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名　　　称：  アグリビジネス創出フェア2019（Agribusiness Creation Fair 2019）

開 催 日 時：  2019年11月20日（水）～ 11月22日（金）　10：00～17：00

会　　　場： 東京ビッグサイト　西4ホール

主　　　催：  

後　　　援：  内閣府／文部科学省／経済産業省／特許庁／（国研）農業・食品産業技術総合研究機構／ 
（国研）科学技術振興機構／（国研）産業技術総合研究所／（国研）国際農林水産業研究センター／ 
（国研）森林研究・整備機構／（国研）水産研究・教育機構／（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構／ 
（国研）理化学研究所／（国研）日本医療研究開発機構／（独）家畜改良センター／（独）日本貿易振興機構／
（独）中小企業基盤整備機構／（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構／（独）日本学術振興会／ 
（公社）農林水産・食品産業技術振興協会／（公社）日本農業法人協会／（公社）経済同友会／ 
（一社）日本経済団体連合会／（一社）全国農業会議所／（一社）大日本水産会／（一社）日本農学会／ 
（一財）食品産業センター／全国森林組合連合会／日本弁理士会／日本弁護士連合会／弁護士知財ネット／ 
全国農学系学部長会議／特定非営利活動法人 産学連携学会／全国農業新聞／日本農業新聞／ 
日本食糧新聞社／日経バイオテク／フジサンケイビジネスアイ／日刊工業新聞社／（株）日本政策金融公庫
 ※（国研）は国立研究開発法人の略称

入　場　料： 無　料（事前または当日登録が必要）

開 催 主 旨：  アグリビジネス創出フェア2019は、全国の産学の機関が有する、農林水産・食品分野などの最新の研究成
果を展示やプレゼンテーションなどで分かりやすく紹介し、研究機関間や研究機関と事業者との連携を促
す場として開催する「技術・交流展示会」です。

開 催 内 容：  ①展示エリア
 ■農業
 ■林業
 ■水産
 ■畜産
 ■食品
 ■エネルギー・環境
 ■総合
 ■1-DAY

 ②基調講演・セミナー・シンポジウム
 ③研究技術プレゼンテーション  

 ④各種マッチングサポート

開催概要
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メインステージ

INFORMATION

表彰受賞者と
受賞事例の紹介

1DAYゾーン
コーディネーター
カウンター

コーディネーター
カウンター

セミナールームA

セミナールームBセミナールームC

メインステージ

休憩
スペース
休憩
スペース

登録受付

畜産ゾーン

水産ゾーン

食品ゾーン

総合ゾーン

林業ゾーン

農業ゾーン

エネルギー・環境ゾーンエネルギー・環境ゾーン木質外被研究開発
プラットフォーム NSIC

石川県立大学生物
資源環境学部環境科学科

名城大学

アドバンスドバイオカーボン
コンソーシアム

農学研センターナノアグリ・フォーカス・
コンソーシアム

環境調和型農業生物資材
コンソーシアム

農林水産
消費安全

技術センター

農林水産省と一緒に安全な農畜水産物の
安定供給のための研究に取り組みませんか？

日本大学産官学連携
知財センター

長崎県立大学

島根大学6次産業化イノベーションチーム

健康生活素材

茨城大学
農学部

九州大学大学院
農学研究院

秋田県立大学 広島大学 龍谷大学

全国食品関係
試験研究場
所長会

大阪電気通信大学
ラズベリープロジェクト

皇學館大学
産学連携
日本酒
プロジェクト

大阪府立大学
（【米と海藻をターゲットとしたアグリビジネス創出の試み】

【イネ種子のγ-オリザノール含量を規定する因子の解析】）

雪国まいたけ
／中部大学

イサダ高付加価値化コンソーシアム
（代表機関：岩手生物工学研究センター）

東京薬科大学産学官共同研究推進センター

新潟薬科大学

岩手大学
三陸水産研究センター

ナス高機能化コンソーシアム
（代表機関：信州大学農学部中村研究室）

旭川食品産業
支援センター

東京農業大学
生物産業学部

佐賀大学/
佐世保工業高等専門学校/
岡山理科大学/
大阪府立環境農林水産総合研究所

佐賀大学 弘前大学

信州大学
農学部

米および米加工食品における
イノベーション創出を目指す
研究開発プラットフォーム

新潟大学
地域連携
フードサイエンス
センター

米粉の可能性
～米の特徴を活かした

新たな米粉利用の紹介～

｢知｣の集積と活用の場
健-12 健康長寿食品研究開発プラットフォーム／

健康長寿実現推進機構／
埼玉大麦食品普及・食のモデル地域実行協議会

女性農業者による取組発信
（農業女子プロジェクト）

鹿児島大学
次世代型家畜生産技術の
研究開発プラットフォーム

産業技術総合研究所

オオツキ

ICTを活用した畜産生産システム
研究開発プラットフォーム
伊藤忠飼料

岩手大学
公衆衛生学
研究室

熊本県立大学

大阪府立大学
【養殖場における高密度・
高頻度自動水質計測船の研究開発】

東京海洋大学

愛媛大学大学院
理工学研究科
応用情報工学コース

林業イノベーションの推進に
向けた研究・技術開発

農研機構（農業・食品産業技術総合研究機構）農研機構
生研支援センター

SIPスマートバイオ産業・農業基盤技術 地域産学連携コンソーシアム

岐阜大学

東京理科大学

日本弁理士会

食の未来システム創造協議会
（代表機関：三菱ケミカル）

近畿大学
中央大学理工学部 
松本研究室

群馬大学
食健康科学
教育研究
センター

琉球大学

吉備国際大学
北海道大学 ロバスト農林水産工学

国際連携研究教育拠点

山口県産業
技術センター

神奈川県

ポリテクカレッジ

「知」の集積と
活用の場の紹介

農林水産業における知的財産権・
情報データの活用と契約実務

北見工業大学

スマート農業実証プロジェクト

球根類ネット栽培開発委員会
代表機関
富山県花卉球根農業協同組合

山梨大学 東京都農林総合研究センター／
花活布プロジェクト

栃木県（農業試験場/
畜産酪農研究センター）

世界農業遺産・日本農業遺産

岡山県農林水産
総合センター

奈良県農業
研究開発センター

農業界と経済界の連携による
生産性向上モデル農業確立
実証事業

岩手県立大学

山形大学
農学部
生産機械
研究室

日本シニア起業支援機構 「見える化」
技術開発
グループ

東京バイオ
テクノロジー
専門学校

横浜市立大学

PUiP 大学知財群活用プラットフォーム

三重大学地域イノベーション推進機構

千葉大学 岡山大学
農学部

高崎健康福祉大学農学部
法政大学 生命科学部 
応用植物科学科 植物病抵抗性学研究室

ウイット東京

相馬光学茨城県農業
総合センター

SDGsに貢献する
新たな植物保護技術
研究開発プラットフォーム

国際協力機構
（JICA）

農村更生協会

大阪府立大学植物工場研究センター

滋賀県立大学

島根大学
生物資源科学部
施設園芸学研究室

千葉県農林
総合研究センター

国際農研
（国際農林水産業研究センター）

3次元形状センサを活用する
群落光合成推定・生育制御コンソーシアム

（イノベーション創出研究強化事業29011B）

大森ヘルスケア

北海道曹達

ユビキタス環境
制御システム研究会

環境農業
資材協議会

元氣農業
開発機構

国産花きの国際競争力強化のための技術開発新たな農業機械ビジネスを支えます
～農業競争力強化支援法の農業機械分野の相談会～

高知大学

北海道立
総合研究機構

理化学研究所
バイオリソース研究センター

農林水産・食品産業技術振興協会 
（略称 JATAFF）

周年親子放牧コンソーシアム
（代表機関：農研機構畜産研究部門）

糖鎖ナノバイオ
コンソーシアム

（スディックス
バイオテック）

食・農チーム鹿児島 
大隅加工技術研究センター／

農業開発総合センター／
工業技術センター／

水産技術開発センター

酪農サイレージ
調製作業ロボット化
コンソーシアム

宮崎大学 森林研究・整備機構
森林総合研究所

東京都市大学
視覚メディア研究室／
高分子・バイオ化学研究室

三重大学
大学院
生物資源学
研究科

日本産高級果実の超高品質世界展開
技術開発プラットフォーム

宇都宮大学
農学部

サナテック
シード

水産研究・教育機構

福島県拠点 岩手県拠点 宮城県拠点及び中核拠点
農業分野

水産物の高付加価値化
のための水産加工業

社会実装促進業務委託事業
水産業分野

ウニの効率的駆除及び有効利用

林-01林-02畜-01畜-02畜-03畜-04畜-05畜-06畜-07畜-08水-02水-03水-04水-05水-06食-01食-02食-03

食-18食-19 食-04食-05食-06食-07食-08食-09食-10食-11食-12食-14食-15食-16食-17

食-20食-21食-22食-24食-25食-26食-27食-28食-29食-30食-31食-32食-33食-34食-35食-36

総-01総-02総-03総-04総-06総-07総-08総-09総-10

総-12

総-11

総-13

総-14

食料生産地域再生のための先端技術展開事業 総-16

総-17

総-20

総-18総-19

総-21総-22総-23

総-24

農-01農-02農-03農-04農-05農-06農-07農-08農-09

農-10農-11農-12農-13農-14農-15農-16農-17農-18農-19

農-20農-21農-22農-23農-24農-25農-26農-27農-28農-29農-30農-31農-32

農-33農-34農-35農-36農-37農-38農-39農-40農-41農-42農-43農-44

エ-01エ-02エ-03エ-04エ-05エ-06エ-07エ-08

水-01

総-05総-15

食-13

食-23

1DAY-A1DAY-B1DAY-C1DAY-D

20A DNA鑑定学会

20B 山形県農業総合研究センター

21A 宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター

21B 生産現場の夢トーク2019
～地域の生産現場に眠る
　「ビジネスのタマゴ」とは？～

22A 京都府立大学

22B 産学連携学会

1DAYゾーン

小間No. 出展者名 ページ
農業ゾーン

農01 スマート農業実証プロジェクト P.26
農02 国産花きの国際競争力強化のための技術開発 P.26
農03 東京都農林総合研究センター／花活布プロジェクト P.26
農04（国）山梨大学 P.27

農05 新たな農業機械ビジネスを支えます�～農業競争力強化支援法の農業機械分野の相談会～ P.27

農06（一社）環境農業資材協議会 P.27
農07 北海道曹達（株） P.27
農08（国研）国際農研（国際農林水産業研究センター）P.27
農09 栃木県（農業試験場／畜産酪農研究センター）P.27
農10（独）国際協力機構（JICA） P.28
農11（国）岡山大学農学部 P.28
農12（特非）元氣農業開発機構 P.28
農13 奈良県農業研究開発センター P.28
農14（公）横浜市立大学 P.28
農15（株）相馬光学 P.28

農16（学）法政大学�生命科学部�応用植物科学科�植物病抵抗性学研究室 P.29

農17 茨城県農業総合センター P.29
農18（国）千葉大学 P.29
農19 岡山県農林水産総合センター P.29
農20（同）ウイット東京 P.29
農21（国）三重大学地域イノベーション推進機構 P.29
農22（学）高崎健康福祉大学農学部 P.30
農23「見える化」技術開発グループ P.30
農24（国研）理化学研究所バイオリソース研究センター P.30
農25（一社）日本シニア起業支援機構 P.30
農26 世界農業遺産・日本農業遺産 P.30

農27 農業界と経済界の連携による生産性向上モデル農業確立実証事業 P.30

農28（公）大阪府立大学植物工場研究センター P.31
農29（公）滋賀県立大学 P.31
農30 千葉県農林総合研究センター P.31

農31 日本産高級果実の超高品質世界展開技術開発プラットフォーム P.31

農32 球根類ネット栽培開発委員会��代表機関�富山県花卉球根農業協同組合 P.31

農33 SDGsに貢献する新たな植物保護技術研究開発プラットフォーム P.31

農34（公財）農村更生協会 P.32
農35（国）山形大学農学部生産機械研究室 P.32
農36（公）岩手県立大学 P.32
農37（国）島根大学生物資源科学部施設園芸学研究室 P.32

農38
３次元形状センサを活用する群落光合成推定・
生育制御コンソーシアム�（イノベーション創出
研究強化事業29011B）

P.32

農39 ユビキタス環境制御システム研究会 P.32
農40 大森ヘルスケア（株） P.33
農41 PUiP�大学知財群活用プラットフォーム P.33
農42 東京バイオテクノロジー専門学校 P.33
農43 サナテックシード（株） P.33
農44（国）宇都宮大学農学部 P.33

林業ゾーン
林01（国研）森林研究・整備機構�森林総合研究所 P.34
林02 林業イノベーションの推進に向けた研究・技術開発 P.34

水産ゾーン
水01（国研）水産研究・教育機構 P.34
水02（公）熊本県立大学 P.35

水03（公）大阪府立大学【養殖場における高密度・高頻度自動水質計測船の研究開発】 P.35

水04（国）東京海洋大学 P.35

水05（国）愛媛大学大学院理工学研究科応用情報工学コース P.35

水06（国）岩手大学三陸水産研究センター P.35

畜産ゾーン
畜01 次世代型家畜生産技術の研究開発プラットフォーム P.36
畜02（株）オオツキ P.36

畜03 ICTを活用した畜産生産システム研究開発プラットフォーム�伊藤忠飼料（株） P.36

畜04（国）宮崎大学 P.36
畜05 酪農サイレージ調製作業ロボット化コンソーシアム P.36

畜06 糖鎖ナノバイオコンソーシアム�（（株）スディックスバイオテック） P.37

畜07 周年親子放牧コンソーシアム�（代表機関：農研機構畜産研究部門） P.37

畜08（国）鹿児島大学 P.37

小間No. 出展者名 ページ
食品ゾーン

食01（国）岩手大学公衆衛生学研究室 P.37

食02 イサダ高付加価値化コンソーシアム��（代表機関：（公財）岩手生物工学研究センター） P.38

食03
（国）佐賀大学／佐世保工業高等専門学校／
（学）岡山理科大学�／（地独）大阪府立環境農
林水産総合研究所

P.38

食04（学）東京都市大学　視覚メディア研究室�／�高分子・バイオ化学研究室 P.38

食05（地独）北海道立総合研究機構 P.38

食06 ナス高機能化コンソーシアム�（代表機関：（国）信州大学農学部中村研究室） P.38

食07（学）新潟薬科大学 P.38

食08
（公）大阪府立大学（【米と海藻をターゲットとし
たアグリビジネス創出の試み】�【イネ種子のγ-
オリザノール含量を規定する因子の解析】）

P.39

食09（学）東京農業大学生物産業学部 P.39
食10 健康生活素材（株） P.39

食11
食・農チーム鹿児島�大隅加工技術研究センター
／農業開発総合センター�／工業技術センター
／水産技術開発センター

P.39

食12（公）長崎県立大学 P.39
食13（国）新潟大学地域連携フードサイエンスセンター P.39

小間No. 出展者名 ページ

食14 米および米加工食品におけるイノベーション創出を目指す研究開発プラットフォーム P.40

食15 全国食品関係試験研究場所長会 P.40
食16（学）皇學館大学産学連携日本酒プロジェクト P.40
食17（国）弘前大学 P.40
食18（国）佐賀大学 P.40

食19 農林水産省と一緒に安全な農畜水産物の安定供給のための研究に取り組みませんか？ P.40

食20

「知」の集積と活用の場�健-12�健康長寿食品
研究開発プラットフォーム／�（一社）健康長寿
実現推進機構／埼玉大麦食品普及・食のモデ
ル地域実行協議会

P.41

食21（学）龍谷大学 P.41

食22 米粉の可能性�～米の特徴を活かした新たな米粉利用の紹介～ P.41

食23（国研）産業技術総合研究所 P.41
食24（国）島根大学6次産業化イノベーションチーム P.41
食25 旭川食品産業支援センター P.42
食26（国）信州大学農学部 P.42
食27（国）茨城大学農学部 P.42
食28（学）東京薬科大学産学官共同研究推進センター P.42
食29（独）農林水産消費安全技術センター P.42
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エネルギー・環境ゾーンエネルギー・環境ゾーン木質外被研究開発
プラットフォーム NSIC

石川県立大学生物
資源環境学部環境科学科

名城大学

アドバンスドバイオカーボン
コンソーシアム

農学研センターナノアグリ・フォーカス・
コンソーシアム

環境調和型農業生物資材
コンソーシアム

農林水産
消費安全

技術センター

農林水産省と一緒に安全な農畜水産物の
安定供給のための研究に取り組みませんか？

日本大学産官学連携
知財センター

長崎県立大学

島根大学6次産業化イノベーションチーム

健康生活素材

茨城大学
農学部

九州大学大学院
農学研究院

秋田県立大学 広島大学 龍谷大学

全国食品関係
試験研究場
所長会

大阪電気通信大学
ラズベリープロジェクト

皇學館大学
産学連携
日本酒
プロジェクト

大阪府立大学
（【米と海藻をターゲットとしたアグリビジネス創出の試み】

【イネ種子のγ-オリザノール含量を規定する因子の解析】）

雪国まいたけ
／中部大学

イサダ高付加価値化コンソーシアム
（代表機関：岩手生物工学研究センター）

東京薬科大学産学官共同研究推進センター

新潟薬科大学

岩手大学
三陸水産研究センター

ナス高機能化コンソーシアム
（代表機関：信州大学農学部中村研究室）

旭川食品産業
支援センター

東京農業大学
生物産業学部

佐賀大学/
佐世保工業高等専門学校/
岡山理科大学/
大阪府立環境農林水産総合研究所

佐賀大学 弘前大学

信州大学
農学部

米および米加工食品における
イノベーション創出を目指す
研究開発プラットフォーム

新潟大学
地域連携
フードサイエンス
センター

米粉の可能性
～米の特徴を活かした

新たな米粉利用の紹介～

｢知｣の集積と活用の場
健-12 健康長寿食品研究開発プラットフォーム／

健康長寿実現推進機構／
埼玉大麦食品普及・食のモデル地域実行協議会

女性農業者による取組発信
（農業女子プロジェクト）

鹿児島大学
次世代型家畜生産技術の
研究開発プラットフォーム

産業技術総合研究所

オオツキ

ICTを活用した畜産生産システム
研究開発プラットフォーム
伊藤忠飼料

岩手大学
公衆衛生学
研究室

熊本県立大学

大阪府立大学
【養殖場における高密度・
高頻度自動水質計測船の研究開発】

東京海洋大学

愛媛大学大学院
理工学研究科
応用情報工学コース

林業イノベーションの推進に
向けた研究・技術開発

農研機構（農業・食品産業技術総合研究機構）農研機構
生研支援センター

SIPスマートバイオ産業・農業基盤技術 地域産学連携コンソーシアム

岐阜大学

東京理科大学

日本弁理士会

食の未来システム創造協議会
（代表機関：三菱ケミカル）

近畿大学
中央大学理工学部 
松本研究室

群馬大学
食健康科学
教育研究
センター

琉球大学

吉備国際大学
北海道大学 ロバスト農林水産工学

国際連携研究教育拠点

山口県産業
技術センター

神奈川県

ポリテクカレッジ

「知」の集積と
活用の場の紹介

農林水産業における知的財産権・
情報データの活用と契約実務

北見工業大学

スマート農業実証プロジェクト

球根類ネット栽培開発委員会
代表機関
富山県花卉球根農業協同組合

山梨大学 東京都農林総合研究センター／
花活布プロジェクト

栃木県（農業試験場/
畜産酪農研究センター）

世界農業遺産・日本農業遺産

岡山県農林水産
総合センター

奈良県農業
研究開発センター

農業界と経済界の連携による
生産性向上モデル農業確立
実証事業

岩手県立大学

山形大学
農学部
生産機械
研究室

日本シニア起業支援機構 「見える化」
技術開発
グループ

東京バイオ
テクノロジー
専門学校

横浜市立大学

PUiP 大学知財群活用プラットフォーム

三重大学地域イノベーション推進機構

千葉大学 岡山大学
農学部

高崎健康福祉大学農学部
法政大学 生命科学部 
応用植物科学科 植物病抵抗性学研究室

ウイット東京

相馬光学茨城県農業
総合センター

SDGsに貢献する
新たな植物保護技術
研究開発プラットフォーム

国際協力機構
（JICA）

農村更生協会

大阪府立大学植物工場研究センター

滋賀県立大学

島根大学
生物資源科学部
施設園芸学研究室

千葉県農林
総合研究センター

国際農研
（国際農林水産業研究センター）

3次元形状センサを活用する
群落光合成推定・生育制御コンソーシアム

（イノベーション創出研究強化事業29011B）

大森ヘルスケア

北海道曹達

ユビキタス環境
制御システム研究会

環境農業
資材協議会

元氣農業
開発機構

国産花きの国際競争力強化のための技術開発新たな農業機械ビジネスを支えます
～農業競争力強化支援法の農業機械分野の相談会～

高知大学

北海道立
総合研究機構

理化学研究所
バイオリソース研究センター

農林水産・食品産業技術振興協会 
（略称 JATAFF）

周年親子放牧コンソーシアム
（代表機関：農研機構畜産研究部門）

糖鎖ナノバイオ
コンソーシアム

（スディックス
バイオテック）

食・農チーム鹿児島 
大隅加工技術研究センター／

農業開発総合センター／
工業技術センター／

水産技術開発センター

酪農サイレージ
調製作業ロボット化
コンソーシアム

宮崎大学 森林研究・整備機構
森林総合研究所

東京都市大学
視覚メディア研究室／
高分子・バイオ化学研究室

三重大学
大学院
生物資源学
研究科

日本産高級果実の超高品質世界展開
技術開発プラットフォーム

宇都宮大学
農学部

サナテック
シード

水産研究・教育機構

福島県拠点 岩手県拠点 宮城県拠点及び中核拠点
農業分野

水産物の高付加価値化
のための水産加工業

社会実装促進業務委託事業
水産業分野

ウニの効率的駆除及び有効利用

林-01林-02畜-01畜-02畜-03畜-04畜-05畜-06畜-07畜-08水-02水-03水-04水-05水-06食-01食-02食-03

食-18食-19 食-04食-05食-06食-07食-08食-09食-10食-11食-12食-14食-15食-16食-17

食-20食-21食-22食-24食-25食-26食-27食-28食-29食-30食-31食-32食-33食-34食-35食-36

総-01総-02総-03総-04総-06総-07総-08総-09総-10

総-12

総-11

総-13

総-14

食料生産地域再生のための先端技術展開事業 総-16

総-17

総-20

総-18総-19

総-21総-22総-23

総-24

農-01農-02農-03農-04農-05農-06農-07農-08農-09

農-10農-11農-12農-13農-14農-15農-16農-17農-18農-19

農-20農-21農-22農-23農-24農-25農-26農-27農-28農-29農-30農-31農-32

農-33農-34農-35農-36農-37農-38農-39農-40農-41農-42農-43農-44

エ-01エ-02エ-03エ-04エ-05エ-06エ-07エ-08

水-01

総-05総-15

食-13

食-23

1DAY-A1DAY-B1DAY-C1DAY-D

20A DNA鑑定学会

20B 山形県農業総合研究センター

21A 宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター

21B 生産現場の夢トーク2019
～地域の生産現場に眠る
　「ビジネスのタマゴ」とは？～

22A 京都府立大学

22B 産学連携学会

1DAYゾーン

展示会案内図・出展者一覧〈小間番号順〉

2  Agribusiness Creation Fair 2019



メインステージ

INFORMATION

表彰受賞者と
受賞事例の紹介

1DAYゾーン
コーディネーター
カウンター

コーディネーター
カウンター

セミナールームA

セミナールームBセミナールームC

メインステージ

休憩
スペース
休憩
スペース

登録受付

畜産ゾーン

水産ゾーン

食品ゾーン

総合ゾーン

林業ゾーン

農業ゾーン

エネルギー・環境ゾーンエネルギー・環境ゾーン木質外被研究開発
プラットフォーム NSIC

石川県立大学生物
資源環境学部環境科学科

名城大学

アドバンスドバイオカーボン
コンソーシアム

農学研センターナノアグリ・フォーカス・
コンソーシアム

環境調和型農業生物資材
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消費安全
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農林水産省と一緒に安全な農畜水産物の
安定供給のための研究に取り組みませんか？

日本大学産官学連携
知財センター
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島根大学6次産業化イノベーションチーム

健康生活素材

茨城大学
農学部

九州大学大学院
農学研究院

秋田県立大学 広島大学 龍谷大学

全国食品関係
試験研究場
所長会

大阪電気通信大学
ラズベリープロジェクト

皇學館大学
産学連携
日本酒
プロジェクト

大阪府立大学
（【米と海藻をターゲットとしたアグリビジネス創出の試み】

【イネ種子のγ-オリザノール含量を規定する因子の解析】）

雪国まいたけ
／中部大学

イサダ高付加価値化コンソーシアム
（代表機関：岩手生物工学研究センター）

東京薬科大学産学官共同研究推進センター

新潟薬科大学

岩手大学
三陸水産研究センター
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東京農業大学
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～米の特徴を活かした

新たな米粉利用の紹介～

｢知｣の集積と活用の場
健-12 健康長寿食品研究開発プラットフォーム／

健康長寿実現推進機構／
埼玉大麦食品普及・食のモデル地域実行協議会

女性農業者による取組発信
（農業女子プロジェクト）

鹿児島大学
次世代型家畜生産技術の
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産業技術総合研究所
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ICTを活用した畜産生産システム
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世界農業遺産・日本農業遺産
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研究開発センター

農業界と経済界の連携による
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東京バイオ
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専門学校

横浜市立大学

PUiP 大学知財群活用プラットフォーム

三重大学地域イノベーション推進機構

千葉大学 岡山大学
農学部

高崎健康福祉大学農学部
法政大学 生命科学部 
応用植物科学科 植物病抵抗性学研究室

ウイット東京

相馬光学茨城県農業
総合センター

SDGsに貢献する
新たな植物保護技術
研究開発プラットフォーム

国際協力機構
（JICA）

農村更生協会

大阪府立大学植物工場研究センター

滋賀県立大学

島根大学
生物資源科学部
施設園芸学研究室

千葉県農林
総合研究センター

国際農研
（国際農林水産業研究センター）

3次元形状センサを活用する
群落光合成推定・生育制御コンソーシアム

（イノベーション創出研究強化事業29011B）

大森ヘルスケア

北海道曹達

ユビキタス環境
制御システム研究会

環境農業
資材協議会

元氣農業
開発機構

国産花きの国際競争力強化のための技術開発新たな農業機械ビジネスを支えます
～農業競争力強化支援法の農業機械分野の相談会～

高知大学

北海道立
総合研究機構

理化学研究所
バイオリソース研究センター

農林水産・食品産業技術振興協会 
（略称 JATAFF）

周年親子放牧コンソーシアム
（代表機関：農研機構畜産研究部門）

糖鎖ナノバイオ
コンソーシアム

（スディックス
バイオテック）

食・農チーム鹿児島 
大隅加工技術研究センター／

農業開発総合センター／
工業技術センター／

水産技術開発センター

酪農サイレージ
調製作業ロボット化
コンソーシアム

宮崎大学 森林研究・整備機構
森林総合研究所

東京都市大学
視覚メディア研究室／
高分子・バイオ化学研究室

三重大学
大学院
生物資源学
研究科

日本産高級果実の超高品質世界展開
技術開発プラットフォーム

宇都宮大学
農学部

サナテック
シード

水産研究・教育機構

福島県拠点 岩手県拠点 宮城県拠点及び中核拠点
農業分野

水産物の高付加価値化
のための水産加工業

社会実装促進業務委託事業
水産業分野

ウニの効率的駆除及び有効利用

林-01林-02畜-01畜-02畜-03畜-04畜-05畜-06畜-07畜-08水-02水-03水-04水-05水-06食-01食-02食-03

食-18食-19 食-04食-05食-06食-07食-08食-09食-10食-11食-12食-14食-15食-16食-17

食-20食-21食-22食-24食-25食-26食-27食-28食-29食-30食-31食-32食-33食-34食-35食-36

総-01総-02総-03総-04総-06総-07総-08総-09総-10

総-12

総-11

総-13

総-14

食料生産地域再生のための先端技術展開事業 総-16

総-17

総-20

総-18総-19

総-21総-22総-23

総-24

農-01農-02農-03農-04農-05農-06農-07農-08農-09

農-10農-11農-12農-13農-14農-15農-16農-17農-18農-19

農-20農-21農-22農-23農-24農-25農-26農-27農-28農-29農-30農-31農-32

農-33農-34農-35農-36農-37農-38農-39農-40農-41農-42農-43農-44

エ-01エ-02エ-03エ-04エ-05エ-06エ-07エ-08

水-01

総-05総-15

食-13

食-23

1DAY-A1DAY-B1DAY-C1DAY-D

20A DNA鑑定学会

20B 山形県農業総合研究センター

21A 宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター

21B 生産現場の夢トーク2019
～地域の生産現場に眠る
　「ビジネスのタマゴ」とは？～

22A 京都府立大学

22B 産学連携学会

1DAYゾーン

小間No. 出展者名 ページ
食30 女性農業者による取組発信（農業女子プロジェクト）P.42
食31（国）広島大学 P.43
食32（国）九州大学大学院農学研究院 P.43
食33（公）秋田県立大学 P.43
食34（学）大阪電気通信大学ラズベリープロジェクト P.43
食35（株）雪国まいたけ／（学）中部大学 P.43
食36（学）日本大学産官学連携知財センター P.43

エネルギー・環境ゾーン
エ01 NSIC（株） P.44
エ02（株）農学研センター P.44
エ03（学）名城大学 P.44
エ04（公）石川県立大学生物資源環境学部環境科学科 P.44
エ05 木質外被研究開発プラットフォーム P.44
エ06 アドバンスドバイオカーボンコンソーシアム P.45
エ07 ナノアグリ・フォーカス・コンソーシアム P.45
エ08 環境調和型農業生物資材コンソーシアム P.45

小間No. 出展者名 ページ
総合ゾーン

総01（学）中央大学理工学部�松本研究室 P.45
総02（学）近畿大学 P.46
総03（国）三重大学大学院生物資源学研究科 P.46
総04 日本弁理士会 P.46

総05 農研機構（（国研）農業・食品産業技術総合研究機構） P.46

総06（公社）農林水産・食品産業技術振興協会��（略称�JATAFF） P.46

総07 地域産学連携コンソーシアム P.46
総08 ＳＩＰスマートバイオ産業・農業基盤技術 P.47
総09 神奈川県 P.47
総10（国）群馬大学食健康科学教育研究センター P.47
総11（地独）山口県産業技術センター P.47
総12（国）琉球大学 P.47

総13 農林水産業における知的財産権・情報データの活用と契約実務 P.47

総14 ポリテクカレッジ P.48
総15（国研）農研機構�生研支援センター P.48
総16 食料生産地域再生のための先端技術展開事業 P.48
総17（学）東京理科大学 P.48

小間No. 出展者名 ページ
総18（国）高知大学 P.48

総19 食の未来システム創造協議会�（代表機関：三菱ケミカル（株）） P.48

総20（学）吉備国際大学 P.49
総21（国）北見工業大学 P.49
総22（国）岐阜大学 P.49

総23（国）北海道大学�ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点 P.49

総24「知」の集積と活用の場の紹介 P.49

1-DAYゾーン
20A （特非）DNA鑑定学会 P.50
20B 山形県農業総合研究センター P.50
21A （国）宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター P.50

21B 生産現場の夢トーク2019～地域の生産現場
に眠る「ビジネスのタマゴ」とは？～ P.50

22A （公）京都府立大学 P.50
22B （特非）産学連携学会 P.51
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コーディネーターカウンタースケジュール
10：00～12：00 佐藤龍太郎 岡井　仁志 荻本　賢治 中山　一郎

11月20日（水） 12：00～14：00 梶谷　浩一 武田　　穣 田中　一郎 淡田　和宏

14：00～17：00 石脇　尚武 浅野　行蔵 田村　吉史 川名　祥史

10：00～12：00 岡井　仁志 梶谷　浩一 田中　一郎 田村　吉史

11月21日（木） 12：00～14：00 中山　博導 田谷　省三 宮森　博康 川名　祥史

14：00～17：00 羽藤　公一 武田　　穣 浅野　行蔵 小倉里江子

10：00～12：00 八戸三千男 中山　博導 小倉里江子

11月22日（金） 12：00～14：00 石脇　尚武 小巻　克巳 荻本　賢治 宮森　博康

14：00～17：00 佐藤龍太郎 小巻　克巳 淡田　和宏 中山　一郎

※一部シフトが変更になる場合もあります。ご了承ください。	 （敬称略）

農林水産・食品産業技術振興協会
（JATAFF）

佐藤 龍太郎
産学連携事業部長・農林
水産省産学連携支援コー
ディネーター

地　　域：全国
活動分野：全般

農林水産・食品産業技術振興協会
（JATAFF）

石脇 尚武
理事・産学連携事業部��
事業推進部長・農林水産
省産学連携支援コーディ
ネーター

地　　域：全国
活動分野：全般

農林水産・食品産業技術振興協会
（JATAFF）

羽藤 公一
産学連携事業部�主任調査
役・農林水産省産学連携
支援コーディネーター

地　　域：全国
活動分野：食品化学

農林水産・食品産業技術振興協会
（JATAFF）

浅野 行蔵
産学連携事業部�主任調査
役・農林水産省産学連携
支援コーディネーター
地　　域：全国
活動分野：発酵食品、微生物およ

び酵素技術、HACC
健康機能性素材

NPO法人グリーンテクノバンク

八戸 三千男
専務理事・農林水産省産学連携支援コー
ディネーター

地　　域：北海道
活動分野：畑作、作物育種

東北地域農林水産・食品ハイテク研究会

小巻 克巳
農林水産省産学連携支援コーディネー
ター

地　　域：東北
活動分野：作物育種、遺伝

資源利用

NPO法人�
東海地域生物系先端技術研究会

中山 博導
農林水産省産学連携支援
コーディネーター

地　　域：東海
活動分野：食品加工開発 ･

保蔵技術､ 品質
管理､ 食品衛生

NPO法人近畿アグリハイテク

岡井 仁志
理事・事務局長・農林水産省産学連携�
支援コーディネーター

地　　域：近畿
活動分野：作物学・農業・普

及・GAP指導

NPO法人�
中国四国農林水産・食品先進技術研究会
（中四国アグリテック）

梶谷 浩一
農林水産省産学連携支援
コーディネーター

地　　域：中国四国
活動分野：環境、競争的資金、

産学連携

九州バイオリサーチネット

田谷 省三
農林水産省産学連携支援コーディネー
ター

地　　域：九州
活動分野：作物全般

静岡大学

武田 　穣
研究戦略室　特任教授

地　　域：東海、中四国、
北海道

活動分野：産学連携、地域
連携

北海道曹達㈱

宮森 博康
顧問

地　　域：北海道
活動分野：産学連携、環境・

エネルギー、食
品加工

コーディネーターによるマッチングについて

お 気 軽 に コ ー デ ィ ネ ー タ ー カ ウ ン タ ー ま で ご 相 談 く だ さ い 。
会場内のコーディネーターカウンターでは、コーディネーターが常駐し、皆様のご要望を踏まえた出展機関の紹介や、
具体的な技術相談等を通じ、出展者と来場者とのマッチングを支援いたします。皆様のマッチングのきっかけ作りを
全力でお手伝いいたしますので、積極的にご相談ください。

