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評 価 個 票

【研究課題評価】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１．新農業展開ゲノムプロジェクト １

２．地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適応技術の開発 ５

‥‥‥‥‥‥‥３．農業に有用な生物多様性の指標及び評価方法の開発 ８

４．鳥インフルエンザ、ＢＳＥ等の高精度かつ

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥効率的なリスク管理技術の開発 11

５．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
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評価個票

新農業展開ゲノムプロジェクト 先端産業技術研究課研究課題名 担当課名
（組替新規） 技術安全課

国際研究課

要求総額約322億円 平成20～24年度事業費 事業期間

［課題の概要］
食料、環境、エネルギー問題の解決にターゲットを絞って遺伝子機能解明の加速化

を図るとともに、ゲノム解読技術や遺伝子を活用する技術を駆使して、これらの分野
の問題解決に貢献する超多収穀物、不良環境耐性作物、環境浄化植物、巨大バイオマ
ス植物等を開発。さらに、遺伝子組換え技術の安全性確保対策、これらの研究に係る
知財確保対策を実施する。

目 標 ＜プロジェクト全体のアウトカム目標＞
基礎・基盤研究の成果の蓄積により、遺伝子機能を有効に活用するた

めの技術、遺伝子組換え技術を駆使した革新的作物等を開発し、食料、
環境、エネルギー問題の解決に資する。

＜研究目標＞
（１）遺伝子の特定と機能の解明
①遺伝子機能の解明等研究の効率的な推進を図るため、これまで未利

用な野生イネ等の他品種と染色体の一部を置換した系統群（同質置
換系統群 、遺伝子破壊系統群の2系統群を創出）

②食料、環境、エネルギー問題の解決に関係する遺伝子の単離、遺伝
子地図上での位置の特定、遺伝子の機能の解明

（２）遺伝子機能を有効に活用するための技術開発
これまで未開発である、遺伝子を染色体上の目的とする位置に導

入する技術や導入した遺伝子の発現をコントロールする技術、ソル
ガム等バイオマス植物の形質転換技術の開発等、単離した遺伝子を
操作し、その機能を 大限に活用するための技術の開発

（３）DNAマーカーを活用した革新的作物開発
①これまでのイネゲノム・プロジェクト研究等で得られた約3万のDNA

マーカの活用により、従来にないスピードで20以上の新品種を育成
②ダイズについて、農業上重要と考えられる有用形質（耐湿性、タン

パク含量等の品質）の機能を遺伝子レベルで10個以上解明し、タン
パク含量、耐湿性等が大幅に改善された新たな品種系統を育成。野
菜、果樹について、重要な耐病性等のDNAマーカーを開発し、従来
の育種では獲得できなかった新たな形質を集積した品種系統を育成
（10系統）

（４）遺伝子組換え技術を駆使した革新的作物開発
①超多収作物・巨大バイオマス作物（現場生産レベルで現状の150

％）や不良環境耐性作物、環境浄化作物等、食料、環境、エネルギ
ー問題の解決に貢献するような機能を有する作物の開発

②育種素材として用いることができる環境ストレス耐性が向上した小
麦・陸稲・水稲の形質転換系統を選抜（3系統以上 。また、DREB遺）
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伝子等で活性化される乾燥耐性遺伝子等、環境ストレス耐性遺伝子
を特定（40種以上 。）

（５）遺伝子組換え技術の安全性確保対策
①生物多様性影響評価に必要な新たな遺伝子組換え生物に関する科学

的知見の集積、遺伝子組換え生物の定性的・定量的検出技術や遺伝
子拡散防止のための生物的封じ込め技術等遺伝子組換え作物の安全
・信頼確保のための管理技術の開発、一般栽培作物との交雑リスク
を低減させる栽培技術等の共存のための技術の開発。

②遺伝子組換え作物等に関する試験研究の内容等の検討に資すること
を目的に、生産者、消費者、流通業者等を対象に双方向コミュニケ
ーションを通じた遺伝子組換え作物等に関する意識調査及び分析の
実施

（６）戦略的知財確保対策
本研究で単離した遺伝子、確立した技術等について、費用対効

果、知財の防衛的観点等から、特許取得の方策について検討し、効
率的に特許を取得

１.農林水産業・食品産業、国民生活のニーズ等から見た研究 評価ランク Ｓ
の重要性
世界的な気候変動等の著しい環境変化が進んでいる中、国際貢献を通じた世界の

食料需給の安定に向けた取組を推進することが不可欠となっており、イネの全塩基
配列の決定や、遺伝子機能解明手法の確立の実績を踏まえ、次のステージとして、
イネゲノム研究で培われた技術を活用して植物の持つ潜在的な能力を引き出し、環
境、エネルギー、食料問題の解決に貢献することを目的としている本研究は重要で
ある。
一方では、問題解決の鍵となる遺伝子組換え技術については国民の関心や懸念に

応えつつ研究開発を進める必要があることから、遺伝子組換え作物の安全、信頼確
保のための技術開発や双方向コミュニケーションの推進に取り組むことも必須重要
事項である。
また、ゲノム情報を利用した植物の産業利用が米、欧、中等で加速を続けている

中で、主要農作物の遺伝子機能の解明及びその知財化は大きな価値を生み出す可能
性があり、世界的に熾烈な先陣争いが繰り広げられている。このような状況におい
て、イネゲノム研究の成果等を知財化することは将来の我が国の食料安定供給の確
保、エネルギー問題の解決等に必要な取組と考える。
以上のことから、農林水産業、食品産業、国民生活のニーズ等から見た研究の重

要性は非常に高い。

２.国が関与して研究を推進する必要性 評価ランク Ａ

ゲノム科学の応用等により、食料、環境、エネルギー問題の解決へ貢献する技術
開発を推進することは 「21世紀新農政2007」(平成19年4月食料・農業・農村政策、
推進本部決定)や「食料・農業・農村基本計画 （平成17年3月閣議決定）に沿った」
取組である。

