国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の
第４期中長期目標期間に係る業務の実績に関する評価書

財務省
農林水産省

様式２－２－１

国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価）

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

評価対象中長期
目標期間

中長期目標期間実績評価

第４期中長期目標期間

中長期目標期間

平成 28～令和２年度

２．評価の実施者に関する事項
主務大臣

農林水産大臣

法人所管部局

農林水産技術会議事務局

担当課、責任者

研究企画課長

郡

評価点検部局

大臣官房

担当課、責任者

広報評価課長

常葉

主務大臣

法人所管部局
評価点検部局

健次
光郎

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
国税庁課税部

担当課、責任者

大臣官房

担当課、責任者

総務課たばこ塩事業室長 古渡
酒税課長 郷 敦、鑑定企画官
文書課政策評価室長

伊藤

善幸
山脇

幹善

拓

３．評価の実施に関する事項
・令和３年６月 11 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審議会からの意見聴取）
・令和３年６月 28 日：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）
・令和３年７月 16 日：農林水産省国立研究開発法人審議会農業部会（第４期中長期目標期間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
本中長期期間当初に、国立研究開発法人農業生物資源研究所、国立研究開発法人農業環境技術研究所及び独立行政法人種苗管理センターと統合し、統合による相乗効果を発揮するために、従来の枠
組にとらわれない研究推進組織の見直しを行い、７専門研究所、３重点化研究センターの設置を中心に組織体制の整備を行っている。期間当初の取組の後も研究開発力の強化に向け、間断なく改革を
行い、産学連携に係る司令塔機能、知的財産権と国際標準化活動、農研機構の認知度向上に向けた活動を強化するため、平成 30 年 10 月に、連携広報部を産学連携室（平成 31 年 4 月には事業開発室と
改名）、知的財産部、広報部に改組した。さらに、農業 AI 研究及び農業データ連携基盤の構築・運営を担う組織として農業情報研究センターを新設し、質の高いデータに立脚した AI 研究推進、AI 研究
者の人材育成等に対応する体制を構築した。平成 31 年４月には企画戦略本部を設置して研究開発における司令塔機能を強化するとともに、令和元年 11 月に管理本部を設置し、管理業務の統一と効率
化を図り事業場単位のエリア管理体制を構築した。
本中長期期間中の中長期目標の制定、改正は以下のとおり
①平成 28 年３月２日 制定
②平成 30 年４月１日 農業機械化促進法の廃止及び機構法の改正による改正
③平成 31 年２月 28 日 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の改正による改正
④令和２年２月 28 日 「ムーンショット型研究開発制度」の制定に伴う改正
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様式２－２－２

国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価）

総合評定様式

１．全体の評定
評定
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，Ｄ）

Ａ：中長期目標期間を通じ、着実な業務の推進と顕著な研究開発成果の創出が認められる。

参考：見込評価

評定に至った理由

項目別評定では「Ⅰ 研究開発成果の最大化とその他の業務の質の向上に関する事項」の５項目でＳ評定、９項目でＡ評定、「Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項」の１項目
でＳ評定、「Ⅲ 財務内容の改善に関する事項」でＡ評定、「Ⅳ その他の業務運営に関する重要事項」の１項目でＡ評定であり、全体で５項目がＢ評定であったため、全体評
定はＡとなった。

Ａ

２．法人全体に対する評価
中長期目標期間を通じて、組織改革や業務の抜本的見直しを進めながら、全体として研究開発成果の最大化に向け顕著な成果が創出されており、今後の成果の創出が期待される。
研究業務においては、課題の重点化や研究進捗管理の強化等、効果的な研究マネジメントに取り組みながら、中長期計画に則した着実な研究の進捗が認められる。各研究セグメントでは、計画を上
回る成果や社会実装の顕著な実績が得られており、その中で、「生産現場の強化・経営力の強化」については、農業・食品分野での Society5.0 の早期実現に向けたスマート農業に係る研究開発と社会
実装を強力に推進したことが高く評価できる。
企画・連携推進業務においては、組織改革や業務の見直しを積極的に進め、理事長のマネジメント強化、行政部局との連携強化に取り組み、理事長裁量経費の増額等により重点課題の取組を強化し
ている。特に農業情報研究センターを核とした AI・ICT 研究の推進、民間企業からの資金提供型共同研究が大幅に増加したことは高く評価できる。
平成 28 年度の統合以降、組織一体の効果的なマネジメントにより、本部の司令塔機能の強化等、法人全体で研究成果の最大化を目指す体制が構築され、第５期中長期目標期間に向けて、さらなる成
果の創出が期待される。
３．項目別評価の主な課題、改善事項等
これまでに実施した組織改革により、組織一体型マネジメントや本部の司令塔機能の強化等、法人全体で研究成果の最大化を目指す体制が構築された。この体制の下、研究重点化の取組を着実に進
展させ、さらなる研究成果が創出されることを期待する。
第５期中長期目標の達成に向けては、農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」及び農林水産研究イノベーション戦略 2021 で主要分野として位置付けられた「スマート農業」「バイオ」
「環境」への対応を強化するとともに、先端技術のみならず、現場のニーズに則した様々な課題に対応した研究開発・現場実装の強化や、農業・食品分野での Society5.0 の早期実現と深化と浸透に向
けた産学官と農業現場の連携強化等を求める。また、新型コロナウイルス感染症によって生じた、持続可能な食料供給ニーズの高まり等の社会変化への対応を求める。
４．その他事項
研究開発に関する審
議会の主な意見

