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－（１）

生産現場の強化・経営力の強化

関連する政策・施策
当該項目の重要度、難易度

農林水産研究基本計画
【重要度：高】
：水田は我が国の農業生産基盤の中心であり、収益性の高い水田輪作体
系の確立は、食料の安定供給や自給率の向上を図る上で極めて重要であるため。

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

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

民間企業、公設試等との共同研究数

26

23.5＊

40

24

55

シンポジウム・セミナー等開催数

10

4

8

15

知的財産許諾数

特許

11

15

5

品種

0

0

技術指導件数

288

新聞、雑誌への記事掲載数
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）

備考

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

予算額（千円）

11,175,165

11,965,500

11,330,404

10,244,255

9,616,058

10

決算額（千円）

11,238,327

11,244,447

10,224,020

9,156,150

8,294,974

18

12

経常費用（千円）

10,244,241

9,745,820

9,003,156

8,612,836

8,633,780

1

0

4

経常利益（千円）

△1,088,837

△104,974

9,191

△119,210

253,929

152

149

170

121

行政サービス実施コスト（千円）

9,595,818

8,886,501

8,406,352

－

－

327

202

221

219

126

行政コスト（千円）

－

－

－

10,095,137

9,708,589

5.7

6.5

4.7

1.8

6.6

657.5

623.9

598.3

582.1

558.8

14,292

25,785

20,144

11,150

58,170

従業人員数（人）

＊端数が生じたのは、Ⅰ-9(2)に跨がるため。

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

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。

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 ア
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

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。

的かつ体系的に展開する。

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。

（１）生産現場の強化・経営力の強化

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

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や、農業の生産流通システムを革新
し、大幅なコスト削減を実現する研究開発

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

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

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

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

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

究開発成果を社会実装する取組を行う。

築し、着実に推進する。
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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。
【別添 1】研究開発の重点化方向と成果の社会実装
【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。

令和 2 年度末までに以下の研究開発等を行う。

１ 生産現場の強化・経営力の強化

１ 生産現場の強化・経営力の強化

（１）寒地・寒冷地における大規模高能率水田営農システムの実現に向けた技術体系の確立

＜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＞

寒地の水田作については、春作業の省力化と作業分散を目的として前年に整地作業を行う水稲乾田直播技術とそれを導入

（１）農業・農村の所得増大に向けて、地域が目指すべき営農システムの実現に向けた技術体系の確 した輪作体系に関する現地実証試験を行い、技術体系として確立する【重要度：高】。寒冷地の水田作については、大区画
立

ほ場での大型機械を用いた実証試験において、全算入生産費を 40％以上削減する低コストな水稲直播栽培技術を開発すると
水田作については、担い手への農地集積等経営環境が変化する中で、担い手自らが市場動向や地域 ともに超省力的な輪作体系を確立する【重要度：高】。また、寒冷地の大規模水田営農システムに導入できる露地野菜の新

の立地条件を踏まえて、収益向上を目指して生産性の高い安定的な営農体系を確立できる技術開発が 作型を開発し、安定生産により収益向上が図られる業務加工用野菜品種を導入した水田輪作体系を確立する。寒冷地の水田
課題となっている。中山間地域に関しては、経営規模が小さく担い手の減少・高齢化が著しい状況の 作において畜産との連携を図り地力を維持するために、水田におけるトウモロコシ・飼料用イネ等の高栄養自給飼料の安定
中でも高収益を得ることを可能にする技術開発が求められている。北海道の畑作・酪農地帯について 多収栽培技術を開発し、その飼料を肉用牛に効果的に給与する技術を開発するとともに、家畜ふん堆肥等を水田に還元する
は高齢化等により離農する農家が増えることが見込まれており、担い手が従来の家族経営を基本とし 耕畜連携に基づいた技術体系を確立する。寒冷地南部の水田作については、低コスト排水対策等により現地実証試験におけ
た枠を超えて経営規模拡大を図ることを可能とする技術体系を確立する必要がある。九州・沖縄地域 るダイズ収量 250 kg/10a 以上を確保するとともに、作目切替を円滑に行う２年３作水田輪作体系を確立する。
の畑作・畜産地帯については、当該地域の環境条件や担い手の高齢化の進行等の制約の下でも収益性
の高い営農を可能にする必要がある。
このため、水田作においては、生産コストの低減や収益性の向上を目指し、新品種の評価・利用技

（２）暖地・温暖地における技術集約型の高収益水田営農システムの実現に向けた技術体系の確立
温暖地の水田作については、生産コストの低減を目指し、多収・高品質な品種の栽培技術、低コストで簡易な排水技術、

術の開発を行うとともに、水田転換畑における排水対策等の低コスト化とムギ類及びダイズの収量向 野菜の機械化栽培体系を開発するとともに、複数のロボットトラクターによる協調作業システムや ICT 活用等の先端的営農
上、家畜ふん堆肥等の投入による地力維持を可能とする新たな水田輪作体系及び野菜等を組み込んだ 支援技術の評価・実証を行う。また、農業者等が自ら多収阻害要因を簡便に把握して適切に対応し得る技術の開発により、
水田輪作体系を確立する【重要度：高】。また、コムギで 500kg/10a、ダイズで 250kg/10a の単収を目 コムギ 500 kg/10a、ダイズ 250 kg/10a の単収が安定して見込める３年４作体系を確立する【重要度：高】。暖地の水田作に
指し、農業者等が自らコムギ及びダイズの高位安定生産を阻害する要因を容易に診断し対策を講じる 関しては、暖地に適した安定多収品種、ICT に基づく診断技術及び畝立て直播機等の新たな水稲直播栽培技術を組み合わせ、
ことを可能にする技術を開発する。さらに、水田を活用したトウモロコシ・飼料用米等国産飼料の省 技術集約型の２年４作輪作体系を確立する【重要度：高】。水田を活用した飼料生産・利用体系については、トウモロコシ・
力・低コスト生産及び大家畜への利用技術の開発を行う。中山間地域における高収益営農のためには、 飼料用イネ等の高栄養自給飼料を活用した省力的で低コストな資源循環型の酪農向け飼料生産・調製・流通・飼養技術体系
高品質な有機野菜や薬用作物等の高付加価値の作目や地域作物を組み合わせた水田複合経営を可能 を確立する。さらに、開発技術の経営的効果の解析等から将来の農業経営像を明らかにし、これを指標としたバックキャス
とする技術の開発を行う。北海道においては、テンサイの多収直播栽培技術や栄養価の高い飼料用ト ト型の技術評価手法を開発するとともに、雇用型大規模法人における経営マネジメント技術の開発を行う。
ウモロコシ子実を生産・利用する技術等の開発を行い、大規模畑作経営体やコントラクター等が省力
的で安定して高品質な産物を生産可能な技術体系を確立するとともに、酪農経営を省力化・効率化で （３）寒地大規模畑作営農及び自給飼料活用酪農システムの実現に向けた技術体系の確立
きる技術体系を確立する。九州・沖縄地域については、カンショを中心とした高収益な機械化輪作体

寒地畑作営農における収益性向上のため、ICT を活用した精密な栽培管理を可能にする作業技術や作業判断を支援する情

系及び地域飼料資源を活用した耕畜連携システムを確立するとともに、肉用牛経営の収益性を向上さ 報システムを開発するとともに、テンサイの多収直播栽培等、畑輪作体系の更なる省力化及び多収化技術の開発・導入によ
せる技術体系を確立する。上記の輪作体系や技術体系の確立に当たっては、併せて営農モデルの策定・ り、50～100 ha 規模の大規模畑輪作における生産コストの 15％削減が可能となる技術体系を確立する。寒地酪農経営にお
検証を進め、その経営的な効果について明らかにする。

ける収益性向上のため、コントラクターや TMR センターによるトウモロコシ子実等を用いた高栄養自給飼料の効果的・効

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、地域条件に即した収益性の 率的な生産・利用技術を開発し、飼料自給率 70％の給与体系を確立するとともに、生涯生産性を向上させる飼養管理技術や
高い営農システムとして確立し、速やかな普及に向けた体制を整備する。また、技術内容及び経営的 省力的牛群管理技術を開発し、経産牛 100 頭以上の規模の経営体において実証試験を行うことで、規模拡大につながる飼料
効果についてまとめた農業者及び農業指導者向けの分かりやすいマニュアル等を作成し、速やかに生 生産・飼養管理技術体系を確立する。
産現場への普及を図る。
（４）中山間地域等における持続型営農システムの実現に向けた技術体系の確立
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中山間水田の持続的利用と収益性向上のため、地域に適した野菜生産技術、野菜導入を可能とするムギ・ダイズ・イネの
省力・安定多収生産技術、省力畦畔管理技術、広域分散水田の効率的作業管理技術を開発し、現地実証試験を推進すること
で技術体系として確立する【重要度：高】。中晩生カンキツ等の高収益で持続的な生産を実現するため、生産に適した園地
集積と規模拡大に対応し、団地型マルドリ方式による、園地整備及び運営管理に関する技術体系を確立する。中小規模施設
園芸の収益性向上のため、地域特産野菜、薬用作物等の生産技術、燃油使用量を半減する低コスト施設内環境改善・省エネ
技術の開発を、また、環境保全にも留意するため、地域有機性資源による生物的土壌消毒技術や飛翔しない天敵等による害
虫対策技術の開発を行う。収益性の高い有機農産物を生産するため、施設園芸では総合的病害虫管理を核とした有機野菜生
産体系を、土地利用型作物では、新たな除草機と耕種的な病害虫・雑草の被害軽減技術を組み合わせ、イネの有機栽培にお
いて除草作業に係る労働時間を 30％以上削減するとともに、ダイズの有機栽培体系を確立する。
（５）暖地高収益畑作営農及び自給飼料活用肉用牛生産システムの実現に向けた技術体系の確立
カンショの生産費 10％、加工用露地ホウレンソウ生産費 20％を削減した暖地の高収益畑作営農システムを確立するため、
カンショでは直播及びセル苗移植栽培法、加工・業務用ホウレンソウでは安定栽培技術を開発し、サトウキビでは緑肥作物
と堆肥を利用した栽培法を開発する。暖地における地域分業型大規模肉用牛繁殖システムを確立するため、暖地の効率的な
飼料作物栽培技術、TMR 調製技術、肥育素牛育成技術、先端技術の活用による牛群繁殖管理技術を開発し、地域分業型大規
模繁殖システムの経営的評価を行う。高栄養自給飼料の生産・調製技術、育成牛、繁殖牛への給与等の技術及び放牧を組み
合わせた低コストで国産飼料率の高い肥育技術を開発し、これらを体系化することで、地域飼料資源を活用した黒毛和種の
中小規模生産システムを確立する。
上記（１）～（５）で得られた各開発技術については、地域条件に即した収益性の高い営農システムを実現するため、食
用・園芸・資源作物の場合は公設試や普及組織、生産者等との連携、飼料生産と畜産利用では各地域の大規模経営あるいは
外部支援組織との連携に基づいて現地実証試験を行う。また、経営評価を踏まえた分かりやすい技術マニュアル等を作成し、
多様なチャンネルを通じて生産現場への普及を図る。
＜生産流通システムを革新し、大幅なコスト削減を実現するための研究開発＞
（２）農業のスマート化を実現するための革新工学技術の開発

（６）農作業や農業施設の自動化・ロボット化等による革新的生産技術の開発（下線無し：農業研究業務、二重下線：農業

今後、農業従事者の減少・高齢化と担い手への農地集積が一層見込まれる中で、長年の経験や勘に 機械化促進業務、破線下線：共通）
頼らなくとも新規就農者等誰もが高品質な農産物を生産できる取り組みやすい農業や、農作業の超省

ロボット技術・ICT 等を活用した農業生産技術の開発では、自律作業可能な複数の農作業ロボットによる協調作業システ

力化によりこれまでの規模拡大の限界を突破する大規模経営の実現、さらに、中山間地域における地 ムにおける相互通信技術、安全性確保技術、営農管理技術等を開発する。また、果菜類の収穫システムにおける運用技術、
域資源や生産基盤を維持するため、革新的な農業生産システムの確立に向けた研究開発の推進が重要 農産物の生育情報取得及び品質評価技術、栽培管理を効率化する技術等を開発する。さらに、効率的な営農管理と作物品質
な課題となっている。また「ロボット革命実現会議」で取りまとめられた「ロボット新戦略」（平成 及び収量向上を支援するため、ほ場情報、気象情報、作物生育情報等、膨大なデータを統合的に利用できる営農管理支援情
27 年１月 23 日ロボット革命実現会議策定）においても、2020 年までに農業のスマート化に向けた自動走行 報システムを開発する。また、蓄積された情報を広範囲なシステムで利用可能とするため、データの表現手法や操作手順な
トラクターの現場実装や農業・食品産業分野において省力化等に貢献する新たなロボット 20 機種以 どの共通化・規格化を図る。特に、土地利用型農業において、労働時間を半減するほ場を自動走行するトラクターや畦畔法
上の導入を行うことが目標として設定されており、この実現に向けた研究開発の推進が求められてい 面で自走して草刈りができる除草ロボットについては現場実装を行う。土地利用型農業の高度営農システム確立に資する農
る。加えて、高水準で推移する農作業死亡事故への対応等農作業安全に資する調査・研究や、省エネ 業機械・装置の開発については、規模拡大に連動してコスト低減効果が持続する省力・高能率・高耐久な農業機械･装置の開
ルギー化、低炭素化等に対応する環境負荷低減技術の開発も求められている。

発を目的に、高機動な畦畔草刈機、多様な作物種子を高速高精度に播種する播種機、高性能で高耐久性を有する汎用コンバ

このため、ロボット技術、ICT 等を積極的に活用し、複数の農業機械が協調しながら作業する技術、 イン、中山間地にも対応可能なコンパクトで操作性に優れた農業機械等を開発する。地域特性に応じた園芸等の効率的かつ
多数のほ場における農作業を効率化するための営農管理技術、ほ場ごとの生育情報等農業ビッグデー 安定生産、高付加価値化に資する農業機械・装置の開発では、労働負担が小さい樹冠下の草刈り作業を可能とする樹園地用
タの構築と解析及びこれに基づいた品質及び収量の向上技術、ロボットの安全性確保策を評価する手 小型幹周草刈機、高能率で施肥量の削減を可能とする野菜用の高速局所施肥機、ホウレンソウなどの軟弱野菜の調製作業時
法等、革新的な農業生産システムの基盤技術等を開発する。また、大規模化する土地利用型農業の輪 間を大幅に削減する高能率調製機、トマト接ぎ木苗の低コスト生産を可能とするトマト用接ぎ木装置等を開発する。さらに、
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作体系や中山間地における機械化一貫体系に対応した、低コスト、省力、高能率及び高耐久な機械・ 畜産・酪農については飼料の増産につながる播種機、飼料の品質評価技術、個体別の精密飼養管理技術、畜舎内の省力的な
装置の開発、野菜・果樹等の園芸特産物の生産性向上及び高付加価値化並びに畜産・酪農の省力・安 清掃装置等を開発する。農作業安全、環境負荷低減に資する農業機械・装置の開発及び評価・試験方法の高度化では、農用
定生産に資する農業機械・装置・施設を開発する。特に、これまで開発を進めてきた土地利用型農業 トラクター、刈払機、歩行型トラクター等の事故についてより詳細に調査・データベース化し、事故傾向・要因の解明を行
において、ほ場を自動走行するトラクターや畦畔法面で自走して草刈りができる除草ロボット等につ い、安全装置、安全支援機能等を開発する。また、農業機械の電動化や地熱等再生可能代替エネルギーの積極的導入により、
いては現場実装を実現する。

新たな農業機械・装置・施設等の開発・改良を行う。さらに、自動化・ロボット化機械等の性能や安全性の評価手法、農業

加えて、農作業事故の調査・分析に基づき、安全性の高い農業機械の開発・改良及び省エネルギー 機械の省エネルギー性能等環境性能評価手法の開発、高度化を図る。
化や再生可能エネルギー利用促進に資する技術・機械の開発並びにこれらの評価試験方法の開発を着
実に推進する。

なお、（６）では、主に機械・装置の開発及び利用技術・体系化等の開発を行い、導入可能な研究成果の現地実証試験は、
上記（１）～（５）の研究と連携して実施する。また、品種・栽培等の研究開発部門及び地域農業研究センターとの研究連

なお、研究開発の推進に当たっては、栽培体系等生産システムの最適化が図られるよう、栽培技術、 携を強化するとともに、ロボット技術・ICT について多くの知見を有する異分野企業との共同研究等を積極的に推進し、行
品種改良等の研究と連動して機械開発を進める。また、これらの研究課題において、農研機構の研究 政部局、公設試、普及組織、生産者とのネットワークを強化して、研究成果の速やかな実用化を図る。また、実用化を目指
勢力を結集することはもとより、ロボット分野、ICT 等の異分野企業との連携、さらに、行政部局と す農業用ロボットについては、その性能や安全性確保等について、生産者、行政部局、関係業界と緊密に連携を図り、評価
の連携、地域の研究機関・生産者・普及組織等における実証研究との連携を強化することで成果の速 手法を開発するとともに、安全性検査等の実施につなげる。
やかな実用化を図る。
（３）畜産現場強化のための生産システムの確立

（７）生産性向上による畜産現場強化のための生産システムの確立

後継者不足や重労働、輸入飼料の高騰等を背景に畜産農家戸数の減少が続いており、畜産経営の省

集積された耕作放棄地等を活用した周年親子放牧を基軸とした効率的な家畜・草地管理技術を開発し、現地実証試験によ

力化や生産コストの低減、生産性を飛躍的に高める新たな生産システムの確立が課題となっている。 り体系化することにより超低コスト・省力的な素牛生産体系を確立する。また、家畜の生涯生産性を向上させるための評価
また、国産畜産物の競争力強化のために、消費者への訴求点を明確化した新たな差別化技術の開発が 形質を解明し、繁殖性と健全性を考慮した新たな育種改良手法を開発する。さらに、生産性向上に資するため、家畜の有用
求められている。地域住民から畜産経営への苦情の６割を占める家畜排せつ物の臭気低減も課題であ 遺伝子情報の探索・活用技術を開発する。また、家畜の繁殖性の向上のために、センシング技術を活用した効率的繁殖管理
る。

技術を開発するとともに、人工授精用精液の能力判別技術等の受胎率向上技術や、受精卵移植の受胎率向上に向けた高品質

このため、肉用牛や中小家畜への高栄養国産飼料の給与技術の開発を行うとともに、周年放牧のた な生殖細胞・受精卵の生産・保存技術を開発する。肉用牛と中小家畜においては、高栄養自給飼料を最大限活用した精密栄
めの草地・家畜管理技術の開発を行う。また、ロボットやセンシング技術の活用により個体情報を収 養管理技術と外国産の食肉と差別化できる新たな付加価値評価技術を開発する。乳牛の飼養管理を栄養素の代謝、エネルギ
集し、家畜飼養管理を省力化・精密化する新たな生産システムを確立するとともに、人工授精用精液 ー収支等の解析を進め、搾乳ロボット周辺機材から得られる乳量等の情報を活用した乳牛飼養に最適な栄養管理技術体系を
の能力判別技術の開発や家畜の健全性を高めること等により生涯生産性を向上させる技術の開発を 確立する。国内で顕在化している家畜生産に由来する臭気の問題に対応するため、アンモニア等の臭気物質の堆肥化施設か
行う。畜産物については、差別化のための新たな品質評価手法と生産技術の開発を行う。家畜排せつ らの拡散量を５割以上削減する技術を開発するとともに、水質汚濁問題に対応するための畜舎排水の高度処理技術を開発す
物の臭気低減に関しては、ふん尿処理過程における悪臭発生の低減技術の開発を行う。

る。

さらに、これらの技術開発で得られた成果については、生産者・普及組織・公設試等と連携に基づ

放牧関連の研究成果については、生産者・普及組織・公設試等の協力を得て公共牧場・耕作放棄地等で現地実証試験を実

いた現地実証試験を実施することにより収益性の高い生産システムとして確立し、速やかな普及に向 施することにより、収益性の高い生産システムとして確立し、行政及び関係団体と連携し、速やかな普及を図る。家畜の精
けた体制を整備する。特に、放牧関連の研究成果に関しては、耕作放棄地で現地実証を行う。畜産物 密栄養管理については、日本飼養標準に反映させるとともにロボット導入酪農家において現地実証試験を進める。食肉評価
の差別化及び家畜排せつ物からの臭気低減については、技術マニュアル等の作成や講習会の開催等に 技術並びに臭気削減及び排水処理に関する成果については、技術マニュアルの作成や講習会の開催等によって普及を図る。
よって生産者及び関係事業者に周知することにより普及を図る。

育種繁殖技術については畜産関連普及組織に開発技術を移転する。
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

評価軸・評価の視点及び評
価指標等

年度計画

主な業務実績等

農業の成長産業化や農業・農村の所得

セグメントⅠにおいては、農業の成長産業化や農業・農村の所得増大等を目指し、以下の

増大等に向けて、別添１に示した研究 ７つの大課題にて研究を行った。課題の実施に当たっては、アドバイザリーボードや試験研

自己評価
＜評定と根拠＞
評定：A

を以下に留意しつつ重点的に推進す 究推進会議、各種プロジェクトにおける推進会議、現地検討会等を通じ、現場の生産者や普
る。

及員、JA の普及担当者と意見交換を行い、生産現場での中長期にわたるニーズ把握とその課

根拠：

題化を図ることに留意した。研究開発においては現地実証試験を重視し、公設試験研究機関

研究マネジメントについては、第４期中長期計画期間の

（公設試）との連携をとりつつ、開発技術の効果と経営上のメリットを現場で確認しながら

最終年度として、達成目標と成果の実用化を明確化したロ
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○中長期計画の達成に向け、 ア

地域の実態や農業者、実需者及び

試験研究を進めた。併せて、ICT の活用を中心に民間企業、大学とも連携を進めるととも

ードマップに基づき進捗管理を行うとともに、研究推進及

に、セグメント重点課題の設定や横串プロジェクトへの参画を通して、大課題間やセグメン

び社会実証の各場面で農情研、事業開発室、知的財産部、

ト間の共同による効率的な技術開発を推進している。

広報部との連携を強化した。特に、理事長裁量経費、理事

大課題１ 寒地・寒冷地における大規模高能率水田営農システムの実現に向けた技術体系の確

裁量経費等を活用して予算配分の重点化を図り、AI、ICT

立、

に関する研究を強化するとともに、ムーンショット（牛メ

大課題２ 暖地・温暖地における技術集約型の高収益水田営農システムの実現に向けた技術体

タン排出削減など）への応募や、若手育成として N.I.P.の

系の確立、

積極的な活用を働きかけた。さらに、成果の実用化に向け

大課題３ 寒地大規模畑作営農及び自給飼料活用酪農システムの実現に向けた技術体系の確

て、知的財産部の支援を得て質の高い特許の出願を促すと

立、

ともに、事業開発室と連携して標準作業手順書（SOP）を

大課題４ 中山間地域等における持続型営農システムの実現に向けた技術体系の確立、

作成し、成果の広範な普及を図った。農業・食品分野にお

大課題５ 暖地高収益畑作営農及び自給飼料活用肉用牛生産システムの実現に向けた技術体系

ける Society5.0 の早期実現に向けては、目標スペックや実

の確立、

用化時期、出口戦略を明確化したロードマップに沿って課

大課題６ 農作業や農業施設の自動化・ロボット化等による革新的生産技術の開発、

題の進捗状況を管理して実施し、横串プロジェクトに主体

大課題７ 生産性向上による畜産現場強化のための生産システムの確立

的に参画するとともに、農情研との連携により農業 AI 研

以下、セグメントⅠにおける本年度の取組とその実績について記載する。なお、年度計画の

究の加速化を図った他、スマ農プロや九沖 SFC への参画、

別添１に相当する部分及び評価軸に即した研究の取組については、セグメントの記載の後、

資金提供型共同研究の実施に対応して課題の見直しを行っ

大課題ごとに具体的に詳述する。

た。

ニーズに即した課題の立案については、農業・食品分野における Society 5.0 の早期実現、

消費者のニーズを踏まえつつ、公設 スマート農業技術の本格的な普及、九州沖縄経済圏スマートフードチェーン（九沖 SFC）等の 可視化可能な AI バレイショの病害虫診断技術を開発した。

ニーズに即した研究課題

試、普及組織、行政機関、大学、民間 構築による地方創生への貢献、AI、データ基盤活用とインパクトのある AI 課題の摘出等を重 ICT を活用して乳牛の個体毎に分娩後授精目標日、乾乳目

の立案が行われているか。

企業等との連携・協力の下で効率的 点項目として課題の整理を行うとともに、アドバイザリーボードや地域の試験研究推進会議、 標日をアドバイスするシステムを北海道の JA に実装する

＜評価指標＞

に推進する。

・課題設定において、中長期

現地検討会、農業技術コミュニケーター等を通じて現場ニーズを把握し、研究課題に反映し とともに、飼料コントラクター向けの飼料生産履歴管理シ

ステムを開発して公開し、6 組織に普及した。ドローンに

た。

令和 2 年度においては、緊急対応としてサツマイモ基腐病の対策技術を大課題 5 に位置付 よるリモートセンシングについて、従来の有効撮影能率を

計画への寄与や、最終ユー

けて課題化した他、スマート農業加速化実証プロジェクトにおいて、実証地から挙がるスマー 大幅に上回る空撮技術と、生育診断及び追肥量算出技術（特

ザーのニーズが考慮、反映

ト農機の不具合報告について情報を集約し、メーカーと協議の上、スマート農業推進室を通じ 許 5 件出願）により、目標を上回る小麦収量 640kg/10a を

されているか。
・どのような体制で、どのよ

実証し、北部九州の輪作体系で所得が 2 割以上向上するこ

て解決策を提示した。

とを明らかにした。また、中食・外食用の多収良食味米品

うな検討を行ったか。

種「にじのきらめき」「つきあかり」「ちほみのり」を育

・設定した具体的研究課題

成した。マルチコプタによる赤カビ防除支援技術により作

※別表参照

業時間が 4 割に削減できることを実証し、中山間地域の多

○社会実装に至る道筋は明 イ
確か。
＜評価指標＞
・投入する研究資源に対し

研究開発成果については、農情研と連携し、判別根拠を

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。

ニーズに沿った課題立案に基づき、目標スペックや実用化時期を明確化したロードマップ 筆ほ場管理の農作業支援システムをビジネスモデルとして

を利用して、限られた研究資源を最大限活用できるように研究の進捗状況を管理するととも 特許出願するなど、スマート農業技術の実用化に向けた取
に、必要に応じてロードマップを改定し、社会情勢に即した研究成果の創出に取り組んでき 組を積極的に進めた。
た。さらに、公設試や普及組織等と連携した現地実証試験、技術講習会などを通した開発技術

成果の実用化に関しては、SOP を 10 件作成し、事業開

の紹介と研究ニーズの把握に努めるとともに、重点普及成果や普及成果については標準作業 発室、農業技術コミュニケーターと連携して普及に努める

て、どのような研究成果と

手順書（SOP）を作成し、事業開発室と連携して成果の広範な普及を図った。成果の実用化に とともに、NARO 式水稲乾田直播は、大課題が連携して展

効果が期待できるか。

向けては知的財産部の支援を得て積極的に特許出願を図った。

開を図り、全国で約 4,000ha 普及するに至った。また、食

令和 2 年度は、農地集約化支援手法については茨城県と連携して成果の普及を進め、稲敷市 料自給率向上を目的に取り組んでいる「麦類・ダイズの収

でシステム導入が完了し、河内町や結城市でも導入を進めた。また、生産現場からの要望の多 量・品質向上技術」に関しては、農林水産省の「水田麦・
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・期待される研究成果と効果

