国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の
平成28年度に係る業務の実績に関する評価書

財務省
農林水産省

国立研究開発法人

農業・食品産業技術総合研究機構 年度評価

１．評価対象に関する事項
法人名
評価対象事業年度

評価の概要様式

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
年度評価
平成２８年度（第４期）
中長期目標期間
平成２８年度～３２年度

２．評価の実施者に関する事項
主務大臣
法人所管部局
評価点検部局
主務大臣

法人所管部局
評価点検部局

農林水産大臣
農林水産技術会議事務局
担当課、責任者
研究企画課長 原 孝文
大臣官房
担当課、責任者
広報評価課長 長野 麻子
財務大臣
基礎的研究業務及び民間研究特例業務に係る財務及び会計に関する事項は、農林水産大臣と財務大臣が共同で担当。また、基礎的研究業務及び民間研究特例業務（特例業
務含む）であって、酒類製造業、たばこ製造業、酒類販売業及びたばこ販売業に関する事項は、財務大臣が担当。
理財局
担当課、責任者
総務課たばこ塩事業室長 森下 興
国税庁課税部
酒税課長 田村 公一、 鑑定企画官 山岡 洋
大臣官房
担当課、責任者
文書課政策評価室長 田平 浩

３．評価の実施に関する事項
・平成２９年６月９日：農林水産省国立研究開発法人審議会農業部会（法人実績評価及び自己評価について）
理事長等ヒアリング（法人実績評価及び自己評価について理事長・理事・監事等からのヒアリング）
・平成２９年７月４日：農林水産省国立研究開発法人審議会農業部会（平成２８年度に係る業務の実績に関する大臣評価案について審議会からの意見聴取）
４．その他評価に関する重要事項
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国立研究開発法人

農業・食品産業技術総合研究機構 年度評価

１．全体の評定
評定
（Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）
評定に至った理由

総合評定様式

Ｂ：中長期目標の達成に向けて着実な業務の推進と順調な研究開発成果の創出が認められる。

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度
Ｂ
研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項」において一部の業務でＡ評定であ

評価基準に沿った算定方法を適用し評価したところ、項目別評定では「Ⅰ
ったが、他はＢ評定であったため、全体評定としてＢとなった。

２．法人全体に対する評価
中長期目標の達成に向けて全体として着実なマネジメントのもとで着実に研究開発成果を創出しており、今後の成果の創出への期待等も認められる。
新たな中長期目標期間に移行し、「異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出」、「地域農業研究のハブ機能の強化」、「世界を視野に入れた研究推進の強化」においては、法人統合による
新たな体制の構築に加えて、マネジメントの制度化、システム化も推進し、計画以上の進捗が見られる。また、H28 年度でも発生した気象災害、重要病虫害、越境性家畜疾病等の発生に迅速に対応し、
行政部局との連携のもとこれまでの研究蓄積を生かして農業生産現場等に大きく貢献している。さらに、研究開発支援業務では、例年を大幅に上回る規模での研究課題採択を効率的に行い、オープンイ
ノベーションの推進への寄与が認められる。これらの点は高く評価できる。
３．項目別評価の主な課題、改善事項等
全体として研究業務は順調に進捗したが、一部震災の影響等により遅れが生じている研究課題については、予算配分の工夫等で進捗の加速化が図られることを期待する。また、研究開発成果の最大化
に向けて重要となる知的財産マネジメントについては、「知的財産に関する基本方針」を定め、年度計画に基づき順調に進捗しているが、成果の商品化・事業化における知的財産管理のノウハウの蓄積
を進める等、マネジメント強化を更に進める必要がある。法人統合による組織・業務の再編については、研究拠点及び研究施設・設備の集約も進め、統合による相乗効果が発揮できるよう継続的なフォ
ローアップを実施していくことが重要である。ガバナンスの強化については、研究費等支出の管理の徹底、情報セキュリティ対策及び環境対策・安全管理の推進等、引き続き取組の充実を求める。
４．その他事項
研究開発に関する審議
会の主な意見

監事の主な意見

研究の推進に当たっては、開発する技術を構成する諸要素について問題点・改善点を明確にし、各年度の到達点を整理しておくことが、研究の進展度を理解する上で必要であ
る。このような整理により、技術の地域適用や普及・改善に向けた次のステップへ繋げることを期待したい。
また、品種や技術の海外流出を防止する対策の強化を求める。優れた研究成果が日本の国益となるよう、今後は競争意識をより高く持ち、技術を守ることや海外から学ぶこと
にも重点を置かれることが望まれる。
台風被害対策としても様々な取組をしている。加工用のばれいしょ不足への対応もその一つだか、農研機構の貢献をしっかりアピールしてもらいたい。
（監事の意見については監事監査報告を参照）
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様式２－１－１

国立研究開発法人

年度評価

評価の概要様式

１．評価対象に関する事項
法人名

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）

評価対象事業年度

年度評価

平成２８年度（第 4 期）

中長期目標期間

平成２８～３２年度

２．農研機構評価委員会委員
農業研究業務Ⅰ評価委員会 井上英二委員長（九州大学祭学院農学研究院環境農学部門生産環境科学講座教授）、相崎万裕美委員（全国農業協同組合連合会営農・技術センター肥料研究室主席技術主管）、安部俊郎委員
（（有）アグリードなるせ代表取締役社長）、荒木田伸子委員（千葉県農林水産部担い手支援課専門普及指導室（農業革新支援センター））、伊藤房雄委員（東北大学大学院農学研究科資源生物
科学専攻農業経営経済学分野農業経営経済学研究室教授）、久米新一委員委員（京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻動物機能開発学講座教授）、竹中秀行委員（地方独立行政法人北海道
立総合研究機構農業研究本部北見農業試験場場長）
農業研究業務Ⅱ評価委員会 江面浩委員長（筑波大学生命環境科学科生物圏資源科学専攻蔬菜・花卉学研究室教授、筑波大学遺伝子実験センターセンター長）、伊神里美委員（（株）カスミ商品本部地域商品開発部マネージ
ャー）、片岡孝介委員（（有）ソメノグリーンファーム取締役農場長）、國見裕久委員（東京農工大学理事・副学長）、佐々義子委員（NPO 法人くらしとバイオプラザ 21 常務理事）、谷坂隆俊委
員（吉備国際大学地域創成農学部地域創成農学科教授）
農業研究業務Ⅲ評価委員会 望月龍也委員長（東京都農林総合研究センター所長）、酒井健夫委員（日本大学名誉教授）、菅谷純子委員（筑波大学生命環境科学科生物圏資源科学専攻果樹生産利用学分野教授）、多々良明夫
委員（法政大学生命科学部応用植物学科応用動物昆虫学研究室教授）、南條正巳委員（東北大学大学院農学研究科・農学部資源生物科学専攻土壌立地学分野植物生産科学講座教授）、森田満樹委
員（（一社）FOOD COMMUNICATION COMPASS 事務局長）、吉井洋一委員（新潟県農業総合研究所食品研究センター長全国食品場所長会会長）
農業研究業務Ⅳ評価委員会 渡邊紹裕委員長（京都大学大学院地球環境学堂地域資源計画論分野教授）、犬伏和之委員（千葉大学大学院園芸学研究科土壌学研究室教授）、大沼あゆみ委員（慶応義塾大学経済学部教授）、椛
島裕美枝委員（（株）イオングループ環境社会貢献部）、國見裕久委員（農業研究業務Ⅱ価委員会兼任、東京農工大学理事・副学長）、佐々木みさ子委員（涌谷町議会議員、宮城県生活研究グル
ープ連絡協議会会長）、中川和之委員（時事通信社解説委員）
研究関連業務等評価委員会 富樫茂子委員長（産業技術総合研究所理事、イノベーションスクール長、ダイバーシティ・女性活躍推進担当、働き方改革（ワークライフバランス）担当）、小幡裕一委員（理化学研究所バイオ
リソースセンター長）、梶孝幸委員（十勝農業協同組合連合会農産部長）、児玉洋子委員（（株）日本農業新聞論説委員）、嶋崎秀樹委員（（有）トップリバー代表取締役社長）、長田三紀委員
（全国地域婦人団体連絡協議会事務局長）

３．評価の実施に関する事項
農研機構評価委員会を下記のとおり開催した。
農業研究業務Ⅰ評価委員会：平成 29 年 3 月 6 日、農業研究業務Ⅱ評価委員会：平成 29 年 3 月 9 日、農業研究業務Ⅲ評価委員会：平成 29 年 3 月 8 日、農業研究業務Ⅳ評価委員会：平成 29 年 3 月 17 日、研究関連業務等評
価委員会：平成 29 年 3 月 15 日

４．その他評価に関する重要事項
平成 28 年 4 月に農業生物資源研究所、農業環境技術研究所及び種苗管理センターと統合した。
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様式２－１－３

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定総括表様式
中長期目標

年度評価

項目別調書№

備考

ページ

28 年度

Ⅰ

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

法人自己

主務大臣

１ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強化

Ｂ

Ｂ

Ⅰ-1

※

7

２異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出

Ａ

Ａ

Ⅰ-2

※

12

３地域農業研究のハブ機能の強化

Ａ

Ａ

Ⅰ-3

※

17

４世界を視野に入れた研究推進の強化

Ａ

Ａ

Ⅰ-4

※

21

５知的財産マネジメントの戦略的推進

Ｂ

Ｂ

Ⅰ-5

※

25

６研究開発成果の社会実装の強化

Ｂ

Ｂ

Ⅰ-6

※

28

７行政部局との連携強化

Ａ

Ａ

Ⅰ-7

※

36

８専門研究分野を活かしたその他の社会貢献

Ｂ

Ｂ

Ⅰ-8

※

40

（１）生産現場の強化・経営力の強化

Ｂ

Ｂ

Ⅰ-9(1)

※

45

（２）強い農業の実現と新産業の創出

Ｂ

Ｂ

Ⅰ-9(2)

※

60

（３）農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保

Ｂ

Ｂ

Ⅰ-9(3)

※

68

（４）環境問題の解決・地域資源の活用

Ｂ

Ｂ

Ⅰ-9(4)

※

84

１０種苗管理業務の推進

Ｂ

Ｂ

Ⅰ-10

※

94

１１農業機械化の促進に関する業務の推進

Ａ

Ｂ

Ⅰ-11

※

104

１２生物系特定産業技術に関する基礎的研究の推進

Ａ

Ａ

Ⅰ-12

※

111

１３民間研究に係る特例業務

Ａ

Ｂ

Ⅰ-13

※

115

１業務の効率化と経費の削減

Ｂ

Ｂ

Ⅱ-1

※

118

２統合による相乗効果の発揮

Ｂ

Ｂ

Ⅱ-2

※

121

Ｂ

Ｂ

Ⅲ

※

126

１ガバナンスの強化

Ｂ

Ｂ

IV-1

※

131

２研究を支える人材の確保・育成

Ｂ

Ｂ

IV-2

※

139

３主務省令で定める業務運営に関する事項

Ｂ

Ｂ

IV-3

※

146

研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

９農業研究業務の推進（試験及び研究並びに調査）

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

業務運営の効率化に関する事項

財務内容の改善に関する事項

その他業務運営に関する重要事項

注：備考欄に※があるものは主務大臣が評価を行う最小単位
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年度評価

備考

ページ

―

―

―

Ｂ

―

45

（１）寒地・寒冷地における大規模高能率水田営農システムの実現に向けた技術体系の確立

Ｂ

○

50

（２）暖地・温暖地における技術集約型の高収益水田営農システムの実現に向けた技術体系の確立

Ｂ

○

51

（３）寒地大規模畑作営農及び自給飼料活用酪農システムの実現に向けた技術体系の確立

Ｂ

○

52

（４）中山間地域等における持続型営農システムの実現に向けた技術体系の確立

Ｂ

○

53

（５）暖地高収益畑作営農及び自給飼料活用肉用牛生産システムの実現に向けた技術体系の確立

Ｂ

○

54

（６）農作業や農業施設の自動化・ロボット化等による革新的生産技術の開発

Ａ

○

55

（７）生産性向上による畜産現場強化のための生産システムの確立

Ｂ

○

57

Ｂ

―

60

（８）作物の収量・品質の向上と農産物の「強み」を強化するための先導的品種育成及びゲノム育種技術の高度化

Ｂ

○

63

（９）農業生物の機能解明に基づいた生産性向上と産業利用のための技術開発

Ａ

○

65

Ｂ

―

68

（10）果樹・茶生産の生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発

Ｂ

○

73

（11）野菜・花きの高収益生産技術の開発

Ｂ

○

75

（12）食品の栄養・健康機能性利用技術及び次世代加工・流通技術の開発

Ｂ

○

76

（13）生産現場から食卓までの農産物・食品の安全性及び信頼性確保技術の開発

Ｂ

○

78

（14）家畜疾病の診断・予防技術の開発

Ａ

○

79

（15）病害虫のリスク管理と植物検疫高度化のための研究開発

Ａ

○

81

Ｂ

―

84

（16）気候変動等の環境変動への対応及び生物多様性保全のための研究開発

Ｂ

○

88

（17）生産基盤等の機能維持向上・強靭化、地域資源の管理及び放射性物質対策のための技術開発

Ａ

○

90

（18）持続型農業に貢献する作物保護・土壌管理及び地域資源利用技術の開発

Ｂ

○

91

28 年度
Ⅰ－９ 農業研究業務の推進（試験及び研究並びに調査）
１．生産現場の強化・経営力の強化

２．強い農業の実現と新産業の創出

３．農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保

４．環境問題の解決・地域資源の活用

注：備考欄に○があるものは自己評価を行う最小単位
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29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

様式２－１－４－１

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ―１

ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強化
農林水産研究基本計画

関連する政策・施策
当該項目の重要度、難易度

当該事業実施係る根拠（個別法条文な

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第 14 条

ど）
関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：0168

２．主要な経年データ
①モニタリング指標

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
28 年度

アドバイザリーボ
ード等の 設置数
開催数

31 年度

32 年度

備考

28 年度
予算額（千円）

4,783,903

13

決算額（千円）

5,785,146

41

外部資金の獲得状
況
件数

402

収集した現場ニー
ズに対する課題化
の状況（対応率％）

30 年度

17

研究課題の見直し
の状況（％）

金額（千円）

29 年度

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

5,761,976

拡大及び廃止
等を行った課
題の割合

経常費用（千円）
5,574,916
経常利益（千円）

4,343,246

行政サービス実施コスト（千円）

9

従業人員数（人）

5,759,372

360.9

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

（１）ニーズに直結した研究の戦略
（１）ニーズに直結した研究の戦略的展開
中長期計画やその達成のための研究課題の設定に当たっては、農業や食品産業等の現場や政策ニ
ア 研究課題の設定を行う場合には、農業や食品産業等の現場や政策ニーズを起点として、具体的成果につながるよう
ーズを起点とし、具体的成果につながるようバックキャストアプローチ３）を行う。また、研究課題
バックキャストアプローチを行う。研究課題の進捗管理は、研究に先立って各年度の具体的な達成目標を記載した工
の進捗管理のため、法人一体として工程表を作成し、その活用を図る。研究課題の評価は外部有識者
程表を作成し、これに基づいて行う。研究課題の評価は、中長期計画の達成状況を基に、農林水産大臣が設定する評価
等を活用し、成果のユーザーの意見も踏まえ、自ら厳格に実施する。評価結果に基づく「選択と集中」
軸・評価指標等に照らして、外部の専門家・有識者等を活用して適正かつ厳正に実施する。また、評価結果等に基づく
を徹底し、研究の進捗状況、社会情勢の変化、ユーザーの意見等に応じ機動的に研究課題の見直しを
「選択と集中」を徹底し、社会経済的ニーズや政策的ニーズの変化、研究成果のユーザーの意見等に機動的かつ戦略的
行うとともに、社会実装の可能性が低下した研究課題は変更や中止を行う。
に対応できるように研究課題を見直し、強化、変更や中止が可能となる仕組みを構築し、適切に運用する。
農業や食品産業等の現場で活用される技術の創出を図るため、研究推進における農業者や実需者、 イ 地域農業研究センターに先進的な農業経営の担い手等から構成されるアドバイザリーボードを新設し、その助言を
普及組織等の関与を強化する仕組みを構築・運用する。また、現場ニーズに係る情報を定期的に収集
研究開発や成果普及の促進、ニーズの掘り起こし等の地域農業研究センター及び組織全体の業務運営に活用する。ま
し、機動的に課題化する体制を構築する。さらに、民間企業を含む国内外の研究開発情報を積極的に
た、農業技術コミュニケーターを新設し、都道府県の農業革新支援専門員や農業者等との情報・意見交換を通じて地域
収集し、研究管理に活用する。
の現場ニーズの把握や問題点の抽出、共同研究の組み立て等を強化する。
ウ 食農ビジネス推進センターを新設し、食品産業（製造・加工・流通業や中食・外食業も含む）ニーズや消費者ニーズ
等の情報収集と分析を実施し、内部研究組織が行うマーケットイン型の研究開発及びその成果普及を推進する。
エ 民間企業を含む国内外の研究開発情報を積極的に収集し、研究管理に活用する。
（２）法人一体の評価と資源配分
（２）法人一体の評価と資源配分
農研機構がその役割を遂行するに当たり、限られた予算、人員等を法人全体で有効に活用し、最
法人全体を一体とする評価体制を整備・拡充して PDCA サイクルを強化する。具体的には、評価業務を一元的に扱い
大限の成果を得ることが重要である。このため、法人全体を俯瞰して厳格な評価を行い、予算・人員
評価に関する企画及び運営を効率的に行うために、新たに評価室を設置する。研究については、研究の柱（セグメント）、
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等の資源を的確に配分するシステムを構築・運用するなど PDCA サイクルを強化し運用する。なお、
当該評価は、別途定める評価軸及び指標等に基づき行う。
また、高度分析機器等の相互利用など運営費交付金を効果的に活用するとともに、中長期目標に
即した研究開発の一層の推進を図るため、外部資金の獲得に積極的に取り組み、研究資金の効率的活
用に努める。
主務大臣による評価結果等については確実に業務運営に反映させる。

研究課題のそれぞれの階層で評価することとし、各階層における評価の主体や焦点を明確化するとともに、評価に関係
する事務が過重な負担にならない適切な評価システムを構築する。さらに、従来は法人単位で行っていた外部の専門家・
有識者等による評価委員会については、セグメントを単位として開催するよう変更し、研究課題のみならず業務運営全
般を適正かつ厳正に評価する。また、国際的な観点から評価する必要のある研究課題については、海外の大学や研究機
関等に所属する専門家を活用して国際的水準に即して適切な評価を行う。これらの評価結果については、予算・人員等
の研究資源の配分に反映するシステムを構築して、的確に運用するとともに、翌年度以降の年度計画に反映して、業務
の更なる改善・改革に活用する。主務大臣の評価結果についても、確実に業務運営に反映する。これら反映状況につい
ては、ウェブサイトで公表する。

（３）研究資金の効果的活用と外部資金の獲得
運営費交付金を含む研究資金の効果的・効率的な活用の観点から、研究資金の利用状況を定期的に把握するととも
に、運営費交付金の配分については理事長が裁量を十分に発揮できる体制とする。外部研究資金の獲得については、研
究資源の配分や研究職員の業績評価により、獲得のインセンティブが働くように取り組む。
また、高度分析機器等を農研機構の内部研究組織で横断的に活用する体制を整備し、研究資金の効果的な運用をす
る。
平成 28 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価

評価軸・評価の視点及び
評価指標等

年度計画

主な業務実績等

（１）ニーズに即した研究 （１）ニーズに直結した研究の戦略的展開
（１）ニーズに直結した研究の戦略的展開
の戦略的展開
ア 研究課題の設定を行う場合には、農業や食品産業 ア 農業や食品産業等の現場や政策ニーズに直結した研究の展開を加速するた
等の現場や政策ニーズを起点として、具体的成果に
め、先進的な農業経営の担い手等から構成されるアドバイザリーボード等を
○農業者の関与強化など農
つながるようバックキャストアプローチを行う。研
新設することで、現場ニーズを組織的に収集し、課題化する体制を構築した。
業や食品産業等の現場や
究課題の進捗管理に資するため、平成 28 年度第一四
（Ⅰ－３に詳述。）
政策ニーズに即した研究
半期中を目処に第４期中長期目標期間の各年次にお
研究課題の進捗管理について、今期は工程表に基づいて大課題及び研究セ
推進を強化する仕組み・
ける具体的な達成目標を記載した工程表を作成す
グメントの業務進行管理を行うこととしており、平成
28 年５～6 月に開催
体制が適切に構築・運用
した期首当初の計画検討を行うキックオフ会議での５ヵ年の研究実施計画
る。研究課題の評価は、年度計画の達成状況を基に、
されているか。
農林水産大臣が設定する評価軸・評価指標等に照ら
の検討を踏まえ、進行管理表を策定するとともに、今期末における業務達成
して、外部の専門家・有識者等を活用して適正かつ厳
の指標を明確にした工程表を策定し、これに基づいた進行管理を行った。
＜評価指標＞
正に実施する。また、評価結果等に基づく「選択と集
研究課題の評価において、今期は農林水産大臣が設定する研究業務の評価
・研究推進において、農業
中」を徹底し、社会経済的ニーズや政策的ニーズの変
軸等が研究マネジメントに重点を置いていることから、年度計画の達成状況
や食品産業等の現場や政
化、研究成果のユーザーの意見等に機動的かつ戦略
と研究マネジメントの双方について、容易に把握できる資料の様式を工夫し
策ニーズを機動的に反映
た。また、4 つの研究セグメントについて、外部委員からなる評価委員会を
的に対応できるように研究課題を見直し、
強化、
変更
させるための仕組み・体
や中止が可能となる仕組みを構築する。
設置、学識経験者と、農業者及び実需者等がほぼ同数となるような人員構成
制が整備され、運用され
とし、研究開発成果の最大化に向けて適正な評価が行える体制とした。
ているか。
評価結果等に基づく研究課題の「選択と集中」を進めるため、「中課題検
・評価結果に基づく「選択
討会等での課題検討方針（平成 28 年 12 月 1 日）」を策定し、ニーズの変化
と集中」により、研究課題
等への対応状況や社会実装への道筋等の視点から、毎年度研究内容を評価
の見直しが行われている
し、課題の見直しを行う仕組みを構築した。当該方針に基づいて課題を評価
か。
した結果、課題の改廃率は 41％となった。
イ

地域農業研究センターに地域の先進的な農業経営
の担い手等から構成されるアドバイザリーボードを
新設し、その助言を地域農業研究センターの研究開発
や成果普及の促進、ニーズの掘り起こし等に活用する
とともに、助言を内部研究組織全体で共有し業務運営
に活用する。また、農業技術コミュニケーターを新設
し、都道府県の農業革新支援専門員や農業者等との情
報・意見交換を通じて地域の現場ニーズの把握や問題
点の抽出、共同研究の組み立て等を強化する。

自己評価
＜評定と根拠＞
評定：B
根拠： ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強
化については、年度計画に従い概ね順調に業務が行われてい
ることから、評定を B とする。
（１）ニーズに直結した研究の戦略的展開
アドバイザリーボードを活用したニーズの収集と研究課
題化の仕組みを構築する等、年度計画通りに着実に業務が実
施されている。
（２）法人一体の評価と資源配分
評価戦略会議及び評価委員会を設置し、外部評価委員に学
識経験者や農業者及び実需者等を選任（全体の 3 割を女性委
員）する等、多様な視点から評価が行える体制を整備した。
また、評価結果に基づいた研究課題の改廃、資源配分が行え
る仕組みを構築した。以上のように業務が計画に沿って順調
に実施されている。

