
中小区画土地利用型営農技術の実証研究

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２５～２９年度

中山間地において土地利用型作物の低コスト生産と地域の気象条件を活かした
加工品の開発により収益の増加を図ります。

【研究代表機関】
（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）

【共同研究機関】
（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、近畿中国四国農業研究センター、
生物系特定産業技術研究支援センター）

（公設試験研究機関） 岩手県農業研究センター、（公社）岩手県農産物改良種苗センター

（民間） ゾイシアンジャパン（株）、三菱農機（株）、（株）ナカショク、
（株）浦嶋商店

【普及・実用化支援組織】 岩手県沿岸広域振興局農林部、大船渡農業改良普及センター、
中央農業改良普及センター、（地独）岩手県工業技術センター

【業務委託】 花泉古代米生産組合

低コスト生産

収益の増加



「中小区画土地利用型営農技術の実証研究」では、被災地の復興のため、
生産コストの３割低減を目指して狭隘な圃場における省力、低コスト技術の
実証に取り組むとともに、コストに対する収益の倍増を目指して被災地域の
夏季冷涼な気象条件を利用した作物の高品質生産、加工品の開発及び販
売戦略の構築と実証に関わる研究課題を実施する。

１ 分散する小規模水田における省力・低コスト栽培技術の実証
２ ソバなど省力生産が行える土地利用型作物の安定生産技術の実証
３ 中山間地における水田の畦畔法面の省力管理技術の実証
４ 加工ブランド化を目指した稲、大豆の新品種の導入と高品質栽培技術の
実証
５ 加工適性、機能性の解明による加工品の開発と販売戦略の実証

研究概要

研究目標

低コスト生産における研究目標

１．復旧水田において、地力改善により復旧前の水稲の１５％増収、水稲の省
力化、低コスト化、それに適した品種、栽培技術の導入により、生産コストの
３０％削減を目指す。
２．ソバ、加工用大豆などの土地利用型作物を被災地に導入定着させ、３０～
５０ ％の増収を目指す。
３．小型コンバインの導入により従来型に比べてコストの３０％削減を図る。
４．グラウンドカバープランツの植栽により畦畔管理作業の２５～３４％削減を
図る。

収益の増加における研究目標
１．被災地において新たな加工品の開発に結びつく高品質な加工原料を供給
する。
２．加工品の付加価値向上に結びつく健康機能性を解明する。
３．収益増加に結びつく新たな加工品を開発し、収益増加に結びつくマーケティ
ングと販売戦略を構築する。

被災地における栽培技術の実証に基づき加工用原料の高品質安定生産を
実現し、新たな加工品の開発と販売戦略の構築により、収益の増加を図る。



（１）復旧水田での地力改善による水稲の安定生産実証
（岩手農研）

低コストで土壌改良を行った
復旧後の水田

客土、有機物施用
を通じた地力改善に
よる早期安定生産

地力ムラ簡易測定

土壌理化学性（窒素、
pH）モニタリング調査

被災前の地域収量
H22 420kg/10a

→ H27 480kg/10a

被災した水田は、泥
土・砂の堆積、がれき
分別土の客土利用に
より、窒素の発現が
不明であることや、
pHが高すぎるなどの

地力ムラを解消する
ことが課題 1.土壌理化学性調査

2.土壌理化学性改善実証
3.がれき分別土の客土利用
の実証

期待される効果

（２）水稲生産の省力化・低コスト化技術の実証
（岩手農研）

直播で移植栽培に対する生
産コスト30％削減

期待される効果

1.鉄コーティング種子を用いた湛水直播
2.無コーティング種子を用いた作溝同時
湛水直播等による技術の実証

作溝同時湛水直播：
播種と同時に播種溝と平行に作溝すること
で圃場における滞水を解消・軽減しながら直
播する栽培方法

3.高窒素鶏ふんの活用による低コスト
施肥技術の導入

・

多収品種（「どんぴしゃり」）との
組合せによる省力、低コスト生産

湛水直播栽培と移植栽培との組合せ
による作期の拡大

鳥害（スズメなど）の軽減

（３）直播適性の高い新品種・有望系統の導入と地域適応性の検討
（岩手農研、東北農研）

1.高度耐冷性、直播適性を持つ収量性の高い品種
の導入
2.高い商品性を持つ主食用米と多収の非主食用多
用途稲の新品種有望系統の導入と地域適応性の
検討
3.導入した品種系統の生産力が安定する適作期
の解明と栽培法の確立

