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プラズマプラズマプラズマプラズマ殺菌技術殺菌技術殺菌技術殺菌技術のののの強強強強みみみみ・・・・弱弱弱弱みみみみ

強強強強

みみみみ

• 対象食品に残留しないため、人体への影響が無い。

• パッケージの外からの照射が可能であるために、野菜

洗浄の工程が短縮されることによりコスト削減が可能

となり、栄養成分の流出も抑えられる。

弱弱弱弱

みみみみ

• 野菜がもつ食感や抗酸化力への影響が未知数である。

• プラズマを高温で発生させることにより、低温・定温

での製造管理への影響が懸念される。

調査結果概要調査結果概要
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半導体関連技術半導体関連技術半導体関連技術半導体関連技術 第第第第１１１１次産業次産業次産業次産業へのへのへのへの応用可能性応用可能性応用可能性応用可能性

①成膜技術

③エッチング技術

プラズマ技術の野菜殺菌への応用

②露光技術

電子タグ等の容器包装へのフォトリソ

グラフィ技術（写真製版）の応用

④洗浄技術 ドライ洗浄技術の応用

⑤ダイシング技術 裁断技術の応用

カットカットカットカット野菜市場野菜市場野菜市場野菜市場におけるにおけるにおけるにおける機会機会機会機会・・・・脅威脅威脅威脅威

機

会

機

会

機

会

機

会

• カット野菜市場の拡大。

• 菌数をゼロに近づけたいカット野菜市場の存在（コン

ビニ、病院食等）。

• 消費期限の延長が可能であれば、市場を拡大できる。

脅

威

脅

威

脅

威

脅

威

• 既存の殺菌方法が、数百円/tと低コストである。

• 焼成カルシウム等、安全性が高い殺菌技術の開発。

• カット野菜の利益率が低く、高額設備の導入は困難。

研究会事業
•事業展開事業展開事業展開事業展開

九州九州九州九州 • プラズマ殺菌によるカット野菜の品質保持期間の延長

全国全国全国全国

• プラズマ殺菌を輸送・保管方法に組み込むことで出荷

先を全国に拡大

海外海外海外海外

• プラズマ技術のライセンス販売

• プラズマ殺菌機械の販売

他業界他業界他業界他業界

• コンビニ、病院食、畜産、キノコ、種苗等、他分野へ

のプラズマ殺菌技術の適用

研究会

事業

大学等研

究機関

大学等研

究機関

製造機械

メーカー

製造機械

メーカー

カット野菜

製造業者

カット野菜

製造業者

小売・流通

事業者

小売・流通

事業者

消費者団体消費者団体

出典：カット野菜品質・衛生管理ハンドブック
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背景・問題意識背景・問題意識

九州地域における半導体産業の課題

�海外との競争激化

�円高、電力問題・・・等

①各地に所在する研究開発拠点の連携・強化

による「ものづくり一大研究拠点」の形成

②国内外のマーケティングを踏まえたビジネス

チャンスの発見と事業ターゲットの想定

③グローバル競争に適応できる人材育成と国

内外からの投資の促進

半導体（エレクトロニクスを含む）・IT産業振興ビジョン

�他分野との産業連携の促進

� 異業種の技術を活用することによる相乗効果の発揮

� ６次産業化による持続可能なビジネスモデルの構築

半導体・IT産業の技術を有するシーズ側の視点ではなく、

活用側（ニーズ：今回はカット野菜等食産業）での捉え方が重要

－ 地域産品を活用した食品加工業は地方経済の主力。

－ 事業所数（製造業全体の約13%）、従業者数（製造業従事者の約15%）では、自動車産業を上回る最大産業。かつ事業所は全国各地に分散。

－ 北海道、九州（鹿児島、長崎、沖縄）等においては、食品加工業は、最も主要な産業。従業員数・事業所数・製造品出荷額において、それぞれ約4割前後を占める。

【本調査に係る食産業振興の方向性】

�「攻めの農業」へのパラダイムシフト

� 生産者の企業的経営促進と垂直連携による「バリューチェーン」の強化

� 需要側（販路）のマーケティングに基づく付加価値向上

�広域展開

� TPP等の国際的枠組みによる変化を輸出促進等の展開を視野に入れ

産業活性化

� 商品単独（カット野菜、加工施設等）だけでなく技術・ノウハウも含めた

パッケージ型ソリューションの展開

【食産業の特徴・強み】
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背景・問題意識背景・問題意識

九州地域における産業特性

産業関連データにみる九州地域の全国シェア

� 国内国内国内国内ではではではでは地方地方地方地方ブロックブロックブロックブロックとしてはとしてはとしてはとしては経済規模経済規模経済規模経済規模

がががが最最最最もももも大大大大きいきいきいきい。。。。

� 食料品製造業食料品製造業食料品製造業食料品製造業、、、、自動車関連自動車関連自動車関連自動車関連、、、、半導体等半導体等半導体等半導体等

のののの出荷額出荷額出荷額出荷額がががが多多多多いいいい。。。。

� 農業産出額農業産出額農業産出額農業産出額もももも多多多多くくくく、、、、全国全国全国全国シェアシェアシェアシェアがががが高高高高いいいい。。。。

� 環境環境環境環境、、、、半導体半導体半導体半導体、、、、自動車自動車自動車自動車、、、、農業農業農業農業、、、、医療関連医療関連医療関連医療関連

産業等産業等産業等産業等にににに異業種連携異業種連携異業種連携異業種連携・・・・参入意向参入意向参入意向参入意向がががが強強強強いいいい。。。。

【産業】

� 地理的優位性地理的優位性地理的優位性地理的優位性：高成長が続く東アジ

アに近接し、海運の利便性が高い。

� 地価地価地価地価・・・・立地環境立地環境立地環境立地環境：都市圏に比べ地価

が安価。地震災害リスクも少ない。

� 人材人材人材人材：低廉で豊富な労働力、技術系

人材を多数排出。近年、留学生増

加。

� 研究開発機能研究開発機能研究開発機能研究開発機能：公設試の研究者数等

で全国比率10％超。

【地理的・社会的条件】

優位性を十分に活用

できていない状況

出典：「九州新活性化プラン」（H20年5月）

九州経済産業局より抜粋

食料分野での優位性

が高い
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背景・問題意識背景・問題意識

ターゲット市場に係る動向と問題意識

我我我我がががが国国国国のののの食料供給力食料供給力食料供給力食料供給力はさらにはさらにはさらにはさらに低低低低

下下下下していくしていくしていくしていく方向性方向性方向性方向性

（食料自給率40％、耕作放棄地

率10％など）

グローバルグローバルグローバルグローバルにみてもにみてもにみてもにみても食料需給食料需給食料需給食料需給はははは

今後一層今後一層今後一層今後一層タイトタイトタイトタイトなななな状況状況状況状況へへへへ

（世界人口は2050年には現在の

1.5倍の90億人超へ）

■国内の関連する社会的動向

� 食の安全安心への関心の高まり

� ライフスタイルの変化

� 農商工連携等によるイノベーショ

ンの萌芽

� 健康志向

� 環境意識の高まり、低炭素化

（省CO2、脱化石燃料） …等

■グローバルな環境変化

� 新興国の発展による我が国

の相対的地位の低下

� 穀物価格の高騰、輸出規制

� ＴＰＰ参加の可能性

� 世界的な人口増加

� 食料とエネルギーとの競合

� 海外における食料生産条件

の変化（天候リスクの増大、

土壌劣化、水不足等） …等

【外部環境の動向】

中長期的視野にたった国内

産地の活性化とそれを可能と

する農業イノベーションが必要

■生産段階

� 農地の減少、流動化･集積の遅れ

� 担い手不足と高齢化

� 農村コミュニティの衰退

� 耕作放棄地の増加 …等

■流通段階

� 産地の大型化とJAの機能低下

� 卸売市場の業界再編の遅れ

� 量販店等のﾊﾞｲｲﾝｸﾞﾊﾟﾜｰの増大の影響

� ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ対策、物流高度化 …等

■消費段階

� 消費者ニーズの多様化･二極化

� 食の外部化･簡便化の進展

� 食品ロスの増加 …等

【国内の食と農に関する問題意識】
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１．半導体関連技術の第一次産業応用可能性１．半導体関連技術の第一次産業応用可能性

6666

第一次産業（技術を活用する側の農業）におけるニーズ（主にカット野菜等食産業）から半導体関連技術

の第一次産業応用可能性を捉えるために以下の調査を実施した。

（１）第一次産業（農業）の生産～流通・販売の工程における課題に対してエレクトロニクス化（半導体関

連技術の応用）がどのように対応している状況にあるか、文献・WEB調査により現状を整理した。

（２）プラズマ技術を適用可能な第一次産業（農業）におけるニーズ（課題）を抽出し、適用の具体的な可

能性について検討した。

第一次産業（農業）

の工程の整理

文献・WEB調査

第一次産業の

エレクトロニクス化

の状況の調査結果

関連法規による

規制の観点を

工程毎に整理

カット野菜製造

に係る規制体系

ヒアリング調査

プラズマ技術を適

用可能な一次産

業におけるニーズ

プラズマ技術の強

み、課題等の把握

プラズマ技術の具

体的な応用可能

性の整理

（（（（１１１１））））第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業（（（（農業農業農業農業））））のののの課題課題課題課題にににに対対対対するするするするエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクス化化化化のののの状況調査状況調査状況調査状況調査

（（（（２２２２））））第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業へのへのへのへのプラズマプラズマプラズマプラズマ技術技術技術技術のののの適用適用適用適用にににに係係係係るるるる調査調査調査調査

「「「「５５５５．．．．関連資料関連資料関連資料関連資料」」」」においてにおいてにおいてにおいて実施実施実施実施
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１．半導体関連技術の第一次産業応用可能性１．半導体関連技術の第一次産業応用可能性
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①第一次産業（農業）の工程の整理

第一次産業（農業）の工程及び課題について整理を行った上で、第一次産業のエレクトロニクス化

の可能性について検討を実施した。

工程工程工程工程 工程工程工程工程のののの概要概要概要概要 課題課題課題課題

1 播種・生産

• 農産物の種子を播種する、または苗を植える。

• 農薬、肥料などの資材を投入して生産管理を行な

う。

• 収量の増加

• 資材、温度等の管理の高度化

• 生産管理の軽労働化

2 収穫・出荷

• 生産した農産物を、適時に収穫する。

• 収穫した農産物を調整（選別、一次洗浄）し、包

装・出荷する。

• 収穫時期の判断

• 収穫・出荷の軽労働化

3 加工・殺菌

• 生産者から出荷された農産物を加工事業者にお

いて選別、洗浄し、加工可能な状態にする。

• 洗浄、殺菌した農産物に対して加工を行った上で

殺菌を行なう。

• 加工による鮮度の劣化への対応

• 殺菌による人体への影響

• 殺菌による塩素臭等の商品への

影響

4 包装・出荷

• 加工・殺菌した農産物を出荷先のニーズに合わせ

た適量で包装する。

• 最終的な商品を出荷先別に仕分けし、出荷する。

• 包装・出荷作業の効率化

• 商品のトレーサビリティ

５ 流通・販売

• 出荷された商品を、小売店、または小売店等の流

通センター等を通じて配送する。

• 小売店等において、陳列、販売する。

• 適時適量販売

• コールドチェーンの維持

• 商品のトレーサビリティ
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１．半導体関連技術の第一次産業応用可能性１．半導体関連技術の第一次産業応用可能性
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②第一次産業のエレクトロニクス化の状況の調査

第一次産業（農業）のエレクトロニクス化の状況、及び今後の可能性について検討を行なうために

、「半導体を活用した技術の適用状況」及び「半導体製造関連技術の適用可能性」について以下

の技術を対象として整理した。

分野分野分野分野 技術技術技術技術

半導体を活用した技術の適用状況

（半導体を利用した技術・製品・サービスの第一次産

業への応用可能性）

電子タグ・ICカード

PC・モバイル機器

カメラ（CCD・CMOS）

センサ（MEMS）

組み込みソフトウェア

産業機器・ロボット

半導体製造関連技術の適用可能性

（現在の半導体製造を構成している要素技術につい

て第一次産業への応用可能性）

成膜技術（プラズマ技術を含む）

露光技術

エッチング技術（プラズマ技術を含む）

洗浄技術

ダイシング技術

ボンディング技術

パッケージ技術
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１．半導体関連技術の第一次産業応用可能性１．半導体関連技術の第一次産業応用可能性
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③ 半導体を活用した技術の適用状況

「半導体を活用した技術の適用状況」について、対象とした技術の特徴及び製品事例について以下

に整理した。

技術技術技術技術 技術技術技術技術のののの特徴特徴特徴特徴・・・・製品事例製品事例製品事例製品事例

電子タグ・ICカード

• ラベル型、カード型、タグ型等、様々な形状があり、微小な無線ICチップ。

• ICチップ上に様々な情報を搭載し、電磁波や電波を用いて情報通信を行う。電力搭

載せずに利用でき、耐水性等の耐環境性に優れている。

PC・モバイル機器

• パソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレットPC等のデジタル機器

• 半導体が高性能化、高機能化、小型化を支えており、半導体の技術革新に密接に

関連している。

カメラ（CCD・CMOS）

• CCD・CMOS（コピー機、携帯電話やデジタルカメラ等に用いられる映像用半導体）が

レンズを通した光画像を赤、緑、青の電気信号に変換し、電子的に記録する。

センサ（MEMS）

• MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）とは、センサ、アクチュエータ、電子回路

を一つのシリコン基板、ガラス基板、有機材料などの上に集積化したデバイス。

• 製品としては、圧力センサ、加速度センサ、ジャイロスコープ、DMD（プロジェクター）

等。

組込みソフトウェア

• デジタル機器・産業機器、自動車等に用いられている半導体を制御するソフトウェア。

• 機器に合わせてソフトウェアを軽量化できることが重要であり、機器の作動を制御す

るためのリアルタイム性が求められる。

産業機器・ロボット

• 工場の自動化、無人化、生産性向上を支える機器、産業用ロボット

• アクチュエータ、センサ、制御を行う組込みソフト、システムの根幹を成すCPU等、多

数の半導体が用いられる。
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③ 半導体を活用した技術の適用状況

「半導体を活用した技術の適用状況」において対象とした技術の特徴及び製品事例について、現在

の第一次産業（農業）への応用状況を、文献調査に基づき整理した。

技術技術技術技術 播種播種播種播種・・・・生産生産生産生産 収穫収穫収穫収穫・・・・出荷出荷出荷出荷 加工加工加工加工・・・・殺菌殺菌殺菌殺菌 包装包装包装包装・・・・出荷出荷出荷出荷 流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売

電子タグ・IC

カード

PC・モバイル機

器

カメラ（CCD・

CMOS）

センサ（MEMS）

組込みソフト

ウェア

産業機器・ロ

ボット

４．圃場のセ

ンサ・カメラ

等による制

御・管理

３．GIS、GPS

による圃場

管理支援

１．電子タグ、ICカードによるトレーサビリティ

５．PC、カメラ、セ

ンサ等による「生

産記録支援」・「熟

練技術のデータ

ベース化」

２．販売情報の流通・生産者へのリアルタイム共有

７．加工・殺菌、包装、販売機器等

• 野菜カット機械

• 野菜洗浄・殺菌槽

• 野菜包装機械

• 冷蔵庫、保冷棚、等

６．無人化・ロボット化による軽労化

• 無人操縦トラクター

• 収穫ロボット

• 耕うんロボット

• 田植えロボット、等
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③ 半導体を活用した技術の適用状況

１．電子タグ、ICカードによるトレーサビリティ

応用事例：物流品質トレーサビリティサービス

項目項目項目項目 内容内容内容内容

１．事業主体 NEC

２．半導体関連技術 電子タグ・ICカード、PC・モバイル機器

３．適応内容 温度・湿度・衝撃センサを内蔵したRFIDタグを流通する商材に

とりつけ、生産拠点/倉庫から物流拠点、最終的に顧客へ納

入するまでの流通過程を管理。一定間隔での温度・湿度情報

と、衝撃発生時の情報を収集することにより輸送過程の「見え

る化」を実現。SaaS型サービスでの提供により、ネットワークを

介してどこからでも利用可能。

４．課題に対する効

果

・物流過程での鮮度の温度、湿度、衝撃のデータを把握するこ

とにより、その時点での対処が可能となる。

・データをトレースすることにより、原因分析、適切な対処策を

講じることが可能となる。

５．今後の取組 商品の受発注や納品配送、決算などの業務システムとRFIDを

連携し、サプライチェーン全体で情報の「連鎖」を確立すること

により、事務処理に関わる業務の効率化や卸売現場の生産性

の向上を目指す。

６．出典 【サービス概要】

http://www.nec.co.jp/rfid/solution/traceability_saas.html
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③ 半導体を活用した技術の適用状況