・目標設定においては、プロセス目標だけではなく、できる限り成果目標を掲げる点に配慮することを希望する。
・農業データ連携基盤（WAGRI）については、農機メーカーや IT ベンダー等における利用が進み、エンドユーザーである農業者へのさらなる波及効果を期待する。【Ⅰ－２ 異分
野融合・産学官連携によるイノベーション創出】
・標準作業手順書（SOP）の手段は有効である。大規模農業者だけでなく、小規模農業者への十分な普及に期待する。【Ⅰ－３ 地域農業研究のハブ機能の強化】
・知的財産、特に育成者権の海外管理強化は、第５期中期目標期間において、さらなる手立ての取組に期待する。【Ⅰ－５ 知的財産マネジメントの戦略的推進】
・スマート農業においては、収量や労働時間、コストだけではなく、環境への配慮も期待する。【Ⅰ－９（１） 生産現場の強化・経営力の強化】
・中山間地域においても、スマート農業の活用が進むことを期待する。【Ⅰ－９（１） 生産現場の強化・経営力の強化】
・フードバリューチェーンの各段階に当てはめられる技術を、品目や時期、土壌・気候等でクロス検索できるデータベースの構築を期待する。【Ⅰ－９（３）農産物・食品の高付
加価値化と安全・信頼の確保】
・研究成果をエンドユーザーである農業者に届けるためのもう一工夫を期待する。【Ⅰ－９（４）環境問題の解決・地域資源の活用】
・第４期中長期目標期間において組織体制を有機的に見直し、改革を進めた点は極めて高く評価できる。第４期で始動した組織やセンターの効果的な運用が進み、高度な研究成
果に結びつくこと、AI の本格導入が進展することを期待する。【Ⅱ－２ 統合による相乗効果の発揮】
・AI 人材について、最新技術のキャッチアップを意識した OJD を繰り返し実施することを期待する。【Ⅳ－２ 研究を支える人材の確保・育成】
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・研究による論文成果だけではなく、個別の業務を考慮し、モチベーションの維持のために研究管理や支援業務評価を行うことに期待する。【Ⅳ－２
育成】
監事の主な意見

（監事の意見については監事監査報告を参照）
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研究を支える人材の確保・

様式２－２－３ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定総括表様式
年度評価
中長期目標
Ⅰ

28 年度

29 年度

中長期目標期間評価

30 年度

元年度

A

２年度
自己

大臣

A

S

Ｓ

見込評価

期間実績評価
自己

大臣

A

S

Ｓ

項目別
調書№

備考

研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項
企画・連携推進業務
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

A重

A重

S重

S重

S重

S重

S重

Ⅰ-1

※

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

A重

S重

S重

S重

S重

S重

S重

Ⅰ-2

※

３地域農業研究のハブ機能の強化

A

A

A重

A重

A重

A重

A重

A重

A重

Ⅰ-3

※

４世界を視野に入れた研究推進の強化

A

A

A重

A重

A重

A重

A重

A重

A重

Ⅰ-4

※

５知的財産マネジメントの戦略的推進

B

A

B重

A重

S重

S重

A重

S重

S重

Ⅰ-5

※

６研究開発成果の社会実装の強化

B

B

A重

S重

S重

S重

S重

S重

S重

Ⅰ-6

※

７行政部局との連携強化

A

A

A重

A重

S重

S重

S重

S重

S重

Ⅰ-7

※

８専門研究分野を活かしたその他の社会貢献

B

B

B

B

A

A

B

B

Ａ

Ⅰ-8

※

（１）生産現場の強化・経営力の強化

B〇

B〇

B〇重

A〇重

A○重

A○重

A〇重

A〇重

A〇重

Ⅰ-9-(1)

※

（２）強い農業の実現と新産業の創出

B

A

B重

A重

A重

A重

A重

A重

A重

Ⅰ-9-(2)