また 「イノベーション25」(平成19年6月1日閣議決定)では、バイオテクノロジ、
ー等の強みを活かして環境・資源・エネルギー等の世界的制約となる課題の解決に
貢献することを念頭に置き、高バイオマス資源作物の育成や不良環境耐性品種の開
発、砂漠の緑化による食料需給の安定等を目指して、我が国の知見と技術を活用す
ることが記されている。
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以上のことから、国が関与して本研究を推進する必要性は高い。

３.研究目標の妥当性 評価ランク Ａ

本研究は、これまでのゲノム研究の成果を踏まえ、目標設定がなされている。ま
た、遺伝子組換え技術の開発と同時に安全性確保対策を実施し、さらに、知財確保
対策を含めた研究の取組は適切である。
また、これまでのゲノム研究において、遺伝子過剰発現、遺伝子破壊等による遺

伝子機能解明、単離技術が確立し、約100個の遺伝子機能の解明に成功している。
本研究では、これら研究蓄積を踏まえた効果的な研究手法により実施することとし
ており、目標達成の可能性は高い。
以上のことから、研究目標の妥当性は高い。

４.研究計画の妥当性 評価ランク Ａ

本研究は、我が国の優位性が保たれているゲノム研究等の革新的技術を活用し、
超多収作物や不良環境耐性作物、環境浄化作物、巨大バイオマス作物等を作出する
ことにより、世界的に問題となっている食料、環境、エネルギー問題の解決に寄与
するものであり、国際的にも非常に高い貢献につながる。
さらに、遺伝子特許を巡る国際競争は激化している中、戦略的な特許取得の加速

化、我が国の知的財産権の強化への取組として、遺伝子の機能解明やその利用技術
の開発に集中的に取り組むことは適切である。
なお、これまでは国内特許の取得が中心であったが、特に、本研究に関しては、

海外での権利確保を強化した取組が必要である。
以上のように、これまでのゲノム研究の成果を踏まえ、諸問題の解決に必要な研

究課題が適切に選択されており、課題構成は妥当である。
本研究の構築に当たっては、外部有識者を加えた推進準備委員会において検討が

行われ、将来的には外部専門家を加えた運営委員会において研究の進捗管理を実施
することとしており、研究の推進体制は適切である。
また、研究実施体制については、ゲノム研究に関する多くの知見と経験を有する

研究機関を対象として、研究全体のレベルアップを図るべく、all Japan体制で実
施し、企画競争を行った上で決定することとしている。
さらに、本研究は基礎基盤研究から応用研究に至るまで多岐にわたる分野が含ま

れていることから、各分野の成果の円滑な受け渡しがなされ、全体として期待され
た目標が達成されるよう、情報共有の場を設けることとしており、適切な研究実施
体制が構築されることが期待できる。
なお、国として実施するプロジェクト研究の趣旨を踏まえ、研究実施機関の絞り

込みと予算の重点配分のために、毎年度、運営委員会を開催し、研究目標達成度合
い等を踏まえ、見直しを行うこととしている。
以上のことから、研究計画の妥当性は高い。

５.研究が社会・経済等に及ぼす効果の明確性 評価ランク Ａ

ゲノム情報解読や遺伝子機能の解明等の基礎・基盤的な研究成果は、独立行政法
人、都道府県、大学、民間企業等の研究機関において品種育成等の研究開発を大幅
に加速化・効率化させる。これらの研究が、画期的な新品種や新たな機能性食品の
開発や新産業の創出に発展し、農業、食品産業のみならず産業全体の活性化につな
がるものである。

一方、DNAマーカーを活用した革新的作物開発及び遺伝子組換え技術を駆使した
革新的作物開発については、今後特に社会的に重要性が高まると予想され、世界規
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模で懸念される食料、環境、エネルギー問題の解決に寄与するものである。
また、遺伝子組換え技術の安全性確保対策は、遺伝子組換え作物に対して関心が

高く懸念を抱いている国民に、遺伝子組換え技術の社会的認知を高め理解を得る端
緒となるとともに、遺伝子組換え作物の実用化を加速度的に進展させることにつな
がる。事業推進に当たっては、この効果を意識し積極的に情報提供を行うことが必
要である。
戦略的知財確保対策については、将来において大きな価値を生み出す可能性のあ

る主要作物の遺伝子機能の知財化を進めることにより、我が国の産業の発展及び食
料安定供給につながるものである。その一方で、仮に諸外国の研究者が知財化をす
るような事態となれば、将来の我が国の食料安定供給の確保、エネルギー問題の解
決等に重大な影響を与えることが考えられるため、その懸念を払拭することができ
る。
以上のことから、本研究が社会・経済等に及ぼす効果の明確性は高い。

【総括評価】 評価ランク Ａ

本プロジェクト研究は、遺伝子機能を有効に活用するための技術開発、遺伝子組換
え技術を駆使した革新的作物の開発等につながり、食料、環境、エネルギー問題の解
決を図る上で重要である。また、達成すべき収量や開発すべき品種・系統数等を数値
目標として設定し、遺伝子組換え技術に関する安全性確保対策や研究成果の知財確保
対策をあわせて措置するなど、研究目標及び研究内容は妥当である。
以上より、本プロジェクト研究は重要であり、内容は適切であると判断される。
なお、これまでは国内特許の取得が中心であったが、特に、本研究に関しては、海

外での権利確保を強化した取組が必要である。また、遺伝子組換え作物の実用化を進
めるため、遺伝子組換え技術の安全性確保対策についても、積極的に情報提供を行う
ことが必要である。
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評価個票

地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評 研究開発課研究課題名 担当課名
価と緩和及び適応技術の開発（拡充）

拡充部要求総額約11億円 平成20～22年度事業費 事業期間
(平成18～22年度)

