
第9章 農林水産技術会議

第1節 農林水産研究開発の推進
状況

1 農林水産技術会議の運営

⑴ 農林水産技術会議の審議状況
農林水産技術会議は、国家行政組織法の特別の機関

として農林水産省に設置されており、試験研究の基本
的計画の企画・立案、農林水産省の試験研究機関及び
農林水産省所管の独立行政法人の行う試験研究の調
整、状況及び成果の調査、都道府県その他の者の行う
試験研究に対する助成、試験研究と行政部局の掌握す
る事務との連絡調整等を行っている。
平成23年度においては、農林水産技術会議は計10回

開催され、農林水産試験研究に係る課題の検討・報告
が行われた（表1参照）。

⑵ 農林水産技術会議事務局主要施策の概況
平成23年度の主要施策は以下のとおりである。

ア 地球温暖化に対応できる農業生産体制
農林水産分野における温室効果ガスの排出削減技

術及び吸収源機能向上技術の開発、地球温暖化の進
展に適応した生産安定技術の開発を実施した。

イ 食料供給と両立する低コスト・高効率なバイオマ
スの利用
食料供給と両立し、地域活性化にも資するバイオ

マスの低コスト・高効率な利用を可能にするため、
CO2の吸収効果が期待できる藻類等バイオマスの利
用技術の開発を実施した。

ウ 飼料用米等の生産・利用の拡大
ア 飼料用米の利用促進を図る技術開発

食用米と識別性のある超多収飼料用品種の育
成、輸入トウモロコシに代替する飼料用米の調
整・給与技術等の開発を実施した。

イ ゲノム情報を活用した育種技術の開発
安定多収な飼料稲などの品種開発につながる

DNAマーカーや育種素材の開発、小麦6 B染色
体の全ゲノム塩基配列の解読等を実施した。

エ 科学的なエビデンスによる医食同源・健康長寿の

実現
農産物成分の疾病予防機能の科学的エビデンスの
獲得手法の開発と当該成分を多く含む品種の開発や
成分を安定化させる栽培方法等の開発を実施した。
オ 農畜産物の医療分野への活用
ア 農畜産物を活用した医療用新素材等の開発

コメの形のスギ花粉症治療薬や牛のコラーゲン
を用いた医療用新素材等の実用化に向けた安全
性・有効性の評価試験を実施した。
イ 動物ゲノムを活用した新市場創出のための技術
開発
カイコを用いた有用物質の大量生産技術の開発
や免疫不全モデルブタの開発を実施した。

カ 口蹄疫・防疫対策の強化
抗口蹄疫ウィルス薬の実用化に向けた評価、鳥イ
ンフルエンザウィルスの迅速な診断技術の開発、
BSEプリオンタンパク質の性状解明、効率的な検出
技術の開発を実施した。
キ 赤潮被害等の防止

赤潮の発生あるいは終息に関与する海洋微生物群
の解明及びこれら微生物群のモニタリングによる漁
業被害の早期発生予測技術、発生抑制技術の開発を
実施した。
ク 研究成果の実用化や現場ニーズに応じた技術開発
への支援
大学、民間企業等の地域の関係者による実用化に
向けた技術開発を実施した。

表1 農林水産技術会議の審議状況

回数 開催年月日 議 題 等
1 23. 4.19 ・人材育成プログラムの改正につ

いて
・東日本大震災に対応した農林水
産研究について

2 23. 5.30 ・東日本大震災に対応した農林水
産研究について

3 23. 6.23 ・平成24年度の予算要求の方針
4 23. 7.21 ・作物育種の研究戦略の策定につ

いて
・東日本大震災からの復興に向け
た実証研究について

5 23. 9.20 ・今後の育種研究の進め方につい
て
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6 23.10.20 ・今後の育種研究の進め方につい
て

7 23.11.29 ・今後の育種研究の進め方につい
て

8 24. 1.29 ・今後の育種研究の進め方につい
て

・外部有識者との意見交換「米粉
の可能性と展望について」

9 24. 2.17 ・今後の育種研究の進め方につい
て

・農林水産研究における原発事故
への対応方針の策定について

10 24. 3.22 ・今後の育種研究の進め方につい
て

・国際的に通用する農林水産研究
者の育成について

2 農林水産研究開発の戦略的推進

⑴ 農林水産研究基本計画に基づく施策の推進
農林水産研究基本計画は、新たな「食料・農業・農

村基本計画」（平成22年3月30日閣議決定）及び旧研究
基本計画の達成度の検証などを踏まえて、農林水産技
術会議で決定された。
本研究基本計画では、①食料安定供給研究、②地球

規模課題対策研究、③新需要創出研究、④地域資源活
用研究、⑤シーズ創出研究の5つの研究領域毎に今後
10年程度を見通した研究開発の重点目標、平成27年ま
での主要な達成目標を定めている。
農林水産技術会議事務局では、本研究基本計画に基

づき、重点目標を達成し、農林水産研究が国民生活の
向上に積極的に貢献できるよう、①研究開発マネジメ
ントの強化、②技術革新を下支えする研究開発ツール
の充実・強化、③研究開発から普及・産業化までの一
貫した支援の実施、④国際研究の強化、⑤レギュラト
リーサイエンスへの対応強化、⑥国民理解の促進、⑦
評価システムの改善などの研究施策を推進している。
なお、平成24年3月、東京電力福島第一原子力発電

所の事故に対応した研究を実施するに当たっての基本
方針である｢農林水産研究における原発事故への対応
方針｣を農林水産技術会議で決定し、同方針に掲げた
原発事故対応研究を、本研究基本計画における6番目
の研究領域として位置づけている。

⑵ 総合科学技術会議との連携
総合科学技術会議は、我が国全体の総合的な科学技

術推進の司令塔として、科学技術政策の企画、立案及
び総合調整機能を充実する観点から、平成13年1月、
内閣府に設置された。
総合科学技術会議は、科学技術の戦略的推進やシス