（３）研究資金の効果的活用と外部資金の獲得
大課題ごとの予算執行状況を担当理事が適切に把握し、マ
イ 地域農業研究センター（以下、地域農研）を各地域のフロントラインと位 ネジメントに活かす仕組みや本部と研究センター等が連携
置づけ、各地域農研に産学連携室を新設し、産学連携コーディネーター、農 して外部資金の獲得を図る等、当初の年度計画通りに概ね順
業技術コミュニケーターを配置した。各地域農研では、地域の重点分野（水 調に業務が進捗している。
田作、畑作、園芸作、酪農等）を対象としてアドバイザリーボードを合計 13
回開催し、生産現場の意見を聴取した。
＜課題と対応＞
アドバイザリーボードで収集したニーズについては、個別のニーズを精査 （１）ニーズに直結した研究の戦略的展開
後、中課題の一部として課題化する等、研究立案等の業務運営に活用した（詳 ・ アドバイザリーボードを通じたニーズ収集に加え、農林
水産省が取りまとめる「技術的課題」で取り上げられたニ
細は 1－３「地域農業のハブ機能の強化」に記載）。
農業技術コミュニケーターは、都道府県の農業革新支援専門員や地域農業
ーズについて、農林水産省と協議の上、当該ニーズの精査
の担い手等から意見聴取・ニーズ収集した内容を統一フォーマットのコンタ
や研究課題化の仕組みを構築する。
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ウ 食農ビジネス推進センターを新設し、食品産業（製
造・加工・流通業や中食・外食業も含む。）ニーズや
消費者ニーズ等の情報収集と分析を実施し、内部研
究組織が行うマーケットイン型の研究開発及びその
成果普及を推進する。

エ 民間企業を含む国内外の研究開発情報を積極的に
収集し、研究管理に活用する。

（２）法人一体の評価と資 （２）法人一体の評価と資源配分
源配分
法人が行う業務全般の PDCA サイクルを強化するた
めに、
新たな評価体制を整備・拡充する。具体的には、
○法人全体を俯瞰した評価
評価業務を一元的に扱い評価に関する企画及び運営
が行われ、研究課題の変
を効率的に行うために、新たに評価室を設置する。研
更や中止、予算・人員等の
究については、研究の柱（セグメント）や研究課題等
資源配分に反映するシス
のそれぞれにおいて評価する体制を構築する。特に、
テムが構築・運用されて
新たな評価システムは、各階層における評価の主体や
いるか。
焦点を明確化するとともに、評価に関係する事務が過
重な負担にならないように構築する。また、外部の専
＜評価指標＞
門家・有識者等による評価委員会については、セグメ
・法人全体を俯瞰した評価
ントを単位として複数設置し、研究のみならず業務運
を行い、その評価に基づ
営全般を適正かつ厳正に評価する。これらの評価結果
く予算・人員等の資源を
については、予算・人員等の研究資源の配分に反映す
的確に配分するシステム
るシステムを構築するとともに、平成 29 年度計画に
が構築・運用されている
反映して、業務の更なる改善・改革に活用する。統合
か。
する４法人に対する主務大臣平成 27 年度の評価結果
についても、業務運営に確実に反映させる。また、反
映状況については、ウェブサイトで公表する。なお、
国際的な観点から評価する必要のある研究課題につ
いては、海外の大学や研究機関等に所属する専門家を
活用して国際的水準に即して適切な評価を行う新た
な体制の整備を進める。

クトシートに記録し、農研機構全体で情報を共有、ニーズに対応する仕組み ・ 年度途中で緊急に実施が必要になった研究課題を適切に
進行管理するため、これまで実施してきた年度当初の計
を構築した。
画検討会に加え、年度途中で研究計画を変更するための
仕組みを構築する。
ウ 新設した食農ビジネス推進センター（以下、食農ビジネスセンター）では、
研究センター・部門の要請に基づき、将来の需要増が見込まれる「サラダ用 ・ 地域農業のハブ機能を一層強化するため、産学連携室の
体制を強化する（産学連携コーディネーター、農業技術
タマネギ」等２件のテーマについて消費者アンケート等の手法により市場ニ
コミュニケーターの増員）。
ーズ調査を実施した。その結果を踏まえ研究センター・部門は外部資金課題
に応募し、資金獲得に結びつけた。プロジェクトプランナーは、過年度に行 ・ 法人全体の研究分野にわたり、外部のニーズに即し社会
実装を見据えた戦略的なプロジェクトメイキング推進の
った新たなニーズ把握の手法を用いて「知」の集積プラットフォームを立ち
ため、食農ビジネスセンターのプロジェクトプランナー
上げたほか、関連業界へのニーズの聞取り把握により、「青果物輸出」に関
の増員等、機能強化する必要があり、次年度に措置を行
係するプロジェクト研究の推進方法を改善させた。技術情報調査室は既往の
う。
研究成果について知財及びその普及利用状況・現担当者等の調査を実施し、
外部ニーズとのマッチング状況を把握し、農研機構全体で共有できる成果の ・ 研究の戦略的展開を図るため、引き続き民間企業を含む
国内外の研究開発に関する情報の収集と整理を行い、研
整理を行った。
究開発動向の情報分析を行う。
エ 本部が主導して、今年度はスマート農業に関する技術開発について国内
の企業・大学・研究機関等で実施している研究開発動向の情報収集を行い、 （２）法人一体の評価と資源配分
「農研機構におけるスマート農業システムの実現に向けた研究開発の推進 ・ 新たに構築された評価体制を検証し、評価結果の業務運
方針」を策定した。
営への反映時期を早めることにより、PDCA サイクルを強
化する。
（２）法人一体の評価と資源配分
新設された評価室において、第 4 期中長期計画の達成に向けた評価体制 （３）研究資金の効果的活用と外部資金の獲得
の整備及び新たに提示された評価軸・評価の視点等に対応した業務実績等報 ・ 予算執行状況を迅速かつ的確に把握するため、会計シス
テムデータとの連携による効率化を図る。
告書の作成等を行った。
第 4 期の評価システムについては、4 つの研究セグメント及びその他の業 ・ 高額機械リストを機構内で情報共有し、高度分析機器等
のより一層の共用を進める必要がある。
務について、全部で 5 つの評価委員会を設置し、それぞれの評価対象に相応
しい評価委員を選任することで、業務運営全般を適正に評価できる体制とし ・ 高度解析センターの機能について、さらに周知を図る必
要がある。
た。また、評価委員会に適切な資料を提出するため、各階層において業務実
績とその評価等を検討する会議を設け、その上で、業務全般について検討す
る評価戦略会議を設置する仕組みとした。
評価結果については、来年度に向けて、研究予算を評価結果に基づいて配
分するインセンティブ予算の枠を設置するとともに、理事（研究推進担当）
の意向を反映させて人的資源を配置することとした。
主務大臣による平成 27 年度の評価結果は、対応方針・状況の報告時期を
従来より大幅に早め、統合した 3 法人の評価結果も含め業務運営に反映し
た。また、反映状況については、ウェブサイトで公表している
（ http://www.naro.affrc.go.jp/public_information/evaluation/evaluat
ion_commit/hyoukano3/index.html）。
国際的な観点からの評価については、次年度、病害虫防除、畜産及び生物
機能利用の 3 分野について評価を実施することとし、研究センター等の協力
の下、実施体制を構築した。

（３）研究資金の効果的活用と外部資金の獲得
（３）研究資金の効果的活用と外部資金の獲得
運営費交付金を含む研究資金の効果的・効率的な活
研究業務セグメント及び大課題ごとの予算執行状況の把握については、会
用の観点から、研究資金の利用状況を定期的に把握す
計基準の変更に伴うシステム調整等により遅延を生じたが、９月以降、定期
るとともに、運営費交付金の配分については理事長が
的に理事（研究推進担当）へ予算執行状況に関する情報提供を行い、業務進
裁量を十分に発揮できる体制とする。外部研究資金の
行状況の把握及び研究マネジメントに活かすことができた。
獲得については、研究資源の配分や研究職員の業績評
運営費交付金の配分時に理事長裁量経費を確保し、熊本地震で被災した農
業水利施設等の被災調査等の社会的要請経費（100,000 千円）、及び将来の
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価により、獲得のインセンティブが働くように取り組
む。
また、高度分析機器等を農研機構の内部研究組織で
横断的に活用する体制を整備し、研究資金の効果的な
運用をする。

イノベーションにつながる技術シーズを開発するための出口を見据えた基
礎的研究である目的基礎研究費（40,000 千円）とした。さらに、適切かつ計
画的な業務実施の観点から、理事長が第 3 四半期末までに業務経費の配分額
の見直しを行った。
外部資金の獲得を積極的に進めるため、本部は、委託プロジェクト研究、
競争的研究資金等の外部資金への積極的な応募を促進する目的で、外部資金
に係る情報を幅広く収集して各研究センター等に情報提供するとともに、外
部資金獲得に関する研修等を実施して意識啓発を図った。また、研究職員の
業績評価において、引き続き競争的資金等の外部資金の獲得を高く評価し
た。
研究センター等における外部資金の積極的な獲得及び効率的運用を目的
として、外部資金獲得促進費を配分した。大課題推進責任者（以下、PD）、
中課題推進責任者（以下、PL）及び研究センター等の長は、研究職員に対し
て競争的研究資金等の外部資金の公募情報の提供や応募に際しての研究企
画への助言等を行い、積極的に外部資金の獲得を目指した。政府関係受託研
究については、平成 28 年 11 月に公募が開始された革新的技術開発・緊急展
開事業（経営体強化プロジェクト及び人工知能未来農業創造プロジェクト）
の公募説明会に参加し、公募情報を提供するとともに、応募に係る提案関係
書類の調整等について支援を行い、事務の効率化と応募の促進を図った。ま
た、次年度の外部資金獲得に向けて、今年度の科学研究費助成事業の応募に
当たっては、9 月に日本学術振興会より講師を招聘して説明会を開催し積極
的な応募を促したほか、農林水産省の委託事業については委託プロジェクト
研究及び農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業の新規公募説明会に参
加し、代表機関としての応募を促進した。その結果、科学研究費助成事業に
ついては研究代表者として 387 件、農林水産業・食品産業科学技術研究推進
事業については代表機関として 56 課題、それぞれ応募した。
高度分析機器等の効率的整備及び活用を進めるため、２千万円以上の高額
機械については、各研究センター等からの要望を踏まえ、施設設備等の効率
的利用策を検討するために設置した研究資源集約化委員会において、今年度
に購入する機械を決定した。また、高額機械の利用促進と導入による成果を
上げるために、利用状況及び成果の調査を実施し、その結果を各研究センタ
ーにフィードバックして次年度以降の利用促進に役立てた。各研究センター
等が所有する共用可能な１千万円以上の機械について全ての高額機械リス
トを作成し、次年度に機構内情報システムでの情報共有することとした。
高度な分析機器・施設の共同利用をさらに促進するため、高度解析センタ
ーを設置し、今年度は農研機構内の 8 つの研究センター等から 88 件の利用
申請を受け、機器・施設の共同利用を進めるとともに、11 の研究センター等
から申請のあった核磁気共鳴分析や遺伝子配列情報解析等 74 件の解析支援
を実施し、化合物の構造決定や遺伝子機能の解明に寄与した。
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主務大臣による評価
評定

Ｂ

＜評定に至った理由＞
ニーズに直結した研究の戦略的展開として、アドバイザリーボード等によって収集したニーズを課題化する統一的な仕組みを構築し、地域の現場ニーズの把握や問題点の抽出、共同研究の組み立て等の強化に結びつけている
など、順調に計画を遂行していると認められる。
法人一体の評価と資源配分では、特性に応じた評価委員を選任し、業務運営全般を適正に評価できる体制の整備とめりはりのある資金配分に取り組んでいる。
研究資金の効果的活用と外部資金の獲得についても理事長裁量経費として、経費を工夫し、体制の推進を取り組んでいると認められる。
以上のとおり、研究開発成果の最大化に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされていると判断できることから、Ｂ評定とする。
＜今後の課題＞
新たに構築した評価体制により、より一層の PDCA サイクルの強化を図られたい。コンタクトシートを外部からの問い合わせ記録としても活用し、問い合わせに至った経路（新聞記事、イベント、ホームページ、アグリサー
チャー、口コミ等）を把握するなど、情報発信方法の改善に反映させることを期待する。また、引き続き民間企業等との連携を強化し、外部資金の獲得に努める必要がある。
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様式２－１－４－１

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ―２

異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号：0168

２―① モニタリング指標
28 年度

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

異分野融合研究等の取組状況
共同研究数
他機関との連携実施数

86
人事交流
連携・協力協定締結数

4

応募数

21

獲得数

4

外部資金

資金提供型共同研究件数
民間企業等からの資金獲得額

3

70
215,835

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

（１）異分野融合研究の強化
（１）異分野融合研究の強化
既存の研究分野の枠を超えた共同研究や、その研究開発成果の商品化・事業化に取り組む事業者等
ア 作物開発研究、スマート農業研究、農業環境研究の分野において、従来の法人や農研機構の内部組織を融合して
との連携により、革新的な技術シーズを生み出すとともに、新たな市場を切り拓く「イノベーション」
新たな重点化研究センターを設け、これらを各分野のハブとして、府省や業種の枠を超えた外部の研究機関、民間
の創出が期待されている。このため、特に、我が国の産業の強みであるロボット技術や ICT、最近目覚
企業等との連携の下、研究開発を推進する。
ましい発展を遂げている分子生物学やゲノム工学技術等の分野を中心に、府省、研究分野、業種等の枠
イ 府省、研究分野、業種等の枠を超えた研究開発と成果の商品化・事業化等に取り組む。
を超えた研究開発と成果の商品化・事業化等に、従来以上のスピード感を持って取り組む。なお、農業
ウ 農業以外の外部研究機関（国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構等）と
のスマート化等に伴って集積するビッグデータに関しては、その有効活用を図るとともに適切な取扱
の連携・協力協定の活用等を通じ、異分野との共同研究を積極的に推進する。
いに留意する。
エ 農業のスマート化等について積極的に課題として取り上げるとともに、蓄積されたビッグデータについては、情
また、農林水産省が行う「『知』の集積と活用の場」を積極的に活用し、開発技術の普及促進・技
報の重要性や情報流出の防止等に留意しながら活用する。
術移転等を進める。
オ 農林水産省が行う「『知』の集積と活用の場」等の産学官連携の仕組みを積極的に活用し、自らの研究開発成果
の最大化に努める。
（２）産学官連携の戦略的推進
（２）産学官連携の戦略的推進
外部の知識・技術等を積極的に活用し、それらと農研機構の技術を組み合わせた上で革新的な技術を
ア 共同研究、連携・協力協定、実証研究、コンソーシアム等の産学官連携の仕組みを活用し、外部機関と積極的に
生み出すとともに、開発した技術の移転・普及を促進するため、民間企業など外部機関と積極的に交流
交流し、外部の技術と農研機構の技術を組み合わせて画期的な技術体系を確立する。その際には、農研機構が中核
を図り、産学官連携の取組を推進する。これにより、農研機構が中核となって、他の研究機関の勢力や
となって成果の技術移転の加速化を図るよう努める。
英知を結集し、我が国の農業研究を牽引する。その際、法人として戦略的に産学官連携を推進する仕組
イ 農研機構一体として産学官連携を進める司令塔として、本部に連携広報部を置く。また、マーケットイン型研究
みを整備し、ニーズ指向の研究、マーケットインの発想による研究を推進する。また、資金提供型共同
開発及びその成果普及を推進する部署（食農ビジネス推進センター）を新たに設置し、産学官連携を推進する組織
研究７）など民間企業からの研究資金の拡大に向けた努力を行う。それらの取組を通じて、農研機構の
体制を強化する。
各内部研究組織で開発された有望な研究開発成果が全国各地域で活用されるよう進める。
ウ 民間企業との共同研究においては、資金提供型の共同研究の仕組みを活用するなど、積極的に企業からの資金確
保に努める。
エ 農研機構が開発した有望な研究開発成果については、農研機構全体で情報を共有し、普及を行っていく。
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平成 28 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価

評価軸・評価の視点
及び評価指標等

年度計画

主な業務実績等

（１）異分野融合研 （１）異分野融合研究の強化
（１）異分野融合研究の強化
究の強化
ア 従来の法人や農研機構内部組織を融合し、次世代作物 ア 生物系特定産業技術研究支援センター農業機械化促進業務部門等従来の農研
開発研究センター、農業技術革新工学研究センター、
機構内部組織と、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所との融合により、新
○府省、研究分野、業
農業環境変動研究センターを設置し、作物開発研究、
たに次世代作物開発研究センター（以下、作物開発センター）、農業技術革新工
種等の枠を超えた
スマート農業研究、農業環境研究の分野のハブとして、 学研究センター（以下、革新工学センター）、農業環境変動研究センター（以下、
研究体制を構築す
府省や業種の枠を超えた外部の研究機関、民間企業等
農業環境センター）を設置した。これによって、それぞれの組織を中心に、作物
るためのマネジメ
との連携の下、研究開発を推進する。
開発研究、スマート農業研究、農業環境研究に係る研究ネットワークの形成等に
ントが適切に実施
関する推進体制を構築した。
されているか。
この中で、作物開発センターのゲノム育種支援体制を構築し、機構内はもと
より、公設試験研究機関（以下、公設試）及び民間機関に対する育種支援を行っ
＜評価指標＞
た。また、農業環境センターと気象庁の連携により、気象予報を含む日別の 1km
・府省、研究分野、業
メッシュでの農業気象データセットを作成、配信することができる次世代の農業
種等の枠を超えた
向け気象情報インフラといえるシステムを構築、この研究開発成果を重点普及成
共同研究や、事業者
果に選定し、重点的、組織的に普及に取り組むこととした。さらに、当該システ
等と連携を推進す
ムを活用した水稲の冷害・高温障害対策については、岩手県立大学と共同運営す
るためのマネジメ
る「Google Map による気象予測データを利用した農作物警戒情報」によって情
ントが行われてい
報提供を行った。
るか。

自己評価
＜評定と根拠＞
評定：A
根拠： 異分野融合・産学官連携によるイノベーション創
出については、年度計画以上の業務が達成された。特に産
学官連携の推進については、これまで実施例がない業務を
遂行し顕著な実績が認められたことから評定を A とした。

イ

農医連携、農工連携などにより、府省、研究分野、業種 イ 農医連携、農工連携等の取組の一環として、戦略的イノベーション創造プロ
グラム（以下、SIP）の課題である次世代農林水産業創造技術（アグリイノベー
等の枠を超えた研究開発と成果の商品化・事業化等を目
指す。
ション創出）に参画し、「情報・通信・制御の連携機能を活用した農作業システ
ムの自動化・知能化による省力・高品質生産技術の開発」、「収量や成分を自在
にコントロールできる太陽光型植物工場」、「持続可能な農業生産のための新た
な植物保護技術の開発」「生体センシング技術を活用した次世代精密家畜個体管
理システムの開発」「ゲノム編集技術の普及と高度化」の合計 5 課題の代表機関
を努める等、府省、研究分野、業種等の枠を超えた研究開発を積極的に進め、高
次倍数性・栄養繁殖性であるキクのゲノム編集に世界で初めて成功するなどの成
果が得られた。
スギ花粉米の社会実装を目指した取組では、オープンイノベーションの手法
を取り入れ、外部機関への提供に必要な枠組みを作り、公募審査を行った。その
結果、大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター（現 大阪はびきの医療センタ
ー）及び東京慈恵会医科大学にて、スギ花粉症の症状改善効果についての臨床研
究を開始することとなった。また、再生医療での利用が期待される「コラーゲン
ビトリゲル」の実用化を目指し、佐賀大学と共同で研究開発を行った。
さらに、G７伊勢志摩サミット 2016 や G7 茨城・つくば科学大臣会合等におい
て、遺伝子組換えカイコ由来の蛍光シルク製品の展示を行い、新産業創出へつな
がる研究成果としてアピールした。また、この研究成果を事業化するステップと
して、緑色蛍光タンパク質含有絹糸生産カイコを農家レベルで飼育できるように
するため、カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認申請を行い、平成 29 年
３月に農林水産省・環境省が開催した生物多様性影響評価検討会総合検討会にお
いて検討されるに至った。

（１）異分野融合研究の強化
異分野融合研究の強化のため、府省、研究分野、業種等
の枠を超えた研究体制を積極的に構築し、その運用のマネ
ジメントが適切に実施された結果、年度計画以上に業務が
進展した。
具体的には以下の通り。
ア 従来の他法人や農研機構内部組織を融合し、三つの重
点化研究センターを設置し、作物開発研究、スマート農
業研究、農業環境研究の分野のハブとして、外部の研究
機関、民間企業等との連携の下、研究開発を推進する体
制を構築し、それに基づき、研究開発を実施した。その
うち、農業環境研究分野からは、重点普及成果となる研
究開発成果が得られた。
イ 農医連携、農工連携等を進め、次世代農林水産業創造
技術（アグリイノベーション創出）における合計 5 課題
の代表機関として参画しキクのゲノム編集に世界で初め
て成功した。また、府省、研究分野、業種等の枠を超え
た研究開発に取り組み、例えば、スギ花粉米については、
オープンイノベーションの手法を取り入れ、研究成果の
社会実装に向けた取組を積極的に進めた。
ウ 産総研や NIMS との連携・協力協定の活用等を通じ、異
分野との共同研究を積極的に推進した。
エ 農業のスマート化に関する研究推進方針の策定や具体
的な研究開発、研究成果の普及に向けて積極的に取り組
み、「農作業基本オントロジーAAO」の公開という実績が
得られた。また、ビッグデータの活用についても、農林
水産省の枠組みづくりに協力して他機関と連携を構築す
る取組を進めた。
オ 農林水産省が行う『知』の集積と活用の場等の産学官
連携の仕組みを積極的に活用し、技術シーズの商品化・
事業化による研究開発成果の最大化に向けて、異分野の
企業等との連携を進め、複数の研究コンソーシアムが成
立した。

ウ

産業技術総合研究所、物質・材料研究機構等の外部研究 ウ 産業技術総合研究所（以下、産総研）と農研機構の連携・協力に関する協定に
基づいて共同研究の推進や成果普及のための連携協力などを協議した。平成 28
機関との連携・協力協定の活用等を通じ、異分野との共
年度現在、産総研等と農研機構の共同研究は 14 課題、協定研究は 1 課題である。
同研究を積極的に推進する。
また、今年度のコンソーシアム形式による農研機構と産総研との連携課題は 9 課
題ある。そのほかプロジェクト研究においても、産総研と共同で多数の研究を実
施している。

（２）産学官連携の戦略的推進
産学連携室を強化したほか、食農ビジネスセンターを新
設し、産学連携担当者を構成員とする産学連携連絡会議、
メーリングリスト等の構築、地域での相談窓口の設置、統
一的なコンタクトシートを用いた情報の共有等、農研機構
全体で産学官連携に取り組む体制ができた。
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また、物質・材料研究機構（以下、NIMS）との連携研究に関しては、農村工学
研究部門（以下、農村工学部門）が、SIP「インフラ維持管理・更新・マネジメ
ント技術（平成 26～30 年度）」の研究開発テーマ「基幹的農業水利施設の戦略
的なアセットマネジメント技術の開発」において、NIMS が開発した従来の１/２
の価格の耐腐食鋼を農業水利施設の部材に応用するための技術開発等、NIMS が
開発した基礎的技術を農業現場に応用するための連携を積極的に推進している。
エ

改善を求められていた農研機構全体での外部からの情報
共有（外部からの技術相談への対応をメーリングリストで
状況把握、研究者情報を含む）を強化した。また、新設の
食農ビジネスセンターにおいてマーケットイン型研究開発
を用いた支援を開始し、委託プロジェクトの参画に結びつ
けたほか、「品種マッチングミーティング」等技術普及イ
ベントを研究センター等と連携して実行し、知財の許諾を
得た。さらに、民間企業との共同研究においては、資金提
供型研究を支援するインセンティブ経費の配分により研究
者が積極的に働きかけることで民間企業からの資金獲得額
が前年度に比べ 1.6 倍に増える等顕著な実績が認められ
た。

