
様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－９－（３） 農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保 

関連する政策・施策 農林水産研究基本計画 当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構法第 14 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 
 
２．主要な経年データ 

 ①モニタリング指標 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 備考  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

民間企業、公設試等との共同研究数 130 147 234 71 143  予算額（千円） 12,215,166 12,568,399 11,996,187 10,885,850 10,018,752 

シンポジウム・セミナー等開催数 11 17.5* 20 17.5* 3.5*  決算額（千円） 12,279,384 12,452,705 11,723,052 10,259,177 9,246,943 

知的財産許諾数       特許 
              品種 

73 36 34.5 30 36  経常費用（千円） 11,377,160 11,172,554 10,519,790 9,668,238 9,555,141 

25 65 20 32 32  経常利益（千円） △986,982 △166,614    65,196 △152,308   136,952 

技術指導件数 322 226 179 141 159  行政サービス実施コスト（千円） 9,827,413 9,478,323 9,023,452 － － 

新聞、雑誌への記事掲載数 425 447 323 250 239  行政コスト（千円） － － － 11,222,784 10,681,070 

目的基礎研究への研究資源の投入状況         
エフォート 

予算（千円） 

8.0 7.4 4.9 5.0 6.4  
従業人員数（人） 625.1 609.6 606.8 558.0 558.4 

＊端数が生じたのは、Ⅰ-9(4)に跨がるため。 
34,702 37,094 26,795 23,000 39,500  

 
３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中長期目標 中長期計画 
 「農林水産研究基本計画」に即し、農業・農村の所得増大等に向けて、生産現場等が直面する問題を速
やかに解決するための研究開発を最優先課題と位置付ける。また、中長期的な戦略の下で着実に推進する
べき研究開発とともに、以下に示すような研究開発を基本的な方向として、研究開発を計画的かつ体系的
に展開する。 
（３）農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保 
 安全で信頼され付加価値の高い農産物・食品の安定供給や、国民の健康長寿に貢献する研究開発 
 これらの研究開発については、地域の実態や生産者、消費者及び実需者のニーズを踏まえつつ、公設試、
普及組織、行政機関、大学、民間企業等との連携・協力の下で効率的に推進するとともに、研究開発成果
を社会実装する取組を行う。 
 加えて、こうした基本的な方向に即して、将来のイノベーションにつながる技術シーズの創出を目指す
ために重要な出口を見据えた基礎研究（目的基礎研究）を適切なマネジメントの下、着実に推進する。 
 これらのことを実現するため、別添１に示した研究開発を進める。 

 農業の成長産業化や農業・農村の所得増大等に向けて、別添１に示した研究を以下に留意しつつ重点的に推進する。 
ア 地域の実態や農業者、実需者及び消費者のニーズを踏まえつつ、公設試、普及組織、行政機関、大学、民間企業等

との連携・協力の下で効率的に推進する。 
イ 研究課題の推進に際しても、研究開発成果の社会実装の強化を念頭においた取組を行う。 
ウ 農研機構で実施する目的基礎研究については、「農林水産研究基本計画」における基本的な方向に即しつつ、出口

を見据えたテーマについて、研究者の新しいアイディアを活かしながら実施するものであることを職員に周知させる。
研究課題の設定に際しては、農研機構で実施することの有効性を見極めた上で、短期的な成果を追求するのではなく、
将来のイノベーションにつながる技術シーズの創出を目指した先駆的研究としての発展可能性を重視する。また、研
究の進行管理に当たっては、進捗の段階ごとにピアレビューを行う等により、研究方法の修正や研究課題の中止を適
宜行う仕組みを構築し、着実に推進する。 
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【別添１】研究開発の重点化方向と成果の社会実装 
令和 2 年度末までに以下の研究開発等を行う。 
３ 農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保 
＜安全で信頼され付加価値の高い農産物・食品の安定供給や、国民の健康長寿に貢献する研究開発＞ 
（６）園芸作物の次世代型生産・流通・加工技術体系の確立 

国内外での需要の拡大を図るため、消費者や実需者のニーズに対応した品種の育成と、品種特性に応じ
てきめ細やかな品質管理を可能とする生産・加工技術等の開発が求められている。また、農業従事者の減
少・高齢化がさらに深刻化すると予想される中、園芸農業を維持できるようにするためには、規模拡大を
図り、省力化を実現する生産技術の開発が必要である。さらに、エネルギーコストの増加が経営を圧迫す
る中、高温・多湿な我が国の気候に対応しつつ省エネ・省力・高収量を一体的に実現する生産システムの
確立が必要である。 

このため、加工・業務用需要に適した品種、健康機能成分に富んだ品種、温暖化の進行に備えた品種、
良日持ち性や病害虫抵抗性の品種等を育成するとともに、品種特性に応じた高品質安定生産・加工技術等
を開発する。野菜・花きについては、民間企業や都道府県の育種を下支えするための先導的品種・中間母
本を育成する。また、施設園芸においては、省エネ・高品質・高収量を一体的に実現するため、施設栽培
環境に適した品種と高度環境制御や地中熱等を利用した生産システムを確立する。さらに、果樹・茶につ
いては、香り等新たな価値を有する果実を生み出すための育種素材や新たな作業機械等の活用による省力
化・軽労化技術等を開発する。特に、加工用リンゴ栽培については、省力樹形と摘果剤等の活用により、
労働時間を生食用慣行の 1/3 に削減する。日持ちが短く問題となっている花きの品目については、良日持
ち性品種と品質保持期間延長技術により切り花の品質保持期間を現状の２倍に延長する技術を開発する。 
さらに、選抜段階から実需者の意見を取り入れたマーケットイン型育種と生産者・普及組織・公設試等と
の連携に基づいた現地実証試験等を実施するとともに、必要に応じて母樹の増殖を行い、新品種の速やか
な普及を目指す。また、栽培・加工技術についても地域農業研究センターのハブ機能等を活用することに
より、生産者、加工業者等の技術のユーザーの意見を取り入れながら、技術の実用性の確保、現地実証試
験等を適切に行い、迅速な技術移転を図る。 
 
（７）新たな国内需要への対応、６次産業化及び輸出促進のための食品の品質・機能性評価及び加工・流
通技術の開発 

国民の健康意識が高まり、食による健康維持・増進の実現への期待が膨らむ中、健康維持・増進効果に
対する科学的根拠のある高栄養・健康機能性の農産物・食品を開発し、食生活を通じて国民の生活の質を
一層向上させる等、農産物の新たな付加価値の創出に貢献する研究開発が求められている。また、和食の
海外普及や世界の食市場の拡大が見込まれる中、グローバル・フードバリューチェーン戦略に対応した農
産物・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が必要とされている。 
このため、ムギ類、ダイズ、米、野菜等の農産物や乳製品、発酵食品等が持つ健康機能、栄養及び美味し
さ（食品の３つの機能）に関する科学的知見を獲得・充実させることにより、生活習慣病・老化予防効果、
免疫機能向上効果等の多様な高栄養・健康機能性の農産物・食品を開発する。農産物・食品の輸出拡大や
通年供給のための新たな鮮度保持・長期貯蔵技術、輸送技術を開発するとともに、国際規格等に対応した

 
【別添 1】研究開発の重点化方向と成果の社会実装 
令和 2 年度末までに以下の研究業務を行う。 
３ 農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保 
（10）果樹・茶生産の生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発 

カンキツについては、平均気温が２℃以上上昇しても品質低下の影響を 1/2 以下に抑えられる品種やカットフルーツ
に適した液だれ性の低い品種を育成するとともに、加工専用園を対象とした化学農薬使用の半減技術やハダニ等の効果
的防除技術、酵素剥皮技術等を開発する。リンゴ等の寒冷地果樹については、安定して着色する早生又は中生のリンゴ
品種の育成及び香り等の優れたリンゴ育種素材の開発を行うとともに、加工用リンゴを対象に省力樹形と摘果剤等の活
用により労働時間を生食用慣行の 1/3 に削減する技術や土着天敵を活用したハダニ等病害虫の効果的防除技術を開発す
る。ニホンナシ、クリ及び核果類については、低温要求性の低いモモ等を育成するとともに、ニホンナシ等の機械化栽
培に適した整枝法やウメ茶かす症等の効果的防除技術、モモ果実の軟化制御技術を開発する。ブドウ及びカキについて
は、黄緑色又は安定して着色するブドウ品種を育成するほか、カキにおいて、わい性台木の早期育苗技術や樹上脱渋法
を開発するとともに、枝幹害虫に対する効率的な防除技術を開発する。また、画期的な果樹品種の効率的育成に向けて、
リンゴの斑点落葉病抵抗性等の高精度 DNA マーカーを開発するほか、複数遺伝子に支配される果実形質に優れる個体
の効率的選抜技術やナシ等で生産コストを低減可能な品種の育成に利用可能な育種素材を開発する。茶については、海
外需要の高い抹茶・粉末茶に対応する品種の育成や機能性成分を多く含む系統の開発、品種特性に応じた栽培体系の確
立、加工技術の開発、品質評価法の開発、機能性成分の解明を行うほか、肥料成分の動態解明による省資源茶園管理技
術及び多揉捻による高品質製茶法を開発するとともに、病害虫の生態解明等に基づく高度発生予察法を利用した IPM モ
デルを確立する。 

さらに、果樹では、普及性の高い品種を育成するため、全国の公設試と連携した系統適応性検定試験及び流通・小売
業者や消費者による求評会を実施するとともに、カンキツ新品種の速やかな普及に向けて、種苗業者への穂木の供給量
を倍増させる。茶では、主産府県と連携した育成系統評価試験や現地実証試験を実施するとともに、苗木の供給量を増
加させる。品種特性にあった栽培法や製茶法を提示するとともに、セミナー等における試飲を行い、普及の促進を図る。 
 
 
 
（11）野菜・花きの高収益生産技術の開発 

露地野菜生産では、地下水位制御システム（FOEAS）や畑地用地下灌漑システム（OPSIS）を活用した水管理による
安定生産技術や、出荷２週間前に収穫予測を行い、それを基に出荷調整を支援する技術を開発する。施設野菜生産では、
地中蓄熱を利用した省エネ・低コスト・耐候型の栽培施設を開発するとともに、太陽光利用型植物工場における栽培管
理の省力化、省エネ化、安定多収化、減農薬、機能性成分の量的制御を可能とする技術を開発し、トマト生産では年間
収量 55 t/10a を実現できる技術の体系化を行う。野菜育種では、加工・業務用途や施設での高品質・多収生産に適した
品種を育成するとともに、遺伝資源やゲノム情報を活用した育種基盤技術を開発し、病害虫抵抗性等の先導的形質を持
った品種・中間母本を育成する。また、機能性成分に富んだ野菜品種の効果的な育種を行うための評価法やそれを利用
した効率的な選抜技術を開発する。花きでは、輸出等の新たな需要の拡大を目指して、ゲノム情報を活用した分子育種
により、キクやカーネーションにおいて花型や花色が希少な形質や日持ち性の良さ、病害虫抵抗性を持ち実需者や消費
者のニーズに対応した品種・系統を育成する。暖房経費の高騰や夏季の高温に対処するため、主要花きにおいて、局所

91



栽培方法・加工技術や品質評価手法を開発する。 
さらに、「機能性表示食品制度」の開始等による関心の高まりを踏まえ、機能性農産物・食品に関する

情報提供を充実させる。また、食農ビジネスにつながる連携・普及活動と手法開発を同時に行い、消費者
や関連企業のニーズに直結した連携・普及・研究を一体的に推進する。地域のハブとなる地域農業研究セ
ンターと普及のためのノウハウを共有する等、連携を強化することにより、得られた研究成果の速やかな
普及を図り、６次産業化及び輸出の促進に貢献する。 
 
 
 
 
（８）食品の安全性・信頼性向上及び農業生態系における化学物質等による汚染リスク低減技術の開発 

今後の国内外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、農作物の生産・流通から食品の加工・販売に至る様々
な危害要因の健康へのリスクを低減することが求められている。加えて、消費者及び生産者の利益を保護
することにより、農林水産業や関連産業の発展を促すことが求められている。 

このため、コーデックス委員会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、米の
ヒ素濃度を低減するための技術開発のほか、穀物中のカビ毒、加工食品のアクリルアミド及び農業環境中
の残留性有機汚染物質等の有害化学物質並びに腸管出血性大腸菌 O157、カンピロバクター等の有害微生
物といった危害要因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 HACCP の取組を支援
するためのリスク管理技術の開発等を行う。また、食品の信頼性確保のため、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、品種・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行う。 

さらに、これらの技術開発で得られた成果は、行政部局が作成する実施規範や管理マニュアル等に反映
させる。リスク管理に役立つ技術は都道府県の公設試や普及組織等と協力して実証試験を各地で実施し、
地域条件に応じた技術を確立する。また、リスク検出技術は活用現場を見据えた開発を行い、民間企業に
技術移転する等、速やかな社会実装を行う。一方、食品の信頼性確保にかかる産地判別技術等は、農林水
産消費安全技術センター等と連携して普及を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

温度管理等による温湿度の環境制御、CO2 の長期長時間施用及び養液による肥培管理を活用した高品質花き生産技術を
開発する。また、切り花の輸出等を可能とするため、ダリアのように日持ちは短いが実需者ニーズが高い花き品目につ
いて、植物成長調節物質処理を活用し、切り花の品質保持期間を２倍に延長できる技術を開発する。 

さらに、露地野菜においては産地間連携に役立つ収穫予測・出荷調整支援技術の生産現場への実装に取り組み、周年
安定供給の確保につなげる。大型施設栽培においては、都道府県や大学、民間企業と連携しながら、トマトを始めとす
る果菜類の低コスト・高品質・多収生産の総合的な実証を行うことにより、大規模に集約された次世代施設園芸拠点の
形成に貢献する。野菜や花きの品種育成においては、公設試や民間企業と連携した現地実証試験を実施し、先導的品種
の普及を進めるとともに、民間や都道府県の育種を下支えする。また、花きの生産・品質管理技術に関しては、公設試、
普及組織、流通業者と連携して実証試験を行い、普及の促進を図る。 
 
（12）食品の栄養・健康機能性利用技術及び次世代加工・流通技術の開発 

世代別個人の健康寿命延伸のため、農産物や日本食の生活習慣病予防効果などの栄養・健康機能性に関する科学的知
見の集積、農産物中の機能性成分の作用メカニズムや動態解明、次世代機能性の評価及び機能性を有する農産物・食品
の開発を行う。また、「機能性表示食品制度」への関心の高まり等を踏まえ、農林水産物・食品の評価情報データベー
スの拡充を行う。国民の食生活の質の向上や地域ブランド農産物等の競争力強化のため、食農ビジネス構築のためのマ
ーケティング手法を開発し、新たな感覚機能評価手法を確立して、高品質で栄養・健康機能性や嗜好性に優れた、地域
の特色ある農産物・食品開発へ応用する。国産農産物の高付加価値化と利用率の向上のため、発酵食品生産技術の高度
化を行うとともに、先導的な微生物・酵素・生体機能の利用技術及び工学的手法を活用した先端加工技術を開発する。
国産農産物・食品の需要拡大と輸出促進を図るため、国際標準等の情報収集に基づく栽培方法の整理及び加工・評価技
術の開発と体系化を行うとともに、通年供給可能な高品質保蔵技術などを開発する。また、６次産業化と農産物の輸出
に資する長距離輸送・長期貯蔵システムを開発する。新たな農産物・食品の開発過程では品質の科学的評価や効率的制
御が必要となるため、ヒトを含む情報計測手法に基づいた基盤的及び総合的評価技術を開発する。 

さらに、民間関連企業等と食農ビジネスの推進・普及のためのノウハウを共有する等、連携を強化するとともに、得
られた研究成果の速やかな普及を図り、６次産業化、輸出の促進、食品産業の発展に貢献する。 
 
 
 
（13）生産現場から食卓までの農産物・食品の安全性及び信頼性確保技術の開発 

国際的な基準値策定等の動向を考慮し、生産段階でのヒ素等の有害化学物質低減のため、水稲のヒ素とカドミウムの
同時低減を実現する総合的な管理技術体系を確立する。また、農薬等の作物残留リスクを評価するため、作付の適否判
断のための土壌診断技術及び作物吸収・移行モデルを開発する。フードチェーンでの危害要因低減のために、腸管出血
性大腸菌 O157、カンピロバクター等の有害微生物の汚染実態解明や迅速・簡便な検出技術及び制御技術を開発する。
また、カビ毒等の有害化学物質の分析技術の開発や動態解明を行う。加工食品中のアクリルアミド等、リスク管理が必
要な危害要因については低減技術の開発を併せて行う。農産物･食品の信頼性確保のため、品種・生物種の簡便な判別・
検知技術の開発、ゆで野菜やもち等の加工品を含む食品の産地判別技術の開発と高度化等を行う。 

さらに、これらの技術開発で得られた成果を、行政部局が作成する実施規範や管理マニュアル等に反映させる。リス
ク管理に役立つ技術は公設試等と協力した現地実証試験により、地域条件に応じた技術体系を確立する。検出・制御技
術は、現場ニーズを見据えた開発を行い、民間企業に技術移転する等、速やかな社会実装を行う。一方、産地判別技術
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（９）家畜疾病及び作物病害虫の防疫技術の開発 

家畜防疫については、我が国の近隣諸国における口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜の伝染性
疾病の侵入防止、国内で確認されているヨーネ病、牛白血病、牛ウイルス性下痢・粘膜病、豚流行性下痢、
乳房炎等による損耗防止、気候変動に対する節足動物媒介性感染症等への対応が求められている。また、
植物防疫については、世界的な気候変動や貿易の拡大等に伴い、新たな作物病害虫の侵入・まん延等が懸
念されるとともに、国内新興・再興病害虫のまん延防止が課題となっている。さらに、農産物の輸出に際
しては、輸出先国の求める衛生条件等を満たすための体制を整備していく必要がある。 

このため、近隣諸国で発生している家畜疾病については、諸外国と連携し、家畜疾病の発生予防及び制
圧に係る調査研究及び技術開発を実施するとともに、我が国に万が一侵入した場合に備え、正確かつ迅速
な診断法やまん延防止に係る技術を開発する。国内に常在している家畜疾病に対しては、感染個体の早期
発見技術の開発や診断・予防技術を高度化するとともに、ワクチンや抗ウイルス薬を開発する。加えて、
畜産農場における衛生管理を向上させるため、生産段階における安全性確保技術の開発を実施する。 

また、農産物の輸出促進上重要となる我が国既発生の病害虫の生態等を解明するとともに、我が国未発
生の作物病害虫に対しては、リスクを適切に評価し、科学的妥当性に基づく防疫技術を開発するとともに、
国内新興・再興病害虫のまん延予測と回避技術を開発する。輸出先国の衛生条件や残留農薬基準等に対応
するために必要な研究・技術開発を行う。これら各種知見について農林水産省と情報を共有する。 
さらに、農林水産省、都道府県の家畜保健衛生所等に対し疾病の診断に係わる情報の提供を行うとともに
必要な講習会等を実施して、情報の普及、平準化を図る。また、農林水産省、都道府県の病害虫防除所等
に対して、病害虫の発生や診断に関わる情報の提供を行う。得られた予防・発生・診断技術等をマニュア
ル化し、病性鑑定指針を改定するとともに講習等を実施してこれらの普及を促進する。加えて、国際獣疫
事務局 (OIE)や国際植物防疫条約（IPPC）による国際基準の設定等に貢献する。ワクチンや抗ウイルス
薬に関しては、社会実装の具体的な姿を想定して研究開始時に策定する知財戦略に従い、これらの研究成
果を民間事業者等に移転することにより速やかな普及を図る。 
 

等は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター等と連携して普及を図る。 
 
（14）家畜疾病の診断・予防技術の開発 

我が国の畜産の生産性を高めるためには、国内で発生が認められ、損耗要因となる感染症の流行防止と海外からの重
要伝染病の侵入リスクの低減が必要である。そのため牛白血病、豚流行性下痢など国内に発生するウイルス病の原因ウ
イルスゲノム解析、感染免疫の研究、疫学マーカーによる解析等によりウイルス性疾病の発病・伝播様式を解明する。
また、省力的多検体検査や早期摘発検査、感染防止技術を開発する。ヨーネ病等の細菌性疾病に対しては、細菌等の遺
伝子解析、薬剤感受性、血清型、毒素産生性等の病原性に関する要素を明らかにし、家畜の細菌性疾病の発病・伝播機
構を解明するとともに、診断方法及びワクチンを開発する。また、畜産物による人への健康被害を防ぐため生産段階に
おける微生物汚染の低減化技術を開発する。海外からの国際重要伝染病の侵入リスク低減に関し、口蹄疫ウイルスの性
状を解明するとともに、簡便かつ迅速、変異ウイルスにも対応可能な診断法を開発する。また、インフルエンザウイル
スの病原性についての分子基盤解析や診断方法及びワクチンの開発を行い、抗ウイルス薬の評価を行う。疾病に関する
生体側の問題解決のため、飼養環境の変化や病原体の蔓延によって起こる生産病、日和見感染症、乳房炎や繁殖障害等
の病態解析及び制御技術開発を目指し、乳房炎ワクチン及び生体マーカーやセンサー等の機器を用いた家畜の健康状態
を把握する技術を開発する。疾病を流行様式から捉えるため、家畜重要疾病発生時の流行や気候変動等に伴い発生する
可能性のある新たな家畜疾病の侵入対策に利用できる評価手法を開発し、また、疾病の流行を予測するシミュレーショ
ンモデル等のツールを開発する。また、疾病発生のリスク解析や経済的影響の解析を行う。節足動物媒介性疾病につい
てもモニタリングを実施するとともに、診断法や新たな監視技術を開発する。畜産物の信頼性を高めるため、食の安全
性確保技術として食中毒の原因菌の診断、型別法、防除法を開発するとともに、かび毒、中毒性疾病の検出法の開発並
びにプリオンの病原性発現機構の解明、検出及び不活化技術の開発を行う。 

さらに、開発した診断法等の技術情報は、国際獣疫事務局（OIE）を通じた国際衛生基準の策定、国内の病性鑑定指針
の改訂、行政施策への反映に貢献する。また、輸出戦略を含む我が国の畜産物の国際競争力の強化のための活用を図る
ため、講習会等を通じて、動物検疫所、都道府県の家畜保健衛生所への普及を図る。必要とされるワクチンや診断キッ
トは技術開発の後、特許を取得し、これを基に民間企業との共同研究で開発に取り組み、速やかな普及を図る。 
 
（15）病害虫のリスク管理と植物検疫高度化のための研究開発 

我が国農産物の輸出を促進するため、輸出先国のリスク評価にとって重要となる我が国既発生の病害虫の農産物への
寄生性や輸出先国での発生状況など当該病害虫の生態等の科学的知見を得るとともに、速やかに農林水産省に提供する。
加えて、輸出相手国が求める植物検疫や残留農薬基準などの衛生と植物検疫に関する保護水準を満たすため、物理的防
除や耕種的防除を組み合わせた輸出型防除技術を開発するとともに、病害虫防除の水準を評価する手法を開発する。一
方で、我が国未発生の作物病害虫については、海外からの新規病害虫の侵入を阻止するために、植物検疫において利用
可能なリスク評価に基づく迅速な検出・同定技術を開発する。また、検疫有害動植物であるジャガイモシロシストセン
チュウ、ウメ輪紋病や、キウイフルーツかいよう病、トビイロウンカ等、植物防疫行政上重要な病害虫の国内での発生
や、気候変動等に起因するこれら病害虫の発生拡大に対応した適切なリスク管理のための防疫対策技術として、高精度
な発生予測技術、検出・診断法、必要な防除技術を開発する。薬剤の連用による薬剤抵抗性病害虫個体群の発生を防止
するため、ゲノム情報を活用した薬剤抵抗性病害虫の管理技術や薬剤抵抗性病害虫の発生・拡大を正確かつ迅速に予測
する技術を開発する。 

さらに、海外からの病害虫の侵入を阻止する技術、植物検疫上重要な病害虫の防疫対策技術や病害虫の発生・診断に
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関わる情報は、速やかに農林水産省、都道府県の病害虫防除所へ提供し、植物防疫行政へ貢献するとともに、国際植物
防疫条約（IPPC）によるリスク評価手法や検出・同定技術の国際基準の設定にも貢献する。開発した輸出型防除技術や
薬剤抵抗性を発達させない薬剤使用技術は、それぞれ行政や普及組織等による指導、講習等を通じて生産現場への普及
を図る。 

評価軸・評価の視点及び
評価指標等 

令和２年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価 
年度計画 主な業務実績等 自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○中長期計画の達成に向

け、ニーズに即した研究
課題の立案が行われて
いるか。 

 
＜評価指標＞ 
・課題設定において、中長

期計画への寄与や、最終
ユーザーのニーズが考
慮、反映されているか。 

・どのような体制で、どの
ような検討を行ったか。 

・設定した具体的研究課題 
※ 別表参照 

 

農業の成長産業化や農業・農村の所得増大
等に向けて、別添１に示した研究を以下に
留意しつつ重点的に推進する。 
 
 
 
 
 
 
ア 地域の実態や農業者、実需者及び消費
者のニーズを踏まえつつ、公設試、普及組
織、行政機関、大学、民間企業等との連
携・協力の下で効率的に推進する。 
 

セグメントⅢにおいては、農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保を目指し、下
記の6つの大課題で研究を行った。 
大課題10 果樹・茶生産の生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発 
大課題11 野菜・花きの高収益生産技術の開発 
大課題12 食品の栄養・健康機能性利用技術及び次世代加工・流通技術の開発 
大課題13 生産現場から食卓までの農産物・食品の安全性及び信頼性確保技術の開発 
大課題14 家畜疾病の診断・予防技術の開発 
大課題15 病害虫のリスク管理と植物検疫高度化のための研究開発 

 
○ニーズに即した研究課題の立案について 

全ての中課題において年度当初に中課題検討会（計画検討）を開催し、中課題推進責任者、
課題担当者等の出席の下で、研究推進担当理事及び大課題推進責任者により、ニーズに即した
課題立案がなされているか確認を行うとともに、「中課題目標」に基づき、中長期計画の達成
に向けた年度計画の妥当性を検討した。 

また、ニーズの把握については、事業開発室やNARO開発戦略センター（NDSC）の情報提
供、試験研究推進会議や研究会等における公設試験研究機関との情報交換やアドバイザリー
ボードを活用するとともに、行政的課題については、行政部局と密に連携しながら課題設定を
行った。 
 組織の重点課題である輸出や地方創生に貢献するスマートフードチェーン構築の取組とし
て、九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九沖 SFC プロ）では、事業開発
室を始め、九州沖縄農業研究センターやセグメント・大課題間等で連携し、農業界・産業界ニ
ーズと農研機構シーズのマッチングによる課題を立案し、遂行した。具体的には、新規課題と
して令和元年度重点普及成果の茶新品種「せいめい」を課題化し、令和 2 年度中に栽培・加工
技術の標準作業手順書（SOP）を作成・公開するとともに、現地での普及拡大に向けた取組を
加速した。令和元年度から実施中のカンショとイチゴの課題については、得られた知見等を基
に「輸送中のかんしょに対する腐敗防止法策」及び「イチゴ品種「恋みのり」栽培技術」の標
準作業手順書（SOP）を作成するとともに現地において SOP による生産者・事業者への普及
を開始した。 

フードチェーン全体のスマート化・高付加価値化の取り組みとして、品種では自家和合性の
ウメ 2 品種、夏秋どり用イチゴ、臭わないダイコンや日持ち性ダリア 3 品種等を育成し、栽
培法では高糖度温州みかん生産のための新規マルチ栽培法や早期糖度予測システム、露地野
菜生育予測・出荷調整システムや機械学習によるトマト出荷量予測法等を開発した。流通・加