２．販売情報の流通・生産者へのリアルタイム共有

応用事例：農産物直売所における生産販売システムによる生産会員の所得向上及び地域農業振興

項目項目項目項目 内容内容内容内容

１．事業主体 JA沖縄中部ファーマーズマーケットチャンプルー市場

２．半導体関連技術 PC・モバイル機器

３．適応内容 ・生産者は、農産物の市況を参考に自ら価格設定を行うとともに、バーコード発行機を利用してラベルを作成後、出荷品に貼り、市場内

に並べることにしている。

・同市場から生産者に1日4回携帯メ－ルで売上情報が配信され、生産者は、売上情報に基づき追加出荷や価格値下げ等の判断を

行っている。

・生産者は同システムを利用することにより売上状況の他、精算書の発行、曜日別売上状況、時間帯別売上状況、月別売上状況等の

情報が入手でき、販売状況に合わせた栽培、出荷管理に取り組んでいる。

・市場は、システム操作により最新の売上情報を分析し生産者に対し、適時・適正な出荷を指示することで、売れ筋商品については追

加出荷、売れ残り品については価格値下げ等を指示している。

４．課題に対する効果 ・売上高が平成20年度で10億円を超える。

・売れ筋農作物を追加発注し売れ残り商品は値下げするなど、販売状況に応じた対応を取ることにより生産者が販売状況に敏感になっ

た。

・日々の売上状況等を勘案しながら計画的な出荷、栽培等を行うことが可能となった。

・農家所得の向上・農業経営の安定に寄与し、沖縄市周辺の限られた農地面積を有効利用する動きが見られる。

５．今後の取組 システム運用上の課題や問題点は、直売所開設までに十分な準備期間を設けて検討を重ねることにより、開発メ－カ－との連携体制

が構築され、生産者や市場、流通業者の意向が反映されている。

６．出典 農林水産省HP「農山漁村におけるIT活用事例」
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③ 半導体を活用した技術の適用状況

３．GIS、GPSによる圃場管理支援

応用事例：GISを使って視覚的に多数の圃場を一元管理

項目項目項目項目 内容内容内容内容

１．事業主体 農事組合法人八幡営農組合

２．半導体関連技術 PC・モバイル機器

３．適応内容 ・GISを使い、一元管理による労力の省力化を図る。

・圃場ごとに田植えや除草作業などの作業データを入力することで、パソコン上で簡単に作業履歴を見ることが出来る。

・排水性の良否など圃場の属性情報が管理できる。

・様々な農法で栽培を実施している圃場を色分け表示により把握できる。

４．課題に対する効果 ・当日朝の作業指示時間が半分（30分）に短縮される。

・圃場の作業面積が正確にわかるので、適量の肥料や農薬を使用することができ、目分量による過剰な使用がなくなった。

・生産履歴の管理に係る煩雑な事務が軽減された。

・作業効率が良くなり、管理する圃場が増えても労力に余裕がある。

・PCから地図と作業指示書を打ち出して作業に出られるので、作業圃場の誤りなどがなく、作付け状況も管理できるので

効率的な農地の活用も可能となった。

５．今後の取組 ・システムの操作方法が難しく、専門の職員の配置が必要。

・作業日誌等一部の書類は手書きで作成しているので、パソコン入力により管理できるようにしたい。

６．出典 農林水産省HP「農山漁村におけるIT活用事例」
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③ 半導体を活用した技術の適用状況

４．圃場のセンサ・カメラ等による制御・管理

応用事例：超低コスト耐候性ハウスによるトマト養液栽培

項目項目項目項目 内容内容内容内容

１．事業主体 農業生産法人浅小井農園㈱

２．半導体関連技術 カメラ（CCD・CMOS）、センサ（MEMS）、組込みソフトウェア

３．適応内容 ・少量土壌培地を用いた養液土耕栽培を実施し、生育ステージにあわせた窒素量を供給する自動供給システムを採用。

・温度センサにより室温をモニターし、自動開閉カーテン・自動開閉窓・自動点火暖房機等でハウス内の温度を集中管理する複合環境

制御システムを導入。

４．課題に対する効果 ・施肥量が従来の掛け流し溶液培養に比べ減少。

・栽培管理時間が従来のハウス栽培に比べて減少。

・複合環境制御システムの導入により、生産管理労働が軽減。

・均一な品質のトマトの安定収穫が可能。

５．今後の取組 ・ハウスの構築費用を低コスト化しても、システム全体の費用がかかる。

・収穫出荷作業は人の手がかかるためコストの削減は困難。

・生産管理及び出荷量のデータベース化による安定出荷及び地域の農業法人や農家との連携による産地化を目指す。

６．出典 農林水産省HP「農山漁村におけるIT活用事例」

少量土壌培地耕 超低コストハウス内の二重カーテン 複合環境制御システム
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③ 半導体を活用した技術の適用状況

５．PC、カメラ、センサ等による「生産記録支援」・「熟練技術のデータベース化」

応用事例：ハウス栽培向けモニタリングシステム

項目項目項目項目 内容内容内容内容

１．事業主体 NTTファシリティーズ、農業生産法人「陽だまり農園」

２．半導体関連

技術

PC・モバイル機器、カメラ（CCD・CMOS）、センサ（MEMS）

３．適応内容 ・Webカメラや各種センサを使用した施設園芸向けモニタリングシステムを構

築。

・センサデータだけでなく画像データを併用することで、より的確な状況把握・

分析が可能なシステムに。

・今後は収集データを栽培指導や管理・制御システムのノウハウとして活用。

４．課題に対す

る効果

・マニュアル化が困難であった専門家の「経験」に基づくノウハウ（「暗黙知」）を

「経験」と「データ」に裏づけされた「形式知」に。

・「形式知」を栽培指導として共有・発信することで、安定した経営をサポートし、

新規参入時における経験不足というリスクを解消。

・農作物の生育状態に応じた環境制御を行い、施肥、病虫害対策などの適正

なタイミングと、植物の品質予測精度の向上をサポート。

５．今後の取組 ・モニタリングシステムを必要な都度オンラインで貸与可能なサービスを提供

し、低コストな栽培支援モニタリングサービスを展開。

・栽培だけでなく流通・消費を含めたネットワーク作りをNTTグループ連携で取

組む。

６．出典 【NTTファシリティーズHP】（2010年9月24日ニュースリリース）

http://www.ntt-f.co.jp/news/heisei22/h22-0924.html



Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.

１．半導体関連技術の第一次産業応用可能性１．半導体関連技術の第一次産業応用可能性

16161616

③ 半導体を活用した技術の適用状況

５．PC、カメラ、センサ等による「生産記録支援」・「熟練技術のデータベース化」

応用事例：農業作業の見える化システム

項目項目項目項目 内容内容内容内容

１．事業主体 新福青果、富士通

２．半導体関連技術 PC・モバイル機器、カメラ（CCD・CMOS）、センサ（MEMS）

３．適応内容 • 2009年4月から、富士通との共同実験の一環としてWebカメラ、センサ等を設

置。農作物の色の変化や、害虫などによる影響を記録するほか、畑の土壌の

中に埋め込んだ各種のセンサと連携している。

• 土壌内に埋め込んだセンサは、温度センサや、湿度センサ、pHセンサ、風速

センサなど約10種類。土壌の温度や湿度、pH値などを計測し、そのデータを

無線を使って、新福青果の事務所内にあるPCに10分ごとに送信する。畑の撮

影画像とともに、その状態を畑ごとにデータベースに保存する。

• 各作業者について時系列の位置情報をGPSによって記録する機能を持つ。夕

方，事務所に戻ってきた作業者はGPS端末をパソコンに接続し，データを転送

する。

４．課題に対する効果 • ITを使い、農作業の手順や各種のノウハウを体系化し蓄積することで、農業

経験者でなくても農業に携われるようにし、農業を高効率化すること。

• 栽培履歴から原価計算も瞬時にできるようになり畑ごとに収支決算を行うこと

が出来る。

５．今後の取組 • 農業生産のノウハウは、畑の特性や天候、生産物によって異なるだけに、そ

れらすべてを体系化することは容易ではない。熟練の農作業者が引退してか

らでは遅いからこそ、新福青果はITを使ってノウハウ化のスピードを高める。

６．出典 新福青果 http://www.shinpukuseika.co.jp/

センサ類を装着したポール

PCから圃場の状態を管理
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③ 半導体を活用した技術の適用状況

６．無人化・ロボット化による軽労化

応用事例：農作業ロボットによる分散錯圃に対応した超省力作業技術の開発

項目項目項目項目 内容内容内容内容

１．事業主体 中央農業総合研究センター

２．半導体関連技術 センサ（MEMS）、組込みソフトウェア、産業機器・ロボット

３．適応内容 • 各種農作業ロボットの導入により作業者1人当たりの作業面積を拡大し、大規模経営を可能にすることが目的。

• 市販の6条田植機をベースに開発。搭載したRTK-GPSにより位置情報を、IMUにより車体の傾斜と進行方向をそれぞれ

計測。これらをもとにメインコンピュータで各部の操作量を算出し、操舵や変速などをコントロールして自律走行を行う。

• 水稲や麦、大豆を対象に、耕耘や施肥、播種、防除、収穫など一連の作業工程を担う各種農作業ロボットの開発に加

え、（1）航法システムや通信・制御インターフェースの共通化、（2）農業ロボットの安全対策、（3）導入にかかる最適な

営農モデルの策定にも取り組む。

４．課題に対する効果 農業ロボットの導入による労働力および収益の向上。

５．今後の取組 農作業ロボットの導入に前向きな営農家などと連携をして取り組む。ただし、3年間の間に取り組まなければならないとい

う制約が課せられており、また人員の問題もあるため、当面はそれぞれの開発に集中。

６．出典 中央農業総合研究センター、農業・食品産業技術総合研究機構

「農作業ロボットによる分散錯圃に対応した超省力作業技術の開発」

田植えロボット ロボット田植機に搭載しているRTK-GPSシステム。GPSアンテナと受信機。
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③ 半導体を活用した技術の適用状況

７．加工・殺菌、包装、販売機器等

応用事例：pH次亜水供給装置・活性水製造装置

項目項目項目項目 内容内容内容内容

１．事業主体 株式会社ユニフィードエンジニアリング

２．半導体関連技術 センサ（MEMS）、組込みソフトウェア、産業機器・ロボッ

ト

３．適応内容 • 活性水製造装置、殺菌水供給システム、pH調整次

亜水供給装置、残留塩素濃度pH指示計、残留塩素

濃度計を組み合わせた食品洗浄の統合システム

４．課題に対する効

果

• 活性水を用いることで、添加物などの薬品を使用せ

ず鮮度保持効果が得られる。

• 食品衛生法で定められている殺菌剤全てに対応で

き、流量に応じた注入量を自動制御するので、常に

安定した殺菌剤濃度が保てる。

• 必要最低限の次亜塩素濃度を維持することにより

高効率な殺菌と食品劣化防止の両立及びコストダ

ウンを実現。

５．今後の取組 ・平成7年に出願し、平成12年に特許取得した 『活性

水の製造方法』を基本技術として、技術開発を推進。

６．出典 株式会社ユニフィードエンジニアリング

http://www.unifeed.co.jp/seihin.html 残留塩素濃度残留塩素濃度残留塩素濃度残留塩素濃度pHpHpHpH指示計指示計指示計指示計

残留塩素濃度計残留塩素濃度計残留塩素濃度計残留塩素濃度計
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③ 半導体を活用した技術の適用状況

「半導体を活用した技術の適用状況」について、農業効率化への影響、実用化段階の２つの軸から

整理し、分析を行った。

実用化段階低 高

農

業

効

率

化

へ

の

影

響

高

１．電子タグ、ICカードによ

るトレーサビリティ

３．GIS、GPSによる圃

場管理支援

４．圃場のセンサ・カメラ

等による制御・管理

５．PC、カメラ、センサ等に

よる「生産記録支援」・「熟練

技術のデータベース化」

６．無人化・ロボット化

による軽労化

汎用的な実用化段階にはない

が、生産者の高齢化や担い手

不足が進む地域においては非

常に大きな効率化が見込まれる。

既に製品として実用化されてお

り、第一次産業において不可欠

なものとなっている。

ある程度大規模な圃場において

実験的な取組として実用化され

ている。

２．販売情報の流通・生産

者へのリアルタイム共有

７．加工・殺菌、包装、

販売機器等

実用化段階にあるが、発生する

コストに対して、消費者側の安

全安心ニーズが十分に見合って

いない。
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④半導体製造関連技術の適用可能性

「半導体製造関連技術の適用可能性」について、対象とした技術について以下に整理した。

技術技術技術技術 概要概要概要概要

成膜技術

• スパッタリング技術（高電圧をかけ、イオン化させた不活性ガスのプラズマを金属に衝突させ、その際に

飛び出す原子をウエハに付着させ薄膜を形成する）

• プラズマCVD技術（容器内にウエハと材料となるガスを入れ、プラズマのエネルギーを与えて、２００～４０

０度の温度で短時間で膜を形成する）

露光技術

• 露光技術（半導体の回路パターンをウエハに焼き付ける技術）は、フォトリソグラフィ技術（印刷等で利用

される写真製版技術の応用）により、半導体の回路パターンをウェハに転写する。

エッチング技術

• エッチング技術（露光技術によって転写されたパターンに沿って、ウエハの加工を行う技術）は、薬液の

腐食作用により形状加工を行うウェットエッチング技術と、プラズマを用いるドライエッチング技術に分け

られる。

• ドライエッチング技術は、電極テーブルの間にウエハを設置し、ガスを充填してプラズマ放電を行うことで、

プラズマ化したガスウェハに衝突し、マスクの形状と同じエッチングが行われる。

洗浄技術

• ウェット洗浄（アンモニアや硫酸と過酸化水素水の混合液により、ゴミ、金属、有機物分子を除去する）

• ドライ洗浄（超音波や噴流を用いて、１枚、または複数枚のウェハの付着物を除去する）

ダイシング技術

• ダイシング（ウエハに形成されたチップを個々に切り出していく工程）においては、切断時の衝撃の緩和、

粉塵の発生の抑制等が求められ、ダイヤモンドブレード、レーザー、ウォータージェット、超音波ブレード

等により切断を行う。

ボンディング技術

• ボンディング（チップを外部との電気信号のやりとりを出来るように加工する工程）においては、金線また

はアルミ線を使用し、超音波で溶接するワイヤボンディング、ワイヤを使わずにリードとボンディングパッ

ドを直接つなぐワイヤレスボンディングがある。

パッケージ技術

• 完成したチップを衝撃、ゴミ、圧力等から守るためにパッケージが施される。主にプラスチックが用いられ

る。
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④半導体製造関連技術の適用可能性

「半導体製造関連技術の適用可能性」の検討の対象とした技術分野について、第一次産業の工程ご

とに応用可能性のある要素技術があるか検討を行った。

技術分野技術分野技術分野技術分野 要素技術要素技術要素技術要素技術 播種播種播種播種・・・・生産生産生産生産 収穫収穫収穫収穫・・・・出荷出荷出荷出荷 加工加工加工加工・・・・殺菌殺菌殺菌殺菌 包装包装包装包装・・・・出荷出荷出荷出荷 流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売

①成膜

• スパッタリング技術

• プラズマCVD技術

②露光

• フォトリソグラフィ技術

（写真製版）

第一次産業に応用可能な領域がない

③エッチング

• ウェットエッチング技術

• ドライエッチング（プラズマ）技術

④洗浄

• ウェット洗浄

• ドライ洗浄

⑤ダイシング

• ダイヤモンドブレード

• ウォータージェット

• 超音波ブレード

⑥ボンディング

• ワイヤボンディング

• ワイヤレスボンディング

第一次産業に応用可能な領域がない

⑦パッケージ • プラスチックパッケージ 第一次産業に応用可能な領域がない

プラズマ技術の

野菜殺菌への応用

プラズマ技術の

野菜殺菌への応用

ドライ

洗浄技術

の応用

裁断技術

の応用

本調査において検討する領域 今後検討すべき領域

電子タグ等の容器包装

への印刷技術への応用
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④半導体製造関連技術の適用可能性

「半導体製造関連技術の適用可能性」の検討の対象とした技術分野について、応用可能性について

検討した結果、応用可能性があると考えられる領域とその視点を以下に示す。

技術技術技術技術のののの応用領域応用領域応用領域応用領域 応用可能性応用可能性応用可能性応用可能性のののの視点視点視点視点

①成膜

③エッチング

プラズマ技術の野菜殺

菌への応用

• 生鮮食品の鮮度維持においては、殺菌、滅菌が求められている。

• 現在の殺菌、滅菌技術は塩素臭が残る等の課題がある。

• より食品への影響の少ない殺菌技術を同等のコストで供給でき

れば応用可能性がある。

②露光

電子タグ等の容器包装

へのフォトリソグラフィ技

術（写真製版）の応用

• 電子タグを食品の容器包装等に印刷するニーズは、今後の電子

タグによるトレーサビリティの普及に伴って増大する。

• 既に半導体関連技術と印刷技術は共通する要素技術が多いが、

今後より一層の応用可能性が想定される。

④洗浄 ドライ洗浄技術の応用

• 生鮮食品の加工においては、水洗いをすることにより栄養成分が

減少する課題があり、水洗い以外の方法により、泥や異物等を除

去できる方法が求められている。

⑤ダイシング 裁断技術の応用

• 生鮮食品の加工においては、顧客ニーズにより様々な形のカット

加工が行われており、こうしたカット作業においてダイシング関連

の技術の応用可能性が想定される。

本調査において検討する領域 今後検討すべき領域
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⑤第一次産業における殺菌・鮮度維持に関する課題・ニーズ