アグリビジネス創出フェアでは、ご来場の皆様のご要望に合わせて農林水産分野で活動実績のあるコーディネーターグルー
プがマッチングをサポートします。
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SUIKAコンサルティング事務所

荻本 賢治
代表

地　　域：全国
活動分野：食品分野・ダイエ

タリーサプリメン
ト分野・飼料分野

ニュウテックス�ラボ

田中 一郎
代表　獣医学博士

地　　域：北海道、関東
活動分野：商品開発、販路

開拓

（地独）北海道立総合研究機構�中央農業
試験場

田村 吉史
加工利用部�部長

地　　域：北海道
活動分野：食品加工・醸造

㈱リバネス

川名 祥史
研究開発事業部　部長

地　　域：東京
活動分野：スマート農業・植

物工場・植物バイ
オテクノロジー

全国森林組合連合会�組織部

淡田 和宏
組織部担当部長

地　　域：東京
活動分野：林業

日本水産㈱

中山 一郎
中央研究所�理学博士（養殖R&D�アド
バイザー）�
（水産研究・教育機構��
中央水研�客員研究員）

地　　域：全国
活動分野：水産

横浜バイオテクノロジー㈱

小倉 里江子
取締役研究開発部長

地　　域：横浜・東京
活動分野：植物保護剤、遺

伝子組み換え技
術

ビジネスチャンス発掘ツアー
専門分野のコーディネーターがガイド役となり、話題のテーマに沿って出展ブースを訪問します。
ツアー参加希望の方は、会場内コーディネーターカウンターまでお越しください。

11月20日
（水）

12：30～
スマート農業を実現するテクノロジー

（株）リバネス	研究開発事業部	部長　川名　祥史

13：30～
アグリ分野の研究開発はSDGsにどのように貢献できるか？

（公社）農林水産・食品産業	技術振興協会（JATAFF）	産学連携事業部長　佐藤龍太郎

14：30～
水産業は成長産業 ～最新の技術紹介～

日本水産（株）	中央研究所	養殖R&Dアドバイザー　中山　一郎

11月21日
（木）

12：30～
競争力を強化するためのスマート畜産に関する技術や情報提供

ニュウテックスラボ　田中　一郎

14：30～

チェンジ !  スマート農林水産業
（株）リバネス	研究開発事業部	部長　川名　祥史	

北海道曹達（株）	顧問　宮森　博康

特色ある地域農産物の機能性研究と加工技術
（地独）北海道立総合研究機構	中央農業試験場	加工利用部	部長　田村　吉史

11月22日
（金） 12：30～

ゲノム編集技術を踏まえた育種最前線
日本水産（株） 中央研究所	養殖R&Dアドバイザー　中山　一郎	
横浜バイオテクノロジー（株）	取締役研究開発部長　小倉里江子

注目
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イベントスケジュール
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キクイモ新系統「サンフラワーポテト」
の特性と普及状況
 佐賀大学

11:20
▼

11:35

日本酒のアミノ酸度を手軽に測れるセ
ンサ開発　東京薬科大学　産学官共同研
究推進センター

10:40
▼

10:55

アンヒドロフルクトースの食品への静菌作
用について　食・農チーム鹿児島　大隅加工
技術研究センター／農業開発総合センター／
工業技術センター／水産技術開発センター

11:00
▼

11:15

マイタケのウイルス感染症に対する有
用性
 雪国まいたけ／中部大学

11:40
▼

11:55

活動紹介と参画募集、埼玉大学特許ライセンス活用
の呼びかけ　「知」の集積と活用の場　健-12 健康長
寿食品研究開発プラットフォーム/健康長寿実現推進機
構/埼玉大麦食品普及・食のモデル地域実行協議会

12:00
▼

12:15

食用色素を活用した安全で安価な細胞
生死判定技術の紹介
 東京理科大学

11:20
▼

11:35

農耕地N₂O発生を削減し作物生産性向
上と減農薬の微生物資材
 環境調和型農業生物資材コンソーシアム

10:40
▼

10:55

スマート農業や地域振興に繋る水力・地
中熱・メタン発酵の活用　
 石川県立大学生物資源環境学部環境科学科

11:00
▼

11:15

スマート農業と知的財産
 日本弁理士会

12:00
▼

12:15

球根類ネット栽培技術の開発について～植付
から収穫まで～　球根類ネット栽培開発委員会
　代表機関　富山県花卉球根農業協同組合

13:00
▼

13:15

「農業生産システム」「害虫対策」につい
ての大学シーズのご紹介
 PUiP 大学知財群活用プラットフォーム

13:20
▼

13:35

ZEROのちからで農業革命　
 環境農業資材協議会

13:40
▼

13:55

除染後農地の地力測定ロボットの技術
開発
 「見える化」技術開発グループ

13:00
▼

13:15

3万円の自作気象観測センサで20万
円のセンサと対決した結果
 ユビキタス環境制御システム研究会

13:20
▼

13:35

You see U-sea で海況を見える化！
 愛媛大学大学院
 理工学研究科応用情報工学コース

13:40
▼

13:55

三陸産イサダを全利用した高付加価値
素材開発　イサダ高付加価値化コンソーシ
アム (代表機関：岩手生物工学研究センター)

14:20
▼

14:35

「農林水産業残さを燃料化するシステム」
と「木製サッシ」
 木質外被研究開発プラットフォーム

15:00
▼

15:15

リグニンスルホン酸を原料とする成形
可能な材料
 産業技術総合研究所

15:20
▼

15:35

天然素材の多機能性に着目したアグリ
ビジネス創出
 九州大学大学院農学研究院

15:40
▼

15:55

新規酵素による高付加価値なキシロオ
リゴ糖の生産
 産業技術総合研究所

16:00
▼

16:15

養殖場における高密度・高頻度自動水質計測
船の研究開発　大阪府立大学【養殖場におけ
る高密度・高頻度自動水質計測船の研究開発】

14:00
▼

14:15

セミナー

若者と語る「スマート農業から
描く未来」
未来デザイン＝スマート農業×若者力

作家　佐藤　 優
農林水産事務次官　末松 広行

全国農協青年組織協議会会長　今野 邦仁

12:20
▼

14:10

表彰

民間部門農林水産研究開発功
績者表彰及び若手農林水産研
究者表彰

令和元年度（第２０回）民間部
門農林水産研究開発功績者表
彰
令和元年度（第１５回）若手農
林水産研究者表彰

14:30
▼

16:30

11:00
▼

12:00

基調講演１

日本農業を変えるスマート農
業最前線
 北海道大学　農学研究院
 基盤研究部門　教授

野口 伸

セミナー
優れた品質・技術の見える化・実用化
～JAS制度の有効活用～

農林水産消費安全技術センター

12:40
▼

13:00

発表
イノベーション創出強化研究推
進事業成果発表
実需者の求める、色・香味・機能性成分に
優れた茶品種とその栽培・加工技術の
開発

農研機構　果樹茶業研究部門

活性汚泥モデルと新規窒素除去反応ア
ナモックスの利用による畜産廃水処理
技術の高度化

農研機構　畜産研究部門

高級二枚貝タイラギの養殖産業創出に
向けて

水産研究・教育機構
　瀬戸内海区水産研究所

定置網に入網したクロマグロ小型魚の
選別・放流技術の開発

東京海洋大学

窒素肥料の利用効率向上と環境負荷低
減化に向けた新世代サステイナブル硝
化抑制剤の開発

農研機構　高度解析センター

やわらかさが持続する短鎖アミロペク
チン糯米新品種「愛知糯126号」

愛知県農業総合試験場

品質・収量の高位安定化が可能なビー
ル醸造用大麦品種の開発

栃木県農業試験場

13:10
▼

16:40

セミナー
現場から全国へ発信！スマート
農業の現状と未来
スマート農業実証プロジェクトの現状と
今後 農林水産省
家族経営での北海道米生産に向けて

北海道新十津川町
発酵の里こうざきから発信する大規模
水田輪作体系のスマート農業

農事組合法人 神崎東部
統合環境制御の高度化によるピーマン
栽培体系の実証 鹿児島大学農学部
小型自律多機能ロボット「MY DONKEY®」
による新しい栽培体系 日本総合研究所
データに基づき安定的に収益をあげること
ができる 次世代農業人育成モデルの紹介

スマートアグリコンサルタンツ
赤磐スマート農業実証コンソーシアム
の取り組みについて

EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング
R&G石島輸出用米低コスト栽培実証の進捗

銀座農園
高度輪作体系（３年５作）による超低コ
スト輸出用米生産の取組

農事組合法人 巣南営農組合

10:30
▼

12:30

スマート漁業－漁業施設の運用と設計を
最適化する技術開発－　北海道大学 ロバ
スト農林水産工学国際連携研究教育拠点

11:40
▼

11:55

セミナー
農林水産省が推進する『「知」
の集積と活用の場　産学官連
携協議会』の活動と研究開発
プラットフォームの取組事例等
の紹介

農林水産省農林水産技術会議事務局
研究推進課産学連携室

14:00
▼

15:00

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30
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日本産IchigoのEU品質認証で見える果
実輸出の世界戦略　日本産高級果実の超
高品質世界展開技術開発プラットフォーム

15:40
▼

15:55

養液栽培の廃液を垂れ流しますか？電気
分解で再利用しますか？　島根大学生物
資源科学部　施設園芸学研究室

16:00
▼

16:15

柑橘類搾りかす精油を用いた接着剤の
開発
 山梨大学

16:20
▼

16:35

12:30
▼

14:00

セミナー
農業分野におけるAI/データの
利活用について

農林水産省食料産業局知的財産課/
農業関連企業/弁護士知財ネット

セミナー
福島県の魚介類を用いた新し
い水産加工技術

水産研究・教育機構
水産大学校食品科学科

水産研究・教育機構
中央水産研究所水産物応用開発研究センター

ミツイワ 事業推進部

14:30
▼

15:30

11:00
▼

12:00

基調講演2

スマート農業を実現する営農支
援事業「アグリノート」の紹介

ウォーターセル株式会社
代表取締役社長　長井 啓友

地域単位で取り組む牛白血病清浄化技
術　
 宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター

11:20
▼

11:35

AIとIoTによる養豚の自動化
 宮崎大学

10:40
▼

10:55

科学と国土を活用した生産システムの
大構造改革
 鹿児島大学

11:00
▼

11:15

食用高分子と脂質を利用したナノ/マイクロ乳
化・分散技術　東京都市大学　視覚メディア研究
室／高分子・バイオ化学研究室（機能性バイオ分子）

11:40
▼

11:55

プラズマを利用した薬剤を使用しない低ダメージ
殺菌消毒技術　佐賀大学/佐世保工業高等専門学校
/岡山理科大学/大阪府立環境農林水産総合研究所

12:00
▼

12:15

高圧殺菌工程を組込んだ日本酒醸造プ
ロセスの開発研究
 新潟薬科大学

11:20
▼

11:35

国内水稲品種の原種・種子生産の現状
と研究分野からのアプローチ
 宇都宮大学農学部

10:40
▼

10:55

米と海藻をターゲットとしたアグリビジネス創
出の試み　大阪府立大学（【米と海藻をターゲッ
トとしたアグリビジネス創出の試み】【イネ種子の
γ-オリザノール含量を規定する因子の解析】）

11:00
▼

11:15

米粉を使った蕎麦、うどん、パスタなど
を開発
 元氣農業開発機構

12:00
▼

12:15

菌床シイタケ培養袋除袋装置の開発
 ポリテクカレッジ

13:00
▼

13:15

農林・水産・畜産業における近赤外分光
の応用
 相馬光学

13:20
▼

13:35

スマート農業水利施設管理に向けて
 三重大学大学院生物資源学研究科

13:40
▼

13:55

農作物の気象リスクに素早く対応でき
る農業モデル普及システム
 岩手県立大学

13:00
▼

13:15

画像解析を利用した群落光合成量と生育量
の推定　３次元形状センサを活用する群落光
合成推定・生育制御コンソーシアム（イノベー
ション創出研究強化事業29011B）

13:20
▼

13:35

生物的・非生物的ストレス耐性植物の新
規作出方法
三重大学　地域イノベーション推進機構

13:40
▼

13:55

米タンパク質の新規生理学的機能性
米および米加工食品におけるイノベーショ
ン創出を目指す研究開発プラットフォーム

14:20
▼

14:35

（一社）健康長寿実現推進機構の活動紹介と参画募集
「知」の集積と活用の場　健-12 健康長寿食品研
究開発プラットフォーム/健康長寿実現推進機構/
埼玉大麦食品普及・食のモデル地域実行協議会

14:40
▼

14:55

栽培法によるラズベリーの果実や葉の
成分変化とその機能性
 大阪電気通信大学ラズベリープロジェクト

15:00
▼

15:15

機能性野菜ナスの誕生と可能性
ナス高機能化コンソーシアム

（代表機関：信州大学農学部中村研究室）

15:20
▼

15:35

紙を利用した簡易分析デバイスの開発とそ
の農林水産分野への応用　北海道大学 ロ
バスト 農林水産工学国際連携研究教育拠点

14:00
▼

14:15

新しい機能米「高圧加工米」の生活習慣
病予防効果
 信州大学農学部

11:40
▼

11:55

セミナー
現場から全国へ発信！スマート
農業の現状と未来
スマート農業実証プロジェクトの現状と今後
 農林水産省
スマート農業実証におけるロボット農機の
導入と利用について

京都大学大学院農学研究科
持続的営農を目指した山間部水田作地域
におけるスマート農業の実証
養父市アムナックスマート農業　実証コンソーシアム
省力化、生産性向上と牛に優しいスマート酪農システム

宇都宮大学
中山間地域における果樹栽培のスマート化

近畿大学農学部
生産管理支援サービス「AICA」～記録化の次は
見える化？いいえ、伝えた化～　サンフォーユー
中山間地域におけるキャベツ100ha経営
の実現を目指して 庄原商工会議所
SDGs未来杜市・真庭スマート農業オープ
ンラボの取り組みについて 真庭市
スマート農業で地域の活性化

農事組合法人エコファーム舟枝
多機能自動給水栓を活用した水田水管理
システムの社会実装について 積水化学工業

10:30
▼

12:30

セミナー
先端技術導入で震災地域の農業復
興へ―被災三県が連携して取組む

農研機構　東北農業研究センター

12:50
▼

13:20

セミナー
生産現場の夢トーク2019　
～地域の生産現場に眠る「ビジネスの
　タマゴ」とは？～
小玉すいか・メロンの食べごろチェッカー

埼玉県春日部農林振興センター

施肥判定キット「チッソ君」の開発
埼玉県春日部農林振興センター

なしの根圏をスキャンする
埼玉県春日部農林振興センター

埼玉県、いつでもどこでも「うまい米」
埼玉県春日部農林振興センター

土壌にたまった塩類の自動回収・再生利
用装置の開発

埼玉県春日部農林振興センター

早生たまねぎ収穫・調製作業の機械化
～たまねぎに優しい「柔らかタイプ」の
収穫機械を求めます～

千葉県長生農業事務所　改良普及課

水稲におけるスクミリンゴガイ（ジャン
ボタニシ）対策～スクミリンゴガイピッ
カーが現地を救う！～

千葉県長生農業事務所　改良普及課

かん水の見える化
千葉県農林水産部担い手支援課

専門普及指導室

家畜のわずかな変化に応じた飼育管理
を実現して活気ある畜産業を創出する！
～熟練生産者が持つ家畜の状態把握と
家畜飼育最適化ノウハウの見える化～

香川県農政水産部農業経営課

13:30
▼

16:30

発表
農林水産業における革新的技
術の開発セミナー
焼酎に適した米の品質特性及び焼酎麹
用米向け品種の栽培法について

宮崎県総合農業試験場
鹿児島県工業技術センター

原料用サツマイモの小苗栽培技術体系
農研機構 九州沖縄農業研究センター

イチゴ栽培におけるミツバチ補完ポリ
ネーターとしてのビーフライ（ヒロズキ
ンバエ）の利用

奈良県農業研究開発センター

各地域に適したリンゴ早期成園化技術
の開発と経営体における実証

農研機構 果樹茶業研究部門

日本型豚舎洗浄ロボットの開発
農研機構 農業技術革新工学研究センター

国際的養殖拠点の構築を目指した海面
養殖トラウト一貫生産技術体系の確立

福井中央魚市

露地野菜の集荷までのロボット化・自動
化による省力体系の構築

立命館大学

要求性能に応じた木材を提供するため、
国産大径材丸太の強度から建築部材の
強度を予測する技術の開発について

森林研究・整備機構 森林総合研究所

14:00
▼

17:00

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30
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セミナー
戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）

「スマートバイオ産業・農業基盤技術」
次世代バイオ産業・農業における「食」のサステナビリティ

SIPプログラムディレクター
/キリンホールディングス　小林 憲明

11:00
▼

11:30

セミナー
都市景観向上のための夏季に適した苗物花
きの特性・選定と、根圏温度制御による低コス
ト苗物・鉢物花き生産装置の解説

東京都農林水産振興財団、日本大学

14:00
▼

14:20

セミナー
農研機構セミナー

「スマート農業推進を支える農研機構の
技術開発」
農研機構の出展ハイライト 本部広報部
九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロ
ジェクトについて 本部企画戦略本部
気象予報にもとづく栽培管理をめざして －メッ
シュ農業気象データと栽培管理支援システム－

農業環境変動研究センター
明日のお米づくりのための「直播選択ドットネット」

東北農業研究センター
キツイ傾斜もおまかせ！らくらく小型草刈機 

西日本農業研究センター
農業版Society5.0を実現するスマート育種

（Breeding5.0) 次世代作物開発研究センター
秋を彩るフルーツ新品種 果樹茶業研究部門
魅惑の赤いお茶「サンルージュ」について 

果樹茶業研究部門

11:30
▼

13:00

JICAにおけるアグリビジネス海外展開
支援について
 国際協力機構（JICA）

11:20
▼

11:35

四季なり性栽培ブドウの特性と家庭果
樹としての有用性
 山梨大学

10:40
▼

10:55

野菜・果物・生花の鮮度保持包装
 日本シニア起業支援機構

11:00
▼

11:15

Internet of Plants
 高知大学

11:40
▼

11:55

オホーツク地域の第一次産業の持続的
発展に向けた取組
 北見工業大学

12:00
▼

12:15

植物由来の吸収循環型機能性ペプチドの実用化
「知」の集積と活用の場　健-12 健康長寿食品研究
開発プラットフォーム/健康長寿実現推進機構/埼玉
大麦食品普及・食のモデル地域実行協議会

11:20
▼

11:35

健12 健康長寿研究開発プラットフォームの活動紹
介と参画募集　「知」の集積と活用の場　健-12 健康
長寿食品研究開発プラットフォーム/健康長寿実現推進
機構/埼玉大麦食品普及・食のモデル地域実行協議会

10:40
▼

10:55

プロバイオティックチーズの開発
「知」の集積と活用の場　健-12 健康長寿食品研
究開発プラットフォーム/健康長寿実現推進機構/
埼玉大麦食品普及・食のモデル地域実行協議会

11:00
▼

11:15

きのこ類の機能性食品および農産物加
工による機能性食品の可能性
 健康生活素材

13:00
▼

13:15

絶大な「抗アレルギー効果」を有する
「ちしゃとう」について
 大森ヘルスケア

13:20
▼

13:35

ジビエの迅速簡便検査法の開発
 岩手大学公衆衛生学研究室

13:40
▼

13:55

小型の分離型バイオマスガス化炉の開
発
 弘前大学

14:00
▼

14:15

産学官連携日本酒プロジェクト「神都の
祈り」
 皇學館大学　産学連携日本酒プロジェクト

14:20
▼

14:35

発酵種を用いた酸味に特徴を有するパ
ン類製造技術
 北海道立総合研究機構

14:40
▼

14:55

焼畑を活かした日本の食・森・地域の再
生：生業モデル構築の研究
 滋賀県立大学

13:00
▼

13:15

農業生産におけるフィールドマネジメン
トソリューション
 山形大学農学部生産機械研究室

13:20
▼

13:35

農家圃場における収量・品質変動要因
の解析：圃場試験の方法論
 岐阜大学

13:40
▼

13:55

アワユキセンダングサ成分を活用した
環境配慮型害虫防除の可能性
 琉球大学

14:20
▼

14:35

家畜のストレス低減飼料とアニマルウェ
ルフェア飼育技術の提案　次世代型家
畜生産技術の研究開発プラットフォーム

14:40
▼

14:55

地下水などを用いた農業ハウス用温調
システムの開発
 山梨大学

15:00
▼

15:15

今、だからこそ“キトサン”
 北海道曹達

15:20
▼

15:35

オンサイト検査の技術紹介と損失防止
による経済効果　糖鎖ナノバイオコン
ソーシアム（スディックスバイオテック）

15:00
▼

15:15

新次元に突入する海藻養殖　
～ＣＯ２と流れが海藻養殖を変える～
 琉球大学

14:00
▼

14:15

ヒトの健康維持に有効なエルゴチオネインの発酵生
産への応用　「知」の集積と活用の場　健-12 健康長
寿食品研究開発プラットフォーム/健康長寿実現推進機
構/埼玉大麦食品普及・食のモデル地域実行協議会

11:40
▼

11:55

これからの介護食開発 - Live to eat
を目指して　新潟大学　地域連携フード
サイエンスセンター

12:00
▼

12:15

セミナー
現場から全国へ発信！スマート
農業の現状と未来
スマート農業実証プロジェクトの現状と今後
 農林水産省
東北日本海側1年1作地帯の大規模水稲・大
豆輪作集落営農型法人におけるスマート農
業による生産性向上の実証

農研機構 東北農業研究センター
北海道岩見沢市におけるスマート農業による
地域振興について スマートリンク北海道
大規模施設園芸の生産性を飛躍的に向上させ
るスマート技術体系の実装 大阪府立大学
施設園芸コンテンツ連携による経営一貫体系
の実証について 農研機構 野菜花き研究部門
スマート農業実証事業「阿蘇イチゴスマート
農業実証コンソ」の概要について

農研機構 九州沖縄農業研究センター
準天頂衛星みちびきに対応したドローン及
びＡＩ技術を活用したスマート営農ソリュー
ションについて ＮＴＴデータ
中山間地域での省力化や新しい品種、販路
等への挑戦にスマート農業技術を活用する

農研機構 西日本農業研究センター
ＩｏＴ技術・ロボット化技術を活用した大規模
スマート茶業一貫体系の実証

農研機構 果樹茶業研究部門
さとうきびの生育情報に基づく精密栽培管理に
よるスマート農業体系の実証 琉球大学農学部

10:30
▼

12:30

発表
イノベーション創出強化研究
推進事業成果発表
昆虫の嗅覚受容体を活用した飲食料品
に混入するカビ臭検出技術の確立

東京大学

飛ばないナミテントウの施設利用を促
進し露地利用へと拡張する代替餌シス
テムの開発

農研機構　中央農業研究センター

天敵利用を基軸とした新しい果樹ハダ
ニ管理～〈w天〉防除体系のご紹介～

農研機構　果樹茶業研究部門

画期的機能を持つ野菜の接ぎ木システ
ムの実用化と接ぎ木効率を向上させる
接ぎ木接着剤の開発

名古屋大学

純ジャポニカ米なのにパラパラ食感「あ
きたぱらり」デビュー

秋田県立大学

突然変異を活用した生産環境と消費者
ニーズに優位な食用きのこ新品種の開
発－北海道特産きのこタモギタケ新品
種の開発－

北海道立総合研究機構

13:00
▼

16:00

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

セミナールームCセミナールームBセミナールームAメインステージ22日
金



基調講演1� 11月 20日（水）　11:00  12:00｜メインステージ

日本農業を変えるスマート農業最前線
北海道大学 農学研究院 基盤研究部門 教授

野口 伸 氏
　「スマート農業」に対して大きな期待が寄せられています。ロボット、IoT、ビッ
グデータ、AIを活用する�スマート農業を導入すると、農業がどのように変わるのか、
そして今その技術の到達点と解決すべき�課題はなにかを解説します。内閣府戦略的
イノベーション創造プログラム（SIP）では2014年度からの第1期、2018年度か
らの第2期によってスマート農業技術の開発と社会実装が加速しています。この最
先端技術に基づく地域の活性化には民間企業、農業団体、自治体の連携、そして農
地や情報通信などの環境整備も重要で、その事例紹介も�します。

基調講演2� 11月 21日（木）　11:00  12:00｜メインステージ

スマート農業を実現する営農支援事業�
「アグリノート」の紹介
ウォーターセル株式会社�代表取締役社長

長井 啓友 氏
　営農活動を支援する事業「アグリノート」を行うきっかけとなった農業生産者との
出会いの話や、現在、新潟市農業国家戦略特区で取り組んでいる、スマート農機や
農業用ドローン、人工衛星、農業センサーを活用した最先端スマート農業の事例を
紹介。

基　調　講　演

講演者等紹介
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セミナー1� 11月 20日（水）　12:20  14:10｜メインステージ

若者と語る「スマート農業から描く未来」
未来デザイン = スマート農業×若者力
作家　佐藤 優 氏
農林水産事務次官　末松 広行 氏
全国農協青年組織協議会会長　今野 邦仁 氏
　農業生産現場では、担い手の減少・高齢化等により労働力不足が深刻化しており、ICT等先端技術を活用した作業の省力化や
熟練農業者の技術の継承が課題となっています。
　これらの課題について「スマート農業」は、解決する一つの手段であり、地域経済の活性化や地方創生に寄与する技術革新とし
て期待されています。
　そこで、今後の生産現場と技術をつなぐ中間人材の育成を念頭に、新技術と親和性が高くかつ農業に関心のある大学生や有識
者を交え、「スマート農業から描く農業・農村の未来」をテーマにトークセッション等を開催します。

セミナー2� 11月 20日（水）　14:00  15:00｜セミナールームB

農林水産省が推進する『「知」の集積と活用の場　産学官連携協議会』の活動と�
研究開発プラットフォームの取組事例等の紹介
農林水産省農林水産技術会議事務局研究推進課産学連携室�産学連携担当専門官　佐藤 拓也 氏
農林水産省農林水産技術会議事務局研究推進課産学連携室�研究専門官　小林 正幸 氏
　我が国の農林水産・食品産業の競争力を強化し、成長産業化を推進するためには、農林水産・
食品分野に他分野のアイディア・技術等を導入し、新たな商品化・事業化に結びつけていくこと
が必要です。このため、農林水産省では、多様な主体のマッチングの場として、『「知」の集積と活
用の場』を推進しています。セミナーでは、『「知」の集積と活用の場』の仕組みや活動、支援策等に
ついてご紹介します。

セミナー3� 11月 20日（水）　10:30  12:30｜セミナールームC

現場から全国へ発信！スマート農業の現状と未来　
スマート農業実証プロジェクトの現状と今後
農林水産省�大臣官房政策課�技術政策室　助川 洋平 氏
　農林水産省が令和元年からスタートさせた「スマート農業実証プロジェクト」について概要を紹介するととも
に、なぜ今スマート農業なのか、このプロジェクトを推進し、どのような農業の未来を目指しているのかについ
て説明をします。さらに、来年１月から公募予定の令和２年度のスマート農業実証プロジェクトについてもお話
しします。

家族経営での北海道米生産に向けて
北海道新十津川町�産業振興課農林畜産グループ主査　政所 正人 氏
　新十津川町は北海道内有数の良食味米産地として知られ、毎年「ゆめぴりか」「ななつぼし」を3,500ha作付け
しております。本町の経営は家族経営中心で平均15haの作付けであり、将来30haまでの規模拡大が予想され
ております。この大規模化や労働力不足に対応するため、若い担い手や女性も活躍できるスマート農業を導入し、
持続可能な新十津川モデルの技術体系を「オール新十津川」で取り組んでおります。

発酵の里こうざきから発信する大規模水田輪作体系のスマート農業
農事組合法人�神崎東部�理事�　石橋 一博 氏
　千葉県神崎町で水稲・麦・大豆の輪作体系を営む（農）神崎東部では、規模拡大による作業時間の増大、作業者
の技術ムラ、収量の向上が課題となっている。そこで、将来的に100ha超の大規模水田経営を目指し、ロボッ
トトラクターやほ場管理システム等を導入し一貫したスマート農業技術体系の実証に取り組んでいる。コメ生産
コストを現状から１割削減（9,600円/60kg）することを目標に、水稲収量の１割増加と総労働時間の９％削減
を実証する。

末松�広行 今野�邦仁佐藤�優

佐藤�拓也 小林�正幸

セ　ミ　ナ　ー

講演者等紹介
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統合環境制御の高度化によるピーマン栽培体系の実証
鹿児島大学農学部�准教授　神田 英司 氏
　従来の強化型ビニールハウスに統合環境制御装置を導入して既存農家でもスマート農業が可能なことを示す。
ピーマン施設栽培において、統合環境制御装置によるハウス内環境の計測と自動制御、光合成促進装置の導入、
日射量に基づくかん水の自動化、極細霧による飽差管理を実施し、栽培期間中の光合成能力を最大に発揮できる
環境を維持することで単収増および品質向上を図る。環境制御の自動化、遠隔監視による見回り軽減も行う。

小型自律多機能ロボット「MY�DONKEY®」による新しい栽培体系
（株）日本総合研究所�創発戦略センター�コンサルタント　今泉 翔一朗 氏
　小型自律多機能ロボット「MY	DONKEY®」を用いた実証内容について発表します。
　「小型自律多機能ロボットを用いたスマート農業実証コンソーシアム」は、栃木県茂木町の美土里農園をはじめ
とする生産者と、なすを対象として実証を行っています。
　MY	DONKEY®や各種センサーを活用して、中山間地域における栽培面積拡大やノウハウ共有に資する栽培体
系の検討内容について発表します。

データに基づき安定的に収益をあげることができる�
次世代農業人育成モデルの紹介
スマートアグリコンサルタンツ（同）�執行役員　橋本 亜友樹 氏
　「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」（農林水産技術会議）の次世代農業人育成コンソーシアムでは、
長野県内で実績のある有限会社トップリバーの情報蓄積・活用および新規就農者育成ノウハウのモデル化に取り
組んでいます。講演では下記の内容について紹介させていただきます。
・農業経営に必要な各種データを蓄積するツール
・蓄積されたデータを生産者や経営者・管理者が営農の各場面で有効に利活用できるモデル
・実際にツールを活用した課題の見える化、改善に向けた取り組み事例のご紹介

赤磐スマート農業実証コンソーシアムの取り組みについて
EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング（株）�Strategic�Impact�Unit�Senior�Manager　齊藤 三希子 氏
　昨今、ICT/IoT、ロボット等の導入により、栽培最適化、作業の自動化・省力化等、生産性向上に寄与するスマー
ト農業が推進されている。一方、農地の4割を占める中山間地域は未整備圃場が多く、スマート農業の実現が難
しい。本事業は、中山間地の分散した集積圃場を対象とし、品質向上及び省力化を実現する“最適スマート農業
モデル”を構築することにより、生産者の収益向上・経営安定化を目指している。その概要をご紹介する。

R&G石島輸出用米低コスト栽培実証の進捗
銀座農園（株）�代表取締役　飯村 一樹 氏
　主食用米の国内需要が年々減少する中、普通作農家経営の安定化を図るため、新たな販路を海外に求める重要
性が高まっています。
　また、今後更なる輸出拡大のためには、多収品種の安定した低コスト栽培モデルの構築が喫緊の課題となって
おり、農作業の最適化や収量の増加が求められています。
　これらの課題に対して、本実証プロジェクトにおける我々の取り組みについてご報告いたします。

高度輪作体系（3年5作）による超低コスト輸出用米生産の取組
農事組合法人�巣南営農組合�理事　江尾 泰之 氏
　従来の2年3作（主食用米－麦－大豆）の輪作体系から土地利用率を究極まで高めた3年5作体系（輸出用米（移
植）－麦－輸出用米（移植）－輸出用米（V溝直播）－麦）の高度な輪作体系を、ロボットトラクタ、ドローン、アグ
リロボコンバインといったスマート農業機械を活用し、構築することで、超低コスト輸出用米の生産を目指して
います。
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セミナー4� 11月 20日（水）　12:40  13:00｜セミナールームC

優れた品質・技術の見える化・実用化
～JAS制度の有効活用～

（独）農林水産消費安全技術センター 規格検査部 商品調査課 課長　村田 和宏 氏
　JAS制度は、フードチェーンに携わるあらゆる方にご活用いただけます。
　商品、技術、取組の規格化は、市場の創出・拡大、業界のレベルアップ、さらには自社製品のブランディング
にも有効です。
　本セミナーでは、こうしたJASの活用アイデアについて事例を含めて紹介するとともに、新たな規格を必要と
する事業者、研究者の皆様からJASをご提案いただく際の手続を説明します。

セミナー5� 11月 21日（木）　12:30  14:00｜メインステージ

農業分野におけるAI/データの利活用について
農林水産省食料産業局知的財産課 知的財産課長　尾﨑 道 氏
サンファーム・オオヤマ（有） 取締役　大山 寛 氏

（株）オプティム ディレクター ビジネス統括本部 本部長　休坂 健志 氏
桜坂法律事務所 弁護士　林 いづみ 氏
　近年、ビッグデータやAIを活用して、より生産性の高い農業を推進
する取り組みが進展しています。しかし、農業データの提供・利用に
関するルールが存在しないことや、ノウハウ技術の流出への懸念などが、利活用に際しての足かせになっています。農林水産省
では、「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」（平成30年12月）につづき、現在、農業分野におけるAIの利用に関する契
約ガイドラインについての検討を進めています。このセッションでは、生産者やシステム開発者の生の声をご紹介し、今後の可
能性と課題について議論を深めたいと思います。

セミナー6� 11月 21日（木）　14:30  15:30｜メインステージ

福島県の魚介類を用いた新しい水産加工技術
（国研）水産研究・教育機構 水産大学校食品科学科 教授　前田 俊道 氏
（国研）水産研究・教育機構 
中央水産研究所水産物応用開発研究センター 流通加工グループ 主任研究員　村田 裕子 氏
ミツイワ（株） 事業推進部 部長　本多 隆史 氏
　福島県水産加工業の販路の拡大や、生産技術基盤の再建・強化のため、水産物の
付加価値向上を目的に、地域の代表魚種であるヒラメや低・未利用資源であるカナ
ガシラやアカモクの有効利用を可能とする先端的な加工処理・生産流通に関する技術を紹介します。具体的には、3Dフードプ
リント技術による魚肉すり身からの食品製造技術、福島県産のカナガシラ、ヒラメ、ホッキ貝、アカモク等を原料とした食品製造、
ならびに市場調査とICTについて紹介します。