ロボット技術・ICT 等を活用した農業のスマート化等に エ ロボット技術・ICT 等を活用した農業のスマート化について、農研機構におけ
ついて研究開発及び普及を積極的に推進するとともに、 る技術開発の加速化を図るため、「農研機構におけるスマート農業システムの実
蓄積されたビッグデータについては、情報の重要性や情
現に向けた研究開発の推進方針」を取りまとめた。
農業のスマート化に関する研究開発については、現在、SIP の次世代農林水産
報流出の防止等に留意しながら適切に活用する。
業創造技術（アグリイノベーション創出）において、前述した課題の中で、ロボ
ット技術・ICT・ゲノム等の先端技術の導入による超省力・高生産なスマート農
業モデルの実現を目標に、農業機械や水管理システムの自動化、地球観測衛星に ＜課題と対応＞
よる作物情報の評価、あるいは、牛を対象にセンサを用いた連続的なモニタリン （１）異分野融合研究の強化
グによる繁殖成績の向上や、栄養管理の高度化のための次世代精密家畜個体管理 ・引き続き異分野融合研究を推進するため、研究課題に応
システム等の研究課題に取り組んでいる。
じて、今まで対象としていなかった連携先を開拓するな
ど、外部研究機関との具体的連携をさらに進める。また
また、スマート化に関する研究成果の現地実証にも取り組んでいる。例えば
スマート農業に関する研究開発や開発技術の普及促進に
革新工学センターでは、上述した SIP 事業におけるロボットトラクタの遠隔監
積極的に取り組む。
視システムの現地実証のほか、農業機械等緊急開発事業の「高機動畦畔草刈機の
開発（平成 26～28 年度）」や「福島イノベーションコースト構想に基づく先端
農林水産業ロボット開発研究事業（平成 28～30 年度）」による遠隔操縦式の自 （２）産学官連携の戦略的推進
走草刈機の開発を行った。さらに、ハウス内で利用する収穫ロボットや豚舎洗浄 ・外部ニーズに的確に対応した連携強化のため、食農ビジ
ネスセンターの使命や行動計画等を外部に向けてより広
ロボットの現地実証に取り組んでいる。
くアピールするために明確化し、今後の活動を充実させ
このほか、農業のスマート化に関連する研究成果の普及活動として、北陸地
る。
域マッチングフォーラム 「ICT 等先進技術を活用した高能率水田農業の新展
開」、東海地域マッチングフォーラム 「水田輪作における省力・低コスト生産
と ICT・RT の開発・普及への取組」等を開催した。また、農研機構シンポジウム
「水田農業の構造変化に対応する技術革新の方向」を開催する等、スマート農業
に関連する開発技術の紹介に努めた。
また、ビッグデータの活用に関する取組の一環として、ICT ベンダー等が複
数のシステム間でのデータ共有や、作業記録データの活用を進める際に、記録
された農作業名の差異（たとえば稲刈り、稲刈、収穫等）が障害となる事が予
想されるため、農作業概念を定義して共通化する「農作業基本オントロジー
AAO」を構築し、公開した（http://www.cavoc.org/aao/）。
さらに、農業関連のビッグデータが、より現場レベルで活発に活用される環境
を整えるため、農林水産省の枠組みづくりに協力して ICT ベンダー及び大学、機
械メーカー等との連携の構築に関する取組を進めている。

○農林水産省が行う オ 農林水産省が行う『知』の集積と活用の場等の産学官連 オ 農林水産省が行う『知』の集積と活用の場については、農研機構は設立段階か
携の仕組みを積極的に活用し、異分野の企業等とともに
ら運営委員会のメンバーとして積極的に関与し、19 の研究開発プラットフォー
「『知』の集積と活
ム（設立総数 50）に参画している。プラットフォームからは複数の研究コンソ
技術シーズの商品化・事業化を図ることで、研究開発成
用の場」を活用した
ーシアムが成立したほか、今年度もポスター出展等を通して企業等との連携強化
果の最大化に努める。
取組が適切に実施
を進め、農研機構の持つ研究開発成果の普及促進・技術移転等の場に活用した。
されているか。
また、農研機構が行うマッチングイベント等の情報を『農林水産省 「知」の集
＜評価指標＞
積と活用の場
産学官連携協議会会員向けメールマガジン』を通じて、関係機関
・「『知』の集積と活
等に広く発信し参加者を募った結果、マッチングイベントへの参加者層が拡大す
用の場」を活用し、
る等の効果があった。さらに、協議会会員を対象に、農研機構主催の成果発表会
開発技術の普及促
を開催した。
進・技術移転が進め
られているか。
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（２）産学官連携の （２）産学官連携の戦略的推進
（２）産学官連携の戦略的推進
戦略的推進
ア 農研機構における産学官連携・普及・広報に関する基 ア 「 産 学 官 連 携 ・ 普 及 ・ 広 報 に 関 す る 基 本 方 針 」 （ 平 成 28 年 改 正 ）
（ http://www.naro.affrc.go.jp/public_information/files/naro_sangaku_ki
本方針に基づき、共同研究、連携・協力協定、実証研究、
○法人全体で産学官
honhoushin.pdf ） に 基 づ き 、 地 域 農 研 中 心 に HiNT(Hokkaido Intelligent
コンソーシアム等の産学官連携の仕組みを活用し、大
連携を推進する体
学、公設試、国立研究開発法人等の外部機関と積極的に
Network Terminal)、農業・食品ハイテク研究会、東海地域生物系先端技術研究
制が適切に構築・運
交流し、外部の技術と農研機構の技術を組み合わせて画
会、近畿アグリハイテク、中四国アグリテック等それぞれの地域の大学、公設
用されているか。
期的な技術体系を確立する。その際には、農研機構が中
試、国立研究開発法人、企業等とのネットワークに積極的に参加し、連携関係
核となって成果の技術移転の加速化を図るよう努める。
を強化した。
＜評価指標＞
外部機関との連携と農研機構全体での情報共有を強化した結果、課題解決を
・民間企業など外部
目指した研究ネットワークの形成や経営体プロ等の課題実施のためのコンソー
機関と交流を図り
シアム作りにつながった。
産学官連携を推進
する体制が整備さ
イ 農研機構一体として産学官連携を進める司令塔とし イ 農研機構一体として産学官連携を進める司令塔として、本部に連携広報部を
れ、運用されている
置くとともに、新たに食農ビジネスセンターを創設し、産学官連携を推進する
て、本部に連携広報部を置く。また、マーケットイン型
か。
組織体制を強化した。
研究開発及びその成果普及を推進するために食農ビジ
ネス推進センターを新たに設置し、内部研究組織を支援
食農ビジネスセンターでは、マーケットイン型研究開発の一環として、研究
することで、産学官連携を推進する組織体制を強化す
部門の要請に基づき、需要増が期待される「サラダ用タマネギ」等についての
る。
市場ニーズ調査を実施し、ニーズに対応した課題提案並びに競争的資金獲得を
支援した結果、農林水産省委託プロジェクト研究への参画や競争的資金への応
募に結びついた。また、様々な場面で収集したニーズについては、統一的なコ
ンタクトシートへ情報を整理し、産学連携連絡会議等を利用して研究センター
等の研究者へ要請事項の情報を提供するとともに、グループウェアを利用し、
産学連携担当者間で共有した。さらに、様々な機会を捉えてニーズ収集を行う
という意識改革の一環としてアグリビジネス創出フェア等のイベントへ参加す
る研究者に対してもコンタクトシート作成を義務づけ、情報の共有化を進めた。
「品種マッチングミーティング」等の技術普及イベントを本部及び研究セン
ター等と連携して企画、実行するとともに担当研究者を伴った企業訪問、農業
法人等への訪問活動により技術のマッチングを行った。その結果一部知財の許
諾が実現し、また共同研究の成約に近づいた案件もあった。また、相手方の要
請に応じて担当研究者とともに訪問する場を食農ビジネスセンターが作ること
により研究センター等と企業等との橋渡しを支援し、産学官連携活動を推進し
た。その結果共同研究計画の締結に至った事例も得られた。
ウ 民間企業との共同研究においては、資金提供型の共同
研究の仕組みを活用するなど、積極的に企業からの資金
確保に努める。

ウ 資金提供型の共同研究を促進するため、改定された知的財産に関する基本方
針を活用し、柔軟な実施許諾を行えるようにしたほか、平成 28 年 10 月 1 日以
降に企業と資金提供型の共同研究契約を締結した場合にインセンティブ経費を
配分することとした。この制度を周知した結果、平成 28 年度の資金提供型共同
研究による資金獲得額は、平成 27 年度（134,629 千円）に比べ、1.6 倍（215,835
千円）に増加した。

エ 農研機構が開発した有望な研究開発成果については、
農研機構全体で情報を共有し、積極的に普及を図る。

エ 農研機構がこれまで開発した研究成果については、関連情報を含めたフォロ
ーアップにより、利用しやすい形で整理し、技術移転推進のための情報として
共有する仕組みを構築した。具体的には（平成 24～26 年度）の研究成果につい
て、関係する知財及びその普及利用状況・現在の担当者等を取りまとめ、機構
内の研究シーズとなる情報を共有し、産学連携活動の基礎資料とした。
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主務大臣による評価
評定

Ａ

＜評定に至った理由＞
従来の法人や内部組織の融合により３つの研究センターを設置し、各センターを中心に３つの研究ネットワーク（作物開発・スマート農業・農業環境）の推進体制が構築された。このうち農業環境のネットワークでは、気
象庁と連携して気象予報を含む日別の１ｋｍメッシュ農業気象データセットの作成・配信システムを構築し、ダウンロードファイル数が 300 万件／年に達するなど、次世代農業向け気象情報インフラとしての広範な活用が期
待される顕著な成果が見られる。
府省連携で進めている戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の５つのコンソーシアムではそれぞれ代表機関として研究を推進。世界で初めて成功したキクのゲノム編集技術は、これまで困難であった高次倍数性・栄
養繁殖性作物のゲノム編集に道を拓く顕著な成果。
新設した食農ビジネスセンターにおけるマーケットイン型研究開発、品種マッチングミーティング等の技術普及イベント、担当研究者を伴った企業・法人等への訪問活動により、知財許諾や共同研究締結などの実績を上げ
ている。
資金提供型共同研究の重要性の周知やインセンティブ経費の配分等により民間企業からの資金獲得額が前年を 1.6 倍に増加している。
以上のとおり、異分野融合と産学官連携のいずれにおいても、「研究開発成果の最大化」に向けて、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められることから、Ａ評定とする。
＜今後の課題＞
今後も連携先の拡充を図り、より一層の異分野融合研究の推進を図られたい。食農ビジネス推進センターについては、さらに効果的に機能するように運用を強化することを期待する。スギ花粉米については、新たな枠組みを
最大限活用し、事業化を加速させる必要がある。
＜審議会からの意見＞
異分野融合によって優れた成果が得られていることは評価できるが、例えばキクのゲノム編集を世界で初めて成功させた成果については、一般の方にはインパクトの大きさが伝わらない。成果の内容を生活に身近にかかわる
事柄に落とし込んで伝える工夫をして、一般の方たちへも優れた研究成果が伝わることを期待したい。
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様式２－１－４－１

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式

１．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

Ⅰ―３

地域農業研究のハブ機能の強化

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号：0168

２―①モニタリング指標
28 年度

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

地域の産学連携支援機関との連携状況
146

連携会議の開催数（回）

165

他機関主催会議への参加回数

産学連携連絡会議の開催回数

研究部門や重点化研究センターの成果を法人として
社会還元するための地域とつくばの連携

（回）

5

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

農研機構の地域農業研究センター等がこれまでに実施してきた研究と生産・流通・加工・消費の関係
者との連携活動は一定の成果をあげており、特に、近年、全国の多数の地区で実施され始めた実証事業
は研究と現場の連携構築や技術移転に効果が認められる。しかしながら、現在もなお、生産現場等に十
分な研究情報が届いているとは言えず、研究と現場の連携体制の構築は必ずしも容易ではない。一方
で、実証事業等、新たに増加した業務による研究者等の負担は増加している。
このため、各地域農業研究センターの研究体制を整備するとともに、研究情報を発信し、地域に存す
る産学連携支援機関との連携にも配慮しながら産学官連携の取組を強化する。これにより、地域農業
研究センターが、地方自治体、地域の研究機関、普及組織、生産者、流通・加工業者など実需者、民間
企業等を結ぶハブとして、温暖化適応研究や機械開発など、地域の研究ニーズを収集し、地域農業が抱
える問題解決に果敢に対応するとともに、農研機構の研究開発成果の技術移転と現地適応度を高める
ための普及組織等と連携したフィードバック研究を推進する。その際には、個別の課題ごとに目的を
明確化し、必要な機関・民間企業等で戦略的な取組を行うことに留意する。また、地域農業研究センタ
ーが多様な課題に対応できるよう、本部やつくば地区をはじめとした専門研究組織等との連絡と協力
の体制を整備する。
また、地域農業研究センターに加え、つくば地区をはじめとした専門研究組織においても、公設試験
研究機関（以下「公設試」という。）と連携を強化するなどにより、都道府県における地方創生の取組
を支援する。

地域農業研究センターについては、地域農業研究のハブ機能を強化し、研究ニーズの収集、地域農業が抱える課題への
対応等を効率的に行えるよう、以下の取組を行う。
ア 地域農業研究センターに先進的な農業経営の担い手等から構成されるアドバイザリーボードを新設し、その助言を研
究開発や成果普及の促進、ニーズの掘り起こし等の地域農業研究センター及び組織全体の業務運営に活用する。（第１
の１（１）イにも記載。）
イ 産学連携室を新設し、産学連携コーディネーター及び農業技術コミュニケーターを配置することにより、研究ニーズ
の把握から研究開発成果の橋渡しまで一貫して推進するとともに、その過程での問題点を洗い出し､解決を図る。
ウ 普及組織をはじめとする地方自治体、公設試験研究機関（以下「公設試」という。）、地域の大学、民間企業、生産
者、流通・加工業者など実需者、関係団体等あるいは担い手等と連携し、温暖化適応研究や機械開発をはじめとする地
域の研究ニーズを踏まえて、地域農業が抱える問題解決に果敢に対応するとともに、農研機構の研究開発成果を迅速に
現場に移転できるような現地実証試験を強化する。
エ 地域農業研究センターが農業現場関係者から掘り起こした重要なニーズについては、本部の指示の下、つくば地区の
専門研究組織等を含めた連絡と協力の体制を構築し対処する。また、地域農業研究センターに加え、つくば地区をはじ
めとした専門研究組織においても、公設試と連携を強化するなどにより、都道府県における地方創生の取組を支援する。

評価軸・評価の視点及び
評価指標等

平成 28 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価
年度計画

○地域農業研究センターが ア 地域農業研究センターに地域の先進的な農業
経営の担い手等から構成されるアドバイザリー
地域農業研究の拠点とし
ボードを新設し、その助言を地域農業研究セン
て研究開発を行うための
ターの研究開発や成果普及の促進、ニーズの掘
体制が構築・運用されて
り起こし等に活用するとともに、助言を内部研
いるか。
究組織全体で共有し業務運営に活用する。

主な業務実績等
ア 地域農研のハブ機能を強化するために、先進的な農業経営の担い手等から構
成されるアドバイザリーボードをはじめとした体制を新設する一方、「地域農
業研究のハブ機能に関する指針」（以下、ハブ機能強化指針）を策定し、統一
的な指針に基づいてこれを運用した。あわせて、「収集した現場ニーズの評価
と当面の対応について（平成 28 年 11 月 2 日）」、「現場ニーズに対する対応
案の決定について（平成 28 年 11 月 24 日）」、「中課題検討会等での課題検討
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自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ａ
根拠： 地域農研のハブ機能の強化のため、「ハブ機能強化
指針」を策定することで統一的な仕組みを構築、運用した。
あわせて、「収集した現場ニーズの評価と当面の対応につい

＜評価指標＞
・地域農業研究センターに
おける研究推進におい
て、地域の自治体、生産
者、民間企業等のニーズ
を収集し、研究に反映さ
せる仕組み・体制が整備
され、運用されているか。

方針（平成 28 年 12 月 1 日）」を定め、現場ニーズの収集から対応案の策定、
課題化に至るまでの過程を制度化し、これに基づいてニーズの課題化を進めた。
また、「ハブ機能強化指針」にしたがって、収集したニーズ情報等を役員会、
所長等会議、産学連携連絡会議で共有した。
11 月までにアドバイザリーボードで収集したニーズ（126 件）について、「収
集した現場ニーズの評価と当面の対応について（平成 28 年 11 月）」に基づき、
「既存技術での対応可能なもの」、「研究実施中のもの」、「課題化が必要なも
の」等に分類し、そのうち「課題化が必要なもの」に分類されたニーズ（11 件）
については、中課題検討会で課題化することとした。例えば、東北農研の例で
は実施中の課題を一部改編して水田輪作における地力問題を課題化するととも
に、乾田直播におけるレベラー作業の自動化に関するニーズの実態調査を行う
こととした。

て（平成 28 年 11 月 2 日）」、「現場ニーズに対する対応案
の決定について（平成 28 年 11 月 24 日）」、「中課題検討
会等での課題検討方針（平成 28 年 12 月 1 日）」を定め、現
場ニーズの収集から対応案の策定、課題化に至るまでの過程
を制度化した。その結果、現場ニーズを反映した課題化が進
んだほか、多数の現地実証試験の実施、「工農連携による北
海道の農林業ロバスト化研究会」等新たな連携研究の枠組み
ができる等、年度計画で示した基本的な体制構築だけでな
く、円滑な運営のための指針や制度に基づく運用実績が得ら
れたことから、計画以上の進捗と判断し、評定を「Ａ」とし
た。
ア アドバイザリーボードを各地域農研に新設して、それぞ
れの地域の生産現場が抱えるニーズを把握・評価する体制
を構築し、役員会、所長等会議、産学連携連絡会議等の会
議で情報を共有しながら、収集したニーズのうち研究実施
による対応が必要なものについては課題化することとし
た。
イ 各地域農研に産学連携室及び産学連携コーディネータ
ー、農業技術コミュニケーターを新設し、研究ニーズの把
握、課題抽出、共同研究の組み立て及び研究開発成果の橋
渡しまで一貫した推進に努め、マッチングイベント等の開
催に取り組んだ。
ウ 地域が抱える問題の解決と研究開発成果の迅速な移転
を目的として、生産者や地域の各機関との連携のもと、農
林水産省の事業を活用して 39 課題（うち 18 課題が地域農
研を代表機関とする）の現地実証研究を実施した。
エ 地域農研と専門研究組織が連携する体制を構築し、現場
の課題をテーマにシンポジウムを共同開催する等の取組
を行った。また、平成 28 年 3 月にまち・ひと・しごと創生
本部が示した「基本方針」に含まれる農研機構関係分の提
案について具体的な取組を進めた。

・地域の産学連携支援機関 イ 地域農業研究センターに産学連携室を新設し、 イ 前述の「ハブ機能強化指針」に基づいて、新設した産学連携室及び産学連携
との連携に配慮しつつ、
産学連携コーディネーター及び農業技術コミュ
コーディネーター、農業技術コミュニケーターの目的や活動内容を明確化し、
産学官連携が推進されて
ニケーターを配置することにより、研究ニーズ
研究ニーズの把握、課題抽出、共同研究の組立て及び研究開発成果の橋渡しま
いるか。
の把握、課題抽出、共同研究の組み立て及び研究
で一貫して推進する体制を整えた。
開発成果の橋渡しまで一貫して推進するととも
本部では、ハブ機能強化の取組を広くアピールし、体制を円滑に運用する
に、各段階において問題点を洗い出し、解決を図
ため、公設試や農業革新支援専門員に対する情報提供に努めたほか、全国農学
る。
系学部長会議や、地域農政未来塾（全国町村会主催、全国町村役場の農政担当
職員が参加）等の機会を活用して、新たな取組を紹介した。
また、アドバイザリーボードだけでなく、日常的な活動の中で得られる情
報の活用や、より広範な農業者の現場ニーズの把握が必要との問題点が明らか
となったため、これらを統一的な様式によるコンタクトシートに記録し、必要
なものについてはハブ機能関係者間で共有する体制を整えることで解決を図
・農研機構の研究開発成果
った。
について現地導入を進め
・産学連携室：研究成果の速やかな普及のため、地域の産学連携支援機関と連
るための取組が行われて
携したマッチングイベントやシンポジウム等を開催（主催 13 回、他機関主
いるか。
催の行事に参加 5 回）し、広報普及活動を実施するとともに、研究者による
生産現場での普及活動や、生産者・普及指導員を対象とした講演活動を積極
的に支援した。このうち、研究担当者が現地に出向いて技術指導を行う「出
前技術指導」については、東北農研では、無コーティング種子湛水直播技術
や大豆難防除雑草種子の蒸気処理防除等を対象に計 21 回実施し、参加者は ＜課題と対応＞
合計で約 600 名（生産者 164 名を含むがこれ以外に未確認の参加者有り）で ・想定される橋渡し先と連携し、研究開発成果の現場への移
あった。中央農研は「多段及び高接ぎ木法によるナス科果菜類の青枯病防除」 転を促進するため、引き続き現地実証試験や普及活動に取
組む。
等、6 課題で 19 回の出前技術指導を行った（参加者は合計 334 名、うち生
産者 158 名）。九州沖縄農業研究センター（以下、九沖農研）では、水稲の ・公立試験研究機関や普及組織等と連携をさらに強化する
等により、都道府県における地方創生の取組を引き続き支
畝立て直播栽培技術、周年放牧技術等について、所長キャラバン及び成果宅
配便（出前技術指導と同様の内容）を５回開催した（参加者は合計 265 名、 援する。
うち生産者 54 名）。
・産学連携コーディネーター：大学、都道府県、公設試等における研究者の情
報を収集するとともに、NPO法人等を通じて地域内の民間企業等とのコンタ
クトを図った。それらを踏まえて、平成28 年度補正予算の研究ネットワー
ク形成事業や経営体強化プロジェクトの提案課題の企画立案に活用した。こ
のほか、北海道農業研究センター（以下、北農研）では、北海道大学工学研
究院と連携し、異分野のニーズやシーズを的確に組合わせて、共同研究に発
展させることを目的とした「工農連携による北海道の農林業ロバスト化研究
会」を発足させた。
・農業技術コミュニケーター：生産者や普及組織等との情報交換の窓口として
各種集会や講演会に参加し、開発技術の紹介や現場における問題の把握に努
めた。例えば、西日本農業研究センター（以下、西日本農研）では、記者レ
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・地域農業研究センターが
クや品種マッチングミーティングを企画し、日本初のデュラム小麦「セトデ
地域の多様な課題に対応
ュール」のアピールに努め、農林水産研究成果 10 大トピックスへの採択に
できるよう、本部やつく
つながった。
ば地区等の専門研究組織
等と連携・協力する体制 ウ 普及組織をはじめとする地方自治体、公設試験 ウ 公設試や普及組織、自治体等の地域の種々の機関等と連携して地域農業が抱
が整備・運用されている
える問題解決を図る目的で、現地実証試験や研究開発成果の現地導入を進める
研究機関（以下、「公設試」という。）、地域の
か。
ための活動を積極的に行った。特に平成 28 年度は、農林水産省の事業を活用
大学、民間企業、生産者、流通・加工業者など実
需者、関係団体等あるいは担い手等と連携し、温
し、研究代表機関として 39 課題（うち 18 課題が地域農研を代表機関とする）
暖化適応研究や機械開発をはじめとする地域の
の現地実証試験の推進にあたった。
研究ニーズを踏まえて、地域農業が抱える問題
このほか、東北農業研究センター（以下、東北農研）は、予算の重点配分を
解決に果敢に対応するとともに、農研機構の研
活用して革新工学センターとの連携による汎用播種機の栽培試験を実施し、生
究開発成果を迅速に現場に移転できるような現
産現場に即した開発機の性能評価等を行った。革新工学センターは、中央農業
地実証試験を強化する。
研究センター（以下、中央農研）と除草機等を用いた強害雑草の物理的防除試
験を現地で実施した。また、農業環境センターは、地域農研や公設試、地域の
大学と連携し、「変動気象に対応可能な水稲高温障害早期警戒・栽培支援シス
テムの開発」に関する研究成果発表会やメッシュ農業気象データの利用に関す
る講習会（新潟県長岡市）を開催した。
このほか、従来からの継続した取組として、各地域農研では、国、都道府県、
大学、民間企業、関係団体等の協力を得て、作物栽培、病害虫、土壌肥料等の
専門別の試験研究推進会議等を開催し、関係機関との連携に基づいて、ニーズ
の把握やこれに対応するための研究の課題化に努めている。
エ