コーティング方法
の工夫による省力
的な湛水直播と地
域適応性の検討

直播で移植栽培に対する
生産コスト30％削減

期待される効果

鉄コーティング湛水直播栽培

無コーティング作溝同時湛水直播

１ 分散する小規模水田における省力・低コスト栽培技術の実証

研究内容

無コーティング作溝同時湛水直播

鉄コーティング湛水直播



（１）省力生産を前提とした安定多収栽培技術の実証
（東北農研、岩手農研）

（１）畦畔法面の植生転換による管理作業の省力化
（近中四農研、岩手農研、岩手県農産物改良種苗センター、ゾイシアンジャパン）

２ ソバなど省力的な土地利用型作物の安定生産技術の実証

３ 中山間水田の畦畔法面の省力管理技術の実証

（２）省力・低コスト収穫作業体系の実証
（生研センタ－、三菱農機、岩手農研）

１．ディスク式中耕除草機による大豆
の畦立て播種、中耕・培土

２．輪作体系を構築するためのソバ、
ナタネ等の品種選定と実証試験
への適用拡大

３．栽培技術体系の実証

増収率 大豆３０％、ソバ５０％
（岩手県沿岸南部地域現状対比）

期待される効果

耐倒伏性ソバ品種ソバの播種作業

中耕除草機による畦立て播種 ディスク式中耕除草機
による中耕培土

輪作体系を構築
するためのソバ、
ナタネ等の品種
選定

中耕除草機の
汎用利用による
低コスト省力生産

フッ化樹脂コートを施した
揺動選別部

送塵弁開度制御機構

狭ピッチ切断部

全長4.8～5.5m、全幅2.15m、機体重量3.4～3.7t

小型汎用コンバインによる水稲
大豆、ソバ、ナタネの省力・低コ
スト収穫作業の検証

１．多様な作物を収穫できる汎用コ
ンバインによる低コスト化

２．小型汎用コンバインの導入によ
り中小規模でかつ点在した地域
条件でも効率的な作業が可能

３．小型汎用コンバインを基軸とし
た省力・低コスト収穫作業体系
の構築

従来型コンバインとのコスト比較
（10年間使用したと仮定）３割削減

期待される効果

草刈り回数
H24 3～4回＞H29 2～3回

中山間の棚田地帯で
は圃場整備により長大
な法面が発生、草刈作
業の負担が増加

イブキジャコウソウ、シバなどのグラウンドカバー
プランツの導入により畦畔を被覆し畦畔管理作
業を省力化

シバ イブキジャコウソウ

再造成した畦畔法
面へのグラウンド
カバープランツの植
栽による省力管
理作業の検証

期待される効果



（１）夏季冷涼気候に対応した水稲高品質安定栽培技術の実証
（東北農研、岩手農研）

（２）夏季冷涼気候に対応した大豆高品質安定栽培技術の開発
（東北農研、岩手農研）

（１）加工適性と機能性の解明
（東北農研）

新たな加工品の開発に結び
つく高品質な加工原料の供給

期待される効果

■：0～10，■：10～15，
■：15～20，■：20～（％）

東北地域水田地帯における平年日平均気
温による白米アミロース含有率の推定値

1.高品質安定栽培技術の実
証
2.品種有望系統の導入と地域
適応性の検討

低アミロース米（岩手91号）
有色素品種の最適植付時
期の策定

登熟期の平均気温から
みた適地帯マップの作成

新たな加工品の付加価値向上
に結びつく健康機能性の解明

期待される効果

1.被災地で栽培された有色素米の
機能性成分（食物繊維、カルシ
ウムを多量に含み、抗酸化機能
を持つ）に関する優位性を解明
2.有色素米の機能性について科
学的根拠を付与するとともに、
被災地で生産される有色素米の
機能性に関する優位性を究明

マーブル状に着色

平年 高温年

図２ 登熟気温とアントシアニン含量図１ 登熟気温とアミロース含有率
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４ 加工ブランド化を目指した稲、大豆の新品種の導入と高品質栽培技術の実証

５ 加工適性、機能性の解明による加工品の開発と販売戦略の実証

図２ 登熟気温とアントシアニンの関係（朝紫）

加工原料用水稲

加工原料用大豆

登熟気温が低いと加工品
の原材料として適度のア
ミロース含有率となる。

登熟気温が低いほどアン
トシアニン含量が高まる。



（３）加工品の販売戦略の策定と実証
（東北農研）

（２）加工品の開発とその物性評価
（食総研、ナカショク、浦嶋商店）

1.産地化の合意形成プロセスの条件、
生産組織及び実需者（加工業者）の
事業連携、市場対応型マーケティング
戦略の構築を踏まえ、被災地域の産
地化の成功条件を明らかにする

２．コンソーシアム形成に関わる様々な
主体（生産者、実需者、消費者、県・
市町村、研究機関）の事業連携を念
頭にした産地の成熟度の違いによる
直接取引支援マニュアルを開発する

収益増加に結びつく高品質な加工
原料を活用した新たな加工品の
開発

期待される効果

1.イカを中心とした水産物と新形質米を
組み合わせた加工品の開発
2.冷燻と新形質米を組み合わせた加工
品の開発
3.開発した加工品を物性面から評価し、
改善点を明らかにする

低アミロース米を利用した加工品

有色素米を利用した加工品

収益増加に結びつくマーケ
ティングと販売戦略の構築

期待される効果

加工用品種を利用したメニュー

黒豆豆乳ロワイヤル

古代米仕込み 純米酒ゼリー

有色素米のおはぎ

市場流通のための加工品の
マーケティング

生産コストに対する収益性の
向上のための販売戦略を
立案



■ 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
水田作研究領域長 持田秀之

■ TEL ： ０１８７－６６－１２３１ FAX ： ０１８７－６６－２６３９

■ E-mail ： mochidah@affrc.go.jp

問合せ先

現地実証地までの交通アクセス

現地実証試験圃場（陸前高田市）

＜技術の特徴＞ ＜技術の特徴＞

中小区画、省力技術 高品質生産、加工品の開発

１ 分散する小規模水田における省力・低
コスト栽培技術の実証

２ ソバなど省力生産が行える土地利用型
作物の安定生産実証

３ 中山間地水田の畦畔法面の省力管理

４ 加工ブランド化を目指した稲、大豆の
新品種の導入と高品質栽培技術の実証

５ 加工適性、機能性の解明による加工品の
開発と販売戦略の実証

研究課題間の連携

地図データ ©2014

Google, ZENRIN

広田半島営農組合
現地住所 岩手県陸前高田市広田町山田４６ー６

■自動車利用
気仙沼駅から所要時間約１時間
一ノ関駅、水沢江刺駅、北上駅から約２時間

【現地実証地見学申込み】
岩手県農業研究センター
Tel：０１９７－６８－２３３１（代表） Fax：０１９７－６８－２３６１



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2５～29年度

施設園芸におけるイニシャルコスト、ランニングコストを低減した雇用型経営を

構築するとともに地域の将来を担う経営体の育成・定着を図ります。

中山間地域における施設園芸技術の実証研究

■研究代表機関

岩手県農業研究センター

■共同研究機関
(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、
近畿中国四国農業研究センター、農村工学研究所）

(民間)               富士通（株）、東日本機電開発（株）、石村工業（株）、木楽創研（株）

(大学） （国）岩手大学、（国）茨城大学

■普及・実用化支援組織
岩手県沿岸広域振興局、岩手県大船渡農業改良普及センター、

岩手県中央農業改良普及センター（県域）



研究目標

上記、研究概要の１～３の技術を総合的に適用し、以下の目標を達成する。

① 園芸施設のイニシャルコスト、ランニングコストを低減
⇒坪単価５万円以下の木骨ハウス、資材コスト２割削減の建設足場利用ハウスの導入
⇒ユビキタスシステムの導入コスト３割削減