セミナー7� 11月 21日（木）　10:30  12:30｜セミナールームC

現場から全国へ発信！スマート農業の現状と未来
スマート農業実証プロジェクトの現状と今後
農林水産省 大臣官房政策課 技術政策室　助川 洋平 氏
　農林水産省が令和元年からスタートさせた「スマート農業実証プロジェクト」について概要を紹介するととも
に、なぜ今スマート農業なのか、このプロジェクトを推進し、どのような農業の未来を目指しているのかについ
て説明をします。さらに、来年１月から公募予定の令和２年度のスマート農業実証プロジェクトについてもお話
しします。

大山 寛 休坂 健志 林 いづみ尾﨑 道

村田 裕子 本多 隆史前田 俊道

講演者等紹介
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スマート農業実証におけるロボット農機の導入と利用について
京都大学大学院農学研究科�教授　飯田 訓久 氏
　2019年４月から農林水産省「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト（研究期間２年）」に参画し、水田作
（中山間地）のための実証試験を福井県小浜市 （株）若狭の恵で取り組んでいる。本報告では、２つに実証地で導
入したロボット農機や既存農機の作業性や課題について報告する。

持続的営農を目指した山間部水田作地域におけるスマート農業の実証
養父市アムナックスマート農業実証コンソーシアム�実証代表者

養父市産業環境部長�兼�国家戦略特区・地方創生担当部長　鶴田 晋也 氏
　実証地の養父市能座地区は、平均勾配1/9、法面の傾斜が40度以上とまさに山間部の農地です。高低差のある
ほ場では多くの労働時間が必要で、農業経験の浅い従業員２名では管理が十分行き届かないことから、収量・品質
が向上せず、これ以上の農地の受入が困難な状況でした。本実証では、経営管理システム・スマート農機の導入に
より、生産者の経営課題を解決し、山間部水田作地域の目指すべき持続可能な経営モデルの確立を目指します。

省力化、生産性向上と牛に優しいスマート酪農システム
宇都宮大学�教授　池口 厚男 氏
　高度な環境制御が実施でき、夏季の乳量も増加する次世代閉鎖型LPCV（Low	Profile	Cross	Ventilation）	
搾乳牛舎システムを基盤とし、ロボット、自動装置、クラウド等のICTを導入したスマート酪農システムの構築
を実施している。本システムのコンセプトと具体的な導入技術の紹介をする。また、期待される成果やアニマル
ウェルフェアにつうじる牛へのストレス軽減等について概説する。

中山間地域における果樹栽培のスマート化
近畿大学農学部�教授　松野 裕 氏
　「奈良から発信する柿生産スマート化コンソーシアム」では、現在、中山間地域である奈良県五条吉野の特産品
である柿を対象として、次世代を見据えた高性能機械を利用した生産活動の省力化と効率化の実証、およびIoT
やAIの導入による高度な生産管理や品質向上を可能とするシステムの開発を試みています。本講演では、その取
り組みの内容を紹介します。

生産管理支援サービス「AICA」
～記録化の次は見える化？　いいえ、伝えた化～
（株）サンフォーユー�代表取締役　木村 修 氏
　「AICA」は生産者が日々入力した農作業記録をもとに、次に行うべき作業をAIが判定し提案する。これにより
経験が浅い現場担当者でも管理者の指示を仰ぐ必要がなくなり、作業効率向上や管理者の負担軽減につながりま
す。
　また過去の作業実績と気象情報をもとに積算温度、収穫可能時期、収穫量の予測を行い、提示します。
　作業時間の開始～終了を計測する機能を使用する事で、担当者の作業時間の把握、AppleWatchによるヘルス
ケア情報の取得など、労務管理にもお役立て頂けます。

中山間地域におけるキャベツ100ha経営の実現を目指して
庄原商工会議所�コーディネーター　仲 正人 氏
　中国山地中央の広島県庄原市に立地する㈱vegetaは標高0～800mに分散する約600筆の大小の圃場でキャ
ベツ栽培を行っている。本コンソーシアムでは、中山間地域における「キャベツ大規模経営モデル」となるため、
AI提案型の経営管理システムと各種スマート農業技術の連結により、「マネージャー不要のフラット組織」による
100ha規模の効率経営を実証し、地域に新たな農業経営の形を提案します。

SDGs未来杜市・真庭スマート農業オープンラボの取り組みについて
真庭市�産業観光部�部長　新田 直人 氏
　中山間地域の集落営農組織は、条件不利圃場を含めた農地集積による作業効率が低下するという課題を抱えて
います。このような課題を解決するために水稲一貫体系に係るスマート農機を導入し、実証を行っています。目標
は、労働時間の26％削減と収量13％向上です。またスマート農機の稼働率を向上させる農機シェアリングも実証
しています。地域の高校生など若者も実証に参加しており、次世代人材の育成も行っています。
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スマート農業で地域の活性化
農事組合法人エコファーム舟枝（福井県）�理事長　瀬戸川 善一 氏
　	農業は瑞穂の国日本の原風景で、農業の大切さは良く理解されています。しかし、経済的には工業等に劣るた
め、若者には見向きもされず、農業従事者の高齢化、後継者不在等による農業、農村地域の崩壊が容易に想像で
きるようになりました。これを防ぐため、ICTを取り入れた「スマート農業を」実践し、経済的に成り立つ新しい
令和時代の農業＝食品製造産業としての農業を確立すれば、農業の継続は可能と考えています。スマート農業を
取り入れた農業法人、そこには若者も女性も高齢者も元気に働いています。

多機能自動給水栓を活用した水田水管理システムの社会実装について
積水化学工業（株）�環境・ライフラインカンパニー�総合研究所�部長　田中 正 氏
　水田水管理省力化システム　多機能型自動給水栓「水まわりくん」は、水田用給水栓「エアダスバルブ」の上部に設
置する制御装置で、「エアダスバルブ」の自動開閉を可能にする製品である。特長として、スケジュール管理、セン
サー管理およびそれぞれの組合わせによる管理機能を有している。これにより、給水栓の開閉のために水田に行く
回数を減らすことができるなど、大幅な水管理作業の省力化を実現することができる。加えて、適切な水管理によ
る米の品質向上効果や収穫量の増加、掛け流し防止による節水効果などを期待することができる。

セミナー8� 11月 21日（木）　12:50  13:20｜セミナールームC

先端技術導入で震災地域の農業復興へ－被災三県が連携して取組む
農研機構�東北農業研究センター�生産環境研究領域長　新良 力也 氏
　私たちは、東日本大震災後の食料生産地域再生を目指して、復興庁および農林水産省の予算を受けて先端技術
展開事業を実施しています。大震災翌年平成24年度から29年度まで、先端的な農林水産技術を駆使した大規模
な実証研究を実施し、30年度からは、実証研究の成果を基に技術体系の社会実装を促進する事業を行っています。
対象農産物は、水稲、野菜、果樹、花、畜産の多方面にわたっています。先端技術成果を地域に広く普及させる
べく実施している事業活動を紹介します。

セミナー9� 11月 21日（木）　13:30  16:30｜セミナールームC

生産現場の夢トーク2019
～地域の生産現場に眠る「ビジネスのタマゴ」とは？～
小玉すいか・メロンの食べごろチェッカー
埼玉県春日部農林振興センター�農業支援部�技師　寺下 柚子 氏
　担当地域の松伏町では地域特産物として小玉すいかやメロンの導入を検討しています。
　品質の平準化を図る上で収穫時期の判断は重要なポイントですが、栽培経験のない農家がほとんどで、品質の
平準化を図ることが難しい現状にあります。
　例えば小玉すいかでは、収穫適期の判定にあたり、受粉後日数、巻きひげの枯れ具合、葉色や葉の枯れ具合、
果実を叩いた音の変化等、種々の判断方法が紹介されているところですが、決め手を欠いています。
　経験の浅い生産者でも判断を誤ることなく収穫できる、非破壊糖度計のような収穫適期判定機器の開発を望んでいます。

施肥判定キット「チッソ君」の開発
埼玉県春日部農林振興センター�農業支援部�技師　小山 藍 氏
　担当地域では、こまつなが周年で栽培されています。こまつなの生育を左右する重要な肥料成分は窒素ですが、
過不足に応じた施肥はほとんど行われておらず、過剰施肥や窒素不足による発芽不良、生育抑制が生じています。
　そこで、適切な窒素施用を可能にする、センサーを作付前の土壌に挿入するだけで硝酸態窒素レベルを感知し、
施肥の要否を判定できる機器の開発を望みます。機器は以下の３点を備えていることを希望します。
①スマートフォンに接続できること
②データを記録できること
③音声で施肥の要否を伝えられること

講演者等紹介
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なしの根圏をスキャンする
埼玉県春日部農林振興センター�農業支援部�技師　鈴木 栄美子 氏
　埼玉県の梨園では樹の高齢化が進んでいます。また、農業機械の走行により土壌表面から25㎝程度は根が入り
にくくなり、物理的な土壌改良が必要となっています。
　生育を向上させるため土壌改良を進めているところですが、農業機械で根を傷つけ、生育が悪くなってしまった
経験から、取組が中々進まない状況です。
　そこで、CTやMRIなどで人体の内部を把握するように、地下部の根圏を可視化する技術があれば、より効果的
な施肥部位を特定でき、生産向上につながると考えます。
　連携して取り組んでいただける民間企業や研究機関のご協力をお願いします。

埼玉県、いつでもどこでも「うまい米」
埼玉県春日部農林振興センター�農業支援部�技術普及担当課長　吉川 晶 氏
　埼玉県では良食味品種「彩のきずな」を育成し、良食味栽培指針による指導を行っています。
　しかし水田地域や畑地域のみならず都市近郊、中山間地等を有する本県では、水系、土質等の自然条件、早植栽
培から麦後栽培までの作期、基盤整備や水利条件等、ほ場毎の環境が多岐にわたり、画一的指導による「うまい米
づくり」が困難な状況です。
　そこで、①一粒毎に食味で選別できれば栽培条件によらず食味により規格化でき、②多彩なほ場条件に合わせた
「良食味米栽培方法提案ソフト」があれば、様々な条件下のほ場で適格な栽培方法を選定できると考えています。

土壌にたまった塩類の自動回収・再生利用装置の開発
埼玉県春日部農林振興センター�農業支援部担当部長　畠山 修一 氏
　担当地域は都市化が進んでいるものの、こまつなやえだまめのハウス栽培が大変盛んな地域です。しかし、ハウ
ス内の土壌には塩類が集積し、根が損傷を受け、生育抑制や土壌病害及びセンチュウによる被害が顕著になってい
ます。
　塩類集積の対策として古くから湛水除塩が行われていますが、都市化が進んだ地域では地下水汚染等の懸念も
あり、同じ手法が使えず対策に苦慮しています。
　土壌に溜まった塩類を何らかの形で回収し、貴重な資源として有効活用できるよう液肥または培土のような形で
再利用する装置を開発できる民間企業等からご協力いただきたい。

早生たまねぎ収穫・調製作業の機械化
～たまねぎに優しい「柔らかタイプ」の収穫機械を求めます～
千葉県長生農業事務所�改良普及課�普及指導員　宍倉 悠太 氏
　千葉県長生地域は「早生たまねぎ」産地として、生産拡大やブランド化に取組んでいます。
　機械化が遅れていた産地でしたが、育苗・定植作業は機械化が進んでいます。収穫・調製作業についても機械
化を検討していますが、砂質土壌でのマルチ栽培（４条・５条）であることと、水分が多く柔らかい早生たまねぎを
機械で収穫すると傷がついてしまうことから機械化は進んでいません。
　収穫・調製作業は規模拡大を妨げる要因であり、長生地域の早生たまねぎに適した収穫・調製機械体系が確立
されれば、消費者に喜ばれる早生たまねぎの増産が期待できると考えます。

水稲におけるスクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）対策
～スクミリンゴガイピッカーが現地を救う！～
千葉県長生農業事務所�改良普及課�普及指導員　小宮 良美 氏
　千葉県では九十九里地域を中心にスクミリンゴガイが発生し、田植直後の苗が食害され被害が生じています。
（2014年　発生面積7,900ha）
　現地では冬期の耕うんや農薬による防除等を農家が個別に行い、用水路の掃除や卵の駆除等は集落で取り組ん
でいますが、被害は拡大傾向にあります。
　そこで、水田に侵入・越冬したスクミリンゴガイを“効果的に集めて駆除する”“自動で拾い上げ駆除する（小型ピッ
カーまたはクラッシャー）”“卵塊を検知して駆除する”ことができる機械の開発・実証が期待されます。
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かん水の見える化
千葉県農林水産部担い手支援課�専門普及指導室�主任上席普及指導員　武田 雄介 氏
　管理作業である「かん水」は、時間の多寡で把握している程度で、量として把握している事例は多くありません。
一方、施設園芸では環境測定器の導入により、ハウス内環境の「見える化」が進み、環境データをもとに温度管理や
炭酸ガス施用等の栽培管理の改善が図られています。同様にかん水作業も、かん水時間や回数、かん水量が記録され、
かつスマートフォン等で確認できる機器があれば、より高度な管理作業ができると期待されます。

家畜のわずかな変化に応じた飼育管理を実現して活気ある畜産業を創出する！
～熟練生産者が持つ家畜の状態把握と家畜飼育最適化ノウハウの見える化～
香川県農政水産部農業経営課�主席専門指導員　谷原 礼諭 氏
　家畜の変化に応じた飼育管理を行うことによって、家畜も人も活気に満ちた畜産業を創出したい！このような夢
の実現方法を提案します。
　上手に家畜を飼うためには、ものを言わない家畜の24時間365日のわずかな変化を察知して適切な対応を行う
ことが必要です。しかし、このノウハウはそれを身につけている熟練者にとってもうまく説明ができない暗黙知と
なっています。
　この暗黙知を誰でも理解できるノウハウに変換することによって、家畜の状態把握とそれに応じた最適な飼育管
理が行える熟練従事者を増やして活気ある畜産業の創出を目指します！

セミナー10� 11月 22日（金）　11:00  11:30｜メインステージ

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
「スマートバイオ産業・農業基盤技術」
次世代バイオ産業・農業における「食」のサステナビリティ
SIPプログラムディレクター／キリンホールディングス（株）�取締役常務執行役員　小林 憲明 氏
　持続可能な社会の実現に向け、バイオとデジタルの融合および多様で膨大なデータの利活用等による、スマー
トフードシステムの構築、食の多様化と新たな価値創出、生物機能を活用したものづくりを通じ、「食」のサステ
ナビリティの実現を目指します。

セミナー11� 11月 22日（金）　11:30  13:00｜メインステージ

農研機構セミナー
「スマート農業推進を支える農研機構の技術開発」
農研機構の出展ハイライト
農研機構�本部広報部�広報戦略室長　柚山 義人 氏
　農研機構は、Society5.0の早期実現を目指し、スマート農業研究を加速させています。農研機構セミナーでは、
出展の中から「スマート農業推進を支える農研機構の技術」を中心に注目頂きたいコンテンツをとりあげて紹介し
ます。ここでは、出展内容をハイライトするとともに、共同研究・実用化・普及を目指すビジネスマッチングを
呼びかけます。

九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクトについて
農研機構�企画戦略本部研究推進部研究推進総括課�セグメント第３チーム長　岡留 博司 氏
　農研機構は、九州沖縄経済圏の高い生産力と立地条件を生かして、付加価値の高い農畜産物や加工品の市場展
開やアジアへの輸出拡大を図るため、「九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト」を立ち上げました。
本プロジェクトでは、農研機構、民間企業、公設試、大学等が連携して、育種から生産、加工、流通、輸出まで
のスマートフードチェーンの事業化につながる研究開発を推進し、九州沖縄経済圏の農業・食品産業の成長産業
化、地方創生に貢献いたします。

講演者等紹介
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気象予報にもとづく栽培管理をめざして
－メッシュ農業気象データと栽培管理支援システム－
農研機構�農業環境変動研究センター�気候変動対応研究領域�温暖化適応策ユニット長　中川 博視 氏
　気象情報をもっと身近に農業に役立てていただくための取り組みを行っています。そのために、農研機構では
約1km×1kmの空間解像度で予報を含む様々な気象データを届ける「メッシュ農業気象データシステム」を開発
し、気象データを活用した水稲、小麦、大豆の栽培管理支援情報を提供する「栽培管理支援システム」を構築して
きました。それらの取り組み状況や、気象データの農業利用を促進し、栽培管理支援情報を社会実装するための
道筋について紹介します。

明日のお米づくりのための「直播選択ドットネット」
農研機構�東北農業研究センター�生産基盤研究領域�農業経営グループ長　笹原 和哉 氏
　水稲直播について気になる。でも自分の環境ではどれが良いか、マニュアル等を見ても選べない方が多いので
はないでしょうか。農研機構東北農業研究センターでは、「プラウ耕グレーンドリル乾田直播」「Ｖ溝乾田直播」「カ
ルパー湛水直播」「鉄コーティング湛水直播」「べんモリ湛水直播」「無コーティング直播」の６種類の水稲直播技
術のうちどの方法が比較的妥当か、タイトルのサイトで質問に答えるとお伝えします。各生産者に自分に適切な
水稲直播を選び、成功してもらいたい。ご回答者には東北ではどれがどこで妥当と勧めたかが分かる地図をお送
りします。

キツイ傾斜もおまかせ！らくらく小型草刈機�
農研機構�西日本農業研究センター�営農生産体系研究領域�機械作業・情報グループ�任期付研究員　菊地 麗 氏
　様々なタイプのリモコン式草刈機が市販化されていますが、中山間地域にみられる傾斜角度45度を超えるよ
うな急傾斜法面に対応した機種は少なく、価格も非常に高価となります。これらの多くは、本体質量が100～
300kg程度で農道が比較的狭い中山間地域では畦畔法面へアクセスできない場合も想定されます。そこで、農
研機構西農研では急傾斜法面に特化した誘導式小型草刈機を開発しました。開発機について、機体コンセプト、
開発状況、試験の様子を紹介します。開発機は、10kg程度で持ち運べ、50度程度の法面にも対応する安価な機
械です。

農業版Society5.0を実現するスマート育種（Breeding5.0）
農研機構・次世代作物開発研究センター・基盤研究領域・育種法開発ユニット長　米丸 淳一 氏
　育種は作物生産の増収および安定化に寄与し社会を豊かにしてきましたが、今後、より大きく不安定となる環
境変動および社会変容に対応したニーズを迅速に満たすためには、さらに効率的かつ迅速な育種が求められます。
そこで、来たるべき社会「農業版Society5.0」を実現するための育種（Breeding	5.0）として、過去に取得され
た情報も含めた大量の育種関連データ（育種ビッグデータ）と様々な次世代型育種技術を利用した“スマート育種”
研究について、農研機構の取り組みを中心に紹介します。

秋を彩るフルーツ新品種
農研機構�果樹茶業研究部門�品種育成研究領域長　別所 英男 氏
　農研機構では消費者の皆様に喜んで頂けるフルーツをお届けするため、さまざまな品目で新品種開発に取り組
んでいます。外観が良くて美味しいのはもちろんのこと、最近では、「シャインマスカット」のように皮ごと食べ
られるブドウや、「ぽろたん」のように切れ目を入れて加熱すると渋皮まで剥けるクリなど食べやすさも重要に
なっています。また、最近では生ジュースやケーキなど加工・業務用にも利用可能なフルーツの需要が高まって
います。そこで、秋に出回るフルーツの中で、「シャインマスカット」や「ぽろたん」など、お薦めの新品種をご紹
介します。

魅惑の赤いお茶「サンルージュ」について
農研機構�果樹茶業研究部門�枕崎研究調整監　根角 厚司 氏
　赤い新芽と機能性に着目して育成されたわが国初の茶品種は、燦々と輝く太陽の下で、情熱的な赤色の新芽を
出すことから「サンルージュ」と命名されました。赤色の正体アントシアニンは果実エキス、酢、炭酸などで酸性
にするとピンク色に変化します。また、抗眼精疲労、メタボ抑制、食後の血糖値上昇抑制など、機能性に関する
研究成果も報告され、高機能性茶としての期待も高まっています。子宝と健康長寿の島として知られる徳之島（鹿
児島県奄美地域）において新たな産地つくりも開始された、いま最もホットで魅惑的な茶品種です。

アグリビジネス創出フェア 2019  17



セミナー12� 11月 22日（金）　14:00  14:20｜メインステージ

都市景観向上のための夏季に適した苗物花きの特性・選定と、
根圏温度制御による低コスト苗物・鉢物花き生産装置の解説
（公財）東京都農林水産振興財団�東京都農林総合研究センター�主任研究員　岡澤 立夫 氏
日本大学生物資源科学部�教授　窪田 聡 氏
　地球温暖化の進行に伴い、夏季の高温対策は喫緊の課題となっています。オリンピック・パラ
リンピックでも必要とされる夏季の都市景観の向上のために、夏季の生育に適した苗物花きの特
性を解説し、それに基づいて選定した適性品目を紹介します。また、花きの生産においては、冬
季の暖房コストの削減も大きな課題です。高温対策と暖房コストの削減を1台の装置で実現する
ために開発した根域環境制御装置（N.RECS）について、温度制御性能と省エネルギー性、適応品
目の生育改善について解説します。

セミナー13� 11月 22日（金）　10:30  12:30｜セミナールームC

現場から全国へ発信！スマート農業の現状と未来
スマート農業実証プロジェクトの現状と今後
農林水産省�大臣官房政策課�技術政策室　助川 洋平 氏
　農林水産省が令和元年からスタートさせた「スマート農業実証プロジェクト」について概要を紹介するととも
に、なぜ今スマート農業なのか、このプロジェクトを推進し、どのような農業の未来を目指しているのかについ
て説明をします。さらに、来年１月から公募予定の令和２年度のスマート農業実証プロジェクトについてもお話
しします。

東北日本海側1年1作地帯の大規模水稲・大豆輪作集落営農型法人における�
スマート農業による生産性向上の実証
農研機構�東北農業研究センター�水田作グループ長　白土 宏之 氏
　秋田県で水稲・大豆の輪作中心に283haの営農を行っている（農）たねっこで実証している以下のようなスマー
ト農業体系を紹介する。①稲作では、可変基肥とトラクタの自動操舵、高密度播種苗、直進田植機による省力・
安定多収栽培、②大豆作では、データに基づく土壌水分管理と、トラクタ･乗用管理機の自動操舵による省力・
安定多収栽培、③法面管理では、リモコン草刈機による高能率除草。

北海道岩見沢市におけるスマート農業による地域振興について
（株）スマートリンク北海道�常務取締役　小林 伸行 氏
　岩見沢市では、H25年に設立された「いわみざわ地域ICT（GNSS等）利活用研究会を中心として、産学官民が連
携したスマート農業技術の導入による生産コスト減、収量・品質向上に加え、機械共有による作業スケジュールの
変更等、多岐に渡る取組を行っている。スマート農業においては、通信環境も重要となり、これに対し、岩見沢市
は自身が構築した地域LTE網も活用の上、郊外地区の生活利便性向上についても歩調を合わせている。本講演では、
スマート農業加速化実証事業の内容に加え、岩見沢市での取組事例についても説明を行う。

大規模施設園芸の生産性を飛躍的に向上させるスマート技術体系の実装
（公）大阪府立大学�特認准教授　大山 克己 氏
　本コンソーシアムでは、パプリカを周年栽培している愛彩ファーム九重（大分県玖珠郡九重町、3ha）において、
生産管理支援システムと無人搬送システムとを導入し、生産性（＝売上／費用）を15％高めることを目指してい
る。生産管理支援システムの導入では、施設内の様々な作業のスマート化が図れると期待される。また、無人搬
送システムの導入では、収穫物などの搬送の自動化による労力の軽減が見込まれている。

岡澤�立夫 窪田�聡
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施設園芸コンテンツ連携による経営一貫体系の実証について
農研機構野菜花き研究部門�上級研究員　礒﨑 真英 氏
　今年度からトマト生産に必要な栽培環境、生体情報、労務管理、販売等を可視化し、収量増やコスト削減を	
実現するクラウドコンテンツによるスマート農業実証に取り組みます。参画機関は、農研機構（実証代表者）、	
（株）誠和（進行管理役）、（株）トマトパーク、（株）ケー・シー・エス、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー（株）、
（株）デルフィージャパン、（株）トマティーナ、（株）東馬場農園、日本デルモンテアグリ（株）の9機関です。

スマート農業実証事業「阿蘇イチゴスマート農業実証コンソ」の�
概要について
農研機構九州沖縄農業研究センター園芸研究領域�イチゴ育種グループ�グループ長　曽根 一純 氏
　JA阿蘇管内のイチゴ中・大規模営経営体において、圃場内環境情報および作物生育情報を活用した局所適時
環境調節技術による省エネ多収安定生産の実現と、共同選果施設での自動選別・パック詰めロボットを用いた	
出荷調製作業の省力化、高品質化、各種データの可視化技術を活用したスマート農業技術による省力型一貫作業
体系を構築し、それら導入技術の省力、省エネ、多収、高品質化に関する効果を検証する。

準天頂衛星みちびきに対応したドローン及びAI技術を活用した�
スマート営農ソリューションについて
（株）NTTデータ�課長　内田 真之 氏
　SDGｓの実現にむけ、「就農人口の減少」と「地球温暖化に伴う気候変動」という日本の農業における課題を解決
することを使命として、準天頂衛星「みちびき」に対応したドローンをはじめ、専門家の知見をAIに凝縮した「スマー
ト生育診断」「スマート病害虫診断」、圃場の状況が一目で把握できる「水位センサー」などの技術を組み合わせ、	
スマート農業技術体系の確率にむけた実証状況についてご紹介するもの。

中山間地域での省力化や新しい品種、販路等への挑戦に�
スマート農業技術を活用する
農研機構�西日本農業研究センター�営農生産体系研究領域�機械作業・情報グループ�グループ長　奥野 林太郎 氏
　中山間地域でも、担い手への農地の集積が進んできているが、農地が傾斜地に立地し、圃場は狭く、畦畔の割合
が大きく、農地の集積が作業の効率化に結び付きにくい。当コンソーシアムでは、リモコン草刈機およびその運用
技術等による畦畔管理作業の軽減と、土壌情報や収穫物の品質情報を作業中に収集できるスマート農業技術を活
用して、水稲の新品種導入や新販路開拓へ機動的に対応する技術を目指し、実証に取り組んでいる。

IoT技術・ロボット化技術を活用した大規模スマート茶業一貫体系の実証
農研機構�果樹茶業研究部門�茶業研究監　角川 修 氏
　日本でも最大規模の茶業経営体において、多目的スマート灌漑装置（スプリンクラー）及びロボット茶園管理機、
ラジコン草刈機を導入する実証試験を行っています。また、茶園環境情報、作業管理情報、製茶施設における	
生葉荷受け情報、品質情報、製品管理情報等の一元化と、これらのデータから生産コストや収益性等の情報を	
抽出する「経営の見える化」の実証を行い、品質と収量の最適化により、経営体の収益アップを目指しています。

さとうきびの生育情報に基づく精密栽培管理による�
スマート農業体系の実証
琉球大学農学部�教授　川満 芳信 氏
　「さとうきびの島：南大東島」の大規模農業生産法人において実施しているスマート農業技術の開発と実証に
ついて紹介する。内容は、さとうきびの生育・環境情報に基づいて、①GNSS自動操縦による植付けから収穫、	
株出管理までの一貫した精密・超省力栽培、②ドローンやIoTセンサーネットによる高度ICT農業による収益性向
上、③希少な水資源を有効活用する精密潅水による増収およびGNSSインフラの基本性能の技術開発と実証活動
である。
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� 11月 22日（金）　13:00  16:00｜セミナールームC
� 11月 20日（水）　13:10  16:40｜セミナールームC

イノベーション創出強化研究推進事業成果発表
11月20日（水）

実需者の求める、色・香味・機能性成分に優れた茶品種とその栽培・加工技術の開発
農研機構�果樹茶業研究部門�茶業研究領域�上級研究員　吉田 克志 氏
　現在、リーフ茶の消費が低迷する中で、抹茶や機能性茶飲料の需要は増えており、お茶のニーズの多様化が進
んでいます。本事業では、抹茶・粉末茶や健康機能性等、多様な実需に対応できる４品種とその栽培・加工技術
を開発しました。今回、農研機構が開発した抹茶・粉末茶向け品種「せいめい」の特徴と栽培・加工技術の研究成
果を中心に、機能性品種「MK5601」、香り品種「きよか」、宮崎県育成の緑茶品種「暖心37」の研究成果を紹介し
ます。これらの新品種と新技術は、日本茶業の活性化に貢献が期待されます。

活性汚泥モデルと新規窒素除去反応アナモックスの利用による�
畜産廃水処理技術の高度化
農研機構�畜産研究部門�畜産環境研究領域�上級研究員　和木 美代子 氏
　家畜ふん尿に由来する窒素は、河川等の窒素汚染の原因の一つとなっています。そのため、畜産廃水処理にお
いて、畜産農家に導入しやすい窒素除去技術の開発が求められています。本課題では、“活性汚泥モデル”を用いて、
畜産廃水の活性汚泥処理施設の窒素除去を考慮した運転方法について明らかにしました。さらに、活性汚泥処理
のみで十分な窒素が除去できない場合に対応するため、新規窒素除去反応を行うアナモックス菌の利用について
も検討しました。

高級二枚貝タイラギの先端的養殖産業創出に向けて
（国研）�水産研究・教育機構�瀬戸内海区水産研究所�海産無脊椎動物研究センター�貝類グループ長　兼松 正衛 氏
　タイラギは、ホタテガイと並び大型の貝柱が特徴的な美味しい二枚貝ですが、天然資源は枯渇寸前で、国産の
ものはなかなか食べることが出来ません。水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所では、これまで困難であっ
た人工種苗生産技術を開発し、養殖技術の開発に取り組んで来ました。その結果、人工種苗を用いた完全養殖サ
イクルによるタイラギ養殖技術がほぼ完成しつつあります。希少なタイラギを、輸入に頼らず安全・安心な国産
貝の養殖で供給できるようにすることが私達の夢であり、是非、収益性の高い新たな養殖産業の創出に向けたご
協力を期待しています。

定置網に入網したクロマグロ小型魚の選別・放流技術の開発
東京海洋大学�学術研究院�海洋生物資源学部門�准教授　秋山 清二 氏
　クロマグロの資源量は歴史的最低水準にあり、早急な資源回復が求められています。このため、我が国では体
重30kg未満の小型魚の漁獲が厳しく制限されています。一方、我が国の沿岸には多数の定置網が設置されてい
ます。定置網には多種多様な生物が混在して入網しますが、クロマグロ小型魚の漁獲量が制限に達すると、たと
え他の魚が獲れていたとしても、操業を停止せざるを得ない状況に陥ってしまいます。そこで本研究では、定置
網に入網した多種多様な生物の中から、クロマグロ小型魚を生きた状態で選別し、健全な状態で網外へ放流する
技術を開発しました。

窒素肥料の利用効率向上と環境負荷低減化に向けた�
新世代サステイナブル硝化抑制剤の開発
農研機構�高度解析センター�センター長　山崎 俊正 氏
　窒素肥料は農作物の安定的な生産や品質の維持向上に必要不可欠です。しかしながら、施肥窒素の約50％は、
土壌中の硝化菌により水系汚染の原因となる硝酸性窒素や強力な温室効果を持つ一酸化二窒素に変換されて浪費
されています。本研究では、窒素肥料の損失防止と環境負荷低減化の両立を目指し、標的硝化菌酵素（アンモニア
酸化細菌のヒドロキシルアミン酸化還元酵素HAO）の立体構造情報と土壌メタゲノム情報に基づいて、土壌に棲
息する多様な硝化菌に効果のある広スペクトラムHAO標的型硝化抑制剤の開発に世界に先駆けて取り組みました。

発　表

講演者等紹介
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やわらかさが持続する短鎖アミロペクチン糯米新品種「愛知糯126号」
愛知県農業総合試験場�山間農業研究所�主任研究員　吉田 朋史 氏
　愛知県と国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が共同で開発した「愛知糯126号」は、アミロペク
チンの糖鎖が短鎖化した糯米新品種です。アミロペクチンの短鎖化により、餅のやわらかさが持続し、餅以外の
加工品でも和菓子、おこわ、パンなどでやわらかさ保持性の特長を活かした商品開発が期待できます。糯品種と
しては多収で、画期的な加工特性を持つ「愛知糯126号」の栽培特性と加工特性を紹介します。

品質・収量の高位安定化が可能なビール醸造用大麦品種の開発
栃木県農業試験場�部長補佐兼麦類研究室長　加藤 常夫 氏
　低リポキシゲナーゼ特性を有する「サチホゴールデン」準同質遺伝子系統の新品種「ニューサチホゴールデン」
と、被害粒の発生が少なく多収で国内全てのオオムギ縞萎縮ウイルス系統に抵抗性を有する新品種「はるさやか」
を育成しました。両品種の高品質安定多収栽培法を確立してマニュアル化し、普及推進に役立てました。実需者
による評価試験を通して、「ニューサチホゴールデン」の低リポキシゲナーゼ特性がビールの香味安定に大きく貢
献すること、「はるさやか」の製麦特性が標準の「サチホゴールデン」とほぼ同等であることを明らかにしました。

11月22日（金）

昆虫の嗅覚受容体を活用した飲食料品に混入するカビ臭検出技術の確立
東京大学�先端科学技術研究センター�助教　光野 秀文 氏
　安心・安全な飲食料品の確保のために、ごく微量の異臭を現場で簡便に検出する技術が求められています。我々
は、昆虫の優れた嗅覚機能に着目して、高感度に対象の匂い物質を検出する技術の開発を進めています。本課題
では、昆虫の嗅覚受容体を用いて、カビ臭成分であるジェオスミンを検出して蛍光応答を示す細胞系統を開発し
ました。また、この細胞系統を小型蛍光計測器と組み合わせることで、水源ダム湖畔でのジェオスミン検出に成
功しました。今後、飲食料品を対象とした実証試験、計測器の製造方法・販路の確立を通して、安心・安全な食
の実現に貢献します。

飛ばないナミテントウの施設利用を促進し露地利用へと拡張する�
代替餌システムの開発
農研機構�中央農業研究センター�上級研究員　世古 智一 氏
　飛ばないナミテントウは重要害虫アブラムシの防除に有効な天敵であり、施設野菜用の生物農薬として販売さ
れています。今後施設野菜において広く普及し、露地野菜でも実用化されることにより、安全・安心な農産物の
提供や化学農薬散布にかかる生産者の作業負担の軽減等への貢献が期待されます。本講演では、飛ばないナミテ
ントウの定着を増強し、放飼頭数を減らしても十分な防除効果が得られる代替餌システムの開発、代替餌資材の
実用化、代替餌システムを導入したIPM体系の構築等について取り組んだ成果について報告します。

