
（農林水産省25－⑱）

政策に関係する内閣の重要政策

食料・農業・農村基本計画（平成22年3月30日）
　第３ ４ （１）技術・環境政策等の総合的な推進

第4期科学技術基本計画（注２）（平成23年8月19日）

政策評価
実施予定時期

平成26年度

政策の概要
【施策の概要】

　我が国の農林水産業・農山漁村が直面する状況や国際的な課題の克服に向けて、革新的な研究開発を
計画的かつ効率的に進めるため、食料・農業・農村基本計画を踏まえ、平成22年３月に新たな農林水産研
究基本計画（注１）を定めて重点的に研究を推進している。具体的には、同研究基本計画において策定時か
ら10年程度を見通した達成目標を「農林水産研究の重点目標」として位置付け、以下の研究領域ごとに研究
開発を推進するとともに、重点目標を達成するための研究推進の施策を行う。
　なお、平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故に対応するため、平成24年3月に
策定した｢農林水産研究における原発事故への対応方針｣に基づき、６番目の研究領域｢原発事故対応研
究｣を追加した。
　
　１　食料安定供給研究
　　（農業の生産力向上と農産物の安定供給、水産物の安定供給と持続可能な水産業の確立、
　　　高度生産・流通管理システムの開発、食品の安全と消費者の信頼の確保）
　２　地球規模課題対応研究
　　（地球温暖化への対応とバイオマスの利活用、開発途上地域の農林水産業の技術向上）
　３　新需要創出研究
　　（高品質な農林水産物・食品の開発、新分野への展開）
　４　地域資源活用研究
　　（農山漁村における豊かな環境形成と地域資源活用、森林整備と林業・木材産業の持続的発展）
　５　シーズ創出研究
　　（農林水産生物に飛躍的な機能向上をもたらすための生命現象の解明・基盤技術の確立、
　　　遺伝資源・環境資源の収集・保存・情報化と活用）
　６　原発事故対応研究
　　（農作物・農地等における放射性物質対策研究）

政策評価体系上の
位置付け

横断的に関係する政策

平成25年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

政策分野名
【施策名】

農林水産分野の研究開発 担当部局名
農林水産技術会議事務局　（大臣官房、林野庁、水産庁）
【農林水産技術会議事務局総務課/技術政策課/研究推進課/国際研究課/研究統括官室/
各研究開発官室、大臣官房政策課、林野庁研究・保全課、水産庁増殖推進部研究指導課】
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23年度
[百万円]

24年度
[百万円]

(1)
独立行政法人農業・食品産業技術
総合研究機構法
（平成13年）

－ － －

(2)
独立行政法人農業生物資源研究
所法
（平成13年）

－ － －

(3)
独立行政法人農業環境技術研究
所法
（平成13年）

－ － －

(4)
独立行政法人国際農林水産業研
究センター法
（平成13年）

－ － －

(5)
独立行政法人森林総合研究所法
（平成13年）

－ － －

(6)
独立行政法人水産総合研究セン
ター法
（平成13年）

－ － －

(7)
農林水産政策研究調査委託費
（平成21年）
（主）

105
(105)

91 0297

(8)

沖縄県試験研究機関整備の助成に
要する経費
（昭和47年度）
（主）

43
(43)

43 0298

(9)

独立行政法人農業・食品産業技術
総合研究機構に要する経費
（平成13年度）
（主）

38,288
(38,587)

46,970 0299

(10)

独立行政法人農業生物資源研究
所に要する経費
（平成13年度）
（主、関連：25-4）

7,108
(7,108)

