
食料生産地域再生のための先端技術展開事業

周年安定生産を可能とする花き栽培技術の実証研究

〔研究実施期間〕
平成２５年度～平成２９年度

〔分類〕網羅型実証研究（研究課題名：周年安定生産を可能とする花き栽培技術の実証研究）

研究の背景・課題１

研究の内容３

福島県の放射性物質の影響が懸念される地域において、農業生産活動の早期復興を図るためには、
多様な経営体の収益性向上に貢献する、花きの新たな生産技術体系を構築することが重要である。

研究成果概要４

 大規模水耕施設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では、同一圃場で
年間3回の生産と切り花品質の向上により、面積当たりの所得が増加する生産体系を構築する。

 中小土耕施設を活用した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
実証研究では、トルコギキョウの省力安定生産とカンパニュラの効率的な電照栽培を組み合わせる
ことで、労働時間当たりの所得が増加する周年生産体系を構築する。

 露地電照栽培を核とした夏秋小ギク効率生産では、8、9月の需要期に計画生産を行うとともに、選
花機の導入と苗分業生産を組み合わせることにより労働時間当たりの所得が増加する生産体系を
構築する。

〔代表機関〕
（独） 農業・食品産業技術総合研究機構
〔参画研究機関〕

（国）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、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、 イノチオ精興園（株） 、揖斐川

工業（株）、 （株）いわき花匠、（株）ダブルエム、三菱樹脂アグリドリーム（株）、（一財）日本花普及

センター

 大規模水耕トルコギキョウについて、人工光閉鎖型苗生産システムを用いた効率的な育苗条件、
NFT水耕による栽培システム、光合成を核とした環境制御システム、夏でも10日以上の日持ち保証
が可能な品質保持技術等を開発し実証する。

 夏秋トルコギキョウの温度管理および光照射による品質向上技術と、カンパニュラの日長処理による
２～５月出荷技術を開発し、組み合わせ実証する。

 日長反応性が高く、高温開花性を有する夏秋小ギク品種を選定し、電照栽培体系を確立することに
より、同一品種での夏秋需要期継続出荷を実証する。さらに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する。

研究の目標２

 水媒介性の主要病害であるPythium属菌のモニタリングと耕種的な防除により、NFT水耕栽培による
トルコギキョウの周年生産を実証した（図１）。今後、水耕適性の高い品種を選定して養液栽培を確立
するとともに、環境制御の効率化を進める。

 南相馬市の無加温ハウスにおいて、 実証圃場に8月開花トルコギキョウの後に10月定植のカンパニ
ュラを導入し、定植時から電照することで目標とする2月上旬から出荷できることを実証した。また、夏
秋トルコギキョウの10月開花作型における光照射の効果を明らかにした（図２）。

