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大 学
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（内閣府）

科学技術基本計画

新成長戦略

農林水産研究基本計画（平成２２年３月策定）

Ⅰ 農林水産研究の重点目標

１．食料安定供給研究

２．地球規模課題対応研究

４．地域資源活用研究

３．新需要創出研究

５年後目標 １０年後目標
（Ｈ２７年度） （Ｈ３２年度）

期別達成目標

Ⅱ 農林水産研究の推進に関する施策

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

１．研究開発マネジメン
トの強化

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

Ⅲ 旧農林水産研究
基本計画の検証

Ⅳ 農林水産研究の長
期的展望

５．シーズ創出研究

技

術

会

議

に

お

い

て

方

向

付

け

６．原発事故対応研究
（平成２４年３月追加）

農林水産分野の試験研究の基本方向農林水産分野の試験研究の基本方向
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農業・食品産業に関する総合的な試験研究、民間
の試験研究の促進、農業の機械化促進に関する試
験研究

生物資源の開発・利用に関する基礎的な調査研究

農業生産の対象となる生物の生育環境に関する基
礎的な調査研究

開発途上地域の農林水産業に関する試験研究

※職員数はH25.1.1現在※運営費交付金額はH25年度当初予算額

農業・食品産業技術総合研究機構
職員数：2,733名

運営費交付金：38,011百万円

農業生物資源研究所
職員数：363名

運営費交付金：6,328百万円

農業環境技術研究所
職員数：164名

運営費交付金：2,730百万円

国際農林水産業研究センター
（通称：JIRCAS）

職員数：179名

運営費交付金：3,170百万円

うち研究職員 1,579名

うち研究職員 250名

うち研究職員 121名

うち研究職員 131名

農業関係研究開発独立行政法人の概要
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農林水産研究基本計画における重点目標の概要農林水産研究基本計画における重点目標の概要