10,391 0300

42

34,380

6,492

　亜熱帯気候である沖縄県に適合する新品種の導入・育成や栽培・管理技術の開発、沖縄県固有の貴重な遺伝資源を活用した農林水産物の安定的生産技
術の確立等に係る試験研究の推進に必要な施設及び備品を整備する。
　整備した施設及び備品を活用し沖縄県の農林水産業の発展に資する試験研究を実施することにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のために行う農業及び食品産業に関す
る技術上の総合的な試験及び研究等を重点的に実施するため必要な資金を交付及び効率的かつ効果的な研究を推進する上で必要な研究施設の整備・改
修に要する経費に対する補助を行う。
　中期目標の達成に向け、独立行政法人の策定した年度計画に基づいて、①食料安定供給のための研究、②地球規模の課題に対応するための研究、③新
需要創出のための研究、④地域資源活用のための研究、⑤原発事故対応のための研究を行うことにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のため、生物資源の農業上の開発及び
利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を重点的に実施するため必要な資金を交付及び効率的かつ効果的な研究を推進する上で必要な研究施設
の整備・改修に要する経費に対する補助を行う。
　中期目標の達成に向け、独立行政法人の策定した年度計画に基づいて、①農業生物遺伝資源の充実など画期的な農作物や家畜等の開発を支える研究基
盤の整備、②農業生物に飛躍的な機能向上をもたらすための生命現象の解明と利用技術の開発、③新たな生物産業の創出に向けた生物機能の利用技術の
開発を行うことにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

－

－

83

　独立行政法人森林総合研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め、中期目標に定められた業務を実施する。
　中期目標の達成に向け、独立行政法人が策定した中期計画に基づいて、①森林・林業の再生に向けた森林管理技術・作業体系と林業経営システムの開
発、②林業の再生に対応した木材及び木質資源の利用促進技術の開発、③地球温暖化の防止、水源の涵養、国土の保全、生物多様性の保全等の森林の機
能発揮に向けた研究、④林木の新品種の開発と森林の生物機能の高度利用に向けた研究を重点的に実施し、農林水産分野における研究・技術開発に寄与
する。

　水産業を取り巻く課題及び水産行政上の喫緊の課題に的確かつ効率的に対応するため、また、限られた研究資源を合理的に活用するべく、平成23年4月に
研究開発の重点化を以下のとおり行い、研究開発の効率的効果的な実施を図った。
　①我が国周辺及び国際水産資源の持続可能な利用のための管理技術の開発
　②沿岸漁業の振興のための水産資源の積極的な造成と合理的利用並びに漁場環境の保全技術の開発
　③持続的養殖業の発展に向けた生産性向上技術と環境対策技術の開発
　④水産物の安全・消費者の信頼確保と水産業の発展のための研究開発
　⑤①～④の基盤となるモニタリング及び基礎的・先導的研究開発等並びに、原発事故による海への汚染等の放射能調査・分析を引き続き行う。
　また、法人の業務運営に不可欠な施設整備及び船舶建造を行うことにより、これら目標の達成に寄与する。

　大学等の研究機関からなる研究グループに委託して、医食農連携等を通じた農産物や食品の新たな生産・流通・消費システムの構築、独創的な農文化シス
テムが維持されている地域の多角的・総合的評価手法等に関する政策研究を実施する。
　このことにより、農林水産政策の企画・立案に際し、科学的・客観的な知見を提供し、食料安定供給、新需要創出、地域資源活用等の農林水産研究の重点
目標の達成に寄与する。

－

－

－

　独立行政法人農業生物資源研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め、中期目標に定める業務を実施する。
　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のため、生物資源の農業上の開発及び
利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を行うことにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

　独立行政法人農業生物資源研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め、中期目標に定める業務を実施する。
　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のため、生物資源の農業上の開発及び
利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を行うことにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

　独立行政法人国際農林水産業研究センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め、中期目標に定める業務を実施する。
　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のために行う開発途上にある海外の地
域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

－
　独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め、中期目標に定める業務を実施する。
　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のために行う農業及び食品産業に関す
る技術上の総合的な試験及び研究等を行うことにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

政策手段
（開始年度）

補正後予算額（執行額） 25年度
当初予算額

[百万円]
政策手段の概要等

平成25年行政事業レ
ビュー

事業番号
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23年度
[百万円]