工程工程工程工程 課題課題課題課題（（（（ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング・・・・文献調査文献調査文献調査文献調査よりよりよりより）））） ニーズニーズニーズニーズのののの分析分析分析分析

1 播種・生産

― ―

2 収穫・出荷

課題：収穫・出荷時の殺菌が行われていない

• 収穫時に土壌菌の処理を実施することにより、原料野菜の品質保持期間を延ばすことができる。

しかし、収穫時に土壌菌の処理を実施している産地は、先進的な一部の産地に限られている。

ニーズ：収穫時殺菌

• 収穫・調整時に利用しやすい殺菌技

術

3 加工・殺菌

課題：カット野菜はコスト吸収力が低く、殺菌にコストをかけられない

• 洗浄以外にも野菜を低温に保つために水を大量に使う。

• カット野菜業界は薬剤を使用した殺菌で十分回っているので、膨大な費用をかけてまで新しい技

術を必要とはしていない。

• カット野菜は原料野菜を切るだけのシンプルな加工なので、手間賃が載せられず利幅が薄い業界

であるため、コストの問題が最も大きい。

課題：次亜塩素酸水は塩素臭や栄養成分の流出等課題が多い

• 次亜塩素水のほか、電解水が現在の主流である。オゾン水は一時ブームとなったが、最近は皮膚

ガンを誘発する恐れがあるとされていることもあり、あまり使われていない。

• 強アルカリによる消毒方法が研究段階にあり、これは栄養成分やたんぱく質が残る点が強みであ

る。

• ある製造業者では、消毒方法を強化するよりも、カット前の原料野菜から菌を洗い流した後、増殖

しないよう低温管理を実施し、製造時間を出来るだけ短縮することによって菌数を低い水準に

保っている。

• 次亜塩素水による消毒が主流であるが、塩素臭が強く洗浄をしてもどうしても匂いが残る。

• 次亜塩素水の希釈や臭気を取るための洗浄に水を多く使うための水道代、洗浄を繰り返すためそ

の過程で栄養素がほとんど流出してしまう点が課題である。

ニーズ：低コスト化

• 次亜水に比べて低コストな殺菌技術

ニーズ：人体、環境、食品へ

の影響の少ない殺菌

• 人体や環境への影響の少ない殺菌

技術

• 栄養成分やたんぱく質が失われにく

い殺菌技術

• 塩素臭等、食味、風味への影響の少

ない殺菌技術
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⑤第一次産業における殺菌・鮮度維持に関する課題・ニーズ

工程工程工程工程 課題課題課題課題（（（（ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング・・・・文献調査文献調査文献調査文献調査よりよりよりより）））） ニーズニーズニーズニーズのののの分析分析分析分析

4 包装・出荷

― ―

5 流通・販売

課題：コールドチェーンの断絶による品質劣化

• 現在の日本では、物流のコールドチェーンが必ず切れるポイントがあり、低温を維持することによ

る品質管理が難しい。

• 低温輸送車内の温度が一定でなく、冷え過ぎ（凍結）が起こることがある。

• 小売店搬入後店頭に並ぶまでの間や小売店での霜取り作業中などの間、低温が保てなくなるこ

とがあり、高温になることによって菌が増殖する。

ニーズ：殺菌効果の持続

• 小売店におけるコールドチェーンが不

完全であるために、出来る限り長時

間持続する殺菌技術が求められる。

6 細菌検出

課題：製造過程での細菌検査は一般的ではなく、大きな課題はない

• 先進的な製造業者では、原料野菜や、製品に対して一般細菌・大腸菌のサンプリングによる検

査を実施している。

• 製造途中や原料段階での検査は、最終的に消費者の口に入るものではないので、実施されて

いないのが現状である。

• 先進的な製造業者では、製造工程の改善のために途中段階での菌検査を実施することもある

が、日常的に実施されるものではない。

• 菌の検査について現在は店舗での抜き取り調査を行っているが、その場で手軽に分かるように

なれば良い。

ニーズ：短時間細菌検出

• カット野菜の場合には出荷前に細菌

検出を終えなければならないという

ニーズは高くないが、加工品（外食

含む）の出荷・販売時や細菌やウィル

スの影響がより大きい畜産、水産等

においては一定のニーズがあると想

定される。
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⑥プラズマ殺菌技術に対する課題・ニーズ

観点観点観点観点 課題課題課題課題（（（（ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング・・・・文献調査文献調査文献調査文献調査よりよりよりより）））） ニーズニーズニーズニーズのののの分析分析分析分析

1 コスト

課題：カット野菜はコスト吸収力が低く、殺菌にコストをかけられない

• カット野菜は利益率が低く、現状の消毒方法からコストが高くなるようであれば、

導入は難しい。一概には言えないが、液体であれば1リットル当たり10銭高くなると

採算が取れなくなるレベルである。

• 現在のカット野菜関連の機械はおよそ8～10年で原価償却しているが、同程度の費用

と耐用年数が求められる。

ニーズ：低コスト化

• 初期費用、ランニングコストと

もに、次亜水と競争できる程

度の価格帯が求められる。

2 殺菌方法

課題：包装後の殺菌が可能であればカット野菜の製造工程を効率化可能

• 原料の入荷時の冷蔵庫内や小売店の棚等においてプラズマで自動的に殺菌できれば

野菜の価格変動への対応力が向上する。

• 次亜水や電解水による殺菌を行わずに、包装後の検品時の短時間で殺菌できるので

あれば導入のメリットがある。

ニーズ：包装後殺菌

• 重なっている部分等について

も広範囲で殺菌できる必要が

ある。

• 工程を短縮できるため、包装

後に殺菌できることのメリット

は大きい

3

殺菌時間

・温度

課題：菌をゼロにするのではなく、一定以下に短時間で滅菌する事が必要

• 現状の製造工程では菌をゼロにしているわけではなく、それを求められてもいない。

• 時間の経過により菌は増殖するため、殺菌時間は１ケタ秒でなければ導入は厳しい。

• 低温管理によって野菜の鮮度などを保っているため、プラズマの照射によって高温

になるのであれば導入は難しいかもしれない。

• 野菜が重なっているような部分も満遍なく殺菌ができなければならない。

• 装置として連続運転・連続処理できるようなものでなければ工場への導入は難しい。

ニーズ：短時間殺菌

• 短時間で殺菌でき、低温管理

を維持でき、連続運転可能な

設備でなければ導入は難しい。
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⑥プラズマ殺菌技術に対する課題・ニーズ

観点観点観点観点 課題課題課題課題（（（（ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング・・・・文献調査文献調査文献調査文献調査よりよりよりより）））） ニーズニーズニーズニーズのののの分析分析分析分析

4 効果・影響

課題：導入には「殺菌により栄養成分を失わない」、「滅菌効果が持

続する」といったメリットが求められる

• 抗酸化作用は野菜が持つ効能のうち、重要なものである。酸素ラジカルを照射

することにより、抗酸化作用が失われるようなことは無いのか。

• 放射線や電子線など、以前から研究されているが厚さ１mの壁を持った設備が

必要になる、殺菌対象が重なっていると効果が無いなど、現状実用化できるも

のが無い。プラズマではその点の課題は無いのか。

• 菌数が減少し、効果がある（例えば消費期限から賞味期限に出来るなど）レベ

ルであれば、検討してみたいと思う。現在の洗浄を繰り返す製造工程では、ど

うしても栄養素が失われる側面があるため、プラズマ殺菌で野菜の栄養素や美

味しさが保持されるレベルとコストとの兼ね合いになる。

ニーズ：野菜への影響を最小限

に留める技術

• 栄養成分の減少がない、品質保持期

間が長くなる等の明確なメリットがあれ

ば、コストとの兼ね合いで導入の可能

性がある。

5 対象商品

課題：カット野菜以外にもプラズマ殺菌を適用可能

• 得意・不得意なくどのような種類の野菜でも洗浄できなければ、多品種を扱う

カット野菜工場への導入は難しい。

• もう少し利益率が高い商品（生肉、種子、乾燥野菜等）を対象にするのが良い

のではないか。

• 加熱した野菜であれば、温度の上昇などは問題にならないため、向いているか

もしれない。ただ、生鮮のカット野菜よりさらにニッチな市場である。

ニーズ：適用可能品目の汎用性

• 野菜全般に対して適用可能でなけれ

ばカット野菜工場への導入は難しい

• コスト面でみた場合にはカット野菜

以外の品目への適用も検討が必要。
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２．マンゴー、スイートピー市場の現状・課題について２．マンゴー、スイートピー市場の現状・課題について

マンゴー、スイートピー市場の現状と課題について、文献調査およびヒアリング調査を実施し、市場規模と今後の見通し、主要流通ルート（産地、消費地）、品質保

持を目的とした殺菌技術の課題等について取りまとめを行う。

調査１）現状整理

� マンゴー、スイートピーの現状について、統計データ整理およびヒアリング等を実施し、情報収集を行う。

調査内容 調査の視点 調査項目 調査手法・対象

①市場規

模

現在の市場規模と今

後の見通し

国内生産量・生産額、輸入量・輸入

額、等

主として統計データおよび文献整理を実施。統計

データのみでは十分な情報が得られない場合、補足

的にヒアリング調査も実施する。

・特産果樹生産動態等調査

・花き流通統計調査

・財務省貿易統計 等

②市場構

造

主要流通ルート（産

地、消費地）、産業

構造等

都道府県別生産量・生産額・生産農

家戸数、都道府県別消費量・消費額、

等

③現状の

課題

品質保持を目的とし

た殺菌技術の課題等

生産、出荷、販売等の各流通ルート

ごとに現在の状況および課題

主要産地、取り扱い市場、取り扱い業者等へのヒア

リング調査を実施

表1 調査内容・項目・手法
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２．マンゴー市場の現状・課題について２．マンゴー市場の現状・課題について

①市場規模

� 国内での栽培面積および国内での生産量

・マンゴーの栽培面積は沖縄県が最も多く６３％を占め、次に宮崎県が多く２０％を占める。

・マンゴーの生産量は沖縄県が最も多く５２％を占め、次に宮崎県が多く３０％を占める。

①　国内でのマンゴー栽培状況 単位：ｈａ、トン

宮崎 沖縄 鹿児島 熊本 福岡 静岡 和歌山 その他 合計

栽培面積 84.2 266.0 53.3 9.4 1.7 1.2 1.1 3.3 420.2

割　　合 20.0% 63.3% 12.7% 2.2% 0.4% 0.3% 0.3% 0.8% 100%

生産量 844.9 1,467.0 349.0 117.0 13.6 5.0 9.0 16.4 2,821.9

割　　合 29.9% 52.0% 12.4% 4.1% 0.5% 0.2% 0.3% 0.6% 100%

＊特産果樹生産動態等調査（農林水産省果樹花き課まとめ）

Ｈ

21

図1 H21マンゴーの栽培面積（都道府県別）
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63%

13%

2%
1% 0% 0% 1%

宮崎

沖縄

鹿児島

熊本

福岡

静岡

和歌山

その他

30%

52%

12%

4%

1%
0% 0%

1%

宮崎

沖縄

鹿児島

熊本

福岡

静岡

和歌山

その他

N=420.2ha N=2,821.9ｔ

図2 H21マンゴーの生産量（都道府県別）
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２．マンゴー市場の現状・課題について２．マンゴー市場の現状・課題について

①市場規模

� 輸入量

・マンゴーの輸入量は平成７年までは増加していたが、平成１７年以降は横ばいかつ若干の減少傾向にある。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

昭55 60 平2 7 12 17 18 19 20
（ｔ）（ｔ）（ｔ）（ｔ）

出典：財務省貿易統計

図3 マンゴーの輸入量（昭和55年～平成20年）
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２．マンゴー市場の現状・課題について２．マンゴー市場の現状・課題について

②市場構造

� 東京中央市場におけるブランド果樹品目の流通量

・宮崎マンゴーは過去５年間の間、流通量に大きな増減はない。

� 主要な流通ルート

・宮崎県産完熟マンゴーは、県下統一した栽培体系、基準で産地づくりを進めており、JA経由の販売率が高い。

・JAに出荷された果実は、大半が市場流通で、京浜３２％、京阪神２２％、県内２６％、その他（中京、北九州な

ど）の出荷割合である。

・出荷量の１割程度が規格外品として加工業者等に流通している。

出典：宮崎県

図4 東京中央市場におけるブランド果樹品目の流通量（平成18年～22年）

0
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1,500

2,000
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山形おうとう

静岡メロン



Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 3131313131313131

２．マンゴー市場の現状・課題について２．マンゴー市場の現状・課題について

③現状の課題

� 品質を目的とした殺菌技術等で課題となっていること

・炭そ病、軸腐れ病の発生

・いずれもカビの一種が原因であり、栽培における薬剤防除、耕種的防除により対策を講じているが、出荷後に

発病する事が多い。

・対策としては、栽培園地での菌密度の低下、果実への感染予防、収穫後の果実品質管理（温度管理など）、選

果施設、器具等の殺菌がある。

・マンゴーは、30℃を超える高温は果実の急速な劣化をもたらし、25℃以下の低温は出荷後の結露を生ずるこ

とから、26～28℃程度での取扱いが望ましいとされている。（出典：沖縄県農業研究センター）

④プラズマ技術の適用可能性に関する検討

� 九州沖縄農研センターによる研究によると、マンゴー炭そ病の発生には、薬剤散布回数、圃場内マンゴー剪

定残渣量との密接な関連が認められる。また、稲わらを多く敷設したハウスでは、施設内の高湿度が抑制され、

炭そ病の発生にも影響すると考えられる。薬剤に代わる対策として、50～52℃の蒸気による低温蒸気処理装

置が開発・実用化されている。軸腐れ病は、収穫時に外観で軸腐れ病果実が

判別できないことから、市場流通の過程で果梗部から腐敗し、

被害が発生している。ハンダゴテによる熱処理によって、

被害が軽減できる。

� プラズマ技術による処理の普及可能性は、

コスト面や殺菌効果で既存の技術を上回れるかどうかによる。

31313131

図 定温蒸気処理条件が炭そ病様黒色斑点の発生に

及ぼす影響(※ 加熱処理時間10分）

出典：鹿児島県農産物加工研究指導センター
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２．マンゴー市場の現状・課題について２．マンゴー市場の現状・課題について

⑤宮崎マンゴーについてのSWOT分析

内

部

環

境

外部環境

Opportunity （機会）

・国内において、マンゴーに対するマー

ケットが定着し、過去５年間の間、流

通量に大きな増減はなく、微増傾向。

Threat （脅威）

・出荷後の炭そ病、軸腐れ病の発生

による商品の廃棄。

・メキシコ産、タイ産など、低価格帯の

輸入品との競合。

・輸入品の品質向上。

Strength （強み）

・宮崎県産の完熟マンゴーは高級品と

して高い評価を得ており、輸入の低価

格帯の商品とは住み分けができている。

・プラズマ殺菌は照射対象に残留しな

いため、人体への影響が無い。

Weakness （弱み）

・プラズマ照射による植物への影響が

未知数である。

・プラズマを高温で発生させることに

より、温度変化による品質への影響

が懸念される。

戦略①

・カビに効果があり、植物体には影響

が無い照射方法の開発。

・卸売市場、流通設備等、産地からの

出荷後のプロセスへの殺菌設備の導

入によるさらなる高付加価値化。

戦略②

・プラズマ発生による、外部への温度

影響を防ぐ仕組の開発。

戦略③

・既存の殺菌技術よりも、低コストの

照射方法の開発。

・出荷後の病気発生を防ぐ照射方法

の開発。

戦略④

・生産設備類のメンテナンスや生産現

場（土壌殺菌等）への適用可能性検

討。
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２．スイートピー市場の現状・課題について２．スイートピー市場の現状・課題について

①市場規模

� 国内での栽培面積および出荷量

・スイートピーの栽培面積は宮崎県が最も多く、４８％を占める。

・スイートピーの出荷量も宮崎県が最も多く５０％を占める。

33333333
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愛知県
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熊本県

三重県

長崎県

50%

12%

12%

7%

6%

6%

2%
1%

1% 1% 1% 1% 0% 0% 0%

宮崎県

岡山県

大分県

和歌山県

愛知県

神奈川県

兵庫県

静岡県

熊本県

栃木県

宮崎県 大分県 岡山県 和歌山県 愛知県 神奈川県 兵庫県 熊本県 三重県 長崎県 北海道 福岡県 青森県

面積 （a） 2,562 757 632 355 333 320 120 66 60 50 20 20 2

県名

宮崎県 岡山県 大分県 和歌山県 愛知県 神奈川県 兵庫県 静岡県 熊本県 栃木県 北海道 三重県 広島県 青森県 東京都

出荷量 （千本） 48,193 11,710 11,558 6,312 5,581 5,430 1,520 1,510 994 981 688 600 308 7 1

県名

出典：宮崎県

N=5,297a N=95,393千本

図5 H21スイートピー栽培面積（都道府県別） 図6 H21スイートピー出荷量（都道府県別）
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２．スイートピー市場の現状・課題について２．スイートピー市場の現状・課題について