＜評定と根拠＞ 
評定：A 
 
根拠： 

目標達成に向けた課題マネジメントについては、九
州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト
（九沖 SFC プロ）では輸出や地方創生に貢献するた
め、事業開発室、NARO 開発戦略センター（NDSC）
等と連携して課題の進捗管理を実施し、社会実装に向
けて研究成果の標準作業手順書（SOP）作成や現地普
及の加速を推進した。ヘルスケア産業創出研究では機
能性表示食品の市場拡大に向けた研究レビュー及びヒ
ト介入試験の実施を強化した。共同研究では事業開発
室との連携により大型の資金提供型共同研究や外部資
金の獲得を推進した。品種・加工・計測・診断等の技
術開発の知的財産化の強化や農情研等機構内の連携を
推進した。大課題推進費は大課題推進責任者（PD）の
要求に基づいて理事が査定し、スマートフードチェー
ン研究 (ヘルスケア、革新的新品種によるフードチェ
ーン抜本的改変、ムーンショット課題等)、AI・ICT 研
究、知的財産化、公設試験研究機関連携等を強化し
た。理事長裁量経費、九沖 SFC プロ等により、カンシ
ョ、イチゴ、チャ「せいめい」、硬肉モモ等のフード
チェーン構築に向けた大課題間の連携を強化した。大
型外部資金のムーンショットでは 1 件本格採択、ミレ
ニア・プログラムで 1 件予備研究（FS）採択された。 
 研究開発成果については、高付加価値化について、自
家和合性ウメ「麗和」及び「和郷」、臭わないダイコン
「ムッシューホワイト」、夏秋どりイチゴ「夏のしずく」、
良日持ち性ダリア 3 品種を育成し、実需者及び消費者ニ
ーズに高いレベルで対応した。温州みかんの高糖度生産
を安定的に可能とする S-マルチを開発・実施許諾、加工
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工技術では、収穫後のブドウの着色促進技術を知的財産化し、民間企業に技術移転した。新規
の短時間加熱殺菌法として開発中のミニマムヒーティング技術については、令和元年度末に
完成した実証試験用試作機を活用してレトルト加熱よりも品質劣化の小さい焼き蒲鉾の試作
に成功し、さらに、ソーセージや果実等へ横展開できることを提示し、事業開発室とともに企
業との共同研究に向けた取組に着手した。健康機能研究については、食によるヘルスケア産業
創出に関する大型プロジェクト推進のためのヘルスケア創出特命プロジェクトでは、NARO 
島津食品機能性解析共同研究ラボ（NARO 島津ラボ）において農研機構が有する多様な品種
（令和２年度、88 品種）に含まれる機能性成分の定量分析データを蓄積した。また機能性表
示食品の生鮮食品の市場拡大に向け、令和元年度に引き続き研究レビューの充実・公開を図る
と共に、ホウレンソウ、納豆等についてはヒト介入試験による有効性を検証し、表示届出に向
けた取組が着実に進行するなど、国産農産物・食品の付加価値向上に貢献した。 

フードチェーン全体のスマート化に向けた安全・信頼の確保の取り組みとして、除草剤クロ
ピラリドの簡易判定・対策マニュアルの改訂、水稲ヒ素低減技術の開発、ジャガイモシロシス
トセンチュウの総合的管理技術の開発、豚熱の遺伝子検査法の開発、鳥インフルエンザ発生に
伴う迅速な確定診断による緊急行政対応、ヨーネ病検査法の薬事承認申請等、科学的根拠に基
づく行政のリスク管理に貢献する成果を多数得た。 

研究課題の社会的ニーズへの対応として、「スマート農業を生産現場に導入・実証するため
の現地実証（野菜１課題、花き１課題）」、「野菜栽培環境の有害微生物動態解明と衛生管理」、
「高病原性鳥インフルエンザの対応」「豚熱（CSF）の防除技術およびアフリカ豚熱（ASF）
のワクチン開発」、「「シャインマスカット」加温栽培デジタルマニュアルプラットフォーム
実証（NTT 東日本）」等を課題化した。 

大型の外部資金獲得について政府主導のムーンショット型研究開発制度の応募では、
NDSC、知的財産部、食品研究部門が連携し、交付金の先行投入により申請段階から戦略的な
知的財産確保に努め、フードロス削減の提案課題は１件が本格採択、ミレニア・プログラムで
1 件が予備研究（FS）採択された。また資金提供型共同研究については事業開発室と連携し、
民間企業と大型資金での共同研究を開始した。 
 

用リンゴの労働時間を生食用の 1/3 に削減する栽培体
系を確立するとともに、葉ネギの生育予測・出荷調整シ
ステムをレタス・キャベツへ展開し、その効果を実証し
た。またミルクオリゴ糖大量生産方法を開発し、ミニマ
ムヒーティングによる水産練り製品の常温半年保存法
を開発するとともに、悪玉 AGEs(終末糖化産物)の研究
用キットの受注生産が１年早めて実施された。 

安全・信頼の確保について、黒糖中アクリルアミドの
低減加工技術を開発するとともに、事業者への技術移転
を推進した。クロピラリドの対策マニュアル(第 2 版)を
公開し、行政施策に活用された。家畜重要疾病である豚
熱（CSF）検査法を改良し普及させるとともに、ヨーネ
病検査法が薬事承認され全国に普及した。令和２年度に
発生した高病原性鳥インフルエンザでは緊急行政対応
として確定検査と疫学調査を実施したことで、関係自治
体から感謝状をいただいた。ジャガイモシロシストセン
チュウの早期根絶・被害軽減を目指した防除技術の開
発・実証及び普及、ジャガイモ黒あし病検出法の開発、
検疫有害動植物情報統合データベースのコンテンツ充
実等、行政ニーズに対応した。 
 研究成果の最大化に向けた社会実装の取組について
は、九沖 SFC プロにおいて、カンショの輸送中の腐敗対
策技術の SOP を作成・公開し、南九州の主要産地に普
及させたとともに、九州以外の産地からも照会があっ
た。また、省力性と輸送性の高いイチゴ「恋みのり」の
栽培技術 SOP を作成し普及させた結果、令和 2 年度九
州作付面積が 119ha へ拡大（令和元年度 101ha）したと
ともに、長崎県島原雲仙農協イチゴ部会が第 50 回日本
農業賞の特別賞を受賞した。令和元年度重点普及成果の
抹茶に適性の高い新品種「せいめい」については、育種、
栽培、加工・流通を含めた SOP を作成・公開し、令和
２年度より九沖 SFC プロで課題化し、実装に向けた鹿
児島せいめい研究会を設立した。共同研究については株
式会社クボタ等と大型の共同研究を締結した。 
 
 以上のように、年度計画に対して輸出や社会実装に向
けた成果の加速化や著しい進捗が認められることから
評定を「A」とした。 

○社会実装に至る道筋は
明確か。 

 
＜評価指標＞ 
・投入する研究資源に対し

て、どのような研究成果
と効果が期待できるか。 

・期待される研究成果と効
果は、ニーズをどのよう
に反映しているか。 

・期待される研究成果と効

イ 研究課題の推進に際して、研究開発成
果の社会実装を強化する。 
 

○社会実装に至る道筋について 
社会実装の受け手を明確化し、事業開発室及びビジネスコーディネーターと連携した民間

企業との共同研究体制の構築、資金提供型共同研究等の推進による開発技術の製品化、『「知」
の集積と活用の場』のプラットフォーム活用による社会実装を見据えた研究プロジェクトの
立ち上げや技術連携先の開拓、展示会やセミナー、現地実証試験を活用した育成品種の普及拡
大、行政部局との連携強化による開発技術の行政施策へ反映させるなど、社会実装に向けた体
制構築を推進した。 

事業開発室と連携し、九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九沖SFCプロ）
において、「緑茶新品種「せいめい」の産地形成と高品質・安定供給技術」、「柿「太秋」の
輸出促進のための食感を維持した長期貯蔵技術の開発」、「施設園芸栽培の収量予測」や「青
果物の混載輸出技術」等のプロジェクトを牽引し、「せいめい」については、育種、栽培、加
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果に応じた社会実装の
道筋 

 

工・流通を含めた標準作業手順書（SOP）を作成・公開した。例えば、トマトの「生育・収量
予測ツール」では、大規模施設園芸拠点で経営改善の向上を実証した。ビジネスコーディネー
ターとの連携により、生産者や実需者を巻き込みながら、点としての成功事例を、民間企業に
よる製品・サービス化等の線、さらに面への展開・普及を図っている。 

高品質カンキツ安定生産のための新たなカンキツのマルチ栽培技術について、特許出願・許
諾を行い、民間企業から製品が販売された。平成30年度育成茶「MK-5601」の機能性につい
て特許出願し、機能性茶の商品開発にむけて民間企業と共同研究を開始した。 

分子数規定標準物質（一分子標準物質）については、共同研究先の民間企業が令和２年度か
ら製品発売を開始した。今後、さらなる普及のため、同製品の利用を想定した、低濃度領域の
PCRの精度管理にかかる国際規格作成による普及を目指す。黒糖のアクリルアミドの低減課
題については、知的財産を確保し、許諾先に技術指導して普及を図る。 
 都道府県などの行政機関が主に使用する、鳥インフルエンザ、豚熱（CSF）、アフリカ豚熱
（ASF）などの家畜感染症の検査法については、国や都道府県と連携・協議の上、必要に応じ
て検査試薬や検査マニュアルの作製・配布し、公定法として国の指針にも収載している。 

チャの輸出型病害虫防除体系については主産地10府県にて防除指導で採用され、輸出拡大
に貢献している。 

 

  
＜課題と対応＞ 

農畜産物の付加価値向上に向けては、開発した要素技
術をパッケージ化し、機構内外との連携による全体最適
を目指すことにより、第 4 期で進めたスマートフードチ
ェーンを一貫する取組を一層進め、新たな価値を創造す
るビジネスモデルの構築を目指す。対外連携や技術移転
に当たっては、開発した技術を標準作業手順書（SOP）
や知的財産化等で適切な形に落とし込み、ステークホル
ダーを明確に定めて取り組む。現在、対外連携において
は、新型コロナウイルス感染拡大防止に関連して対面で
の交渉が困難であることに加え、外食機会の減少に伴う
企業の経営状態の悪化も大きく影響していることから、
事業開発室やビジネスコーディネーターとも密接に連
携し、適切な戦略を構築する。 

安全･信頼の確保研究では、科学的知見に基づいた行
政の施策決定や農畜産物の輸出促進の観点からレギュ
ラトリー･リサーチは今後も不可欠である。多岐にわた
る研究対象（家畜疾病、微生物、病害虫、カビ毒、残留
農薬他、有害化学物質）や目的（薬剤耐性菌、人獣共通
感染症、検疫、輸出、リスク低減技術、原産地判別、品
種判別）に対応することが、食品・農畜産物の供給及び
輸出における安全性、信頼性確保に不可欠であり、緊急
対応も視野に入れた継続的な研究体制の維持が重要で
ある。第 5 期も引き続き、行政と密接に連携し、優先す
べきリスク要因を明確にした上で課題を立案する。また
流通分野の実装的な研究とも連携しつつ、新たな価値を
生み出す取組を推進する。 

新型コロナウイルス感染拡大は農業生産現場にも大
きな影響をもたらした。遠隔での栽培や品質管理を可能
とするデータ駆動型生産･流通システムの開発に向け、
非接触センサーや AI 技術を利用したデータ駆動型計測
センシング技術をさらに高度化する。また、生育･収量予
測や流通中の品質データを WAGRI に集約･管理するシ
ステム構築により、スマートフードチェーン全体やレギ
ュラトリー･リサーチの見える化を一層加速する。 

 

○評価結果等を踏まえた
研究課題の改善、見直しが
行われているか。 
 
＜評価指標＞ 
・どのような体制で検討を

行ったか。 
・評価において受けた指摘

事項や、社会的実勢や技
術開発動向等に即した
ニーズの変化等、課題の
進行管理において把握
した問題点に対する改
善や見直し措置 

・改善、見直し措置に伴う、
資源の再配分状況 

 

 ○評価結果等を踏まえた研究課題の改善、見直しについて 
セグメント研究推進担当理事、大課題推進責任者（PD）による長期的な視点に立った基礎

的な研究や若手研究者の発想による研究、機構の重点 6 課題を踏まえたスマートフードチェ
ーン研究、科学的知見に基づくレギュラトリーサイエンス研究、農業基盤技術、先端基盤技術
に関連する課題に理事裁量等の予算を重点配分した。令和 2 年度は重要研究課題として、農研
機構品種を用いた機能性表示食品等ヘルスケア産業、革新的品種を基軸とするフードチェー
ンの抜本改変・全体最適（種子繁殖性イチゴ、接ぎ木不要ナス、カラムナーリンゴ、硬肉モモ）、
越境性病害虫対策の高度化・自動化、生体センシングによる家畜疾病診断、GM 作物新規スク
リーニング法、標準化活動等を重点化した。 
 令和元年度の評価結果を踏まえた課題の見直しや小課題の統合を実施し、資源配分の効率
化を推進した。また、セグメント連絡会（1 回/月）を開催、課題の進捗確認や見直しを実施し
た。 

緊急課題には、大課題全体での課題・エフォートの調整に加えて、セグメント間・大課題間
連携により、実施体制を構築し、研究を遂行した。 

評価委員の指摘に従い、令和２年度はフードチェーンを一貫した全体最適化の研究視点を
強化した。また、栄養面を考慮した健康寿命延伸に向けた取組を強化するため、国立医薬基盤・
健康・栄養研究所と共同でプロジェクトを提案するための準備を開始し、令和２年度に予算を
獲得して研究に着手した。さらに、農作物の安全性に関しては、学術情報、国や公設試験研究
機関との情報交換を通じてリスクに関する情報の把握に努め、研究プロジェクト、農業法人と
の共同研究等を通じた技術開発、現場移転に取り組み、コメのヒ素低減にかかる省力水管理法
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の社会実装には自動水管理装置の活用が不可欠であることから、次期中長期計画期間を見据
え、セグメントⅣと連携した取組を開始した。 

疾病発生時の緊急対応にも対応し、令和２年 11 月に発生した H5 亜型高病原性鳥インフル
エンザ（HPAI）に対応して「国内で発生した HPAI の多角的な疫学解析」の課題を設定して
課題を推進した。 
 

○成果の移転先と連携し、
社会実装に向けた検討
と取組が行われている
か。 

 
＜評価指標＞ 
・どのような体制で検討を

行ったか。 
・社会実装に向けた研究内

容の重点化が行われて
いるか。 

・社会実装に向けて行った
具体的検討事項と取組 

 

 ○社会実装に向けた検討と取組について 
育成品種や栽培技術の社会実装においては、セミナー、講演会、現地実証等の機会を活用し、

生産者、種苗業者、苗木業者、消費者、加工業者等との連携を推進した。各種病害虫検出・同
定技術や家畜病害の検査法の開発においては、研究成果の社会実装先である利用主体となる
植物防疫所、都道府県病害虫防除所、公設試験研究機関（公設試）、民間種苗会社、種苗管理
センター、都道府県の家畜保健衛生所等と開発段階から連携し、速やかな実装を図った。 

九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九沖SFCプロ）では事業化に向けた
具体的な課題として10プロジェクト（11課題）を実施し、事業化戦略会議などの取組により研
究成果を社会実装につなげる活動を強化した。特に、カンショ腐敗対策では、事業開発室の精
力的な活動による標準作業手順書（SOP）の普及と生産者、輸出事業者と密接に連携した腐敗
防止方策に取組、新たな腐敗防止方策を盛り込んだSOP改訂版を作成する予定である。また、
茶「せいめい」では、SOPを作成し、事業開発室との連携により鹿児島県を重点普及先と定め、
県、公設試と連携しながら普及活動を展開する予定である。 

わが国主導による抹茶ISO規格の発行を目指し、本部知的財産部との連携により、技術レポ
ート「抹茶の定義」をISOに提案し、産業標準化表彰経産大臣賞を受賞した。また、平成28 年
度 普 及 成 果 の GM 検 知 法 の う ち 、 グ ル ー プ 検 査 法 は ISO 規 格 化 に 向 け た 提 案 が
ISO/TC34/SC16に承認され、当該提案検討のためWG９での活動を推進した。特に令和２年
度は、同WGコンビーナを務める小課題担当者が欧州標準化委員会（CEN）のワーキンググル
ープ会議に招聘され、規格の紹介を行う等の活動により、国際規格案作成に向けた理解促進活
動を行った。 

施設野菜では、開発したソフトや機械等の知的財産を確保した上で、事業開発室と密接に連
携して、民間企業へのアプローチ、さらには、許諾に基づく製品の市販化を図っており、令和
２年度には作業管理システムが許諾先民間企業で市販化された。 

６次産業化シミュレーター（LASTS）については、パンフレットや国内外の会議・研究会で
の紹介を通じて普及に取り組み、18件（15都道府県）から利用申請があった。 

カドミウム低吸収水稲品種については、地域農業研究センターのほか、農業生産法人との共
同研究により、現地での栽培実証試験を継続した。加えて、農業生産法人に同品種の原種苗提
供を行い、品種の普及の第1歩を踏み出した。 

口蹄疫ウイルスの簡易診断キットについては民間企業と連携して薬事承認を得て製品化し、
関連特許はPCT出願後、米国、欧州、中国に各国移行した。また、血清型判別診断キットにつ
いても、国外での製品化に向けて民間企業と共同研究体制を構築した。ヨーネ病の検査法は民
間企業と連携し、必要なデータを所得して薬事申請を行った。 
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輸出向け「日本茶の病害虫防除マニュアル」に基づく防除体系を、主産地府県公設試等と連
携して実証し、10府県に普及先を拡大した。ジャガイモ黒あし病検出技術は、種苗管理センタ
ーで作業者の技術水準の平準化に取り組んだ後に種ばれいしょ生産・検査の現場での利用を
開始した。検疫有害動植物統合データベースは、開発段階から植物防疫所と連携して操作性、
情報入力方法などを改良、農研機構研究公開サーバを通じて植物防疫所での利用を開始した。 
 

○中長期計画達成に向け、
ニーズに即した成果が創
出され、社会実装に至った
か。 
 
＜評価指標＞ 
・具体的な研究開発成果と

その移転先（見込み含
む） 

 

 ○ニーズに即した成果の創出、社会実装について 
 九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九沖SFCプロ）では、事業開発室と
連携して、輸送中のかんしょ腐敗防止方策及びイチゴ「恋みのり」栽培技術の標準作業手順書
（SOP）を事業者・産地に普及した。 
 自家和合性のウメ「麗和」及び「和郷」、イチジク株枯病抵抗性台木「励広台１号」、多収
性の夏秋どり栽培向け四季成り性イチゴ「夏のしずく」、高抗酸化活性イチゴ「久留米66号」、
煮ダイコンに適する「ムッシューホワイト」、良日持ち性ダリア３品種（「エターニティトー
チ」、「エターニティロマンス」、「エターニティルージュ」）を育成した。 

平成29年度育成のカンキツ「あすき」及び令和元年度育成のモモ「ひめまるこ」は、令和元
年度から苗木業者に穂木配布を開始し、令和2年秋より苗木販売を開始した。 
 平成28年度育成茶「せいめい」は、全国で栽培面積が約30haとなった。令和７年度に100ha
を超える見込みである。 
 天敵利用によるハダニ防除技術は 10 県以上の産地で普及し、天敵製剤販売量による推定
普及面積 85ha である。「新・果樹のハダニ防除マニュアル <w 天>防除体系」、「天敵を
主体とした果樹のハダニ類防除体系標準作業手順書～ナシ編」、「同～リンゴ編」及び「同
～基礎編」を作成した。マニュアルのダウンロード数は合計 10,511 部である。 
 ブドウ・リンゴの収穫後果実着色装置及びカンキツ S・マルチを開発し、特許出願を行
い、各 1 件を実施許諾した。 
 施設野菜の作業管理システムについては、日本型の労務形態に適し、ICタグ等を活用する作
業管理システムを開発して令和２年10月に市販化した。 
 へちま（令和３年３月受理）及び納豆（令和３年届出見込)の機能性表示食品届出を支援し
た。 
 令和元年度開設のNARO島津ラボで開発した分析手法を企業ホームページで公開した（６
件）。 
 令和２年度６件を追加して公開中の機能性表示食品届出支援のための研究レビュー（全15
件）は、生鮮食品及び加工食品98件の機能性表示食品の届出に使用された。ヒト胃消化シミュ
レーターを開発し、市販化した。 
 大課題９と連携し、加齢性疾患の原因となる刺激性AGEsを測定できる技術を開発した。令
和２年度に研究用キットとして実施許諾を行った民間企業が受注生産体制を構築した。 
 令和２年度に公開したクロピラリドマニュアルは、農林水産省の課長等通知に引用され、活
用された。 
 堆肥製造過程の食中毒細菌の動態や適切な堆肥製造法を含む野菜の生産管理マニュアルの
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施行版第2版が消費・安全局により公表された。 
 ヒメアカカツオブシムシ他主要貯穀害虫判別特許を実施許諾した民間検査試薬会社におい
て、実施検査が開始された。 

DNA断片化指標測定法について実施許諾を行った民間企業が動物用キット販売を継続して
おり、「食品中の異物の同定及び混入時期の判定方法」の特許について、実施許諾を行い、民
間検査会社での受託分析に活用される予定である。 
 「分子数規定DNA標準プレート」にかかる2件の特許について、実施許諾を行い、許諾先企
業が、COVID-19 診断におけるPCR検査も対象範囲に入れた「DNA標準プレート」を発売し
た。 
 品種・産地判別法について、5種類の検査マニュアルが農林水産消費安全技術センター
（FAMIC）で整備されたほか、加工食品原料の異品種型混入率推定についてもマニュアルが
作成された。さらに、令和２年度には、これまでFAMICと協力して開発した加工品の原料品
種、産地等の判別技術を含む5件がFAMICでの行政検査に活用された。 
 豚熱（CSF）検査の迅速化と精度の向上を可能とする検査法は、国の検査法として防疫指針
に採用され、全国の都道府県で配備された。また、CSFの侵入経路に関する成果は、行政の報
告書や講習会、研修会を通じて、家畜衛生関係者や養豚関係者に周知した。 
 令和２年11月に発生した高病原性鳥インフルエンザに関して多くの緊急病性鑑定を実施す
るともに、ウイルスの性状を解析した成果をプレスリリース2件として迅速に発信した。 
 輸出向け「日本茶の病害虫防除マニュアル」は主要茶産地10府県で利用されている。 
 ジャガイモやせいもウイロイド等ポスピウイロイドの検出・同定技術は、植物防疫所で利用
されており、輸出入検疫における検査、国内の根絶事業で利用された。 
 イネウンカ類の薬剤感受性検定のための和文･英文マニュアルは九州地域を中心に公設試験
研究機関で利用されており、今後、ベトナムでも利用される予定である。 
 ジャガイモシロシストセンチュウの検出・同定技術やテンサイシストセンチュウ防除対策
技術は、植物防疫所及び北海道・長野県の病害虫防除所により発生地で緊急防除に利用され、
線虫密度の低減などに効果を発揮した。 
 薬剤抵抗性農業害虫管理ガイドライン案は、北海道・岩手県にてコナガ対策で利用された。 
 QoI剤耐性稲いもち病菌対策マニュアルは栃木県・茨城県・三重県・山形県にて薬剤耐性菌
対策で利用されている。 
 リンゴ・ナシ・盆栽等の輸出検疫措置では国際検疫協議で利用するため、技術を開発した。 
 検疫有害動植物統合データベースは、農研機構研究公開サーバを通じて植物防疫所で利用
されている。 
 アブラナ科野菜種子伝染性病害検査技術及びジャガイモ黒あし病高感度検出技術は種苗管
理センターで利用されている。 
 ビワキジラミ対策技術は、発生地域（四国・近畿地方）で利用され、今後、発生拡大が懸念
されるビワ産地でも利用される予定である。 
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○目的基礎研究の立案に
当たり、将来の研究展開
への寄与、法人が実施す
る必要性について検討
されているか。 

 
＜評価指標＞ 
・法人が実施すべき目的基

礎研究について、どのよ
うな体制で検討を行っ
たか。 

・将来の研究展開への寄
与、法人が実施する必要
性は明確か。 

 

ウ 農研機構で実施する目的基礎研究につ
いては、「農林水産研究基本計画」における
基本的な方向に即しつつ、出口を見据えたテ
ーマについて、研究者の新しいアイディアを
活かしながら実施するものであることを職
員に周知する。研究課題の設定に際しては、
農研機構で実施する有効性を見極めた上で、
短期的な成果を追求するのではなく、将来の
イノベーションにつながる技術シーズの創
出を目指した先駆的研究としての発展可能
性を重視する。また、研究の進行管理に当た
っては、進捗の段階ごとにピアレビューを行
う等により、研究方法の修正や研究課題の中
止を適宜行い着実に推進する。 

○目的基礎研究の立案・進行管理について 
「目的基礎研究の研究マネジメントの手引き」を作成し、目的基礎研究として実施する運営

費交付金による課題の立案や外部資金による課題の認定方法を定めている。運営費交付金に
よる目的基礎研究は、理事長のマネジメントにより行うNAROイノベーション創造プログラ
ム（N.I.P.）として実施している。N.I.P.においては、研究職員の本部部課室長等を委員として
予備審査、理事、理事長により本審査を行い、採否を決定する審査体制を構築している。運営
費交付金による目的基礎研究課題は、機構内で応募された課題から、①方向性（出口を見据え
た課題であるか）、②発展可能性（将来、中長期計画の推進や策定に活用できるか）、③先行
性・新規性・独創性、④計画妥当性、⑤準備状況・実績、⑥担当中課題推進への影響（目的基
礎研究を実施することにより、中長期計画の担当中課題の目標達成に必要なエフォートの確
保が困難とならないか）の視点から審査して採択した。外部資金による目的基礎研究課題につ
いては、令和元年度実施中の課題から抽出して、上記の①～③の視点から認定した。その結果、
9課題（うち、運営費交付金による課題は7課題、外部資金による課題は2課題）を目的基礎研
究課題とした。投じたエフォートと予算の合計はそれぞれ6.4人、39,500千円である。なお、
外部資金課題については、外部資金制度（令和3年度開始の科研費等）への応募前に、担当中
課題推進への影響をあらかじめ評価して、中課題の推進の妨げにならないかを確認した。以上
によって、中課題の推進に配慮しつつ、出口を見据えた先行性・新規性・独創性の高い課題を
採択・認定した。以上の点から、目的基礎研究の立案にあたり、将来の研究展開への寄与、法
人が実施する必要性について適切に検討した。 

 
○目的基礎研究推進にお

いて、適切な進行管理が
行われているか。 

 
＜評価指標＞ 
・進行管理において、どの

ような体制で研究の進
捗状況や問題点を把握
し、改善策を講じている
か。 

 

 進行管理の方法についても、「目的基礎研究の研究マネジメントの手引き」において定めて
いる。NAROイノベーション創造プログラム（N.I.P.）においては、理事長、理事、研究職員
の本部部課室長等を委員とした研究の進捗や実績等に係る評価体制を構築している。外部資
金による目的基礎研究においては、研究センター長等の裁量による評価体制を構築している。
運営費交付金による目的基礎研究課題については、目的基礎研究検討会を開催し、進捗状況、
利活用（中長期計画の推進や策定に活用できるか）、外部資金適合性の視点から検討し、これ
らを総合的に勘案して、次年度の対応として、「①中課題の研究として実施」、「②交付金型
目的基礎研究として実施又は応募を推奨」、「③外部資金による目的基礎研究として応募を推
奨」、「④研究を中止」の何れかに評価する。令和２年度採択課題については、令和３年度夏
頃にN.I.P.検討会を開催する予定である。外部資金による目的基礎研究については、資金供給
元の組織において毎年度進行管理されることから、目的基礎研究検討会では、終了する年度に
研究の進捗状況を聴取した上で、運営費交付金の場合と同様に、成果の利活用や継続実施の可
否等について評価することにしているが、令和２年度終了となる外部資金による目的基礎研
究課題はなく、現在継続されている2課題については次年度の研究期間終了時に評価を行うこ
ととした。以上によって、研究内容を踏まえて、成果の利活用や継続の可否について適切に検
討した。 
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＜年度計画＞【別添 1】 
（10）果樹・茶生産の生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発 

カンキツについては、浮皮発生程度が青島温州の 1/2 以下程度の浮皮
抵抗性を備えた系統の特性を評価する。また、加工専用園での化学農薬使
用を半減した防除体系を確立するとともにハダニ等の土着天敵を活用し
た防除技術を開発する。「璃の香」で最適化した貯蔵技術の効果について
実証試験を行い、実需者を交えて実用性を検討する。 

＜大課題ごとの主な業務実績等＞ 
（10）果樹・茶生産の生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発 
 高温でも浮き皮しない早生のミカンタイプのカンキツ 2 系統の果実品質評価を奄美大島で
行った。「かんきつ中間母本農６号」の加工専用園における化学農薬使用を半減した防除体
系を確立した。植生改変による土着天敵の活性化により殺ダニ剤散布回数を削減する技術を
開発した。レモン「璃の香」で最適化した貯蔵技術を実証試験し、5 月まで販売可能な品質
を保つことを確認した。 

これに加え、種苗管理センターとの連携により中長期計画の目標であるカンキツ新品種の
穂木供給量の倍増を達成した。また、従来マルチでは糖度向上効果が不安定な園地環境にお
いても安定して高糖度カンキツ果実生産が可能となるシ－ルディング・マルチ栽培技術を開
発し、特許出願して実施許諾を行った。 

 

＜大課題ごとの自己評価＞ 
（10） 
評定：A 
 
根拠： 
 カンキツについては、年度計画をすべて達成したこ
とに加え、従来マルチに比べてより安定して高糖度カ
ンキツ果実の生産が可能となるシールディング・マル
チ栽培技術を開発し、知的財産化した上で現地実証試
験による普及を開始した。 
 リンゴについては、加工用リンゴ園における年間労
働時間を生食用に比べて 1/3 に削減し、ニホンナシ、
クリ及び核果類については、年度計画をすべて達成し
たことに加え、ウメ品種においては目標を上回る 2 品
種を出願した。 

