
攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

レタス・キャベツ周年安定供給のための産地間連携・産地内協調支援システム
の構築と実証

〔分野〕生育予測に基づく産地間連携・産地内協調による周年安定供給システム
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

高い供給安定性を求める加工・業務向け需要が増大し、今では国民の野菜消費の過半を占め
るに至っており、異常気象発生の頻度・程度が高まりを見せる中、安定供給に対するニーズは
かつて無いほどの高まりを見せている。生育予測に基づく産地間連携・産地内協調支援システ
ムや収穫期安定化技術の開発が求められている。

〔代表機関〕 (独)農研機構 野菜茶業研究所
〔参画研究機関〕 (独)農研機構 中央農業総合研究センター、茨城県農業総合センター（園芸研究所）、

静岡県農林技術研究所、長野県野菜花き試験場、香川県（香川県農業試験場）、株式会社ＪＳＯＬ、
キユーピー株式会社（研究開発本部）

〔研究・実証地区〕 茨城県つくば市・笠間市、静岡県磐田市、長野県塩尻市、南牧村、香川県綾川町、
東京都中央区・調布市、長野県御代田町・富士見町・静岡県浜松市・千葉県袖ケ浦市、茨城県茨城町

１．レタス連携産地別生育予測モデルの開発

１－１）地域別品種別生育モデルの開発

１－２）被覆法別・資材別トンネル内気温推定モデルの開発

１－３）地域別・作期別生育予測アプリケーションの開発

１－４）地域別・作期別生育予測アプリケーションの検証

産地間連携で想定される作期別・地域別・品種別の生育モデルおよび時期別・被覆法別・資材別の被覆内

気温推定モデルを組み合わせて、作期別・地域別・品種別の収穫予測アプリケーションの開発・検証を行う

２．レタス・キャベツ産地間連携・産地内協調支援システムの開発と実証

２－１）産地間連携・産地内協調支援のための実証システムの構築

２－２）生産者における経営判断指標の見える化システムの設計

２－３）中間事業者における生育予測の見える化システムの設計

２－４）実証産地で生産されたレタスの実需から見た品質の評価

レタス産地における収穫調整に掛かる意思決定を支援するための経営判断支援システムを産地間連携・産地内協

調支援システムとして開発し、自ら生産を行いつつ、出荷業務も行っている農業生産法人にて実証する。

２－５）キャベツ生産・出荷安定化技術の開発と実証

地下潅漑システムOPSISによるキャベツ生産安定化技術の開発・実証を行う

３．生育予測による産地間連携・産地内協調に向けた手引き書の作成

ガイダンスマニュアル「生育予測による産地内協調及び産地間連携システムの開発と運用例(仮題)」を作成する。

２

２週間後の週間出荷量を±10％の精度で行える地域別・作期別生育予測アプリケーションを開発・
実証
複数の産地内協調生産者における出荷・調達の調整を、出荷予定日２週間前に実施できる有効な
判断指標を作成可能とする。
生育予測モデルを活用した作業者の効率的配置のための判断指標作成を可能とする。



レタス・キャベツ周年安定供給のための
産地間連携・産地内協調支援システムの構築と実証

レタス生育予測による出荷調整などにおける経営判断支援システムを開発する

１．レタス連携産地別生育予測モデルの開発

１－１）地域別品種別生育モデルの開発

１－２）被覆法別・資材別トンネル内気温推定モデルの開発

１－３）地域別・作期別生育予測アプリケーションの開発

１－４）地域別・作期別生育予測アプリケーションの検証

想定する産地間連携パターン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<--------------------------------> 長野
<-----------> <-------> 茨城・千葉

----------> <--- 静岡・香川

産地切り替わり時期で出荷終わりとなる産地と出
荷はじめとなる産地、生産が不安定な盛夏期産
地で出荷予測技術開発/検証を行う
【技術的アドバンテージ】
・ 生育モデルシミュレーション予測は、異常気象
時でも精度確保が可能
・ ３次メッシュデータと被覆内温度推定モデルを
使うので、気象観測が不要

基本技術はできている
・生育予測モデルを用いたレタス週別出
荷量推定アプリケーション
・被覆内温度推定式

しかし、多様な品種・被覆法への対応は不
十分：

・生育モデル対応品種はＶレタス・シスコの
み

・被覆内温度推定式は、塩化ビニールフィ
ルムトンネルのみ対応で、近年広く用い
られているPO（ポリオレフィン）フィルムト
ンネルのパラメータは得られていない

◆生育モデルの生産現場栽培品種・栽培法への適用拡大
（現地適用拡大フェーズ）

現場作付け品種のモデルパラメータの決定
ポリオレフィンフィルムトンネル内気温推定パラメータの決定

所内圃場試験でパラメータ決定

農家圃場で予測精度検証

レタス生育予測アプリケーション開発
野菜茶業研究所（全体総括）、中央農業総合研究センター、長野県野菜花き試験場、
茨城県園芸研究所、 静岡県農林技術研究所、香川県農業試験場

レタス産地間連携・産地内協調支援システム開発
(株)ＪＳＯＬ、キユーピー(株)

システム実証
(有)トップリバー（コンソ外）

出荷リレー現状分析・
過去データ収集

支援システム試作・
現状への利用性検証

高精度生育予測モデルの提供

地下潅漑システムOPSISによるキャベツ生産安定化技術の開発
野菜茶業研究所

安定生産技術実証
東茨城郡茨城町生産者
（コンソ外）



問い合わせ先 独)農研機構野菜茶業研究所 TEL：050-3533-0802

２．レタス・キャベツ産地間連携・産地内協調支援システムの開発と実証

２－１）産地間連携・産地内協調支援のための実証システムの構築

２－２）生産者における経営判断指標の見える化システムの設計

２－３）中間事業者における生育予測の見える化システムの設計

２－４）実証産地で生産されたレタスの実需から見た品質の評価

２－５）キャベツ生産・出荷安定化技術の開発と実証

３．生育予測による産地間連携・産地内協調に向けた手引き書の作成

頭上灌水のデメリット
・雑草発生助長
・用水量の確保
・灌水器具にかかる
作業性の悪化

OPSISのメリット
・雑草発生助長の回避
・節水的潅漑が可能
・手間及び作業上の
問題が無い

産地間連携・産地内協調支援は、経営判断に関わることであり、単純に手順化したマニュアル作成は意味
がない。そこで、実証生産者での事例紹介を交えた、考え方のポイントを解説した手引き書で普及を図る



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

半閉鎖型管理（SCM）による施設果菜・花き類の生産性向上技術の実証研究

〔分野〕周年安定供給や高度環境制御による効率的生産、新品種導入や光利用技術による品質向上を可能とする技術体系
〔分類〕野菜・花きの効率的な生産を可能とする施設園芸技術体系

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

東海地方は全国に野菜、花きを周年供給しているが、収量の伸び悩み等により、収益の向上
が難しくなっている。本実証研究では、その状況の中で、大規模、先進的経営を進めようとす
る法人・企業経営を行う生産者を支援すべく、CO2施用効率を高める施設の半閉鎖型管理
（SCM）を高度環境制御により容易とし、生産力を向上させ、競争力を高める。

〔代表機関〕 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所

〔参画研究機関〕 三重県農業研究所、三重県工業研究所、（株）浅井農園、オキツモ（株）、シーシーエス（株）、
愛知県農業総合試験場、愛知県経済農業協同組合連合会、静岡県農林技術研究所、国立大学法人静岡大学、
トヨハシ種苗（株）、（株）デンソー、三重県中央農業改良普及センター、愛知県東三河農林水産事務所