①市場規模

� 国内の生産額と農家戸数

・スイートピーの国内生産額中、宮崎県が最も多く占め５１％である。

・スイートピーの国内農家中、宮崎県が最も多く４０％を占める。
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大分県

愛知県

兵庫県

熊本県

三重県

北海道

青森県

宮崎県 神奈川県 岡山県 大分県 愛知県 兵庫県 熊本県 三重県 北海道 青森県 長崎県 福岡県

農家戸数 （戸） 131 48 37 37 30 28 5 4 3 3 3 1

県名

出典：宮崎県

N=2,466,630千円

N=330戸

図7 H21スイートピー生産額（都道府県別） 図8 H21スイートピー農家戸数（都道府県別）

宮崎県 岡山県 大分県 愛知県 和歌山県 静岡県 栃木県 兵庫県 北海道 熊本県 広島県 青森県 東京都

生産額 （千円） 1,263,697 368,177 312,000 213,688 138,992 47,175 37,279 28,540 27,606 21,492 7,821 96 67

県名
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２．スイートピー市場の現状・課題について２．スイートピー市場の現状・課題について

②市場構造

� 流通ルート

【収穫から市場までの流れ】 ・基本的にフライト便とトラック便で異なる

① フライト便（月曜セリ場合）

・（土曜日） （日曜日早朝） （日曜午後） （月曜朝）

収穫 ⇒ 農協出荷 ⇒   市場到着 ⇒   セリ

② トラック便（月曜セリ場合）

・（金曜日） （土曜日午前） （ 日曜 ） （月曜朝）

収穫 ⇒ 農協出荷 ⇒ 市場到着 ⇒   セリ

例外 ※フライトとトラックを併用している場合

トラック便（関西まで：月曜セリ場合）

・（土曜日） （日曜日早朝） （日曜深夜） （月曜朝）

収穫 ⇒ 農協出荷 ⇒ 市場到着 ⇒   セリ

【参考：収穫から農協出荷までの作業】

収穫 → 鮮度保持剤（チオ硫酸銀）処理：１～２時間 → 選別、花束づくり → 水揚げ → ラップかけ

→ 箱詰め → 農協出荷

※ 鮮度保持剤はエチレン発生阻害を目的として実施、殺菌処理ではない

※ 段ボール箱は横箱で、乾式輸送
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２．スイートピー市場の現状・課題について２．スイートピー市場の現状・課題について

� 消費地域別出荷数量

・スイートピーの出荷先は居住人口に比例しており、東京・神奈川が最も多く３３％を占める。次いで近畿圏が多く、

22％である。

出典：宮崎県

 北海道  東北 東京・神奈川 その外関東  北 陸  東 海  近　畿 中国・四国 九州・沖縄  合　計 うち県内

1,997 3,259 13,245 3,187 2,274 1,781 8,726 1,138 4,195 39,803 871

単位：千本
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33%

8%
6%

4%

22%

3%

11%

北海道

東北

東京・神奈川

その外関東

北 陸

東 海

近 畿

中国・四国

九州・沖縄

N=39,803千本

図9 スイートピー消費地域別出荷数量
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２．スイートピー市場の現状・課題について２．スイートピー市場の現状・課題について

③現状の課題

� スイートピーの生産、流通における現状の課題は、「気象変動時の安定生産技術の確立」「オリジナル品種の

育成と生産拡大」「日持ち性向上技術の確立」などである。

� また、特に紫系の品種で出荷後に花シミが発生している。多湿環境下において発生しやすいが、今のところ抜

本的な対策がない。

� スイートピーの採花後の落花及び花弁の萎れ等は、主にエチレンガスが原因である。

④プラズマ技術の適用可能性に関する検討

� 紫系の品種で発生する花シミについて、プラズマ照射実験を行う予定である。

� スイートピーは食用ではないため、農薬や化学物質に関する抵抗感は低く、プラズマによる殺菌・殺ウイルス

に対するニーズは余り高くないと推測される。
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２．スイートピー市場の現状・課題について２．スイートピー市場の現状・課題について

⑤宮崎県産のスイートピーに対するSWOT分析

内

部

環

境

外部環境

Opportunity （機会）

・ガーデニングブームなど花に対する

消費者のニーズは、一定量を保ってい

る。

・切花に対しては、消費者は日持ちを

より重視する傾向にある。

Threat （脅威）

・多湿下における花シミの発生につい

て、現在対処法が無い。

・国内需要が低下する中、切花の輸

入が増加している。

Strength （強み）

・宮崎県のスイートピーは、全国一の

シェアを持ち、多くの宮崎県オリジナル

品種を持つ。

・プラズマ殺菌は照射対象に残留しな

いため、人体への影響が無い。

Weakness （弱み）

・植物への影響が未知数である。

・プラズマを高温で発生させることに

より、温度変化による品質への影響

が懸念される。

戦略①

・プラズマ照射による日持ちの延長。

・小売業者、流通業者等への導入可能

性検討。（例：殺菌しながら輸送できる

車両開発、殺菌しながら販売できる冷

蔵ケース等）

戦略②

・プラズマ発生による、外部への温度

影響を防ぐ仕組の開発。

戦略③

・低コストでのプラズマ殺菌技術の実用

化。

・花シミの防止に効果がある照射方法

の開発。

戦略④

・生産設備類のメンテナンスや生産現

場（土壌殺菌等）への適用可能性検

討。
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３．カット野菜市場の現状・課題について３．カット野菜市場の現状・課題について

調査１）現状整理

� カット野菜市場の現状について、統計データ整理およびヒアリング等を実施し、情報収集を行う。

調査内容 調査の視点 調査項目 調査手法・対象*

①市場規模 市場規模と今後の見通し 国内生産量・生産額、輸入量・輸入

額、等

主として統計データおよび文献整理を

実施。統計データのみでは十分な情報

が得られない場合、補足的にヒアリン

グ調査も実施する。

・食品流通構造調査（青果物調査）

・財務省貿易統計 等

②市場構造 九州における主要流通ルート（産

地、消費地）

都道府県別生産量・生産額・生産農

家戸数、都道府県別消費量・消費額、

等

③現況のビジネ

スモデル

カット野菜の製造から販売にいた

る基本的なビジネスモデル

主要産地、製造業者、流通業者、販

売業者、最終消費者、消費形態等

主要産地、取り扱い市場、取り扱い業

者等へのヒアリング調査を実施。

④現況の生産設

備

カット野菜使用薬液の種類、量、

廃液処理の現状、カット野菜機械

の標準的仕様（価格、処理量等の

定格、ランニングコスト等）

カット野菜使用薬液の種類、単位生

産量当たりの使用量、カット野菜機

械の種類、等

取り扱い業者等へのヒアリング調査お

よびWeb等での文献調査を実施

⑤現状の課題 品質保持を目的とした殺菌技術の

課題、品質保証と安全衛生管理を

目的とした細菌検出の課題

生産、出荷、販売等の各流通ルート

ごとに現在の状況および課題、等

主要産地、取り扱い市場、取り扱い業

者等へのヒアリング調査を実施

表2 調査内容・項目・手法

カット野菜市場の現状と課題について、文献調査およびヒアリング調査を実施し、市場規模と今後の見通し、九州における主要流通ルート（産地、消費地）、カッ

ト野菜の製造から販売にいたる基本的なビジネスモデル、品質保持を目的とした殺菌技術の課題、品質保証と安全衛生管理を目的とした細菌検出の課題、カット

野菜使用薬液の種類、量、廃液処理の現状、カット野菜機械の標準的仕様（価格、処理量等の定格、ランニングコスト等）等について取りまとめを行う。

*実施期間も限られており、実施可能性の観点から文献調査およびヒアリング調査を原則とする。
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①市場規模

� 国内生産量・生産額

・日本におけるカット野菜の市場規模については、社団法人日本施設園芸協会下の青果物カット事業協議会が4

年ごとに実施しているアンケート調査からの推定値が唯一の数字である。

・それによると、2006年では1500億円となっており、1996年からの10年間でおよそ2倍の市場規模に成長してい

る。

３．カット野菜市場の現状・課題について３．カット野菜市場の現状・課題について

1996年 1999年 2002年 2006年

総販売額 800億円 1200億円 1400億円 1500億円*

うち九州におけ

る総販売額**

82.5億円 123.7億円 144.4億円 154.7億円

製造業者 200～300社

輸送距離 近郊～300km

品質保持期間 1～5日

表3 カット野菜市場の概要

出典：カット野菜品質・衛生管理ハンドブック

*青果物カット事業協議会が把握しているカット野菜製造会社344社のうちアンケート

に回答した32社のカット野菜販売額は328億8200万円である。

**全国の総販売額と国勢調査をもとに㈱三菱総合研究所で試算
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３．カット野菜市場の現状・課題について３．カット野菜市場の現状・課題について

①市場規模

� 輸入量（原料）

・原料の輸入では、たまねぎが輸入量が多く、輸入量の増加率も高い。

・カットされた状態での輸入量は不明だが、青果物カット事業協議会へのヒアリングによると、加熱して利用する

野菜（ダイコン、サトイモ、たけのこなど）では、中国でカット・加熱して日本へ輸入する例は増えているとのこと

であった。

出典：『カット野菜製造の実態』よりMRI作成
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図10 カット野菜輸入量（品目別）



Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.

卸売市場

生

産

者

・

出

荷

業

者

商

社

・

市

場

外

卸

等

輸

入

量

販

店

・

外

食

・

中

食

企

業

消

費

者

小

売

業

者

仲

卸

業

者

出荷

卸

売

業

者

加

工

業

者

等

42424242

３．カット野菜市場の現状・課題について３．カット野菜市場の現状・課題について

②市場構造

� 青果物の主な流通経路

・従来の流通システムは、多段階で高コスト体質。販売収入に対して、産地の集出荷と卸売業者手数料で３割強。

さらに仲卸業者で仕入原価の１割の手数料。

・カット野菜等の加工が行われるのは、加工専門業者のほか、卸売市場内外の仲卸の加工施設、量販店のバッ

クヤード、外食・中食のセントラルキッチンなどが挙げられる。

・量販店や外食・中食の管理の下で製造されているカット野菜は、それぞれのスペックに応じた品質管理が行わ

れているが、仲卸の加工施設は小規模で衛生管理が不十分なケースが多い。

出典：MRI作成

図11 青果物の主な流通経路

野菜のカット加工等

が行われる事業者
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３．カット野菜市場の現状・課題について３．カット野菜市場の現状・課題について

②市場構造

� 製造企業の所在地

・カット野菜の製造企業の所在地は首都圏が多い。

・カット野菜製造業者へのヒアリングによると、消費地は人口に比例して関東圏が多いとのことであった。

出典：『カット野菜製造の実態』よりMRI作成

37%

20%

13%

13%

17%
首都圏11社

九州6社

東海4社

近畿4社

その外

N=32社

図12 カット野菜の製造企業所在地
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３．カット野菜市場の現状・課題について３．カット野菜市場の現状・課題について

③現況のビジネスモデル

� カット野菜の販売先とカット野菜の用途

・販売先は量販店・スーパーが最も多く、約150億円である。

・用途は二次加工よりも生食用の方が多い。

出典：『カット野菜製造の実態』よりMRI作成
出典：『カット野菜製造の実態』よりMRI作成
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図13 カット野菜の販売先 図14 カット野菜の用途
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３．カット野菜市場の現状・課題について３．カット野菜市場の現状・課題について

④現況の生産設備

� カット野菜使用薬液の種類、カット野菜機械の種類、HACCPの導入

・カット野菜の使用薬液は次亜塩素水が最も多い。ヒアリングによると、1日当たり8tを処理する工場で、3～5％

に希釈して120リットルを使用するとのことである。廃液については下水にそのまま流して構わない。

・カット野菜機械は、スライサー、冷却装置、各種洗浄機 （自動反転洗浄装置、水圧式異物除去洗浄機）、脱水

装置などがある。

・ヒアリングでは、標準的な仕様や初期費用については、導入業者の予算に合わせて組む種類のものであり、守

秘義務もあるため回答が得られなかった。Web等では機械の定価は公開されていない。

・8ｔ/日を処理する工場で500万円前後の機械を20数種類導入しているとのことであった。また、別の10t/日を

処理する工場では機械設備全体で2億5千万円ほどの初期投資であるとのことであった。

・HACCPの導入については「可能な限り実施したい」が４１％で最も多く、 「すでに実施している（１７％）」、「今後

実施したい（１４％）」 と合わせると約７割がHACCPの導入に対して積極的である。

出典：『カット野菜製造の実態』よりMRI作成
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図15 カット野菜使用薬液
図16 HACCP導入状況
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３．カット野菜市場の現状・課題について３．カット野菜市場の現状・課題について

④現況の生産設備

�消毒のランニングコスト

・消毒にかかるランニングコストについて試算を行った。

・次亜塩素酸ナトリウムについては、ヒアリングを実施した1日あたり8tを処理する工場で、次亜塩素酸水を5％に

希釈して200ppmの次亜塩素酸水を消毒に用いていると仮定すると、使用している次亜塩素酸水の塩素濃度は

40％、原料野菜1tあたりの消毒液の使用量は、300 ℓとなる。

・消毒液300ℓを生産するためのコストを、今回試算に必要なデータが得られた電解水、次亜塩素酸水で試算し

た。

・水道料金は、福岡市の法人契約料金
*1

で最も大口契約の料金（※最も高額となる）を採用し、1.4円/ ℓとした。

・実際の工場より割高であることが想定される数字を用いているが、原料野菜1tあたり電解水で432.3円、次亜塩

素酸ナトリウム水溶液で606.8円

・なお、実際には設備を増設する際の初期投資費用が必要となる。ヒアリングによると、ピュアスターの初期投資

費用はおよそ1,000万円程度とのことである。

消毒方法 原単位 計算条件 原料野菜1tあたりの殺菌コスト

電解水（森永エンジニアリン

グ株式会社 ピュアスター）

0.041円/ ℓ （水道代除

く）
*2

福岡市上水道（1.4円/ ℓ ）を用いて、電

解水300リットルを製造する場合

432.3円

次亜塩素酸ナトリウム水溶

液

（http://koukin.com/）

1,800円（20kg(4.8 ℓ) 

塩素濃度12％）
*3

左記の次亜塩素酸ナトリウム水溶液と福岡

市の上水道（1.4円/ℓ） を用いて、塩素濃

度200ppmの次亜塩素水300 ℓを製造す

る場合

606.8円

*1福岡市の水道料金は、周辺自治体と比較して割高である。

*2ピュアスターのランニングコストとして、水道料金を除いた値としてホームページ上で紹介されている数値を採用した。

*3業務用の次亜塩素酸ナトリウム水溶液の価格は、購買量や輸送距離に応じて変化するため、今回は参考値として、イン

ターネット販売で得られた単価で試算を実施した。従って、実際より割高であると想定される。
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３．カット野菜市場の現状・課題について３．カット野菜市場の現状・課題について

④現況の生産設備

�排水処理について

・工場からの排水については、水質汚濁防止法において定められている。水質汚濁法において、排出が制限さ

れる物質は、以下の通りである。
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３．カット野菜市場の現状・課題について３．カット野菜市場の現状・課題について

④現況の生産設備

�排水処理について

・カット野菜のための洗浄殺菌・除菌剤として現在利用されている、または利用が想定される物質は下記の通り

である。

消毒方法 廃液処理

次亜塩素酸水 ・水質汚濁防止法の規制物質ではなく、次亜塩素酸が不安定であり殺菌処理に使用すると濃度低下が起こる。pHが基準値に該当しない

場合、中和処理が必要である。

酸性化亜塩素酸水 ・水質汚濁防止法の規制物質ではないが、pHが基準値に該当しない場合、中和処理が必要である。

強酸性電解水 ・水質汚濁防止法の規制物質ではないが、pHが基準値に該当しない場合、中和処理が必要である。

微酸性電解水 ・水質汚濁防止法の規制物質ではなく、pHは5.0～6.5の範囲内であるため、廃液処理は必要ない。

オゾン水 ・水質汚濁防止法の規制物質ではなく、濃度低下が起こりやすく、殺菌処理後は酸素と水に分解するため、廃液処理は必要ない。

フマル酸製剤 ・安全性が高く、最大限度や対象食品などの使用基準が定められず食品添加物として認められている。食品用乳化剤として使用されてい

るモノカプリンを添加した系は大腸菌に対して特に有効である。いずれも水質汚濁防止法の規制物質ではなく、特に廃液処理は必要ない。

フェルラ酸製剤 ・LD
50

値が2g/kg体重以上と、安全性は極めて高く、アスコルビン酸と組み合わせることにより高い殺菌作用を得られる。いずれも水質汚

濁防止法の規制物質ではなく、特に廃液処理は必要ないが、pH6.0以下で抗菌性を現すため、 pHが基準値に該当しない場合、中和処理

が必要である。

カラシ抽出物製剤 ・主成分はアリルカラシ油（イソチオシアン酸アリル）であり、食品添加物として指定されているが着工目的に限定されるため、洗浄殺菌・除

菌剤として使用する場合、天然物を使用する必要がある。カラシ抽出物は、天然添加物のポジティブリストに収載されている。BOD、COD、

浮遊物質量などにおいて基準内であれば、特に廃液処理は必要ない。

ホップ抽出物製剤 ・ホップの抽出物（苦味料）を主成分とした製剤である。BOD、COD、浮遊物質量などにおいて基準内であれば、特に廃液処理は必要ない。

界面活性剤製剤 ・次亜塩素酸ナトリウムなどの殺菌剤と併用することで殺菌効果を高める。野菜の洗浄に用いられるのは可食性（食品添加物の乳化剤）で

あり、水質汚濁防止法の規制物質ではなく、BOD、COD、浮遊物質量などにおいて基準内であれば、特に廃液処理は必要ない。

焼成カルシウム製剤 主成分は酸化カルシウム、リン酸カルシウムであり、水質汚濁防止法の規制物質ではない。アルカリの影響により殺菌機能を発揮するため

、pHが基準値に該当しない場合、中和処理が必要である。
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３．カット野菜市場の現状・課題について３．カット野菜市場の現状・課題について