い水稲有機栽培体系に関しては「高能率水田用除草機を活用した水稲有機栽培の手引き」を作 大豆産地生産性向上事業」の支援内容に掲載されるととも

は、ニーズをどのように反

成して、研修会等を通じ生産者等に広く紹介することで新技術体系の普及や機械除草機の社 に、21 道府県の栽培技術指針等に利用された。さらに、地

映しているか。

会実装に取り組むなど、ニーズを反映した研究開発とその社会実装に取り組んだ。

方創生に向けて、中小規模施設でのミニトマトとキュウリ

・期待される研究成果と効果

栽培における暖房燃料使用量 60％以上削減の実証や連棟

に応じた社会実装の道筋

型足場ハウスの開発を進め、設置コストを従来の耐候性施
設と比較し約４割削減（目標は 15％削減）した。水田作で

○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

平成 30 年度に全面的に改定したロードマップに沿って課題の進捗状況の管理を実施すると は、水稲乾田直播栽培技術や稲・麦類・大豆の多収化栽培

ともに、農業情報研究センター（農情研）への課題提案や、スマート農業実証プロジェクト（「ス 技術、畑作では土壌凍結深制御技術、園芸では低コスト・

マート農業技術の開発・実証プロジェクト」及び「スマート農業加速化実証プロジェクト」を 省エネルギーハウス、畜産では自給濃厚飼料の生産・調製・
まとめたプロジェクト名、略称「スマ農プロ」）及び九沖 SFC プロジェクトへの参画等に伴 給与技術等が確立されるとともに、スマート農業に関わる

う課題の見直しを行った。また、令和元年度の主務大臣による評価では「スマート農業技術の 自動化農機や ICT 活用技術が開発された。予算配分の重点
低コスト化や水田の畑地化等の社会的インパクトが大きい課題への重点化を期待する」と指 化により、「NARO 方式乾田直播」では、これまでの大規
摘があったことから、令和 2 年度のセグメントⅠの運営方針として、重点化する事項をスマー 模経営向けのプラウ耕鎮圧体系に加えて、中規模の水田輪
ト農業の本格的な普及、九沖 SFC 等のスマートフードチェーン構築による地方創生への貢献、 作体系向けの振動鎮圧体系など、多様な土壌や営農体系に
AI、データ基盤活用とインパクトのある AI 課題の摘出、農業界・産業界との連携強化と社会 応じた技術体系を開発し、福岡県南筑後地域での乾田直播

実装の加速化等と設定した一方で、成果の目途が立った課題（飼料用米の生産・調製・給与、 種面積の倍増に貢献するなど全国展開を進めている。また、
カンキツのマルドリ栽培など）については前倒しで終了させ、スマ農業プロ等を活用したスマ 春まきタマネギ栽培については病害虫防除技術等を開発

ート農機の低コスト化、及び麦類、大豆、子実用トウモロコシ等の飼料作物を基幹とする長期 し、現地農家において収量 5t/10a 以上を前倒しで実証し、

に対する改善や見直し措

畑輪作体系の構築に向けた水田の畑地化等の重点化課題の取組にシフトするなど研究資源の 水田の排水対策を簡易に実施できる排水促進施工機をおお

置

配分の見直しを実施した。

むね全ての土壌とトラクタサイズに対応できるようにライ
ンナップ化する等、水田の汎用利用に大きく貢献するとと

・改善、見直し措置に伴う、

もに、BOD センサーによる畜産排水制御技術を開発する

資源の再配分状況
○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。

等畜産のスマート化においても、当初予定よりも大きな成
大課題及び中課題推進責任者、研究推進担当理事等が参加するセグメントⅠ検討会で研究 果が得られた。一方、縮小・廃止する課題も設定し、飼料

成果を精査し、都道府県等の評価も踏まえて普及成果候補や重点普及成果候補課題を選定す 用米の生産・給与に関わる課題は前倒しで完了とするとと
るとともに、普及成果情報の社会実装を進めるための SOP の整備状況や普及戦略を確認し、 もに、団地型マルドリ方式に関わる課題は当初予定した成
本部の事業開発室、広報部、知的財産部と連携して普及推進を図った。

＜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

果が得られたことから ICT を活用した栽培管理支援ツール

その中でも重点的に成果の社会実装に取り組んだ｢NARO 方式乾⽥直播｣については、生産 の開発・実証に移行するなど、研究資源配分に関する見直

現場で巡回活動等を実施して普及を拡大させるとともに、速やかに SOP を作成した。また、 しを実施した。
稲発酵粗飼料（稲 WCS）、自動化農機の運用システム、アミノ酸バランス飼料、麦類・大豆

研究成果の最大化に向けた社会実装の取組については、

の収量向上技術等についても順次 SOP の作成を図り、成果普及に向けて事業開発室と連携し 農業界、産業界のニーズを踏まえた課題推進を図るととも
に、事業開発室、各地域農業研究センターの農業技術コミ

た取組を進めた。

その他、低コストハウスの ICT 複合環境制御については、イチゴ、トマト、アスパラガス ュニケーター等と連携し、現地実証等を通して積極的な広

などを対象に香川県、島根県、和歌山県、静岡県などの各県で実証を進めた。BOD バイオセ 報・普及に努めるとともに、重点普及成果については SOP

ンサーを利用した豚舎排水の窒素除去システムは、市販に向けた現地実証を行うとともに、ア 作成等を行い、成果の社会実装を進めた。その結果、水田

グリビジネス創出フェア等での広報・普及に取り組んだ。さらに、データ駆動型技術の開発に 作では NARO 方式乾田直播の東北地方における作付面積
関してスマ農プロに参画し、現地実証を通して不具合の摘出と改善を図るとともに、経営デー が令和２年度に 1,930ha となり、令和 2 年度の目標面積
タを収集・解析し、実装への道筋をつけた。
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1,500ha を大幅に上回った。また、水田での野菜作体系であ

る春まきタマネギ栽培について東北５県の試験研究機関が

○中長期計画達成に向け、ニ

農業界、産業界のニーズを踏まえた課題推進を図るとともに、成果については本部事業開発 技術開発に取り組み、東北 6 県の栽培面積は令和２年度に

ーズに即した成果が創出さ

室、各地域農業研究センターの農業技術コミュニケーター等と連携し、現地実証、製品化等を 約 80 ha（令和元年度 75ha）となり、増加している。畑作

れ、社会実装に至ったか。

通して積極的な広報・普及に努めた。

では、土壌凍結深制御技術について JA に運用システムを

その結果、NARO 方式乾田直播の令和 2 年度の作付面積は、東北地方で 1,930ha、全国では 整備するなど積極的なアウトリーチ活動を実施した結果、
＜評価指標＞

約 4,000ha に至った。また、春まきタマネギ栽培については東北５県の試験研究機関が技術開 十勝地域の 5,000ha に加え、令和２年度にオホーツク地域

・具体的な研究開発成果とそ

発に取り組み、5ｔ/10a の収量を安定的に確保するとともに、東北６県での栽培面積は令和２ を中心に 6,000ha の普及拡大が進んでいる。水稲有機栽培

の移転先（見込み含む）

年度に約 80 ha（令和元年度 75ha）となった。さらに、排水促進施工機（カット・シリーズ） における高能率水田用除草機の台数が令和 2 年度までに
については令和 2 年度には本暗渠に対応できるカットドレーナーに関する特許出願と令和 3 344 台（推定普及面積約 600ha、水稲有機栽培面積の約
年度の市販化を確定させることで概ね全ての土壌への対応を可能とする施工機をラインアッ 10％）に達し、省力的な有機栽培体系の普及拡大に大きく
プ化し、麦類・大豆の収量・品質向上技術については、農林水産省の「水田麦・大豆産地生産 貢献した。畜産では、鶏のコレシストキニン A 受容体遺伝
性向上事業」の支援内容に記載されるとともに、21 道府県の栽培指針等に利用されるなど、 子の多型選抜による増体性の改良について、みやざき地頭
農業者や農業生産法人に向けた研究開発成果の移転を行った。

鶏（宮崎県）や天草大王（熊本県）では令和 3 年度末まで

その他、平成 28 年度重点普及成果である高糖分高消化性稲 WCS 調製に適する乳酸菌添加 に 100％が改良型に置き換わる見込みである。
剤「畜草 2 号」は、現在、WCS 用の極短穂茎葉型稲 4 品種や微細断収穫機とセットで WCS

これらの成果や普及活動により第 8 回プラチナ大賞：優

用イネを生産する農業者や農業生産法人に普及活動を展開し、平成 30 年の 1,600ha から令和 秀賞・技術革新賞（土壌凍結深制御技術）、第 9 回地域産
2 年には 3,088ha に増加した。土壌凍結深制御技術については、JA に運用システムを整備す 業支援プログラム表彰事業優秀賞(カンキツマルドリ栽培)
るなど積極的なアウトリーチ活動を実施した結果、十勝・オホーツク地域において約 11,000ha を受賞するとともに、「農作業事故情報検索システム」が
へと普及拡大が進んでいる。水稲有機栽培農業者向けの高能率水田用除草機の台数は平成 28 2020 年農業技術 10 大ニュースに選定されるなど、外部か
年度～令和 2 年度で 344 台（推定普及面積約 600ha：水稲有機栽培面積の約 10％）に達して らも高く評価された。このような課題マネジメントや、成
おり、有機栽培面積の拡大に貢献している。鶏のコレシストキニン A 受容体遺伝子の多型選 果の社会実装、農業・食品分野における Society5.0 の早期
抜による増体性の改良については、みやざき地頭鶏（宮崎県）、天草大王（熊本県）は令和 3 実現に向けた研究開発において計画を上回る進展が認めら
年度中に全てが改良型に置き換わる予定であり、青森シャモロック（青森県）、比内地鶏（秋 れると判断されることから、評定を A とした。
田県）他の地鶏改良への導入も予定され、地鶏を生産する各県に技術が移転されている。さら
に、養豚排水の BOD 監視システムは、現地実証を経て、令和 3 年度前半に共同研究先企業か ＜課題と対応＞
ら市販される計画である。

スマ農プロを活用し、スマート農機の低コスト化や不具
合等への改善対応、経営評価等に基づく導入条件の明確化

○目的基礎研究の立案に当 ウ 農研機構で実施する目的基礎研究

「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 を通して営農技術としての体系化を進め、事業終了後の社

たり、将来の研究展開への

については、「農林水産研究基本計 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た。運営費交付金による 会実装に向けて積極的な取組を推進する。

寄与、法人が実施する必要

画」における基本的な方向に即しつ 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

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。

九沖 SFC 構築と輸出拡大に向け、畜産や畑作を中心とし

つ、出口を見据えたテーマについて、 （N.I.P.）として実施した。N.I.P.においては、研究職の本部部課室長等を委員として予備審 て、現場ニーズや輸出促進に対応した研究をセグメント全
研究者の新しいアイディアを活かし 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た。運営費交付金に 体で推進する。このうち、牛肉の輸出拡大に向けては、和
ながら実施するものであることを職 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 牛肉に対する官能嗜好性調査手法の知的財産化や、アピー
員に周知する。研究課題の設定に際 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・ ルーコンテンツの活用について輸出業者・団体との協議を
しては、農研機構で実施する有効性 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 進め、輸出拡大につなげる。
を見極めた上で、短期的な成果を追 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

重点普及成果及び普及成果については、事業開発室と連

求するのではなく、将来のイノベー 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 携して完成度の高い SOP を作成し、農業界の隅々まで成
ションにつながる技術シーズの創出 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、20 課題（う 果の普及を図る。
を目指した先駆的研究としての発展 ち、運営費交付金による課題は 15 課題、外部資金による課題は 5 課題）を目的基礎研究課題

研究推進においては、知的財産部の支援を得て知的財産

可能性を重視する。また、研究の進行 とした。投じたエフォートと予算の合計はそれぞれ 6.6 人、58,170 千円であった。なお、外部 取得の可能性を検討するとともに、それらを基に民間企業
管理に当たっては、進捗の段階ごと 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
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にピアレビューを行う等により、研 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 との資金提供型共同研究を積極的に推進し、産業界への成
究方法の修正や研究課題の中止を適 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・ 果の受け渡しを図る。
宜行い着実に推進する。

認定した。以上の点から、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適切に検討した。

○目的基礎研究推進におい

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」において定めた。

て、適切な進行管理が行わ

N.I.P.においては、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

れているか。

に係る評価体制を構築した。外部資金型の目的基礎研究においては、研究センター長等の裁量
によって評価体制を構築した。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

＜評価指標＞

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

・進行管理において、どのよ

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

うな体制で研究の進捗状況

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

や問題点を把握し、改善策を

的基礎研究として応募を推奨」、「④研究を中止」のいずれかに評価した。本年度採択課題に

講じているか。

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。外部資金型目的基礎研究に
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した。今年度終了した外部資金型目的基礎研究、1 課題
を「中課題の研究として実施」１課題を「研究を中止」すると評価した。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。
セグメントⅠでは、研究の成果がよりインパクトの強いものになるよう、研究推進担当理事
を含め、検討を行った。当セグメントで採択・推進した N.I.P.課題の１つ、「発電細菌を利用
した革新的なバイオ電池およびバイオセンサー」は、研究成果が認められ、NARO RESEARCH
PRIZE 2020 を受賞した。

＜年度計画＞【別添 1】

＜大課題ごとの主な業務実績等＞

＜大課題ごとの自己評価＞

（１）寒地・寒冷地における大規模高能率水田営農システムの実現に （１）寒地・寒冷地における大規模高能率水田営農システムの実現に向けた技術体系の確立

（１）

向けた技術体系の確立

評定：A

寒地の水田作については、水稲乾田直播では前年整地による春作業の分

水稲乾田直播では、低コスト全球測位衛星システム（GNSS）均平機の基本特許を単独出願す

散や低コスト均平機の導入、移植水稲では疎植や高収量業務用品種の導入 るとともに、令和元年度試作機の GNSS 受信機を安価で高精度な２周波タイプへ交換した。 根拠：
により、水稲生産コストを 20%削減し、無代かき水稲後作大豆の収量向上 それによって試作コストを 330 万円から 270 万円に削減することができ、
レーザー均平機（4m
や直播タマネギ栽培等を含む省力技術体系を提示する。

目標達成に向けた課題マネジメントについては、研究ロ

幅で 550 万円）の約半分となった。水稲乾田直播標準作業手順書（SOP）北海道版を作成し、 ードマップを徹底的に活用し、また、年度当初に成果創出
北海道の乾田直播普及目標 令和 5 年 1,500ha に対し、令和 2 年実績で推定約 1,500ha とな の目標設定をさせた。研究の遂行や成果の創出、社会実装
り、3 年前倒しで目標を達成した。移植栽培では、業務用品種導入と自動操舵田植機とを組み の展開に関しては、運営費交付金に加え、スマート農業実
合わせる水稲疎植栽培マニュアルを発行し、それを用いた場合の経営試算の結果、実経営体ベ 証プロジェクト、先端プロ等の委託プロジェクト、イノベ
ースで水稲生産費の目標 20％減を概ね達成した。無代かき水稲後作ダイズは、農家圃場の 3 ーション創出事業等の外部資金を活用し、スマート農業の
年平均収量で 411kg/10a を達成した（目標：320kg/10a）。これらの新技術を含む 4 年 4 作輪 加速、成果の社会実装の加速、普及成果創出を推進した。
作（移植水稲→ダイズ→コムギ→乾田直播水稲）を省力技術体系として普及成果情報に取りま 理事長裁量経費や理事裁量経費の積極的獲得も誘導すると
とめた。地下灌漑システムを用いる水田タマネギ直播栽培法を特許出願し、水田作経営体の所 ともに、若手には、N.I.P.獲得を推奨した。研究開発成果に
得 30％増加が可能となる目標収量 4.5t/10a を達成したことから、経済性評価を含む直播栽培 ついては、寒地での作期分散を可能とする前年整地技術と
マニュアルを発行した。

セットとなった NARO 方式乾田直播技術の開発と計画以

57

上の普及拡大、普及に優位となるスマ―ト農機の目標スペ
寒冷地の水田作については、大規模水田作営農モデルに示された輪作体

大規模水田作経営に求められる耕うん・播種から肥培管理・収穫に至るまでの、ICT、大型 ック以上の低コスト化技術を実現した。寒冷地では、高度

系や子実用トウモロコシを導入した輪作体系において、耕うん・播種から 機械を活用した超省力的機械化一貫体系は、現地実証（福島先端プロ）において乾田直播水稲 な目標である水稲の全算入生産費を 41％削減できる水田
肥培管理・収穫に至るまでの、ICT、大型機械を活用した超省力的機械化 －子実用トウモロコシ―ダイズの水田輪作体系を実証し、第４期にわたる一連の現地実証試 輪作体系を確立した。また事業開発室と連携した取組によ
一貫体系を現地で実証し、全算入生産費 40%削減可能な水稲の直播栽培 験により全算入生産費の 40％削減を達成するとともに、SOP 作成を進めた。東北地域日本海 り NARO 方式乾田直播の東北地域での当初計画以上の普
技術を実現する。本技術の広範な社会実装のために、マニュアルについて 側で普及が求められる低コスト直播体系の確立に関しては、無コーティング水稲湛水直播の 及拡大と全国波及は、生産性の高さが生産現場で高く評価
はバージョンアップを図る。無コーティング種子代かき同時播種栽培体系 収量性、省力性、低コスト性の実証を行った。その結果、根出し種子の効果に関しては、常温 されていることによる。東北での春まきタマネギ新作型を
については、播種機、水管理、除草体系、根出し種子等要素技術を組み立 でも 15 日間保存可能であること、所内圃場で播種時水量が多く播種速度が遅いと播種後土壌 開発して安定多収栽培法を確立して普及し、作業計画出荷
てた栽培体系を現地ほ場で実証し、マニュアルのバージョンアップを図 表面硬度が柔らかくなり、苗立率が低下することを見出した。また、有効な初中期用と中期用 計画に活用できるタマネギの生育収量を予測するモデルを
る。直播技術導入条件の解明については、東北地域の直播適性マップを作 の除草剤を用いることでイボクサに対する除草効果が向上した。加えて経営モデルを用いた 開発して精度を実用化レベルまで高めたこと、さらに新作
成する。

シミュレーションを行い、各技術の導入効果を提示した。以上より、苗立ち率確保対策も含め 型であるセット球栽培法の開発は春まき栽培を一段進化さ
て、無コーティング種子代かき同時播種栽培体系を確立し、これらの研究成果に基づくマニュ せ、第５期に実施する予定のシームレス栽培法への基盤を
アルの改訂版を作成した。直播技術導入条件の解明については、東北地域の直播適性マップを 確立した。子実用トウモロコシの安定生産技術を示すとと
作成した。

もに、フレコンラップ法による調製技術の開発と普及拡大、
その給与効果について実証した。寒冷地南部では、水稲「つ

大規模営農に導入可能なセット球を利用したタマネギの初冬どり作型

セット栽培によるタマネギ初冬どり新作型について、これまでに収量 4t/10a を実証し、機 きあかり」及び「にじのきらめき」の多収栽培法の開発と

の機械化技術体系及び秋まき直播栽培体系を構築し現地実証する。春まき 械化一貫体系を含む栽培技術体系を構築した。今後、SOP を作成して、社会実装をさらに進 品種をセットにした SOP の作成と普及、生育環境が悪い
タマネギの収量 5t/10a を達成するための栽培技術体系について栽培マニ めていく。秋まきタマネギ直播栽培では、施肥、播種時期、雑草防除の一連の栽培技術体系を 条件でのダイズ収量の目標スペックの達成、もち性オオム
ュアルを活用して普及拡大を図るとともにその安定性を検証する。また、 確立した。令和元年度までに東北 5 県と連携して作成した春まきタマネギのマニュアルに従 ギ品種「はねうまもち」の後期重点施肥による超多収栽培
水田輪作への春まきタマネギ等業務加工用野菜の導入効果を評価するた って、複数の現地実証で収量 5t/10a 以上を達成した。また、マニュアル記載の薬剤防除基準 法を開発し、本技術による収量はオオムギの収量をかつて
めの野菜作導入モデルを作成する。

の安定性を検証した。春タマネギ作の収益性の経営モデルを作成し、最大で農業所得 13.5%増 無いまでに高めている。また、高い収量実績が評価され、
加に貢献できることを示した。また、作業や出荷の計画に活用できるタマネギの生育収量を予 生産者が表彰されるなどされている。以上のように、本大
測するモデル開発を進め、作型や様々な指標（コスト、作業分散、収量、労働時間など）を数 課題は、年度計画を上回る成果を上げたと判断した。
値化して最適化を支援する営農改善システムを開発した。

トウモロコシの安定多収技術を提示し、飼料用大豆の安定栽培技術を確

子実用トウモロコシ栽培に適した品種を明らかにし、殺虫剤散布を行い、虫害の発生を抑制

立する。また、トウモロコシ子実等を迅速・省力的に調製するフレコンラ して全刈収量を高めるとともに（107～115％）、湿害対策に畝立て播種が有効であることを見
ップ法の確立と配合飼料代替効果について肉質の面から明らかにする。さ 出すなど、トウモロコシの安定多収技術を開発した。リビングマルチによる飼料用大豆栽培で
らに、センシングシステムの改良による発情、反芻、採食行動等の判別精 は、イタリアンライグラス（IRG）を出穂始期に収穫、一月後に収穫と大豆の同時播種を行う
度の向上、分娩検知等の新たな機能の追加とともに、現地農家で実証を行 体系で大豆の収量が高いことを明らかにするとともに、現地実証データから大豆生産に要す
う。

る変動費は 19.0 円/kg になると試算された。穀実の簡易・迅速調製技術フレコンラップ法の
技術の農業者への移行等を行い、調製面積は 77.4ha まで拡大した。また、調製コストはトウ
モロコシ子実で 12.9 円（200 ロール）であり、子実用トウモロコシ生産の収支は産地交付金
等を加味するとプラスになることを明らかにした。センシングシステムの改良では、機械学習
を利用した行動識別（採食、反芻、起立横臥）プログラムを作成し、牛の後頭部に取り付けた
加速度計のデータから 80%以上の確率で採食や反芻行動の判別を可能とした。また、現地に
おける発情発見センサの導入前後の分娩間隔と経済性を比較し、分娩間隔は 14.2 日短縮され
ることを示すとともに、30 頭規模の経営の場合、費用回収までに約 5 年かかり、その後は約
28 万円／年の増収と試算された。
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寒冷地南部の水田作については、業務用水稲品種「にじのきらめき」の
栽培マニュアルを作成し普及を進めるとともに、

品種「にじのきらめき」のこれまでの栽培試験データより、目標収量 660kg/10a には総窒
素施用量 12kg/10a 程度が必要なことを明らかにし、令和元年度に作成した栽培暦の内容を拡

水稲及び転換作物の最適栽培管理法を確立し現地実証を行い、10a 当た 充して栽培のポイントを取りまとめた。大豆栽培では、改良型カットドレーン mini による簡
り収量をダイズで 250kg、水稲「つきあかり」では 600kg を達成する。

易暗渠施工を行ったところ、実証試験圃場で排水促進効果を確認し、黒根腐病の発生も少な

さらに、ICT 技術を利用した収穫作業の効率化と水管理の省力化を進 く、全刈り粗収量 253.2 ㎏/10a を確保した。ICT 技術の利用にあたって、小型汎用コンバイ
め、自動運転技術を活用したスマート化による高能率水田輪作体系を現地 ンを改良して ICT コンバインとした。そのためにセンサを見直し、稲、大麦、小麦、大豆に
実証し、作業能率を 15%向上させる。

加えてトウモロコシの収量計測を可能とした。また、収穫圃場の区画推定プログラムを改良し
たことで様々な収穫作業方法に対応可能となり、作業の効率化が大きく進展した。また、水管
理システムを全面的に導入し、夜間の給水作業を自動で行うことで時間の制約から解放され
た水管理が可能となった。現地実証試験では、4 台の作業機（田植機、大型トラクタ、中型ト
ラクタ、ブームスプレイヤー）で自動操舵システムを載せ替え、耕起、粗耕、代かき、耕うん
同時畝立て播種（大豆、小麦、大麦）、乾田直播、水稲移植、枝豆畝床形成、枝豆耕うん同時
畝立てマルチ播種、枝豆収穫、防除への高度な活用が可能となり、作業人員を削減できた。こ
れにより目標の 15%以上の能率向上が達成できた。

（２）暖地・温暖地における技術集約型の高収益水田営農システムの （２）暖地・温暖地における技術集約型の高収益水田営農システムの実現に向けた技術体系の （２）
実現に向けた技術体系の確立
温暖地の水田作については、小麦 500kg/10a、大豆 250kg/10a の単

確立

評定： A

麦・大豆の単収増を達成するための栽培改善に関して、令和元年度採択の重点普及成果「麦

収を達成するための栽培改善技術導入支援マニュアルの改良や増補に 類・大豆の収量・品質向上技術」に新たな技術コンテンツとして「有機質資材の施用効果デー 根拠：
よる利用拡大を図り、概ね半数以上の都道府県での活用を達成する。 タベース」を追加し、各地の農業技術コミュニケーターの協力のもと、３つの SOP を作成・

目標達成に向けた課題マネジメントについては、スマー

データ駆動型スマート水田営農体系について、単収向上や作業時間短 公開した。本成果の活用が、令和２年に閣議決定された食料・農業・農村基本計画において、 ト農業技術に係る課題について、スマート農業実証プロジ
縮効果を評価し、常時従事者一人当たり農業所得の 40%向上条件を提 麦・大豆の施策に明記された。大豆ウェブマニュアルシステムは、大豆栽培面積 100ha 以上 ェクト課題に取り組むとともに、理事裁量経費の配分を得
示する。

の 39 道府県のうち、令和２年度計画の目標を超える 21 道府県で栽培技術指針などに利用さ て重点的に推進した。開発技術について知的財産部と連携
して知的財産化を進めるとともに、成果の社会実装につい

れるようになった。

データ駆動型スマート水田営農体系に関して、収量メッシュマップを活用した可変施肥や て、重点普及成果を中心として事業開発室と連携して SOP
自動運転農機の実証を行い、規模拡大、データ駆動型生産による単収向上の効果を試算した。 を作成し、理事長・理事・PD 裁量経費の重点的な配分によ
その結果、スマート農機の共同利用も想定すると、年度計画目標の労働報酬向上 40％が見込 って現地実証と現地検討会等を通じて重点的に取り組ん
めることを明らかにした。

だ。研究開発成果については、スマート農業実証に関して、
自動運転農機による規模拡大、データ駆動型生産による単

暖地の水田作では、100ha 規模のドローン利用リモートセンシング

ドローン利用リモートセンシングによる生育診断技術の開発を進め、有効撮影能率を大幅 収向上、スマート農機の共同利用により、40%の労働報酬

による生育診断技術、高速振動ローラを用いた漏水防止工程の作業時 に改善するとともに、これを用いた生育診断とその結果による追肥量算出に関して 5 件の特 向上が見込めることと、北部九州 2 年 4 作水田輪作の体系
間をおよそ５割削減した乾田直播技術、大豆の 250kg/10a の収量を確 許を出願した。これまで暖地の水田二毛作地帯では漏水のために乾田直播は難しいとされて 化に関する経営シミュレーションを行い、所得が 3 割向上
保するアップカットロータリ浅耕播種技術、及び、小麦の 400kg/10a いたが、そこで振動ローラで播種後に鎮圧することによりこれを可能とし、漏水防止工程の作 することを明らかにし、大規模水田作モデル等の経営モデ
の収量を確保する追肥重点型多肥栽培を組み合わせた水田作二毛作体 業時間も当初に比べて約５割削減できた。播種時期が梅雨後期と重なる大豆栽培のため、湿害 ル５つを構築した。事業開発室と連携し、重点普及成果「麦
系を実証し、令和元年度に構築した営農モデルにより経営体の収益の 対策としてアップカットロータリ浅耕播種技術を開発し、特許を出願した。本技術によって 類・大豆の収量・品質向上技術」に関して３編の SOP を公
２割以上向上を検証するとともに、乾田直播の普及面積を 200ha に拡 270～280kg/10a の収量を達成した。さらに、小麦栽培では、追肥重点型多肥栽培をドローン 開した。この成果は農林水産省の施策や 21 道府県で栽培
大する。

