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農業・農村の潜在力農業・農村の潜在力

・仮に１０万haの耕作放棄地で営農を再開したと仮定すると

⇒ 新たに約１，０００億円の農業生産が見込まれる

○ エネルギー

・今後、開発可能な水力発電所・・・約２，７００地点

⇒ ４５８億ｋｗｈ／年の発電量 （約１，２５０万世帯分）

○ バイオマス資源

・我が国では年間３億２千万トンの未利用バイオマスが発生
（稲わら、家畜排せつ物、食品廃棄物、林地残材 等）

・ 農地利用が困難な耕作放棄地のうち、仮に４万ｈａ（全耕作

放棄地の１割に相当）に太陽光パネルを設置した場合
約２４０億ｋｗｈ／年の発電量 （約６５０万世帯分）

○ 情報通信インフラ

・ブロードバンドの普及状況

・携帯電話エリア内人口（全国）

○ 食品廃棄物

○ バイオテクノロジー

・我が国のスギ花粉症患者は約３，８００万人と推定

これらの人々が医療費や 医療関連費（マスク・目薬等）として

約２，３００億円を毎年支出

⇒ 発症を抑制する花粉症緩和米には、市場から大きな期待

・ 民間企業の推計では２００９年の世界の医薬品の市場規模

は８，２００億ドル（約８２兆円） （成長率：４．５～５．５％）

○ 耕作放棄地

・この他、農業用水路等に未利用の水力エネルギーが存在

・我が国の食品廃棄物約１，９００万トンのうち、約１，４００
万トンが未利用で焼却又は埋立により処理。これらを全
て焼却したと仮定すると、約３，５００億円の焼却費用

・我が国の耕作放棄地面積 ３９万ｈａ

・我が国農地１ｈａあたりの農業総生産額（Ｈ１８） 1０２万円

（町村） ２４．５％サービスエリアの
世帯カバー率（全国）

９９．８％

・これらを全て発電に利用した場合の電力量 約６００億kwh
⇒ 約１，６００万世帯の年間電力消費量に相当

・さらに、原油に換算すると １，６００万ｋｌ
⇒ 我が国の原油輸入量（２億４千万ｋｌ）の６．５％に相当

⇒ 肥料・飼料利用の拡大による焼却・埋立費用の大幅な
削減が可能

⇔
（都市部）４７．９％

利用率９８．３％

⇒ 農山漁村では条件不利地域の情報通信インフラの整
備と有効な活用の拡大への期待
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１ バイオマス新産業創造プロジェクト ～世界最先端の環境技術を活かした新産業の創造～

農林水産物から新素材等を製造する技術や、環境負荷抑制や生物多様性の確保を通じて、

次世代へ豊かな環境を継承するための技術などの開発・実用化を加速し、

・農林水産物や未利用バイオマスを活用する新産業の育成と新たな雇用の確保

・農林漁業の地球環境保全への貢献と排出権取引等の新たなビジネスチャンスの創生 等を目指す。

３ 未利用エネルギー活用プロジェクト ～ 農山漁村を起点としたエネルギー革命の推進 ～

農山漁村に豊富に存在し、現在、利用されていないバイオマス、太陽光、水力、風力などの
自然エネルギーを効果的に活用する社会システムの構築を推進するため、社会資本整備やイ
ンセンティブの拡大が必要。

小水力発電施設

【具体的な対応例】
・バイオ燃料の地産地消に
向けた社会システムの構築
・自然エネルギー由来電力
の導入量拡大、導入支援制
度

このような取組により、農山漁村が新たなエネルギー供給基地になることによる農山漁村
の活性化、低炭素社会の実現や地球環境保全への積極的な貢献を目指す。

農業・農村の潜在力を農業・農村の潜在力を活かした活かした新たな新たな挑戦挑戦

○○ 緑と水の環境技術革命緑と水の環境技術革命

２ アグリ・ヘルス産業開拓プロジェクト ～バイオテクノロジーと植物工場等の組合せによる新産業の創造～

近年実用化されつつある遺伝子組換え技術等を活用した農作物・カイコ等の生産技術や、ＬＥＤ等の

人工光を用いた植物工場における高度な生産管理技術を用いながら医薬品、医療用新素材等を生産。

新産業による製品例：スギ花粉症緩和米、機能性米（血圧調整効果）、人工血管、蛍光絹糸
高度な生産管理が可能な植物工場

以下のプログラムについて、経済界とも協力し、国家をあげて実施以下のプログラムについて、経済界とも協力し、国家をあげて実施

【具体的な技術例】
亜臨界水処理技術を応用
した木質バイオマス連続分
解システムによる木材の新
用途の創出
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４ 耕作放棄地解消プロジェクト ～平成の農地改革の実践を通じた地域の活力の回復～