［課題の概要］
精度の高い温暖化影響評価と、それに基づいた温暖化適応策の開発により、将来の

温暖化の進行に対応しうる農林水産業を実現するための技術、知見を集積する。

目 標 ＜プロジェクト全体のアウトカム目標＞
将来の地球温暖化の進行が農林水産業に与える影響を総合的に評価

し、農林水産業における地球温暖化対策を積極的に推進

＜研究目標＞
（１）気温、CO 濃度、水資源量等の因子を総合的に考慮し、温暖化が2

主要な農林水産物の収量、品質、病害虫被害等に与える影響を、そ
の影響の程度や時期も含めて総合的に予測

（２）高温障害の発生メカニズム、低温不足と休眠覚醒の関係等適応策
の開発に必要な基礎的問題を解明

１.農林水産業・食品産業、国民生活のニーズ等から見た研究 評価ランク Ａ
の重要性

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第4次評価報告書は、地球温暖化により
世界中の自然と社会が深刻な影響を受けると予測している。また、本年、農林水産
省が行った調査においても水稲の高温障害、果実の着色不良、病害虫の多発等の高
温に起因する農作物被害が確認されている。本研究ではこれらの状況を踏まえ、将
来の地球温暖化の進行が農林水産業に与える影響の内容・程度やその時期につい
て、より精度の高い将来予測を行うとともに、それに基づいた地球温暖化適応策の
開発を行うものである。
また、高精度の将来予測及びメカニズム解明の部分は特に、科学的・技術的な観

点からの重要性が高い。
以上より、農林水産業・食品産業、国民生活のニーズ等から見た本研究の重要性

は高い。

２.国が関与して研究を推進する必要性 評価ランク Ｓ

「21世紀環境立国戦略 （平成19年6月閣議決定）において 「今後１、２年で重」 、
点的に着手すべき八つの戦略」の中で、地球温暖化に関するモニタリング・予測及
び適応策の検討を行うこととされている。

また 「21世紀新農政2007 （平成19年4月食料・農業・農村政策推進本部決定）、 」
においては「地球温暖化等の資源・環境対策の推進」の中で、地球環境保全に対す
る農林水産業の積極的な貢献として、農林水産分野における地球温暖化対策を加速
化すると示されている。本研究の拡充はこれに対応する取組であり、次年度から開
始すべき緊急性が明確であるとともに、国が関与して本研究を推進する必要性は非
常に高い。
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３.研究目標の妥当性 評価ランク Ａ

IPCCの報告書や、高温障害等の被害が現場で確認されているという実態を踏ま
え、緩和策に加え、今後は適応策の開発が必要となる。そのため、適応策開発の基
礎となる高温障害の発生メカニズムの解明や、適応策の開発を計画的に実施するた
めの高精度な将来予測研究が必要であることは明らかで、研究目標は妥当である。
また、これまでの研究の成果も踏まえ、それらをうまく活用することにより、拡

充部分について3年間で目標を達成できる可能性は高い。
以上より、研究目標の妥当性は高い。

４.研究計画の妥当性 評価ランク Ａ

本研究の研究実施計画案の策定に当たっては、省内関係部局を含む「プロジェク
ト研究準備委員会」を設置するなどして、行政ニーズの把握を中心に課題設定がな
されており、今後は、必要に応じこれに外部有識者を加え、目標達成に資するよう
研究計画の内容を精査することとしている。
研究実施機関については、当該研究分野に多くの知見と経験を有する機関を対象

とした企画競争を行った上で決定し、研究開始後は、引き続き行政部局と外部有識
者を含む「プロジェクト研究運営委員会」を設置し、研究管理を行っていくことと
している。
以上のように、行政ニーズと研究側のシーズの両面から、投入される研究資源、

研究推進体制、課題構成等を常に見直しつつ進行管理を行うこととしており、研究
計画の妥当性は高い。
なお、今後、コンピューターシミュレーションモデルの開発、衛星情報の活用等

幅広い観点から検討し、適切な研究実施計画が構築されることを期待する。また、
研究実施に当たっては、その成果を活用する農林水産省内の他部局や関係府省との
連携に留意する必要がある。

５.研究が社会・経済等に及ぼす効果の明確性 評価ランク Ａ

地球温暖化は我が国の農業に非常に大きな影響を与えると考えられるが、その影
響を具体的に予測し、関係者に提供することで、行政関係者や農業関係者が早期に
的確な対策をとることを可能にし、温暖化による農林水産業へのマイナスの影響の
抑制等につながることが期待される。
適応策の実施には非常に多くのコストがかかることはIPCCの報告書等にも述べら

れているところであるが、本プロジェクトの成果により、将来のどの時点にどの程
度の規模の影響がどの地域に現れるかを精度良く予測することで、地球温暖化への
適応策を計画的に行うことが可能となり、適応策実施のコストを最小限にすること
が可能となり、経済的な効果が明確である。
また、温暖化適応策の開発に向けた基礎的問題の解明を現在から進めることも、

早期の対応策確立につながることから重要である。また、将来温暖化が進んだ場合
だけでなく、現在も生じている高温障害等への適応策としても効果を発揮すること
が期待される。
以上より、本研究が社会・経済等に及ぼす効果の明確性は高い。

【総括評価】 評価ランク Ａ

本プロジェクト研究は、ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）第４次評価報
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告を受け、将来の地球温暖化の進行が農林水産業に与える影響を高い精度で予測し、
適応策の開発に必要な基礎的問題を解明するものであり、農林水産業における地球温
暖化対策の早期かつ的確な実施を図る上で必須である。また、研究目標及び研究計画
は妥当であり、研究成果は、将来、温暖化が進んだ場合だけでなく、現在も生じてい
る高温障害等への適応策としても効果を発揮することが期待される。
以上より、本プロジェクト研究は重要であり、内容は適切であると判断される。
なお、今後、コンピューターシミュレーションモデルの開発、衛星情報の活用等幅

