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N401 本部農業経営戦略部 フードチェーンユニット 茨城県つくば市
野菜供給のスマート化によるフー
ドロス削減とサプライチェーンの
最適化

(1)野菜等に関するフードシステムの実態解明
(2)サプライチェーンを最適化するための新たなフードシステムの提案
【キーワード】野菜流通、フードシステム、サプライチェーン

N402 遺伝資源研究センター 植物資源ユニット 茨城県つくば市
ゲノム情報をもとにした遺伝資源
の集団遺伝学的多様性解析

農業生物遺伝資源ジーンバンク事業において、植物遺伝資源の導入・調査・
増殖等を実施する。農研機構が保有する植物遺伝資源の一層の利活用を図
るため、集団ゲノム解析や比較トランスクリプトーム解析によるストレス耐性
等の有用遺伝子の同定および形質転換等を用いた遺伝子機能の検証を行
う。
【キーワード】植物遺伝資源、作物近縁野生種、ゲノム解析、トランスクリプ
トーム解析、形質転換

N403 遺伝資源研究センター ジーンバンク事業技術室 茨城県つくば市
遺伝資源の利用価値を高める特
性・管理情報の解析

農業生物資源ジーンバンク事業において、植物、微生物、動物遺伝資源デー
タをリレーショナル・データベースで管理し、遺伝資源の適切な管理と利用
価値を高めるための、オープンソース・ソフトウエアを活用したデータベース
およびWebベースのアプリケーション開発を行う。
【キーワード】遺伝資源、リレーショナル・データベース、アプリケーション開
発、Web

N404 高度分析研究センター
ゲノム情報大規模解析ユ
ニット

茨城県つくば市
作物の大規模オミクスデータ解析
による有用形質関連遺伝子の探
索及びオミクスデータ基盤の構築

 (1)野菜等の作物のゲノムおよび表現型等のオミクスデータをバイオイン
フォマティクスおよび統計遺伝学的手法を駆使して大規模に解析し、有用形
質関連遺伝子の探索やオミクスデータ基盤の構築を行う。

 (2)機構内で大規模なゲノム情報解析を必要とする研究者に対し、解析支
援を行う。
【キーワード】ゲノム解析(構造変異、ゲノムワイド関連解析(GWAS)等)、
データベース

N405 高度分析研究センター
環境化学物質分析ユ
ニット

茨城県つくば市
安定同位体自然存在比を用いた
農業生態系循環有機物解析法の
開発

 (1)持続可能な農業生産の実現のため、窒素・炭素化合物の農業生態系で
の循環把握に基づく温室効果ガスの発生制御に貢献する技術を開発する。

 (2)各種の同位体比質量分析計等を駆使し、広範な有機化合物を質的、動
的に捉える新たな解析法を開発し、モデル実験や圃場レベルの解析に適用
する。
【キーワード】安定同位体自然存在比、物質循環、アイソトポマー、アイソトポ
ローグ、EA-IR-MS、GC-IR-MS

N406 食品研究部門 食品流通・安全研究領域 茨城県つくば市 青果物の低コスト輸送技術の開発

野菜・果物を主体とした青果物の食品ロス低減につながるイノベーティブな
流通技術の開発を目指す。そのために、これまで農研機構で蓄積したデータ
に加え、新たに収集するデータを活用し、スマートフードチェーン構築に資す
る青果物の輸送技術を開発する。
(1)青果物品目毎の輸送環境や品質変化に関するデータの実験室内外での
収集・解析
(2)低コストで鮮度保持効果の高い包装材・輸送方法の設計
【キーワード】青果物、流通、品質評価、包装設計

N407 食品研究部門 食品健康機能研究領域 茨城県つくば市
心理的要因に基づく食の嗜好性
向上技術の開発

食品の品質デザインに心理学的・行動学的なアプローチを加えることで、健
康の維持増進につながる食生活を楽しく行える食品の創出を目指す。その
ために、以下により、食品が持つ生理作用と食文化や記憶の両方を踏まえ
て食行動の心理学的な解析を行う。
(1)食嗜好に関わるアンケートデータ分析
(2)食行動分析
(3)ニューラルネットワーク解析
【キーワード】心理学、食行動、データサイエンス、嗜好性、健康維持