センシングとの組み合わせにより実施し、生育不良圃場で 640kg/10a の収量を実証した。北 技術指針などに利用され、行政等から高く評価された。ド
部九州 2 年 4 作水田輪作体系の経営シミュレーションを行い、所得が３割向上することを明 ローン利用リモートセンシングについて、これまでの有効
らかにした。乾田直播技術について公設試及び普及機関と連携してアウトリーチ活動を行い、 撮影能率を大幅に上回る空撮技術を開発するとともに、生
育診断とその結果による追肥量算出に関して 5 件を特許出

普及面積は目標の 200ha に達した。
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願した。理事長裁量経費の配分を得て乾田直播における漏
トウモロコシ雌穂等の安定多収栽培技術の開発については、子実収

温暖地での子実トウモロコシの栽培について、品種選択方法と害虫防除技術、高速高精度な 水防止工程の作業時間を従来の 5 割削減するとともに、乾

量 800kg/10a を得るための栽培技術を開発する。高品質牛ふん堆肥の 収穫技術を開発し、目標の子実単収 800kg/10a をほぼ達成できることを確認した。高品質牛 田直播技術の当初目標 200ha 普及を達成した。大豆栽培に
生産・流通システムの実証については、作業場のボトルネックとなる ふん堆肥の生産・流通システムについて、フレコンバックへの詰め込み作業の目標である 2.0 ついて、当初収量目標を約 1 割上回る単収 270～280kg/10a
フレコンバッグへの堆肥の詰め込み作業について現状の 3.5 分/袋を 分/袋以下を達成するフレコン固定枠、堆肥を自載する装置の試作機、フルオープンできるフ を達成した。また、小麦栽培についてドローンセンシング
2.0 分/袋以下に効率化するとともに「堆肥を自載する装置の試作機」 レコンを開発し、2 件の特許を出願した。また、堆肥の発酵温度を 3D マップで表示する堆肥 と追肥重点型多肥栽培を組み合わせて当初目標を 5 割以上
と「フルオープンできるフレコン」を用いて各作業を体系化する。

温度自動測定システムを開発し、市販化されることになった。これらの開発技術を組み合わせ 上回る単収 640kg/10a を実証した。高品質牛ふん堆肥の生
た高品質堆肥流通システムを構築した。

産・流通システムについて堆肥温度自動測定システム等を
開発して高品質堆肥流通システムを完成させた。飼料コン

機械学習を導入した農地利用状況予測手法を開発するとともに、ス

機械学習を導入した農地利用状況予測として、AI による農業経営体数予測アプリが岩手県 トラクター向けの飼料生産履歴管理システムについて、作

マート農業技術の経営評価を行い、それらに基づき、スマート農業技 の 4 市町の農業委員会の農地需給予測で利用され、離農が予測される農家の農地を地図上に 業管理者用の PC 版「QAgriSupport」と連携する携帯端末
術等の戦略技術を導入した経営計画モデルを水田作中心に３つ以上構 示すことができた。スマート農業において、大規模水田作モデル、スマート農機のシェアリン 用アプリ「Foregis」を開発して公開し、全国 6 カ所 470ha
築する。また、雇用型大規模法人の人材育成・経営継承については、離 グを行う水田作経営計画モデル、子実トウモロコシを組み込んだ水田作モデル、カンキツ作家 に普及した。マネジメント技術では、AI による農業経営体
職率改善と早期継承の効果を日本農業法人協会会員企業と連携して実 族経営モデル、大規模肉牛繁殖営農モデルの 5 モデルを構築した。雇用型大規模法人の人材育 数予測アプリを農業委員会での利用を経て完成させた。ま
証する。

成・経営継承について、人材育成、従業員の募集・採用・評価などをまとめた「農業法人にお た、人材育成、従業員の募集・採用・評価などをまとめた
ける従業員の人材育成ガイドブック」を作成し、日本農業法人協会会員３社による実証を通し 「農業法人における人材育成ガイドブック」を作成し、実
て、その労務管理改善における有効性を確認した。

証試験によって有効性を確認した。この他、本暗渠施工を
簡易に行える本暗渠機「カットドレーナー」を開発、特許
出願を完了し、受注販売の目処を立てた。以上のように、
本大課題は年度計画を大幅に上回って業務が進捗している
と判断した。

（３）寒地大規模畑作営農及び自給飼料活用酪農システムの実現に向 （３）寒地大規模畑作営農及び自給飼料活用酪農システムの実現に向けた技術体系の確立

（３）

けた技術体系の確立

評定：A

テンサイの大型収穫機の共同利用体系、土壌凍結深制御、センシン

テンサイの短紙筒狭畦移植機と自走式多畦収穫機等を用いたテンサイの狭畦栽培では、テ

グデータに基づく小麦品質安定化技術、可変施肥等の開発技術の普及 ンサイ、バレイショ、タマネギを栽培する 100ha 規模の法人経営において、テンサイの生産 根拠：
と改良を並行して進め、50～100 ha 規模の大規模畑輪作における生産 物当たりの生産費が移植栽培で 13%低減した。また、100ha 規模の法人経営でテンサイ大型

目標達成に向けた課題マネジメントについては、新たに

コストの 15%削減が可能となる技術体系を提示する。また、寒地畑作 収穫機を導入し、可変施肥技術及び土壌凍結深制制御技術を組合せた場合、慣行技術比で所得 スマ農プロに採択されるなど、農業における Society 5.0 実
の収益性向上に結びつく作物の栽培管理技術の提案、畑作の生産リス が 154%となり、輪作維持の効果も考慮した試算では生産コスト 15.6%削減という試算結果が 現に向けた研究への重点化を一層進めるとともに、主要な
クを低減するためのバレイショの病害虫診断技術の開発と緊急防除解 得られた。土壌凍結深制御技術は、十勝農協連、オホーツク農協連の情報システムに実装され、 成果のとりまとめ、実用化に向けた取組を強化した。研究
除後のシロシストセンチュウ汚染ほ場に対応した作付体系を実証す 広域で活用される状況になった。また、普及を図るための標準作業手順書（SOP）を作成し、 開発成果については、テンサイの大型収穫機共同利用体系
る。

普及促進を図った。センシングデータに基づく小麦品質安定化技術として、これまでの正規化 の実証で、100ha 規模の法人経営では、輪作体系を維持し
植生指数（NDVI）よりも穂水分、成熟期の予測誤差が安定して小さい新規植生指数（IRVI） ての経営規模拡大と、コスト低減、所得向上が可能なこと
を開発した。寒地畑作の収益性向上に結びつく作物の栽培管理技術として、億画素カメラ搭載 を示した。さらに土壌凍結深制御技術、可変施肥技術と組
ドローンを用いたタマネギの初期生育診断（葉数の機械学習による推定）に基づく施肥によ 合せた場合、所得が 154%となり、15.6%のコスト削減効果
り、規格内収量が 30％から 70%へ増加することを明らかにするとともに、さらにタマネギの が試算された。成果の普及についても、土壌凍結深制御技
根切機の自動調製技術を開発した。AI によるバレイショの病害虫診断のため、従来の診断技 術、AI によるバレイショ病害診断技術について SOP を作
術を多クラス分類可能なものに改良し、健全葉、疫病、夏疫病罹病葉を 90％の精度で識別可 成した。他作物の収益性向上では、AI 活用による可変施肥
能とした。緊急防除解除後のシロシストセンチュウ汚染ほ場に対応した作付では、ジャガイモ でタマネギの品質向上が可能なことを示した。バレイショ
シロシストセンチュウ（Gp）抵抗性品種の作付により再発リスクを抑制できることを明らか 病害診断技術についても、ウエアラブルカメラ撮影株画像
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にした。また、単純構造で Gp のふ化促進効果のある物質を見いだし、化学合成して処理試験 から葉を自動的に切り出し、病徴葉を分類する手法を開発
を実施した結果、低濃度で 90%の密度低減効果を示した。

するなど実用化を進めた。緊急防除解除後のジャガイモシ
ロシストセンチュウ（Gp）汚染ほ場では、Gp 抵抗性品種

コントラクターや TMR センターを利用したトウモロコシ子実等高

イアコーン（ECS）給与により、授精回数の減少及び初回授精受胎率の向上など繁殖成績が を作付することで再発リスクを抑制できることを実証し

栄養自給飼料の生産体系を確立し、高泌乳牛に対する飼料自給率 70% 良好となることを明らかにした。また、TMR センターにおいて ECS と高栄養価牧草サイレー た。また Gp のふ化促進効果の高い新規物質を発見した。
の給与体系の普及を図る。ICT を活用し生涯生産性を向上させる飼養 ジの併用条件で調製された混合飼料（Total Mixed Ration: TMR）の可消化養分総量（TDN） イヤコーン（ECS）給与により繁殖成績が向上することを
管理技術や省力的牛群管理技術の導入、酪農経営全体のスマート化に 含量は、乾物中 70.1%から 73.4%へ 3.3 ポイント増加することを明らかにした。省力的な飼養 新たに明らかにした。TMR センターにおいて ECS と高栄
より、TMR センターでの TDN 3%増、飼料生産労働コスト５割削減 管理技術作成のため、酪農家 10 戸の乳牛 1,551 頭のデータを解析したところ、遺伝的な泌乳 養価牧草サイレージの併用条件で調製された TMR の
などを通じて、規模拡大、収益性２割向上を可能とする飼料生産・飼 持続性（ピーク時乳量を維持する能力。泌乳持続性が高いほど泌乳期を通じて乳量が平準化さ TDN 含量は、乾物中 70.1%から 73.4%へ 3.3 ポイント増
養管理技術体系を開発する。

れる）が高い牛では、それが低い牛に比べて初産時における乳房炎に伴う損失額が 16%少な 加し、TMR 調製量を増やさずに飼養頭数の約 5%増加に対
いことを明らかにした。また、泌乳平準化乳牛の生涯生産モデルで 4 産終了時の生涯平均日乳 応できることを示した。ECS についてこれまでに得られた
量を最適にする分娩間隔及び乾乳期間を求めたところ、泌乳持続性の高い牛は分娩間隔が長 知見を取りまとめ、普及のためのマニュアル及び SOP を
いほど 1 頭 1 年当たり収益が高いことを明らかにした。さらに、ICT を活用してそれぞれの 作成し、北海道の普及技術にも採用された。さらに生涯生
乳牛に適した分娩後授精目標日、乾乳目標日をアドバイスするシステムを開発し、実運用を開 産性向上について、遺伝的な泌乳持続性が高い牛では、低
始した。さらに、耕種農家から畜産農家へのスムーズな飼料流通を促進するための飼料生産履 い牛に比べて初産時における乳房炎に伴う損失額が 16%
歴管理システムを開発し、特許を出願した。また、AI を活用して乳牛の個体識別と行動デー 少ないことや、分娩間隔が長いほど 1 頭 1 年当たり収益が
タ測定を行うプログラムを開発・特許出願した。飼料生産の省力化では、肥料散布と 2 番草収 高いことを明らかにした。また、スマート技術開発にウエ
穫作業にロボットトラクタを用いると、作業時間が従来の 57.8%に、肥料散布作業に限ると イトシフトし、飼料生産でのロボットトラクタ活用の省力
52.6%に減少できることを明らかにした。

効果を明らかにするとともに、AI を活用して乳牛の個体毎
に分娩後授精目標日、乾乳目標日をアドバイスするシステ
ムを構築、JA のシステムに実装した。加えて、耕種農家か
ら畜産農家へのスムーズな飼料流通を促進するための飼料
生産履歴管理システムや AI を活用して個体識別と行動デ
ータ測定を行うプログラムを開発・特許申請するなど、計
画を上回る成果が得られた。以上のように、本大課題は、
年度計画、ロードマップに照らし、農業における Society5.0
に貢献する成果を計画以上に上げるとともに、成果の普及
が進んだと判断した。
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（４）中山間地域等における持続型営農システムの実現に向けた技術 （４）中山間地域等における持続型営農システムの実現に向けた技術体系の確立

（４）

体系の確立

評定：B

中山間水田の排水対策技術導入の要否を診断するほ場評価手法に基

中山間水田作では、排水対策による作物生産の安定化、水稲多収品種や野菜導入等の各技術

づくムギ・ダイズの安定多収栽培技術、新規需要米用新品種の安定多 を組み合わせた水田複合営農モデル策定が重要課題であったことから、まず、排水対策とし 根拠：
収栽培技術及び拍動灌水装置を活用した野菜栽培技術により、実証試 て、過去の空中写真から、水田の切盛造成箇所を推測して湿害リスクマップを作成する技術を

目標達成に向けた課題マネジメントについては、運営費

験に基づき中山間水田複合経営の所得を１割増加できる技術体系とし 開発した。さらに集落スケールの湿害リスクマップを用い、AI による新たな排水対策技術導 交付金に加え、委託プロジェクト、スマ農プロ、SIP、イノ
て確立する。また、マルチコプタを用いた小麦の赤かび病適期防除支 入要否診断手法を開発した。新規需要米では農研機構育成新品種「恋初めし」で精玄米重 ベ事業、科研費などの外部資金を活用して、機構内連携（横
援技術マニュアルを作成するとともに、50 度以上の急傾斜法面にも対 700kg/10a、整粒歩合 70%（一等米相当）を実現するための栽培条件を明らかにした。拍動灌 串プロ含む）、民間企業、公設試、大学等との連携を実施
応する小型草刈ロボット及び省力畦畔管理のための技術判定・適用マ 水装置を用いることで、アスパラガスで対前年比 1.5 倍の収量を達成できることが明らかにな した。特にマルチコプタ利用による省力適期防除について
ップのプロトタイプを開発する。

り、さらなる拍動灌水装置利用技術の改良を図った。以上の結果をもとに営農モデルを検討 は、理事裁量経費、PD 活動経費を活用するとともに、排水
し、現地実証試験の結果を基に試算した結果、１人当たりの所得は 5 割増以上の効果が得られ 対策技術については、農情研との連携、理事裁量経費及び
る結果となった。畦畔管理の省力化として、航空写真を活用してリモコン草刈機の適用可能畦 科研費でそれぞれ研究の加速化を図った。研究開発成果に
畔を判定する手法を開発し、実証地の適用マップのプロトタイプを作成するとともに、最大傾 ついては、中山間地域の多筆圃場管理を支援する技術を「農
斜 50 度に適用可能な誘導式小型草刈ロボットのプロトタイプを開発した。小区画多筆圃場に 作業支援システム」としてビジネスモデル特許を出願し、
おける防除作業効率化では、令和元年度までに開発したマルチコプタによる赤かび病の適期 マルチコプタを用いた赤かび病適期防除を支援する技術に
防除を支援する一連の技術について SOP を作成し、農作業支援システムに関するビジネスモ ついて SOP を作成した。排水対策技術については、農情研
デル特許を出願した。マルチコプタによる作業時間は、１筆圃場面積が 15a 以下の圃場群 30 と連携し、AI を活用した排水対策技術導入の要否診断評価
筆を対象に作業時間を推定した結果、ブームスプレーヤの約４割に短縮できることを明らか 手法を開発するとともに、過去の空中写真から切盛マップ
を構築する手法を考案し、集落スケールの湿害リスクマッ

にした。

プを提示した。ノビエの葉齢に基づく水稲乾田直播栽培の
かん水関連作業時間の２割削減を実証し、団地型マルドリ方式を利

簡易土壌水分計と連動したかん水制御システムを利用することで、かん水関連作業（かん 雑草防除支援システムを開発した。カンキツマルドリ栽培

用した高品質カンキツ果実連年安定生産のための園地管理技術として 水、施肥）時間は、液肥を利用しないかん水チューブのみの露地栽培に比べ、約 38％短縮で におけるかん水制御の自動化システムの利用によるかん
体系化する。

きることを実証した。また、このシステムを使用すると土壌乾燥状態を遠隔でモニターできる 水、施肥に関連した作業時間の 38%の削減を実証した。マ
ため、通常のマルドリ栽培に比べ、圃場の見回り所要時間を約 40%短縮できた。さらに、令和 ルドリ栽培技術の確立と普及促進により、第 9 回地域産業
元年度経営体強化プロジェクトで作成した「養水分制御によるカンキツの高品質果実・連年安 支援プログラム表彰事業(イノベーションネットアワード
定生産技術マニュアル」を基に、生産者、技術指導者が利用しやすい高品質果実生産に関連す 2020)優秀賞を受賞した。中小規模施設におけるミニトマ
る技術「養水分制御による省力、低コストで高収益性のカンキツ生産技術」として取りまとめ トとキュウリ栽培において暖房燃料使用量は目標値（50％）
た SOP の作成を進めている。

を上回る 60％以上削減できることを実証した。連棟型建設
足場資材利用園芸ハウスを開発し、資材コストは従来の耐

多層断熱被覆資材等の活用、ICT を活用した環境制御技術及び低コ

ミニトマトのハウスに、多層断熱資材及び水蓄熱装置を導入することで、対照ハウスと比較 候性施設と比較して、目標の 15％を大きく上回る４割の削

スト園芸ハウスによる技術体系のパッケージ化により燃油使用量の半 して暖房燃料使用量を 60％以上削減できることを実証した。又はハウス栽培キュウリで適切 減が可能となった。地域特産野菜の生産技術では、多層断
減と薬用作物等を含む地域特産農産物の収量 30%を増加できる栽培体 にハウスの開閉制御を行うことで暖房燃料使用量を約 60%削減できることを実証した。この 熱資材（遮熱資材）等の利用により、イチゴの収穫期間拡
系を確立する。また、生物的土壌消毒等を用いた夏作ホウレンソウの 技術により、通常より１か月以上早く定植できるキュウリ半促成栽培技術を確立し、3.2t/10a 大が可能となり、可販収量が目標（30％増）を超える 4 割
生産安定技術を確立する。天敵による IPM 技術及び環境保全型病害虫 （慣行比で 24%増収）の収量を実現した。ICT の活用技術として、「UECS 対応センサユニ の増収を達成した。有機ミニトマト栽培体系で的確な天敵
防除技術により、10%の防除コストを削減する。

ット A 型作製マニュアル」を公開した。建設足場資材利用園芸ハウス（足場ハウス）につい 導入や病害対策により単収 6.2t/10a となり目標（4.6t/10a）
て、片屋根型の連棟化を可能とし、資材コストは市販ハウス（7,504 円/m2）に比較して、足 を大幅に超える収量を達成した。イネの有機栽培体系では、
場ハウス（単棟型）で▲8.7%（6,849 円/m2）、2 連棟型では▲35.5%（4,841 円/m2）、3 連 水田用小型除草ロボットを活用した現地試験で、稲列追従
棟型では▲40.1%（4,493 円/m2）と、大幅に削減できた。薬用作物等を含む地域特産農産物の 及び枕地での旋回成功率がいずれも目標である 95％以上
栽培では、多層断熱資材（遮熱資材）と気化潜熱利用ハンモック式ベッドを併用すると、イチ を達成し、令和 3 年度の市販化に大きく前進した。大課題
ゴ収穫時期を拡大でき、イチゴ「さぬき姫」では最終的に可販果収量が 9t/10a に達し、31％ ６や民間企業等との連携により、畑用栽培管理 AI ロボッ
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の増収、イチゴ「よつぼし」で 41％の増収を達成した。また、薬用植物の栽培体系では、マ トの自動走行性能が向上し、雑草を約 60％除去できる除草
ルチコプタに加え、日射量対応型自動潅水装置と肥効調節型肥料を用いる薬用作物（シャクヤ 機構を開発した。以上のように、本大課題は年度計画及び
ク）の省力的な栽培管理技術を開発した。これにより作業時間を 60％以上削減でき、他に 5 ロードマップの目標に沿って順調に業務が進捗したと判断
品目の栽培マニュアルを作成した。夏作ホウレンソウの安定生産のための生物的土壌消毒技 した。
術では、3 年目の実証試験を行い、カラシナの鋤き込みによる生物的土壌消毒によって、萎凋
病に対する安定した防除効果が得られ、クロロピクリンを用いた農薬防除よりも防除コスト
を 10％削減できた。
有機栽培体系のうち有機施設野菜生産体系については、施設ミニト

天敵利用による環境保全型害虫防除技術の確立について、飛ばないナミテントウ（トバテ

マト栽培において主要な病害虫への各種防除手段により慣行栽培の ン）と代替餌（天敵用餌ひも）、天敵温存植物（スカエボラ）を活用した代替餌システムを導
80%以上の収量が得られる管理体系をマニュアルにまとめる。イネの 入することで、長期にわたってトバテンを多く維持し、ワタアブラムシを抑制し、トバテンの
有機栽培については、稲列追従成功率は 95%以上を目標に水田用小型 放飼数を削減できることを実現し、防除コストを 10～15％削減できた。
除草ロボットを活用した有機栽培体系の現地試験を実施する。ダイズ

有機ミニトマト栽培体系では、複数の天敵利用と本圃でのバンカー法等によりアブラムシ

の有機栽培については、現地試験を継続し管理体系を暫定版として提 類やコナジラミ類の密度抑制に成功した。定植時期の早進化と適期の病害防除等の作業管理
示する。また、AI を活用した 2 千以上の植物画像解析による生物多様 の改善により、平均収量は 6.2t/10a（対慣行比 106%：目標値＝80％）、純利益は 176 万円増
性判定法の実用性を検証する。

となり、主要な病害虫への各種防除手段を組み合わせて構築した管理体系について、経営的評
価を加えた形で SOP を作成した。
イネの有機栽培については、ロボットによる除草作業の稲列追従成功率は 96.5％、枕地で
の旋回成功率は 98.4％で、いずれも目標である 95％以上を達成した。令和２年 11 月には、み
のる産業(株)より市販化（令和 3 年度予定）に向けた最終試作機が公開された。ダイズの有機
栽培については、現地圃場で問題となっているオオオナモミの防除のため、冬季の不耕起管理
と播種前の複数回耕起を組み合わせることで、ダイズ播種前のオオオナモミの埋土種子や開
花期の残草数を約 7 割低減できた。しかし、蓄積されていた埋土種子数が多く、残存した雑草
によりダイズが被蔭されたことなどから収量改善効果は認められず、目標単収（180kg）は達
成できなかった。このため、試験圃場で行ったデータをもとに暫定的なダイズ有機栽培体系を
提示した。
AI による植物群落の多様度判定モデルの有効性を検証するため、2,000 以上の植物画像を
用いて、1,600 の教師データから、生物多様性を３つのカテゴリに分類・評価した。現時点の
正答率は 70.1%であるが、データ拡張、チューニングを実施すれば判定モデルの向上が期待で
きることを明らかにした。

（５）暖地高収益畑作営農及び自給飼料活用肉用牛生産システムの実 （５）暖地高収益畑作営農及び自給飼料活用肉用牛生産システムの実現に向けた技術体系の （５）
現に向けた技術体系の確立
カンショでは、直播栽培において収穫方法や選別方法などの見直し

確立

評定：B

カンショでは、移植栽培の収穫で発生する小さなイモから種イモを得る直播栽培により、作

により生産費を 10%削減する。また、曲げ苗栽培について、野菜用の 業時間が減少し、全算入生産費が 14％削減できることを明らかにした。また、25cm 程度の通 根拠：
半自動移植機に適する苗の規格、適切な生育日数を決定し、現地実証 常の苗を曲げて留めることで短くした曲げ苗の機械移植法を検討し、苗の取り置き期間を通

目標達成に向けた課題マネジメントについては、スマー

を行う。加工用露地ホウレンソウでは、機械収穫体系導入により生産 常の 0～2 日から７日とすることで活着率が向上し、慣行苗と同等の収量が得られることを所 ト農業技術の普及、宮崎県・宮崎大学との連携協定（宮崎
費 20%削減を達成したことから、契約栽培に係わる計画的出荷につな 内試験と現地実証試験で明らかにした。加工・業務用ホウレンソウについて、ICT を活用した 連携）、九沖 SFC、農情研との連携強化を進める研究課題
がる生育モデルと ICT を活用した収量予測技術を開発する。開発した 地上部乾物重の推定におけるパラメータを決定し、計画的出荷に貢献する生育予測モデル（農 （ホウレンソウの生育（収量）予測など）を明確にし、セ
鶏ふん肥料によりカンショ新品種「ふくむらさき」の多収栽培技術を 情研と連携）を作成した。なお、播種時期によって、推定誤差が大きくなったため、生育初期 グメント・大課題重点課題で予算を拡充した。大課題横断
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提示する。サトウキビの株出しでの堆肥側条施用効果を明らかにし、 にドローンによる画像解析で推定する LAI（葉面積指数）によって補正する方法を見出し、地 的な課題については、横串プロジェクトに参画して推進し
持続的栽培技術を開発する。

上部乾物重の推定誤差を 1/3 に縮小できた（スマ農プロ、宮崎連携）。カンショ「ふくむらさ た。また、被害が拡大しているサツマイモ基腐病対応を機
き」の多収栽培技術について、鶏ふんと焼酎蒸留廃液を原料とした開発肥料の増収効果が令和 動的に中課題へ位置づけて被害軽減技術の実証試験を開始
２年度は不明瞭だったものの、株間を最適化（30cm）することで増収することを明らかにし した。研究開発成果については、暖地高収益畑作営農シス
た。サトウキビの省力栽培として期待される株出し（収穫後の再生株から収穫を繰り返す栽培 テムでは、カンショの直播栽培の種イモを、移植栽培の収
法）において、新植前に堆肥を全面施用し、刈り取り後の株出し栽培で堆肥を側条施用すると 穫で発生する小さなイモから得ることで生産費の削減を目
茎数が増加し、収量向上につながることを明らかにした。

標の 10％削減を超える 14％削減を達成した。曲げ苗の機
械移植栽培について苗の取り置き期間を通常より長い 7 日

コントラクター組織への３毛作体系導入により、年間乾物生産量 1.6

飼料生産のコントラクター組織での現地実証試験では、3 毛作体系（2 回は不耕起播種）を にすることで活着率が向上し、慣行苗と同等の収量が得ら

倍、生産コスト３割削減（乾物当たり）が安定的に達成されることを 導入すると、慣行の２毛作体系に比べて年間乾物生産量 1.6 倍、生産費 3 割削減（乾物あた れることを明らかにした。加工・業務用ホウレンソウの計
確認し、その結果をマニュアル化する。ICT を活用した繁殖管理シス り）が安定的に達成されることを確認し、技術紹介パンフレットを作成した。ICT を活用した 画的出荷に貢献する収量予測技術（農情研と連携）は、ド
テムについては、夏季の受胎頭数 15%増加、子畜増産による収益１割 繁殖管理システムの有効性を実証農家で調べた結果、発情検知システムにより明瞭な発情並 ローンセンシングにより予測精度を高めてスマ農プロと宮
向上効果を実証農家において検証する。地域分業型大規模繁殖システ びに不明瞭な発情（外観観察では発見しにくく、鈍性発情とも言う）をいずれも高い精度で検 崎連携に貢献した。カンショ新品種「ふくむらさき」とサ
ムについては、核となる繁殖経営における経営効果を評価し、分業に 知でき、大規模経営における暑熱期の受胎頭数を 15%以上向上させることにより、収益が１ トウキビでは多収栽培技術を明らかにした。地域分業型大
より 1,000 頭規模の多頭飼養を可能とするシステムを提示する。