 電照栽培による9月彼岸需要期計画出荷を実証した（図３）。今後、電照栽培による8月盆需要期計
画出荷を実証する。



夏秋トルコギキョウと低温開花性花きの組み合わせ

露地電照栽培を核とした夏秋小ギク効率生産

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

花き栽培技術の実証研究

夏も10日以上の
花持ちを保証する技術NFT水耕と複合環境制御による

効率的で安定的な切り花生産技術

→面積当たりの所得が増加する生産体系の構築

簡易設置型冷房装置、光質操作
による品質向上技術 日長処理によるカンパニュラ長期出荷技術（2月～）

［低コスト光源利用の電照処理］

＋

夏秋季トルコギキョウ カンパニュラ･メジューム

→効率的かつ低コストな花きの周年生産の実現

8月盆 9月彼岸

・開花調節による計画生産
・同じ品種で需要期連続生産→生産性向上

電照栽培による開花調節
需要期にピッタリ出荷

＋
苗生産の効率化
切り花調整の効率化

→収益の大幅増加 を可能とする夏秋小ギク効率生産体系の確立

人工光閉鎖型育苗装置を用いた
効率的な苗生産技術



問い合わせ先：（独） 農業・食品産業技術総合研究機構（野菜花き研究部門） TEL：029-838-6801

夏秋トルコギキョウと低温開花性花きの組み合わせ（図２）

露地電照栽培を核とした夏秋小ギク効率生産（図３）

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（図１）

需要期

定植

消灯電照

9月秋彼岸作型において
7/24～29に消灯（再電照：4～8日）
○精ちぐさ（赤） → 9/9～20出荷
○精こまき（黄） → 9/10～17出荷

開花

電照栽培による ‘精ちぐさ’・‘精こまき’の9月彼岸向け需要期計画出荷

モニタリングと耕種的防除で水媒介性病害を回避し、NFT水耕による周
年生産を実証。

平成２７年度 研究成果

低温開花性花きカンパニュラ
10月下旬定植→2月上旬から出荷トルコギキョウ

10月開花作型
赤色光照射で
切り花長増加

トルコギキョウへの赤色光照射で切り花品質向上が可能

無加温ハウスで電照により2月からカンパニュラ出荷を実証。

生育初期 （短日期は白熱灯で電照） 開花期 収穫、出荷調整



食料生産地域再生のための先端技術展開事業

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

〔研究実施期間〕
平成２５年度～平成２９年度

〔分類〕網羅型実証研究（研究課題名：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）

研究の背景・課題１

研究の内容３

福島県は、東日本大震災による地震、津波被害に加え東京電力第一原子力発電所の事故による放
射性物質による影響が極めて大きい。津波、原子力災害の被災地である浜通り地域が、県内向けの種
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る。

 キュウリおよびトマト苗への病害抵抗性付与のための紫外線照射処理は、放射照度が強い場合、葉
の萎縮症状が発生するものの、弱い放射照度にすることで、うどんこ病抑制効果と葉の萎縮症状の
緩和が両立できる（図１） 。

 頭上かん水、底面給水トレー、底面給水マット、流水育苗トレーで、キュウリ、トマト、イチゴの育苗を
行うと、底面給水マットが最も均質な苗ができる。

 プルシアンブルー不織布カートリッジを活用することで、育苗施設内における水中の低濃度の放射性
セシウムのモニタリング技術を開発した。開発した技術により、容易に育苗に使用する水の継続的な
モニタリングが可能となり、育苗における安全性の確保が可能となる（図２）。

 育苗施設内において、放射性セシウム濃度が上昇した際の対策技術として、プルシアンブルー不織
布を活用した放射性セシウム除去システムを開発した。本技術を活用することで、緊急時においても
水経由の放射性セシウムの影響を低減した状態で育苗が可能となる（図３）。

研究成果概要４

化学合成農薬の使用を削減した高付加価値苗生産技術、育苗労力低減技術、苗生産における放射
性物質のリスクマネジメントの検討により、キュウリ、トマト、イチゴ、ブロッコリーの苗生産技術を確立し
、復興に向けた営農モデルを構築する。

〔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
〔参画研究機関〕

（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、（株）アグリクリニック研究所

日本液炭（株）、ナラサキ産業（株）、片倉コープアグリ（株）、（国研）産業技術総合研究所、

日本バイリーン（株）、ベルグアース（株）

LEDによる育成効率向上、紫外線等による環境変化ストレス耐性を備えた苗生産、高濃度炭酸ガス
処理技術による害虫防除技術の確立、温湯熱ショック処理ならびに紫外線処理による病害抵抗性を備
えた苗の実証を行う。また微生物資材による根張り、活着促進による初期生育、収穫量増加を目指し
た苗生産を行う。

セル内全量施肥によるブロッコリーの追肥省略、本圃での窒素肥料削減、イチゴの苗質の斉一化、
病害拡大リスク低減による育苗管理労力半減の標準化を目指す。

プルシアンブルー不織布カートリッジを活用した育苗施設における水中の放射性セシウムのモニタリ
ング技術の確立ための回収率および除去システムの開発・導入、不織布フィルター等を利用した育苗
環境の最適化、モニタリング結果等を含めた安全性管理システムの開発を行う。

研究の目標２



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

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
による害虫処
理技術

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

閉鎖系人工光苗生産システム

最先端技術による野菜苗生産技術の確立

上段：赤白LED（一次試作品）

野菜苗の生育効率の
向上を目指すため、
赤LEDと白LEDを組
み合わせた光源によ
る生育評価を実施

下段：一般照明用白色LEDＬＥＤを導入した閉鎖系苗生産装置

写真１ 苗への紫外線
照射処理
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写真２ キュウリうどんこ
病が発生した苗