〔研究・実証地区〕 三重県津市、愛知県豊川市、静岡県磐田市、掛川市、浜松市

１トマト次世代型施設園芸で人と植物のクール（COOL）な環境を実現する
（１）断熱塗料による栽培環境の向上：新しい断熱塗料を屋根面に塗って高温抑制。

（２）補光による栽培環境の向上：LEDによる補光で作物の生産力をアップ。
（３）ユビキタス環境制御システムによる栽培環境制御：ネットワークを通じて栽培環境を

制御。

（４）半閉鎖系高軒高ハウスによる実証：半閉鎖系高軒高ハウスを試作し、栽培を行う。

２バラにおける半閉鎖型環境制御技術の確立

（１）加湿用細霧システムを利用した環境制御条件の解明：細霧システムを利用し高温や換

気を抑制し、CO2施用効果を向上。
（２）現地における実証：半閉鎖型管理の効果を実証し、バラの生産性を向上させる。

３イチゴ・ガーベラにおける半閉鎖型環境制御技術の実用化

（１）イチゴやガーベラの半閉鎖型環境制御とCO2施用による生産性の向上：半閉鎖環境＋
環境制御でCO2施用を効率化。

（２）ガーベラの高温障害の回避による生産性向上の実証：ヒートポンプや気化熱利用で高

温障害を回避。

４現場実証における高度環境制御・ＩＣＴ技術の利用方法の確立

環境制御システムの試作・改良や作物のストレス制御法の開発で現地試験を支援。

２

三重県実証地でトマト生産物の品質と生産性の向上により、単位面積あたりの収益性を10%向上。
愛知県実証地でバラの生産性を半閉鎖型管理によりCO2無施用に比べ30%向上。
静岡県実証地でイチゴの可販果収量、ガーベラの切り花本数を半閉鎖型管理により20％向上。
半閉鎖型管理がもたらす作物へのストレスやその制御についての学術的な知見も得る。



半閉鎖型管理（SCM）による施設果菜・花き類の生産性向上技術の実証研究
園芸施設の閉鎖時間を長くして、精密な環境制御を行い、作物生産性と収益性を向上させる

1 トマト次世代型施設園芸で人と植物のクール（COOL）な環境を実現する （三重県実証試験）

（１）断熱塗料による栽培環境の向上
（２）補光による栽培環境の向上
（３）ユビキタス環境制御システムによる
栽培環境制御

（４）半閉鎖系高軒高ハウスによる実証

担当：三重農研・三重工研・（株）浅井農園・オキツモ（株）・シーシーエス（株）・三重中央農改セ

東海地方から
全国へ

高度環境制御を備えた高軒高
施設でトマトの半閉鎖管理生産

２ バラにおける半閉鎖型環境制御技術の確立 （愛知県実証試験）

（１）加湿用細霧システムを利用した環境制御条件の解明
（２）現地における実証

 
CO2局所施用用ダクト 

細霧システム、ヒートポンプによる温湿度制御

CO2の局所

施用による
効率化

担当：愛知農総試・JAあいち経済連・愛知県東三河農水事務所



３ イチゴ・ガーベラにおける半閉鎖型環境制御技術の実用化 （静岡県実証試験）

（１）イチゴの半閉鎖型環境制御とCO2施用による生産性の向上
（２）ガーベラの半閉鎖型環境制御とCO2施用による生産性の向上
（３）ガーベラの高温障害の回避による生産性向上の実証

イチゴ高設栽培＋半閉鎖環境制御
＋CO2長期長時間施用で収益アップ

ガーベラの高温障害

ガーベラ半閉鎖環境制御＋CO2長期長時間施用で収益アップ

ヒートポンプ夜冷等で改善

担当：静岡農技研

４ 現場実証における高度環境制御・ＩＣＴ技術の利用方法の確立 （共通支援）

（１）果菜・花き類の生産性向上のための半閉鎖型管理等の導入に係わる問題の抽出とその対策
（２）半閉鎖型環境管理に有効なストレスマネジメントの確立
（３）半閉鎖管理に対応した環境制御ハードウェアの設計・設置
（４）半閉鎖管理を容易にする統合環境制御ソフトウェアの構築

問い合わせ先：（独）農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所（全般）TEL：0569-72–1166
三重県農業研究所（三重県実証試験）TEL:0598-42-6357

愛知県農業総合試験場（愛知県実証試験）TEL:0561-62-0085
静岡県農林水産技術研究所（静岡県実証試験）TEL:0538-35-7211

半閉鎖環境における
高温等の環境による
作物へのストレスの
調査とその制御

施設環境制御機器の試作・改良

三重・愛知・静岡での現地実証試験と連携しながら問題の抽出と解決を図る

担当：農研機構野菜茶研（１）、静岡大学（２）、トヨハシ種苗（株）（３）、（株）デンソー（４）



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

南西諸島地域でのきく等花き生産における新たな光源利用技術の実証研究

〔分野〕 野菜・花きの効率的な生産を可能とする施設園芸技術体系
〔分類〕 網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

「きく類」を主な対象にLED光源等を活用した気象災害に負けない安定した生産体系と消費ニー
ズにあった品質・規格での効率安定生産の実証に取り組み、輸入品に対する競争力を強化し、
国産シェアの奪還を目指す。

〔代表機関〕 （独）農業・食品産業技術総合研究機構花き研究所
〔参画研究機関〕 株式会社エルム、鹿児島県農業開発総合センター（花き部）、和歌山県、和泊町、

鹿児島県大島支庁沖永良部事務所
〔研究・実証地区〕鹿児島県大島郡和泊町

１ 耐候性LED照明器具の最適化
１－１）耐候性LED照明器具の最適化

農業生産現場の過酷な環境に耐え得る赤色光LED照明器具を開発する。

１－２）耐候性LED照明器具の最適化
遠赤色光優位型花きの開花促進に有効な耐候性FR型LEDを開発する。

２ 植物の光応答に基づく最適電照技術の開発
２－１）花成鍵因子を指標とした効率的電照技術の開発

花成メカニズムの最新知見を活用し、効率的電照技術開発の基盤を構築する。

２－２）赤色光優位型花き類の最適電照技術の開発
きく等赤色光優位型花きにおけるLED電照技術を開発する。

２－３）遠赤色光優位型花き類の最適電照技術の開発
トルコギキョウ等遠赤色光優位型花きにおけるLED電照技術を開発する。

３ IPM防除技術活用による害虫被害軽減技術の開発と実証
３－１）平張ハウス資材と新光源の防虫効果と生育に及ぼす影響解析と実証

LED照明器具および平張ハウス用防虫・防風ネット資材が防虫効果と生育に及ぼす影響について評価し、害虫被
害軽減技術を実証する。

３－１）台風時停電対策電照方法の確立
小型発電機とLEDを活用した台風時停電対策電照方法を確立する。

４ 実需者ニーズの把握と実証生産物の評価
４－１）実需者ニーズの把握と実証生産物の評価

消費ニーズにあった新規格でのきく効率生産体系を構築し、生産物の市場評価を行う。

５ LED電照栽培の実証と台風被害軽減技術の実証
５－１）きく等のLED電照栽培の実証

LED電照栽培および実需者ニーズに応じた新規格での生産・出荷の実証試験を実施し、経済性を評価する。

５－２）効率安定生産システムの実証
「キク等の台風時停電対策マニュアル」を作成する。

２

耐候性LEDおよび平張施設を活用したきく等の栽培実証において、「電力消費量1/10」、「化学合成
農薬散布の20％削減」の達成とニーズに対応した効率生産の導入による「収益50％増」を目指す。