地域農業研究センターが農業現場関係者から エ 各地域農研が農業現場関係者から掘り起こした重要なニーズに対処するた
掘り起こした重要なニーズについては、本部の
め、地域農研及び専門研究組織が協力する体制を構築し、産学連携連絡会議を
指示の下、つくば地区の専門研究組織等を含め
平成 28 年 9 月～29 年３月まで計５回開催した。同連絡会議では、地域農研で
た連絡と協力の体制を構築し対処する。
取り組んだ様々なニーズ収集活動や連携広報活動に関して情報を共有するとと
また、地域農業研究センターに加え、つくば地
もに、各ニーズへの対応策案を策定した。
区をはじめとした専門研究組織においても、公
また、つくばの専門研究組織においても、研究会や試験研究推進会議等を開
立試験研究機関や普及組織等と連携を強化する 催し、公設試や普及組織等と連携を強化する取組を行った。例えば、農業環境
などにより、都道府県における地方創生の取組 センターと西日本農研は、広島県立総合技術研究所農業技術センター及び島根
を支援する。
県中山間地域研究センターとともに、地域資源を活用し、農業の維持、発展に
さらに、平成 28 年 3 月にまち・ひと・しごと 繫げるための「中山間地の生物多様性を守る農業環境研究」（農業環境技術公
創生本部が示した「基本方針」に含まれる農研機 開セミナーin 広島）を開催した。また、果樹茶業研究部門（リンゴ研究拠点）
と東北農研は、平成 28 年度東北地域マッチングフォーラム「果樹作で海外市場
構関係分の提案について、具体的な検討を進め
を目指す－その技術的課題と支援技術－」を開催し、果物の輸出拡大の検疫病
ていく。
害虫、残留農薬、貯蔵性、発注システム等技術的障壁と現在の課題を整理し、
技術開発の展望と現場への技術導入について意見交換を行った。
さらに、「政府関係機関移転基本方針」（平成 28 年 3 月 22 日まち・ひと・
しごと創生本部決定）に盛り込まれた 4 件（愛知、鳥取、島根、香川）のうち、
愛知と島根についてはプロジェクト研究の共同実施、鳥取と香川については連
携会議における検討を通じて連携強化を図った。特に、鳥取については平成 29
年 3 月 22 日に、「農研機構と鳥取県との梨づくり新時代を拓く包括連携協定」
を締結し、農研機構「鳥取ナシ育種研究サイト」を鳥取県園芸試験場内に設置
することで具体化を図った。
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主務大臣による評価
評定

Ａ

＜評定に至った理由＞
各地域農業研究センターにおける①アドバイザリーボードの新設による現場ニーズの収集（計 85 名、のべ 13 回の開催）・精査を経た研究課題化、②産学連携室の新設と産学連携コーディネーター、農業技術コミュニケー
ター（各 7 名）の配置による新たな連携先の確保とマッチング活動の推進、専門研究組織における公設試や普及組織等との研究会や推進会議の開催による連携強化、を通して計画を達成している。
その上で、「ハブ機能強化指針」、「収集した現場ニーズの評価と当面の対応について」、「現場ニーズに対する対応策の決定について」、「中課題検討会等での課題検討方針」を策定し、現場ニーズの収集から課題化に
至る過程をシステム化したことは大きな成果といえる。
これらの取組により、126 件のニーズから 11 件を課題化したほか、北海道農業研究センターにおける新たな工農連携の構築、西日本農業研究センターにおける日本初のデュラム小麦「セトデュール」の普及（群馬県、兵
庫県及び岡山県の普及指導センターや生産者団体による試験栽培の実現）等の取組をしたことは、計画を超える成果である。
以上のような地域ハブ機能の強化の取組により、「研究開発成果の最大化」に向けた顕著な成果の創出が期待されることから、Ａ評定とする。
＜今後の課題＞
ハブ機能の強化は、現場ニーズに応じた研究成果の社会実装などを推進する上で極めて重要なテーマであることから、今後も一層の取組を求める。特に、産学連携コーディネーター、農業技術コミュニケーターを中心とし
た現場ニーズの収集・成果普及については、直接現場に出向いて生産者・実需者・消費者等とコミュニケーションを取る活動を強化する必要がある。
＜審議会からの意見＞
農研機構は統合して規模の大きい研究機関となったが、統合を生かして地域農業研究のハブ機能においても更に高い成果が創出されることを期待する。
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様式２－１－４－１
国立研究開発法人
１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ―４

年度評価

項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式

世界を視野に入れた研究推進の強化

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号：0168

２－①モニタリング指標
28 年度
国際的な研究ネットワークへの参画状況

国際会議等開催数（回）
国際会議等参加数（人）

国際学会等での成果発表数（件）
国際的な研究ネットワークを通じて得られた成果の論文発表数（件）
委員・役員等の従事者数（人）

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

9
636
467
9
64

農林水産物の輸出や関連産業の海外展開に資する研究開発の取組状況
課題数
研究エフォート

250.4

研究成果の創出状況（国際的な水準に見込まれる研究成果）IF 積算値

1806.0（637）

16

（）は論文数

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標
世界的な人口増加や気候変動問題、国境を越えた家畜伝染病のまん延等、今日、地球規模の様々な問
題が深刻化する中で、農業研究においても国際的な協調・連携の下で推進すべき研究課題が増えつつあ
る。また、高品質な我が国の農産物の輸出や関連産業のグローバル展開の促進を技術面でサポートする
ことも重要性を増している。
このような状況を踏まえ、国際的な研究ネットワークに積極的に参画するとともに、海外機関、国際
機関等と積極的に連携し、研究開発の効果的・効率的な推進、地球規模の課題に対する国際貢献等を行
うとともに、国際水準の研究開発成果の創出により農研機構の国際的プレゼンスの向上を図る。
また、農林水産物の国別・品目別輸出戦略や農林水産省が主導するグローバル・フードバリューチェ
ーン戦略（平成 26 年６月６日グローバル・フードバリューチェーン戦略検討会策定）に貢献する研究
や調査など我が国農業の海外展開に資する研究開発を積極的に推進するとともに、農研機構がこれまで
に開発した技術の移転に取り組む。さらに、農業機械の安全性や環境性能、作業機との通信規格など国
際標準化の動きに対し、行政や関係団体・機関等と密接に連携しながら適切に対応する。
こうした取組を行う際、開発途上国・地域等に関する対処等を効率的に行うため、国立研究開発法人
国際農林水産業研究センター（以下「JIRCAS」という。）との協力関係を技術シーズや人材活用面を含
め強化する。

中長期計画
ア

我が国の農業・食品産業の技術水準の向上や、食料・環境問題等地球規模の研究課題に、国際的視点から効果的・
効率的に対応するために、国際連携等を担当する新たな部署（国際室）を設置し、科学技術協力に関する政府間協定
等を活用し、海外機関や国際機関との共同研究等を推進する。
イ 気候変動問題、越境性感染症対策等に関する国際的な研究ネットワーク等に積極的に参画し、温室効果ガス排出削
減や越境性感染症等の問題解決に貢献するとともに、国際水準の研究開発成果を創出することにより、国際的プレゼ
ンスの向上を図る。
ウ 農産物・食品の輸出、グローバル・フードバリューチェーン構築などの我が国の農業・食品産業の海外展開に必要
な課題を抽出し、技術開発や開発した技術の移転に取り組む。また、農業機械の安全性や作業機の通信規格などの国
際標準化の動きに適切に対応し、我が国が開発した規格等の採択に向けて積極的に働きかけ、我が国の農業・食品産
業の国際競争力の強化に貢献する。
エ 「遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる利益配分」（ABS）に関して、関連する国際協議等への専門家の派遣
等の協力を行う。また、ABS に関する国際約束にしたがって的確な遺伝資源の収集等を行うほか、大学、民間企業など
の国内関係者の適正な遺伝資源利用を支援するため、情報提供等を行う。さらに、「食料及び農業のための植物遺伝
資源に関する国際条約」（ITPGR)に基づく植物遺伝資源の提供等を円滑に行うため、ジーンバンクの体制強化や海外
ジーンバンクとの連携強化を図る。
オ 国際シンポジウムを開催するとともに、国際学会等における研究開発成果の発表等を積極的に実施し、研究開発成
果の国際的な利活用を図る。
カ 人材交流、技術シーズの提供等を含め、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（以下「JIRCAS」とい
う。）と協力関係を強化する。
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平成 28 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価

評価軸・評価の視点及び
評価指標等

年度計画

○国際水準の研究開発成
果の創出や国際的なイ
ニシアティブの発揮が
行われているか

ア 平成 28 年４月に国際連携等を担当する部署として
国際室を新たに設置し、行政部局とも連携して科学技
術協力に関する政府間協定等を活用し、海外機関や国
際機関との共同研究等を推進する。

ア

イ 気候変動問題、越境性感染症対策等に関する国際的
な研究ネットワーク等に積極的に参画し、温室効果ガ
ス排出削減や越境性感染症等の問題解決に貢献すると
ともに、国際水準の研究開発成果を創出することによ
り、国際的プレゼンスの向上を図る。

イ

ウ 農産物・食品の輸出、グローバル・フードバリュー
チェーン構築などの我が国の農業・食品産業の海外展
開に必要な課題を抽出する。また、農業機械の安全性や
作業機の通信規格などの国際標準化の動きに適切に対
応し、我が国が開発した規格等の採択に向けて積極的
に働きかける。

ウ 農産物・食品の輸出及び農業機械の国際標準化
国産農産物の輸出促進を目的に、まず、モモを対象に日本を含む９カ国の消
費者嗜好性調査を実施し、輸出支援データベースを構築中である。また、外国
人観光客が日本滞在中にタブレットで果物を発注し空港で受け取る等の個人
携行輸出を支援するシステムを開発中である。さらに、水稲、小麦、畜産物に
ついて、米国、ニュージーランド及び EU と我が国先進経営体との比較分析を
行うとともに、ＥＵのバレイショの地理的表示保護制度と我が国の地域ブラン

＜評価指標＞
・食料や気候変動問題等
の地球規模の研究課題
が実施され、国際貢献
等を行うとともに、国
際水準の研究開発成果
の創出により農研機構
の国際的プレゼンスの
向上が図られている
か。

○国際的な研究ネットワ
ークへの参画、海外機関
との連携、JIRCAS との連
携の取組が十分行われて
いるか。
＜評価指標＞
・国際的な研究ネットワ
ークへの参画や、海外
機関等との連携により
研究開発が効果的・効
率的に推進されている
か。
・国際学会・国際会議へ
の参加、成果発表等に
より、国際水準の研究
成果が創出され、海外
に発信されているか。

・農林水産物輸出戦略や
グローバル・フードバ
リューチェーン戦略に
貢献する研究・調査な
ど、農林水産物の輸出
や関連産業の海外展開
を促進する研究開発の
マネジメントがどのよ

主な業務実績等
国際室の設置と海外との共同研究等の推進
平成 28 年 4 月に国際連携等を担当する国際室を設置した。
国際室は、農林水産省農林水産技術会議事務局（以下、技術会議事務局）と
調整し、全ロシア植物保護研究所とロシアで開催された東方経済フォーラムと
併せて MOU を提携したのを始め、12 件の MOU 及び６件の国際共同研究契約の新
規締結を実現させた。
また、海外機関との共同研究の締結や連携を強化し、研究水準の向上を図る
ため、農研機構内での応募制の研究資金制度を設け、15 課題を採択した。また、
SATREPS（JICA・JST 共同プロジェクト：研究課題名「ベトナム在来ブタ資源の
遺伝子バンクの設立と多様性維持が可能な持続的生産システムの構築」）等の
国際共同研究を積極的に推進した。さらに、世界の食料・農業問題の解決のた
めの国際的な研究機関の連携強化のため、G20 首席農業研究者会議や OECD 温帯
農業研究ネットワーク（TempAg）に参加した。
これらの業務をより戦略的に推進するため、「国際的な視点に立った研究活
動の推進に関する基本方針」を平成 29 年 3 月 9 日に役員会決定し、重点的な
取組方向等を定めた。

自己評価
＜評定と根拠＞
評定：A
根拠： 国際連合傘下の IAEA において、「農業現場にお
ける放射性物質汚染からの復興に関する技術ワークショ
ップ」を FAO/IAEA と共催し、33 カ国から 133 名の参加者
を得、国際的なイニシアティブを発揮した。
G7 新潟農業大臣宣言にある「持続的食料・飼料生産サ
イクルへの昆虫の利活用」を推進する NARO-MAFF 国際シ
ンポジウム「昆虫の新たな用途展開の可能性を探る」を主
催した。
さらに、全ロシア植物保護研究所との MOU は、５月に安
倍首相からプーチン大統領へ提示され東方経済フォーラ
ムでも議論された「日露協力プラン」のうちの一つである
「先端技術協力」に含まれた。また、新規の MOU 締結が 12
件に上り平成 27 年度の４件の３倍であった。
さらに、国際的な研究ネットワークへも積極的に参画
しており、海外機関との連携、JIRCAS との連携の取組も
十分に行っている。加えて、農産物等の輸出、農業機械の
国際標準化及び遺伝資源収集についても積極的に推進し
た。
以上を総合し、顕著な実績が得られたため評定を「A」
とした。

気候変動問題等の国際的研究ネットワーク等への参加
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第 43 回総会を含む３件の気候変動に
関する国際的研究ネットワークへ専門家を派遣し、技術情報の提供等を行っ
た。
また、主要家畜伝染病及び人獣共通感染症における研究連携のための国際的
研究ネットワークである戦略的提携（STAR-IDAZ-IRC）に参加し、各国の感染症
研究の取組、重要課題について情報交換し、研究課題の立案の参考にした。OIE
コラボレーティングセンターとして「口蹄疫及びその他の越境性動物疾病に関 ＜課題と対応＞
するツイニング事業」を実施し、モンゴル国で口蹄疫等の診断整備のための現 ・国際活動を活性化するため、国際室の要員数を増やすな
地指導、教育を行った。また、OIE 東南アジア・中国口蹄疫研究所ネットワー
ど、体制を強化する。
ク会議へ研究者を派遣し、同地域での口蹄疫の発生状況並びにウイルス株の情 ・更なる研究者の派遣や、国際連携協定あるいは共同研究
報を入手し、国内の診断体制の整備につなげた。さらに、国際かんがい排水委
契約の締結後の研究活動強化のため、外部資金獲得に向
員会（ICID）第 67 回国際執行理事会・洪水総合作業部会の副部会長を勤める
けて積極的に取り組む。
等、国際的な問題の解決に貢献した。これらの他、40 弱の国際ネットワーク等
に参加しており、研究成果としても 9 件の論文発表を得た。
国際水準の研究開発成果に関して特筆すべき事項として、試験管内でマウス
の始原生殖細胞と iPS 細胞から卵子を作り出す培養系を確立したことが挙げら
れる。これらは世界初の成功事例で、それぞれ、PNAS 誌と Nature 誌に掲載さ
れ、担当者が The 8th Annual American Reproductive Technology World
Congress で招待講演を行った。この他、Nature 関連誌や Cell 等インパクトフ
ァクターが高い国際的著名誌に複数の論文が掲載され、農研機構のプレゼンス
向上に大いに貢献した。
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ド戦略について比較検討し、市場競争力（輸出）向上に必要な課題を抽出して
いる。
農業機械の国際標準化対応のため、農業機械テストコードを作成しているア
ジア・太平洋地域農業機械試験ネットワーク（ANTAM）に加盟した。また、トラ
クタと作業機の通信制御の標準化のために、国際規格 ISO11783（ISOBUS）及び
国内規格 AG-PORT に関して、技術開発と規格開発並びに普及推進活動を行った。

うな体制で実施されて
いるか。
・農業機械の安全性や環
境性能、作業機との通
信規格など国際標準化
への対応が図られてい
るか。

・開発途上国地域に関す
る対処を効率的に進め
るために、JIRCAS との
協力体制が構築されて
いるか。

エ 「遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる利益
配分」（ABS）に関して、関連する国際協議等への専門
家の派遣等の協力を行う。また、ABS に関する国際約束
にしたがって的確な遺伝資源の収集等を行うほか、大
学、民間企業などの関係者に対し適正な遺伝資源利用
のための情報提供等を行う。さらに、「食料及び農業の
ための植物遺伝資源に関する国際条約」
（ITPGR)に基づ
く植物遺伝資源の提供等を円滑に行うため、ジーンバ
ンクの体制強化や海外ジーンバンクとの連携を強化す
る。

エ 「遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる利益配分」（ABS）に関する国
際協力と遺伝資源の収集
FAO 遺伝資源委員会の関係会議(ITWG-PGR 8)及び「食料及び農業のための植
物遺伝資源に関する国際条約」（ITPGR）の多数国間システムの機能改善のため
の協議(OWG-EFMLS)に専門家を派遣して農林水産省の交渉を支援した。また、生
物多様性条約締約国会議(COP-13)に専門家を派遣して代表団の一員として活
動した。このほか、FAO 遺伝資源委員会の定例会会合及び OWG-EFMLS に専門家
を派遣し、農林水産省の行う食料農業遺伝資源の保存と利用のための枠組み交
渉を支援した。
ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー及びネパールの東南アジア 5 カ
国のジーンバンクと協力して植物遺伝資源の探索収集を行い、ITPGR の多数国
間システム (MLS) の下で各国共通の契約ルール（SMTA）を契約条件として我
が国に導入し、農業生物資源ジーンバンク事業での保存に移した。併せてこれ
らの国のジーンバンクの研究者を招へいして野菜等の遺伝資源の特性調査に
関する技術講習を実施した。探索収集と ABS の概要は「海外植物遺伝資源の遺
伝特性解析・収集(PGRAsia プロジェクト)」公開シンポジウムで発表し、種苗
会社等の遺伝資源利用者に情報提供した。
さらに、農林水産省と協力して ITPGR の多数国間システムを通じてまとめ、
新規に計 8,307 アクセションの植物遺伝資源を追加公開し、全体で約３万点の
遺伝資源を公開した。

オ 国際原子力機関/国際連合食料農業機関合同部
（IAEA/FAO）との共催による農業における放射能対策
に関するワークショップ等の国際シンポジウムを開催
するとともに、国際学会等における研究開発成果の発
表等を積極的に実施し、研究開発成果の国際的な利活
用を図る。

オ

カ 人材交流、技術シーズの提供等を含め、国立研究開
発法人国際農林水産業研究センターと協力関係を強化
する。

カ

研究開発成果の国際的な利活用
FAO/IAEA 本部において、チェルノブイリ原発事故及び福島第一原発事故か
らの農業の復興にむけて「農業現場における放射性物質汚染からの復興に関す
る技術ワークショップ」を FAO/IAEA と共催し、33 カ国から 133 名の参加を得
た。また、原子力災害の食品及び農業に及ぼす影響第 3 回研究調整会議におい
て、研究報告及び会議報告を作成し、今後の研究設計について議論した。
FAO/IAEA と連携し、福島農業の復興を目指して研究を推進するため、共同研究
契約を締結した。
その他、今年度は国際シンポジウム等を９件開催した。また、国際学会にお
いて、467 件の成果を発表する等、研究開発成果の国際的な利活用に努めた。
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（以下、JIRCAS）との協力関
係強化
農研機構は、JIRCAS 及び国際稲研究所と世界の食料問題の解決に貢献する
ため、イネ研究国際協力推進協議会を設置し、今年度は、シンポジウム『アジ
アにおける稲の安定生産にむけて』を開催した。この他、JIRCAS との共催等に
より、3 つの国際シンポジウムを開催し、また、JIRCAS が推進する６件の国際
農林水産業研究に、JIRCAS から依頼された 6 名の専門家を国外派遣し、JIRCAS
との連携を強化している。
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主務大臣による評価
評定

Ａ

＜評定に至った理由＞
国際研究や技術移転等による国際貢献の推進、国際的プレゼンス向上に向け、体制・制度の整備を進め、国際会議の開催や海外機関との連携構築について全体として効果的・効率的なマネジメントを実施している。
評価軸「国際水準の研究開発成果の創出や国際的なイニシアティブの発揮が行われているか」については、国際室を新設して研究推進体制を整備し、国際室の主導の下で、国際シンポジウムの開催や全ロシア植物保護研究
所を始めとする多数の MOU、国際共同研究契約の締結を実現しており、実績を挙げている。中でも「農業現場における放射性物質汚染からの復興に関する技術ワークショップ」の開催を強力に推進し、多数の国からの参加者を
得て成功させている。これらは農研機構の先導的な研究蓄積を生かした国際貢献につながる内容で、同分野での国際的なイニシアティブが発揮された顕著な成果と認められる。加えて、ワークショップの実施に止まらず、
FAO/IAEA と業務締結して今後における震災復興の一層の推進も企図しており、国際的な協調・連携の下で推進すべき研究課題への対応として高く評価できる。また、行政部局とも連携した全ロシア植物保護研究所との MOU は
「日露協力プラン」に含まれるもので、効果的なマネジメントで国際的なプレゼンス向上が達せられた事例と言える。国際研究を促進する研究資金制度を新設するといった工夫も認められ、「国際的な視点に立った研究活動
の推進に関する基本方針」を設定して今後の活動重点も定められており、将来的な国際水準の成果の創出も期待できる。
評価軸「国際的な研究ネットワークへの参画、海外機関との連携、JIRCAS との連携の取組が十分に行われているか」については、気候変動問題や越境性動物感染症等に関する国際ネットワークにおいて研究開発成果の発信
が行われている。併せて、国際的なインパクトの高い学術誌での研究成果の公表も順調に行われており、国際的プレゼンスの向上への取組が認められる。さらにジーンバンク事業に関連して、行政部局を支援して事業を充実
させたことに加え、アジア地域の研究者を招聘した技術講習を実施し、海外ジーンバンクとの連携を強化している。JIRCAS との連携も進め、国際シンポジウムの共催等の実績を得ている。
以上のとおり、国際研究や技術移転等による国際貢献の推進、国際的プレゼンス向上に向け、顕著な成果を創出するとともに将来の成果創出につながる措置も行われている。課題と対応も明確にされており、今後の業務の
進捗が期待される。中長期目標に照らし、効果的・効率的なマネジメントの下で業務が大きく進捗していると判断し、Ａ評定とする。
＜今後の課題＞
国際水準の研究開発成果の創出については、応募制の研究資金制度による採択課題の進行管理を含め資金制度が有効活用されるようマネジメントすることが重要である。また、FAO/IAEA との共同研究契約についても農研機
構の研究蓄積を生かして研究推進を主導し、国際貢献につながる成果の創出を期待する。
グローバル・フードバリューチェーン戦略への貢献については、我が国の農産物の輸出促進につながる研究開発のマネジメント体制の整備を期待する。
JIRCAS との協力体制については、開発途上国地域向け研究の推進に関するノウハウの吸収も意識し、一層の連携を進めることを求める。
＜審議会からの意見＞
MOU 締結やワークショップ開催については、件数だけでなく、国内農業への効果や国際的な貢献といった成果を視野に入れて推進されることを期待する。
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様式２－１－４－１