② 暖房コストを５割削減
⇒木質バイオマス加温機による暖房及び局所加温によるランニングコストの５割削減

③ 収益性を被災前に比べて倍増
⇒トマトは隔離床栽培による作型の組み合わせと肥培管理の省力化により周年収量
３０ｔ／１０ａを目指す。

⇒イチゴは促成作型と夏秋どり作型を組み合わせた周年生産により周年収量８ｔ／１０ａ
を目指す。

④ 地域資源を活用し地域経済を活性化
⇒地域を担うリーディング経営体を育成・定着⇒産地再生・発展へとつなげる。

研究概要

多くの農地が被災した岩手県沿岸南部地域では、平成２５年度から果菜類
の施設園芸を展開し、同時に担い手を育成しながら農業の復興を図る計画
である。
被災地域は狭隘で傾斜の多い地形のため大規模な施設園芸の適用は困
難であること、夏季冷涼な気象特性を有すること、農地の復旧のための表土
除去により作土が不良な農地が多いこと、そして遠隔地で燃油や農業資材
の高騰に対するコスト低減が不可欠であることも考慮し、地域の条件に適応
した施設園芸生産を進めるための研究開発と現地における実証研究を行い、
施設コストと暖房コストの削減、新作型や新たな栽培法と情報通信技術（ＩＣ
Ｔ）を活用した技術の最適化による収益率の向上を目指す。



研究内容

１．中山間立地に適応性の高い低コスト耐候性ハウスの実用化と設置技術の実証

（１）地域木材を有効活用した「木骨ハウス」の実用化実証
（木楽創研、近中四農研、農工研）

木質製園芸用ハウス（木骨ハウス）は耐加重性が高く設計され、ある程度の不整形立地に対
応し、コストが軽量鉄骨ハウスより安価である。この最適化を図り実用化する。

① 植物の受光量を確保するための構造、
工法、被覆資材等を検討する。

② 耐腐朽性・耐久性及び一部に鉄骨資材
の利用等により、坪当たり単価5万円以下
を目指し経済性を評価する。

（２）狭隘・不整形な立地や傾斜地に適応する耐候性ハウスの寒冷地における実証研究
（近中四農研、農工研）

耐風性・耐積雪性検証を中心に異なる構造(使用骨材、連棟や単棟、屋根形状、強度など)条
件を踏まえて、立地に合わせた適正評価を行う。

・写真

（３）中山間立地並びに寒冷地条件に対応したハウス構造・立地評価
（農工研）

木骨ハウスが建設が難しい狭小・不整形
区画や傾斜地に建設用足場利用ハウスを
設置し、被覆資材や内張り構造の検討を
中心に構造も含めた高度化を図る。
また、パイプハウスにより営農展開する
農家に対し、耐雪性に留意した構造強化
技術(ダブルアーチ化)の高度化により冬
春期の施設利用を図る。

促成イチゴ定植

建設用足場利用ハウス

計測胴大きな内積（4m×3m×20 m）

により高精度の実験が可能
風圧測定装置(126点の同時測定)

農工研内のエッフェル型大型風洞

風向、屋根傾斜等を変更して測定を繰り返す

木骨ハウス

木骨ハウス周辺の気流と測定する風圧係数のイメージ



２．地域木質資源を活用した低コスト暖房技術の実用化実証

（１）木質バイオマスを活用する小規模暖房機の開発実証
（石村工業、岩手農研）

地域の木材産業で産出される間伐材、製材端材等と
灯油を併用するバイオマス加温機の最適化を図ること
を目的に燃焼時間の長期化を検討する。

（２）イチゴ閉鎖型高設栽培における局所暖房技術の実証研究
(東日本機電開発、岩手農研)

中国の日光温室の考え方を参考にして、内張りに布団状の高断熱資材(布団資材)を利用した
保温技術を実証する。

（３）蓄熱・高断熱資材の実用化による暖房コストの低減
(近中四農研)

イチゴ閉鎖型高設栽培システムで
のイチゴの局所加温（バイオマス加温
機で温湯を循環させる）技術を構築す
る。

※イチゴ閉鎖型高設栽培システム
２層ハンモック構造（下層において底面給
液）により、低コストで排液を系外に出さない
高設栽培システム（４ （３）の図を参照）

バイオマス加温機

温水循環システム クラウン加温

ダブルアーチハウス



３．分散する中小規模園芸施設の効率的管理技術の実用化実証

（１）中小規模施設の生産性と効率性向上を可能にする総合的環境制御技術の構築
(岩手農研、野茶研、富士通)

中小規模施設に対応したユビキタス
環境制御装置を開発し、量管理による
養液管理や成長解析等を通じて、多収
を実現する環境制御技術を確立する。

※ユビキタス環境制御装置
給液装置や養液殺菌装置などの各装置ネッ
トワークを通じて、個別に他の機器と調整しな
がら環境制御を行うシステム

（２）中小規模施設に対応可能な持続的養液栽培技術の実証研究
（岩手大学、岩手農研)

難防除病害である「うどんこ病」薬剤耐性菌を主対象に、
熱ショック処理による抵抗性誘導効果獲得の品種・作型
別最適処理条件を明らかにする。
イチゴ高設栽培での最適処理条件が得られるよう既存
の自走式温湯散布装置（ゆけむらー）を改良し、病害虫
防除効果と化学合成農薬低減効果について総合的に実
証する。

※温湯散布装置
６０℃～６３℃の温湯を分速５０ｃｍ程度で散布して、うどんこ病
を予防する装置

（３）温湯散布装置を用いたイチゴ病害防除技術の実証
(茨城大学)

閉鎖系養液栽培においてパルスパワー（パル
ス放電）技術を活用し、低コストな殺菌装置を開
発する。また、これに対応する養液補正診断技
術開発により、持続的養液栽培技術を確立する。

※パルスパワー（パルス放電）技術
高効率で省エネルギーなパルスパワー（高度に圧縮した
電力）により生成した非加熱プラズマを利用する技術

統合管理

省力無線
ネットワーク

量管理ノード

(((●)))

(((●)))

制御ノード

(((●)))

(((●)))

(((●)))

中小規模向け環境制御システム

http://www.uecs.jp/index.html
http://www.uecs.jp/index.html


４．中山間立地特性に適応した収益性の高い園芸品目の技術実用化総合実証

（１）トマトの隔離床栽培技術の実証
(岩手農研、東北農研)