広い観点から検討し、適切な研究実施計画が構築されることを期待する。また、研究
実施に当たっては、その成果を活用する農林水産省内の他部局や関係府省との連携に
留意する必要がある。

7



評価個票

農業に有用な生物多様性の指標及び評価 技術安全課研究課題名 担当課名
手法の開発(新規）

要求総額約11億円 平成20～24年度事業費 事業期間

［課題の概要］
農業に有用な生物多様性について、農法・農業技術等の効果を現場レベルで調査・

評価し得る、国民にわかりやすく、国際的にも理解される生物多様性の｢指標｣及び標
準的評価手法の開発を、行政部局と連携して進める。

目 標 ＜プロジェクト全体のアウトカム目標＞
農業に有用な生物多様性に関する科学的知見の蓄積を通じ、環境保全

型農業の効果的な推進やＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管理）への転換を
図る。

＜研究目標＞
（１）平成22年度（2010年）までに「指標生物の候補」240種を選抜

生物多様性の異なる8地区で、ほ場及び集落単位で合計240種を選
抜する。

現在0→240種：ほ場120種＝8地区×3作目×5種
集落120種＝8地区×3地域×5種

（２）現場レベルで調査・評価し得る指標・評価手法の開発
(1)の「指標の候補」について、標準的調査方法と農業生産性を

含めて評価できる評価法を開発する。
その結果、現場レベルで調査・評価し得る生物種を最終的な指標

とし、標準的調査・評価手法をマニュアル化する。
（現在０→240種、240手法）

（３）国土全体で把握・予測するシステムの開発
これまでの知見並びに(1)、(2)及び行政部局が行う指標生物調査

のデータを活用し、1キロメッシュで生物多様性を把握・予測する
システムを都道府県の農業指導機関が容易に活用できる簡易な形で
開発。

１.農林水産業・食品産業、国民生活のニーズ等から見た研究 評価ランク Ａ
の重要性

生物多様性に関連する研究や現場での活用は欧米が先行しているが、我が国で
も、国の政策以外に、自治体（一部で直接支払いモデル事業も開始 ）及び民間団。
体レベルで農地や周辺の生物調査、環境に配慮した病害虫防除の取組が行われ、各
地で「生き物ブランド米」育成等の生物多様性に関する諸活動も開始されるなど、
農業に有用な生物多様性は、持続的な農業を実現するための重要な資源と認識され
てきている。
このような中、これら取組の効果を生産者のみならず消費者をはじめ国民にわか

りやすい形で、生物多様性の観点で定量的に把握する指標や評価手法は開発されて
おらず、自治体の調査は水田に生息する生物の数を計測する調査が始まった段階で
ある。防除の要否判断は農業に有用な生物多様性（在来天敵等）を勘案したものが
普及していない状況にある。
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したがって、本研究により現場レベルで調査・評価できる国民にわかりやすい生
物の指標及び評価手法を開発することは、農林水産業・食品産業、国民生活のニー
ズ等に応えるものである。
また、国際的に見てもアジアモンスーン地域においては、現在まで生物多様性に

関する指標、評価手法は開発されておらず、アジアモンスーン地域で初めて指標を
開発し、その成果を世界に発信することは、科学的・技術的意義が高い。
以上により、農林水産業・食品産業、国民生活のニーズ等から見た研究の重要性

は高い。

２.国が関与して研究を推進する必要性 評価ランク Ａ

食料・農業・農村基本法において、農業については、その「自然循環機能が維持
されることにより持続的な発展が図られなければならない」とされている。
本年４月、中央環境審議会から農林水産省の環境保全型農業施策の取組方向への質
問に対する回答の中では、今後、調査・研究を通じ、生物多様性に資する効果を定
量的に把握し、これら施策を効果的に進めることとされている。
また、現在「農林水産省生物多様性戦略」が検討されているが、行政部局からも

調査研究を通じた、関連施策の効果を定量的に把握する指標及び評価手法の開発が
求められている。

さらに、生物多様性条約の2010年目標の年に(国連の生物多様性年でもある）我
が国で締約国会合が開催され、国家戦略の上でも指標の開発等が求められる見込み
である。
以上から、国が関与して本研究を推進する必要性は高い。

３.研究目標の妥当性 評価ランク Ａ

行政部局との意見交換を踏まえ、関連施策の効果を定量的に把握できる指標及び
評価手法の開発を最終目標とし、生物多様性条約の2010年目標に対応して指標の候
補を選抜するなど、適切な中間目標も設定されている。
研究目標の達成は、これまでの知見を踏まえた研究計画から十分可能である。
また、指標・評価手法の開発は、行政部局の事業と連携して実証・改良を行うこ

ととしており、効果的・効率的な研究体制となるように留意している。
以上により、研究目標の妥当性は高い。

４.研究計画の妥当性 評価ランク Ｓ

これまで行ってきたプロジェクト研究等においては、①主要な生物のカタログ
化、調査法、トラップ法等の基礎的データの蓄積、②国土全体の生物多様性の把握
・予測につながるモデル的な基本システムの開発に（一部地域の予測 、チョウ類）
のデータを用いて成功している。
本研究は、これらの実績を踏まえ、研究目標が達成されるよう適切な課題設定が

なされている。特に、目的及び目的に沿った生物（農業に有用な生物）をあらかじ
め限定して計画されている点は評価できる。
また、我が国は、効率的な調査手法の確立につながるフェロモンの分析等、昆虫

研究に関しては世界で最も知見を有する研究成果を有しており、研究実施機関はこ
れら研究成果を有する我が国の研究機関の中から公募で選定することとなってい
る。
本研究は、直接経済的効果を見込めるものではないが、生物多様性の観点から、

環境保全型農業政策を効果的に実施することが見込めることから、投入される研究
資源は妥当である。
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以上により、研究計画の妥当性は非常に高い。
なお、本研究を実施する過程で、農業に有用な生物種を収集しインベントリー化