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式

１．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

Ⅰ―５

知的財産マネジメントの戦略的推進

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号：0168

２－①モニタリング指標
モニタリング指標

28 年度

特許の実施許諾件数

831

実施許諾された特許件数

470

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

平成 27 年実績 490 件（第３中期平均 466 件）
平成 27 年実績 297 件（第３中期平均 262 件）
平成 27 年実績 1,638 件（第３中期平均 1,522 件）

1,626

品種の利用許諾件数
利用許諾された品種件数

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

平成 27 年実績 506 件（第３中期平均 479 件）

519

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

（１）知的財産マネジメントに関する基本方針の策定
（１）知的財産マネジメントに関する基本方針の策定
「農林水産省知的財産戦略 2020」（平成 27 年５月 28 日農林水産省策定）及び「農林水産研究にお 「農林水産省知的財産戦略 2020」及び「農林水産研究における知的財産に関する方針」等を踏まえ、農研機構の知的財産マネ
ける知的財産に関する方針」（平成 28 年２月 23 日農林水産技術会議決定）等を踏まえ、農研機構 ジメントに関する基本方針を平成 28 年度中に施行する。
における知的財産マネジメントに関する基本方針を策定する。
（２）知的財産マネジメントによる研究開発成果の社会実装の促進
研究開発成果を農業や食品産業等の現場での活用に結びつけ迅速に社会実装していくため、商品
化・事業化等に有効な知的財産の取扱方針を描いた上で、研究開発の企画・立案段階から終了後の
成果の普及までの一連の過程において、以下のとおり戦略的な知的財産マネジメントに取り組む。
ア 発明時における権利化・秘匿化・公知化・標準化や、権利化後の特許等の開放あるいは独占的な
実施許諾等の多様な選択肢を視野に入れ、事業の成功を通じた社会実装を加速化する観点から最
も適切な方法を採用する。
イ 知的財産の組み合わせによる成果技術の保護強化、知的財産権の群管理等の取組を推進する。ま
た、農研機構の特徴ある品種や高度な生産技術を用いた農産物・食品について、国内外でブラン
ド力など強みを発揮するため、育成者権、商標権などの知的財産権を戦略的に活用する。

（２）知的財産マネジメントによる研究開発成果の社会実装の促進
我が国の農業や食品産業の競争力強化を図るため、研究開発成果の迅速な社会実装を促進することとし、このため研究開発
の企画・立案段階から研究開発成果の商品化・実用化及び利活用を見据えて、以下の知的財産マネジメントに取り組む。
ア 個々の研究開発成果の商品化・実用化及び利活用を図る上で最も適当な知的財産戦略を描いた上で、研究開発の企画・立
案段階から普及までの一連の過程において、権利化、秘匿化、公表等の取扱いや実施許諾方法等を弾力的に選択する。ま
た、これら戦略的な知的財産マネジメントに取り組むため、知的財産部門の体制の充実を図る。そのため知的財産マネー
ジャーを複数配置し、人材育成・共同研究契約等の相談及び指導、許諾契約交渉を担わせるほか、実効性のある権利取得
のため、研究の企画・立案段階から研究者からの相談業務を行い、広くて強い権利取得を目指し、助言・指導を行う。
イ 権利化後の特許等の開放（非独占的な実施許諾）あるいは独占的な実施許諾等の多様な選択肢を視野に入れ、企業の要望
を考慮の上、事業の成功を通じた社会実装を加速化する観点から適切な方法を弾力的に選択する。すなわち、農研機構が単
独で保有する知的財産権の実施許諾については非独占的な実施許諾を基本とするが、知的財産権の有効活用が促進され、か
つ、公益性及び公平性の観点から見て大きな問題がないと判断される場合には、必要に応じ実施の範囲（地域や事業分野等）
や実施許諾期間を限定した上で独占的な実施許諾を認める。また、一定期間実施されていない知的財産権については、独占
的な実施許諾を認める。
ウ 外国における権利化に当たっては、商品化・事業化により十分な費用対効果が見込まれるか、我が国への食料供給の安定
化に資するか、我が国の企業活動のグローバル化を支援する上で有益か、我が国の農林水産業・食品産業への悪影響や我
が国の企業活動への支障があるか、相手国の知財の管理状況が十分か、相手国における権利侵害の発見等が可能か等を総
合的に考慮する。
エ 知的財産権と関連技術（秘匿するものを含む。）の組み合わせなど戦略的な知的財産の保護強化を図る。
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評価軸・評価の視点及び
評価指標等
（１）知的財産マネジメン
トに関する基本方針
の策定
○農研機構の知的マネジメ
ントに関する基本方針が
策定され、運用されてい
るか。

平成 28 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価
年度計画
（１）知的財産マネジメントに関する基本方針の策定
「農林水産省知的財産戦略 2020」（平成 27 年５月 28 日農林
水産省策定）及び「農林水産研究における知的財産に関する方
針」（平成 28 年２月 23 日農林水産技術会議決定）等を踏ま
え、農研機構の知的財産マネジメントに関する基本方針を平成
28 年度中に施行する。

＜評価軸＞
・「農林水産省知的財産戦
略 2020」及び「農林水産
研究における知的財産に
関する方針」等を踏まえ
て、どのような知的財産
マネジメントに関する基
本方針が策定され、実施
されているか。
（２）知的財産マネジメン
トによる研究開発成
果の社会実装の促進
○研究開発成果を農業や食
品産業等の現場での活用
に結び付け、迅速に社会
実装していくための戦略
的な知的財産マネジメン
トが取り組まれている
か。
＜評価指標＞
・研究開発成果の商品化・
事業化等を図る上で、有
効な知的財産の取扱方針
を描き、最適な方法を選
択して社会実装を促進す
る知的財産マネジメント
が実施されているか。

（２）知的財産マネジメントによる研究開発成果の社会実装の促
進
我が国の農業や食品産業の競争力強化を図るため、研究開発
成果の迅速な社会実装を促進することとし、このため研究開発
の企画・立案段階から研究開発成果の商品化・実用化及び利活
用を見据えて、以下の知的財産マネジメントに取り組む。
ア 個々の研究開発成果の商品化・実用化及び利活用を図る上
で最も適当な知的財産戦略を描いた上で、研究開発の企画・
立案段階から普及までの一連の過程において、権利化、秘匿
化、公表等の取扱いや実施許諾方法等を弾力的に選択する。
また、これら戦略的な知的財産マネジメントに取り組むた
め、知的財産部門の体制の充実を図る。そのため知的財産マ
ネージャーを複数配置し、人材育成・共同研究契約等の相談
及び指導、許諾契約交渉を担わせるほか、実効性のある権利
取得のため、研究の企画・立案段階から研究者からの相談業
務を行い、広くて強い権利取得を目指し、助言・指導を行
う。
イ 権利化後の特許等の開放（非独占的な実施許諾）あるいは
独占的な実施許諾等の多様な選択肢を視野に入れ、企業の要
望を考慮のうえ、事業の成功を通じた社会実装を加速化する
観点から適切な方法を弾力的に選択する。すなわち、農研機
構が単独で保有する知的財産権の実施許諾については非独占
的な実施許諾を基本とするが、知的財産権の有効活用が促進
され、かつ、公益性及び公平性の観点から見て大きな問題が
ないと判断される場合には、必要に応じ実施の範囲（地域や
事業分野等）や実施許諾期間を限定した上で独占的な実施許
諾を認める。また、一定期間実施されていない知的財産権に
ついては、独占的な実施許諾を認める。
ウ 外国における権利化に当たっては、商品化・事業化により
十分な費用対効果が見込まれるか、我が国への食料供給の安

主な業務実績等
（１）知的財産マネジメントに関する基本方針の策定
「農林水産省知的財産戦略 2020」（平成 27 年 5 月農林水産省策定）及び
「農林水産研究における知的財産に関する方針」（平成 28 年 2 月農林水産
技術会議決定）等を踏まえ、個々の研究開発の企画・立案段階から、研究
開発成果の商品化・事業化及び利活用を事前に見据えた知的財産戦略を策
定するとともに、知的財産の創出・活用、技術移転を連続的・一体的に推
進し、もって知的財産マネジメントを組織的に行えるよう、「知的財産に
関する基本方針」を平成 28 年 12 月 22 日に改正した。
改正した「基本方針」においては、研究開発成果の商品化・事業化促進
に重点を置き、柔軟な知財管理を行えるようにした。また、農研機構内に
ついては、知的財産・共同研究・産学連携関係者説明会に加え所長等会議
やユニット長・グループ長研修等の場で延べ 700 人に周知したほか、全て
の役職員に向けた情報提供のためグループウェアにも掲載した。さらに、
対外的にも広くアピールするため、農研機構のウェブサイトで公開し
（https://www.naro.affrc.go.jp/patent/files/policy_2016.pdf）、アグ
リビジネス創出フェア 2016 においても改正の内容を紹介した。

自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ
根拠： 知的財産マネジメントの戦略的推進において
は、各評価指標に対して的確に対応して業務を着実に
実施したものと判断し、「Ｂ」と自己評価する。
（１）知的財産マネジメントに関する基本方針の策定
知的財産の創出・活用、技術移転の一体的な推進、
知的財産マネジメントの統一的な実行に向け、「知的
財産に関する基本方針」を改正し周知を図った。

（２）知的財産マネジメントによる研究開発成果の社
会実装の促進
知的財産マネージャーを配置し、研究の企画・立案
段階から助言・指導を行う相談を開始する等、知的財
産マネジメントを強化した。
研究開発成果の社会実装を促進するため、弾力的・
柔軟な実施許諾を進めることとした。外国における実
（２）知的財産マネジメントによる研究開発成果の社会実装の促進
効性を見据えた権利化を推進した。
海外品種登録出願経費支援への積極的な応募や、育
成者権と特許権や商標権との組合わせ等知的財産のパ
ッケージ化により保護強化を図り、戦略的な知的財産
マネジメントを推進した。特に中国に流出したとの報
ア 知的財産マネジメント推進体制の整備と実績
道があったブドウの「シャインマスカット」への対応、
戦略的な知的財産マネジメントに取り組むため、知的財産マネージャ 地下水位制御システムに関する知財のパッケージ化
ーを配置し、知的財産マネージャー相談制度を立ち上げた。知的財産マ 等、戦略的な知財マネジメントにおいて着実に業務を
ネージャー相談制度は、共同研究契約等の相談及び指導を行うほか、気 実施した。
軽に何回でも相談できる制度で、商品化・実用化に向けた実効性のある
権利取得のため、知的財産戦略に沿って、研究の企画・立案段階から研 ＜課題と対応＞
究者の相談に対応し広くて強い権利の取得を目指し、延べ 88 件につい （１）知的財産マネジメントに関する基本方針の策定
て、助言、指導を行った。
・さらに職員への周知が必要であり、各種研修や会議の
場において周知するとともに研究センター等の職員
を対象とした説明会を行う。

イ

弾力的・柔軟な実施許諾
（２）知的財産マネジメントによる研究開発成果の社
権利化後の特許等の開放（非独占的な実施許諾）あるいは独占的な実
会実装の促進
施許諾等の多様な選択肢を視野に入れ、企業の要望を考慮のうえ、事業 ・さらに戦略的な知的財産マネジメントに取り組むた
の成功を通じた社会実装を加速化する観点から適切な方法を弾力的に選
め、知的財産マネージャーを増員配置する。
択することとした。すなわち、農研機構が単独で保有する知的財産権の ・引き続き、海外品種登録出願経費支援を利用して外
実施許諾については非独占的な実施許諾を基本とするが、知的財産権の
国出願を行う。
有効活用が促進され、かつ、公益性及び公平性の観点から見て大きな問
題がないと判断される場合には、必要に応じ実施の範囲（地域や事業分
野等）や実施許諾期間を限定した上で独占的な実施許諾を認めることと
した。また、一定期間実施されていない知的財産権については、独占的
な実施許諾を認めることとした。
ウ 外国における知的財産マネジメント
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定化に資するか、我が国の企業活動のグローバル化を支援す
る上で有益か、我が国の農林水産業・食品産業への悪影響や
我が国の企業活動への支障があるか、相手国の知財の管理状
況が十分か、相手国における権利侵害の発見等が可能か等を
総合的に考慮する。

・知的財産の組み合わせに エ 知的財産権と関連技術（秘匿するものを含む。）の組み合
わせなど戦略的な知的財産の保護強化を図る。
よる成果技術の保護強化
や知的財産権の群管理等
の取組が実施されている
か。また、農研機構の保有
する知的財産について、
実施許諾等活用が図られ
ているか。

外国における権利化に当たっては、商品化・事業化により十分な費用
対効果が見込まれるか、我が国への食料供給の安定化に資するか、我が
国の企業活動のグローバル化を支援する上で有益か、我が国の農林水産
業・食品産業への悪影響や我が国の企業活動への支障があるか、相手国
の知財の管理状況が十分か、相手国における権利侵害の発見等が可能か
等を総合的に考慮することとした。
日本産品種の外国への輸出への悪影響を抑制するため、農林水産省の
事業を活用し海外品種登録出願経費支援に積極的に応募し、採択された
21 品種延べ 58 カ国について海外品種登録出願手続きを進め、外国にお
ける農研機構育成品種の知的財産管理を強化した。
中国に流出したとの報道があったブドウの「シャインマスカット」に
ついては、中国に職員を派遣する等状況の把握に努めたほか、日本産「シ
ャインマスカット」のブランドを維持するため、輸出が見込まれている
香港・台湾・シンガポール・マレーシアへ商標の出願を行った。
エ 知的財産の戦略的な保護強化
知的財産権の保護強化と普及の促進を両立させるため、知的財産権と
関連技術（ノウハウ等の秘匿するものを含む。）の組み合わせだけでな
く、特許権と商標権、育成者権と特許権を組み合わせる等、知的財産を
パッケージ化した。
例）
・地下水位制御システムにおいて、11 件の特許権で構成し総称を FOEAS
（フォアス）として商標権をパッケージ化。
・たくあん臭の生じないダイコン新品種を育成者権として、加工方法を
特許権としてパッケージ化

主務大臣による評価
評定

Ｂ

＜評定に至った理由＞
平成２８年に「知的財産に関する基本方針」を改正し、知的財産マネジメントの統一的な実行に向け、年度計画に基づき取り組まれている。知的財産マネジメントによる研究開発成果の社会実装の促進では、育成者権、特
許権、商標権との組み合わせ等知的財産のパッケージ化により保護強化を図り、戦略的な知的財産マネジメントを年度計画に基づき促進している。
総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされていると判断し、Ｂ評定とする。
＜今後の課題＞
「知的財産に関する基本方針」の職員への一層の周知と、知的財産マネージャーの増員、外国における知的財産権の積極的取得等を通して、戦略的な知財マネジメントの強化をさらに進める必要がある。特に、研究開発成果
の商品化・事業化等にとって最適な知的財産管理の方法の選択については、さまざまなケースに対応できるようにノウハウを蓄積する必要がある。
＜審議会からの意見＞
知的財産の不適切な海外流出はあってはならず、優れた研究成果が多数得られているからこそ、それを知的財産としてわが国の国益になるようにマネジメントされることを期待する。
また、知財戦略は以下の３つの戦略に分類できる。発明や開発成果の属する分野、また、収益の源泉との関係によって、採るべき知財戦略が変わることを意識してほしい。
① 開発成果や価値をどの知財制度をどのように使って保護するかという、保護対象に係る戦略（知財ミックスなど）
② 開発成果をどのように活用して収益を得るか、また、どのようにすればそのような開発成果を得られるかという、収益機会に係る戦略（オープン・クローズ戦略など）
③ どのようにすれば開発成果の独占期間を最大限実効あらしめるかという、存続期間に係る戦略（ライフサイクルマネジメントなど）
※①知財ミックスとは、特許権だけでなく、意匠権、著作権、育成者権、商標権・商号権などを取得し保護（権利付与）を受けることに加え、不正競争防止法による保護（行為規制）を行うことにより、重畳的・補完的に
保護すること。
※②オープン・クローズ戦略とは、開発した複数の技術について、オープン（ライセンスや標準化）にする部分とクローズ（ノウハウキープや権利化）にする部分を戦略的に組み合わせること。
※③ライフサイクルマネジメントとは、改良技術や周辺技術に係る特許権の取得時期をずらすことにより、開発成果の独占期間を実質的に延ばすことが出来るという考え方。
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様式２－１－４－１

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式

１．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

Ⅰ―６

研究開発成果の社会実装の強化

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号：0168

２－①モニタリング指標
28 年度
広報誌等の発行数

112

研究報告書等の刊行数

25

技術相談件数

2,135

見学件数

5,813

見学者数

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

36,491

シンポジウム、講演会、一般公開等の開催数

97

参加者数

44,892

研究開発成果と社会貢献の実績の公表実績

1

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

（１）研究開発成果の公表
（１）研究開発成果の公表
研究開発成果については、成果情報、学術雑誌等への論文掲載等により積極的に公表する。その際に ア 研究開発成果は、学術雑誌等への論文掲載、学会での発表等により積極的に公表する。その際には、農研機構内の確
は、権利化の可能性、秘匿化の必要性等を十分検討する。
認手順と責任部署を明確にし、権利化の可能性、秘匿化の必要性等を十分検討した上で行う。
イ 主要な研究開発成果のうち、生産者、実需者、民間企業等への技術移転が可能なものや行政機関の施策に反映される
もの（普及成果）については「普及成果情報」としてウェブサイト等で広く公表する。
ウ 普及成果の中から、行政・普及組織等との意見を踏まえて、重点的、組織的に普及に取り組むものを重点普及成果と
して選定する。
（２）技術移転活動の推進
第３期中期目標期間までに得られた研究開発成果を含め、有望な研究開発成果について、ユーザーが
使いやすい形や国民が理解しやすい形での紹介を行う。また、研究後半の段階では、農家ほ場等で実証
試験などを行い、研究成果の現場適用の可能性を見極めるとともに技術移転を進める。
農研機構として、農業、食品産業その他の関連産業や国民生活の質の向上への貢献の観点から特に普
及が期待される重要な研究開発成果を、行政側とも連携しつつ選定し、重点的に技術移転活動を行う。
その際は、必要に応じ、都道府県の普及組織との役割分担を行った上で、農研機構及び研究者自らが、
生産者、実需者、民間企業等への技術移転活動を行う。

（２）技術移転活動の推進
ア 普及成果については、現地実証試験等を通じて、生産者や実需者などユーザーにとって分かりやすい形で紹介すると
ともに、現場実態に即した技術となるよう、導入する生産者、実用化企業や普及組織等による技術の組み立てをサポ
ートするなど、研究者自らが技術移転活動を行う。
イ 重点普及成果は、都道府県の普及組織との連携を図りつつ、農研機構が組織的に生産者、実需者、民間企業等への技
術移転活動を実施する。
ウ 重点普及成果・普及成果については、第３期中期目標期間に得られたものを含め、普及状況のフォローアップ調査を
行い、その結果を公表する。また、当該調査結果を基に、５年以内の一定程度の普及を目指し、技術移転活動を見直
す。

（３）規制対応研究の一体的実施
（３）規制対応研究の一体的実施
研究開発成果の円滑な社会実装を図るためには、研究開発から産業化・普及までの全体を俯瞰して、
食品安全規制、農薬・肥飼料・動物医薬品等の生産資材規制、労働安全規制、生物多様性影響等に関する各種規制が
それぞれの過程で生じるであろう課題に体系的・計画的に対応するアプローチが必要となる。しかしな 適用される可能性がある研究課題では、研究開発成果の商品化・事業化までの見通し、事前の分析、その対処方法も含
がら、これまでは研究開発成果を得ることのみに力が注がれ、それら研究開発成果を産業化・実用化す め、第１の９に示した研究課題の中で、試験及び研究並びに調査に取り組むことで、一体的に実施する。
るために求められる各種規制への対応の視点や取組が弱く、結果としてそれら規制の壁に阻まれ、研究
開発成果を円滑に社会実装できない事例が存在した。
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このため、研究開発成果の商品化・事業化までの道行きを見通した上で、食品安全規制、農薬・肥飼
料・動物医薬品等の生産資材規制、労働安全規制、生物多様性影響等に関する各種規制が適用される可
能性を事前に分析し、その対処方法も含めて研究開発と規制対応研究とを一体的に実施する。
（４）広報活動の推進
（４）広報活動の推進
我が国最大の農業・食品産業研究機関として、我が国の農業・食品産業の発展に資する研究情報や成 ア 法人統合により広報の範囲が大幅に拡大する中で、情報発信の対象とする層を明確にした広報を展開する。
果を、マスメディアやウェブサイト等を活用して、ユーザーが使いやすい形で的確に発信する。また、 イ 最大の広報効果を引き出すために、広報に評価とその結果のフィードバックなど広報の「見える化」を導入し、広報
信頼できる機関として国民に広く認知されるよう、広報活動のあり方を的確に見直す。
の実施がどのような効果をもたらしたかを検証する。具体的にはプレスリリースにより提供した情報がマスメディア
で記事やニュースとして報道されたか、ウェブサイトにおいてどの記事にどれだけのアクセスがあったかなどを評
価・検証し、次の広報活動等へ反映させる等の PDCA サイクルを実施する。
ウ 広報戦略を策定してこれを計画的に実施していくシステムを作る。
エ 外部からの雇用も含め、広報業務に携わる人材の育成を図る。
オ 農研機構の知名度向上を図っていくために、統合に合わせて更新したシンボルマークについて、ロゴとともにその使
用の徹底を図る。
カ 統合に合わせて広報誌を作成して、国民等に広く配布するとともに、ウェブサイトに掲載する。また、各研究分野等
のステークホルダーを対象に継続的にニュースを発信するなどして、農研機構の研究内容等の周知に努める。
キ プレスリリースについては、特に一般紙へのレクチャーに注力して、認知度の向上を図る。
ク ウェブサイト等については、農研機構としての統一感を持たせるとともに、クオリティが高く認識性に優れたウェブ
デザインと双方向性の高い情報発信機能を有するウェブサイトページとする。
（５）国民との双方向コミュニケーション
（５）国民との双方向コミュニケーション
農研機構及び研究者自らが、シンポジウムやイベント、学校教育や市民講座に参加すること等により、 ア 重要な研究成果については、シンポジウムや研究成果発表会、マッチングイベントなどを通じて、国民の声を聞きな
国民との継続的な双方向コミュニケーションを進める。これにより、研究開発のニーズ、研究開発に対
がら周知を図る。また、学校教育や市民講座に積極的に参加し、国民との双方向コミュニケーションを進める。
する期待や不安、懸念等の声を把握し、研究にフィードバックして、真に国民生活の向上に役立つ研究 イ「食と農の科学館」及び「農業環境インベントリー展示館」については、つくば地区の常設展示拠点であると同時に、
開発成果の獲得を目指す。併せて、農業研究や農研機構の研究開発成果への理解を促進する。
一般公開・市民講座等をこれらの施設を拠点として開催し、多くの国民が当館を訪れるよう運営の改善を図る。具体
特に、農産物・食品の安全性や遺伝子組換え技術等の先端技術を応用した品種開発等に当たっては、
的には、分野別の科学性と専門性を重視した展示から段階的に青少年や家族連れなど多様な来館者にも分かりやすい
科学的かつ客観的な情報を研究開発段階から継続的に発信し、双方向コミュニケーション活動の充実を
展示への模様替えを進める。一方で個人の見学等に対応できるように、目の前の展示に関する解説を QR コードを介
図る。
して聞くことができるシステムなどの導入を図る。これらの施設に遺伝資源を保存管理する部署（遺伝資源センタ
ー）、種苗管理センター等も加えた様々な見学コースも設置し、見学者の多様なニーズに応える。
ウ リスクコミュニケーションの取組については、統合によりその対象範囲が広がることに配慮し、各関連研究部門等と
の連携の下に、国民の声を把握するとともに、科学的かつ客観的な情報を継続的に分かりやすく発信する。遺伝子組
換え技術を用いた育種については見学会等の場を通じて国民の理解を得るように努めるほか、食品の安全、家畜疾
病、有害化学物質等についても、各種セミナー等により国民との双方向コミュニケーションを推進する。
エ 地域農業研究センター等についても地域の情報発信基地として、広報戦略のもとに、特に一般公開、サイエンスカフ
ェの参加・開催等を通じて、農業者等への研究成果の広報等を積極的に行う。また、研究者による学校の教育活動へ
の協力などを通じて、国民の声を把握し、地域における農研機構の存在意義をアピールしていく。
（６）研究開発成果の中長期的な波及効果の把握と公表
（６）研究開発成果の中長期的な波及効果の把握と公表
ア 第１の６（２）のフォローアップ調査等により、過去の研究開発成果の社会への貢献についてできるだけ定量的な実
農業研究の成果が社会に広く普及し大きな波及効果を及ぼすには、通常長い年月を要する。このため、
績を把握・公表する。また、農研機構が国民生活の質の向上、我が国の農業の発展に果たしてきた貢献について、広
過去の研究開発成果の社会への貢献についてできるだけ定量的に実績を把握し、その結果を公表すると
く国民に認知されるようウェブサイト等を活用して情報発信する。
ともに、社会に貢献する研究開発成果の創出を常に強く意識して業務を進める。
イ 研究者自らが積極的にシンポジウムやイベント、学校教育や市民講座に参加することを督励し、社会貢献を強く意識
する機会とすることとする。また、マッチングイベントなどに開発者自らが参加して生産者や実需者からの情報収集
を行い、開発した技術の改良などに取り組むこととする。
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評価軸・評価の視点及び
評価指標等