天敵利用を基軸とした新しい果樹ハダニ管理～＜ｗ天＞防除体系のご紹介～
農研機構�果樹茶業研究部門生産・流通研究領域虫害ユニット�上級研究員　外山 晶敏 氏
　＜ｗ天＞防除体系は環境にやさしい持続的な果樹のハダニ管理技術です。ハダニは化学合成農薬（殺ダニ剤）に
対する抵抗性の発達が早く、化学農薬頼みの現在の防除には限界があります。また、果実輸出の推進においては、
相手国の残留農薬基準値に配慮した農薬の使用が求められ殺ダニ剤の使用が制限されます。そこで、“果樹園に
自然に生息する土着天敵”と“製剤化された天敵”の夫々の長所を最大限に活かすことをコンセプトに、ハダニの
有力な天敵であるカブリダニの活用を基軸とする、殺ダニ剤への依存を大きく減らしたIPM体系を確立しました。

画期的機能を持つ野菜の接ぎ木システムの実用化と�
接ぎ木効率を向上させる接ぎ木接着剤の開発
名古屋大学大学院生命農学研究科�准教授　白武 勝裕 氏
　『接ぎ木』は果樹や果菜の栽培に欠かすことができない、日本で発展した世界に誇る農業技術です。私たちは接
ぎ木を科学することで、画期的な接ぎ木技術の開発を進めました。その一つが［トマトを高糖度化し、低温障害
を回避する接ぎ木システム］で、高糖度化台木を用いることで、特別な栽培管理を必要とせずに、トマトの糖度
を2度程度上昇させることに成功しました。もう一つが、あらゆる植物に接ぎ木できる驚異的なタバコ属植物の
接ぎ木能力に着目した［接ぎ木活着を向上させる接ぎ木接着剤の開発］です。今回の発表ではこれらの技術開発に
ついて紹介します。
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純ジャポニカ米なのに、パラパラ食感「あきたぱらり」デビュー
秋田県立大学�生物資源科学部�教授　藤田 直子 氏
　これまで、カレーやピラフ等の洋食メニューに合うパラパラした食感のお米の品種には、インディカ米の系統
が導入されていました。
　イノベーション創出強化研究推進事業等を活用し、秋田県立大学が研究を重ねた結果、純ジャポニカ米由来な
のに、パラパラ食感が楽しめる新品種「あきたぱらり」が開発されました。
　「あきたぱらり」の他に、血糖値上昇抑制作用やダイエット効果も期待されている難消化性でんぷん（レジスタ
ント・スターチ）が通常のお米の10倍含まれた、「A6」も今年度品種登録申請します。

突然変異を活用した生産環境と消費者ニーズに優位な食用きのこ新品種の開発
－北海道特産きのこタモギタケ新品種の開発－
（地独）北海道立総合研究機構�林産試験場�利用部�研究主幹　米山 彰造 氏
　きのこの生産では、子実体から大量に飛散する胞子による施設汚染や生産者の健康面への影響等の解決と、市
場競争力を有する品種の育成が早急に求められています。突然変異による有用形質の迅速な導入育種技術の開発
は、その有効な手段の一つです。一方、実需者や消費者からは、機能性や有用形質を有する品種のニーズが高まっ
ています。本研究では、タモギタケの紫外線照射誘導変異体を基盤に、無胞子性変異を有し、かつ機能性成分で
あるエルゴチオネインを多く含む品種の開発、およびDNAマーカーによる選抜等の効率的な導入育種技術を開
発しました。

� 11月 21日（木）　14:00  17:00｜セミナールームB

農林水産業における革新的技術の開発セミナー
焼酎に適した米の品質特性及び焼酎麹用米向け品種の栽培法について
宮崎県総合農業試験場作物部�主任研究員　赤木 武 氏
鹿児島県工業技術センター食品・化学部�研究専門員　安藤 義則 氏
　南九州地域では芋焼酎の生産が盛んですが、醸造に用いられる麹用の米は、清酒とは異なりそ
の成分が焼酎の発酵や品質に与える影響についてほとんど知見がありませんでした。このため、
焼酎麹用米に求められる醸造適性を解明し、品種や栽培条件が米の成分や焼酎の品質に与える影
響を評価しました。
　また、焼酎麹用米は主食用米に比べ単価が低く、需要に対する供給量も不足しています。この
ため、宮崎県、鹿児島県で育成した焼酎麹用米向け品種で醸造に適した安定多収栽培技術及び低コスト栽培技術を検討しました。

原料用サツマイモの小苗栽培技術体系
農研機構�九州沖縄農業研究センター�業務第3科長　小林 透 氏
　現在、原料用サツマイモ栽培は、採苗・本圃植付け（挿苗）作業はほぼ人力で行われており作業負担が大きく、
人手不足が深刻化し作付面積は減少傾向にあります。そこで採苗・挿苗作業を中心に軽労・省力化を目的に、機
械化に適した小苗（慣行苗より小型な茎長15cmの苗）の栽培技術の開発を行いました。これにより生産コストは
6%、作業時間は30%削減されました。また、小苗栽培は苗が小さいため慣行栽培に比べ収量が劣りましたが、
密植栽培や採苗間隔が短いことを生かし、在圃期間を延長することで慣行並みの収量を得ることを可能にしまし
た。

イチゴ栽培におけるミツバチ補完ポリネーターとしての�
ビーフライ（ヒロズキンバエ）の利用
奈良県農業研究開発センター�育種科長　西本 登志 氏
　ビーフライ利用コンソーシアム（奈良県、（株）ジャパンマゴットカンパニー、岡山大学、島根県、農研機構西
日本農業研究センター）では、イチゴ栽培におけるミツバチの補完ポリネーターとして、ヒロズキンバエ（商品名：
ビーフライ）を有効利用する方法を確立すべく、試験研究を行ってきました。その結果、適切な蛹投入数・頻度、
利用可能な品種、農薬や施設内環境の影響、導入費、効率的な幼虫飼養方法などを明らかにし、生産者が利用す
るに際して注意すべき点を整理した「ビーフライ利用マニュアル」を完成させることができました。

赤木�武 安藤�義則
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各地域に適したリンゴ早期成園化技術の開発と経営体における実証
農研機構�果樹茶業研究部門�リンゴ研究領域�主任研究員　花田 俊男 氏
　リンゴ産地の競争力強化を目指した品種更新や改植による効率的な栽培体系の導入を進めるためには未収益期
間を短縮する早期成園化技術が不可欠ですが、各産地の実情に合わせた技術開発が課題となっています。本研究
では産地各県の試験機関や生産者と連携し、産地の状況に対応した栽培管理や雪害対策に関する新技術の開発を
進めるとともに、既存の当該技術を産地の実情に合わせて改良する取り組みを進めてきました。また、岩手県奥
州市と青森県弘前市に実証圃を設け、生産者の導入判断に資する経済性評価を実施しております。今回はこれら
の概要を紹介します。

日本型豚舎洗浄ロボットの開発
農研機構�農業技術革新工学研究センター�戦略統括監付戦略推進室�農業機械連携調整役　志藤 博克 氏
　養豚業では衛生管理上、豚舎の洗浄・消毒作業は非常に重要である一方、洗浄作業は過酷な作業環境での重労
働を伴うため、離職する人材が相次ぎ、人手不足が大きな問題となっています。そこで、洗浄作業の大部分を担え、
日本の中小規模の養豚農場にも導入可能な豚舎洗浄ロボットの開発に取り組みました。
　本コンソーシアムでは、高機能型肥育豚舎用、低価格型肥育豚舎用、分娩豚舎用の３種類の洗浄ロボットを	
開発し、現地試験を通して省力効果、洗浄効果、経済効果を明らかにし、このうち、市場ニーズが最も高い低価
格型の市販化を先行し、開発を継続中です。

国際的養殖拠点の構築を目指した海面養殖トラウト一貫生産技術体系の確立
福井中央魚市（株）�養殖プロジェクトチーム顧問　井戸 篤史 氏
　福井県は、若狭湾という養殖に適した地形を有しますが、養殖生産量は極僅かであり、福井の環境に適した新
たな養殖魚種が求められていました。そこで我々は、2014年から、福井県でのニジマスの海面養殖の事業化を
目指した活動を推進してきました。海水で育ったニジマスは「トラウト」と呼ばれ、サケマス類の中で最も商品価
値が高いことが知られています。本講演では、福井県内の産官学で構成されたコンソーシアムで取り組んできた
ニジマス養殖に関する研究と、その研究成果に基づいた県内一貫生産による新たなブランド「ふくいサーモン®」
を紹介します。

露地野菜の集荷までのロボット化・自動化による省力体系の構築
立命館大学�准教授　小野山 博之 氏
　露地野菜栽培について労働力不足や高齢化が進んでいます。特に主要なキャベツ、タマネギを対象に、省力化
を実現し、労働ピークを軽減化して更なる規模拡大を行いやすくするため、栽培、防除、収穫、調製、運搬等、
労働集約的作業をロボット化・自動化する作業機械をディープラーニング等のAI技術やロボット技術により開発
しています。具体的には、野菜収穫ロボットシステム、野菜収納コンテナ搬送システム、コンテナ運搬ロボット
フォークリフト、精密防除ドローンの開発を進めています。

要求性能に応じた木材を提供するため、国産大径材丸太の強度から�
建築部材の強度を予測する技術の開発について
（国研）森林研究・整備機構�森林総合研究所�木材加工・特性研究領域�木材機械加工研究室�室長　藤本 清彦 氏
　人工林の高齢級化に伴い大径材が増加しており、これまで国産材率が低かった横架材等としての利用が期待さ
れていますが、強度などの品質や供給に不安があります。そこで、丸太段階で製材品の強度等の品質を予測し、
効率的に生産する技術の開発を進めています。本課題ではまず、丸太段階で製材品のヤング係数を推定すること
を可能にしました。このヤング係数と大径材から得られる製材品の強度特性との関係を明らかにすることで、丸
太段階での製材品の強度予測を可能にします。また、大径材の効率的な製材方法や横架材の乾燥方法についても
検討しています。
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� 11月 20日（水）　14:30  16:30｜メインステージ

１�令和元年度（第20回）民間部門農林水産研究開発�功績者表彰
　農林水産業その他関連産業に関する研究開発に関して優れた功績をあげた民間企業や農林漁業者に対して、農林水産大臣賞、
農林水産技術会議会長賞、JATAFF会長賞を授与するとともに、農林水産大臣賞受賞者による受賞講演を実施します。

【農林水産大臣賞】
日持ちと輸送性に優れたトルコギキョウ品種の開発
森 一俊、堀内 慎吾、西尾 章（（株）サカタのタネ）

佐瀬 昇（佐瀬農園）

　トルコギキョウの品種開発において、世界初となる雄性不稔を利用した花粉
の出ないトルコギキョウの開発、また変形雌ずいを持つ多様な花型、花径、適
応作型の異なるトルコギキョウを開発し、特に夏の高温期など日持ちが短くな
る季節においても、日持ちの長い切り花を提供することが可能となり、消費拡大に大きく貢献した。
　また、日持ちの良い花であるという認知度が世界的に高まり、世界中におけるトルコギキョウの切り花生産及び消費拡大に寄
与しており、農産物輸出促進にも多大に貢献している。

【農林水産技術会議会長賞】（民間企業部門）
革新的殺菌技術を利用した果汁製造ラインの実用化
井上 孝司、大澤 直樹、西川 秀嗣、平光 正典、高柳 純司（ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株））

　清涼飲料水は、食品衛生法により加熱殺菌の基準が定められてい
る。食品中を電気が流れることで食品自体が発熱することに加えて
電気的な殺菌作用が生じ、これらの相乗効果により、食品中の微生
物を迅速かつ効率的に殺菌できる技術を開発した。この技術は、従
来の加熱殺菌よりも食品が熱にさらされる時間が短くなるため、よ
りよい品質で加工食品を製造することができ、電気を直接食品に通
電するため、エネルギー効率が高く生産工場より排出される二酸化炭素を低減できる利点がある。

DNAチップを利用した家畜感染症向け新検査システムの開発
後藤 浩朗、石川 正行、高橋 匡慶（キヤノンメディカルシステムズ（株））

宇留野 勝好（全国農業協同組合連合会）

　海外で高評価の和牛に焦点をあて、独自技術の電流検出型DNAチップ技術
を活かし「簡単、迅速、正確、安価」にウシの感染症原因微生物を網羅的に検出
するDNAチップカードを開発、実現した。ウシの鼻汁、糞便などサンプルご
との検出系を試作、うち鼻汁（呼吸器病）用は既に上市し予防対策などに活用さ
れ始めている。この技術は、簡便かつ迅速、高感度に多項目の遺伝子を検出することから家畜感染症の浸潤状況調査や早期発見、
複合感染発見をより容易に実現し、生産性の向上に貢献するものと期待される。

【農林水産技術会議会長賞】（農林漁業者部門）
革新的な加工技術の開発による安納いものブランド化
西田 春樹（（有）西田農産）

　焼きいもの香ばしい香りを好む消費者ニーズに応えるため、種子島産の炭を利用した炭火焼による連続式焼き芋
製造装置を開発し、冷凍焼き芋としての製品化のみならず、焼き芋ペーストの製造技術も開発した。県内外の大手
食品企業と提携し、ペーストを利用したスナック及び安納いもグラッセなどの商品化が進み、種子島産安納いもが
広く消費者に認知されるようになり、種子島産安納いものブランド化が図られた。

佐瀬�昇西尾�章堀内�慎吾森�一俊

高柳�純司平光�正典西川�秀嗣大澤�直樹井上�孝司

宇留野�勝好高橋�匡慶石川�正行後藤�浩朗

西田�春樹

表　彰

� 11月 20日（火）　12:50  15:00｜メインステージ

講演者等紹介
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【公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会会長賞】
トプラメゾン液剤による飼料用とうもろこし除草技術の開発
高橋 明裕、山田 茂雄（日本曹逹（株））

　飼料用とうもろこしでは登録のある除草剤が少なく、難防除性の外来雑草による被害が深刻であった。
そこで、トプラメゾンを有効成分とするアルファード液剤を茎葉処理除草剤として飼料用とうもろこし
へ適用する技術を確立した。この技術は、飼料畑において中には３ｍを超える高さに成長するオオブタ
クサに卓効を示し、輸入飼料が高騰する中、国内で安定した飼料生産を可能にする技術として畜産産業への貢献が期待される。

氷点濃縮製法による「明治おいしい低脂肪乳」の開発
宮内 淳、神谷 哲、加藤 誠太郎、宮川 淳美（（株）明治）

　脱脂乳と水の凝固点の違いを利用して水だけを凍らせ、氷を除去することで、
熱をかけずに濃縮する技術を見出し、乳の新鮮なおいしさを失うことなく濃縮
できる製法（氷点濃縮製法）を開発した。また、脱酸素処理をすることで加熱に
よる酸化を抑制する技術を併用し、乳の新鮮なおいしさを最大限に生かした商品を開発した。
　低脂肪乳や栄養強化乳の物量が減少している中、氷点濃縮製法による新商品「明治おいしい低脂肪乳」は、市場の低脂肪乳・栄
養強化乳と比較して重量換算で70%程度高い実勢価格にも関わらず、そのおいしさが認められ取扱い店舗数は増加している。

２�令和元年度（第15回）若手農林水産研究者表彰
　農林水産業その他関連産業に関する研究開発に関して優れた功績をあげた若手研究者に対して、農林水産技術会議会長賞を授
与するとともに、受賞者代表による受賞講演を実施します。

動物由来薬剤耐性菌の実態解明とその対策に関する研究
臼井 優（酪農学園大学�獣医学群�准教授）

　動物由来薬剤耐性菌・耐性遺伝子の分布が動物に対して抗菌薬を使用することと関連することを科学的なデータ
で示した上で、家畜を対象とした獣医師向けの抗菌剤使用に関するガイドブックを作成し、抗菌剤の慎重使用の促
進に貢献した。加えて、農場からの動物由来薬剤耐性菌の拡散防止及び食品の安全対策につなげることを目的とし
て、耐性菌対策としての家畜を取り巻く環境の重要性を証明し、薬剤耐性対策に貢献した。

林相の違いに由来する林内の雨・土砂動態に関する研究
南光 一樹（（国研）森林研究・整備機構�森林総合研究所�主任研究員）

　森林の表土保持機能の評価のために、森林の中で降る雨粒を連続測定できるレーザー雨滴計を開発し、多様な観
測・実験・理論構築を通して、森林での土壌侵食のメカニズムを解明した。また、枝や葉から滴下する大粒の雨の
地面衝突が土壌侵食を加速するプロセスを明らかにし、林相（樹種、森林構造、林齢）による侵食されやすさの違い
を示した。

牛ルーメン微生物を用いた高効率バイオガス生産技術の開発
馬場 保徳（石川県立大学�生物資源工学研究所�助教）

　畜場廃棄物である牛のルーメン(第一胃)液を活用し、リグノセルロースからの高効率バイオガス生産（メタン発酵）
技術を開発した。また、その残さ液が、肥料になるとともに植物病原菌の生育を抑制することを明らかにした。難
分解のリグノセルロースをメタンとして活用後、肥料として土に還す本研究は、資源循環社会の構築を加速させる
成果である。

侵入警戒を要するウイロイドの防除に関する研究
松下 陽介（農研機構�野菜花き研究部門�主任研究員）

　ナス科植物の重要病害であるポスピウイロイドの防除マニュアルを作成し、発生地のウイロイド根絶に貢献した。
また、同属のトマト退緑萎縮ウイロイドの国内初発生を確認し、その宿主範囲・病徴等を明らかにし、さらにウイ
ロイドの主な侵入経路である種子伝染機構を世界で初めて解明することで、種苗検査体制の強化に寄与した。

LED光照射によるウンシュウミカンの腐敗軽減に関する研究
山家 一哲（静岡県農林技術研究所�果樹研究センター�上席研究員）

　収穫後、ウンシュウミカンへの青色LED光照射による青かび病菌・緑かび病菌（貯蔵病害菌）の菌糸伸長抑制作用、
ミカン果実の病害抵抗性付与、腐敗軽減効果について明らかにした。また、実際のカンキツ貯蔵庫で活用できる装
置開発（青色LEDカートラック、壁面設置LED）を行い、現地貯蔵庫にてLED貯蔵の効果を実証し、普及に結びつ
けた。

山田�茂雄高橋�明裕

宮川�淳美加藤�誠太郎神谷�哲宮内�淳

臼井�優

南光�一樹

馬場�保徳

松下�陽介

山家�一哲
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農 業

今年度から開始したスマート農業実証プロジェクトについて、
全国の取り組み内容を紹介します。 農 01

スマート農業実証プロジェクト

農林水産省、農研機構

●お問合先 : TEL. 03-3502-7462   FAX. 03-3593-2209
●所在地 : 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
●URL: http://www.naro.affrc.go.jp/smart-nogyo/index.html

【出展内容】 実物展示  実　演  

今まさにスマート農業実証プロジェクトに取り組んでいる全国各地のコンソーシアムが、ポスター
や実機の展示を交えながら取り組み内容についてお話しします。ご紹介する分野は、水田作、畑
作、施設園芸、露地野菜、果樹・茶、畜産。スマート農業に興味のある方、スマート農業を導入し
てみたい方、ぜひ当ブースにお越しください。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

技術移転 情報交換

スマート農業実証プロジェクトは、今年度からスタートした農林
水産省の実証事業です。
令和７年までに、農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した
農業を実践することを目指しています。

共同
研究機関

夏の高温期でも観賞できる花と、暑い夏・寒い冬の街を
花で飾る省エネ根域環境制御装置を紹介 農 02

国産花きの国際競争力強化のための技術開発
（公財）東京都農林水産振興財団 東京都農林総合研究センター、
（学）日本大学生物資源科学部

●お問合先 : TEL. 029-838-6811   FAX. 029-838-6841
●所在地 : 〒305-8519 茨城県つくば市藤本2-1 農研機構野菜花き研究部門
●URL: http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/nivfs/index.html

【出展内容】 実物展示   

夏でも花壇を花で装飾できる手法をまとめた「夏花による緑化マニュアル」（2020年オリパラ
東京大会でも活用予定）を紹介するとともに一般向けのリーフレットを配布します。また根域環境
制御装置（N.RECS）のモデルを展示し、性能と適応範囲を説明しながら、生産農場に設置した実
機のデータと画像をインターネット経由でご覧頂きます。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

技術移転 情報交換

夏季の高温対策と冬季の暖房コスト削減に貢献する新しい環境
制御装置として、生産者様への普及と海外展開を目指していま
す。

生産者の収益向上に役立つ新たな品種や
生産技術・製品等を紹介します。 農 03

東京都農林総合研究センター／花活布プロジェクト
●お問合先 : TEL. 042-528-5216   FAX. 042-523-4285
●所在地 : 〒190-0013 東京都立川市富士見町3-8-1
●URL: http://www.tokyo-aff.or.jp/center/index.html

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

近年育成した東京オリジナル農産物（ワケネギ、ブバルディア、イチゴ、キウイフルーツ、シクラメ
ン等）、また、トマトやキュウリの高収量・高品質化等を実現できる「東京フューチャーアグリシス
テム」、手軽に室内装飾ができる「花活布」等を紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

改良点把握 技術移転 情報交換

来場者から技術ニーズを集約するとともに、将来的に来場者と
共同で技術開発を行うことで、商品化・事業化につなげていきま
す。

共同
研究機関

●●県●●●●センター
●●●大学／●●●●（株）／●●●●（株）／●●●●（株）共同

研究機関

共同研究 製品化

技術移転 資 金

¥
¥
¥

情報交換

改良点把握

【出展内容】

私たちは、ポリフェノールの化学研究から誕生した少し異色の食品開発グループです。食品の
機能性による付加価値化、ロボットによる省力化など、化学的・工学的に農業を支える技術を開
発したいと考えています。本ブースでは、ラズベリーを使用した食品の試食をしていただきな
がら、ラズベリーの機能性ポリフェノールに関する基本的な知識から学術研究までを解説し、
ラズベリーの自動収穫システム開発研究に関する展示をします。 

私たちは、ポリフェノールの化学研究から誕生した少し異色の
食品開発グループです。食品の機能性による付加価値化、ロ
ボットによる省力化など、化学的・工学的に農業を支える技術
を開発したいと考えています。ラズベリーの機能性ポリフェ
ノールに関する基本的な知識から学術研究までを解説し展示
をします。 

【マッチング目的】 【商品化 • 事業化のイメージ】

新品種アシタバの能力と機能性を利用した
環境問題、飼料、食品・医薬品応用の総合的技術の紹介 農 08

●お問合先 : TEL. 029-272-4182   FAX. 029-272-4221
 E-mail. info@nougakuken.com
●所在地 : 〒312-0033 茨城県ひたちなか市市毛1087-1
●URL : http://www.nougakuken.com/ 

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA
00日（金） 15:00～15:15／15:15～15:30

実　演実物展示 試飲・試食

※希望している内容が表示されます。

製品化

資 金

¥
¥
¥

技術移転

技術の移転先を
みつけるため

資金提供元を
みつけるため

共同研究

共同研究相手を
みつけるため

製品化のため

ニーズ側との
情報交換

改良点を
把握するため

マッチング目的

情報交換

改良点把握

出展アピールポイント 展示ゾーン・小間番号出展者・共同研究機関名

研究・技術プレゼンテーション（会場／日時）

お問合わせ先

出展内容

実物展示／実演／試飲・試食
※実施されるものが表示されます。

商品化 • 事業化のイメージ

掲載内容の解説
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①四季なり性の新しいブドウ品種②農業廃棄物を利用した接着剤
③低コストで可能な新しい温調 農 04

（国）山梨大学

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月21日（木） 16:20-16:35
11月22日（金） 10:40-10:55

●セミナールームB
11月22日（金） 15:00-15:15

●お問合先 : TEL. 055-220-8758   FAX. 055-220-8757
●所在地 : 〒400-8510 山梨県甲府市武田4丁目4-37
●URL: https://www.yamanashi.ac.jp/

【出展内容】 実物展示   

農業系の研究の中から、①鉢物ギフトやインテリアとして利用価値のある四季なりブドウの有用
性について、②農業廃棄物から得られる新しい有機材料として柑橘類搾りかすの精油を原料とし
た接着剤、③農業ハウス内に設置された農作物育成空間を低ランニングコストで温調が可能な技
術、を出展いたします。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

資 金

¥
¥
¥

製品化 技術移転

情報交換

①四季なり性のブドウ品種をインテリアやギフト商品として、②
農業廃棄物から得られる新しい有機物で既存製品の置換や付加
価値を高める、③通水型伝熱パネルや圧縮空気を用いた低ラン
ニングコスト温調を農業ハウスに、それぞれ研究推進・実用化を
目指しております。

農業競争力強化支援法では農業用機械製造事業を新たに行う
事業者様を支援します。 農 05

新たな農業機械ビジネスを支えます
～農業競争力強化支援法の農業機械分野の相談会～
●お問合先 : TEL. 03-6744-2111   
●所在地 : 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
●URL: http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/sienhou/attach/pdf/index-58.pdf

【出展内容】   

農業競争力強化支援法の農業機械分野の活用ガイドブックの説明を行います。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

情報交換

農業用機械製造事業を新たに行うことを対象に支援を行います
（農業機械メーカーは対象外です）。
例えば以下のケースで活用できます。
・大学発ベンチャー企業が果物収穫ロボットを製造
・建設機械メーカー＋通信サービス会社がトラクターを販売

酵素水、エネルギー水と言われる「ＺＥＲＯのちから」と
色覚問題を解決する機能性色覚レンズ。 農 06

（一社）環境農業資材協議会
研究機関に持ち込んでも門前払い。なんとか共同研究したい。
実証試験をやりたい。

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームB
11月20日（水） 13:40-13:55

●お問合先 : TEL. 03-3826-5212   FAX. 03-3826-5217
●所在地 : 〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-41-9 共同ビル3階
●URL: https://kankyounougyou.jimdo.com/

【出展内容】 実物展示  実　演  

長野県にある八ヶ岳中央農業実践大学校などで現場で使って大きな成果を得られている酵素水、
エネルギー水と言われる「ＺＥＲＯのちから」と農業者の中に完熟したトマトの赤色が見えないと
いう色覚問題を解決する機能性色覚レンズを出展。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

資 金

¥
¥
¥

製品化 改良点把握

情報交換

商品開発したものの公的研究機関でのデータが必要。色々な分
野で問題改善に繋がったと喜びの声。やはり信頼され本格的に
事業を進める上で重要なことです。色覚レンズも困っている方を
助けるためにも必要。

キトサンはアグリに幅の広い効能を持っている資材です。
今後の営農には必須と考えます。 農 07

北海道曹達（株）

（国）帯広畜産大学

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームB　
11月22日（金） 15:20-15:35

●お問合先 : TEL. 0144-55-7862   FAX. 0144-55-7155
●所在地 : 〒059-1364 北海道苫小牧市字沼ノ端134-122
●URL: http://www.hokkaido-soda.co.jp

【出展内容】 実物展示   

商品として、飼料�/�土壌改良剤�/�忌避剤（予定）�/�除菌・消臭財（予定）
近日発売　ウニ殻を活用したバイオろ過フィルター　などを出展いたします。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 情報交換

現在弊社は、ケミカル品を製造（販売）を通じて公的機関や民間
会社様への種々、さまざまな薬剤を提供しておりますが、その中
で、農、畜産に貢献できる物質の開発に着手し、今後はこの分野
との二本立て、を現実化できるよう勧めております。

共同
研究機関

共同
研究機関

海外農業研究で得られた研究成果から、
IoTに関連した4テーマを展示します。 農 08

（国研）国際農研（国際農林水産業研究センター）
●お問合先 : TEL. 029-838-6336   FAX. 029-838-6337
●所在地 : 〒305-8686 茨城県つくば市大わし1-1
●URL: https://www.jircas.go.jp/

【出展内容】   

パネル展示は、
（a）アジアモンスーン地域の天水稲作を最適播種期予測で収量改善、
（b）支柱栽培したヤムイモ地上部バイオマスの非破壊推定、
（c）穂ばらみ期の地上分光計測データから収穫前にコメ収量を予測、
（d）アフリカ小農支援のための農業経営計画モデルです。
（a）では、稲作の収量をどのように改善できるか体験していただきます。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 改良点把握 技術移転

展示研究内容は、実用検討・実用試験レベルです。これらの成
果を、国内外の研究機関などの連携により実用化を目指し、より
広域的な農村地域を対象に技術展開していきたいと考えていま
す。

県開発の新品種（酒米・大麦・いちご）や
畜産関連技術（畜産農場臭気マップ等）を紹介します。 農 09

栃木県（農業試験場／畜産酪農研究センター）
●お問合先 : TEL. 028-623-2284   FAX. 028-623-2340
●所在地 : 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
●URL: http://www.pref.tochigi.lg.jp/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

【栃木県農業試験場】
　�栃木県が開発した新品種である酒米「夢ささら」・食用大麦「もち絹香」・いちご「栃木i37号」・
白いちご「栃木iW1号」について、パネル・実物の展示や試食を行います。

【栃木県畜産酪農研究センター】
　�肉用牛の生体肉質診断・養豚の母豚管理システム・畜産農場臭気マップに関する技術につい
て紹介します。　　　　

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

改良点把握 情報交換

【栃木県農業試験場】
　�新品種等について、流通企業等の方へ調査等を行い、販売・
利用方法等の改善につなげるほか、新たなニーズを把握し、今
後の研究に活かします。

【栃木県畜産酪農研究センター】
　�生産技術研究のブラッシュアップを図り、技術の普及・活用に
よる畜産経営の安定化を支援します。
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海外展開を志向している企業及び大学に対しての
コンサルテーションを実施！ 農 10

（独）国際協力機構（JICA）
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームA　

11月22日（金） 11:20-11:35

●お問合先 : TEL. 03-5226-8425   
●所在地 : 〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル
●URL: https://www.jica.go.jp/

【出展内容】   

独立行政法人国際協力機構（JICA／ジャイカ）は、日本の政府開発援助（ODA）を一元的に行う
実施機関として、開発途上国への国際協力を行っています。今回の出展を通じて、当機構の中小
企業連携事業、民間連携事業、草の根技術協力等の様々なスキームの活用に向けての情報提供
及び各種スキームについてのマッチングの場も設けます。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

技術移転 情報交換

長年の政府開発援助（ODA）の実施で培った強み；
①多数の国内・海外の拠点、②人的ネットワークや信頼関係、�
③経験かつ専門知識が豊富な人材、④公的援助機関としての総
合力、を最大限に活かし、企業、研究機関の皆様の海外展開を支
援します。

岡山大学での施設園芸関係（環境制御、イチゴの新規ポリネータ）
の取り組みを紹介します。 農 11

（国）岡山大学農学部
●お問合先 : TEL. 086-251-8273   FAX. 086-251-8388
●所在地 : 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学農学部
●URL: https://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/index.html

【出展内容】 実物展示   

岡山大学で開発した環境制御コントローラYoshiMaxはUECSに準拠しているため、簡単に膨大
な環境データの収集が可能となっています。イチゴ栽培での研究例がそれらを中心に紹介しま
す。ヒロズキンバエは医療用に本来利用されていましたが、イチゴの受粉に効果があることが分
かってきましたので、その研究例を紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 改良点把握 技術移転

ICT利用型の環境制御コントローラの利用イメージが広がり、施
設園芸生産での効率的な環境制御と省力化が広まること。ヒロ
ズハナキンバエを利用したイチゴ栽培での受粉作業の効率化を
はかること。

米粉を使って米麺／蕎麦（発芽玄米米麺）などを開発。
土壌改善、水質改善の土など出展。 農 12

（特非）元氣農業開発機構
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームB　

11月21日（木） 12:00-12:15

●お問合先 : TEL. 03-3826-5212   FAX. 03-3826-5217
●所在地 : 〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-41-9 フランス堂ビル3階
●URL: http://genkinougyou.asia/

【出展内容】 実物展示   

米粉の普及に蕎麦、うどん、パスタ、米粉クッキーなどの開発商品、今後の研究課題をテーマに出
展すると共に土壌改善、水質浄化に役立つ土（ミクロ孔が２～１０倍、粒が潰れにくい、細菌の繁
殖が起き難い土の粒子構造化に成功＝群馬県産業技術センター調べ）を出展。養殖、河川・池・
溜池の水質浄化を自然の力で行う。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 改良点把握 資 金

¥
¥
¥

米粉で加工品を開発し、地域活性化に結び付け、蕎麦アレルギー
の方が安心して食べられる蕎麦などを大量生産できるようにし
たい。評判がいいので取扱い店を開発していきたい。さらに米
粉を使った商品の研究開発に取り組みたいので資金調達を。機
能性土を使った土壌改善、水質改善の公的データが必要。

奈良県が育成した野菜や花きの新品種の紹介、
イチゴ栽培に役立つ研究成果等の展示をします。 農 13

奈良県農業研究開発センター
●お問合先 : TEL. 0744-47-4493   FAX. 0744-47-4851
●所在地 : 〒633-0046 奈良県桜井市池之内130-1
●URL: http://www.pref.nara.jp/1761.htm

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

◎�奈良県が育成した新品種（イチゴ、トウガラシ、キク）や、甘柿育種の取り組み（育種素材である
地域伝統果樹「藤原御所」「御所」）を紹介します。
◎�研究成果を展示します。
　・�イチゴ栽培におけるミツバチの補完ポリネーターとしてのビーフライ（ヒロズキンバエ）の利
用

　・イチゴの収穫
　・管理支援用運搬台車
　・柿加工品（カキ糖蜜漬け）

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

資 金

¥
¥
¥

改良点把握 技術移転

情報交換

農業生産現場での技術の普及。加工事業者での加工食品の商品
化。

横浜市立大学木原生物学研究所における研究成果及び
シーズのご紹介、各部門の研究概要のご紹介 農 14

（公）横浜市立大学
●お問合先 : TEL. 045-787-2061   
●所在地 : 〒236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2　
●URL: http://www.yokohama-cu.ac.jp/kihara/index.html

【出展内容】   

横浜市立大学木原生物学研究所の各部門の研究内容や成果を紹介します。
・植物の成長を制御するためのオーキシン関連物質
・低アレルゲン小麦の開発
・�花成ホルモン・フロリゲンによる開花制御技術の開発「知」の集積と活用の場　植物成長制御
物質研究開発プラットフォーム（新-33）の紹介　など

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

資 金

¥
¥
¥

改良点把握 技術移転

情報交換

来場者との情報交換、意見交換を行いながら、共同研究先企業
を探索し、今後の外部資金の獲得などにつなげる。

農林・水産・畜産の広い範囲で近赤外分光装置の開発を
行っています。なんでもご相談ください 農 15

（株）相馬光学
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームB　

11月21日（木） 13:20-13:35

●お問合先 : TEL. 042-597-3256   FAX. 042-597-3208
●所在地 : 〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井23-6
●URL: http:www.somaopt.co.jp

【出展内容】 実物展示   

農業、畜産、食品分析に対応できる測定機の提案

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 製品化 情報交換

幅広い分野に製品展示で発信し、販売に繋げて行きたい。顧客
要求に添える提案をしていきたい。
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身近な技術を組み合わせた研究手法を開発し
植物病防除への活用を図る 農 16