津波被災農地の土壌を用いない方法として、隔離床
栽培技術を実証する。培地には粉砕杉樹皮等地域資
源を有効活用したものを原材料として、コスト低減を図
り、トマト短期・長期どりを組み合わせた周年生産技術
を実証する。また、肥効調節型肥料を用いた低コストか
つ簡易な施肥方式を確立し実証する。

（２）イチゴ周年栽培技術の実証
(東北農研、岩手農研)

「四季成り性イチゴ」と「一季成り性イチゴ」を利用した
夏秋栽培と促成栽培を組み合わせた周年栽培技術を
実証する。
周年栽培に適した品種や日長制御による花成制御
技術、クラウン部加温・冷却による花成促進・安定生産
技術、細霧冷房等による夏期の施設内昇温抑制技術等
を総合した長期安定多収栽培の実証を行なう。

（３）イチゴ促成栽培における低コスト安定栽培技術の総合実証
(木楽創研、石村工業、東日本機電開発、岩手農研)

木骨ハウス、バイオマス加温機、イチゴ閉鎖型高設栽培システムを総合的に組み合わせパッ
ケージ化し現地に定着させる。

隔離床栽培

日長制御（短日処理）と細霧冷房

イチゴ閉鎖型高設栽培システムの栽培状況（左）と概念図（右）



■担当：岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
■Tel：0197-68-2331（代表）
■FAX：0197-68-2361
■E-mail：CE0008@pref.iwate.jp

問合せ先

現地実証地までの交通アクセス

（株）ＪＡおおふなとアグリサービス
現地住所：岩手県陸前高田市米崎町字川崎214

■ＪＲ利用
震災の影響で大船渡線が不通となっています。
ＢＲＴ（気仙沼駅～盛駅）利用により、高田病院駅
下車、徒歩１５分
■自動車利用
大船渡市役所から約２０分
陸前高田市役所から約１０分

拡大図

【現地実証地見学申し込み】
岩手県農業研究センター企画管理部研究企画室
ＴＥＬ：0197-68-2331（代表）
ＦＡＸ：0197-68-2361

E-mail：CE0008@pref.iwate.jp

研究課題間の連携

中小規模施設園
芸施設の効率的
管理技術

収益性の高い園
芸品目の技術実
用化

・局所加温技術イ
チ
ゴ

・地域木材を有
効活用した木
骨ハウス
・狭隘・不整形
な立地特性に
適応する耐候
性ハウス
・ハウスの構造
・立地評価

中山間立地に適
応性の高い低コス
ト耐候性ハウスの
実用化・設置技術

地域木質資源を
活用した低コスト
暖房技術

・バイオマス小
型暖房機

・蓄熱・高断熱
資材

・温湯散布装置に
よる病害防除技
術

・ユビキタス環境
制御技術
・低コストな殺菌
装置を活用した
閉鎖系養液栽培
技術

・周年栽培技術
・低コスト安定栽
培技術

ト
マ
ト

・隔離床栽培技
術

mailto:CE0008@pref.iwate.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25～27年度

■研究代表機関
明治大学

■共同研究機関
（国）岩手大学
（株）ルートレック・ネットワークス

基準となるハウス（マザーハウス）から離れている複数のハウス（キッズハウス）におけ
る培養液の供給量・濃度を自動制御する養液土耕栽培支援システムを開発します

クラウドを利用した養液土耕栽培支援システムの開発



研究概要

研究目標

レタス：従来品の50%増収(平成25年度の秋冬作)
キュウリ：従来品の30%増収(平成26年度の春夏作)

レタス：40%削減(平成26年度の秋冬作)
キュウリ：40%削減(平成27年度の春夏作)

ICT養液土耕システムの培養液供給制御ロジックに高温対
策、低温対策等を取り込み、夏の気温の変動の激しい岩手県
沿岸中山間地域に適したシステムを開発する。
本研究では、熟練者の経験を反映させた基準となるハウス

（マザーハウス）から離れている複数のハウス（キッズハウ
ス）における培養液の供給量・濃度を自動制御する養液土耕
栽培支援システムを、陸前高田市の園芸施設に構築する。春
夏作のキュウリやミニトマトなど、秋冬作のレタスなどを対
象にする。
本研究により、効率的、機能的、省力的で、環境負荷軽減

型の養液土耕栽培が職人的技術に依存することなく可能とな
り、過疎化、高齢化、農業離れに悩む岩手県沿岸中山間地域
の打開策になることが期待できる。

収量の増加

収量当たりの施肥量削減

ICT養液土耕栽培の制御ロジックの高度化により、集落全
体の収量の増加と施肥量削減を行うことを目指す。



研究内容

施設園芸が点在する岩手県沿岸中山間地域に、クラウ
ドを利用した複数の「ICT養液土耕システム」を設置
する。このシステムで、熟練者の「経験と勘」を活か
した制御信号を他の農家に提供し、地域全体の技術力
の向上を目指す。

研究の目的

各センサーの計測値

日射・土壌水分・土壌EC
ハウス内写真など

計測データ

計測データに基づき適正な

培養液の量と濃度を指示

閲覧設定

クラウド

養液土耕栽培の
自動制御

タブレット端末
栽培管理指標の設定

マザーハウス
無線内蔵

制御システム

経験と勘による
修正

養液土耕栽培の
自動制御

キッズハウス

養液土耕栽培の
自動制御

キッズハウス

養液土耕栽培の
自動制御

キッズハウス



１．中山間地域における施設園芸技術の実証研究

（１）やませ地帯に適した制御ロジックの開発 （明治大学、岩手大学）

やませ地帯では、夏の日々、時々刻々の気温、日射変動が激しく、不安定で
ある。このような環境でICT養液土耕システム「ZeRo.agri」で適切に制御す
るには、やませ侵入日の過剰な灌水を防ぐシステムの導入が必要である。そ
のため、気温、日射と作物体の生育ステージとの関係による潜在的な要水量
の変化を定量化し、この結果を、制御ロジックに取り込み、過剰な灌水を防
ぐことができる。また、高温対策と低温対策が併用して必要である。高温で
は日中に培養液の代わりに水を供給するロジックを、低温では午前中に地温
低下を防ぐために培養液供給を止めるロジックを取り込む。キュウリ、ミニ
トマト、レタスなどを対象に、実証的に効果を検証する。

