
【令和３年度予算概算決定額 2,150（2,293）百万円】

＜対策のポイント＞
農林水産業・食品産業の持続性を高めるため、農林漁業者等のニーズ、気候変動といった新たな課題、バイオ技術を活用したイノベーション創出等に対応

する研究開発を国主導で推進します。また、研究成果の社会実装に向け、国際標準化を見据えた知財マネジメント等の研究開発環境の整備を実施します。

＜事業目標＞
○ 重要課題に対応する技術を開発し、農林漁業者等がその開発された技術を実践［令和７年度まで］
○ 海外・異分野の技術開発動向を踏まえた研究開発と効果的な知財マネジメントにより、農林水産業・食品産業にイノベーションを創出［令和７年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．研究開発

ポストコロナ社会を見据え、農林水産業・食品産業の持続性を高めるため、
国主導で実施すべき重要な研究分野について、戦略的な研究開発を推進します。

① 現場ニーズ対応型研究
② 革新的環境研究
③ アグリバイオ研究
④ 人工知能未来農業創造研究

２．環境整備
研究開発と成果の社会実装を効果的に行えるよう、国際標準化を見据えた

知財マネジメントや最新の研究開発動向の調査等の環境整備を行います。

① 知財マネジメント強化
② 海外・異分野動向調査
③ アウトリーチ活動強化

＜事業の流れ＞

国 民間団体等（※）
委託

※ 公設試・大学を含む。 ［お問い合わせ先］農林水産技術会議事務局研究企画課（03-3501-4609）

現場ニーズ対応型研究

革新的環境研究

GHG削減と農業生産等が
両立する最適な技術を確立

アグリバイオ研究

人工知能未来農業創造研究

海外・異分野動向調査

知財マネジメント強化

アウトリーチ活動強化

連携研究開発 環境整備

農林漁業者等のニーズを踏まえ、
実装までを視野に入れた研究
開発を推進

地域の特性に応じた最適な
気候変動緩和等の技術や、
林木の効率的育種技術の
開発等を推進 海外・異分野の

最新の研究開発
動向調査や
シンポジウムを実施

ゲノム編集技術
等の社会実装に
向けた双方向
コミュニケーション
等を実施

（例）

（例）

（例）

（例）

宇宙分野も含む
最先端技術の動向を調査

専門家による
アウトリーチ活動

知財マネジメントの
高度化のため、
国際標準化を含む
知財相談対応、
マニュアル整備等を
実施

専門家による相談対応や
マニュアル整備

日本の農産物の免疫機能等へ
の効果検証や、ゲノム情報等を
活用した新たな育種技術の開
発等を推進

人工知能(AI)やIoT等を活用
した病害虫早期診断技術等の
開発を推進

AI

AIを活用した早期診断、リスク
分析による防除対策情報の提供

濃厚飼料の安定貯蔵・供給システム、
イネ科強害雑草防除技術等の開発

免疫機能への効果が期待される
日本の農産物のエビデンスを取得

農林水産研究推進事業



【参考】現場ニーズ対応型研究（新規課題）

①AI画像解析等による次世代穀粒判別器
の開発

＜主な研究内容＞

【期待される効果】
等級のみではない実需者ニーズに応じた米取引の実現、
海外日本食レストラン向け米輸出が１万t増加。

◆穀粒判別器が取得する
米の画像・検査データを
農業データ連携基盤
(WAGRI)等に蓄積。

◆AI画像診断等を活用
し、精米歩留り等が予
測可能な次世代穀粒
判別器を開発。

目視による等級検査で
は、コメの特徴を定量
的に把握できない。

＜生産現場の課題＞

着色粒死米 胴割粒 砕 粒
検査員の目視で
４等級に総合判定

⑥管理優先度の高い森林の抽出と
管理技術の開発

＜主な研究内容＞

【期待される効果】
私有人工林の半分（約310万ha）を集積・集約化
し、森林経営管理制度による適切な森づくりを実現。

◆森林経営管理制度に
おいて、市町村が災害
リスク等を踏まえた森
林管理優先度を評価
する技術を開発。

◆山地災害に強い森づく
りを誘導する森林誘導
技術マニュアルを作成。

森林への関心が薄れ、
適切に経営管理されず
災害に弱い森林が発生。

＜生産現場の課題＞

手入れ不足の過密林分の風倒被害

④ため池の適正な維持管理に向けた機能
診断及び補修・補強評価技術の開発

＜主な研究内容＞

【期待される効果】
約6.4万箇所の防災重点ため池の防災対策等に適用。

◆ため池の貯水機能と
防災機能を迅速に評
価する診断技術を開
発。