（赤破線囲いはキュウリうどんこ
病の病斑） 図１ 紫外線照射によるキュウリうどんこ病の

抑制効果

紫外線照射による病害抵抗性付与苗の開発（図１）



問い合わせ先：福島県農業総合センター TEL：024-958-1700

水中の放射性セシウムモニタリング技術の開発（図２）

表１ 500Ｌ通水時のモニタリング性能評価試験結果（回収率）

写真３ モニタリング用亜鉛
置換態プルシアンブルー
カートリッジ（Ｚｎ-C)
（JST先端計測プログラムにおいて
産総研、日本バイリーン等が開発し
たものを活用し、大量通水による影
響評価試験を実施）

流速

0.5 L/分 2.5 L/分 10 L/分
PB-C 74% 57% 21%

Zn-C 96% 79% 56%

水中の放射性セシウム除去システムの開発（図３）

0.016Bq/Lのセシウム137を500L通水したときの回収率（通水中の放射性セシ
ウムを回収することで、水中にどのくらい放射性セシウムが含まれているかを
把握する。原水中の放射性セシウム濃度については、日変動によるばらつき
がある。試験期間中：0.0121Bq/L±0.0025Bq/L）

PB-C：放射性セシウムの吸着剤であるプルシアンブルーを担持した不織布を用いた
カートリッジ。

Zn-C：亜鉛置換体プルシアンブルー：プルシアンブルーの鉄の一部を亜鉛に置き換え
た吸着剤であり、プルシアンブルーと比較してpH耐性等に優れる。

写真４ 使用したカートリッジ
（大が除去システム用カートリッジ）
（JST先端計測プログラムにおいて産総研、日本
バイリーン等が開発したものを活用）

表２ 浄化を目的とした通水試験の結果（回収率）

流速

10 L/分 約20 L/分

10インチ PB-C 98%>* 82%

10インチZn-C 97%> 97%>

5Bq/Lのセシウム137を20L通水したときの回収率。
（*この試験に用いた10インチPB-Cは、事前の育苗で250L程度の水を
通水したものを用いた）

生育悪化やウイルス病の原因となる
野菜苗の微小害虫を高濃度炭酸ガ
ス処理による影響と殺虫効果につい
て評価を実施

均質な苗生産のための
省力的な育苗管理技術

灌水は、育苗において多くの労働時間
を必要とし、苗質への影響が大。育苗管
理労力の軽減となる灌水方式を探索す
るため、苗管理の省力化、苗質の均質
化、水に起因した病害拡大リスクの低
減について評価を実施

育苗管理労力の軽減となる灌水方式の探索炭酸ガス大量処理装置

高濃度炭酸ガス処理
による害虫防除技術



研究成果概要

食料生産地域再生のための先端技術展開事業

持続的な果樹経営を可能とする生産技術の実証研究

〔研究実施期間〕
平成２５年度～平成２９年度

〔分類〕網羅型実証研究（研究課題名：持続的な果樹経営を可能とする生産技術の実証研究）

研究の背景・課題１

研究の内容

研究の目標

３

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により、福島県の果樹は甚大な被害を受け
た。特に、ナシ及び伊達地方のあんぽ柿では、産地再生に向けた取り組みが急務となっている。そこで、
ナシ産地の再生を図るための早期成園化技術及び病害虫防除技術、カキ産地の再生を図るための早
期成園化技術及び品質の安定したあんぽ柿生産のための技術開発に取り組む必要がある。

 ナシの新一文字型樹形、ジョイント型樹形及び総合的病害虫防除の実証ほ場を福島県福島市に設
置した。

 ナシの新一文字型樹形は、慣行樹形に比較して定植９年目まで収量が優り、早期成園化に有効で
あると考えられた（図１）。

 ナシ新品種‘香麗’のジョイント型樹形における側枝の養成では、花芽の安定確保に長い新梢を予備
枝として配置することが有効であり（図２）、さらに専用苗の育成では、ジベレリンペースト３回処理が
新梢の生育促進に有効であることを明らかにした（図３）。

 今後、ナシの新一文字型樹形、ジョイント型樹形による早期成園化（定植４年目の収量は慣行の２倍
以上）及び省力化のための栽培技術、総合的防除技術を開発する。

 カキ大苗密植栽培法及び樹形改造の実証ほ場を福島県伊達市に設置した。
 カキ台木種子を低コスト型育苗ハウスで育苗することで、慣行比で約１１％のコストを節減できた（図
４）。