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

南西諸島地域でのきく等花き生産における新たな光源利用技術の実証研究
きく類におけるLED電照・効率安定生産による競争力の強化

1 耐候性LED照明器具の最適化

技術要素
耐候性LEDと新電照技術
台風被害軽減（暴風雨・停電）
生産向上技術（害虫・需給マッチング）

南西諸島
花き生産モデル

実証
（沖永良部島）

消費電力 1/10
生産量 倍増
収益 50％増

輸入に対する競争力を強化 国産シェア奪還

【南西諸島】冬場の花き供給基地
露地/簡易施設の無加温栽培 ＝ 低コスト生産

暴風雨 停電 害虫安定供給阻害

2 植物の光応答に基づく最適電照技術の開発

２－１）花成鍵因子を指標とした効率的電照技術の開発

花成メカニズムの最新知見を活用し、効率的電照技術開発の基盤構築

２－２）赤色光優位型花き類の最適電照技術の開発

きく等赤色光優位型花きにおけるLED電照技術を開発

２－３）遠赤色光優位型花き類の最適電照技術の開発

トルコギキョウ等遠赤色光優位型花きにおけるLED電照技術を開発

３ IPM防除技術活用による害虫被害軽減技術の開発と実証

５ LED電照栽培の実証と台風被害軽減技術の実証

４ 実需者ニーズの把握と実証生産物の評価

•防水・耐久性
•軽量化
•力率改善
•出力
•分光特性改善

LED電照技術

平張ハウス用防虫ネット
による防虫効果比較

分光特性の異なる光源による
害虫の誘引効果比較

害虫の誘引の少ない光源
防虫効果の高いネット資材

農薬散布回数の軽減可能な
IPM技術の実証

生産者と実需者のマッチング

消費形態に合った
新しい切り花の
流通規格の提示

実需者ニーズに応じた生産
ムダの削減＝生産性向上

契約ベースの
生産販売の拡大

自家発電

LED:応急点灯の可能面積 大

小型発電機

台風停電時対策
マニュアル

【沖永良部島】
離島固有の情勢を反映した地域モデルの実証
消費電力 1/10 生産量倍増 収益50％増

【沖永良部島】
離島固有の情勢を反映した地域モデルの実証
消費電力 1/10 生産量倍増 収益50％増



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業

栽培施設リノベーションと６次産業化による攻めのイチゴ生産実証

〔分野〕野菜・花きの効率的な生産を可能とする施設園芸技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

減少が続くイチゴ生産が攻めに転じるには、簡易低コスト型の植物工場化技術で生産農家が
高位生産を獲得するとともに、生産物を活用した新規需要開拓の６次産業化を展開し、地域産
業として定着させる必要がある。

〔代表機関〕 山口県農林総合技術センター
〔参画研究機関〕 独立行政法人国立高等専門学校機構宇部工業高等専門学校、株式会社サンポリ、

佐藤産業株式会社、株式会社瀬戸内ジャムズガーデン
〔研究・実証地区〕 山口県大島郡周防大島町

１ 簡易低コスト型植物工場技術による高位生産の実証研究

（１）栽培施設リノベーション

高設栽培システムを低コスト型移動多植栽培システムへリノベーション、栽培ハウスを建て替えず

低コストに強化する栽培ハウスリノベーションを実証する。

（２）高品質な国産イチゴの長期安定生産

多収次世代品種の花成特性を活かし、省力且つ長期の安定生産を実証する。

２ 生産物を活用した新規需要開拓の実証研究

（１）イチゴ新規加工品の試作

（２）試作品の販売評価

イチゴ高位生産を活かし、新規需要を開拓する加工品を試作・製品化する。

３ 総合組み立て実証

（１）高位生産を活かした６次産業化実証

（２）経営評価
実証地での高位生産から新規需要開拓による多角経営を実証するとともに、経営評価により「攻めの

イチゴ生産」としてビジネスモデル化する。

４ 普及支援

（１）技術マニュアル作成

（２）技術検討会開催

ハード及びソフト部分をマニュアル化し、普及に向けた技術検討会を開催する。

２
簡易低コスト型植物工場技術のハード部分（栽培施設リノベーション）を設置実証し、多植栽培シス
テム「スライドらくラック」の骨材軽量化により、安全性を維持しつつ１割以上（移動部材は３割以上）
低コスト化するとともに、耐候性と採光性に優れたダブルアーチ構造の日本型日光温室を３割低コ
ストでリノベーション建築可能とする。省力栽培技術と環境制御技術からなるソフト部分と組み合わ
せ、長期１０ヵ月で１２t/１０aの多収安定生産を実証する。
高位生産を活かした新規加工品を３つ以上製品化し、６次産業化による多角経営を実証する。
「攻めのイチゴ生産」をビジネスモデル化し、普及に向けた現地検討会を開催する。



問い合わせ先：山口県農林総合技術センター TEL：０８３-９２７–０２１１

栽培施設リノベーションと６次産業化による攻めのイチゴ生産実証
中小規模イチゴ農家による植物工場に匹敵した高位生産の獲得と多角経営の展開

実証地での高位生産実証

高設栽培システムと栽培ハウスの高機能化 実証農家が６次産業化を展開

「攻めのイチゴ生産」
（ビジネスモデル構築）

１簡易低コスト型植物工場技術による高位生産

栽培システムリノベーション

環境制御による省力的な高位生産技術

高品質な国産イチゴの長期安定生産

相
乗
効
果

新規加工品の開発 相
乗
効
果

２生産物を活用した新規需要開拓 ３総合組み立て実証、４普及支援

１ 簡易低コスト型植物工場技術による高位生産の実証研究
（１）栽培施設リノベーション

（２）高品質な国産イチゴの長期安定生産

２ 生産物を活用した新規需要開拓の実証研究 ３ 総合組み立て実証
４ 普及支援

拘りのジャム作りと新たな食べ方の提案

高位生産と需要開拓に

よる多角経営の実証と

ビジネスモデル化

｢攻めのイチゴ生産｣

ビジネスモデルを発信！



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

EOD技術による特産園芸産物の革新的な生産技術実証

〔分野〕野菜・花きの効率的な生産を可能とする施設園芸技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

冬季が低日照の日本海側では園芸作物の生育を向上させるための加温が不可欠であるが、そ
れに要する暖房コストが経営を圧迫している。その対策技術としてEOD(End of Day)処理（日没
直後の短時間のみ加温や遠赤色光照射を行う）が考案され、一部の花卉類では高品質生産物の
早期収穫や生産コスト削減が達成出来ることが明らかとなっている。しかし、最適な温度や光
条件、他の品目への効果、処理効果のメカニズムなど不明な点が多い。

〔代表機関〕 国立大学法人鳥取大学農学部
〔参画研究機関〕 鳥取県園芸試験場、株式会社フジ電機、

鳥取県農林水産部農業振興戦略監とっとり農業戦略課研究・普及推進室
〔研究・実証地区〕鳥取県倉吉市、鳥取県東伯郡北栄町

ア．現地実証による経営試算とマニュアル化

（ア）現地実証による問題の整理と技術改良(EODによる花き類および野菜類での現地実証試験)

（イ）現地実証に基づいた経営分析(（ア）から経営試算を含めた分析)

（ウ）EOD処理技術のマニュアル化(EOD導入に関するマニュアルの作成)

イ．EOD処理による作用機構の解明とパッケージ化の策定

（ア）EOD加温と光照射による作用機構の解明(EODによる生育促進効果の解明と品質向上効果の確認)

a. 個体の光合成・呼吸速度の評価

b．器官別の転流・物質生産の動態

c．器官別の糖類・アミノ酸類・有機酸類の動態

d．器官別の内生ジベレリンを含む植物ホルモンの動態

e．品質向上効果の検証

（イ）スマート農業システムのパッケージ化(EOD技術を導入した展示ほ場の構築)

ウ．環境調節指標に基づいた超低コストEOD栽培法の検討

(ア) EOD処理に対する反応性の高い品目の検索(EOD技術が利用可能な品目の探索)

(イ) EOD効果を高める日中の温度管理方法の検討(低コスト化に向けたEOD技術の開発)

エ．普及性が高い広照射LED（FR）照明器具の開発(広照射可能なLED-FRの開発)