テム改革を具体的に進める観点に立って、平成23年度

から5か年を対象とする科学技術基本計画に関わる意
見具申を行い、平成23年8月19日に政府として「科学
技術基本計画」が策定された。さらに、総合科学技術
会議は、「科学技術に関する予算等の資源配分の方針」
において、「科学技術重要施策アクションプラン」によ
って政府全体の科学技術予算の重点化を誘導すること
を決定した。農林水産省においては、「科学技術基本
計画」及び「科学技術に関する予算等の資源配分の方
針」に沿って、平成23年度農林水産研究開発予算を重
点化する等的確に対応した。

3 研究開発体制の整備

⑴ 農業関係試験研究独立行政法人
農林水産技術会議事務局は、農業関係の4つの試験
研究独立行政法人を所管している。平成23年度の取組
は以下の通りである。
ア （独）農業・食品産業技術総合研究機構
（独）農業・食品産業技術総合研究機構では、次の
4つの業務を実施した。
ア 農業・食品産業技術研究等業務

〔運営費交付金 371億3,169万円〕
農業・食品産業技術研究等業務については、①
食料安定供給のための研究開発、②地球規模の課
題に対応した研究開発、③新需要創出のための研
究開発、④地域資源活用のための研究開発を重点
的に実施した。さらに、平成24年3月に発生した
東日本大震災の対応のため、津波被害農地の除塩、
放射性物質に汚染された農地の除染のための現地
試験等を行った。
イ 基礎的研究業務

〔運営費交付金 59億0,584万円〕
基礎的研究業務については、生物系特定産業技
術に関する基礎的な試験及び研究を他に委託して
行い、その成果の普及を図ることとしており、イ
ノベーション創出基礎的研究推進事業を実施し
た。
ウ 民間研究促進業務
〔財政投融資特別会計出資金（当初計画額）3億円〕

民間研究促進業務については、民間の活力を活
かした生物系特定産業技術に係る実用化段階の技
術開発を促進するため、委託方式による民間実用
化研究促進事業を実施した。
エ 農業機械化促進業務

〔運営費交付金 17億2,703万円〕
農業機械化促進業務については、①農林水産大
臣の定めた「高性能農業機械等の試験研究、実用
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化の促進及び導入に関する基本方針」に基づき、
政策上不可欠な農業機械を、民間企業との共同研
究により緊急開発、その実用化の促進、②将来必
要とされる農業機械の開発に不可欠な高度なシー
ズ技術の開発等に関する基礎・基盤研究、③農業
機械の性能及び安全性の向上に資する型式検査及
び安全鑑定等を実施した。さらに、東京電力福島
第一原子力発電所の事故により、放射性物質に汚
染された農地の除染を目的とした農業機械の開発
を行った。

イ （独）農業生物資源研究所
〔運営費交付金 68億8,230万円〕

①画期的な農産物や家畜等の開発を支える研究基
盤の整備、②農業生物に飛躍的な機能向上をもたら
すための生命現象の解明と利用技術の開発、③新た
な生物産業の創出に向けた生物機能の利用技術の開
発を重点的に実施した。

ウ （独）農業環境技術研究所
〔運営費交付金 30億9,728万円〕

①地球規模環境変動と農業活動の相互作用に関す
る研究、②農業生態系における生物多様性の変動機
構及び生体機能の解明に関する研究、③農業生態系
における化学物質の動態とリスク低減に関する研
究、④農業環境インベントリーの高度化を重点的に
実施した。さらに、平成23年3月に発生した東京電
力福島第一原子力発電所の事故の対応のため、農地
土壌の放射性物質のモニタリング及び濃度分布図の
作成、農作物等の放射性物質の調査・分析を行った。

エ （独）国際農林水産業研究センター
〔運営費交付金 35億3,247万円〕

①開発途上地域の土壌、水、生物資源等の持続的
な管理技術の開発、②熱帯等の不安定環境下におけ
る農作物等の生産性向上・安定生産技術の開発、③
開発途上地域の農林漁業者の所得・生計向上と農山
漁村活性化のための技術の開発を重点的に実施し
た。

⑵ 施 設 整 備
ア 筑波事務所

農業関係試験研究独立行政法人が研究等を遂行す
るうえで必要な共同利用施設（予算額1億1,520万
円、追加補正(1次)予算額(東日本大震災復興対策)
5,432万円）の整備を行った。

イ 省庁別宿舎
独立行政法人の役職員に貸与している省庁別宿舎

（予算額4,798万円）の整備を行った。
ウ 独立行政法人

農業関係試験研究独立行政法人が行う試験研究の
飛躍的な推進のための基盤となる施設（予算額15億
6,324万円、追加補正(1次)予算額(東日本大震災復
興対策)1億7,335万円、追加補正(3次)予算額(東
日本大震災復興対策)12億7,040万円）の整備を行っ
た。

⑶ 研究者の資質向上施策
ア 研修

農林水産試験研究独立行政法人及び都道府県農林
水産試験研究機関等の研究者を対象として、最新の
施策・研究動向の理解を深めるとともに、自己能力
の開発等を目的に実施している。
ア 農林水産関係研究リーダー研修

研究リーダーの任にある研究者（過去1年間に
研究部長等の管理職に就任した者）を対象に実施
しており、平成23年度は44名が受講した。
イ 農林水産関係中堅研究者研修

中堅研究者（原則35歳～45歳）を対象に実施し
ており、平成23年度は60名が受講した。
ウ 農林水産関係若手研究者研修

若手研究者（原則35歳未満）を対象に実施して
おり、平成23年度は61名が受講した。
エ 農林水産関係研究者地方研修

若手（又は中堅）研究者を対象に地方で実施し
ており、平成23年度は99名が受講した。

イ 表彰
農林水産業及び関連産業に係る研究開発におい
て、その一層の発展及びそれに従事する研究者の一
層の意欲向上等を目的に実施している。
ア 民間部門農林水産研究開発功績者表彰

民間が主体となって研究開発を行っている個人
又は団体を対象に、農林水産大臣等が表彰を行っ
ており、平成23年度は大臣賞3件等を表彰した。
イ 若手農林水産研究者表彰

若手研究者（40歳未満の個人）を対象に、農林
水産技術会議会長が表彰を行っており、平成23年
度は5件を表彰した。
ウ 産学官連携功労者表彰

産学官連携による成果事例を対象に、農林水産
大臣が表彰を行っており、平成23年度は2件を表
彰した。なお、本表彰は、内閣府等の各府省等に
おいても実施されている。

