、合意形成を効果的に進める手法を実証することで、災
害に強い農村地域の形成に貢献する。

事業の到達目標(平成29年度末)

個別技術の紹介



実証研究の内容

地理情報ビジュアラ
イズユニット

減災・防災機能強
化技術ユニット

C．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

農村コミュニティユ
ニット

B．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

（リーダー：農村工学研究所）

A．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

（リーダー：農村工学研究所）

（リーダー：東北大学）

農村の防災機能を強化するため、施設設計等のハード面での改良に留まらず、防災
機能が強化された施設配置や集落との関係などについてコミュニティ単位で様々な
議論を行い、細やかに意思決定を行なっていけるように、集落内での合意形成を効
果的に進めるソフト面の手法を組み合わせて実証し、復興の加速に貢献します。

研究の目的

GISソフト「VIMS」に実映像、CG映像及び被災地にお
いて収集される各種情報を入力し、B.で検証される盛

土構造物（堤防、道路）などの減災・防災機能強化技
術が被災地に導入された場合の景観画像などを作成
します。

これらの画像情報を被災地の住民が参加する復興
計画づくりの場に提供し、地域住民の対話促進・合意
形成の支援を図ります。

減災・防災機能を有する農業用施設の構造
や配置を検討するとともに、これら施設が有
する津波被害軽減などの効果を評価します。

また、農地への地下水位制御システム
（FOEAS）の導入による塩害被害低減効果を
評価します。

13
農業施設・
倉庫区画

集落営農区画集落田・固
定転作区画

体験農業，
市民・福祉
農園区画

法人経営・
認定農業者
区画

エネルギー自
給型農業区画

加工施設・
お茶のみ場

防災機能の強化のみならず、社会学的な各
種の合意形成支援手法を用いて、農村の復
興に向けて望ましい土地利用調整や適切な
農地集積の検討などを通じて、新たな営農体
系の導入による産地化や都市交流の推進等、
農村地域における持続発展性を持った新た
な農業・コミュニティのあり方を提言し、ここで
実証を行った地域住民の合意形成手法の体
系化・マニュアル化を行います。



■担当：（独）農業・食品産業技術総合研究機構
農村工学研究所 企画管理部業務推進室 亀山

■住所：茨城県つくば市観音台2-1-6

■電話：029-838-7591

■E-mail：kojikame@affrc.go.jp 

問合せ先

研究課題間の連携

地理情報ビジュアライズ技術を活用し
た合意形成手法の適用

減災・防災機能を備えた農業用施設
による津波被害軽減効果の検証

地下水位制御システムによる塩害被
害軽減効果の検証

土地利用調整等を通じた被災地域の
持続的発展のための合意形成手法
の実証研究

確立された防災関連技術
（ため池防災システム など）

GISソフトに被災地の映像を入力した上で、

防災機能強化技術を組み合わせた景観
を提示。このツールを活用して地域住民
の対話促進・合意形成支援を図る。

減災・防災機能を有する農業用施設の設計・配置を
検討するとともに、これら施設が有する津波被害軽減
等の効果を評価する。

地下水位制御システムの導入による塩害被害低減
効果を評価する。

土地利用調整や農地集積を契機として、
新たな営農体系の導入による産地化等、
地域の持続的発展のための合意形成手
法を確立する。

実証

実証
活用

適用化

適用化

減災・防災システムによる被害低下と合意形成の促進

災害に強い農村地域の形成

土地改良事業の実施

早期導入

（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2３～2９年度 

将来の地域農業像や農業経営像を示すとともに、実証研究 
で開発された技術を体系化し、導入効果を解明 

技術・経営診断技術開発研究 

■総括機関  
 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター 
 
■参画研究機関 
 (独法研究機関） 
  独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター 
 (公立試験研究機関）  
  宮城県農業・園芸総合研究所 
 (大学） 
  公立大学法人宮城大学、公立大学法人岩手県立大学 
 (企業）  
  株式会社三菱総合研究所 

 



研究の概要 

 先端技術が早期に農業経営・漁業経営に導入されることで被災地の経営改善を支
援することを目的に、先端技術の現地実証地区における農業経営や地域農業の現状
の把握・分析を行い、将来の地域農業像や農業経営像、さらに、漁村や漁業経営の
姿を提示する。 
 また、それらの将来像に基づき実証研究で開発された技術を体系化し、導入する際
の経営体単位及び地域単位での効果を明らかにする。 

