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物種を特定し、当該種の動向から生物多様性の程度を把握する「多様性指標107」の開発も

進められつつあります。 

 

  

 

 

 今後も、より環境保全や生物多様性に配慮した望ましい農業生産活動への転換を推進す

るため、土着天敵や人工光等による病害虫制御技術を開発し、農業生産の効率化と環境保

全等の効果が両立し得る総合的病害虫・雑草管理（IPM）を様々な農作物に適用できる条件

を整備するとともに、ほ場の地力の程度等に応じて農業者自らが適量施肥に取り組むこと

ができるよう簡易な土壌診断技術の開発等を進めます。 

また、それら技術の導入便益を農業者や消費者に分かりやすく訴求できる評価指標を開

発し、環境保全等に配慮して生産された農作物の普及を推進します。 

 

（14）森林利用技術の高度化及び林産物の新たな需要開拓 

 

  林業については、本格的な利用期を迎えた人工林の伐採とその後の再造林を後押しする

ため、九州において、搬出機械を利用した地ごしらえ、コンテナ苗の利用などによる伐採

から植栽までの一貫作業システムを開発しました。また、国産材の利用を図るため、欧米

を中心に、中高層木造建築物の壁や床への利用が進められている直交集成板（CLT）108につ

いて、スギ等の国産材の特性に応じた製造・加工技術109を開発し、当該集成板の強度性能

等を解明することによって、「日本版 CLT」として日本農林規格（JAS）の制定に貢献しま

した。また、食品のプラスチック容器代替材として林地残材を原料とした木製単層トレイ110

                                                                                                                                                            
107 農業に有用な生物多様性の指標生物の調査・評価マニュアル：http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/shihyo/inde

x.html 
108 直交集成板（CLT）：Cross Laminated Timber（クロス・ラミネイティド・ティンバー）の略で、欧州で開発された

工法。板の層を各層で互いに直交するように積層密着した圧型パネルのことを呼ぶ。 
109 国産材の特性に応じた製造・加工技術：https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/seikasenshu/2014/documents/p16-17.

pdf 
110 木製単層トレイ：厚さ１～２mmの薄い板（単板）を、水分を含んだ状態で熱圧成型し、接着剤を使うことなく製造す

るもの。 

【豚ぷん炭化装置】 【土着天敵による防除】 

ミカンの害虫ハダニ

（左）を捕食する天敵

昆虫カブリダニ（右） 
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の開発、地域の条件に合った様々な少花粉・無花粉スギ品種111の育成、収量の増大や造林

・保育の効率化に向けた第二世代精英樹112の開発等が進められました。 

 

    

            

 

 今後は、これら木材需要に応じた計画的な伐採と効率的かつ確実な再造林、森林施業の

低コスト化・省力化、新たな木材及び林産物の需要を創出することによって、引き続き、

森林資源を循環利用し、森林の多面的機能を持続的に発揮していくことが必要です。 

このため、地域の立地条件に応じた効率的な伐採作業体系の確立やロボット技術の応用、

コンテナ苗を活用した低コスト再造林技術の開発、成長に優れた林業種苗を短期間で作出

する技術の開発、多様な森林整備の推進にも資する針葉樹人工林の広葉樹林化技術の体系

化等を進めます。また、木材及び林産物の需要を創出するため、CLT 等新たな木質部材・

工法の開発、我が国の資源の生育状況を踏まえた大径材の利用技術の開発や木材利用の意

義を定量的に示す研究、きのこ等の林産物や樹木含有成分を活用した新たなアメニティ製

品の開発等を進めます。 

 

（15）魅力ある漁業・養殖業を実現する技術開発 

 

  水産については、水産資源の減少や国際的な漁獲規律の強化等に対応するため、クロマ

グロやニホンウナギの完全養殖に向けた第一歩として、採卵や孵化仔魚の飼育113に世界で

初めて成功しました。また、輸出拡大が期待されるブリについては、夏場の赤潮被害を回

避するための人工種苗を用いた早期出荷技術114が確立され、養殖生産現場への普及に移さ

れつつあります。また、漁船漁業の分野では、LED 漁灯115の実用化や船上でスマートフォ

ンから燃料の削減効果等が試算できる「Dr．省エネ」ソフト116の公開等が進められました。 

                                                                                                                                                            
111 少花粉・無花粉スギ品種：https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2013/20130321.html 
112 第二世代精英樹：成長や材質等の形質が良い精英樹同士を人工交配して得られた個体の中から選抜される、成長等が

より優れた精英樹のことをいう。 
113 クロマグロやニホンウナギの採卵や孵化仔魚の飼育：http://www.s.affrc.go.jp/docs/report/report26/no26_p3.ht

m 
114 人工種苗を用いた早期出荷技術：http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1303/spe1_03.html 
115 LED漁灯：発光ダイオード（LED）用いた漁灯。 
116 「Dr.省エネ」ソフト：http://ecofish.job.affrc.go.jp/ 