(ア) 広照射のための改良とR:FR光の組み合わせによる開花促進効果の高い照明器具の開発

（イ）試作照明によるEOD光照射効果の検証

２

技術改良と経営分析に基づく栽培マニュアルの作成と技術セミナーの開催
EODによる生育促進効果の生理的メカニズムの解明とパッケージ化された栽培展示圃の構築
EOD効果が高い花卉，蔬菜，果樹の選定と、生育促進効果をさらに高め、EODによる冬季の栽
培期間中の燃料費を40％以上削減できる温度管理法の確立
EOD効果や普及性が高い安価な専用LED照明の開発(光源コスト/寿命が既存LEDの約6割以下)



研究の背景

研究全体の概要

EOD技術による特産園芸産物の革新的な生産技術実証
冬季低日照地域において低コスト農業経営が可能となるEOD技術を確立し生産現場で実証する

・日本海側は冬季の日照時間が太平洋側の1/2～ 1/3
・ 生育を補うために多大な燃油コストが必要

低日照地域でも低コスト化が期待できる
「EOD加温・光照射生産技術」が
「新技術2013」に選定されたが･･･

・EOD効果を高める生理的メカニズムが不明
・EOD加温に効果的な日中の温度が不明

（さらなる低コスト加温の可能性有）
・現場で利用しやすい遠赤色(FR)光源が無い
・野菜や果樹などその他の品目に対する効果が不明

冬季低日照地域では
施設園芸の高度利用
が困難

実証結果の
フィードバック

試作LED(FR)
の提供

試作LED(FR)
の提供

実証結果の
フィードバック

解析結果の
フィード
バック

解析結果の
フィードバック

実証
協力

解析結果の
フィードバック

実証結果の
フィード
バック

データ
の提供

結果の
フィードバック

試作LED(FR)
の提供

達成目標

ア．現地実証による経営試算とマニュアル化
（イ）現地実証に基づいた経営分析
イ．EOD処理による作用機構の解明と

パッケージ化の策定
（ア）EOD加温と光照射による作用機構の解明
（イ）スマート農業システムのパッケージ化
エ．普及性が高い広照射LED（FR）照明器具の開発
（イ）試作照明によるEOD光照射効果の検証

鳥取大学農学部 (代表研究機関)

ウ．環境調節指標に基づいた超低コストEOD栽培法の検討
(ア) EOD処理に対する反応性の高い品目の検索
(イ) EOD効果を高める日中の温度管理方法の検討

鳥取県園芸試験場

ア．現地実証による経営試算とマニュアル化
（ア）現地実証による問題の整理と技術改良
（ウ）EOD処理技術のマニュアル化

とっとり農業戦略課研究･普及推進室

（株）フジ電機

エ．普及性が高い広照射LED（FR）照明器具
の開発

(ア) 広照射のための改良とR:FR光の組み
合わせによる開花促進効果の高い
照明器具の開発

●作用機構の解明・・・EOD処理によって生育促進に至る生理的メカニズムを解明する
●品目検索・・・・・・EOD栽培が効果的な園芸品目を検索する
●1日の温度管理・・・ 主要園芸品目に対して最も効果的な温度管理法を明らかにし、トルコギキョウ40％、

イチゴ30％以上の燃料費削減、ストックの栽培期間を20％以上短縮する
●LED(FR)開発・・・・ 既存LED(FR)に比べ生育促進などの効果が高く、単位面積当たりの光源コスト/寿命が

白熱灯の約3割、既存LED(FR)の約6割以下の専用LEDを試作する →  商品化する

・全国低日照地域の普及所・農協向け栽培マニュアルを作成する
・栽培展示圃を構築し、EOD技術セミナーを開催する
（中規模以上生産者のうち、技術導入希望率80％以上を目標）

新たなEOD技術により、冬春作の
農業所得を30％以上向上



ア．現地実証による経営試算とマニュアル化

個別の研究の概要

H26年度
・トルコギキョウ、ストック、イチゴで
のEOD処理効果の現地実証

・問題点の洗い出し
H27年度
・連携機関で構築した技術に基づく実証
・経営分析、技術マニュアル作成
・全国低日照地域向セミナー開催

H26年度
・照射範囲が既存LED(FR) の2倍以上で、R:FR比が
異なるLED照明の試作

・EOD光照射に反応性が高い品目（花き60、野菜10、
果樹2品目）の検索

H27年度
・改良した試作器の設置方法の検討
・品目別設置シミュレーションの作成

既存LED(FR) 試作LED(FR)

H26年度
・EOD処理による光合成・呼吸速度､転流、
浸透圧調整物質、内生植物ホルモン、
養分吸収量と分配調査等により作用機
構を解明

・野菜類における品質向上効果の検証
H27年度
・連携機関で構築した技術に基づく栽培
展示ほ（パッケージ化）の構築

EOD技術による特産園芸産物の革新的な生産技術実証
冬季低日照地域において低コスト農業経営が可能となるEOD技術を確立し生産現場で実証する

EOD
栽培

慣行
栽培

EOD栽培

慣行栽培

H26年度
・EOD加温に反応性が高い品目（花き
60、野菜10、果樹2品目）の検索

・EOD効果を高める日中の温度管理と、
最低夜温を段階的に下げる低コスト
効果の検討

H27年度
・圃場で栽培した反応性の高い品目の
省エネ効果と機能性の分析

・省エネ効果が最も高いEOD処理の
検証

ウ．環境調節指標に基づいた超低コストEOD栽培法の検討

エ．普及性が高い広照射LED（FR）照明器具の開発

問い合わせ先：鳥取大学農学部果樹園芸学研究室 田村文男 TEL：０８５７-３１-５３５３

イ．EOD処理による作用機構の解明とパッケージ化の策定



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

ICTを活用した暖地における施設園芸生産支援システムによる先進的栽培管理技術の確立

〔分野〕 ⑤ CO2施用等を活用した暖地用高度環境制御手法・栽培管理技術の開発
〔分類〕 網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

暖地の施設において実施されているトマト、キュウリ、ピーマンの促成栽培は我が国の野菜
生産の中で重要な位置を占めている。これらの地域の促成栽培における生産性を向上させるこ
とは、野菜生産の安定生産や輸出などを視野に入れた際に非常に重要である。

〔代表機関〕 国立大学法人 岡山大学
〔参画研究機関〕 熊本県農業研究センター、宮崎県総合農業試験場、（株）長友農機、

（株）九州オリンピア工業、熊本県普及支援課、宮崎県営農支援課、宮崎県中部農林振興局農業経営課、
宮崎中央農業協同組合

〔研究・実証地区〕 宮崎県国富町、熊本県八代市

１ 暖地での施設トマト栽培における高度環境制御技術の開発

下記課題に熊本県のトマト産地への導入を念頭に技術開発を行う。

(1)ドライミストの収量への影響解析

(2)CO2施用効果が最大になる環境条件の解明

(3)各環境要因制御の費用対効果の検証

２ 暖地での施設キュウリ・ピーマン栽培における高度環境制御技術の開発

下記課題に宮崎県のピーマンキュウリの大規模生産施設への導入を念頭に技術開発を行う。

(1)次世代施設園芸団地等における炭酸ガス施用管理技術の確認

(2)次世代施設園芸団地等における各種導入技術の複合環境制御システムとのマッチング実証

(3)園芸団地における宮崎方式ICMの導入実証試験

(4)高断熱内カーテンの生産施設での利用のための改良と適応評価

(5)木質ペレット暖房機の大規模施設での利用のための改良と適応評価

(6)各環境要因制御の費用対効果の検証

３ 暖地での施設園芸生産に適したICT活用型統合管理システムの開発

下記課題にICT利用型の暖地施設園芸用ソフトウェアを構築することを念頭に技術開発、普及活動を行う。

(1)クラウドサービスと連携した換気・光合成推定システムの構築

(2)暖地の施設園芸生産での環境制御運用マニュアルの作成

４ 普及支援業務

(1)トマト実証圃での栽培環境構築時の増収効果の検証

(2)キュウリ・ピーマン実証圃での栽培環境構築時の増収効果の検証

２
トマト、キュウリ、ピーマンの収量を慣行に比べて30％増が可能な栽培管理・環境制御技術を構築
する。
高断熱カーテン、木質ペレット暖房機を組み合わせて、慣行に比べて化石燃料使用量を30％削減
する技術を構築する。
上記の開発技術の他、換気推定システム、病害虫管理技術を組み合わせ、クラウドサービスを活用
した暖地の施設園芸用ソフトウェアとして提示する。



