「新品種・新技術の開発・保護・普及」
及び
「スマート農業の推進」
の取組状況

平成27年４月13日

新たな品種・生産技術を活用した「強み」のある農畜産物の創出の加速化
○ 我が国の「強み」である「優れた品種」、「高度な生産技術」を用いて、消費者や実需者のニーズに的確に対応するとともに、戦
略的に「知的財産権」も活用し、品質やブランド力など「強み」のある農畜産物を日本各地に続々と生み出す。
○ 品目別に推進の基本方向等を方針として定め、各産地の取組を加速化。
品目別の新品種・新技術の開発・保護・普及の方針
1 「強み」を生み出す〈Breed〉
〈品種開発の加速化〉
実需者・産地と連携したマーケットイン型育種
への転換、DNAマーカーによる育種のスピード
アップにより、地球温暖化等の生産環境の変
化に対応しつつニーズに応えた優れた品種等
を次々と生み出す

2

「強み」を活かす〈Utilize〉

「強み」を守る〈Protect〉
〈知的財産の保護・活用〉

〈産地化支援〉
埋もれた品種の発掘や新品種の導入、ＩCＴ
等の新技術の活用による栽培・品質管理の
高度化、生産現場における新たな技術体系
の導入実証などにより、「強み」を活かした産
地を全国に形成

暖地向けパン用小麦
等の実需の求める品種
を次々と開発

3

製粉・パン業者等の
実需と連携して安定
供給する産地を形成

育成者権、商標権等の知財を組み
合わせるなど知財の戦略的な保護
により産地の「強み」を保護

知財を活用して
ブランドを戦略的
に保護

品種開発から産地化まで一連の取組を戦略的に推進するためのコンソーシアムを各地に形成
生産者・産地

研究機関

（平成28年度
までの３年間で
100以上創出）

実需者

種苗・ICT等の民間企業

4

「強み」のある
農畜産物
を日本各地
に次々と
生み出す

行政・普及

「強み」を支える〈Support〉
〈強みが発揮できるようにするための環境作り〉



海外遺伝資源の戦略的収集による育種素材の確保



埋もれている品種や技術の発掘



オランダの取組をモデルとした種苗会社を支援する体制
の整備
 品種供給の鍵となる種苗の機動的な供給体制の整備

1

「強み」のある農畜産物づくりの取組状況
○ 国の支援策を活用し、実需者・生産者・研究機関・行政等が連携して行う品種開発及び産地
化の取組が進められている。
産地化

産地化に向けた取組

新たな品種の導入など、実需者と連携した
「強み」のある農畜産物の産地形成
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48

コンソーシアムの形成に向けた
マッチング等の取組が進行中
（H26産地ブランド発掘事業採択数）

（H26地域コンソーシアム
支援事業採択数）

北海道
大豆

中国・四国

北陸

メロン、かんきつ、
かき、あじさい、
デルフィニウム、牛、
鶏、豚

大豆、小豆、
フリージア

品種開発
実需者、産地、研究機関が連携
したマーケットイン型育種の取組
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(平成26年度)

事例
東北
業務用米、
主食用米、牛乳

○臭いや黄変が生じない業務用おろし・サラダ・惣菜向
けダイコン品種の開発

関東

九州・沖縄

業務用米、
いちご、なし、茶

酒米、小麦、大豆、
なす、ミニトマト、
かき、ぶどう、牛、鶏

冷凍大根おろしの変色

水に戻した切干大根の臭気

○アミロペクチン短鎖型で柔らかさと美味しさが持続する
業務・加工向け水稲品種の開発
東海
業務用米
近畿
酒米、業務用レタス、
いちじく、牛

（例）
・冷蔵しても柔らかさが持続する
おにぎり
・硬くなりにくい米粉パン

2

産地化の取組の事例
京の輝き（酒米）
（京都府）

タロッコ、モロ（ブラッドオレンジ）
（愛媛県）

エアリーフローラ（フリージア）
（石川県）

・ 「京都の米で京都の酒を！」をスローガ
ンに、低タンパクで多収の掛米品種「京
の輝き」を選抜。

・ 機能性成分であるアントシアニンを多く
含み、赤色の果肉で、他のかんきつと差
別化。

・ 冬季でも加温が不要で栽培が容易であ
ることから、水田作経営の新たな導入
作物として大きな伸展が期待。

・ 「祝」（酒造好適米）と併せて、地元産に
こだわった京都ブランドの日本酒づくり
を実現。

・ うんしゅうみかんと作期が異なることから、
労働時間の平準化、経営規模の拡大に
も貢献

・ 日本人好みの中間色を中心とした多様
な花の色をラインアップ。
既存品種は
黄色主体

精玄米重 比率

品種

稈長

穂長

穂数

(cm)

(cm)

(本/㎡)

(kg/10a)

(%)