◆地震や豪雨に対する・
ため池の適切な補修・
補強工法評価技術を
開発。

多くのため池は堤体の
状況が不明で防災対
策に支障。

＜生産現場の課題＞

堤体の陥没

②さとうきびの多回株出機械化一貫体系及
び省力製糖技術の確立

＜主な研究内容＞

【期待される効果】
株出栽培の単収を維持・向上(4.9t/10a)、時間外労
働を働き方改革に対応する複数月80時間以内に縮減。

◆さとうきびに類似の生態
をもつイネ科強害雑草
の耕種的防除等多回
株出に応じた栽培手
法を開発。

◆さとうきび糖汁の品質
劣化を防ぎ、少人数で
も製糖可能となる濃
縮・保管技術の開発。

イネ科強害雑草の防除
や製糖工場の人材確
保が困難。

＜生産現場の課題＞

中耕・培土作業

③畜産生産の現場に濃厚飼料を
安定・低コストに供給できるシステムの開発

＜主な研究内容＞

【期待される効果】
配送に係る労働負担を30％削減するとともに、
災害による輸送障害被害ゼロを達成。

◆濃厚飼料の貯蔵タン
ク内の残量を自動で
把握して発注するなど、
効率的に飼料を供給
する技術を開発。

◆国産濃厚飼料生産に
おいて、高品質で長期
に貯蔵できる技術を開
発。

運転手不足や気象災
害の頻発で、新鮮な濃
厚飼料の配送・供給が
維持できない恐れ。

＜生産現場の課題＞

濃厚飼料の配送作業

⑤AI等の活用による利水と治水に対応した
農業水利施設の遠隔監視・自動制御
システムの開発

＜主な研究内容＞

【期待される効果】
管理作業中の事故発生リスクをゼロにするともに、洪水
氾濫リスクおよび管理コストの低減を実現。

◆利水・治水に対応し、
地区内農業水利施
設の最適制御を行う
AI等を活用したシステ
ムを開発。

◆システム駆動に必要な
地区内施設の遠隔監
視デバイス等の低コス
トハードウェアを開発。

農業水利施設の管理
者減少により安全に管
理していくことが困難。

＜生産現場の課題＞

農家人口の
減少・高齢化
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【参考】革新的環境研究（新規プロジェクト）及びアグリバイオ研究（新規プロジェクト）

革新的環境研究のうち、
脱炭素型農業実現のためのパイロット研究
プロジェクト

 温室効果ガスの削減等によるカーボンニュートラルの
達成に向けて、脱炭素化の取組の加速が必要。

 パイロット地区を設定、地域の特性に応じた最適な
気候変動緩和等の技術を開発。

研究の到達目標

 最適化された気候変動緩和等の技術を５種以上
開発。

 脱炭素型の農業を展開する拠点地域を１か所以
上構築。

目的・内容

期待される効果

 温室効果ガス（GHG）排出削減目標の達成に
貢献。

GHG削減と生産性の向上等
を両立する技術

革新的環境研究のうち、
炭素貯留能力に優れた造林樹種の効率的
育種プロジェクト

 森林のCO2吸収を促進するには、炭素貯留能力の
高い品種への転換が必要。

 林木の育種期間を大幅に短縮するゲノム情報に基
づく育種技術等を開発。

研究の到達目標

 炭素貯留能力に優れた系統を３系統以上作出。

期待される効果
 高齢級化した我が国の人工林の更新を促し、CO2
の吸収と貯留を促進。

 森林資源の循環利用を推進し、林業・木材産業の
成長産業化に貢献。

ゲノム情報

表現型情報

紐付け

ゲノム編集
技術の開発

地域に適した造
林樹種を開発

林木育種データ
の整備

CO2

CH4

N2O
両立

研究者

農業者 自治体等

関係者の連携により、
地域の特性に応じた
最適な技術を開発

アグリバイオ研究のうち、
健康寿命延伸に向けた食品・食生活実現
プロジェクト

 新型コロナウイルス感染症の流行拡大から、免疫機
能や健康に良い食への関心が高まっている。

 免疫機能等に効果が期待される日本の農産物等
についてエビデンスの取得等を行う。

研究の到達目標

 日本の農産物等の免疫機能等への効果に関する
エビデンス(機能性表示食品制度の機能性の科学
的根拠に相当するレベル)の取得等を３点以上。

期待される効果

 新たな価値を付与した農産物又は食品の開発によ
る農産物等の需要拡大

 健康寿命の延伸

機能性が期待される
農産物等

エビデンスの取得 (ヒト介入試験など)

食生活の
適正化

目的・内容 目的・内容
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