
 

 
第第８８節節  情情報報通通信信技技術術等等のの活活⽤⽤にによよるる農農業業⽣⽣産産・・流流通通現現場場ののイイノノベベ

ーーシショョンンのの促促進進  
 
 
農業⽣産・流通現場でのイノベーションの進展、農業施策に関する各種⼿続や情報⼊⼿

の利便性の向上は、⾼齢化や労働⼒不⾜等に直⾯している我が国の農業において、経営の
最適化や効率化に向けた新たな動きとして期待されています。 

本節では、ロボット、AI1、IoT2等先端技術を活⽤したスマート農業の導⼊状況、農業・
⾷関連産業におけるデジタル変⾰に向けた取組、産学官連携による研究開発の動向等につ
いて紹介します。 

 
((11))  ススママーートト農農業業のの推推進進  
((ススママーートト農農業業導導⼊⼊のの広広ががりり))  

農業の現場では、⼈⼿の確保とともに、農作業の省⼒化や負担の軽減が重要な課題とな
っています。このような中で、ロボット、AI、IoT等先端技術を活⽤したスマート農業に
よる課題の解決や、農業経営の最適化・効率化に向けた取組が進んでいます。 

スマート農業の導⼊状況については、株式会社⽇本
にっぽん

政策
せいさく

⾦融
きんゆう

公庫
こ う こ

が令和3(2021)年7⽉に
実施した調査によると、農業のデジタル化、スマート農業について「導⼊している」との
回答が30.2%、「導⼊していないが、導⼊意向がある」との回答が32.8%となっており、農
業現場での需要が⾼いことがうかがわれます(図図表表22--88--11)。 

また、スマート農業の導⼊で期待する効果については、「農作業の省⼒化」が最も⾼く約
8割、次いで「農作業の軽労化」、「品質・収量の向上」の順となっています(図図表表22--88--22)。 
 

 
 

1 ⽤語の解説3(2)を参照 
2 ⽤語の解説3(2)を参照 

図表2-8-1 農業のデジタル化とスマート農業
の導⼊状況 

資料：株式会社⽇本政策⾦融公庫「農業景況調査(令和3年7⽉調査)」
を基に農林⽔産省作成 

 注：スーパーL資⾦⼜は農業改良資⾦の融資先である担い⼿農業者
を対象としたアンケート調査。有効回答数は6,336 
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わからない
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資料：株式会社⽇本政策⾦融公庫「農業景況調査(令和3年7⽉調査）」
を基に農林⽔産省作成 

注：1) スーパーL資⾦⼜は農業改良資⾦の融資先である担い⼿農
業者を対象としたアンケート調査。有効回答数は6,336 

2) 回答は優先度が⾼い順に三つ回答し、第1希望から第3希望
まで積み上げて集計 
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図表2-8-2 農業のデジタル化、スマート農業
の導⼊で期待する効果(複数回答) 
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((令令和和元元((22001199))年年度度ススママーートト農農業業実実証証ププロロジジェェククトトのの成成果果をを公公表表))  
農林⽔産省は、スマート農業の技術体系を実際の⽣産現場に導⼊して、課題の解決や経

営改善の効果を明らかにするため、令和元(2019)年度から全国182地区でスマート農業実
証プロジェクトを展開しています(図図表表22--88--33)。 

 
このうち、令和元(2019)年度実証地区について、実証期間

中の技術導⼊効果を分析して成果を取りまとめ、公表しまし
た。⽔⽥作では、ロボットトラクタや⾃動運転⽥植機の導⼊
により総労働時間が短縮された地区が多く確認されました。
また、最も効果が上がった地区では、収量コンバインで取得
したデータを基に、圃

ほ
場

じょう
ごとの品種・作型配置の最適化や、

収量が少ない圃場に対し重点的に施肥を⾏うことで収量が向
上し、スマート農業で省⼒化されたことによる⼈件費削減と
の相乗効果により、農機の導⼊コストを差し引いても経営収
⽀が改善したといった成果が確認されました(図図表表22--88--44、、図図
表表22--88--55)。 

このほか、⾃動操舵
そ う だ

機能により新規就農者1等の農業者にお
いても、熟練者と同等の精度・速度で作業が可能となり、受
託する農地を増やすことができた地区も⾒られました(図図表表
22--88--66)。また、導⼊機械の共同利⽤を⾏うことで稼働率を向
上し、機械費を低減できた地区も⾒られました(図図表表22--88--77)。 

 
1 ⽤語の解説2(6)を参照 

図表 2-8-3 スマート農業実証プロジェクト採択数⼀覧 

資料：農林⽔産省作成 
注：各ブロックの品⽬ごとの( )内の数値は、左から令和元(2019)年度、令和2(2020)年度、令和2(2020)年度(緊急経済対策)、令和3(2021)

年度の採択地区数 

岐阜、愛知、三重

水田作 ３（１、２、－、－）
畑作 ２（－、－、－、２）
露地野菜 １（－、－、１、－）
施設園芸 ３（１、１、－、１）
花き １（－、１、－、－）
果樹 ２（１、－、－、１）
合合計計 1122（（３３、、４４、、１１、、４４））

滋賀、京都、大阪、兵庫、
奈良、和歌山

水田作 ４（３、１、－、－）
露地野菜 ３（－、－、１、２）
果樹 ７（２、２、２、１）
茶 １（－、１、－、－）
合合計計 1155（（５５、、４４、、３３、、３３））

新潟、富山、石川、福井

水田作 ９（８、１、－、－）
畑作 ３（－、２、－、１）
露地野菜 ３（－、３、－、－）
施設園芸 ２（－、－、－、２）
花き １（－、－、－、１）
果樹 １（－、１、－、－）
畜産 ２（－、１、１、－）
合合計計 2211（（８８、、８８、、１１、、４４））