（２）システム導入の経営評価と運用方法の検討 （岩手大学、明治大学）

どの程度の規模（軒数と栽培面積）を、どのようにネットワーク化すれば
経営的に採算が取れるかを明らかにする。この結果を、地域でシンポジウム
を開催し、農家、JA、行政機関に公表する。また、将来にわたって地域で
ネットワークを維持、活用する運用方法を、農家、JA、行政機関を交えて
検討する。

（３）制御ロジックの高度化とネットワークの構築 （ルートレック・ネットワークス）

マザーハウスとキッズハウスにICT養液土耕システム「ZeRo.agri」を設置
し、明治大学、岩手大学と共同して制御ロジックの高度化を実現する。技術
力の高い農家をマザーハウス、技術的に未熟な農家をキッズハウスとし、マ
ザーハウスの制御信号をキッズハウスに提供して培養液の供給量、濃度を自
動制御する。クラウドを利用したICT養液土耕栽培支援システムにより、技
術力の高い人の「経験と勘」を数値化して伝える。



問合せ先

現地実証地までの交通アクセス

研究課題間の連携

■事業担当：明治大学農学部黒川農場 特任教授 小沢 聖
■住所：〒215-0035 神奈川県川崎市麻生区黒川2060-1
■電話：044-980-5300

■現地実証実験担当：岩手大学農学部 准教授 松嶋卯月
■住所：〒020-855０ 岩手県盛岡市上田3-18-8
■電話：019-621-6183 

■システム担当：株式会社ルートレック・ネットワークス
■住所：〒214-0034 神奈川県川崎市多摩区三田2-3227

地域産学連携研究センター 201
■電話：044-819-4711 zero.agri@routrek.co.jp

やませ地帯に適した
制御ロジックの開発
(明治大学、岩手大学)

システム導入の経営評価
と運用方法の検討

(岩手大学、明治大学)

先進的なＩＣＴ養液土耕システムの実用化

■車を利用する場合
釜石自動車道 宮守インターより50㎞

(1時間)

■鉄道とバス輸送の場合
○JR大船渡線 一ノ関駅-気仙沼駅
(1時間30分)
○JR大船渡線 気仙沼駅-脇ノ沢駅(50分)
脇ノ沢駅より現地まで徒歩(9分)

○JR大船渡線 気仙沼駅-陸前高田駅
(33分)
○JR大船渡線 陸前高田駅-竹駒駅(5分)
竹駒駅より現地まで徒歩(7分)

■現地実証地住所
岩手県陸前高田市米崎町和方
岩手県陸前高田市竹駒町大畑出典:この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムによる

現地

制御ロジックの高度化と
ネットワークの構築

(ルートレック・ネットワークス)

見学の際は、岩手大学を通じて、
農家の了解を得てください。

現地



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2５～2７年度

■研究代表機関
恵和興業（株）

施設園芸で発生するトマトなどの作物残渣から重油・灯油を代替する施設園芸

用のボイラ-燃料を開発します。

セルロース系材質の小型改質装置による効率的な熱供給技術の実証開発



研究概要

研究目標

施設園芸農家の生産活動によって発生するトマトなどの作物
残渣等を主原料として、

・ プラスチック複合材料技術を応用したバイオマス液化技術
（液体燃料化技術）により、

・ 「セルロース系材質の小型改質装置」のプロトタイプを製作
し、実験装置として実証開発に用い、

・ 施設園芸用のボイラーに利用できる液体燃料を創出する。

「セルロース系材質の小型改質装置」により、

■園芸残渣からの液体燃料を、施設園芸で一般に使われ
ているボイラーで利用可能な燃料とする。

■上記装置の導入により、園芸農家の生産コストの削減に
繋がるものとする。

50a程度の園芸施設の燃料をカバーすることが出来る
小型改質装置＝燃料装置（100L程度）を試作し、
管理費用の低減・燃料費の削減を目標とする。



研究内容

１．セルロース系材質の小型改質装置による効率的な熱供給技術の実証開発

（恵和興業）

・セルロース系材質の小型改質装置により、トマトなどの園芸残渣等から液体燃料を調製する。

・重油ボイラー用のバーナーにより安定的な燃料になることを実証する。

・効率的な小型改質装置の設計・試作を行う。



問合せ先

現地実証地までの交通アクセス

研究課題間の連携

「中山間地域における施設園芸技術の実証研究（平成２５～２９年度）」と
連携を図る。

・研究代表機関 岩手県農業研究センター

・共同研究機関 （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、近畿中国四国農業研究センター、農村工学研究所）
富士通（株）、東日本機電開発（株）、石村工業（株）、木楽創研（株）、
岩手大学、茨城大学

・普及・実用化支援組織
岩手県沿岸広域振興局、岩手県大船渡農業改良普及センター
岩手県中央農業改良普及センター（県域）

現地実証は、上記の実証研究が行われている陸前高田市において実施予定。

■担 当：恵和興業株式会社 本社研究所 大野孝
■ E-mail： ohno@afj.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2５～29年度

リンゴの早期多収、ユズ加工品開発、加工ブドウの低コスト栽培により

特産果実のブランド化を図ります。

ブランド化を促進する果実の生産・加工技術の実証研究

■研究代表機関
岩手県農業研究センター

■共同研究機関
（独法研究機関）（独）農業・食品産業技術総合研究機構（果樹研究所）

（地独）岩手県工業技術センター
（大学） （公）大阪府立大学
（民間） 長岡香料（株）

■普及・実用化支援組織
岩手県沿岸広域振興局、岩手県大船渡農業改良普及センター
岩手県中央農業改良普及センター（県域）



研究概要

研究目標

岩手県沿岸地域における、東日本大震災の被災前の営農体系と比較して、生産コストの５
割減や収益の割合が２倍になる技術体系の確立を目標に、以下の研究実証課題等を実施す
る。

①リンゴ産地の早期再生を図る早期成園化と品質向上技術体系の実証
・ポット養成苗とフェザー苗育成技術により、成園時の反収を２倍にする。
（反収：１．８トン→３．５トン／１０ａ）