果樹ハダニ類対策については、＜ｗ天＞防除体系
SOP３編を作成し、普及を推進した。 
 ブドウ及びカキについては、年度計画達成に加え
て、ブドウの収穫後着色促進技術を開発し、知的財産
化と実施許諾を行って、実用化の目処をつけた。さら
に、農研機構の重要課題である農業・食品分野におけ
る Society5.0 の早期実現につながる NTT 東日本との
連携による「シャインマスカット」加温栽培デジタル
管理技術開発や、九州沖縄経済圏スマートフードチェ
ーンプロジェクト（九沖 SFC プロ）においてカキ「太
秋」の輸出実証試験に積極的に取り組み、一定の成果
を挙げた。さらに、現地からの要望の高いイチジク株
枯病抵抗性台木を品種登録出願するとともに、3 品目の
DNA 品種識別技術の開発と知的財産化による育成者権
の強化という優れた成果を挙げた。 
 チャについても、年度計画の項目については目標事項
をすべて達成した。それに加え、令和元年度の重点普及
成果「せいめい」の SOP を作成し、九沖 SFC プロの課
題として普及活動を展開し、これらの活動が評価されて
NARO RESEARCH PRIZE を受賞した。また、本部知
的財産部と連携した抹茶の国際規格化に対する取り組
みが高く評価され、産業標準化事業表彰の経済産業大臣

リンゴについては、香りの優れる育種素材を開発する。加工用リンゴを
対象に省力樹形と摘果剤等の活用により労働時間を生食用慣行の 1/3 に
削減する技術として取りまとめる。下草管理による土着天敵類の強化によ
るハダニ防除技術を組み込んだリンゴ病害虫防除体系を開発する。 

 香りの優れるリンゴの育種素材 1 個体を選抜し、開発した香りに関係する 6 種類の SNP
マーカーにより優れた遺伝的特性をもつことを確認した。加工用リンゴを対象に、省力樹
形、樹列別の隔年交互結実並びに摘果剤等の活用によって、労働時間を生食用慣行の 1/3 に
削減する技術として取りまとめた。土着天敵類の強化によるハダニ防除技術開発では、土着
カブリダニ 4 種の主要殺菌剤 29 種に対する感受性を解明した。今後の普及に資するため、
開発したハダニ防除技術を＜ｗ天＞防除体系標準作業手順書（SOP）＜リンゴ編＞と＜基
礎・資料編＞として取りまとめた。 

 
ニホンナシ、クリ及び核果類については、自家和合性ウメ品種を育成す

る。ニホンナシ等の省力樹形の連年安定生産のための栽培技術を確立する
とともに、モモ果実の軟化制御技術を確立する。ウメ茶がす症については、
原因である 2 種ウイルスの伝搬様式に関するこれまでの知見を総合的に
検討して効果的な対策を提示する。 

自家和合性でヤニ果が少ない大ウメ２新品種「麗和｣及び｢和郷｣を品種登録出願した。モモ
新品種「ひめまるこ」と「渋皮がむきやすいニホングリ果実の安定生産体系」の普及に向け
た標準作業手順書（SOP）を作成した。ニホンナシ及びモモについて、機械化樹形、作業用
台車等の利用で、収量当たり作業時間を概ね 3 割削減する栽培技術を確立した。硬肉モモを
食感良く軟化させる温度処理技術を確立した。ウメ茶がす症の原因ウイルスには種子伝染性
がないことを確認し、主産県における健全育苗と穂木の配布体勢整備に貢献した。果樹の薬
剤抵抗性ハダニ類対策について、＜ｗ天＞防除体系標準作業手順書（SOP）＜ナシ編＞を作
成し、普及を推進した。 

 
ブドウ及びカキについては、既存のカキ甘渋性識別マーカーで識別でき

ない AST 対立遺伝子を解析する。また、光照射と温度処理による赤色ブ
ドウの着色改善技術を確立する。 

 既存マーカーでは検出できなかった非完全甘ガキ性を識別可能とする DNA マーカーを開
発し、特許出願した。赤色ブドウの着色改善のため、ブドウの収穫後着色促進技術を開発
し、知的財産化して特許の実施許諾を行った。 

加えて、事業開発室と連携して九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九
沖 SFC プロ）におけるカキ「太秋」の輸出実証試験を実施した。さらに、NTT 東日本から
の資金提供による「シャインマスカット」加温栽培マニュアルプラットフォーム実証の基盤
となる生育予測モデルを開発した。 
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ニホングリ育種集団において易渋皮剥皮性の DNA マーカー選抜を実
施し、開発したマーカーの有効性を検証する。GS、GWAS を利用したカ
ンキツ果実形質の選抜技術の有効性を検証する。日中甘ガキ交雑系統から
ヘテロ度が高く安定生産可能なカキ育種素材を開発する。 

ニホングリ育種集団に対する易渋皮剥皮性の DNA マーカーについて、交雑実生を用いて
選抜を実施し、マーカーの選抜が有効であったことを確認した。カンキツのゲノミックセレ
クション（GS）にゲノムワイド関連解析（GWAS）として高速ジェノタイピング技術を利用
することで、主要な果実形質のうち 4 形質の予測精度は 0.6 以上となり、有効性を確認し
た。ヘテロ度が高い完全甘カキ育種素材として 5 個体を選抜した。 

加えて、イチジク株枯病抵抗性台木「励広台 1 号」を品種登録出願した。また、知的財産
部と連携し、優良品種の海外への流出等の育成者権侵害対策として、カンキツ、ブドウ及び
チャの DNA 品種識別技術を開発した。 

 

表彰を受賞した。 
以上のことから、大課題全体では年度計画を上回る顕

著な成果を挙げたと判断し、自己評定を A とした。 

茶については、病害虫複合抵抗性の中生品種「かなえまる（金谷 33 号）」
の普及に向けた現地試験を開始する。緑茶、半発酵茶、発酵茶の香りの違
いや品種の香りの評価法について取りまとめ公表する。「多揉捻法」を用
いた製茶システムについて乾燥特性を踏まえたライン構成及び製茶条件
を明らかにし、高品質製茶法を開発する。リン酸及びカリの施用量削減が
土壌及び茶葉成分に及ぼす影響を明らかにする。また、病害虫の生態解明
に基づく高度発生予察法を利用したチャの総合的病害虫管理体系（IPM
モデル）を確立する 

 令和元年度に品種登録したチャ新品種「かなえまる」について、気象や栽培規模が異なる
地域において現地実証試験を開始し、良好な初期生育を確認した。緑茶、半発酵茶、発酵茶
の香りの違いや品種の香りの評価法について総説として取りまとめ、日本茶業学会誌に投稿
し、公表した。「多揉捻法」を用いた製茶システムは、慣行法よりも乾燥速度が向上し、荒
茶の歩留まり向上に繋がり、商品価値の高い本茶の割合が増加することを解明し、「多揉捻
法」による高品質製茶法を開発した。可給態リン酸及び交換性カリウム含量が目標値を超え
る茶園においては、複数年間リン酸及びカリウムの無施用栽培が可能であることを確認し
た。発生予察法を利用した主要チャ茶病害虫 13 種を防除対象とした IPM 体系を構築・実証
し、効果を確認した。 

以上に加えて、スマート農業実証プロジェクトにおいてロボット茶園管理機の利用によ
り、作業時間 40％低減を実証した。また、令和元年度の重点普及成果「せいめい」の標準作
業手順書（SOP）を作成し、九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九沖
SFC プロ）の課題として、事業開発室や九州沖縄農業研究センターと連携し、鹿児島県を中
心とする普及活動を展開した。これらの活動が評価され、NARO RESEARCH PRIZE 2020
を受賞した。また、本部知的財産部と連携した抹茶の国際規格標準化の取組により、産業標
準化事業表彰の経済産業大臣表彰を受賞した。 

 
（11）野菜・花きの高収益生産技術の開発 

FOEAS を活用した根深ネギ栽培マニュアルを作成する。キャベツ産地
リレー出荷調整支援については、各サブシステム間のデータ連携 API の
設計、精密出荷予測システムの試作、試行的運用を開始し、出荷調整支援
スキームを策定する。レタス出荷調整支援については、現地データ収集を
継続するとともに、各サブシステム間のデータ連携 API の設計、精密出
荷予測システムの試作、試行的運用を開始し、出荷調整支援スキームを策
定する。 

（11）野菜・花きの高収益生産技術の開発 
畑地用地下灌漑システム（FOEAS）を活用した野菜生産技術の開発について、根深ネギ栽

培をはじめ、ブロッコリーやタマネギ等のこれまでの成果を取りまとめた技術紹介パンフレ
ット「FOEAS を活用した野菜作の水管理」として公開した。 

キャベツ及びレタスの出荷調整支援については、データ連携 API の設計、試作、試行的運
用を開始し、複数産地及び契約流通業者の間での円滑な産地間連携・出荷調整実現に向けた、
収穫予測共有システムの活用場面を関係業者も交えて策定・抽出するため、生産・流通現場で
試験運用が可能なプロトタイプを開発した。また、予測情報を踏まえた収穫計画に従った収穫
実施による収益 10％の向上効果を確認した。葉ネギの出荷調整を支援する技術については、
収穫予測を基に生育センシング情報とも組み合わせて、目標の２週間以前である約１ヶ月前
の収穫予測情報に基づいて出荷調整を支援する技術を開発し、大規模生産法人での生産・販売
現場で実際に運用されている。 

（11） 
評定：A 
 
根拠： 
 露地野菜については、根深ネギ栽培マニュアルの作
成、キャベツ産地リレー出荷調整支援については、収
穫予測時点を計画の２週間前を上回る１ヶ月前から予
測可能とし、現地実証試験で予測技術導入による客観
的経済性評価を行った。 

施設野菜については、生育・収量予測技術に関する
特許網（30 件以上）を構築した。過去の出荷情報と気
象情報から AI を用いて産地全体の出荷量を予測するマ
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 クロ出荷量予測技術を WAGRI 上に API として搭載
し、九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェ
クト（九沖 SFC プロ）では、マクロ収量予測とミクロ
収量予測を組み合わせて、週間出荷量の予測誤差を－0
～10%以内とする出荷量予測技術を実証した。また、
作業管理システム（バーコード型）の開発・製品化・
実証を通じ、3 タイプのシステムの標準作業手順書
（SOP）案を作成した。以上の成果は、今後のわが国
の施設園芸の生産性向上（収量、品質、労働生産性）
に貢献するものであり、年度計画を大きく上回って優
れていると評価した。 
 高収益野菜育種においては、年度計画の目標を達成
したことに加えて、品種育成、遺伝資源の収集・評
価、育成品種の普及、研究資金の獲得等において、多
収性の夏秋どり栽培向け四季成り性イチゴ品種「夏の
しずく」（盛岡 37 号）を普及成果情報として提出した
こと、海外出張が制限される中で遺伝資源の収集数や
特性評価点数等を上積みしたこと、イチゴ「恋みの
り」の普及面積が約 150ha となったこと等で年度計画
を上回る成果を上げた。育成品種の普及を着実に進
め、キャベツ「YCR ふゆいろ」、キュウリ「緑夏」、
ダイコン「セントルージュ」等の普及を開始した。単
為結果性ナスについては、その機構を著名誌（PNAS）
に公表することにより、果菜育種分野に単為結果性の
重要性を示した貢献は極めて大きい。年度計画を上回
る進捗となったと判断する。 

新規有用花き開発に関しては、年度計画を順調に達
成するとともに、キク白さび病抵抗性の選抜マーカ
ー、トルコギキョウ Fusarium solani 立枯病抵抗性の選
抜マーカー、及び良日持ち性ダリア３品種を開発し、
各々の成果に関して知的財産化を行った。花き高品質
安定生産では、これまでにはないエチレン非依存性の
花きの老化を抑制する候補物質 10 種を特定した。ま
た、老化を制御する遺伝子の同定と知的財産化を図っ
た。また、キク矮化病と白さび病の両方に抵抗性を有
するキク系統を得て重要な育種素材として確保した。

生育・収量予測技術を WAGRI 上に構築し、トマト、パプリカ等の生産
現場における収量予測の適用と精度向上（10%以内）を図り、日本の大型
施設園芸の作業体系の効率化策をマニュアル・標準作業手順書（SOP）の
形で提示する。イチゴの光合成等のメカニズムに基づく環境・生育制御技
術を開発して太陽光植物工場における体系化と実証を行う（10%増収と
20%省エネ）。低コストな高強度部材・資材を適用した補強/強靱化技術
の開発により、園芸施設の耐風・耐雪性強化を図り、高機能資材やヒート
ポンプ等の装置を利用した統合的な環境制御技術の開発により、夏期の高
温抑制と冬期の省エネルギーに資する。 

生育・収量予測技術（ミクロ予測）を API 化して農業データ連携基盤（WAGRI）上に整備
し、公開した。関連技術の特許網を拡大し（計 30 件以上）、職務作成プログラムにより著作
権を確保し、サービス化や製品化に向けた体制を整備した。過去の出荷情報と気象情報から AI
を用いて産地全体の出荷量を予測するマクロ出荷量予測技術を開発し、WAGRI-API を制作し
た。このマクロ予測を九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九沖 SFC プロ）
において八代地域（トマト生産者約 400 戸）での出荷量予測に適用したところ、予測誤差は
13%であり、ミクロ予測の花数・果実数のパラメータを加味することで週間出荷量の予測誤差
は－0～10%以内となった。施設園芸の作業体系の効率化策として、入作業管理システム（バ
ーコード型）を開発・製品化し、花き生産法人での実証を通じ、3 タイプのシステムの標準作
業手順書（SOP）案を作成した。 

イチゴの光合成等のメカニズムに基づく環境・生育制御技術の開発においては、局所適時
CO2 施用技術を開発し、「恋みのり」や「よつぼし」の株元への局所適時 CO2 施用による増
収を確認し、換気と連動した CO2 施用を可能にするための二酸化炭素施用リミット装置を特
許出願した。また、その実証と体系化として、局所適時 CO2 施用技術の導入により、機械費
は経費全体で 2.7%増加したが、10a あたり収量は 5.3%、販売収入は 3.9%増加し、6.4%の利
益増の見込みとなったことを明らかにした。 

園芸施設の補強/強靱化技術の開発として、台風 15 号（令和元年）及び台風 18 号（平成 26
年）による被災温室の被災メカニズムを分類し、４つにパターン化した。間接的な被害として、
飛散物の衝突と棟近傍の負圧による被災もみられた。台風など強風時に想定される気流パタ
ーンは立地条件やパイプハウス群の配置によって異なり、強風対策は一様でないことを明ら
かにした。ヒートポンプ等の装置を利用した統合的な環境制御技術として、地下水熱源方式の
直接膨張式ヒートポンプ（横串プロジェクト）を空気熱源方式のものと比較したところ、地下
水熱源方式ではデフロスト運転がないために、夜間の気温は安定して推移し、その時間帯の平
均気温は約 1℃高くなっており、冬期の省エネルギーとして利用可能なことを明らかにした。
また、夏期の高温抑制と冬期の省エネルギーに資するためのヒートポンプの地下水以外の熱
源として、那須野ヶ原地区用水路の水温を長期観測した結果、最高気温となる 8 月は、水温は
気温よりも約 10℃低く、また 2 月に最低水温となるが、気温よりは高く、採熱は可能である
こと、農業用水は良質な熱源であることを明らかにした。 

 
加工・業務用途や施設での高品質・多収生産に適した品種の育成では、

安定多収・高機能性イチゴ、高温による内部褐変症に強いダイコン、根こ
ぶ病抵抗性ナバナ、晩抽で早生結球性ハクサイについて品種登録出願の可
否を判断する。加工・業務用カボチャ、青枯病及び半枯病抵抗性のとげな
し単為結果性ナスの育成系統評価試験を実施する。ミャンマー、キルギス
等での遺伝資源の収集を行うとともに、病害抵抗性など諸形質を評価す
る。ネギハモグリバエ抵抗性、高ケルセチン性に連鎖する遺伝子座の検出

 多収性の夏秋どり栽培向け四季成り性イチゴ品種「夏のしずく」（盛岡 37 号）は、既存
品種と比較して 1.8～2.8 倍となる 300kg/a 以上の商品果収量が見込め、宮城県、福島県等の
現地で普及を開始した。東北地域でのイチゴ作期拡大が期待される。総ポリフェノール含量
が多く抗酸化活性が高いイチゴ「ぽりっちご」（久留米 66 号）、「ナバナ B1」及びハクサ
イ「C9-719」の品種登録出願を決定した。高温期に内部褐変症を生じにくいダイコンについ
ては、優れた高温耐性が認められたものの、高冷地での抽だい発生等の問題から、別系統の
品種化を検討する。種子利用「ペポカボチャ豊平交 2 号」の品種登録出願を決定、青枯病・
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とマーカーを開発し、その効果を確認する。タマネギの育種効率化に向け
たゲノム選抜技術の開発では、遺伝子型と表現型データを用いた予測モデ
ルを構築・適用した個体選抜を行い、個体間交配により世代を進める。 

半枯病抵抗性のとげなし単為結果性「ナス安濃交 10～12 号」を育成系統評価試験に供し、
いずれの系統も品種候補として有望と判断した。 
 新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で海外出張ができず、野菜遺伝資源の探索・収集
を断念したが、綿密な連携・指導により現地スタッフがベトナム、ラオス及びカンボジアで
合計 283 点を収集した。また、国内において、当初目標 299 点を大きく上回る 490 点につい
て病害抵抗性を含む諸形質を評価した。 
 ネギハモグリバエ抵抗性については、96 個体の分離集団を用いて RAD-Seq 解析を実施し
SNP マーカーを開発するとともに SSR や Indel マーカーを追加し遺伝子座の検出基盤を構築
した。タマネギのケルセチン含量に関する QTL を 4 か所検出した。F2 集団の遺伝子型情報
と形質値を用いて予測モデルを作成し、りん茎の縦横比と展開葉数（早晩生の指標）の予測
値を算出して、縦横比の値が大きくかつ展開葉数が少ない個体を選抜し、選抜個体間交配を
行った。また、タマネギの特性を組み込んだシミュレーションにより最適な選抜工程の選択
を可能とした。このほか、イチゴ「恋みのり」の普及面積は約 150ha となり、北部九州での
主力品種になりつつある。キャベツ「YCR ふゆいろ」は 8 県 25 か所で、キュウリ「緑夏」
は複数個所での試作が開始されるとともに、ダイコン「セントルージュ」は食品色素原料と
して約 10ha で栽培が開始された。民間との共同研究によりナスの単為結果性の機構を解明
した成果を著名誌に公表した。 
 

これらのことから計画を上回る進捗となったと判断し
た。 

さらに本大課題では、「物質生産特性を利用したト
マト等の多収化及び生育・収量予測に関する研究」の
成果により園芸学会賞を、また、「ナスのゲノム・遺
伝資源の基盤整備と実用育種への利用」の成果により
日本育種学会奨励賞を受賞した。 

以上、大課題全体としては年度計画を上回る進捗が
あったと判断し、自己評定を A とした。 

ゲノム情報を活用した花きの育種の基盤技術の開発については、関連解
析によって、キクの生育開花関連形質の DNA マーカーを開発する。萎凋
細菌病抵抗性や良日持ち性を有するカーネーション品種・系統の育成につ
いては、収量性を中心に特性評価し、選抜する。不稔性を付与した青いキ
ク形質転換体を RNA 干渉法により作出・評価し、新たに 3 個体以上を選
抜するとともに、これまでに得た青色かつ不稔のキク系統の形質安定性を
評価し、実用化に向けた候補系統を選抜する。不稔化遺伝子に対して変異
導入が可能なゲノム編集ベクターを選抜する。 

キク DNA マーカーの開発については、効率的なマーカー開発手法を利用して、高温開花性
及びアントシアニン含量と有意に相関のあるマーカーを開発するともに、２つの品種から異
なるキク白さび病抵抗性遺伝子座を判別できる DNA マーカーを開発した。萎凋細菌病抵抗性
や良日持ち性を有するカーネーション品種・系統の育成については、選抜した「1831-24Z」
について収量性等特性調査を行い、一株あたり２本の年内収量が見込まれることから有望系
統であると評価した。 

青色かつ不稔のキク形質転換体の作出と選抜については、青色で雌性雄性共に不稔と考え
られた形質転換体 10 個体作出するとともに、これまでに得た青色かつ不稔のキク系統の形質
安定性を評価し、実用化に向けた候補系統を 5 個体選抜した。不稔化遺伝子に対する TALEN
ベクター及び CRISPR/ Cas9 ベクターを用いた試験に関して、ゲノム編集活性を確認及び評
価した。その中で、カルスレベルにおいて最もゲノム編集活性が高い TALEN ベクターを 1 種
類選抜した。 

このほか、新たな需要拡大が見込まれるダリアにおいて、短所であった日持ち性が大幅に改
善した良日持ち性ダリア品種「エターニティトーチ」、「エターニティロマンス」及び「エタ
ーニティルージュ」の３品種を育成し、品種登録出願した。４カ所の実証試験ではいずれも良
好な結果が得られている。トルコギキョウ立枯病抵抗性 DNA マーカーの開発については、
Fusarium solani 立枯病抵抗性遺伝子 QTL3 座を確実に識別可能な選抜マーカーを開発した。
また、F. solani によるトルコギキョウ立枯病抵抗性の水耕装置を用いた簡易検定法を開発し
た。 
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キク類露地産地において電照栽培を利用した計画生産方式の実証及び
量販実需者ニーズに対応した新規格輪ギクの実証に取り組み、夏秋期露地
計画生産及び輪ギク作期短縮（100 日以下/作）技術の安定性を評価する。
トルコギキョウ立枯れ病については調査地区を拡大するとともに調査個
体を増やし、立枯れ症状の原因となる菌の種の分布と被害の発生状況の調
査等を行う。切り花の品質保持期間を 2 倍に延長できる技術として、エチ
レン非依存的老化を抑制する薬剤開発を見据えて、植物体で高い老化阻害
効果を示す化合物を特定する。 

夏秋小ギクの品種の限界日長と高温開花遅延性に基づいた、旧盆出荷から秋彼岸出荷の間
の安定生産を可能にする電照適応性品種を選抜する方法を開発した。具体的には、開花遅延を
もたらすキクの高温感受性が、暗期認識・時間計測・明期認識の 3 要因によって制御されてお
り、通常の栽培条件では夜明け前に最も高まる事を明らかにした。この方法で選定した品種を
供試し、秋田県、富山県及び長崎県において夏秋期露地計画生産の実証に取り組み、いずれの
地域でもほぼ計画通りの出荷を達成した。 

愛知県（JA 愛知みなみ部会員）において、秋彼岸出荷及び年末出荷作型で新規格を導入し
た輪ギクの実証に取り組み、ほぼ計画通りの出荷を達成し、輪ギク作期短縮（100 日以下/作）
技術の安定性が評価できた。 

トルコギキョウの生産で問題になっている立枯れ病の防除技術を開発した。令和元年度に
調査を行った長野県・静岡県・福岡県に加えて、今年度は北海道と山形県、福島県で調査を行
った結果、これらの主産地県（長野県・静岡県・福岡県等）で立枯れ症状を示すトルコギキョ
ウ株から Fusarium 属菌の分離・同定を行い、原因菌株が Fusarium oxysporum complex 内で
5 つ、F. avenaceum complex 内で 3 つ、F. solani complex 内で 1 つのクラスターを形成するこ
とを明らかとした。 

エチレン非依存的な老化を制御する EPH1 タンパク質の阻害化合物の中から、顕著な老化
抑制効果を示す化合物を 10 種特定した。ユリの花被の老化を制御する LhNAP 遺伝子が、花
持ちが 1.5 倍向上することを明らかにし、知的財産化した。 

このほか、従来の接木接種に代わる、効率的かつ安定的な茎注入接種法を確立した。キク白
さび病とキク矮化ウイロイド（CSVd）の２つの病気に抵抗性のキク系統を見出した。 

 
（12）食品の栄養・健康機能性利用技術及び次世代加工・流通技術の開発 

世代別個人の健康寿命延伸や地域ブランド農産物等の競争力強化のた
め、2 品目以上の機能性表示食品の届出準備を完了する。これまでに蓄積
した主要な農畜産物に含まれる機能性成分情報等を収載した、新たな農林
水産物・食品の評価情報データベースを公開する。食生活の質の向上のた
め、食品の新たな消化性評価手法として用いることができるヒト胃消化シ
ミュレーターを改良し、製品化する。 

（12）食品の栄養・健康機能性利用技術及び次世代加工・流通技術の開発 
沖縄特産野菜であるへちま及びγ-ポリグルタミン酸高含有納豆の機能性表示食品の届出準

備を完了した。これらの 2 品目に加え、ケルセチン高含有タマネギの認知機能維持作用をヒト
介入試験等により解明し、機能性表示食品届出準備を行っているなど、計画以上の進捗があっ
た。新たな農林水産物・食品の評価情報データベースは計画通りに公開し、ヒト胃消化シミュ
レーターの改良・製品化も実現した。 

加えて、機能性表示食品届出支援のための研究レビューは、令和２年度に６件追加し、98 件
の届出に活用された。輸出が増加しているカンショの輸送中の課題解決に九州沖縄経済圏ス
マートフードチェーンプロジェクト（九沖 SFC プロ）において取り組み、腐敗防止策を九州
沖縄農業研究センターと連携して標準作業手順書（SOP）として取り纏めて公開し、プレスリ
リースも行った。さらに、令和元年度に島津製作所と共同で設立した NARO 島津ラボで開発
の機能性成分等の分析手法が企業のホームページで６件公表される等、研究成果の社会実装
が進んだ。 

 

（12） 
評定：A 
 
根拠： 

本大課題では、フードサプライチェーンの農作物の
生産段階から消費段階までの全領域・各段階に関与す
る課題を実施している。 

消費者の健康の維持増進への関心と、生産者の農産
物の高付加価値化に応えるための機能性表示制度の活
用に関しては、年度計画を上回る件数の機能性表示食
品の届出・準備を行い、農産物の機能性成分含有量や
機能性評価値に特化した「機能性成分・評価情報デー
タベース」を公開した。また、ヒトの胃での消化挙動
をシミュレートできる装置も市販化に至るなど、年度
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国産農産物の高付加価値化と利用率の向上のため、食品醸造技術の開発
については、非加熱だし入り味噌製造技術等の有効性実証と 2 社以上の
メーカーへの技術移転を行う。新たな発酵スターターの開発や発酵工程の
改良などを検討し、高品質な漬物等の発酵食品の安定的生産法を提案す
る。刺激性終末糖化産物（AGEs）の評価システムの事業化に必要な安定
生産体制、実証試験が可能な体制を整える。 

 

無塩発酵漬物の発酵スターターについては、計画通り、現地プラントで安定的生産法を提案
して実証試験を実施した。刺激性 AGEs の評価システムについては、商用ビオチン化受容体
の供給体制とキットの安定性確認等を実施した。なお、非加熱だし入り味噌の製造技術の技術
移転については、新型コロナウイルス感染拡大による業界の経営状況の悪化等により実現で
きていない。 

刺激性 AGEs の簡便迅速検出法も開発し、計画以上の進捗を得た。このほか、麹菌を用いた
国産チーズ製品を開発し、民間企業から近々市販予定である。ご当地乳酸菌を活用する「J チ
ーズスターター」の標準作業手順書（SOP）公開、GABA 生産乳酸菌を用いた発酵乳製品の試
作着手など、社会実装に向けた取組が大きく進んだ。また、低利用地域資源である稲わらと畜
糞灰から有価物生産技術については、プレスリリースを実施し、農業分野の新聞紙上で紹介さ
れた。 
 

計画通りの成果が得られた。さらに、九州沖縄農業研
究センターと連携して輸出中のカンショの腐敗防止法
の標準作業手順書（SOP）を作成する等、機能性成分
の生体内での作用メカニズム解明、ヒトでの効果実証
等の科学的根拠の提示だけに留まらず、成果を社会実
装に繋げることができた。 

新たな発酵技術・酵素技術の開発に関しては、非加
熱だし入り味噌の製造技術の技術移転が新型コロナウ
イルス感染拡大の影響で実現できなかったが、麹菌株
を用いた日本オリジナルのナチュラルチーズを開発
し、市販化の目途が立ったほか、熟成期間を短縮でき
るご当地乳酸菌による純国産チーズスターター（令和
元年度開発成果）の SOP を公開した。さらに、GABA
含有チーズ製品の試作等、チーズ関連課題の研究と社
会実装が大きく進捗した。刺激性 AGEs の評価システ
ムについては、商用ビオチン化受容体の供給体制とキ
ットの安定性確認等に加え、簡便迅速検出法も開発
し、食品開発やヘルスケア分野に貢献できる技術が開
発できた。低利用地域資源である稲わらと畜糞灰から
有価物生産技術については、プレスリリースを実施
し、農業分野の新聞紙上で紹介され、加えて、ムーン
ショット予算獲得・特許出願に大きく貢献した等、年
度計画を上回る研究成果が得られた。 