（学）法政大学 生命科学部 応用植物科学科 
植物病抵抗性学研究室
●お問合先 : TEL. 042-387-6248   FAX. 042-387-6335
●所在地 : 〒184-8584 東京都小金井市梶野町3-7-2

【出展内容】 実物展示   

植物病害診断・防除を効率化・精密化する技術、特に、民生品や３Dプリンターで試作した部品を
用いた器具、機器を活用した技術を展示・紹介します。具体的には、植物病の進行速度の定量化
や、病原となる微生物の動態モニタリング技術を動画で紹介、また、病気の組織や病原微生物か
ら微量サンプリングを行うために開発した機器を展示します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 改良点把握 情報交換

微量サンプル高効率回収機器は、企業と共同で試作を行ってい
ますが、お客様のご意見を取り入れ更なる改良を加えていきた
いと考えています。一方、病徴進展の定量化や微生物動態のモ
ニター技術では、民生用器具・機器等の寄せ集めから、それらを
一体化した新商品の開発を計画しています。

①省力化に向けて開発したクリ収穫機及び
②トマト黄化葉巻ウイルス診断キットを紹介します。 農 17

茨城県農業総合センター

（研）農研機構果樹茶業研究部門、日本製粉（株）　ほか

●お問合先 : TEL. 0299-45-8321   FAX. 0299-45-8350
●所在地 : 〒319-0292 茨城県笠間市安居3165-1
●URL: http://pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/nosose/cont/

【出展内容】 実物展示  実　演  

①クリ果実を毬ごと収穫する試作機を動画等で紹介します。
　機械の開発に向けた連携先を募集します。
②トマト黄化葉巻ウイルスの簡易診断キットの展示・診断の実演を行います。
　活用先を探しています。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

製品化 改良点把握

研究成果の実用化や，それを活用した共同研究等に向けた企業
等とのマッチング・情報交換を希望します。

共同
研究機関

AIを活用した植物生育診断や植物工場、
栽培管理・種苗生産技術、植物病害診断等を紹介します。 農 18

（国）千葉大学
●お問合先 : TEL. 043-290-3562   FAX. 043-290-3519
●所在地 : 〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33
●URL: http://www.chiba-u.ac.jp/

【出展内容】 実物展示   

（1）植物工場での簡易な３次元データ取得技術とAIによる植物生育診断
（2）低カリウムミニトマト生産の効率化
（3）国産化に向けた薬用植物・健康機能性植物の生産技術
（4）レタスに発生した新規土壌病害の性状解析と対策
（5）AIと植物フェノタイピングによる新しい植物工場システム

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

資 金

¥
¥
¥

製品化 技術移転

情報交換

（1）�新たな生産方式や技術の導入を考えている生産者団体との
連携による地域農業の振興

（2）�農業以外の分野からアグリビジネスへの参入を検討してい
る企業との連携

「果物王国おかやま」ならではの新品種、
最新マーカー育種手法及び高機能性資材等を紹介します。 農 19

岡山県農林水産総合センター
●お問合先 : TEL. 086-955-0273   FAX. 086-955-3269
●所在地 : 〒709-0801 岡山県赤磐市神田沖1174-1
●URL: http://www.pref.okayama.jp/site/22/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

岡山県では、白桃を中心に新品種の育成を進めておりますが、最新の分子マーカー育種手法を取
り入れております。新技術紹介では、果樹の高機能性資材（高温又は凍結防止）を実物展示しま
す。また、農産物の味、食感、香りを分析値で示す味の見える化についてポスター展示します。当
日は、大粒黒大豆 ｢岡系１号｣のお茶の試飲も準備しております。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

製品化 改良点把握

岡山県では、消費者ニーズにマッチした桃やブドウの品種育成を
進めています。また、高品質な果樹生産を支える新技術を開発
することで、作業の省力化や高付加価値化など産地の活性化を
図っています。特に、今回展示いたします果実袋や凍結防止資材
は、県外の産地にも広く普及することを期待しています。

大豆由来脂肪酸による農作物の発芽促進および早期成長
鮮度保持や酸化防止にも効果 農 20

（同）ウイット東京

（学）順天堂大学

●お問合先 : TEL. 03-3437-9977（080-2016-7869）   FAX. 03-3437-9977
●所在地 : 〒105-0004 東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル607号　

【出展内容】 実物展示   

１．『大豆由来脂肪酸による農作物の発芽促進および早期成長
　鮮度保持や酸化防止にも効果』です。
２．『土壌改良剤』のご提案です。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 情報交換

１．『大豆由来脂肪酸による農作物の発芽促進および早期成長鮮
度保持や酸化防止にも効果』の素材OEM供給

２．『土壌改良剤』のOEM供給

エピジェネティック変異を利用した
生物的・非生物的ストレス耐性植物の新規作出方法 農 21

（国）三重大学地域イノベーション推進機構
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームA　

11月21日（木） 13:40-13:55

●お問合先 : TEL. 059-231-5495   FAX. 059-231-9743
●所在地 : 〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
●URL: http://www.mie-u.ac.jp/

【出展内容】   

我々は、植物のエピジェネティック変異を方向づけ、生物的・非生物的ストレス耐性を付与する方
法を見出し、ストレス耐性植物の育種を飛躍的に迅速化できる技術を開発しました。本法は、遺伝
子そのものの改変や導入等を必要とせず、エピジェネティック変異を利用して、目的とする形質に
標的を狙って改善することが可能な世界で唯一の技術です。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 技術移転

種苗会社、農業法人、植物工場運営会社等のアグリバイオ系企
業や生薬を製造する製薬企業との共同研究を通して、様々なスト
レス耐性植物を作出する事業として展開したいと考えている。

共同
研究機関
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新しく設置された高崎健康福祉大学農学部における
研究・開発をご紹介します。 農 22

（学）高崎健康福祉大学農学部
●お問合先 : TEL. 027-388-8390   FAX. 027-388-8393
●所在地 : 〒370-0033 群馬県高崎市中大類町54番地
●URL: http://www.takasaki-u.ac.jp

【出展内容】   

本年４月に設置された高崎健康福祉大学農学部では４つのコースで以下の研究を中心に取り組
んでいます：
1）植物の病気を研究し、迅速診断を目指す
2）植物機能リモートセンシングとスマート農業への応用
3）食を通じて健康に�－おいしさ、機能性、安全性への追求－
4）現地調査や統計データ分析により、輸出拡大策を検討する。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 情報交換

この出展を通じて企業との共同研究につなげたい。　
そして、共同研究先の企業を通して、商品化・事業化を行いたい。
　

土壌肥沃度や残留放射性物質の面的分布をリアルタイムで
可視化し、効果的な対策を実現します 農 23

「見える化」技術開発グループ
（国）京都大学、（国）東京大学、（公）高知工科大学、
福島県農業総合センター、日立造船（株）、国際航業（株）、

（株）松浦電弘社、S2ファクトリー（株）

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月20日（水） 13:00-13:15

●お問合先 : TEL. 072-451-2476   FAX. 072-451-2620
●所在地 : 〒590-0494 大阪府泉南郡熊取町朝代西2-1010

【出展内容】   

圃場の土壌肥沃度や放射性物質濃度の測定を行う装置と、高精度ガイダンスシステムやGPS受
信困難地域でも使用可能な測位システムを一般的な農業用トラクタに搭載したロボットを開発し
ています。これにより原発事故後の圃場の地力や汚染分布をリアルタイムで可視化し、農地の迅
速かつ効果的な回復に貢献することを目指します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 技術移転 情報交換

本グループの見える化技術を権利化し、農機具メーカ等へライ
センス供与して既存のトラクタ等へ容易に取り付けられるオプ
ション形式の商品として普及を図りたい。並行してグループ内の
研究機関が中心となり、この装置で得たデータを積極的に活用
した効率的な営農の展開を支援する指導や研究を行いたい。

共同
研究機関

生命科学の基盤を支える実験材料を収集・保存・提供し、
科学技術の発展に貢献します。 農 24

（国研）理化学研究所バイオリソース研究センター
国内外の研究者にバイオリソース（生物遺伝資源）を提供し、
また国内外の研究者からバイオリソースの寄託を受けています。

●お問合先 : TEL. 029-836-9142   FAX. 029-836-9100
●所在地 : 〒305-0074 茨城県つくば市高野台3-1-1
●URL: https://ja.brc.riken.jp/

【出展内容】 実物展示   

菌根菌などの土壌中の微生物が植物の成長を助けていることが知られています。この植物－微生
物の共生関係の理解が進めば、地球規模での持続可能な食料供給や環境負荷軽減への貢献が期
待できます。本ブースでは、農業現場への応用に繋がる植物－微生物共生研究に資する根圏微生
物のリソース開発に関する研究の現状を説明します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

当研究機関の持つ研究内容・成果を、企業等が持つノウハウを
交えたビジネスモデルを協議検討したい。

エチレン完全分解鮮度保持シート「Freshmama」の使用で
ロス率を限りなくゼロへ！ 農 25

（一社）日本シニア起業支援機構

（国）大阪大学産業科学研究所

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月22日（金） 11:00-11:15

●お問合先 : TEL. 080-5676-3206   FAX. 03-3304-2015
●所在地 : 〒143-0016 東京都大田区大森北1-23-12 徳栄ビル5階
●URL: www.j-score.or.jp

【出展内容】 実物展示   

≪国際特許（PCT）出願/公開≫�������������������������������������������������������
PEに特許エチレン分解素材を練り込む技術により、青果物より排出されたエチレンガスを効率的
に吸着・分解・排出及びカビ（胞子）をも抑制し、青果物の老化・腐敗を防ぐ画期的な新技術です。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

情報交換

途上国の果実輸出量を増やす事を大前提に、現地政府及び農家・
商社と共に共同で、モデルファームの事業化に向けて現在進行
中。

共同
研究機関

共同
研究機関

世界農業遺産・日本農業遺産認定地域で営まれている
伝統的な農林水産業を紹介します。 農 26

世界農業遺産・日本農業遺産
●お問合先 : TEL. 03-6744-0250   FAX. 03-3502-7587
●所在地 : 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
●URL: http://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/giahs_1.html

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

農業遺産認定地域では、行政や大学等と連携し、100年以上続く伝統的な農林水産業とそれに
密接に関連する農業生物多様性や景観等の動的保全を行っている。農業遺産認定地域の様々な
取組についてパネルを展示し、農業遺産関連品の展示と合わせて紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

情報交換

世界農業遺産・日本農業遺産認定地域では、価値ある地域資源
の保全に取り組まれており、地域資源を活用した農林水産物の
ブランド化や観光の促進に向けた取組が行われている。地域資
源を活用することにより、地域活性化や生物多様性の保全等に
寄与するとともに、様々な業種と連携した取組を推進する。

農業界と経済界の連携（協働） 農 27

農業界と経済界の連携による生産性向上モデル
農業確立実証事業
●お問合先 : TEL. 03-6744-0577   FAX. 03-3502-6007
●所在地 : 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
●URL: http://www.maff.go.jp/j/keiei/keiei/sentan_model/sentan_model.html

【出展内容】 実物展示   

農業界と経済界が連携して行う、低コスト生産技術体系の確立、ＩＣＴを活用した効率的生産体制
の確立、低コストの農業機械開発、農業経営における新しいビジネスモデルの実証などの取組を
支援しています。本ブースでは、これまで採択された連携プロジェクトの取組と成果を紹介しま
す。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

情報交換

農業現場特有の高温・多湿、粉じん等の環境下において、生産
コストをはじめ農業経営全体に係るコストの低減や収益性向上
等を目的とした先端技術・ノウハウ・ビジネスモデルの実証を行
い、得られた成果を商品、サービスのカタチで農業界に広く展開
を図ります。
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都市型施設園芸の高度化による食料および
環境問題の解消に貢献する 農 28

（公）大阪府立大学植物工場研究センター
●お問合先 : TEL. 072-254-9409   FAX. 072-254-7692
●所在地 : 〒591-8531 大阪府堺市中区学園町1-1
●URL: http://www.plant-factory.osakafu-u.ac.jp

【出展内容】 実物展示   

PFCの教育研究活動に見る今後の展望を紹介します。植物工場内の環境を均一に制御するため
の手法を開発している「最適化空調プロジェクト」、ドジョウ養殖と葉菜栽培を組み合わせたアク
アポニックスを開発している「物質循環型野菜生産技術開発」、研究開発の動向をポスターで掲
示するとともにデモ機を展示します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 改良点把握 情報交換

最適化空調プロジェクトではイニシャルコストが高いと言われる
人工光型植物工場において安価な建設技術を開発し市場化を目
指している。物質循環型野菜生産技術は淡水魚の養魚と葉菜栽
培を組み合わせることによって資源の有効活用を図るシステム
を開発し宇宙ステーションへの適用や市場化を目指している。

①ICTによるスマート農業②マイクロバブルによる水耕栽培
③焼畑を活用した食・森・地域の再生 農 29

（公）滋賀県立大学
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームA　

11月22日（金） 13:00-13:15

●お問合先 : TEL. 0749-28-8610   FAX. 0749-28-8620
●所在地 : 〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500
●URL: http://www.usp.ac.jp/

【出展内容】 実物展示   

①�ICTの活用では、地域ひと・モノ・未来情報研究センターによる曖昧な技術をセンシングし分
析する手法とその結果について
②�マイクロバブルの応用では、水耕栽培培養液中に発生させたときのほうれん草、小松菜への効
果について
③�焼畑の活用ではその作物を核とする地域の生業モデルの構築や焼畑で作るカブの特性につい
て紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換

①�個々の作物・農作業に対して、センシング手法を最適選択し
データ化します。
②�各農作物の水耕栽培に最適なマイクロバブルの使い方を一緒
に考えます。
③�担い手育成・支援、販路開拓を多方面の関係者と進め生業モ
デルを作ります。

千葉県が開発した、農業支援のための革新的技術の紹介
（育成品種、安定生産技術） 農 30

千葉県農林総合研究センター
●お問合先 : TEL. 043-291-0151   FAX. 043-291-5319
●所在地 : 〒266-0006 千葉県千葉市緑区大善野町808
●URL: http://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/index.html

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

①結露を抑えてミニトマトの裂果を減らす技術の紹介
②キュウリの土耕・培地耕交互栽培技術の紹介
③梨の新品種の開発と愛称募集
④前年度にデビューした落花生新品種「Ｑなっつ」

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 改良点把握

・農業生産現場での技術の実用化、普及
・県育成新品種の普及と幅広い周知、活用

日本産果実とその加工品の世界展開を目指し
国際的な品質評価に挑み、高い評価を得ることができた 農 31

日本産高級果実の超高品質世界展開技術開発
プラットフォーム

（国）宇都宮大学ほか

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月21日（木） 15:40-15:55

●お問合先 : TEL. 0285-84-1338   FAX. 0285-84-2425
●所在地 : 〒321-4415 栃木県真岡市下籠谷443 
  　国立大学法人宇都宮大学 農学部附属農場　柏嵜研究室 気付
●URL: https://www.facebook.com/jsqf.platform/

【出展内容】 実物展示  実　演  試飲・試食

高品質な日本産大型完熟イチゴを世界展開する技術、EU味覚審査に挑戦し、審査員であるEU域
内の有名シェフらから３年連続で最高評価を獲得しCrystal�Awardを受賞した経緯、さらに果実
加工品でも高い評価を得るに至った成果についてご紹介します。日本産果実やその加工品は高い
価値を持ち、新たな市場形成の可能性を示します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 技術移転

輸出先での品質認証に挑戦し、日本産果実の高品質・良食味の
エビデンスを得ることによって、例えば“Strawberryではない
Ichigo”や“AppleではないRingo”など、日本産果実が現地産
と全く異なる品質であることを明確にし、日本ブランドによる世
界市場創造を目指す。

共同
研究機関

チューリップ球根のネット栽培植え込み機の実物展示と、
開発過程を映像で紹介 農 32

球根類ネット栽培開発委員会 
代表機関 富山県花卉球根農業協同組合

（株）ヰセキ北陸、富山県農林水産部農業技術課 広域普及指導センター、
石田智久（認定農業者）、富山県農林水産総合技術センター園芸研究所、
新潟県農業総合研究所園芸研究センター、
石川県農林農林総合研究センター、山口県農林総合技術センター

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームB　
11月20日（水） 13:00-13:15

●お問合先 : TEL. 0763-33-2448   FAX. 0763-33-5006
●所在地 : 〒939-1396 富山県砺波市大門381
●URL: www.tba.or.jp

【出展内容】 実物展示   

球根類の栽培のイノベーションを図るネット栽培技術の開発にかかる、チューリップ球根の植え込
み機の実物と、開発経過を動画で紹介する。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

情報交換

球根類のネット栽培体系とネット栽培植込機、収穫機による画期
的な省力技術の理解を広め、生産者が開発された機械を利用す
る体系を確立し、行政の支援も受けて生産体系のイノベーション
を図り、それに合わせて機械の商品化、事業化を行う。

資源循環・環境保全型農業の推進に必要な
新たな植物保護技術に関する研究成果をご紹介します。 農 33

SDGsに貢献する新たな植物保護技術研究開発
プラットフォーム
●お問合先 : TEL. 029-838-6738   FAX. 029-838-8574
●所在地 : 〒305-8666 茨城県つくば市観音台2-1-18 農研機構中央農研
●URL: https://www.knowledge.maff.go.jp/platform.html

【出展内容】 実物展示   

国連が掲げる持続可能な開発目標（SDGs）のうち「2.飢餓をゼロに」、「13.気候変動に具体的
な対策を」、「15.陸の豊かさも守ろう」に貢献するため、振動などの物理的な防除技術や植物に
病害虫忌避効果を付与する技術、生態系サービス活用技術など、環境保全型病害虫防除技術や
気候変動に対応した植物保護技術についてご紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

資 金

¥
¥
¥

製品化 技術移転

出展を通じて、技術の実用化をサポートしていただける民間企業
や新たにパートナーとなっていただける機関等とのつながりを模
索するとともに、研究資金獲得のための情報交換、協力関係の
構築を目指します。可能であれば民間企業との共同研究などを
通じて技術の事業化・商品化を進めたいと思います。

共同
研究機関
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ウルトラファインバブル水を利用して、
養鶏・養豚分野の生産性向上 農 34

（公財）農村更生協会

（株）御池鐵工所、（株）T.Sエコファーム

●お問合先 : TEL. 03-6202-2322   FAX. 03-3826-5217
●所在地 : 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-16　

【出展内容】   

ナノサイズの泡を高濃度に含んだ、ウルトラファインバブル水を製造する装置とミネラル水のも
ととなるTSミネターゼを展示。大学や県技術センターとの共同試験で、養鶏で、産卵量増加、卵
のサイズアップ、産卵開始が早くなる、�養豚では、肥育日数の短縮、エサ代削減�等の効果が見ら
れています。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

情報交換

養鶏・養豚の現場で、給水を普通の水から、ミネラルを含んだファ
インバブル水とすることで、産卵量増加、肥育日数の短縮、エサ
代削減の効果が期待できます。

農業生産における多様なデータ収集を組み合わせた
フィールドマネジメントソリューションの提案 農 35

（国）山形大学農学部生産機械研究室

（公）岩手県立大学、（国）佐賀大学理工学部、（国）宇都宮大学

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月22日（金） 13:20-13:35

●お問合先 : TEL. 0235-28-2904   
●所在地 : 〒997-8555 山形県鶴岡市若葉町1-23
●URL: https://www.tr.yamagata-u.ac.jp/~agr-machinery/

【出展内容】 実物展示   

・水田用の近接モニタリングロボットを展示します。
・�山形県の県花であるベニバナを収穫用ロボットを展示します。ロボットには人工知能による乱花
の認識、収穫用パラレルリンクアームが組み込まれています。
・�鶏の生産を効率化するために開発した、RFIDタグを用いた電子体重計、人工知能を用いた体
重予測システムを展示します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

資 金

¥
¥
¥

製品化 改良点把握

情報交換

次世代農業のため、衛星、ドローンによる空撮、移動ロボットを
使った作物生育の近接センシングと複合的なソリューションおよ
び、気象データを使った圃場天気情報を提供し、農業生産効率化
へ向けた統合システムとしての事業化を目指す。

共同
研究機関

共同
研究機関

農作物の気象リスクに素早く対応できる
農業モデル普及システム 農 36

（公）岩手県立大学

Worldwide Japan Food Platform（W-JFoP）コンソーシアム

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月21日（木） 13:00-13:15

●お問合先 : TEL. 019-694-3330   FAX. 019-694-3331
●所在地 : 〒020-0611 岩手県滝沢市巣子152-89
●URL: http://www.iwate-pu.ac.jp/

【出展内容】 実物展示   

農業モデル普及システムは、モデル式（農業シミュレーションモデル）、リスク評価ルール、警戒情
報通知ルールを登録するだけで、自動的に気象実況・予測データから農作物の気象リスクを計算
し、警戒情報を農業従事者に通知することができるWebベースの情報システムです。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

改良点把握 技術移転

農業モデル普及システムは、ソフトウェアとしての商品化および
このソフトウェアをネットワーク経由でクラウドサービスとして事
業化することを想定しています。

養液栽培の培養液中に蓄積した生育抑制物質を除去する
養液栽培用電気分解装置を研究開発した。 農 37

（国）島根大学生物資源科学部施設園芸学研究室

（株）米子シンコー・（有）プティオ

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月21日（木） 16:00-16:15

●お問合先 : TEL. 0852−34−1817   FAX. 0852−34−1817
●所在地 : 〒690-1102 島根県松江市上本庄町2059
●URL: https://www.shimane-u.ac.jp

【出展内容】 実物展示   

イチゴやレタスの根から安息香酸等が滲出して、自家中毒を起こしていることが明らかになって
います。そのために培養液の垂れ流し、培養液の交換・廃棄による環境への影響が懸念されてい
ます。そこで、培養液中に蓄積した生育抑制物質を除去する「養液栽培用電気分解装置」を研究
開発しました。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

情報交換

小規模な研究室レベルではレタスおよびイチゴの自家中毒回避
に成功しています。今後は生産現場である大規模な養液栽培に
おいて、本装置の実用化、そして商品化を進めていきたいと考
えています。そこで、「養液栽培用電気分解装置」の生産現場で
の実用化に協力していただけるパートナーを求めています。

共同
研究機関

共同
研究機関

画像解析を利用した施設栽培むけ、
栽培支援システムの展示とデモンストレーション 農 38

３次元形状センサを活用する群落光合成推定・ 
生育制御コンソーシアム 

（イノベーション創出研究強化事業29011B）
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームA　

11月21日（木） 13:20-13:35

●お問合先 : TEL. 029-838-6669   FAX. 029-838-6673
●所在地 : 〒305-8519 茨城県つくば市観音台3-1-1
●URL: http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/nivfs/index.html

【出展内容】 実物展示   

画像解析を利用した施設栽培むけ、栽培支援システムの展示とデモンストレーション。画像解析と
シミュレーション技術によって、適切な草勢を維持するための環境管理を提示する。イノベーショ
ン創出研究強化事業（旧農食事業）「3次元形状計測センサを活用する施設果菜類の群落光合成
測定と草勢制御」（29011B）の研究成果を紹介。　　

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 情報交換

環境情報と生育情報を合わせて収集、解析することによって栽
培を支援する。情報共有によって精度を高める

施設園芸にICT/IoTの力をもたらす
ユビキタス環境制御システム（UECS）を紹介します 農 39

ユビキタス環境制御システム研究会

農研機構・（学）近畿大学・（国）岡山大学・（国）九州大学

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月20日（水） 13:20-13:35

●お問合先 : TEL. 0877-63-8122   
●所在地 : 〒765-0053 香川県善通寺市生野町2575 傾斜地園芸研究領域
●URL: http://www.uecs.jp

【出展内容】 実物展示  実　演  

ユビキタス環境制御システム（UECS）は日本発の施設園芸向け環境制御装置の共通規格です。
現在開発中の試作機や温室の中で使えるセンサや環境制御装置、活用事例も展示します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 技術移転 情報交換

UECSは様々なメーカーが参入できる共通規格です。既に幾つ
かの装置は製品化が進んでいますが未だ商品化されていない
試作機やアイディアが沢山あるので興味のあるメーカーとのつ
ながりが欲しいです。

共同
研究機関
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世界で初めて「抗アレルギー作用」が学術的に立証され、
その機能性で「特許権」まで確定。 農 40

大森ヘルスケア（株）
（国）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　薬効解析、
（学）順天堂大学加齢制御医学講座

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームB　
11月22日（金） 13:20-13:35

●お問合先 : TEL. 086-293-1144   FAX. 086-293-7373
●所在地 : 〒701-0165 岡山県岡山市北区大内田828番地2

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

「ちしゃとう」という野菜は、9年間に及ぶ岡山大学薬学部との共同研究で「野菜としては世界初」
となる「抗アレルギー作用」が立証され学会での発表が続いています。4年前に順天堂大学で実
施した臨床試験では実に様々な人体への有意性も判明しました。「ちしゃとうを有効成分とする抗
アレルギー剤」という機能性での特許権も日本と中国で確定

　

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 資 金

¥
¥
¥

情報交換

医薬品とか健康食品だけでなく、これは「野菜の粉」ですから
実に多方面の加工食品などに配合できます。また「食物アレル
ギー」のアナフィラキシーショックの発症を抑える効果もありま
すので、学校給食などのメニューに「食材」としてご利用するこ
ともできます。

「農業生産システム」と「害虫対策」について、
複数大学が連携して、シーズを紹介します 農 41

PUiP 大学知財群活用プラットフォーム
（国）宇都宮大学、（国）埼玉大学、（公）首都大学東京、（株）信州ＴＬＯ、（国）筑波大学、 
（学）東京電機大学、（学）東京理科大学、（国研）日本原子力研究開発機構、（国）山梨大学、
（学）神奈川大学、（学）芝浦工業大学、（国）横浜国立大学、（学）東洋大学（協力会員）

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームB　
11月20日（水） 13:20-13:35

●お問合先 : TEL. 03-5284-5225   FAX. 03-5284-5242
●所在地 : 〒120-8551 東京都足立区千住旭町5番 東京電機大学 研究推進部 産官学交流センター内
●URL: http://www.chizaigun.org

【出展内容】 実物展示   

PUiPでは、１２の大学、研究機関などが集まり、産学連携の推進活動をしています。今回は会員
大学の農業生産に関する新しい技術を紹介いたします。農業生産システムの技術と、農業生産に
おける害虫対策技術の二つのテーマに絞り、収穫ロボット、品質管理手法、天然由来の農薬、昆虫
の休眠の活用を展示します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

改良点把握 技術移転

農業生産システムについては、農業関連機器製造メーカや食品
関連機器メーカなどとの連携が予想されます。また害虫対策に
ついては、薬品メーカ、農業資材メーカ、あるいは営農指導との
連携が予想されます。

共同
研究機関 共同

研究機関

今回は特に青パパイヤの成分から抽出したエキスの分析と
化粧品への応用について展示する予定。 農 42

東京バイオテクノロジー専門学校
（公財）かずさＤＮＡ研究所、（株）千葉農産、（学）工学院大学、
やぎぬま農園

●お問合先 : TEL. 03-3745-5000   FAX. 03-3745-5040
●所在地 : 〒144-0032 東京都大田区北糀谷1-3-14
●URL: http://www.bio.ac.jp

【出展内容】 実物展示   

青パパイヤのポリフェノールを利用した化粧品開発、千葉県産青パパイヤの機能性を生かした加
工食品の開発・商品化、実験動物を用いた青パパイヤの機能性評価、天然食物リユースエキスを
利用した日焼け止めの開発、モリンガを用いたマレーシア向け化粧品の開発

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 情報交換

化粧品としての処方開発までを目指す。今後安全性試験、表示
名称取得を経ればＯＥＭメーカーに製造を委託し、即発売可能。

ゲノム編集技術を利用して作出した高GABAトマトの紹介 農 43

サナテックシード（株）

（国）筑波大学

●お問合先 : TEL. 03-6432-4051   FAX. 03-6432-4051
●所在地 : 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-7-10 ランディック虎ノ門ビル7F
●URL: https://sanatech-seed.com/

【出展内容】   

私達はゲノム編集を利用して品種改良された種子を生産・販売する会社です。ゲノム編集技術に
より作出した作物の取扱についてきまりつつありますが、消費者の皆さんへの説明が、まだまだ
不足しているのが現状です。今回ご来展の皆様への商品および技術の説明や、ご意見をいただく
ことで、事業化の参考にしたいと考えています。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 改良点把握 情報交換

筑波大学の江面浩教授とそのチームとの産学連携により、ゲノ
ム編集技術を利用して通常の4～5倍のGABAを含有するトマ
ト品種を開発いたしました。GABAは血圧を下げることが知られ
ています。私達は今後も、こうした消費者の健康に役に立つトマ
トや他の作物を改良して行きます。

共同
研究機関

共同
研究機関

アブラナ科新型野菜「香味菜」、水稲粳品種「ゆうだい21」、
乳製品「純牧シリーズ」の普及 農 44

（国）宇都宮大学農学部
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームB　

11月21日（木） 10:40-10:55

●お問合先 : TEL. 0285-84-2424   FAX. 0285-84-2425
●所在地 : 〒321-4415 栃木県真岡市下籠谷443
●URL: ynagao@cc.utsunomiya-u.ac.jp

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

アブラナ科作物の新型野菜である、’香味菜’2系統「チンゲンサイ×ワイルドルッコラ、青汁ケー
ル×ワイルドルッコラの雑種野菜」を試食・展示、普及活動並びに情報収集を行う。また、農学部
附属農場で育種栽培された「ゆうだい２１」、放牧を活用した乳製品「純牧シリーズ」の知名度向
上と普及。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

改良点把握 技術移転

１）�機能性成分を多く含むアブラナ科西洋野菜である’ワイルド
ルッコラ’を、日本人に馴染み深い’チンゲンサイ’や’青汁ケー
ル’と掛け合わせ、和・洋・中の食材に適した新型野菜として
普及する。



農 

業

林 

業

畜 

産

食 

品

1-D
A

Y

総 

合

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境

水 

産

34  Agribusiness Creation Fair 2019

林 業

森林・林業・木材産業に関する最新の研究成果を
実物展示やパネルでご紹介します。 林 01

（国研）森林研究・整備機構 森林総合研究所
●お問合先 : TEL. 029-873-3211   FAX. 029-874-3720
●所在地 : 〒305-8687 茨城県つくば市松の里1
●URL: http://www.ffpri.affrc.go.jp/ffpri.html

【出展内容】 実物展示   

「樹の発酵による香り豊かなアルコール」「国産トリュフの人口栽培化」「スギ花粉飛散防止剤の
開発」「薬用系機能性樹木の増殖」「広葉樹資源の有効活用」の５テーマについて実物展示とパネ
ルでご紹介します。樹から造ったアルコールについては飲むことはできませんが、香りを楽しんで
いただくことはできますので、ご感想をお聞かせください。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換

「木の酒」については、製品化のための研究開発及び安全性試験
に協力していただける酒造メーカーや関係企業との連携により、
商品化をめざしています。
スギ花粉飛散防止剤については、微生物農薬登録と製品化に協
力いただける企業との連携により、実用化をめざしています。

日本の森林・林業を変える新技術
エリートツリー、自動化機械から新素材まで 林 02

林業イノベーションの推進に向けた研究・技術開発
●お問合先 : TEL. 03-3501-5025   
●URL: http://www.rinya.maff.go.jp/

【出展内容】 実物展示  実　演  

世界初の技術により工業材料化に成功した「改質リグニン」を使った自動車や３Ｄプリンター実演
の他、高い性能を活かした様々な製品を展示します。また、厳しい地形・作業条件の林業にもＡＩ
やロボット等の先端技術の導入が着実に進んでいます。安全で効率的な林業の実現に向けた半
自動集材機模型の実演など、最先端の技術を実感してください。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換

林業・木材産業関係者や山林所有者に加え、ＡＩなどの先端技術
の活用を検討されている企業や研究者の方、バイオマス素材を
探している方、地方創生やＳＤＧｓへ取り組みたい方などに参画
いただき、具体の製品や幅広い普及につなげていきたいと考え
ています。

水 産

センシング技術、健康長寿社会の実現、
新加工技術に関わる研究成果をご紹介いたします。 水 01

（国研）水産研究・教育機構
●お問合先 : TEL. 045-227-2693   FAX. 045-227-2704
●所在地 : 〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-3 クイーンズタワーB15F
●URL: http://www.fra.affrc.go.jp/

【出展内容】   

①�センシング技術を活用した、漁獲物の選別を中心とした取組をご紹介いたします（ICTを活用し
た漁獲物情報の把握、品質等の情報付与等）。
②�低利用の食用褐藻から見出された、抗アレルギー性の作用を持つフロロタンニンの有用性の
ご紹介をいたします。
③水産物加工に、極低温や衝撃波などの極限技術を応用した事例をご紹介いたします。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 技術移転 情報交換

フロロタンニンを含む低利用食用褐藻について、その有用性の
認知度・利用機会の向上を目指し、健康食品素材として認知・
有効利用されることを望みます。また、衝撃波を用いたフリーズ
ドライの前処理技術やアニサキスの極低温処理技術の開発成
果を通して、新規加工・処理技術としての認知向上を図ります
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マイクロバブル発生装置 eco-Bubble® は
水産養殖業・農業の生産効率を大幅に改善！ 水 02

（公）熊本県立大学

大巧技研（有）

●お問合先 : TEL. 096-321-6715   FAX. 096-384-6765
●所在地 : 〒862-8502 熊本県熊本市東区月出3丁目1番100号
●URL: http://ecobubble.jp

【出展内容】 実物展示  実　演  

特許技術�DDHRS（二重渦式高速回転気液混合二重槽）を搭載したマイクロバブル発生装置
（eco-Bubble®）は、水産増養殖業や農業の生産現場で広く利用できる実用性の高い装置で
す。従来装置と桁違いの曝気効率を誇り、水産養殖場の溶存酸素濃度の低下防止や、高濃度酸素
水を用いた作物の生長促進に、驚異的な効果をもたらします。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 技術移転 情報交換

マイクロバブル発生装置�eco-Bubble®�ラインナップ：少
量（10L～ 1000L）の水処理対応モデル（S1,�S2）、タンク
（1m3～ 30m3）に貯蔵水の処理に対応した水中ポンプ一体
型モデル（250,�400）、池や養殖場の水の曝気に適したモデル
（3N,�5N）

高密度・高頻度の水質計測を可能とする四胴ロボット船と
養殖場への展開事例を紹介いたします 水 03

（公）大阪府立大学
【養殖場における高密度・高頻度自動水質計測船の研究開発】

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月20日（水） 14:00-14:15

●お問合先 : TEL. 072-254-9128   FAX. 072-254-7475
●所在地 : 〒599-8570 大阪府堺市中区学園町1-2
●URL: http://www.osakafu-u.ac.jp/

【出展内容】 実物展示   

私たちの研究グループでは、養殖場で高頻度・高密度の水質情報計測を行うための自動航行船
『ロボセン』を研究開発しました。『ロボセン』は四胴船、かつ各胴が回頭できるという極めて独特
な形状により、洋上での容易な定点保持を可能としています。今回の出展では、この『ロボセン』
の機能性やカキ養殖場への導入事例について紹介いたします。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 製品化 情報交換