北北陸陸

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、
東京、神奈川、山梨、長野、静岡

水田作 ５（４、１、－、－）
畑作 １（－、１、－、－）
露地野菜 13（２、２、４、５）
施設園芸 ６（２、２、－、２）
果樹 ７（２、２、１、２）
花き １（－、－、－、１）
茶 ２（１、－、－、１）
畜産 ２（１、１、－、－）
合合計計 3377（（1122、、９９、、５５、、1111））

関関東東甲甲信信・・静静岡岡

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

水田作 ８（５、２、－、１）
畑作 １（－、１、－、－）
露地野菜 ５（３、－、１、１）
施設園芸 ２（－、－、１、１）
花き ２（１、１、－、－）
果樹 ４（１、１、１、１）
合合計計 2222（（1100、、５５、、３３、、４４））

東東北北

水田作 ３（２､ １、－、－）
畑作 ５（２、１、１、１）
露地野菜 ２（－、２、－、－）
果樹 １（－、－、－、１)
畜産 ６（１、１、２、２）
合合計計 1177（（５５、、５５、、３３、、４４））

北北海海道道

福岡、佐賀、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島、沖縄

水田作 ６（２、３、１、－）
畑作 ５（３、２、－、－）
露地野菜 ６（３、２、１、－）
施設園芸 10（５、３、１、１）
果樹 ３（１、１、－、１）
茶 ２（１、１、－、－）
畜産 ４（１、２、１、－）
合合計計 3366（（1166、、1144、、４４、、２２））

九九州州・・沖沖縄縄

近近畿畿

鳥取、島根、岡山、広島、山口、
徳島、香川、愛媛、高知

水田作 ６（５、１、－、－）
畑作 １（１、－、－、－）
露地野菜 ７（２、３、１、１）
施設園芸 １（－、－、１、－）
果樹 ６（２、２、１、１）
畜産 １（－、－、１、－）
合合計計 2222（（1100、、６６、、４４、、２２））

中中国国・・四四国国

東東海海

水田作 44（30、12、１、１）
畑作 18（６、７、１、４）
露地野菜 40（10、12、９、９）
施設園芸 24（８、６、３、７）
花き ５（１、２、－、２）
果樹 31（９、９、５、８）
茶 ５（２、２、－、１）
畜産 15（３、５、５、２）
合合計計 118822（（6699、、5555、、2244、、3344））

全全
国国

直直進進キキーーププ⽥⽥植植機機でで作作業業すするる  
経経理理担担当当のの⼥⼥性性職職員員  

ララジジココンン草草刈刈機機でで作作業業すするる  
学学⽣⽣アアルルババイイトト  

178

情報通信技術等の活⽤による農業⽣産・流通現場のイノベーションの促進第8節



 

このように、スマート農業の導⼊は新規就農者等の参⼊を容易にするほか、⽣産性の向
上に有効であることが確認される⼀⽅、先端技術の導⼊により利益を増⼤させるには、導
⼊機械の稼働率を向上させ、機械費を低減する必要があることが明らかとなりました。さ
らに、⼿間の掛かる野菜・果樹の収穫作業においては機械化が不⼗分であること等の課題
も明らかになりました。 

このため農林⽔産省は、令和3(2021)年2⽉に改訂した「スマート農業推進総合パッケー
ジ」で⽰す、今後5年間で展開する施策の⽅向性に基づき、シェアリング等新たな農業⽀
援サービスの育成と普及を⾏うほか、農業データの活⽤、農地インフラの整備等による実
践環境の整備、農業⼤学校・農業⾼校等での学習機会の提供等、スマート農業の社会実装
の加速化に取り組んでいます。 

 

 

図表 2-8-5 最も効果が上がった実証事例 ⼤規模⽔⽥作(雇⽤型法⼈)における収⽀⽐較 

資料：農林⽔産省作成 

（単位：千円/10a）
令和元(2019)年

慣⾏区
(41.2ha)

令和2(2020)年
実証区

(45.6ha)
増減率 備考

128.2 142.0 10.7%
 販売収⼊ 128.2 142.0 10.7% 販売単価はいずれも304円/kg
 (単収(kg/10a)) (422kg) (467kg) (10.7%) 品種はいずれもコシヒカリ(特別栽培)
 その他収⼊ 0 0

80.9 77.1 -4.7%
 種苗費 2.2 2.5 14.3%
 肥料費 1.3 1.3 5.6%
 農薬費 2.1 2.1 2.4%

 機械・施設費 12.1 14.6 20.5% 実証区は収量コンバインを導⼊。
その他の機械・施設は慣⾏区、実証区で共通

 労働費 13.7 12.8 -6.5% 労賃単価1,500円/時間で計算
 (労働時間(時間/10a)) (9.1時間) (8.5時間) (-6.5%) 各作業の効率化により省⼒化を実現
 その他費⽤ 49.6 43.7 -11.8%

47.3 64.9 37.1%

収⼊

経費

利益

区分

図表 2-8-4 最も効果が上がった実証事例 ⼤規模⽔⽥作(雇⽤型法⼈)における⽉別作業時間 

資料：農林⽔産省作成 

追肥施肥・除草・管理
(0.44⇒0.47時間/10a/⽉)

+8.6％

▲27.2％

秋起こし*
(0.35⇒0.44時間/10a/⽉)

+24.4％
▲47.6％

▲9.5％

種⼦予措・育苗・播種
(0.47⇒0.25時間/10a/⽉)

耕耘・⽥植
(0.69⇒0.62

時間/10a/⽉)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 （⽉）

収穫・調製
(1.22⇒0.89時間/10a/⽉)