24年度
[百万円]

政策手段
（開始年度）

補正後予算額（執行額） 25年度
当初予算額

[百万円]
政策手段の概要等

平成25年行政事業レ
ビュー

事業番号

(11)

独立行政法人国際農林水産業研
究センターに要する経費
（平成13年度）
（主）

3,581
(3,580)

3,409 0302

(12)

独立行政法人農業環境技術研究
所に要する経費
（平成13年度）
（主）

3,150
(3,150)

5,450 0301

(13)
国際研究交流の推進に要する経費
（平成21年度）
（主）

75
(72)

67 0309

(14)

基礎的研究業務（イノベーション創
出基礎的研究推進事業）
（平成20年度）
（主）

5,906
(5,906)

4,406 0303

(15)

気候変動に対応した循環型食料生
産等の確立のためのプロジェクト
（平成22年度）
（主、関連：25-19）

1,446
(1,445)

1,282 0310

(16)

レギュラトリーサイエンス新技術開発
事業
（平成22年度）
（主）

303
(295)

241 0314

(17)
地域における産学連携支援事業
（平成22年度）
（主）

180
(171)

130 0316

(18)

画期的な農畜産物作出のためのゲ
ノム情報データベースの整備
（平成23年度）
（主）

343
(341)

300 0318

(19)

独立行政法人森林総合研究所研
究・育種勘定に要する経費
（平成13年度）
（主）

12,249
(10,314)

10,220 0323

(20)

独立行政法人水産総合研究セン
ターに要する経費
（平成13年度）
（主）

17,903
(16,501)

16,942 032414,626

　水産業を取り巻く課題及び水産行政上の喫緊の課題に的確かつ効率的に対応するため、また、限られた研究資源を合理的に活用するべく、平成23年4月に
研究開発の重点化を以下のとおり行い、研究開発の効率的効果的な実施を図った。
　①我が国周辺及び国際水産資源の持続可能な利用のための管理技術の開発
　②沿岸漁業の振興のための水産資源の積極的な造成と合理的利用並びに漁場環境の保全技術の開発
　③持続的養殖業の発展に向けた生産性向上技術と環境対策技術の開発
　④水産物の安全・消費者の信頼確保と水産業の発展のための研究開発
　⑤①～④の基盤となるモニタリング及び基礎的・先導的研究開発等並びに、原発事故による海への汚染等の放射能調査・分析を引き続き行う。
　また、法人の業務運営に不可欠な施設整備及び船舶建造を行うことにより、これら目標の達成に寄与する。

8,909
　独立行政法人森林総合研究所（研究・育種勘定）の業務運営と施設整備に必要な経費。
　農林水産大臣が定めた独立行政法人森林総合研究所中期目標及びそれを達成するために法人が作成し農林水産大臣が認可した中期計画を確実に実施
し、農林水産分野における研究・技術開発に寄与する。

106

270

　全国に農林水産・食品産業分野の専門家を産学連携コーディネーターとして配置し、知的財産の戦略的活用等、技術経営（ＭＯＴ）的視点を持ちつつ、農
林水産・食品分野の研究計画の作成支援のため、様々な産学連携支援活動を一体的に実施する。
　このことにより、農林水産・食品産業分野における研究開発に対し、他産業分野を含む多様な機関の参画を促し、産学官が連携した技術革新に繋がる研究
開発を推進し、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

　複数の研究独法からなる研究グループへの委託により、①ゲノム情報等を利用しやすい形で研究者に提供するデータベースの構築・運営、②超高速シーケ
ンサー（注５）から生み出される大量の一次情報を高速・高精度で処理する手法の開発、③ゲノム情報と形質情報の関連づけによる新規遺伝子の単離やDNA
マーカーの開発を支援するシステムの構築等を行う。
　このことにより、画期的な新品種の開発に貢献し、高品質な農林水産物・食品の開発に寄与する。