【スギ CLT の外観】 

花粉の少ないスギ         普通のスギ 

【無花粉スギ品種】 

提供：(独)森林総合研究所 

提供：(独)森林総合研究所 
 林木育種センター 

【花粉の少ないスギ品種】 



34 

 

 

  

 

 

 今後は、高齢化や担い手不足が深刻化する水産業をより魅力的な産業に変革するため、

クロマグロやニホンウナギの完全養殖を軌道に乗せるため人工種苗量産技術の開発、養殖

用ブリ等の様々な魚種の育種改良及び種苗量産技術の開発、漁船漁業や水産物の加工・流

通段階における省エネ・省力化技術の開発や安全・品質管理技術の高度化、温暖化に対応

したノリの高温耐性品種の育成等を進めます。 

 

（16）地域の雇用・所得の増大に資する６次産業化関連技術の開発 

 

 ６次産業化関連技術の分野では、ウンシュウミカン中のβ－クリプトキサンチン117や緑

茶中のメチル化カテキン118等の国産農産物が有する成分の機能性の解明や、肌のうるおい

を保つ効果を有する乳酸菌119の探索、コメを特殊な条件下で炊飯・湖化することにより洋

菓子やパン等の加工素材に利用できる「米ゲル120」の開発、低温でも糊化する新たなでん

粉特性を有する甘しょ品種121の育成等、国産農林水産物の新たな「強み」を生み出し、地

域の食品事業者等と連携して付加価値の高い加工食品の開発やバリューチェーンづくりに

資する様々な研究成果が得られています。 

また、バイオエタノール技術として、さとうきびから砂糖を製造・精製する過程で阻害

物質として発生する還元糖を、同時にエタノールに変換する技術が開発され、砂糖とバイ

オエタノールとが同時に効率良く製造できる技術122を世界で初めて開発しました。 

                                                                                                                                                            
117 β－クリプトキサンチン：ヒト血液中に存在する６種類の腫瘍カロテノイドのひとつで、ヒトの健康増進に貢献して

いると考えられる。  
118 メチル化カテキン：茶葉中に含有されるポリフェノールの１種。「べにふうき」、「べにふじ」、「べにほまれ」と

いう茶の品種に多く含まれる。 
119 肌のうるおいを保つ効果を有する乳酸菌：http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/nilgs/2012/

310c0_01_55.html 
120 米ゲル：http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nfri/048823.html 
121 新たなでん粉特性を有する甘しょ品種：http://www.naro.affrc.go.jp/patent/breed/0100/0102/001538/index.html 
122 砂糖とバイオエタノールとが同時に効率良く製造できる技術：http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pre

ss/laboratory/karc/013017.html 

【陸上水槽での産卵から得られた 
クロマグロ幼魚の群泳】 

【ニホンウナギのレプトセファルス幼生】 

提供：(独)水産総合研究センター 
西海区水産研究所 
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 今後は、食品の新たな機能性表示制度の施行を踏まえ、医学関係者等と連携して、米や

麦・大豆、野菜等の様々な農林水産物が有する機能性成分の解明を進めるとともに、それ

ら「強み」を引き出した新品種の開発、地域の食品事業者と連携した特色ある発酵食品等

の製品開発等を進めます。 

また、地域資源を活かした付加価値の高い加工品づくりを地域の食品事業者等と連携し

て推進するため、カットフルーツ用果実の酵素剥皮技術の適用拡大や、軽くて強靱なクモ

糸等の性質を持つ機能性シルク素材の開発、地域の伝統野菜等の種苗増殖技術の開発等を

進めます。 

 

（17）農林水産物の国別・品目別輸出戦略の実現を支援する輸出関連技術の開発 

 

 農林水産物の輸出促進分野では、輸出向け有機茶等を生産するための病害虫防除機とし

て病害虫を風水圧で除去する「サイクロン式吸引洗浄機123」、輸出国の残留農薬基準を踏

まえたお茶の IPM を活用した防除体系モデル、りんどうの海外輸出を支えるための鮮度保

持技術124、輸出用ブリの赤潮被害を回避するための早期出荷技術125等が開発されました。 

 

  

 

 

 今後は、平成 25年に策定された国別・品目別輸出戦略に基づき、検疫や輸送問題等の品

                                                                                                                                                            
123 サイクロン式吸引洗浄機：http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_zirei/2013/pdf/83_kgsm_cy_clone.p

df 
124 りんどうの海外輸出を支えるための鮮度保持技術：http://www2.pref.iwate.jp/~hp2088/repo/h22/repo_545.html 

【砂糖・エタノール複合生産プロセス】 

【ブリの早期出荷技術】 【サイクロン式吸引洗浄機】 

天然海域から採集した

種苗（上）と比較して

早期人工種苗（下）は、

２倍の大きさまで成長 
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目別の技術課題に対応して、輸出相手国の動植物検疫条件や残留農薬基準、国際規格等に