することにより、研究成果の蓄積と普及が格段に進むと期待される。

５.研究が社会・経済等に及ぼす効果の明確性 評価ランク Ａ

中間目標である「指標生物の候補」については、平成22年(2010年）に我が国(愛
知県)で行われる第10回生物多様性条約締約国会合において、アジアモンスーン地
域で初めて生物多様性指標開発等に係わる重要な研究成果として、世界に発信され
ることとなる。
現場レベルで調査・評価し得る指標や評価手法については、開発段階から行政部

局の事業などと連携し実証や改良を効率的に行う予定であり、技術が確立されたも
のから、それら事業の実施地区等で、環境保全型農業の効果を生物多様性の観点か
ら定量的に把握されることとなっている。
これにより、環境保全型農業の効果的な改善や実施に対する国民の理解が促進さ

れる。研究成果は現場レベルで調査・評価できるよう調査対象の指標生物種と調査
・評価手法がマニュアル化されることから、環境保全型農業が全国的に継続、拡大
することが期待される。
また、病害虫防除の現場において、より適切な農法や資材の選択等に活用され、

防除の要否判断が病害虫の｢発生量｣のみならず、農業に有用な生物多様性を勘案し
たものとなり、国が策定する標準的な実践指針に沿って、ＩＰＭ（総合的病害虫・
雑草管理）への転換が促進される。
さらに、国土全体の把握・予測が可能となれば、各施策の効果的な推進のみなら

ず、国際的な生物多様性の議論を行う上での科学的な裏付けになる。
以上のとおり、本研究が社会・経済等に及ぼす効果の明確性は高い。

【総括評価】 評価ランク Ａ

本プロジェクト研究は、農業に有用な生物多様性に関する科学的知見の蓄積、生物
多様性に関する指標及び評価方法を開発するものであり、環境保全型農業の効果的な
推進やＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管理）への転換を促進する上で必要不可欠であ
る。さらに、現場で活用できる指標・評価手法の開発は、農林水産省の行政部局の事
業と連携して実証・改良を行うこととしているなど、研究目標及び研究計画は妥当で
ある。
以上より、本プロジェクト研究は重要であり、内容は適切であると判断される。
なお、本研究を実施する過程で、農業に有用な生物種を収集し、インベントリー化

することにより、研究成果の蓄積と普及が格段に進むと期待される。
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評価個票

鳥インフルエンザ、ＢＳＥ等の高精度か 研究開発課研究課題名 担当課名
つ効率的なリスク管理技術の開発
（新規）

要求総額約50億円 平成20～24年度事業費 事業期間

［課題の概要］
依然として発生が継続している鳥インフルエンザ、ＢＳＥ及び発生が懸念されるウ

エストナイル熱等について、ヒトへの感染移行リスクを最低限に抑えつつ、家畜段階
でのリスク管理をより効率的に実施する観点から、基礎的知見の更なる集積を図ると
ともに、現在、実施されている防疫措置等の高精度化、効率化のための技術開発を実
施する。

目 標 ＜プロジェクト全体のアウトカム目標＞
現在実施されている防疫措置の高精度化、効率化を通じて、感染症リ

スクの低減と防疫措置に係る行政コスト及び農家の経済的損失の低減を
図る。

＜研究目標＞
（１）鳥インフルエンザ対策技術

・宿主動物に対する病原性発現機構を解明する。
・サーベイランスのための迅速診断法を開発する（6時間以内 。）
・感染防御型ワクチンを開発する。
・媒介動物による病原体の種間伝搬様式を解明する。

（２）ＢＳＥ対策技術
・異常プリオンタンパク質の性状を解明する。
・生前診断法の確立に向け、異常プリオン増幅法の増幅率を向上さ
せる（生前診断の実現に必要な増幅率については同時に検討 。）

・バイオアッセイによる病原性判定に要する期間を短縮する（75日
以内 。）

・肉骨粉の低コスト不活化技術の確立する。
（３）新興・再興人獣共通感染症対策技術

・我が国への発生が懸念される疾病のウエストナイル熱等につい
て、簡易・迅速診断法の開発する。

１.農林水産業・食品産業、国民生活のニーズ等から見た研究 評価ランク Ｓ
の重要性
鳥インフルエンザは家畜伝病予防法に指定されており、一度発生すると家きんの

移動制限、出荷停止等畜産農家並びに食品産業へ多大な被害を生じる。これら家き
んへの病原体の感染伝播には、野生動物（ネズミ、野鳥等）によるウイルス持ち込
みの可能性も指摘されており、動物間のウイルス伝播様式の解明、診断技術の迅速
化、ワクチンの高度化により防疫体制の強化を図ることで、病原体の侵入・まん延
防止が図られ、農家経営の安定に寄与する。
また、ＢＳＥは、我が国でのＢＳＥ牛の発生以来、畜産業、畜産加工業、外食産

業等関連産業に大きな影響が生じており、ＢＳＥの原因といわれている異常プリオ
ンの性質や診断技術、不活化処理技術について研究を行い、科学に基づいた高精度
かつ効率的なリスク管理を行うことが重要である。
さらに、海外での発生が報告されているウエストナイル熱等の人獣共通感染症に
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ついては、国内発生時の適確な家畜防疫の実施が求められるとともに、これらの防
疫対策は、ヒトへの感染防止に最大限配慮しながら行われる必要がある。
以上のことから、農林水産業・食品産業、国民生活のニーズ等から見た本研究の

重要性は非常に高い。

２.国が関与して研究を推進する必要性 評価ランク Ａ

家畜伝染病については、家畜伝染病予防法に基づき、国の責務としてそのまん延
の防止に取り組むこととされている。特に、ＢＳＥ・鳥インフルエンザについて
は、継続的に発生しており、家畜のみならず、国民の健康への影響が懸念されてい
る。このため、まん延防止のための移動の禁止、殺処分等の防疫措置がとられてい
るが、最新の科学的知見や検査・診断技術の適用等により、できるだけ農家の経済
的な被害を抑えつつ、高精度かつ効率的に実施することが重要となっている。
なお、長期戦略指針「イノベーション25 （平成19年6月閣議決定）においては、」