2,358

1,262

199

　独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センターにおいて、農林水産・食品分野の基礎的な研究を、大学、民間企
業、研究独法、都道府県試験場等の研究機関に提案公募を通じて委託する。（平成２５年度は、新規採択は行わず継続課題のみ実施）
　農林水産政策における様々な課題の解決に資するイノベーション（注３）の創出を目指した基礎的な研究及び応用研究等を推進することにより、農林水産研
究の重点目標の達成に寄与する。

　研究独法、大学、企業等の研究機関からなる研究グループに委託して、①我が国の温室効果ガス排出量削減に果たす農林水産分野の役割の向上、②アジ
ア地域における農林業からの温室効果ガス排出削減、③我が国の農林水産物の収量・品質の安定化に貢献する技術を開発する。
　農林水産業による気候変動への影響緩和技術と気候変動に対応した品種・生産安定技術を開発することにより、地球温暖化への対応、開発途上地域の農
林水産業の技術向上に寄与する。

　食品安全、動物衛生及び植物防疫に関する緊急性の高い施策を科学的根拠に基づいて的確に実施するため、食品中の危害要因について、これまでの基
礎的な研究成果を踏まえ、現場において実行可能な分析法やリスクを低減する技術を開発するほか、動物疾病・植物病害虫の検査法や発生・まん延を防ぐた
めの技術の開発等を実施する。
　本事業で得られた科学的知見や技術を活用して、食品安全、動物衛生及び植物防疫の措置を的確に実施することにより、食料の安定供給に寄与する。

3,170

2,854

15

　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のために行う開発途上にある海外の地
域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究等を重点的に実施するため必要な資金を交付及び効率的かつ効果的な研究を推進する上で必要な
研究施設の整備・改修に要する経費に対する補助を行う。
　中期目標の達成に向け、独立行政法人の策定した年度計画に基づいて、①開発途上地域の土壌、水、生物資源等の持続的な管理技術の開発、②熱帯等
の不安定環境下における農作物等の生産性向上・安定生産技術の開発、③開発途上地域の農林漁業者の所得・生計向上と農山漁村活性化のための技術の
開発を行うことにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

　農林水産研究基本計画を踏まえ、農林水産大臣の指示した中期目標（平成２３年度～平成２７年度（５年間））の達成のために行う農業生産の対象となる生物
の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を重点的に実施するため必要な資金を交付及び効率的かつ効果的な研究を推進する上で必要な研
究施設の整備・改修に要する経費に対する補助を行う。
　中期目標の達成に向け、独立行政法人の策定した年度計画に基づいて、①地球規模環境変動と農業活動の相互作用に関する研究、②農業生態系におけ
る生物多様性の変動機構及び生態機能の解明に関する研究、③農業生態系における科学物質の動態とリスク低減に関する研究、④農業環境インベントリー
（注４）の高度化を行うことにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

　農林水産研究の国際的な課題解決を図るため、国際農業研究機関等と協力して若手研究者の人材育成を図る。
　このことにより、より高度な研究活動を実施する若手研究者の育成を行い、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。
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http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0302_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0301_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0309_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0303_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0310_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0314_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0316_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0318_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0323_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0324_sai.pdf


23年度
[百万円]

24年度
[百万円]

政策手段
（開始年度）

補正後予算額（執行額） 25年度
当初予算額

[百万円]
政策手段の概要等

平成25年行政事業レ
ビュー

事業番号

(21)

独立行政法人水産総合研究セン
ターに要する経費（復興関連事業）
（平成24年度）
（主）

3,979
(200)

190 0325

(22)

地域資源を活用した再生可能エネ
ルギーの生産・利用のためのプロ
ジェクト
（平成24年度）
（主、関連：25-19）

－ 599 0320

(23)

農林水産業・食品産業科学技術研
究推進事業
（平成25年度）
（主）

－ - 新25-0050

(24)

農林水産資源を活用した新需要創
出プロジェクト
（平成22年度）
（主）

1,073
(1,011)