問い合わせ先： 国立大学法人 岡山大学 TEL：086-251-8304

ICTを活用した暖地における施設園芸生産支援システムによる先進的栽培管理技術の確立
暖地の施設園芸の生産性を向上させる技術開発とソフトウェア開発を行う

1 暖地での施設トマト栽培における高度環境制御技術の開発

１－１）ドライミストの収量への影響解析

１－3）各環境要因制御の費用対効果の検証

１－２）CO2施用効果が最大になる環境条件の解明

2 暖地での施設キュウリ・ピーマン栽培における高度環境制御技術の開発

2－１）次世代施設園芸団地等における炭酸ガス施用管理技術の確認

2－2）次世代施設園芸団地等における各種導入技術の複合環境制御システムとのマッチング実証

地球温暖化、トマト黄化葉巻病対策
の防虫ネット展張による高温で低段
の着果不安定

○苗質向上
〇初期収量の向上

ドライミスト 循環扇

育苗期の対策

CO2施肥機 水・肥料制御

冬期の低温寡日照による草勢低下、
着果不良、果実肥大不足春期の乾燥
による生育不良、高温による日焼け
果

本圃での対策

〇総収量及び品質向上

１-１）、１-２）で開発した技術の費用対効果の検証

場内試験でCO2施用で10％増収を確認済

○栽培管理・環境制御技術の改良
〇生産現場への適応

２-１）において開発した環境制
御技術はUECS上で動作させる 日本発の統合環境制御システムUECS

〇大規模施設でのUECSの高度利用技術
の適応



問い合わせ先： 国立大学法人 岡山大学 TEL：086-251-8304

2－3）園芸団地における宮崎方式ICMの導入実証試験

2－4）高断熱内カーテンの生産施設での利用のための改良と適応評価

2－5）木質ペレット暖房機の大規模施設での利用のための改良と適応評価

2－6）各環境要因制御の費用対効果の検証

3 暖地での施設園芸生産に適したICT活用型統合管理システムの開発

3－１）クラウドサービスと連携した換気・光合成推定システムの構築

3－2）暖地の施設園芸生産での環境制御運用マニュアルの作成

4 普及支援業務

4－１）トマト実証圃での栽培環境構築時の増収効果の検証

4－2）キュウリ・ピーマン実証圃での栽培環境構築時の増収効果の検証

従来型施設で実績のある
宮崎方式の総合的作物管
理体系（ICM)

〇生産現場への適応と効率
的運用を可能とするクラウ
ドサービスの開発

高断熱内カーテン
（従来型施設で熱節
減率３７.１～41.5％
の効果を確認）

〇生産現場での展張方
法、運用方法の検討

原油価格の高騰が、施設栽培農家
の経営を圧迫しているなか、木質
ペレット暖房機が注目されている。

〇大規模施設での展張
方法、運用方法の検討

２-１）～ ６）で開発した技術の費用対効果の検証

開発した技術を最終年度にマニュアル化し技術の普及を図る。

開発済みの換気
率計算ノード

0

0.5

1

1.5

2

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

細霧無し

細霧あり

換
気
率

時:分
〇精度を向上しクラウ
ドサービスと連携

・ 宮崎県国富町の実証圃場（次世代施設園芸導入加速化支援事業で整備予定、UECSマッチング）
・ 宮崎県宮崎市の実証圃場（キュウリ、ICM）
・ 宮崎県佐土原市の実証圃場（ピーマン、ICM）
・ 宮崎県国富町の実証圃場（高断熱カーテン）
・ 熊本県八代市の実証圃場（トマト）



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業 （様式３）

地域間連携による低投入型・高収益施設野菜生産技術体系の実証

〔分野〕野菜・花きの効率的な生産を可能とする施設園芸技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

中山間地の施設園芸は、高収益が期待される一方で、労働力の高齢・女性化が進み、経営規
模も小さく、耕作放棄が増加している。また、平坦地では、大規模施設園芸の導入が進みつつ
ある一方で、燃油・資材の高騰が経営を圧迫している。このため、中山間、平坦地ともに活用
可能な、先進的な低コスト環境制御技術、養液栽培技術を導入し、両地域の特性を活かした地
域間連携より、端境期のない周年高位安定供給体制を構築する。

〔代表機関〕 徳島県立農林水産総合技術支援センター
〔参画研究機関〕 (独)農研機構近畿中国四国農業研究センター (株)オーガニックnico
広島県立総合技術研究所農業技術センター 兵庫県立農林水産技術総合センター農業技術センター
国立大学法人岡山大学 香川県農業試験場 (地独）大阪府立環境農林水産総合研究所 愛媛県農林水産研究所
島根県農業技術センター 徳島県立農林水産総合技術支援センター高度技術支援課 吉野川農業支援センター
三好農業支援センター

〔研究・実証地区〕 中山間地施設野菜実証地：徳島県三好郡東みよし町
平坦地施設野菜実証地：徳島県阿波市市場町

１ ハウスリノベーション技術や暑熱対策等環境制御技術の開発
夏季の暑熱対策として、屋根面パネル、赤外線カットフィルによる昇温抑制効果の高いハウスリノベーシ技

術、日射量に対応して遮光資材の開閉を行う自律調光システムや小規模ハウスに適応する簡易設置型パッド&

ファンによる冷房技術を開発する。また、収量性向上技術として、ＣＯ２施用装置、換気扇、暖房装置を協調

動作させる統合環境制御コントローラを開発する。

２ 地域資源を活用した低投入型の省力・多収トマト栽培システムの開発

冬春トマトの育苗において、中山間地の冷涼な気候と湧水利用培地冷却による高品質苗生産技術を開発する

とともに夏秋作、冬春作ともに、中山間地から排出される杉皮を培地にした日射量対応型自動潅水養液栽培シ

ステムを開発する。

３ 無育苗栽培法を核とした省力・多収イチゴ密植高設栽培システムの開発
無育苗栽培法をハンモック方式、中空培地方式、ピートバッグ方式それぞれの高設栽培に導入し、育苗の省

力化、収穫期の前進化技術を開発する。また、可動式ベッド等による密植栽培に光反射資材、ＣＯ２施用技術

導入による多収栽培技術を開発する。

４ 開発技術の総合実証と標高差利用地域間連携による端境期解消生産モデルの構築

中山間地の夏秋トマトについて、 レール式防除機、屋根面パネル、簡易設置型パッド&ファン、日射量対応

型養液栽培システムを導入し、省力化効果、収量向上効果を実証する。また、平坦地の冬春トマトでは、多層

断熱資材による燃油コストの削減効果を実証するとともに、中山間育苗高品質苗の利用、杉皮を用いた日射量

対応型養液栽培、自律調光システム、統合環境制御コントローラシステムを導入し、収量向上効果を実証する。

さらに、中山間地と平坦地の標高差を利用した地域間連携として、遠隔モニタリングシステムを開発し、気

温、日射量データから生育予測を行い、高収益が得られる端境期解消生産モデルを構築する。

２
トマトでは、環境制御、夏季の暑熱対策により夏秋作型で反収倍増（１５トン）、冬春作型
では冬季の燃油４割削減、反収５割増（３５トン）を図る。

イチゴでは、育苗作業の労働時間半減、反収の倍増（８トン）を図るなど、地域として収益
倍増につながる技術導入指針を策定する。

中山間地－平坦地リレー生産体系の構築により端境期解消高品質生産モデルを構築する。



地域間連携による低投入型・高収益施設野菜生産技術体系の実証
低コスト・低投入型の環境制御技術の開発によるトマト・イチゴの省力・多収栽培を実証

1 ハウスリノベーション技術や暑熱対策等環境制御技術の開発

２ 地域資源を活用した低投入型の省力・多収トマト栽培システムの開発

トマトの地域間連携
による端境期解消
生産技術の開発

【低投入型・高収益施設野菜生産技術体系の構築】
導入条件（規模、担い手）に適合した技術メニュー（ハウス、栽培装置類）の提示
キーテク（暑熱対策、保温・蓄熱、省力等）の実用化と普及（中山間、平坦地問わず）