労働時間 9.1⇒8.5時間/10a（▲6.5％）
＊ 秋起こし作業時間の増加は、合筆した圃場が多く地⼒むらが顕著であったため、耕耘作業を⼊念に⾏ったことによる。
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ドドロローーンン肥肥料料散散布布のの様様⼦⼦  
資料：株式会社プレナス  

  

((事事例例))  ススママーートト農農業業にに挑挑戦戦しし⾃⾃社社⽣⽣産産⽶⽶をを収収穫穫((埼埼⽟⽟県県))  

持ち帰り弁当店・定⾷店を運営する株式会社プレナスは、農業従事者
*1の減少による⽇本の農業への危機感と、⾃社⽣産⽶を海外の消費者に届
けたいという思いから、スマート農業による⽶づくりを始めました。 

令和3(2021)年2⽉、⾃社の精⽶⼯場に近い埼⽟県加須市
か ぞ し

に2.5haの耕作
放棄地を借り⼊れ、トラクターの免許を取得した⾃社の従業員が圃場の
整備を⾏うとともに、ドローンの操縦に必要な講習も受講しました。 

同年5⽉には、ドローンを活⽤した湛
たん

⽔
すい

直 播
ちょくはん

*2と⾼密度播種育苗*3の栽
培⽅法を検証しました。湛⽔直播では、30aの圃場を15分で作業すること
ができ、⽥植機による作業と⽐較して作業時間を半分以下に短縮できま
した。同年7⽉にはドローンによる空撮を⾏い、圃場内の稲の葉⾊診断に
より、必要な量の肥料を散布しました。 

⽔管理システムも活⽤し、スマートフォンからの遠隔操作で圃場に⾏
かずに⽔量の調整を⾏うことで作業時間を低減しました。 

同年10⽉、9tの⽶を収穫することができました。収穫⽶は⾃社⼯場で
精⽶後、令和4(2022)年7⽉頃に、豪州の⾃社店舗向けに輸出する予定で
す。令和4(2022)年度は、加須市での農地⾯積を約2倍に拡⼤するととも
に、新たに⼭形県内でも⽶づくりに取り組んでいきます。 
＊1 ⽤語の解説1、2(5)を参照 
＊2 ⽤語の解説3(1)を参照 
＊3 ⾼密度に播種した稚苗の移植により苗箱数を⼤幅に削減する技術 ドドロローーンンにによよるる空空撮撮ででのの  

葉葉⾊⾊のの⽣⽣育育診診断断結結果果  
資料：株式会社プレナス  

図表 2-8-7 シェアリングによるスマート農機
(⽥植機とコンバイン)に係る機械
費の低減 

資料：実証成果資料を基に農林⽔産省作成 
注：作期の異なる3地域でシェアリング 

24.7

12.6

0

5

10

15

20

25

30

シェアリング前
(15.1ha)

シェアリング後
(29.5ha)

千円/10a
（（機機械械費費））  

 

図表 2-8-6 ⾃動操舵補助トラクターによる
経験の浅い職員の作業参画率の
向上 

資料：実証成果資料を基に農林⽔産省作成 
注：にんじんの植付け作業 

18.7

86.4
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% （（作作業業参参画画率率））  
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((農農業業関関連連デデーータタのの連連携携・・活活⽤⽤をを促促進進))  
様々なデータの連携・共有が可能となるデータプラットフォーム「農業データ連携基盤

(WAGRI
わ ぐ り

1)」を活⽤した農業者向けのICT2サービスが⺠間企業等により開発され、農業者
への提供が始まっています。運営主体である農研機構ではデータの充実や利⽤しやすい環
境の整備に取り組んでいます。 

また、農林⽔産省は、農業者が利⽤する農業⽤機械等から得られるデータについて、メ
ーカーの垣根を越えてデータを利⽤できる仕組み(オープンAPI3)の整備を推進するため、
令和3(2021)年度から、協調するデータ項⽬の特定やル
ールの整備等、農業データを連携・共有するための取組
への⽀援を⾏っています。 

このほか、スマート農業の海外展開に向けて、農林⽔
産省は、農研機構、⺠間企業と連携し、国際標準の形成
に向けた調査・検討を⾏っています。 

 

 

 
1 農業データプラットフォームが、様々なデータやサービスを連環させる「輪」となり、様々なコミュニティの更なる調和を促す「和」

となることで、農業分野にイノベーションを引き起こすことへの期待から⽣まれた⾔葉(WA+AGRI) 
2 ⽤語の解説3(2)を参照 
3 Application Programming Interface の略。複数のアプリ等を接続(連携)するために必要なプログラムを定めた規約のこと 

 
農業者向けのスマートフォン⽤アプリ「FarmChat

フ ァ ー ム チ ャ ッ ト
」を提供する株式会社ファーム・アライアンス・

マネジメントは、令和3(2021)年5⽉から、農業データ連携基盤(WAGRI)とのAPI連携を開始し、農
業データ連携基盤が提供する病⾍害画像判定プログラムの利⽤や⻘果物市況データの閲覧がアプリ
上で可能になりました。このうち、病⾍害画像判定プログラムを活⽤した病害⾍診断サービス*では、
農業者がスマートフォンで撮影した葉の画像を送信すると、病害⾍診断結果を受信でき、新規就農者
など経験の浅い農業者でも病害⾍を判別して適切な防除を⾏うことが可能になります。 
＊ 令和3(2021)年12 ⽉時点で、トマト・きゅうり・いちご・なすに対応 

 