今回の展示会でのマッチングにより、水産事業者や自治体関係
者等、幅広い連携機関を得ることで、意見交換によるニーズ把握
や共同での実証試験によるデータ蓄積などを進め、さらなる技
術の改良や情報の蓄積により完成度を高め、本技術の本格的市
場導入、展開につなげたいと考えています。

共同
研究機関

次世代水産養殖技術の紹介
（代理親魚技法、遺伝子マーカー、魚病対策技術等） 水 04

（国）東京海洋大学
●お問合先 : TEL. 03-5463-0859   FAX. 03-5463-0894
●所在地 : 〒108-8477 東京都港区港南4-5-7
●URL: https://www.kaiyodai.ac.jp/

【出展内容】   

東京海洋大学では、水産業を次世代に導く研究が行われています。本学がいち早く取り組んでき
た代理親魚技術、遺伝子マーカーによる育種技術、魚病対策技術、陸上養殖技術、飼料開発技術、
スマート水産業などの研究成果を紹介します。また、定置網漁業におけるクロマグロ漁獲コント
ロール技術も紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換資 金

¥
¥
¥

東京海洋大学の水産・海洋分野の研究成果により、新産業創出
と地域振興に貢献したいと考えています。

水産業の重要情報である海水温情報を可視化、
定点観測情報から空間情報を補間したシステムの紹介 水 05

（国）愛媛大学大学院理工学研究科応用情報工学コース

愛媛県農林水産研究所水産研究センター

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月20日（水） 13:40-13:55

●お問合先 : TEL. 089-927-8592   FAX. 089-927-8820
●所在地 : 〒790-8577 愛媛県松山市文京町3番
●URL: ccr.ehime-u.ac.jp/crp/

【出展内容】 実物展示  実　演  

水産業に大きな影響（養殖魚の成長・給餌管理、赤潮魚病の発生因子、潮流の変化）を与える海
水温について、センサーネットワークを構築し、空間情報補間、可視化を行うとともに、赤潮等の
海況情報と合わせ、一元で情報を提供できるサービス「Ｙｏｕ�ｓｅｅ�U－Sｅａ」について、タブレット
等を用いて体験できる形でご紹介・展示をします。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換資 金

¥
¥
¥

基本は漁業者向けのサービス提供であるので、漁協や自治体の
漁業者へのサービスとして、連携ができる可能性に期待してい
る。サービスとしては、多深度水温センサーというハードと、海
況情報提供サイトというソフトウェアとで構成されたIoTシステ
ムである。

共同
研究機関

マーケットイン型｢オーダーメイド養殖｣システムを
開発を目指した異分野連携研究 水 06

（国）岩手大学三陸水産研究センター

（学）近畿大学水産研究所富山実験場

●お問合先 : TEL. 019-621-6231   FAX. 019-621-6107
●所在地 : 〒020-8550 岩手県盛岡市上田三丁目18-8
●URL: https://www.iwate-u.ac.jp/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

以下の3テーマについて展示します。
１）�近畿大学との共同研究による高成長系サクラマス陸上養殖と市場性評価研究（調査研究メ
ニュー提供試験）

２）三陸産高鮮度サバを使った生に近いレアしめ鯖の開発（試食提供）
３）魚肉健康成分イミダゾールジペプチドの高感度定量システムの開発

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 情報交換

さまざまな飲食ジャンル（和食、イタリアン、フレンチ、中華など）
やメニューごとに存在する個別のニーズにきめ細かく対応でき
る、陸上施設での小ロット個別養殖システムを醸成を考えていま
す。

共同
研究機関
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畜 産

新規飼料で泌乳⽜のストレスを軽減し、
アニマルウェルフェア対応型の飼育技術を提案 畜 01

次世代型家畜生産技術の研究開発プラットフォーム
（国）信州大学農学部、（国）東京農工大学、（国）東京工業大学地球インクルーシブセンシング研究機構、
（学）日本獣医生命科学大学、伊那谷アグリイノベーション推進、（株）信州TLO、（国研）農業・食品産業 
技術総合研究機構、（独）家畜改良センター岡崎牧場、（独）家畜改良センター兵庫牧場、（株）明治飼糧、
オリオン機械（株）、（株）中嶋製作所、（株）CrowLab、（株）カネカ、伊藤忠飼料（株）、シチズンファイン
デバイス（株）、長野県畜産試験場、山梨県畜産酪農技術センター、長崎県農林技術開発センター、
兵庫県農林水産技術総合センター、富山県農林水産総合研究センター、神奈川県畜産技術センター

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月22日（金） 14:40-14:55

●お問合先 : TEL. 0265-73-1305   FAX. 0265-77-1315
●所在地 : 〒399-4598 長野県上伊那郡南箕輪村8304 信州大学農学部
●URL: http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/agriculture/

【出展内容】 実物展示   

高泌乳牛は疾病リスクを常に抱え、暑熱ストレスに弱く、乳量減少が問題となっています。小胞体
ストレスを低減する飼料を開発し、生体への負荷を最小限に抑えた飼養技術を紹介、提案します。
また国際的にアニマルウェルフェア（AW）に対応した飼育技術や畜産物利用の転換が求められ
ています。AW対応型の飼育技術を提案します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 改良点把握 情報交換

飼料開発に一緒に取り組んでいただける企業、公設試験場、生
産者を募集しています。アニマルウェルフェア畜産物の出口とし
て、それらを取り扱って頂ける国際展開している食品メーカーを
募集しています。畜舎、飼育環境の改善をお考えの方に、ぜひ、
私たちの技術シーズを活用いただきたく思います。

共同
研究機関

寒い場所での点滴治療の際に、点滴液の温度低下や凍結を防ぐ、
充電式の点滴加温装置です。 畜 02

（株）オオツキ
●お問合先 : TEL. 0795-74-0179   FAX. 0795-74-2833
●所在地 : 〒669-3402 兵庫県丹波市春日町新才518
●URL: https://www.otsuki.ne.jp/

【出展内容】 実物展示   

寒さで体調を崩した仔牛の治療を効果的に行う措置として、点滴加温装置を考案しました。この
装置は、点滴袋とチューブを加温することで仔牛の低体温を改善すると共に、点滴成分の生体吸
収を早める効果が期待できます。充電式とすることで場所を選ばず使用でき、マイクロカーボン
ヒーターを熱線に使用しましたので、耐久性があり洗濯も可能です。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 改良点把握 情報交換

畜産家、研究機関、医療機関、動物医療機器販売会社等からの
情報収集を行い、製品を改善し、安全安心な製品を制作するとと
もに販路を見いだす。

鶏卵生産事業者へAI・IOT・ロボットを活用した
死亡鶏巡回検出システムのご紹介。 畜 03

ICTを活用した畜産生産システム研究開発
プラットフォーム 伊藤忠飼料（株）

（国）宇都宮大学、（株）大豊産業、伊藤忠飼料（株）

●お問合先 : TEL. 028-689-6325   FAX. 028-689-6320
●所在地 : 栃木県宇都宮市陽東町7-1-2
 国立大学法人 宇都宮大学 産学イノベーション支援センター内

【出展内容】   

鶏卵生産において必須作業となる死亡鶏の巡回点検作業を自動化いたしました。カメラを搭載し
た走行ロボットが鶏舎内を巡回し得られた画像をAI判別、検出後指定のモバイルへメール通知い
たします。これにより、高衛生かつ省人効果を得ることができ、今後想定される労働人口の激減時
代に対応します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 情報交換

開発したセンシング技術を多くの事業者が受け入れ可能な価格
とする実装施策を実施し（量産化等によるコスト削減）次年度以
降の拡販を目指しスキーム構築いたします。

共同
研究機関

AIによる豚の体重推定とIoTによる自動出荷システム 畜 04

（国）宮崎大学
農研機構、熊本県農業研究センター、宮崎県畜産試験場、

（株）システム技研、向陽プラントサービス（株）、セブンフーズ（株）、
宮崎県農政水産部農業経営支援課

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月21日（木） 10:40-10:55

●お問合先 : TEL. 0985-58-7946   FAX. 0985-58-7793
●所在地 : 〒889-2192 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1 宮崎大学工学部
●URL: http://www.miyazaki-u.ac.jp/

【出展内容】 実物展示  実　演  

カメラで撮影した豚の画像から体重を推定することで、出荷適正体重に到達した豚を自動的に選
別するシステムを紹介します。3千頭以上の豚のデータから機械学習モデルを作り、４％程度の
誤差で体重推定を実現しました。また、この機械学習モデルを利用し、３Dカメラで取得したデー
タから体重を推定するハンディタイプのシステムも紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化

資 金

¥
¥
¥

改良点把握 技術移転

情報交換

装置の有効性を広くアピールするとともに、畜産関係者からの
意見を聴取することで改良点をみつけ、製品化に結びつけたい
と思います。

有人車両とロボット車両の協調作業による
酪農サイレージ踏圧体系を紹介します。 畜 05

酪農サイレージ調製作業ロボット化コンソーシアム
（国）帯広畜産大学、（地独）北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 
工業試験場、（株）クボタ、（株）リープス、道東あさひ農業協同組合、

（有）ウエストベース
●お問合先 : TEL. 0155-49-5786   FAX. 0155-49-5775
●所在地 : 〒080-8555 北海道帯広市稲田町西2線11番地 国立大学法人帯広畜産大学
●URL: https://www.obihiro.ac.jp/

【出展内容】   

農林水産省革新的技術開発･緊急展開事業（経営体強化プロジェクト）において取り組んでいる、
酪農サイレージ調整作業の自動化に関する研究内容を紹介します。酪農サイレージ踏圧作業時
の、「有人車両とロボット車両による協調作業体系」および「ロボットトラクタによる牧草刈り取り
の自動化」の事例を紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 情報交換

現在実施しているプロジェクトによる、労働力削減効果、サイレー
ジの品質情報などを提供しながら、生産者のニーズを確認し、事
業化に向けて検討する予定。

共同
研究機関

共同
研究機関
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糖鎖ナノバイオテクノロジーを基盤とした
家畜家禽ウイルス迅速高感度検査法の確立ワクチン開発 畜 06

糖鎖ナノバイオコンソーシアム
（（株）スディックスバイオテック）

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月22日（金） 15:00-15:15

●お問合先 : TEL. 0798-47-6612   FAX. 0798-47-6612
●所在地 : 〒890-0013 鹿児島県鹿児島市城山1-42-1
●URL: http://sudxbiotec.jp

【出展内容】 実物展示   

弊社の開発したオンサイトで実施可能な家畜家禽ウイルスの超高感度検査法を展示します。弊社
の検査法は、弊社独自で開発した検査キットと迅速リアルタイムPCR機からなります。本ブース
では、オンサイトでの実証実験の結果と本検査法で必要な実機を併せて展示いたします。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】
弊社の提供する検査キットと迅速リアルタイムPCR機を全国の
養豚業者に導入していただきます。現在の実証実験の結果では
豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス（PRRSV）の蔓延を一定数防
止することができており、事故率（死亡率）の低減と飼料代の削
減を確認できています。

周年親子放牧にICT等を組み合わせて
高収益な肉用⽜繁殖経営を実現します。 畜 07

周年親子放牧コンソーシアム
（代表機関：農研機構畜産研究部門）

農研機構中央農業研究センター、農研機構東北農業研究センター、
農研機構西日本農業研究センター、（国）鹿児島大学学術研究院農水産獣医学域、

（国）東北大学大学院農学研究科、（国）茨城大学農学部、
（国）岐阜大学応用生物科学部、（国）信州大学農学部、家畜改良センター、
山梨県畜産酪農技術センター、大分県農林水産研究指導センター、
熊本県農業研究センター、サージミヤワキ（株）、富士電機（株）、イーソル（株）

●お問合先 : TEL. 0287-36-0111   FAX. 0287-36-6629
●所在地 : 〒329-2793 栃木県那須塩原市千本松768

【出展内容】 実物展示  実　演  

耕作放棄地等を活用し省力効果が高い周年親子放牧による高収益肉用牛繁殖経営の確立を目指
し、実用検討・試験中の、高消化性木材クラフトパルプを活用した子牛用飼料、ICT等を活用した
遠隔自動給餌システム、自動体重計測システムおよび電気牧柵等の放牧施設監視システム、クラ
ウドの活用による放牧管理システム等の技術を展示・紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

改良点把握 情報交換

コンソーシアムの構成員である民間企業を中心としての商品化
を予定していますが、たとえば製作元と販売元が異なること等も
想定されますので企業間の連携等も今後重要になると考えてい
ます。

共同
研究機関

「食と健康」維新－ウェルネス鹿児島大学。
食の維新は薩摩から！ 畜 08

（国）鹿児島大学
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームA　

11月21日（木） 11:00-11:15

●お問合先 : TEL. 099-285-8515   FAX. 099-285-8515
●所在地 : 〒890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目21-24
●URL: http://www.kagoshima-u.ac.jp/

【出展内容】   

「食と健康」維新－ウェルネス鹿児島大学。食の維新は薩摩から！離島を含めた南北600kmの
フィールドを活かした魅力ある研究シーズ・技術シーズをご紹介します。農業県かつ畜産王国で
ある鹿児島には、美味しく機能性に富んだ多彩な食材が溢れています。本学ではその生産をサ
ポートし、付加価値を高める研究に注力しております。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

製品化 技術移転

鹿児島大学の持つ独自性を融合させた新しい製品の完成。
研究シーズを活用した商品の海外ビジネス。
分野にとらわれない技術シーズの新しい活用。
ベンチャーによる起業。

食 品

ジビエの衛生管理向上に貢献できる簡易検査法の開発 食 01

（国）岩手大学公衆衛生学研究室

（株）ファスマック、（株）ニッポンジーン、（学）甲子園大学

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームB　
11月22日（金） 13:40-13:55

●お問合先 : TEL. 019-621-6231   FAX. 019-621-6107
●所在地 : 〒020-8550 岩手県盛岡市上田三丁目18-8
●URL: https://www.iwate-u.ac.jp/

【出展内容】 実物展示   

野生動物の食肉利用はジビエ産業として地域活性化になりますが、野生動物が持つ病原微生物
は不明瞭であるため、従事者の感染リスクが否定できません。私たちは、病原体検査を現場で行
える迅速キットを考案しました。この検査キットを普及させ、安全性が担保された野生動物肉の利
用を促進します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

改良点把握 資 金

¥
¥
¥

全国で本検査を行うことで、国産ジビエ産業の捕獲・生産・加工
の全ての段階に関わる従事者および製品の安全が担保され、ま
た、検査結果は疫学情報として蓄積されます。ジビエ産業は、民
間よりも国の行政に依るところが大きいので、地方公共団体など
地方行政からの普及を推進したい。

共同
研究機関
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三陸特有の水産資源「イサダ」から開発した新規素材と
機能性成分について紹介します。 食 02

イサダ高付加価値化コンソーシアム
 （代表機関：（公財）岩手生物工学研究センター）

岩手県沿岸漁船漁業組合、（株）國洋、（株）川秀、
（学）京都先端科学大学、（国）香川大学、（学）岩手医科大学、
（地独）岩手県工業技術センター

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月20日（水） 14:20-14:35

●お問合先 : TEL. 0197-68-2911   FAX. 0197-68-3881
●所在地 : 〒024-0003 岩手県北上市成田22-174-4
●URL: http://www.ibrc.or.jp

【出展内容】 実物展示   

農研機構生研支援センター・革新的技術開発緊急展開事業（経営体強化プロジェクト）�「三陸
産イサダを全利用した高付加価値素材の効率的生産体系構築」の取り組み紹介、イサダオイル、
8-HEPE素材、イサダエキス、イサダミールの展示を行います。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 技術移転 情報交換

イサダオイルは機能性食品およびサプリメント素材として、
8-HEPE素材はサプリメント素材として、イサダエキス素材は調
味料として、イサダミールは飼料としての活用を目指していま
す。イサダ素材を活用した消費者向け製品開発に興味のある企
業や団体等とのマッチングを希望いたします。

プラズマを利用した殺菌消毒技術で菌やカビを殺菌し、
農作物や食品の品質劣化を防ぎます。 食 03

（国）佐賀大学／佐世保工業高等専門学校／（学）岡山理科大学／
（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所

（国）佐賀大学、佐世保工業高等専門学校、（学）岡山理科大学、
（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月21日（木） 12:00-12:15

●お問合先 : TEL. 0952-28-8639   
●所在地 : 〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄町1番地

【出展内容】 実物展示  実　演  

出展するプラズマ装置の技術を用いることで、様々な形状を持つ農産物に最適な形状のプラズマ
を生成することで、効果的な殺菌消毒が可能であり、鮮度などを保持したまま、殺菌することがで
きます。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 製品化 情報交換

農産物などの選果、貯蔵、輸送工程に本技術を導入することに
よって、病害防除、保存期間の延長、廃棄ロスの低減、コスト削
減を実現する。
・選果場の選果工程での農産物の殺菌、貯蔵期間の延長、
・食品材料に含まれる菌・カビ類の殺菌
・種子、スパイスなどの顆粒状農産物の殺菌、病害の防除

共同
研究機関

共同
研究機関

◆画像解析　食品の質を自動解析し数値化します
◆バイオ　食品の乳化・分散に+αを提案します 食 04

（学）東京都市大学　視覚メディア研究室／
高分子・バイオ化学研究室

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月21日（木） 11:40-11:55

●お問合先 : TEL. 03-5707-0104 内線2232   FAX. 03-5707-2128
●所在地 : 〒158-8557 東京都世田谷区玉堤1-28-1
●URL: http://www.csac.tcu.ac.jp/index.html

【出展内容】 実物展示  実　演  

◆画像解析
　�フラクタルを用いて食品の質を数値化する技術を展示します。肉、魚、野菜、果物等様々な食
品に応用でき、育種等における成長具合の確認にも使えます。
◆バイオ
　�誰でも簡単に作製できる乳濁分散液の作製方法を中心に、可食性高分子を利用したナノ/マイ
クロ乳化・分散系食品の作製技術について展示します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換資 金

¥
¥
¥

◆画像解析
　�評価の自動化・数値による確実な評価により食品評価分野へ
展開可能。評価の自動化・リアルタイムな評価により育種分
野へ展開可能。
◆バイオ
　�付加価値を備えた液状食品（飲料、調味料、ペースト類）や粉
末食品、栄養機能成分を効果的に摂取できる機能性食品への
展開を想定しています。

北海道の豊かな自然と地域の特色を生かした
食品加工技術を紹介します。 食 05

（地独）北海道立総合研究機構
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームB　

11月22日（金） 14:40-14:55

●お問合先 : TEL. 011-747-2806   FAX. 011-747-0211
●所在地 : 〒060-0819 北海道札幌市北区北19条西11丁目
●URL: http://www.hro.or.jp/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

当機構で実施している食品加工分野に関する研究から生み出された技術シーズの展示を行いま
す。
○旬の味わいを閉じ込めた常温保存可能な果実加工技術
○子実とうもろこしの食材活用技術（コーングリッツ）
○発酵種を用いたパン類の製造技術
○きのこを用いた機能性アミノ酸（GABA）富化技術　
○その他開放特許

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

製品化 技術移転

紹介した技術シーズは、商品開発や事業展開への活用を希望す
る企業とマッチングし、共同研究・技術支援することで、商品化・
事業化を進めていきます。

世界初！ ナスの機能性を実証臨床、基礎研究成果から機能性
ナス食品開発・販売に向けた取組紹介 食 06

ナス高機能化コンソーシアム
（代表機関：（国）信州大学農学部中村研究室）

高知県農業技術センター、（学）電子開発学園、（学）北海道情報大学、
農研機構 野菜花き研究部門、（株）サラダコスモ、（株）ADEKA、
高知県安芸郡農業者、ＪＡ高知県、高知県安芸農業振興センター、
島貿易（株）、（株）ウェルナス

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月21日（木） 15:20-15:35

●お問合先 : TEL. 0265-77-1638   FAX. 0265-77-1638
●所在地 : 〒399-4598 長野県上伊那郡南箕輪村8304

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

ナス食品機能性をヒト臨床試験で実証しました。関与成分は、ナスに他の栽培作物の1000倍以
上も含まれる新規食品機能性成分で、安全かつ新規な作用機序を持ち、低有効用量のため継続
摂取可能です。研究成果に加えて開発中の機能性ナス食品とその新規販売方法も展示します。
本出展は革新的技術開発・緊急展開事業で実施した内容に基づきます。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

資 金

¥
¥
¥

改良点把握 技術移転

情報交換

生鮮ナスに加えて、未利用ナスを有効活用可能なナス粉末原料
も開発し、ナス機能性表示食品の販売でナス市場活性化及び6
次産業化を目指します。認知度や顧客満足度を高めるための新
規ヘルスケアシステムを絡めた販売方法を検討中です。今後も
ナス機能性研究を継続し、商品価値を高めていきます。

高圧力殺菌技術を用いた発泡性にごり生酒
「AWANAMA」の開発 食 07

（学）新潟薬科大学

新潟県醸造試験場、金升酒造（株）、越後製菓（株）、大日本印刷（株）

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームB　
11月21日（木） 11:20-11:35

●お問合先 : TEL. 0250-25-5396   FAX. 0250-28-5340
●所在地 : 〒956-8603 新潟県新潟市秋葉区東島字山居265番地1
●URL: http://www.nupals.ac.jp/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

数百MPaの静水圧を用いた高圧処理は、非熱的に微生物の殺菌（不活性化）、タンパク質の変性
を可能とする食品加工技術として注目されています。私たちは、日本酒の火入れ工程を高圧処理
で代替することで、生酒、活性にごり生酒などの風味を維持しながら保存性を高めることを狙い、
高圧殺菌技術を核とした新しい日本酒醸造技術を開発しました。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換資 金

¥
¥
¥

国内での日本酒の新規需要の拡大、海外への輸出の拡大を狙う
酒造メーカー、日本酒流通・販売会社で、若者、女性、外国人の
嗜好性に合致する新しいタイプの日本酒を製造・流通・販売し
たいと考えている方々に本技術を活用していただきたい。

共同
研究機関

共同
研究機関
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米と海藻をテーマに、農水産物と食品の機能性に係る
大阪府立大学のシーズを紹介いたします。 食 08

（公）大阪府立大学
（【米と海藻をターゲットとしたアグリビジネス創出の試み】
【イネ種子のγ-オリザノール含量を規定する因子の解析】）

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームB　
11月21日（木） 11:00-11:15

●お問合先 : TEL. 072-254-9128   FAX. 072-254-7475
●所在地 : 〒599-8570 大阪府堺市中区学園町1-2

【出展内容】 実物展示   

米と海藻をテーマに、大阪府立大学のシーズを紹介します。コメ糠に含まれる機能性成分γ-オリ
ザノールを高含量に含むイネ品種の育種を目指した取り組みや、難消化性澱粉とγ-オリザノール
を多く含む機能性米「アミロモチ」、ベトナムやノルウェーの沿岸で人工栽培された海藻などを
ターゲットとしたアグリビジネス創出の試み、などを紹介します

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 製品化 情報交換

今回の展示会でのマッチングにより、農業や食品、自治体関係者
等との幅広い連携を探索し、意見交換によるニーズの把握や共
同研究、共同での商品開発などを進め、本技術の市場導入、展
開を目指します。また機能性の高い農作物の育種についても同
様に、各種機関との連携により実用化を目指します。

本学部の学生及び社会人受講生による地域資源を活用した
食品開発の取り組み紹介 食 09

（学）東京農業大学生物産業学部
●お問合先 : TEL. 0152-48-3889   FAX. 0152-48-3839
●所在地 : 〒0994-31-0317 北海道網走市八坂196
●URL: https://www.nodai.ac.jp/teacher/

【出展内容】 試飲・試食   

東京農大オホーツクキャンパスでは、学生対象：「オホーツクフードマイスター」並びに社会人対象：
「ものづくり地域創成塾」の人材育成講座を展開しており、いずれも地域資源を活用した食品開
発の知識や技術を身につけ、高品質ブランド商品作りから地域活性化に寄与することを目的とし
ています。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 改良点把握 情報交換

日本各地へ網走の地域産品を広く知ってもらうために開発。委
託製造を行っていただける企業を探しています。

日本独自の食材による機能性素材の開発および
独自技術の新たな加工食品と共同開発商品を探る。 食 10

健康生活素材（株）

（国）東京農工大学

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームB　
11月22日（金） 13:00-13:15

●お問合先 : TEL. 03-3388-1108   FAX. 03-3388-1109
●所在地 : 〒165-0021 東京都中野区丸山1-9-12
●URL: http//kenko-sozai.cojp

【出展内容】   

今年度は、日本の食材の独自のきのこ、マイタケを中心とした長寿食の可能性について、展示し
たいと考えている。また、昨年度のニンニクスプラウトの機能性サプリ素材についても、展示した
い。毎年のテーマでもある地域農産物の加工食品、サプリメント、化粧品の少量からのOEMの可
能性についても探る

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 製品化 情報交換

今年度は、日本の食材の独自のきのこ、マイタケを中心とした長
寿食の可能性について、展示し、共同開発商品をさぐる、昨年度
のニンニクスプラウトの機能性サプリ素材についても、共同開発
をすすめる。地域農産物の加工食品、サプリメント、化粧品の少
量からのOEMの共同開発を推進する。

食品加工技術、殺菌・品質保持技術、
流通貯蔵・鮮度保持技術等の研究・開発成果の展示紹介。 食 11

食・農チーム鹿児島 大隅加工技術研究センター／農業開発総合センター／
工業技術センター／水産技術開発センター

（食・農チーム鹿児島） 大隅加工技術研究センター/
農業開発総合センター/工業技術センター/水産技術開発センター

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月20日（水） 11:00-11:15

●お問合先 : TEL. 0994-31-0317   FAX. 0994-31-0319
●所在地 : 〒893-1601 鹿児島県鹿屋市串良町細山田4938
   　（鹿児島県大隅加工技術研究センター内）
●URL: http://www.oosumi-kakou.com/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

農畜産物や水産加工品の加工技術（かんしょでん粉から生産した機能性糖アンヒドロフルクトー
スの作用と利用）、青果物の海外輸出・長距離流通における鮮度保持技術、焼酎用麹用米の醸造
適性の解明と新品種「たからまさり」の開発、「抗酸化物質セレノネイン」投与によるブリ飼育試験
などを紹介する。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

改良点把握 技術移転

食品製造を行う企業や食品の品質保持技術に関する共同研究先
とのマッチング活動の中で、県が保有する技術シーズをＰＲする
とともに、新たな共同研究機関・技術移転先を発掘し、技術の応
用による新たな商品開発や事業化に発展させることを期待して
います。

共同
研究機関

共同
研究機関

開発したビワ葉混合発酵茶、ツバキ葉混合発酵茶、
摘果ミカン混合発酵茶の機能性を紹介します。 食 12

（公）長崎県立大学
長崎県農林技術開発センター、（国）長崎大学、（国）九州大学、

（株）サンダイ、（株）シャルレ

●お問合先 : TEL. 095-813-5500   FAX. 095-813-5220
●所在地 : 〒851-2195 長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1
●URL: http://sun.ac.jp

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

未利用資源の緑茶三番茶葉とビワ葉、ツバキ葉あるいは摘果ミカンを揉捻混合して製造した発酵
茶を展示します。これら発酵茶が、体脂肪減少、中性脂肪濃度低下、食後血糖上昇抑制、血圧低下、
冷え性改善、睡眠の質改善、疲労軽減、肩こり低減などの機能性を有することを明らかにしました。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 技術移転

ビワ葉混合発酵茶とツバキ葉混合発酵茶はすでに商品化してい
ますが、数年内に機能性表示食品として販売することを目指して
います。
摘果ミカン混合発酵茶は今後製品化し、機能性表示食品として
販売することを目的として研究開発を進めていきます。

⑴超高齢社会の食と機能性⑵お米の美味しさと健康機能
⑶機能性オリゴ糖の研究⑷災害食の紹介 食 13

（国）新潟大学地域連携フードサイエンスセンター
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームB　

11月22日（金） 12:00-12:15

●お問合先 : TEL. 025-262-6674   FAX. 025-262-6674
●所在地 : 〒950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050
●URL: http://www.agr.niigata-u.ac.jp/food-sc/

【出展内容】 実物展示   

異分野融合による最新の研究成果をご紹介します。
１）「高齢者食品開発」（歯・農学）、
２）「コンニャク由来オリゴ糖の機能性評価」（農学）、
３）�「高アミロース米”越のかおり”の調理特性と血糖応答～健康を応援する低糖質ごはん米～」
（教育・農学）、

４）「食品の美味しさと機能性の向上を目指して」（農学）、
５）「日本災害食」

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

技術移転 資 金

¥
¥
¥

この度の出展を機会に研究交流・情報交換等を通じて一層の展
開を進めていく。既に一部は農水省事業等により産学官の共同
研究を行い、研究開発や商品化を図っている。

共同
研究機関
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グローバル市場での米および米加工食品の需要拡大に資する
米の高付加価値化技術を紹介します。 食 14

米および米加工食品におけるイノベーション創出を
目指す研究開発プラットフォーム

（国）新潟大学、（学）新潟薬科大学、新潟県農業総合研究所、農研機構、
亀田製菓（株）、（株）オルトメディコ、佐藤食品工業（株）、石川県立大学（公）、

（学）新潟工科大学、三菱ガス化学（株）、新潟製粉（株）、石山味噌醤油（株）、
大正製薬（株）、オリザ油化（株）、ホリカフーズ（株）、まつや（株）、
丸榮製粉（株）、東洋ライス（株）、新潟バイオリサーチパーク（株）

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月21日（木） 14:20-14:35

●お問合先 : TEL. 025-262-7554   FAX. 025-262-7513
●所在地 : 〒950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐二の町8050番地
●URL: https://www.ircp.niigata-u.ac.jp/

【出展内容】   

当研究開発プラットフォームの会員機関が保有する４つの研究内容（技術シーズ）、１）黒米糠の
経口投与による老齢マウス脳組織におけるtauリン酸化抑制、２）多様な米α化粉の製造技術、３）
米タンパク質の新規生理学的機能性、４）口腔機能で健康寿命延伸に寄与する米加工食品、およ
びプラットフォームの概要等について紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 製品化 技術移転

本プラットフォームの会員機関が実施している研究内容（技術
シーズ）に興味を持った企業や研究機関等にプラットフォームに
参画してもらい、オープンイノベーションの体制下において、研
究コンソーシアムを設立し、外部資金の獲得等を通じて米および
米加工食品の需要拡大を目指します。

地域の活性化を図るため活動する
公設試験研究機関の食品研究への取組を紹介します。 食 15

全国食品関係試験研究場所長会

全国の食品関係の公設試験研究機関、地域の食品企業等

●お問合先 : TEL. 029-838-7980   FAX. 029-838-8005
●所在地 : 〒305-8642 茨城県つくば市観音台2-1-12 
  　農研機構食品研究部門　企画部企画連携室内　

【出展内容】 実物展示   

全国食品関係試験研究場所長会は、農林水産物の利用加工及び食品工業に関係する試験研究
の発展を図ることを目的に、会報発行や優れた業績の表彰を行っています。公設試験研究機関で
は、地域農産物を利用して新しい食品を開発するとともに、最先端の研究も実施しています。今
回は、会員場所の優れた研究成果の一部を紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 情報交換

公設試験研究機関の成果物の多くは、地元企業との共同研究等
による商品開発が多く見受けられます。新たな共同研究等や研
究シーズを利用する商品開発等を希望します。また、他分野から
の研究成果に関して助言を頂けるとありがたいです。

共同
研究機関

共同
研究機関

産学官連携による日本酒づくりによる6次産業化と
地方創生の取り組み 食 16

（学）皇學館大学産学連携日本酒プロジェクト
（一社）神都の祈り、三重県明和町、農業生産法人（有）松幸農産、
（株）伊勢萬、旭酒造（株）

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームB　
11月22日（金） 14:20-14:35

●所在地 : 〒515-0301 三重県多気郡明和町大字前野1320番地
●URL: shinto-no-inori.jp/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

「神都の祈り」�は、皇學館大学の学生と農業生産法人松幸農産が協力して、明和町に広がる豊か
な田んぼで育てた酒米「神の穂」を使い、地元酒蔵が伊勢平野を潤す櫛田川の伏流水を用いて
作った地元100％の日本酒です。生産の節目には、学生達が自然の恵みに感謝し、祈りを捧げる
祭祀を行っています。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 資 金

¥
¥
¥

情報交換

酒米および日本酒生産に関わる生産、流通の革新を行い、6次産
業化、地域活性化のモデルとして横電解できるビジネスの構築
を目指しています。

カシスやりんごセラミドの機能性研究と
小型バイオマスガス化装置（特許技術）を紹介します。 食 17

（国）弘前大学
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームB　

11月22日（金） 14:00-14:15

●お問合先 : TEL. 0172-39-3176   FAX. 0172-39-3921
●所在地 : 〒036-8560 青森県弘前市文京町1
●URL: https://www.innovation.hirosaki-u.ac.jp/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

弘前大学が取り組んでいるアグリ・ライフ・グリーン分野におけるイノベーション創出事業の成
果普及のためのパートナー企業を探しています。カシスの更年症状緩和効果やりんごセラミド素
材を紹介します。また、電源確保が困難な場所でも周辺に賦存するバイオマスを利用してガス化・
発電ができる小型バイオマスガス化装置を紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 製品化 技術移転

機能性研究が進んでいる食材を紹介し、素材化や商品化を行う
パートナー企業を見つけることで事業化を進めたいと考えてい
ます。小型バイオマスガス化装置は、特許技術のライセンス契約
や共同研究の成立により、装置の製造販売ができる企業とのマッ
チングを希望します。

共同
研究機関

①キクイモ新系統の開発と実用化
②有用な昆虫ストレス分析法の精度・簡便性を紹介します。 食 18

（国）佐賀大学
①佐賀・福岡地域機能性農産物推進協議会
②なし

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月20日（水） 11:20-11:35

●お問合先 : TEL. 0952-28-8151   FAX. 0952-28-8186
●所在地 : 〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄町1番地
●URL: http://www.saga-u.ac.jp/

【出展内容】 実物展示  実　演  試飲・試食

佐賀大学からは以下の２つのテーマについて出展を行います。
①キクイモ新系統サンフラワーポテトの試食や、産地の紹介、開発商品の試食などを行います。
②�新しい昆虫ストレス分析サービス、更に、それを用いて発見したN-アセチルチロシンの様々な
生理活性を紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換

①�キクイモの成分含量のロスを抑えた加工による機能性表示食
品への届け出と、産地との連携による安定供給を目指します。
②�分析サービスの拡大を目指します。マウスでの顕著なストレス
緩和作用を実証したN-アセチルチロシンを使用し、企業との
新規機能性食品や清涼飲料水等の開発を目指します。