N408 食品研究部門 食品健康機能研究領域 茨城県つくば市
食の栄養・健康機能性に関わる
データ解析と評価

食品が健康維持や嗜好に及ぼす影響をヒト介入試験等により評価して、エ
ビデンスに基づいた食の創出を目指す。そのために、医学・生物統計の専門
知識に基づく実験計画の立案からデータ解析までを担い、ヒト介入試験等
による食品の栄養・健康機能性及び嗜好性の評価と活用を行う。
【キーワード】医学・生物統計、ヒト介入試験、観察研究、ヘルスレコード、バイ
オマーカー

N409 食品研究部門 食品流通・安全研究領域 茨城県つくば市
迅速・非破壊分光分析法の各種オ
ミクス解析による科学的裏付けと
標準化

生産、加工、流通等の分野と協働し、分子レベルから人間の感覚に至る、階
層的視点から実践的な分析評価技術の開発を目指す。具体的な課題は以下
のとおり。
(1)迅速・非破壊分光分析法の開発と標準化
(2)各種オミクスデータの多変量解析による迅速・非破壊分光分析法の裏
付け
(3)おいしさ等の主観的データの客観化技術の開発
【キーワード】非破壊センシング、オミクス統合解析、多変量解析

N410 食品研究部門 食品流通・安全研究領域 茨城県つくば市
食品のスマート流通のための食中
毒菌増殖能の迅速評価技術の実
用化

遺伝子技術による菌数定量手法を活用し,食品の加工・保存・流通過程等に
おける細菌性食中毒発生リスクの評価技術を開発する。
１）食品検体からの食中毒菌遺伝子の迅速な抽出・定量手法を開発
２）種々の流通・加工条件における食中毒菌増殖の多点データ収集と解析
３）リスク予測のための食中毒菌増殖の数理モデル構築
【キーワード】食中毒菌、遺伝子手法、増殖特性、損傷菌計測
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N411 食品研究部門 食品加工・素材研究領域 茨城県つくば市
発酵微生物の高度利活用法の開
発

食品・農畜産業分野における社会ニーズに合致した発酵微生物利用技術を
開発する。
(1)麹菌、乳酸菌、酵母等の発酵微生物が作る酵素や香気物質等に関する
分子遺伝学的研究による発酵食品製造の高度化と品質・生産性の向上
(2)麹菌、乳酸菌、酵母等が生産する抗菌性物質等に関する生合成・代謝分
析研究による環境保全分野での発酵微生物の利用拡大
【キーワード】発酵微生物、代謝解析、生理活性物質、生合成、ゲノム・菌叢分
析

N412 畜産研究部門 動物行動管理研究領域 茨城県つくば市
アニマルウェルフェアに配慮した
畜産経営収益化モデルの構築

(1)アニマルウェルフェア配慮型飼養管理による畜産経営収益化モデル（牛・
豚・鶏）の構築
(2)アニマルウェルフェアの改善による生産性向上に資するベンチマーキン
グシステム（牛・豚・鶏）の構築
【キーワード】アニマルウェルフェア、畜産経営、収益化モデル、ベンチマーキ
ングシステム

N413 畜産研究部門 乳牛精密管理研究領域 茨城県つくば市
ウシの効率的増殖のための卵の
増産および高受胎胚培養技術の
開発

(1)牛の効率的増殖のための牛の卵の効率的増産技術の開発
(2)高受胎胚の効率的生産のための胚培養および選別技術の開発
【キーワード】牛、家畜繁殖、受精卵移植、胚培養、胚生産

N414 畜産研究部門 食肉用家畜研究領域 茨城県つくば市
生産システムのモデル化に基づい
た肉用牛におけるゲノミック評価
手法の確立及び高度化

(1)肉用牛および豚における飼料生産から輸出に至る生産システムモデリ
ング法の開発
(2)肉用牛および豚における生産システムのモデル化に基づいたゲノミック
育種手法の開発
【キーワード】肉用牛、豚、生産システム、ゲノミック評価