割向上できることを示した。分娩後の繁殖機能回復の早期化のため、初回発情前に黄体ホルモ 規模肉用牛繁殖システムについて、3 毛作体系の導入によ
ン製剤を投与すると、分娩間隔が令和 7 年度達成としている家畜改良増殖目標である 12.5 ヵ り、慣行２毛作体系に比べて年間乾物生産量 1.6 倍、生産
月以下となり、自然哺乳の肉用牛で年 1 産を達成できることを明らかにし、知的財産化した。 コスト 3 割削減を安定的に達成し、パンフレットを作成し
地域分業型営農システムの評価については、繁殖経営において飼料生産コントラクター、TMR た。繁殖効率の向上について、夏季に多発する鈍性発情の
センター、哺育育成センター（外部支援組織）と生産部門を分業することで、1,000 頭規模の ICT による高精度検知と受胎頭数 15%以上の増加による収
繁殖牛飼養・子牛生産を行う「分業･連携による大規模肉用牛繁殖営農モデル」を策定した。 益１割向上効果を実証農家で検証した。また、分娩後の初
コントラクター経営については、大規模飼料生産経営モデルを作成し、３毛作体系の導入によ 回発情前の黄体ホルモン製剤処置により、自然哺乳の肉用
り、10a あたり費用は２割増加となるが、６割の増収により、生産量あたり費用を 30％削減 牛で年 1 産を達成することを明らかにして知的財産化し
し、10a あたり 30 千円以上の収益向上効果が期待できることを示した。

た。1,000 頭規模の繁殖牛飼養・子牛生産の「分業･連携に
よる大規模肉用牛繁殖営農モデル」を策定した。黒毛和種

汎用型微細断飼料収穫機の改良試作と、WCS 用稲の収穫期間を 70

汎用型微細断飼料収穫機の改良試作では、①ワゴンの油圧強化（作業効率化）、②ワゴン上 の中小規模生産システムでは、汎用型微細断飼料収穫機の

日程度に延長可能な品種の組合せ提示により収穫コストを 20%削減 昇機構の追加（4t トラック積載対応、従来機は 2t トラック専用、人件費・機械費低減）、③ 改良により収穫物の輸送トラックの積載量が２倍となり積
し、和牛繁殖経営の冬季飼養経費の低減を図る。また、複数の草種を バックモニター、距離センサの追加（作業効率化、安全性向上）を行うことで一度に輸送でき 載時間が短縮して収穫コスト２割低減（25,000 円/10a）を
組み合わせ、UAV 画像による雑草検出技術を利用して安定的に 200 日 る切断飼料が倍増し、輸送コストを低減できた。WCS 用稲の収穫期間は、早生品種「つきは 達成し、知的財産化も進めた。WCS 用イネ収穫機の稼働率
間の放牧を可能にするとともに、舎飼い、放牧飼養に応じた生産性を やか」と晩生品種「つきすずか」を組み合わせた体系により、8 月後半～10 月の約 70 日間に 向上に向けた収穫可能期間 70 日への拡大は、早晩性の異
維持する管理プログラムを開発し、地域飼料資源を活用した黒毛和種 延長し、収量・品質ともに良好な WCS 用イネを収穫できることを示した。地域飼料資源を活 なる２品種の組み合わせで達成した。放牧期間 200 日間の
の低コスト生産システムを確立する。

用した黒毛和種の低コスト生産システムの開発では、複数草種の組み合わせとしてバヒアグ 目標を２草種の組み合わせと、UAV 画像による雑草検出技
ラス品種をトールフェスク 2 品種の各圃場に追播すると、バヒアグラスが定着することを見 術の改良（大課題 7 と連携）で達成した。高栄養飼料イネ
出した。UAV 画像による雑草検出技術のため、草地圃場における雑草抽出技術のアルゴリズ WCS 給与や放牧により繁殖牛 1 年 1 産、去勢育成牛日増
ムを改良（大課題 7 と連携）し、雑草判別率 70％以上を達成した。これらの技術とともに周 体量 1.0kg を達成し、地域飼料資源を活用した黒毛和種の
年親子放牧マニュアルを活用し、放牧期間 200 日間を安定的に確保するという目標を達成し 低コスト生産システムを確立した。以上のように、本大課
た。また、高栄養飼料イネ WCS 給与や放牧による育成・肥育管理プログラムにより繁殖牛 1 題は中長期計画、年度計画、ロードマップの目標達成に向
年 1 産、去勢育成牛日増体量 1.0kg 維持し、地域飼料資源を活用した黒毛和種の低コスト生産 けて、計画通り着実に進捗し、成果を上げたと判断した。
システムを確立した。
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上記（１）～（５）で得られた各開発技術については、「スマート農

上記（１）～（５）で得られた各開発技術について、各種プロジェクトに参画し、公設試や

業技術の開発・実証プロジェクト」及び「スマート農業加速化実証プ 普及組織等と連携した現地実証試験、技術講習会などを通じて開発技術を紹介するとともに、
ロジェクト」で公設試や普及組織、生産者、外部支援組織等との連携 マニュアル・SOP 作成や現地検討会、シンポジウム、実演会等で成果普及を図った。その中
に基づいて現地実証試験を行うとともに、分かりやすい SOP を作成 で、農地集約化支援手法は茨城県と連携した成果普及を実施しており、稲敷市でシステム導入
し、成果発表会等多様なチャンネルを通じて生産現場への普及を図る。 が完了し、河内町や結城市でも導入が進んだ。また、水稲有機栽培は生産現場からの要望の多
く、「高能率水田用除草機を活用した水稲有機栽培の手引き」を作成し研修会等を通じて生産
者等に広く紹介することで新技術体系の普及や機械除草機の社会実装に取り組んだ。
（６）農作業や農業施設の自動化・ロボット化等による革新的生産技 （６）農作業や農業施設の自動化・ロボット化等による革新的生産技術の開発

（６）

術の開発

農業研究業務評定：A

【農業研究業務】
農作業ロボットによるほ場間移動技術や均平作業における効果検

【農業研究業務】

農業機械化促進業務評定：A

第 2 期 SIP で進めている農業機械の自動化レベル３に向けた、ロボットトラクターによる

証、及び除草ロボットについては現場実装に向けて所要の改良を行う。 ほ場間移動技術の開発では、車両に搭載されたセンシングデバイスを用いた自己位置推定、地 根拠：
また、果菜類の収穫システムにおける運用技術、現場運用に向けた着 図作成、経路計画、車両周辺の環境認識及び遠隔監視を行うことができる統合制御システムを 【農業研究業務】
果・着花状況モニタリングシステム等栽培管理を効率化する技術等を 開発・実装し、性能を評価した。
開発する。さらに、露地野菜の出荷調製支援システムについては、既

目標達成に向けた課題マネジメントについては、目標ス

土地利用型農業においては、生育むらを解消するため、ほ場をできるだけ均平にする必要が ペックや実用化時期を明確化したロードマップに沿って課

に実運用されている経営・栽培管理システムと連動させる。また、露 あり、凹凸マップに基づくロボットトラクターによる均平作業の現地実証を実施したところ、 題の進捗状況を管理するとともに、農情研、事業開発室、
地野菜生産リスクマネジメントシステムについては、WAGRI を活用 作業前に比してほ場均平度は 10％高くなり、均平作業における乗車作業時間の大幅削減を可 知的財産部との連携や、セグメント及び大課題を横断する
して実用サービスシステムを開発する。

能とした。また、現場ニーズの高い除草ロボットは、試作機の現地適応性試験を実施し、繁茂 研究を強化し、スマート農業実証プロジェクトへの対応を
した雑草を 1 回の作業で処理できるように刈取能力向上に向けた改良点の抽出を行った。

行った。研究推進において、ほ場間移動や遠隔監視等レベ

施設園芸における効率的な栽培労務管理に向けて、施設内作物生育情報収集を目的とする ル３実現のための「ロボット農機高度運用フェア」の運営
自律走行型着果モニタリングシステムを開発・供試するとともに、生産法人での現地実証を行 に当たった。研究開発成果については、スマート農業加速
い、果実検出精度を比較した。その結果、当該法人での学習モデルは農研機構植物工場でのモ 化実証プロジェクトに参画し、ロボットトラクターの営農
デルと同等の精度を有することを確認した。

現場での不具合の解消に努めた。土地利用型農業において、

露地野菜においては、キャベツ出荷調整支援システムの改良とともに、経営・栽培管理シス 現場ニーズの高いほ場の均平化をロボット運用システムの
テムで作業計画を策定する際の情報として、指定した収穫日・目標葉齢から定植葉齢まで遡っ 一環で取り組み、現地での実証を通じてその導入効果を明
て生育予測結果を返す Web-API を開発した。

示した。露地野菜の精密出荷予測システムの開発では、現
地実証を通じて 10％の収益向上効果を確認するなど、顕著

【農業機械化促進業務】
自動運転田植機、高精度なマップベース可変施肥装置、高機動畦畔

【農業機械化促進業務】

な成果を上げている。以上のように、本大課題は年度計画

自動運転田植機については、農業機械メーカー2 社に対して技術指導契約を結んで技術移転 を上回る成果を上げたと判断した。

草刈機、中山間地向けロボットトラクタ、ISOBUS 対応作業機用 ECU を行うとともに、3 カ所のスマート農業実証プロジェクトの現地に導入された自動運転田植機
について、企業への技術移転や連携協力により開発と実用化を進める。 のハード・ソフトの改良を行った。自動運転田植機は、農林水産省の最新農業技術・品種 2020 【農業機械化促進業務】
その他、米麦二毛作地帯の水稲乾田直播作業において、従来の 2 倍の に選定された。高精度なマップベース可変施肥装置については、作業中の連続計量機能とフィ

目標達成に向けた課題マネジメントについては、行政部

作業能率・栽培面積を可能とする振動鎮圧ローラと畝立て直播機を開 ードバック制御機能を付加する改良を実施したところ、ほ場での散布誤差率が目標を上回る 局等から収集された生産現場のニーズに対応するととも
発する。

1.5％以下の精度が得られたことから、令和 3 年 11 月の市販化を予定している。高機動畦畔草 に、研究ステージに応じた評価の反映と研究の重点化を図
刈機は、先に市販化した平面用草刈機の走行ユニットに装着する畦畔草刈アタッチメントが った。機構内、民間企業、公設試、大学、農業者等との連
令和 2 年 9 月に市販化された。中山間地向けロボットトラクタは、GNSS だけに頼らない自 携を強化しつつ、研究を推進した。農業における Society5.0
律走行トラクタ開発のため操舵制御部を開発した。加えて、実証現地でカメラ、GNSS、LiDAR の早期実現に向けて豚舎洗浄ロボットや中山間地向け小型
等の環境認識センサ類のデータ取得と可視化が可能であることを確認した。農業機械の国際 ロボットトラクターの開発、自動運転田植機の技術移転を
共通通信規格 ISOBUS に対応した作業機用電子制御ユニット（ECU）を、ISOBUS 通信プロ 進めた。研究開発成果については、スマート農業加速化実
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トコルに関する解説セミナー等を通じクラスター事業参画企業に技術移転した。令和 3 年度 証プロジェクトに参画し、自動運転田植機等に関する営農
に各参画企業で開発した ECU の国際認証取得を予定している。振動鎮圧ローラは、稲・麦二 現場での不具合の解消に努めた。また現場対応の機械につ
毛作地帯で麦作後、迅速に水稲乾田直播を実行できる高能率な作業機として開発を目指し、そ いて、水稲乾田直播用振動鎮圧ローラ（R3 年度実用化見込）
の作業幅を 180cm に拡大して機械の強度を向上させた結果、大区画ほ場の現地試験において は、目標（慣行機の 2 倍）を上回る作業能率を達成した。
目標とした慣行の 2 倍を上回る作業能率約 13 分/10a を実証し、令和 3 年度中に受注生産で 高精度なマップベース可変施肥装置（R3 年度市販化予定）
等が性能等の目標をクリアしながら着実に開発が進展し

の市販が開始される予定である。

た。カウシグナルスコアは 2 次元画像で高精度にスコア判
トマト用接ぎ木装置については、不斉一な形状の苗に対応する改良

トマト用接ぎ木装置については、新開発の樹脂製テープ接合方式により、450～500 本/h と 定でき、スマホでも利用可能であり、実用化すれば国内だ

を行い、500 本/時間の能率で作業可能な市販機の開発に取り組む。カ 熟練作業者の約 2 倍以上の作業能率、90％以上と熟練作業者並みの活着率の開発目標を達成 けでなく海外への普及も期待される。農業用ドローンの防
ウシグナルスコアは、スコアと紐付けされた乳牛の画像を収集し、飛 した上に、資材費を最大で従来の約 8 割削減でき、令和 3 年春以降の市販化を予定している。 除性能評価の標準化については、ドリフト測定試験におけ
節スコアについて AI によるスコア判定精度を明らかにする。その他、 今後、国内栽培の約 6 割を占める接ぎ木苗のみならず、海外への普及も見込まれる。カウシグ る風速及び温度の影響を明らかにし、マニュアル化した。
果樹園用手持ち式花蕾採取機について摘蕾・摘果等への適応性を拡大 ナルスコアのうち、周産期管理でより重要であるにもかかわらず、ボディコンディションスコ ロボット田植機の実用化に対応して、安全機能性能評価方
し実用化を図るとともに、豚舎洗浄ロボットの市販プロトタイプの現 ア及びルーメンサイズスコアは判定者によるばらつきが大きいことが課題であったが、これ 法及び基準を開発し、実用化した。このほか、ウェブ公開
地実証試験を行い、改良を加え、実用レベルへの到達を目指す。

らスコアの AI による判定機能の開発を優先した結果、乳牛の 2 次元画像から工学的手法に基 した「農作業事故事例検索システム」が 2020 年農業技術
づき決定係数 0.8 以上で高精度に判定できる手法を開発した。果樹園用手持ち式花蕾採取機に 10 大ニュースに選定された。研究成果の社会実装について
ついて、棚栽培のスモモとナシで花蕾採取の現地試験を行った結果、作業時間が 8～9 割削減 は、高機動畦畔草刈機は、先行市販化された平面用草刈機
できること、また、モモとリンゴの摘果作業に適用した結果、作業時間を２～３割程度削減で 「スマモ」の草刈作業部と交換装着する畦畔草刈アタッチ
きることを明らかにした。豚舎洗浄ロボットは、市販プロトタイプの開発が新型コロナウイル メントが市販化され、水田畦畔向けの電動リモコン草刈機
ス感染拡大の影響で大幅に遅れたが、令和 3 年度市販化を予定している。

として実用化された。自動運転田植機はメーカー2 社に技
術移転を実施し、農林水産省の最新農業技術・品種 2020 に

農業用ドローンの防除性能評価の標準化については、試験装置の改

農業用ドローンの防除性能評価の標準化については、模擬作物を設置したポットを用いた 選定された。さらに、トマト用接ぎ木装置（R3 年春以降に

良、利用マニュアル等を策定する。その他、事故データベース蓄積を 移動可能な装置による試験方法を開発し、気象条件が散布液の付着及び薬剤の目的外飛散（ド 市販化予定）は、今後、国内栽培の約 6 割を占める接ぎ木
図るとともに、農作業事故の未然防止に寄与した知見・行動事例の収 リフト）に与える影響を複数の供試機により、測定することで、風速及び温度のドリフトへの 苗のみならず、海外への普及も見込まれる。以上のように、
集・分析と、危険体感型安全教育手法に関する動向を踏まえた農作業 影響を明らかにした。この成果に基づき、気象条件を考慮したドリフト試験の実施方法をマニ 本大課題は年度計画を上回る成果を上げたと判断した。
安全啓発への適用方法の検討を行う。歩行用トラクターの安全技術の ュアル化した。
実用化に取り組むとともに、安全性検査への反映に向けた課題の整理

事故データベースの拡充については、連携した道県での事故調査を行い、事故データの蓄積

を行う。ロボット農機等の評価試験方法の開発では、安全機能性評価 を図るとともに、既往事故事例の追加調査を行い、データベースの量的・質的な拡充を行った。
試験方法の改善を図る。

開発した事故事例検索システムでの収集事例及び対話型研修の現地実証事例の分析により、
農作業事故の未然防止に寄与した知見・行動事例の収集・分析を行ったところ、過去の経験や
情報から未然防止行動を行っている傾向が見出されたことから、事故の未然防止に向けた情
報発信及び情報共有の重要性を明らかにした。このほか、ウェブ公開した「農作業事故事例検
索システム」が 2020 年農業技術 10 大ニュースに選定された。
歩行用トラクターの後退時挟まれにおいて、ハンドルに生じる負荷の時間的推移を明らか
にし、安全技術の要件を見出すとともに、それを満たすための機構を開発した。また、それに
よる負荷軽減の効果を確認した。
乗用型トラクター用安全キャブ・フレームの試験を行う機関が備える要件を定めた国際規
格（ISO/IEC17025：2017）の認定を国内で初めて取得し、評価試験手法へ反映させた。ロボ
ット農機等の評価試験方法の開発では、新たに実用化されたロボット田植機の安全性評価方
法及び基準を開発して実用化するとともに、ロボット農機の安全装置に対する逆光及び電波
障害の影響を評価する手法を開発した。
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なお、（６）では、主に機械・装置の開発及び利用技術・体系化等の

なお、スマート農業技術の開発・実証プロジェクトにおいて把握したスマート農機に係る課

開発を行い、導入可能な研究成果の現地実証試験は、上記（１）～（５） 題について、スマート農業実証事業推進室及び関係メーカー等と連携して、不具合事例の整理
の研究と連携して実施する。また、「スマート農業技術の開発・実証プ や対応策の検討を実施し、一部の改善策を提示して不具合解決に至った。また、農業機械化に
ロジェクト」及び「スマート農業加速化実証プロジェクト」等を活用 関わる生産現場の要望を基に、研究開発の効率化と成果の迅速な社会実装を図るため、民間企
しつつ、品種・栽培等の研究部門及び地域農業研究センターとの研究 業（主要 ICT ベンダー他）や行政部局と協力し、社会実装に向けた農業情報基盤の構築等に
連携を強化するとともに、ロボット技術・ICT について多くの知見を ついて対応した。令和 2 年 10 月には、日本再興戦略 2016（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定）で
有する異分野企業との共同研究等を積極的に推進し、行政部局、公設 示された政府目標「ほ場間での移動を含む遠隔監視による無人自動走行システムを 2020 年ま
試、普及組織、生産者とのネットワークを強化して、研究成果の速や でに実現」に向けた無人自動走行システムの実演を生産法人の圃場にて行った。また、新たに
かな実用化につなげる。また、実用化を目指す農業用ロボットについ 制定したロボット田植機の安全性検査の実施方法及び基準に基づく安全性検査を実施し、合
ては、その性能や安全性確保等について、生産者、行政部局、関係業界 格した型式を公表した。
と緊密に連携を図り、評価手法を開発するとともに、安全性検査等の
実施につなげる。
（７）生産性向上による畜産現場強化のための生産システムの確立
耕作放棄地等を活用した素牛生産を可能とする周年親子放牧の個別

（７）生産性向上による畜産現場強化のための生産システムの確立

（７）

実証モデル牧場において、補助配合飼料の 10％を新規クラフトパルプ飼料に変えるだけで 評定：B

要素技術として、子牛の出荷時体重 280kg（9 か月齢）以上を可能とす 出荷時体重目標 280kg 以上の発育が得られることを確認した。また、放牧により飼料費を舎
る放牧飼養技術、管理労力 50%削減に向けた放牧牛の自動体重計測等 飼より 4 割削減できた。省力管理技術では、放牧牛の自動体重計測システムで得たデータをグ 根拠：
の省力的放牧家畜管理技術、草地の整備・利用計画や維持管理のため ラフ表示できる「牛の飼養管理システム」を開発し、体重計測作業の労力を 90％以上削減で

目標達成に向けた課題マネジメントについては、農情研

の技術等を導入支援ツールとして完成させる。現地実証試験を通じて きた。冬季の放牧において、飲水凍結を回避できるシステムを構築し、家畜管理労力が最大 と連携して、食肉嗜好性評価、発情検知等のＡＩ活用を促
体系化することにより子牛１頭当たり生産コストを４割削減する超低 65％削減できた。草地の状態と管理作業を重点的に行うべき場所（重点管理エリア）を地図上 進するとともに、事業開発室と連携して、アミノ酸バラン
コスト・省力的な素牛生産体系を確立する。これらの要素技術を組み に色分けして視覚化し、放牧草地管理を効率化できる「放牧草地管理支援システム」を開発し ス改善飼料（重点普及成果）を戦略的に普及した。また、
合わせた周年親子放牧体系マニュアルを作成し、公開する。

た。周年親子放牧を導入することで、物財費（飼料費等）4 割＋労働費 5 割を削減でき、生産 知的財産部、広報部と連携して、横串プロ（牛発情検知技
性を下げることなく、子牛 1 頭当たり生産費を舎飼いに比べて 4 割削減できる体系を確立し 術、自給飼料（子実用トウモロコシ））で関連課題に取り
た。この要素技術を組み合わせた「周年親子放牧導入マニュアル（AI プロ成果物）」を作成 組んだ。九沖 SFC 課題で、牛肉の嗜好性評価を活用して和
した。

牛肉の海外輸出拡大に貢献した。研究開発成果については、
周年親子放牧により舎飼いと同等の子牛出荷体重でコスト

家畜の生涯生産性向上については、経済効果を考慮した乳用牛の生

生産性と繁殖性及び強健性を同時に改良するため、国内乳牛のビッグデータを利用して従 を 4 割削減する生産体系を確立し、周年親子放牧導入マニ

涯生産性を 15%改良するための総合指数を開発し、その改良効果を明 来の総合指数より繁殖効率を向上させ、農家所得が 19%増加する総合指数を開発した。開発 ュアルとして公表して 100 カ所に配布し、さらにウェブ公
らかにする生涯生産性に関与する繁殖性や強健性等の改良に適切な遺 した乳牛のエネルギーバランス指数が繁殖性と遺伝的に関係すること、飼料効率が遺伝的に 開を予定している。乳用牛改良で経済的効果が従来よりも
伝的能力評価モデル及び改良手法を開発する。また、肉用牛と豚の生 改良可能であることを明らかにした。肉牛の枝肉重量増加と分娩間隔短縮に有効な、ゲノミッ 19％大きい新たな総合指数を開発した。豚の年間離乳頭数
産性と品質に関する形質については、美味しさやうま味成分含量など ク評価手法を開発した。また、牛肉のうま味に寄与する化合物候補 17 種を特定した。豚のデ を 2.3 頭改良できる能力評価法や、全国 30%の種豚評価で
に関与する候補化合物や候補遺伝子を特定するとともに、DNA マーカ ュロック種において、食味成分に関わる多数の遊離アミノ酸量の候補遺伝子領域を特定した。 利用される肢蹄評価法を開発した。PG 投与および活動度・
ーを開発し、生産性と品質に及ぼす効果を明らかにする。

さらに、豚の離乳頭数の新たな評価手法を開発し、この手法とゲノミック評価と組み合わせる 窒温センサにより肉用牛の 90%で卵巣・子宮機能を 40 日
ことで年間離乳頭数 2.3 頭増を達成できることを理論的に証明した。６県の地鶏銘柄で、地鶏 以内に回復させ、60 日以内に人工授精を可能にさせること
の改良に有用な DNA マーカーによる改良型への置き換えが進められている。そのうち２県で ができた。また、精子の受胎性を 3 か所の DNS メチル化
DNA マーカーの有用性を検証した。

部位で予測できる方法、さらに、受胎率の高い受精卵を培
養できる馴致化培地を開発した。リノール酸割合が豚肉品

センシング技術や繁殖機能の回復を促す因子を用いて、分娩後の肉

分娩後 14 日に PG 製剤投与すると、牛群の 90%で分娩後 40 日以内に卵巣・子宮機能を回 質の差別化指標となることを見出すとともに、高トコトリ

用牛の 90%で卵巣・子宮機能を 40 日以内に回復させ、60 日以内に人 復でき、分娩間隔が 7 日短縮できることを明らかにした。また、活動量・腟温センサにより発 エール含有飼料米給与で豚肉を生産し、保存性の向上を達
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工授精を可能にさせるとともに、卵巣・子宮機能を反映する生理活性 情検知すると、分娩後 60 日以内で人工授精が、また、60～70 日で受胎が可能になることを見 成した。枝肉形質の客観的評価を可能となる大量の画像が
物質の受胎性等への影響を明らかにする。また、受胎率向上について 出した。受胎率向上については、黒毛和種の精子 DNA メチル化可変領域（DMR）の 3 か所 フレーム落ちしない枝肉 3D データ化装置のプロトタイプ
は、精液の受胎性評価技術や高品質な生殖細胞・受精卵の生産・保存 を利用すると受胎率予測が可能なことを見出した。さらに、受精卵の生産技術として馴化培地 を作製した。肉用牛の短期肥育プログラムを策定し、肥育
技術を開発する。

を用いた胚の増産と高受胎が見込める移植前選別を達成した。加えて、若齢雌牛からの成熟卵 期間の 100 日短縮で飼料費を 11%削減した。高糖分高消化
子・受精卵生産技術を開発した。一方、豚卵子等の超低温保存技術マニュアルを作成するとと 性イネホールクロップサイレージを活用した乳生産性の確
もに、豚熱発生下の沖縄で琉球在来豚「アグー」の保存のために未成熟卵子を採取、体外受精 保と窒素排泄量の低減を可能とする飼料メニューを提示し
と移植を実施した。

た。不定期搾乳の搾乳ロボットに対応した乳脂量推定モデ
ルを開発し、活動を考慮して搾乳ロボットに対応した飼料

飼料用米等国産飼料資源を活用した豚肉、鶏肉及び鶏卵の低コスト

飼料用米･酒粕主体飼料の給与により、肥育成績を維持しつつ、飼料費を 24％低減できた。 設計指針を提示した。堆肥脱臭と苦土石灰懸濁液噴霧で臭

生産（飼料費 20%削減）・高付加価値化マニュアル（2%以上割り増し 飼料用米を活用した鶏卵の高付加価値化に係る技術（ビタミンＥ強化卵、加工品質の差別化） 気指数を 56%低減させるシステムを開発した。BOD 監視
価格で販売可能なアピールポイント）を提示する。国産豚肉の消費者 を開発するとともに、飼料用米と風味の向上をアピールすると消費者は 8%の割増価格を支払 システムで窒素の一般排出基準をクリアし、電気代を 5～
嗜好を向上させる評価・改良指標を消費者の多様性に合わせて複数提 う意思があるとの調査結果を得た。豚肉品質の差別化指標として「リノール酸割合」を提示し、 13 千円/月削減した。成果の社会実装については、周年親
示する。牛肉についての外国人消費者型官能評価のデータを活用した 食肉の「こく」を構成する感覚要素の候補を消費者アンケートによりリスト化した。九沖 SFC 子放牧で導入マニュアル作成した。豚の肢蹄評価法は実用
新たな付加価値評価技術による外国人消費者向けの和牛肉の品質アピ で和牛肉の外国人消費者向けアピールポイントをリスト化した。3D 画像から豚の体重を推定 化（全国の 30%）を予定している。鶏の遺伝子多型選抜が
ールコンテンツを設計する。枝肉形質の客観的評価を可能とする 3D する推定式を作成した。