対応した栽培方法や加工技術の確立、船便でも鮮度を落とすことなく高品質な国産農林水

産物を輸出できる新たな輸送・保存技術の開発、輸出拡大が期待されるブリ、カンパチ等

の養殖用品種や花き品種等の育成や種苗供給技術の開発等を進めます。 

 

（18）食品の安全性向上技術及び動植物防疫技術の開発 

 

  農林水産物の生産・流通から食品の加工・販売に至る様々な健康危害リスクを低減する

ため、これまで、カドミウムをほとんど吸収しない稲品種126の育成、腸管出血性大腸菌 O1

57やサルモネラ等の複数の食中毒菌を一括検出できる検査法127の開発等が進められました。 

また、ピーマンやトウガラシ類に感染するウイルス病に対する植物ウイルスワクチン128

の開発、家畜疾病の予防・まん延防止対策として、高病原性鳥インフルエンザウイルスや

欧州型豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）ウイルス等を迅速・高感度に検出できる遺伝子検

査法、新たな乳房炎用剤の開発等が進められました。 

 

 

 

 

 今後は、国内における家畜疾病や病害虫の発生が輸出促進に甚大な影響を及ぼすことを

踏まえ、コーデックス委員会や OIE における国際的な実施規範や基準値策定に向けた動き

等も考慮し、コメのヒ素濃度を低減するための技術開発、穀物中のカビ毒、加工食品のア

クリルアミド等の有害物質及び O157、カンピロバクター等の有害微生物に対するリスク管

理に役立つ技術の開発、中小食品事業者の HACCP129の取組を支援するためのモニタリング

技術の開発、取組農場及び非取組農場による農場 HACCP の効果の比較検証やその取組によ

                                                                                                                                                            
125 輸出用ブリの早期出荷技術：http://www.s.affrc.go.jp/docs/project/2014/project_2014_1.htm 
126 カドミウムをほとんど吸収しない稲品種：http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/press/140130/ 
127 複数の食中毒菌を一括検出できる検査法：http://www.naro.affrc.go.jp/collab/cllab_report/docu/report05.html 
128 植物ウイルスワクチン：http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/narc/2012/152a0_01_25.html 

129 HACCP
ハ サッ プ

：事業者が原料受入れから最終製品までの各工程で、微生物等による汚染、金属の混入等の危害を予測（危害

要因を分析）し、危害の防止につながる特に重要な工程（重要管理点）を継続的に監視・記録するシステム。 

【カドミウムをほとんど吸収しない稲品種「コシヒカリ環１号」を開発】 
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る効果の要因解明、海外からの新規病害虫の侵入防止並びに口蹄疫の検査法、高病原性鳥

インフルエンザのワクチンの開発等を計画的に進めることとします。 

 

（19）効率的な圃場水管理、農業・農村インフラの効果的維持管理技術と農村の防災・減

災情報システムの開発 

 

 水路やため池など農業用インフラの老朽化が進む中で、水路の漏水補修を農家や地域住

民自らが施工できる簡易な補修管理技術130、豪雨や地震災害時にため池の決壊危険度を予

測し、ため池管理者に自動配信する防災システム131等が開発されました。 

 

 

 今後は、農業・農村インフラのより省力的かつ効率的な維持管理が必要となることから、

ICT やロボット技術を活用した水田の水管理の遠隔操作及び自動化技術の開発、非破壊セ

ンサー等を活用した農業水利施設の難アクセス区間の省力診断技術や新たな補修・補強技

術等を開発します。 

また、近年、頻発する豪雨や地震等の自然災害に対応するため、ため池等農業水利施設

のリアルタイム危険度予測技術を開発し、それら情報を地域住民に速やかに伝達するシス

テムを構築します。 

 

（20）鳥獣特性に応じた効果的・効率的な被害防止技術等の確立 

 

 野生鳥獣による農作物被害額は、年間 200億円前後で推移しており、また、森林被害も

平成 25年度には約 9,000haとなるなど、鳥獣被害は農林業者の経営意欲の減退や耕作放棄

地の増加等を招き、農山漁村に深刻な影響をもたらしています。 

 このため、集落ぐるみの被害防止対策を的確に実施するため、ICTや各種センサー技術、

忌避薬剤等を駆使して、シカ、イノシシ、サル等の獣種毎の行動特性に応じた効率的・効

果的な被害防止技術及び捕獲・駆除技術等を開発します。 

 

                                                                                                                                                            
130 簡易な補修管理技術：http://www.naro.affrc.go.jp/disaster/ad_tec/tec0100/tec0102/018221.html 
131 自動配信する防災システム：http://www.naro.affrc.go.jp/disaster/ad_tec/tec0100/tec0102/018223.html 

【豪雨や地震災害時にため池の決壊危険度を予測】 
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（21）被災農林家の営農・森林作業、被災漁業者の操業の再開を阻む技術的課題の解決 

 