4 研究開発の評価

⑴ 評価制度の整備
研究開発については、「農林水産省における研究開
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発評価に関する指針」（平成18年3月農林水産技術会
議決定）等に基づき評価を実施している。
ア 農林水産研究基本計画の検証・評価

農林水産研究の進行管理に活用し、必要に応じて
研究施策の見直しや新たな取組に反映させるため、
農林水産研究基本計画の「Ⅰ農林水産研究の重点目
標」に位置付けられた研究開発及び「Ⅱ農林水産研
究の推進に関する施策」に位置付けられた研究施策
を対象に、毎年度の進捗状況を把握し、研究基本計
画策定後概ね5年目に総合的な評価を実施する。

イ 事業評価
ア 研究制度評価

産学官の連携、競争的環境の整備等を目的とし
た各種の研究制度について、事前（プレ評価を含
む）・中間・終了時の評価を実施する。

イ 研究課題評価
委託プロジェクト研究、競争的研究資金制度等

における個々の研究課題について、事前（プレ評
価を含む）・中間・終了時の評価を実施する。

ウ 追跡調査・検証
研究終了後、一定期間経過後の研究成果について

の普及・活用状況等の把握及び分析を実施する。
エ 独立行政法人評価

独立行政法人通則法に基づき、外部の学識経験者
で構成される独立行政法人評価委員会において、独
立行政法人の毎年度の業務実績の評価及び中期目標
期間の業務実績の評価を実施する。

⑵ 評価実績の概要
ア 総合評価

農林水産研究基本計画の進捗状況把握を実施し
た。

イ 事業評価
ア 研究制度評価

研究制度について、事前評価（1制度）を7月
に実施した。

イ 研究課題評価
①委託プロジェクト研究について、事前評価（7
月に7課題）、中間評価（5月に1課題、3月に5
課題）及び終了時評価（5月に9課題、3月に3
課題）を実施した。②競争的研究資金制度におけ
る個々の研究課題について、3月～4月に事前評
価（採択）77課題（応募課題624課題に対し、77課
題を採択）を、3月に中間評価99課題、事後評価
144課題を実施した。

ウ 追跡調査・検証
「農業新技術2007、2010」及び平成20年度に終了し

た委託プロジェクト研究（3課題）について、研究
成果の普及・活用状況の把握及び分析を実施した。
エ 独立行政法人評価

独立行政法人評価委員会において、農業技術分野
の4法人の平成22事業年度及び第2期中期目標期間
の業務実績の評価を8月に実施した。

5 先端技術の安全性確保のための取組

遺伝子組換え等農林水産分野における先端技術は、
食料問題、環境問題、医療問題などの解決に貢献する
技術として期待が寄せられている一方で、環境や健康
への影響に対し懸念を示す声もあることから、その成
果を実用化し、社会に還元していくためには、国民へ
の科学的、客観的な情報提供や安全性の確保に関する
研究を進めることが不可欠である。
遺伝子組換え生物の使用に関しては、平成16年2月
19日に施行された「遺伝子組換え生物等の使用等の規
制による生物の多様性の確保に関する法律」（平成15
年法律第97号）に基づき、平成23年度においては環境
省と共同で生物多様性影響評価検討会農作物分科会を
11回、同総合検討会を6回開催し、学識経験者から生
物多様性影響評価の意見を聴取した上で、24件の遺伝
子組換え農作物の使用等の承認を行った。
また、独立行政法人による遺伝子組換え作物の栽培
実験を対象に、交雑防止措置等を定めている「第1種
使用規程承認組換え作物栽培実験指針」（平成16年2
月局長通知）に基づいて、平成23年度に実施された2
件の栽培実験について、その栽培状況の報告を受ける
と共に、現地調査を行い指針の遵守状況を確認した。
さらに、遺伝子組換え技術に関する科学的、客観的
な情報の提供を目的としたコミュニケーション活動と
して、平成23年度においては、消費者団体、生協等数
十名の小規模コミュニケーション（全国10回）並びに、
大学等100名程度の中規模コミュニケーション（全国
10回）にて参加者とのフェイストゥフェイスによる意
見交換を行う「農林水産先端技術に関するコミュニケ
ーション」を開催するとともに、ホームページを通じ
た情報提供活動などを実施した。

6 研究開発基盤の整備・研究交流の推進

⑴ 農林水産研究情報総合センター
農林水産技術会議事務局筑波事務所に設置されてい
る「農林水産研究情報総合センター」は、研究の効率
的な推進を図るため、以下の業務を実施している。
ア 筑波事務所を拠点として全国約100カ所の研究実
施機関を接続する「農林水産省研究ネットワーク
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（MAFFIN）」の整備と運営及びアジア太平洋高度
研究情報ネットワーク（APAN）及びユーラシア横
断情報ネットワーク（TEIN3）等、国際情報通信回
線への参画と連携。

イ 高速・大容量計算が可能な計算機資源とアプリケ
ーションを提供する「科学技術計算システム」、研究
情報交流を円滑化するための「ネットワークサービ
スシステム」及び国内外の農林水産試験研究情報や
図書資料を収集するとともに各種データベースを整
備し、農林水産研究データベース総合提供サイト
「AGROPEDIA」の運営。
ウ 国立国会図書館支部農林水産省図書館農林水産技
術会議事務局筑波事務所分館の運営。
平成23年度末現在における農林水産研究情報総合

センターの利用登録者数は、約10,700名である。ま
た、農林水産省が推進する競争的資金、委託プロジ
ェクト研究等の研究開発を実施している機関等への
利用拡大を図るため、提供サービスの具体的な内容
やシステムの利用方法等について積極的に PRを行
っており、競争的資金等による利用者については、
約400名となっている。

⑵ 筑波農林研究交流センター
筑波農林研究交流センターは、平成元年8月に農林

水産研究に係る産学官の交流の推進や、国際的な研究
交流、人材育成等を行うために、農林水産技術会議事
務局筑波事務所に設置され、以下の業務を実施してい
る。
ア 研究者の人材育成

平成23年度は、①農林水産研究基盤を強化するた
め、独立行政法人の研究者をコーディネータにワー
クショップや国際シンポジウムを9回、②農林水産
研究者の資質向上のため、外部講師によるセミナー
を6回行った。③研究推進課及び農林研究団地の研
修担当者との情報交換を行った。