N415 畜産研究部門 動物行動管理研究領域 茨城県つくば市
野生動物の行動管理に基づく捕
獲から活用までの網羅的スマート
被害管理技術の開発

(1)野生動物の行動管理に基づく捕獲から活用までの網羅的スマート被害
管理技術の開発
(2)アニマルウェルフェアに配慮した野生動物における生体捕獲や採血等の
技術開発
【キーワード】野生動物、行動管理、捕獲、スマート被害管理技術開発

N416 動物衛生研究部門
越境性家畜感染症研究
領域

茨城県つくば市
越境性家畜感染症の疫学解析と
対策の提案

・ベイズ法や機械学習を応用した動物感染症のデータ解析
・感染症数理モデルや時空間モデルを用いた動物感染症の疫学解析
・野生動物や野外からの採材と実験室での細菌学・ウイルス学的解析
【キーワード】疫学、機械学習、感染症数理モデル、時空間モデル、微生物検
査

N417 北海道農業研究センター 寒地酪農研究領域 北海道札幌市
自給飼料主体乳牛飼養技術の確
立と需要・輸出拡大に向けた生
乳・乳製品評価技術の開発

乳牛を対象に、国産飼料の効率的生産と効果的な給与法、ICT技術を活用
した家畜管理や繁殖技術の高度化、産出される生乳の評価法確立など、高
生産性と健全性を両立可能な飼養管理技術体系を開発する。
【キーワード】乳牛、生乳評価法、家畜管理、飼料、ICT

N418 東北農業研究センター 緩傾斜畑作研究領域 岩手県盛岡市
緩傾斜畑地におけるセンシングに
よる生育ストレス判定技術の開発
と増収技術の開発

大豆の生育ストレス状況をリモートセンシングにより迅速に把握する技術を
開発するとともに、その生育ストレスをもたらす環境要因を解明する。セン
シングと要因解明に基づき、大豆の収量を向上させる栽培管理技術を開発
する。
【キーワード】大豆、リモートセンシング、栽培管理

N419 中日本農業研究センター 転換畑研究領域 茨城県つくば市
土壌特性および作物生育センシン
グ技術の高度化とAI活用による
輪作体系最適化技術の開発

１）圃場の土壌特性や排水性とこれらの特性が作物生育や機械作業性に及
ぼす影響についてセンシング技術を用いて評価する手法の開発
２）土壌特性と機械作業性、作物生育の関係のAIを活用した解析
３）AI解析をもとにした輪作体系の作目選定や管理作業の最適化
【キーワード】AI、センシング、土壌特性、作物生育、機械作業性、輪作体系

N420 西日本農業研究センター 中山間営農研究領域 広島県福山市

地域ビジネスシステムの計量的評
価手法の開発、及び生物資源を活
用した農作物のマーケティングの
提示

地域経済効果の顕著なビジネスシステムの実現に向け、
1）中山間地域資源を活用した農産物やサービスに対する消費者ニーズの解
明とビジネスモデル構築
2）中山間地域資源を活用したビジネスモデルが地域経済にもたらす効果
の定量的評価手法の開発
【キーワード】中山間地域資源、消費者ニーズ、マーケティング、ビジネスモデ
ル、定量的評価モデル
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N421 西日本農業研究センター
研究推進部技術適用研
究チーム

香川県善通寺市
カンキツの高品質果実生産のた
めのICT技術及び有用資材開発

カンキツのシールディング・マルチ栽培の適用拡大に向け、
１）各種センシングによる環境モニタリングをベースにした収量及び品質予
測技術の開発
２）AI（機械学習）を用いた、高品質果実生産に適した圃場判別と圃場に適し
た作目選定技術の開発
【キーワード】ICT環境計測、機械学習、生育モデル、品質、果樹栽培

N422 西日本農業研究センター 周年放牧研究領域 島根県大田市
ICT機器やAIを活用した放牧牛・
草地の管理技術の開発

周年親子放牧とICT機器等を活用した効率的肥育もと牛生産技術の開発に
向け、
１）体重等のセンシング情報に基づく放牧牛の適切な栄養補給技術の開発
２）UAV等のセンシング機器を活用した牧草作付け最適化技術の開発
【キーワード】放牧、自動体重計測、活動量センサ、機械学習、空撮情報