 東日本大震災や東電福島第一原発の事故に伴う被災農林漁業者の経営再開を支援するた

め、被災地関係者と連携して、被災現地における先端技術を駆使した大規模土地利用型農

業の実証132や園芸施設団地の再生に向けた施設園芸高度化技術の実証133、水産・養殖施設

等への先端技術の導入実証134、放射性セシウムに汚染された農地の除染技術の確立135、米

やきのこ等への放射性物質の吸収（移行）抑制技術136、汚染された稲わら等の農林業系廃

棄物の減容化技術137等の開発、沿岸・沖合水域における水産生物への放射性物質の挙動調

査138等に精力的に取り組んできたところです。 
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 今後は、原発事故の被災農林漁業者の方々が一日も早く経営を再開できるよう、森林内

における放射性物質の動態等の調査及び河川等を通じた周辺農地や農作物等への影響の予

測に取り組むとともに、農家がカリ質肥料の施用による放射性セシウム吸収抑制対策から

通常営農に戻るための科学的指標の確立、放射性セシウムの基準値超過が依然見られる品

目の吸収抑制技術の開発、急傾斜地等の耕地困難地の草地除染技術や低濃度の汚染廃棄物

の処理推進のための技術開発等を進めます。また、沿岸・沖合水域における水産生物への

放射性物質の挙動調査等を今後も継続します。 

                                                                                                                                                            
132 大規模土地利用型農業の実証：http://www.ais-sentan.jp/pamphlet/H24pamphlet%20PDF/H24-1-01.pdf 
133 園芸施設団地の再生：http://japan-jp.nlembassy.org/binaries/content/assets/postenweb/j/japan/%E9%A7%90%E6

%97%A5%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E7%8E%8B%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%BD%BF%E9%A4%A8/import/lnv/hortic

ultural-trade-mission-2013/4.-maff-jp.pdf 
134 水産・養殖施設等への先端技術の導入実証：http://www.iwate-suigi.jp/subject/upimg/1362625573_01.pdf 
135 農地の除染技術の確立：http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/110914.htm 
136 営農再開に向けた農地除染、放射性物質移行低減対策技術開発の現状：http://www.aesj.or.jp/fukushimaproject/2

0130825/naka.pdf 
137 有機性廃棄物の減容化技術：http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/narc/2012/510a0_02_72.h

tml 
138 水産生物への放射性物質の挙動調査：http://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/housyaseibussitutyousakekka/pdf/dige

st.pdf 

【農地の除染技術】 
【実証研究用の園芸施設 
 （亘理郡山元町）】 

【イチゴのクラウン部
 局 所 加 温 技 術 】 
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２．中長期的な戦略の下で着実に推進すべき研究開発 

 

 地球温暖化の進展、少子・高齢化に伴う消費動向の変化、資源・エネルギーの枯渇、越

境性感染症の流行など中長期的な視点で取り組むべき課題については、以下の農林水産研

究が目指すべき６つの基本的な方向に即して、11の重点目標を設定することとします。 

 今後、研究開発の推進に当たっては、重点目標毎に５年後、10年後のマイルストーン（成

果目標）を明確化し、その達成に向けた道行きや研究開発の取組状況等をロードマップと

してとりまとめ、農林漁業者や関係業界、外部有識者等の意見を聞きながら、必要な研究

開発を総合的かつ計画的に推進します。また、その時々の政策ニーズ等に応じ、特に重要

な研究開発テーマについては、民間企業や大学も含め国内外における研究開発情報等を総

合的に収集・分析し、必要な研究開発を重点的かつ戦略的に推進するための研究開発戦略

を適宜作成することとします。 

 

【安全で信頼される食料を安定供給し、国民の健康長寿に貢献する】 

 

 我が国の人口は、2008年をピークに減少局面を迎えており、65歳以上の老齢人口割合は

10年後（2025年）には３割を超えると見通され139、世界で最も高齢化が進んだ社会となり

ます。 

 今後、こうした高齢化の進展や女性の社会進出、単身世帯の増加等により、食の外部化

・簡便化、個食化がさらに進行・定着していくと見られる中、引き続き、国民に安全で信

頼される食料を安定的に供給していくためには、こうした情勢変化に応じて食品の安全管

理をより高度なものに見直していく必要があります。 

 また、国民の健康意識の高まりに呼応して、今後、生活習慣病等の予防に向けた様々な

食サービスの提供や、栄養・機能性食品、介護食品等の市場拡大が見込まれる中、食品の

栄養・機能性に関する科学的知見の充実やそれら新たな食ビジネスを支える基盤技術の開

発が求められる状況にあります。 

 さらに、ユネスコの無形文化遺産への登録140（平成 25 年 12 月）を契機とした和食の海

外普及と相まって、農林水産物や食品の輸出拡大や海外市場における食品産業の活動を支

援する研究開発の取組が必要です。 

 このため、引き続き、安全で信頼される食料を安定的に供給するとともに、健康長寿等

の消費者の様々なニーズに対応しつつ、食生活の改善を通じた国民生活の質を一層向上さ

せるため、以下の２つの重点目標を掲げ、必要な研究開発を総合的に推進することとしま

す。 

                                                                                                                                                            
139 総務省 HP：http://www.stat.go.jp/data/topics/topi721.htm 
140 農林水産省 HP：http://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/ich/ 
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（22）生産現場から食卓までの安全管理の徹底や動植物の疾病・病害虫の侵入・まん延を