 1年生の幼苗接ぎ木苗は定植年に果実が収穫できるため、早期成園化につながる（表1）。
 機械乾燥30℃24時間＋自然乾燥10日＋機械乾燥30℃48時間を標準とするあんぽ柿の加工工程
を開発した（図５）。

 今後、カキの幼苗接ぎ木苗を利用した大苗密植栽培、主幹切断による早期成園化技術を現地で実
証するとともに、閉鎖系施設を活用した高品質あんぽ柿の早期生産技術を確立する。

４

〔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
〔参画研究機関〕
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果樹･薬草研究センター、
和歌山県果樹試験場かき・もも研究所、大内わら工品（株）、（株）福島天香園

 ナシでは、福島県で開発した新一文字型樹形及び神奈川県で開発したジョイント型樹形による早期
成園化技術、千葉県等で開発された「梨病害防除ナビゲーション」、土着天敵類及び多目的防災網
等による総合的病害虫防除技術について実証研究を行う。

 カキでは、奈良県特許取得技術（特許4858693）を利用した大苗密植栽培技術及び和歌山県で開発
した樹形改造（主幹切断）技術を利用した早期成園化技術、また、閉鎖系施設等を活用したあんぽ
柿加工・非破壊による品質評価技術の実証研究を行う。

２
 福島県におけるナシ産地の再生を図るために、植栽時の早期成園化技術を開発するとともに、ナシ
黒星病防除技術をはじめとした病害虫防除技術を開発する。

 福島県伊達地方を中心とするカキ産地の再生を図るために、カキの大苗密植栽培法及び樹形改造
技術を実証するとともに、高品質なあんぽ柿の年内出荷率の増加に向けた加工技術を開発する。



持続的な果樹経営を可能とする生産技術の実証研究

新一文字型樹形

ジョイント型樹形

ナシの新一文字型樹形による早期成園化技術の確立

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確立

図3 ナシ「香麗」ジョイント専用苗生育に
及ぼすＧＡ塗布処理（３回）の効果

図1 ナシ「あきづき」の10a当収量推移

図2 ナシ「香麗」の予備枝の
長さと花芽着生との関係



問い合わせ先：福島県農業総合センター果樹研究所 TEL:024-542-4951

幼苗接ぎ木技術（特許4858693）

カキの幼苗接ぎ木法（奈良県特許取得技術）における
低コスト型台木生産方法の開発

あんぽ柿の閉鎖系施設を利用した加工体系の確立

図４ 台木1本当たりのコスト比較

低コスト型育苗ハウス（5.4m2）
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表１　定植と同時収穫が可能な「蜂屋」幼苗接ぎ木苗

苗の由来 定植時年生 着蕾数(個/樹) 収量（kg/樹） 樹高（cm）

幼苗接ぎ木 1 16.7 0.4 124.7
慣行 2  0.0 0 154.0

注)樹高は収穫後の冬季に調査

台木育苗 接ぎ木 1年で苗完成

加工日数
剥皮

硫黄燻蒸

　

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

作業内容

機械乾燥 　　自然乾燥 機械乾燥 製品

機械乾燥
30℃･24hr

自然乾燥10日
機械乾燥
30℃･48hr

機械乾燥30℃・24時間＋自然乾燥10日＋機械乾燥30℃・48時間、総加工日数13日
で、概ね乾燥歩留35％、色調も良好なあんぽ柿に加工できる。

図5 標準とするあんぽ柿の加工工程



食料生産地域再生のための先端技術展開事業

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

〔研究実施期間〕
平成２５年度～平成２９年度

〔分類〕網羅型実証研究（研究課題名 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）

研究の背景・課題１

研究の内容３

営農再開する酪農場においては、放射性物質濃度の低い飼料生産や牛群の速やかな回復が必須であり、家畜
ふん尿や再生可能エネルギーの有効利用、家畜疾病による損失の回避、肉牛雄子牛の選択生産、作業の省力
化・高能率化、などによる経営改善が求められる。加えて、地域バイオマス資源による化石エネルギーの代替や、
特別栽培等の高付加価値農業への転換により、再開した地域農業経営が持続可能なものとする必要がある。

牧草のRCs濃度は年次を追って低減しているが、引き続き確認していく必要がある。飼料用トウモロコシでは、
RCs濃度、発酵品質共に問題なく、搾乳牛に給与可能な自給飼料を生産できた（図１）。

吸引通気式自動堆肥化システムを導入し、省力的な堆肥化と発酵熱の利用が可能となった。ヒートポンプによ
る生乳熱回収利用により灯油消費量とバルククーラ負荷が低減された（図２）。