・摘葉剤の利用、黄色品種の導入等により、着色管理時間を５割削減する。
（管理時間：４５時間→２３時間／１０ａ）

・鮮度保持資材の利用により、販売期間を２倍に拡大する（期間：４ヶ月→８ヶ月）

②ユズの加工利用を促進する安定生産技術実証とブランド新商品の開発
・ポット大苗養成技術と低樹高技術等により、ユズ加工原料供給を２倍にする。
（供給数量：１．５トン→３トン／年、将来６トン）

・効率的搾汁技術や果汁の品質向上技術等により、ユズを活用した商品を開発する。
（試作品：１種類→商品２種類以上）

③ブドウ新品種・省力栽培法の導入による収益性の高い加工品の開発
・垣根仕立て法の導入により、省力化労働時間を５割削減する。
（管理時間：２９９時間→１５０時間／１０ａ）

・ワイン醸造やぶどう加工品の開発により、成園時の収益を２倍にする。
（収益：１９０千円→４００千円／１０ａ）

被災地における収益性の高い果樹の生産体制を構築するため、リンゴの早期成園化技術等
による早期多収、鮮度保持技術の導入による収益増、ユズ等の特産果樹の活用支援を通じ
た農商工連携の強化、６次産業化を促進するための基礎となる加工用ブドウの低コスト化
を図る技術の実証を通じて、被災地の農業の活性化に取り組む。

【研究課題の構成】
１ リンゴ産地の早期再生を図る早期成園化・品質向上技術体系の実証
収益性の高いリンゴ産地の早期再生とブランド化を促進する。

２ ユズの加工利用を促進する安定生産技術とブランド新商品の開発
「北限のユズ」の加工利用を推進する安定生産技術の実証と商品開発により、農商工連
携の強化を図る。

３ ブドウ新品種・省力栽培法の導入による収益性の高い加工品の開発
ブドウ新品種・省力栽培法の導入による収益性の高い加工品開発により、６次産業化の

強化を図る。



①早期結実のためポット養成大苗による
苗木育成法（ビーエー剤処理技術）を実証

研究内容

１．リンゴ産地の早期再生を図る早期成園化・品質向上技術体系の実証

（１） リンゴの早期結実技術の実証
（岩手農研）

（２）リンゴ新品種品質向上技術の実証
（岩手農研、果樹研）

①適期収穫判定技術の開発による
品質向上

紅いわて
もりの
かがやきｼﾞｮﾅｺﾞｰﾙﾄﾞ

ｼﾅﾉｺﾞｰﾙﾄﾞ大夢 ふじはるか

早生種

中生種

晩生種

紅ロマン きおう

理想とするフェザー（側枝）
の発出

摘葉剤の効率的使用実証

③ブランド化を支える新品種、
販売期間の延長を実現する有望品種

・収穫を判断できる
カラーチャートの開発

・鮮度保持資材
スマートフレッシュ
の処理

②管理作業の省力化のため
摘葉剤による省力技術を実証

②鮮度保持資材等利用技術開発による
出荷期間を延長



２．ユズの加工利用を促進する安定生産技術とブランド新商品の開発

（１） ユズの早期結実技術の実証
（岩手農研）

①早期結実のためのポット養成による
大苗生産

（２）ユズの優良系統選抜及び重要病害防除対策
（果樹研）

①優良系統の選抜による品質・生産性
の向上

（３）一次加工技術の開発及び新商品開発
（大阪府大、長岡香料、岩手工技センター）

①搾汁率の向上による
一次加工原料の確保

・色の濃い方が酵素反応が進み

苦味の低減効果が現れている

３ｍ以下を目標

・ポット利用大苗生産
・施肥の最適化

・高樹高から
低樹高へ
樹形改善

＜選抜目標＞
・耐寒性を有すること
・多汁であること
・豊産性であること

・ミカンクロアブラムシ
が伝染する重要病
害の発生実態調査

・搾汁率向上
・冷凍等前処理法の検討 「北限のユズリキュール」等

②作業性向上のための低樹高化
による収穫量の向上

②重要病害（CTV)防除対策による
果実品質の向上

②酵素処理(苦味低減効果)

による加工品の品質向上
③新商品の開発支援に
よる経済効果



３．ブドウ新品種・省力栽培法の導入による収益性の高い加工品開発

（１）加工性の高いブドウ品種の導入及び加工品開発
（岩手工技センター、岩手農研）

①醸造用品種の特性把握に
よる加工適性を解明

（２）ブドウ醸造用品種等の垣根栽培実証
（岩手農研）

①省力垣根仕立て法による管理作業時間の省力化を実証

・加工適性の解明
・病害虫抵抗性の解明

・果汁、無核等
優良形質の加
工適性を解明

②加工用途に適した品種の選抜
による新商品を開発

管理作業時間
現状：長梢仕立て（２９９hr/10a） 改善法： 醸造品種向け垣根仕立て

（目標 １５０ｈｒ/10a)

シャインマスカット

サニールージュ
アルモノワール

ケルナー



■担当：岩手県農業研究センター 果樹研究室長 小原繁
■Tel : 0197-68-4419
■E-mail：ss-obara@pref.iwate.jp

問合せ先

①リンゴ早期成園化実証圃
陸前高田市米崎町中島
米崎わい化リンゴ生産組合

②ユズ安定生産実証圃
陸前高田市広田町黒崎
農事組合法人 陸前高田ふれあい市場

③ブドウ新品種・省力化実証圃
陸前高田市米崎町神田
（有）神田葡萄園

現地実証圃の位置

①

②

③

【現地実証見学申し込み】
岩手県農業研究センター
企画管理部研究企画室

ＴＥＬ ： 0197-68-2331（代表）
ＦＡＸ ： 0197-68-2361
Ｅ－ｍａｉｌ ： CE0008@pref.iwate.jp

研究課題間の連携

・

リンゴ

・早期結実技術

・

ユズ

・早期結実技術

・

ブドウ

・加工性の高い品
種の導入
・加工品の開発・新品種品質向上

技術

岩手県沿岸地域における、東日本大震災の被災前の営農体系と比較
して、生産コストの５割減や収益の割合が２倍になる技術体系の確立

・一次加工技術の
及び新商品開発

・重要病害防除対策

・優良系統選抜

・醸造用品種等の
垣根栽培

http://cyberjapan.jp/
http://cyberjapan.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2５～29年度