高品質を維持した非加熱殺菌や短時間加熱技術の開
発では、高圧処理システムでの果実コンポートの賞味
期限や、交流高電界処理したリンゴピューレの保存期
間で目標を達成した。さらに、実証試験用試作機によ
る水中短波帯加圧加熱試験により、従来冷蔵輸送が必
要であったパウチ食品の常温流通化に貢献できる技術
開発が進捗し、年度計画以上の成果が得られた。 

「食品の高品質・健全性確保のための分析・計測・
評価技術の開発」に関しては、市販の小型半導体式嗅
覚センサーを活用できる香り測定装置を開発したほ
か、多様な成分の変化を解析できるメタボロミクス
を、栽培分野で活用するための試料調製に関する情報

スマートフードチェーンの構築や食品の高付加価値化に寄与する加工
流通技術を開発するため、高圧処理システムでの試作品製造及び消費者受
容性調査を行い、果実コンポートの実用化への目途をつける（賞味期限 1
年以上）。ミニマムヒーティングでは果実加工食品の試作品を製造する（保
存期間を 2 倍）。また、カット青果物の鮮度指標案を提示し検証を行うと
ともに、緩衝包装、熟度制御などを組み合わせた、輸送時の振動損傷低減
手法を提案する。６次産業化と農産物の輸出に資する食農ビジネス構築の
ためのマーケティング手法を策定し、アグロフードマーケティング
TOOL 第 3 集として刊行する。 

 高圧加工果実コンポートの試作品（リンゴ、モモ、カキ等）は製造後 15 か月まで菌数の上
昇は認められず、製品として実用的な賞味期限であることを確認した。ミニマムヒーティング
技術については、リンゴピューレを 90℃で交流高電界処理した結果、25℃で３週間の保管期
間中に褐変は認められず、既存の方法よりも保存期間が２倍以上となることを確認した。キャ
ベツの鮮度指標をカットキャベツに適用して、鮮度値（総合点数）を求める計算工程を開発し、
特許出願した。ホールキャベツの貯蔵に伴う部位別の鮮度値の変化を明らかにするとともに、
輸送時振動を低減する資材の効果を確認し、食農ビジネス構築に資するアグロフードマーケ
ティング TOOL 第３集の刊行も行い、計画に沿って着実な成果を得た。 

加えて、水中短波帯加熱殺菌した真空包装焼き蒲鉾及び無添加ソーセージでは、褐変やゲル
強度の低下が生じず品質を高く維持した製品が得られ、従来冷蔵輸送が必要であったパウチ
食品の常温流通化に貢献できる技術開発を行うなど、計画以上の成果を得た。 
 

農産物・食品の品質評価・向上のため、香り等のおいしさに関連するヒ
トが感じる品質を簡便に評価する技術を開発する。成分プロファイルの解
析により品質の違いを反映する因子等を明らかにするとともに、分子認識
科学に基づく味制御の基盤技術を開発する。脂溶性機能成分の貯蔵・流通・
加工時の動態や安定性を踏まえた有効利用法を開発する。開発した青果物
の成分含量等の簡易評価技術を選果機メーカー等と連携し、生産現場に適
用する。 

香りの評価法として、市販の小型半導体式嗅覚センサーを用いて下方から香りを簡便に測
定する装置を開発した。核磁気共鳴装置（NMR）による成分プロファイル解析により、有機
物施肥ハクサイの品質評価に有用な因子を特定した。米ぬかや小麦ふすま中の脂溶性成分の
熱耐性や、この成分から香気成分バニリンが生成する機構を解明し、脂溶性機能成分を活用し
た香り付け技術等、加工食品の新たな付加価値化につながる成果を得た。また、果実に含まれ
る色素含量を光センサーで簡易に計測する方法を開発し、現場で使用可能な携帯型測定器等
に適用した。 

加えて、新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で、対面での官能評価実施が困難になった
ため、評価者が自宅で被検食品を受け取り、評価を行うリモート型手法を分析型・嗜好型双方
の官能評価法を設計し、実施した。 
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また、開発した品質評価技術等の普及推進に向けて、各種講習会の開催
や企業展示会への出展等を通じたアウトリーチ活動により情報発信と情
報収集を図るとともに、 民間企業等との共同研究を通じて連携を図る。 

 アウトリーチ活動として、食品研究部門において近赤外講習会を 2 回ウェブで開催した(初
級コース、中上級コース)他、アグリビジネス創出フェアへの出展を通じて情報発信を行った。
また、農研機構内の論文化や知的財産化が完了した食品研究課題のうち、最新のものについて
担当者が食品企業や公的試験機関からの参加者に直接わかりやすく成果を紹介する「食品研
究展示会」についても、農研機構のウエブサイトにポスターを一定期間掲示し、質問をメール
で受け付ける形式で実施し、情報発信を行った。また、共同研究実施等により、民間企業等と
連携を図った。 
 
 

整理を行い、SOP 作成に向けて準備を行った。また、
キャベツの鮮度を廉価で迅速測定可能な光センサーの
プロトタイプ機を完成させた。近赤外分光法による品
質予測と組み合わせた嗜好性調査法を整備し、コロナ
禍に対応した新たな手法で大規模ホームユーステスト
を実施した。 

以上のように、全体として年度計画に対して目標を上
回る成果を得たことから、大課題の評定を A とした。 

 
（13）生産現場から食卓までの農産物・食品の安全性及び信頼性確保技術
の開発 

コメ中のヒ素リスク低減技術については、出穂期前後における落水回数
を 3 回から 2 回以下に省力化した水管理の地域ごとの適用性と資材の併
用効果を検証し、カドミウム低減にも配慮した総合的な管理技術体系を確
立する。栽培期間中の茎葉に基づく予測については、令和元年度に作成し
た出穂日の止葉の総ヒ素濃度と登熟期の平均気温を用いる玄米無機ヒ素
濃度予測式プロトタイプの現地適合性についてメッシュ気象データ等を
利用して検証、改良する。カドミウム低吸収性水稲品種の安定栽培技術に
ついては、品質・収量を安定化させる栽培管理上のポイントを整理し提示
する。低ヒ素イネの遺伝解析については、引き続き遺伝子同定と作用機序
の解明を進めるとともに、同定済みの低ヒ素遺伝子に関しては将来的な活
用に向けて DNA マーカー化する。農薬の後作物残留については、土壌か
ら作物への農薬の吸収移行に関するシミュレーションモデルを開発し、農
薬登録申請時に実施すべき適切な後作物試験条件を提示する。堆肥中クロ
ピラリド濃度及び作物の感受性に応じた堆肥施用量を提示する。 

（13）生産現場から食卓までの農産物・食品の安全性及び信頼性確保技術の開発 
 
コメ中のヒ素リスク低減技術ついては、出穂期前後の 4 日間の落水を 2 回実施することで

玄米中カドミウムを低濃度に維持し、収量品質に影響を与えずに無機ヒ素濃度を湛水区より
も平均 23 ％低減できることを明らかにした。また、製鋼スラグ 200 kg/10a を 3 年連用した
圃場では、さらに玄米無機ヒ素を低減できることを確認した。これまでの成果を取りまとめ、
出穂期前後における 4 日間の落水処理、カドミウム低吸収性品種と節水栽培の組み合わせ、並
びに湛水管理と鉄資材の多量施用の組み合わせをカドミウム低減にも配慮した総合的な管理
技術体系と位置付け、行政機関と相談の上、「コメのヒ素低減のための栽培管理技術導入マニ
ュアル」を改訂し、公開した。 
 イネの栽培期間中の茎葉に基づく玄米ヒ素濃度の予測については、メッシュ農業気象デー
タ等を活用して検証し、気温観測値と出穂 3 週後の止葉中の総ヒ素濃度を使った式の改良に
より、予測精度が向上した。 
 カドミウム低吸収性水稲品種とヒ素低減のための水管理を組み合わせた安定栽培技術につ
いては、減数分裂期に窒素追肥することで収量構成要素が向上し、玄米収量や玄米品質の増加
につながることを明らかにした。低ヒ素イネの遺伝解析については、引き続き遺伝子同定と作
用機序の解明を進め、令和元年度までに同定したヒ素低吸収遺伝子の las3 を検出できる DNA
マーカーを開発した。 
 農薬の後作物残留については、農薬の挙動を速度論で表現した後作物残留濃度予測モデル
（PostPLANT-Soil）を構築した。農薬登録申請時に実施すべき適切な後作物残留試験条件に
ついては、供試土壌として土壌中炭素含量が 1％～2％程度の土壌と黒ボク土、供試作物につ
いては、コマツナ等葉菜類とニンジンなどの根菜類を提示した。試験を実施する季節について
は、雨の影響を受けにくい春作を提示した。本モデルの活用を含めた後作物残留試験実施の除
外要件を取りまとめ、行政に報告した。クロピラリドに関しては、堆肥中クロピラリド濃度の
空間分布が正規分布に近似できることを確認した上で、土壌中クロピラリド濃度分布の推定
式、並びに生育障害が発生しない堆肥施用量を判断する手法を開発した。 
 このほか、令和 2 年 11 月に、今期に得られたクロピラリドに関する知見を加えて改訂した
「飼料及び堆肥に残留する除草剤(クロピラリド)の簡易判定法と被害軽減対策マニュアル(第

（13） 
評定： A 
 
根拠： 

コメ中ヒ素リスク低減技術については、落水回数を減
らして省力化し、これまでの成果と併せて、カドミウム
低減にも配慮した総合的な管理技術体系を確立した。さ
らに行政と連携してコメヒ素低減マニュアルを改訂し
た。栽培期間中の茎葉に基づく玄米ヒ素濃度予測、カド
ミウム低吸収性水稲品種の安定栽培、低ヒ素遺伝子 las3
の DNA マーカー開発等を達成した。 
 農 薬 等 に つ い て は、 後 作 物残留濃度予測モデル
（PostPLANT-Soil）の開発、農薬登録申請時に実施すべ
き適切な後作物試験条件の提示、作物のクロピラリド感
受性に応じた堆肥施用量を提示する手法の開発が順調
に進捗した。加えて、クロピラリド対策マニュアル（第
２版）は、直ちに農林水産省課長通知に引用され、成果
が迅速に活用された。 
 食中毒細菌を完全に死滅させる堆肥の適切な熟成方
法は、行政の衛生管理指針作成に反映された。また、対
中国輸出の重要害虫である、カツオブシムシ類同定のた
めの遺伝子検査技術の拡充や、改正食品表示基準に準拠
したダイズの遺伝子組換え（GM）検査法の開発、加工
食品の原料の産地判別法の開発が順調に進捗した。 
 さらに、定量 PCR による微生物増殖予測手法につい
ては、適用菌種を計画以上に拡大するとともに、前倒し
で令和２年度から企業との共同研究を開始した。黒糖中
のアクリルアミド低減技術については、製造方法の特許
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2 版)」を公開した。農林水産省課長通知(２消安第 3552 号等、令和 2 年 11 月 12 日最終改正)
に本マニュアルの活用が示され、施策に反映された。 
 

を取得し、さらに、2 次加工品における低減効果を検証
するなど、目標以上の成果を達成した。 
 新型コロナウイルス感染症診断をはじめ、多くの遺伝
子検査に活用されている PCR 検査において、極低濃度
領域の精度管理に活用できる新規核酸標準物質（分子数
規定 DNA 標準プレート）の作成方法を企業と共同開発
し、新型コロナウイルス検出用も含む標準プレートが企
業から市販化された。過年度開発の GM グループ検査法
の国際規格化を推進し、令和３年度中の国際規格化に向
けて大きく前進した 
 以上、行政に活用される成果の創出とともに、新型コ
ロナウイルス感染症診断を含む遺伝子検査の精度向上
のための標準品が市販化されるなど、時宜にあった社会
実装を含む多くの顕著な成果が創出され、著しい進捗が
認められることから、A 評定とした。 
 

フードチェーンでの危害要因低減のために、前年度までに開発した迅速
検出技術を用いて、実験室スケールでの食中毒菌増殖予測値の精度確認を
行い、有害微生物制御への応用を進めるとともに、適切な堆肥作製法等に
係る技術的参考資料を作成する。対策が必要な有害化学物質について、低
減手法の開発と検証を進め、事業者等への普及を進める。玄米貯蔵施設や
食品工場における害虫モニタリングデータを総合的に評価し、事業者等の
管理に資する技術資料を取りまとめる。農産物･食品の信頼性確保のため、
小麦加工品等の複数原料を含む高次加工食品の産地判別法の技術移転を
進めるとともに、品目拡大を図る。分子生物学的手法による判別・検知手
法の開発を引き続き進めるとともに、遺伝子検査の精度管理に資する新た
な標準物質について、実用化を目指した検討を推進する。 

 令和元年度までに開発した有害微生物の増殖活性をモニタリングする手法については、適
用菌種の拡大を図るとともに、既存法との比較について、牛乳中のリステリア菌の増殖速度予
測値で評価し、開発法が正確性や再現性の点で十分な実用性を有することを検証した。また、
食品製造・流通ラインでの微生物増殖予測評価手法の活用に向け、食品企業との共同研究に着
手した。食中毒細菌を残存させない堆肥の適切な熟成方法について、3 週間の堆積によるサル
モネラ、リステリア両菌の低減を明らかにし、消費・安全局が作成する「野菜の生産管理マニ
ュアル(試行第２版）」に反映された。 
 黒糖のアクリルアミドを低減する製造法について特許を取得するとともに、2 次加工品のア
クリルアミド濃度の低減についても実証し、その情報を黒糖製造事業者に提供した。フキ中の
天然毒素であるピロリジジンアルカロイド低減のための水さらし条件の検証を行い、行政指
針等の作成に向けた根拠データを取りまとめた。 
 玄米貯蔵施設や食品工場における害虫管理について、4 年間の玄米貯蔵庫モニタリング結果
を反映した JA 等の関係者に向けたコクゾウムシ対策の技術文書、及び、精米工場や乾燥食品
工場等におけるノシメマダラメイガ混入対策についての資料作成を行った。また、対中国輸出
の重要害虫である、カツオブシムシ類同定のため、ヒメマダラカツオブシムシの検出プライマ
ー配列について特許出願するとともに、外観が検疫対象カツオブシムシに類似するアカマダ
ラカツオブシムシについて、同定用のプライマー配列を明らかにした。 
 副原料を含む小麦製品や牛肉加工品等の高次加工品の原料原産地判別については、加工品
から抽出したタンパク質中の軽元素安定同位体比を利用した判別法を開発し、農林水産安全
技術センター（FAMIC）に情報提供し、小麦加工品については同機関の検査で利用された。
食品表示基準の改正に伴い、「遺伝子組換え（GM）でない」という表示の閾値が変更される
ため、これに準拠したダイズの GM 検査法を開発し、国内通知への反映に向けて室間共同試
験を実施した。さらに、過年度成果として公定法に採用されているグループ検査法について、
コンビーナとして国際規格化（ISO/DIS 原案作成）を推進した。 
 低濃度領域の PCR 検査の精度管理に活用可能な「分子数規定核酸標準物質」については、
共同研究を実施した民間企業が、新型コロナウイルス検出検査の評価にも応用可能な「分子数
規定 DNA 標準プレート」の製品化を達成した。 
 

（14）家畜疾病の診断・予防技術の開発 
 豚繁殖・呼吸障害症候群、牛ウイルス性呼吸器病等の重要家畜・家禽ウ
イルス感染症に関する国内外の流行ウイルスの浸潤状況調査、流行ウイル
スの抗原性、病原性等を解析し病原体の変化に対応した検査法の最適化を
図る。牛白血病の発症バイオマーカーや発症リスク要因の探索、検証を行
い有用なマーカー開発に向けた絞り込みを行う。豚流行性下痢ウイルスの
ゲノム解析と病原性の関連及びトリアデノウイルス等のウイルスタンパ

（14）家畜疾病の診断・予防技術の開発 
国内外の流行ウイルスの浸潤状況調査については、豚消耗性疾病の原因となる豚繁殖・呼吸

障害症候群ウイルス及び豚サーコウイルスの多様性拡大、牛呼吸器病の原因となる牛 RS ウイ
ルス及び牛パラインフルエンザウイルス３型の国内で流行する遺伝子型を明らかにし、さら
に、両ウイルスの遺伝子型別法を開発して検査法を最適化した。また、効率的な培養系がなか
った豚デルタコロナウイルスにおいて発育鶏卵を用いた培養技術及び豚の消化器病に関わる
9 種類のウイルスを同時に診断できる遺伝子検査法を開発した。牛伝染性リンパ腫（牛白血病）

（14） 
評定：A 
 
根拠： 

本大課題は、我が国の畜産業を家畜疾病から守り、生
産基盤の維持向上を図ること目的としている。特に、令
和２年度は高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の流行や
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ク質の作製とワクチン効果の検証を進め、ワクチン開発を進める。新たな
感染防除技術開発に向けて腸管オルガノイドの応用等によりウイルスと
免疫応答の関連解析及び免疫応答を誘導するイムノバイオティックス菌
株を選択する。 

のリスク要因の探索について、組織切片上におけるウイルス遺伝子検出法を確立した。また、
発現変動遺伝子のスクリーニングにより７つの発症マーカー候補を絞り込んだ。人工ウイル
スを用いて豚流行性下痢ウイルスの病原性を決定する重要因子を感染実験により実証した。
トリアデノウイルスの合成タンパク質が中和抗体を誘導することを実証し、また、ワクチンの
基盤技術開発として、抗原タンパク質を組み込んだウイルス様粒子の作出に成功した。豚腸管
オルガノイドがウイルスの分離に利用可能であることを実証し、さらに牛腸管オルガノイド
の培養・維持手法を確立した。細胞性免疫応答及び菌取り込み能の評価によりイムノバイオテ
ィックス菌１株を選択した。また、豚胎子由来小腸マクロファージ細胞のアフリカ豚熱ウイル
スへの感受性を確認して特許出願を行った。 

 

豚熱（CSF）の継続発生に対応して、緊急の確定検査や
現地調査などに対応しつつ、防疫対策に必要な侵入ウイ
ルスの性状解析や侵入経路の解析を迅速に行い、成果の
早期発出に努め、行政の防疫対策遂行に大きく貢献し
た。 
 CSF に関しては、緊急病性鑑定対応として野外材料の
確定検査を行うとともに、検査体制強化に資する検査法
を開発して都道府県等の検査機関に試薬を配布し、令和
２年 7 月に改正された豚熱に関する特定家畜伝染病防
疫指針に掲載された。また、感染試験による経口ワクチ
ンの有効性の検証や全ゲノム解析による感染経路の分
析など行政施策の立案に必要な多くの成果を早期に創
出し、農林水産省のリーフレットに活用される等、防疫
対策に貢献した。アフリカ豚熱に関しては、大型外部資
金を獲得し、ワクチン開発に向けて海外からのウイルス
株導入、組換えウイルス作製や感受性細胞の作出等、基
盤技術の整備を行った。さらに国際的な研究ネットワー
クに MOU を締結して参加し、最新の知見収集と今後の
共同開発研究に向けて体制の整備を行った。令和２年 11
月に発生し、過去最大規模の流行となった HPAI につい
ては、発生農場での現地調査を行うとともに、起因ウイ
ルスの由来やウイルスの性状を明らかにして迅速に公
表した。また、各種委員会に研究者を派遣し、科学的助
言を行う等、防疫施策の策定に大きな役割を担った。こ
れらは当初の計画にない中で迅速に社会に還元した有
用な成果となった。また、農場で口蹄疫を迅速に検査可
能とする抗原キットの開発が高く評価され、令和２年度
レギュラトリーサイエンス部門優良研究者表彰、2020 年
度 NARO RESEARCH PRIZE、また、共同研究者が民間
部門農林水産研究開発功績者表彰の農林水産大臣賞を
受賞した。 
 診断検査技術の開発に関しては多くの成果を創出し
ている。農場の生産性阻害に大きく関わる家畜の呼吸
器・下痢症ウイルスについて国内流行株を調査し、迅速・
簡便に検出できる遺伝子検査法を複数開発した。また、
豚丹毒菌の 26 血清型の同定が簡便かつ短時間で可能と
する検査法の開発、家畜の重要病原体である豚レンサ球
菌とトゥルエペレラ菌について、それぞれ重要血清型の

グラム陽性菌の表層抗原の解析及びパスツレラ科細菌の遺伝子と薬剤
耐性機構の関連を解析し、また牛マイコプラズマ乳房炎治療に有用な指標
を開発する。ヨーネ病スクリーニング・確定検査法の薬事承認申請を行い
行政と連携して公定法とすることを目指し、準備を進めるとともに、免疫
制御因子等のヨーネ病の早期診断や排菌抑制に有用な因子の解析を行う。
ワクチンベクターとしての豚丹毒菌変異株の性能評価、異種微生物ワクチ
ン候補分子を発現するベクターワクチンの防御効果を宿主を用いて解析
するとともに、サルモネラ及びローソニアのワクチン候補分子の宿主応答
を明らかにする。 

 
 
 
 
 
 

 
 

国内のパスツレラ科 Mannheimia haemolytica の薬剤耐性率は、他のパスツレラ科牛呼吸器
国内分離菌と比較して高く耐性遺伝子及び水平伝播に関与する遺伝子の保有率も高いことを
明らかにした。また、特定の血清型菌の分離率及び耐性率が 2010 年以前のデータと比較して
上昇していることを明らかにした。牛乳房炎病原体である Mycoplasma bovis について、令和
元年度に開発した検査法を利用した薬剤の選択と治療が牛群の M. bovis 清浄化に有効である
ことを実証した。ヨーネ病のスクリーニング遺伝子検査法及び確定遺伝子検査法について、安
定性試験を実施し、動物用体外診断用医薬品として承認申請した。また、ヨーネ病の排菌抑制
に抗免疫チェックポイント抗体の投与が有効であること、早期診断に有用な候補遺伝子がヨ
ーネ菌に特異的であることを明らかにした。特許出願した弱毒豚丹毒菌株について豚での安
全性と免疫誘導能を確認し、ワクチンベクター開発につながる成果を得た。大腸菌志賀毒素を
発現する豚丹毒ベクターワクチン候補株がマウスにおいて中和抗体を誘導することを確認し
た。サルモネラ菌防御抗原に関して、令和２年度中に 1 件の特許出願と PCT 出願 1 件を行
い、また豚において菌増殖抑制効果を有することを確認した。ローソニア菌の複数の抗原特定
と発現に成功した。その他、豚丹毒菌の 26 血清型の同定が簡便かつ短時間で可能とする検査
法の開発、及び家畜の重要病原体である豚レンサ球菌と Trueperella pyogenes 菌について、そ
れぞれ重要血清型の識別法及び正確な菌種同定法を開発した。 

 
口蹄疫ウイルスの検査法の有用性検証及び類似疾病病原体との鑑別診

断法を開発する。アフリカ豚熱ウイルスの海外からの導入、組換えウイル
ス作出法の最適化と標的遺伝子の探索を行いワクチン開発の基盤整備を
行う。発生現場を想定した口蹄疫に対する既存抗ウイルス剤の効果検証と
新規抗ウイルス薬の開発、及び宿主を用いて口蹄疫ウイルスの病原性の解
明を進める。国内外の動物インフルエンザの流行状況の把握とウイルス変
異の同定、新規の亜型特異的イムノクロマト法の開発を継続する。同鳥種
間の高病原性鳥インフルエンザウイルスの伝搬試験を行うとともに、ウイ
ルス感染に応答する種特異的遺伝子群を明らかにするために、次世代シー
ケンサーを用いた野生鳥類組織の遺伝子発現解析を完了する。鳥インフル
エンザの組換えベクターワクチンについては抗原性の異なる株について

口蹄疫ウイルスの抗原変異株に対応可能な単クローン性抗体を新たに選抜して血清型 O に
対する抗原診断法を開発し、類症鑑別の際に問題となる豚水胞病、水胞性口炎及びセネカウイ
ルス病の全ゲノム解析法を確立した。欧州の研究機関からアフリカ豚熱（ASF）ウイルス 3 株
を導入し、また、ウイルスの塩基配列を改変可能なリバースジェネティクス法の基盤整備が完
了した。さらに、ASF の病態解明と感染モデル探索のため、イノシシ間及びイノシシと豚間で
の伝播試験、幼若豚、マウスを用いた感染試験、弱毒株を用いた豚感染試験を実施した。豚の
抗口蹄疫ウイルス剤の評価を行い、ウイルス接種 6 時間後投与によりウイルス血症やウイル
ス排泄を抑制することを明らかにした。また、創薬ライブラリーのスクリーニングによって口
蹄疫及び ASF に対して抗ウイルス活性を持つ化合物を選抜した。乳飲みマウス、妊娠豚、豚
及びイノシシを用いて口蹄疫の感染動態を明らかにした。この他、豚熱について、イノシシに
対する経口ワクチンの有効性を検証し、また、ワクチン株と流行株を識別するリアルタイム
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防御効果を検証する。豚インフルエンザワクチン候補株について防御効果
及び最新株との交差性を検証する。インフルエンザ抵抗性鶏系統の作出を
進め、腸内細菌叢とウイルス感受性の関連を解明する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCR 法を確立した。さらに、家畜保健衛生所で用いられる豚熱遺伝子検査法の精度を改善し、
国の指針に採用された。 

H5 亜型高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）ウイルス海外流行株を導入し、現行の検査法の
有効性を検証した。また、国内で流行している豚インフルエンザウイルスを収集し、分離ウイ
ルスの全ゲノム解析を行った。イムノクロマト法の開発に向けて、作製した単クローン性抗体
の特異性を確認した。HPAI ウイルスの生態及び宿主応答を解明するため、感染実験によりマ
ガモ間でウイルスが 100％伝播すること、感染マガモの気管における遺伝子発現量について 1
個体あたり約 17,000 遺伝子、計 9 個体分の定量が完了した。組み換えベクターワクチンにつ
いて抗原性の違いによってワクチン効果の減弱が認められたため、抗原遺伝子の入れ替えが
容易なベクターを作製した。豚インフルエンザワクチンについて試作不活化ワクチンを作製
するとともに、防御効果試験の準備として抗原性の異なる株の豚での増殖性を確認した。イン
フルエンザ抵抗性鶏系統については、抵抗性個体と感受性個体感での腸内菌叢に有意な差が
ないことを明らかとした。その他、11 月に発生した令和２年度初発の HPAI に関連して、起
因ウイルスの全ゲノム解析、鶏感染試験を行い、ウイルスの由来、鶏 50％致死ウイルス量、
死亡時間を明らかにして、２報のプレスリリースを迅速に行った。 
 

識別法及び正確な菌種同定法を開発した。排菌牛を早期
に摘発できるヨーネ病検査キットについて安定性試験
を民間企業と共同で行い、動物用体外診断用医薬品とし
て薬事承認申請した。また、豚レンサ球菌及び鶏貧血ウ
イルスの病理学的新規検査法の有効性を実証した他、今
後、遠隔診断や AI 診断に活用可能なクラウドシステム
の開発につながる家畜疾病の新規病理組織画像データ
ベースを構築した。 

防除・排除技術の確立においては、豚丹毒の新規ワク
チンについて民間と薬事承認に向けた共同研究を開始
し、新規の鳥インフルエンザベクターワクチンについて
民間と共同開発に向けて協議を開始した。トリアデノウ
イルス、乳房炎、サルモネラ豚インフルエンザについて
は、それぞれワクチン候補の試作や効果検証に成功して
いる。サイトカインや粘膜ワクチンを用いた乳房炎の治
療・防除法について民間企業との共同研究を進め、サイ
トカイン治療法と小型パルス核磁気共鳴装置による乳
房炎診断法については、内容を拡充して PCT 出願を行
った。ワクチン開発においては、多くの候補資材の開発
や積極的に民間との共同研究を進めるなど計画を上回
る成果を挙げた。 

家畜の生体センシング技術の開発では、大学と連携し
て、多機能尾部センサの生産農場で利用に関する実証試
験を実施し、発情検知・分娩予測アルゴリズムに関する
特許を出願した。また、畜産研究部門、農業情報研究セ
ンター、九州沖縄農業研究センターと連携し、背景差分
法による動画解析によって牛の発情検知が可能である
ことを見出し、また、耳標型音声センサによって収集し
た体内伝導音から呼吸や心拍情報を抽出するアルゴリ
ズムを開発し、それぞれ特許出願につなげる成果を挙げ
た。 
 家畜重要疾病の疫学解析に関する課題では、国の新た
なサーベイランス制度に対応するため、クラウドを利用
した家畜疾病データベースシステムを開発した。また、
CSF の全ゲノム情報を活用して感染経路を推定するな
ど国の政策をサポートする多くの科学的データを提供
し、その一部は農林水産省の拡大疫学調査チームの報告
書に掲載された。温暖化に伴い、侵入が危惧される新興