乳房炎原因微生物分析および乳房炎防除対策支援会議により搾乳手順等が改善され、乳房炎発症程度が抑
制されている。福島県内酪農場における実証農場の位置づけを確認した（図３）。

性選別精液による受胎率の高い人工授精実施時期が、排卵処理後１２時間であることを明らかにした。慣行よ
り効率的で同等の良質卵子を確保できる卵胞刺激処理方法を明らかにした（図４）。

乾式メタン発酵システムについて、処理材料別のガス発生量を明らかにし、日処理量10t以上で経済的に成り
立つことを示した。木質チップの乾燥とバーナーへの定量供給を可能とし、燃焼熱によるハウス暖房実証を行っ
ている。除染農地におけるスイートコーン、バレイショ、サトイモの実証栽培では、RCsは検出限界以下で、十分
な品質・収量が得られた（図５）。

研究成果概要４

放射性セシウム（RCs）濃度が十分低い（30Bq/kg 水分80％換算以下）自給飼料の高能率生産体系構築

糞尿の省力的堆肥化と循環利用、農場内再生可能エネルギー活用による燃料費削減と生産性向上

新たな検査技術と乳房炎防除管理による損耗低減および、ベンチマーキングによる経営改善

雌雄判別技術を用いた効率的な繁殖と牛群能力向上、並びに高価格の黒毛和種雄子牛の生産頭数増加

作物残さや家畜ふん尿の乾式メタン発酵と、わら類や木質チップの固形燃料化によるエネルギー生産を行い、
発酵残さ堆肥および液肥として水田、畑地に還元利用する循環システムを構築

〔代表機関〕
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

〔参画研究機関〕
福島県農業総合センター、麻布大学獣医学部、酪農学園大学獣医学群、（独）家畜改良センター、
（一社） 家畜改良事業団、 NPO法人福島農業復興ネットワーク（ミネロファーム）、福島県酪農業
協同組合、 （有）岡本製作所、栗田工業（株）、日本大学、国立大学法人弘前大学

飼料用トウモロコシ導入や適正な施肥・堆肥利用によりRCs濃度が低く給与可能な飼料生産方式を実証する。

吸引通気式自動堆肥化システムにより、高品質堆肥の省力生産と同時に発酵熱を回収利用。生乳の熱エネル
ギー利用、太陽光発電とエネルギーマネジメントシステムで農場内電力消費配分を最適化する。

微生物のゲノムDNA検出・同定分析を基礎とした乳房炎防除管理プログラムを定期実施する。復興支援対象
地域のベンチマーク作成により対象農場の現状把握と改善目標の設定を行う。

性選別精液を用いた人工授精の受胎率向上により、高能力泌乳牛群の迅速な整備を図る。良質卵子の効率
的採取と体外授精胚の性判別移植により、黒毛和種雄子牛生産割合を７０％程度に向上させる。

効率的な乾式メタン発酵技術、発酵原料等の収集・調製・貯蔵技術、発酵残さの肥料調製利用技術、固形燃
料の製造・利用技術等を実証し、エネルギー・資源循環型営農システムの経営的・エネルギー的評価を行う。

研究の目標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（図２）

CO2ヒートポンプを用いた生乳熱回収利用
システムを導入し、氷生成と同時に得られる
温水（80℃以上）を搾乳関連機器の洗浄に
利用する。ボイラー用灯油消費が約9L/日
減少、バルククーラの稼働時間が25～40分、
電力消費量が17kWh/日、減少した。

実証農場に吸引通気式自動堆肥化システ
ム（発酵槽面積約700㎡）を導入し、運用
を開始。通気から堆肥発酵熱を回収して
温水を製造し、冬季に牛に給与することで
乳生産量の3％増加をねらっている。切り
返し作業の２５０h／年程度の作業時間が
短縮されるとともに、３．１kL/年の軽油消
費が削減可能と推定された。