イチゴ高設栽培に
おける省力・多収
栽培技術の開発

平坦地－中山間の標高差
利用、低コスト暑熱対策、保
温の環境制御技術、 養

液栽培技術

新型建設足場資材利用園芸ハウス
高温期の昇温抑制の最大化

簡易P&Fによる加湿冷却
低コストで統合環境制御が可能な

CO２コントローラの開発

リノベーション

自律調光による最適日射環境
の実現

環境制御→生産性向上

日射量対応型自動灌水システム
排液循環利用で更なる節水・減肥

局所温度管理による高品質苗生産
（湧水利用培地冷却）

低投入→収益向上

地域資源利用養液栽培
微粉砕杉皮利用

無育苗、密植
、ＣＯ2施用、
光反射技術



３ 無育苗栽培法を核とした省力・多収イチゴ密植高設栽培システムの開発

４ 開発技術の総合実証と標高差利用地域間連携による端境期解消生産モデルの構築

無育苗栽培法

収穫株からのランナー子株を直接培地に植え付け

育苗作業時間が半減、資材コスト７割減が可能

各種高設栽培への適用

気化潜熱利用＆中空培地 ピートバッグ

可動ベッド

光反射資材

CO2施用

密植栽培導入と光環境改善

問い合わせ先：組織名 徳島県立農林水産総合技術支援センター TEL：０８８-６７４ –１９４０

中山間地施設野菜実証
（徳島県東三好郡みよし町）

暑熱対策：簡易設置型パッド&ファン

省力化：レール式防除機

屋根面パネル工法

日射量対応型給液、杉皮培地

平坦地施設野菜実証
（徳島県阿波市）

中山間（夏秋）、平坦地（冬春）の連携でトマトの端境期解消，高品質生産モデルの構築

遠隔モニタリングシステムの構築

省エネ：多層断熱資材

環境制御：自律調光、簡易P&F、CO2コ
ントローラ

中山間連携技術：中山間育苗高品質苗、
日射量対応型給液、杉皮培地



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

農業産業化ジャパンクオリティ・システム形成に向けた革新的生産技術体系の確立

〔分野〕野菜・花きの効率的な生産を可能とする施設園芸技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

本提案では、地下部や地上部環境をリアルタイムにモニタリングし、栽培したトマトの中身
成分を大量迅速検査装置により測定し、「栽培」と 「中身成分」の関連性を明らかにすること
によって、真の消費者ニーズに合致したトマトを生産するための革新的生産技術体系を構築し、
グローバルなビジネスモデルを実現させることを目的とする。

〔代表機関〕デザイナーフーズ株式会社
〔参画研究機関〕株式会社イーラボ・エクスペリエンス、株式会社三菱総合研究所
(独)農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所、(独)農業・食品産業技術総合研究機構 花き研究所、
国立大学法人三重大学、国立大学法人豊橋技術科学大学、国立大学法人静岡大学、国立大学法人東京農工大学、
兵庫県立農林水産技術総合センター、長野県野菜花き試験場、香川県

〔研究・実証地区〕アクト農場（茨城県東茨城郡）、農研機構 野菜茶業研究所つくば拠点（茨城県つくば市）、
筑波農業生産法人（茨城県筑西市）、サングレイス静岡農場（静岡県菊川市）、長野県松本市、長野県茅野市

植物工場三重実証拠点（三重県農業研究所三重県松阪市）、香川県東かがわ市、香川県綾川町

[１]トマト水耕栽培における溶液中ミネラル濃度(カリウム等)の変化による
野菜品質向上技術の検証
イオンセンサを実際の養液栽培環境に導入して、その安定性等を評価する。また、カリウム高濃度施与に

よるトマト果実の品質向上の周年栽培技術を開発する。

[２]トマト栽培の地下部・地上部環境の測定による技術開発ニーズに対応した
栽培支援手法の検証

地下部・地上部における環境計測に向けた装置を設置し環境計測データの見える化を行う。

[３]トマトの大量迅速非破壊検査装置の検証
大量・迅速に非破壊または迅速で中身成分を検査する装置を技術構築する。

[４]トマトの消費者ニーズに対応した革新的生産技術体系の実証
[１]～［３］により構築された革新的生産技術体系を生産者へ導入することにより、消費者ニーズである
『安全・美味しさ・健康』に合致したトマトの生産を実証する。

[５]グローバルなビジネスモデル実現
ジャパンクオリティ・システムの構築に向けて求められる要件や具備すべき機能などの検討を行う。

[６]消費者ニーズに対応した多品目の野菜における栽培方法の実証
植物病害防除用照明装置をトマトおよび比較的作期の短い葉菜類や農薬登録が困難な軽量葉菜類の栽培に

導入し、紫外線B波（UV-B）の照射による病害の抑制と品質の向上を図る。また消費者ニーズに合致した
トマトを収穫する土壌条件について明らかにする。

２

培養液のカリウム等濃度を数段階に調製し、実証圃場への導入可能な施肥技術を確立する。
ミネラルセンサ部構造の構築を行い溶液や培地内について安定的に計測する方法を確立する。
トマトの糖度や酸、リコペン、抗酸化力が、段階別に区分できる大量迅速非破壊検査装置を
開発する。
トマトの技術実証を行い、収益増 ベースケース比＋５０％。



農業産業化ジャパンクオリティ・システム形成に向けた革新的生産技術体系の確立
真の消費者ニーズに合致したトマトを生産するための革新的生産技術体系を構築する

トマト果実の品質を向上させるカリウム高濃度施与技術を実際の生産体系に則して評価する。

また、イオンセンサ（カリウム等）を実際の養液栽培環境に導入して、その出力の変動を実際の分析値
と照合することにより、その安定性等を評価し、その実用化に向けた改良に資する知見を得る。

イオンセンサ 太陽光型植物工場（つくば） 太陽光型植物工場

分析用試料の供給

栽培環境でのセンサーの安定性評価

実証圃場への導入（アクト農場）
通常 高リコペン

[１]トマト水耕栽培における溶液中ミネラル濃度(カリウム等)の

変化による野菜品質向上技術の検証



[２]トマト栽培の地下部・地上部環境の測定による技術開発ニーズに
対応した栽培支援手法の検証

高度な設定ができる大型のミネラル計測装置を、栽培現場で使用することができるよう装置の小型化・
低価格化を行い、溶液や培地内を安定的に計測できるセンサを実現する。また、養液中カリウム、カル
シウム、マグネシウムや養液ならびにトマト根の微生物、気温、湿度、作物や施設内環境の画像など地
下部・地上部における環境を計測、ならびに環境計測データの「見える化」に向けたアプリケーションの
開発を行う。