6 県のブランド鶏で利用された（地鶏銘柄全国シェア

撮影装置を作製する。

19%）。微生物燃料電池システムの販売を開始した。硫黄
脱窒処理システムは実規模実証試験を企業と開始し、企業

乳牛の精密栄養管理については、窒素及びエネルギーの利用効率等

高糖分高消化性イネホールクロップサイレージ生産・利用の手引きを作成し、乳生産性の確 が資材生産システムの整備を開始した。以上のように、年

から乳生産性の確保と窒素排泄量の低減を可能とする飼料メニューを 保と窒素排泄量の低減を可能とする給与メニューを提示した。ロボット搾乳において、1 日 2 度計画の目標をほぼ達成しており、順調に業務が進捗した
提示する。搾乳ロボットでの自動サンプリング装置を用いた不定時搾 回あるいは 3 回搾乳サンプルの分析により高い精度で日乳脂率を推定できることを明らかに と判断した。
乳での飼料設計モデルを構築・提示する。これらにより乳牛飼養に最 した。また、ロボット搾乳対応型の新たな飼料設計モデルは現行の飼養標準と矛盾しないこと
適な栄養管理技術体系を確立する。短期肥育栄養管理プログラムを作 を提示した。
成する。
家畜生産に由来する臭気・水質汚濁物質の高度処理について、アン

堆肥脱臭と苦土石灰懸濁液噴霧で、家畜排せつ物処理過程からの NH3 揮散量を半減するシ

モニア等の臭気物質の堆肥化施設からの拡散量を５割以上削減する技 ナリオ (51%)及びそれ以上に削減するシナリオ (58%)を作成した。硫黄脱窒化システムで硝
術を開発する。畜舎排水の高度処理技術を開発し、BOD センサーは市 酸性窒素等の排水を 170mg/L から 57mg/L に低減できた。BOD センサによる BOD 監視シ
販化のための仕様を確定する。乾乳期乳房炎の新たな予防技術として ステムにより BOD 一般排水基準（100mg/L）を達成しつつ、母豚 100 頭当たりの電気代を 5
乾乳牛用の乳頭保護資材を民間と実用化する。

～13 千円削減できた。臭気センサを組み込んだ畜舎空気循環スマート制御装置のプロトタイ
プを開発した。また、乳牛の乳頭口を 2 週間保護できる乾乳期用保護資材の性能が 12 か月間
維持されることを確認した。

放牧関連の研究成果普及に向けて、成果の移転先となる牧場や普及

放牧関係では、技術説明会、情報交換会を開催し、全国の生産者、普及関係者、行政等と放

関係者等による放牧活用型畜産に関する情報交換会を開催するととも 牧活用型畜産の拡大に向けて検討するとともに、新規就農者確保のため農業高校、大学農学部
に、新規就農の可能性も高い若者をターゲットに、大学農学部等への 等への出前授業を実施した。家畜の精密栄養管理については、成果を日本飼養標準に掲載し、
出前授業の取組を継続する。家畜の精密栄養管理については、日本飼 酪農家、行政機関、普及機関、畜産の教育現場で幅広く活用されている。食肉評価技術では、
養標準の解説等により利用促進を図る。食肉評価技術並びに臭気削減 畜産物官能評価ワークショップを開催し、食肉等の官能評価用語集成果の公設試等への移転
及び排水処理に関する成果については、引き続き技術マニュアルの作 を進めた。臭気削減及び排水処理に関しては、平成 28 年度の重点普及成果であるアミノ酸バ
成や講習会の開催等によって普及を図る。育種繁殖技術については、 ランス改善飼料について事業開発室と連携して普及戦略を検討した後、SOP を作成して普及
開発した乳牛の在群性の評価指標等を順次畜産関連普及組織に移転す を進めた。また、BOD バイオセンサーについては、共同研究企業等と連携して令和元年度は
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るとともに、豚卵子のガラス化冷却による遺伝資源の保存法の普及を 現地実証に加えてアグリビジネス創出フェア等で PR を実施したことにより、令和３年 4 月に
図る。

市販となった。

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「生産現場の強化・経営力の強化」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計画を上回る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、目標スペックや実用化時期、出口戦略を明確化したロードマップに沿って課題の進捗状況を管理し、農業情報研
究センター（農情研）との連携による農業 AI 研究の加速化を図っている。また、スマート農業実証プロジェクト（スマ農プロ）や九州沖縄スマートフードチェーン（九沖 SFC）への参画、資金提供型共同研
究の実施に対応して課題の見直しを行っている。
具体的な研究開発成果については、スマート農業の推進に向けて、①ロボットトラクターのほ場間移動のため、AI を用いてカメラ映像から走行可能な農道領域を検知する技術を開発し、富山県の現地で実
演会を開催している。また、ドローンによるリモートセンシングについては、②従来の有効撮影能率を大幅に上回る空撮技術と生育診断及び追肥量算出技術（特許５件出願）により、目標を上回る小麦収量
640kg/10ａを実証し、北部九州の輪作体系で所得が２割以上向上することを確認している。③マルチコプタを用いた小麦の赤カビ防除支援技術により作業時間が４割削減できることを実証するとともに、中
山間地域の多筆ほ場管理の農作業支援システムをビジネスモデルとして特許出願するなど、スマート農業技術の実用化に向けた研究の進展が見られる。さらに、麦類・大豆の収量・品質向上技術として、④
本暗渠機のカットドレーナーを開発し、本暗渠から補助暗渠までの総合的な暗渠排水を可能とする排水促進施行機ラインナップを令和 3 年度の市販化に向けて充実させている。また、⑤中小規模施設でのミ
ニトマトとキュウリ栽培において、暖房燃料使用量を 60％以上削減する連棟型足場ハウスの開発を進め、設置コストを従来よりも 40％削減（目標 15％）する等、年度計画を上回る研究成果の創出が認めら
れる。
研究成果の最大化に向けた社会実装の取組については、⑥ICT を活用して乳牛の個体ごとに分娩後の受精目標日、乾乳目標日をアドバイスするシステムを北海道の JA に実装している。また、⑦飼料コント
ラクタ向けの飼料生産履歴管理システムを開発・公開し、６組織に普及している。⑧NARO 方式乾田直播は、東北地方における作付面積が令和２年度に 1,930ha（目標 1,500ha）となり、全国で約 4,000ha へ
普及するに至っている。また、⑨春まきタマネギ栽培については、東北６県の栽培面積が令和２年度に 80ha（令和元年度 75ha）へと増加している。⑩雑草化した野良イモ対策である土壌凍結深制御技術に
ついては、十勝地域の 5,000ha に加え、令和２年度にはオホーツク地域を中心に 6,000ha の普及拡大が進んでいる。⑪水稲有機栽培における高能率水田用除草機の販売台数は令和２年度までに 300 台以上に
達しており（推定普及面積は約 600ha、水稲有機栽培面積の約 10％）、⑫鶏のコレシストキニン A 受容体遺伝子の多型選抜による増体性の改良について、みやざき地頭鶏（宮崎県）や天草大王（熊本県）で
は令和３年度末までに 100％が改良鶏に置き換わる見込みである。
＜今後の課題＞
スマート農業技術や水田の畑地化等の社会的インパクトが大きい課題への重点化を図るとともに、社会実装に至っていない研究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）
・スマート農業においては、収量や労働時間、コストだけではなく、環境への配慮も期待する。
・中山間地域においても、スマート農業の活用が進むことを期待する。
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様式２－１－４－１

国立研究開発法人

令和 2 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－（２）

強い農業の実現と新産業の創出

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

【難易度：高】：現在の水稲の平年収量が 10a 当り 517kg（平成 27 年産）であること
当該項目の重要度、難易度

に鑑み、目標とする単収 1.5t の稲育種素材の開発は、世界最高水準を目指す極めて 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：

チャレンジングなものであるため。
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

民間企業、公設試等との共同研究数

78

100.5*

175

84

151

シンポジウム・セミナー等開催数

19

31

28

21

知的財産許諾数

特許

31

31

9.5

品種

50

190

技術指導件数

161

新聞、雑誌への記事掲載数
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）

備考

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

予算額（千円）

9,853,684

10,471,467

10,434,006

9,760,155

8,928,247

4

決算額（千円）

9,590,085

10,132,270

10,129,675

9,036,079

8,250,586

20

3

経常費用（千円）

8,828,121

9,136,007

9,254,683

8,316,710

8,181,640

170.5

129

162

経常利益（千円）

△215,172

△101,087

154,204

7,096

167,644

80

92

46

40

行政サービス実施コスト（千円）

7,545,770

7,922,511

7,788,543

－

－

126

178

112

67

78

行政コスト（千円）

－

－

－

9,520,407

9,054,564

8.8

9.8

6.1

7.4

13.55

485.8

481.7

483.3

465.9

447.8

37,214

40,450

24,750

48,776

59,600

従業人員数（人）

＊端数が生じたのは、Ⅰ-9(1)に跨がるため。

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

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。

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 ア
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

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

する。
（２）強い農業の実現と新産業の創出
農産物の単収・品質向上を促進し、「強み」をさらに引き伸ばす研究開発や、農村に新たな産業や雇用
を生み出す研究開発
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、

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

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

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

を社会実装する取組を行う。

止を適宜行う仕組みを構築し、着実に推進する。

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。
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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。
【別添１】研究開発の重点化方向と成果の社会実装

【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。

令和 2 年度末までに以下の研究業務を行う。

２ 強い農業の実現と新産業の創出

２ 強い農業の実現と新産業の創出

＜農産物の単収・品質向上を促進し、「強み」をさらに引き伸ばす研究開発＞

（８）作物の収量・品質の向上と農産物の「強み」を強化するための先導的品種育成及びゲノム育種技術の高度化

（４）農産物の「強み」を強化するための先導的品種育成及び育種基盤技術の開発

コムギでは、実需者ニーズに応じた製パン適性等の付加価値の高い品質と土壌伝染性ウイルス病抵抗性等の耐病性

農産物の消費拡大や生産コストの低減のためには、消費者、実需者、及び生産者のニーズに対応した「強

を備えた広域適応性品種を育成する。オオムギでは、実需者ニーズに応じたβ-グルカンを高含有するモチ性等の付加

み」のある農産物づくりが求められている。これらの農産物を日本各地に次々と生み出すためには、実需

価値の高い品質と土壌伝染性ウイルス病抵抗性等の耐病性を備えた広域適応性品種を育成する。ダイズでは、タンパク

者や生産者等の関係者と連携したマーケットイン型育種により、「強み」のある品種を効率的に育成・普

質含量が 43％以上の豆腐用品種など実需者ニーズに応じた品質を備え、病害虫複合抵抗性、難裂莢性などを備えた広

及することが不可欠とされている。また、大規模経営体が増加するとともに、農業への一層の新規参入が

域適応性品種を育成するとともに、極多収系統を開発する。イネでは、単収 800 kg/10a 以上の多収性を持ち、病害虫

期待される中、我が国の農業活性化のために、これまで以上に栽培しやすい品種を育成・普及することが

抵抗性、高温登熟耐性、耐冷性等、地域ごとに求められる形質を有する良食味業務用米又は冷凍米飯等の加工用米に適

必要とされている。

する先導的品種を育成する。既存の飼料用米に適する品種に病害虫抵抗性を導入した単収 1.0 t/10a 以上の収量性を有

このため、実需者等のニーズに対応した先導的品種の育成等に向けて、我が国の農業分野における遺伝

する先導的品種を育成する。さらに、多収性の遺伝的要因を解明し 1.5 t 程度の極多収を実現するイネ育種素材【難易

資源に関するナショナルセンターとして、国内外の遺伝資源を収集・特性評価・保存・配布するとともに、 度：高】、高温不稔耐性を向上したイネ育種素材及びヒ素を吸収しにくいイネ育種素材を開発する。イモ類では、シス
農作物のゲノム情報に基づいて重要な農業形質に関わる遺伝子の同定・マーカーの作成及び育種素材の開

トセンチュウ等の病害虫へ複合抵抗性を備えたバレイショ品種、試験ほ場で 4.0 t/10a 以上の収量があり、ネコブセン

発を行う。これらを利活用しながら、加工適性、複合病害抵抗性、広域適応性を持つムギ類・ダイズ・イ

チュウ等の病害虫へ複合抵抗性を持つカンショ品種を育成する。資源作物では、台風や干ばつ等の生産環境の変化に対

ネ、良食味多収イネや高温登熟耐性の高いイネ、ヒ素を吸収しにくいイネ、10a 当たり 1.0t を超える高い

応した生産性の高いサトウキビ品種、試験ほ場における直播栽培で 6.0 t/10a 以上の収量があり、黒根病等に複合病害

収量性と病害虫抵抗性を併せ持つ飼料用に適するイネ、高品質多収な飼料作物、シストセンチュウ等と病

抵抗性を備えたテンサイ品種、春播き及び夏播きの二期作が可能なソバ品種、寒地に適した無エルシン酸ナタネ品種等

害への抵抗性を併せ持つバレイショ、ネコブセンチュウ等の病害虫抵抗性を持つカンショ、台風や干ばつ

を育成する。飼料作物では、イアコーン等への利用も可能な高雌穂割合のトウモロコシ品種、高栄養で安定多収の多年

に強い特性等を持つサトウキビ、病害抵抗性に優れるテンサイ、高品質で多収のソバ・ナタネ等の世界に

生牧草品種及び一年生飼料作物品種を育成する。国内外の遺伝資源の利活用の促進に向けてゲノム情報を高度化する

誇れる強みのある先導的品種を育成する。また、画期的な農作物の開発に向けて新たな育種技術を開発す

とともに、遺伝資源の保存技術を開発する。農作物のゲノム情報に基づいて重要な農業形質に関わる遺伝子の探索基盤

るとともに、多収に関わる遺伝子を導入・改変することにより 10a 当たり玄米重量で 1.5t 程度の極めて高

を確立し、遺伝子を単離するとともに、育種素材を開発する。また、ゲノム情報を基に新規選抜指標を開発するととも

い収量性を持つイネ育種素材を開発する【難易度：高】。さらに、実需者、生産者、普及組織等の品種への

に、ゲノム選抜技術を利用した新たな育種技術の開発とその実証を行う。また、これらの基盤となるジェノタイピング

理解を深めるために、現地実証試験を各地で実施するとともに速やかな品種の普及を図るため、必要に応

用マーカーを開発する。

じて種苗の緊急増殖を行う。また、ニーズに沿った育種素材やマーカーの開発・提供及び解析支援等を通
じて、都道府県や民間企業の品種育成を積極的に支援する。

育成品種の速やかな普及を図るため、有望系統が開発できた段階から実需者、生産者、普及組織等と連携して現地栽
培試験、加工適性試験等を実施するとともに、必要に応じて種苗増殖体制の構築を行う。またニーズに沿って開発した
育種素材やマーカーは積極的に情報発信を行うとともに、育種支援を通じて都道府県や民間企業の品種育成に対する
支援を行う。国際共同研究を通して海外遺伝資源の導入環境を整備するとともに、新たな遺伝資源の探索・収集、特性
調査、既存の遺伝資源の保存や配布を実施する。

＜農村に新たな産業や雇用を生み出す研究開発＞
（５）農業生物の機能解明に基づいた生産性向上と産業利用のための技術開発

（９）農業生物の機能解明に基づいた生産性向上と産業利用のための技術開発
農作物、昆虫等の農業生物のゲノム情報の高度な解析やオミクス解析を行い、そこから得られたデータを統合した

今後も国内で安価な輸入農産物との競争に打ち勝つことができる農産物を供給していくためには、品質

ゲノム情報基盤を構築するとともに、生産性や耐病性等の農業形質に関わる有用遺伝子の機能解析や生物間相互作用

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

の解明を推進する。遺伝子組換え・ゲノム編集技術及びオミクス解析技術等を農作物や昆虫に適用し、生産性向上・

した画期的な新品種を育成することが重要である。このため、農作物の潜在力を引き出すための農業生物

有用形質付与のための基盤技術を開発する。また、家畜においても、ゲノム編集や新しい生殖技術を駆使して、動物

の機能解明や新品種育成のための基盤技術の開発を行う必要がある。また、農業従事者の高齢化に伴い、

遺伝資源の新たな保存・利用技術及び抗病性を付与するための基盤技術を開発する。組換え植物やカイコを用いた医

農地・森林の荒廃や定住基盤の崩壊が懸念される中、中山間地域等に活力や賑わいを取り戻すためには、

薬品・機能性成分等の有用物質生産系の性能向上と実用化のための技術を開発するとともに、離島又は中山間モデル

地域資源等を活用したイノベーションを起こし、新たな産業や雇用を生み出すことが重要である。

地域で、有用物質を生産するカイコ等の生産を開始する。新特性シルク素材や生体物質由来の新機能性素材を作出す
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このため、広範な農作物等についてゲノム情報の高度な解読や生産性等を制御する遺伝子の機能解析、
生物間相互作用の解明を加速化し、遺伝子組換え、ゲノム編集、オミクス解析等の技術を組み合わせて、

るとともに、それらを実用化するための加工技術や生物多様性に影響を及ぼさない遺伝子組換えカイコの飼育・管理
技術を開発する。

生産性向上・有用形質付与のための基盤技術を開発する。また、機能性素材等の開発や医薬品・機能性成
分等の有用物質の植物やカイコ等での生産技術を開発する。

さらに、有用物質生産や新機能性新素材の開発に当たっては、研究成果の普及を図るため、研究開始時に社会実装
を想定した知財戦略を策定し、研究成果を試薬・製薬企業、製糸業者や繊維業界、化粧品企業等に速やかに移転する。

さらに、開発された基盤技術と素材に関しては、社会実装の具体的な姿を想定して研究開始時に策定す 特に、組換え作物やカイコを用いて医薬品・機能性成分や新機能性素材等を生産する技術に関しては、臨床研究や現
る知財戦略に従い、これらの研究開発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。特 地実証試験を可能な限り民間事業者を含む関係機関と連携して実施し、これらの研究成果を民間事業者等に移転する
に組換え植物やカイコを用いて医薬品や機能性素材等を生産する技術に関しては、臨床研究や現地実証試 ことにより、速やかな産業化を目指す。
験を可能な限り民間事業者を含む関係機関と連携して実施し、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、速やかな産業化を目指す。
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

評価軸・評価の視点及び
評価指標等

年度計画
農業の成長産業化や農業・農村の所得増大

主な業務実績等

自己評価

ニーズに即した研究課題の立案については、課題検討会、協議会、推進会議、民間企業、公 ＜評定と根拠＞

等に向けて、
別添１に示した研究を以下に 設試験研究機関（公設試）や大学との意見交換、及びワークショップ・シンポジウム等を通じ 評定：A
留意しつつ重点的に推進する。

て幅広い意見を集約し、さらに機構内の農業情報研究センター（農情研）や事業開発室等とも
連携して、中長期計画に沿った課題設定・立案を行った。

根拠：
目標達成に向けた課題マネジメントについては、大課題、

○中長期計画の達成に向 ア

地域の実態や農業者、実需者及び消費

先導的品種育成の課題では、作物ごとに農林水産省、都道府県、民間企業、加工業者、農協、 中課題ごとに達成目標や出口戦略を明確にしたロードマッ

け、ニーズに即した研究課 者のニーズを踏まえつつ、公設試、普及組 実需者、関連組合と連携し、協議会、懇談会、研究会やセミナー、地域農業試験推進会議での プを作成し、これに沿って進捗を管理した。農業情報研究
題の立案が行われている 織、行政機関、大学、民間企業等との連携・ 意見交換においてニーズの収集と検証を行ったうえで研究課題を策定している。令和２年度 センター（農情研）、事業開発室、知的財産部、広報部等
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。

協力の下で効率的に推進する。

は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部がオンライン形式での開催となったが、小 の機構内他部署との連携により、研究成果の着実な知的財
麦では小麦品質懇談会、大麦では大麦加工利用懇談会、大豆では国産大豆協議会や国産大豆の 産化と社会実装に取り組んだ。重点普及成果と普及成果に
品質情報交換会、水稲では実需等の要望に対応する資金提供型共同研究による品種育成、イモ ついては事業開発室と連携して標準作業手順書（SOP）を
類ではサツマイモ基腐病対策会議や北海道馬鈴薯協議会、資源作物では飼料キビ研究会でニ 作成し、普及拡大を推進した。スマート育種研究、生物機
ーズの収集を行った。令和元年度に引き続き、サツマイモ基腐病とジャガイモシロシストセン 能活用による新産業創出、ゲノム編集技術の開発・社会実
チュウ（Gp）対策が生産・行政サイドの最重要課題であることから、理事裁量経費を活用し 装については、資金提供型共同研究や外部資金を獲得する
てゲノム育種推進室との連携により DNA マーカー開発などを進めた。特に、被害が拡大して とともに、理事長査定枠、理事長裁量経費、及び理事裁量
いるサツマイモ基腐病に関しては、鹿児島県や宮崎県が主催する対策会議に病害分野の研究 経費等を重点配分し、研究推進体制の強化を図った。新型
職員ととともに積極的に参画して生産・行政の直近のニーズを把握するなど最重要課題とし コロナウイルス感染拡大防止については、研究遂行への影

・設定した具体的研究課題

て取り組んだ。基盤研究の課題では、民間企業との資金提供型共同研究を通じて研究開発の支 響が最小限になるよう、機動的な対策を実施した。

※別表参照

援を行っているほか、ゲノム育種支援では、行政からのニーズであるカドミウム低吸収性イネ

研究開発成果については、大課題 8 の新品種の育成では、

を公設試と共同で育成した。遺伝資源については、農林水産省委託のアジア植物遺伝資源 変色しにくいモチ性オオムギ品種、ごま葉枯病抵抗性イネ

（PGRAsia）プロジェクトと連携して、民間ニーズの高い野菜に重点を置いてアジアからの収 品種を育成した。ダイズでは難裂莢性及び病害虫複合抵抗

性の品種を育成し、収量 500kg/10a に達する極多収系統を

集や特性評価、種子増殖を実施した。

生物機能利用研究においては、主流のゲノム編集技術である CRISPR/Cas9 法に代わる新た 開発した。カンショやバレイショでは実需者等のニーズに

な国産技術を開発するため、「ゲノム編集酵素の機能モジュールデータ基盤構築」の課題を設 即した 4 品種を育成するとともに、サツマイモ基腐病対策
定した。また、「国民理解促進のための科学的知見の集積」の課題を設定し、蓄積した科学的 マニュアルを作成して防除対策に取り組んだ。資源作物で
知見をわかりやすい形で情報発信して、国民理解に取り組んだ。遺伝子組換えカイコによる新 は、やや大粒で倒伏しにくいハトムギ品種、飼料作物にお
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機能シルクの生産に関しては、全国シルクビジネス協議会、大日本蚕糸会、群馬県ほか実需者 いては雌穂割合の高いトウモロコシ等の品種を育成した。
ニーズを有する関係者と連携、協力しながら、需要拡大に向けた活動を進めた。また、各地か このほか基盤研究では、遺伝子配列情報等を収集した有用
ら挙がっている養蚕の復活による地域経済の活性化の要望に答えるため、桑園整備、飼育施設 遺伝子カタログの整備、イネ、コムギ等の有用変異体等の
整備、カルタヘナ法対応など、地元の企業等のニーズに沿った取組を進めた。ミノムシシルク 評価、地表根や難脱粒性遺伝子の特定のほか、3D 画像から
等の未知・未利用シルクに関しては、民間企業との資金提供型共同研究で大量飼育技術等の研 根系情報の抽出プログラム、農情研と連携した AI 育種価
究開発を進めている。コラーゲンビトリゲル研究に関しては、多数の大学の医学部との連携を 推定モデル等を開発した。ジーンバンク事業では、植物遺
通じてニーズを把握し、デバイスの開発を行って特許網を構築するとともに、複数の企業と連 伝資源を 4,453 点導入するとともに、ネギ属遺伝資源の携して事業化のための検討を進めた。

80℃での保存技術等を開発した。大課題 9 では、国際コン
ソーシアムへの参画による栽培コムギのゲノム解読、農情

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。

前述のようなニーズの収集と検証を行うと同時に、農研機構内の事業開発室、農業情報研究 研との連携による統合ゲノムブラウザの公開と AI による
センター（農情研）、広報部、知的財産部等との連携を強化し、社会実装を進めた。中長期計 カイコ遺伝子ネットワーク解析を実施した。トマトモザイ
画に基づく大課題及び中課題ごとの出口戦略を明確にしたロードマップを策定することによ クウイルス抵抗性遺伝子の同定と特許化、また、ウイルス
り、各課題の進捗状況と方向性を随時確認できる体制を構築した。その結果、計画より遅れて ベクターによる外来遺伝子を組み込まないゲノム編集技術
いる課題の迅速な洗い出しが可能となり、ボトルネックとなっている原因の解消等、早期の対 を開発した。遺伝子組換えカイコでは、カイコで生産する
応が可能となった。

有用タンパク質を高機能化するためのヒト型糖鎖の付加技

先導的品種育成の課題では、公設試験研究機関（公設試）との共同育成や民間企業との資金 術や生産性向上に資する大規模飼育システム構築などの産
提供型共同研究を積極的に進めた。イネでは、府県のニーズを反映させ、京都府との共同育成 業利用技術を開発した。
で「京式部」を、三重県との共同育成で同県の主力品種「みえのゆめ」にごま葉枯病抵抗性を

研究成果の最大化に向けた社会実装の取組としては、大

導入した「三重 38 号」を育成した。さらに令和２年度は、民間企業との資金提供型共同研究 課題 8 では重点普及成果について事業開発室と連携して
により多収性で良食味、縞葉枯病抵抗性の新品種候補を育成した。また、高アミロース米の米 SOP を作成し（R2 年度 8 件）、「もち性大麦品種」は目
粉を利用した嚥下困難者向けのゼリー状食品は、社会実装へ向けて医師や管理栄養士等と連 標の 1.67 倍の約 3 千 ha に、「ダイズ難裂莢性品種」は目
携した研究が進展した。ダイズでは、青臭みの原因酵素とえぐみの主成分を欠失させた「すみ 標の 1.5 倍の 9 千 ha に、「水稲多収・良食味品種」の 3 品
さやか」が出願公表となり、許諾先の企業で豆乳原料用としての種子増殖と製品開発などが進 種については目標とした 6 千 ha に作付け面積を拡大した。
展した。コムギでは、民間企業との資金提供型共同研究により育成した、デンプンの老化が遅 コムギでは「やわら姫」などの低硬化性品種を育成し、こ
延する低硬化性品種 3 品種の契約栽培が開始され、これらを原料とする製品が市販化された。 れを使用した製品が令和 2 年度に商品化された。大課題 9
バレイショでは、植物防疫法に基づく緊急防除の対象となっているジャガイモシロシストセ では超極細及び青色蛍光シルクについて遺伝子組換え生物
ンチュウに抵抗性の導入品種「フリア」に関して、種苗管理センターと連携して種イモの増殖 等第一種使用の大臣承認を受け、社会実装を推進した。得
を進め、令和４年度の普及目標を 245ha から 400ha に上方修正した。このほかにも複数の品 られた研究成果は Nature や PNAS 等のトップジャーナル
種や新品種候補において奨励品種として採用が予定されており、道府県との連携の下での社 に掲載されるなど学術的にも高い評価を受け、農研機構の
会実装が積極的に進められている。令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止により、 プレゼンス向上に大きく貢献した。
現地検討会等の開催が難しい面も多々あったが、各作物ともに関連団体、実需者、JA、大規模
経営体などとの密接な連携のもと、大規模現地栽培試験、実需者による加工適性試験、現地検

重点普及成果の社会実装に顕著な進展が認められ、実需

討会等を実施して、普及対象地域での開発系統の有望性、普及上の問題などをタイムリーに検 者や行政ニーズを踏まえた新品種の育成と素材開発も着実
証し、有望系統の品種化後のスムーズな普及につなげた。