平成 28 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価
年度計画

主な業務実績等

（１）研究開発成果の公表 （１）研究開発成果の公表
（１） 研究開発成果の公表
○研究開発成果について、 ア 研究開発成果は、当該成果の権利化の可能 ア 研究開発成果の公表に当たっては、「知的財産に関する基本方針」（平成 18 年制
性や秘匿化の必要性等を十分検討した上で、
定、平成 28 年改正）に基づいて手順を明確化し、事前に研究成果管理者へ「研究成
情報提供、公表が適切に
学術雑誌等への論文掲載、学会での発表等の
果公表伺」を提出し、当該成果の権利化の可能性や秘匿化の必要性等を十分検討した
行われているか。
手段により積極的に公表する。検討に当たっ
上で、公表の可否を検討することとした。また、年度当初に公表の確認手順と責任者
ては、農研機構内の確認手順と責任部署の明
である研究成果管理者を周知し、積極的な公表に努めた。
＜評価指標＞
確化を図る。
・公表の際、権利化の可能
イ
主要な研究開発成果のうち、生産者、実需 イ 平成 27 年度の成果の内 68 点を「主要普及成果」として農研機構のウェブサイト
性、秘匿化の必要性等の
に公表した。
者、民間企業等への技術移転が可能なものや
知的財産の取扱の検討
（http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/main_results/index.html）
行政機関の施策に反映されるもの（普及成果）
が行われているか。
例）
については、「普及成果情報」としてウェブサ
・プラウ耕・グレーンドリル播種による稲-麦-大豆の 2 年 3 作輪作体系
イト等で広く公表する。
・バンカー植物を用いた捕食性天敵タバコカスミカメ利用技術マニュアル
・「べにふうき」緑茶を利用した新たな機能性表示食品」等
公表サイトへのアクセス件数は 15,245 件（平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月）とな
り、平成 26 年度「主要普及成果」へのアクセス件数 15,088 件（平成 27 年 4 月～平
成 28 年 3 月）とほぼ同数となった。
また、日本農業普及学会大会において、展示「普及の道具」市を利用して普及成果
情報等を公表し、農業普及指導員等を対象に幅広い普及活動に努めた。

自己評価
＜評定と根拠＞
評定：B
根拠： 研究開発成果の社会実装の強化については、年度
計画に従い概ね順調に業務が行われていることから、評
定を「B」とする。

（１）研究開発成果の公表
「知的財産に関する基本方針」に基づいて、研究開発成
果を積極的に公表した。直ちに社会実装が見込める成果
ついては、普及成果情報として農研機構ウェブサイトで
公表するとともに、農業普及指導員等が参集する機会を
捉え、双方向のコミュニケーションに努め、研究開発成果
の浸透を図った。
機能性表示食品及び機能性表示農産物の理解促進や、
ダッタンソバ「満天きらり」など、普及途上の品種の紹介・
商品化の推進が図られた。
成果の普及に当たり、当該成果と関連する研究センタ
ー等が連携して取り組む農研機構一体的な活動、例えば
「たちすずか」の発酵粗飼料体系については西日本農研
ウ 普及成果の中から、行政・普及組織等の意見 ウ 「機能性食品開発プロジェクトの成果の普及・実用化」並びに「京菓子業界への農 と畜産研究部門が連携して普及活動を実施することによ
を踏まえて、農研機構が重点的、組織的に普及
研機構育成品種・食品加工技術等の紹介・普及とニーズ聴取」について、関連した一 り、農研機構の知名度向上に貢献する等、研究開発成果の
最大化に向け、着実に推進した。
に取り組むものを重点普及成果として選定す
連の研究成果を組み合わせ、組織的に普及活動を推進した。
る。
「機能性食品開発プロジェクトの成果の普及・実用化」では、農林水産省の「消
費者の部屋」での展示をはじめ、著書等（4 件）、学会発表（3 件）、セミナー（23 （２）技術移転活動の推進
件）や展示会（6 件）での試飲等様々な手法を用いて、広報活動を行い、実需者への
研究者自らが行う現地実証等を通じた技術移転活動を
需要喚起並びに消費者に対して機能性表示農産物や食品の機能性研究についての理
推進するとともに、都道府県の普及組織を含めた意見交
解を深め、農研機構の認知度向上に貢献した。「機能性・食事バランスデータベー
換の場である「地域研究・普及連絡会議」や、野村證券の
ス」のメニューである「献立ナビ」について最新の日本食品標準成分表データへの
斡旋機能やつくばグローバル・イノベーション推進機構
改訂を進め、公開の準備を整えた。
等、外部機関とのネットワークを活用して連携を進める
等、当初の年度計画通りに業務が実施されており、順調に
本データベースには、食品成分表を活用した献立作成ソフトが搭載されており、
業務が進捗している。
実際の食品に近いデータで栄養成分等を算出することが可能となり、栄養健康機能
新たに、先進的な農業者集団である公益社団法人日本
性に関する消費者へのサービスが向上する。
「京菓子業界への農研機構育成品種・食品加工技術等の紹介・普及とニーズ聴取」 農業法人協会と連携協定を締結し、農研機構の研究成果
では、農研機構の研究者等（9 つの研究センター等、19 の研究領域より参加の 18 名） を直接発信する仕組みを構築したこと、JA 全農と、全体
が自ら企業、食材卸やその業界団体等を訪問し（組織的に 3 回）、訪問先に農研機構 的に推進する重点実施課題に加え、地域農研との協力体
全体の技術・品種（12 品目、20 品種）の紹介やサンプル提供等を行った。その結果、 制を充実させ、地域ごとの課題解決に取り組む等、大きな
京都の和菓子製造企業等２社において、ダッタンソバ、バレイショ、茶等６品種が商 進捗が認められた。
品の材料として採用されたほか、約 10 社で農研機構育成品種を用いた試作が行われ
（３）規制対応研究の一体的実施
る等の成果をあげている。
重点的、組織的に普及に取り組む重点普及成果については、一層の普及を図るため、 農薬取締法、カルタヘナ法を遵守しつつ、課題推進及び
関連した一連の研究成果を組合わせて選定した。今年度については以下の 3 件とし 研究成果の社会実装へ向けた取組を着実に進めている。
また、規制物質への対策技術開発では行政部局と連携し
た。
・アミノ酸バランス改善飼料の給与による豚舎汚水中の「硝酸性窒素等」低減効果の つつ研究推進を行っている。さらには、国内で未検討の規
制については外国の動向を注視しつつ研究開発を進めて
実証
・高糖分稲発酵粗飼料用品種「たちすずか」、「つきすずか」と長稈対応微細断収穫 いる。一部の課題では新たな法令及びガイドラインへの
対応が必要となったが、法令に則った研究開発を行うた
機、乳酸菌添加剤「畜草 2 号」による高品質・低コスト稲発酵粗飼料生産体系
め慎重な検討を進めている。
・気象予報を含む全国日別 1km メッシュ農業気象データ作成・配信システム
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（２）技術移転活動の推 （２）技術移転活動の推進
ア 普及成果については、現地実証試験等を通
進
じて、生産者や実需者などユーザーにとって
○研究後半の実証試験の
分かりやすい形で紹介するとともに、現場実
導入など、技術移転活動
態に即した技術となるよう、導入する生産
を推進するためのマネ
者、実用化する企業や普及組織等による技術
ジメントが適切に実施
の組み立てをサポートするなど、研究者自ら
されているか。
が技術移転活動を行う。
＜評価指標＞
・研究開発成果について、
生産現場や実需者等の
ユーザーへの円滑な技
術移転を促進する取組
が行われているか。特
に、普及が期待される重 イ 重点普及成果は、都道府県の普及組織との
連携を図りつつ、農研機構が組織的に、生産
要な研究開発成果につ
者、実需者、民間企業等への組織的な技術移転
いて、農研機構及び研究
活動を実施する。
者自らが技術移転活動
を実施しているか。

ウ

（３）規制対応研究の一
体的実施
○研究開発成果の商品
化・事業化までを見通し
て、各種規制が適用され
る可能性や対処法を検
討する仕組みを構築・運
用しているか。
＜評価指標＞
・研究開発成果を産業化・
実用化するために、研究
開発において、食品安全

重点普及成果・普及成果については、第３期
中期目標期間に得られたものを含め、３年
後、５年後に普及状況のフォローアップ調査
を行い、その結果を公表する。また、当該調
査結果を基に、５年以内の一定程度の普及を
目指し、技術移転活動を見直す。

（３）規制対応研究の一体的実施
食品安全規制、農薬・肥飼料・動物医薬品等の
生産資材規制、労働安全規制、生物多様性影響等
に関する各種規制が適用される可能性がある研
究課題では、研究開発成果の商品化・事業化まで
の見通し、事前の分析、その対処方法も含め、第
１の９に示した研究課題の中で、試験及び研究
並びに調査に取り組むことで、一体的に実施す
る。

次年度はこれらを重点普及活動として位置付け、農研機構全体として普及活動を推
進する。
（４）広報活動の促進
プレス原稿の校正を行う体制を確立したことで、プレ
スリリースの正確さと内容の分かり易さが向上した。さ
（２）技術移転活動の推進
ア 「Ⅰ－２（２）産学官連携の戦略的推進」に前掲した「農研機構における産学官連 らに農水省やつくばの記者会で記者レクを行う等の工夫
携・普及・広報に関する基本方針」に基づき、研究者自ら現地実証試験、技術指導を をした結果、効果は着実に現れて全国紙等への掲載も多
かった。
行う等、技術移転を促進する取組を実施した。
広報戦略については、外部有識者の意見や民間企業の
これらに加え、今年度は、農業者との連携体制を強化し、実証研究等への参加を促
進するため、1,877 法人の会員を有する公益社団法人日本農業法人協会と連携協定を 先進事例も参考にして案を作成した。統合を機に、農研機
締結し、先進的な農業者へ農研機構の研究成果を直接発信する仕組みを構築した。ま 構統一の広報紙「NARO」を創設し、広く配付するとともに、
た、JA 全農とは農研機構の研究成果を全国規模で推進する連携に加え、地域農研ごと ウェブサイトにも掲載し、農研機構の認知度の向上に努
に双方の連絡窓口を定めて協力体制を充実させ、地域ごとの課題解決に取り組んだ。 めた。さらに「NARO（第 2 号）」については、農研機構の
全職員に配付し、全ての職員が外部に向けて農研機構の
具体的には、
成果を発信するように意識付けを行った。さら「NARO（第
・千葉県での実証事業に中央農研と JA が共同で取組
2 号）」では、PDCA の一環としてアンケートを行い、その
・地域の土壌改良の課題に対し、研究部門からの技術指導が実現
結果を分析した。
等連携協力が進んでいる。
ウェブサイトについては整備後速やかに、PDCA の一環
イ 前掲した「農研機構における産学官連携・普及・広報に関する基本方針」並びに「地 として、外部業者に委託してサイトの使いやすさ・見やす
域農業研究のハブ機能に関する指針」に基づき、都道府県の普及組織を含めた意見交 さの評価及びサイトプランニングを行った。
換の場である「地域研究・普及連絡会議」や、外部機関とのネットワークを活用して
連携を図った。
（５）国民との双方向コミュニケーション
具体的には、金融機関等の斡旋機能を活用し、農研機構の研究成果と企業とのマッ
統合に向けて、昨年度から入念なプレスリリースや記
チングを行うとともに、つくばグローバル・イノベーション推進機構と協力し、平成 者への説明会を行った結果、「食と農の科学館」及び「農
28 年度文部科学省補助事業に採択された「地域イノベーション・エコシステム形成プ 業環境インベントリー展示館」の常設展示施設に多数の
ログラム」で実施すべき事業化の可能性の高い技術シーズ発掘等を担った（「第１の 見学者が訪れ、農研機構の研究開発成果を生産者や消費
３地域農業研究ハブ機能の強化」にも掲載）。
者等にアピールできた。
なお、「京菓子業界への農研機構育成品種・食品加工技術等の紹介・普及とニーズ
また、つくば地区では一般公開や市民講座のほか、研究
聴取」において農研機構の研究者等が企業等を訪問し、訪問先に農研機構全体の技術・ 者による出前教室等も活発に行われた。リスクに関する
品種の照会等を実施するとともに、JA や行政機関も訪問し、技術移転活動に向けニー 情報提供についても、取材対応等を中心に十分な注意の
ズの聴取を実施した（「（1）研究開発成果の公表」にも掲載）。
もとに確実に実施され、特に期中後半に起こった鳥イン
フルエンザへの対応等については、正確な情報提供や農
ウ 農研機構がこれまで開発した研究成果の一部については、関連情報を含めたフォロ 研機構のグローバルな取組について広く国民に認知され
ーアップ調査を行い、現在の普及状況を把握し、関係者で情報を共有した。
る機会となった。地域農研においても一般公開、共同取材
の受け入れ、学校教育への参加などが積極的に行われた。
（６）研究開発成果の中長期的な波及効果の把握と公表
過去の研究成果のフォローアップ調査、わかりやすい
広報誌「NARO」の作成と広範な配布により、認知度の向上
を図った。
研究者自らが研究開発成果の情報発信や、一般公開や
公開講座、高校生を対象とした職場体験実習等の社会貢
献活動を意識した活動を実施した。マッチングイベント
等での情報収集の際、統一的な「コンタクトシート」に活
動を記録することを義務づけ、情報共有により、全体的な
マッチング状況を把握する仕組みを構築する等、年度計
画に従って着実に実行している。

（３）規制対応研究の一体的実施
中山間地域における広域水田営農システムの実現に向けた技術体系の開発では、農薬
散布のためにマルチコプタの活用が期待されたが、航空法改正を受け「空中散布等にお
ける無人航空機利用技術指導指針」が新たに設置されたため、農薬散布可能な登録機体
の利用と早期の免許取得を検討している。
新たな作物保護管理技術を活用した有機栽培体系の開発では、現地実証農家からの微
生物農薬のヘリ散布の要望に基づき、民間企業による適用拡大試験の進捗状況に合わせ
てヘリ散布を実施することとした。
遺伝子組換えカイコによる付加価値を持つ絹糸を、将来的に養蚕農家レベルで生産す
るためには、カルタヘナ法に則して、第一種使用規程の承認を受ける必要がある。その ＜課題と対応＞
ため、承認申請を行い、平成 29 年３月に農林水産省・環境省が開催した生物多様性影響 （１）研究開発成果の公表
評価検討会総合検討会において検討されるに至った。
・研究開発成果の公表、普及活動を継続するが、単独の研
革新的病害虫制御技術開発の一つとして、RNA 農薬の利用が考えられる。これに関し
究成果ではなく、生産現場で速やかに利用されるよう関
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規制、生産資材規制、労
働安全規制等の各種規
制が適用される可能性
を事前に分析し、研究開
発と規制対応研究を一
体的に行う取組が行わ
れているか。
（４）広報活動の促進
（４）広報活動の促進
○専門誌・紙への対応だけ ア 法人統合により広報の範囲が大幅に拡大す
る中で、情報発信の対象とする層を明確にし
で無く、農研機構が国民
た広報を展開する。
に広く認知されるため
の広報の取組が適切に
行われているか。
イ プレスリリースにより提供した情報につい
て、マスメディアが報道した記事やニュース
＜評価指標＞
の件数や取上げ方、ウェブサイトに掲載した
・研究情報や成果が、ユー
情報へのアクセス数、記事に対する反応など
ザーが利用しやすい形
を評価・検証し、次回以降の広報活動等へ反
で的確に発信されてい
映させる。
るか。広報活動のあり方
が的確に見直されてい
るか。

ウ

広報戦略を策定し、農研機構内に周知徹底
を図るとともに、PDCA サイクルを回す。

エ 外部からの雇用も含め、広報業務に携わる
人材の育成を図る。

連研究成果を組み合わせるなど、重点普及成果の取組を
て、米国環境保護庁では RNA 殺虫剤の健康、環境への影響についてのリスクアセスメン
さらに充実させ、活動を広げていく。
トに関する報告を 2014 年 1 月に出している。日本の行政からの公開文書は今のところ
確認されていないものの、情報収集に努めて研究開発を進めた。
これらに加え、ヒ素、カドミウム等の農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有 （２）技術移転活動の推進
害化学物質等食品安全規制に関する研究については、大課題 13「生産現場から食卓まで ・研究成果を利用する側からの視点・ニーズ把握が不十分
の農産物・食品の安全性及び信頼性確保技術の開発」を設け、農水省消費・安全局等の
である。このため、ニーズを正確に把握するため生産者
関係部局と相談しながら、一体的な取組を実施している（Ⅰ-9(3)(13)に詳述）。
や民間企業と直接つながり、双方向のコミュニケーショ
ンを図り連携を強化する活動により技術移転を推進す
る。
（４）広報活動の促進
ア 法人統合により広報の範囲が大幅に拡大する中で、新しい組織を分かりやすく表
し、研究の柱の紹介を入れたパンフレットを積極的に配付し、またウェブサイトでの （３）規制対応研究の一体的実施
レイアウトの再構築を行う際には、情報の受信者が混乱しないように研究センター等 ・新たに設置された法令及びガイドラインによって対応
の統合前の情報がみられるようにするなど、わかりやすい形にした。
が必要となった課題があった。慎重に対応を検討し、法
令に則った技術体系の開発を進める必要がある。
イ 農研機構本部に文章作成の初期の段階からわかりやすさに重点を置いて校正する
体制を整備した結果、記者からの評価も高く評価されるプレスリリースの紙面となっ （４）広報活動の促進
た。今年度は計 172 件のプレスリリースを行ったが、イベントの案内等、軽微な内容 ・プレスリリースについては、特に一般紙やＴＶへの掲載
の 92 件を除いた研究成果や組織再編に関する内容は、80 件であった。このうち、記
頻度を高めるために、これまで以上に一般国民の関心を
者に対するレクチャー（以下「記者レク」という。）を行ったものは、農水省（東京） ひくテーマや旬の時期を選ぶとともに、ストーリー性を
において開催した 3 回を含め、計 20 件、記者への資料配付は、計 60 件であった。そ
持った記事の作成を行う。これらに加えて、機能性等の
の結果、全国紙５紙に掲載されたものは、80 件中 17 件であった。一例として、12 月
記事に関しては、正確な情報発信のため、外部人材をア
のミカンの旬の時期に行ったプレスリリースは、注目度が高く全国紙４社に報道され
ドバイザーとして活用する。
た。身近な食材でも記者向けに分かりやすい記事を書くことによって全国紙に掲載さ ・通常ウェブサイト等に掲載されるべき動画のコンテン
れやすいことが分かった。
ツの数が少ない、また見学・取材・問い合わせ対応等を
確実に行うための人員が部門・センターを中心に不足し
ウ 広報戦略については、先行している法人の広報活動を学び、リスクコミュニケーシ
ているといった重要な問題点に対しては、新設の広報プ
ョン等についての現状の問題点を指摘してもらう等、外部有識者の意見を聴取した。
ランナーと本部広報課が連携を取り、動画の作成や見
その結果「広報戦略は戦略と戦術を分けた記述が重要であること」、「リスクコミュ
学・取材・問い合わせ対応を行う者の陣容を厚くして、
ニケーションはネガティブな事例の収集も重要であること」等新たな視点から意見を
これらを確実に実施していく。
いただいたので、それらを盛り込んだ。また大手民間企業３社を訪問し、企業の広報
活動について意見交換を行った。その結果、記者との良い関係を作ること、食育のニ （５）国民との双方向コミュニケーション
ーズに応えること、グローバルな展開等、農研機構の広報活動に活用できる重要な点 ・「食と農の科学館」等の展示施設については、まだ展示
が明らかとなったので、これらも参考に案を策定した。
内容が難しく、来客に合わせて平易にし、来客の関心
広報活動のＰＤＣＡについては、機関広報誌「ＮＡＲＯ」におけるアンケートとそ
に一層マッチしたカテゴライズをする必要がある。
の結果の活用、ウェブサイトの本格的なリニューアルに向けたアンケート並びにサイ ・リスクに関する情報提供については、緊急時に正しい情
トプランニングの外部委託等を実施した。
報をより確実に発信していくことを引き続き重視す
る。また遺伝子組換え関連技術等だけでなく、特に食品
エ 積極的に外部研修を活用し、広報業務に携わる人材育成に努めた。出版社において
の機能性に関する取材時には、正確な情報発信となる
編集に携わった経験を持つ者を雇用し、広報誌を作成した。
ように記者等に対応する。
また、組織としてのプレゼンテーション能力向上に向けて、役員・所長等を対象と
また、一般に広報効果が高いとされるテレビ報道を
する研修を実施した。
増やす。

オ

農研機構の知名度向上を図っていくため オ 農研機構の知名度を向上させるために、統合に合わせてリニューアルしたシンボル （６）研究開発成果の中長期的な波及効果の把握と公表
に、統合に合わせて更新したシンボルマーク
マークを作成し、パンフレットや広報誌等をはじめ各種会議資料等にも掲載を義務づ ・普及活動の効果に関して、十分な検証がされていないた
について、ロゴとともにその使用の徹底を図
ける等によって、使用の徹底を図った。
め、普及が進んでいる研究開発成果事例と普及が進んで
る。
いない事例について普及状況の調査を行い、それらの普
及活動を解析することにより、効果的な普及活動に関す
カ 統合に合わせて広報誌を作成して、国民等 カ 統合を機会に、分かりやすい広報紙を幅広く配布するため、農研機構統一の広報誌
る知見を得る。
「NARO」を創刊し、第 1 号 15,000 部、第 2 号 20,000 部を配布した。配布先は農業
に広く配布するとともに、ウェブサイトに掲
者・JA・自治体・法人・大学等の研究機関等、ステークホルダー全般とした。第 2 号
載する。また、各研究分野等のステークホルダ
において誌上アンケートを行った結果、「新しい品種情報が生産者には伝わっていて
ーを対象に継続的にニュースを発信するなど
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して、農研機構の研究内容等の周知に努める。