○ 地域資源の活用による
地域の活性化や「森林・
林業基本計画」に貢献

Ⅳ 地域資源活用研究

・ バイオマスの地域利用システムの構築

・ 森林整備と林業・木材産業の持続的発展に向けて、低コスト・高効率な伐出、
造林技術の開発

○ 地球温暖化等の環境問
題や世界の食料需給の安
定化に貢献

Ⅱ 地球規模課題対応研究

・ 温暖化効果ガスの発生・吸収メカニズムの解明、排出抑制技術や温暖化適応
技術の開発

・ 開発途上地域の技術向上を図るため、干ばつ等への耐性を持つ農作物の開発

○ 継続的な技術革新によ
る持続的な発展に貢献

Ⅴ シーズ創出研究
・ ゲノム解析等による農林水産生物の生命現象の解明
・ 遺伝資源の収集・保存・提供機能の強化

○ 食料自給率の向上、水
産資源管理、食の安全と
消費者の信頼確保により
食料安定供給に貢献

Ⅰ 食料安定供給研究

・ 米粉・飼料用米、麦、大豆等の生産力向上と作付拡大、条件不利地域での作
業軽労化に向けた研究開発

・ 水産資源の持続的利用技術の開発
・ 食の安全に向けた食品のリスク低減技術の開発

○ 農林水産業の６次産業
化や新産業創出に貢献

Ⅲ 新需要創出研究

・ 高品質な農林水産物の開発や医学・工学等との融合により、農産物の機能解
明や農産物を利用した医薬品・医療用素材等の開発

○ 東電福島第一原発事故
からの１日も早い復旧・
復興に貢献

Ⅵ 原発事故対応研究
・ 農地土壌等の除染技術及び農作物等における放射性物質の移行制御技術等の

開発
・ モニタリングによる農地土壌等における放射性物質の動態の解明 ３



農林水産研究の具体的な事例（1/３）農林水産研究の具体的な事例（1/３）

食料安定供給研究

パン・中華めん用小麦、米粉めん用水稲品種

○小麦品種「ゆめちから」
（2011年品種登録）
【用途：パン、中華めん用 】
栽培適地：北海道

国産小麦では不可能と言われていた
製パン適性の高い品種を開発

多収の飼料用米品種、稲発酵粗飼料用品種

○水稲品種「たちすずか」（2012年品種登録）
【用途：発酵粗飼料 栽培適地：関東以西】

外国産 ゆめちから

外国産並みの
製パン適性

○水稲品種「北瑞穂」
（2012年品種登録出願）
【用途：米粉めん、ライスパスタなど】
栽培適地：北海道

鳥インフルエンザH5、H７亜型遺伝子の迅速検出法の開発

○微量なウイルス遺伝子を検出
可能な高感度検出法（リアル
タイムＰＣＲ法）を開発。

○サンプル中のウイルスを培養す
る必要があった従来法では２４
時間以上を要していた検査時
間を、４時間以内に短縮。

発生時の迅速な
初動防疫対応が可能に

リアルタイムＰＣＲのモニタリング画面。
遺伝子の増幅を経時的に観察できる。

天然の稚魚に依存しない持続的な養殖生産を実現

【ウナギの完全養殖に成功（H22）】

クサノホシ たちすずか

茎葉が多収で生産しやすく、牛の消化性に優れる

米粉めん
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農林水産研究の具体的な事例（2/３）農林水産研究の具体的な事例（2/３）

地球規模課題対応研究

新需要創出研究

機能性成分を多く含む品種

○カンキツ品種「西南のひかり」
（2009年品種登録）

【β‐クリプトキサンチン（骨粗しょう症予防効果
などが期待）を多く含む】

●タマネギ（ケルセチン）

・生活習慣病予防・軽減
・認知症改善

●茶（エピガロカテキン、ストリク
チニン類）

・抗糖尿病・抗肥満作用
・抗酸化作用

農林水産物の持つ機能性成分の評価

高温登熟耐性品種

○登熟期の高温で発生する
コメの乳白粒は、デンプン
分解酵素α‐アミラーゼが

高温条件下で活性化する
ことが原因であることを解
明

平成22年（高温年）における「にこ
まる」と「ヒノヒカリ」の玄米

○水稲品種「にこまる」（2008年品種登録）
【高温での乳白粒の発生が少ない】
栽培面積は約7千ha（24年産）

大幅に製造コストを削減する技術の開発

バイオ燃料等製造技術の開発

ｴﾘｱﾝｻｽ

【草本の利用】

【微細藻類の利用】

【林地残材の利用】

IPCCの報告書作成に貢献

IPCC（気候変動に関する
政府間パネル）の報告書
作成に貢献し、IPCCが
2007年にノーベル平和賞
を受賞した際に、IPCCか
ら（独）農業環境技術研
究所、（独）森林総合研究
所の研究員にノーベル賞
受賞への貢献に対する
感謝状を授与

５

蛍光
蛍光

自然光 蛍光発色するウェディングドレス

○カイコによる蛍光タンパク質を発現する
絹糸の生産。

○組換えタンパクによる医療材料、検査
用試薬の開発

カイコによる機能性素材の開発



農林水産研究の具体的な事例（３/３）農林水産研究の具体的な事例（３/３）

シーズ創出研究

種の多様性を網羅する遺伝資源
（例：日本在来のトウモロコシ）

氷点下１℃、湿度
30%に保った種子庫○DNAマーカー選抜育種によ

る、陸稲のいもち病抵抗性
遺伝子を導入した水稲品種
「ともほなみ」の開発

イネゲノムの染色体情報

いもち病抵抗性遺伝子
○イネゲノム解読の成果を活用した

DNAマーカー選抜育種技術の開
発

（稲の育種期間 12年→4年）

ゲノム情報を活用した育種技術の開発と先導的品種の開発 植物、微生物、動物の遺伝資源の保存

コシヒカリ ともほなみ

いもち病発生地での栽培状況

地域資源活用研究

➢農山漁村における豊かな環境形成と地域資源活用
➢森林整備と林業・木材産業の持続的発展

イノシシ用返し付きワイヤーメッシュ柵

スマートセンサーを
用いた効果的捕獲

耐久性の高い構造部材

大規模建築を可能とする直交積層材
CLT (Cross Laminated Timber)

国産木材加工技術の開発鳥獣被害防止
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○ 東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、農地土壌の放射性物質による汚染状況の把握、農地等の除染技
術の開発、作物・飼料への放射性物質移行低減技術の開発、放射性物質を含む土壌・作物等の減容化技術の開
発等を推進。