イ 産学官連携の推進
筑波の他機関のコーディネータとのネットワーク

を構築するとともに「農林水産・食品産業の産学官
連携」パンフレットを発行した。

ウ 研修生宿泊施設の管理運営
農林研究団地の各機関等の会議や研修参加者の共

同利用施設として、研修生宿泊施設の管理運営を行
っており、平成23年度は延べ人数で日本人43,079人、
外国人18,300人の宿泊があった。

7 研究活動の調査・研究成果の広報等

⑴ 研究成果の活用に向けた取組
ア 農業新技術200X

農業の競争力強化、農産物の安定供給・自給率向
上等の課題の解決に向けて、開発された技術を生産
現場に迅速に普及・定着させるため、近年の研究成
果のうち、早急に現場へ普及すべきものを毎年選定
し、公表しているところである。
平成23年度は、「農業新技術2012」として、「酪農

の経営改善に貢献する泌乳持続性の高い乳用牛への
改良」、「トルコギキョウの低コスト冬季計画生産技
術」、「トンネルと枝ダクトを組み合わせた促成なす
の低コスト株元加温栽培技術」、「操作しやすく、果
樹の管理作業の安全性を高めた高所作業台車」、「農
地の排水性を改良する低コストな補助暗きょ工法」
を選定し、関係機関相互の緊密な連携の下、現場へ
の迅速な普及に向けた取組を実施した。
イ アグリビジネス創出フェア

農林水産・食品産業分野の研究成果の実用化・産
業化を一層推進するために、農林水産・食品産業分
野の最新の技術を有する全国の研究機関等が一堂に
会し、情報交換や連携促進を行う機会として技術交
流展示会を開催している。
「アグリビジネス創出フェア2011」は、「日本の力、
創造」をテーマに、平成23年11月30日～12月2日に
千葉県の幕張メッセにて開催し、出展者による技術
の展示やプレゼンテーションのほか、各種のセミナ
ーや講演、シンポジウムなどを実施した。また、平
成22年度に引き続き、本フェアを農業等の技術を有
する企業主体の展示会「アグロ・イノベーション
2011」と隣接会場で同時開催し、研究開発から普及・
実用化に至るまでの様々なステージにおけるマッチ
ングを促進した。
なお、出展者数は179団体、参加者数は26,384人で
あった。
ウ 地域マッチングフォーラム

農業現場のニーズを踏まえた農業研究の推進と、
研究成果の農業現場等への迅速な還元・実用化を促
進するため、研究者、普及指導員、行政担当者及び
生産者等が意見・情報の交換を行うものである。
平成23年度は、北海道、秋田県、埼玉県、新潟県、
愛知県、奈良県、山口県及び沖縄県の8カ所で実施
した。

⑵ 農林認定制度
育種研究の成果である農作物品種の普及に資するた
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め「農林水産省の委託等により育成した農作物品種の
認定について（平成20年1月31日付け19農会第1003号
農林水産技術会議事務局長通知）」に基づき、平成23年
度は13作物15品種を認定した。これらの品種名、登録
番号は以下のとおりである。
【水稲】
ほっかりん（水稲農林440号）
モミロマン（水稲農林441号）
【小麦】
きたさちほ（小麦農林174号）
【だいず】
ゆめのつる（だいず農林142号）
【そば】
レラノカオリ（そば農林7号）
【さとうきび】
KN00-114（さとうきび農林30号）
【茶】
はるのなごり（茶農林56号）
なごみゆたか（茶農林57号）
【とうがらし】
みやざき台木3号（とうがらし農林台5号）
【みかん】
津之望（みかん農林18号）
【もも】
つきかがみ（もも農林26号）
【ぶどう】
サンヴェルデ（ぶどう農林25号）
【シロクローバ】
コロボックル（シロクローバ農林合6号）
【とうもろこし】
きよら（とうもろこし農林交69号）
【ソルガム】
涼風（ソルガム農林交17号）

⑶ 調 査 活 動
ア 研究活動調査

研究活動調査では、農林水産関係試験研究機関に
おける研究活動の実態を把握するため、国、独立行
政法人及び都道府県の農林水産試験研究機関の人
員、資金等及び試験研究課題、試験研究業績の概要
を調査した。

イ 海外調査
海外調査では、農林水産分野で緊急度が高く国内

で把握困難な事項について、海外の先進的な技術開
発及び研究動向を的確に把握し、我が国の農林水産
関係試験研究の効率的な推進に資するため、平成23
年度は、「急速に普及しつつある高速シーケンサー

によるゲノム解読技術の進展と、そこから得られる
ゲノム情報の農業分野への応用に関する海外調査」
を実施した。

⑷ 広 報 活 動
平成23年度の広報活動は、生産者、消費者、青少年、
マスコミ等の対象者をより明確にし、効果的、効率的
に実施した。
ア ホームページ

農林水産技術会議事務局のホームページを運営
し、農林水産業の技術開発に係わる行政施策、研究
成果等の情報発信を行った。
イ 2011年農林水産研究成果10大トピックス

民間、大学、公立試験研究機関、独立行政法人研
究機関の研究成果のうち、平成23年中に新聞に記事
掲載された研究成果の中から、内容が優れ、社会的
関心の高い成果10課題を選定・公表した。
ウ 食と農の研究メールマガジン

生産者、普及関係者、研究者、消費者等に向けて
食と農に関する研究成果や研究施策等の情報を迅速
に提供するため「食と農の研究メールマガジン」を
発行した。配信は月2回。配信数は9,393名（平成
24年3月15日時点）。
エ 農林水産省広報誌「aff」への記事掲載

農林水産省広報誌「aff（あふ）」に、暮らしに役立
つ農林水産分野の研究成果を紹介するコーナー「aff
ラボ」として毎月掲載を行った。
オ 農と食のサイエンス

食べ物や農林水産業の研究開発への青少年の理解
を促進するために、研究成果等を漫画と解説で紹介
する「農と食のサイエンス2011」を発行した。
カ 研究成果シリーズ

研究成果シリーズは、農林水産技術会議が推進し
たプロジェクト研究の最新の成果を取りまとめたも
のであり、平成23年度は、「沖縄北部地域における農
業・食品産業の振興に必要な果樹等の安定生産・高
付加価値利用技術の確立」他、No.482～483を刊行
した。