も、消費者には十分に伝わっていない」等の意見があったので、本広報誌の中でも引
き続き品種の紹介記事に注力する等、対応することとした。
加えて、研究センター等では、各専門分野等のステークホルダーに対象を絞って継
続的にニュースを発行したほか、農村工学部門等がメールマガジンを発信する等、農
研機構の研究開発成果や研究活動の周知に努めた。

プレスリリースについては、特に一般紙や キ プレスリリースのうち記者レクについては、研究者自らが研究開発成果の説明を行
い、記者との質疑応答を通じて成果の理解を深めてもらうことができた。ポイントを
テレビの場合は、ポイントを押さえた分かり
押さえた分かりやすいレクチャーに努め、記事やニュースを見た一般国民の関心が高
やすいレクチャーに努め、記事やニュースに
まった。この記者レクの結果として、一般紙 20 件で記事になったことにより農研機
一般国民の関心が高まることで、認知度の向
構の認知度の向上が図られた。
上を図る。

キ

ク

新しい農研機構として統一感のあるウェブ ク 統合に伴い農研機構にふさわしい統一感があるウェブサイトの構築と、コンテンツ
の見直しを行った。具体的には組織統合に合わせて農研機構のトップページを新たに
サイトを構築するとともに、クオリティが高
作り替え、写真を大きく見やすくしたその結果、特にトップページを新しくした効果
く認識性に優れたウェブデザインと双方向性
として、メインバナー等でリンクしている「品種・技術パンフレット」や「産学官連
の高いウェブサイト情報発信機能を有するウ
携広報ネットワーク会員募集」では、昨年の統合前の農研機構のウェブサイトと比較
ェブサイトページの作成を行う。
して、前者は 15％、後者は 20％程度ＰＶ（ページビューイング）が増えた。しかし、
バナーの配置等、まだ、改善の余地があると思われたため、次年度以降に本格的なリ
ニューアルを行うこととし、そのための準備として、ウェブサイトに関するアンケー
ト調査とこれに基づくサイトプランニングを外部委託により実施した。

（５）国民との双方向コ （５）国民との双方向コミュニケーション
（５）国民との双方向コミュニケーション
ミュニケーション
ア 重要な研究成果については、シンポジウム ア 重要な研究開発成果については、積極的に公表した。また、シンポジウムや研究成
や研究成果発表会、マッチングイベントなど
果発表会、マッチングイベント等の機会を通じて、研究者等が一般消費者や生産者と
○農研機構及び研究者に
を通じて、国民の声を聞きながら周知を図
交流し、成果の説明をするとともに、その評価や新たな研究ニーズに関する意見を伺
よる国民との双方向コ
る。また、学校教育や市民講座に積極的に参
った。
ミュニケーションの取
加し、国民との双方向コミュニケーションを
つくば地区においては、サイエンスカフェを開催し、栗の育成品種「ぽろたん」を
組が適切に行われてい
進める。
実演付きで紹介したり、米の品種育成の最新事情を試食付きで紹介した。そこでは、
るか。
果樹や水稲の育種の方向性等について意見交換が行われる等、地域の住民や農業者に
農研機構を深く知ってもらうための双方向コミュニケーションが活発に展開された。
＜評価指標＞
・シンポジウムやイベン
ト開催等により、研究者 イ 「食と農の科学館」及び「農業環境インベン イ 「食と農の科学館」においては、１年間で 20,851 人の見学者が来館し、過去 10 年
では２番目に多い水準であった。法人の統合効果により、ジーンバンク等も含めた複
トリー展示館」において常設展示を行うとと
と一般消費者や生産者
数の展示施設をセットにし、丁寧に対応した事も入場者増に貢献していると思われ
もに、市民講座等をこれらの施設を拠点とし
が交流し、研究・開発の
る。これらの施設を拠点として農研機構市民講座や夏休み公開を実施し、夏休み公開
て開催する。常設展示については青少年や家
成果や取組の相互理解
においては、延べ約 5,000 人の来訪者を得た。
族連れなど多様な来館者にも分かりやすい
の増進が図られている
展示への模様替えに着手する。
か。
・研究情報の発信におい ウ リスクコミュニケーションの取組について ウ リスクに関する情報提供の取組については、統合によりその対象範囲が広がる事に
配慮し、例えば、つくば地区で行われる報道機関等の取材では、マスコミへの対応の
は、統合によりその対象範囲が広がることに
て、農産物・食品の安全
経験が豊富な本部広報課員が原則としてその場に同席し、研究者を必要に応じて補助
配慮し、各関連研究部門等との連携の下に、国
性や遺伝子組換え技術
する事等により、正確な情報が伝わるよう努めた。
民の声を把握するとともに、科学的かつ客観
等の先端技術を応用し
今年度後半に発生した鳥インフルエンザについては、本部と動物衛生部門の広報担
的な情報を継続的に分かりやすく発信する。
た品種開発等について
当者及び研究者が緊密に連携し、的確な情報提供を行った。
遺伝子組換え技術を用いた育種については
は、科学的かつ客観的な
遺伝子組換え技術については、見学会等を通じて国民の理解を得るよう努めたほ
見学会等の場を通じて国民の理解を得るよう
情報発信が行われてい
か、東京等において一般市民向けの公開講座を 15 回連続で開催したり、スギ花粉米の
に努めるほか、食品の安全、家畜疾病、有害
るか。
開発状況等に関するサイエンスカフェを行う等、関連技術や安全性評価制度について
化学物質等についても、各種セミナー等によ
理解者を増やす活動を行った。またゲノム編集技術等についても、日本科学未来館に
り国民との双方向コミュニケーションを推進
おけるサイエンスイベント等に参加して理解を得る事に努めた。これらのイベントの
する。
際には、参加した市民等の声をウェブ等で収集し、その後の周知活動の立案に活かし
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ている。
エ

地域農業研究センター等についても地域の エ 地域農研においても地域広報活動を活発に行った。
情報発信基地として、広報戦略のもとに、特
北農研では小学校において稲作学習を実施したほか、消費者向け出前授業を行った。
に一般公開、サイエンスカフェの参加・開催
東北農研では特に、福島での一般公開の際、放射線対策の研究成果などを紹介し、東
等を通じて、農業者等への研究成果の広報等
京の農林技術クラブの共同取材を受け入れ、放射性物質低減技術に関する現地実証の
を積極的に行う。また、研究者による学校の
現場等を紹介した。つくばでは夏休み公開が行われた。中央農研北陸研究拠点では「食
教育活動への協力などを通じて、国民の声を
と農の科学教室」を 8 日間に渡り開催し、参加する近隣の学校も 31 校を数え、1,000
把握し、地域における農研機構の存在意義を
人以上の参加者を迎えた。参加した児童からは「お米の品種がどのように作られるか
アピールしていく。
がよく分かった」などの声が多数寄せられている。西日本農研では、中国四国農政局
との連携のもとに一般公開を行った。九沖農研では熊本地震により一般公開を開催で
きなかったが、その時配れなかったイモ苗を活かして、近隣の小学校の生徒に研究所
内の畑においてイモ堀りを体験してもらった。

（６）研究開発成果の中 （６）研究開発成果の中長期的な波及効果の把 （６）研究開発成果の中長期的な波及効果の把握と公表
ア 「第１の６（２）研究開発成果の公表」に前掲したとおり、農研機構が開発した品
長期的な波及効果
握と公表
種の栽培面積や特許収入等における普及・利用状況の調査、普及状況を把握するとと
の把握と公表
ア 第１の６（２）のフォローアップ調査等によ
も に 、 調 査 結 果 を ウ ェ ブ サ イ ト 等 に て 公 表 し た 。
り、過去の研究開発成果の社会への貢献につ
○研究成果の社会貢献に
（http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/files/Investigation_result.pd
いてできるだけ定量的な実績を把握・公表す
ついて、実績の把握とそ
f）
る。また、農研機構が国民生活の質の向上、
の結果の公表が適切に
成果の普及程度は、選定から時間が経過するに従い徐々に増加し、普及が進展して
我が国の農業の発展に果たしてきた貢献に
行われているか。
おり、継続的な普及活動の重要性が明らかとなった。
ついて、広く国民に認知されるようウェブサ
イト等を活用して情報発信する。
＜評価指標＞
・既存の研究開発成果の
社会貢献の実績が把握 イ 研究者自らが積極的にシンポジウムやイベ
ント、学校教育や市民講座に参加することを イ 「農研機構における産学官連携・普及・広報に関する基本方針」を周知した結果、
され、その結果が公表さ
研究者自らが積極的に様々な機会を捉えて研究開発成果の情報発信に取組むなど意
督励し、社会貢献を強く意識する機会とする
れているか。
識の向上が見られた。具体的には、九沖農研のイチゴの育種を担当する研究者が、生
こととする。また、マッチングイベントなど
産者だけでなく実需者に対しても品種の特性を伝えるようになり、連携・実用化推進
に開発者自らが参加して生産者や実需者か
費で活動を支援したところ、流通業者を巻き込み、海外への輸出に向けた取組が進展
らの情報収集を行い、開発した技術の改良な
している。
どに取り組むこととする。
研究センター等では、一般公開の実施、公開講座の開設、市民団体を対象とした出
前講座、高校生を対象とした職場体験実習等様々な企画により社会貢献を意識した活
動を実施した。
アグリビジネス創出フェア 2016（3 日間の参加者数 3 万 7 千名）では、研究者自ら
がセミナー、マッチングサポートツアー等の活動に参加・協力した。さらに、来訪者
との意見交換等を通して 60 件の技術相談に応えるとともに、約 300 件のコンタクト
シートを集約した。これらの情報について研究センター等の連携担当者とデータを共
有するとともに、マッチング活動に取り組んだ結果、研究開発成果に関する許諾 10 件
や共同研究締結 6 件に向けて交渉中である。
研究センター等では、一般公開の開催、公開講座の開設、市民団体を対象とした出
前講座、高校生を対象とした職場体験実習等様々な企画により社会貢献を意識した活
動を実施した。
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主務大臣による評価
評定

Ｂ

＜評定に至った理由＞
研究開発成果の最大化に向け、研究開発成果の公表、技術移転活動の推進、規制対応研究の一体的実施、広報活動の推進、国民との双方向コミュニケーション、研究開発成果の中長期的な波及効果の把握と公表等、いずれ
についても着実なマネジメントが実施されており、順調に計画を遂行している。
評価軸「研究開発成果の公表」については、「知的財産に関する基本方針」を策定し確認手順や責任部署を明確にしており、成果公表の効率化への取組が認められる。また、関連成果を組み合わせて組織的に普及する重点
普及成果として、実需者・消費者に向けた機能性食品開発プロジェクトの成果の普及や京菓子業界への品種・食品加工技術等の普及を行っており、農研機構の認知度向上や成果の移転先との関係性強化につながる新たなアウ
トリーチ活動としての工夫が認められる。
評価軸「技術移転活動の推進」については、「農研機構における産学官連携・普及・広報に関する基本方針」を策定し、現地実証試験等を通じ研究者自らによる技術移転活動を実施している。加えて、研究開発成果の主要
なユーザーと考えられる農業法人への技術移転や地域ごとの課題解決を目指し、公益社団法人日本農業法人協会や JA 全農との協力体制を構築している。これらはターゲットを定めた技術移転を促進するマネジメントの事例
として評価できる。
評価軸「広報活動の促進」、「国民との双方向コミュニケーション」については、広報活動で先行する法人の活動や外部有識者の意見を参考に広報戦略に基づいた活動を行い、職員の意識付けや広報業務の人材拡充等、広
報強化の取組が認められる。
以上のとおり、研究開発成果の速やかな移転と国民への広報の強化に向け、ターゲットを明確にした社会実装の取組が行われている。上述した以外の評価軸についても年度計画に従ったマネジメントがなされ、課題と対応
も明確にされており、今後の業務の進捗が期待される。中長期目標に照らし、着実なマネジメントの下で順調に業務が進捗していると判断し、Ｂ評定とする。
＜今後の課題＞
主要研究成果の公表サイトのアクセス件数については、総数だけでなく成果ごとのアクセス数はどうなっているか、ターゲットとしているユーザーが活用しやすい体裁・表現になっているかなど、十分に検証し、研究開発
成果の社会実装の強化に向けて一層効果的な情報発信になるように見直していく必要がある。
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様式２－１－４－１

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ―７

行政部局との連携強化

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号：0168

２－①モニタリング指標
28 年度
行政部局との連携会議開催状況

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

31

行政等の要請による委員会等への専門家派遣数

378
9

シンポジウム等の共同開催数
参加人数

1,259

災害時支援及び緊急防疫活動等の取組状況

対応件数

12

防災訓練及び研修等に関する取組状況

開催件数
参加人

14

数
研究成果の行政施策での活用状況

活用件数

2,524
100

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

農林水産省の行政部局と研究計画段階から密接に連携し、食品安全、動植物検疫に係るレギュラトリ ア
農林水産省の行政部局と研究計画段階から密接に連携し、食品安全、動植物検疫に係るレギュラトリーサイエンス
ーサイエンスに属する研究など行政部局のニーズを十分に理解して業務を進めるとともに、行政ニーズ
に属する研究など行政部局のニーズを十分に理解して業務を進めるとともに、行政ニーズに迅速かつ機動的に対応し、
に迅速かつ機動的に対応し、業務を着実に実施する。また、緊急時対応を含め連携会議、国内外への専
業務を着実に実施する。また、緊急時対応を含め連携会議、国内外への専門家派遣に対応するとともに、行政部局との
門家派遣に対応するとともに、行政部局との協働によるシンポジウム開催等を行う。
協働によるシンポジウム開催等を行う。
また、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）等に基づく初動時の対応、二次災害防止等の技術支 イ 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（国
援を行うほか、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）に基づく農産物・食品の安全及び消費者の信
民保護法）（平成 16 年法律第 112 号）の指定公共機関として、集中豪雨や地震等の災害に機動的に対応する。食品安
頼確保に向けての技術支援、人獣共通感染症、家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）等に規定さ
全基本法（平成 15 年法律第 48 号）に基づく緊急対応を含めて、農産物・食品の安全性の確保に向けて機動的に対応す
れる監視伝染病等に対する防除技術支援等により行政に貢献する。
る。重要家畜伝染病発生時の緊急防疫活動等の危機管理に際しては、国、地方自治体等の要請に応じて積極的に協力す
る。

評価軸・評価の視点及び
評価指標等

平成 28 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価
年度計画

主な業務実績等

○行政部局との通常の連 ア 農林水産省の行政部局と研究計画段階か ア 研究成果・計画を検討する研究セグメント検討会に、行政部局からの参加
を得て、要望や意見を求めた。また、行政部局との連携を図る連絡会議等、
ら密接に連携し、食品安全、動植物検疫に係
携の仕組み、緊急時等の
研究戦略や成果の普及・実用化、連携等を検討・点検する試験研究推進会議
るレギュラトリーサイエンスに属する研究
機 動的対 応の仕組 みが
等を開催し、国や道県の行政部局の参加を得た。
など行政部局のニーズを十分に理解して業
適切に構築・運用されて
レギュラトリーサイエンス行政・研究連絡会議を開催（8 月 5 日）し、行
務を進めるとともに、
行政ニーズに迅速かつ
いるか。緊急時等におい
政とレギュラトリーサイエンス研究の進捗状況を共有し、連携を深める方策
機動的に対応し、業務を着実に実施する。ま
て 行政ニ ーズに迅 速に
について議論した。また、ヒ素低減技術の開発に関する農林水産省消費安全
た、緊急時対応を含め連携会議、国内外への
対応しているか。
局食品安全技術室からの要請に対応するため、農水委託プロジェクト「水稲
専門家派遣に対応するとともに、行政部局と
におけるヒ素のリスクを低減する栽培管理技術の開発」の実施と合わせ、地
の協働によるシンポジウム開催等を行う。
＜評価指標＞
域農研へ 480 万円の運営費交付金を重点配分し、地域にあった水管理方法の
・行政部局と研究計画段
階から連携し、行政ニー
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自己評価
＜評定と根拠＞
評定：Ａ
根拠： 行政部局との連携強化については、緊急時の行政ニーズに迅
速かつ的確に対応した活動についての顕著な実績を踏まえ、「Ａ」と
自己評価する。
研究計画段階の検討会議等において、関係行政部局の参加を仰ぎ、
担当理事の指揮の下で行政ニーズを意識した研究推進を行った。特に
レギュラトリーサイエンスに属する研究では、連絡会議の開催を通じ
て、今後更に連携を深める方策について議論した。

ズ が研究 内容等に 反映
されているか（企画立案
段階）。また、研究開発
成 果が行 政施策に 反映
さ れてい るか（社 会還
元）。
・緊急時対応を含め連携
会 議、専 門家派遣 の対
応、シンポジウムの共同
開 催等の 協力が行 われ
ているか。

開発により、生産現場での実効性の高いヒ素吸収抑制技術の開発を促進し
た。
北農研では、国、北海道の行政部局及び関係機関と連携し、連絡会議等で
綿密な検討を行い、ジャガイモシロシストセンチュウ、ジャガイモシストセ
ンチュウ、コムギなまぐさ黒穂病、ジャガイモ黒あし病に対するまん延防止
技術等の開発に取り組んだ。
中央農研では、経営局と農業経営研究分野との意見交換会を開催（12 月 7
日）し、施策ニーズに対応した今後の研究方向について議論を行った。
野菜花き研究部門では、大臣官房・生産局・技術会議事務局との共催で行
政研究部局間連絡会議（5 月 31 日）を開催し、施設園芸の環境制御、品種、
資材・施設・エネルギーに関するコスト、防除技術について、研究開発の道
筋やその成果の普及戦略の共有を目的として、意見交換を行った。
畜産研究部門では、豚の新育種技術に関する研究会（7 月 5 日、6 日）、
放牧活用型畜産に関する情報交換会（10 月 4 日、5 日）、家畜ふん尿処理利
用研究会(11 月 10 日、11 日)、自給飼料利用研究会（12 月 5 日、6 日）、受
精卵移植関連新技術全国会議(2 月 23 日)を開催し、行政ニーズの研究内容
への反映を図るとともに最新の研究成果を行政側に紹介した。シンポジウム
「転換期における畜産技術開発研究と今後の展開」(12 月 8 日)では、行政部
局からもパネラーとしての参加を仰ぎ、今後の研究方向について討議を行っ
た。また、畜産部と行政・研究連絡会議（3 月 8 日）を開催し意見交換を実
施した。
農業環境センターでは、研究の設計から成果の利活用に至るまでの各段階
において、行政部局の意見を研究内容や利活用方策等に的確に反映させるた
め、7 月～9 月にかけて、農林水産省大臣官房政策課環境政策室、消費・安
全局農産安全管理課、生産局農業環境対策課及び農村振興局農村環境課と連
絡会を開催した。また、平成 29 年 3 月には、行政部局との連携の一層の強
化を図るため、技術会議事務局及び行政部局の参画を得て、今年度の研究の
進捗状況の検討、行政部局及び国際機関との連携状況の点検等を行う研究行
政連絡会議を開催した。
9 月に行われた北朝鮮による地下核実験に対し、農林水産省の依頼により
農畜産物の放射能による影響を調査するモニタリング調査に従事した。
平成 26 年頃から増加したクロバネキノコバエによる農作物被害に対し、
農林水産省の緊急対応課題に参画し、遺伝子情報及び形態に基づくクロバネ
キノコバエ科の一種 Bradysia sp.の識別法を開発、ほ場で採集された個体
の種識別に利用するとともに、防除技術マニュアルに掲載した。
平成 28 年末に、家畜ふん堆肥散布後の植物生理障害については、クロピ
ラリドが原因物質として疑われる問題が生じた。平成 21 年策定されたマニ
ュアルの改訂を目指して、農林水産省の緊急対応課題に参画し、新たな分析
方法を用いた高感度分析法を確立するとともに、暴露濃度－植物の応答関係
の再検証を行った。
農村工学部門では、農村振興局との共催による幹部意見交換会（9 月 26 日）
及び研究行政技術協議会（2 月１日）を開催するとともに、地方農政局等の
担当官が出席する地域連携会議（2 月 28 日）を開催し、農村振興分野におい
て本省から地方レベルの行政部局が抱える技術的課題及び研究成果の展開
方策について意見交換を行った。
また、佐賀県等で大発生して問題となっているタマネギベと病に関して関
連の対策会議及び現地調査に参加し、緊急対策研究の実施へと繫げた。
大臣官房政策課技術政策室との共催で、地域マッチングフォーラムを各地
域（東北 2 月 23 日、関東 11 月 30 日、北陸 11 月 29 日、東海 12 月 8 日、近
畿 8 月 9 日、中国四国 11 月 10 日、北海道、九州は自然災害により中止）で
開催した。
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本年度は自然災害等が多発しており、農地や農業用施設に大きな被
害をもたらした熊本地震や北海道における台風被害、11月以降に国内
各地（6道県9戸）で発生した高病原性鳥インフルエンザについて、行
政から期待される緊急調査や病性鑑定等に積極的かつ迅速に協力し
た。
熊本地震では、直ちに農研機構災害対策支援本部を設置し、現地へ
の職員の派遣により被災した農地や農業用施設の復旧対策に関する
技術的指導や助言を行い、また、復旧・復興のための参考技術情報を
ウェブサイトで提供する等の貢献をした。
激甚災害に指定された台風被害では、現地へ職員を派遣し、農地の
被害に対する対応策について助言するとともに、農研機構がJAめむろ
に提供したUAV(ドローン)の空撮画像は河川氾濫被害面積の推定に活
用され、また、岩手県内畜産業被害への飼料支援も行った。
高病原性鳥インフルエンザでは、11月28日に青森県及び新潟県で発
生した高病原性鳥インフルエンザ国内発生株の遺伝学的特徴に係る
プレスリリース（12月8日）を行い、これらのウイルスの由来や、直
接人に感染する可能性は低いことをいち早く発表した。
＜課題と対応＞
研究成果・計画を検討する研究セグメント検討会、レギュラトリー
サイエンスをはじめとした各分野で行政部局との連携を図る連絡会
議、研究戦略や成果の普及・実用化等を検討する試験研究推進会議等
の場を活用し、引き続き行政ニーズが研究内容等に反映され、研究開
発成果が行政施策に反映されるように努める。