((事事例例))  農農業業デデーータタ連連携携基基盤盤とと農農業業者者向向けけススママーートトフフォォンン⽤⽤アアププリリのの連連携携  

農農業業デデーータタ連連携携基基盤盤ととFFaarrmmCChhaattのの連連携携  

資料：農林⽔産省作成 
 

農農業業デデーータタ連連携携基基盤盤

市況データ

農業データ連携基盤
の活⽤で・・・

①
病害⾍
画像診断

病害⾍診断サービス

診断したい葉の画像を送信すると、
診断結果がチャットBotで配信。
確率の⾼い病害⾍から候補が表⽰。②

市況情報

市況情報サービス

市場の⼊荷量の推移を時系列で表⽰し、産地リレー
や端境期等の出荷状況がモニタリング可能。

⽣産計画や販売戦略の⽴案に活⽤できる︕
卸売業者の仕⼊れ業務の参考データにもなるね。

新規就農者など
経験の浅い農業
者でも、病害虫を
判別して適切な
防除が可能に︕

病⾍害判定
プログラム

Farm Chat

農業者

WWAAGGRRII  
URL：https://wagri.naro.go.jp 
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((22))  農農業業施施策策のの展展開開ににおおけけるるデデジジタタルル化化のの推推進進  
((デデーータタをを活活⽤⽤ししたた農農業業経経営営のの動動向向))  

農業分野でも、デジタル技術の活⽤による変⾰、 DX1に向けた取組が進みつつあります。 
2020年農林業センサスによると、農業経営体2全体ではデータを活⽤した農業を実施して

いる割合は2割未満ですが、農業経営主の年齢階層別に⾒ると、15〜39歳では5割以上がデ
ータを活⽤した農業を実施しています(図図表表22--88--88)。 

また、法⼈経営体では、5割以上がデータを活⽤しており、特に、センサー、ドローン
等を⽤いて、圃場環境情報や作物の⽣育状況等のデータを分析し、農業経営に活⽤してい
る経営体も約1割あります。 

 

 
   

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 
2 ⽤語の解説1、2(1)を参照 

図表 2-8-8 データを活⽤した農業経営(農業経営主年齢別と法⼈経営体) 

資料：農林⽔産省「2020年農林業センサス」を基に作成 
注：1) 「データを取得して活⽤」とは、気象、市況、⼟壌状態、地図、栽培技術等の経営外部データを農業経営に活⽤することをいう。

2) 「データを取得・記録して活⽤」とは、経営外部データに加え、財務、⽣産履歴、⼟壌診断情報等の経営内部データをスマート
フォン、PC等の機器に記録して農業経営に活⽤することをいう。 

3) 「データを取得・分析して活⽤」とは、上記のデータに加え、センサー、ドローン、カメラ等を⽤いて、圃場環境情報や作物の
⽣育状況といったデータを取得し、分析して農業経営に活⽤することをいう。 
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49.5 

49.6 

83.0 
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法⼈経営体

65歳以上

60-64歳

50-59歳

40-49歳

30-39歳

15-29歳

全体

%

データを取得して活⽤

データを取得・分析して活⽤

データを活⽤した農業を⾏っていないデータを取得・記録して活⽤
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((農農業業DDXXのの実実現現にに向向けけたた取取組組))  
農林⽔産省では、農業者の⾼齢化や労働⼒不⾜が進む中、デジタル技術を活⽤して効率

の⾼い営農を実⾏しつつ、消費者ニーズをデータで捉え、消費者が価値を実感できる形で
農産物・⾷品を提供していく農業を「FaaS

ファース
(Farming as a Service）」と位置付け、令和3(2021)

年3⽉に公表した「農業DX構想」に基づき、農業DXの実現に向けて多様なプロジェクト
を進めることとしています。 

具体的には、農業・⾷関連産業の「現場」系、農林⽔産省の「⾏政実務」系、現場と農
林⽔産省をつなぐ「基盤」の整備に向けたプロジェクトが挙げられ、三つの区分の下で39
の多様なプロジェクトを掲げています。スマート農業の現場実装は「現場」系プロジェク
ト、農林⽔産省共通申請サービス(eMAFF)は「基盤」の整備に向けたプロジェクトです。 

このほかにも、「現場」系プロジェクトでは、農⼭漁村発イノベーション全国展開プロジ
ェクト(INACOME

イ ナ カ ム
)、デジタル技術を活⽤した飼養衛⽣管理⾼度化プロジェクト、農産物

流通効率化プロジェクト等を、「⾏政実務」系プロジェクトでは、業務の抜本⾒直しプロジ
ェクトやデータ活⽤⼈材育成推進プロジェクト等を推進しています。 

 
((eeMMAAFFFF地地図図のの開開発発をを開開始始))  

「基盤」の整備に向けたプロジェクトについては、eMAFFの利⽤を進めながら、現場の
農地情報を統合し、農地の利⽤状況の現地確認等の抜本的な効率化・省⼒化を図るための
「農林⽔産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図)」プロジェクトを進めています。 

農地に関する情報については、現在は、農業委員会が整備する農地台帳や地域農業再⽣
協議会が整備する⽔⽥台帳等、施策の実施機関ごとに個別に収集・管理されています。こ
のため、農業者は、実施機関ごとに繰り返し同じ内容を申請する必要があるとともに、実
施機関は、⼿書きの申請情報をそれぞれのシステムに⼿⼊⼒し、それぞれが作成した⼿書
きの地図により現地調査を⾏っています。 

eMAFF地図は、こうした農地に関係する作業を抜本的に改善するために開発を進めてい
るものです。eMAFF地図により複数の台帳が⼀元管理されることで、最新の農地情報が⼀
⽬で分かり、申請⼿続において画⾯上の地図から農地を選択することで農地情報を⼊⼒す
る⼿間が省ける、⼿続に伴う農地等の現地確認もタブレットの活⽤で⼿書きの地図の作成
や確認結果のデータ⼊⼒が不要となる等の効果が期待できます。 

