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農研機構の概要
 本部 茨城県つくば市
 役員数：15名（常勤15名）
 常勤職員：3,304名（女性職員623名、研究職員1,834名、2018年4月）
 収入額：820億円（2017年度決算ベース）
 本部、15の研究部門等、５の地域農研、ファンディングエージェンシー
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重点的に進める研究開発課題

（重点的に進める研究開発課題）
①データ駆動型革新的スマート農業の創出
②スマート育種システムの構築と民間活力活用による品種育成
③輸出も含めたスマートフードチェーンの構築
④生物機能の活用や食のヘルスケアによる新産業の創出
⑤農業基盤技術（水管理システム、土壌などの農業環境データ等）
⑥先端基盤技術（人工知能、データ連携基盤、ロボット等）

 総合科学技術イノベーション会議が策定した「第５期科学技術基
本計画」と「統合イノベーション戦略」に沿って、以下の分野を中核
に据えて、研究開発を強化する

 政府が掲げる「Society5.0」の農業・食品版をスピーディに実現する
 農水省と一体となり「スマート農業加速化実証プロジェクト」を強力
に推進する
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農業・食品分野におけるSociety 5.0 の実現
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スマート育種 スマート加工・流通 競争力・市場拡大

【課題】【課題】 【課題】 【課題】

スマート農業

供給量・価格の変動抑制 需要拡大・輸出促進育種開発の
スピードアップ

育種 生産 流通・加工 消費

技術導入 技術導入 技術導入 技術導入

人手不足の中での
生産性向上

 スマート育種システム
 ゲノム編集等新技術
 生体内外情報の
リアルタイム計測

 病害虫防除のスマートソリュー
ション

 自動走行ロボットトラクタ
 自動収穫ロボット
 光合成の最適条件解明
 熟練生産者の技術の見える化

 自動搬送・出荷体系
 無人調整・出荷体系
 市場動向や需要の予測
 高付加価値化
 流通時品質確保のための
鮮度の見える化

 高鮮度維持・長期保存技術
 生産～消費の全情報を
一元的に蓄積、分析

育種、生産、加工・流通、消費にわたるフードチェーンの全ての
プロセスを「AI＋データ連携基盤」でスマート化

生産性向上、無駄の排除、トータルコスト削減、農作物・食品
の高付加価値化、ニーズとシーズのマッチング等を実現

スマート
フードチェーン

人工知能と農業データ連携基盤
各プロセスのデータが自動的に収集され人工知能で解析し、各プロセスへフィードバック
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塩蔵8ヶ月後のたくあん漬原料における黄変程度
左:「悠白」、右：従来品種「秋まさり2号」

①たくあん漬に適した「悠白」とおろし・つまなどの生食加工や切り干しに適した「サラホワイト」を育成
②いずれも臭気や黄変の元となる成分（4MTB-GSL）を含まないことから、今までにないフレッシュ感のある
大根加工品を製造することが可能

加工時に臭わず黄変しないダイコン新品種「悠白」と「サラホワイト」
－たくあん漬やおろしなどの新たな大根加工品の創出が可能－

「悠白」と「サラホワイト」は、従来のダイコンに含まれ、
臭気や黄変の原因となる物質に変化するグルコシノレート
成分の一種、4MTB-GSLを含まない初めての実用品種
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「悠白」を用いて製造したたくあん漬では臭気が生じないため、冷蔵庫内での保存時や、たくあん漬を添
えた弁当を電子レンジで加熱した際に臭いが気にならない。また、「サラホワイト」を原料とした大根おろし
では、製造後一年間冷凍貯蔵しても臭気や黄変が生じず、辛みやフレッシュ感が残存する。

冷凍保存12ヶ月後の大根おろしにおける黄変程度
左:「サラホワイト」、右：従来品種



カキ果実の酵素剥皮において、食品用乳化剤処理後、弱アルカリ水等で加熱処理を行うと、刃物で傷付け
することなく、カキ果皮表面に亀裂が生じ、酵素液が効果的に滲入できる。その後、酵素反応が進むこと
で、種々のカキ果実を効率よく剥皮できる。