ブランド化を促進する野菜の生産・加工技術の実証研究

■研究代表機関
岩手県農業研究センター

■共同研究機関
（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）
（公立試験研究機関） 山形県庄内総合支庁産地研究室
（大学） （国）岩手大学、（国）茨城大学、明治大学
（民間） 井関農機（株）、（株）ヰセキ東北、

味の素（株）イノベーション研究所、岩手缶詰（株）

■普及・実用化支援組織
岩手県沿岸広域振興局、岩手県中央農業改良普及センター、
大船渡農業改良普及センター

地域の多様な働き手と資源を活かして野菜の加工開発を合わせて

ブランド化を進め、付加価値の高い農業を実現します。



研究概要

岩手県沿岸地域において、東日本大震災の被災前の営農体系と比較して、生産コストの５割削
減や収益が２倍になる技術体系の確立を目標に、以下の研究実証課題等を実施する。

①露地キュウリと冬春キャベツによる寒冷地高収益モデルの実証
自動かん水施肥技術と新品種等により、露地キュウリの反収向上と収穫期間を拡大

（露地キュウリの反収：７トン→１０トン/１０ａ、収穫期間：３ヶ月→４ヶ月）
品種選定と長期出荷のための生育調節技術により冬春キャベツの安定生産技術を確立

（冬春キャベツの収量：３トン/１０ａ 、糖度１１度以上）
無駄のない精密施肥技術と機械による軽労化により効率的な機械化体系を確立

②育苗施設等の高度利用によるパプリカの栽培技術の実証
隔離床栽培技術と高接ぎ技術により施設利用率と収量性を向上

（育苗施設の利用期間：４～５月（水稲育苗）→４～１１月（水稲育苗+パプリカ））
（パプリカの収量： ８トン/１０ａ 、販売額２９０万円/１０ａ ）

③省力的なトマト栽培による高収益モデルの実証
省力的トマト栽培と特色ある加工品開発で付加価値を向上
未利用資源を活用した土地改良、機械化技術および加工技術を組み合わせて付加価値を向上

（収量： ５．２トン/１０ａ 、収益２倍（販売額１，０００千円→２，０００千円/１０ａ ））

研究目標

目指す姿

●地域の働き手と資源を活かし、加工品開発を合わせて付加価値の高い農業生産を
確立

●女性や高齢者にも取り組み易く、集落営農や農業法人などが広く取り組める農業
生産を実現

●地域資源や観光と結びついた産地ブランドの確立を図る

１ 露地キュウリと冬春キャベツによる寒冷地高収益モデルの実証研究

特色ある新品種の高品質生産技術と夏秋期と冬春期の雇用を生み出す品目の軽労機械
化栽培技術を実証

２ 育苗施設等の高度利用によるパプリカの栽培技術の実証研究

水稲育苗用ハウス等の休閑期有効活用と夏期冷涼気象を活かした高品質生産を実証

３ 省力的なトマト栽培による高収益モデルの実証研究

ミニトマトの省力栽培技術と調理用トマトの長期安定生産技術、未利用資源の活用技術（化
学肥料代替技術、機械施用技術）の組み合わせによる、高収益モデルを実証



①栽培後期（１０月）までキュウリの樹勢を
維持するためのかん水同時施肥技術を
確立する。

研究内容

１．露地キュウリと冬春キャベツによる寒冷地高収益モデルの実証

（１）収益性が高いキュウリ栽培技術の実証
（野茶研、茨城大学、岩手農研 ）

（２）温暖な冬春気候を活かした冬春キャベツの実証
（東北農研）

①夏秋キュウリを収穫（１０月）した後、冬春期の労力が活用できる冬春キャベツの高
品質安定生産技術を確立する。

多様な肥料に対応した低コストな
かん水施肥装置

越冬率が高い寒玉系品種
を選定

（３）狭小な被災沿岸圃場における効率的な機械化体系の実証
（井関農機、ヰセキ東北）

①無駄のない効率的な施肥を行うための ②高齢者や女性でも楽に作業ができる
施肥技術を確立する。 軽労化を実現するための作業機械の

実証研究を行う。

播種時期をずらして生育調節を
行い長期出荷

運搬機の多目的利用で
作業を軽労化

果皮にイボが皆無
のキュウリ品種

超多収の
ベイトアルファ型
キュウリ品種

②食味や形質に優れ、新たな販売・流通をねらえる
新タイプのキュウリの栽培技術を確立する。

ＧＰＳ 車速連動型
精密施肥機により
無駄のない精密
施肥を可能



２．育苗施設等の高度利用によるパプリカの栽培技術実証

（１）水稲育苗施設における隔離栽培技術の実証
（岩手農研）

①水稲育苗施設や労力を有効活用でき、土壌の
耕起が不要なパプリカの隔離栽培の実証を行う。

（２）高接ぎ苗を利用した多収穫栽培技術の確立
（山形県庄内総合支庁）

①通常の作型より遅い定植時期による減収を補うため、
パプリカの増収が期待できる高接ぎに適した接ぎ木
技術と、肥培管理技術を実証する。

パプリカの樹勢を強くし果実
肥大を促進する高接ぎ技術

６～１１月：パプリカ

耕起不要で、作業の省力、
迅速化が可能な隔離栽培
システム

４～５月：水稲育苗

育苗期摘芯
４本仕立てで
下部から着果

②軒高の低い施設も有効活用
できるパプリカの整枝誘引方
法等を開発する。



３．省力的なトマト栽培における高収益モデルの実証

（１） トマトの省力栽培法と良食味、生産加工技術の実証
（岩手農研、明治大学、東北農研、味の素、岩手缶詰）

①露地栽培では、赤系ミニトマトによる省力栽培法の
開発と実証を行う。

②施設栽培では、低コスト隔離栽培法を確立する。ま
た、橙系ミニトマト品種による良食味生産を実証す
る。

③加熱調理用トマトでは、作型分化や品種の組み合わ
せにより長期安定出荷を実証する。

④露地栽培適性の高い品種特性と生理生態特性を解
明し、実証地域に適した栽培法を実証する。

⑤アミノ酸分析等により果実品質・機能性を明らかにし、
付加価値の向上を図る。

⑥特色ある加工品開発により、付加価値の向上を図る。

堆肥化せず土
壌施用

新品種「すずこま」

（２）未利用有機物資源を利用した土壌改良技術と機械化体系の実証
（岩手大学、井関農機、ヰセキ東北）

①地域から排出されるシイタケ廃菌床を用いて、化学肥料代替および土壌改良技術を確立する。
②肥料・土壌改良効果を得るための適切な施用方法を確立する。
③シイタケ廃菌床の省力的、効果的な機械散布技術を開発し、機械化体系を実証する。