京の輝き
日本晴

79.8
82.8

18.6
20.2

380
343

636
569

112

石川県産
●日本人好みの中間色を
中心とした豊富な
カラーバリエーション
●甘く爽やかな香り
●つぼみが咲き、花持ち
がよい

(100)

既存産地の代表品種
（「アラジン」オランダ産の品種）
◎「エアリーフローラ」シリーズのラインナップ

京の輝き

日本晴

京の輝き 日本晴

取組のポイント

・ 麹米、水と併せて、地元産の原料を用いること
により、「京都の酒」としてのブランド化を推進

酒米振興プロジェクト地域部会
（関係機関との連絡調整）

ＪＡ京都中央会・ＪＡ全農京都
（出荷・販売・種子）
京のふるさと産品協会
（ブランド化等）

実需者
（京都酒造組合連合会）
（酒造適性評価）

・ 特色である赤色の発現が不安定なため、
果肉の赤色発現安定化に向けた栽培等
技術を実証

愛媛県・宇和島市
（事業指導、活動支援）

愛媛県みかん研究所等
（栽培・加工技術の開発・普及）

エアリー
パープル

エアリー エアリー エアリー エアリー エアリー
イエロー ローズ
ピンク オレンジ ピーチ

エアリー
レッド

取組のポイント

取組のポイント

・ 酒造好適性を維持しつつ、収量確保、省力化
を実現する栽培方法を確立

京都府
（中核機関、栽培技術の
確立・普及）

左：タロッコ 右：モロ

祭り晴

石川県オリジナル品種
「エアリーフローラ」

JAえひめ南等
（中核機関、産地化推進）
実需者（湘南香料等）
（貯蔵・加工技術の開発、
需要拡大）

・ 水稲生産者向けに、水稲育苗箱を用いた
ボックス栽培の実証
・ 複数色を少量ずつ詰める「アソート箱」等、
生花店のニーズにあった流通形態の検討

石川県
（中核機関、栽培技術の
確立・指導）
実需者（小売商組合等）
（ニーズ調査）

JA金沢市等
（出荷、販売）
生産者組織
（生産拡大）
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農林水産業・食品産業分野におけるロボット技術の導入に向けた取組
スマート農業の実現に向けた研究会
ロボット先行業界
（自動車、産業ロボット）

学識経験者
（大学、研究独法）

動き始めた取組（平成26年度補正予算（３１億円）等）
生産性の飛躍的な向上を実現するため、ロボット産業等と連携した研究
開発、導入実証等を実施中。

スマート農業研究会
（平成25年11月設置）

IT企業

農機メーカー

関係府省
（経産省、総務省等）

先進農業者

研究開発の例
○ 自動収穫ロボット

中間取りまとめ（平成26年３月）
・ スマート農業の将来像
・ スマート農業の実現に向けたロードマップ
・ スマート農業推進に当たっての留意点(課題等)

○ 畦畔除草ロボット

ロボット革命実現会議において、今後5カ年のアクション
プラン等を盛り込んだ「ロボット新戦略」を策定。

重点分野
・GPS自動走行システム等を活用した作業の自動化
・人手に頼っている重労働の機械化・自動化
・ロボットと高度なセンシング技術の連動による省力・
高品質生産

2020年に目指すべき姿（KPI）
・2020年までに自動走行トラクターの現場実装を実現
・農林水産業・食品産業分野において省力化などに
貢献する新たなロボットを20機種以上導入

搾乳ロボットを導入し、自
動給餌等精密栄養管理
技術により病気の早期発
見等ができるシステム

○ 弁当盛付ロボット
４０度を超える急傾斜地でも
安定して走破できる走行部及
び刈残しが生じない高精度な
草刈部からなる小型除草ロ
ボット

ロボット新戦略（平成27年2月 日本経済再生本部決定）

農林水産業・食品産業関係

○ 自動搾乳・給餌システム
果実の色づきや障害物を判
別する３Ｄ画像認識及び収穫
物を傷めないハンドリング技術
による野菜等の自動収穫ロ
ボット

弁当具材の種類を画像
で判別し、柔軟物も盛り
つけられるアーム、ハンドリ
ング装置からなる盛りつけ
ロボット

導入実証の例
○ 農機の走行・作業アシスト
全国17地区で、水田、畑作の
様々な作業におけるGPSによる走
行・作業アシストシステムの導入
実証を開始。作業の効率化と「誰
でも作業ができるシステム」を実証。

○ アシストスーツ
全国15の果樹、野菜等産地
に導入し、収穫物の積み下ろし
等様々な作業での軽労化効果
を実証。

○ 育林作業用自動植付機、自動下刈機
北海道や九州の国有林野等
において、植付、下刈作業の
効率化を実証。作動速度の向
上や操作性の向上に向けた改
良を実施。

○ マグロ養殖網水中清掃ロボット
九州の養殖漁場において、
洗浄能力、省力化を実証。ロ
ボットの位置誤差に対する精
度向上等の改良を実施。
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