研究内容 

個別技術の特徴 

研究の展開状況 

 体系化の観点から経営シミュレーション等を通して先端技術を評価 

 実証経営体から作物別作付面積、投資額、農作業実績、栽培履歴、経営
収支等の経営データを入手し、経営部門別及び経営全体の分析を実施 

 モニタリングに係る分析・評価手法の内容について検討するとともに、モニ
タリング指標となるKPIについて類型別に整理  

 現地実証経営の作業日誌データ等を収集し解析 
 被災地の農業経営の生産性、収益性の現状と課題を摘出 
 現地実証における先端技術の評価 
 農業者、漁業者への聞き取り調査、アンケート調査を実施 

 先端技術の導入により目指す地域農業・農業経営像を提示 



 先端技術が早期に農業経営・漁業経営に導入されることで被災地の経営改善を
支援することを目的に、先端技術の現地実証地区における農業経営や地域農業
の現状の把握・分析を行い、将来の地域農業、農業経営、漁村・漁業経営の姿を
提示する。また、それらの将来像に基づき実証研究で開発された技術を体系化し、
導入する際の経営体単位及び地域農業単位での効果を明らかにする。 

研究目標 

経営規模拡大計画の策定支援や経営分析を通して実証経営の経営展開を 
支援するとともに、先端技術の体系化を進め、普及を促進 

事業の到達目標(平成29年度末) 

研究課題 

（１）被災地における先端技術導入に関わる経営経済的評価手法と先端 
   技術導入・実証に対応した営農計画・経営診断手法の開発 

（２）先端技術導入の現地実証経営の経営分析 

（３）農業経営における先端技術導入効果の解明 

（４）地域農業及び農村における事業モニタリング手法の検討 

（５）漁業経営・漁村における先端技術導入効果の解明 

（６）先端技術の普及・展示手法の開発及び開放型研究拠点の整備 

 



実証研究の内容 

農業・農産型先端
技術の評価 

漁業・漁村型先端
技術の評価 

３．先端技術の普及・展示手法の開発及び開放型研究拠点の整備  開放型研究拠点 

２． 漁業経営・漁村における先端技術導入効果の解明 

（中央農業総合研究センター、東北農業研究センター、宮城県農業・園芸総合研究所） 

１．農業経営・農村における先端技術導入効果の解明 

（宮城大学、岩手県立大学） 

（宮城県農業・園芸総合研究所） 

実証研究で開発された技術を体系化し、先端技術導入に当たっての経営体
単位及び地域単位での効果を提示 

研究の目的 

• 農業・農村型の作物関係実証課題の
評価手法について、整数計画法を組み
込んだ手法を開発現地実証経営の経
営分析 の実施被災地の水田作経営や
施設園芸経営の経営調査を実施 

• 会計データ、技術構造、作業時間等に
関するデータを収集・ 解析 

• 事業モニタリングシステムの適用可能
性、分析・評価手法等を検討  

• 宮城県農業・園芸総合研究所内に
おいて、開放型研究拠点を整備 

• 視察見学への対応や各種の打ち
合わせ場所として提供 

• ホームページの立ち上げ  

• 水産加工に取り組む企業の調査を実施（大船
渡魚市場、釜石第二魚市場、宮古魚市場等） 

• 岩手県沿岸部の漁協に対する聞き取り調査
を実施漁業者等へのアンケート調査を実施 

0 16576.7
35 16576.7
35 19864.6
35 17500
35 21000
35 24500

21.7 24500

注：図中の固定費・変動費はＣ経営の場合を示している。
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■担当：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 
■電話：029-838-8874 
■E-mail：umemoto@affrc.go.jp  
  （平成２５年１月 作成） 

問合せ先 

開放型研究室（オープンラボ） 

研究課題間の連携 

被災地における先端技術導入に関わる経営経済的評価手法と 
先端技術導入・実証に対応した営農計画・経営診断手法の開発 

先端技術導入の現地実証経営の経営分析 

農業経営におけ
る先端技術導入
効果の解明 

地域農業及び農村
における事業モニタ
リング手法の検討 

漁業経営・
漁村におけ
る先端技術
導入効果の

解明 

先端技術の普及・展示手法の開発及び開放型研究拠点の整備 

■ 農業関係 

■ 漁業関係 
漁業関係は、岩手県水産技術センターに設置しています。 
   

 
（連絡窓口・申込先） 
 岩手県水産技術センター 
  ■住所：岩手県釜石市大字平田３－７５－３ 
  ■電話：0193-26-7911（代表）   ■ＦＡＸ：0193-26-7910 
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