シイタケ廃菌
床を活用

化学合成肥料
と同等の生育

廃菌床散布に適する
農機の改良

ミニトマトの省力露地栽培

低コスト隔離
栽培

果実品質と機能性の解明 特色あるトマト加工品開発



■担当：岩手県農業研究センター 野菜花き研究室長 本田純悦
■Tel : 0197-68-4420
■E-mail：honda@pref.iwate.jp

問合せ先

現地実証圃の位置

①キュウリ、キャベツ生産実証圃
陸前高田市竹駒町
ＪＡおおふなとアグリサービス

②パプリカ安定生産実証圃
陸前高田市竹駒町
ＪＡおおふなとアグリサービス

①
②

●

陸前高田市役所

③

大槌町役場

③

●

③省力トマト実証圃
大槌町大槌
大槌町地域農業復興組合

【現地実証地見学申し込み】
岩手県農業研究センター企画管理部研究企画室
ＴＥＬ：0197-68-2331（代表） ＦＡＸ：0197-68-2361

E-mail：CE0008@pref.iwate.jp

研究課題間の連携

・

・自動かん水
施肥技術

露地キュウリの
反収向上・
収穫期間拡大

・新品種の導入

・

冬春キャベツの
安定生産

・品種選定

・長期出荷の
ための生育調
整技術

無駄のない精密施肥技術と効率的な機
械化体系の実証

・

・隔離床栽培
技術

パプリカによる
施設利用率と
収量の向上

・接ぎ木技術
・

トマトの
付加価値向上

・省力的な栽培技術

・特色のある加工品
開発

・未利用資源を活
用した土地改良技
術と機械化体系の
実証

岩手県沿岸地域における、東日本大震災の被災前の営農体系と比較して、生産
コストの５割減や収益の割合が２倍になる技術体系の確立



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２５～2７年度

■研究代表機関

（独）国立高等専門学校機構 沖縄工業高等専門学校

■共同研究機関

大阪サニタリー金属工業協同組合

北限ユズ搾汁工程に瞬間的高圧による栄養価の高効率抽出技術を利用することで北限ユズ果汁の
機能性成分向上と高付加価値化（ブランド化・ジュースや化粧品などの新たな商品開発）を目指します。

北限ユズ果汁の瞬間的高圧搾汁による高付加価値化実証研究

瞬間的
高圧処理

ポリフェ
ノール

カリウム

ペクチン

高機能

新岩手ブランド
高栄養価ジュース

岩手県産
北限ユズ



研究概要

研究目標

◎ 北限ユズの搾汁に瞬間的高圧による高効率抽出技
術を利用し、北限ユズ果汁の機能性および高付加価
値化を明らかにする。
⇒ ユズの栽培地の北限である岩手県の新規特産
物としてブランド化を目指す。

⇒ 高付加価値ユズ加工食品や機能性を利用した
サプリメント、化粧品等の商品開発を行う。

◎北限ユズの機能性成分の抽出に適した圧力条件や
ユズ果実を効果的に送り搾汁する機構を備えた処理
量0.5トン/月の瞬間的高圧処理装置の開発を行う。

◎ 瞬間的高圧ユズ果汁加工物の一般栄養成分・微量
含有成分調査ならびに抗酸化活性・細胞毒性・メラニ
ン産生阻害評価を行う。

ポリフェ
ノール

カリウム

ペクチン

高機能
瞬間的
高圧処理

新岩手ブランド
高栄養価ジュース



研究内容

１．北限ユズ果汁の高付加価値実証研究

（１）北限ユズの搾汁最適条件の調査 （沖縄工業高等専門学校）

北限ユズ連続搾汁対応処理のための高電圧電源により北限ユズの機能性成分を抽出するの

に適した圧力条件を備えた瞬間的高圧処理装置の開発を行う。

２．瞬間的高圧処理による高付加価値実証研究

（１）北限ユズ果汁の含有成分の調査 （沖縄工業高等専門学校）

北限ユズ搾汁に瞬間的高圧処理を行い、処理の有無による北限ユズ果汁の一般成分の変化

を分析し、比較調査を行う。

瞬間的高圧による高効率抽出技術を利用して、北限ユズ果汁の機能性を明らかに
することで高付加価値化し、ユズの栽培地の北限である岩手県の新規特産物として
ブランド化し、高付加価値ユズ加工食品や機能性を利用したサプリメント、化粧品など
の商品開発への展開基盤とすることを本研究課題の目的する。

（２）最適瞬間的高圧処理装置の開発 （沖縄工業高等専門学校）

北限ユズに最適化したユズ果実送り機構を持つ装置システムを製作する。

（３）最適瞬間的高圧処理装置の実用的評価 （大阪サニタリー金属工業協同組合）

製作した装置・システムの連続稼働試験を行い、30～40MPa の圧力を８時間連続で安定して

稼働することを確認し、装置の消費エネルギーならびに歩留まりの評価を行う。

（２）北限ユズ果汁の機能性研究 （沖縄工業高等専門学校）

北限ユズ搾汁に瞬間的高圧処理を行い、処理の有無による北限ユズ果汁の抗酸化活性等の

変化を分析し、比較調査を行う。



問合せ先

現地実証地までの交通アクセス

研究課題間の連携

研究代表機関
沖縄工業高等専門学校

研究課題
• 北限ユズの搾汁最適条件の調査
• 最適瞬間的高圧処理装置の開発
• 北限ユズ果汁の含有成分の調査
• 北限ユズ果汁の機能性研究

共同研究機関
大阪サニタリー金属工業協同組合

研究課題
最適瞬間的高圧処理装置の実用性評価

装置製造・使用現場における
実証データのフィードバック

装置開発と最適化

岩手県内での実証地は「調整中」です。

■担当 ： （独）国立高等専門学校機構
沖縄工業高等専門学校 研究連携推進室

■電話 ： 0980-55-4070
■e-mail ： skrenkei@okinawa-ct.ac.jp
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