形状や大きさが多様なカキ果実を溶液処理のみで剥皮する方法
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酵素処理の前処理として、従来行われていた物理的な穿孔処理を、食品用乳化剤処理(0.01-1%
のポリグリセリン脂肪酸エステル水溶液を使用)と弱アルカリ水(0.1-5.0%の重曹水を使用)を用いた加
熱処理を併用した処理で代用できる。この改良剥皮法では、手作業による穿孔処理(1果当たり約1
分)を行わず、溶液に浸漬する処理だけで剥皮できるため作業性に優れる。

新たな工程による丸ごと形状のカキ剥皮果実



近赤外光を用いた非破壊モモ熟度指標の開発

モモ品種別の経過日数によるIMP変化

モモ熟度指標 (Index of maturity for peaches; IMP)
IMP = A960nm - A810nm

【特開2018-84446】

全国の中央卸売市場でのモモ
総取引額は約153.9億円
（H28農林水産省統計）
当該技術によって年間10億円
近いアウトカムが期待できる。

わずか2波長の光強度のみ使用
検量モデル不要（機器間差あり）

①近赤外分光法によりモモ熟度指標の非破壊測定を実現
②日本のモモは海外で評価がきわめて高く、様々な品種に輸出のチャンス大
③外見上わからない食感・熟度のバラツキの問題の解決法の提案
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①米粉の需要拡大による自給率向上への要望
②小麦アレルギー対策として小麦粉を使わない製パン技術への期待

米粉100％パンが膨らむメカニズムの解明とパン製造法への応用

発酵により生じた泡を壊さないように発酵過程や焼成条件を精密に制御できるホームベーカリーが製品化され
た。今後、パン製造業者と共同でパン製品化を図り、給食での提供や海外需要に対応した輸出等を目指す。

ホームベーカリーとして製品化・発売された

水、イースト、砂糖、食塩、油脂（バター、菜種油など）だけを原料とする米粉100％パンの生地が、増
粘剤・グルテンなしに膨らむメカニズムを明らかにし、基本原料だけで低コスト、簡便に米粉100％パンを
作製できるよう技術移転した。
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1) ミニマムヒーティング技術 (1)

水中短波帯加熱 (27MHz, 100V/cm以下)

レトルトの1/3の15分程度
で滅菌、背骨を可食可能

90秒の印加により、キュウ
リを軟化せず、大腸菌が
1/1,000,000に減少

（パウチ固体食品）（パウチ固体食品）

ポテトサラダ

温水
プラスチックバッ
ク

光ファイバー温
度計

27MHz短波帯電源

熱交換器

循環ポンプ

キュウリ

生野菜（キュ
ウリ）を袋詰
め後殺菌

ポテトサラダの殺菌 水産物の滅菌

連続通電加熱 (20kHz,1kV/cm以下)

原料

味噌

接地端子非接地端子

チタン電極 樹脂パイプ

交流電源へ

加熱

味噌 加
圧

出汁入り、
減塩味噌の
品質を向上

（4秒で味噌を95℃まで加熱）枯草菌芽胞が
1/500に減少

味噌の殺菌 （高粘性液体食品）

交流高電界（20kHz, 1kV/cm以上）

交流電源

液体材
料

冷却ユ
ニットへ

栄養細胞 芽胞
栄養成
分

チタニウム製
電極

失活した
栄養細
胞

失活した
芽胞

損傷した
芽胞

温度保持管

褐変を1/5,
加熱臭を
1/4, ビタミ
ンCの減少
を1/10に
低減

果汁の殺菌 （低粘性液体食品）

①食品の安全性、保存性、機能性及び付加価値の向上を目指した実用的な先端加工技術の開発
②最小の加熱で最大の効果を得るミニマムヒーティングプロセスによる高品質食品加工技術

電気エネルギーを利用した食品加工は、食品の均一・迅速な加熱に電気的な殺菌効果が加わる
ことで、従来の加熱方法に比べて処理時間を短縮することが可能となり、加工食品の安全性・
保存性を向上しつつ、高品質化が図られる。 10
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