第2節 農林水産研究開発の実施

1 プロジェクト研究等

⑴ 農林水産物・食品の機能性等を解析・評価するた
めの基盤技術の開発
（平成23～25年度）（予算額 4億7,500万円）

我が国においては生活習慣病等の拡大により、医療
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費増加や国民生活の質の低下等が課題となっており、
農林水産物・食品が有する機能性成分についてのヒト
レベルでの有効性などを明らかにすることが重要であ
る。
このため、①農林水産物が有する機能性成分につい

て、作用メカニズムの解明やヒトレベルでの生体調節
機能の解析等による科学的エビデンスの獲得、②機能
性成分を多く含む品種・栽培方法の開発等を実施した。
⑵ 水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技

術の開発
（平成22～26年度）（予算額 4億4,823万円）

食料自給率向上を目的とし、水田の汎用化と周年に
わたる高度利用を図るため、麦等の冬作物の高品質化
と生産拡大、湿害等の水田特有の問題を克服し生産力
を最大限に高めるための技術開発が求められている。
このため、①パン・中華めん用の高品質な小麦品種、

暖地向けなたね等の冬作物品種の開発、②生産性を飛
躍的に向上させる水田高度化技術の開発及びそれを利
用した高度集約型水田輪作体系の構築、③土地利用型
作物の生産コストを半減する超低コスト生産技術体系
の確立についての研究を行った。
⑶ 自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化

技術の開発
（平成22～26年度）（予算額 5億524万円）

我が国は輸入飼料への依存度が高いため、輸入トウ
モロコシを飼料用米で代替すること等により、飼料自
給率を向上させ、国内における畜産物の安定供給を確
保する必要がある。
このため、①食用米と識別性がある超多収飼料用

米・飼料作物の品種育成、②持続的で低コストな飼料
生産技術の開発、③飼料用米多給を中心とした高付加
価値畜産物生産技術の開発、④自給飼料の広域流通技
術の開発を行った。
⑷ 農作業の軽労化に向けた農業自動化・アシストシ

ステムの開発
（平成22～26年度）（予算額 2億8,516万円）

農業就業人口の大幅な減少や高齢化の進行に対応し
て、きつい、危険な農業の労働環境を改善し新規参入
者の円滑な営農等に対処するためには、農作業の負担
を軽減する技術開発を行う必要がある。
このため、①土地利用型農業における各種農作業を

自動化する技術の開発、②施設園芸における各種作業
の軽労化や省エネ技術の開発、③篤農家等の持つ技術
を継承するシステムの開発、④条件不利地における農
作業をアシストするための技術の開発、⑤農業自動
化・農作業アシストシステムを支える基盤技術の開発

についての研究を行った。
⑸ 鳥インフルエンザ、BSE、口蹄疫等の効率的なリ

スク低減技術の開発
（平成20～24年度）（予算額 6億5,403万8千円）
鳥インフルエンザ、BSE、口蹄疫等の家畜伝染病は、
人獣共通感染症あるいは越境性疾病として、発生時に
社会基盤に与える影響が極めて大きいため、早期の疾
病制圧のための防疫施策が必要となる。
このため、①鳥インフルエンザ等人獣共通感染症の
効率的な防疫技術の開発、② BSE 対策のための基礎
的知見の収集、高精度検査法の開発及び肉骨粉等のリ
スク低減技術の開発、③口蹄疫の防疫に資する抗ウイ
ルス薬の評価、迅速高感度検査法の開発等の防疫技術
の高度化に資する研究を行った。
⑹ 環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御技術

の開発
（平成19～23年度）（予算額 1億2,022万円）

マイワシやサバ類の大規模個体数変動（魚種交替）
やミズクラゲ等有害生物の大発生の背景には、海洋生
態系における食物連鎖の変化を通じた物質循環の変化
があることが指摘されているが、現時点ではそれらの
機構は解明されておらず、大発生の予測や制御を通じ
た資源の安定的利用や漁業被害の発生を防ぐには至っ
ていない。
このため、①生態系遷移を引き起こす物理環境変動
とその要因解明、②環境変動に伴う低次生態系構造変
化機構の解明、③魚種交替機構に関与する生理生態要
因の解明、④魚種交替モデルの構築と資源管理への展
開、⑤ミズクラゲ発生機構の解明、⑥ミズクラゲ発生
予測・制御技術の開発、⑦大型クラゲの発生予測・制
御技術の開発について研究を行い、魚種交替を4年程
度前に予測する技術、クラゲ幼生の着底を促進あるい
は阻害する基礎技術等を開発した。

⑺ ウナギの種苗生産技術の開発
（平成17年～23年度）（予算額 1億1,299万円）
日本人に好まれるウナギを安定的に供給するととも
に、国内のウナギ養殖業の経営安定化に資するために
は、採捕量が激減している天然シラスウナギに頼らな
い種苗の安定供給システムを構築する必要がある。
このため、①良質卵の安定大量生産技術の開発、②
量産化のための飼育システムの開発について研究を行
った。本プロジェクト研究を通じて、ウナギでは世界
初となる、産卵回遊・繁殖生態の解明と完全養殖に成
功し、シラスウナギの量産化に向けた基盤技術を確立
した。
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⑻ 海洋微生物解析による沿岸漁業被害の予測・抑制
技術の開発
（平成23～27年度）（予算額 1億4,108万円）

我が国の沿岸漁場では、赤潮等の環境由来の漁業被
害の拡大が深刻な問題となっているが、現在行われて
いる海洋環境及び有毒プランクトン量の監視による発
生予測では、赤潮発生の直前にしか予報できず、早期
の予報を可能とする新たな技術の開発が必要である。
このため、①赤潮等の発生と海洋微生物群の関係を、

微生物のDNAの網羅的解析により指標化する技術の
開発、②赤潮等の発生の指標となる微生物相を DNA
情報を用いて簡易検出できるモニタリングシステムに
よる早期発生予測技術、発生抑制技術の開発について
研究を行った。
⑼ 生産・流通・加工工程における体系的な危害要因