④現況の生産設備

� カット野菜生産工程の例

収穫時期と品質規格の確認

収穫

予冷と保管

出荷・輸送

工場入荷・受入れ検査

一時保管

トリミング

洗浄-1

カット

洗浄-2

脱水

異物目視検査

計量・包装

金属検出機

保管・出荷

土壌菌の処理（実施して

いるところは少ないが、品

質保持には重要）

次亜塩素水が主流（臭

い、水量が課題）

次亜塩素水が主流（臭

い、水量が課題）

殺菌、菌検出のポイント

サンプリングによる菌

検査

汚染区

準清潔区

清潔区

※先進的な工場では「汚染区」「準清潔区」「清潔区」に分けて製造

工程を管理している。



Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 50505050

３．カット野菜市場の現状・課題について３．カット野菜市場の現状・課題について

⑤現状の課題

� カット野菜製造上の問題点

・カット野菜製造上の問題点については、「原料高でも価格変更できない」「時期により原料野菜の入手が難し

い」がそれぞれ20社を超えており、多かった。ただし、青果物カット事業協議会へのヒアリングによると、原料

野菜の調達については、大手業者では商社と品目、量、価格を指定した契約を締結し、調達する例が増えて

きているとのことであった。

出典：『カット野菜製造の実態』よりMRI作成

0 10 20 30

原料高でも価格変更ができない

時期により原料野菜の入手が難しい

規格・品質に関する注文が厳しい

原料野菜の値段が不安定

原料野菜の値段が高い

製造の人手が足りない

（（（（社社社社））））

図17 カット野菜製造上の問題点
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３．カット野菜市場の現状・課題について３．カット野菜市場の現状・課題について

⑥プラズマ殺菌のカット野菜市場に対するSWOT分析

内

部

環

境

外部環境

Opportunity （機会）

・単身世帯の増加や世帯人数の減少に

伴い、食の外部化や家庭調理の簡便化

が進展し、カット野菜市場が拡大。

・菌数をゼロに近づけたいカット野菜市

場の存在（コンビニ、病院食等）。

・消費期限の延長が可能であれば、市

場を拡大できる。（生鮮食品であるため、

現状地産地消が原則）。

Threat （脅威）

・既存の殺菌方法が、原料野菜に対

して数百円/tと低コストである。

・焼成カルシウムなどより安全性が高

い新しい殺菌技術の開発。

・カット野菜の利益率が低く、高額な

設備の導入は困難である。

Strength （強み）

・対象食品に残留しないため、人体へ

の影響が無い。

・パッケージの外からの照射が可能で

あるために、野菜洗浄の工程が短縮

されることによりコスト削減が可能と

なり、栄養成分の流出も抑えられる。

Weakness （弱み）

・野菜がもつ食感や抗酸化力への影

響が未知数である。

・プラズマを高温で発生させることに

より、低温・定温での製造管理への影

響が懸念される。

戦略①

・コンビニや病院食などニーズが高い

カット野菜市場（菌数をゼロに近づけた

い市場）をターゲットとする。

・パッケージ外からの複数回照射などに

より、消費期限延長の可能性を検討。

戦略②

・酸素ラジカル以外によるプラズマ殺

菌方法の開発。

・プラズマ発生による、外部への温度

影響を防ぐ仕組の開発。

戦略③

・低コストでのプラズマ殺菌技術の実用

化。

・カット野菜製造業者以外（小売業者、

流通業者等）への導入可能性検討。

（例：殺菌しながら輸送できる車両開発

等）

戦略④

・ラジカルの発生や高温が問題となら

ない、市場（生食用肉類・魚介類、加

工野菜、きのこ等）を対象とした検討。

・加工機器類のメンテナンスや生産現

場への適用。
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参考：キノコ栽培での活用可能性について参考：キノコ栽培での活用可能性について

【県別にみたキノコ類の出荷額】

資料：林野庁「業務資料」及び農林水産省「野菜生産状況調査」

� 我が国のキノコ類の生産量は、近年の消費者の健康志向など

を背景に、需要は過去15年間では右肩上がりのトレンドで堅

調な伸びを示しており、対1995年比で50％増加している。

� キノコ栽培は長野県と新潟県が二大産地であり、その他は北

関東地域（群馬県、栃木県、茨城県）、北海道、福岡県がこ

の二大産地から大きく引き離されて続いている。

� 特にエリンギの需要が急激に伸びている。

【我が国のキノコ類生産量の推移】

311,069

324,230

349,640

339,629

360,110

385,335

418,906

444,620

459,531

349,994

331,088

425,291

451,253

467,574

350,861

370,057

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

1995

H.7

1996

H.8

1997

H.9

1998

H.10

1999

H.11

2000

H.12

2001

H.13

2002

H.14

2003

H.15

2004

H.16

2005

H.17

2006

H.18

2007

H.19

2008

H.20

2009

H.21

2010

H.22

（単位：ｔ）

H22 林業産出額（栽培きのこ類）

1,131

64

725

403

444

537

493

274

577

661

124

107

30

31

3,575

204

109

54

45

4,952

347

669

88

225

59

83

16

129

55

94

58

178

111

537

33

754

334

156

125

1,133

18

466

222

829

425

153

51

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

北海道

青 森

岩 手

宮 城

秋 田

山 形

福 島

茨 城

栃 木

群 馬

埼 玉

千 葉

東 京

神 奈

新 潟

富 山

石 川

福 井

山 梨

長 野

岐 阜

静 岡

愛 知

三 重

滋 賀

京 都

大 阪

兵 庫

奈 良

和歌山

鳥 取

島 根

岡 山

広 島

山 口

徳 島

香 川

愛 媛

高 知

福 岡

佐 賀

長 崎

熊 本

大 分

宮 崎

鹿児島

沖 縄

単位：1000万円

資料：農林水産省「農林水産統計（平成22年）」よりMRI作成
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参考：キノコ栽培での活用可能性について参考：キノコ栽培での活用可能性について

【【【【殺菌殺菌殺菌殺菌ガマガマガマガマ】】】】

写真：新潟県直江津のキノコ製造工場にてＭＲＩ撮影

【【【【芽出室芽出室芽出室芽出室】】】】

【【【【出荷作業出荷作業出荷作業出荷作業】】】】
【【【【パッキングパッキングパッキングパッキング】】】】
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参考：生産・製造段階における施設栽培・加工施設での活用について参考：生産・製造段階における施設栽培・加工施設での活用について

【園芸用ガラス室，ハウス等の設置実面積の推移】

資料：農林水産省 「園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況」よりMRI作成

� 野菜工場による計画生産は、産地側の供給力の確保と安

定供給･安定品質の面で実需者のニーズ対応における有

望なソリューションといえる。

� 施設栽培（園芸用ガラス室，ハウス等）の設置面積は過

去20年間で34％増加。栽培面積は野菜73％、花き16％、

果実11％であり、野菜が全体の３/４を占める。

� 野菜工場内での生産段階において、加工施設を隣接して

商品を製造するケースもあり、施設栽培・加工プロセス

での土壌菌処理などのニーズも期待できる。

【園芸用ガラス室，ハウス等の設置実面積の割合】

【品目別施設野菜栽培延べ面積の推移】

資料：農林水産省 「園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況」よりMRI作成

資料：農林水産省 「園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況」よりMRI作成
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参考：生産・製造段階における施設栽培・加工施設での活用について参考：生産・製造段階における施設栽培・加工施設での活用について

【養液栽培施設の方式別設置実面積の推移（野菜用+花き用）】

資料：農林水産省 「園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況」よりMRI作成

(単位：ｈａ)

年　次

平成元年 ３年 ５年 ７年 ９年 11年 13年 15年 17年

　資　材　名

ト　　マ　　ト 177 210 203 261 308 337 430 449 512
き　ゅ　う　り 18 22 14 17 28 20 21 20 33

種 い　　ち　　ご 16 21 29 31 49 103 235 346 399
み　　つ　　ば 89 102 90 103 99 91 101 102 100

類 サ　ラ　ダ　菜 9 18 21 27 31 34 34 28 27
ね　　　　　ぎ 19 20 39 50 58 76 61 65 58

別 し　　　　　そ 5 5 13 3 4 4 4 3 3
かいわれだいこん 4 11 13 5 4 3 4 3 5
そ　　の　　他 21 26 52 44 75 99 134 175 168

計 358 435 474 541 655 766 1,023 1,192 1,304

【養液栽培施設の種類別設置実面積の推移(野菜)】

資料：農林水産省 「園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況」よりMRI作成
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○建設会社T社（神奈川県秦野市）

�平成18年11月事業開始。藤沢市でも当地より先行して平成

18年1月に創業（施設規模は1,500㎡）。

�取引先は首都圏の量販店など（高島屋、クイーンズ伊勢丹、

東急ストア、ユニー、イトーヨーカドーなど30社程度）。

� 1棟当り3,000㎡程度で高さは5ｍ以下とした。耐火構造である

がガラス室だと建築物扱いとなるため、FRPを使用。

�施設整備費：約5億円程度、雇用者数：約20人（非農家含む）

�出荷量；約3,000パック/日（80g/パック）(最大10,000パック/日

まで可能）

�農家から農地をリースする際、納税優遇を受けている農家に

は共同出資形式で対応。（農家の税負担軽減）

建設会社の新規事業としての農業参入

葉菜類の栽培

施設規模；11,000㎡程度

施設内でパッキング加工

量販店などに出荷
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４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性

今後、プラズマ技術をカット野菜市場において展開していく際に参照できる技術的仕様を「リファレンスモ

デル」として策定することを前提とし、策定のための研究会事業の具体的方向性等について、以下の項

目に従って検討した。

位置付位置付位置付位置付けけけけ 検討項目検討項目検討項目検討項目 提言内容提言内容提言内容提言内容

1. 研究会事業の

立ち上げの前

提として検討す

べき事項

(1)

プラズマ技術を活用した

ビジネス展開の在り方

• カット野菜産業におけるプラズマ技術の強み、弱み、競合、事業機会の分

析

• 今後３年～５年程度を見据えたカット野菜産業におけるプラズマ技術の中

長期的なビジネス展開のロードマップ

(2)

九州におけるビジネスモ

デルの在り方

• 九州におけるビジネス展開を想定した場合の事業領域（対象とする品目、

事業規模、事業主体）

• プラズマ技術をカット野菜の生産事業者に提供する際のビジネスモデル

(3)

リファレンスモデルの仕

様の在り方

• リファレンスモデルの仕様を作成する技術領域の概要

• リファレンスモデルの仕様の項目

• リファレンスモデルの仕様を決定するために必要となる技術的な実証

2. 研究会事業の

実施スキームの

検討

(4) 研究会事業の実施体制

• 研究会事業の目的、目標

• 研究会事業への参加を想定する機関、事務局体制

• 研究会事業の成果イメージ、及び成果の取扱い方

(5) 研究会事業の実施工程

• 研究会事業の実施期間

• 研究会事業の実施日程

• リファレンスモデルの仕様決定までに必要な技術検証・評価のスケジュール
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４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性

①プラズマ技術を活用したビジネス展開の在り方

ヒアリング・文献調査による「第一次産業における殺菌・鮮度維持に関する課題・ニーズ」、「プラズ

マ殺菌技術に対する課題・ニーズ」を踏まえ、プラズマ技術の第一次産業（野菜殺菌）への応用可能

性についてSWOT分析により整理を行った。

• 「強み」については、細菌の死滅メカニズムの特定と合わせて、科学的な実証が求められる。

• 弱みを克服し、競合を前提とした事業領域を特定するためにコスト面での分析が必要。

強強強強みみみみ 弱弱弱弱みみみみ

• 包装後に殺菌できるため工程を短縮出来る

• 人体や環境への影響が少ない

• 栄養成分やたんぱく質が失われにくい

• 塩素臭等、食味、風味への影響が少ない

• 競合（次亜水・電解水等）と比較して高コスト

• 重なっている部分や見えない部分に対する殺菌効果

• 殺菌時間の短縮及び生産設備として継続運転でき

る信頼性確率の面で技術開発が必要

• 野菜全般について汎用的に利用できなければカット

野菜工場への導入は困難

事業機会 競合（脅威）

• カット野菜市場の拡大

• HACCPの普及や食品衛生に関する取組の強化

• 消費者の安全・安心に対する関心の高まり

• 次亜塩素酸水及び電解水がコスト及び汎用性の面

で競合

• 小売市場におけるカット野菜に対する値下げ圧力
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４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性

①プラズマ技術を活用したビジネス展開の在り方

プラズマ技術を活用したビジネス展開の在り方について現在の技術段階、市場のニーズを踏まえ、以

下の通り中長期的なロードマップを検討した。

事業化検討フェーズ（2012-2014） 事業化フェーズ（2014-2016） 事業拡大フェーズ（2016-）

技術

•プラズマ殺菌技術をカット野菜工場の実

務において実用可能なレベルまで成熟さ

せる。

•プラズマ技術を工場用の産業機械に導

入するための課題（大きさ、コスト、信頼

性等）を機械製造事業者との協業により

解決し、リファレンスモデルを完成させる。

• プラズマ殺菌技術の工場向け機械

について初期製品を実売できるレベ

ルまでの技術開発を行なう。

• 試験的に導入可能な事業者に対し

て、機械を導入し製品の信頼性を普

及可能なレベルに高める。

• プラズマ殺菌技術を汎用的な技

術としてカット野菜市場以外の分

野への適用、海外のカット野菜市

場への販売も含めた事業拡大を

目指す。

事業

•研究会事業を中心として、複数の機械製

造事業者が事業化に関われるビジネスス

キームを構築する。

•リファレンスモデル実現のために必要とな

る技術課題の解決に、大学・研究会が取

り組む。

• 複数の機械製造事業者が実用化に

取組み、技術の普及と低価格化を

図る。

• 研究会事業から成果（特許、ノウハ

ウ等）を基盤に、機械製造事業者が

独自の研究開発を推進する。

• 他分野や海外への展開を含め、

関連事業者との連携を進める。

• プラズマ技術を日本の輸出産業と

して位置づけ、技術の海外流出を

防ぐ。

事業化事業化事業化事業化フェーズフェーズフェーズフェーズ

事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大フェーズフェーズフェーズフェーズ

事業化検討事業化検討事業化検討事業化検討フェーズフェーズフェーズフェーズ
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②九州におけるビジネスモデルの在り方

九州におけるビジネスモデルの検討の前提として九州における第一次産業の特徴を以下に示す。

４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性

• 九州の農業産出額は1兆7千億

円弱であり、全国の農業算出額

の２割に相当

• 農業産出額は１９９５年に比べ

ると１７％減少しているが、全国

平均よりも減少幅は若干小さい。

• 特化係数＝（部門別産出額

[県]/全算出額[県]）÷（部

門別産出額[全国]/全算出

額[全国]）を見た場合、耕種

作物の特化比率は低いが、

宮崎県、鹿児島県の畜産の

特化係数が極めて高い。

• 九州地域おける野菜の産出

額は減少傾向にあるが、畜

産物は増加傾向にある。今

後、畜産分野におけるプラズ

マ殺菌の適用の可能性につ

いても検討の余地がある。
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全国 九州

福岡 佐賀

長崎 熊本

大分 宮崎

鹿児島

農業産出額の推移(1995年＝100)

• 九州の農業産出はプラズマ技術の導入を試すためには十分な大きさである。

• 宮崎、鹿児島の畜産の特化係数が高く、付加価値の高い畜産物への適応も検討の余地がある。
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②九州におけるビジネスモデルの在り方

４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性

農業産出額の内訳(億円）

計 米

麦・豆・

雑穀類

いも類 野　菜 果　実 花　き

工芸

農作物

その他

作物

計 肉用牛 乳用牛 豚 鶏

その他

畜産物

1995年 19,372 13,028 3,765 308 629 4,190 1,757 817 1,182 378 6,060 1,695 841 1,515 1,970 39 284

1996年 18,917 12,443 3,400 314 630 4,131 1,618 820 1,157 373 6,164 1,688 840 1,574 2,028 34 310

1997年 18,147 11,642 2,959 246 533 4,053 1,477 835 1,188 353 6,238 1,740 835 1,608 2,019 26 268

1998年 18,292 11,987 2,914 185 557 4,349 1,682 879 1,080 340 6,061 1,745 808 1,555 1,916 38 245

1999年 17,069 10,764 2,274 356 529 3,914 1,368 849 1,149 325 6,038 1,732 792 1,539 1,931 44 267