防止するための技術開発 

 

 今後の経済社会情勢の変化に応じた、食品の安全性向上のためのシステムを確立するた

め、科学の進歩によって新たに確認される危害要因も含め、引き続き、生産現場から食卓

までの各段階における各種食品中の危害要因によるリスクの低減技術の開発等を進めます。

例えば、植物の物質吸収・輸送メカニズムを解明することによって、人の健康に有害なヒ

素を吸収しにくい農作物の開発、昆虫の臭覚受容メカニズム等を応用した有害物質の高感

度検出・識別技術の開発等を目指します。 

また、新たな家畜疾病や植物病害虫の侵入・まん延に備え、検査方法を確立するととも

に、まん延防止のためのワクチン、抗ウイルス剤の開発等を計画的に進めます。加えて、

これらの侵入経路、拡大要因等を分析・検証することにより、より効果的な防疫対策の確

立に貢献します。これら技術の海外も含めた普及等を推進することにより、国産農林水産

物・食品の輸出拡大に貢献することとします。 

食品の信頼確保のため、これまでに開発した米、ネギ等農産物に加え、加工食品につい

ても、もちやゆで野菜等の加工度の低い原材料から順次、産地偽装等の監視・取締りに資

する産地判別技術等の開発を進めるとともに、東電福島第一原発の事故に伴う食品の放射

能汚染問題に対する信頼を回復するため、農林水産物への放射性物質移行特性の解明や環

境中の動態解明等を継続的に行い、情報を発信していきます。 

 

（23）健康長寿社会を支える栄養・機能性に優れた農林水産物・食品を供給するための技

術開発 

 

 健康長寿社会を支える食生活や食事の正しい情報を提供するとともに、栄養・機能性に

富んだ農林水産物及び食品を供給するため、健康寿命の延伸に資する農林水産物・食品の

機能性や食品の３つの機能（栄養、美味しさ、機能性）に関する科学的知見の集積に、医

学や栄養学等の関係者と連携して取り組み、老化の抑制や生活習慣病の予防、腸内環境の

改善による免疫能向上等に効果のある様々な機能性成分を引き出した新たな機能性食品・

農林水産物等を開発します。 

また、医療や運動・スポーツ分野等の関係者とも連携して、これら研究成果を活用した

様々な食サービスの提供に資する技術の開発を推進することにより、食育活動の推進とも

相まって、質の高い食生活や、高齢になっても身体を健全に保ち、活き活きとした生活が

送れる社会の実現に貢献します。 
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【農林水産業の生産流通システムを革新し、大幅なコスト削減を実現する】 

 

 現在、基幹的農業従事者の約６割は 65歳以上となっており、今後、従事者の急激な減少

・高齢化が見込まれる中、引き続き、安全で信頼される食料を安定供給していくためには、

若者の新規参入など担い手の増大が図られるよう農林水産業を魅力ある産業に変革してい

くことが重要です。 

 また、新たな食料・農業・農村基本計画では、今後 10年間で担い手の農地利用率が全農

地の８割を占める農業構造（現状５割）を実現することとしており、農地中間管理機構141を

活用した担い手への農地の利用集積を加速化するとしています。 

このため、そうした担い手が規模拡大の限界を意識することなく、ゆとりを持って農林

水産業に取り組むことができる技術的な基盤を確立することが必要です。 

 こうした中で、平成 26 年９月、内閣官房に「ロボット革命実現会議142」が設置され、I

CTやロボット技術を農林水産分野のほか、医療・介護等の様々なサービス分野等に導入し、

生産性の向上など我が国が抱える様々な課題の解決の切り札にすると同時に、世界市場を

切り開く成長産業に育成していくとする政府方針が決定されました。 

 このため、こうした政府方針の下、ICT やロボット技術等の最先端技術を農林水産・食

品分野に導入することによって、現行の生産流通システムを革新して、大幅なコスト削減

や農林水産物のバリューチェーンの構築等を図り、農林水産業を若者に魅力ある産業とし

て変革させるため、以下の重点目標を掲げ、必要な研究開発を総合的に推進することとし

ます。 

 

（24）農林水産物の生産・流通システムを革新するための技術開発 

 