の特性解明とリスク低減技術の開発
（平成20～24年度）（予算額 3億8,389万円）

農畜水産物の安全性を確保するためには、生産・流
通・加工の各工程におけるリスク低減技術を組み合わ
せることで、危害要因によるリスクを最小限に抑える
ことが不可欠である。
このため、ヒ素、カドミウム、残留性有機汚染物質

（POPs）、カビ毒（デオキシニバレノール、ニバレノー
ル）、病原微生物といった重要度の高い危害要因を対
象に、生産・流通・加工工程における動態の解明や簡
易で迅速な検出技術の開発、現場で実施可能なリスク
低減技術の開発に関する研究を行った。
⑽ 地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発

（平成19～23年度）（予算額 9億4,020万円）
平成18年3月に閣議決定された「バイオマス・ニッ

ポン総合戦略」等に基づき、輸送用バイオ燃料の利用
や林地残材等の未利用バイオマスの利用を促進するた
め、原料となるバイオマスの低コストで安定的な供給
や効率的で多様なエネルギーへの変換技術の開発が必
要である。また、近年、温室効果ガス排出量の低減が
求められる中で、CO2の吸収効果が期待できる藻類等
のバイオマスの利用技術の開発に取り組む必要があ
る。
このため、①国産バイオ燃料への利用に向けた資源

作物の育成と低コスト栽培技術等の開発、②低コス
ト・高効率なエタノール変換技術の開発、③バイオマ
スの燃料利用とマテリアル利用を総合的に行うバイオ
マス利用モデルの構築、④農作物非食用部等未利用の
バイオマスの特性を活かしたバイオマスマテリアル製
造技術の開発、⑤微細藻類の利用技術の開発、⑥バイ
オ炭化水素製造技術の開発、⑦バイオオイル製造技術

の開発について研究を行った。
⑾ 気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のた

めの技術開発
（平成22～26年度）（予算額 14億4,597万円）

農林水産分野における温室効果ガス（二酸化炭素、
メタン、一酸化二窒素）の排出量削減技術や吸収機能
向上技術により、我が国及び世界の農林水産業からの
温室効果ガスの削減に貢献することが喫緊の課題とな
っている。また、温暖化の進行に対応した持続的な循
環型食料生産体制を実現することが必要である。
このため、①温室効果ガスの排出削減技術・吸収機
能向上技術の開発、②総合的な土壌診断等を活用しつ
つ、国内資源を有効活用して環境負荷を低減させる抵
投入・循環型農業生産技術の開発、③アジア地域の熱
帯林の森林減少・劣化対策支援システムの開発、④温
暖化の進行に適応した品種の開発や生産安定技術の開
発について研究を行った。
⑿ 農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開

発
（平成20～23年度）（予算額5,500万円）

環境保全型農業等の生物多様性の保全に資する農法
を効果的に推進するためには、これらの農法により得
られる生物多様性保全効果を、定量的、科学的に評価
できる指標及び評価手法を開発する必要がある。
このため、全国各地域で①水田及び主要な果樹、野
菜を対象に生物多様性が異なる慣行農業と環境保全型
農業等において昆虫相を中心に調査し、②後者に特異
的に現れる生物を指標生物として選抜した、③これら
の指標生物を用い、環境保全型農業等の取り組み効果
を評価する手法を開発した。また、選抜した指標生物
及びそれらを用いた調査法、評価法を解説したマニュ
アルを作成した。

⒀ 新農業展開ゲノムプロジェクト
（平成20～24年度）（予算額 30億1,950万円）

食料自給率目標達成のためには、飼料用米、小麦、
大豆等の作付けを大幅に拡大する必要があり、我が国
の栽培環境や作付け体系に適した品種を開発すること
が喫緊の課題となっている。
このため、未だ全塩基配列が解読されていない小麦
について、国際コンソーシアムに参加して、日本の分
担染色体のゲノム塩基配列を解読するとともに、稲の
安定多収性や複数の病虫害抵抗性等の育種素材の開発
や小麦・大豆の病虫害等の有用遺伝子の単離や DNA
マーカーの開発を行った。
さらに、近年、海外で開発が進められており、近い
将来日本への輸入も想定される新しいタイプの遺伝子
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組換え生物について、生物多様性影響評価に必要な手
法の確立や管理技術の高度化に資する技術開発を行っ
た。
⒁ 画期的な農畜産物作出のためのゲノム情報データ

ベースの整備
（平成23～27年度）（予算額 3億4,300万円）

イネをはじめとするゲノム研究において、これまで
築き上げてきた世界トップクラスの水準を堅持し、農
業上重要な形質を担う新規遺伝子特許など知的財産を
創造していくため、次世代ゲノム解析機器から生み出
される大量かつ複雑な情報を効率的に処理し、体系的
に整理するとともに、蓄積したゲノム情報から未確認
の遺伝子を効率的に発見するシステム整備が必要であ
る。
このため、次世代ゲノム解析機器等の先端技術を効

果的に活用し、大量に生み出される一次情報を高速・
高精度で処理するための手法等の開発を行った。
⒂ 動物ゲノムを活用した新市場創出のための技術開

発
（平成17～23年度）（予算額 3億4,112万4千円）
動物・昆虫ゲノム研究については、これまでに培わ

れた成果を活かし、研究に取り組んできたところであ
るが、今後、国民への成果還元の視点を重視した研究
の推進が求められている。
このため、遺伝子組換えカイコを利用した有用物質

生産技術の確立や、医学研究に貢献する疾患モデルブ
タの開発など、新産業の創出に資する研究を行った。
⒃ 生物の光応答メカニズムの解明と省エネルギー、

コスト削減技術の開発
（平成21～25年度）（予算額 2億8,657万9千円）
農林水産分野においては、これまでも電照菊、防蛾

灯、集魚灯など光を利用した技術が利用されてきたが、
これらは経験的な水準に留まっていた。
近年、光の波長等をコントロールできる LED（発光

ダイオード）の開発や生理現象の解析手法の進展によ
り、生物の光に対する反応を科学的に解明し、制御す
ることが可能となってきたことから、これら最新の技
術を用いて、植物・害虫等の光への反応を解析すると
ともに、その成果を基にした作物の品質安定化技術や
害虫の誘引・忌避技術等新たな光利用技術の体系化、
高度化を図る研究を行った。
⒄ 食品素材のナノスケール加工及び評価技術の開発