○ 確立された技術は、環境省の「除染関係ガイドライン」に内容が反映(平成23年12月14日)される等、現場での除染
等の取組や営農に活用されている。

東日本大震災への対応①東日本大震災への対応①

福島県及びその周辺地域において、農地土壌の
放射性物質の濃度の推移を把握し、農地の除染
や現場での対策に資するよう、約450 地点におい
て土壌中の放射性セシウム濃度の測定を行い、そ
の結果を平成25年８月に公表。

農地土壌の放射性物質濃度分布図

土壌の交換性カリと放射性セシウムの
玄米への移行係数の関係

土壌の放射性
セシウム濃度

(Bq / kg)
適用する主な技術

～ 5,000
反転耕、移行低減栽培(※)、
表土削り取り(未耕起圃場)

5,000 ～10,000
表土の削り取り、反転耕、水に

よる土壌撹拌・除去

10,000 ～25,000 表土削り取り

25,000 ～ 固化剤を使った表土削り取り

土壌の放射性セシウム濃度別適用技術

反転耕(畑、水田)
移行低減栽培

基本的な削り取り

固化剤を用いた
削り取り

水による土壌攪拌・除去

芝・牧草の
はぎ取り

土壌の交換性カ
リ含量が高くなる
につれて、玄米
への移行は低下

開発したセシウム除去技術の例

乾式セシウム除去装置

移動式炭
化装置

ペレット
化装置 ７



○ 官民連携の下、成長力のある新たな農業・水産業を育成するため、平成23年度より生産・加工等に係る先端技術
を駆使した大規模実証研究を宮城県（農業分野）及び岩手県(水産分野)で実施。

○ 平成25年度からは、被災地の多様な現状を踏まえ、新たに岩手県及び福島県で農業分野の、宮城県で水産分野
の実証研究を実施する予定（このうち、岩手県については既に実施中。）。

東日本大震災への対応②東日本大震災への対応②

湛水直播

・大型機械を用いた乾田直播や、鉄コーティング種子を用いた湛水直播により育苗の手間や
管理面積の制約を克服

・クラウドを活用し生産工程を管理
（(独)農研機構、宮城県古川農業試験場、富士通㈱ほか）

鉄コーティング種子

・三陸特産のワカメ収穫を機械化し、陸上での共同作業を

含む作業体系の高度化

・水温、塩分濃度等の情報を遠洋から沿岸部まで一体的に

解析、沿岸漁業に活用

（(独)水産総合研究センター、岩手県水産技術センター、

石村工業（株）ほか）

土地利用型農業における生産コストの半減のための実証研究

水産業・養殖業・水産加工業の高度化のための実証研究

施設園芸農業の高度化のための実証研究

ワカメ陸上刈り取り機

食料生産地域再生のための先端技術展開事業

実証研究用の園芸施設
（亘理郡山元町） クラウン温度制御技術

トマト低段密植栽培

・低コスト耐候性ハウスの導入

・イチゴ栽培にあたり、紫外光蛍光灯照射（病害防除効果）や
クラウン温度制御技術、ユビキタス環境制御技術等の新技
術を活用

・トマトの低段多収穫体系の確立、培土や養液システムの高
度化

（(独)農研機構、宮城県農業・園芸総合研究所、イシグロ農
材（株）、パナソニック（株）ほか）

マッピング技術
による生産工程

管理支援

８



民間企業との意見交換会に期待すること民間企業との意見交換会に期待すること
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今月１０日、官邸に設置された農林水産業・地域の活力創造本部（本部長：総理

大臣）において「農林水産業・地域の活力創造プラン」を決定

右プランにおいて、６次産業化等の具体的施策として、「産学の英知を結
集した革新的な技術体系の実証研究の推進」を規定

平成２５年度補正予算案において、異業種を含む企業が有する技術を活用した

革新的な技術体系の確立を目的とする「攻めの農林水産業の実現に
向けた革新的技術緊急展開事業」を開始予定

 異業種を含む企業の皆様の本事業への積極的参画の要請

 異業種を含む企業の皆様との効果的事業推進のための意見交換


