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（知的財産を活用するための研究・技術開発、産地育成を推進）

近年、血圧上昇抑制作用の効果が期待されるGABAを多く含む巨大胚芽米や、肝機能改善作
ギ ヤ バ

用の効果が期待されるアントシアニンを多く含んだ紫サツマイモ、生糸を活用したUVカット

繊維等、機能性成分を有した様々な新食品や新素材の開発が行われている。これらの市場の

規模を2010年度までに700億円程度とすることを目標として、新たな研究、技術開発、実用

化、産地育成が推進されている。

（生産現場での知的財産の活用等や地域ブランド化を戦略的に推進）

一方、生産現場でも知的財産の創造・保護・活用が図られている 「農業の現場における。

知的財産取扱指針 （2007年８月策定）に基づき、技術・ノウハウ等の発掘・創造・保護が」

推進されるとともに 「農山漁村の郷土料理百選」の選定を行われるなど、地域資源の発掘、

にも力が注がれている。

また、地域が真に力のある「地域ブランド」を確立していくには、生産・品質管理、名称

管理、マーケティング力の向上等一貫した取組を行うことが重要である。このような地域の

取組を応援するため、取組主体や支援者が情報交換したり、成功事例の収集・発信を行った

りする場として、2007年11月に「食と農林水産業の地域ブランド協議会」が設立された。

今後、地域ブランド化の取組全体について一貫してアドバイスするプロデューサーや専門

家の招へい、調査や機器整備等の支援が行われる。

（知的財産の保護強化が必要）

知的財産の創造・保護・活用を推進するため、育成者権審査の迅速化、権利侵害対策支援

の充実強化等により、植物新品種や家畜の遺伝資源の保護を強化する必要がある。特に、育

成者権が知的財産権として定着し、価値が高まる一方、侵害事例も多数みられることから、

、 （ ）。2007年５月に種苗法が改正され 罰則を強化するなど侵害対策が強化されている 図Ⅱ－89

また、東アジアでは品種保護制度の整備が遅れていることから、我が国が提唱した「東アジ

ア植物品種保護フォーラム」の設置について、2007年11月にASEAN10か国と中国、韓国が賛

同し、今後、新品種の審査・登録手続きの統一等を図っていくこととされている。

資料：(社)農林水産先端技術産業振興センター調べ（2006年３月公表）
注：育成者権者2,055人を対象として実施したアンケート調査（回収率26.1％）

図Ⅱ－89 育成者権者が受けた権利侵害事例の内容
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イ 研究・技術開発の推進状況

（農業・食品分野の研究・技術開発は様々な分野で期待）

農業や食品分野における研究・技術開発は、競争力の強化や付加価値の創出・向上をもた

らすだけでなく、農林水産分野に加えて医療・工業の分野も含めた新たな需要を創出するな

ど、社会的に貢献することが期待されている。このため、食料・農業・農村に関する様々な

政策課題に対応して、国、独立行政法人研究機関、公立試験研究機関等の研究勢力を結集し

ながら、様々な研究・技術開発が進められている。

（省力・省エネ・コスト低減に資する研究・技術開発の実施）

効率的、安定的な農業経営の育成に資するため、省力・省エネ・コスト低減を図る生産シ

ステムの開発をテーマとし、生産性の大幅な向上に向けた研究・技術開発が行われている。

例えば、慣行の水稲栽培では、春先の短期間に代かき、移植等作業が集中するとともに、

作業工程ごとに機械が必要である。これに対し、耕起作業を省略し、乾田状態のまま播種機

で種もみを播く不耕起乾田直播栽培を導入することで、代かき等が不要となり、労働時間が

慣行栽培より10ａ当たり６割減である６時間で済む事例も報告されている。この場合、水稲

・麦・大豆での汎用利用が可能な播種機を用いていることから、機械稼働面積の拡大による

機械費の低減効果も期待される（図Ⅱ－90 。）

また、漏水が激しく、これを防ぐために代かきが欠かせない水田では、農閑期の冬期に代

かきをすませ、春に乾田直播を行うことで、育苗が省略できる。加えて、移植に比べて播種

の作業速度が高いことにより労働の集中が軽減され、10ａ当たりの労働時間を３割削減でき

る事例が報告されている。

さらに、施設園芸経営のコスト低減に向けては、施設の設置コストの削減、収穫作業の省

力化等が求められている。このようななか、近年、従来型の鉄骨ハウス並みの強度で設置費

が６割程度となる低コストハウスが実用化された。また、イチゴの栽培では、画像解析によ

り一果実ごとに着色程度を認識し適期収穫を行うイチゴ収穫ロボットやパック詰めロボット

が開発されつつあり、10a当たり1,800時間と多大な労働の一部代替が期待されている。

資料：(独)農業・食品産業技術総合研究機構資料、栃木県農業試験場資料を基に農林水産省で作成

図Ⅱ－90 省力・省エネ・コスト低減に資する研究・技術開発の事例
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（食料・環境・エネルギー問題の解決に貢献する新品種を開発）