N423 九州沖縄農業研究センター 暖地水田輪作研究領域 福岡県筑後市
農業完全自動化に向けた農業機
械および土壌、作物データ解析に
よる農家規模拡大技術の開発

ロボットトラクタやドローン・IoTセンサーからのデータを取得し、広域圃場
の土壌・作業・収量などを改善するための解析・動作プログラム(例え ば
Python、C や C++ ）を開発する。
【キーワード】農業工学、農学、土壌物理・化学、スマート農業、ビックデータ
解析、AI

N424 九州沖縄農業研究センター
暖地畑作物野菜研究領
域

宮崎県都城市
かんしょ病害の発生生態および感
染生理に関する研究

近年深刻化するサツマイモ基腐病について、病原体の感染経路、土壌・植物
体中の動態を明らかにし、品種抵抗性を感染生理学的なアプローチで解明
して防除技術・抵抗性品種の開発速度と技術の確実性を高めることへ所内
他分野研究者と連携して貢献する。併せて、新規病害の同定・防除対策の開
発も手掛ける。
【キーワード】植物病理学、感染生理、サツマイモ、サツマイモ基腐病、同定

N425 農業機械研究部門
システム安全工学研究領
域

埼玉県さいたま市
農作業アシスト装置による身体負
荷軽減効果の評価手法の開発

農業における諸問題に人間工学の知見と手法を適用し、イノベーションを創
出して、腰痛等の健康被害のない安全・安心な農作業を実現するため、農作
業における身体装着型アシストスーツの身体負荷軽減効果に関する客観的・
定量的な評価手法の開発を行う。特に、人間工学の観点からの農作業の動
作解析とモデル化、モデル作業における身体装着型アシストスーツによる身
体負荷低減効果の定量的評価、並びに開発した評価手法の被験者調査によ
る検証等を行う。
【キーワード】人間工学、アシストスーツ、動作解析、身体負荷測定

N426 農業機械研究部門 知能化農機研究領域 茨城県つくば市
データ駆動型知能化農機の開発
と国際標準化の推進への対応

土地利用型農業を対象として、車上通信インフラやデジタルデータ活用によ
るロボティクスを基軸とするスマート農業或いは精密農業の確立に資する
農業機械、或いは情報通信システムの高度化・自動化技術の開発。
【キーワード】データ活用、ロボットシステム高度運用、精密農業、知能化、
AI、IoT、農業デジタルトランスフォーメーション

N427 農業機械研究部門 無人化農作業研究領域 埼玉県さいたま市
電動作業デバイスを搭載した小型
電動ロボット及びそれを用いた農
作業実施技術の開発

農業従事者の減少と高齢化に伴う労働力不足に対応するため、人に代わっ
て、又は人と協調して農作業を行うロボットや人工知能（AI）を開発し、生産
現場へ導入することで、労働生産性の大幅な向上を目指す。稲・麦・大豆等
に比べ機械化や自動化が進んでいない野菜等の作目を対象とし、中山間地
の小区画ほ場でも利用しやすく、また農村地域内で生産されるグリーン電
力を活用できる、小型で電動のロボットを開発する。除草や病害虫防除など
の栽培管理作業を自律的に行うロボット、収穫・搬出等の作業を作業者と協
調して行うロボット、バッテリの自動充電・交換や農村内エネルギーマネジメ
ントシステムとの連動などロボットの運用技術、等が開発テーマになる。
【キーワード】ロボット、人工知能、電動化、温室効果ガス削減、有機栽培

N428 農業機械研究部門 知能化農機研究領域 茨城県つくば市
データ駆動型施設園芸における
作業管理システムの開発

施設園芸を対象として、デジタルデータ活用による作業管理やロボティクス
を基軸とするスマート農業の完全無人化の確立に資する農業機械、或いは
情報通信システムの高度化・自動化技術の開発。
【キーワード】データ活用、マルチタスク型ロボットシステム、精密農業、知能
化、AI、IoT、農業デジタルトランスフォーメーション