 これまでの規模拡大の限界を超えた超省力・大規模経営の実現や、長年の経験や勘に頼

らなくとも新規就農者や女性など誰もが取り組みやすい農林水産業（農林水産業のスマー

ト化）を実現するため、複数の農業機械が人工知能等を用いて協調しながらほ場内を走行

するマルチロボットシステムの開発、森林管理作業など重労働・危険作業のロボット化、

ほ場毎の生育情報など膨大なセンシング情報と作物生育モデルを組み合わせ、品質や収量

の最大化に向けて農作物に最も適した栽培管理方法等を見いだす「次世代栽培支援システ

ム」、多数のほ場におけるロボット作業を地図上で統合的に管理する「次世代営農管理シ

ステム」、農業水利施設の自動・省力化技術など現行の生産・流通システムを革新する基

盤技術を開発します。 

                                                                                                                                                            
141 農地中間管理機構：http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/ 
142 ロボット革命実現会議：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/robot/ 
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【農山漁村に新たな産業や雇用を生み出す】 

 

 今後、少子・高齢化による人口減少を迎える中で、特に、農林水産業が基幹産業となっ

ている中山間地域ではそのスピードが早く、地域の農林水産活動や共同活動が弱体化し、

農地・森林の荒廃や定住基盤の崩壊が懸念される状況にあります。 

 こうした中山間地域等に活力や賑わいを取り戻すためには、基幹産業である農林水産業

の再生・振興を図るとともに、地域の未利用資源等を活用したイノベーションを巻き起こ

し、新たな産業や雇用を生み出すことが重要です。 

 また、そうした資源循環型の望ましい農山漁村を実現することは、農山漁村地域に対す

る国民の期待や魅力づくりにもつながるものと考えられます。 

 このため、以下の重点目標を掲げ、必要な研究開発を総合的に推進することとします。 

 

（25）地域資源を活用した新産業創出のための技術開発 

 

 地域の未利用バイオマス資源を活用した新たな地域産業を創出するため、林地残材を活

用したセルロースナノファイバー143、リグニン144等を原料とした高付加価値製品等の製造

・利用技術や、農産廃棄物や家畜排せつ物等を無駄なくエネルギー（電力・水素燃料等）

及び肥料に変換する技術を開発します。 

また、中山間地域や離島の利点を活かし、医薬品や機能性素材等を植物やカイコ等に作

らせる技術（遺伝子組換え技術等）の開発、薬用成分に優れた薬用作物品種の育成や栽培

技術体系の確立、きのこ等林産物の高度利用技術や、藻類からの有用成分の高効率製造技

術等の開発を進めます。 

 

【農林水産物の単収・品質向上を促進し、「強み」をさらに引き伸ばす】 

 

 今後、高齢化の進展等に伴う食料消費の動向変化に対応しつつ、安価な輸入農産物との

競争に打ち勝つことができる農林水産物を供給していくためには、国産の強みである品質

を損ねることなく、単収をさらに高めて生産コストを引き下げ、機能性等の新たな付加価

値を付与した画期的な新品種を次々と生み出していくことが重要です。 

 また、温暖化の進行に伴う作柄・品質の不安定化や新たな病害虫の発生等にも対応して

いくためには、生物が有する遺伝的な潜在能力を最大限に引き出すための育種技術の高度

化や、変異に富んだ遺伝資源（育種素材）を国内外から円滑に取得できる条件整備が必要

                                                                                                                                                            
143 セルロースナノファイバー：木材から得られるパルプなどを原料とし、化学的、機械的に処理してナノサイズまで細

かく解きほぐした、平均幅が数～20nm程度、平均長さが 0.5～数μm程度のサイズの繊維状物質。 
144 リグニン：木質バイオマスの約３割を占める成分で、木質バイオエタノールの製造工程や紙パルプの製造工程におい

て副産物として産出されるもの。 
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です。 

 農作物等の育種分野では、既に約 40の農作物・林木についてゲノム情報が解読145される

とともに、様々な有用遺伝子が特定されつつあり、今後は DNA 配列を目印にして短期間に

有望な新品種を見つけ出す DNA マーカー選抜育種法等が利用できる環境が整いつつありま

す。また、遺伝子組換え技術については、これまでは通常の育種方法では導入することが

できない微生物等他の生物種が有する形質（殺虫機能等）などを導入するための方法とし

て利用されてきましたが、最近では、果樹の開花を早めて育種期間を短縮したり、突然変

異を狙いどおりに作り出すなどの新たな育種技術146が開発され、これまで 10年以上もの歳

月を要していた農作物の育種スピードを飛躍的に高めることが可能となりつつあります。 

 こうしたことから、以下の重点目標を掲げ、必要な研究開発を総合的に推進することと

します。 

 

（26）世界に誇れる強みのある農林水産物の開発 

 