令和3(2021)年度はeMAFF地図のシステム開
発を進め、これに掲載するデータの「紐付

ひ も づ
け」

⼿法の開発・実証を⾏いました。また、関係府
省と合意し、不動産登記簿の「地番」情報と農
地台帳等との紐付けに当たって、個⼈情報保護
法令に基づく整理をした上で、必要な「地番」
情報のデータ提供が可能となりました。 

引き続き、令和4(2022)年度中に⼀部地域で
運⽤を開始できるように精⼒的に取り組んでい
きます。 

 

不不動動産産登登記記簿簿とと農農地地台台帳帳((⾚⾚丸丸部部分分))ととのの紐紐付付けけ  
資料：農林⽔産省作成 
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((33))  イイノノベベーーシショョンンのの創創出出・・技技術術開開発発のの推推進進  
((「「知知」」のの集集積積とと活活⽤⽤のの場場にによよるるオオーーププンンイイノノベベーーシショョンンをを創創出出))  

農林⽔産・⾷品分野のオープンイノベーションを担う「知」の集積と活⽤の場の産学官
連携協議会1には、IT系、⼯学系、医学系など様々な分野から、4千以上の法⼈・個⼈が参
加しており、新たな技術や商品を続々と創出しています。同協議会は、主催するセミナー
のほか、アグリビジネス創出フェアや商談会等のイベントを通じて技術や商品の情報を発
信するとともに、会員間での交流・意⾒交換を⾏っており、令和3(2021)年度から、「知」
の集積と活⽤の場から⽣まれた商品・技術を海外展開することを⽬的として、新たに海外
会員の募集を開始しました。 

 
((ムムーーンンシショョッットト型型農農林林⽔⽔産産研研究究開開発発事事業業をを推推進進))  

内閣府のCSTI
シ ス テ ィ

2(総合科学技術・イノベーション会議)では、⼈々を魅了する野⼼的な⽬
標を掲げて困難な社会課題の解決を⽬指し、挑戦的な研究開発を進めるため、「ムーンショ
ット型研究開発」として九つの⽬標を掲げています。このうち、農林⽔産・⾷品分野にお
ける⽬標、「2050年までに、未利⽤の⽣物機能等のフル活⽤により、地球規模でムリ・ム
ダのない持続的な⾷料供給産業を創出」の達成に向け、農研機構⽣物系特定産業技術研究
⽀援センターでは、令和2(2020)年度から、⽜からのメタン削減と⽣産性向上の両⽴を始
めとする10のプロジェクト研究に取り組んでいます。  

 
 

1 平成28(2016)年4⽉に設⽴ 
2 Council for Science, Technology and Innovationの略 

⽜⽜のの第第⼀⼀胃胃かからら分分離離さされれたた  
新新種種のの細細菌菌株株  

資料：農研機構 

  

農研機構は、平成29(2017)年からメタン産⽣の少ない⽜の胃の中に存
在する微⽣物の働きを利⽤した研究に取り組み、令和3(2021）年11⽉に、
⽜の第⼀胃からメタンの発⽣抑制が期待できる新たな細菌*を発⾒しま
した。 

新たに発⾒された細菌は、⽜の第⼀胃の微⽣物の働きで飼料が分解・
発酵される過程で、プロピオン酸の元となる物質をより多く作ります。
プロピオン酸は、⽜のエネルギー源として利⽤される物質で、⽣成され
る際にメタンの材料となる⽔素を消費するため、第⼀胃においてプロピ
オン酸が多く作られると、メタンは⽣成されにくくなり、⽜のエネルギ
ー効率が上がります。 

新たに発⾒された細菌は、プロピオン酸の元となる物質を今までに知
られていた細菌よりも多く作るため、プロピオン酸の増加とメタンの発
⽣抑制を両⽴する技術につながる可能性があります。今後、研究が更に
進むことで、⽜を始めとした反すう動物のメタン排出量の削減や、⽣産
性向上への貢献が期待されます。 
＊ 細菌の名称は、Prevotella lacticifex (プレボテラ・ラクティシフェクス)  

((事事例例))  ⽜⽜のの胃胃かかららメメタタンンのの発発⽣⽣抑抑制制がが期期待待さされれるる新新たたなな細細菌菌をを発発⾒⾒  

 

  

「「知知」」のの集集積積とと活活⽤⽤のの場場  産産学学官官連連携携協協議議会会  
URL：https://www.knowledge.maff.go.jp/ 

アアググリリビビジジネネスス創創出出フフェェアアででのの展展⽰⽰のの様様⼦⼦  
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((新新たたなな品品種種改改良良技技術術のの進進展展とと国国⺠⺠理理解解のの向向上上にに向向けけたた取取組組をを実実施施))  

農林⽔産省では平成30(2018)年から、農作物のゲノム情報や⽣育特性等の育種に関する
ビッグデータ1を整備し、これにAIや新たな育種技術等を組み合わせて活⽤する「スマート
育種システム」の開発と、そのためのデータ基盤の構築に取り組んでいます。 

この取組を進めることにより、イネ、コムギ、オオムギ、ダイズ、リンゴ、タマネギ等
について、気候変動等への適応⼒、収量、おいしさといった多数の遺伝⼦が関わる形質を
改良する品種の開発を、従来よりも効率的かつ迅速に⾏うことができるようになります。 

また、近年では天然毒素を低減したジャガイモや無花粉スギの開発等、ゲノム編集2技術
を活⽤した様々な研究が進んでいます。令和3(2021)年9⽉には、ゲノム編集技術によって
開発された農作物として、我が国で初めて届出されたGABA3⾼蓄積トマトが、続いて同年
12⽉には、⾁厚のマダイと成⻑の早いトラフグがそれぞれインターネットで販売開始され
ました。 