サイトカインの乳房炎治療・予防薬及び粘膜誘導型乳房炎ワクチンを試
作する。乾乳方法の疫学情報を整理し、乾乳軟膏不使用農家の特定及び特
性解析を行う。豚レンサ球菌症の血清型特異的な検出法等を開発し、病理
学的診断の高度化を図る。東南アジアで検出された鶏貧血ウイルスを解析
し、ウイルスの組織学的検出法の実用性を検証する。生体センシング技術
について、センサと人工知能を活用した健康管理・疾病防除システムを構
築する。また、動画解析による繁殖管理手法の開発を試みる。 

乳房炎治療・予防薬について、糖鎖フリーのウシ顆粒球マクロファージコロニー刺激因子は
乳房炎治療効果がやや高いことを見出した。乳房炎ワクチンについて黄色ブドウ球菌（SA）
菌体抗原とナノゲルを組み合わせた鼻腔接種に加えて、SA 菌体抗原の皮下接種を行うことで
乳汁中の特異抗体が上昇することを明らかにした。乾乳軟膏は乾乳時に乳房内感染のある乳
房には必要な薬剤であるが感染のない乳房には不要であることを示した。この他、乳汁を小型
のパルス核磁気共鳴装置で計測することで乳房炎を簡便かつ迅速に診断する方法について
PCT 出願した。豚レンサ球菌症の免疫組織化学法について、野外例によりその有用性を実証
した。鶏貧血ウイルスの実験感染により病原性を明らかにし、免疫組織化学的検出法が適用可
能であることを実証した。その他、バーチャルスライドシステムを用いた病理研究や病性鑑定
等に活用しうる家畜疾病の病理組織画像データベースを作製した。 

生体センシング技術について、豚の肺炎実験モデルを用いて耳標型音声センサで呼吸音等
を収録して脈拍や呼吸数の変化を検出する成果を得た。耳標型音声センサを装着した子牛で
体内伝導音から心拍と呼吸を抽出できる可能性を示した。体表温と加速度を計測可能な多機
能尾部センサを用いて、行動の制限されるストール飼育下においても高感度（90％以上）に発
情検知可能なアルゴリズムを開発した。動画解析は牛のストール飼育下においても高感度に
発情検知が可能であり、多機能尾部センサデータと併用することで飛躍的に発情検知精度
（81％）が改善されることを示した。この他、ルーメンセンサについて電極の長寿命化に成功
し、多機能尾部センサ豚での有用性を確認した。牛の腟温及び腟内 pH を連続的に計測可能な
無線多機能腟内センサを開発し、発情期の腟温と腟内 pH の特徴を明らかにした。 
 

家畜伝染病サーベイランスデータベースシステムの開発を進め、ウイル
スの遺伝子情報を用いた伝染病ネットワーク解析での豚熱など口蹄疫以

令和３年度以降の国の新たなサーベイランス制度に対応するため、クラウドを利用した家
畜疾病データベースシステムを開発した。豚熱ウイルス国内分離株の全ゲノムを解析して豚
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外の疾病への応用、及び家畜個体識別全国データベースの汎用データ化を
行う。国内で発生した豚熱の多角的な疫学解析については、感染農場及び
非感染農場における衛生対策の特徴の分析や野生イノシシにおける感染
拡大について解析する。新規アルボウイルスの病原性解析の継続、媒介ヌ
カカの分子生物学的分類法の整備とヌカカのウイルス感受性の検討、及び
パリアムウイルス群を検出するリアルタイム PCR 法の野外検証と国内新
規アルボウイルスの全ゲノム配列の解明を行う。流行性出血病ウイルスの
病原性規定部位を明らかにするため、全ゲノム解析と組換えウイルスの作
製を行う。アルボウイルス高感受性のヌカカ培養細胞を作出する。 

熱ウイルスの国内侵入時期や感染経路を推定するとともに、野生イノシシの感染状況を分析
し、国の防疫対策の検討に貢献した。家畜個体識別全国データベースの汎用データ化について
は、国内飼養牛の移動パターンを反映した移動行列を作成した。その他、高病原性鳥インフル
エンザへの緊急対応として、国の現地調査に参加して疫学情報を分析し、報告書の作成や検討
会に参加するなど行政施策を支援した。 

新規アルボウイルスであるシャモンダウイルスの牛胎子への感染実験を行い野外例と同様
な牛異常産の再現に世界で始めて成功した。牛胎子神経細胞を用いて 5 種のオルソブニャウ
イルスの増殖性を確認した。媒介ヌカカの分子生物学的分類法の整備として国内で採集され
た媒介昆虫であるヌカカ 43 種の DNA バーコーディング領域の配列を決定し、また、遺伝子
検査法により八重山で採集された 7 種類のヌカカの吸血源を明らかにした。パリアムウイル
ス群を検出するリアルタイム PCR 法について検出限界を明らかにし、野外材料により有用性
を検証した。ヌカカから分離した 2 株のウイルスの全ゲノム解析を行い、チベットオルビウイ
ルスの新規の血清型３と４であることを明らかにした。また、沖縄県において新規のオルビウ
イルスを発見した。国内で分離された流行性出血病ウイルス計 10 株の塩基配列を決定して病
原性株と非病原性株のアミノ酸配列の差異を見出し、また組換えウイルス作製の準備を行っ
た。3 種のヌカカの卵を破砕して培養し、各ヌカカ細胞の接着細胞の安定的な継代培養に向け
た培養条件の検討を行った。 

 

アルボウイルスについて、世界で初めてシャモンダウイ
ルスの感染実験による異常産の再現に成功する成果や
媒介昆虫の同定のためのデータベースを構築する成果
が得られた。 

このほか、食中毒防除の成果として、農場で注視すべ
き血清型の大腸菌を検出する迅速検査法及びサルモネ
ラの遺伝子型を鑑別する簡易検査法を開発、カンピロバ
クター菌に静菌作用を示す化合物を見出す成果が得ら
れた。また、社会問題となっている薬剤耐性菌について、
養豚場での継続調査により、抗菌剤の使用量と薬剤耐性
菌の割合との相関、排せつ物処理過程での抗菌剤や耐性
菌の動態に関する多くの成果が得られた。シカ慢性消耗
病の簡便かつ精度の高い検査法の検証、経口感染牛を用
いた L-BSE のリスクについても成果を挙げた。さらに、
ヨーロッパ腐蛆病菌のローヤルゼリー耐性能発揮に関
する成果や病原性に関与するプラスミド特定に関する
世界初の成果が得られ、課題担当者は「蜜蜂の腐蛆病菌
の多様性、生存戦略及び診断・予防法に関する研究」で
日本獣医学会賞を受賞した。 

本大課題では、７件（日本新規出願２件、米国出願 1
件、国内優先権出願 2 件、PCT 出願 2 件）の特許出願、
海外学術論文 45 報以上を公表するとともに、病性鑑定
678 件（CSF、ASF 及び HPAI は 139 件）、研修受け入
れ 42 人（新型コロナの影響により、長期の技術研修の
み実施）など行政対応にも積極的に取り組んだ。また、
ムーンショット型研究開発事業（ミレニアムプログラ
ム）において、人獣共通感染症対策の課題が採択される
等、次期の重要課題の対応に向けて準備を行った。 
 以上のことから、本大課題では、想定されなかった疾
病発生時の緊急対応を実施する一方、多くの顕著な研究
成果の創出や将来的な成果の創出が期待される基盤研
究で成果が得られていることから、計画を大幅に上回る
成果が得られたと判断した。 

病原性大腸菌の重要な遺伝的系統の迅速検出法の開発や抗カンピロバ
クター剤候補物質の解析を進める。飼料中のかび毒等の動態解明や異種細
胞複合培養系による毒性評価試験手法確立に向けた検討を進める。プリオ
ン病では、サーベイランスの継続、高感度検出法の有用性検証、シカ慢性
消耗病プリオンの感染価測定、非定型 BSE 経口投与牛における伝達リス
クの評価等を行う。養豚場における抗菌剤の使用量と薬剤耐性菌の分布率
との相関、排せつ物処理過程での抗菌剤や耐性菌の動態、抗菌剤使用中止
が耐性菌の分布率や生産成績等に及ぼす影響を検討する。動物用医薬品指
示書作成や食肉衛生検査データを活用するプログラムの改良を行う。ヘギ
イタダニに関して寄生されたミツバチの応答解析、ダニの系統解析と殺ダ
ニ剤抵抗性の全国調査を行う。ハチミツ由来細菌の薬剤耐性遺伝子や腐蛆
病菌に抗菌作用を示す物質の合成関連遺伝子について解析する。 

豚由来病原性大腸菌の全ゲノム解析を行い、リスクの高い特性に関連する遺伝子群を同定
し、農場で注視すべき血清型の大腸菌を検出する迅速遺伝子検査法を開発した。1 反応で実施
可能な Salmonella Typhimurium の遺伝子型別法を開発した。カンピロバクター菌に静菌作用
を示す化合物を見出し、また、本菌の発育にある種の膜タンパク質が機能していることを明ら
かにした。飼料中のかび毒等の動態解明として、白麹や黒麹が、イネ等において Fusarium 属
かび毒の産生抑制効果を有することを明らかにした。また、ブタ組織中のフモニシン B1 の測
定が可能な分析手法を構築した。ハロゲン塩素化多環芳香族類について、環境及び生物サンプ
ル中の汚染実態を調査した。プリオン病では、スクレイピー、シカ慢性消耗病（CWD）のサ
ーベイランスを行い、全て陰性を確認した。米国から CWD 感染シカの糞を入手し、PMCA
法を用いて CWD 異常プリオン蛋白質の検出に成功した。L-BSE を経口感染させたウシの一
部の組織から極微量の PrPSc 蓄積が認められることを明らかにした。複数農場で抗菌剤の使用
量を低減する試験を実施し、テトラサイクリン系抗菌剤の使用中止 2 年後に菌の耐性率の低
下を確認した（96％→69％）。排水処理により養豚場汚水中の抗菌剤は概ね 80%以上が除去・
分解されるが、一部の抗菌剤は環境に排出されることを示し、また、処理前と処理後で細菌叢
の組成が大きく異なることを示した。動物用医薬品指示書作成プログラムの仕様について関
係団体と協議を開始した。食肉衛生検査データ活用プログラムを作成し、職務作成プログラム
として登録した。働き蜂の栄養状態がヘギイタダニ寄生に影響する可能性を示唆し、28 道府
県から得られたヘギイタダニの系統を明らかにし、殺ダニ剤使用 16 蜂場中 7 蜂場から得たヘ
ギイタダニに殺ダニ剤抵抗性変異を検出した。ハチミツ由来菌ゲノム中には、アメリカ腐蛆病
菌の予防薬に耐性を付与する遺伝子が存在することを示した。また、ハチミツ由来菌の中には
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腐蛆病菌の増殖を抑える菌も存在することを明らかにした。その他、ヨーロッパ腐蛆病菌のロ
ーヤルゼリー抵抗性メカニズムについては、特定の転写調節因子が関与する可能性を示唆し
た。 

 
（15）病害虫のリスク管理と植物検疫高度化のための研究開発 

農産物の輸出促進に向け、リンゴ・カンキツ等では輸出相手国が求める
リスク水準を満たす検疫措置を設定するための科学的根拠となるデータ
を集積し、行政へ提供し、チャについては輸出相手国が求める残留農薬基
準に適合する輸出対応型防除体系を主要茶生産府県の半数以上に実装す
る。国内未発生病害虫については、開発したトスポウイルス、アザミウマ
類、Liberibacter 属細菌等の検出・同定技術に関してマニュアルの作成や
行政部局への情報提供を進めるとともに、同定診断に係る遺伝子情報や分
類情報、文献情報等を総合した検疫有害動植物データベースを構築し、植
物検疫現場に実装する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（15）病害虫のリスク管理と植物検疫高度化のための研究開発 
リンゴでは、モモシンクイガを対象とした臭化メチルくん蒸の代替として想定する低温殺

虫処理について、国際基準を提案するための効率的な試験方法として、目標（300 個体）を上
回る約 450~1,600 個の幼果を供試し、過去 3 年間のデータと併せて幼果を用いた試験の妥当
性を検証した。カンキツでは、ミカンバエの検疫措置として、殺虫試験に供試する幼虫寄生果
実を作出する手法を確立し、収穫果実の高温処理を確認（42℃４時間で死亡率 100％、果実高
温処理 42℃18 時間でも死亡率 100％）した。これらは、事業報告書として農林水産省に提出
した。さらに、タイ・米国等海外へのミカンの輸出条件として産地に課されているミカンバエ
のモニタリングの効率を向上させるシトロネラオイルの利用方法を明らかにし、一部産地で
実際にミカンバエの発生の検知に利用されている。 

日本茶の海外輸出を促進する上で課題となる輸出先国の農薬残留基準に対応するために構
築した輸出対応型防除体系の輸出適合性の検証及び産地への現場実装については、講演や個
別産地の防除暦の検討等を通じて普及を行った結果、茶の主産 11 府県のうちの 10 府県（静
岡県、鹿児島県、三重県、京都府、福岡県、宮崎県、埼玉県、長崎県、佐賀県、愛知県）で、
輸出対応型の防除暦が作成され、暦に沿った防除指導が行われた。特に、鹿児島県の南薩地区
や福岡県の中山間地域（対象面積：約 500ha）では慣行防除暦が輸出対応型の防除暦となる等、
輸出用茶生産地の形成に向けた地域の取組にも大きく貢献した。さらに、大課題 10 との連携
により、輸出対応型防除体系について「海外需要が拡大する抹茶・粉末茶に適した新品種「せ
いめい」栽培・加工技術標準作業手順書」の中に参考情報として米国、EU 向けの防除暦を掲
載した。 

国内未発生病害虫については、アザミウマ類 80 種 85 件、ポスピウイロイド 6 種約 200 件、
サツマイモ害虫ゾウムシ約 800 件のサンプルのデータを追加した。サツマイモ害虫ゾウムシ
については、個体群識別のためのマニュアルをデータベースに追加した。Liberibacter 属細菌
の人工接種法を開発し、特許出願した。また、近縁 Liberibacter 属細菌種 5 種を PCR-RFLP
により 6 時間以内で識別する作業手順、フィルムコート種子からの Lso 検出精度について、
横浜植物防疫所に情報提供した。検疫有害動植物データベースは、植物防疫所からのアクセス
が可能な農研機構研究公開サーバ上で稼働させ、実装を完了した。 

一般に公開可能な植物病原微生物の同定補助システムのプロトタイプ「分類・同定支援シス
テム」を構築し、ジーンバンク保存の植物病原株（糸状菌類は 116 属 4,511 株、細菌は 5 属
2,242 株、植物ウイルスは 73 種 391 株）の情報を搭載した。さらに、九州沖縄農業研究セン
ター（大課題 5）と連携し、九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九沖 SFC
プロ）で問題となったサツマイモの腐敗症及びサツマイモ基腐病の診断・病原体検出技術開発
のために必要な菌株情報を優先して整備し、上記システムを通じて提供することにより、定量
PCR による基腐病菌の検出技術開発につなげた。 

（15） 
評定：A 
 
根拠： 

令和２年度は、大課題の運営方針として、中課題毎に
年度計画における重点項目を年度当初に決めて月報・四
半期毎の進捗状況の確認と研究資源の重点配分により
着実に達成されるよう努めるとともに、普及先を具体化
し連携して社会実装に取り組むこと、全ての成果公表及
び外部資金獲得の申請にあたり J-PlatPat 等を利用した
先行文献調査・先行特許調査による知的財産の権利化へ
の意識を強めることをマネジメントとして強化した。 

果実輸出促進に向け、リンゴ及びミカンで、今後の輸
出解禁・検疫措置の緩和等に関する二国間協議に活用が
見込まれる果実消毒技術に関するデータを行政部局に
提供した。チャに関しては、輸出対応型の防除暦が、目
標を大きく上回る茶の主産地 10 府県で指導に利用さ
れ、輸出用茶生産地の形成の取組に大きく貢献している
ほか、大課題 10 との連携で「海外需要が拡大する抹茶・
粉末茶に適した新品種「せいめい」栽培・加工技術標準
作業手順書」にも反映された。検疫有害動植物データベ
ースの構築及び社会実装については、国内未侵入トスポ
ウ イ ル ス と そ の 媒 介 者 で あ る ア ザ ミ ウ マ 類 、
Liberibacter 属細菌の検出・同定手順を追加し、農研機
構研究公開サーバ上で稼働させ、植物防疫所での利用を
確実にした。植物病原微生物の同定補助システムについ
ては、データを拡充し「分類・同定支援システム」とし
て公開し、さらに、大課題 5 と連携し、九州で大問題と
なっているサツマイモ基腐病の病原体検出・同定技術開
発に貢献した。 

長距離飛来性害虫を対象とした高精度な飛来予測シ
ステム（予測的中率が 83.8%、空間分解能 9 ㎞）を開発
し、JPP-NET での利用を確実にしたほか、九州北部の
ダイズを加害するハスモンヨトウのサーチライトトラ
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このほかに、盆栽、植木等の輸出で問題となる線虫については、特異的プライマーを用いた
オオハリセンチュウ類の検出・判別する検査法を確立し、盆栽・植木等の輸出に取り組む都道
府県への技術移転に向けて「盆栽、植木及びそれらの苗木の輸出の障害となるオオハリセンチ
ュウ等植物寄生性線虫の判別標準作業手順書」の地域ハブ担当者限定版の原案を作成した。種
子の輸出で問題となるアブラナ科野菜の黒斑細菌病について、本病原細菌による汚染の有無
を評価する手法を開発するとともに、アブラナ科野菜の種子や病斑から黒腐病菌、斑点細菌病
菌、黒斑細菌病菌の検出・同定を簡便かつ 1～2 日で効率的に評価できる手法を開発した。ま
た、「ビワキジラミ防除のための総合技術マニュアル」の改訂版を公開・プレスリリースを行
い、広く生産者等に情報提供するとともに、複数の普及誌への記事掲載や普及成果情報を通じ
て積極的に成果の周知に努めた。さらに、AI 技術を応用した早期警戒・診断同定システムの
開発については、ジャガイモやせいもウイロイド（PSTVd）各８系統やペピーノモザイクウイ
ルス（PepMV）に感染したトマトのデータを取得、さらに、ウイロイド等病原体の一括検出
のためのパイプラインを構築し、農業情報研究センター（農情研）と連携し、クラスタリング
手法によるウイロイドの病徴予測技術について特許として出願した。 
 

ップを用いた予察法、イネウンカ 3 種（トビイロウンカ、
セジロウンカ、ヒメトビウンカ）を高精度に検出できる
AI を開発した。キウイフルーツかいよう病・ジャガイモ
黒あし病・ジャガイモシロシストセンチュウ・ツマジロ
クサヨトウについて LAMP 法による簡便な検出法や網
羅的な検出法を開発し、一部は行政機関等で実用化され
た。侵入害虫であるシストセンチュウ類の対策技術を開
発し、サツマイモのゾウムシ類の防除の効率化の実証デ
ータを取得するなどの成果を上げた。ジャガイモシロシ
ストセンチュウ対策技術体系は標準作業手順書（SOP）
として取りまとめ、植物防疫現場で活用されている。簡
易な薬剤抵抗性の遺伝子診断技術として LAMP 法によ
るチャノコカクモンハマキのテブフェノジド抵抗性の
遺伝子診断法を開発し、公設試験研究機関（公設試）と
の連携により薬剤抵抗性農業害虫管理のためのガイド
ライン案として岩手県及び北海道における薬剤抵抗性
管理手法に反映された。イネウンカ類に関しては、ジノ
テフラン等５種の薬剤に対するイネウンカ類九州個体
群の感受性を明らかにして、佐賀県農業試験センターな
ど九州地域の公設試に情報を提供した。ジノテフラン剤
の薬剤感受性検定を改良し、ベトナム語に翻訳して発生
地における抵抗性モニタリング体制の確立に向け、現地
での利用を可能とした。 

以上の通り、年度計画が着実に達成された事に加え
て、種子の輸出で問題となるアブラナ科野菜の黒斑細菌
病、黒腐病菌、斑点細菌病菌を簡便かつ短期間で検出で
きる手法を開発した。また、農業情報研究センターと連
携してウイロイド等病原体の一括検出のためのパイプ
ラインとクラスタリング手法による病徴予測技術を開
発し理事長裁量経費により機器を整備し、必要なデータ
の蓄積を加速化することが出来た。さらに、キウイフル
ーツかいよう病対策として重要な、花粉消毒向けの花粉
発芽への影響が少ない３種資材を明らかにし、また、形
態が酷似するため識別が困難であったイネウンカ類 3 種
（トビイロウンカ、セジロウンカ、ヒメトビウンカ）を
簡易的に識別できるマルチプレックス PCR 法を開発
し、これらの成果については、全て特許出願を行った。

植物防疫行政上重要な病害虫の適切なリスク管理のため、ウンカ・ヨト
ウ類等の長距離飛来性害虫を対象に、サーチライトトラップや AI を利用
した自動カウントシステム等の高精度な新発生予測技術を開発・実証す
る。ジャガイモシロシストセンチュウやジャガイモ黒あし病、キウイフル
ーツかいよう病など現場ニーズの高い病害虫の高精度検出・診断マニュア
ルを策定し、それぞれの現場に実装する。侵入害虫であるシストセンチュ
ウ類やゾウムシ類、及びツマジロクサヨトウ等の早期根絶・被害軽減を目
指した防除技術を開発・実証し、対策マニュアルとして取りまとめ、普及
に移す。 

イネウンカ類について、予測的中率が 83.8%、空間分解能 9 ㎞の飛来予測モデルと、それを
用いた飛来予測システムを開発し、アワヨトウ、ツマジロクサヨトウの飛来予測システムとと
もに、JPP-NET 次期システムに利用されることが決定した。また、九州北部のダイズを加害
するハスモンヨトウについて、従来法のフェロモントラップでは不可能であった被害予測（防
除適期の判断等）に活用できるサーチライトトラップを用いた新たなダイズ被害の予察法を
開発した。また、昆虫レーダを用いて、ヨトウ類の飛来予測手法の開発に資する飛翔実態を解
明した。さらに、圃場で発生したイネウンカ類を粘着板で捕獲し、その画像を物体検出アルゴ
リズム「YOLO」に深層学習させることで、イネウンカ 3 種（トビイロウンカ、セジロウン
カ、ヒメトビウンカ）及びそれぞれの雌雄、成虫の翅型、幼虫の生育ステージを高精度（トビ
イロウンカの適合率で 94.9%）に検出できるモデルを開発した。これによりこれまで熟練した
調査員が長時間かけて行っていたイネウンカ類の分類・計数を自動化し、より迅速で正確な予
察情報の提供が可能となる。 

現場ニーズの高い病害虫の高精度検出・診断技術の開発と普及については、キウイフルーツ
かいよう病病原菌（Psa3）のより簡便な検出法（LAMP 法）を新たに開発した。今後、生産現
場で利用可能な検出技術として、農林水産省植物防疫課で策定されている対策マニュアルに
追記される予定である。 

増菌培養とマルチプレックス PCR を組み合わせて、国内既報告のジャガイモ黒あし病菌 5
菌種すべてを、茎・根・土壌及び圃場水など多様な環境試料から低菌密度（1cfu/10ml）でも
検出でき、従来法と比較して低コストな病原菌検出手法を開発し、種苗管理センター等種いも
生産団体等での検証と技術移転を進めた。 

外飛来性害虫であるツマジロクサヨトウと、形態的に見分けの難しい国内既発生のトウモ
ロコシ加害近縁種 14 種とを識別可能な LAMP 法を開発し、特許出願に向けた手続を行った。 
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ジャガイモシストセンチュウ類については、農林水産省の植物防疫所向けに、ジャガイモシ
ロシストセンチュウ（Gp）とジャガイモシストセンチュウ（Gr)の 2 種の高信頼性同時診断技
術の作業手順書素案を作成して提示し、講習等を行い、同所における標準法として業務に利用
されているほか、２種の簡易識別法である LAMP 法、さらに短期間（2 日）で本種２種の高
感度検出が可能な PCR プライマーと検出法を開発し、特許出願した。これらにより、現場ニ
ーズに応じた Gp 検査の使い分け（検査機関による高信頼性診断及び生産現場における迅速・
簡易識別）への対応が可能となった。また、Gp に対する土壌くん蒸剤処理と捕獲作物（栽培
することで線虫を根に取り込み死滅させる作用を持つ植物）栽培を組み合わせ、防除コストと
輪作体系を考慮した防除実施体系を確立した。本技術は北海道の農業普及組織において現地
指導で用いられている。 

年度計画に加え、平成 29 年に長野県において国内初発生したテンサイシストセンチュウ
（Hs)に対しては、捕獲作物候補によるテンサイシスト線虫存在量の低減効果を確認するとと
もに、現地の輪作体系に利用できる非寄主作物（ソバ、スイートコーン、ズッキーニ等）を栽
培することで Hs 密度の低減効果を確認した。 

さらに、沖縄県のカンショ生産で被害が発生しているアリモドキゾウムシ・イモゾウムシに
対して、クロラントラニリプロールのドローン防除により、薬剤の散布時間を 1/100 以下に
削減して慣行と同等の防除効果が得られることを明らかにした。これら技術に加えて、主要品
種「ちゅら恋紅」と新品種「ちゅらかなさ」を用いて植付時期・栽培期間を調整した周年出荷
体系を現地実証試験した結果、目標収量の確保と、ゾウムシによる被害塊根率 2.5％（目標 15％
以下）を達成した。 

以上の年度計画の達成に加えて、キウイフルーツかいよう病に感染した花粉の除菌につい
て、低濃度で高い抗菌活性を示し、花粉発芽への影響も少ない３種類の資材を見出した。花粉
上の本菌（Psa3）に対しても高い殺菌効果を有することが確認できたことから、特許出願（2
件）した。さらに、アジア地域における水稲の重要害虫であり、同時発生して形態、特に幼虫
時点での形態が酷似するため識別が困難であったイネウンカ類 3 種（トビイロウンカ、セジロ
ウンカ、ヒメトビウンカ）を、簡易的に識別できるマルチプレックス PCR 法を開発し、特許
出願した。本成果を活用して AI 自動カウントシステムの教師データ作成のアノテーション効
率を向上させる事が出来たほか、全国の病害虫防除所及び植物防疫所等における発生予察等
で活用される技術である。 

 

さらに、新規侵入害虫ビワキジラミのまん延地域でもビ
ワの経済栽培を可能にする「ビワキジラミ防除のための
総合技術マニュアル」を公開し、プレスリリース、新聞
記事、普及誌等を通じて広く生産者等に積極的に情報発
信し、既に発生地で活用されている。ジャガイモシロシ
ストセンチュウ対策においては、産地での対策技術とし
ての迅速性・実効性と大課題 3、8、種苗管理センターと
連 携し た取組 が高 く評 価さ れ、 NARO RESEARCH 
PRIZE 特別賞を受賞した。 
 以上の通り、成果の社会実装を意識したマネジメント
が行われて、年度計画及び中長期計画に対して着実に成
果が得られたことに加えて、種子検査技術やビワキジラ
ミ対策マニュアルの公開、農研機構内表彰等の顕著な成
果も得られた。また、令和２年度は、今後、実用技術の
開発の基盤となる成果とその権利化についても大きな
進捗が認められたことから、A 評定とした。 

薬剤の連用による薬剤抵抗性病害虫個体群の発生を防止するための簡
易な検出法として、チャノコカクモンハマキのテブフェノジド抵抗性の
LAMP 法による遺伝子診断法を開発する。令和元年度までに開発した薬
剤抵抗性管理技術については、薬剤抵抗性農業害虫管理のためのガイドラ
イン案の検証と改良を行い、技術指導と連携により 2 道県における薬剤
抵抗性管理手法として普及を確実にするとともに、セミナー・講習等によ
り他県への普及にも取り組む。また、イネウンカ類に関しては、国内に飛
来するウンカ類の各種薬剤に対する感受性を明らかにし、飛来源（ベトナ

より迅速かつ簡易に圃場における抵抗性発達レベルの判定が可能となるよう改良した
LAMP 法によるチャノコカクモンハマキのテブフェノジド抵抗性の遺伝子診断法を開発し、
ガイドライン案の別冊解説書及び遺伝子診断法実験解説動画を作成した。 

薬剤抵抗性農業害虫管理のためのガイドライン案の検証と改良については、岩手県におい
て、本ガイドライン案に基づいた抵抗性コナガの防除体系（使用薬剤）の検討とコナガの大規
模診断技術による抵抗性発達程度の検証により、同県が進める 30 日ブロックローテーション
の有効性が示された。北海道でも本ガイドライン案記載の遺伝子診断技術を用いた防除体系
の有効性の検証が始まり、ジアミド剤使用方法（灌注剤・散布剤）に関して技術的にサポート
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ム）においても薬剤感受性検定法の技術普及に取り組み、薬剤抵抗性モニ
タリング体制の確立に貢献する。 

するなど、2 道県へのガイドライン案の着実な普及を行った。さらに、九州各県からの要望を
取り入れたイネウンカ類の薬剤感受性検定法の動画版を作成し、ウエブ配信による視聴を可
能とした。併せて、ガイドライン案の普及のため、薬剤抵抗性の発達過程を解説した動画も公
開した。 