2000年 18,292 11,987 2,914 185 557 4,349 1,682 879 1,080 340 6,061 1,745 808 1,555 1,916 38 245

2001年 16,944 10,749 2,517 367 503 3,837 1,352 836 1,029 307 5,994 1,679 791 1,624 1,852 49 202

2002年 16,786 10,428 2,401 347 496 3,826 1,260 847 948 304 6,162 1,780 799 1,658 1,890 36 196

2003年 16,899 10,639 2,672 329 515 3,892 1,235 820 883 293 6,037 1,763 817 1,576 1,841 38 223

2004年 16,591 9,872 2,042 330 519 3,692 1,232 798 972 287 6,468 2,034 813 1,707 1,873 42 251

2005年 16,808 9,870 2,186 384 531 3,647 1,172 772 900 279 6,713 2,171 801 1,737 1,960 44 225

2006年 16,215 9,325 1,763 334 546 3,699 1,228 752 724 279 6,681 2,244 756 1,689 1,945 48 209

2007年 16,256 9,500 2,026 219 509 3,747 1,193 754 779 273 6,566 2,259 736 1,662 1,865 44 190

2008年 16,675 9,684 2,151 248 557 3,803 1,177 702 788 258 6,791 2,195 713 1,790 2,045 49 200

加工

農産物

畜　　　　　　　　　　　産耕　　　　　　　　　　　　　　　　種

年次

農業

産出額

県別農業産出額特化係数

計 米

麦・豆・

雑穀類

いも類 野　菜 果　実 花　き

工芸

農作物

その他

作物

計 肉用牛 乳用牛 豚 鶏卵

ブロイ

ラー

福岡 1.19 0.90 1.44 0.21 1.24 1.20 2.17 0.58 4.99 0.58 0.37 0.55 0.35 1.20 0.55 1.38

佐賀 1.09 1.01 2.88 0.16 1.06 1.36 0.58 0.72 1.19 0.80 1.99 0.22 0.52 0.26 1.71 1.09

長崎 0.98 0.52 0.18 3.15 1.13 1.05 1.08 1.22 1.54 1.07 2.31 0.47 1.33 0.67 0.69 0.41

熊本 1.01 0.65 0.42 0.72 1.34 1.16 0.70 1.55 1.22 0.96 1.51 0.92 0.95 0.45 0.56 1.64

大分 0.98 1.05 0.45 0.31 0.91 1.27 1.18 0.85 0.66 1.03 1.53 0.83 1.00 0.63 1.19 1.28

宮崎 0.61 0.33 0.13 1.10 0.83 0.47 0.74 0.97 0.75 1.84 2.95 0.35 2.48 0.46 4.52 1.80

鹿児島 0.60 0.28 0.11 2.88 0.46 0.26 0.85 3.08 0.90 1.83 3.08 0.25 2.64 1.08 3.67 2.68

年次

畜　　　　　　　　　　　産

加工

農産物

耕　　　　　　　　　　　　　　　　種
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②九州におけるビジネスモデルの在り方

４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性

塩素臭のない殺菌に対するニーズ

海外

原料供給

生産者･農業法人

JA・卸売市場

九州の実需者（小売・外食）

量販店･スーパー

外食･中食

研究会事業

カット野菜製造業者

九州の事業者

全国の事業者

九州の事業者

全国の事業者

大学等研究機関

九州大学等（工学系・農学系）

産総研等

プラズマ殺菌技術

リファレンスモデル

全国の実需者（小売・外食）

プラズマ殺菌機械の販売

プラズマ殺菌技術

の研究開発

リファレンスモデルの検討・実装

殺菌に

対するニーズ

殺菌に対する消費者ニーズ

原料供給

プラズマ殺菌による

カット野菜の品質

保持期間の延長

海外の機械・設備メーカー

海外の実需者（小売・外食）

物流・倉庫業者

プラズマ技術のライセンス販売

海外のカット野菜製造業者

プラズマ殺菌

機械の販売

高付加価値

生鮮品の

海外輸出

プラズマ殺菌を

輸送・保管方法に

組み込むことで

出荷先を全国に拡大

機械・設備メーカー

物流・倉庫業者

プラズマ殺菌

を活用した輸送・保管

方法を提案

輸送・保管中の品質保持ニーズ

品質保持の長期化ニーズ

量販店･スーパー

外食･中食

調達先の多様化

西日本の農産物の需要拡大

カット野菜以外の業界

畜産業

病院食

種苗

キノコ

高付加価値品における殺菌

他分野への

技術展開
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４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性

③リファレンスモデルの仕様の在り方

本年度の検討においては、リファレンスモデルの仕様について、翌年度の研究会事業について具体的

に詳細を検討、決定すべき項目を、文献調査、ヒアリング調査により得られた結果に基づき検討した。

大項目大項目大項目大項目 項目項目項目項目・・・・例例例例 仕様検討仕様検討仕様検討仕様検討のののの際際際際のののの観点観点観点観点

1 用途

• 殺菌可能な品目の設定

• 殺菌可能な品目の殺菌時の状態の定義

• 殺菌可能な菌やウィルスの定義

• 殺菌の持続時間（プラズマ殺菌後の菌の増加傾向）

• カット野菜市場は少量多品種であり、多種多様な品目

への対応が求められる。

• 市場ニーズは菌をゼロにすることではなく、一定以下

に抑制できればよい。

2 寸法

• 外形寸法 （例：1250×880×1695）

• 殺菌可能寸法 （例：600×400×450）

• 設置に必要な寸法 （例：1750×1380×2195）

• カット野菜工場は小ロット多品種であり、複数の小規

模ラインが稼働する場合も多い。そのため、現在の次

亜水による洗浄機程度の大きさとすることが可能か検

討する。

3

処理

能力

• 時間当たりの処理量（品目別） （例：１ｔ／２４時間）

• 連続稼働時間 （例：８時間）

• 環境（温度、湿度） （例：0～30℃）

• ３６５日、２４時間稼働の工場を前提として、連続運転、

メンテナンス等の時間、１時間あたりを処理量につい

て現在の次亜水による洗浄機と同程度の水準を実現

可能か検討する。

4 動力

• 必要な電力量（例：0.855kW）

• 電力以外に必要となる動力

• プラズマ殺菌技術は相応の電力を必要とすることが

想定されるが、現在の電力料金を前提として実用化

可能な範囲のコストに抑制する必要がある。

5 安全性

• 菌・ウィルスを殺傷する際の機構

• プラズマによる農産物への影響

• プラズマ殺菌された農産物の人体への影響

• プラズマ殺菌による食物への影響が、遺伝子組換の

ように消費者の不安に結びつかないよう実証が必要。

6 図面 • 上記仕様を満たすリファレンスモデルの図面 • 機械メーカーが試作に取り組むことが可能な図面案
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４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性

③リファレンスモデルの仕様の在り方

リファレンスモデルの仕様を策定するまでに必要と想定される技術的な評価、試作機の製造、評価等の工程につ

いて以下の通り検討した。

１次案

•研究会事業に参画する研究者の検討に基づき第１次のリファレンスモデルの仕様案を検討

評価

•第１次仕様に対して、カット野菜事業者、カット野菜製造機械メーカーによる評価を実施

２次案

•１次案に対する評価を受け、技術的に解決可能な課題への対応を検討し、仕様案へ反映

評価

•第２次仕様に対して、カット野菜製造機械メーカーと実装に向けた課題の精査を実施

３次案

•試作可能な仕様として第３次案を策定し、複数のカット野菜製造機械メーカーに試作を打診

実装

•３次案に基づく、試作機の実装を行い、製品テストを実施しリファレンスモデルを微修正

仕様

•最終的なリファレンスモデルの決定



Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 64646464

４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性

④研究会事業の実施体制

リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の実施体制（目的・目標・成果等）について検

討を行った。

１．研究会事業の目的

•プラズマ技術を生鮮食品の殺菌分野において実用化する

•実用化に向けた研究開発、事業化のスキームを構築する

１．研究会事業の目的

•プラズマ技術を生鮮食品の殺菌分野において実用化する

•実用化に向けた研究開発、事業化のスキームを構築する

２．研究会事業の目標

•実現可能なリファレンスモデルを設定し、研究開発を推進する

•市場のニーズを踏まえ、リファレンスモデルの最初の実装を行なう

２．研究会事業の目標

•実現可能なリファレンスモデルを設定し、研究開発を推進する

•市場のニーズを踏まえ、リファレンスモデルの最初の実装を行なう

３．研究会事業に求められる成果

•リファレンスモデルと関連技術のノウハウ化・知財化

•複数の機械メーカーを巻き込んだ事業スキームの構築

３．研究会事業に求められる成果

•リファレンスモデルと関連技術のノウハウ化・知財化

•複数の機械メーカーを巻き込んだ事業スキームの構築

４．研究会事業の成果の取扱い

•リファレンスモデル → 公開

•実装に必要な最低限の技術 → 知財化

４．研究会事業の成果の取扱い

•リファレンスモデル → 公開

•実装に必要な最低限の技術 → 知財化
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４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性

④研究会事業の実施体制

リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の実施体制（参加機関）について検討を行った。

研究会

大学等研

究機関

大学等研

究機関

製造機械

メーカー

製造機械

メーカー

カット野菜

製造業者

カット野菜

製造業者

小売・流通

事業者

小売・流通

事業者

消費者団体消費者団体

参画機関参画機関参画機関参画機関 研究会事業研究会事業研究会事業研究会事業へのへのへのへの関関関関わりわりわりわり方方方方

大学等研究機関 プラズマ殺菌技術の開発、実用化に向けた課題解決

製造機械メーカー プラズマ殺菌の工場設備として設計、開発、商品化

カット野菜製造事業者 プラズマ殺菌の工場設備として設計、開発、商品化

小売・流通事業者 小売・流通の観点から、求められる殺菌のレベル、市場ニーズを検討

消費者団体 プラズマ殺菌の殺菌方法に対する消費者の反応、社会的受容性の検討

� プラズマ殺菌技術は薬品による殺菌と比べ、消費者

にとって身近でなく、食品への影響評価について説

明や普及啓発が求められる。必要に応じて消費者団

体等の参画により技術の社会的受容性を検討する。

� リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業

においては、シーズ先行型の研究開発とならないよ

うカット野菜事業者や小売・流通事業者が参画して

実施することが望ましい。

事務局：九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会
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４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性４．リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の具体的方向性

⑤研究会事業の実施工程

リファレンスモデルの仕様決定に向けた研究会事業の実施工程について検討を行った。

リファレンス

モデル検討

研究会開催

研究開発

の推進

第4四半期第3四半期第2四半期第１四半期 第3四半期 第4四半期 第１四半期 第2四半期

2012年度 2013年度

第１回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回

１次案 2次案 3次案 最終案

リファレンスモデル実現に向けた課題解決 実装実装を前提とした検討

研究会開催時期研究会開催時期研究会開催時期研究会開催時期 実施内容実施内容実施内容実施内容

2012年上半期（第1回～2回） リファレンスモデル１次案の検討、研究会事業の実施スキームの確定

2012年下半期（第3回～4回） リファレンスモデルを実現するための技術課題の解決

2013年上半期（第5回～6回） リファレンスモデル３次案の検討、実装に向けた設計

2013年下半期（第7回～8回） リファレンスモデルに基づく実装と、リファレンスモデル最終案の確定
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５．関連資料５．関連資料

調査項目調査項目調査項目調査項目 調査手法調査手法調査手法調査手法 調査対象調査対象調査対象調査対象

(1)

カット野菜関連産業の市場規模

（全国・九州）

• 文献・WEB調査

• ヒアリング調査

既存の統計資料及びカット野菜製造企業へのヒア

リングに基づき市場規模を試算

(2)

プラズマ殺菌、細菌検出の競合

技術

• ヒアリング調査 衛生管理技術を提供する企業へのヒアリングを通じ

て競合技術を把握

(3)

行程毎（カット野菜製造、流通、

販売等）の主要企業

• 文献・WEB調査 カット野菜の製造行程（輸送、冷蔵・保管、洗浄・前

処理、カット加工、容器・包装、衛生管理）別に文

献・WEB調査により主要企業を把握

(4)

主要カット野菜工場、カット野菜

製造機械メーカー（全国・九州）

• 文献・WEB調査

• ヒアリング調査

文献・WEB調査により主要なカット野菜メーカー、

カット野菜製造を把握し、必要に応じてヒアリング

調査を実施

(5)

カット野菜製造に係る規制体系 • 文献・WEB調査 JAS法、食品衛生法等の規制に関わる法律体系を

整理

本調査に関連する資料として、以下の観点について基礎的な情報収集を行い関連資料としてまとめた。
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５．関連資料５．関連資料

①カット野菜関連産業の市場規模（全国・九州）

出典：カット野菜品質・衛生管理ハンドブック（青果物カット事業協議会が把握しているカット野菜製造会社344社のうちアンケートに回答した

32社のカット野菜販売額は328億8200万円である）
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全国 九州

カット野菜製造事業者は200～300社程度であり、輸送距離は近郊～300km、品質保持期間は1～5日
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５．関連資料５．関連資料

②プラズマ殺菌の競合技術（薬剤系）

薬剤を用いた殺菌技術としては、多数の薬品が用途別に用いられているが、カット野菜工場におけ

る主たる殺菌技術としては「塩素化合物（次亜塩素酸ナトリウム）」が用いられることが多い。

分類分類分類分類 有効成分名有効成分名有効成分名有効成分名

用途用途用途用途 適用適用適用適用 除菌特性除菌特性除菌特性除菌特性

特徴特徴特徴特徴・・・・そのそのそのその他他他他
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カ
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アルコール類 エタノール

◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○

速効性があり、食品装置の噴霧などに使用される。揮発性が高く、残

留性が少ない。可燃性のため火器取扱注意。

塩素化合物 次亜塩素酸ナト

リウム ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ △ ○ ○

有機物により不活性化が著しい。広範囲にわたり抗菌性がある。腐

食性・過敏性の作用があり、刺激性作用が強いため保護具の着用が

必要。強い臭気がある。

ヨウ素化合物 ヨードホール

○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ △ ◎ ○

有機物・金属イオンなどによる影響が少ない。酵母に対して強い殺菌

力がある。刺激性・腐食性の作用があるので保護具が必要。染着性

があるので注意が必要。

過酸化物類 過酢酸、過酸

化水素、オゾン

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ ○ ○

包材の殺菌などに使用される。刺激性・過敏性の作用を示すことがあ

るので保護具の着用が必要。

陰イオン界面活性

剤

塩化ベンサルコ

ニウム

◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

有機物・金属イオンなどによる影響を受けやすい。

両性界面活性剤 アルキルジアミ

ノエチルグリシ

ン塩酸塩

◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ △

有機物・金属イオンなどによる影響が少ない。

ビグアナイド類 クロルヘキシジ

ン、ボリアルキ

レンビグアナイド

◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ △

有機物・金属イオンなどによる影響が少ない。芽胞の発芽抑制力が

大きい。

◎よく使用される

○使用されることがある

◎非常に効果あり

○効果あり

△少し効果あり 出典：主な殺菌剤の殺菌特性・用途（食品と開発35巻10号）
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５．関連資料５．関連資料

②プラズマ殺菌の競合技術（非薬剤系）

薬剤を用いない殺菌技術としては、磁場、電子線、光等の様々な技術を用いた殺菌技術の研究開

発が行われている。カット野菜工場においては電気分解した酸性水が用いられる場合が多い。

操作媒体操作媒体操作媒体操作媒体 操作操作操作操作のののの方法方法方法方法 研究例研究例研究例研究例、、、、応用例応用例応用例応用例

静水圧 高圧処理 殺菌、酵素失活、酵素反応の制御、蛋白・澱粉等の変性

電気 高電圧パルス処理

（高周波）通電処理

電極接触処理

電気浸透

高圧静電場処理

電解処理

電気穿孔による細胞破壊

液体食品（ジュース・ミルク・液卵・ビール等）への応用検討

ジュール熱および電界効果の併用

電子移動反応による細胞死滅、水の殺菌等で実用化

脱水処理、固液分離、食品分野でも検討、汚泥処理等で実用化

蒸発促進・鮮度保持

酸性水による殺菌、医療・食品工業・農業で利用

磁場 磁場処理 高磁場下での増殖抑制、パルス処理で効果の向上

電子線 ソフトエレクトロン処理 電子線強度を弱めた表面殺菌処理、品質劣化を抑制

光 高強度の光パルス処理 表面殺菌処理、紫外線＋α の効果

ガス 加圧操作によるガス溶解

除圧によるガス化

不活性ガスの溶解による鮮度保持、

ガス溶解および除圧処理による細胞破壊

出典：最近関心を持たれている非加熱処理方法（“食品と開発：Vol 35 No.10”五十部 誠一郎）
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５．関連資料５．関連資料

②細菌検出の競合技術

検査方法検査方法検査方法検査方法 有効有効有効有効なななな細菌細菌細菌細菌 特徴特徴特徴特徴

(1)

培養法

（増菌培養法、分離培養法など）

大腸菌群、大腸菌、腸管出血性大腸菌

、サルモネラ属菌、赤痢菌、腸炎ビブリ

オ、コレラ菌、カンピロバクター、黄色ブ

ドウ球菌、セレウス菌、ボツリヌス菌、

ウェルシュ菌、リステリアなど

・菌の培養に２４時間～４８時間ほ

ど時間がかかる。

・低コスト

(2)