に推進した。スマート育種システム構築やゲノム編集技術

先導的品種育成につながる基盤研究では、課題設定の段階から育成現場で直ちに必要とさ を高度化させ、産業利用のための技術開発も着実に推進す
れるものを優先し、令和２年度はイネの出穂期関連遺伝子識別用アレイの開発に成功した。公 るとともに、ムーンショット型研究開発等の大型予算を獲
設試の育種現場等から要望があれば、この成果に限らず、技術移転あるいは情報提供を行うこ 得して、第 5 期の重要課題の研究体制も強化した。新型コ
ととしている。また、得られた成果については、シンポジウムやセミナーを通じて、その現状 ロナウイルス感染拡大防止による研究計画の変更はあった
と今後の展開について、研究コミュニティーに幅広く情報提供しており、令和２年度は官民研 が、エフォート配分の変更やリモート化等で対応し、全体

73

究開発投資拡大プログラム（PRISM）の AI 技術領域に関わる取組を PRISM オンラインワー としては計画を上回る進捗が認められたことから、セグメ
クショップ（9/24）として、民間企業や大学、公設試関係者等を対象に広く情報発信した。

ントⅡ全体の評定は「A」とした。

生物機能利用研究においては、ゲノム編集作物の社会実装のため、実需者ニーズを収集する
とともに、ゲノム編集を用いる必然性や安全性の科学的説明を通して、国民理解に取り組んで ＜課題と対応>
いる。医療用モデルブタについては、ヒトに近い臓器サイズにするため、小型化を進めるとと

先導的品種育成と基盤研究において、サツマイモ基腐病

もに、市場価値の高い高脂血症ブタについて実施許諾の契約締結に向けた作業を進めた。沖縄 については対策マニュアルを作成して公表するなど、防除
アグー豚安定供給体制確立事業（H29～R2）に参画し、超低温保存した幼若期精巣の異種間移 技術の普及に努めているところであるが、現場では被害が
植により個体を作出する手法について、現地での実証試験を経て技術移転を行った。遺伝子組 拡大している。令和２年度に同病抵抗性に関する品種・遺
換えの機能性米のうち、ノボキニン蓄積米については、民間企業との資金提供型共同研究で研 伝資源間の差異を見出していることから、抵抗性関連マー
究開発を継続し、隔離ほ場栽培において成分分析用のコメを収穫した。遺伝子組換えカイコに カーの開発や簡易検定法の確立と抵抗性品種の育成を急ぐ
ついては、離島や中山間地域での生産拠点の整備が進展し、産業二種使用の大臣承認を取得し とともに、現場への早期普及に向けた体制構築も早急に検
た。遺伝子組換えカイコを用いた組換え抗体については、罹患状況や感染の迅速な診断に用い 討を行っている。ジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性
るキットの開発を民間企業との共同研究で進めた。また、民間企業との共同研究において多数 品種の育成についても、当面は導入品種「フリア」の普及
の有用タンパク質候補が挙げられていることから、生産性向上や糖鎖付加、活性の向上などを を進めつつ、同様に抵抗性関連マーカーの高精度化と品種
改善して、早期の社会実装を目指す。コラーゲンビトリゲルの社会実装については、令和元年 育成の加速化に取り組む。
に実験動物を使用しない化粧品等の安全性試験法として OECD テストガイドラインに正式に そのほかの品種育成では、エフォートや予算が減少する中
収載された「Vitrigel-EIT 法」において、適用範囲を固体にまで広げるための試験法を開発し で、民間企業や行政ニーズに即応できる育種体制、特にス
て OECD に提案し、合意に達した。さらに、事業開発室のビジネスコーディネーターと協力 マート育種体制の構築をさらに積極的に進める。また、育
○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

し、民間企業や大学医学部との連携体制の構築に努めている。未知・未利用シルクでは、ホー 成品種の適応範囲をより広域化するとともに、品種スペッ
ネットシルクとミノムシシルクの製品化を目指し、企業と連携を強化した。ホーネットシルク クの向上に取り組む。さらなる品種育成の効率化が不可欠
に関しては、連携企業から爪補修材という形で商品化され、ミノムシシルクは農研機構から連 であり、種苗生産のコストやリスク削減、外部機関との連
携企業に提供された素材で製品プロトタイプが作成され、市販化に向けた実証試験を行った。 携による委託生産などの検討も行っている。また、ニーズ
に合致した品種育成と速やかな社会実装のためには、育成
農業・食品版 Society5.0 の早期実現を目指し、理事長の強いリーダーシップの下、ロードマ の早い段階からの食品及び栽培分野との連携、事業開発室
ップによる課題の進捗管理を行った。事業開発室、農情研、知的財産部、広報部等と連携して などとの普及戦略の共有にも取り組む。基盤研究分野とも
社会実装への道筋を見据えながら、研究課題の改廃・見直しを行い、エフォートの再配分を行 さらなる連携の強化に努める。重要な遺伝子と表現型の紐
った。特に、中課題検討会、推進会議、評価委員会等で理事､大課題推進責任者（PD）、中課 付け作業では、育種担当者と共同で基準策定や自動取得技
題推進責任者（PL）の意見、セグメントや大課題を超えた参画者や外部評価委員からの評価・ 術の開発に取り組むことが重要であり、幅広い育種ビッグ
指導により課題の進行・管理を行った。さらに理事の裁量経費による課題支援や課題間をつな データの収集・整理では公設試験研究機関（公設試）など
ぐマネジメント等を行い、課題の変更、組替えによる重点化、効率化、廃止等を進めた。

各方面への働きかけも行う。ジーンバンク事業では、中長

先導的品種育成では、中課題ごとの試験計画検討会を通じて、課題内容の検討と必要な修正 期的な事業計画の策定に基づいた、増大する保管点数に対
を行っている。特に、令和２年度の中課題検討会（計画検討会）では、新型コロナウイルス感 応した施設の増設、経年劣化に対応した維持・管理が必要
染拡大防止による出勤制限等の影響についても検討し、課題の進行管理上の問題点の抽出を であり、維持管理の低コスト化につながる技術開発もあわ
行った。また、行政ニーズへの対応では、令和２年度もサツマイモ基腐病とジャガイモシロシ せて進める。また、遺伝資源に関する様々な情報の管理に
ストセンチュウ（Gp）への対策が生産・行政上の最重要課題であることから、理事裁量経費 ついては、人材や予算面を含め、農情研との早急な連携体
を活用し、ゲノム育種推進室と連携して DNA マーカー開発などを進めた。また、東北農業研 制構築に取り組む。
究センター育成のナタネ新品種「ペノカのしずく」の普及対応については、普及先が北海道で

生物機能利用研究においては、ゲノム編集作物の社会実

あることから北海道農業研究センターと連携し、次世代作物開発研究センターが試験契約等 装やゲノム編集技術の知的財産等への対応が重要な課題で
ある。社会実装については、ゲノム編集への国民理解を促
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の事務的なサポートを分担して普及を進めた。遺伝資源センターによる DNA 配布事業は要望 進するため、農林水産省委託プロジェクト課題「国民理解
の減少により見直しを検討し、第４期中での終了を決定した。

促進のための科学的知見の集積」において科学的知見を集

生物機能利用研究においては、課題の検討の場として毎年期首、期末に行われる中課題検討 積し、わかりやすく効果的な情報発信のあり方等を検討し
会の他、実際の担当者間で随時検討会などを設けて進捗状況について把握するとともに、ロー て、ワンストップでの情報発信を継続していく。また、社
ドマップに基づいた中長期計画達成度合いや、最終ユーザーのニーズが考慮、反映されている 会受容に適合したゲノム編集作物の開発を進めるため、消
かについて検討した。これらの取組により、早急な知的財産化が望まれる作物由来の耐虫性物 費者や生産者等のニーズや利益、市場形成の可能性を見据
質を利用した耐虫性系統の開発において、研究員のエフォートを別の課題から移して成果の えつつ、優先順位を定めて実用化研究を推進し、機構内の
とりまとめを加速した。また、研究エフォートの減少に伴い、3 つの実施課題を 2 つに統合し 育種関係者、民間企業や公設試とも連携して、国民理解の
て研究資源を集約し、研究成果創出の加速化を図った。複合病害抵抗性 WRKY45 イネ、エピ 醸成と社会実装の取組を行っていく。ゲノム編集技術の知
ゲノム編集バレイショについては研究を終了し、研究エフォートをゲノム編集バレイショに 的財産等への対応については、官民研究開発投資拡大プロ
充当した。医療用モデルブタについては、新型コロナウイルス感染拡大防止による試験用個体 グラム（PRISM）「ゲノム編集酵素の機能モジュールデー
生産の一時停止に対応するため、ゲノム編集と体細胞クローン技術を組み合わせた手法につ タ基盤構築」の課題の中で、精緻で汎用的な国産ゲノム編
いても並行して実施することとした。遺伝子組換え作物に関する課題では、エフォートの減少 集技術を構築し、国内産業への普及を目指す。また、将来
に伴い、これまで技術開発を行ってきた転写抑制型の遺伝子発現抑制イネの開発研究を保留 の作物デザイン育種に必要な高度なゲノム編集を可能とす
し、スギ花粉米やノボキニン蓄積米等の機能性米の課題に注力する等、実施課題を整理した。 る基盤技術の開発も着実に進めていく。
遺伝子組換えカイコに関する課題に関しては他の中課題からエフォートを移動して 0.5 増と
した。
○成果の移転先と連携し、

遺伝子組換えカイコに関しては、これまでに有用タンパ
ク質の生産能力を向上させ、生産拠点も全国で数か所立ち

課題の立案時に収集した生産者、公的機関、実需者などの民間企業、行政のニーズに対して、 上がってきたが、生産量が少ない製品ターゲットが多く、

社会実装に向けた検討と

成果の移転先と連携し、また機構内部の事業開発室等との連携強化や「知」の集積と活用の場 技術の社会的な広がりに欠けている。今後は有用タンパク

取組が行われているか。

等も活用し、社会実装に向けた研究内容の重点化の検討と取組を行った。

＜評価指標＞

加工業者、JA、実需者、関連組合と連携し、協議会、懇談会、研究会やセミナー、地域農業試 コスト化に重点的に取り組む。

・どのような体制で検討を

験推進会議での意見交換を介して速やかな社会実装に向けた検討を行っている。また、イネ、

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。

質の生産性をさらに向上させて生産のコストを下げるとと

先導的品種育成においては、各作物とも品種育成の段階から、生産者、都道府県、民間企業、 もに、人工飼料や飼育環境も含めた生産システム全体の低
事業開発室を中心とした資金提供型共同研究の支援体制

コムギ、オオムギ、ダイズにおいては奨励品種決定試験、JA や生産者と連携した大規模現地 が機能し、高額の資金提供を伴う共同研究が実現しつつあ

試験、コムギ、オオムギ、ダイズに関しては、実需者と連携した加工適性試験などを実施して、 る。一方で、共同研究締結や成果発表等に関わる各種手続
社会実装の強化を図っている。特に令和２年度は、「水稲多収・良食味品種」の 3 品種「ちほ きが複雑化して、研究担当者が研究そのものに集中する時

みのり」、「つきあかり」及び「にじのきらめき」について重点化を行い、事業開発室等と連 間が大きく減っており、農研機構全体で研究者業務のサポ

・社会実装に向けて行った

携して標準作業手順書（SOP）を作成し、さらに SOP 移行会議等を経て農研機構全体として ート体制の充実が望まれる。

具体的検討事項と取組

社会実装に向けた普及体制を整えた。「にじのきらめき」については富山県との連携により、

次年度以降においても、新型コロナウイルス感染拡大防

また、「ちほみのり」については茨城県及び事業開発室との連携により種子生産体制を整備し 止による実験材料の維持や隔離栽培等の制限、及び連携先
て、社会実装に向けた取組を加速化している。「モチ性オオムギ品種」については、新型コロ 企業の状況等が試験研究や社会実装の取組に大きな影響を
ナウイルス感染拡大防止のため、延期となっていた農研機構重点普及成果シンポジウムを、 及ぼすことが考えられる。様々な状況を想定し、関係機関
「もち麦サミット 2021 Online」として令和 3 年 3 月に開催した。各種展示会、商談会等での と連携を密にして、柔軟かつ機動的な研究体制を構築して

品種紹介は新型コロナウイルス感染拡大防止により大幅に制限されたが、新品種のプレスリ いく。
リース（計 8 種）等を精力的に行うことにより、着実に普及拡大と社会実装が進んだ。
このほかの作物ごとの取組において、コムギでは、デンプンの老化が遅延する低硬化性品種
の「やわら姫」を含む 3 品種で利用許諾した民間企業での商品開発が進められ、令和２年度に
市販化された。イネでは、民間企業のニーズに応えるために、数社とそれぞれの目的に応じた
資金提供型共同研究を実施し、品種育成を進めた。ジャガイモシロシストセンチュウに抵抗性
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の導入品種「フリア」は、種苗管理センター等と連携して種イモの増殖を進めている。でん粉
原料用のカンショ「こないしん」は、「いも類振興情報」等での紹介や SOP の作成など、積
極的な普及活動を行った結果、ほぼ全てのでん粉製造事業者との間で利用許諾契約を結んだ。
資源作物では、「知」の集積と活用の場における「特産作物の技術開発による高度利用プラッ
トフォーム」を運営し、これをベースとする研究コンソーシアム 5 件で社会実装を踏まえた研
究を推進している。飼料作物では、フェストロリウム「那系 1 号」及びアカクローバ「アンジ
ュ」の種子が、民間種苗会社によって増殖されて販売が開始された。
先導的品種育成につながる基盤研究においては、育種利用できる変異体集団や染色体断片
置換系統等の育種素材を選抜し、提供した。育種選抜の効率化に向けた技術開発では、農林⽔
産省の事業において、「いもち病抵抗性遺伝子識別アレイ」を品種登録出願時に利用する方向
で検討している。先端的な技術の現場での利用については、令和２年度も「知の集積と活用の
場」における「次世代育種技術による品種開発推進プラットフォーム」などを介し、セミナー
やポスターセッションを通じて、成果の紹介や新たな共同研究の枠組み構築を行っている。
育種のスマート化についての取組では、システムの構築に向け、DNA マーカーの開発や実
用的利用、系譜情報の統合データベースへの実装などのほか、育種素材や遺伝資源へのゲノム
情報の付与、民間企業との共同による育種データの一元利用に向けた各組織が個々の情報を
開示することなく情報を結合して解析することが可能な秘密計算技術の開発、及び高精度な
人工気象器の開発なども進めている。
生物機能利用研究においては、これまで得られた基礎的知見を社会実装へと結び付けるた
め、民間企業との資金提供型共同研究や知的財産取得を積極的に行ってきた。その結果、ゲノ
ム編集ツール等のデリバリー技術である iPB 法関連等の実施許諾が進んだほか、蚕業革命プ
ロジェクト、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）、民間企業との共同研究を通じて、
遺伝子組換えカイコが生産した組換えタンパク質の社会実装等が進んでいる。ゲノム編集作
物の社会実装については、次世代シークエンス解析（NGS）データを用いて外来遺伝子の有無
を検証する k-mer 法の開発や、Twitter の投稿解析によるゲノム編集食品に関する意識動向調
査について論文を公表した。さらに、ゲノム編集の情報発信をワンストップで行う「バイオス
テーション」を用い、令和元年度に引き続き情報発信を行うとともに、ゲノム編集に関する教
材を作成するなど、国民理解推進のための活動を実施した。規制への対応やゲノム編集作物の
開発戦略については、生物研や関連する他の中課題関係者、機構本部との協議、又は農林水産
技術会議事務局や規制当局との意見交換を行った上で、方針の検討を進めている。さらに野外
実験については、機構本部の新育種技術生物等検討委員会において社会実装の可能性につい
て検討し、担当理事が実施の可否や優先順位を判断する体制となった。医療用モデルブタ研究
については、「特定胚の取扱いに関する指針」が改正され、動物性集合胚の動物の胎内への移
植が可能となったことを受け、ウシゲノム編集研究勢力の再配分並びに、所内予算を積極的に
活用して重点化を行った。遺伝子組換え作物に関する課題においては、ノボキニン蓄積米につ
いて、農研機構内に新たに設置された新育種技術委員会や本部リスク管理部、新技術対策室、
さらには農林水産省技術会議事務局研究開発官室や技術安全室と緊密な情報交換を行いつつ、
規制側である農林水産省消費安全局や文部科学省、厚生労働省にも情報提供しながら、機能性
○中長期計画達成に向け、
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ニーズに即した成果が創

食品としての社会実装を検討している。現在、連携先企業が厚生労働省食品安全性審査への申

出され、社会実装に至った

請準備を進めている。

か。
中長期計画に沿って、ニーズを取り入れた課題設定を行い、農業・食品版 Society5.0 の早期
＜評価指標＞

実現を目指し、理事長の強いリーダーシップの下、ロードマップによる課題の進捗管理を進

・具体的な研究開発成果と

め、ニーズに則した成果を創出している。創出した成果については、事業開発室と連携し、

その移転先（見込み含む）

「「知」の集積と活用の場」等も活用しながら、民間企業への技術移転の取組を実施した。育
成品種については新たな普及体制整備により普及拡大を図った。
先導的品種育成においては、育成した品種の普及状況は、栽培面積や許諾件数で示すことが
できる。令和２年度に品種登録出願した品種あるいは出願予定の品種の栽培面積や許諾は令
和３年度以降に数値が確定するが、現時点での予定栽培面積や許諾について示すとともに、過
年度育成品種の普及状況については下記の通りである。
令和２年度に育成を完了し、普及予定となっている品種は、オオムギでは、モチ性品種「き
ぬもち二条」（西海皮糯 77 号、R4 年度に 300ha 見込）、ダイズでは、豆乳用品種「すみさや
か」（四国 38 号、R５年度に 200ha 見込）、「四国 30 号」（岡山県で採用の見込み、R６年
度に 200ha 見込）、納豆用「九州 178 号」（R６年度に 20ha 見込）、イネでは、ごま葉枯病
抵抗性品種｢三重 38 号｣（R4 年度に「みえのゆめ」から品種転換予定）、カンショでは、病虫
害抵抗性に優れる「関東 144 号」（R８年度に 20ha 見込）、収量特性が優れる「関東 155 号」
（R８年度に 20ha 見込）、バレイショでは、赤肉色の「勝系 25 号」（R８年度に 30ha 見込）、
紫肉色の「勝系 43 号」（R８年度に 30ha 見込）、ハトムギでは、「関東 2 号」（R９年度に
500ha 見込）、飼料作物では、トウモロコシ高子実収量 F1「北交 94 号」
（R8 年度以降に 100ha
見込）、イタリアンライグラス「KYI-01」（R8 年度以降に 600ha 見込）となっている。
過年度に育成し、普及している品種は、コムギでは、「ナンブキラリ」（H29 年度育成、奨
励品種採用予定の岩手県で R2 年度に 200ha）、オオムギでは、「はねうまもち」（H28 年度
育成、北陸を中心に R2 年度に 1,000ha）、「さちかぜ」（埼玉県奨励品種採用、R６年度に
200ha）、「キラリモチ」（H21 年度育成、R2 年度に全国で 650ha）、「はるか二条」（H24
年度育成、長崎、鹿児島、福岡、佐賀で奨励品種、R2 年度に 6,426ha）、「しらゆり二条」
（佐賀県で R2 年度に 200ha）、「ハルアカネ」(奨励品種採用の大分県で R6 年度に 750ha 見
込)、「ダイキンボシ」（奨励品種採用の福岡県で R7 年度に 400ha 見込）、ダイズでは、難
裂莢性４品種（「サチユタカ A1 号」、「フクユタカ A1 号」、「えんれいのそら」、「こと
ゆたか A1 号」）（５県で奨励品種採用、R2 年度 9,000ha、R4 年度に 12,000ha 見込）、黒大
豆「黒招福」（R5 年度に 20ha 見込）、イネでは、多収・良食味の業務用米品種「ちほみのり」
（H26 年度育成、R2 年度に 2,400ha）、「つきあかり」（H28 年度育成、R2 年度に 3,500ha）、
「にじのきらめき」（H30 年度育成、R2 年度に 100ha）、イモ類では、紫カンショ「ふくむ
らさき」（H29 年度育成、茨城県で R2 年度に約７ha）、粉原料用カンショ「こないしん」（R2
年度に 120ha、R4 年度に 2,000ha 見込）、原料用紫肉色カンショ「ちゅらかなさ」（沖縄県
で R8 年度に 30ha 見込）、橙肉色カンショでチップ加工用の新品種「あかねみのり」（R７年
度に 10ha 見込）、橙肉色カンショの蒸切干加工用の新品種「ほしあかね」（R７年度に 40ha
見込）、バレイショでは、「パールスターチ」（H26 年度育成、R7 年度に 1,000ha 見込）、
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「しんせい」（青森県で R７年度に 50ha）、サトウキビでは、「Ni27」(H20 年度育成、沖縄
県を中心に R1/2 年度に 6,008ha)「はるのおうぎ」
（鹿児島県奨励品種採用、R7 年度に 1,150ha
見込）、ダッタンソバでは、「満点きらり」（H24 年度育成、北海道内で H30 年度に 300ha）、
ソバでは、「にじゆたか」（H22 年度育成、東北を中心に H30 年度に 2,000ha）、「レラノ
カオリ」（H20 年度育成、北海道内で H30 年度に 1,200ha）、テンサイでは、「カチホマレ」
（北海 104 号、Ｒ2 品種登録出願、北海道内 R2 年度に 600ha）、ダブルローナタネでは、「ペ
ノカのしずく」（東北 105 号、Ｒ2 品種登録出願、北海道と東北で 1,000ha 以上を見込む）、
飼料作物では、フェストロリウム品種「那系１号」（青森・岩手・福島県奨励品種採用、R7 年
度に 500ha）、赤クローバ「アンジュ」
（北海道優良品種認定、北海道一円、R7 年度に 5,000ha）
となっている。
先導的品種育成につながる基盤研究では、ゲノム育種支援に関しては、行政からのニーズが
高いカドミウム低吸収性イネに関して公設試験研究機関（公設試）との共同育成などへの対応
を強化し、品種育成の加速化に貢献している。ジーンバンク事業については、植物 9,530 点、
微生物 2,116 点、動物 185 点、DNA クローン 166 点の遺伝資源を企業や大学、研究機関等へ
研究用や教育用の素材として配布した。
生物機能利用研究においては、画像情報による施設栽培作物の生長解析法開発、ウイルス抵
抗性トマトの開発を行い、今後、民間企業へ技術移転を行う。トビイロウンカ圃場抵抗性遺伝
子を導入したイネについては育成が完了し、ダイズ立枯れ病抵抗性遺伝子の導入系統につい
ても公設試への移転を行った。また、ポストハーベスト鮮度保持に関わる抗菌フィルムの開発
を行い、今後、民間企業へ技術移転を行う。閉花性イネについては原種・原原種採種の現場に
おける純良性維持を目的とした品種開発のため、公設試から技術移転の申し出があり、許諾 3
件（長野県、富山県、福島県）と共同研究 1 件（埼玉県）を実施した。ゲノム編集に関しては、
ゲノム編集ベクター及びタンパク質等を、大学、国立研究開発法人、公設試、民間企業などに
計 25 件配布した。老化を進める原因物質とされる終末糖化産物 AGEs を検出する生活習慣病
検査キットについては、SIP 第 2 期の参画企業により、受注販売開始に目処をつけた。さら
に、ホーネットシルクに関しては、連携企業から爪補修材が発売され、一般向けのインターネ
ット販売の他、アスリートやミュージシャン向けに積極的にセールスを行っている。
このほか、これまで開発して来た医療用モデルブタについては、累計で 243 頭（令和２年度
は 11 頭）を大学等に出荷し、研究に利用されており、その研究成果については論文や学会に
おいて公表されるなど成果を上げている。また、ゲノムデータベースについてもアクセス数が
1,134,589 件（令和２年 4 月～令和３年 3 月）になるなど、関連する分野の研究者の研究推進
に貢献している。連携先の全国シルクビジネス協議会では令和３年度の農林水産省生産局補
助事業を活用して、超極細（高染色性）シルクの養蚕農家での技術研修（飼育指導）及び商品
化を目指した製品試作と市場調査を企画している。
・ゲノムデータベースの活用実績：国内外のゲノム研究者向け
・カイコゲノムデータベース(KAIKObase) アドレス: http://kaikobase.dna.affrc.go.jp/

(新

KAIKObase) アクセス数：784,568 (2020/4/1 - 2021/3/31)
・コナガゲノムデータベース (KONAGAbase)
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アドレス: http://dbm.dna.affrc.go.jp/px/

アクセス件数: 77,121（2020/4/1 - 2021/3/31)
・The Rice Annotation データベース（RAP-DB）アドレス:http://rapdb.dna.affrc.go.jp/ 訪
問数：247,872、ページ閲覧：2,805,075（2020/4/1 - 2021/3/31)
・多ゲノムブラウザ（TASUKE+）アドレス:https://tasuke.dna.affrc.go.jp/ 訪問数：8,130、
ページ閲覧：104,279
（2020/4/1 - 2021/3/31)
・Field Transcriptome database (Fit-DB) アドレス： http://fitdb.dna.affrc.go.jp 訪問数：
13,051、ページ閲覧数：37,538（2020/4/1 - 2021/3/31)
・メロンデータベース（Melonet-DB）アドレス：https://melonet-db.dna.affrc.go.jp/ap/top 訪
○目的基礎研究の立案に

問数：3,847、ページ閲覧数：17,712（2020/3/1 - 2021/3/31)

当たり、将来の研究展開へ

・閉花性イネの特許の許諾 3 件（長野県、富山県、福島県）
。イネの広範な病害抵抗性遺伝子

BSR1 の特許を米国企業に許諾。

の寄与、法人が実施する必
要性について検討されて

・各種ゲノム編集ベクター及びタンパク質の配布（合計 25 件以上）。

いるか。
ウ

農研機構で実施する目的基礎研究に

「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

ついては、「農林水産研究基本計画」にお 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
＜評価指標＞

ける基本的な方向に即しつつ、出口を見据 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

・法人が実施すべき目的基 えたテーマについて、研究者の新しいアイ 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
礎研究について、どのよう ディアを活かしながら実施するものであ 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
な体制で検討を行ったか。 ることを職員に周知する。研究課題の設定 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
・将来の研究展開への寄 に際しては、
農研機構で実施する有効性を 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
短期的な成果を追求するの 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
与、法人が実施する必要性 見極めた上で、
は明確か。

ではなく、
将来のイノベーションにつなが 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
る技術シーズの創出を目指した先駆的研 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
究としての発展可能性を重視する。また、 いては、令和２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、
研究の進行管理に当たっては、進捗の段階 29 課題（うち、運営費交付金による課題は 25 課題、外部資金による課題は 4 課題）を目的基
ごとにピアレビューを行う等により、研究 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 13.55 人、59,600 千円である。
方法の修正や研究課題の中止を適宜行い 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、
着実に推進する。

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

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

いて、適切な進行管理が行

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

われているか。

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。

＜評価指標＞

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、

・進行管理において、どの

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
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ような体制で研究の進捗

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

状況や問題点を把握し、改

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

善策を講じているか。

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
否等について評価した。令和２年度終了した外部資金による目的基礎研究 2 課題を「中課題の
研究として実施」すると評価した。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。

＜年度計画＞

＜大課題ごとの主な業務実績等＞

＜大課題ごとの自己評価＞

（８）作物の収量・品質の向上と農産物の「強み」を強化するための先 （８）作物の収量・品質の向上と農産物の「強み」を強化するための先導的品種育成及びゲノ 評定：A
導的品種育成及びゲノム育種技術の高度化
コムギでは、DNA マーカー等を利用して、製パン性や穂発芽耐性等