イネウンカ類に関しては、ジノテフラン等５種の薬剤に対するイネウンカ類九州個体群の
感受性を明らかにして、九州地域の公設試験研究機関に情報を提供した。さらに、ジノテフラ
ン抵抗性の遺伝様式が不完全優性で量的遺伝であることを明らかにした。また、薬剤感受性検
定マニュアルに掲載された半数効果薬量の計算式を改良するとともに、ベトナム語に翻訳し、
発生地における抵抗性モニタリング体制の確立に向け、現地での利用を可能とした。 

上記実績に加え、農業情報研究センターと連携して、AI による抵抗性予測について、学習
データに含める SNP 数の調整により予測精度が向上することを確認し、害虫 2 種(チャノコ
カクモンハマキとトビイロウンカ)に応用した。また、ネギアザミウマを対象に、RNA 干渉に
よる遺伝子発現の抑制を実現し、コナガ及びネギアザミウマについては、複数薬剤抵抗性の遺
伝子診断の大規模遺伝子診断法のプロトタイプとして、ゲノム・変異情報及び解析ツール等を
集約した Linux 用解析パッケージを構築した。 

さらに、現場で利用可能な遺伝子診断法の利用促進にむけて、ネギアザミウマのピレスロイ
ド抵抗性、トビイロウンカのイミダクロプリド抵抗性、セジロウンカ・ヒメトビウンカのフィ
プロニル抵抗性の各遺伝子診断法について LAMP 法による簡易化、コナガのシアントラニリ
プロール抵抗性のマルチプレックス PCR 法について精度向上の改良をそれぞれ行い、野外個
体群及び室内個体群により有効性を確認した。 

また、ナミハダニのミトコンドリア電子伝達系複合体 II(SDH)阻害剤 3 種の抵抗性原因変
異を同定し、トビイロウンカのイミダクロプリド抵抗性原因遺伝子を同定して遺伝子診断法
を開発し、論文として公表した。 

ネギアザミウマのスピノシン抵抗性遺伝子について、抵抗性発達を回避する方法を室内及
び野外（三重県農業研究所）で検証し、生産現場で連用を避ける指導の妥当性を裏付けるデー
タを得た。さらに、過去のネギアザミウマに対する薬剤感受性検定（室内）に関する国内論文
の網羅的解析に基づくメタアナリシスにより、IRAC 分類ごとの殺虫効果オッズ比によるラン
キングにより薬剤抵抗性リスクを数値化し、長期的な抵抗性のリスクを推定できるデータ駆
動型普及支援技術を開発し、抵抗性発達が生じにくい薬剤ローテーション戦略の提言を可能
とした。 

 
主務大臣による評価 

評定 Ａ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 中長期目標「農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保」の達成に向けて、効果的かつ効率的なマネジメントの下で顕著な研究成果の創出と社会実装の進展が認められることから、A評定とする。 

研究マネジメントについては、農業・食品分野における Society5.0 の早期実現に向けて、九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九沖 SFCプロ）では輸出や地方創生に貢献するため、事

業開発室、NARO開発戦略センター（NDSC）等と連携して課題の進捗管理を実施し、社会実装に向けて研究成果の標準作業手順書（SOP）作成や現地普及の加速を推進している。ヘルスケア産業創出研究では機

能性表示食品の市場拡大に向けた研究レビュー及びヒト介入試験の実施を強化している。また、事業開発室との連携により、大型の資金提供型共同研究や外部資金の獲得を推進するとともに、品種・加工・計

115



測・診断等の技術開発の知財化の強化や農情研等機構内の連携を推進している。理事長裁量経費、九沖 SFCプロ等により、カンショ、イチゴ、チャ「せいめい」、硬肉モモ等のフードチェーン構築に向けた大

課題間の連携を強化している。 

具体的な研究開発成果については、高付加価値化では、①自家和合性ウメ「麗和」及び「和郷」、②臭わないダイコン「ムッシューホワイト」、③夏秋どりイチゴ「夏のしずく」、④良日持ち性ダリア３品

種を育成している。また、⑤ウンシュウミカンの高糖度生産を可能とする S-マルチを開発し、特許の実施許諾によるシート販売を開始するとともに、⑥加工用リンゴの労働時間を生食用の 1/3 に削減する栽

培体系を構築している。⑦葉ネギの生育予測・出荷調整システムをレタス・キャベツへ展開し効果を実証している。また、⑧乳児の健康増進に重要な役割を果たすヒトミルクオリゴ糖の実用的な大量生産方法

を開発するとともに、⑨ミニマムヒーティングによる水産練り製品の常温半年保存法を開発している。一方、安全・信頼の確保では、⑩黒糖及び黒糖加工品のアクリルアミドの低減加工技術を開発・特許取得

を行い、製造者団体等への技術移転を推進している。⑪除草剤クロピラリドの対策マニュアル(第２版)を最新の知見を盛り込んで改訂・公開し、行政施策に活用されている。⑫家畜重要疾病である豚熱（CSF）

に対する検査法の検査精度を向上させるとともに、⑬ヨーネ病の検査に必要な試薬類を民間との共同研究により開発し、薬事承認を取得後、製品化につなげている。⑭令和２年度に発生した高病原性鳥イン

フルエンザでは緊急行政対応として確定検査と疫学調査を実施している。⑮ジャガイモシロシストセンチュウの密度低減技術の開発や、⑯ジャガイモ黒あし病を省力的に検出する高感度検出法を開発すると

ともに、⑰検疫有害動植物情報統合データベースのコンテンツの充実を図る等、行政ニーズに対応している。 

研究成果の最大化に向けた社会実装の取組については、九沖 SFC プロにおいて、⑱カンショの輸送中の腐敗対策技術に関する SOP を作成・公開し、南九州の主要産地に普及させている。⑲省力性と輸送性

の高いイチゴ「恋みのり」の栽培技術に関する SOPを作成・普及した結果、令和２年度の九州での作付面積が 119ha（令和元年度 101ha）へ拡大している。⑳令和元年度の重点普及成果である抹茶に適性の高

い新品種「せいめい」については、育種、栽培、加工・流通を含めた SOPを作成・公開し、令和２年度より九沖 SFCプロで課題化するとともに、鹿児島せいめい研究会を設立して社会実装の加速化を図ってい

る。 

 

＜今後の課題＞ 

 輸出を含めたスマートフードチェーンの技術的・経済的な実現条件の明確化とともに、社会実装に至っていない成果については速やかな社会実装への移行を期待する。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見） 

 フードバリューチェーンの各段階に当てはめられる技術を、品目や時期、土壌・気候等でクロス検索できるデータベースの構築を期待する。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－９－（４） 環境問題の解決・地域資源の活用 

関連する政策・施策 農林水産研究基本計画 当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構法第 14 条 

当該項目の重要度、難易度 
【優先度：高】：環境省中央環境審議会が平成 27 年 3 月に出した報告書「日本にお
ける気候変動による影響に関する評価報告書」によると、気候変動による農作物（特
に米）への影響は、重大かつ緊急性が高いと評価されているため。 

関連する研究開発評価、政策・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号： 

 
２．主要な経年データ 

 ①モニタリング指標 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 備考  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

民間企業、公設試等との共同研究数 32 42 78 37 66  予算額（千円） 7,798,267 7,490,976 7,380,653 6,488,442 6,174,503 

シンポジウム・セミナー等開催数 10 18.5* 27 19.5* 3.5*  決算額（千円） 6,979,135 7,610,007 7,209,524 6,252,373 5,771,418 

知的財産許諾数       特許 
              品種 

19 34 11 5 24  経常費用（千円） 6,669,869 6,775,814 6,631,360 6,072,890 6,099,503 

0 0 0.5 0 0  経常利益（千円） △158,221 △105,551  △31,758  △36,610   114,740 

技術指導件数 137 79 41 82 65  行政サービス実施コスト（千円） 5,862,609 5,874,712 5,861,209 － － 

新聞、雑誌への記事掲載数 220 243 182 133 123  行政コスト（千円） － － － 7,030,469 6,767,934 

目的基礎研究への研究資源の投入状況         
エフォート 

予算（千円） 

6.1 4.1 3.7 3.1 3.26  
従業人員数（人） 415.3 399.7 411.0 354.3 345.0 

＊端数が生じたのは、Ⅰ-9(3)に跨がるため。 
25,573 21,397 18,015 26,385 23,246  

 
３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中長期目標 中長期計画 

「農林水産研究基本計画」に即し、農業・農村の所得増大等に向けて、生産現場等が直面する問題を速や
かに解決するための研究開発を最優先課題と位置付ける。また、中長期的な戦略の下で着実に推進するべ
き研究開発とともに、以下に示すような研究開発を基本的な方向として、研究開発を計画的かつ体系的に
展開する。 
（４）環境問題の解決・地域資源の活用 
 農業の持続化・安定化を図る研究開発や、地球規模の食料・環境問題に対処する研究開発 
これらの研究開発については、地域の実態や生産者、消費者及び実需者のニーズを踏まえつつ、公設試、普
及組織、行政機関、大学、民間企業等との連携・協力の下で効率的に推進するとともに、研究開発成果を社
会実装する取組を行う。 

加えて、こうした基本的な方向に即して、将来のイノベーションにつながる技術シーズの創出を目指す
ために重要な出口を見据えた基礎研究（目的基礎研究）を適切なマネジメントの下、着実に推進する。 

これらのことを実現するため、別添１に示した研究開発を進める。 

農業の成長産業化や農業・農村の所得増大等に向けて、別添１に示した研究を以下に留意しつつ重点的に推進する。 
ア 地域の実態や農業者、実需者及び消費者のニーズを踏まえつつ、公設試、普及組織、行政機関、大学、民間企業

等との連携・協力の下で効率的に推進する。 
イ 研究課題の推進に際しても、研究開発成果の社会実装の強化を念頭においた取組を行う。 
ウ 農研機構で実施する目的基礎研究については、「農林水産研究基本計画」における基本的な方向に即しつつ、出

口を見据えたテーマについて、研究者の新しいアイディアを活かしながら実施するものであることを職員に周知さ
せる。研究課題の設定に際しては、農研機構で実施することの有効性を見極めた上で、短期的な成果を追求するの
ではなく、将来のイノベーションにつながる技術シーズの創出を目指した先駆的研究としての発展可能性を重視す
る。また、研究の進行管理に当たっては、進捗の段階ごとにピアレビューを行う等により、研究方法の修正や研究
課題の中止を適宜行う仕組みを構築し、着実に推進する。 

 
 

117



【別添１】研究開発の重点化方向と成果の社会実装 
令和 2 年度末までに以下の研究開発等を行う。 
４ 環境問題の解決・地域資源の活用 
＜農業の持続化・安定化を図るとともに、地球規模の食料・環境問題に対処する研究開発＞ 
（10）気候変動に対応した農業分野の影響評価・緩和・適応技術や生物多様性の保全に資する技術の開発 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）では、今世紀末の世界の平均気温が最大 2.6～4.8℃上昇するほ
か、異常気象の発生頻度が高まると予測していることから、温暖化の進行に伴う農業等への影響を低減す
る研究開発が喫緊の課題となっている。 

このため、将来の気候変動が農業に与える影響を、分野・品目ごとにそれぞれ高精度に予測・評価する手
法を開発するとともに、予想される気候条件下での安定生産技術の開発を進める。具体的には、より高温耐
性の高い農作物新品種・育種素材の評価・利用技術の開発、高温障害に対応した栽培管理技術の開発等に加
え、それらの技術を効果的に適用するための早期警戒システムを確立する【優先度：高】。加えて、農業分
野から排出される温室効果ガスの削減等の温暖化緩和技術を開発する。 

また、農業生産活動を通じた生物多様性の保全及び持続可能な利用を推進するため、農業が生物多様性
に及ぼす影響を評価するとともに、国際的な科学的評価が求められる生物多様性等と関連した生態系サー
ビスを解明・評価する。 

さらに、生産者・普及組織等と連携した現地実証試験を各地で実施して、地域条件に即した安定的な農業
生産システムを確立し、速やかな普及に向けた体制を整備するとともに、国際的な協調の下で地球規模課
題に対応した研究を推進し、積極的に国際貢献を果たす。 
 
 
 
 
（11）農村の多面的機能を最大限に発揮させ、生産基盤を効率的・省力的に整備・利用・管理する技術の開
発 

農業・農村では、農業就業者と集落人口の減少による農地・農業用水等の基礎的な資源の喪失や、農業生
産基盤の老朽化、野生鳥獣による被害の拡大等により、食料の安定供給の確保と多面的機能の発揮に支障
が生じる事態が懸念される。将来にわたり農業・農村の持続的な振興を図るため、農業・農村インフラの高
度化、長寿命化及び強靱化や、効果的な鳥獣害対策を行う必要がある。東京電力福島第一原発事故による放
射性物質汚染地域においては、環境中の放射性物質の動態を念頭に置いた除染及び移行抑制対策等の実施
により、農業経営の早期再開が求められている。 

このため、ロボット技術や ICT 等を活用し、省力的な水管理や営農等に対応した農地や農業水利システ
ムの保全整備技術の開発、農業水利施設の低コスト長寿命化技術の開発、農村における防災・減災機能を強
化するための技術の開発、農村に賦存するエネルギーの有効利用技術の開発を行う。耕作放棄地の増加等
にも起因し重要な問題となっている鳥獣害に関しては、鳥獣種ごとの特性に応じた被害防止技術及び捕獲・
駆除技術等を開発するとともに、行政部局、研究機関及び民間事業者等と連携して捕獲鳥獣の利活用に向
けた技術開発を推進する。また、環境中における放射性物質の挙動把握等に関する調査研究を継続し、品
目・土壌の条件に応じた除染・吸収抑制技術及び営農再開のための技術を開発する。 

さらに、これらの研究成果は、行政機関等との連携により、農業農村整備事業等での活用や、土地改良事

【別添 1】研究開発の重点化方向と成果の社会実装 
令和 2 年度末までに以下の研究業務を行う。 
４ 環境問題の解決・地域資源の活用 
（16）気候変動等の環境変動への対応及び生物多様性保全のための研究開発 

将来の気候変動が農業に与える影響を高精度に予測・評価するため、土地利用型作物や果樹等に対する気候変動の
影響を予測するモデルを開発し、評価に適した空間解像度にダウンスケールした共通気候シナリオを用いて、国内農
業への影響を評価するとともに、高度化した広域影響評価モデルにより、グローバルな食料生産変動評価を行う。気
候変動下での安定生産に資するため、ムギ類・水稲を中心として、高温耐性品種の評価・活用や高温による不稔・登
熟障害への対応などによる高温障害対策技術を開発するとともに、土地利用型作物や果樹を主な対象として、地域特
性を踏まえた気候変動リスク評価や将来影響予測等を考慮した栽培管理支援技術及び気象情報と連動した早期警戒・
栽培管理支援システムを確立する【優先度：高】。農業分野の温暖化緩和に資するため、国際的枠組みに対応した温
室効果ガス排出量の算定を精緻化し、また、炭素・窒素循環の評価に基づき、温暖化緩和技術の適用による排出削減
量を評価するとともに、モンスーンアジア地域での温室効果ガス排出等の低減方策を提示する。農業が生物多様性に
及ぼす影響を評価し、生物多様性等と関連した生態系サービスを解明・評価するため、農業が享受する生態系サービ
スの評価手法を開発するとともに、土地利用変化や外来生物等の侵入・導入等の環境変化に伴う生物多様性や生態系
サービスへの影響を評価する手法を開発する。幅広いユーザーによる環境変動情報の活用を促進するため、簡便かつ
持続的な環境モニタリング手法を開発する。得られたデータからユーザーが使い易い情報基盤を構築するとともに、
情報解析手法の高度化、情報発信技術の開発・導入を行う。 

さらに、開発された温暖化適応技術、早期警戒・栽培管理支援システムについては、地域特性を踏まえた現地実証
試験等により、社会実装を図る。また、温暖化対応及び生物多様性保全に係る知見については、気候変動に関する政
府間パネル（IPCC）や生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム（IPBES）等の国際的枠組み
を通じて、積極的な国際貢献を図る。 
 
（17）生産基盤等の機能維持向上・強靭化、地域資源の管理及び放射性物質対策のための技術開発 

大規模化等による収益性の高い農業に対応するため、給落水口の自動化等によるほ場水管理の省力化技術、ICT を
導入しほ場の水需要に的確に対応する広域水管理手法及び水利施設の省力的操作手法等の農業生産基盤整備技術を
開発する。農村地域の強靭化に資するため、水路の漏水検出等の状態監視技術等の農業水利施設の機能維持のための
保全管理技術及び豪雨時等におけるリアルタイム災害情報システム等の農村地域の防災・減災技術を開発する。多面
的機能発現の場である農村地域の維持・活性化を図るため、再生可能エネルギーの生産・利用技術、環境等の変化に
対応した流域の水資源評価手法、農地や水利施設を利活用した洪水等リスク削減のための流域管理手法及び生態系管
理技術等の地域資源の管理・利用技術を開発する。鳥獣種ごと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・駆除技術を開発するとともに、捕獲鳥獣のジビエ利用等を一層拡大するため、行政部局、研究機関及び民間
事業者等と連携して利活用に向けた技術開発を推進する。原発事故被災地域における営農再開を図るため、放射性物
質の農業環境中の動態解明、放射性セシウムの基準値超過がみられる品目を対象とする土壌特性や作物への移行メカ
ニズムに基づく持続的な放射性物質の移行抑制対策技術、早期営農再開のための除染後農地の省力的な維持管理・利
用技術等を開発する。 

これらの研究成果は、行政機関等との連携により、農業構造の変化に対応した水利システムの整備をはじめとする
農業農村整備事業等での活用、農業水利施設の機能保全の手引きなど技術資料の策定、鳥獣害被害発生地区や原発事
故被災地域における営農再開地区での技術指導等を通じて、速やかな普及を図る。 
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業計画設計基準の制定・改定、各種技術資料の策定、現地での技術指導等を通じて、速やかな普及を図る。 
 
（12）持続型農業に資する基盤技術及び地域資源循環技術の開発 

自然環境に配慮した持続性の高い農業生産を推進するため、農業生産の効率化と環境保全等の効果が両
立し得る生産システムの確立が求められている。また、地域の未利用バイオマス資源等を活用した新たな
地域産業を創出することが課題となっている。 

このため、標的外生物への影響を最小化して環境負荷を少なくした薬剤の利用技術、発生予察の高度化
に資する基盤技術、物理的・生物的作用や耕種的手法等に基づく新たな作物保護技術を開発し、農業生産の
効率化との両立が可能な総合的病害虫・雑草管理（IPM）を確立する。また、ほ場の地力程度に応じた農業
者による適切な土壌管理を可能にする簡易な土壌診断技術を開発する。地域資源循環に関しては、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し利用する技術を確立する。 

さらに、これらの研究成果を環境保全型農業推進施策の改定等の行政施策に反映させるほか、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た農業技術の
普及を推進する。また、地域資源循環技術については地域の関係機関と連携し、資源循環型で持続性の高い
農業システムとして確立し、速やかな普及を図る。 
 

 
 
（18）持続型農業に貢献する作物保護・土壌管理及び地域資源利用技術の開発 

農業生物の遺伝子機能解析や生物間相互作用の解明に基づき、標的外生物への影響を最小化して環境負荷を少なく
した病害虫制御法の基盤技術を開発する。また、水稲、畑作物や野菜の病害及び線虫害に対応し、汚染度診断法の高
度化を図るとともに、より下層部まで効果の得られる土壌消毒法、作物の抵抗性や非病原性微生物による病害抑制技
術等の新たな防除法を開発する。虫害や昆虫媒介性ウイルス病害については、光、音波、匂いを利用した発生予察技
術や物理的防除技術、タバコカスミカメ等土着天敵の利用技術を開発し、コナジラミ類、アザミウマ類の防除技術を
開発・実証するとともに、抵抗性品種や適期農薬施用等によるイネ縞葉枯病の管理技術を開発する。外来雑草や除草
剤抵抗性雑草等については、個体群動態や遺伝的・生態的特性の解明に基づき、分布拡大リスクを評価するとともに、
除草剤利用と耕種的防除技術を組み合わせた難防除雑草の総合的管理技術を確立する。また、農業者による適切な土
壌管理を可能とする簡易な土壌診断法を開発し、適正施肥量の判断基準に関するマニュアルを作成するとともに、施
用される有機物の特性評価、生物機能の評価・利用の高度化を進め、持続的な土壌管理法を開発する。併せて、農作
物・食品加工の残さ等農産廃棄物や家畜排せつ物をエネルギー利用するとともに、その使用残さを化学肥料等の代替
として活用する技術の開発を行う。これらの持続型農業に資する技術を農業現場へ導入する効果を、多様なモデル化
や LCA 等により生物多様性保全や地球温暖化軽減等の観点から評価する手法を開発するとともに、農業者や消費者
に分かりやすい導入便益の評価指標のための科学的根拠を提示する。 

導入可能な研究成果については、公設試等との連携による生産現場での実証等を通じて普及を推進するほか、評価
指標を用いて技術の導入便益を農業者や消費者に分かりやすく提示することを通じて環境保全型農業の推進に係る
行政施策に貢献するとともに、資源循環型で持続性の高い農業システムの確立と普及を図る。 

評価軸・評価の視点及び評
価指標等 

令和２年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価 

年度計画 主な業務実績等 自己評価 

 
 
 
 
 
○中長期計画の達成に向け、
ニーズに即した研究課題の
立案が行われているか。 
 
＜評価指標＞ 
・課題設定において、中長期
計画への寄与や、最終ユーザ
ーのニーズが考慮、反映され
ているか。 
・どのような体制で、どのよ
うな検討を行ったか。 
・設定した具体的研究課題 

農業の成長産業化や農業・農村の所得増
大等に向けて、別添１に示した研究を以
下に留意しつつ重点的に推進する。 
 
 
ア 地域の実態や農業者、実需者及び消
費者のニーズを踏まえつつ、公設試、普
及組織、行政機関、大学、民間企業等と
の連携・協力の下で効率的に推進する。 
 

セグメントⅣでは、環境問題の解決・地域資源の活用を目指し、3 つの大課題（大課題 16
気候変動等の環境変動への対応及び生物多様性保全のための研究開発、大課題 17 生産基盤等
の機能維持向上・強靱化、地域資源の管理及び放射性物質対策のための技術開発、大課題 18
持続型農業に貢献する作物保護・土壌管理及び地域資源利用技術の開発）で研究を行った。 
 
○ニーズに即した研究課題の立案について 
 「パリ協定」と 2020 年 12 月の COP25 の論議、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
特別報告書、国際会議等での議論に対応、政府気候変動適応計画の改訂、地域適応計画策定に
おけるニーズ把握、革新的環境イノベーション戦略等の国内動向に対応、農林水産省関係部
局、地方農政局との地域連携会議で国の研究ニーズの収集・把握から優先度の点検、課題化・
普及に至る方針の決定まで一貫して協議し、外部資金獲得、課題の重点化を行った。また、ス
マート農業加速化実証プロジェクトやアンケートにもとづく農業者、普及指導者、企業・団体
からのニーズ把握を行った。主務省幹部との意見交換、行政機関との連絡会等において行政上
のニーズを把握、推進会議の各部会において都道府県から国が推進すべき技術的課題や現場ニ
ーズを収集、また、民間やメーカーが参画する技術協議会やビジネスコーディネーター等を活
用して産業界でのニーズを把握、有機農業者会議等を通じて生産者からのニーズを収集して、
それらに即した課題立案を行った。鳥獣害関連では、関東東海北陸及び近畿中国四国農業研究

＜評定と根拠＞ 
評定：A 
 
根拠： 

目標達成に向けた課題マネジメントについては、実用
化の加速と第 5 期への展開を重点目標とし、理事長組織
目標、理事・大課題推進責任者（PD）マネジメント方針
の浸透と効率的な研究開発のため、セグメント打合せで
進捗確認と課題への対応方針を決定した。重点研究開発
課題に基づく選択と集中で、平成 30 年度に指定したセ
グⅣ旗艦プロジェクト（旗艦プロ）５課題には理事・PD
の関与強化と予算を重点化し、高水準で達成した。農業
情報研究センター（農情研）との連携により、AI、ICT、
ロボット技術（RT）等先端技術を徹底的に活用した研究
を促進した。研究課題は、優先度、課題の進捗等に応じ、
早期に成果を達成した課題への予算を重点化し、実用化
を促進するとともに、相乗効果の期待できる課題やアド
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※ 別表参照 推進会議の鳥獣害部会等において、公設試との連携により地域の技術的課題の共有、研究課題
化を実施した。雑草害関連では、生産者や農林水産省からの要望により、熊本県益城町の蔬菜
畑における雑草ハマスゲ防除の現地実証試験に取り組んだ。 
 

バンテージのある課題へのエフォート集約、研究エフォ
ート確保が困難な課題などについては、研究ニーズへの
対応方針を策定のうえ廃止又は縮小して研究を効率化
した。また、事業開発室と連携して普及戦略を策定し、
普及上の課題・対応を明確にして適時に展開するととも
に、知的財産部及び広報部との連携により戦略的な知的
財産化とプレスリリースの拡大などにより農研機構の
プレゼンスの向上を図った。さらに、第５期中長期計画
を見据えて、N.I.P.のチーム課題としての推進、統合イ
ンベーション戦略等の目標達成に資する研究の課題化、
外部資金の獲得に向け組織的・戦略的に行動する等、シ
ーズ創出と研究資金の確保を行った。 
 

研究開発成果については、気候変動対応研究において
は “4 per 1000” Initiative 科学技術委員会、IPCC 第 6
次評価報告書（AR6）総括代表執筆者（CLA）として、
国際的貢献を果たした。「栽培管理支援システム」及び
「メッシュ農業気象データ」は、事業開発室の支援によ
り水稲、小麦、大豆の発育ステージ予測、高温登熟障害
対策、収穫適期支援、冷害リスク情報などの 13 コンテ
ンツを Web-API 化し、WAGRI への搭載が進められた。
三球温度計は民間企業からの許諾による市販、企業との
プログラム利用契約５件、５都道府県への利用許諾など
が行われた。さらに、水稲再生二期作栽培技術が米国の
メディアで取り上げられるなど、年度計画を大幅に上回
る成果が得られた。 

ため池防災支援システムについては、5 月には参加者
約 2 千人、ため池約 4 千箇所を対象とする全国規模の防
災訓練を実施し、抽出された課題に応じてシステムを改
良した。水田の端末調整板（ダムキーパー）とともに田
んぼダムシステムを構成する流域の水資源評価手法に
ついて 2 河川を対象に現地調査を実施し、全国を対象と
した 1 ㎞スケールの河道網や現況の気象データの構築
を完了した。ジビエ等利活用技術については、現地利用
ニーズを的確に捉えた肉質評価の手法を開発し、捕獲情
報のクラウド管理システムを開発、実証運用して製品化
した。被害痕跡図鑑のウェブ公開をはじめ、開発した被
害対策の最新情報、過去の情報も容易に検索が可能なポ
ータルサイトを構築し、ユーザーと双方向なワンストッ

○社会実装に至る道筋は明
確か。 
 
＜評価指標＞ 
・投入する研究資源に対し
て、どのような研究成果と効
果が期待できるか。 
・期待される研究成果と効
果は、ニーズをどのように反
映しているか。 
・期待される研究成果と効
果に応じた社会実装の道筋 
 

イ 研究課題の推進に際して、研究開発
成果の社会実装を強化する。 
 

○社会実装に至る道筋について 
ため池防災支援システム及び水管理システムの開発と現場実装においては性能要求する農林

水産省、開発者である農研機構、ユーザーである自治体・土地改良区がそれぞれの役割を分担
して一体的な推進を図ること、また物理的防除装置等の病害虫防除資材、土壌還元消毒を核と
した土壌病害虫対策、土壌病害発生リスク診断技術、大豆や薬草における雑草の総合防除技
術、土壌の簡易診断技術、化学肥料減肥技術、緑肥やバイオマスの利用技術等の開発について
は企業、公設試、普及機関等とのコンソーシアム体制での外部資金獲得と基盤技術の開発から
社会実装までの一貫実施を推進することで、農家及び関係機関の要求に対応した技術開発を行
った。 

水管理技術では、農林水産省の他、農業経営体、土地改良区等と研究の企画段階から現地実
証試験に至るまで意見交換を実施し、ユーザーの要望を踏まえた適応化・実用化を推進した。
圃場水管理システムは令和元年より本格販売を開始し、前年比約 1.3 倍に普及が拡大した。ほ
場―水利施設連携型水管理システム（iDAS）では、運用コストの低減や利用環境の改善など
の土地改良区や農家の要求に基づく改善を図ると同時に、農業農村整備事業等への適用性に応
えるための費用対効果の分析手法の開発を行った結果、全国 8 地区で実装された。 
 