５ 農山漁村ＩＴ活用総合化プロジェクト ～世界最高の情報通信基盤・技術を活かした農山漁村の活性化～

ほ場で直売所の
売れ行きを確認

世界最高の情報通信基盤・技術を活かして農山漁村の活性化を図る。

・「省力」・・・携帯電話を活用した農作業記録の自動化、センサー・ロボットを活用したほ場・ハウス・ 畜舎

の監視・管理作業の省力化

・「売上」・・・電子地図、衛星を活用した産地ぐるみの栽培管理により作物の収量・品質向上で売上を増加

・「便利」・・・ブロードバンドを活用したネット販売、農作物市況・営農情報提供、電子商取引、行政サービ
スの提供で情報を簡単入手、便利な暮らし

・「元気」・・・携帯電話を活用した観光情報、地域情報、直売所情報の提供で人が集まり地域が元気

・「安心」・・・携帯電話を活用した子どもの見守り、遠隔健康相談、交通情報の提供で安心した暮らし

耕作放棄地の再生・利用を図るためには、「引き受け手をどうするか」「土地条件はどうか」
「作物をどうするか」といったことが課題。
このため、農地制度の基本を「所有」から「利用」に再構築する平成の農地改革を行った上で、

耕作放棄地の再生・利用の取組に対する支援を水田フル活用に向けた施策等と組合せて講じ、
その農業上の利用を推進。
なお、農業上の利用が不可能なものは、立地条件に応じて活用。 荒廃した耕作放棄地 再生・利用

６ 食品産業グリーンプロジェクト ～食の工場で環境と成長を同時に追及～

資源・エネルギーの投入・利用の最適化とエミッションの最小化を可能とする食品産業の
グリーン化と企業体質の強化を実現するため、

・メーカーと小売業者が連携し、製造数量・在庫数量の最適化を行う協働事業の
導入等による食品ロスの削減

・関連事業者による静脈物流（食品廃棄物や不用品の収集運搬）の共有化
や適切な食品リサイクル技術の導入等による効率的なリサイクル 等を目指す。

食品リサイクル・ループのイメージ

食品関連事業者
食品関連事業者

再生利用事業者
再生利用事業者

農林漁業者等
農林漁業者等
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・ ＣＯ２排出権取引の対象範
囲の拡大

・ 環境保全活動の経済性の
評価と国民理解の増進

・ 循環型社会モデルの検証・
展示を行う社会実験の展開

・ バイオマスタウンや環境モ
デル都市といった先進地域
のプレイアップ

・ 技術シーズの発掘から現場・
企業とのマッチングまでを一体
的に実施する実施体制整備

・ 事業性の評価や知的財産確
保支援といったサポート体制の
充実

農林水産物から新素材等を製造する産業
を創出し、農林漁業に新たな価値を付与

緑と水を創る

環境負荷を抑制や生物多様性の確保を通じ
て、次世代へ豊かな環境を継承

緑と水を守る

地域の豊富な資源を余すところ無く有効活
用し農山漁村を低炭素社会のモデルに

緑と水を活かす

小水力発電

風力発電

多様な化学製品
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木質
バイオマス

リグニン

木質原料を活用した新素材の開発 生態系に配慮した基盤整備技術

トキ野生復帰に向けた
基盤整備

ため池利用型ビオトープ

水田利用型ビオトープ

水田魚道

バイオガス

○ 技術開発から実用化まで
を効率的に実施するため
の体制整備

○ 技術開発から実用化まで
を効率的に実施するため
の体制整備

○ 環境技術を地域で実証す
る社会モデルの提示

○ 環境技術を地域で実証す
る社会モデルの提示

○ 環境保全に対する理解の
増進等、国民運動の展開

○ 環境保全に対する理解の
増進等、国民運動の展開

緑と水の環境技術革命の基本理念

実現のためのアクションプラン

・ 予算の整理・統合・重点化に
よる効率的な運用の実現

・ 新たな素材の創出・エネル
ギー供給源の多様化といった
従来とは異なる観点から多様

な資金を確保

○ 環境技術の開発・実用化
に対する資源の重点投資

○ 環境技術の開発・実用化
に対する資源の重点投資

太陽光発電

農山漁村の豊富なエネルギー資源の活用技術
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緑と水の環境技術革命に用いる技術例

燃料・プラスチック部門燃料・プラスチック部門

バイオマスの高効率
発電・変換技術

バイオエタノール
製造プラント

バイオガスプラント

小水力発電施設

太陽光発電施設

発光ダイオード集魚灯

施設園芸用ヒートポンプ

燃料・マテリアル原料用
品種の育成

標準的な品種（日本晴）標準的な品種（日本晴）

多収量米（北陸193号）多収量米（北陸193号）

木質ペレットボイラー

バイオプラスチック製品

新エネ新エネ

省エネ省エネ

電力・ガス部門電力・ガス部門素材部門・医薬品部門素材部門・医薬品部門

木質

バイオ燃料利用ジェット機
（写真はエンジン部分）

稲わら

家畜排せつ物

藻類

農林バイオマス３号機

農山漁村に存在するバイオマス

農産物

機能性成分

サプリメント

農産物

機能性成分

サプリメント

亜臨界水処理技術を応用した木質バイオマス
連続分解システムによる木材の新用途の創出
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ナノカーボン
（写真（株）東芝）

木質バイオマス

製品利用