農業産業化ジャパンクオリティ・システム形成に向けた革新的生産技術体系の確立
真の消費者ニーズに合致したトマトを生産するための革新的生産技術体系を構築する

農業現場で使用可
能なセンサシステ
ムを製作する

イオンセンサ

フィールドサーバー

養液ならびにトマト根の

微生物の測定

気温・湿度・日照や、栽培環境の画像
データ等を自動的に計測・蓄積する。

[３]トマトの大量迅速非破壊検査装置の検証

流通現場で利用できるラインに組み込まれた市販の機器を改良し、美味しさ・栄養素・機能性
について大量・迅速に非破壊または迅速で中身成分を検査する装置を技術構築し、生産現場へ
導入することで真の消費者ニーズに合致したトマトの流通・販売を狙う。

実証圃場への導入
（アクト農場）

実証圃場への導入（アクト農場）

大量迅速非破壊検査装置



問い合わせ先：デザイナーフーズ株式会社 TEL：０５２－７４５－３２５５

[４]トマトの消費者ニーズに対応した革新的生産技術体系の実証

［１］～［３］、および［６］にて技術構築した内容を基に、実証研究場所である（有）アクト農場へ技術導入
を行い、技術導入による費用対効果を算出する。

農業産業化ジャパンクオリティ・システム形成に向けた革新的生産技術体系の確立
真の消費者ニーズに合致したトマトを生産するための革新的生産技術体系を構築する

地下部環境（肥料／ミネラル／ｐH／EC／微生物 等）

地上部環境 （気象／日照／温度／湿度 等）

・栽培ノウハウ／収穫適期

・美味しさや栄養価、

抗酸化力等の付加価値が

高い野菜の栽培知識

・野菜品質（デリカスコア）

データの
見える化

大量迅速非破壊検査装置（糖度・酸・リコペン・抗酸化力 等）

植物病害防除用照明（UV-Bの照射）

[５]グローバルなビジネスモデル実現

文献調査、ヒアリングを実施し、競合のターゲット市場および製品特性、内部リソースを分析することに
より、当コンソーシアムが開発する商品の強み・弱みを明らかにする。また、消費者・実需者に対しアン
ケートおよびヒアリング調査を実施し、機能性野菜（生食・加工用）および機能性野菜の成分・効果に関
する表示のニーズを解明する。

[６]消費者ニーズに対応した多品目の野菜における栽培方法の実証

UV-Bの作用
・灰色かび病菌など生育阻害
・植物の病害抵抗性(PAL活性)の誘導
・トマト中リコペン量の増加
・葉菜類中アントシアニン量の増加

・トマトや葉菜類（リーフレタス、パセリ、ホウレンソウ）の
栽培に照射装置を導入
・病害防除、着色向上に最適な照射方法を確立
・導入効果を現地レベルで実証

植物病害防除用照明(UV-Bの照射)

トマトや葉菜類（リーフレタス、パセリ、ホウレンソウ）の栽培に照射装置を導入し、病害防除、着色向上
に最適な照射方法を確立する。また、導入効果を現地レベルで実証する。さらに、養液土耕について土
壌中のカリウム等のミネラル濃度や微生物要因を調査する事により、消費者ニーズに合致したトマトを
収穫するための土壌条件を明らかにする。

Ｖ

株元から
10cm

深さ
20cm

株元から
10cm

慣行栽培 vs K増肥栽培

・トマト品質 ・理化学性
・微生物数 ・微生物群集構造 比較

消費者ニーズに合致した
トマトの土壌条件を解明

Ｖ

株元から
10cm

深さ
20cm

株元から
10cm

競合および内部リソース分析

ニーズ分析

ジャパンクオリティ・システム構築支援

・ジャパンクオリティ・システムの
具備すべき機能および要件の検討

・ビジネスモデルの検討
・プロモーション戦略策定



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

寒地における革新的技術を実装した高収益アスパラガス経営の実証

〔分野〕応募研究課題名 野菜・花きの効率的な生産を可能とする施設園芸技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

アスパラガスは消費と価格が安定しており、特に北海道産品に対する消費者ニーズは高い。
一方、①北海道産は、厳しい気象条件から、価格が安い5～9月の出荷が中心となっている。

②収益が少なく、生産者は減少傾向である。
③施設栽培生産者が少ないことに加えて、経験に基づく技術の伝承が中心となっている。

〔代表機関〕 学校法人酪農学園 酪農学園大学

〔参画研究機関〕 株式会社ソラール、株式会社CSソリューション、内山農園、美唄市農業協同組合

〔研究・実証地区〕 札幌市・江別市・美唄市

１ フィールドサーバーを活用した栽培管理システムの構築

１－１）フィールドサーバーネットワークの構築

栽培管理に必要な温湿度、地温、日照等のデータを収集するフィールドサーバーネットワークを構築する。

１－２）フィールドサーバーを用いた栽培管理の適正化技術の開発
フィールドサーバーネットワークシステムで収集されたデータに基づく栽培管理技術を開発する。

２ 省エネ・省コスト型モミガラ燃焼ボイラーを用いた土中蓄熱暖房システムの構築

２－１）低価格モミガラ燃焼温水ボイラーの開発
地域資源であるモミガラを燃料とする低価格温水ボイラーを開発する。

２－２）土中蓄熱暖房システムによる低コストハウス暖房制御技術の実証

低価格温水ボイラーを土中蓄熱暖房システムに組込み低コストハウス暖房制御技術を実証する。

３ 革新的技術活用による高収益アスパラガス栽培に関する検証

３－１）革新的技術活用によるアスパラガスの生産性および品質に関する評価

実証圃におけるアスパラガスの生産性および品質について、時期別・規格別収量により評価する。

３－２）ハウスアスパラガス栽培の作期拡大効果に関する解析

実証圃における労働生産性、利益率等の経営上の判断基準を明らかにする。

４ 普及支援業務

４－１）生産現場における実証試験

実証試験圃を普及の拠点として活用し、新規参入者等への情報開示を積極的に行う。

４－２）技術マニュアルの作成
実証した技術を普及するために、マニュアルを作成する。

２

出荷期間の拡大⇒未利用資源であるモミガラを燃料とする省エネ・省コスト型温水ボイラーを用い
た土中蓄熱暖房システムの構築（出荷期間：2か月拡大、暖房システム：200万円程度/10a）
革新的技術に対応した栽培管理法の開発⇒フィールドサーバーシステムによるデータに基づく栽培
管理システムの構築（フィールドサーバーシステム：基本仕様で50万円程度/10a）
技術伝承の場の設定⇒革新的技術の実証と実証圃場おける新規参入者等への技術伝承



問い合わせ先：組織名 酪農学園大学農食環境学群循環農学類農場生態学研究室 TEL：０１１－３８８－４８９３

寒地における革新的技術を実装した高収益アスパラガス経営の実証
土中蓄熱暖房システムとフィールドサーバーシステムを組合せた施設アスパラガス栽培の実証

１ フィールドサーバーを活用した栽培管理システムの構築

１－１）フィールドサーバーネットワークの構築

１－２）フィールドサーバーを用いた栽培管理の適正化技術の開発

２ 省エネ・省コスト型モミガラ燃焼ボイラーを用いた土中蓄熱暖房システムの構築

２－１）低価格モミガラ燃焼温水ボイラーの開発

２－２）土中蓄熱暖房システムによる低コストハウス暖房制御技術の実証

３ 革新的技術活用による高収益ア

スパラガス栽培に関する検証

３－１）革新的技術活用によるアス

パラガスの生産性および品質に関す

る評価

３－２）ハウスアスパラガス栽培の

作期拡大効果に関する解析

４ 普及支援業務

４－１）生産現場における実証試験

４－２）技術マニュアルの作成



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

施設園芸栽培作物の低コスト・高品質・周年安定供給技術の確立

〔分野〕 園芸栽培・周年供給技術確立グループ
〔分類〕 網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