 温暖化や新たな病害虫の発生・侵入など今後の自然環境の変化にも対応しつつ、超多収

と良食味とを兼ね備えた画期的なイネ品種や、海外の市場も視野に据えた強みのある野菜

や果樹、畜産物、林産物、水産物などを次々と開発するため、広範な農林水産物について

ゲノム情報の解読や遺伝子の機能解析等を加速化するとともに、DNA マーカー選抜育種技

術やゲノム編集技術147、オミクス解析技術148等を組み合わせた新たな育種技術を開発しま

す。また、家畜の効率的な繁殖技術、林木育種の高速化や養殖用魚類の育種改良技術の開

発、海外遺伝資源の導入環境の整備等を計画的に進めます。 

こうした取組によりコメの単収を３倍程度（1.5t/10a）に引き伸ばし、半世紀を要して

いた果樹の育種期間を 10年以内に短縮させ、人工養殖に適したマグロ等の魚類品種を育成

するなど農林水産物のポテンシャルを最大限に引き出し、民間企業の育種事業への参入も

相まって、世界に誇れる強みのある新品種を次々に開発していくこととします。また、微

生物等の他の生物種が有する形質（病害虫抵抗性等）を組み込んだ遺伝子組換え農作物に

ついても、着実に研究開発を進め、将来の食料・環境・エネルギー問題に備えることとし

ます。 

 

                                                                                                                                                            
145 NIAS DNA Bank HP：http://www.dna.affrc.go.jp/jp/ 
146 植物における新育種技術(NPBT:New Plant Breeding Techniques)の現状と課題：http://www.scj.go.jp/ja/member/i

inkai/kanji/pdf22/siryo195-5-10.pdf 
147 人工ヌクレアーゼとよばれる DNA切断酵素を用いてゲノム DNAを配列特異的に切断し、その切断部位が修復される過

程で偶発的に生じる変異を利用した遺伝子改変技術。 
148 生物の細胞の中にある遺伝子、mRNA、タンパク質などの変動を従来のように個別に調べるのではなく網羅的に解析す

ることで生命現象を包括的に理解する研究手法。 



44 

 

【農林水産業の持続化・安定化を図る】 

 

 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第５次評価報告書149では、世界の平均気温が

今世紀末の世界の平均気温が最大のシナリオで 2.6～4.8℃上昇するほか、異常気象の発生

頻度が高まる可能性が非常に高いと予測しており、今後、農作物の栽培適地や漁場環境・

海流、生物の生息域等が大きく変化し、農林水産業に深刻な影響をもたらす可能性があり

ます。 

また、新たな病害虫・疾病の発生及びまん延リスクが高まり、豪雨や渇水等の異常気象

が頻発するなど食料供給の不安定化が予想される状況にあります。 

 加えて、肥料や飼料、燃油等の生産資材については、現在その多くを海外に依存してお

り、今後も見込まれる新興国による需要増や資源の枯渇化による影響を受け、将来価格の

高騰や調達の困難化が必至と考えられます。 

 林業分野においては、森林資源の利用拡大を進めるに当たって、適切な森林整備・保全

を通じて、国土の保全、水源の涵養や地球温暖化防止等の森林の有する多面的機能を発揮

させることが一層重要となっています。 

 水産分野においては、世界的な水産物の需要量の高まりを背景として昨今、国際的に水

産資源の管理規律が強化される傾向にあり、魚介類の最大消費国たる我が国が水産資源の

持続的な利用・管理に向けてリーダーシップを発揮していくことが必要です。 

  このため、農林水産業の持続化・安定化を図るため、以下の５つの重点目標を掲げ、必

要な研究開発を総合的に推進することとします。 

 

（27）地球温暖化問題に対応した農林水産業の適応技術の開発（重点目標 26と一部重複） 

 

 温暖化の進行に伴う農林水産業への影響を低減するため、将来の気候変動が農林水産分

野に与える影響を、分野・品目毎にそれぞれ高精度に予測・評価する手法を開発し、当該

予測結果に基づき適応品種の計画的な育成や安定生産技術の開発等を計画的に進めます。 

 

（28）病害虫や家畜伝染病等の防疫技術の高度化（重点目標 22と一部重複） 

 

 気候変動等に伴う新たな病害虫の侵入・まん延、薬剤抵抗性の発達等が懸念される中、

化学合成農薬のみに依存した病害虫防除から脱却し、環境に配慮した持続的な農業や有機

農業のさらなる推進を図るため、病害虫の発生予察技術を高度化するとともに、農作物の

特性に応じた物理的・化学的・生物的な防除法を開発し、それらを組み合わせた新たな総

合的病害虫・雑草管理（IPM）技術を確立します。さらに、松くい虫などの森林病害虫の効

                                                                                                                                                            
149 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第５次評価報告書：http://www.env.go.jp/earth/ipcc/5th/index.html 
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果的な防除技術等の開発を行います。 

また、気候変動等に伴う新たな疾病の侵入・まん延に備え、発生情報等の収集及び解析

手法やサーベイランス手法、原因病原体等の正確かつ迅速な検査法、ワクチン等の省力的

かつ効果的な防疫資材の開発等を計画的に進めます。 

 

（29）資源循環型の持続性の高い農林漁業システムの確立（重点目標 25と一部重複） 

 