※

（３）農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保

B

A

B重

A重

A重

A重

A重

A重

A重

Ⅰ-9-(3)

※

B〇

A〇

A〇重

A〇重

A○重

A○重

A〇重

A〇重

A〇重

Ⅰ-9-(4)

※

１０種苗管理業務の推進

B

B

B

B

A

A

B

B

B

Ⅰ-10

※

１１農業機械化の促進に関する業務の推進

B

A

B重

A重

A重

A重

A重

A重

A重

Ⅰ-11

※

１２生物系特定産業技術に関する基礎的研究の推進

A

A

A重

A重

A重

A重

A重

A重

A重

Ⅰ-12

※

１３民間研究に係る特例業務

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Ⅰ-13

※

１業務の効率化と経費の削減

B

B

B

B

B

Ｂ

B

B

B

Ⅱ-1

※

２統合による相乗効果の発揮

B

B

A

A

S

Ｓ

S

S

S

Ⅱ-2

※

B

B

A

A

S

Ｓ

A

A

Ａ

Ⅲ

※

１ガバナンスの強化

B

B

B

B

A

Ａ

B

B

B

IV-1

※

２研究を支える人材の確保・育成

B

B

B

A

A

Ａ

A

A

A

IV-2

※

３主務省令で定める業務運営に関する事項

B

B

B

B

B

Ｂ

B

B

B

IV-3

※

９農業研究業務の推進（試験及び研究並びに調査）

（４）環境問題の解決・地域資源の活用

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１：備考欄に※があるものは主務大臣が評価を行う最小単位

注２：評語の横に「〇」を付した項目は、重要度又は優先度を「高」と設定している項目。

注３：評語に下線を引いた項目は、困難度を「高」と設定している項目。

注４：評語の横に「重」を付した項目は、重点化の対象とした項目。
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様式２－２－４－１

国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価）

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―１～８

企画・連携推進業務

関連する政策・施策

農林水産研究基本計画

当該項目の重要度、難易度

当該事業実施係る根拠（個別法条文など）

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

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：

２．主要な経年データ

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）

①モニタリング指標

１

ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強化
（参考情報）当該年度
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

までの累積値等、必要

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

な情報
アドバイザリーボード等の設置数

17

18

17

16

14

予算額（千円）

4,783,903

6,480,131

12,349,076

21,645,543

27,577,651

開催数

13

17

14

7

9

決算額（千円）

5,785,146

6,514,192

12,311,190

21,614,621

25,850,477

経常費用（千円）

5,761,976

5,861,221

6,416,241

12,924,809

16,394,084

経常利益（千円）

△187,060

10,725

86,210

73,087

8,367,187

5,759,372

5,831,341

6,450,390

－

―

行政コスト(千円)

－

－

－

13,670,677

16,826,907

従業人員数（人）

360.9

376.4

401.6

500.3

拡大及び廃止等を行っ
研究課題の見直しの状況（％）

41

48

52

36

―*

た課題の割合
*第 5 期に向けて全面見直しし
たため計算しない。
*受託収入（国、独法、大学、地方公共

*外部資金の獲得状況

件数

402

442

**292

284

313

団体、民間）の件数及び金額。ただし
受託出張及び共同研究収入は除く。
**イノベーション創出強化推進事業

行政サービス実施
コスト（千円）

(H30：75 件 486,014 千円)、「知」の
集積事業(H30：3 件 35,943 千円)、経

金額（千円）

4,343,246

4,829,081

**3,870,624

3,093,420

3,041,664

営体プロ(H30：38 件 479,644 千円)は
H30 から農研勘定の運営費交付金で配
分されたため除外。（含めた場合は
408 件 4,872,226 千円）

収集した現場ニーズに対する課題化
の状況（対応率％）

２

9

3

2

１

0

異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出
（参考情報）当該年度
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 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

86

106

118

72

75

他機関との連携実施数 人事交流

4

４

1

0

0

5

570.7

連携・協力協定締結数
外部資金

3

5

4

5

5

応募数

21

9

17

20

28

獲得数

4

5

8

7

9

70

111

147

198

210

215,835

262,414

310,911

419,695

595,990

資金提供型共同研究件数
民間企業等からの資金獲得額（千円）
３

地域農業研究のハブ機能の強化

（参考情報）当該年度
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 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
連携会議の開催数（回）