⼀⽅で、ゲノム編集技術は新しい技術であるため、農
林⽔産省は、平成28(2016)年度から⼤学や⾼校に専⾨家
を派遣して出前授業等を⾏うとともに、消費者に研究内
容を分かりやすい⾔葉で伝えるなどのアウトリーチ活動
を実施しており、令和3(2021)年11⽉には、無花粉スギ
についての研究施設⾒学会を⾏いました。 

今後も、健康的な⾷⽣活に貢献できる農作物や、農薬
の使⽤を抑え環境負荷を低減できる病害⾍抵抗性農作物
等、国⺠が利益を享受できるような農作物の開発を推進
していきます。 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 
3 γアミノ酪酸(Gamma Amino Butyric Acid)のことで、⾷品に含まれる健康機能性成分として、ストレス緩和や⾎圧降下作⽤等が注

⽬されている。 

無無花花粉粉ススギギのの研研究究施施設設⾒⾒学学のの様様⼦⼦  
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第第 99 節節  気気候候変変動動へへのの対対応応等等のの環環境境政政策策のの推推進進  

 
 
気候変動対策において、我が国は、令和32(2050)年までにカーボンニュートラルの実現

を⽬指しており、あらゆる分野ででき得る限りの取組を進めることとしています。また、
⽣物多様性条約第15回締約国会議(CBD COP15)での議論等を背景に、⽣物多様性の保全
等の環境政策も推進しています。本節では、⾷料・農業・農村分野における気候変動に対
する緩和・適応策の取組や⽣物多様性の保全に向けた取組等を紹介します。 
 
((11))  地地球球温温暖暖化化対対策策のの推推進進  
((22005500 年年ままででののカカーーボボンンニニュューートトララルルのの実実現現にに向向けけてて))  

我が国の温室効果ガス1の総排出量は令和2(2020)年度に11億5,000万t-CO2となってい
るところ、政府は、令和32(2050)年までに温室効果ガスの総排出量を全体としてゼロにす
るカーボンニュートラルの実現に向け、令和3(2021)年4⽉の⽶国主催気候サミットで、令
和12(2030)年度において温室効果ガス排出量を平成25(2013)年度⽐で46%削減すること
を⽬指し、更に50%の⾼みに向けて挑戦を続けることを宣⾔しました。 

さらに、令和3(2021)年10⽉、政府は、令和12(2030)年度の温室効果ガス削減⽬標等の
実現に向け、内閣総理⼤⾂を本部⻑とする地球温暖化対策推進本部において「⽇本の
NDC2(国が決定する貢献)」を決定するとともに、新たな令和12(2030)年度削減⽬標の裏
付けとなる対策・施策を記載して新⽬標実現への道筋を描く「地球温暖化対策計画」、令和
32(2050)年カーボンニュートラルに向けた基本的考え⽅等を⽰した「パリ協定に基づく成
⻑戦略としての⻑期戦略」を閣議決定しました。あわせて、気候変動の適応策を⽰した「気
候変動適応計画」を閣議決定しました。 

農林⽔産分野での気候変動に対する緩和・
適応策の推進に向け、農林⽔産省は、「みどり
の⾷料システム戦略3」(以下「みどり戦略」
という。)を踏まえ、令和3(2021)年10⽉に「農
林⽔産省地球温暖化対策計画」と「農林⽔産
省気候変動適応計画」を改定しました。令和
12(2030)年度の温室効果ガス削減⽬標とし
て、平成25(2013)年度の我が国の総排出量に
対し、農林⽔産分野における排出削減対策と
吸収源対策により3.5%相当分を削減(排出削
減量303万t-CO2、吸収量4,650万t-CO2)する
ことを⽬指しています。 

我 が 国 の 農 林 ⽔ 産 分 野 に お け る 令 和
2(2020)年度の温室効果ガスの排出量は、前
年度から42万t-CO2増加し、5,084万t-CO2と

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 Nationally Determined Contributionの略 
3 トピックス2、第1章第6節を参照 

図表 2-9-1 農林⽔産分野の温室効果ガス排
出量 

資料：国⽴環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス「⽇本
の温室効果ガス排出量データ」を基に農林⽔産省作成 

注：1) 令和 2(2020)年度の数値 
2) 排出量は⼆酸化炭素換算 

⼆酸化炭素
(CO2)
37.3％

メタン(CH4)
43.5％

⼀酸化⼆窒素(N2O)
19.2％

燃料燃焼
36.5％

⽯灰・
尿素施⽤

0.8％家畜消化
管内発酵
15.0％

家畜排せつ物管理
4.7％

稲作
23.6％

家畜排せ
つ物管理

7.6％

農⽤地の⼟壌
11.4％

排出量
5,084万t-CO2
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なりました(図図表表22--99--11)。今後、地球温暖化対策計画や、みどり戦略に沿って、更なる温室
効果ガスの排出削減に資する新技術の開発・普及を推進していきます。 
 
((炭炭素素貯貯留留のの取取組組をを推推進進))  

温室効果ガスの吸収源対策の⼀つとして、農林⽔産省は、改定後の農林⽔産省地球温暖
化対策計画に基づき、堆肥や緑肥等の有機物やバイオ炭1の施⽤を通じ、農地や草地におけ
る炭素貯留の取組を推進しています。具体的には、堆肥の⾼品質化、広域的な供給に必要
なペレット堆肥製造施設等の環境整備、実証的な堆肥の施⽤による有効性の周知や、堆肥・
緑肥等の有機物やバイオ炭について、産地に適した施⽤技術の検証の⽀援などを⾏ってい
ます。 