食品安全等を取り巻く社会的課題を解決するため、
皆さんの研究・技術が必要です！ 食 19

農林水産省と一緒に安全な農畜水産物の安定供給の
ための研究に取り組みませんか？

独立行政法人研究機関、公設試験研究機関、大学、食品企業等

●お問合先 : TEL. 03-3502-5722   FAX. 03-3597-0329
●所在地 : 〒1008950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
●URL: http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/regulatory_science/index.html

【出展内容】   

有害化学物質・有害微生物による食品の汚染や動植物疾病による被害は後を絶ちません。これ
ら課題を解決するためには、科学的知見をもって行政施策を講じる必要があります。本出展では、
行政施策の決定に必要な科学的知見を得るための研究や、これら研究によって得られた知見を紹
介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

製品化 技術移転

穀類中の遊離アスパラギンの分析法を開発しました。
この技術は、食品事業者自らによる、穀類製品中のアクリルアミ
ド濃度の低減に活用できます。また、動物衛生における研究で
は、得られた知見を製薬メーカー等により活用いただくことで、
動物疾病のまん延防止等に寄与します。

共同
研究機関

共同
研究機関
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活動のご紹介と参画いただけるメンバーの募集、会員企業の商品紹介（展示）を行います 食 20

「知」の集積と活用の場　健-12 健康長寿食品研究開発プラットフォーム／
（一社）健康長寿実現推進機構／埼玉大麦食品普及・食のモデル地域実行協議会

⑴（有）サクセスライフインスティチュート、⑵日本総合技術研究所、⑶サラヤ（株）、⑷（株）銀座・トマト、⑸（公）大阪府立大学、⑹（学）立命館大学、⑺（国）京都大学、⑻（国）徳島大学、 
⑼酒井真珠製核、⑽井上綜合知財事務所、⑾光内外特許事務所、⑿（国）北海道大学、⒀アナテック（株）、⒁（学）帝京大学医学部、⒂（一社）スマートシニアビジネス倶楽部、 
⒃農研機構、⒄（株）エー・アソシエイツ研究所、⒅医薬基盤・健康・栄養研究所、⒆（学）日本獣医生命科学大学、⒇栃木県農業試験場、�栃木県、�福井県、�大正製薬（株）、 
�（株）オルトメディコ、�（株）みちのく伊藤ファーム、�（株）白銀カルチャー、�日生バイオ（株）、�（株）古賀総研、�（株）はくばく、�（一社）蔵王酪農センター、 
�ケンコーマヨネーズ（株）、�（株）村山、�（株）GT、�九州唐津おいしかと（株）、�それいけシステムコンサルティング（株）、�（地独）北海道立総合研究機構森林研究本部林産試験場、
�（株）ウエルシード、�（有）サンアップル醸造ジャパン、�SKファーム（株）、�（株）三菱総合研究所、�（株）ビーティーエヌ、�（株）ユーグレナ、�（国）筑波大学生命環境系、 
�小橋工業（株）、�（株）スリーピー、�カーリットホールディングス（株）、�愛京産業（株）、�（一財）日本土壌協会、�（国）東京大学大学院農学生命科学研究科、�（独）酒類総合研究所、
�（株）バイオジェット、�（株）ジーンベイ、�（株）西村製麺、�（一社）健康長寿実現推進機構、�（株）日立ソリューションズ、個人会員6名

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　	 ●セミナールームB
11月20日（水） 12:00-12:15／11月21日（木） 14:40-14:55 　11月22日（金） 10:40-10:55／11:00-11:15／11:20-11:35／11:40-11:55

●お問合先 : TEL. 03-6403-3336   FAX. 03-6403-3349
●所在地 : 〒104-0061 東京都中央区銀座6-14-8
●URL: https://www.healthy-longevity.info/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

1. 高タンパクのウキクサの開発と応用紹介及び連携先募集　2.農研機構開発新品種大麦の6次産業化による商品開発と普及活動紹介、連携参画募集　3.農研機構開発の新規乳酸菌応用チーズの
紹介及び市場開拓の連携募集　4.微生物の硫黄代謝物に着目した新規分析法の活用方法の紹介　5.「食による健康増進プラットフォーム連合」への連携

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 改良点把握 情報交換

リサーチプロジェクト毎に研究コンソーシアムを設立し、社会実装に向けた取り組みを行ってゆきます

共同
研究機関

滋賀県湖北地方に伝わる幻の食材「姉川クラゲ」を
多面的に研究し、新たな食品として提案 食 21

（学）龍谷大学
●お問合先 : TEL. 077-544-7299   FAX. 077-543-7771
●所在地 : 〒520-2194 滋賀県大津市瀬田大江町横谷1-5
●URL: http://rec.seta.ryukoku.ac.jp/index.php

【出展内容】 試飲・試食   

今は食されなくなった地域の幻の食材を本学農学部の４学科が各々の視点から研究し、新たな食
品として提案しようとしています。本学農学部のコンセプトである「食の循環」の総合的学びを具
現化した取り組みを紹介します。また、龍谷大学の産官学連携の成果として製品化された商品の
試飲や試食を行っていただきます。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 情報交換

地域の幻の食材を配合した新食品を地域企業・自治体との連携
で、商品化し、地域活性化に繋げたいと考えています。今回展示
のシーズを例として、同様の取組みの連携相談をお受けしたい
と存じます。

需要増大が見込まれる米粉の幅広い分野での利活用に向けた
提案や米粉の特性などを紹介 食 22

米粉の可能性
～米の特徴を活かした新たな米粉利用の紹介～
●お問合先 : TEL. 048-740-0406   FAX. 048-601-0533
●所在地 : 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
●URL: komeko.kanto@maff.go.jp

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

最近の米粉市場は、グルテンアレルギー対応食品として消費者の認知度向上とともに国内市場が
活性化しています。さらに、海外への輸出拡大も見込まれる米粉・米粉製品の需要増大の期待に
応え得る、消費者ニーズを捉えた「ノングルテン米粉認証制度」や新たな素材“米ゲル”の特徴と
その利用方法などを紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 情報交換

米粉の更なる利用拡大に向け、グルテンを使用しない米粉商品
の開発、“米ゲル”などの新たな米加工品の保湿性や粘性に着目
した商品の開発が進められている。また、海外のグルテンフリー
表示よりも基準が厳しいノングルテン米粉の取組による高品質
な日本産米粉の国内外での需要拡大を促進する。

農業のスマート化・高度化、農作物の付加価値向上などで
企業と連携して実用化を目指します。 食 23

（国研）産業技術総合研究所
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームB　

11月20日（水） 15:20-15:35／16:00-16:15

●お問合先 : TEL. 029-861-2000   FAX. -
●所在地 : 〒305-8560 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第一
●URL: https://www.aist.go.jp/hokkaido/ja/agritech/index.html

【出展内容】 実物展示   

産業技術総合研究所は産業技術の開発をミッションとしていますが、現在農業への展開も進めて
います。本フェアでは、味覚センシング技術、健康維持に貢献する食品の開発や食品成分の計測
技術、栽培施設の除湿システム、農作物生育に有用な地質情報など、農業の高度化に資する新し
い技術を紹介し、企業との連携による実用化を目指します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

製品化 技術移転

機能性食品は、生理活性の検証や商品化を行う企業とのマッチ
ング。食材の分析技術や選別技術については、共同で製品化と
実証試験を行う企業とのマッチング。地質情報は、地域の農業試
験場等とのマッチング。また、他機関との共同研究による技術の
高度化を期待します。

「農の郷」のアイメックトマトを使った加工食品の
外部委託による製造、生果の販売開拓 食 24

（国）島根大学6次産業化イノベーションチーム

（株）農の郷

●お問合先 : TEL. 0852-34-1820   FAX. 0852-34-1823
●所在地 : 〒690-8504 島根県松江市西川津町1060
●URL: http://www.rokujika.shimane-u.ac.jp/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

島根大学発ベンチャー「農の郷」の試作中の加工食品の展示、試食。島根大学が関わっている6
次産業産品の紹介

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

改良点把握

農の郷ファームは島根大学発ベンチャー企業第5号の認定を受
けて、島根大学と共同でトマトの研究を行っています。大学との
共同研究では、リコピンやGABAといったトマトに含まれる注目
の機能性成分や糖について分析し、常にもっと高機能性がある
高糖度なトマトになるよう努力を続けています。

共同
研究機関
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地域の農産物や加工技術等を活かした地場産品の
付加価値向上に向けた取組や支援内容を紹介します 食 25

旭川食品産業支援センター
●お問合先 : TEL. 0166-68-2824   FAX. 0166-68-2828
●所在地 : 〒078-8801 北海道旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号 旭川リサーチセンター

【出展内容】 実物展示   

高齢者食、介護食など「健康に寄与する食品の開発」を促進し、地場産品の付加価値の向上に向
けた取組への支援を行っております。地場農産物を使用した「玄米パフ」の成分分析や利用適性
調査、栄養価や効能面から注目されている「酒粕」（地元酒蔵提供）を使用した加工食品の開発支
援など、当センターの近年の取組みを紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

改良点把握 情報交換

公的機関であるため、商品化は行っておりませんが、企業の業種
や要望に沿って商品設計や衛生管理などの支援を行っておりま
す。

出展①信州味噌由来乳酸菌の力でバチルスを抑制
出展②「高圧加工米」で生活習慣病予防　 食 26

（国）信州大学農学部
出展①：信州中野商工会議所、長野県テクノ財団、（株）信州TLO
出展②：（国）信州大学大学院医学系研究科、旭松食品（株）、 
 （株）サタケ、（株）吉野家ホールディングス

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームB　
11月21日（木） 11:40-11:55

●お問合先 : TEL. 0265-77-1305   FAX. 0265-77-1315
●所在地 : 〒399-4598 長野県上伊那郡南箕輪村8304
●URL: http://www.shinshu-u.ac.jp/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

出展①：�PP165株は変敗原因菌であるバチルス菌を抑制する作用をもとに選抜された乳酸菌
株です。

出展②：�加温加圧処理によって得られる高圧加工米は、玄米の成分を含むため、玄米食に代わる
白米として利用できます。ヒト介入試験（インターバル速歩との併用）によって生活習慣
病の予防効果が認められた無菌米飯を試食用に提供します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換資 金

¥
¥
¥

出展①：粉末化技術による生菌の配布です。
出展②：�高圧加工米は、玄米の機能性成分を保持しており、食味

も通常のご飯と変わらないことから、高機能白米として
提供できます。加工に係るコスト低減を図り、白米だけ
でなくレトルト米飯や介護食品、発酵食品原料等への応
用も想定しています。

共同
研究機関

茨城大学の技術シーズ、地域連携による製品開発を
中心とした取り組みの紹介 食 27

（国）茨城大学農学部
●お問合先 : TEL. 029-887-1261   FAX. 029-888-8525
●所在地 : 〒300-0393 茨城県稲敷郡阿見町中央3-21-1
●URL: http://www.agr.ibaraki.ac.jp/index.php

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

1.�茨城大学農学部が協力した次世代干し芋とフリーズドライ納豆を紹介します。
2.�筑波山麓の特産品フクレミカンの健康機能性について、研究成果を発表します。
3.�茨城大学農学部における三次元計測の取組みついて、研究成果を発表します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換資 金

¥
¥
¥

・�研究成果の実用化に向けて企業とのマッチングや情報交換を
希望しています。
・�茨城大学が推進するインターンシッププログラムに参画希望の
企業とのマッチングを希望しています。

「日本酒のアミノ酸度を手軽に測れるセンサ」の小型・量産化 食 28

（学）東京薬科大学産学官共同研究推進センター
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームA　

11月20日（水） 10:40-10:55

●お問合先 : TEL. 042-676-7306   FAX. 042-676-4714
●所在地 : 〒192-0392 東京都八王子市堀之内1432-1
●URL: https://www.toyaku.ac.jp/

【出展内容】   

本センサはホルモール法に比べて分析に必要な日本酒量の軽減や測定時間の短縮、ホルムアル
デヒド使用の回避による環境的な配慮からも利点があります。酒造メーカーにおける日本酒の醸
造管理に有用です。近年の和食ブームに伴う日本酒の海外市場の拡張は著しく、嗜好にあう日本
酒を消費者が探索できるデバイスとしても有用です。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化

本センサを国内外に広く普及させるために、小型化と量産化を
検討しています。さらに醤油や味噌など日本の伝統的な発酵食
品の味わいにもアミノ酸が関与するので、本センサが適用でき
る飲食料品の範囲の拡張を図ります。

ＪＡＳ制度の活用アイデアについての紹介と
ＪＡＳをご提案いただく際の手続を説明 食 29

（独）農林水産消費安全技術センター
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームC

11月20日（水） 12:40-13:00

●お問合先 : TEL. 03-6744-2098   FAX. 03-6744-0569
●所在地 : 〒110-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
●URL: http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/moushide_soudan.html

【出展内容】   

ＪＡＳ制度は、フードチェーンに携わるあらゆる方にご活用いただけます。商品、技術、取組の規格
化は、市場の創出・拡大、業界のレベルアップ、さらには自社製品のブランディングにも有効です。
本ブースでは、ＪＡＳ規格・認証の活用事例だけでなく、ＪＡＳをご提案いただく際の手続を説明し
ます。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

情報交換

ＪＡＳは国家規格です。食品・農林水産品の競争力・輸出力の強
化に向け、事業者や産地の強みのアピールにつながる多様なＪＡ
Ｓを制定するとともに、海外でのＪＡＳの認知度・影響力を推進
しています。ＪＡＳを活用し、自社商品の魅力をアピールしてはい
かがでしょうか。

女性農業者と多様な企業及び教育機関が連携し、
女性農業者のさらなる活躍を促進するプロジェクト 食 30

女性農業者による取組発信（農業女子プロジェクト）
●お問合先 : TEL. 03-3502-6600   FAX. 03-3593-2612
●所在地 : 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
●URL: https://nougyoujoshi.maff.go.jp/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

農業女子が自ら生産した農産物加工品を試食・試飲を交えて紹介するとともに、女性ならではの
視点をいかした農産物のブランディングと魅力をPRします。（茶、リンゴジュース、落花生、青じそ、
黒にんにく等の加工品を紹介予定）さらに、農業女子プロジェクトの活動内容の展示や農業女子
が携わった開発商品を紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

情報交換

農業を生業とし、そこに、生活に根ざした豊かな知恵や感性、発
想を活かしている農業女子。「農業女子プロジェクト」にはさまざ
まな業種の企業が参画。プロジェクトメンバーの女性たちの生産
活動を応援し、ともに新たな商品やサービスの開発に取り組ん
でいます。
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大学研究シーズに基づいて開発された製品と、
製品開発を促進する産学連携の仕組みを紹介します。 食 31

（国）広島大学

飲料・食品等の製造販売会社

●お問合先 : TEL. 082-424-4302   FAX. 082-424-6189
●所在地 : 〒739-8511 広島県東広島市鏡山1丁目3-2
●URL: techrd@hiroshima-u.ac.jp

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

健康長寿社会の実現を目指して乳酸菌の研究開発を行っており、これらの研究成果に基づく製品
展開を複数の企業と協働して進めています。大学ブースでは、これらの研究成果、製品化の実績、
今後の製品展開の可能性、研究シーズの実装化を促進する産学連携の仕組み等をご紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

資 金

¥
¥
¥

製品化 技術移転

大学研究シーズの実装化を促進する産学連携の仕組みとして、
企業との包括協定、複数企業との共創研究所の設立、大学発ベ
ンチャーの設立支援等を進めています。これらを活用しつつ、企
業と連携して、研究シーズを活かせる出口（製品形態）や製品ポ
テンシャルを模索・評価し、製品展開を拡大しています。

身近な天然素材の従来の活用法に科学的根拠を付加し、
既存価値を高め、新たな市場の創出を目指す 食 32

（国）九州大学大学院農学研究院
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームB　

11月20日（水） 15:40-15:55

●お問合先 : TEL. 092-802-4507   FAX. 092-802-4541
●所在地 : 〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡744
●URL: http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/

【出展内容】 実物展示   

霊芝・ヤマブシタケなどの薬用キノコや竹皮といった未利用素材の機能開発（機能性食品、化粧
品）、月桂樹葉やモミのアロマの効能、畳やスギを用いた住空間の健康増進効果等、従来の活用
法に最新の技術で科学的エビデンスを付加することにより既存価値を高めた、身近な天然素材の
利活用法のヒントを機能性探索の例を挙げながらご紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】
通常の機能性食品から、機能性表示商品開発を目指した研究開
発。機能性アロマ（香り）・化粧品開発。和の空間（畳・木の家）
のエビデンスに基づいた快適住環境の創出。

共同
研究機関

香り成分の分析技術を駆使した革新的クラフトジン製造技術
と秋田スギをボタニカルとした商品展開 食 33

（公）秋田県立大学
（国）秋田工業高等専門学校、秋田県総合食品研究センター、
秋田県醗酵工業（株）

●お問合先 : TEL. 018-872-1693   FAX. 018-872-1673
●所在地 : 〒010-0195 秋田県秋田市下新城中野字街道端西241-438
●URL: https://www.akita-pu.ac.jp/

【出展内容】 実物展示   

大学等研究者が発起人となりクラウドファンディング形式で研究資金を調達し、秋田ならではのボ
タニカルを活かした「森香るクラフトジン」の研究開発活動を発信したいと思います。そして天然
秋田杉の子孫である秋田スギのボタニカルを展示し、香りなどを体験頂きます。今後は研究開発
結果を活かしたビジネス展開を図りたいと思います。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化

情報交換

改良点把握 資 金

¥
¥
¥

現在進行中のプロジェクトで基本的な製造技術を確立し、秋田の
季節ごとの森の香りを表現した「春・夏・秋」の３種類のオリジナ
ルジンの試作（クラウドファンディングの返礼品にも充当）を行い
ます。本展示会で情報発信し、市場供給量の拡大及び各地オリ
ジナルジンの開発に本技術の応用展開を図ります。

ポリフェノールの化学的研究から誕生した
『工学的』食品開発グループです！ 食 34

（学）大阪電気通信大学ラズベリープロジェクト

（福）ハニコウム園芸、（株）べりーらぼ（大学内ベンチャー企業）

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月21日（木） 15:00-15:15

●お問合先 : TEL. 072-824-1131 （ex.4647）   FAX. 072-824-0014
●所在地 : 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8 大阪電気通信大学
●URL: http://www.osakac.ac.jp/berry/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

私たちは、作物に含まれる化合物の化学研究から誕生した少し異色の食品開発グループです。作
物・加工品の機能性による付加価値化、ロボットによる省力化など、化学的・工学的に農業を支え
る技術を開発したいと考えています。本ブースではラズベリー果実・葉等を用いた商品展開の可
能性やその機能性評価について展示します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換

基盤となるのは作物中の機能性成分の分析技術とデータです。
これらのデータを基にした機能性成分を増加させた作物の栽培・
手法開発を進めて商品化します。また、地域と一体になって新た
な商品を開発していきます。

共同
研究機関

共同
研究機関

マイタケの抗ウイルス作用、血糖値上昇抑制などの
機能性を紹介します！！ 食 35

（株）雪国まいたけ／（学）中部大学

（学）中部大学

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月20日（水） 11:40-11:55

●お問合先 : TEL. 025-778-0153   FAX. 025-778-1282
●所在地 : 〒949-6695 新潟県南魚沼市余川89
●URL: http://www.maitake.co.jp/index.php

【出展内容】 実物展示   

マイタケの乾燥粉末を摂取させたマウスにノロ、ヘルペス、インフルエンザウイルスをそれぞれ
感染させたところ、ウイルスの増殖を抑え、症状の緩和または改善させる効果を有することを明
らかにしました。その他、マイタケ抽出物の抗ウイルス活性やマイタケの血糖値上昇抑制作用、
キノコ由来抗酸化物質のエルゴチオネインについて紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換資 金

¥
¥
¥

マイタケには抗ウイルスや血糖値上昇抑制などの様々な機能性
があり、これらを発揮できるマイタケ含有食品の開発・商品化を
考えています。また、キノコ抗酸化物質のエルゴチオネインの研
究や化粧品、食品の開発・商品化も考えています。以上の点に
ご着目していただき、共に進めて頂ける企業を求めます。

玉川村などで生産される特産品「さるなし」について、
成分分析の結果や各種加工品を展示します 食 36

（学）日本大学産官学連携知財センター

福島県玉川村

●お問合先 : TEL. 03-5275-8139   FAX. 03-5275-8328
●所在地 : 〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24
●URL: https://www.nubic.jp/index.html

【出展内容】 実物展示   

福島県玉川村などで生産される特産品「さるなし」の栄養成分について分析した結果をポスター
展示いたします。また、玉川村などで生産された各種加工品について展示します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 情報交換

福島県玉川村などで栽培されている「さるなし」は、キウイフ
ルーツの原種に近い果物で地域によっては「こくわ」とも呼ばれ
ています。
今回の出展では、さるなしを原料とした様々な商品を提案し、共
同研究により明らかになった機能性などを基に新商品等の開発
に展開できれば幸いです。

共同
研究機関

共同
研究機関
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エネルギー・環境

バイオマス資源（もみ殻）を原料とした
もみ殻の「完全リサイクル化」を紹介 エ01

NSIC（株）
射水市、いみず野農業協同組合、北陸テクノ（株）、

（学）早稲田大学理工学術院

●お問合先 : TEL. 0766-57-4332   FAX. 0766-88-0585
●所在地 : 〒939-0321 富山県射水市青井谷1-8-3
●URL: https://www.nsic-silica.com

【出展内容】   

バイオマス資源（もみ殻）を原料とした新産業、新事業創出の紹介です。全国に普遍的に存在する
「もみ殻」を資源として、コントロール燃焼技術によりその灰を有効な資材とすることと、発生す
る熱を再生可能なエネルギー源として活用することで環境負荷のない「もみ殻の完全リサイクル
化」を図ります。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 改良点把握 情報交換

2018年9月以降、もみ殻から非晶質もみ殻シリカ灰を安定的
に製造するもみ殻処理炉が本格稼働している。
もみ殻処理炉から発生する熱は再生可能エネルギーへ転換し熱
利用が可能。
製造された「もみ殻シリカ灰」は、農業・工業・環境に関わる産
業に利活用が可能である。

共同
研究機関

ソーラーシェアリングによる売電収入と
新品種アシタバ栽培収入が確保され高収入が達成されます。 エ02

（株）農学研センター
●お問合先 : TEL. 029-272-4182   FAX. 029-272-4221
●所在地 : 〒312-0033 茨城県ひたちなか市市毛1087-1
●URL: http://www.nougakuken.com/

【出展内容】 実物展示   

東京大学によるソーラーシェアリング+新品種アシタバによる実証研究の成果を発表します。さら
に筑波大学における新品種アシタバの機能性の研究成果や新品種アシタバの医学的利用と効果
の検証を発表し、食品の機能性研究について利用を発表します。農村活性化の研究成果と共に、
これまでの研究成果も含めて、これらを詳しく発表します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換資 金

¥
¥
¥

ソーラーシェアリング+新品種アシタバ栽培

水田を活用したインフラレスなバイオメタン生産技術である
GETシステムの成果と展望 エ03

（学）名城大学
●お問合先 : TEL. 052-838-2036   FAX. 052-833-7200
●所在地 : 〒468-8502 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
●URL: https://www.meijo-u.ac.jp/

【出展内容】   

我々が確立した「GETシステム」とは、休耕田や休閑期水田に稲わらを高密度ですき込み、湛水
することによって発生するバイオメタンを遮水シートを利用して簡便に回収し、自立分散型の再生
可能エネルギーとして利用する技術です。その技術の成果とそれを基盤とした新たな農業システ
ムの展望について出展します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

製品化 改良点把握

生産したバイオメタンを農業で利用する電力源や熱源として利
用するためのシステムを構築し、農機や施設園芸で使用する燃
費の削減技術あるいはセンシングやIoTを活用したスマート農業
に必要な電力の供給技術として商品化する。

地域資源の中、水力、地中熱、メタン発酵の利活用に関する
開発技術や研究成果を紹介します。 エ04

（公）石川県立大学生物資源環境学部環境科学科

北菱電興（株）、（株）別川製作所、協同アルミ（株）

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームB　
11月20日（水） 11:00-11:15

●お問合先 : TEL. 076-227-7220   FAX. 076-227-7410
●所在地 : 〒921-8836 石川県野々市市末松1-308
●URL: http://www.ishikawa-pu.ac.jp/

【出展内容】 実物展示   

マイクロ水力発電では、農業農村地域での困りごとを解決する手段としての活用システムを紹介
します。地中熱の利用では、ヒートパイプの技術開発を示し、土壌温度の安定化に資する栽培技
術への応用を検討します。メタン発酵では、メタンガスの利用とともに発酵残渣（有機肥料）の農
地還元を促し、廃棄物循環システムの重要性を提案します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

改良点把握 資 金

¥
¥
¥

情報交換

マイクロ水力発電では、スマート農業に繋るシステム開発を行い
ます。地中熱では、電力に頼らない熱利用をハウス栽培等で展
開したいと考えます。メタン発酵は、肥料生成のみならず災害非
常時のガス利用もメリットとして、農村地域における装置導入の
事業化に繋げたいと考えます。

地域資源を活用した燃料化システムと、地域資源活用した
省エネルギー木製サッシの展示です。 エ05

木質外被研究開発プラットフォーム
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームB　

11月20日（水） 15:00-15:15

●お問合先 : TEL. 0263-51-0318   FAX. 0263-51-5352
●所在地 : 〒399-0703 長野県塩尻市広丘高出西原1955-3
●URL: https://www.knowledge.maff.go.jp/

【出展内容】   

木質バイオマス小規模ガス化発電システムや自然有機物温水ボイラーに必要な、含水率の高い
森林、農業・水産業残さを排熱などで乾燥させる燃料化システムと、地域資源である木材と自然
素材を使用し、製造時のエネルギーを抑制し、環境負荷軽減につながる木製サッシです。地球環
境に配慮した製品です。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

情報交換

農業・漁業・森林組合や農業・漁業・森林・製材等事業者との
マッチングによる事業拡大を目指しています。地域資源をフル活
用し「地域循環共生圏」の創造による地域を元気にすることを一
緒に築きたいと考えています。

共同
研究機関
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森林資源由来のナノセルロースやバイオナノカーボンを用いた
革新的新素材の創成と実用化展開 エ06

アドバンスドバイオカーボンコンソーシアム
（国）信州大学先鋭材料研究所、（国）東京大学大学院工学系研究科/未来ビジョン研究センター、
（国）東京大学大学院農学生命科学研究科、（国）東北大学多元物質科学研究所、 
（国）東京工業大学物質理工学院応用化学系、（国）京都工芸繊維大学、日信工業（株）、 
バンドー化学（株）、横浜ゴム（株）、（株）フコク、興和ゴム工業（株）、（株）阪上製作所、 
北川工業（株）、ナノサミット（株）、（株）インターネットイニシアティブ、（株）三五、 
レンフロ・ジャパン（株）、美津濃（株）、（株）金陽社、ダイキン工業（株）

●お問合先 : TEL. 026-269-5242   FAX. 026-269-5667
●所在地 : 〒380-8553 長野県長野市若里4-17-1 信州大学工学部内
●URL: http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/icst/abc-conso/

【出展内容】 実物展示   

森林資源由来のナノセルロースやバイオナノカーボンを用いて、軽量性・強度、強靭を併せ持つ
新素材や新機能を有する革新的新素材を創成し、その実用化を強力に展開し、当該新素材を他分
野に先駆けて農林水産業分野に導入することを目的としてアドバンスドバイオカーボンコンソー
シアムが実施する研究開発の現状をご紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換

森林由来の資源を用いた革新的新素材を利用することにより、
高機能な農業機械用品、タイヤ、ウェアラブル・ウオッシャブル・
バイタルセンサ、消臭剤等の様々な商品化を目指します。

農産廃棄物からつくられるセルロースナノファイバーと
廃棄プラスチックで造る次世代施設園芸 エ07

ナノアグリ・フォーカス・コンソーシアム
（国）信州大学先鋭材料研究所、（国）東京大学大学院農学生命科学研究科、
（株）富山環境整備

●お問合先 : TEL. 026-269-5714   FAX. 026-269-5730
●所在地 : 〒380-8553 長野県長野市若里4-17-1 信州大学工学部内
●URL: http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/icst/nfc-conso/

【出展内容】 実物展示   

農産廃棄物からつくられるセルロースナノファイバー（CNF）と、ナノカーボンによる革新的新素
材創成技術を活用したナノナノ複合材料により、従来のリサイクル素材よりも性質が向上した農
業用資材の開発・効果検証を行い、次世代施設園芸における廃棄プラの効率リサイクル体制の
構築を目指すコンソーシアムの研究開発の現状をご紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換

廃プラリサイクルの先端技術化と施設園芸の合体によるシナ
ジー効果を活用して、農産物の高付加価値化、廃プラ活用による
経営コスト削減を進展させ、商品化・事業化を実現します。また、
施設園芸での新モデル提示による若者への魅力向上、日本型農
工連携による循環型持続可能社会の形成を目指します。

共同
研究機関

共同
研究機関

土壌動物の機能を活用したN2O発生・土壌病害低減、
N2O還元活性強化根粒菌の圃場ループ育種 エ08

環境調和型農業生物資材コンソーシアム
（国）東京大学大学院農学生命科学研究科、（株）ロム、
新潟県農業総合研究所、十勝農業協同組合連合会、

（国）東北大学院生命科学研究科

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームB　
11月20日（水） 10:40-10:55

●お問合先 : TEL. 011-208-7788   FAX. 011-208-7789
●所在地 : 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西2丁目10 富樫ビル8F
●URL: http://www.rom-ef.co.jp

【出展内容】   

温室効果ガスでありオゾン層破壊作用を持つN2O（一酸化二窒素）ガスの農耕地からの発生を
削減するとともに作物の生産性を向上し、減農薬も可能とする初めての微生物資材の開発に関す
るシーズ研究、要素技術、試作品を紹介します。これにより、本技術の周知、関連業種・他業種と
の連携の促進を図ります。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 製品化 情報交換

・�N2O発生・土壌病害低減材にはココピート等の植物系繊維を
原料として利用しており、この原料の供給あるいは、資材の活
用、製品化
・�圃場から発生するN2Oの削減率を90％および増収率20％
を可能とした根粒菌資材を製造・販売し、環境への負担軽減、
ダイズ生産者の所得の増加に貢献する

共同
研究機関

総 合

製造した氷中のオゾン濃度が3週間経過しても
殺菌に必要なオゾンガス濃度を維持しています。 総 01

（学）中央大学理工学部 松本研究室
●お問合先 : TEL. 03-3817-1837   FAX. 03-3817-1820
●所在地 : 〒112-8551 東京都文京区春日1-13-27
●URL: http://www.mech.chuo-u.ac.jp/~matsulab/index.htm

【出展内容】   

生鮮食品の鮮度保持等を目的に、マイクロバブル化したオゾンガスを注入した水を凍結させオゾ
ン氷を生成する方法を考案し、それを基にオゾン氷を連続製造する装置を開発しました。その装
置では、熱や外力無しに製造されたオゾン氷を自動回収できます。そして、氷中のオゾンガス濃度
と融解による放出オゾンガス濃度の経時変化と相関を示します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

製品化 技術移転

オゾン氷は、食品などの冷蔵・殺菌・消臭、生鮮食品の流通、長
期輸送での生鮮食品の鮮度保持などでの利用が想定されます。
さらに、製氷機としても高性能で、省エネで小型化が可能です。
よって、例えば、生鮮食品流通業、運輸、冷蔵システムの設備関
連企業や製氷機メーカーなどでの利用が想定されます。
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農産物に関する本学の取り組みや、
独立行政法人家畜改良センターとの取り組みをご紹介します。 総 02

（学）近畿大学

（独）家畜改良センター

●お問合先 : TEL. 06-4307-3271   FAX. 06-6729-2493
●所在地 : 〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1
●URL: https://www.kindai.ac.jp/

【出展内容】   

農産物を用いた近畿大学との商品化の取り組みや、独立行政法人家畜改良センターとの黒毛和
牛肉の海外等への普及促進について行っている共同研究について紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

情報交換

家畜改良センターにおいて、外国人（国や地域ごと）の黒毛和牛
肉に対する嗜好性の調査を進めており、近畿大学と共同で黒毛
和牛肉を外国人に効果的にプロモーションを行う方法について
研究を進め、国外へアピールを進めます。

三重大学が誇る「スマート農業」に関する研究シーズと
地域連携の紹介 総 03

（国）三重大学大学院生物資源学研究科
【農業用水路の粗度係数を空中超音波で計測する計測機の紹介：岡島賢治】・
丸栄コンクリート工業（株）

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームB　
11月21日（木） 13:40-13:55

●お問合先 : TEL. 059-231-9502   FAX. 059-231-9634
●所在地 : 〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
●URL: http://www.bio.mie-u.ac.jp/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

スマート農業に関係する「農業用水路の粗度係数を空中超音波で計測する計測機の紹介」（岡島
賢治）持続可能性エネルギ―に関係する「丸太木材の熱利用促進に向けた加工技術の開発」（森
本英嗣）及び栽培の持続性に関係する「国産ﾀｲﾑ（イブキジャコウ）の荒地緑化および産業利用の
可能性」（水野隆文）をポスター及び成果物で展示します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

製品化 資 金

¥
¥
¥

新規事業として、農林水産業に興味のある企業との共同研究を
希望します。

共同
研究機関

共同
研究機関

弁理士による無料特許・商標相談を行います。 総 04

日本弁理士会
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームB　

11月20日（水） 12:00-12:15

●お問合先 : TEL. 03-3519-2703   FAX. 03-3581-9188
●所在地 : 〒100-0013 東京都港区虎ノ門3-7-10 東京倶楽部ビル14階
●URL: http://www.jpaa.or.jp

【出展内容】   

１．��日本弁理士会は、知的財産の創造から活用までをトータルにサポートします。パネル展示及
びパンフレットによる、農林水産分野における弁理士の活動を紹介します。

２．��弁理士による相談コーナーを設け、研究開発から事業化、ブランディングのステージまで、知
的財産についてのご相談を受け付けます。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

農研機構はSociety5.0の早期実現を目指し、
スマート農業研究を加速させます。 総 05

農研機構
（（国研）農業・食品産業技術総合研究機構）

●お問合先 : TEL. 029-838-8988   FAX. 029-838-8982
●所在地 : 〒305-8517 茨城県つくば市観音台3-1-1
●URL: http://www.naro.affrc.go.jp

【出展内容】 実物展示  実　演  試飲・試食

農研機構は日本を代表する公的農業研究機関として、さまざまな機関と連携しながら農業分野の
課題解決に取り組んでいます。今回はスマート農業への取り組みと、その関連研究成果を中心に
ご紹介し、共同研究・実用化を目指すビジネスパートナーを求めます。農業分野の技術開発なら、
まずは農研機構に御相談ください。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換資 金

¥
¥
¥

出展するシーズをもとに共同研究の進展、あるいは、さまざまな
連携によって成果の実用化・普及を進めるます。また、研究成果
の事業化を通して収益性が高く、国際競争力のある農業を実現
させ、国や国民の利益に資することを目指します。