我が国主導の国際研究により、2004年にイネゲノム全塩基配列（約３億７千万塩基）の解

読が達成された。この成果を活用して、重要遺伝子の機能解明を進めるとともに、DNAマー

カー育種技術や遺伝子組換え技術等の革新的技術を利用して、2010年度までに50件程度の新

品種の創出を図るとともに、さらに飼料やバイオマスの原料として超多収イネや複合病虫害

抵抗性イネ等の開発が行われている（図Ⅱ－91 。また、乾燥等から植物を守るための指令）

を発するDREB（環境応答因子）遺伝子を活用した乾燥や塩害に強い小麦の開発や、カドミウ
ド レ ブ

ム等土壌の汚染物質を効率的に吸収する作物の開発、エタノール転換効率を高めるためのリ

グニン含有率の低いバイオマス作物の開発等が進められている。

（食の安全と消費者の信頼確保に向けたリスク管理技術や品種判別技術を開発）

食品に対する消費者の信頼確保や育成者権の保護という政策課題に対応して、農林水産物

の品種、産地等を判別するための様々な研究が実施されている。現在、DNA分析により米や

果実をはじめとする多くの生鮮品の品種判別が可能になっており、判別が難しい加工品の技

術開発が進められている（図Ⅱ－92 。）

また、鳥インフルエンザやBSE等の人獣共通感染症については、人への潜在的感染リスク

を 低限に抑制するとともに、畜産農家の経済的損失の低減化を図る技術の開発が求められ

ている。このため、検査技術の迅速化や病原学的・疫学的知見を集積することにより、現在

実施されている防疫措置の高精度化、効率化を図り、感染リスクの低減と防疫措置に係る農

家の経済的損失及び行政コストの低減を図る取り組みが進められている。

図Ⅱ－91 食料、環境、エネルギー問題の解決に貢献する作物開発の事例

図Ⅱ－92 食の安全と消費者の信頼確保に向けた研究・技術開発の事例
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資料：(独)国際農林水産業研究センター資料を基に農林水産省で作成

資料：(独)農業・食品産業技術総合研究機構資料を基に農林水産省で作成
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第３節 共生・対流の促進を通じた農村の活性化

（１）農村と農業集落の現状

ア 人口の動向と社会生活基盤の整備状況

（地方圏で人口が大幅減少との推計）

我が国の人口は、2005年を境に減少局面に入っており、今後長期にわたって減少すると予

想されている。東京圏と名古屋圏では当面は人口が増加する一方、大阪圏と地方圏において

は減少し続けると推計されている（図Ⅱ－93 。高齢化率は三大都市圏、地方圏とも上昇す）

るが、高齢者人口の増加は、今後とも人口が増加する東京圏と名古屋圏において著しくなっ

ている。

図Ⅱ－93 三大都市圏と地方圏の将来人口

*1 １人の女子が生涯に生む子供の数を近似する指標で、15歳から49歳までの女子の年齢別出生率の合計

*2 人口が減少しないで維持される合計特殊出生率
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来人口推計 （2007年５月推計）」
、 、 、 、 、 、 、注：東京圏は埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県の１都３県 名古屋圏は岐阜県 愛知県 三重県の３県

大阪圏は京都府、大阪府、兵庫県、奈良県の２府２県であり、地方圏とはこれらを除く道県である。

出生子ども数の多い農村地域

我が国の合計特殊出生率 は減少を続け、人口置換水準 の2.08を大きく下回っていますが、そのなか
*1 *2

で農村的地域を示す非人口集中地区（非DID）では人口集中地区（DID）に比べ平均出生子ども数が多い

傾向にあります。一方、夫婦のどちらかの母親と同居する割合は、非人口集中地区においては４割と高

く、夫妻の母親が子育てを担いやすいことから、農村部の方が子育てしやすい環境にあると考えられま

す。

DID、非DIDと平均出生子ども数、夫妻の母親との同居

（平均出生子ども数） （夫妻どちらかの母親との同居）
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「第３回全国

家庭動向調査」

資料：国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基

本調査」