N429 作物研究部門 作物デザイン研究領域 茨城県つくば市
マルチオミクス情報と環境情報の
統合モデリングによる作物デザイ
ン技術の開発

表現型選抜を必要としない新しい作物開発技術を開発する。
【キーワード】マルチオミクス情報。栽培環境情報。バイオデータ。統合モデリ
ング。作物デザイン。

N430 作物研究部門 作物デザイン研究領域 茨城県つくば市
ネガティブエミッションに貢献す
る雑種強勢による収量性の向上

作物の収量性向上を実現する雑種強勢利用技術を開発する。
【キーワード】雑種強勢。生殖制御。ハイブリッド種子生産。自殖性作物。
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N431 果樹茶業研究部門 果樹生産研究領域 茨城県つくば市
硬肉タイプのモモ新品種・系統に
応じた肉質制御技術の開発

硬肉タイプのモモを対象に軟化機構の解明に基づいて人為的に軟化させる
肉質制御技術を開発する。
【キーワード】硬肉モモ、果実軟化制御、細胞壁分解酵素

N432 果樹茶業研究部門 果樹品種育成研究領域 茨城県つくば市
ゲノム編集高度化技術の果樹品
種育成への適用

ゲノム編集において酵素の直接導入技術等を活用・改良して、リンゴのゲノ
ム編集技術を確立し、実用品種の改良を行う。
【キーワード】リンゴ品種育成、ゲノム編集、酵素の直接導入法

N433 野菜花き研究部門
施設生産システム研究領
域

茨城県つくば市
果菜類の品質予測および調節技
術の開発

果菜類の品質予測および栽培管理技術の開発に取り組む。わが国の特徴で
ある品質重視の施設園芸の発展と施設野菜・花き生産の高収益化を目指し
て、作物の生物学的な特性を解析・利用することで、目標とする品質・収量
を実現するための積極的・高効率な栽培管理技術を開発する。トマトやイチ
ゴ等の果菜類の品質要素（糖度等）の予測技術の開発、およびそれに基づい
て目標品質に調節する環境制御や肥培管理等の技術の開発と現地への適
用を図る。
【キーワード】植物代謝生理学、果実品質、予測技術、高糖度栽培

N434 生物機能利用研究部門 昆虫利用技術研究領域 茨城県つくば市

バイオインフォマティクス解析・AI
等を活用した農業昆虫(有用昆
虫・害虫)のゲノム情報基盤の整
備および有用遺伝子の同定

(1) 農業昆虫のゲノム・発現遺伝子情報の整備、有用遺伝子の探索等に資
する関連遺伝子群のアノテーション情報の高度化およびデータベース化
(2)バイオインフォマティクス解析・AI等を活用したゲノム・発現遺伝子解析
による有用遺伝子の同定
【キーワード】次世代シーケンス解析、データ駆動型研究、AI、バイオインフォ
マティクス解析、有用遺伝子

N435 生物機能利用研究部門 作物生長機構研究領域 茨城県つくば市
エンハンサーモデリングによる遺
伝子発現デザイン育種技術の開
発

(1)作物の生長・ストレス応答に関わる遺伝子発現制御メカニズムの解明
(2)遺伝子発現デザインの基盤技術開発
【キーワード】シストローム、転写因子、エピゲノム、機械学習、デザイン育種

N436 生物機能利用研究部門
絹糸昆虫高度利用研究
領域

茨城県つくば市
機能高度化絹糸昆虫を利用した
医薬品原薬・新機能シルク実用生
産技術の開発

(1)昆虫による医薬品原薬・機能デザインシルクの実用生産技術の開発
(2)昆虫の生理状態・病原微生物のモニタリングシステムの開発
【キーワード】生理学、病理学、生育モニタリング、スマート生産システム、デ
ジタル育種

N437 生物機能利用研究部門 作物ゲノム編集研究領域 茨城県つくば市
作物におけるノックイン型ゲノム
編集技術の開発

(1)麦類において、ゲノム編集を用いたタンパク質機能や遺伝子発現を改変
する技術を開発する。
(2)開発した技術を用いて、多様な形質を改変した作物を開発する。
【キーワード】ゲノム編集、作物育種、麦類