食料自給率の向上には周年安定供給が必要であるが、長期保存ができない園芸作物は高温下
や低温化での作物の安定生産が困難であることや、園芸施設内を一定の温度に保つのに必要と
なるＡ原油の高騰により生産コストが高くなっている等の理由で実現できていない。
これらの課題を解決するためには、夏期高温下や冬季低温化でも高品質な園芸作物の安定生
産を可能とする品種や栽培方法の確立、施設内の温度を低エネルギーで適温に保つ技術、さら
に高精度に環境を制御する技術が求められている。

〔代表機関〕 国立大学法人信州大学 工学部

〔参画研究機関〕 国立大学法人信州大学 農学部・繊維学部、(独)農業･食品産業技術総合研究機構
(株)シバサキ、長野県野菜花き試験場

〔研究・実証地区〕株式会社三郷サラダ市
（長野県安曇野市三郷温５８９６－２）

研究項目①：新品種や効率的栽培方法導入による施設園芸周年安定供給技術の開発

a)夏秋どりイチゴの栽培方法の確立とイチゴの周年安定供給技術の開発

b)トマト省力･低コストの栽培方法と周年安定供給技術の開発

研究項目②：地下水源ヒートポンプとバイオマスの利用による最適低コスト生育環境の開発

c)地下水を用いた熱エネルギーと水温調整を併用した効率的システムの開発

d)作物残渣の発酵によるCO2の安定供給と熱エネルギーの利用

研究項目③：園芸作物の最適環境を実現する総合的運用システムの開発

e)高品質生産のためのLED補光、CO2施用、細霧システムの総合的運用手法の構築

f)大規模空間における作物生育のための物理環境センシング

g)生育過程の糖度の状況を非破壊で自動モニタリング可能な糖度計測システムの開発

２
①新品種や効率的栽培方法導入による施設園芸周年安定供給技術の開発

◎夏秋イチゴ

・収量：30％増 ・未受精果防止および植物工場内生産のための人工授粉装置の確立

・連続開花性を維持するための総合的栽培管理 ・周年栽培実現に向けた安定栽培法の確立

◎トマト

・収量：30％増 ・定植作業時間：30％削減 ・ポット資材費：30％削減
・周年栽培実現に向けた安定栽培法の確立

②地下水源ヒートポンプとバイオマスの利用による最適低コスト生育環境の開発

・60％以上の冷暖房エネルギーの削減(重油比)
・夏秋イチゴ、トマトの最適環境(室温、湿度、成長点制御、散水温度)の実現
・作物残渣を用いたCO2施用(500～1000ppm)の安定供給と最適制御技術の確立

③園芸作物の最適環境を実現する総合的運用システムの開発

・ユビキタス環境制御システムの確立 ・自動モニタリング可能な非破壊糖度計測システムの実現

・群落内環境計測データとハウス内空間分布環境計測データ等を統合したシステムの構築



施設園芸栽培作物の低コスト・高品質・周年安定供給技術の確立
夏期高温下や冬季低温化でも園芸作物の安定 生産を可能とする品種や栽培方法の確立

研究項目①：新品種や効率的栽培方法導入による施設園芸周年安定供給技術の開発

全体計画

・非破壊糖度測定技術を利用した高
品質の果実生産技術の実証

・資材の削減や管理作業の省力化

・高温期での連続開花性を維持するための総合的栽培管理の確立
・高温期における未受精果防止および植物工場内生産のための人

工授粉装置の開発
・植物の生体反応モニタリングシステム(非接触糖度計)等を活用した

高品質の果実生産技術の実証

長野県野菜花き試験場は、
不織布製鉢を利用したトマトの
隔離床養液土耕栽培を開発

a)夏秋どりイチゴの高品質果実生産方法の確立と四季
成り性品種によるイチゴの周年安定供給技術の開発

・高温による受精不良によって
果皮の着色むらが起きている

b)トマト省力･低コストの栽培方法と周年安定供給技術
の開発

・信州大学農学部は、夏秋
イチゴの新品種「信
大ＢＳ8-9」を開発

イチゴ・トマトの
周年安定供給技術の確立と

収量の30％向上

研究内容

研究項目②：地下水源ヒートポンプとバイオマスの利用による最適低コスト生育環境の開発

・冷暖房エネルギーを60％以上削減

･夏秋イチゴ,トマトの
最適温度環境の実現
(室温,培地,成長点,灌水)

・地下水熱源空調システムの開発
・地下水熱源培地温度管理システムの開発
・地下水熱源成長点温度管理システムの開発
・地下水熱源灌水温度管理システムの開発
・空調・培地･成長点・灌水温度の連携制御

研究内容

1メガカロリー単価

地下水
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

円

5

空冷ﾋｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ

ボイラー
(重油)

c)地下水を用いた熱エネルギーと水温調整を併用した効率的システムの開発

研究内容

(信州大学農学部
)

(長野県野菜花き試験場)

(信州大学工学部)
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研究項目②：地下水源ヒートポンプとバイオマスの利用による最適低コスト生育環境の開発

研究項目③：園芸作物の最適環境を実現する総合的運用システムの開発

作物状態のモニタリングに基づいて、高い生産性と高品質を両立
できる環境制御の手法を構築

e)高品質生産のためのLED補光、CO2施用、
細霧システムの総合的運用手法の構築

f)大規模空間における作物生育のための
物理環境センシング

g)生育過程の糖度の状況を非破壊で自動モニタ
リング可能な糖度計測システムの開発

・ユビキタス環境制御システムの確立
・群落内環境計測データとハウス内空間分布
環境計測データ、エネルギーモニタリング
データを統合したシステムの構築

・自動モニタリング可能な非破壊糖度計測
システムの実現

トマトやイチゴの高品質多収生産のためには、植物群落としての受光量を適
性に確保し、光合成量を最大化し、果実への転流を順調に行う必要がある。

大規模空間における物理環境センシングと集中管理
システムを設計し実証。

実績として、蒸発散量の非接触・リアルタイムで自動
計測する装置を開発。1s以内で気流速と気温を計測
、自動校正機能を有する。

LEDを用いた圃場設置用の非破壊型糖度自動計測システムの開発

⇒リアルタイムに果物の糖度観測を実施。

当提案では、ユビキタス環境制御システム(UECS)への対応、防水
機能の付与、温度依存性のデータの取得を実施。

d)作物残渣の発酵によるCO2の安定供給と熱エネルギーの利用

発酵熱暖房ハウス内外の温度（左）及びCO2濃度（右）の測定結果
4m×4m×4mの発酵槽に、底から1.5mの高さにカラマツの伐採木の生木の根を置き、
その上に生木チップや落ち葉を混ぜた有機廃棄物を充填させ、発酵実験を実施。

・食物残渣の水分調整・最適化および発酵速度制御技術の開発
・発酵槽内の空気・水分・温度制御技術の開発
・発酵ガスの分析・アンモニアなどの無害化技術の開発
・CO2および熱供給技術の開発

研究内容

試験中の発酵熱を利用した温室ハウス

信州大学 高橋らは、有機物発酵による熱暖房とＣＯ2の供給に関する研究開発に実績を有する。
これまで、カラマツの伐採木の生木を用いて実証試験を行っており、結果として、下記の成果を得ている。
・バイオマスの発酵による暖房効果（外気温度よりも5～10 ℃高く、外気温度が－10 ℃近くまで低下してもハウス内は0 ℃以上に維持）
・植物の成長を促進するのに十分なＣＯ2の発生（濃度平均6,000 ppm、換気をした場合でも1,000 ppmを維持）

当提案では、イチゴ･トマトの生産にかかわる葉や茎の生産残渣を
用いて、CO2の安定供給法の確立に向け研究開発を実施

作物残渣を用いたCO2施用
(500～6000ppm)の安定供給と

最適制御技術の確立

(信州大学繊維学部)

(株式会社シバサキ)

(農村工学研究所)
(野菜茶業研究所)

問い合わせ先：信州大学工学部・藤縄研究室 TEL：０２６－２６９－５３８５