（平成19～23年度）（予算額 9,815万円）
ナノテクノロジーによる食品素材の超微粒子加工技

術は、食品の高付加価値化や国内農産物の有効利用を
通じた自給率向上などへの貢献が期待される新しい技

術であるが、微粒子化した食品素材やそれを使った食
品の機能性及び特性については、未解明な部分が多い。
このため、食品素材の超微粒子加工技術及びナノス
ケール計測技術の開発とともに、超微粒子食品素材の
新機能の解明、加工適性及び安全性の検証等、食品分
野におけるナノテクノロジーの利用に関する研究を行
った。
⒅ アグリ・ヘルス実用化研究促進プロジェクト

（平成22～26年度）（予算額 6億515万円）
農業の持つ潜在力を発輝して、農業・農村の活性化
を図り、我が国経済全体の活性化につなげていくため
には、異分野連携による新産業創出の動きを更に後押
しする必要があり、農林水産物、副産物を原料とする
新素材の開発及び実用化を一層進めていくことが重要
である。
このため、国民病となっているスギ花粉症に対応す
るためスギ花粉症治療薬となるコメ等の医薬品作物、
カイコや牛等の動物由来の原料を用いた医療用新素材
等について、有効性・安全性の評価試験等を行った。
⒆ 森林・農地周辺施設等の放射性物質の除去・低減

技術の開発
(平成23年度）（予算額 2億6,616万円）

東京電力福島第一原子力発電所事故の発生を受け、
科学技術戦略推進費により、表土の削り取り等の基本
的な農地除染技術を緊急的に開発し、土壌中の放射性
セシウム濃度や地目に応じた農地土壌の除染技術の適
用の考え方を提示した(「農地土壌の放射性物質除去技
術(除染技術)について」(平成23年9月14日農林水産
省公表))。
しかし、被災地における営農・生活の再開に向けて、
農地の再汚染防止や住民の安全確保、放射性物質を含
む作物等の最終処理までの保管方法の確立等の課題が
残されていることから、①森林内の放射性物質に由来
する影響を低減させる技術の開発、②農業用施設、畦
畔、農道等の除染技術の開発、③放射性物質を含む作
物等の安全な減容・安定化技術の開発を実施した。

⒇ 農地土壌の放射性物質濃度分布図
東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放射
性物質に汚染された農地の除染など今後の営農に向け
た取組を進めるためには、農地土壌がどの程度放射性
物質に汚染されているかを把握する必要がある。
このため、関係省庁及び地方公共団体との連携の下、

平成23年度科学技術戦略推進費「放射性物質による環
境影響への対策基盤の確立」により、福島県と周辺5
県（宮城県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県）の総
計約580地点を対象とした調査を行い、平成23（2011）
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年8月30日に農地土壌の放射性物質濃度分布図を公表
した。
その後、平成23（2011）年度第2次補正予算を活用

し、調査対象を15都県に拡大するとともに、調査地点
も約3,400地点まで拡大して放射性セシウム濃度を測
定することにより、平成24（2012）年3月23日に、広
域かつ詳細な分布図への更新を行った。

2 競争的資金等

⑴ イノベーション創出基礎的研究推進事業
（平成20～27年度）（予算額 55億6,516万1千円）
農林水産業・食品産業等におけるイノベーションに

つながる革新的な技術シーズを創出するための基礎研
究及び開発された技術シーズを実用化に向けて発展さ
せるための研究開発を提案公募により実施している。
平成23年度は新規15課題を採択し、前身事業である

「新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業」及び
「生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業」
において平成19年度以前に採択された課題を含めた継
続97課題と併せ、112課題を実施した。
⑵ 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業
（平成20～27年度）（予算額 51億5,085万4千円）

（第3次補正 1億6千万円）
農林水産業・食品産業の発展や地域活性化などの農

林水産行政の推進及び現場における課題の解決を図る
ため、実用化に向けた技術開発を提案公募方式により
推進している。
平成23年度は、68課題を新規に採択し、（応募総数
394課題）、平成22年度以前に採択した継続191課題と
併せ、259課題を実施した。
なお、本年は、第3次補正予算として、東日本大震

災の被災地の復旧・復興に資する実用技術開発を推進
するため、提案公募方式により9課題を採択し実施し
た（応募総数27課題）。

⑶ 地域における産学連携支援事業
（平成22～27年度）（予算額 1億7,977万5千円）
農林水産・食品産業分野における研究開発に対し、

他産業分野を含む多様な機関の参画を促し、産学官が
連携した技術革新に繋がる研究開発を推進し、研究成
果を活用した新産業の創出や、農林水産・食品産業分
野の産業規模の拡大を図るため、同分野に関わる専門
家を「農林水産省産学官連携事業コーディネーター」
（以下、「コーディネーター」と言う。）として、全国7
機関に配置するとともに、多様な分野を専門とする大
学教授等計111名を非常勤コーディネーターとして業
務委嘱し、これら専門家により、技術シーズの発掘、

研究ニーズの収集、研究会の開催等を通じた共同研究
グループの形成等の支援や技術相談を実施し、他産業
分野を専門とする研究機関や企業等を含め、多様な機
関の研究への参画を促進した。
また、このような専門家による支援体制を強化する
ため、地域の大学、企業、研究機関等で農林水産・食
品分野における産学連携活動を担う人材を育成する研
修を実施した。

3 国 際 研 究

⑴ 地球規模課題国際研究ネットワーク事業
(平成22～24年度)(予算額 5,705万円)

我が国が対応すべき地球規模課題解決のため、国際
研究に取り組む我が国研究機関のネットワークの形成
を推進するとともに、海外機関との国際共同研究、ワ
ークショップ開催等を実施する事業。
平成23年度は、「イネ・コメ研究を通じた国際連携」

をテーマにパネルディスカッションを開催すると共
に、地球規模課題解決に向けた国際共同研究として、
「ゲノミクス利用によるイネの昆虫媒介性ウイルス病
抑制のための研究開発」、「東南アジアにおける畜産・
水田からの温室効果ガス排出削減技術の導入とその評
価」及び「食料安全保障強化に向けたサゴヤシ澱粉の
持続生産と利活用に関する戦略的総合研究プロジェク
ト」の3課題を実施した。