 

 
((世世界界的的なな気気候候変変動動対対策策のの推推進進にに向向けけ国国際際的的なな枠枠組組みみにに参参加加))  

令和3(2021)年10⽉から11⽉にかけて英国のグラスゴーで開催された国連気候変動枠組
条約第26回締約国会議(COP26)においては、パリ協定下の市場メカニズムの実施指針等が
採択され、パリ協定の実施指針が完成しました。議⻑国英国の主導で実施された会合等に
おいては、我が国からみどり戦略を世界に向けて発信しました。 

また、COP26においては、⼆酸化炭素よりも⾼い温室効果を有するメタンについて、令
和12(2030)年までに世界全体の排出量を令和2(2020)年⽐で30%削減することを⽬標に、
各国で協働するための国際的な枠組みである「グローバル・メタン・プレッジ」が発⾜し、
我が国も参加しています。我が国は、メタン発⽣の少ないイネの品種開発や、⽔⽥の⼟壌
内に存在するメタン⽣成菌の活動を抑制する中⼲し技術、⽜のげっぷとして排出されるメ
タンガス削減の研究開発等に強みを持っています。今後も農業分野におけるメタン排出削
減に向けた研究開発を推進していきます。 

 

 
1 燃焼しない⽔準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマスを加熱して作られる固形物 

((ココララムム)) 果果樹樹のの剪剪定定枝枝をを利利⽤⽤ししたたババイイオオ炭炭のの取取組組をを推推進進  

⼭梨県では、令和2(2020)年4⽉から、光合成の働きによって多くの炭
素が蓄積した果樹園での剪定

せんてい
枝を炭化することで「バイオ炭」として活

⽤し、⻑期間炭素を⼟壌中に貯留する取組を推進しています。 
簡易な炭化器を活⽤することで、簡単にバイオ炭づくりができること

から、今後、消費者への浸透も図りながら、「環境に優しいくだもの」と
して⼭梨の新しいブランドを⽬指していきます。 

簡簡易易なな炭炭化化器器でで  
炭炭ににななっったた剪剪定定枝枝  

資料：⼭梨県 
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((気気候候変変動動のの影影響響にに適適応応すするるたためめのの品品種種・・技技術術のの導導⼊⼊がが進進展展))  
農業⽣産は気候変動の影響を受けやすい中で、近年では、気温の上昇による栽培地域の

拡⼤を活⽤し、熊本県における、うんしゅうみかんよりも温暖な気候を好む中晩柑「しら
ぬひ」への転換や、⻘森県におけるももの⽣産、愛媛県におけるアボカドの⽣産等、新し
い作物の導⼊が進展しています。 

また、⽔稲における⽩
しろ

未 熟 粒
みじゅくりゅう

1や、りんご、ぶどう、トマトの着⾊・着果不良等、各品
⽬で⽣育障害や品質低下等の影響が現れていることから、この影響を回避・軽減するため
の品種や技術の開発、普及も進展しています。 
 
((22))  ⽣⽣物物多多様様性性のの保保全全とと利利⽤⽤のの推推進進  
((次次期期⽣⽣物物多多様様性性国国家家戦戦略略等等をを策策定定しし環環境境とと経経済済のの向向上上をを両両⽴⽴))  

農林⽔産業は、⼈間の⽣存に必要な⾷料や⽣活資材を供給する活動であるとともに、そ
の営みは、⼈々にとって⾝近な⾃然環境を形成し、多様な⽣物種の⽣育・⽣息に重要な役
割を果たしています。また、農林⽔産業と⽣物多様性との関わりは、農⼭漁村の⽂化や景
観を形づくり、農⼭漁村に活⼒を与え、地域経済の発展や健康的で豊かな⽣活基盤となっ
ています。 

 
1 胚乳の⼀部⼜は全部が⽩濁した⽞⽶のことで、登熟期の⾼温によりデンプンの蓄積が阻害されて細胞内に空気の隙間が⽣じ、これ

が光を乱反射して⽩く⾒える。精⽶しても⽩濁はなくならず、⽶の検査等級の下落や⾷味の低下の原因となる。 

((ココララムム)) 農農地地⼟⼟壌壌由由来来ののメメタタンン削削減減をを可可能能ととすするる⽔⽔稲稲栽栽培培技技術術のの開開発発  
 
農研機構、JIRCAS等の研究グループは、農業分野における温室効果ガス排出削減技術の開発に向け、

平成24(2012)年度から東南アジアの国々と連携し、⽔稲の総合的栽培管理技術の研究に取り組んでい
ます。 

湛
たん

⽔
すい

が続く⽔⽥では、⼟壌中の酸素が減少し、温室効果ガスであるメタンの発⽣が増えることが知
られています。そこで研究グループでは、IRRI(国際稲研究所)が開発した節⽔のための間断かんがい
技術AWD(Alternate Wetting and Drying)を応⽤し、湛⽔と落⽔を繰り返すことでメタンの発⽣を抑制
できるのかについて、フィリピン、インドネシア、ベトナム、タイ等の圃場

ほじょう
で検証を⾏ってきました。

また、稲作農家にとっては⽣産の安定や、そのための⼟壌保全も重要であることから、AWDによる⽔
管理のみではなく、肥料や有機物の効率的な利⽤法も研究してきました。 

この研究では、⽔⽥からのメタン等の温室効果ガスの排出量を30%以上削減し、地球温暖化の緩和
に資するとともに、有機物管理等を組み合わせて⼟壌保全と⽣産の安定化を実現することを⽬標とし
ており、令和4(2022)年度までに、そのような総合的栽培管理技術を開発する予定です。この技術は
費⽤・労⼒が⽐較的に軽微で、⽣産性の維持とも両⽴することから、アジア諸国での普及が期待され
ています。 