 林地残材や家畜排せつ物等のバイオマスを肥料・エネルギーに転換し、資源循環型の持

続性の高い農林漁業システムを構築するため、木質バイオマス発電に伴い発生する廃熱等

を施設園芸等に利用するためのシステムの開発、農産廃棄物や家畜排せつ物等からエネル

ギーや肥料等を低コスト製造する技術等を開発し、資源を無駄なく最大限に効率利用でき

る条件を整備します。また、農山漁村に賦存する多様な再生可能エネルギーを活用した自

立・分散・協調型のエネルギーシステム等の開発を進めます。 

 

（30）農山村の多面的機能を最大限に発揮させ、農山漁村インフラ及び森林を持続的に整

備・利用・管理する技術開発 

 

 農山漁村インフラの高度化、長寿命化及び強靱化を図るため、ICT等を駆使した省力的な

営農や水利施設管理体制の変化に対応する次世代農業水利システムの開発、新材料や新工

法を導入した農業水利施設の低コスト長寿命化技術の開発、農山漁村インフラの防災・減

災機能を強化するための研究開発などを進めます。また、将来にわたり農村の持続的な振

興を図るため、農業農村の有する多面的機能の維持向上のための研究開発を進めます。 

 国土の保全や水源の涵養、地球温暖化の防止等森林の有する多面的な機能を最大限に発

揮させつつ、森林を将来にわたり持続的に利用・管理していくため、国産材の効果的・効

率的な流通を図るための林業経営・流通システム及び木材の需給調整システムの開発、IC

T を活用した新たな木材流通システム、レーザー計測やロボット技術等を組み合わせた革

新的な林業生産技術、大径木化に対応した加工システム等を開発します。さらに、局所的

に頻発する表層崩壊等の災害メカニズムを解明して、ハザードマップに活かすとともに、

山地防災技術の開発等を進めます。 

 

（31）海洋生態系と調和した水産資源の持続的な利用を支える水産技術の開発 

 

 生態系と調和した水産資源の持続的な利用を図り、和食文化を支える多様な魚介類の安

定的な供給を図るため、高解像度の人工衛星情報や海洋微生物のメタゲノム情報150等から

                                                                                                                                                            
150 メタゲノム情報：環境中の微生物群をまとめて DNA解析することにより、当該環境における微生物相の特徴を明らか

にする方法。 
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得られたデータ等を駆使することにより、海洋環境のモニタリング技術をより高度化する

とともに、魚の大きさや種類を判別できる新たな魚群探知機の開発、水産資源の評価・管

理手法の高度化等を図ります。 

 また、養殖生産を推進するため、多彩な魚介類について種苗生産技術を開発するととも

に、優良な育種品種、低魚粉養魚飼料、閉鎖循環陸上養殖技術等の開発により、天然資源

への依存度を低減した高度な養殖生産体制の確立を目指します。 

 

【地球規模の食料・環境問題に対処し、国際貢献を行う】 

 

 国連の推計151によると世界人口は、2050年には 1.3倍の 96億人に達すると見通され、新

興国における経済成長や所得水準の向上も相まって、中長期的には世界の食料需給がひっ

迫することが懸念されています。こうした中で、農業生産の潜在能力が十分に発揮できて

いない開発途上地域を対象として、地域の自然環境にも配慮しつつ、持続性の高い農業生

産活動を推進し、世界の食料増産を推進することが必要です。 

 また、今後、温暖化の進行に伴う異常気象の頻発や新興・再興性の家畜疾病や病害虫の

まん延、水資源の不足等により、世界的に農作物の生産条件が悪化すると予測されている

中で、国際的な協調の下で、食料の増産や持続可能な森林経営などの気候変動の緩和及び

適応といった地球規模課題に対応した研究を推進し、先進諸国の一員として積極的に国際

貢献を果たすことが期待されています。 

 このため、以下の重点目標を掲げ、必要な研究開発を総合的に推進することとします。 

 

（32）気候変動等の地球規模課題への対応や開発途上地域の食料安定生産等に関する国際

研究 

 

 地球規模の気候変動への対応や生物多様性の保全、越境性感染症の防疫等に向けた国際

的な枠組みに対応しつつ、環境と調和した持続性の高い農林水産業を実現するため、水田

から排出されるメタンの発生抑制技術など温暖化緩和技術の開発、生物多様性等と関連し

た生態系サービスの解明・評価、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の流行様式や分布

の解明、森林の機能発揮に向けた研究等を計画的に進めます。 

 また、国際農業研究機関等と連携して、アフリカ等の低肥沃土、乾燥等の不良環境に適

応可能なイネ等農作物の育成や栽培技術体系の確立、近隣アジア諸国との越境性感染症に

関する共同研究、キャッサバ・パルプ等の未利用バイオマスの高度利用技術、森林減少・

劣化の評価手法と対策技術等を開発し、地球温暖化の影響が著しい開発途上地域等におけ

る持続的かつ効率的な農林水産活動を支える技術の開発を行うこととします。 

                                                                                                                                                            
151 国連 HP：http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm 