848 新25-0052

(25)

国産農産物の革新的低コスト実現
プロジェクト
（平成21年度）
（主）

1,525
(1,518)

1,131 新25-0054

(26)

食品の安全性と動物衛生の向上の
ためのプロジェクト
（平成25年度）
（主）

－ - 新25-0053

(27)

ゲノム情報を活用した農畜産物の
次世代生産基盤技術の開発プロ
ジェクト
（平成24年度）
（主）

－ 380 新25-0051

681

2,328

　研究独法、大学、企業等の研究機関からなる研究グループに委託して、①ヒ素やカビ毒等のフードチェーンにおけるリスク低減に向けた基盤技術の開発、②
高病原性ＰＲＲＳや鳥インフルエンザなどアジアにおいて流行している重要家畜疾病等の我が国への侵入・まん延の防止技術の開発を実施する。
　このことにより、我が国における食品の安全性と食料の安定供給基盤の確保に寄与する。

　研究独法、大学、企業等の研究機関からなる研究グループに委託して、①DNAマーカー選抜育種技術のイネ以外の農作物への拡大と、全国の育種機関へ
の展開、②収量性などの多数の遺伝子が関与する形質を改良するための新しい育種技術の開発、③有用遺伝子を迅速に発掘・創出する技術の開発等、ゲノ
ム情報を活用した育種を効果的・効率的に進めるための技術開発、④低コストかつ効率的な家畜生産を実現するための家畜の育種・繁殖・疾病予防技術の開
発を実施する。
　このことにより、我が国農畜産物の競争力強化に不可欠な新品種開発の大幅な加速化に寄与する。

4,576

924

468

　農林水産・食品分野の成長産業化に必要な基礎から実用化までの研究開発を継ぎ目なく推進するため、基礎段階、応用段階、実用化段階の研究開発を国
が民間企業、大学、地方公共団体、研究独法等の研究機関に提案公募を通じて委託する。
　農林水産・食品分野の成長産業化に必要な研究開発を推進することにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

　研究独法、大学、企業等の研究機関からなる研究グループに委託して、①農林水産物が有する機能性成分のヒトレベルでの有効性やそれらを含む農林水
産物の効果的な摂取条件等を科学的に明らかにする手法を開発する。　②生産現場で簡易に評価できる技術等を一体的に開発する。　③農畜産物の医薬分
野における利用に向け、コメに有効成分を蓄積させたスギ花粉症治療薬やカイコ・牛などを原料とした医療用新素材について、ヒトや動物での安全性・有効性
の評価を実施する。
　このことにより、我が国における農林水産資源を活用した新たな需要の創出に寄与する。

　研究独法、大学、企業等の研究機関からなる研究グループに委託して、①土地利用型農業における高加工適性品種の育成と低コスト生産技術の開発、②
植物工場等園芸技術の省エネ・省力・低コスト化、③超多収飼料用米の育成と低コスト飼料生産技術の開発を実施する。
　このことにより、我が国における国産農産物シェアの拡大に寄与する。

190

545

　東日本大震災に対応し、
・被災海域の水産資源の回復を図るための基盤となる技術開発の推進
・被災地の水産業復興に必要な（独）水産総合研究センターの施設の復旧・整備を引き続き行う。
　また、被災地の沿岸・沖合水域において、環境試料を含む様々な試料の放射性物質濃度の分析、海流等の把握、更には飼育実験等を行い、これらを総合
的に解析することによって、水生生物中の放射性物質の挙動とその要因を明らかにする。

　研究独法、大学、企業等の研究機関からなる研究グループに委託して、①草本を利用したバイオエタノールの低コスト・安定供給技術の開発、②林地残材を
原料とするバイオ燃料等の製造技術の開発、③微細藻類を利用した石油代替燃料等の製造技術の開発、④施設園芸における熱エネルギーの効率的利用技
術の開発等を実施する。
　このことにより、バイオ燃料や熱エネルギーを効率的に生産・利用するための技術を開発し、地球温暖化への対応とバイオマスの利活用に寄与する。
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http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0325_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/0320_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/new0050_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/new0052_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/new0054_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/new0053_sai.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/new0051_sai.pdf