N438 農業環境研究部門
気候変動緩和策研究領
域

茨城県つくば市
団粒形成および土壌炭素貯留機
構の解明による革新的気候変動
緩和技術の開発

土壌団粒構造形成のモデル化および物理構造が温室効果ガス発生・吸収に
及ぼす影響のモデル化や、土壌団粒構造の2次元・3次元構造データと機械
学習（AI）を利用した土壌微生物生息空間の定量的評価法が開発により、温
室効果ガス削減、炭素隔離、土壌肥沃度・健全性の向上のトリプルウィンの
実現を目指す。
【キーワード】土壌炭素、土壌団粒、温室効果ガス

N439 農業環境研究部門
気候変動適応策研究領
域

茨城県つくば市
作物生産に及ぼす気候変動の影
響、適応技術の定量的評価手法の
開発

(1)気候変動が作物生産に及ぼす影響と適応技術の評価に関するメタ解析
(2)適応計画策定を支援する作物生産に及ぼす温暖化影響および適応技術
の対話型情報発信システムの開発
【キーワード】気候変動適応計画、気候シナリオ、作物生育・収量シミュレー
ション、メタ解析、対話型ユーザーインターフェース

N440 農業環境研究部門 化学物質リスク研究領域 茨城県つくば市
気候変動に伴う有害化学物質の
作物根圏環境における動態解析
とリスク低減技術への応用

(1)土壌微生物によるヒ素代謝機構の網羅的解析
(2)気候変動を考慮した土壌-微生物-作物間におけるヒ素動態モデルの構
築
(3)動態モデルを用いたヒ素低減技術のスマート化
【キーワード】土壌微生物学、土壌・作物栄養学、有害元素、ゲノム・オミック
ス解析、動態モデル
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N441 農村工学研究部門 資源利用研究領域 茨城県つくば市

農村地域の再生可能エネルギー
を最大限に活用する化石燃料フ
リー温室（Zero Energy
Greenhouse: ZEG）の開発

高機能被覆材を実装した温室内の環境計測、太陽光・ヒートポンプ等のエネ
ルギー収支計測と制御技術の開発、最適な栽培環境を実現するための環境
制御技術の開発により、化石燃料フリーの温室（Zero Energy
Greenhouse、ZEG）の実現を推進する。
【キーワード】施設園芸、環境計測

N442 農村工学研究部門 資源利用研究領域 茨城県つくば市

地産地消型エネルギー等の地域
資源をフル活用した農村地域発
展のための地域経済社会評価シ
ステムの開発

温暖化効果ガス（GHG）の排出削減に向けて、①どのような条件であれば
GHG排出削減技術を用いた農法が農家や消費者等に支持されるかを明ら
かにし、②市町村等によるGHG排出削減にかかる地域ビジョン策定を支援
する手法を開発する。
【キーワード】意思決定支援、地域経済の評価

N443 植物防疫研究部門 雑草防除研究領域 茨城県つくば市
AIやICTなどを活用した警戒雑
草早期発見システムの開発と雑草
防除支援システムの構築

(1)外来植物など警戒すべき雑草の侵入・まん延を未然に防ぐためのAI画
像認識モデル等を活用した警戒雑草早期発見技術の開発
(2)気象条件などの不確定要因を含む情報等からAIが防除適期などを提
案する難防除雑草防除支援システムの開発
【キーワード】外来雑草、難防除雑草，雑草識別モデル、雑草防除支援システ
ム、AI

N444 植物防疫研究部門 基盤防除技術研究領域 茨城県つくば市
オミクスデータを活用した越境
性・高リスク病原細菌病の新規防
除物質の探索

(1)越境性・高リスク病原細菌に対する有効な薬剤や新規病原力制御物質
のin vitroスクリーニング系の構築
(2)有効な薬剤や新規病原力制御物質のオミクスデータの蓄積及びデータ
マイニングによる探索
【キーワード】重要検疫病害虫、植物病原細菌、スクリーニング、オミクスデー
タ解析
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