各地方農政局（国営事業所、沖縄含む）の農業農村整備事業に関連する個
別地区からの要請を受けて技術的課題（計 85 件）に対する技術支援対応を
実施した。
農政局が主催する地域研究普及連絡会議に出席し（東北 10 月 27 日、関東
10 月 20 日、東海 10 月 19 日、北陸 11 月 9 日、近畿 10 月 25 日、中国四国
10 月 27 日、九州 10 月 28 日）、技術的課題の検討や開発技術の普及方策等
について議論を行った。
果樹茶業研究部門では、果樹は 12 月 6 日、茶業は 11 月 2 日に、生産局等
との意見交換会を開催し、技術的課題に対する要望事項について意見交換し
た。緊急対応型の農食事業では「リンゴ黒星病の発生被害軽減を目指した多
発要因の解明と発生予察システムの開発」を提案し、採択され、発生被害軽
減対策の構築に取り組んでいる。農林水産省委託事業「農産物輸出促進のた
めの新たな防除体系の確立・導入事業（生果実）（平成 28 年度）」に取り組
み、輸出相手国の残留農薬基準に沿った防除体系の実証を行っている。
作物開発センターでは、主要農作物種子法の廃止に伴い、民間企業の育種
参入を促進する作物育種戦略の策定について、技術会議事務局の検討会のメ
ンバーとして意見を提出した。これまでに 1 月 17 日、1 月 31 日、2 月 14 日
の 3 回検討会が行われた。
気候変動等の環境変動への対応及び生物多様性保全のための研究開発分
野において農業環境変動研究センターが開発した「土壌の CO2 吸収量見える
化サイト」は、農地土壌の温暖化防止効果を簡易に視覚化できるウェブサイ
トとして、環境保全型農業直接支払交付金に係る地球温暖化防止効果等を把
握するための試行調査に活用された。また、生物多様性指標は、環境保全型
農業直接支払交付金に係る生物多様性保全効果を把握するための試行調査
に活用された。
・災害対策基本法等に基 イ 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号） イ 平成 28 年 4 月に発生した熊本地震に対して、迅速に農研機構災害対策支
づく災害対応、食品安全
援本部を設置するに併せて、農林水産省農村振興局の要請を受け、農地や農
及び武力攻撃事態等における国民の保護の
基 本法に 基づく緊 急対
業用施設の被害状況調査の目的で延べ 20 名の職員が現地入りし、復旧対策
ための措置に関する法律（国民保護法）（平
応、重要な家畜伝染病の
に関する技術的な指導・助言を行った。
成 16 年法律第 112 号）の指定公共機関とし
発 生時の 緊急防疫 活動
また、「平成 28 年熊本地震農業被害からの復旧・復興のための参考技術
て、集中豪雨や地震等の災害に機動的に対応
な ど危機 管理に対 する
情報」のウェブサイトを設け、農地・施設の復旧・整備技術情報 4 件、作物
する。食品安全基本法（平成 15 年法律第 48
備 えと発 生時の機 動的
及び畜産関係の技術情報 16 件を紹介した。このほか、研究連携協定を締結
号）に基づく緊急対応を含めて、農産物・食
対 応とし て、職員 の派
している東海大学に対して被災した学生等への宿泊施設の提供等を行った。
品の安全性の確保に向けて機動的に対応す
遣、現地調査、助言、病
さらに、被災地域の営農再開に向けた農地・作物生育への影響について熊本
る。重要家畜伝染病発生時の緊急防疫活動等
性 鑑定及 び研究の 実施
県等と連携し緊急調査研究を行い、酸性硫酸塩土壌の分布状況等を普及機関
の危機管理に際しては、国、地方自治体等の
が行われたか。
等に情報提供した。
要請に応じて積極的に協力する。
８月に北海道や東北地方に相次いで上陸した台風 7、9、10、11 号による
農業被害に対しては、農村振興局の要請を受け、北海道における農地・農業
用施設の被害状況調査の目的で 9 月 7 日～24 日にかけて延べ 6 名の職員が
現地に入り、復旧対策に関する技術的な指導・助言を行った。あわせて、JA
めむろからの要請を受けて、農地の流亡状況を調査するために UAV(ドロー
ン)による空撮を 9 月 14 日に実施し、独自開発した3次元測地技術により被
害状況を示す画像を提供した。また、岩手県知事からの要請を受け、台風 10
号で被災した岩手県内畜産農家の迅速な復旧を支援するため、東北農研で生
産した牧草(ラップサイレージ、合計 360 個、180 トン)を無償提供した。
10 月に発生した鳥取県中部の地震に対して、農村振興局の要請を受け、農
業用ダムの被災状況調査の目的で 10 月 24 日～27 日にかけて延べ 3 名の職
員が現地入りし、復旧対策に関する技術的な指導・助言を行った。
さらに、11 月以降に国内各地で発生した高病原性鳥インフルエンザの事
例に対して、病性鑑定（青森県 2 例、新潟県 2 例、北海道、宮崎県 2 例、熊
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本県、岐阜県のいずれの農場も全て H5N6 亜型）を行う一方、発生農場調査
として、青森県、新潟県、北海道、宮崎県及び熊本県へ専門家として職員を
延べ８名派遣した。
この他、北朝鮮の核実験(9/9)に緊急対応し、農林水産省委託事業「農畜産
物及び土壌中放射性核種のバックグラウンドレベルの監視」の中で核実験当
日から野菜と牛乳の採取を行い、放射能分析と過去のデータ等に基づくリス
ク評価を実施した。
主務大臣による評価
評定

Ａ

＜評定に至った理由＞
研究計画段階から行政部局のニーズを十分に理解して業務を進めており、年度計画に基づいた業務運営を行っている。その上で、28 年度に多発した自然災害に迅速かつ適切に対応したことを高く評価する。
具体的には、４月に発生した熊本地震に対して、迅速に災害対策支援本部を設置するとともに職員を現地へ派遣し、当省の関係部局と連携を図りながら、農地及び農業用施設の被害状況調査や技術的指導等を行い、復旧対
策にあたった。
８月の北海道、東北に被害をもたらした台風被害に対しても、当省関係部局、地方自治体等の要請に応じて、被害状況調査や復旧支援のために職員を派遣した。特に、JA めむろに提供した UAV（ドローン）の空撮画像が河
川氾濫被害面積の推定に活用されたこと、東北農研で生産した牧草を岩手県畜産農家に無償提供して迅速な復旧に貢献したことは高く評価できる。
11 月に青森県及び新潟県で発生した高病原性鳥インフルエンザについては、国内発生株の遺伝的特徴に係るプレスリリースを行い、ウイルスの由来や人間への感染についての情報をいち早く発表した。
これらは、緊急時の行政ニーズに対する迅速かつ的確な対応により被災地の復旧に大きく貢献する取組であり、計画を上回る顕著な実績を挙げたと判断されることから、Ａ評定とする。
＜今後の課題＞
緊急時の支援活動等について、引き続き行政部局と連携して迅速かつ的確に対応するとともに、緊急調査研究などのその後のフォローについてもしっかりと取り組む必要がある。
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様式２－１－４－１
国立研究開発法人
１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ―８

年度評価

項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式

専門研究分野を活かしたその他の社会貢献

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー 行政事業レビューシート事業番号：0168

２－①モニタリング指標
28 年度
専門知識を必要とする分析・鑑定件数

家畜及び家きんの病性鑑定件数
上記以外の分析・鑑定件

数
技術講習生の受入人数、研修人数
うち依頼研究員等（人）
うち技術講習等（人）
うちインターンシップ等（人）
うち農業技術研修（人）
うち短期集合研修（人）
うち農村工学技術研修（人）
うち家畜衛生研修（人）
うちその他（人）

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

547 (3,187)

（）：例数

84 (7,684)
(
3,765

（）：点数

85
384
163
43
109
857
523
1,601

家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の配布件数

359

国際機関等への専門家の派遣件数

166

生産者等を対象とした研修会等への参加者数

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標

中長期計画

農研機構の高い専門知識、技術等が必要とされる分析及び鑑定、講習及び研修の開催、外部機関から ア 農研機構の高い専門知識が必要とされる分析及び鑑定を、行政、大学、各種団体等の依頼に応じ実施する。
の研修生の受入れ、国際機関や学会への専門家の派遣等の協力、家畜及び家きん専用の血清類及び薬品 イ 行政・普及部局、各種団体、農業者等を対象とした講習会・研修会の開催、公設機関、産業界、大学、海外機関等外部
の製造及び配布、外部精度管理用試料の配布及び解析等を行う。
機関からの研修生の受入れ等に積極的に取り組む。
ウ 国際機関、学会等への専門家の派遣、技術情報の提供等を行う。
エ 家畜防疫、動物検疫の円滑な実施に寄与するため、民間では供給困難であり、かつ、我が国の畜産振興上必要不可欠
な家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行う。
オ 外部精度管理用の試料を調製し、国内外の分析機関に配布するとともに、その分析結果を統計的に解析して通知する。
カ 放射線育種場において、研究開発法人、大学、民間企業等からの放射線照射依頼については、積極的に対応する。

評価軸・評価の視点及び
評価指標等

平成 28 年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価
年度計画

主な業務実績等

○専門研究分野を活かし ア 農研機構の高い専門知識が必要とされる分析及び鑑 ア 外部からの依頼により分析、鑑定、同定等を 84 件（分析点数 7,684 点）実施した。依頼 ＜評定と根拠＞
定を、行政、大学、各種団体等の依頼に応じ実施する。 者は国内外行政機関、公立試験研究機関、大学、民間まで多岐にわたった。依頼内容は病 評定：Ｂ
て行うべき社会貢献の
害虫・雑草の鑑定・同定、品種鑑定、各種成分・品質分析であった。手数料については 4
取組内容が明確にさ
件 821 点の分析について依頼者から実費を徴収した。なお、農研機構が行う試験研究に対
れ、実施されているか。
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自己評価

＜評価指標＞
・行政等の依頼に応じ、
病
害虫・雑草の鑑定・同
定、各種成分の品質分
析等がどのように行わ
れているか。

し有用な研究試料となる場合、もしくは新たな病害虫、外来雑草又は有害物質による農業
被害の発生又は拡大の防止につながる情報源となる場合等であるときは手数料を徴収し
ていない。
平成 28 年 1～12 月の 1 年間に、家畜及び家きんの病性鑑定を 547 件（3,187 例）実施し
た。
このうち、一般病性鑑定は 197 件（2,516 例）で、牛では、コロナウイルス、牛ウイル
ス性下痢ウイルス、サルモネラ、ヨーネ病の遺伝子解析や血清中のチアミン濃度測定等の
依頼が多かった。豚においては、伝染性胃腸炎、豚流行性下痢ウイルスや豚繁殖・呼吸障
害症候群ウイルスの遺伝子解析、大腸菌や豚丹毒菌の血清型別等の依頼が多かった。
残りの 350 件（671 例）は国際重要伝染病が疑われるケースやサーベイランス等で、う
ち 3 件は、口蹄疫を疑う事例の写真判定依頼であった。写真による病変の確認、疫学情報、
家畜防疫員の所見、飼養者の稟告等から口蹄疫である疑いは低いとして経過観察となり、
最終的には口蹄疫は否定された。伝染性海綿状脳症（TSE）の疑いで緊急病性鑑定を行った
事例はなかったが、TSE のサーベイランスで非定型スクレーピーと判定された事例が 1 例
あった。鳥インフルエンザについては、家畜保健衛生所から 7 件の緊急病性鑑定依頼があ
り、いずれも H5N6 亜型高病原性鳥インフルエンザと判定された。また、環境省の依頼を受
けて実施した鳥インフルエンザのサーベイランスでは、死亡野鳥については 4 件 60 例の
検査依頼があり、H5N6 亜型高病原性鳥インフルエンザが 58 例、残り 2 例はウイルスが分
離されなかった。野鳥糞便については 6 件 24 例の検査依頼があり、確認されたウイルス
型は以下のとおり。
H11N3 亜型：6 例、H3N8 亜型：4 例、H6N8 亜型：3 例、H11N9 亜型：3 例、H6N2 亜型：2 例、
H8N4 亜型：2 例、H1N2 亜型：1 例、H3N3 亜型：1 例、H6N1 亜型：1 例、H6N5 亜型：1 例。

根拠： 専門研究分野を活かしたその他の社
会貢献については、各評価指標に対して的確
に対応して年度計画を着実に実施したものと
判断し、「Ｂ」と自己評価する。具体的な根拠
は以下のとおり。
・専門知識を必要とする分析・鑑定、病性鑑定
に関しては、疫病発生時の危機管理に関連
するものも含め、行政等の依頼に応じて適
宜迅速に実施した。
・講習、研修等については、多くの受講生を受
け入れ社会貢献に努めており、受講生は高
い満足度を示している。
・国際機関の要請に応じた専門家の派遣等に
積極的に対応し、特に環境政策や品種保護
での国際的な基準・指針づくり等に大きく
貢献している。また、国際機関、学会等の役
員、委員、会員等として活動し、関連分野の
発展に協力した。
・家畜及び家きん用の血清類及び薬品を製造
するとともに、欠品が生じないよう適切に
製造する等安定供給に努めた。
・GM大豆検知用認証標準物質や放射性セシウ
ム分析用玄米粒認証標準物質の頒布や分析
技能試験の主催等専門性を活かした貢献を
イ 行政・普及部局、各種団体、農業者等を対象とした講 イ 依頼研究員受入、技術講習、農業技術研修、短期集合研修、農村工学技術研修等の各制
着実に実施した。
度のもとで、外部機関からの受講者等を受け入れた。
習会・研修会の開催、公設機関、産業界、大学、海外機
依頼研究員等は、地方自治体等の依頼により地方自治体（研究・普及機関等）から 63 名、
関等外部機関からの研修生の受入れ等に積極的に取り
組む。
国・独法・大学等・民間・その他からは 22 名の総計 85 名を受け入れた。このような積極 ＜課題と対応＞
的な受け入れにより、依頼研究員の所属先である公立試験研究機関や民間企業と農研機構
特になし。
との連携強化及び依頼研究員の技術習得が図られた。
技術講習制度等は、試験研究機関等の職員及び農業・食品産業・農機具の改良に関する
研究もしくは業務に従事する者を対象として技術上の講習を行うことを目的にしており、
大学等（大学、高専、国外を含む）から 206 名、地方自治体（研究・普及・行政機関）か
ら 67 名、国・独法から 32 名（国外を含む）、民間・その他から 79 名を受け入れ、技術講
習に準じたインターンシップでは、大学・高専から 163 名を受け入れ、総計で 547 名であ
った。特に、九州沖縄農研においては、熊本地震により被害を受けた東海大学の大学生・
大学院生 30 名を受け入れた。
農業技術研修制度では、1 年次、2 年次合わせて 43 名の受講者を受け入れた。27 年度の
修了生は 5 名であり、3 名が就農、1 名が農業法人への就職、1 名が農業関連団体への就職
であった。
短期集合研修では、最新の高度な研究理論及び研究方法、農研機構の研究成果と短期的
かつ体系的に習得させることにより、研究能率及び精度の向上を図るとともに、行政ニー
ズに即応して緊急に実施すべき全国的な調査研究の手法の統一に資することを目的とし
ており、都道府県の普及指導員、技師、行政部局の一般職員等を対象に「農業生産におけ
る技術と経営の評価方法」及び「数理統計（基礎編）」、「数理統計（応用編）」の 3 コ
ースを実施した。それぞれ 15 名、59 名、35 名の合計 109 名が参加した。
九州沖縄地域では、地域の研究者等を対象とした「使える統計学基礎講座」及び「論文
執筆セミナー」を行い、それぞれに県等から 17 名及び 50 名の参加者があった。
公設試において需要の多い数理統計研修については、今年度、熊本県、宮崎県、大分県、
沖縄県からの要望に応じ、研究者を派遣して開催した（農業環境変動研究センター）。
農業土木技術者の技術力向上と農村工学研究の成果の普及を図るため、農村工学部門に
より農村工学技術研修を行政部門向けに 22 コース行い、合計で 336 名が受講した。この
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ほか、全国農村振興技術連盟の委託により農村工学技術受託研修（農村振興リーダー研修）
を実施し、合計 521 名が受講した。農村工学部門が受け入れた全ての農村工学技術研修の
総受講者数は 857 名であった。
家畜保健衛生所職員を対象とした専門別の最新の学理及び診断技術の普及を目的とし
て、平成 28 年 10 月末までに家畜衛生研修会を 12 回行い、県等から 506 名、国等から 17
名の合計 523 名が参加した。
この他、食肉の官能評価を実施あるいは予定している全国の公立試験研究機関を対象と
した食肉の官能評価ワークショップ（10 月 13 日～14 日）を実施し、33 名の参加があっ
た。公設試及び民間の飼料分析担当者を対象とした近赤外分析機を用いた飼料分析講習会
（12 月 6 日）実施し、20 名の参加があった。
農業環境技術の生産者、行政、民間企業への普及を目的とした農業環境技術公開セミナ
ーを平成 29 年 2 月 15-16 日に広島県立総合技術研究所、島根県中山間地域研究センター
の協賛を得て、広島県において開催した。本セミナーには、生産者、行政、民間企業を含
む 122 名が参加し、中山間地農業における生物多様性の意義を議論した（農業環境センタ
ー）。
農研機構が開発した「メッシュ農業気象データシステム」の農業現場、関連企業への普
及を進めるため、平成 28 年 12 月 22 日に第 10 回農業気象研究会「農研機構メッシュ農業
気象データをめぐる最新の研究開発動向と利用テクニック」を新潟県長岡市にて開催し
た。37 名の参加者は、同システムの活用事例を学習するとともに、実習を通じて利用方法
の習得に励んだ（農業環境センター）。
・国際機関等の要請に応 ウ 国際機関、学会等への専門家の派遣、技術情報の提供 ウ 国際的な課題へ適切に対応することを目的として、国際機関における特別報告及びガイ
じて専門家の派遣、学
ドライン改定、指標策定を行う会議へ職員を延べ 8 名派遣した。また、FAO 及び条約にお
等を行う。
会等への委員の派遣等
ける日本国側専門家として延べ 15 名派遣した。さらに、国際民間機関の理事として職員
がどのように行われて
を 1 名派遣した。その他、要請を受けて、国際会議、国際研究集会、現地調査、招へい、
いるか。
現地指導、打ち合わせ等へ職員を派遣し、それぞれ延べ 48 名、31 名、16 名、13 名、16
名、18 名の総計 166 名の職員を専門家として派遣した。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第 43 回総会では、1.5℃提案に関する排出経路・
土地利用・土地劣化等を含む特別報告書の内容について議論した。また、IPCC 温室効果ガ
スインベントリに関する「方法論報告書」スコーピング会合では、「2006 年温室効果ガス
排出・吸収に係るインベントリ IPCC ガイドライン」の改訂作業に加わった。さらに、農業
分野の温室効果ガスに関するグローバル・リサーチ・アライアンス（GRA）理事会では、水
田研究グループの共同議長として出席した。研究グループ共同議長による準備会合におい
て、他の研究グループの共同議長とともに研究グループからの理事会への取りまとめの報
告内容を検討した。理事会本会議では、水田研究グループの活動を報告するとともに、我
が国の研究成果の紹介と他国研究者との連携について意見交換した。また、次期副議長国
として立候補している我が国の承認に関し、農水省職員を補助した。
生物多様性条約第 13 回締結国会議(COP13)では、農林水産業における生物多様性の主流
化に関する国際的議案内容について、日本国の意思決定のサポートを行った。
植物新品種保護国際同盟（UPOV）第 49 回観賞植物及び林木技術作業部会（TWO）、第 50
回野菜技術作業部会（TWV）、第 45 回農作物技術作業部会（TWA）では、技術指針及びテス
トガイドライン等の作成及び検討を行った。
国際土壌科学連合中間会議（IUSS）では、部会長として 2018 年の国際会議の議題及びシ
ンポジウムの内容を調整した。
農業モデルの相互比較と改良プロジェクト(AgMIP)では、共同リーダーとしてプロジェ
クトチームの将来方向に関する討議を主導し、今後の国際協力内容について確認した。
全ロシア植物保護研究所と「日露協力プラン」に含まれる連携協定覚書を締結し、今後、
植物保護、ウイルス学、菌類学及び植物の病害抵抗性の分野で研究活動の連携、協力を実
施することとした。
国際灌漑排水会議（ICID）の第 2 回世界灌漑フォーラムでは、サブテーマ２「洪水と渇
水に着目した気候的極端現象の管理」の報告者を担い、最終の会議宣言の作成に貢献した。
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また、第 67 回国際執行理事会では、洪水総合管理作業部会の副部会長と ICID ジャーナル
編集委員会の日本代表委員を務め、ICID の活動に大きく貢献した。ISO/TC282/SC1「下水
処理水のかんがい利用に関する規格化プロジェクト委員会（京都市及びイスラエル テル
アビブ市で開催）に出席し、日本国内で取りまとめた意見を当委員会で作成中のガイドラ
イン案に反映させ、案作成に貢献した。
「小麦イニシアティブ」(WI)に参加し、小麦品質と安全性に関する専門家作業グループ
（Expert Working Group）の議長として運営に貢献するとともに、フランス（パリ）で行
われた第１回会合で発表した。
国際原子力機関（IAEA）にプロジェクトコーディネーターとして協力し、ミャンマーで
行われた会合に参加した。
家畜防疫、動物検疫の円滑な実施に寄与するため、民 エ 動物用医薬品の製造における製造管理及び品質管理規程、動物用体外診断用医薬品の製
造における製造管理及び品質管理規程に基づき、平成 28 年 1～12 月に牛カンピロバクタ
間では供給困難であり、かつ、我が国の畜産振興上必要
ー病診断用蛍光標識抗体、ブルセラ病診断用菌液、ブルセラ補体結合反応用可溶性抗原、
不可欠な家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造
ヨーニン、ヨーネ病補体結合反応用抗原、鳥型ツベルクリン、ひな白痢急速診断用菌液、
及び配布を行う。
牛肺疫診断用アンチゲンの 8 種の血清類及び薬品を製造した。これらは、農林水産省動物
衛生課と連携し、都道府県の家畜伝染病予防事業、家畜改良センターの種畜検査及び動物
検疫所における検疫業務で使用する適正な品目及び使用予定量の把握に努め、欠品が生じ
ないよう製造時期の調整を行い対応した。
また、製品配布規程により、9 種類について 359 件、15,246mL を動物検疫所、家畜改良
センター、家畜保健衛生所、食肉衛生検査所、動物用医薬品販売業者他に有償配布した。
なお、平成 23 年に撲滅宣言された牛疫について、OIE/FAO において動物衛生研究部門
（以下、動物衛生部門）はアジア地域唯一の「牛疫ウイルス所持施設」として平成 27 年 5
月に認定され、平成 28 年 5 月に製造許可を取得し、引き続き牛疫のワクチン製造及びウ
イルスの所持を行っている。

エ

・外部精度管理用試料等 オ 外部精度管理用の試料を調製し、国内外の分析機関 オ 食品研究部門では、国際標準化機構（ISO）/国際電気標準会議（IEC）の国際規格 ISO/IEC
をどのように製造して
に配布するとともに、その分析結果を統計的に解析し
17025 及びガイド 34 に基づいて製造した GM 大豆検知用認証標準物質 39 セットを頒布し
いるか。どこに頒布し
て通知する。
た。また、国際原子力機関(IAEA)の研究・開発・訓練のための地域協力協定（RCA）プログ
ているか。
ラムの一環として主催した米粉及び有機化合物中の炭素、窒素安定同位体比分析の技能試
験に 4 カ国 20 研究室（日本 16、中国 1、シンガポール 2、マレーシア 1）が参加し、この
結果について統計的に解析して参加者に報告した。産業技術総合研究所と共同で ISO/IEC
17025 及びガイド 34 に基づいて製造した放射性セシウム分析用玄米粒認証標準物質を国
内に 34 本頒布した。このほか国際原子力機関（IAEA）に 2014 年に送付した玄米試料が、
標準物質として国際的に頒布が開始された。また、産総研との協力のもと、放射性セシウ
ムを含む玄米を用いた放射性セシウム分析技能試験を実施し、国内 76 機関の参加を得た。
この技能試験の結果を、統計的に解析した評価とともに、技能試験報告書としてまとめ、
参加者に配布した。

カ 放射線育種場において、研究開発法人、大学、民間企 カ 放射線育種場において、国立研究開発法人、公立試験研究機関、大学、民間企業・個人
からそれぞれ、24 件、7 件、60 件、23 件の照射依頼を受けた。
業等からの放射線照射依頼については、積極的に対応す
る。
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主務大臣による評価
評定

Ｂ

＜評定に至った理由＞
高い知識が必要とされる分析及び鑑定では、外部からの依頼に対して迅速に実施している。
各研修制度のもとで、外部機関から受講生を受け入れ、研究員の技術習得にも貢献している。国際的な課題へ適切に対応することを目的として、各種会議に職員を適宜派遣していることも、研究分野を活かした社会貢献の
ひとつと考えられる。評価指標（計画）に対して着実に業務遂行していることから、Ｂ評定とする。
＜今後の課題＞
引き続き、農研機構の専門性を生かした分析・鑑定・研修等の社会貢献に積極的に取り組むことを期待する。なお、現状では、農研機構 HP のトップページから分析・鑑定・研修の情報にアクセスすることができないので、
改善が必要である。
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