農林水産・食品分野における試験研究および
革新的な技術開発や情報交流の促進を支援 総 06

（公社）農林水産・食品産業技術振興協会 （略称 JATAFF）
●お問合先 : TEL. 03-3586-8644   FAX. 03-3586-8277
●所在地 : 〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル7F
●URL: https://www.jataff.jp

【出展内容】 実物展示   

公益社団法人�農林水産・食品産業技術振興協会�（JATAFF）が取り組んでいる事業・活動を紹
介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】
農林水産・食品分野における試験研究および革新的な技術開発
や情報交流の促進を支援します。

全国のコーディネーターが、
農林水産・食品分野の産学連携を支援！ 総 07

地域産学連携コンソーシアム
（公社）農林水産・食品産業技術振興協会、NPO法人グリーンテクノバンク、
東北地域農林水産・食品ハイテク研究会、NPO法人東海地域生物系先端技術研究会、
NPO法人近畿アグリハイテク、NPO法人中国四国農林水産・食品先進技術研究会、
九州バイオリサーチネット

●お問合先 : TEL. 03-3586-8644   FAX. 03-3586-8277
●所在地 : 〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル7階
  　公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会
●URL: http://agri-renkei.jp/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

全国の7つの産学連携団体により「産学連携支援事業」を実施しています。農林水産・食品分野
のコーディネーターを全国に配置し、マッチング支援、研究開発資金の取得支援、事業化支援等
を精力的に実施しています。全国各地におけるコーディネート活動の事例、支援先の技術シーズ・
研究成果についてパネル・現物等で紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換

基礎・応用段階のシーズについては研究機関等の方に関心を
持って頂き、共同研究等に繋げていきたいと考えています。実用
段階のシーズについては民間企業、生産者等の方に関心を持っ
て頂き、商品化・事業化に繋げていきたいと考えています。

共同
研究機関
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スマートフードシステムの構築や
新たな農作物品種創出等による「食」のサステナビリティ 総 08

ＳＩＰスマートバイオ産業・農業基盤技術
農研機構や理化学研究所、産業技術総合研究所、（国）東京大学、

（国）京都大学などの国内約500の研究機関

研究・技術
プレゼンテーション

●メインステージ　
11月22日（金） 11:00-11:30

●お問合先 : TEL. 044-276-8400   FAX. 044-276-9143
●所在地 : 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビルディング16F
●URL: http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/index.html

【出展内容】   

１．スマートフードシステムの構築
２．食材･食品の多様化と新たな価値創出
３．生物機能を活用したものづくり　
の３つの切り口から、目指すべき「食」のサステナビリティの概要をポスター、動画映像等で紹介
します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 技術移転 情報交換

・スマートフードチェーンデータプラットフォーム
・農林水産物・食品による健康増進効果を評価するシステム
・�ビッグデータ、バイオテクノロジーを活用したデータ駆動型育
種による新たな農作物品種
・生物機能設計に基づくバイオ素材・高機能品

神奈川県の３試験研究機関（農業・畜産・水産）
合同で出展します。 総 09

神奈川県
農業分野：農業技術センター
畜産分野：畜産技術センター
水産分野：水産技術センター

●お問合先 : TEL. 0463-58-0333   FAX. 0462-58-4254
●所在地 : 〒259-1204 神奈川県平塚市上吉沢1617 神奈川県農業技術センター
●URL: http://www.pref.kanagawa.jp/

【出展内容】 実物展示   

神奈川県の農・畜・水の３試験研究機関合同で出展します。農業分野は果樹のジョイントＶ字樹
形や神奈川県で育成した品種の紹介、畜産分野では環境制御型の養豚施設について、水産分野
では実用的なアイゴの臭い減臭技術と加工品開発について展示します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 技術移転 情報交換

省エネルギー、作業の効率化、環境への配慮などに関する研究
をすすめ、普及することにより、経験のない方や、経験の浅い方
でも農・畜・水産業に携わる機会が増え、農・畜・水産業のすそ
野を広げ活性化を図ることができる。

共同
研究機関 共同

研究機関

①海洋プラスチックごみに対応する新素材
②共生を応用した病害虫防除法について紹介します。 総 10

（国）群馬大学食健康科学教育研究センター

（国）富山大学、理化学研究所、（学）日本大学、石原産業（株）

●お問合先 : TEL. 027-220-7633   FAX. 027-220-7444
●所在地 : 〒371-8511 群馬前橋市荒牧町4丁目2番地
●URL: https://www.cfw.gunma-u.ac.jp/

【出展内容】 実物展示   

・�海洋プラスチックごみの対応策として、生分解メカニズムに基づいて設計された「時限海洋生
分解性プラスチック」を提案します。また、海洋微生物酵素を用いたバイオケミカルの生成や、
新たなバイオベースプラスチックの開発について紹介します。
・農業害虫の内部共生関係を応用した病虫害防除法に関する研究を紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 情報交換

・防除資材：�メーカーと共同での安全性評価や圃場での防除試
験を行い、将来的に製品化・市販へ繋げる

やまぐちの優れたバイオ資源・技術を融合し、
新たな産業を創出します！ 総 11

（地独）山口県産業技術センター

共同出展者：山口県農林総合技術センター、（国）山口大学農学部

●お問合先 : TEL. 0836-53-5061   FAX. 0836-53-5071
●所在地 : 〒755-0195 山口県宇部市あすとぴあ4丁目1番1号
●URL: http://www.iti-yamaguchi.or.jp

【出展内容】 実物展示   

本ブースでは、
①とらふくなど県名産品の旨さを引き出す食品加工技術
②野菜のおいしさを引き出す植物工場栽培用LED照明ユニット
③山口県版ユビキタス環境制御システム
④畑ワサビの超促成栽培技術とわさび葉薬味の簡易製造技術
⑤群落画像を利用したＬＡＩ推定システム
といった、やまぐち発の技術や製品を紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

資 金

¥
¥
¥

製品化 技術移転

産学公連携により開発した革新的技術や独自素材を出展します。
これらをベースとして、共同で実用化・製品化に向けた研究、応
用製品開発、新事業開発等を実施していただける企業様、団体
様とのマッチングを目指しています。興味をお持ちの方は、ぜひ
ブースにお越しください。

共同
研究機関

共同
研究機関

沖縄地域に存在する熱帯生物資源を活用した
基礎・応用研究の成果を発表します。 総 12

（国）琉球大学
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームA　

11月22日（金） 14:00-14:15／14:20-14:35

●お問合先 : TEL. 098-895-8031   FAX. 098-895-8185
●所在地 : 〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地
●URL: http://www.u-ryukyu.ac.jp/

【出展内容】 実物展示   

①工学部　瀬名波出�教授「二酸化炭素の溶解・流れが与える海水での海藻養殖効果」
②農学部　田場聡�教授「アワユキセンダングサを原料とした環境保全型の病害虫防除」
特に保有シーズを用いた共同研究相手先の発掘、保有シーズの評価・改善点の把握を目的とし
ます。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 改良点把握 情報交換

出展テーマ①は、大学発ベンチャー企業を起業予定しており、商
品化のための協力企業がありますが、更なる共同研究先の発掘
を希望します。
②は、農業資材、農薬関連企業との共同研究を行い具体的資材
形態や処理法および効果を評価することで新規害虫防除剤の開
発を行いたいと考えています。

「無料法律相談」及び「農林水産分野の知的財産法制度や
契約実務の解説」（弁護士知財ネット） 総 13

農林水産業における知的財産権・情報データの
活用と契約実務
●お問合先 : TEL. 03-3502-8111   FAX. 03-3502-5301
●所在地 : 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
●URL: https://iplaw-net.com/

【出展内容】   

本ブースでは、知的財産権に限らず、農林水産業に関わる各種法律、契約の問題について、無料
法律相談を実施します。また、農業分野における知的財産権の活用例や、情報データ等の契約実
務について、ディスプレイも使用して簡単な解説を行います。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】
無料法律相談の事前予約を受け付けております（各３０分程度）。
名前、組織名、業種、主要取扱商品・サービス、連絡先、希望日時
（時間帯）、相談内容の概要（任意）を記載の上、弁護士知財ネッ
ト農水法務支援チーム・弁護士福田修三宛（shu@hslo.jp）に
お送り下さい。
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全国のポリテクカレッジと企業等が共同で開発した
アグリ関連の成果物を展示します。 総 14

ポリテクカレッジ
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームB　

11月21日（木） 13:00-13:15

●お問合先 : TEL. 043-213-7303   FAX. 043-213-7378
●所在地 : 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2 高度訓練センター内
●URL: http://www.jeed.or.jp/

【出展内容】 実物展示   

全国２３か所に設置しているポリテクカレッジでは、地域の企業等と受託・共同研究を行っていま
す。受託・共同研究では、機器装置の設計、製作等の「ものづくり」をとおして、農業分野におけ
る省力化・軽労化等の実用化にも取り組んでいます。当ブースでは、「ぎんなんの殻割装置」や「イ
チゴの選別装置」等、複数の成果物を展示しています。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

アグリビジネス創出フェアへの出展は、今年で１１年目になりま
す。フェアの出展により、研究機関や企業の皆様から共同研究に
関するテーマをいただき、農作物の収穫や加工する際に省力化・
軽労化を図る装置等の実用化に取り組んでいますので、ぜひ、ポ
リテクカレッジにご相談ください。

農林水産・食品分野における
委託研究資金の活用事例についてご紹介します。 総 15

（国研）農研機構 生研支援センター
●お問合先 : TEL. 044-276-8610   FAX. 044-276-9143
●所在地 : 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビルデイング16階
●URL: http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/

【出展内容】 実物展示  実　演  

研究を進めたいのに資金がなくて困る。そんな経験はありませんか。そんな皆様に資金配分機関
である農研機構・生研支援センターの活動を知っていただくため、当センターのファンディング（研
究資金提供事業）により、過去に実施した研究課題の成果や実施中の研究課題の内容を紹介しま
す。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換資 金

¥
¥
¥

自社の有する技術シーズについて当センターの研究資金を活用
して、さらなる技術開発を行っていただくことによる事業化、商
品化を支援します。また、研究資金によって得られた成果技術の
導入・活用による事業化、製品化も進めています。興味をお持ち
の企業・農林水産事業者等の訪問をお待ちしています。

先端技術導入に興味がある農林漁業者、民間業者の方々など
気軽にお声かけください。 総 16

食料生産地域再生のための先端技術展開事業
●お問合先 : TEL. 03-6744-7043   FAX. 03-3593-2209
●所在地 : 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
●URL: http://www.affrc.maff.go.jp/docs/sentan_gijyutu/sentan_gijyutu.htm

【出展内容】 実物展示  実　演  試飲・試食

東日本大震災の被災地域を新たな食料生産地域として再生するため、「食料生産地域再生のた
めの先端技術展開事業」において、被災地域で地元農業者や漁業者、加工業者等の協力を得なが
ら、先端技術を組合せ、最適化し体系化するための現地実証研究及びその成果の社会実装促進
を行っています。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換

・地域内物質循環を可能にする耕畜連携システム
・ツノナシオキアミを旨味の強い発酵調味料として利用
・�機能性食品素材（セレノネイン）を健康食品向け中間素材とし
て利用
・安定的に供給可能な高品質な”宮城県産ウニ”
・ヒラメやカナガシラ、アカモクの加工処理・生産流通技術など

植物の育種や栽培・研究支援ツール・機能性食品における
理科大からの新たな提案をお見せします 総 17

（学）東京理科大学
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームB　

11月20日（水） 11:20-11:35

●お問合先 : TEL. 03-5228-7440   FAX. 03-5228-7441
●所在地 : 〒162-8601 東京都新宿区神楽坂一丁目3番地
●URL: http://www.tus.ac.jp/

【出展内容】 実物展示   

　ゲノム編集を含む植物分子育種の効率を飛躍的に向上させ得る新たな知財をご紹介します。
農業の現場に向けては、植物間のコミュニケーションを活用した新たな防除技術を提案します。
食品産業向けには、新たな希少糖をご覧いただきます。さらに、市販試薬を使う場合に比べ極め
て安価な細胞生死判定技術を提案いたします。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 製品化 技術移転

　展示技術は、いずれも実用化段階かそれに近い段階にありま
す。例えば希少糖は、飲食料品への利用に関心のある方との協
業を提案できます。分子育種ツールは、共同研究やライセンス
契約を通じ研究や育種への活用を進めます。細胞生死判定技術
は、企業パートナーを得て試薬化・キット化を図ります。

Internet of Plants
～大規模クラウド×施設園芸×AIで拓く最先端研究～ 総 18

（国）高知大学
高知県、（公）高知工科大学、（公）高知県立大学、高知県農業協同組合中央会、
高知県農業協同組合、（一社）高知県工業会、（株）四国銀行、（株）高知銀行、
高知県IoT推進ラボ研究会ほか

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA　
11月22日（金） 11:40-11:55

●お問合先 : TEL. 088-844-8479   FAX. 088-844-8556
●所在地 : 〒780-8073 高知県高知市朝倉本町2-17-47
●URL: http://www.kochi-u.ac.jp/cersi/index.html

【出展内容】   

高知大学は、「Next次世代型施設園芸農業」の実現を目指した産学官プロジェクトに取り組んで
います。今回のフェアでは、高知県が優位性を持つ施設園芸農業に関して、作物の生理・生育情
報のAIによる可視化と利活用等を実現する最先端研究（IoP：Internet�of�Plants）や専門人材
育成への取り組みについて紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 資 金

¥
¥
¥

国内・海外企業の研究者が集い、基礎研究から応用研究、実用
化までを一貫して推進する拠点として、IoP推進機構（仮称）を
設立し、産業界との更なる連携を推進します。これまでにない施
設園芸関連機器・システム等の開発に向け、企業の皆様の参画
をお待ちしています。

高品質と安全･安心を確保し、
アジア向け、特に生鮮食品の高付加価値化を目指します。 総 19

食の未来システム創造協議会
（代表機関：三菱ケミカル（株））

パナソニック（株）、キッコーマン（株）、（株）堀場製作所、 
日鉄エンジニアリング（株）、横浜植木（株）

●お問合先 : TEL. 050-3139-2177   FAX. 03-3279-6763
●所在地 : 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱ケミカル日本橋ビル

【出展内容】   

プレミアムジャパンの品質と技術を基盤とし、ICTを活用した植物工場、大規模養殖の推進、各種
検査機器を活用し、また認証システムの仕組みも取り入れたスマートフードチェーンの構築に関し
て紹介します。ご賛同いただける企業の皆様と共に、社会実装に向け課題を解決すべく、意見交
換などさせていただき、優れた仕組みづくりを目指します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 改良点把握 情報交換

第一次産業、食品産業における、アジア（中国、ベトナム、タイ他）
向け輸出事業拡大、収益性向上に向け、日本製品の品質と安全
をアピールできる認証事業や、海外の大手流通･販売会社との
関係構築などを取り進めます。これにより協議会会員の事業を
サポートします。

共同
研究機関

共同
研究機関
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キノコ由来の天然成分を利用して、環境に優しく持続可能な
作物の生育促進や病害の防除を目指す 総 20

（学）吉備国際大学
●お問合先 : TEL. 086-472-0821   FAX. 086-472-0890
●所在地 : 〒711-0906 岡山県倉敷市児島下の町4丁目13-46

【出展内容】   

キノコ廃培地の処理は現段階で困っているのが実情。温度と圧力の調整による分解はコストパ
フォーマンスの優れた製造法。また溶液の管理も手軽で、天然成分なので安心して散布できる扱
いやすい商品。現在使用の資材と併用もできるが、農薬登録していないので有機栽培の範囲で
使用可能。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 製品化 情報交換

キノコ廃培地の抽出物を用いて、1）イネいもち病菌やキュウリ
炭疽病菌に対する抗菌活性、2）タマネギの球重増加効果を確認
している。
本製品は食用キノコ由来であるため、人に安全であることが期
待できる。今後、低環境負荷型の新素材として、作物生育の促進
補助剤や、抗菌素材として商品化を目指す。

北見工業大学が位置するオホーツク地域の第一次産業を
工学的視点から支える取り組みを紹介する。 総 21

（国）北見工業大学
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームA　

11月22日（金） 12:00-12:15

●お問合先 : TEL. 0157-26-9153   FAX. 0157-26-9155
●所在地 : 〒090-8507 北海道北見市公園町165番地
●URL: http://www.kitami-it.ac.jp/

【出展内容】   

北見工業大学は２０１８年７月に「オホーツク農林水産工学連携研究推進センター」を設置し、地
域の第一次産業のニーズに対する工学的支援を展開しています。AIを活用した大規模カボチャ栽
培の自動収穫技術、玉ねぎ育苗用培土や水産業廃棄物を用いた圃場用酸度矯正剤の開発、そし
てオホーツク産ハーブの高付加価値化への取組などを紹介します。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

改良点把握 技術移転

第一次産業が抱える課題やそれら課題解決に向けた工学的支援
の必要性（技術ニーズ）について明確にし、北見工業大学がもつ
技術シーズに基づく関連する産業界との共同研究の実現を期待
する。

応用生物科学部の【植物科学（農業系）】と【食品科学】に関する
先端研究シーズ紹介 総 22

（国）岐阜大学
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームA　

11月22日（金） 13:40-13:55

●お問合先 : TEL. 058-293-3358   FAX. 058-293-2032
●所在地 : 〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸1番1
●URL: http://gifu-u.ac.jp

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

①農家圃場における作物の収量・品質変動要因の解析：現地試験の方法論
②植物を助けるバイオスティミュラント微生物の探索と応用展開研究�
③インピーダンス測定による農産物の組織状態評価
④ポリフェノールの生理活性と作用のメカニズムの解明、化粧品、医薬品等への応用
⑤新奇酵母を用いた「純岐阜県産�岐阜大酒」の紹介（試飲会）

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

製品化 技術移転

関連する企業（※）との共同研究、及び商品化を期待します。
（※）�関連する業種：食品系（醸造特に日本酒、機能性食品）、農

業系（農機具、圃場などの農場管理、微生物を用いた有機
農業、農作物の鮮度などの状態管理）、創薬系（ポリフェノー
ルの利用）

紙デバイスとスマホを組合せて、生産者が現場で簡便に測定
できる検査キットを展示します。 総 23

（国）北海道大学 
ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームA
11月21日（木） 14:00-14:15

●セミナールームB　
11月20日（水） 11:40-11:55

●お問合先 : TEL. 011-706-6741   FAX. 011-706-7589
●所在地 : 〒060-8628 北海道札幌市北区北13条西8丁目
●URL: https://www.eng.hokudai.ac.jp/others/robust/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

農作物、魚介類、農地、環境中の物質、タンパク質、ウィルスの濃度を生産者が現場で簡便に測定
できる検査キットに関する展示です。将来、測定時点での気温、湿度、照度などとともにＡＩにより
活用することで高度な生産技術を確立できる可能性を秘めています。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

技術移転

製品化 改良点把握

情報交換資 金

¥
¥
¥

検査チップ製造メーカー、ろ紙メーカー、アプリ作製メーカーと
協力して、製品開発し、農業試験施設などでの実証試験を経て
事業化する予定です。

農林水産省が推進する産学官連携による
オープンイノベーションの取組の紹介 総 24

「知」の集積と活用の場の紹介
●お問合先 : TEL. 03-3502-5530   FAX. 03-3593-2209
●所在地 : 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
●URL: https://www.knowledge.maff.go.jp/

【出展内容】   

農林水産省では、農林水産・食品産業の競争力を強化し、成長産業化を推進するため、農林水産・
食品分野に他分野のアイディア・技術等を導入し、新たな商品化・事業化に結びつけていくため、
『「知」の集積と活用の場』�の取組を推進しています。全国に3000以上の会員がいる『「知」の
集積と活用の場』の活動をご紹介します。会員募集中！

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

情報交換

農林水産・食品産業と異分野の幅広い組織・人材の相互交流か
ら約１６０のイノベーションを創出する研究開発グループ（研究
開発プラットフォーム）が生まれています。農林水業者、民間企
業、大学、公的研究機関など多くの皆さんの参加をお待ちしてい
ます！
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様々な社会問題を解決するためのNA鑑定規則や
基準などを設けて課題解決に取り組んでいます。 20A

（特非）DNA鑑定学会
●お問合先 : TEL. 045-441-9344   FAX. 045-441-9344
●所在地 : 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-32
●URL: http://www.dna-kanteigakkai.or.jp/

【出展内容】   

現在発生している様々な社会問題を解決するための一つの手段として、新テクノロジーのDNA
鑑定があります。しかし、技術的な歴史が浅いため、その手法、妥当性の検証、さらに社会で利用
するためには行政の社会整備など多くの課題があります。当学会では、これらの課題を解決する
ために、規則や基準などを設けて課題解決に取り組んでいます。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

情報交換

DNA鑑定学会にて蓄積してきた品種識別DNAマーカーの妥当
性検証技術を研究機関や企業等へ展開していきます。

県が開発した水稲品種「雪若丸」、
さくらんぼ大玉品種「やまがた紅王」、種雄⽜「福福照」の紹介 20B

山形県農業総合研究センター
●お問合先 : TEL. 023-647-3510   FAX. 023-647-3507
●所在地 : 〒990-2372 山形県山形市みのりが丘6060-27
●URL: https://www.pref.yamagata.jp/ou/norinsuisan/141002/noukensenterhome.html/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

山形県の公設試験場です。県が開発した品種や種畜に関する展示を行います。今回の目玉はさく
らんぼの大玉新品種の「やまがた紅王」（山形C12号）です。また、水稲新品種「雪若丸」と種雄牛
「福福照」の紹介、県産農産物の食品加工開発に関する研究成果「すいか瓜臭低減技術」を活用
して商品化された『すいかジュレ』の試食を行います。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 技術移転

国立研究開発法人、地方公設試験場、行政機関、農林水産業及
び食品加工業に関する事業者などの幅広い方々を対象に、当セ
ンターで開発した新技術、研究成果を紹介して、技術移転先や
共同研究・受託研究などの掘り起こしにつなげたいと考えてい
ます。

地域市場単位で取り組む
成功率の高い⽜白血病（BL）対策法の提案 21A

（国）宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター
研究・技術

プレゼンテーション
●セミナールームA　

11月21日（木） 11:20-11:35

●お問合先 : TEL. 0985-58-7881   FAX. 0985-58-7881
●所在地 : 〒889-2192 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1
●URL: https://www.miyazaki-u.ac.jp/cadic/index.php

【出展内容】   

私たちは現場での対策に重点を置いた牛白血病研究を行っています。今回、共同で牛白血病対
策に取り組む生産者団体を探しています。私たちは、これまで宮崎県内で多くの牛白血病対策に
成功してきました。このノウハウを活かし、地域の事情に適した成功率の高い牛白血病対策法を
提案します。今回の出展では、ポスター展示や解説を予定しています。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

私たちの研究室と共同研究契約を結んでいただきます。いわゆ
る検査会社との違いは、診断結果をただ返すだけでなく、その活
用方法も指導します。また、希望に応じて農家・獣医師向けの対
策講習会も行います。対象は牛白血病対策に悩んでいる生産者
団体（地域JA・農業共同組合）、大規模農場です。

生産現場における課題とビジネスの「交差点」 21B

生産現場の夢トーク2019 
～地域の生産現場に眠る「ビジネスのタマゴ」とは？～

研究・技術
プレゼンテーション

●セミナールームC　
11月21日（木） 13:30-16:30

●お問合先 : TEL. 03-3501-3769
●所在地 : 〒100-8950　東京都千代田区霞が関1-2-1
●URL: http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/index.html

【出展内容】   

地域の生産現場の最前線にいる都道府県職員「普及指導員」が地域農業が抱える課題を紹介し
ます。地域農業の課題＝「ビジネスのタマゴ」をふ化できる技術力を有する民間企業等と普及指
導員がタッグを組むことによりさらなる地域活性化を実現させることが目的です。
テーマは以下のとおりです。11/21午後にセミナールームCにて発表予定。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究

情報交換

製品化 改良点把握

①メロン等収穫適期判定機
②土壌の硝酸態窒素感知、施肥要否判定機
③梨畑地下根圏可視化技術
④米一粒毎食味選別機、良食味米栽培方法提案ソフト
⑤土壌の塩類回収・再利用装置
⑥早生たまねぎ収穫調製機
⑦スクミリンゴガイ駆除機
⑧かん水見える化機器
⑨家畜モニタリング

省エネの次世代植物工場で、
抗酸化成分やミネラルを大幅に増強できる栽培方法を確立 22A

（公）京都府立大学
●お問合先 : TEL. 075-703-5355   FAX. 075-703-4979
●所在地 : （公）京都府立大学　京都府京都市左京区下鴨半木町1-5
●URL: https://www.kpu.ac.jp/

【出展内容】 実物展示  試飲・試食  

植物工場野菜の強みである完全無農薬と気象条件に左右されない安定供給に加え、抗酸化能や
ミネラルなど健康機能性成分を多く含む栽培技術を開発し、加えて収穫までの生育期間を大幅に
短縮できる栽培方法を見出しました。（特許出願中）

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

共同研究 製品化 技術移転

一般野菜に比べ、抗酸化成分総量（ORAC値）は10～20倍、
ビタミンCは数倍、葉酸は数倍～20倍、ビタミンB群は数倍、ミ
ネラルのうち亜鉛10～20倍、Ｍｇ・Ｃａが数倍多く、えぐみが
なく野菜本来の味が特徴。
国内での特許の通常実施、アジア圏での独占実施を希望する
パートナーを募集中
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学会の目的や活動をパネルで展示するとともに、
学会の発行物を手に取ってご覧いただけます。 22B

（特非）産学連携学会
●お問合先 : TEL. 080-4203-5165   FAX. 042-490-5727
●所在地 : 〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘2-32-3 ジュネス201号
  　（株）キャンパスクリエイト調布ブランチ内
●URL: http://www.j-sip.org/

【出展内容】   

産学連携学会は、産学連携に携わるすべての方々を対象とする学会です。学会の目的や活動をパ
ネルで展示するとともに、学会が発行している論文集「産学連携学」、年次大会の予稿集、産学連
携の本格的な体系書「産学連携学入門」を手に取ってご覧いただけます。

【マッチング目的】 【商品化・事業化のイメージ】

情報交換

本学会は産学連携に関する諸課題を専門的実践者の立場から取
り扱うべく、産学官の学識経験者や実務家などが広く交流し、相
互に啓発、支援しあう場となります。産学連携関係者および広く
社会全体からの「産学連携学会」への参加を望みます。
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小間No. 出展者名 ページ
あ行

畜03
ICTを活用した畜産生産システム研究開発プ
ラットフォーム�伊藤忠飼料（株）

P.36

食33（公）秋田県立大学 P.43

食25 旭川食品産業支援センター P.42

エ06 アドバンスドバイオカーボンコンソーシアム P.45

農05
新たな農業機械ビジネスを支えます～農業競
争力強化支援法の農業機械分野の相談会～

P.27

食02
イサダ高付加価値化コンソーシアム�
（代表機関：（公財）岩手生物工学研究センター）

P.38

エ04（公）石川県立大学生物資源環境学部環境科学科 P.44

農17 茨城県農業総合センター P.29

食27（国）茨城大学農学部 P.42

農36（公）岩手県立大学 P.32

食01（国）岩手大学公衆衛生学研究室 P.37

水06（国）岩手大学三陸水産研究センター P.35

農20（同）ウイット東京 P.29

農44（国）宇都宮大学農学部 P.33

総08 ＳＩＰスマートバイオ産業・農業基盤技術 P.47

農33
SDGsに貢献する新たな植物保護技術研究開発プ
ラットフォーム

P.31

エ01 NSIC（株） P.44

水05
（国）愛媛大学大学院理工学研究科応用情報
工学コース

P.35

食34（学）大阪電気通信大学ラズベリープロジェクト P.43

食08
（公）大阪府立大学（【米と海藻をターゲットと
したアグリビジネス創出の試み】【イネ種子の
γ-オリザノール含量を規定する因子の解析】）

P.39

農28（公）大阪府立大学植物工場研究センター P.31

水03
（公）大阪府立大学【養殖場における高密度・高
頻度自動水質計測船の研究開発】

P.35

畜02（株）オオツキ P.36

農40 大森ヘルスケア（株） P.33

農19 岡山県農林水産総合センター P.29

農11（国）岡山大学農学部 P.28

か行

畜08（国）鹿児島大学 P.37

総09 神奈川県 P.47

エ08 環境調和型農業生物資材コンソーシアム P.45

農06（一社）環境農業資材協議会 P.27

総21（国）北見工業大学 P.49

総20（学）吉備国際大学 P.49

総22（国）岐阜大学 P.49

農32
球根類ネット栽培開発委員会��
代表機関�富山県花卉球根農業協同組合

P.31

食32（国）九州大学大学院農学研究院 P.43

22A（公）京都府立大学 P.50

総02（学）近畿大学 P.46

水02（公）熊本県立大学 P.35

総10（国）群馬大学食健康科学教育研究センター P.47

農12（特非）元氣農業開発機構 P.28

食10 健康生活素材（株） P.39

食16（学）皇學館大学産学連携日本酒プロジェクト P.40

総18（国）高知大学 P.48

農10（独）国際協力機構（JICA） P.28

農08（国研）国際農研（国際農林水産業研究センター）P.27

農02 国産花きの国際競争力強化のための技術開発 P.26

食14
米および米加工食品におけるイノベーション
創出を目指す研究開発プラットフォーム

P.40

食22
米粉の可能性�
～米の特徴を活かした新たな米粉利用の紹介～

P.41

小間No. 出展者名 ページ
さ行

食18（国）佐賀大学 P.40

食03
（国）佐賀大学／佐世保工業高等専門学校／（学）岡山
理科大学／（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所

P.38

農43 サナテックシード（株） P.33

22B（特非）産学連携学会 P.51

食23（国研）産業技術総合研究所 P.41

農38
３次元形状センサを活用する群落光合成推定・
生育制御コンソーシアム（イノベーション創出
研究強化事業29011B）

P.32

農29（公）滋賀県立大学 P.31

畜01 次世代型家畜生産技術の研究開発プラットフォーム P.36

農37（国）島根大学生物資源科学部施設園芸学研究室 P.32

食24（国）島根大学6次産業化イノベーションチーム P.41

畜07
周年親子放牧コンソーシアム�
（代表機関：農研機構畜産研究部門）

P.37

食11
食・農チーム鹿児島�大隅加工技術研究センター
／農業開発総合センター／工業技術センター
／水産技術開発センター

P.39

総19
食の未来システム創造協議会�
（代表機関：三菱ケミカル（株））

P.48

総16 食料生産地域再生のための先端技術展開事業 P.48

食30 女性農業者による取組発信（農業女子プロジェクト）P.42

食26（国）信州大学農学部 P.42

林01（国研）森林研究・整備機構�森林総合研究所 P.34

水01（国研）水産研究・教育機構 P.34

農01 スマート農業実証プロジェクト P.26

21B
生産現場の夢トーク2019～地域の生産現場
に眠る「ビジネスのタマゴ」とは？～

P.50

農26 世界農業遺産・日本農業遺産 P.30

食15 全国食品関係試験研究場所長会 P.40

農15（株）相馬光学 P.28

た行

農22（学）高崎健康福祉大学農学部 P.30

総07 地域産学連携コンソーシアム P.46

食20

「知」の集積と活用の場�健 -12�健康長寿
食品研究開発プラットフォーム／（一社）健
康長寿実現推進機構／埼玉大麦食品普及・
食のモデル地域実行協議会

P.41

総24「知」の集積と活用の場の紹介 P.49

農30 千葉県農林総合研究センター P.31

農18（国）千葉大学 P.29

総01（学）中央大学理工学部�松本研究室 P.45

20A（特非）DNA鑑定学会 P.50

水04（国）東京海洋大学 P.35

食04
（学）東京都市大学　視覚メディア研究室／�
高分子・バイオ化学研究室

P.38

農03 東京都農林総合研究センター／花活布プロジェクト P.26

食09（学）東京農業大学生物産業学部 P.39

農42 東京バイオテクノロジー専門学校 P.33

食28（学）東京薬科大学産学官共同研究推進センター P.42

総17（学）東京理科大学 P.48

畜06
糖鎖ナノバイオコンソーシアム�
（（株）スディックスバイオテック）

P.37

農09 栃木県（農業試験場／畜産酪農研究センター）P.27

な行

食12（公）長崎県立大学 P.39

食06
ナス高機能化コンソーシアム�
（代表機関：（国）信州大学農学部中村研究室）

P.38

エ07 ナノアグリ・フォーカス・コンソーシアム P.45

農13 奈良県農業研究開発センター P.28

小間No. 出展者名 ページ
食13（国）新潟大学地域連携フードサイエンスセンター P.39

食07（学）新潟薬科大学 P.38

農31
日本産高級果実の超高品質世界展開技術開
発プラットフォーム

P.31

農25（一社）日本シニア起業支援機構 P.30

食36（学）日本大学産官学連携知財センター P.43

総04 日本弁理士会 P.46

エ02（株）農学研センター P.44

農27
農業界と経済界の連携による生産性向上モデル
農業確立実証事業

P.30

総15（国研）農研機構�生研支援センター P.48

総05 農研機構（（国研）農業・食品産業技術総合研究機構） P.46

農34（公財）農村更生協会 P.32

総13
農林水産業における知的財産権・情報データ
の活用と契約実務

P.47

食19
農林水産省と一緒に安全な農畜水産物の安
定供給のための研究に取り組みませんか？

P.40

食29（独）農林水産消費安全技術センター P.42

総06
（公社）農林水産・食品産業技術振興協会�
（略称�JATAFF）

P.46

は行

食17（国）弘前大学 P.40

食31（国）広島大学 P.43

農41 PUiP�大学知財群活用プラットフォーム P.33

農16
（学）法政大学�生命科学部�応用植物科学科�
植物病抵抗性学研究室

P.29

農07 北海道曹達（株） P.27

総23
（国）北海道大学�ロバスト農林水産工学国際
連携研究教育拠点

P.49

食05（地独）北海道立総合研究機構 P.38

総14 ポリテクカレッジ P.48

ま行

総03（国）三重大学大学院生物資源学研究科 P.46

農21（国）三重大学地域イノベーション推進機構 P.29

農23「見える化」技術開発グループ P.30

畜04（国）宮崎大学 P.36

21A（国）宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター P.50

エ03（学）名城大学 P.44

エ05 木質外被研究開発プラットフォーム P.44

や行

20B 山形県農業総合研究センター P.50

農35（国）山形大学農学部生産機械研究室 P.32

総11（地独）山口県産業技術センター P.47

農04（国）山梨大学 P.27

食35（株）雪国まいたけ／（学）中部大学 P.43

農39 ユビキタス環境制御システム研究会 P.32

農14（公）横浜市立大学 P.28

ら行

畜05 酪農サイレージ調製作業ロボット化コンソーシアム P.36

農24（国研）理化学研究所バイオリソース研究センター P.30

総12（国）琉球大学 P.47

食21（学）龍谷大学 P.41

林02 林業イノベーションの推進に向けた研究・技術開発 P.34
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