免疫学的検査法

（免疫磁気ビーズ法、イムノアッセ

イキット、イムノクロマト法、ELISA

法、逆受身ラテックス凝集反応法

など）

腸管出血性大腸菌、サルモネラ属菌、

腸炎ビブリオ、コレラ菌、カンピロバク

ター、黄色ブドウ球菌、セレウス菌、リ

ステリアなどの細菌類及び、菌の産生

する毒素の検出。

・簡便な検出方法として各種キット

類も販売されている。

・感度は分離培養法や遺伝子検出

法に比べると劣る。

・イムノクロマトグラフィーであればノ

ロウィルス検査にかかる時間は約

２０～３０分。

(3)

遺伝子検出法

（PCR法、リアルタイムPCR法、

LAMP法など）

一般的な細菌類の他、ノロウイルス、A

型及びE型肝炎ウィルス、ロタウィルス

等食品を媒介して感染するウィルスな

ど、培養細胞での分離培養が優れない

ものについても検査可能。

・検出感度が高い

・リアルタイムPCR法であれば、ノロ

ウィルス検査にかかる時間は約６

～８時間。

・高コスト

出典：

• 日本食品衛生学会編集「食品安全の事典」

• 財団法人食品産業センター 「食品安全管理のための教育ソフト http://www.shokusan.or.jp/kyouiku/3/index6.html

• ビジョンバイオ(株)食品検査センター http://www.visionbio.com/sanitary/bacterial_gene/

• 株式会社食環境衛生研究所 http://www.shokukanken.com/dictionary/index.php?c=%82%CC
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５．関連資料５．関連資料

③工程毎の主要企業（カット野菜製造）

No. 事業者名 本社所在地 URL 資本金 従業員数

1 ユーキ食品 株式会社 山形県 http://www.yukifoods.jp/index.html 1500万円 45人

2 株式会社せき 茨城県 http://www.kk-seki.co.jp/contents/top.html 3000万円 400人（パート含む）

3 株式会社辻青果 群馬県 http://www.tsuji-group.com/ 2500万円 85人（パート含む）

4 株式会社　ヤオハル 千葉県 http://www.51-40.co.jp/index.html 1200万円 45人

5 デリカフーズ株式会社 東京都 http://www.delica.co.jp/index.html 75975万円 200人（平均臨時雇用者数767人）

6 株式会社サラダクラブ 東京都 http://saladclub.jp/index.html 30000万円 745人

7 株式会社ベジテック 東京都 http://www.vegetech.co.jp/ 43750万円 512人（臨時社員含む）

8 有限会社　小馬 東京都 http://www.kouma.co.jp/pc/index.html 8300万円

9 株式会社　アシスト 神奈川県 http://www.assist-cut.com/pc/index.html 20人

10 株式会社　アスコ 富山県 http://asuco.co.jp/ 3000万円 105人

11 富山促成青果株式会社 富山県 http://www.sokusei.jp/pc/index.html 1500万円 40人

12 神栄アグリフーズ株式会社 福井県 http://www.shinyei-agrifoods.jp/ 5000万円 72人（パート含む）

13 清水食品株式会社 愛知県 http://www.shimizu-f.co.jp/index.html 1000万円 75人（パート含む）

14 サンポー食品株式会社 京都府 http://www.sunpofarm.co.jp/index.html 8600万円 350人

15 株式会社マルマサフード 大阪府 http://www.kanemasa.co.jp/marumasa.html 4000万円 416人

16 株式会社アグリセールス 兵庫県 http://agrisales.co.jp/ 2000万円 90人（うちパート76人）

17 株式会社マルソ 兵庫県 http://www.maruso.info/index.htm 1000万円

18 クラカコーポレーション株式会社 岡山県 http://kuraka-g.com/ 1000万円

19 株式会社　エヌシエフ 沖縄県 http://www.ncf-okinawa.co.jp/ 4000万円 120人
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５．関連資料５．関連資料

③工程毎の主要企業（カット野菜製造：九州）

No. 事業者名 本社所在地 URL 資本金 従業員数

20 株式会社いかど 福岡県 http://ikado-food.co.jp/index.html 48人

21 株式会社キタニ 福岡県 http://kitani-y.co.jp 3000万円 70人

22 有限会社ベッツ 福岡県 http://www.vets-food.co.jp/index.html 49人

23 エイコー食品株式会社 大分県 http://www.eiko-foods.com/ 1000万円 30人

24 株式会社　食品専科食彩 鹿児島県 http://www.shokusai-food.co.jp/pc/index.html
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５．関連資料５．関連資料

③工程毎の主要企業（流通、販売）

No. 事業者名 本社所在地 URL 資本金 従業員数

1 サッポロウエシマコーヒー株式会社 北海道 http://www.u-coffee.co.jp/ 3億円 317人

2 マックスバリュ北海道株式会社 北海道 http://www.mv-hokkaido.co.jp/ 11億7644万円 776人

3 旭川電気軌道株式会社 北海道 3億5700万円 227人

4 株式会社いちまる 北海道 http://www.ichimaru.gr.jp 2億3000万円 142人

5 株式会社セイコーフレッシュフーズ 北海道 http://www.seicofreshfoods.co.jp/ 4億3964万円 164人

6 株式会社セイコーマート 北海道 http://www.seicomart.co.jp 4億2805万円 258人

7 株式会社ダイイチ 北海道 http://www.daiichi-d.co.jp/ 8億4045万円 263人

8 株式会社食創 北海道 http://www.shokusou.co.jp 1億2500万円 118人

9 株式会社丹波屋 北海道 http://www.kk-tanbaya.co.jp/ 4億6374万円 248人

10 株式会社豊月 北海道 1億円 132人

11 北雄ラッキー株式会社 北海道 http://www.hokuyu-lucky.co.jp/ 6億4100万円 540人

12 株式会社ユニバース 青森県 http://www.universe.co.jp/ 15億2290万円 1059人

13 株式会社ジョイス 岩手県 http://jois.co.jp 10億5200万円 2376人

14 みやぎ生活協同組合 宮城県 http://www.miyagi.coop/ 211億2300万円 6679人

15 株式会社サトー商会 宮城県 http://www.satoh-web.co.jp 14億580万円 738人

16 株式会社サンマリ 宮城県 http://www.4147navi.com/ 1億円 63人

17 株式会社藤崎 宮城県 http://www.fujisaki.co.jp/index.html 4億円 501人

18 株式会社ヤマザワ 山形県 http://www.yamazawa.co.jp 23億8871万円 822人

19 ボーキ佐藤株式会社 福島県 http://www.boki.co.jp 1億5150万円 441人

20 株式会社JAライフクリエイト福島 福島県 1億9454万円 93人

21 株式会社ヨークベニマル 福島県 http://www.yorkbeni.co.jp 99億2700万円 2430人

22 株式会社福島リョーショク 福島県 1億円 31人

23 宇印宇都宮青果株式会社 栃木県 1億5000万円 83人

24 株式会社たいらや 栃木県 http://www.tairaya.jp/ 1億円 222人

25 東一栃木青果株式会社 栃木県 http://www12.ocn.ne.jp/~t.s.c/ 1億2000万円 71人
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５．関連資料５．関連資料

③工程毎の主要企業（流通、販売）

No. 事業者名 本社所在地 URL 資本金 従業員数

26 群馬中央青果株式会社 群馬県 1億2800万円 10人

27 株式会社ベルク 埼玉県 http://www.belc.co.jp 39億1265万円 852人

28 株式会社ミズホ 埼玉県 http://www.mizuho-foods.co.jp/ 3億4150万円 47人

29 株式会社ヤオコー 埼玉県 http://www.yaoko-net.com/ 41億9990万円 1612人

30 日本フレッシュフーズ株式会社 埼玉県 http://www.jff.co.jp 3億2300万円 129人

31 イオン株式会社 千葉県 http://www.aeon.info/ 1987億9100万円 13958人

32 株式会社インザイベジフル 千葉県 http://www.inzai-net.co.jp/ 1億2000万円 70人

33 国分フードクリエイト株式会社 千葉県 2億7000万円 54人

34 サミット株式会社 東京都 http://www.summitstore.co.jp 39億2000万円 7792人

35 テス株式会社 東京都 http://tes.ne.jp 1億100万円 15人

36 伊藤忠商事株式会社 東京都 http://www.itochu.co.jp/ 2022億4100万円 4310人

37 株式会社WDI 東京都 http://www.wdi.co.jp 5億8555万円 514人

38 株式会社いなげや 東京都 http://www.inageya.co.jp/ 89億8100万円 1813人

39 株式会社エーオーエーアオバ 東京都 http://www.aobanet.co.jp 1億円 12人

40 株式会社エコス 東京都 http://www.eco-s.co.jp 26億3500万円 4959人

41 株式会社オオゼキ 東京都 http://www.ozeki-net.co.jp/ 15億1515万円 1029人

42 株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス 東京都 http://www.kifa.co.jp 16億8700万円 195人

43 株式会社シェルガーデン 東京都 http://www.garden.co.jp 9億8999万円 194人

44 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 東京都 http://www.sej.co.jp/ 172億円 5542人

45 株式会社ダイエー 東京都 http://www.daiei.co.jp/ 565億円 5984人

46 株式会社デイリーフーズ 東京都 4億9725万円 416人

47 株式会社ハッピーワールド 東京都 http://www.hwi.co.jp/ 22億6000万円 117人

48 株式会社ピーコックストア 東京都 http://www.peacock.co.jp/ 25億5000万円 3824人

49 株式会社ファミリーマート 東京都 http://www.family.co.jp 166億5800万円 3060人

50 株式会社フードマーケット・オリンピック 東京都 http://www.olympic-corp.co.jp/ 1億円 2137人
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③工程毎の主要企業（流通、販売）

No. 事業者名 本社所在地 URL 資本金 従業員数

51 株式会社ベジテック 東京都 http://www.vegetech.co.jp/ 4億3750万円 250人

52 株式会社マルタ 東京都 http://www.maruta-mogura.co.jp/ 1億7700万円 24人

53 株式会社ヤグチ 東京都 http://www.yaguchi.net/ 1億1118万円 228人

54 株式会社紀文産業 東京都 http://www.kibun-ti.co.jp/index.html 1億円 45人

55 株式会社久世 東京都 http://www.kuze.co.jp/ 3億225万円 234人

56 株式会社九九プラス 東京都 http://www.shop99.co.jp/ 53億3800万円 889人

57 株式会社三浦屋 東京都 http://www.miuraya.com/ 3億2500万円 140人

58 株式会社松屋 東京都 http://www.matsuya.com 71億3200万円 754人

59 株式会社西武百貨店 東京都 http://www.seibu.co.jp 60億円 2340人

60 株式会社西友 東京都 http://www.seiyu.co.jp/ 315億4300万円 3440人

61 株式会社東武ストア 東京都 http://www.tobustore.co.jp/index.html 90億2200万円 746人

62 株式会社日本アクセス 東京都 http://www.nippon-access.co.jp/ 26億2000万円 2120人

63 株式会社菱食 東京都 http://www.ryoshoku.co.jp/ 106億3029万円 2377人

64 株式会社明治フードマテリア 東京都 http://www.meijifm.co.jp 3億円 73人

65 株式会社明治屋 東京都 http://www.meidi-ya.co.jp 2億7010万円 355人

66 丸紅株式会社 東京都 http://www.marubeni.co.jp 2626億8600万円 3856人

67 丸紅食料株式会社 東京都 http://www.marubeni-foods.co.jp/ 10億円 211人

68 国分株式会社 東京都 http://www.kokubu.co.jp/ 35億円 1481人

69 三井食品株式会社 東京都 http://www.mitsuifoods.co.jp/ 120億3100万円 921人

70 芝本産業株式会社 東京都 http://www.shibamoto.com 3億1500万円 141人

71 住友商事株式会社 東京都 http://www.sumitomocorp.co.jp/ 2193億円 4968人

72 新東亜交易株式会社 東京都 http://www.shintoa.co.jp/ 5億円 214人

73 正栄食品工業株式会社 東京都 http://www.shoeifoods.co.jp/ 33億7973万円 346人

74 生活協同組合コープとうきょう 東京都 http://tokyo.coopnet.or.jp/ 216億8382万円 919人

75 西本貿易株式会社 東京都 http://www.ntcltd.com/ 4億500万円 139人
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③工程毎の主要企業（流通、販売）

No. 事業者名 本社所在地 URL 資本金 従業員数

76 全日本食品株式会社 東京都 http://www.zchain.co.jp/ 14億6000万円 552人

77 東亜商事株式会社 東京都 http://www.toashoji.com/ 1億2600万円 301人

78 東京荏原青果株式会社 東京都 http://www.ebara-seika.co.jp/ 3億3000万円 198人

79 東京城南食糧販売協同組合 東京都 2億2000万円 51人

80 東京多摩青果株式会社 東京都 http://www.tamaseika.co.jp/ 3億6000万円 224人

81 東京豊島青果株式会社 東京都 http://www.toshimaseika.co.jp/ 2億3760万円 140人

82 東邦物産株式会社 東京都 http://www.tohob.co.jp 4億円 133人

83 東和フードサービス株式会社 東京都 http://www.towafood-net.co.jp/ 6億7300万円 421人

84 日新興業株式会社 東京都 http://www.nisshin-kk.co.jp/ 3億円 85人

85 日本酒類販売株式会社 東京都 http://www.nishuhan.co.jp/ 40億2800万円 908人

86 廣屋国分株式会社 東京都 11億1000万円 282人

87 株式会社CFSコーポレーション 神奈川県 http://www.cfs-corp.jp 64億1900万円 1503人

88 株式会社スリーエフ 神奈川県 http://www.three-f.co.jp/ 13億9615万円 484人

89 株式会社成城石井 神奈川県 http://www.seijoishii.co.jp/ 34億円 1736人

90 株式会社東京コールドチェーン 神奈川県 http://www.t-cc.co.jp/ 1億9150万円 52人

91 荒井商事株式会社 神奈川県 http://www.arai-group.co.jp/ 1億円 215人

92 生活協同組合うらがCO-OP 神奈川県 http://www.ucoop.or.jp/uraga-coop 5億2742万円 285人

93 生活協同組合コープかながわ 神奈川県 http://www.kanagawa-coop.or.jp/ 272億4709万円 3017人

94 相鉄ローゼン株式会社 神奈川県 http://www.sotetsu.rosen.co.jp 53億1000万円 663人

95 原信ナルスホールディングス株式会社 新潟県 http://www.hnhd.co.jp/ 31億5971万円 1274人

96 アルビス株式会社 富山県 http://www.albis.co.jp/ 18億2932万円 2389人

97 株式会社JAライフ富山 富山県 http://jalife-toyama.acoop.jp/ 3億7000万円 140人

98 北陸中央食品株式会社 富山県 1億円 36人

99 カナカン株式会社 石川県 http://www.kanakan.co.jp 4億9150万円 744人

100 株式会社北陸リョーショク 石川県 1億円 41人
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③工程毎の主要企業（流通、販売）

No. 事業者名 本社所在地 URL 資本金 従業員数

101 株式会社マツヤ 長野県 http://www.s-matsuya.com/ 10億9700万円 346人

102 株式会社マルイチ産商 長野県 http://www.maruichi.com/ 37億1987万 724人

103 株式会社丸水長野県水 長野県 http://www.marusui-21.com 4億9880万円 332人

104 長野県連合青果株式会社 長野県 http://www.rengo-seika.co.jp/ 4億9730万円 273人

105 滝殖産株式会社 岐阜県 1億円 2人

106 マックスバリュ東海株式会社 静岡県 http://www.mv-tokai.com/ 21億6785万円 1001人

107 株式会社遠鉄ストア 静岡県 http://www.entstore.co.jp 3億円 1650人

108 生活協同組合コープしずおか 静岡県 http://www.shizuoka.coop/ 134億9660万円

109 ユニー株式会社 愛知県 http://www.uny.co.jp 101億2925万円 5520人

110 愛知県中央青果株式会社 愛知県 1億円 53人

111 株式会社サガミチェーン 愛知県 http://www.sagami.co.jp 63億300万円 675人

112 株式会社トーカン 愛知県 http://www.tokan-g.co.jp/ 12億4330万円 448人

113 株式会社ヤマナカ 愛知県 http://www.super-yamanaka.co.jp 42億2000万円 1154人

114 株式会社昭和 愛知県 http://www.show-wa.co.jp/ 9億6000万円 450人

115 株式会社知多総合卸売市場 愛知県 http://www17.ocn.ne.jp/~chitaiti/ 2億円 38人

116 株式会社名給 愛知県 http://www.meikyu.co.jp/ 2億150万円 287人

117 中部食糧株式会社 愛知県 http://www.chubushokuryo.co.jp 1億3500万円 260人

118 豊田通商株式会社 愛知県 http://www.toyota-tsusho.com 649億3600万円 3081人

119 マックスバリュ中部株式会社 三重県 http://www.mv-chubu.co.jp/ 38億5049万円 864人

120 株式会社一号館 三重県 http://www.ichigokan.co.jp/ 1億7023万円 306人

121 株式会社平和堂 滋賀県 http://www.heiwado.jp 116億1437万円 9798人

122 生活協同組合コープしが 滋賀県 http://www.pak2.com/ 82億1071万円 273人

123 株式会社にしがき 京都府 http://www.super-nishigaki.jp 2億円 700人

124 イズミヤ株式会社 大阪府 http://www.izumiya.co.jp 390億6600万円 2406人

125 シーオン株式会社 大阪府 http://www.seedon.co.jp 2億7724万円 40人
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③工程毎の主要企業（流通、販売）