早急に取り組むべき課題として 「食の安全・信頼の向上に資するシステムの導、
入」が掲げられている 「食料・農業・農村基本計画 （平成17年3月閣議決定）で。 」
は 「家畜の防疫体制の強化を含む農場から食卓までのリスク管理の徹底とリスク、
低減技術の開発の強化」が掲げられている。さらに、21世紀新農政2007（平成19年
4月食料・農業・農村政策推進本部決定）においては、伝播ルートの解明について
アジア各国と連携した鳥インフルエンザ対策を実施することとされている。

以上のことから、国が関与して本研究を推進する必要性は高い。

３.研究目標の妥当性 評価ランク Ａ

平成15年度より実施している牛海綿状脳症（ＢＳＥ）及び人獣共通感染症の制圧
のための技術開発プロジェクト研究の成果や最近の科学的知見を踏まえて、行政部
局の必要とする技術を開発する研究目標が設定されている。また、これまでの研究
実績から研究実施期間中に達成する可能性は高い。
以上より、研究目標の妥当性は高い。

４.研究計画の妥当性 評価ランク Ａ

本研究の研究実施計画案の策定に当たっては、省内関係部局を含む「プロジェク
ト研究準備委員会」を設置するなどして、行政ニーズの把握を中心に課題設定がな
された。今後は、必要に応じこれに外部有識者を加え、目標達成に資するよう研究
計画の内容を精査することとしている。
研究実施機関については、企画競争を行い、研究計画も最も的確に実施できると

判断された機関に研究を委託し、研究開始後は、行政部局と外部有識者を含む「プ
ロジェクト研究運営委員会」を設置し、研究管理を行っていくこととしている。
また、消費・安全局や総合科学技術会議の新興・再興感染症連携施策群等との連

携を図りつつ、研究計画の最適化を図ることとしている。
以上のように、行政ニーズと研究側のシーズの両面から、投入される研究資源、

研究推進体制、課題構成等を常に見直しつつ進行管理を行うこととしており、研究
計画の妥当性は高い。
なお、研究計画は現時点で適切と考えられるが、感染症の発生状況等に大きな変

化があった場合には、的確に計画を変更して研究を推進することに留意する必要が
ある。

５.研究が社会・経済等に及ぼす効果の明確性 評価ランク Ａ
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鳥インフルエンザ、ＢＳＥが国内で継続的に発生している中で、ヒトへの潜在的
感染症リスクを最小限に抑制するとともに、畜産農家の経済的損失の低減を図ると
いうアウトカム目標が設定されており、これは妥当かつ明確である。
本プロジェクト研究の成果は、国や都道府県、試験研究機関等の防疫担当機関に

よる媒介動物と家畜における病原体の感染状況のスクリーニング、迅速な診断や農
家の衛生管理指導に活用され、防疫検査の充実化が図られることが期待できる。
例えば、
鳥インフルエンザ対策技術は、
①研究機関による、新型インフルエンザの発生リスクの推定
②防疫担当部局による、確認検査の高精度化・効率化
③防疫担当部局や畜産関係事業者による、感染防御型ワクチンによる被害の最小化
④防疫担当部局による、農家へ衛生管理の向上の指導
ＢＳＥ対策技術は、
①リスク評価等に必要な基礎的な知見の収集
②防疫担当部局等による同居牛等の生前診断の実施
③現在焼却処分している肉骨粉のリスク管理手法の評価に必要な知見の集積
人獣共通感染症対策技術は、
①防疫担当機関による、国内発生時の緊急対応の確保
等の効果が期待できる。
以上のことから、本研究が社会・経済等に及ぼす効果の明確性は高い。

【総括評価】 評価ランク Ａ

本プロジェクト研究は、現在実施されている防疫措置の高精度化、効率化につなが
り、鳥インフルエンザ、ＢＳＥ等感染症リスクの低減と防疫措置に係る行政コスト及
び農家の経済的損失の低減を図る上で重要である。また、この分野のこれまでの研究
成果や最近の科学的知見から、研究目標及び研究計画は妥当である。さらに、研究の
成果が、国や都道府県の防疫担当機関よる感染状況のスクリーニング、迅速診断や農
家の衛生管理指導に活用されることとなっており、研究が社会・経済等に及ぼす効果
が明確である。
以上より、本プロジェクト研究は重要であり、内容は適切であると判断される。
なお、研究計画は現時点で適切と考えられるが、感染症の発生状況等に大きな変化

があった場合には、的確に計画を変更して研究を推進することに留意する必要があ
る。
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評価個票

生産・流通・加工工程における体系的な 研究開発課研究課題名 担当課名
危害要因の特性解明とリスク低減技術の
開発（新規）

要求総額約50億円 平成20～24年度事業費 事業期間

［課題の概要］
農畜水産物の生産・流通・加工工程における危害要因として、速やかに対策を講じ

ることが必要なヒ素、カドミウム、残留性有機汚染物質、かび毒（ＤＯＮ、ＮＩＶ
等 、病原微生物（Ｏ１５７等）を対象に、生産現場から流通・加工段階を通じてリ）
スク低減技術を導入するため、危害要因に関する科学的データの整備・解析を行うと
ともにリスク低減のための技術・手法の開発を行い、それらの組み合わせにより、現
場で最適な技術体系を構築する。