⽔⽔⽥⽥ででのの温温室室効効果果ガガススのの観観測測  
資料：インドネシア農業環境研究所 

経過時間

⽔
位

湛⽔ 落⽔ 収穫⼟壌表⾯ 間断かんがい

AAWWDD((間間断断かかんんががいい技技術術))ののイイメメーージジ  
資料：農研機構資料を基に農林⽔産省作成 
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令和3(2021)年10⽉、中国・昆
こん

明
めい

でCBD COP15第⼀部が開催され、ハイレベルセグメ
ントにおいては、⽣物多様性の世界⽬標である「ポスト2020⽣物多様性枠組」の採択に向
けて⽣物多様性の損失を⾷い⽌めること等の決意が記載された「昆明宣⾔」が採択されま
した。我が国からは⽇本の取組の説明や国際⽀援の表明を⾏いました。令和4(2022)年に
中国・昆明で開催が予定されているCBD COP15第⼆部では、「ポスト2020⽣物多様性枠
組」が採択される予定であり、今後この採択を受け、我が国でも令和4(2022)年度に次期
⽣物多様性国家戦略を策定する予定です。 

これに先⽴ち農林⽔産省は、「ポスト2020⽣物多様性枠組」についての議論や、みどり
戦略を踏まえ、「農林⽔産省⽣物多様性戦略」を⾒直すため、有識者による検討を⾏いまし
た。新たな農林⽔産省⽣物多様性戦略では、環境と経済の向上の両⽴を⽬指していく旨を
記載することとしています。 

 
 

((33))  廃廃ププララススチチッックク対対策策のの推推進進  
((農農業業分分野野ににおおけけるる廃廃ププララススチチッックク対対策策をを推推進進))  

⼀般社団法⼈プラスチック循 環
じゅんかん

利⽤
り よ う

協 会
きょうかい

の調査によると、令和2(2020)年の我が国全
体のプラスチック廃棄量は822万tとなっています。このうち農林⽔産分野の廃プラスチッ
ク排出量は11万tで、我が国全体の総排出量の1.4%を占めています。 

農業分野の廃プラスチックには農業⽤ハウスの被覆資材やマルチ1等が含まれます。被覆
資材の耐久性向上や耕地⾯積の減少等により、その排出量は、平成5(1993)年度をピーク
に減少傾向にあります。農業分野の廃プラスチックの再⽣処理の割合は上昇傾向で推移し
ており、平成30(2018)年度では74.5%となっています(図図表表22--99--22)。今後も各地域において
ブロック協議会や都道府県協議会を中⼼に、情報や地域課題の共有、法令の周知徹底を図
り、この割合を令和8(2026)年度に80%とすることを⽬標としています。 

また、徐々に肥料成分が溶け出す緩効性肥料の⼀つであるプラスチックを使⽤した被覆
肥料については、使⽤後に被膜

ひ ま く
殻
がら

が圃場から流出することで海洋汚染等の要因となること
が指摘されています。このため、肥料メーカー等は、令和4(2022)年1⽉に「緩効性肥料に
おけるプラスチック被膜殻の海洋流出防⽌に向けた取組⽅針」を公表しました。令和
12(2030)年までにプラスチックを使⽤した被覆肥料に頼らない農業を掲げ、農業者に被膜
殻の流出防⽌対策の徹底や代替となる施肥⽅法の提案等を進めることとしています。農林
⽔産省においても、⽣産現場におけるプラスチック被膜殻流出防⽌等の取組を推進してい
ます。 

 

 
1 マルチングの略で、畑の畝をビニールシートやポリエチレンフィルム、わら等で覆うこと。マルチの⽤途は、地温の調節、⼟の乾

燥防⽌、雑草の抑制、⾬による肥料の流出防⽌、病害⾍の防⽌等 

⽣⽣物物多多様様性性のの保保全全・・再再⽣⽣  
URL：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/c_bd/tayousei.html 
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農業分野においては、農業者、農業者団体、地⽅公共団体による廃プラスチック対策の

排出抑制と適正処理の推進を徹底しており、農業⽤ハウスでは、耐久性を強化したフィル
ムの使⽤を推進しています。また、マルチについては、廃プラスチックの排出量削減の取
組として、農林⽔産省は、従来のポリマルチの利⽤から、使⽤後にすき込むことで⼟壌中
の微⽣物により⽔や炭酸ガスに分解される⽣分解性マルチの利⽤への転換を推進していま
す。 

農業⽤⽣
のうぎょうようせい

分解性
ぶんかいせい

資材
し ざ い

普及会
ふきゅうかい

の調査によると、⽣分解性マルチの年間利⽤量(樹脂の出荷
量)は年々増加傾向で推移しており、令和2(2020)年度は3,600tの⽬標に対し、3,822tとな
っています(図図表表22--99--33)。今後も⽣分解性マルチへの転換を推進し、令和5(2023)年度の年
間利⽤量を4,600tとすることを⽬標としています。 

 

 

図表 2-9-3 ⽣分解性マルチの年間利⽤量(樹脂の出荷量) 

資料：農業⽤⽣分解性資材普及会の資料を基に農林⽔産省作成 
注：1) 平成 24(2012)年、26(2014)年、28(2016)年は調査を未実施 
  2) 年度ごとの⽬標値は、実績値を調査翌年度12⽉に把握するため、前年度の実績値に対するもの 
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資料：農林⽔産省「園芸⽤施設の設置等の状況」を基に作成 
注：本調査は隔年の調査で、平成 23(2011)年度は実施せず、平成 24(2012)年度に実施 
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図表 2-9-2 農業分野の廃プラスチック排出量に対する再⽣処理の割合 
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