No. 事業者名 本社所在地 URL 資本金 従業員数

126 株式会社そごう 大阪府 http://www.sogo-gogo.com/ 10億円 2741人

127 株式会社近鉄百貨店 大阪府 http://www.d-kintetsu.co.jp 132億5214万円 4313人

128 株式会社阪食 大阪府 http://www.hanshoku.co.jp 1億円 4508人

129 丸池物産株式会社 大阪府 1億円 25人

130 大阪いずみ市民生活協同組合 大阪府 http://www.izumi.coop 118億円 1339人

131 大阪北生活協同組合 大阪府 http://www.osakakita.or.jp 53億694万円 153人

132 東果大阪株式会社 大阪府 http://www.toka-osaka.co.jp/ 1億円 159人

133 尾家産業株式会社 大阪府 http://www.oie.co.jp/ 13憶570万円 672人

134 ケイ低温フーズ株式会社 兵庫県 http://www.k-teionfoods.co.jp/ 12億円 296人

135 マックスバリュ西日本株式会社 兵庫県 http://www.maxvalu.co.jp/ 16億6000万円 1425人

136 株式会社関西スーパーマーケット 兵庫県 http://www.kansaisuper.co.jp/ 72億7733万円 1100人

137 生活協同組合コープこうべ 兵庫県 http://www.kobe.coop.or.jp 4431億円 11175人

138 石光商事株式会社 兵庫県 http://www.ishimitsu.co.jp/ 6億2320万円 171人

139 株式会社奈良大果 奈良県 1億5000万円 61人

140 奈良中央青果株式会社 奈良県 1億8000万円 71人

141 株式会社天満屋ストア 岡山県 http://www.tenmaya-store.co.jp 36億9750万円 533人

142 大黒天物産株式会社 岡山県 http://www.e-dkt.co.jp 15億4532万円 439人

143 藤徳物産株式会社 岡山県 http://www.fuzitoku.com/ 3億1970万円 300人

144 株式会社ハローズ 広島県 http://www.halows.com/ 11億6715万円 598人

145 生活協同組合ひろしま 広島県 http://www.hiroshima.coop/ 132億3528万円 2022人

146 中村角株式会社 広島県 http://www.nakamurakaku.co.jp/ 1億1950万円 140人

147 株式会社マルナカ 香川県 http://www.marunaka.net 1億円 2645人

148 ケーオー産業株式会社 愛媛県 http://www.keio-sangyo.co.jp/ 3億円 246人

149 株式会社サニーマート 高知県 http://www.sunnymart.co.jp 3億600万円 1078人
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③工程毎の主要企業（流通、販売：九州）

No. 事業者名 本社所在地 URL 資本金 従業員数

150 エフコープ生活協同組合 福岡県 http://www.fcoop.or.jp/ 167億494万円 1069人

151 株式会社丸和 福岡県 http://maruwa-web.jp 29億990万円 137人

152 株式会社佐賀玉屋 佐賀県 1億7200万円 180人

153 生活協同組合コープみやざき 宮崎県 http://www.miyazaki.coop/ 47億4919万円 363人

154 鹿児島くみあい食品株式会社 鹿児島県 http://www.kg-shoku.jp 2億500万円 61人



Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 81818181

５．関連資料５．関連資料

④主要カット野菜工場（全国）

No. 事業者名 本社所在地 資本金 工場名 工場所在地

1 サンポー食品株式会社 8600万円 本社 京都府京都市東山区祇園町北側313-9

事業本部 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷433-3

春日部工場 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷537-1

京都工場 京都府京都市南区吉祥院這登中町7-1

2 ユーキ食品 株式会社 山形県東根市神町西1-5374-1 1500万円 本社工場 山形県東根市神町西1-5374-1

3 株式会社せき 茨城県ひたちなか市平磯町18番地 3000万円 埼玉深谷工場 埼玉県深谷市大谷2863

埼玉パッケージセンター

埼玉県深谷市田中2065番地　JA全農さいたま

ステーション内

石岡冷凍工場 茨城県かすみがうら市西野寺730-17

名古屋デリカフーズ（株）本社 愛知県弥富市子宝２丁目141

大阪デリカフーズ（株）本社 大阪府茨木市宮島2-1-13

水戸パッケージセンター

茨城県東茨城郡茨城町下土師高山1950　JA全

農いばらき本部内

北海道工場 北海道江別市角山426-1

4 株式会社辻青果 群馬県伊勢崎市三室町4420-1 2500万円 第二工場 愛知県愛西市小茂井町宮浦51-1

5 株式会社　ヤオハル 千葉県船橋市市場1-8-1　水産加工センター2F 1200万円 夏見工場 千葉県船橋市夏見5丁目(東葉高速高架下）

6 デリカフーズ株式会社 東京都足立区六町4-12-12 75975万円 本社工場 東京都足立区保木間2-29-15

横浜工場 神奈川県大和市深見西4-10-14

かの里工場 名古屋市中川区東かの里町708

兵庫工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1284-3

福島工場 福島県伊達市梁川町やながわ工業団地1-36
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④主要カット野菜工場（全国）

No. 事業者名 本社所在地 資本金 工場名 工場所在地

7 株式会社サラダクラブ 東京都府中市住吉町5-13-1 30000万円 五霞工場 茨城県猿島郡五霞町大字元栗橋351

中河原工場 東京都府中市住吉町5-13-1

伊丹工場 兵庫県伊丹市南町4-7-1

真庭工場 岡山県真庭市上河内243

鳥栖工場 佐賀県鳥栖市田代外町701

8 株式会社ベジテック 東京都昭島市武蔵野2-6-18 43750万円 川島工場 埼玉県比企郡川島町釘無236-1

立川工場 東京都立川市一番町4-73-1

9 有限会社　小馬 東京都中央区築地5-2-1　築地市場内 8300万円 東京都中央区築地5-2-1　築地市場内

10 株式会社　アシスト 神奈川県綾瀬市上土棚北3-11-2 神奈川県綾瀬市上土棚北3-11-2

11 株式会社　アスコ 富山県中新川郡立山町米沢３５９ 3000万円 富山県中新川郡立山町米沢３５９

12 富山促成青果株式会社 富山県富山市掛尾町500番地 1500万円 加工場 富山県富山市掛尾町399-4番地

13 神栄アグリフーズ株式会社 福井県あわら市牛山第3号1番地 5000万円 福井県あわら市牛山第3号1番地

14 清水食品株式会社 愛知県愛西市三和町中ノ割157番地 1000万円 本社工場 愛知県愛西市三和町中ノ割157番地

15 株式会社マルマサフード 大阪市東住吉区今林2-3-12 4000万円 堺工場 大阪府堺市中区深井畑山町2499番31

川越工場 埼玉県川越市大字増形字東原625番地

16 株式会社アグリセールス 兵庫県神戸市兵庫区島上町1丁目1番18号 2000万円 本社工場 兵庫県神戸市兵庫区島上町1丁目1番18号

姫路工場 兵庫県姫路市北条梅原39番地

17 株式会社マルソ 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬663-11 1000万円 第一工場 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬663-11

第二工場 兵庫県神戸市西区大津和3丁目3-3

カットセンター 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬701

18 クラカコーポレーション株式会社 岡山県倉敷市西中新田525番地 1000万円 岡山県倉敷市西中新田525番地

19 株式会社　エヌシエフ 沖縄県糸満市西崎町４丁目10-3 4000万円 糸満工場 沖縄県糸満市西崎町４丁目10-3
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５．関連資料５．関連資料

④主要カット野菜工場（九州）

No. 事業者名 本社所在地 資本金 工場名 工場所在地

20 株式会社いかど 福岡県久留米市宮の陣町若松１番４３号 福岡県久留米市宮の陣町若松１番４３号

21 株式会社キタニ 福岡県北九州市小倉南区蒲生1-8-32 3000万円 本社工場 福岡県北九州市小倉南区蒲生1-8-32

22 有限会社ベッツ 福岡県北九州市小倉北区西港町94番地19号 福岡県北九州市小倉北区西港町94番地19号

23 エイコー食品株式会社 大分県大分市大字片島51番地の7 1000万円 大分県大分市大字片島51番地の7

24 株式会社　食品専科食彩 鹿児島県鹿児島市西別府町2995-4 鹿児島県鹿児島市西別府町2995-4



Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 84848484

５．関連資料５．関連資料

④カット野菜製造機械メーカー（全国）

No. 事業者名 本社所在地 URL 資本金 従業員数 洗浄機 加工機械 包装機

1 株式会社　ドリマックス 埼玉県 http://www.dremax.com/ 1000万円 20人 ○

2 株式会社 神木製作所 埼玉県 http://www.kamiki-mfg.co.jp/index.html 1000万円 15人 ○

3 株式会社 川島製作所 埼玉県 http://www.kawashima-pack.co.jp/index.html 10000万円 280人 ○

4 株式会社大生機械 埼玉県 http://www.daisey1.info/japanese/index.html 6000万円 48人 ○

5 アーシェルジャパン株式会社 東京都 http://www.urschelj.co.jp/index.html 3000万円 ○

6 ニューロング工業（株） 東京都 http://nlwww.com/ 10000万円 360人 ○

7 株式会社 岩月機械製作所 東京都 http://www.iwatsuki-ss.co.jp/ ○

8 株式会社クレオ 東京都 http://www.a-creo.co.jp/ 27185万円 93人 ○

9 ショウワ洗浄機株式会社 神奈川県 http://www.showa-jet.co.jp/index.html 9500万円 ○

10 ナカヤ工業株式会社 静岡県 http://www3.tokai.or.jp/nakaya/index.htm 1000万円 ○ ○

11 株式会社　ケーイーコーポレーション 静岡県 http://www.ke-c.co.jp/index.html 9000万円 ○

12 イワセ鉄工株式会社 愛知県 http://www.iwase-tekkou.co.jp/ 1000万円 ○ ○

13 株式会社 イナモク 愛知県 http://www.inamoku.jp/index.htm 1000万円 ○ ○

14 株式会社　榎村鐵工所 愛知県 http://www.emura.co.jp 3600万円 ○ ○ ○

15 株式会社　イシダ 京都府 http://www.ishida.co.jp/index.php 9963万円 1336人 ○

16 吉泉産業株式会社 大阪府 http://www.yoshiizumi.com/j-index.htm 1000万円 ○ ○

17 細田工業株式会社 大阪府 http://www.hosoda.jp/index.php 5750万円 ○

18 株式会社トーヨーパッケン 兵庫県 http://www.d2.dion.ne.jp/~toyotsv/index.html ○

19 滝川工業株式会社 兵庫県 http://www.tkk-gr.co.jp/ 9600万円 294人 ○ ○
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５．関連資料５．関連資料

④カット野菜製造機械メーカー（九州）

No. 事業者名 本社所在地 URL 資本金 従業員数 洗浄機 加工機械 包装機

20 ちくし号農機製作所 福岡県 http://www.chikushigo.co.jp/index.html 1000万円 20人 ○

21 福岡丸本株式会社 福岡県 http://www.fukumaru.com/index.html 4990万円 29人 ○

22 小嶺機械株式会社 長崎県 http://komine-k.jp/index.php 1000万円 ○ ○

23 株式会社ケイ・エス・アール 熊本県 http://www.ksr-kizaki.com/index.html 3000万円 ○

24 有限会社マイシン 熊本県 http://maishin.net/index.php ○ ○
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５．関連資料５．関連資料

⑤カット野菜製造に係る規制体系

カット野菜製造等の食品に係る主な規制法は以下の通りである。この内、特に殺菌、衛生管理につ

いて関係のある「食品衛生法」及び「食品の製造過程の管理の高度化（HACCP）に関する臨時措置

法」についてカット野菜製造との関係について検討した。

法律法律法律法律 法律法律法律法律のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ

製造製造製造製造

((((生産生産生産生産))))

流通流通流通流通

販売販売販売販売

((((表示表示表示表示))))

1
農林物資の規格化及び品質

表示の適正化に関する法律

（JAS法）

農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の

合理化を図る。また、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによっ

て一般消費者の選択に資し、もつて農林物資の生産及び流通の円滑化図ることを

目的とする。

○ ○ ○

2
食品衛生法

日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律。所管は厚生

労働省・消費者庁。食品と添加物と器具容器の規格・表示・検査などの原則を定め

る。

○ ○ ○

3
不当景品類及び不当表示防

止法

景品表示法は不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することに

より、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的としている。 ○

4
計量法

国際的に計量基準を統一することと、各種計量器の正確さを維持するためのトレー

サビリティの維持を主な目的としている。

○ ○ ○

5
健康増進法

国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律。国民が生涯にわたっ

て自らの健康状態を自覚するとともに健康の増進に努めなければならない事を規定、

制定したものである。栄養表示の基準について定められている。

○

6
食品の製造過程の管理の高

度化に関する臨時措置法

食品の製造過程において、食品に起因する衛生上の危害の発生の防止と適正な品

質の確保を図るため、その管理の高度化を促進する措置を講じることを目的とする。 ○

7
流通食品への毒物の混入等

の防止等に関する特別措置法

流通食品（公衆に販売される飲食物で、医薬品・医薬部外品を除くと定義されてい

る）への毒物混入を防止することを目的とする。 ○ ○ ○
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５．関連資料５．関連資料

１．食品衛生法における殺菌の位置づけ

（1）次亜塩素酸水の範囲

今般、指定された次亜塩素酸水は、食塩水又は希釈した塩酸を生成装置内で電解することにより得られる次亜塩素酸を主成分とする酸性の水溶液であ

り、規格基準中第2添加物に規定する定義に合致するものをいう。

（2）生成装置等に関する留意点

1）電極は、白金、チタン等の電極部分が溶出しないものであること。

2）水に接触するその他の部分（電解槽、貯水タンク、ホース、ポンプ等）は、規格基準中第3 器具及び容器包装に定める規格に適合するものであるこ

と。

3）生成装置は、品質及び性能が安定し、長時間の使用に耐え得ることが確認されているものであり、さらに定期的にメンテナスが行われているもので

あること。

4）被電解物質は、強酸性次亜塩素酸水にあっては食塩（塩化ナトリウム 99％以上）を飲用適の水に溶解したもの、微酸性次亜塩素酸水にあっては

塩酸（規格基準中第2添加物に定める規格に適合するもの）を飲用適の水で希釈したものであること。

食品衛生法においては、「人の健康を損なうおそれのない添加物」を成分ごとに定義しており、食品工

場の殺菌工程においては、最終的に人の口に入る工程に係る殺菌においては当該添加物に指定され

た成分だけを使用することが出来る。

例えば、プラズマ殺菌技術の競合である次亜塩素酸水については以下の通り使用方法等を含めた定

めが成されている。

但し、プラズマ殺菌技術においては、殺菌時の食品への物質の添加はないと考えられるため、食品衛

生法における添加物としての規制は該当しないと考えられる。

食品衛生法では遺伝子組換えの食品について安全性検査を義務付けているが、プラズマ殺菌の作用

機構において食品の遺伝子の損傷が見られる場合には、所管官庁への確認が必要と考えられる。

⑤カット野菜製造に係る規制体系
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５．関連資料５．関連資料

２．食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法における殺菌の位置づけ

本法律におけるHACCP方式とは原料の入荷から製造・出荷までのすべての工程において、あらかじめ危害を予測し

、その危害を防止（予防、消滅、許容レベルまでの減少）するための重要管理点（CCP）を特定して、そのポイントを継続

的に監視・記録（モニタリング）し、異常が認められたらすぐに対策を取り解決することで、不良製品の出荷を未然に防

ごうとするものである。

出典：食品産業センター http://www.shokusan.or.jp/haccp/basis/

「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」は、 HACCP方式を導入する企業へ低利融資や税制上の

優遇措置を盛り込んだ支援法であり、日本において、HACCPは義務付けられていない。しかしながら、ＥＵでは全食品

に義務化し、可能な部分から実施、米国は水産品、食肉、ジュース等一部を義務化していることから将来日本における

一部義務化が検討される可能性はある。また、コーデックスのＨＡＣＣＰガイドラインに基づき、ＩＳＯ２２０００として規格

化され、日本における食品事業者においても5％程度導入されている（※）。

HACCPにおいては、使用してよい（または、使用してはならない）殺菌方法等の個別具体的な手法についての定めは

ないため、プラズマ殺菌技術が直接法律または規格の規制の対象となることはない。但し、プラズマ殺菌の工程を重要

管理点（CCP）として設定することが想定されるため、プラズマ殺菌の機構や、照射時間別の滅菌作用等についての統

計的な裏付けについては蓄積が求められる。

※出典： http://www.mhlw.go.jp/topics/haccp/dl/tiyousa05.pdf

⑤カット野菜製造に係る規制体系