○評価結果等を踏まえた研
究課題の改善、見直しが行わ
れているか。 
 
＜評価指標＞ 
・どのような体制で検討を
行ったか。 
・評価において受けた指摘
事項や、社会的実勢や技術開
発動向等に即したニーズの
変化等、課題の進行管理にお
いて把握した問題点に対す
る改善や見直し措置 
・改善、見直し措置に伴う、
資源の再配分状況 
 

ウ 農研機構で実施する目的基礎研究
については、「農林水産研究基本計画」
における基本的な方向に即しつつ、出
口を見据えたテーマについて、研究者
の新しいアイディアを活かしながら
実施するものであることを職員に周
知する。研究課題の設定に際しては、
農研機構で実施する有効性を見極め
た上で、短期的な成果を追求するので
はなく、将来のイノベーションにつな
がる技術シーズの創出を目指した先
駆的研究としての発展可能性を重視
する。また、研究の進行管理に当たっ
ては、進捗の段階ごとにピアレビュー
を行う等により、研究方法の修正や研
究課題の中止を適宜行い着実に推進
する。 

 
 

○評価結果等を踏まえた研究課題の改善、見直しについて 
セグメントⅣ打合せ（隔月の定例と随時）及び大課題推進責任者（PD）月報作成作業にお

いて、理事・PD のマネジメント方針、ロードマップに基づき課題進捗状況をモニタリング
し、会議等で収集したニーズや成果普及活動におけるユーザー側の意見等をもとに、課題の改
善・見直しを実施した。各大課題において、新型コロナウイルス感染防止のため、現地調査、
現地実証等の中止、延期が避けられなかったが、ウェブ会議の活用などにより大幅な計画の見
直しには至らなかった。横串プロジェクト（横串プロ）の天敵利用による害虫防除の課題につ
いては令和元年度の評価で改善を要する点が指摘され、新規の資材考案や複合的な天敵利用法
などの研究内容を強化するとともに第 5 期に向けた目標値を設定し、課題推進を加速した。理
事裁量経費、旗艦プロ、横串プロや PD・中課題推進責任者（PL）裁量経費を活用し、農業に
おける Society5.0 の実現、スマート農業の推進など組織の重点目標に対応する課題へ予算の重
点配分を行ったことにより、稲こうじ病の現地実証試験・スマートフォン向けアプリケーショ
ン等の普及推進が進んだ。また、令和元年度の評価で指摘された IT の多様化に対応した研究
成果の利用拡大について、WAGRI からの API 提供、ウェブアプリ・サービスのバージョンア
ップ、マニュアル・標準作業手順書（SOP）のウェブ公開に加え、動画配信、プレスリリース
等による情報発信を積極的に進めたことにより、イベント等の自粛下においても栽培管理支援
システム・メッシュ農業気象データのシステム利用者拡大につながった。 
 
○社会実装に向けた検討と取組について 

 
 
○成果の移転先と連携し、社
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会実装に向けた検討と取組
が行われているか。 
 
＜評価指標＞ 
・どのような体制で検討を
行ったか。 
・社会実装に向けた研究内
容の重点化が行われている
か。 
・社会実装に向けて行った
具体的検討事項と取組 
 

 
 
 
 

畜産排水処理の実処理レベルでの効果実証を３箇所で進めるとともに市販化に向けた知的財
産の確認を知的財産戦略室と進めた。栽培管理支援システムは、スマート農業加速化実証プロ
ジェクトにおける直接対話やアンケートから、ユーザーニーズの高い品種への対応、生育予測
の精度向上を進めた。土壌インベントリーでは農業者、普及関係者等へのアンケートに基づき、
土壌温度・水分表示、土壌有機物管理ツール等の新機能を追加公開とともに、施肥管理指針と
の連携を 21 都道府県に拡大した。 

農業水利施設の保全管理及び農村地域の防災・減災技術は、官民連携共同研究や専門性の高
い研究・技術開発や調査・分析を製造企業やコンサルタントと連携・協力して実施した。その
結果、ため池防災支援システムは令和 2 年 4 月から農林水産省による実運用段階に入り、全国
約 17 万カ所のため池が同システムにより管理されることとなった。ICT 水管理では、茨城県、
水資源機構、土地改良区、農業経営体等と関係機関と連携し、スマート農業加速化実証プロジ
ェクト、県からの受託事業などにより、技術課題を検証しつつ、ユーザーの要望に応じて改良
した。地域資源の利用・管理技術は、社会実装先の土地改良区（那須野ヶ原土地改良区連合）、
行政機関（農林水産省、内閣府沖縄総合事務局等）との意見交換会や合同調査を実施した。 

土壌病害の汚染度診断法の開発については、得られたデータのスマート農業における活用を
視野に入れ、社会実装先となる公設試験研究機関（公設試）、民間企業と連携して課題を推進
した。天敵利用の課題は民間企業や県の研究・普及・行政機関等の成果の移転先の協力のもと
で、社会実装に向けた研究開発や普及活動を推進した。この中で天敵利用技術開発に不可欠な
基盤データの集積、様々な地域・作物・害虫・栽培環境を対象とした効果検証試験や現地実証
試験を実施し、聞き取り等で現地生産者と意見交換した。雑草イネについては 26 県 195 地区
の生産現場から雑草イネ鑑定依頼があり、雑草イネ発生が認められた場合は対策技術を提供す
るとともに、被害地域の公設試と技術普及に関する連携を進める中で、雑草イネの技術開発・
普及に取り組む全国規模の連携体制を構築した。 
 
○ニーズに即した成果の創出、社会実装について 

中長期計画達成に向け、ニーズに即した成果の創出と社会実装として、特許の実施許諾 24
件、新聞、雑誌等のマスコミ掲載 62 件など多くの実績があった。社会実装に至った主な成果は
以下のとおりであった。 
・果樹（カンキツ、リンゴ）の高温障害対策は、複数県の普及機関で利用開始した。 
・メッシュ農業気象データの利用者登録は 1,000 件、栽培管理支援システムは 900 件であっ
た。利用者アンケート回答が多いのは生産者、普及機関、民間企業であった。開発プログラム
は IT ベンダー、農機メーカ等５件、５都道府県にて利用を許諾した。 
・生物多様性評価マニュアル：約 5,800 件のダウンロードがあった。 
・ドローンによる不陸計測マニュアルは、約 3.2 万件ダウンロードされ、位置測定を低価格で
効率高精度測位マニュアルは、約１万件のダウンロードがあった。 
・日本土壌インベントリーについて、スマホアプリのダウンロードは 1.4 万件であり、アンケ
ートニーズから土壌温度・水分表示、土壌有機物管理ツール等の新機能を追加公開した。 
・スマート農業実証プロジェクトにおいて、ICT 水管理システム等の技術が 16 地区で採用さ
れた。 

プ情報共有プラットフォームとして運用開始した。放射
性物質対策については、大豆及び水稲のセシウム吸着シ
ートによる放射性セシウム吸収危険度判定技術を開発
した。 

イネ稲こうじ病に対する IT 利用薬剤散布適期判定シ
ステムと土壌処理資材による防除技術を組合せた総合
防除 SOP を作成した(令和 2 年度重点普及成果)。紫 LED
光による天敵誘引技術、赤色 LED によるアザミウマ防
除については、計画を上回る 3 社で市販化が開始され
た。天敵利用については、新型天敵保護資材を開発した。
また、IGR 候補化合物等の制虫剤関係の基盤技術と世界
初のサバクトビバッタ培養細胞の樹立について 3 件の
特許を出願した。雑草イネについては、北海道・沖縄を
除く全国各地の 21 府県に発生していることを初めて解
明し、遺伝的・生態的特性に基づく総合的管理技術を 11
県の被害地域へ技術移転して社会実装を進め、雑草イネ
対策・早期警戒の必要について NARO 技報等を通じて
全国に周知した。 

農研機構における一体的な取組により、ムーンショッ
ト型研究開発制度（ムーンショット）（２件）、官民研
究開発投資拡大プログラム（PRISM）などの大型外部資
金を獲得した。 

これらの研究成果に対して、第４回インフラメンテナ
ンス大賞、日本作物学会賞、日本農業気象学会賞、農業
農村工学会賞、日本応用動物昆虫学会賞等を受賞する
他、農業技術 10 大ニュースに 4 件が選定されるなど外
部から高い評価を受けた。 
 

研究成果の最大化に向けた社会実装の取組について
は、農情研、事業開発室との連携、横串プロジェクト（横
串プロ）、旗艦プロによる重点実施によって、成果の実
用化の促進を図った。気候変動適応技術として、スマー
ト農業実証プロジェクトや農研機構内の連携を強力に
進め、栽培管理支援システム 900 件、メッシュ農業気象
データ 1,000 件の利用登録を達成した。気候変動緩和技
術では、中干し延長技術の農林水産省「全国共通取組」
に拡大されるなど、緩和施策に大きく貢献した。水管理
技術について、圃場水管理システムの普及拡大（前年比
約 1.3 倍）や圃場ー広域水管理システム（iDAS）の愛知

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○中長期計画達成に向け、ニ
ーズに即した成果が創出さ
れ、社会実装に至ったか。 
 
＜評価指標＞ 
・具体的な研究開発成果と
その移転先（見込み含む） 
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○目的基礎研究の立案に当
たり、将来の研究展開への寄
与、法人が実施する必要性に
ついて検討されているか。 
 
＜評価指標＞ 
・法人が実施すべき目的基
礎研究について、どのような

・iDAS はパイプラインへの導入技術のプロトタイプが完成し、開水路への普及の基盤技術を
開発した。圃場水管理システムは、市販化を実現し、前年比約 1.3 倍に普及拡大した。 
・ため池防災支援システムは令和 2 年 4 月から農林水産省による実運用段階に入り、全国約
17 万カ所のため池が同システムにより管理されるようになった。 
・流域治水への貢献が求められる中で、「田んぼダム」システムが北海道岩見沢市(400ha)で
普及した。気象予測システムも備えていることから営農への活用も期待され、JA グループの
営農支援システムとの連携を調整中である。 
・鳥獣害対策では、捕り逃がしを防止する構造の新型小型捕獲檻を製品化した。また CSF 対
応の実証改良を現地で進め、実質的に社会実装を達成した。 
・放射能対策技術では、多岐にわたる研究成果をマニュアル３件、手引き３件、パンフレット
類４件を成果として公表し、普及のためのワークショップ等を４回開催した。 
・令和元年重点普及成果「新規土壌還元消毒」については、新規資材の糖含有珪藻土及び糖蜜
吸着資材が商品化された。本部事業開発室と連携し、SOP（ver1.0）を作成し、農研機構ホーム
ページ上で公開した。トマト青枯病や線虫対策として 7 府県(10 件、うち 1 件は、農研機構と
茨城県との連携協議会の中でピーマンの線虫対策）の普及センター、公設試等と連携し、現地
実証を実施して技術の有効性の検証・技術移転を行った。 
・イネ稲こうじ病の薬剤散布適期判定システムの利用者は 100 名を超え、1km-メッシュ農業気
象データ版に移行した。本システムの利用方法を記載した「イネ稲こうじ病の薬剤防除マニュ
アル」を用いて、北は青森県・山形県から南は鹿児島県まで、JA、普及組織、一般生産者まで
普及を促進した。また、スマートフォンで稼働するシステムとしても提供を開始した（民間企
業からの許諾が１件）。 
・紫色 LED 天敵誘引装置は民間 2 社に特許を許諾し、販売を開始した。 
・超音波発生装置については受注販売を開始した。 
・土壌病害の汚染度診断法については公設試１件、民間企業２件に技術移転した。 
・土壌物理性診断手法では、ガス拡散係数測定装置が連携する理化学機器メーカーで市販化を
開始した。 
・バイオ肥料は連携するメーカーが試験販売を経て全国販売を開始した。 
・バイオマス熱利用方式については、いずれも九州でチップ乾燥システム(1 台)、ラジエーター
式放熱器(4 台)、木質チップ乾燥設備(3 台見込)、熱帯果樹用にラジエーター式放熱機(12 台見
込)を導入した。 
 
○目的基礎研究の立案・進行管理について 

運営費交付金による目的基礎研究は、理事長のマネジメントにより行う NARO イノベーシ
ョン創造プログラム（N.I.P.）として実施している。審査は、方向性、発展可能性、先行性・新
規性・独創性、計画妥当性、準備状況・実績、担当中課題推進への影響の視点から行い、将来
の研究展開への寄与、法人が実施する必要性について中長期計画との整合性に照らすとともに、
農業における Society5.0 の実現、統合イノベーション戦略、農林水産研究イノベーション戦略
等の目標実現に資するかについて査定された。外部資金による目的基礎研究課題については、
令和元年度実施中の課題から抽出して、9 課題（うち、運営費交付金による課題は 6 課題、外

県、茨城県、静岡県での現場実装など実用化が進展した。
また、防災・減災技術として、ため池防災支援システム
は、令和２年４月から農林水産省により全国 16 万カ所
のため池の防災・減災対策のための運用が開始され、災
害時緊急点検や日常点検に対応したアプリケーション
を実装するなどの改善を行った。病害虫対策技術につい
ては、令和元年度重点普及成果の新規土壌還元消毒法
SOP を公開し、社会実装に向け成果の普及を進め(計画
を上回る 7 府県で普及)、イネ稲こうじ病薬剤散布適期
システムと土壌資材の組合せによる総合防除技術を実
用化した。天敵保護資材の普及面積はイチゴに加えてナ
シに品目拡大し、590ha に普及した。イネ縞葉枯病とヒ
メトビウンカの総合的管理技術については、既発生地域
の 1.4 万 ha で広く活用された。 
 
 以上のことから、多くの課題において、実用化に向け
計画を上回る進捗を見せ、AI、ICT 等の先端技術の活用
やデータ駆動型の技術などの農業における Society 5.0
の具体化に貢献する多くの成果を産出した。また旗艦プ
ロを中心に実用化の一層の加速のため、NARO 内外との
連携と知的財産化、SOP 作成、理事長裁量経費と民間資
金の活用に重点的に取り組んだことにより、本年度の計
画を上回る成果を達成した。また、革新的環境イノベー
ション戦略、みどりの食料システム戦略等の政府戦略に
貢献するための大型外部資金の獲得や研究開発戦略を
NARO 内で連携して策定するなど、第４期のみならず第
５期中長期計画を高水準・迅速での開始に貢献する成果
を得た。これらのことから、A 評定と判断した。 
 
＜課題と対応＞ 

スマート農業実証プロジェクトや農情研課題として
実施中の課題を高い水準で達成できるよう、研究資源を
重点配分して研究を加速し、推進する。また、令和２年
度までの重点普及成果（メッシュ農業気象データ、土壌
インベントリー、水管理、防災、土壌還元消毒、鳥獣害
対策、イネ稲こうじ病対策）の普及促進のため、アウト
リーチ活動、共同研究、プレスリリースを積極的に展開
する。天敵利用技術については、第 5 期中長期計画にて、
令和 3 年度重点普及成果候補として、PD、PL 及び研究
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体制で検討を行ったか。 
・将来の研究展開への寄与、
法人が実施する必要性は明
確か。 
 

部資金による課題は 3 課題）を目的基礎研究課題とした。投じたエフォートと予算の合計はそ
れぞれ 3.26 人、23,246 千円である。なお、外部資金課題については、外部資金制度（令和 3 年
度開始の科研費等）への応募前に、担当中課題推進への影響をあらかじめ評価し、中課題の推
進の妨げにならないかを確認した。以上によって、中課題の推進に配慮しつつ、出口を見据え
た先行性・新規性・独創性の高い課題を採択・認定した。セグメントⅣで目的基礎研究費の配
分額が大きかったのは、大課題 17 の農業用ダム、ため池、管水路の損傷部等を可視化する技術
の開発である。また、目的基礎研究に採択された課題の中で、「環境 DNA メタバーコーディ
ングで水田の生物多様性を評価する手法の開発」については令和 2 年度に科研費基盤（Ｂ）に
応募し、採択され、新たな展開へとつながった。 
 

N.I.P.は、理事長、理事、研究職の本部部課室長等を委員とした研究の進捗や実績等に係る
評価体制の下で進行管理された。外部資金型の目的基礎研究は研究センター長等の裁量によっ
て評価体制を構築し、運営費交付金による目的基礎研究課題は目的基礎研究検討会を開催し、
進捗状況、利活用（中長期計画の推進や策定に活用できるか）、外部資金適合性の視点から検
討し、これらを総合的に勘案して、次年度の対応として、「①中課題の研究として実施」、
「②交付金型目的基礎研究として実施又は応募を推奨」、「③外部資金型目的基礎研究として
応募を推奨」、「④研究を中止」の何れかに評価した。外部資金型目的基礎研究は、資金供給
元の組織で毎年度進行管理されることから、目的基礎研究検討会では、終了する年度に研究の
進捗状況を聴取した上で、運営費交付金の場合と同様に、成果の利活用や継続実施の可否等を
評価することにしているが、今年度終了となる外部資金型目的基礎研究課題はなく、現在継続
されている 3 課題は令和３年度の研究期間終了時に評価を行うこととした。 
 

者が知的財産部、事業開発室と連携し、知的財産化と普
及の戦略を描きながら研究開発を進め、実用化と普及を
強化する。さらに、新たなニーズへの対応として、統合
イノベーション戦略 2020 に基づき、AI 技術、安全・安
心環境エネルギーに関する研究開発ロードマップを作
成する。 
 

 

○目的基礎研究推進におい
て、適切な進行管理が行われ
ているか。 
 
＜評価指標＞ 
・進行管理において、どのよ
うな体制で研究の進捗状況
や問題点を把握し、改善策を
講じているか。 

＜年度計画＞【別添 1】 
（16）気候変動等の環境変動への対応及び生物多様性保全のための研
究開発 
 気候変動影響評価では、政府や地方自治体の気候変動影響評価や適
応計画に有用な研究成果の提供を進める。そのため、水稲・水田生態
系環境応答モデルと気候シナリオを用いて、高温・高 CO2 の相互作
用、品質評価、適応オプションを含むコメの将来影響評価の結果を公
表する。果樹ではリンゴの開花予測とその検証、将来の適地移動予測
を行い、成果を自治体に提供する。穀物収量変動の季節予測サービス
の試験運用で得られた科学的・技術的な課題を取りまとめる。 

 
 
 
 
気候変動適応策では、水稲の高温登熟耐性品種・系統の優良形質の

解明、高温不稔発生リスク情報の整備、オオムギの高温に適応した施
肥技術開発、ナシの発芽不良対策技術の現地実証を行う。メッシュ農

＜大課題ごとの主な業務実績等＞ 
（16）気候変動等の環境変動への対応及び生物多様性保全のための研究開発 
 

高温・高 CO2 の影響、高温不稔に関する成果が環境省「気候変動影響評価報告書」に引用さ
れ、将来の適応技術を提示した。夏季高温指標の 1km メッシュ全国データの整理及び準リアル
タイムで作成するシステムを構築した。高温・高 CO2 相互作用を導入したコメ収量・品質予測
を開発し、平成 30 年及び令和元年の夏季高温による水稲の高温不稔実態調査結果をとりまとめ
た。リンゴの栽培適地予測マップを作成し、気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）及
び「長野県の気候変動とその影響」に掲載した。農研機構地域気候シナリオの標準作業手順書
（SOP）を作成した。コメ及び果樹の影響評価の成果がのべ 11 県の地域気候変動適応報告等に
引用され、世界の穀物生産における気候変動の適応費用評価をプレスリリースした。穀物収量
変動の季節予測サービスの試験運用で得られた科学的・技術的な課題を取りまとめ、本格運用
の調整を開始した。 
 

栽培管理支援システムを多様な利用者の要望に対応するため、東北の水稲生育状況の面的提
示システムを冷害及び高温障害発生予測に拡張した。スマ農プロとの連携により、現運用シス
テムの利用者数は 900 件を超え、有償技術相談契約２件、職務作成プログラム 7 件、利用契約

＜大課題ごとの自己評価＞ 
（16） 
評定：A 
 
根拠： 

将来影響予測・評価では、コメ、果樹の影響評価の成
果がのべ 11 県の地域気候変動適応報告等に引用され、
適応計画策定支援に貢献した。世界の穀物の収量予測変
動サービスの本格運用に向けて国際共同研究の調整が
開始された。また、共創の場形成支援プログラム（分担）
を獲得した。 

適応技術では、スマート農業実証プロジェクトや農研
機構内の連携を強力に進めたことにより、「栽培管理支
援システム」、「メッシュ農業気象データ」ともにほぼ
当初予定の普及目標件数を達成するとともに、13 コン
テンツを WAGRI から公開し、さらに最新農業技術・品
種 2020 の主要成果に選定され、フェーン予測技術の農
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業気象データの精度改善に利用できる農耕地気温の簡便な計測手法を
開発する。また水稲の主要発育ステージと冷害、高温障害、主要病害
などの遭遇リスクを予測するシステムを開発する。早期警戒・栽培管
理支援システムでは、「スマート農業加速化実証プロジェクト」等を
通じた実証を継続し、「栽培管理支援システム」の機能の充実と改良
を行い、開発を完了する。 
 

温暖化緩和策では、精緻化したモデルと新たな農地管理シナリオを
用いた全国計算により 2050 年までの温暖化緩和ポテンシャルを予測
する。耕種農業では温暖化緩和効果が高い栽培管理体系、また畜産で
は給与飼料の改善技術について現場への導入要件を解明する。排水処
理用炭素繊維リアクター等の GHG 削減技術の実証を拡大する。以上
の成果から、温室効果ガス排出を削減しつつ、農業現場の強化に結び
つく温暖化緩和技術及び各技術の適用可能範囲を提案する。このほか、
耐久性が高い生プラマルチを選定し、酵素処理による生プラマルチの
分解促進方法を提案する。 

 
 
 
 

 
生物多様性課題では、訪花昆虫モニタリング手法を開発し、公設試

等での利用マニュアルを作成する。企業・地域連携による生物多様性
を活用したブランディング事例集を作成するとともに、栽培方法によ
る生物多様性保全効果を「見える化」するため、全国マップを複数の
分類群で作成する。カワヒバリガイの調査マニュアル及び被害緩和の
ための落水手順書を作成するとともに、外来牧草の種子逸出防止管理
ガイドラインを作成し、それぞれ公表する。 

 
 

 
農業環境基盤技術では、ドローン空撮画像や地球観測衛星の営農へ

の活用法について取りまとめるとともに、全球作物生育モデルについ
てマニュアル化を行う。日本土壌インベントリーについては、機械可
読性を高めた土壌情報の追加や栽培指針との連携、マニュアルの改訂
などにより、ユーザーが使いやすい情報基盤とする。昆虫・微生物の
基盤情報については、活用の高度化のため、DNA バーコード情報等を
追加する。蓄積された病害虫被害画像を用いた病害虫識別 AI につい
て、現場からの報告を用いて診断の効率化を可能とする手法を開発す

6 件が得られた。事業開発室の支援により WAGRI にシステムを搭載した。電源を敷設する必
要がなく、野外での気温計測を極めて容易にできる「三球温度計」を開発し、プレスリリース
を行った。水稲普及品種の高温不稔耐性の圃場評価、高温不稔発生リスク情報のマップを作成
した。また、オオムギの施肥技術として、登熟期前半の高温条件で実肥の効果を明らかにした。
ナシ発芽不良対策は現地実証により、窒素施用時期の秋冬季から春季の移行が発芽不良発生の
軽減効果があることを確認した。 
 

全国の温室効果ガス排出量は、現状維持との比較で最大 12.1%（年間 435 万トン）、積極的
な減肥を伴わない緩和策でも 10.2%（年間 367 万トン）の CO2 換算 GHG 排出削減ポテンシ
ャルが示された。温暖化緩和効果が高いと考えられる農業体系（水田、果樹、畑地）では、温室
効果ガス排出を削減しつつ、農業現場の強化に結びつく温暖化緩和技術及び各技術の適応可能
範囲を明らかにした。乳牛での CN バランス飼料導入には、消化性の改善と泌乳中後期の給与
対応の必要性を明らかにした。水稲の中干し延長による GHG 削減技術が、環境保全型農業直
接支払交付金の「全国共通取組」に拡大した。養豚排水処理施設への炭素繊維リアクター導入
による排水処理施設の GHG 削減の国内検証事例を増やし、関連特許を３件出願した。生産者
レベルで圃場の温室効果ガス排出削減効果を算定できる「CO2 見える化サイト」の機能拡大と
して、水田からのメタン発生を詳細に計算する DNDC-Rice モデルを組み込み、公開した。生
分解性プラスチックマルチ（生プラマルチ）については、市販生プラマルチ 4 種類を 2 か月展
張した後に分解酵素を処理した後に回収したフィルムの劣化評価を行い、分解促進方法として
適切な酵素処理条件を見出した。また分解酵素生成関連特許を出願した。 
 

作目別・重要種群別に訪花昆虫モニタリング手法をとりまとめたマニュアルを作成した。花
資源導入によるミツバチ農薬暴露被害低減技術に関してプレスリリースを行った。企業や地域
の生物多様性保全の取組の支援を目的として、生物多様性情報を活用した農産物のブランド化
取組 6 事例をまとめた事例集を作成した。生物多様性保全ポテンシャルの全国評価について
は、ダルマガエル類、ドジョウ類、サギ類等を対象に取り組み、周辺土地利用や気候条件を加
味した推定モデルを構築した。また生物多様性評価手法の簡便化・高度化に向けて、田面水を
もちいた DNA メタバーコーディング技術に取り組み、魚類と鳥類の指標生物検出に成功した。
環境 DNA を用いたカワヒバリガイ検知手法等の調査マニュアル、貯水池落水による防除の手
順書を作成した。外来牧草の種子逸出防止のためのガイドラインを作成した。 
 

ドローン画像と AI 技術により、ほ場内の土壌水分の面的把握する手法を開発した。空間情報
マップ化技術として公開したほ場計測マニュアルが合計 4.2 万件ダウンロードされた。土壌情
報の規格化として、土壌インベントリーに 21 都道府県の栽培指針との連携を実現し、1,400 地
点以上の新規土壌断面データを土壌断面データベースに登録した。また窒素無機化予測、地温・
土壌水分予測モデルをアプリとして登録した。本スマホアプリは 1.4 万件ダウンロードされた。
デジタル土壌図標準手順書（土壌図 SOP）には、以上の成果に加え、土壌有機物管理ツールの
使用方法について記載を追加した。昆虫・微生物の基盤情報の整備のため、昆虫標本の位置情
報 17,000 点、DNA バーコード情報 300 種整備、土壌 DNA 4,000 件のアーカイブが終了した。

業技術 10 大ニュースに選定など当初の予定より大幅な
進展がみられた。 

緩和技術では、中干し延長技術が農林水産省事業の
「全国共通取組」に拡大されるなど施策への貢献が進ん
だ。さらに畜産排水処理技術の実証拡大と知的財産確
保、生分解性プラスチック活用技術での知的財産確保、
ムーンショット予算獲得などの大幅な進展がみられた。 

生物多様性課題では、訪花昆虫調査マニュアル、カワ
ヒバリガイの貯水池落水による防除手順を確立して調
査マニュアル・手順書を作成し、水田の生物多様性評価
への DNA バーコーディング手法による魚類と鳥類の指
標生物検出を可能とするなどの進展がみられた。 

環境情報基盤研究では、土壌インベントリーはアンケ
ート等の結果に基づき、栽培指針や土壌特性データ、新
規アプリの登録等、着実なデータの蓄積と改良が進める
とともに、イノベーション創出強化研究推進事業の予算
を獲得した。さらに、これまでの課題推進で蓄積された
多様なコンテンツ、データや、レガシーデータの広範な
利用を進めるため、セグメント内・農情研との連携によ
り、理事長裁量経費を活用して、８件の統合データベー
スへの登載を行った。 

「積極なニーズの把握・確認、連携強化」と「研究成
果の発信・社会実装の推進」を掲げ、ロードマップに記
載した研究目標の確実な達成にむけて、予算配分の重点
化を行うとともに、重点普及成果２課題を中心とした開
発成果の全国的な展開、普及成果の SOP 作成、プレス
リリースによる成果の積極的な情報発信、知的財産の確
保を進めた（プレスリリース５件、普及成果の SOP 作
成３件、特許出願６件、プログラム登録８件）。また、
コロナ禍の中でもウェブ会議等により国際組織の委員
を務め、特に IPCC 第 6 次評価報告書（AR6）総括代表
執筆者（CLA）として２次ドラフトとりまとめるなど、
農研機構の国際的プレゼンス向上に大きな貢献を果た
した。 

以上のことから、大課題全体として、令和 2 年度計画
の全てで目標を達成していることに加え、適応技術や緩
和技術課題での大幅な進展（ムーンショット採択など）
が見られたことから、令和 2 年度計画を大幅に上回って
業務が進捗しており、A 評定と判断する。 
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る。 
 
 
 