ム育種技術の高度化
コムギにおいて、DNA マーカー選抜ではパン用として収量性に優れる「東北 239 号」など 根拠：

に優れたパン用、日本めん用等の有望系統の選抜を進めるとともに、 を、日本めん用は「東北 238 号」を新配付系統とするなど、系統の開発が進んだ。育成品種で

研究マネジメントについては、農業・食品分野における

これまでに育成した品種の宣伝普及に努め、一層の普及拡大を図る。 は、パン用の「はるみずき」（中国 168 号）が奈良県で奨励品種採用予定となった。令和２年 Society 5.0 の早期実現に向けて、出口戦略を明確にした
スマート育種システム構築のため、育種材料における有用遺伝子情報 度の育成品種等の普及面積は、奨励品種採用県の採種事業に遅れが生じたこともあり、目標を ロードマップに沿って課題の進捗管理を実施した。特に、
や加工適性等の品質評価結果を収集し、データベース作成を進めると 下回ったが、約 5,700ha（目標 6,000ha）にまで拡大し、利用許諾件数などは研究ロードマッ 育種データの集積及び利用と最先端技術を融合した効率的
ともに評価結果の育成地間比較を可能にするための標準化を進める。

プの目標（10 件）を達成した。スマート育種システム構築に向け、コムギ品種・系統の品質 な育種を行うためのスマート育種システムの構築に向け、
について遺伝子型データと対応する形質データ、耕種概要や共通標準サンプルのデータを追 農林水産省委託プロジェクト「スマート育種」を核にし
加したデータベースの作成を進めた。評価結果の育成地間比較を可能にするために開発した て、令和２年度も官民研究開発投資拡大プログラム
電子野帳システムは職務作成プログラムとして登録したほか、講習会により導入推進を図っ （PRISM）の AI 技術領域の予算を獲得して研究の加速化
た。

を図ったほか、ムーンショット型研究開発事業の採択並び

このほかに、パン等が固くなりにくい澱粉特性を持つ低硬化性品種「やわら姫」（東北 236 に分担者として研究を開始するなど、大型プロジェクト予
号）などが産地品種銘柄に設定されている。また、コムギのグルテン廃物の利用を知的財産化 算獲得による研究体制の構築を進めた。具体的には、農業
するなどフードロス削減につながる成果も創出した。

情報研究センター（農情研）との連携などにより、品種の
系譜情報を可視化するソフトウエア「Pedigree Finder」の

オオムギでは、モチ性等の高β-グルカン系統の開発を進め、麦茶用・

オオムギにおいては、β-グルカン高含有のモチ性品種の「はねうまもち」、「くすもち二 開発や育種価推定モデルの検証、育成地のヒストリカルデ

精麦用のオオムギ縞萎縮病抵抗性品種の一層の普及拡大に努める。さ 条」及び「キラリモチ」の生産がさらに拡大し、機構育成品種の作付面積及び生産量は、対前 ータのデータベース化、さらにデータ一元化システムの構
らに、後続系統の選抜と品種化に向けた試験を継続する。スマート育 年比 1.4 倍（約 3,000ha）及び 1.6 倍（約 1 万トン）に達した。埼玉県の奨励品種に採用され 築に向けた秘密計算技術の民間企業との共同研究などの取
種システム構築のため、育種材料における精麦試験等の品質評価結果 た麦茶用のオオムギ縞萎縮病抵抗性品種「さちかぜ」は、同県内での試作が継続され、本格普 組を強化した。飼料作物の分野では、先行してドローン画
を収集し、データベース作成を進めるとともに、評価結果の育成地間 及に向けた取組が順調に進捗している。後続系統の選抜と品種育成も着実に進捗しており、特 像の解析法のマニュアルの公表と利用が始まり、AI 利用
比較を可能にするための標準化を進める。

に、モチ性品種「きぬもち二条」（西海皮糯 77 号）は、加熱調理後に変色しにくい特性を導 についても技術提案するなど育種のスマート化が進展し
入した品種である。大粒で多収の「関東皮 98 号」は広島県の奨励品種に採用見込みである。 た。食品関連では、米粉の利用技術開発などで横串プロジ
スマート育種システムの構築に向け、精麦試験等の品質評価データの収集とデータベース作 ェクトや九州沖縄経済圏スマートフードチェーン（九沖
成を進め、さらに育成地間の比較を可能にするためのデータ収集フォーマットの作成など電 SFC）への参画などにより連携を強化して研究推進を行っ
たほか、機能性農産物の開発に向け、共創の場形成支援プ

子野帳導入のための取組を行った。

このほかに、成果の社会実装に向けた取組として、令和元年度に育成の「しらゆり二条」は ログラムのプロジェクトに分担者として参画する研究体制
標準作業手順書（SOP）を作成し、「ハルアカネ」及び「ダイキンボシ」でも作成を進めてい も構築した。第 4 期中長期計画の達成に向け、「イアコー
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る。また、農研機構重点普及成果シンポジウム「もち麦サミット 2021 Online」を令和３年 3 ン等への利用も可能なトウモロコシ「北交 94 号」の品種
月に開催した。

化」について、理事裁量経費の先行配分により年度当初よ
り強化方針を明確にして推進したほか、「ジャガイモシロ

ダイズでは、高タンパク含量で病害虫複合抵抗性を備えた「四国 31

ダイズでは、高タンパク含量で病害虫複合抵抗性を備えた品種の育成において、ダイズモザ シストセンチュウ抵抗性品種育成加速化のための高精度マ

号」等の品種化の可否を検討するとともに、有望な極多収系統は農業 イクウイルス・ラッカセイわい化ウイルス抵抗性で難裂莢性をもつ「四国 30 号」が岡山県で ーカー開発」などにも重点化を図った。
特性の評価を行って、短節間遺伝子導入系統とともに素材化する。ス 奨励品種採用の見込み（令和６年度普及見込 200ha）となったことから新品種候補とした。
「四

研究開発成果のうち、新品種の育成では、加熱調理後に

マート育種システム構築のため、データ表記の標準化を行うとともに、 国 31 号」は、長雨等による影響で現地試験の評価が行えなかったことから、令和 3 年度に品 変色しにくい特性を導入したモチ性オオムギ品種「きぬも
生育、品質等の育種ビッグデータを取得してデータベース作成を進め 種登録の可否を判断する。目標収量 500kg/10a に達する極多収系統を全ての育種拠点で作出 ち二条（西海皮糯 77 号）」、難裂莢性とともにダイズモ
る。

し、短節間遺伝子の戻し交配も順調に進んでいる。スマート育種システムの構築に向け、デー ザイクウイルスやラッカセイわい化ウイルス抵抗性など病
タフォーマットは令和元年度の意見を踏まえた改定が行われ、全ての育種拠点で利用を開始 害虫複合抵抗性を備えたダイズ「四国 30 号」、納豆用の
したほか、環境データの収集も始まった。

ダイズ「九州 178 号」、イネでは民間企業との共同育成

このほかに、蒸煮大豆の硬さに関与する DNA マーカーを開発したほか、豆乳生産向けの新 により多収性で良食味の品種を、三重県の要請を受けてイ
品種「すみさやか」（四国 38 号、令和５年度普及見込 200ha）は民間企業による種子生産が ネごま葉枯病抵抗性を導入した「三重 38 号」を育成し
始まり、納豆用「九州 178 号」（令和６年度普及見込 20ha）を新品種候補とした。難裂莢大 た。カンショでは病虫害抵抗性に優れる「関東 144 号」
豆品種群は、４品種合計で栽培面積が約 9,000ha まで拡大したほか、新たに熊本県が「フクユ など 2 系統を、バレイショでは赤肉色の「勝系 25 号」な
タカ A1 号」の導入を目指して現地実証試験を開始するなど、普及に向けた取組が急速に進ん ど 2 系統を、ハトムギではやや大粒で倒伏しにくい「関東
２号」を育成した。飼料作物では、イアコーン等への利用

だ。

も可能な雌穂割合の高いトウモロコシ高子実収量 F1「北
イネでは、スマート育種システムを活用した育種素材開発を実証す

イネではスマート育種システムの構築に向けて育種価推定モデルを検証したほか、育成地 交 94 号」などを育成したほか、民間企業と共同で収量性

るため、交配組合せによる育種選抜効率化の実証試験を進めるととも のヒストリカルデータを統合データベースに登録した。1.5t/10a 程度の極多収品種育成につ と耐倒伏性に優れる晩生のイタリアンライグラス「KYIに、ゲノム編集技術等による育種素材の評価結果から 1.5t 程度の極多 いては、ゲノム編集により「北陸 193 号」のシンク容量を増加させた多収系統を多収地域の環 01」を育成した。基盤研究では、これまでの成果を取り
収への道筋を示す。民間企業等との共同研究による多収性と地域特性 境下で栽培すれば、精玄米重は約 1.6t/10a となることを示した。民間企業と共同して多収性 まとめて有用遺伝子カタログを作成したほか、育種素材と
を有する業務・加工用系統の選抜を進める。カドミウム低吸収性を導 で良食味、縞葉枯病抵抗性の業務・加工用新品種候補系統を育成し、令和元年度の重点普及成 なる数多くの有用変異体の整備、土壌表面に根を伸長させ
入した有望系統、高温不稔耐性が向上した育種素材、ヒ素を吸収しに 果である多収・良食味米 3 品種は、種子生産体制や標準作業手順書（SOP）整備を進めて普及 る地表根遺伝子や難脱粒性の遺伝子の特定、及びマーカー
くい育種素材を開発する。

拡大を図り、6,000ha に拡大した。低カドミウム吸収性を導入した 3 系統を新品種候補とした 開発を実施した。このほか、育種技術の高度化に向け、ス
ほか、玄米ヒ素濃度が「コシヒカリ」の約 50％減となる素材の開発も順調に進捗した。早朝 ペクトルデータによるリンの指標遺伝子の発現レベル推定
開花性の導入による不稔回避効果を再確認し、高温不稔耐性と高温登熟耐性が優れる素材の 手法や 3D 根系画像から根系情報を抽出するプログラム開
発など、ハイスループット解析手法においても成果が得ら

選抜も進めた。

このほかに、ごま葉枯病抵抗性を導入した「三重 38 号」を三重県と共同育成した。また、 れた。イネの出穂期関連遺伝子識別用アレイの開発にも成
米粉の利用拡大に向け、横串プロジェクトや九州沖縄経済圏スマートフードチェーンと連携 功した。ジーンバンク事業として、植物などの収集、保
し、フード・バリューチェーンの構築を目指して、生産者、加工実需者、JA、行政部局との調 存、評価、配布等の業務を適切に運営するとともに、ネギ
整を進めたほか、米粉の嚥下食への利用については、専門医や管理栄養士とコンソーシアムを 属遺伝資源の-80℃での保存技術や主要な作物の種子寿命
作り、実用化に向けた共同研究を開始した。

の推定など遺伝資源管理の効率化につながる成果を創出し
た。

イモ類では、有望系統の病虫害抵抗性や品質特性の調査を進めると

バレイショでは、ジャガイモシロシストセンチュウ（Gp）に対して中程度の抵抗性を有す

研究成果の最大化に向けた取組については、「重点普及

ともに、ジャガイモシロシストセンチュウ（Gp）抵抗性等の複合抵抗 る「北海 112 号」が多収であることを明らかにし、令和 3 年度に品種登録の可否を検討する 成果」の「もち性大麦品種」は、機構育成品種の作付面積
性を備えたバレイショ「北海 112 号」等の有望系統の品種化の可否を こととした。Gp 抵抗性マーカーは、重要性が高いジャガイモシストセンチュウ（Gr）抵抗性 が対前年比 4 割増の約 3 千 ha に拡大し、「ダイズ難裂莢
検討する。また効率的な選抜を行うための Gp 抵抗性関連マーカーの と同時に判定する手法を開発した。カンショでは、サツマイモ基腐病の抵抗性育種素材の選抜 性品種群」の４品種は、対前年比 6.2 倍増の約 9 千 ha ま
開発、九州南部・沖縄で発生したサツマイモ基腐病の抵抗性育種素材 について、品種・遺伝資源間に抵抗性の差異を見出した。また、今期に育成して普及を積極的 でに広がったほか、難裂莢性導入品種「四国 30 号」は岡
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の選抜等を進める。育成品種は迅速な普及に向けた普及活動に取り組 に進めている育成品種「こないしん」が、置き換え対象品種である「シロユタカ」より抵抗性 山県で奨励品種に採用される見込みなど、さらなる普及拡
む。

が強いことを明らかにした。さらに、「こないしん」はカンショでん粉を製造しているほぼ全 大が期待できる。また、令和元年度の重点普及成果である
てのでん粉製造事業者と許諾契約を結び、順調に普及が拡大した。バレイショでもでん粉原料 「水稲多収・良食味品種」は標準作業手順書（SOP）を作
用の「パールスターチ」の普及が着実に進展し、複合抵抗性の新品種「しんせい」（北海 108 成し、事業開発室等と連携して普及体制を整え、栽培面積
号）の原原種生産が見込める状況となった。また、カンショでは病虫害複合抵抗性の「関東 144 も計画通りの約 6 千 ha に拡大した。また、コムギではデ
号」など 2 系統を、バレイショでは赤肉色の「勝系 25 号」など 2 系統を新品種候補とした。 ンプンの老化が遅延する低硬化性品種「やわら姫」などの
このほかに、機構内の病害分野や鹿児島県などとの共同研究により、サツマイモ基腐病の対 栽培とそれを原料とする製品が市販化された。
策マニュアルを作成して公表するなど、防除技術の普及に努めている。

以上のように、重点普及成果の社会実装に顕著な進展が
認められ、また、民間企業や行政ニーズを踏まえた新品種

資源作物において、サトウキビでは、株出し多収性を重視して選抜

資源作物においては、生産性の高いサトウキビ品種の育成に向け、株出し栽培での多収性を の育成、スマート育種システム構築に向けた成果創出や外

するほか、風折抵抗性評価や黒穂病 DNA マーカーでの選抜を実施し、 重視した選抜を進め、また、DNA マーカー選抜により黒穂病抵抗性を強化した系統を得た。 部資金獲得による研究体制の強化など、将来的な成果の創
また、「はるのおうぎ」の多回株出し栽培特性についてのデータを得 風折耐性評価は、新型コロナウイルス感染拡大防止の影響により実施できなかったが、有望系 出も期待できることから A 評定とした。
る。テンサイでは、高度褐斑病抵抗性と高度抽苔耐性を兼ね備えた系 統の開発を着実に進めた。萌芽性に優れる「はるのおうぎ」は、現地実証試験で株出し２回目
統等の選抜を進め、ビート黄葉ウイルス抵抗性やテンサイそう根病抵 の生育データを取得した。標準作業手順書（SOP）を作成済みであり、今後もデータを蓄積し
抗性の花粉親系統を開発する。また、直播栽培で 6.0t/10a 以上の収量 て改訂していく。「はるのおうぎ」は、令和元年度に鹿児島県の奨励品種（熊毛地域）に選定
を示す系統を選抜する。ソバでは、マーカー開発を進めるとともに、 され、令和２年度には対象地域に奄美地域が追加され、さらなる社会実装が期待できる。テン
難穂発芽や難脱粒等の育種素材を開発する。ハトムギでは、有望系統 サイでは、「北海 105 号」などが、高度褐斑病抵抗性と高度抽苔耐性を兼ね備えた系統である
の品種化に向けた成績を取りまとめる。

ことが確認され、ビート黄葉ウイルス抵抗性及びテンサイそう根病抵抗性の花粉親系統を開
発した。また、直播栽培では、複合病害抵抗性の「カチホマレ」（北海 104 号）や「北海 105
号」などが 6.0t/10a 以上の収量を示すことを明らかにした。「カチホマレ」については、品種
登録出願した令和２年度に作付面積が 600ha となるなど、社会実装も着実に進捗した。ソバ
では、難穂発芽性の選抜マーカーや日長応答性等のマーカーを開発し、難穂発芽や難脱粒性の
素材開発も進めた。ハトムギでは、やや大粒で倒伏しにくい系統「関東２号」を新品種候補と
した。

飼料作物では、イアコーン等への利用も可能な雌穂割合の高い高子

飼料作物において、高子実収量 F1 系統「北交 94 号」は目標収量 1ｔ/10a を達成し、イア

実収量 F1 系統「北交 94 号」の品種化の可否を検討するとともに、耐 コーン等への利用の可能性があることから、親系統「Ho125」とともに新品種候補としたほか、
湿性有望親系統の新品種候補提案に向けて必要な成績を取得する。ト 耐湿性有望親系統「Na113」を新品種候補とした。気象リスク軽減については、播種時期に関
ウモロコシと多年生牧草では台風等の気象リスクの軽減に向けた品種 わらず多収である暖地向けのトウモロコシ「PI2008」を活用した作付体系を公表した。また、
選定や作付体系を提示する。イタリアンライグラスとソルガムの周年 周年グラス体系に向けてイタリアンライグラス「Kyushu 1」、草本系バイオマス燃料利用では
グラス体系向け品種利用マニュアルを公開し、普及活動を強化する。 エリアンサス「JES１」の標準作業手順書（SOP）作成を進めた。民間企業と共同育成したイ
エリアンサスについては栽培マニュアルを活用した普及支援活動を実 タリアンライグラス「KYI-01」は収量性と耐倒伏性に優れることから新品種候補とした。スマ
施する。このほか、イタリアンライグラス、アカクローバでは地域適 ート育種技術では、ドローン画像の解析法について公表したマニュアルの利用が始まり、AI 利
応性検定試験を継続及び開始し、飼料作物におけるスマート育種技術 用についても技術提案を行った。
の開発と利用に向けて、画像解析による個体選抜の効率化手法につい
てマニュアルを作成する。

このほか、イタリアンライグラス等では地域適応性検定試験の継続及び開始を計画どおり
に進めている。さらに、アルファルファ「ウシモスキー」など民間企業との共同育成品種は順
調に普及が進み、また、アカクローバ「アンジュ」とフェストロリウム「那系 1 号」は機構内
での普及活動体制を整えるため、SOP を作成した。ミスカンサスでは、バイオマス利用のほ
か茅葺き新用途向けの 5 系統を新品種候補とした。
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重要農業形質に関わる QTL や原因遺伝子の特定とカタログ情報の

イネ有用遺伝子として根の伸長角度を制御する遺伝子を同定した。さらに、これまでの成果

整備では、これまで同定されてきた有用遺伝子の多型情報を収集し、 を取りまとめ、225 個の遺伝子について関連する形質情報や他作物でのホモログ遺伝子情報、
機能多型と育種素材情報をまとめた有用遺伝子カタログの充実を図 遺伝子配列情報等を収集した有用遺伝子カタログを整備した。有用変異体について、イネでは
る。有用遺伝子探索基盤の確立と利用技術の開発では、イネ、ムギ類、 米品質の高温障害耐性や白葉枯病菌耐性の系統を新たな育種素材候補としたほか、早生、大
ダイズ、マメ科野生種について総計で 10 種類以上の形質について有用 粒、高収量性、難脱粒性、良発芽性などを示す系統を選抜した。難脱粒性は遺伝子を特定して
変異体を評価し、その一部について原因遺伝子を特定するとともに育 公表した。コムギでは耐凍性やコムギ縞萎縮病 II 型抵抗性の選抜、ダイズでは短節間変異の
種素材化を図る。また、植物遺伝資源に関する情報データベースの改 原因遺伝子候補を見出して DNA マーカーを作出するとともに、新たに変異体を取得した。種
良を進める。

子成分に関する変異体候補を選抜したほか、ダイズサポニン合成の鍵となる糖転移酵素の遺
伝子を見出した。10 種類以上の形質について有用変異体を評価した。植物遺伝資源に関する
情報データベースについては、PGRAsia プロジェクトで得られた特性データを公開したほか、
イネコアコレクションのゲノム情報を公開した。
このほかに、新たにムーンショット型研究開発事業の採択並びに分担者として研究を開始
するなど、大型プロジェクト予算獲得による研究体制の構築を進めた。

育種技術の開発では、栄養状態や玄米品質等に関連するバイオマー

バイオマーカーについては、リンの指標遺伝子の発現レベルをスペクトルデータにより高

カーを選定する。また、イネ、コムギ及びダイズにおける植物体（根 い精度で推定する手法を開発し、玄米品質に関連する遺伝子と関連するペプチドの絞り込み
系、地上部バイオマス、穂数）を評価するためのハイスループット解 を進め、その抗体の利用により遺伝子発現を検出できることを明らかにした。植物体のハイ
析手法の検証を行う。農業情報研究センターと連携し、表現型データ スループット解析手法では、3D 根系画像から根系情報を抽出するプログラムを開発した。
ベースについて、データの可視化及び簡単な解析ツールの実装と形質 地上部の生育量に関して、ドローン画像を用いた初期生育量の評価法を開発し、QTL の検出
オントロジーに基づく形質検索データベース等の構築を行うととも にも有効であることを示した。また、コムギの穂数は、機械学習を用いた画像により、自動
に、イネを用いた育種価予測及び交配組合せ選定の実証試験について、 検出するソフトウエアのプロトタイプを開発した。農業情報研究センター（農情研）との連
手法の改良を行い適用地域の拡大を図る。イネ、ムギ類における高速 携では、品種の系譜情報を可視化するソフトウエア「Pedigree Finder」を開発するととも
世代促進技術について開発を行うと同時に、マーカーセットを構築し に、水稲育種データを利用した形質予測モデルの開発を進めた。形質オントロジーに関して
育種利用可能な低コストタイピング手法を確立する。イネについて、 は、ウエブブラウザ上で可視化するシステムを開発した。高速世代促進技術及びマーカーセ
出穂期関連遺伝子識別用アレイを育種選抜に実装する。

ットの開発については、オオムギでは 22℃、24 時間日長の栽培条件を用いた技術開発と
384 個のアンプリコンシーケンス用マーカーをゲノムワイドに設計し、マーカー選抜と組み
合わせた育種法の開発を進めた。
イネの出穂期関連遺伝子識別用アレイに関しては、41 遺伝子座 96 マーカーの遺伝子型判
別に成功した。ゲノム育種支援は、公設試験研究機関 39 件を含む 184 件を実施し、また、低
カドミウム吸収遺伝子を導入した準同質遺伝子系統（4 県に計 7 系統）を完成した。
このほかに、令和２年度も官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）の AI 技術領域の予
算を獲得して研究を推進し、インキュベーションセンターの機能向上にも貢献した。

ジーンバンク事業として、学名登録等の基盤的情報の管理と提供を

植物や微生物などの遺伝資源の収集・受入、増殖・保存、特性評価、情報管理・配布は着実

強化するとともに、植物、微生物、動物、DNA クローン遺伝資源の収 に実施し、特に、植物では目標 3,000 点を大幅に上回る 4,453 点を収集した。植物では、Vigna
集・受入、増殖・保存、特性評価、情報管理・配布を行う。植物では、 属野生種のゲノム情報は、計画した 10 種全てを公開した。１粒由来の世界のイネコアコレク
Vigna 属のシーケンスデータを再検証してゲノム情報を公開するとと ションや日本在来コアコレクションは、次世代シーケンシング（NGS）によるゲノム情報を公
もに、１粒由来イネ拡大コアコレクションにゲノム情報を付与する。 開した。アジアからの新たな遺伝資源の探索・収集は、農林水産省委託プロジェクト
（PGRAsia）
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アジアを中心とした海外研究機関と国際共同研究を実施し、野菜を中 により強化しており、令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で探索隊を派遣
心とした新たな遺伝資源の探索・収集、特性評価を行う。微生物では、 できなかったが、現地研究者による調査で探索収集を行うとともに、特性評価を行った。微生
DNA 配列に基づく再分類を進める。

物では、国際藻類菌類植物命名規約の改訂を踏まえ、ゲノム塩基配列情報から糸状菌 916 株
の分類検証を実施した。
このほかに、ネギ属栄養体の－80℃における保存法を開発したほか、チョウ目昆虫 7 種の
新たな培養細胞の樹立、主要な作物の種子寿命の推定などの成果を公表した。また、内閣府の
PRISM のバイオ技術領域の研究予算を獲得し、PGRAsia プロジェクトの成果の社会実装を加
速し、さらにムーンショット型研究開発や科学技術振興機構（JST）共創の場形成支援プログ
ラムへの参画など研究推進体制の構築を進めた。

成果の社会実装では、育成品種の速やかな普及を図るため、有望系

各作物ともに育成した品種有望系統や新品種の現地栽培試験、⽣産物については実需者等

統が開発できた段階から実需者、生産者、普及組織等と連携して現地 と連携した加⼯適性試験を実施し、新品種としての適性を明確にすることで、普及拡⼤が実現
栽培試験、加工適性試験等を実施するとともに、主要作物については した。特に、重点普及成果のもち性大麦品種、難裂莢性大豆品種、及び多収・良食味米品種は、
戦略的普及拡大に向けた種苗増殖を行う。またニーズに沿って開発し 上記のように社会実装が顕著に進捗している。その他でも、カンショ「こないしん」ではほぼ
た育種素材やマーカーは積極的に情報提供を行うとともに、ゲノム育 全てのでん粉製造事業者と許諾契約が締結され、サトウキビ「はるのおうぎ」では、奨励品種
種支援を通じて都道府県や民間企業の品種育成に対する支援を行う。

の対象地域に奄美地域が追加されるなど、民間企業や行政との連携により更なる社会実装が
期待できる。また、国内の品種育成の加速化を図るために、令和２年度は公設試 39 件を含む
184 件のゲノム育種⽀援を⾏った。

（９）農業生物の機能解明に基づいた生産性向上と産業利用のための （９）農業生物の機能解明に基づいた生産性向上と産業利用のための技術開発

（９）

技術開発

評定：A

農業生物のゲノム解読による基盤ゲノム情報の高度化では、データ

農業生物のゲノム解読による基盤ゲノム情報の高度化では、個別のデータベースに格納さ

の RDF 化とデータベースの公開を進める。農業生物の遺伝子の機能解 れているイネ、コムギ、オオムギ、ダイズ、カイコのゲノム情報及び遺伝子情報を統一的な形 根拠：
明と遺伝子機能高度解析技術の開発では、トランスクリプトームデー 式である RDF 化し、公開に向けて、複数のオミクス情報を統合的に扱うことのできる農研機

令和２年度のマネジメントについては、第 4 期の最終年

タからストレスバイオマーカーの確立を進める。植物と病原微生物及 構統合ゲノムブラウザ（TogoGenome システム）のポータルサイトを開発した。国際コンソ 度となることから、農業における Society5.0 の早期実現に
び共生微生物との相互作用の解明では、令和元年度に取得したウイル ーシアムの一員として栽培コムギ 15 品種のゲノム配列を高精度で解読し、成果を Nature 誌 向けてロードマップの開発項目や達成度、成果の取りまと
ス抵抗性トマトの効果をトマトモザイクウイルス以外のウイルスで実 に発表するとともに、高級マスクメロンの標準系統である「アールスフェボリット春系 3 号」 めと次期中長期計画に向けた課題の整理を念頭に推進し
証する。革新的な虫害抵抗性育種素材の開発に向けた加害・耐虫性因 について全ゲノム情報を解読し、データベースを公開した。そのほか、多数のゲノム情報を効 た。この結果、令和２年度の成果として大課題９が目指す
子の機能解明では、トビイロウンカ抵抗性遺伝子の染色体上の候補領 率的に利用するシステム 1,000 品種 TASUKE について、ゲノムデータを効率的にクラスタリ スマート育種に貢献するゲノム基盤情報の整備について
域を絞り込み、トビイロウンカ抵抗性を保有する日本型イネ系統の開 ング、表示する手法を改良した。農業昆虫のゲノム情報を扱う新 KAIKObase を外部に公開す は、複雑なゲノム構造をもつ栽培コムギを対象とし、国際
発に結びつける。