トウモロコシではRCs濃度が十分低い

安全で高品質な自給飼料生産技術の実証（図１）

図1-1 牧草中のRCs濃度

図1-2 飼料用トウモロコシのRCs濃度

図1-3トウモロコシ耕耘同時播種

60a/h程度の作業能率が得られた

図1-4 汎用型飼料収穫機によるトウモロコシ収穫

平均坪刈り収量は18t/ha(H27)であった

堆肥・カリ施用等により、年次を追って低下傾向

図2-1 導入した堆肥化システム

図2-2 CO2ヒートポンプ導入によるバルク
クーラ電力の変化



雌雄判別技術を活用した酪農経営の早期再生実証（図４）

牛群ベンチマークを作成して、バルク乳および牛群検定成績による農場の現状および位置づけを
確認した。生産乳量2%以上の増加が確認でき、体細胞数も県内で相対的に低く推移している。産
次数の変化もあり、乳量、体細胞数ともに増加することが予想された（図3-3,3-4）。

年３回の搾乳立会調査およびその結果を乳房炎防除対策支援会議で協議し、飼養、搾乳および
衛生環境の全体を通して乳房炎を制御している（図3-1）。乳房炎リニアスコア5以上率8％以下、バ
ルク乳体細胞数20万個/ml以下を概ね維持している（図3-2）。

図3-2 バルク乳中の体細胞数の推移(2015.1～2015.12) 図3-1 乳房炎防除対策支援会議

新たな乳房炎検査システムと牛群管理番地マーキングの導入によ
る乳生産地域再生の実証研究（図３）

赤▲：対象農場
赤破線：大震災

灰色：産次数青実線：中央値
破線：25%点

75%点

赤：生産乳量
（バルク乳）

青：生産乳量
（検定日乳）

緑：生産乳量
（脂肪補正量）

図3-3 全農場と実証農場のバルク乳中体細胞数の推移 図3-4 実証農場の経産牛平均産次数と生産乳量の推移

体細胞数
は乳房炎
の感染が
わかる重
要指標。
20万個/ml

以下を目
標としてお
り、低いこ
とが望まし
い

・雌雄判別受精卵移植に向けた良質卵子確保のた
めの反復（３回）経膣採卵における卵胞刺激処理
方法は、単回投与法（皮下及び尾椎硬膜外腔）でも
慣行法（３日間６回かけて筋中漸減投与）と同等で
あり、効率的と考えられた（図４）。

・９０％の確率で雌産子を得ることできるホルスタイ
ン種性選別精液による人工授精では、排卵処理１
２時間後で受胎率が高く、自然発情での人工授精
でも同様の傾向にあった。なお、産子は全て雌で
あった。

図4 反復経膣採卵時の卵胞刺激処理による卵胞
数の推移



問い合わせ先：農業•食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門 TEL：0287-37-7814

エネルギー・資源循環型営農技術の実証研究（図５）

生の木質チップは発電機排熱利用の場合、堆積高さ3mで2～3日で乾燥処理が可能と推定。乾
燥木質チップは25mm角の篩分離で小型のロータリーキルン式バーナー(出力116kW）で定量供給
可能で、1,000℃以上の燃焼温度が得られる（図5-3)。トルコキキョウハウスで実証試験中(図5-4）。

（１）乾式メタン発酵と木質チップ等による施設園芸へのエネルギー利用

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
エネルギー生産をおこな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ため、福
島県川俣町山木屋地区で実証試験を実施している。

図5-1 乾式メタン発酵システム概要 図5-2 乾式メタン発酵での分解率とガスの発生量

乾式メタン発酵の原料は、生ゴミ、食品残さ、雑
草類や畜産残さ等で、50℃程度の高温発酵さ
せる。残さは堆肥と液肥として利用する。

図5-3 木質チップの燃焼システム 図5-4 木質チップ暖房システム図

乾式メタン発酵システム(図5-1)は日処理量10t規模以上であれば採算性がとれる。繊維類もガ
ス化が可能なため、作物残さや生ゴミ以外に雑草類の利用可能(図5-2)。発酵残さはスクリュープ
レスで固液分離し堆肥と液肥が製造でき、有機質の化学肥料代替資材として利用可能。

（２）除染農地での露地野菜類の栽培実証

図5-5 スイートコーン(左）とバレイショの生育状況

表土剥ぎ除染農地でスイートコー
ン、バレイショ、サトイモで実証試
験栽培を実施。元肥として牛糞堆
肥2t／10aと窒素肥料を施用し、
栽培を行った結果、バレイショ
3.9t／10a、サトイモ2.8t／10a、
スイートコーン1.9t／10aと十分な
品質・収量が得られ、作物中の放
射性セシウムは検出限界以下で
あった(図5-5)。