 
開発したこれらの技術については、現地実証等を通じて社会実装を

図る。また、国際貢献としては、モンスーンアジア地域における温室
効果ガス排出削減及び土壌炭素貯留を促す農地管理の方向性を示す。
さらに、様々な国際的枠組み（IPCC、GRA、4‰イニシアチブ、IPBES
等）への貢献、及び OECD 国際ワークショップの開催などを通じて国
際的プレゼンスを示す。 
 

ヒストリカルデータを活用した病害虫予測のために、10 作目の重要病虫害（約 70 病虫害）及
び健全画像を、農情研ほか機構内８場所及び６県の協力を得て収集するとともに、発生予察事
業の発生現況報告データを活用した病害虫発生予測モデルを構築し、画像機械判別と病害虫発
生予測モデルの組み合わせによる新しい統合病害虫診断システムを開発した。 
 

新型コロナウイルス感染拡大による影響の中でもウェブを活用して国際会議の運営・参加（日
仏進歩、ムーンショット国際シンポ）、国際組織の委員を務め、とくに IPCC 第 6 次評価報告
書（AR6）総括代表執筆者（CLA）として 2 次ドラフトをとりまとめるなど国際的プレゼンス
を示した。 
 
 

（17）生産基盤等の機能維持向上・強靭化、地域資源の管理及び放射
性物質対策のための技術開発 

農業生産基盤については、ほ場水管理システムはユーザー評価に基
づく高質化を進め、iDAS はパイプラインシステムの主要な 3 タイプ
に適用する技術体系を構築する。さらに数百 ha 規模の平坦地水田地区
において、用水需要観測から ICT 活用による節水可能性を推定し、こ
れを水理解析モデルに組み込み、より精度の高い需要主導型の水理制
御手法を確立する。 

 
 

 
 
 
 
 

基幹水利施設の劣化に伴う水理・送水機能の診断手法や劣化の進展
モニタリング技術と長寿命化技術を開発するとともに、水路の漏水検
出等の状態監視技術を開発する。農業水利施設のリアルタイム危険度
予測技術とこの危険度を迅速に伝達する災害情報システムを開発す
る。 

 
 
 
 
 
 
 

（17）生産基盤等の機能維持向上・強靭化、地域資源の管理及び放射性物質対策のための技術
開発 

圃場水管理システムは、市販化された本システムの販売台数が前年比の約 1.3 倍に拡大し、
開発した iDAS は愛知県 5 地区、茨城県 2 地区、静岡県 1 地区で実装された。開水路システム
への適用として、約 600ha の低平地水田地区において、幹線水路における上流から下流までの
配水不均等の実態とその要因を明らかにし、対策として水路内貯留を活用した開水路ゲート制
御手法を提示した。さらに広域水管理への展開のために、幹線水路から分水する支線パイプラ
イン全体での配水不均等を解消するための調圧水槽監視システムの全体設計を行った。スマー
ト農場設計支援ツールのプロトタイプを用いて、遠隔監視ロボット農機の走行実演農場におい
てロボット農機が農機具庫から圃場に到着して圃場内で作業を行うまでの走行をシミュレート
し、最適な無人走行コースを決定した。傾斜地圃場の独立水源の技術マニュアルを改定した。
水蒸気移動を考慮した地中熱ヒートポンプの採熱効率の数値シミュレーション手法を開発し
た。「農業農村整備事業の景観配慮対策に関わる調査における小型 UAV 活用ガイド」及び「GIS
やリモートセンシングを活用した農地・農業用水の利用状況等のマップ化事例」を作成した。 
 

基幹水利施設の劣化に伴う水理・送水機能の診断手法や劣化の進行モニタリング技術として、
水撃圧による圧力変動の測定及び解析、マンホール型モニタリング施設と圧力変動緩和装置な
ど多様な管水路の漏水検知技術に関する５件の特許出願を行い、マンホール型モニタリング施
設の設置マニュアルを公開した。漏水探査ロボットを用いたパイプラインの漏水探査技術は、
ロボットから超音波信号を発信する機能を追加し、管外に設置した受信機でその超音波を受信
することでロボットの流下位置をリアルタイムでモニタリングするシステムを開発し、2 地区
での実証試験に成功した。豪雨時、地震発生時の災害情報を共有するシステムとして「ため池
防災支援システム」を開発・特許化し、農林水産省に実施許諾申請することで令和 2 年 4 月か
ら同システムの運用が開始された。これまでに全国 17 万カ所のため池が同システムで管理され
るようになった。また、過去に発生した地震時のため池被災データを基に、機械学習を用いて
発生震度とため池諸元から地震後ただちにため池被災の大小を判定する手法を開発し、「ため
池防災支援システム」の警報制度向上を実現した。農業用フィルダム（ため池を含む）の耐震

（17） 
評定：A 
 
根拠： 

ICT 圃場水管理システムは大幅に普及拡大し、ICT 圃
場－水利施設連携型水管理システム（iDAS）は愛知県 5
地区、茨城県 2 地区、静岡県 1 地区で実装した。豪雨時、
地震発生時の災害情報を共有するシステムとして開発
した、ため池防災支援システムを農林水産省に実施許諾
することにより全国のため池の防災・減災対策の要とし
て令和 2 年 4 月から運用が開始された。加えて、高齢者
の多いため池管理者にも使い易いため池管理アプリも
開発・公開した。流域治水に貢献する水田の保水機能を
活用した洪水防止システム（「田んぼダム」）を開発し、
実証試験地では自主的な普及の動きが始まり 400ha に
達した。テグスを用いたカラス害防止対策を開発した。
開発目標の設置労力コスト 2 割削減を達成し、SOP を
作成した。ジビエ等利活用技術については、捕獲現場、
精肉処理場、需要者の情報共有のためのアプリ（スマー
トジビエチェーン（仮称））を開発し、実運用が始まっ
ている。原発事故被災地域における早期営農再開のため
の対策技術開発については、大豆及び水稲の放射性セシ
ウム吸収危険度判定技術に関するマニュアルを策定し、
農家の営農再開に貢献する知見を発信している。IoT 技
術を活用した「通い農業支援システム」については、自
治体からの依頼によるワークショップ等を通じて普及
が進んでいる。加工・調理による食品の内部・外部汚染
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再生可能エネルギーの生産・利用技術については、農業集落排水処
理施設を中核とした地域バイオマス資源の効率的な利活用システムを
提示するとともに、園芸施設用エネルギーマネジメントシステムを開
発する。水資源評価手法については、河川還元量の可視化手法を取り
まとめて水資源評価手法を提示するとともに、沿岸域の地下水利用施
設について効率的な管理技術を開発する。洪水等リスク削減のための
流域管理手法については、豪雨時の洪水リスク低減のためのほ場管理
技術を取りまとめて流域管理手法を提案する。生態系管理技術につい
ては、優先的に修復すべき水域生態系を抽出する評価プログラムとマ
ニュアルを修正し、多面的機能支払活動への普及を図る。 

 
 

 
鳥獣害対策については、野生鳥獣の行動特性を踏まえた防護技術及

び捕獲檻の実証試験を通じた改良、捕獲技術向上のために、AI 技術に
よる画像解析を用いた獣種の区別技術のプロトタイプを作成する。ジ
ビエ利用研究については、捕獲と止め刺し手法、環境要因等が肉質に
及ぼす影響を把握・整理する。 

 
 
 

原発事故対応については、水稲・畑作物における持続的な移行抑制
対策技術のマニュアルを提示するとともにカリ適正化指針を策定す
る。土壌診断等に基づく牧草の施肥管理を通じて、カリウム濃度やミ
ネラルバランスを考慮した除染後草地の適正な維持管理技術を確立す
る。畜産再開技術についての実証試験結果をマニュアル化する。除染
後農地における復作への管理指針を現地で検証し、地力回復対策のた
め衛星画像を用いた地力マップを作成する。早期営農再開のための支
援対策として、IoT 技術を活用した「通い農業支援システム」を開発
し、現場への導入を図る。水への溶出を促進させる方法などより調理
加工による放射性セシウムの効果的な除去方法を提示する。 

これらの開発技術は、行政機関等と連携し、現場での技術実証、対
象地区での講習会や技術指導等を通じて速やかな普及を図る。 

評価・対策技術として、堤体内グラウト壁を有するフィルダムの耐震性評価技術を開発し、地
震時のダム堤体損傷の対策工法の検証を行い、行政部局にダムの地震挙動・耐震評価資料とし
て提出した。佐賀市で水門の画像認識のための遠隔監視デバイスに関して実装実証を行うとと
もに、省電力化、通信の安定化に向けたプログラムの改良を実施し、職務発明プログラムを登
録した。 
 

地域バイオマス資源の効率的な利活用システムとして、現地実証により高含水率汚泥と生ご
みの混合物に微量必須元素のコバルトを添加すると発酵が安定化することを見出した。園芸施
設用に開発したエネルギーマネジメントシステム（EMS）の稼働試験を行い、蓄電残量に応じ
た独立・系統連携調整が安定して動作することを示した。河川還元量の可視化手法を取りまと
めた水資源評価手法では、影響評価モデルとして全国を対象とした 1km スケールの河道網や
現況の気象データの構築を行い、流域における水資源への気候変動予測と適応策の検討を可能
にした。魚類調査・環境調査方法と、魚の棲みやすさ評価プログラム利用解説部分を重点的に
修正し、優先的に修復すべき水域生態系を抽出する評価プログラムとマニュアルの更新版及び
新規に作成した概要版を農研機構ウェブページにアップした。地下ダムや淡水レンズを対象と
した水資源の持続的利用手法を可能にするため、水位・多深度 EC 観測手法の有用性を実証す
るとともに、周波数成分分離手法を用いた分析手法を開発し、沿岸域の地下水利用施設の効率
的な管理技術に利用した。 
 

カラスを対象としたテグス利用技術「くぐれんテグスちゃん」を開発し、果樹、畑地での侵
入防止設置労力コストの 2 割削減を達成した。営農再開地域での帰還時に必須の被害対策とし
て、多獣種の被害を防護する柵を考案し、新規資材の知的財産化を行い、設置手順及び被害対
策のガイドラインを策定した。ICT、AI 等を用いた捕獲檻の改良、開発のために、これまで製
品化した捕獲檻の実証試験を行い、目標とした捕獲 0 ワナからの脱却、すなわち既設捕獲檻の
倍の捕獲を達成した。ジビエ利用研究については、ICT を利用した山から消費までのワンスト
ップジビエ利活用システムを構築した。 
 

水田の持続的移行抑制技術として、カリウムによる移行抑制対策のため稲ワラもしくは堆肥
施用による水田土壌中の交換性カリ含量の維持が必要であることを周知するリーフレットを作
成・配布した。畑地・樹園地の放射性物質吸収移行抑制のために、水稲及び大豆における放射
性セシウム吸収危険度の評価手法として、市販のセシウム吸着シートを土壌に埋設することで
子実中のセシウム濃度を推定する技術を開発した。農業環境中の放射性物質の動態を明らかに
するため、河川の放射性セシウムを連続的にモニタリングできる計測装置として、水中に備え
付ける NaI(TI)シンチレーション検出器を開発し、大雨時の濁水による高濃度の放射性セシウ
ム流出の検知が可能となった。除染後農地の管理手法及び新たな営農体系確立に関わる技術と
して ICT 技術を活用した「通い農業支援システム」を開発し、福島県内の被災地を中心に自治
体からの要望によりシステムを紹介するワークショップを開催した。放射能測定における精度
管理技術の開発及び食品加工による放射性物質の動態解析では、食品中の放射性セシウムの低
減方法を体系化し、論文や雑誌で公表した。 

に対する放射性セシウム等の除去方法について、効果的
な方法が開発されるとともに、調理方法及び品目別に低
減効果を体系化した。 

知的財産部、事業開発室、広報部との連携の結果、特
許、プレスリリース、主要なマスコミ掲載等については
年度計画目標を上回った。特にオンラインで実施した 8
月の記者レクの結果、農業技術 10 大ニュース 2020 で
は田んぼダムが第 5 位、シート状熱交換器（農業水路に
設置し、水路の熱エネルギーを抽出できる）が第 8 位と
なった。行政からの研究開発要請のうち、特に緊急を要
するもの（ため池防災支援システム、流域治水課題等）
にリソースを集中し、成果創出の加速化に努め、行政に
よるシステム運用が開始された。防災・減災対策、地域
エネルギーの活用等、第 5 期中長期計画で取り組む重要
課題について研究計画を検討し、多くの大型外部資金応
募に繋げた。 

以上のことから、令和 2 年度計画目標を上まわる成果
を得たことに加え、更に今後の展開に向けた技術開発に
着手するなど顕著な成果が得られ、A 評定と判断した。 
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（18）持続型農業に貢献する作物保護・土壌管理及び地域資源利用技
術の開発 
 病害・線虫害防除の高度化に向け、ハクサイ黄化病等の DRC 診断法
マニュアル及び生産者等が土壌還元消毒資材を選択できるメニュー形
式のマニュアルを作成・公開する。抵抗性誘導物質・生物的防除資材
については、農薬登録や適用拡大登録等を行い、ほ場レベルで効果を
実証する。また、土壌菌量に対応したイネ稲こうじ病の総合防除技術
の普及を図る。 
 
 
 
 
 
 

虫害や昆虫媒介性ウイルス病害については、超音波や光を利用した
新規物理的防除資材の市販化、2 種天敵の生物農薬登録と市販化及び
バンカーシートの適用品目・普及拡大、生物農薬・物理的防除と忌避
剤による昆虫媒介性ウイルス防除の体系化を行うほか、抵抗性品種の
導入、適期農薬施用、ほ場管理等を組み合わせたイネ縞葉枯病及びヒ
メトビウンカの総合的管理技術の改良と普及を図る。また、制虫剤創
出に向けて、害虫の発育や生殖を阻害する IGR 候補化合物を開発する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

難防除雑草の特性解明やリスク評価のためのデータ蓄積を進め、雑
草イネでは出芽や埋土種子動態の遺伝的・生態的特性に基づき総合的
管理技術の地域適用性を明らかにし、被害地域の公設試へ技術移転を
進める。また、難防除雑草の防除マニュアルを改良し、総合的雑草管
理技術の普及を進める。 
 
 
 
 

（18）持続型農業に貢献する作物保護・土壌管理及び地域資源利用技術の開発 
 

ハクサイ黄化病 DRC 診断の手順と実例を記載した SOP を作成し、公設試や民間企業への 3
件の技術移転等を行い、普及を拡大した。新規土壌還元消毒法の SOP を作成し、５県以上の現
地実証で有効性を確認するとともに、生産者等が消毒資材を選択できるメニュー形式のマニュ
アルを SOP に追加した。線虫増殖を抑制する飼料作物「テララ」が品種登録され、民間企業か
ら販売を開始した。トマト青枯病に対する抵抗性誘導剤の農薬登録後の成果普及のため、同剤
と接ぎ木等の防除法を組み合わせた栽培体系を確立した。微生物殺虫剤は野菜類うどんこ病に
対する農薬登録を取得し、圃場レベルで有効性を実証し、普及を推進した。穂いもち抵抗性遺
伝子を保有した抵抗性イネ系統「MK4E」を DNA マーカー情報と共にジーンバンクに登録し
た。イネ稲こうじ病の薬剤散布適期判定システムと土壌処理資材を利用した総合防除 SOP を作
成し、3 県の現地実証で有効性を確認し、普及面積 5,000ha(種場 50ha に相当、種場に普及）を
達成した。 
 

新規物理的防除資材の超音波発生装置について、露地ネギのシロイチモジヨトウ等への防除
効果を実証し、装置の受注生産が開始された。また、常設型あるいはソーラー型の紫色 LED 光
原を用いると野菜ハウス内に天敵タバコカスミカメを一様に拡散できることを実証し、LED 装
置の販売が開始された。タバコカスミカメ及び新規アブラムシ用バンカー資材については農薬
登録手続き中であるが、タバコカスミカメの実証試験で化学合成殺虫剤使用量の半減を実現し、
アブラムシ防除用新規バンカー資材について全国 17 カ所 4ha の実証試験で高い評価を得た。
バンカーシートの適用作物としてイチゴの他にもナシなどに品目が拡大し、利用面積は前年度
より 30ha 増の 590ha に達した。昆虫媒介性ウイルス病（タバココナジラミによるトマト黄化
葉巻病）に対して、天敵利用技術(タバコカスミカメとバーベナ)と忌避剤（アセチル化グリセリ
ド）を核とした総合防除体系を生産者圃場で実証し、発病株数の大幅な減少を確認した。イネ
縞葉枯病及びヒメトビウンカの総合的管理技術はマニュアルを改訂し、既発生地域の 1.4 万 ha
で活用された。スクミリンゴガイの全国版越冬リスク地図を作成するとともに、農林水産省の
防除対策マニュアルに大量捕獲用の新誘引剤を掲載して普及を加速化させた。昆虫成長制御剤
（IGR）候補化合物を合成展開し、90%以上の昆虫個体に変態異常を誘導する新規化合物を 10
個得た。 
 

遺伝的・生態的特性にもとづく雑草イネの総合的管理技術を 11 県の被害地域へ技術移転し、
除草剤２剤体系（慣行は３剤）の適用性や秋耕による埋土種子低減効果を検証した。難防除雑
草の総合的雑草管理技術については、令和元年度に開発した大豆作における難防除雑草の総合
的防除技術について、実施中の 3 県に加え、新たに 1 県で現地実証試験を実施して有効性を確
認し、対象草種を拡大することで技術の高度化を図るとともに、生産現場で取り組めるよう本
技術をわかりやすく解説したマニュアルの改良を行った。また、目的や適応場面に応じた複数
の畦畔管理マニュアル（既作成）を、生産者が適宜選択できるように「畦畔管理マニュアル選
択の手引き」を作成して公表した。侵入警戒雑草のマルバルコウなど 8 草種について、実生の

（18） 
評定：B 
 
根拠： 

ハクサイ黄化病 DRC 診断は民間企業による事業化に
向けた支援を実施し、令和元年度の重点普及成果となっ
た新規土壌還元消毒法についても生産者が使えるメニ
ュー式マニュアルを SOP に追加するなど、社会実装に
向け成果の普及を積極的に進めた。イネ稲こうじ病の薬
剤散布適期判定システムに土壌処理資材を利用した防
除技術を組み合わせた総合防除 SOP を作成し、5,000ha
への普及を行った（令和 2 年度重点普及成果）。光を利
用した防除技術に関して、紫 LED 光による天敵誘引装
置は市販化が開始され、2020 年農業技術 10 大ニュース
に選定され、担当者が日本応用動物昆虫学会賞を受賞し
た。天敵課題については横串プロと理事長裁量経費によ
り、天敵保護資材の普及が前年比の約 1.5 倍に拡大した。
IGR 候補化合物等の抑虫剤関係の基盤技術については
知的財産部と連携して 3 件の特許を出願した。このほ
か、新規 RNAi 処理去、世界初のサバクトビバッタ培養
細胞の樹立など、次期につながるシーズも得られた。近
年急拡大しているスクミリンゴガイの被害を速やかに
沈静化するためイノベーション事業緊急対応課題を立
ち上げ、コンソーシアム機関と連携して農林水産省植物
防疫課での防除対策のマニュアル化に貢献した。雑草イ
ネについては、遺伝的・生態的特性にもとづく総合的管
理技術を 11 県の被害地域へ技術移転して社会実装を進
めるとともに、雑草イネ対策・早期警戒の必要性につい
て NARO 技報等を通じて全国に周知した。大豆を対象
とした難防除雑草の防除技術の高度化とマニュアルを
改良し、生産者・普及指導者等に対してオンライン講習
会を開催するなどして普及を進めた。有機資材窒素肥効
見える化サイトについては知的財産部と連携して関連
特許を出願後、サイトを公開し、生産者や普及関係者に
よる利用が見込まれる。窒素フットプリントの計算手法
を食育等で利用可能な体験型ツールは、消費者に日々の
食事の環境影響をわかりやすく示すことができ、食育推
進施策の推進に貢献することが期待され、令和元年度食
育白書に取り上げられた。また、これに関連する論文 2
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土壌の物理性診断については、既開発の診断手法の検証を進め、オ
ンサイトでの測定・診断マニュアルを提示する。有機物施用における
施肥設計を支援する「有機質資材窒素肥効見える化サイト」を公開し、
利用方法、窒素肥効予測手法の解説、使用事例等をまとめた利用マニ
ュアルも併せて提示する。植物共生微生物を活用したイネ栽培法や
種々の作物に対するメタン発酵消化液の施用方法を公表する。 
 

既成果を組み合わせて定量的生態リスク評価手法を構築し、化学合
成農薬の使用量低減の効果を可視化するツールを開発する。開発した
新たな窒素フットプリント計算手法を食育等で利用可能な体験型ツー
ルとして公表する。土壌中の水・炭素・窒素動態予測モデルのユーザ
ーインターフェース等を開発し、ウェブツールとして公開する。総合
的管理技術（IPM）等の事例評価結果の提示を通じて環境影響を「見え
る化」する総合的評価手法を示す。 
 

 
開発した成果は、公設試等と連携して普及を図るとともに技術導入

による効果を行政機関、生産者、消費者等に分かりやすく提示し、環
境保全型農業の推進に係る行政施策への貢献を図る。 

 

AI 画像識別技術の開発のために実生写真データを蓄積し、農研機構統合データベースに登載し
た。 
 

土壌物理性のオンサイトでの測定・診断 SOP をとりまとめ、関連するガス拡散係数測定装置
が連携企業より市販化された。有機資材窒素肥効見える化サイトを公開し、生産者や普及関係
者によるサイトの利用が可能となった。植物共生微生物を活用したイネ栽培法は、平成 29 年に
発行したバイオ肥料の利用マニュアルに、新たな技術や最新の知見を加えた更新版としてに発
行した。メタン発酵消化液の肥料利用技術は、消化液の性質や種々の作物に対するメタン発酵
消化液の施用結果を SOP として取りまとめた。 
 

化学合成農薬の使用量低減の効果を可視化するため、特定の流域における河川水中予測濃度
を計算する簡易モデルと、累積的生態リスクを計算するツールとを組み合わせた新たなツール
を開発した。窒素フットプリントについて、計算手法を食育等で利用可能な体験型ツール「ブ
ッフェ型食の窒素フットプリント体験ツール」と、水・炭素・窒素動態予測モデル(LEACHM)
のウェブツールを開発した。新技術導入による環境負荷低減を視覚的に理解できるようにする
方法を開発し、ライフサイクルアセスメント（LCA）の結果を専門家以外の人々にわかりやす
く伝えることができるようなった。さらに、農薬排出量推計モデルを開発し、水田での農薬使
用法による環境影響を LCA によって具体的に評価できるようになった。 
 
 

件で日本土壌肥料学雑誌論文賞を受賞した。 
課題マネジメントについては、機構内での連携として

セグメント内外、病害虫分野の連携体制のもとに、横串
プロ代表として「イネ病害」、「土壌病害」の 2 課題、
理事長裁量課題「天敵利用」を実施した。そのうち、「天
敵」については、複数害虫対応の天敵利用技術の開発に
再編した。令和元年重点普及成果課題を中心に、事業開
発室と連携して社会実装を加速した。 

以上から、大課題全体として、令和２年度計画の全て
で目標を達成していることに加え、横串プロで加速化し
た病害虫 3 課題の成果の普及や社会実装が進んでいる
ことから、令和２年度計画通りに業務が進捗しており、
B 評定と判断する。 
 

主務大臣による評価 

評定 Ａ 

 

＜評定に至った理由＞ 

中長期目標「環境問題の解決・地域資源の活用」の達成に向けて、効果的かつ効率的なマネジメントの下で顕著な研究成果の創出と社会実装の進展が認められることから、Ａ評定とする。 

研究マネジメントについては、実用化の加速と第５期への展開を重点目標とし、理事長組織目標、理事・大課題推進責任者（PD）マネジメント方針の浸透と効率的な研究開発のため、セグメント打合せ

で進捗確認と課題への対応方針を決定している。重点研究開発課題に基づく選択と集中で、平成 30年度に指定したセグⅣ旗艦プロジェクト（旗艦プロ）５課題には理事・PDの関与強化と予算を重点化し、

高水準で達成している。農業情報研究センター（農情研）との連携により、AI、ICT、ロボット技術（RT）等先端技術を徹底的に活用した研究を促進している。研究課題は、優先度、課題の進捗等に応じ、

早期に成果を達成した課題への予算を重点化して実用化を促進するとともに、相乗効果の期待できる課題やアドバンテージのある課題へのエフォート集約、研究エフォート確保が困難な課題などについて

は、研究ニーズへの対応方針を策定のうえ廃止又は縮小して研究を効率化している。 

具体的な研究開発成果については、気候変動対応研究では、①「栽培管理支援システム」及び「メッシュ農業気象データ」について、水稲・小麦・大豆の発育ステージ予測、高温登熟障害対策、収穫適

期支援、冷害リスク情報等の 13コンテンツを Web-API化し、WAGRIへ搭載するとともに、②電源敷設が不要で野外での気温計測が容易に行える三球温度計を開発し市販化しており、民間企業とのプログラ

ム利用契約を５件、５都道府県へ利用許諾を行っている。また、③水稲再生二期作栽培技術が米国のメディアで取り上げられるなど、年度計画を大幅に上回る成果が得られている。さらに、④ため池防災

支援システムについては、５月に約４千箇所のため池を対象とする全国規模の防災訓練を実施し、抽出された課題に応じてシステムを改良している。⑤田んぼダムシステムを構成する流域の水資源評価手

法については、２河川を対象に現地調査を行い、全国を対象とした１㎞スケールの河道網や現況の気象データの構築を完了している。ジビエ等利活用技術については、⑥現地利用ニーズを的確に捉えた肉

質評価の手法や捕獲情報のクラウド管理システムを開発して製品化するとともに、⑦被害痕跡図鑑のウェブ公開をはじめ、開発した被害対策の最新情報や過去の情報も容易に検索が可能なポータルサイト

を構築している。⑧放射性物質対策については、大豆及び水稲のセシウム吸着シートによる放射性セシウム吸収危険度判定技術を開発している。⑨近年急拡大しているスクミリンゴガイの被害を速やかに

沈静化するため、全国版越冬リスク地図を作成するとともに、農水省植物防疫課での防除対策のマニュアル化に貢献している。 
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研究成果の最大化に向けた社会実装の取組については、気候変動適応技術として、⑩スマート農業実証プロや農研機構内の連携を強力に進め、栽培管理支援システム 900件、メッシュ農業気象データ

1,000件の利用登録を達成している。気候変動緩和技術では、⑪水稲の中干し延長による温室効果ガス（GHG）削減技術が環境保全型農業直接支払交付金の「全国共通取組」に拡大されるなど、温暖化緩和

施策に大きく貢献している。水管理技術については、⑫ほ場水管理システムの普及拡大（前年比約 1.3倍）や圃場‐広域水管理システム（iDAS）の愛知県、茨城県、静岡県での現場実装など実用化が進展

している。また、⑬ため池防災支援システムは、令和２年度４月から農林水産省により全国 16万カ所のため池の防災・減災対策のための運用が開始している。病害虫対策技術については、⑭令和元年度の

重点普及成果であるトマトの新規土壌還元消毒法に関する SOPを公開し、社会実装に向け成果の普及を進めるとともに(計画を上回る７府県で普及)、⑮イネ稲こうじ病に対する ITを利用した薬剤散布適期

判定システムと土壌処理資材の組合せによる総合防除技術に関する SOPを作成している。⑯化学合成農薬に依存しないための天敵保護資材の普及面積は、イチゴに加えてナシに品目拡大したことで 590ha

に普及している。⑰イネ縞葉枯病とヒメトビウンカの総合的管理技術については、既発生地域の 1万 4,000haで広く活用されている。 

 

＜今後の課題＞ 

 重点普及成果の社会実装を進展させるとともに、社会実装に至っていない成果については、速やかな社会実装への移行を期待する。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見） 

 研究成果をエンドユーザーである農業者に届けるためのもう一工夫を期待する。 

 

 

129


	Ⅰ―１～８
	Ⅰ―１
	異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出
	Ⅰ―２
	地域農業研究のハブ機能の強化
	Ⅰ―３
	世界を視野に入れた研究推進の強化
	Ⅰ―４
	知的財産マネジメントの戦略的推進
	Ⅰ―５
	研究開発成果の社会実装の強化
	Ⅰ―６
	行政部局との連携強化
	Ⅰ―７
	専門研究分野を活かしたその他の社会貢献
	Ⅰ―８
	強い農業の実現と新産業の創出
	Ⅰ－９－（２）
	種苗管理業務の推進
	Ⅰ－１０
	農業機械化の促進に関する業務の推進
	Ⅰ－１１
	業務の効率化と経費の削減
	Ⅱ－１
	統合による相乗効果の発揮
	Ⅱ－２
	１．当該事務及び事業に関する基本情報
	財務内容の改善に関する事項
	Ⅲ
	ガバナンスの強化
	Ⅳ－１
	研究を支える人材の確保・育成
	Ⅳ－２
	主務省令で定める業務運営に関する事項
	Ⅳ－３