るとともに、複数ゲノムを可視化する TASUKE+を導入して SNP などの比較ゲノム解析を容 コンソーシアムの一員として 15 品種のゲノム配列を高精
易にした。シロイチモジヨトウの参照ゲノム配列・予測遺伝子配列情報をデータベース化し、 度で解読し、成果を Nature 誌に発表した。また、主要作物
カイコ絹糸線他の 100 以上のトランスクリプトームデータからの AI によるネットワーク解析 やカイコのゲノム情報等を RDF 化して一元的なゲノム情
により有用物質生産関連遺伝子候補を同定した。

報の閲覧を可能にする農研機構統合ゲノムブラウザ

農業生物の遺伝子の機能解明と遺伝子機能高度解析技術の開発では、フィールドで栽培し （TogoGenome システム）を構築し、公開に向けて作業を
た NARO World Rice Core Collection(WRC) 61 系統（世界の代表的なイネ系統）のフェノー 進めた。さらに、新たな作目として高級メロンの全ゲノム
ム・トランスクリプトーム解析からイネの干ばつストレスマーカー候補遺伝子を同定すると 解読とゲノムデータベースの公開を行ったほか、AI による
ともに、冠根直径を正に制御する遺伝子を同定した。このほか、コムギ縞萎縮ウイルス抵抗性 遺伝子ネットワーク解析から、カイコ絹糸線などで発現す
に関わる遺伝子の同定と、イネ温度感受性雄性不稔原因遺伝子を同定し、高温依存的雄性不稔
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形質付与技術を開発した。施設栽培作物画像データからの個体 3D モデル構築と光合成量推定 る有用物質生産関連遺伝子候補を同定するなど、農業生物
法を確立し、連携企業が令和 3 年度に製品化の見込みである。
植物と病原微生物との相互作用の解明では、令和元年度にゲノム編集を用いて取得したト

のゲノム基盤情報の高度化を着実に進めた。
このほか、遺伝子機能の解明と利用技術に関して、令和

バモウイルス抵抗性トマトが基本生長には問題なく、既存の抵抗性遺伝子が効かない新たな ２年度はゲノム編集におけるデリバリー技術等の開発に関
病原性トバモウイルスにも有効であることを示した。このほか、クロロフィル由来のフィトー する課題を強化し、遺伝子組換えや外来 DNA の除去が困
ルによる線虫（ネコブセンチュウ）抵抗性についてフィトールの代謝産物であるトコフェロー 難な作物向けに外来 DNA を宿主に挿入しないウイルスベ
ルが抵抗性誘導の実体であることを解明した。また、窒素固定を行うマメ科植物と根粒菌との クターを用いたゲノム編集技術を確立した。精密ゲノム編
親和性を決定する機構を解明した。

集技術についても、標的組換えにより必要な変異のみを導

革新的な虫害抵抗性育種素材の開発に向けた加害・耐虫性因子の機能解明では、トビイロウ 入する精密ゲノム編集技術をイネで構築し、新規の除草剤
ンカ抵抗性遺伝子の染色体上の候補領域を絞り込み、コシヒカリにトビイロウンカ圃場抵抗 耐性イネや閉花性イネの作出に成功するなど、新規機能を
性遺伝子（qBPH6）を導入した NIL 候補系統を確立するとともに、もう一つの抵抗性遺伝子 付与した作物開発に向けた知見の集積や技術開発を進め

（BPH１）の NIL 候補系統を次世代作物開発研究センターに受け渡した。そのほか、qBPH6 た。植物と微生物や昆虫との相互作用に関しては、令和元

がトビイロウンカの吸汁阻害を誘起することを確認した。タバココナジラミの選好性及び抗 年度にゲノム編集で作出したウイルス増殖に必要な宿主因
生性に優れるメロン系統を選抜した。ジーンバンクのイネコアコレクション 69 品種からヒメ 子（TOM１）を欠損させたウイルス抵抗性トマトが、既存
トビウンカ抵抗性を示す 6 品種を同定した。

の抵抗性遺伝子が効かない、世界的に流行している新種ウ
イルスにも有効であることを実証し、本ウイルス抵抗性の

除草剤抵抗性関連遺伝子、新規閉花性遺伝子、複合病害抵抗性遺伝

除草剤抵抗性遺伝子 HIS1 のトリケトン系除草剤抵抗性に必要なアミノ酸残基を明らかに 付与技術を特許出願した。また、遺伝子組換えカイコをバ

子の機能や作用機作を解明する。また、複合病害抵抗性素材、ゲノム し、ゲノム編集による遺伝子破壊イネ系統が同除草剤に感受性となることを示した。新規閉花 イオ医薬品原薬の生産に用いる際に求められる、遺伝的背
編集バレイショの有効性について実証する。自由度を向上させる精密 性遺伝子の変異体で植物ホルモン等に関連する発現変動遺伝子を検出した。複合病害抵抗性 景を同一にしたクローン作出技術を開発して知的財産化し
ゲノム編集技術と iPB 法を含む新たな 3 種類のデリバリー技術につい 遺伝子については、BSR1 高発現イネの病害抵抗性増強に病原菌由来のキチン等を介した抵抗 たほか、ヒト型糖鎖の付加や、大規模飼育システムの構築

ては汎用化を見据え、さらに高度化・効率化させる。ミツバチやカイ 性誘導反応が関わっていることを明らかにした。さらに複合病害抵抗性遺伝子 BSR2 の高発 と飼育マニュアル作成など、物質生産系としての遺伝子組
コにおけるゲノム編集技術による新たな育種素材と制虫化合物の有効 現がトマトでも 4 種の重要病害に対して抵抗性を示すことを明らかにし、プレスリリースを 換えカイコの価値を高める技術開発を進めた。以上のよう
性評価系の開発を進めるとともに、制御標的候補遺伝子の機能解明に 行った。複合病害抵抗性素材、ゲノム編集バレイショの有効性については、新型コロナウイル に、農業生物の機能解明に基づく生産性向上や産業利用技
より新規昆虫制御剤開発のための基盤的知見を集積する。

ス感染拡大防止の影響で野外栽培による調査を中止した。
ゲノム編集の自由度を向上させる精密ゲノム編集技術については、認識配列に G を含まな

術として次のステージにつながる重要な成果を創出した。
外部との連携・成果の移転については、令和２年度は、

い改変型 BlCas9 に関して、変異導入効率を大幅に向上させる技術（proxy-CRISPR 法）を確 県が保持する家畜の幼若期精巣の超低温保存、異種移植に
立し、イネで標的変異導入や塩基置換を導入できることを確認した。ゲノム編集酵素につい よる精子の作出、顕微授精と胚移植による個体作出につい
て、小型化、認識配列の多様化を行うとともに、これまで対応できなかった塩基置換を導入す てプロトコールを作成したほか、遺伝子組換えカイコにつ
る技術の構築に成功した。また、標的組換えにより必要な変異のみを導入する精密ゲノム編集 いても、大学との連携を通じて、バイオセンサーカイコ等
技術をイネで構築し、新規の除草剤耐性イネや閉花性イネの作出に成功した。iPB 法を含む新 の開発及び民間企業への技術紹介を積極的に進めた。特に
たな 3 種類のデリバリー技術については、iPB-RNP 法の適用作物の拡大を図り、オオムギで 組換えカイコでは、民間企業や大学、県等との連携を強め、
グルテンを形成させることを目的に種子タンパク質遺伝子内部の特定部分を切り出すゲノム 医薬品・検査薬・化粧品の原料生産に関しては、新たに 29
編集に成功した。ウイルスベクター法で外来 DNA を植物細胞に導入しないゲノム編集法を確 種以上の遺伝子組換えカイコを作出するとともに、計 60 種
立した。また、細菌を利用したゲノム編集酵素のデリバリー技術においては、変異個体再生に 以上の医薬品・検査薬・化粧品の原料の試験生産を進める
など、非常に精力的に推進した。さらに、遺伝子組換えカ

向けて、実験系の改良を進めた。

ミツバチにおけるゲノム編集技術による新たな育種素材開発については、ゲノム編集ミツ イコについては、新たに 3 県における産業二種使用の大臣
バチの作出と集団飼育のため、ゲノム編集ミツバチの女王化と未受精卵の産卵誘導、及び人工 確認を取得し、超極細（高染色性）シルク及び青色蛍光シ
授精の条件を確定した。カイコにおけるゲノム編集技術による新たな制虫化合物の有効性評 ルクを生産する系統については、養蚕農家での飼育のため
価系の開発については、ノックアウトカイコを用いた毒素受容体解析により、Cry9 毒素の受 の第一種使用規程の大臣承認を受けるなど、研究成果の実
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容体を初めて特定し、市販化されている BT 剤と異なる作用機序をもつ新規 Bt 株の性能評価 用化を進めた。このほか、多数の特許出願や、研究材料の
に利用できるスクリーニング系を構築した。また、昆虫制御に利用可能な候補共生微生物を安 提供も行った。令和元年度に国際標準法となった、コラー
定的に増殖できる培養細胞を用いた薬剤スクリーニング系の有効性を確認した。さらに、昆虫 ゲンビトリゲルを用いた実験動物を使用せずに化学物質の
制御にボルバキアを利用する際に留意すべき、異種間浸透の実態を明らかにした。昆虫機能制 眼に対する刺激性を判定する試験法「Vitrigel-Eye Irritancy
御に利用できる標的候補遺伝子の機能解明については、チャバネアオカメムシの液性免疫関 Test(Vitrigel-EIT) 法」について、関係機関と連携して固体
連遺伝子、生殖細胞形成に必要な nanos 遺伝子や捕食性天敵（タバコカスミカメ）の味覚受容 を適用範囲に入れる改訂案を OECD に提出するなど、適用
体（GR）が有望な標的候補であることを示した。

範囲の拡大に向けた取組を進めた。

研究推進体制については、外部資金の獲得を積極的に進
ゲノム編集技術等の先端バイオテクノロジーに関する国民理解醸成

ゲノム編集技術等の先端バイオテクノロジーに関する国民理解醸成については、国内外の め、令和元年度と同様に資金提供型共同研究において、多

のため、国内外の技術開発、規制、知財等の最新動向に関する情報を 技術開発、規制、知的財産等の最新動向に関する情報を引き続き収集するとともに、「ゲノム 額の資金獲得を達成した。内閣府の科学技術・イノベーシ
引き続き収集するとともに、テキストマイニングで解析した結果を踏 編集食品」と「表示」することに対する意見を代表的な SNS である Twitter から収集してテ ョンが進めるムーンショット型研究開発に積極的に応募
まえて、ウェブサイト等でのより効果的な情報発信を行う。

キストマイニングにより分析し、報道などの社会的事象と投稿数の関係を可視化するととも し、採択された農研機構の６課題のうち、３課題に参画す
に、単語のネットワーク解析による投稿内容の評価が可能であることを明らかにした。さらに ることとなった。このほか、科研費の基盤研究はもとより、
Twitter 解析と相互補完するためにウエブアンケートを実施し、ゲノム編集食品に対する認知 科学技術振興機構（JST）が進める研究成果展開事業（Aと受容が途上であることを明らかにした。また、令和元年度に公開を開始した情報発信ウエブ step）にも応募し、採択されるなど、基盤研究から研究成果
サイト「バイオステーション」のコンテンツ更新などを進め、アクセス者数は公開開始時の約 の民間企業への移転まで切れ目のない研究を推進した。次
７倍に増加し、11 月頃には「ゲノム編集」をキーワードとした Google 検索で１位となった。 期も様々な資金を活用してその取組を強化する。
また、ゲノム編集食品をテーマとした教材のプロトタイプを開発し、高校におけるモデル授業
開催の目途をつけた。

農研機構のプレゼンスの向上に関しては、前述したコム
ギのゲノム解読の成果（Nature 誌）のほか、イネのオミク
ス解析の基盤技術、根粒菌とマメ科植物の根粒形成親和性、

家畜における基盤技術開発については、ノックアウトブタの形質評

家畜における基盤技術開発については、核移行性を付与した改変型 Cas9 によるブタ体細胞 カイコの休眠性に関する分子機構、ネムリユスリカに関す

価を行うとともに、医療研究分野でのモデルブタを利用した研究開発 での効率的なゲノム編集を確認した。ノックアウトブタの形質評価については、成長ホルモン るロシアとの共同研究の成果が PNAS に掲載されるなど、
を共同で進め、併せて、成果の外部移転を行う。また、精巣移植を利用 受容体（GHR）ノックアウトブタの成長が抑制されていることを示した。この結果をもとに 多くの貢献を果たした。
した新しい増殖技術によって、沖縄在来アグー豚の超低温保存した幼 医療研究分野での利用を容易とする小型化免疫不全ブタの作出を進めた。医療用研究分野で

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

若期精巣から異種間移植により発生させた精子を用いて個体生産を行 のモデルブタを利用した研究開発については、大学と共同して免疫不全ブタを用いた肝癌モ 出勤等の制約、実験材料の不足や遺伝子組換え作物等の隔
うとともに、マニュアルを整備して沖縄県への技術移転を行う。さら デルを構築した。成果の外部移転については、高脂血症モデルブタについて、交配により安定 離栽培の一部先送りなど、当初計画の変更を余儀なくされ
に、免疫系遺伝子等の遺伝子多型と疾病の関連性について明らかにし、 生産が可能なミニブタ系統を特許出願するとともに、民間企業への実施許諾を進めた。また、 た。しかしながら制約のある中で、機動的に研究実施計画
実用可能な DNA マーカーを開発する（2 個以上）。

モデルブタを民間企業等へ紹介するためにアグリビジネス創出フェアに参加した。

を調整して当初計画通りの成果を達成するとともに、研究

精巣移植を利用した新しい増殖技術については、沖縄在来アグー豚の超低温保存した幼若 成果の取りまとめや資金獲得に精力的に取り組み、多額の
期精巣を免疫不全マウスへ移植し、回収した精子を用いた顕微授精により、胚盤胞への発生を 外部資金を獲得するなど新たな実績を上げた。
確認し、沖縄県にて 3 回の胚移植の現地試験を実施し、個体を生産した。アグー豚の幼若期精

以上のように、ゲノム情報基盤構築への貢献、農業生物

巣の超低温保存、異種移植による精子の作出、顕微授精と胚移植による個体作出をプロトコー の有用遺伝子の同定と機能解明、ゲノム編集技術の高度化
ルにまとめて、沖縄県へ技術移転を行った。

と国民理解の促進、新機能生物素材の開発と実用化、及び

免疫系遺伝子等の遺伝子多型と疾病の関連性については、抗病性マーカー候補である TLR5 遺伝子組換えカイコによる有用物質生産性の向上と社会実

（下痢に対する抵抗性）、NLRP3（ワクチン接種後の抗体応答）、NOD1/NOD2（死産率） 装等において、年度計画を大きく上回る成果が得られたと
について効果を実証した。また、豚サーコウイルス 2 型（PCV2）関連疾病（PCVAD）に対 判断し、自己評定を「A」とした。
する感受性と強い相関を示す染色体領域上のゲノム構造から PCVAD 感受性の判定法を開発
した。これまでの結果等から、5 種類の豚育種集団に実用可能な抗病性 DNA マーカーを開発
した。
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このほか、豚熱ウイルス感染機構解明のため、ゲノム編集により豚熱ウイルス感染の細胞受
容体と予想される CD46 をノックアウトしたところ、ウイルス感染能が低下することを示し
た。幼若期卵巣の異種間移植及び極体移植による初期胚の作製では、第一極体を置換して作出
した再構築卵に体外受精を行うことで胚盤胞が得られることを明らかにし、希少なブタ品種
の保存・活用への貢献が期待される。不死化豚腎臓マクロファージ（IPKM）細胞はブタウイ
ルスの感染実験や免疫応答の解析に有用であることが示され、アフリカ豚熱ワクチン開発の
プロジェクト研究に供されることとなった。また、新たに不死化ブタ小腸マクロファージ
（IPIM）細胞を開発した。
企業によるノボキニン蓄積米の食品及び飼料安全性試験をサポート

スギ花粉米及びノボキニン蓄積米の遺伝子組換え生物等第一種使用による隔離ほ場栽培に

し、機能性食品としての社会実装を目指して規制当局をはじめとした より、厚生労働省食品安全委員会への申請データ取得（主に成分分析）のための材料を確保し
関係機関との調整を進める。スギ花粉米についても、企業や大学等と た。ノボキニン蓄積米については、令和元年度に取得したデータを元に、食品安全性評価書を
の連携を進め、社会実装への筋道をつける。遺伝子組換えカイコに関 作成し、農林水産省技術会議事務局及び機構本部の関係部署と情報交換しながら、民間企業主
しては、事業開発室と連携し、病態モデルカイコやバイオセンサーカ 導（農研機構は手続きを支援）で厚生労働省への申請交渉を始めた。スギ花粉米に関しては、
イコ等の新たなシーズを企業に紹介して技術移転を図る。また令和元 「スギ花粉米公募事業」の最終報告会を書面審査で開催するとともに、社会実装に関心を有す
年度に引き続き、民間企業や大学等との連携を進め、医薬品・検査薬 るステークホルダー（民間企業 2 社含む）に対するオンライン情報交換会を 2 回開催して現
等の原料の生産や群馬県以外の地域でのカイコ大量飼育を行うととも 状を共有し、食品安全性審査の申請書作成のための資金提供を呼び掛けた。この他、組換えタ
に、企業による有用タンパク質生産を実現する（3 か所）。

ンパク質の発現量向上を目指して内在性タンパク質グルテリンの発現量を抑えたグルテリン
超低減イネの社会実装に向け、カルタヘナ法における遺伝子組換え生物等に該当しないこと
を示すデータを収集し、実用化系統候補を得た。イネの胚乳品質管理技術開発のため、未授精
時の胚乳発生を制御している因子を明らかにした。
遺伝子組換えカイコについては、大学との連携を通じて、バイオセンサーカイコ等の開発及
び企業への技術紹介を進めた。また委託プロジェクト、資金提供型共同研究などにより、民間
企業や大学、県等との連携を強め、医薬品・検査薬・化粧品の原料生産に関しては、新たに 29
種以上の遺伝子組換えカイコを作出するとともに、計 60 種以上の医薬品・検査薬・化粧品の
原料の試験生産を進めた。群馬県以外でのカイコ飼育に関しては、鹿児島県奄美大島、新潟県
上越市及び熊本県山鹿市における産業二種使用大臣確認を取得し、鹿児島県と熊本県で遺伝
子組換えカイコの飼育を開始した。さらに沖縄県うるま市、茨城県かすみがうら市でも遺伝子
組換えカイコの飼育及び有用物質生産体制を整備し、5 か所では組換えカイコを用いたタンパ
ク質生産を開始した。
このほか、タンパク質の生産量・機能性向上技術の開発を行い、コラーゲンは 3.9 倍、抗イ
ヌ CD20 抗体は 4.5 倍の生産性向上を達成した。生産した抗体（リツキシマブ）に、CHO 培
養細胞では付加されないヒト型に近い α2,6 シアル酸が付加される糖鎖改変組換えカイコを
開発した。また、組換えカイコで生産した終末糖化産物 AGEs 受容タンパク質を用いた生活習
慣病検査キットの受注販売開始に目処をつけた。さらなる効率的なタンパク質生産系構築の
ため、絹糸昆虫の絹糸腺の遺伝子ネットワークモデルを構築するとともに、医薬品及び医薬部
外品の製造管理及び品質管理の基準（GMP）におけるバンク作製に必要な技術である、実用
的な遺伝子組換えカイコクローン作製方法を開発して特許を出願した。大量飼育装置を用い
た飼育を省力化するための底面給餌法や上蔟法を改善し、飼育マニュアルを策定した。
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遺伝子組換えカイコの実用化に関しては、現在申請中の第一種使用

遺伝子組換えカイコの実用化に関しては、超極細（高染色性）シルク及び青色蛍光シルクを

申請の審査対応を続けるとともに、遺伝子組換えカイコを養蚕農家で 生産する系統について、養蚕農家での飼育のための第一種使用規程について大臣承認を受け
適切に飼育できる飼育マニュアルを作成して公開する。また人工飼料 た。超極細（高染色性）シルクを生産する組換えカイコの飼育に関する注意点を記載した飼育
の低コスト化の検討を引き続き行う。ミノムシ等未知・未利用シルク マニュアルを作成し、農家での飼育の際に公開を予定していたが、農家での飼育が中止となっ
については、産業用ミノムシシルク素材の量産に係る基本技術を確立 たため、公開は延期することとなった。このほか、高強度系統 MC502 を実用系統（日 137 号、
するとともに、商品のターゲットを絞った開発も進める。コラーゲン 中 515 号）と交配し、収率及び繰糸成績の向上を確認するとともに、超極細（高染色性）シル
ビトリゲルに関しては肝臓や血管などの器官様チップの有用性検証に ク、青色蛍光シルクを用いてスカーフやポケットチーフ等を試作した。人工飼料の低コスト化
取り組むとともに、鼓膜等の組織再生に有用なデバイスを作製する。 については、令和元年度に開発した低コスト飼料の大規模飼育試験において良好な繭が得ら
開発した新機能性新素材等については、知財部と連携し、戦略的な知 れることを実証した。また、蒸煮の手間を省くことでコストを下げ、調製が容易な人工飼料を
財化を図るとともに、事業開発室と連携し、民間事業者等へ成果を移 作成した。
転するための取組を強化する。

ミノムシ等未知・未利用シルクについては、産業用ミノムシシルク素材の量産化を進めるた
め、省スペースで省力化した飼育技術、人工的に交配するための技術や器具を開発した。商品
化に向けて、農研機構で調製したミノムシシルク素材を定期的に連携企業に提供し、製品化に
向けた実証試験を進めた。このほか、シルクのナノ粒子については、セリシンを構成するタン
パク質のうち、Ser2 と 3 から成るナノ粒子が水に不溶性の物質を包含しながら高い水分散性
持つことを明らかにし、ドラッグデリバリー担体としての有用性を示した。また高タフネス、
高強度繊維の開発を目指し、小角 X 線回折測定を用いたシルク微細構造の解析手法を開発し
た。
コラーゲンビトリゲルに関しては、創薬支援の器官用チップ作成を容易にするネジ式細胞
封入デバイスを改良して優先権主張特許出願を行うとともに、月に 500 個製造できる半自動
生産装置を開発した。肝臓について、ヒト肝がん細胞株とヒト胆管がん細胞株の共培養でより
精緻なモデル構築が可能であることを示すとともに、新たに選抜したクローン細胞株を用い
た微小血管内皮モデルが高い内皮バリア機能を示すことを実証し、それぞれ特許出願した。組
織再生に有用なデバイスの作成については、ハンドリングに優れたビトリゲル膜を鼓膜及び
肝臓用に作成し、再生実験用として、それぞれ香川大学及び佐賀大学に提供した。また、糸状
ビトリゲルを佐賀大学に提供するとともに、京都大学や連携企業とも実用化に向けた共同研
究を進めた。
ビトリゲル関連の新機能性新素材については、知的財産部と連携し、戦略的な知的財産化を
図り、令和２年度は特許出願 6 件（PCT 出願含む）を行い、１件が登録された。また事業開
発室と連携し、民間企業 2 社との共同研究、その他の民間企業 4 社と秘密保持契約を締結し
て、今後の事業化や共同研究に関する協議を行い、民間企業との連携強化を図った。さらに、
令和元年度 OECD テストガイドラインに収載された眼刺激性試験法「Vitrigel- EIT 法」につ
いて、固体を適用範囲に含めるための改訂案を OECD に提出し、合意に達した。予定してい
た民間企業の実地講習会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施できなかったが、改
訂案を取り込んだ動画を制作して、積極的に技術移転を図った。
このほか、昆虫特異的な機能模倣技術を開発し、乾燥耐性について、メタボローム解析で、
ネムリユスリカの乾燥過程と再水和過程の特徴的なエネルギー代謝を明らかにした。また、乾
燥耐性に関与する LEA4 タンパク質の機能を検証し、細胞の保護効果があることを示した。こ
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れは PV11 細胞の常温乾燥保存プロトコールを改良するための重要な成果である。生物学的
封じ込め法を応用した高効率・高安全性細菌生ワクチンの開発では、動物衛生研究部門と共同
でサルモネラ症を対象とする実証研究で有望な結果を得るとともに、遺伝的に安定な生物学
的封じ込め技術として、大腸菌を対象に、不安定性の要因となる毒素遺伝子を用いず、必須遺
伝子のオペレーターの脱抑制によって生死を制御する仕組みを開発した。

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「強い農業の実現と新産業の創出」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、大課題、中課題ごとに達成目標や出口戦略を明確にしたロードマップを作成し、これに沿って進捗を管理している。農業情報研究センター（農情研）、事業開発室、知的財
産部、広報部等の機構内他部署との連携により、研究成果の着実な知的財産化と社会実装に取り組んでいる。重点普及成果と普及成果については事業開発室と連携して標準作業手順書（SOP）を作成し、普
及拡大を推進している。スマート育種研究、生物機能活用による新産業創出、ゲノム編集技術の開発・社会実装については、資金提供型共同研究や外部資金を獲得するとともに、理事長査定枠、理事長裁量
経費、及び理事裁量経費等を重点配分し、研究推進体制の強化を図っている。新型コロナウイルス感染拡大防止については、研究遂行への影響が最小限になるよう、機動的な対策を実施している。
具体的な研究開発成果については、新品種の育成では、①加熱調理後に変色しにくいモチ性オオムギ品種「きぬもち二条」や、②イネごま葉枯病抵抗性を持った「みえのゆめ BSL（三重 38 号）」を育成し
ている。また、③ダイズでは、難裂莢性及び病害虫複合抵抗性の品種「四国 30 号」を育成するとともに、全ての育種拠点にて目標収量 500kg/10a に達する極多収系統を作出している。④カンショやバレイ
ショでは実需者等のニーズに即した４品種を育成するとともに、⑤サツマイモ基腐病対策マニュアルを作成して防除対策に取り組んでいる。さらに、基盤研究では、⑥遺伝子配列情報等を収集した有用遺伝
子カタログを整備するとともに、⑦塩害に強いイネ品種が持つ土壌表面に根を伸長させる地表根遺伝子を特定している。また、⑧農情研との連携により品種の系譜情報を可視化するソフトウェアや水稲育種
データを利用した形質予測モデルを開発している。ジーンバンク事業では、⑨植物遺伝資源を 4,453 点収集するとともに、ネギ属栄養体のマイナス 80℃における保存技術等を開発している。⑩国際コンソー
シアムへの参画により日本の代表的めん用小麦である「農林 61 号」を含む 15 品種のゲノム解読に成功し、⑪農情研との連携による統合ゲノムブラウザの公開と、⑫AI によるカイコ遺伝子ネットワーク解析
を実施している。⑬トマトモザイクウイルス抵抗性遺伝子の同定と特許化を行うとともに、⑭ウイルスベクターによる外来遺伝子を組み込まないゲノム編集技術を開発している。⑮遺伝子組換えカイコで
は、カイコで生産する有用タンパク質を高機能化するためのヒト型糖鎖の付加技術や生産性向上に資する大規模飼育システム構築などの産業利用技術を開発する等、学術面・実用面で優れた研究成果を数多
く創出している。
研究成果の最大化に向けた社会実装の取組については、重点普及成果について事業開発室と連携して SOP を作成し（令和２年度８件）、⑯「もち性大麦品種」は目標の 1.67 倍の約 3,000ha に、⑰「ダイ
ズ難裂莢性品種」は目標の 1.5 倍の 9,000ha に、⑱「水稲多収・良食味品種」の３品種については目標とした 6,000ha に作付け面積を拡大している。⑲コムギではでんぷん老化が遅延する低硬化性小麦品種
の「やわら姫」等を使用した製品が令和２年度に商品化している。⑳超極細及び青色蛍光シルクについて遺伝子組換え生物等第一種使用の大臣承認を受け、社会実装を推進している。
＜今後の課題＞
「バイオ戦略」の方針に沿ってバイオテクノロジーと人工知能を融合した課題に重点化を図るとともに、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。
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