4 民間研究促進

⑴ 民間実用化研究促進事業
（平成23年度計画額 3億円）

農林水産業、食品産業、醸造業等の向上に資する画
期的な生物系特定産業技術の開発を促進することを目
的として、農山漁村の6次産業化に資する実用化段階
の技術開発及び実証試験を民間企業に委託することに
より実施している。
平成23年度は新規採択を中止し、継続6課題を実施
した。

5 地域農業技術開発

⑴ 沖縄県試験研究機関整備事業
（平成23年度予算額 4,314万7千円）

ア 沖縄県農林業関係試験研究機関整備事業
沖縄県の農林業振興のために必要な農林業関係試
験研究機関の整備について農業改良助長法、森林法
及び沖縄振興特別措置法に基づき助成した。

（補助率施設9.5/10、備品1/2）
イ 沖縄県水産試験場整備事業

第9章 農林水産技術会議― 218 ―



沖縄県の水産業振興のために必要な水産試験場の
整備について助成した。

（補助率1/2）

6 地球環境保全等試験研究費等による研究
の推進

⑴ 地球環境保全等試験研究費（環境省一括計上）
（予算額 1億8,248万円）

関係府省の試験研究機関が実施する地球環境の保全
に関する試験研究費（地球環境保全試験研究費）、公害
の防止並びに自然環境の保護及び整備に関する試験研
究費（公害防止等試験研究費）を「地球環境保全等試
験研究費」として環境省が一括して予算計上し、その
配分を通じて国の環境保全に関する試験研究の総合調
整を図っている。
平成23年度は、当省所管の研究機関において16課題

について研究を行った。
【主な研究課題】
○公害防止等試験研究費（14課題）
・バイオマスプラスチックのオンサイト分解制御技術
の開発と環境リスク評価

・小笠原諸島における帰化生物排除後の森林の順応的
管理手法の開発

・湿原流域の変容の監視手法の確立と生態系修復のた
めの調和的管理手法の開発

・海産生物に対する毒性影響を指標とした防汚物質ピ
リジントリフェニルボランの海洋生態リスク評価に
関する研究

・レブンアツモリソウをモデルとした人を含む在来生
態系と共生できる絶滅危惧種自生地の復元技術の研
究 等

○地球環境保全試験研究費（2課題）
・温暖化適応策導出のための長期森林動態データを活
用した東アジア森林生態系炭素収支観測ネットワー
クの構築

・アジア陸域炭素循環観測のための長期生態系モニタ
リングとデータのネットワーク化促進に関する研究

7 原子力関係試験研究費（文部科学省一括計
上）

⑴ 原子力試験研究費
（予算額 263万4千円）

原子力試験研究は、「原子力政策大綱」（平成17年10
月11日原子力委員会決定）にのっとり、原子力の基礎
的・基盤的研究を行ってきている。農林水産省では、
アレルゲン性等を指標とした放射線照射食品の健全性

評価に関する研究を実施しており、平成23年度は、1
独立行政法人において、1課題を実施した。

⑵ 放射能調査研究費
（予算額 9億5,220万5千円）

放射能・放射線に対する国民の安全を確保し、安心
感を醸成するため、作物（米麦子実）、土壌（水田及び
畑）、牛乳、飼料及び海産物の放射能水準の経年調査等
を継続して実施した。
また、東京電力福島第一原子力発電所事故による影
響を把握するため、農地土壌等及び森林内における放
射性物質の分布状況等に関する調査並びに周辺海域の
水産物に含まれる放射性物質の調査等を実施した。

第3節 国際研究交流の推進

1 多 国 間 交 流

国際農業研究協議グループ（CGIAR）等と連携した
人材育成事業として、次を実施した。

⑴ 国際共同研究人材育成推進・支援事業
（平成21～25年度）（予算額 1,777万円）

将来の国際研究交流や海外との共同研究を遂行する
ための能力を備えた研究者等の育成を目指し、我が国
の若手研究者を国際農業研究機関に派遣した。平成23
年度においては、新規、継続合わせて4名の長期派遣
及び10名の短期派遣を行った。

2 二 国 間 交 流

⑴ 米 国
天然資源の開発利用に関する日米会議（UJNR）に
基づく日米合同専門部会が現在18あり、そのうち5部
会が当省と関わっている。毎年日米交互に合同会合が
開催されており、平成23年度は、有毒微生物専門部会
の合同会合が我が国で、食品・農業部会の共同研究推
進会合が米国でそれぞれ開催され、各分野の研究につ
いて情報・意見交換を行った。

⑵ 中 国
第30回日中農業科学技術交流グループ会議が東京で
開催され、平成23年度において1件の共同研究（中国
北部畑作地帯における循環型農業生産システムの設計
と評価）、1件の考察団の日本からの派遣、2件の考察
団の中国からの受入等を実施することを確認した。
また、関心議題として、日本側より「高病原性鳥イ
ンフルエンザ等家畜伝染性疾病に関する情報交換」等
について説明し、意見交換を行った。
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⑶ 韓 国
日韓農林水産技術協力委員会（第44次会議）が韓国

で開催され、双方代表は、試験研究の動向、共同研究
の実績評価と今後の計画について説明し、韓国側から
新規に提案された共同研究課題に対して、共同して推
進又は継続検討とすることで意見の一致をみた。
また、双方から、高病原性鳥インフルエンザに関す

る情報について説明し、意見交換を行った。
⑷ その他（科学技術協力協定）

平成23年度には、EU、ベトナム、イタリア、ウクラ
イナとの間で開催された科学技術協力協定に基づく合
同委員会に出席した。

3 若手外国人農林水産研究者表彰

平成23年度はアジア、アフリカ地域を中心に17名（う
ち男性13名、女性4名）の応募があった。国際研究に
関する有識者で構成される選考委員会を経て、3名に
農林水産技術会議会長賞を授与した。

4 （独）国際協力機構(JICA)を通じた技術協
力

農林水産技術会議事務局所管の研究独立行政法人か
ら、平成23年度において派遣された長期専門家は新規、
継続合わせて3名、短期専門家は23名であった。また、
所管の研究独立行政法人において海外研修員57名を受
け入れた。
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