目 標 ＜プロジェクト全体のアウトカム目標＞
農畜水産物のリスクを低減するための科学的・技術的基盤を構築する

ことを通じ、農畜水産物の安全確保に資する。

＜研究目標＞
主要な農畜水産物の生産から流通・加工工程における重要な危害要因

について、リスク低減技術を開発し、リスク低減技術の体系化を図る。

１.農林水産業・食品産業、国民生活のニーズ等から見た研究 評価ランク Ａ
の重要性
屋外で生産され、多種多様な要因が関与する農産物のリスク管理は、一般の工業

製品と比較して難しい面が多く、研究の必要性が高まっている。本研究により、安
全な農畜水産物の生産、流通を通じ、国民の関心の高い食の安全が確保され、農林
水産業・食品産業への信頼が高まることから、農林水産業・食品産業、国民生活の
ニーズ等から見た本研究の重要性は高い。

２.国が関与して研究を推進する必要性 評価ランク Ｓ

食品の安全を確保するためには、生産から消費に至る食品供給の各段階におい
て、科学的な原則に基づき必要な措置を講じなければならないという考え方が、近
年、国際的な共通認識となっている。また、食品安全行政におけるリスク分析の有
効性が国際的に広く認識されている。一方、国内においては 「食品安全基本法」、
（平成15年法律第48号）により、食品の安全の確保について、国民の健康の保護が
最も重要であるという基本認識の下に、国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつ
つ科学的知見に基づき、食品供給行程の各段階において、必要な措置が講じられな
ければならないことが基本理念として位置づけられている。
また、長期戦略指針「イノベーション25 （平成19年6月閣議決定）においては、」

早急に取り組むべき課題として 「食の安全・信頼の向上に資するシステムの導、
入」があげられている。また 「食料・農業・農村基本計画 （平成17年3月閣議決、 」
定）の「科学的原則に基づいた食品安全行政の推進の観点から、リスク管理措置を
検討する上で必要となるモニタリングやリスク低減技術の開発等を強化するため、
産学官の連携による調査研究を実施する」の部分に対応する取組でもある。
「21世紀新農政2007 （平成19年4月食料・農業・農村政策推進本部決定）でも、」

「食品の安全確保に重点を置いた食品の安全確保に向けた取組の推進」が位置づけ
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られている。以上のように、本研究は、国の基本計画や行政施策との関連が非常に
密接である。
また、本研究で対象とする危害要因は、消費・安全局が策定した「農林水産省が

優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト （平成18年4月20日）及び」
「農林水産省が食品の安全性に関するリスク管理を優先的に行うべき有害微生物の
リスト」のうち食品安全行政上重要な課題を行政のニーズをもとに選択したもので
あり、どの研究課題も緊急性は高く、平成20年度から早急に開始すべきものであ
る。以上のことから、国が関与して本研究を推進する必要性は非常に高い。

３.研究目標の妥当性 評価ランク Ａ

農畜水産物のリスク管理措置として、コーデックス等の国際機関においては、基
準値を設定しこれを超過するものを市場から排除するという手法から、生産の各工
程で実現可能なリスク低減技術を組み合わせることによりリスクを最小限にすると
いう手法に重点が移されている。しかしながら、我が国においては、食品安全行政
にリスク分析を導入したばかりであり、農畜水産物の安全を確保するためには、危
害要因に関する科学的なデータ整備・解析等のための技術・手法を開発するととも
に、さまざまな危害要因によるリスクを低減する技術を開発し、生産現場で最適な
技術体系を構築することにより、農畜水産物のリスクを低減するための科学的・技
術的基盤を構築することが不可欠である。本研究は、速やかに対策を講ずる必要が
ある重要な危害要因について、上記考え方に基づきリスク低減に必要な技術開発を
行うものであり、目標の設定は妥当である。
また、研究の実施に当たっては、１～３年目に、危害要因の特性・動態の解明等

の基礎研究やサンプリング法・検出法の確立等の基盤技術やリスク低減のための要
素技術の開発を行い、４～５年目にそれらのリスク低減技術の体系化を図ることに
より、段階的に研究を進めることとしており、目標達成に向けた手順も妥当であ
る。
以上より、研究目標の妥当性は高い。

４.研究計画の妥当性 評価ランク Ａ

本研究の研究実施計画案の策定に当たっては、省内関係部局を含む「プロジェク
ト研究準備委員会」を設置するなどして、行政ニーズの把握を中心に課題設定の準
備を行ってきたところであり、今後は、必要に応じこれに外部有識者を加え、研究
シーズの面からも検討を進め、目標達成に資するよう研究計画の内容を精査するこ
ととしている。
研究実施機関については、企画競争を行い、研究計画も最も的確に実施できると

判断された機関等に研究を委託し、研究開始後は、引き続き行政部局と外部有識者
を含む「プロジェクト研究運営委員会」を設置し、研究管理を行っていくこととし
ている。
以上のように、行政ニーズと研究側のシーズの両面から、投入される研究資源、

研究推進体制、課題構成等を常に見直しつつ進行管理を行うこととしており、研究
計画の妥当性は高い。

５.研究が社会・経済等に及ぼす効果の明確性 評価ランク Ａ

農畜水産物の生産から流通・加工工程において、危害要因に対する的確なリスク
低減技術を導入することにより、食品の危害要因によるリスクをトータルとして低
減することで社会に貢献する。また、各過程におけるリスク低減技術の効果と投入
コストを評価することで、低コストで最大の効果を挙げられる技術体系を確立する
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ことにより、経済的な効果も明確である。
食品安全行政上必要なリスク低減技術については、消費・安全局が作成する「食

品の安全を確保するための実施規範」等に反映され、生産者・流通業者・製造加工
業者等に活用されることとなっており、研究成果の活用方法は明確である。
以上より、本研究が社会・経済等に及ぼす効果の明確性は高い。
なお、本研究により多数の実用的な成果が得られる可能性があり、その場合、海