23年度
[百万円]

24年度
[百万円]

政策手段
（開始年度）

補正後予算額（執行額） 25年度
当初予算額

[百万円]
政策手段の概要等

平成25年行政事業レ
ビュー

事業番号

(28)
水産業再生プロジェクト
（平成23年度）
（主、関連25-19）

141
(139)

433 新25-0055

(29)
試験研究を行った場合の特別税額
控除制度
（昭和42年度）

＜1,746＞ ＜2,289＞ －

(30)
技術研究組合等が取得した試験研
究用固定資産の圧縮記帳
（昭和36年度）

＜0＞ ＜158＞ －

（注２）当該政策分野に対応する予算の項に位置付けられている予算事業については、「政策手段」の欄に、「主」と記載している。

-

＜158＞

（注１）「補正後予算額」欄及び「25年度当初予算額」欄について、税制の場合は、減収見込額（減収額）を記載している。

　支出した試験研究費を基に算出した一定の金額を、支出した年度の所得税額又は法人税額から控除する。
Ⅰ　試験研究費の総額の8～10％の額を税額控除
Ⅱ　産学官連携又は一定の契約に基づき企業間で実施される共同研究の特別試験研究費の12％を税額控除
Ⅲ　中小企業者等については試験研究費の額の12％を税額控除
Ⅳ　試験研究費が増加した場合の税額控除
　農林水産業及び食品産業の研究開発を促進することにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

　技術研究組合法に基づき、技術研究組合が賦課金をもって取得又は製作した試験研究用固定資産を1円まで圧縮記帳。
　技術研究組合制度による協同体制での研究開発を促進することにより、農林水産研究の重点目標の達成に寄与する。

442

　研究独法、大学、企業等の研究機関からなる研究グループに委託して、次の技術等を開発。
①赤潮等の発生と海洋微生物群の関係を解明し、微生物相に基づく漁業被害の発生予測・予測技術の開発
②天然稚魚に依存しているウナギ、クロマグロ、ブリ類について、高品質な人工稚魚を安定的に大量供給する技術の開発
③減少を続ける沿岸資源（アサリ、アワビ、カレイ類等）の生産量を、生態系ネットワークの実証と修復により、増加に導く技術の開発
　このことにより、沿岸漁業資源の回復と養殖生産の安定化を実現し、水産物の安定供給と持続可能な水産業の確立に寄与する。
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http://www.maff.go.jp/j/budget/review/h25/pdf/new0055_sai.pdf


注５ シーケンサー DNAを構成する塩基配列を読み取る機械

注４ 農業環境インベントリー 過去から現在にわたって採取された農業環境資源 （土壌、水、大気、昆虫、微生物、植物等） の各種標本や資試料を整理・分類し、利活用に供する仕組みのこと

注２ 科学技術基本計画
科学技術基本法（平成７年法律第１３０号）第９条第１項の規程に基づき、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、科学技術の振興に関する基本的な計画につ
いて、政府が策定するもの

注３ イノベーション
イノベーションはラテン語のinnovare（新たにする）[in（内部へ）+novare（変化させる）]が語源で、中から新しく変えていくということである。つまり既存のものに新しいものを吹き込み、新たな富と
価値を創造する、革新的変化という意味に使われる。日本では伝統的に製造業が強かったため、イノベーションはよく「技術革新」と言い換えられるが、技術革新だけではなくて、アイデアや技
術を組み合わせて今までの社会のあり方を変えるような製品、サービスを創り出すこともそうである。

参考資料

１．用語解説

注１ 農林水産研究基本計画 「食料・農業・農村基本計画」等を技術面で支えるため、今後10年程度を見通して取り組む研究開発の重点目標及びその達成を図るための具体的な施策を示すもの
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