外での特許取得を含めた知財確保の取組を進める必要がある。

【総括評価】 評価ランク Ａ

屋外で生産され、多種多様な要因が関与する農産物のリスク管理は、一般の工業製
品と比較して難しい面が多く、研究の必要性が高まっている。本プロジェクト研究
は、農畜水産物のリスクを低減するための科学的・技術的基盤の構築につながり、農
畜水産物の安全確保を図る上で重要であり、研究目標及び研究計画も妥当である。さ
らに、研究成果は農林水産省の行政部局の施策を通じて生産者、流通業者、製造・加
工業者に活用されることとなっており、研究が社会・経済等に及ぼす効果が明確であ
る。
以上より、本プロジェクト研究は重要であり、内容は適切であると判断される。
なお、本研究により多数の実用的な成果が得られる可能性があり、その場合、海外

での特許取得を含めた知財確保の取組を進める必要がある。
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別紙 １

9

・CO2吸収能を高める
育林技術の開発

・農地土壌に炭素貯留
能を増加させる技術の
開発

水産業への影
響評価と藻場
の炭素吸収能
の評価

フラックスタ
ワーでCO2

の吸収量を
観測

地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応技術の開発

開放系CO2増
加装置による
高温・高CO2の
影響評価、対
策技術の開発

 

○ IPCC４次報告書を踏まえた新たな影
響予測
・農林水産業の主要な品目について、温暖化影
響予測モデルを構築し、将来の影響予測を実施

将来の温暖化適応策
の的確な実施

農林水産生態系の炭素循環の解明

→炭素循環モデルの構築

農地の炭素循環モデル 藻場の炭素循環モデル

・堆肥施用
・緑肥導入
・作物種変更 CO2

CO2
CH4

生態系・土壌の
フラックス変化の解明

CO2

C

生物による食害

CO2

光合成・呼吸

堆積・分解 深層へ
の輸送

土壌呼吸

落葉・落枝

葉の

光合成・呼吸

CO2

CO2

森林の炭素循環モデル 農地の炭素循環モデル 藻場の炭素循環モデル

・堆肥施用
・緑肥導入
・作物種変更 CO2

CO2
CH4

生態系・土壌の
フラックス変化の解明

CO2

C

生物による食害

CO2

光合成・呼吸

堆積・分解 深層へ
の輸送

生物による食害

CO2

光合成・呼吸

堆積・分解 深層へ
の輸送

生物による食害

CO2

光合成・呼吸

堆積・分解

CO2

光合成・呼吸

堆積・分解 深層へ
の輸送

土壌呼吸

落葉・落枝

葉の

光合成・呼吸

CO2

CO2

森林の炭素循環モデル

土壌呼吸

落葉・落枝

葉の

光合成・呼吸

CO2

CO2

森林の炭素循環モデル

●適応策（拡充）

●緩和策

●影響評価（拡充）
吸収源の確保、

地球温暖化の防止

貢献

貢献

活用

活用

モデルの構築や検証
のためのデータ取得

モニタリング

活用

○高温障害等の発生メカニズムの解
明など適応策の基礎研究

・高温障害の発生メカニズムを解明
・低温不足と休眠覚醒の関係を解明
・降雨、出水形態の変動に伴う、農業水利
施設への影響メカニズムの解明

高温によるみかんの
「日焼け果」

貢献

活用
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農林水産業における地球温暖化対策研究について

●影響評価研究プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究

●緩和策研究

競
争
的
資
金

●適応策研究

交
付
金
等

●モニタリング●基礎研究

H20年
度予算
要求

○生産現場の緊急性の高い課題
【独法、大学、民間等の研究者のアイディアが必要な短期
的研究課題】

・ミカン浮皮防止技術を開発
・トマトの障害果抑制のための遮光法を
開発

○品種育成などの中長期的課題
【独法等のこれまでの基礎研究成果の活用が必要な中期
的課題】

・水稲の高温耐性品種の開発
・高温下で着色容易な果樹品種の開発

○新たな影響予測
・水稲の収量、品質について将来予測
・果樹の着色不良について将来予測
・魚種分布や生産量の変化について将来予測

○温暖化影響の生理的メカ
ニズムと遺伝要因の解明
・中長期的適応策課題に対
応した基礎研究

成
果

成果

○行政と連携した温暖
化影響のモニタリング
・影響評価の基礎的
データ

○森林、農地等の炭素循環モデルの開発
○炭素循環モデルを利用した農林水産生態系
からの温室効果ガスの排出削減技術、炭素吸
収源機能を確保した生産技術の開発

『地域活性化のためのバイオマス利用技術』プ
ロジェクト研究
資源作物の育成や低コスト栽培技術、高効率

エタノール変換技術の開発とともに、家畜排せ
つ物のメタンガスのエネルギー利用、新肥料化
など家畜排せつ物の利用を促進

成
果

地球温暖化対策
研究領域の設定

交付金プロ化する
等一括した管理

○適応策の基礎的課題
【独法等の研究成果を活用し集中的に取り組む課題】

・高温障害の発生メカニズムを解明
・低温不足と休眠覚醒の関係を解明
・海面上昇による地下水源への影響メ
カニズムの解明

研究体制の
整備

温暖化研究指針（仮称）
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～2010年度頃

総合的な温暖化影響評価

●主要農林水産物への気温、CO2濃度、水資

源等に起因する温暖化影響を総合的に評価

～2030年頃 2030年頃～

温暖化影響評価の高度化

温暖化影響の生理的メカニズムと遺伝要因の解明(基礎研究)

研究成果を利用した新技術や
新品種の開発

モニタリングによる温暖化影響の把握

現在の高温障害等への適応策

●高温条件化での生産安定技術
●高温耐性品種の育成
●病虫害対策(抵抗性品種育種を含む)

適応策の抜本的な見直し検討

●栽培技術の抜本的見直し等新たな生
産安定技術の開発
●ゲノム情報等を利用した高度に温暖
化に適応する品種の開発
●温暖化影響評価等に基づく作物転換
の実施

作物転換評価システムの開
発

●作物転換の条件等について検討

地球温暖化適応策研究の工程表(大枠の考え方)

計画的な温暖化適応策の推進

●生産安定技術の開発
●高温等のストレスに強い温暖化適応型品種
の育成
●新規病害虫への対応
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