146

134

144

104

96*

他機関主催会議への参加回数（回）

165

187

267

281

175*

5

4

5

2

2

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）
４

*オンラインの開催を含
む
*オンラインの出席を含
む
産学連携連絡会議の開催
回数

世界を視野に入れた研究推進の強化

（参考情報）当該年度
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

までの累積値等、必要
な情報

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）

9

14

11

10

4*

国際会議等参加数（人）

636

653

599

675

331*

国際学会等での成果発表数（件）

467

397

418

309

67*

9

10

3

2

7

64

63

54

28

25

16

16

16

24

23

250.4

235.9

239.1

409.1

377.1

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）

*オンラインによる開催
*オンラインの出席者
*オンラインによる成果
発表数

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

エフォートは 4 月 1 日現
在
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研究成果の創出状況（国際的な水準

1,806.0

1,177.2

1,542.2

1402.0

1744.1

（）は論文数 前年の IF

に見込まれる研究成果）IF 積算値

（637）

(446)

(543)

(485)

(607)

値で算出した。

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

特許の実施許諾件数

831

866

827

814

809

実施許諾された特許件数

470

451

432

423

434

1,626

1,949

1,955

1,959

1,980

519

561

568

569

584

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

広報誌等の発行数

112

139

119

124

59

研究報告書等の刊行数

25

28

38

22

6

技術相談件

2,135

1,389

1,402

1,080

722

見学件数

5,813

6,009

5,434

5,183

332*

見学者数

36,491

36,448

36,155

36,815

3,905

97

127

111

99

43*

44,892

52,178

28,714

29,044

10,493*

1

1

1

1

1

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

31

27

25

49

18

378

459

602

574

575

9

16

13

13

4*

1,259

1,967

1,747

2,996

70*

12

5

7

8

9

５

知的財産マネジメントの戦略的推進

品種の利用許諾件数
利用許諾された品種件数
６

（参考情報）当該年度まで
の累積値等、必要な情報

研究開発成果の社会実装の強化

シンポジウム、講演会、一般公開等の
開催数
参加者数
研究開発成果と社会貢献の実績の公
表実績
７

（参考情報）当該年度まで
の累積値等、必要な情報

*オンラインを含む

*オンラインの開催を含
む
*オンラインの参加を含
む

行政部局との連携強化

行政部局との連携会議開催状況
行政等の要請による委員会等への専
門家派遣数
シンポジウム等の共同開催数
参加人数
災害時支援及び緊急防疫活動等の取組
状況

対応件数

（参考情報）当該年度まで
の累積値等、必要な情報

*オンラインの開催を含
む
*オンラインの参加を含
む
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防災訓練及び研修等に関する取組状況

14

31

19

12

22

2,524

2,469

2,159

754

1,336

100

113

126

161

190

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

547

599

659

768

740

(3,187)

(4,245)

(3,592)

(5,008)

(4,853)

84

84

115

83

(7,684)

(61,352)

(7,345)

(3,484)

57
(2,771)

3,765

3,554

2,786

3,059

1,426

うち依頼研究員等（人）

85

86

91

70

49

うち技術講習等（人）

384

402

290

329

167

うちインターンシップ等（人）

163

167

179

195

76

うち農業技術研修（人）

43

39

38

124

30

うち短期集合研修（人）

109

99

93

0

0

うち農村工学技術研修（人）

857

885

640

363

204

うち家畜衛生研修（人）

523

552

553

514

27

1,601

1,324

902

1,464

873

359

392

410

261

241

166

231

183

176

13*

開催件数
参加人数
研究成果の行政施策での活用状況
活用件数
８

専門研究分野を活かしたその他の社会貢献

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

うちその他（人）
家畜及び家きん専用の血清類及び薬
品の配布件数
国際機関等への専門家の派遣件数

（参考情報）当該年度まで
の累積値等、必要な情報

（）：例数
（）：点数

生産者等を対象とした
研修会等への参加者数

*オンラインによる派遣

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

＜企画・連携推進業務＞

同左

１

ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強化 （Ⅰ－１を参照）

２

異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出

（Ⅰ－２を参照）

３

地域農業研究のハブ機能の強化

（Ⅰ－３を参照）

４

世界を視野に入れた研究推進の強化

（Ⅰ－４を参照）

５

知的財産マネジメントの戦略的推進

（Ⅰ－５を参照）

６

研究開発成果の社会実装の強化

（Ⅰ－６を参照）

７

行政部局との連携強化

（Ⅰ－７を参照）
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８

専門研究分野を活かしたその他の社会貢献

（Ⅰ－８を参照）

評価軸・評価の視点及び評価指標等
本項目の評定は、中項目Ⅰ－１～８の評定結果の Ⅰ－１～８を参照。

法人の業務実績・自己評価

中長期計画

法人の業務実績等
Ⅰ－１～８を参照。

自己評価
評定：S

積み上げにより行うものとする。その際、各中項目
につき S：4 点、Ａ：3 点、Ｂ：2 点、Ｃ：1 点、

根拠：

Ｄ：0 点の区分により中項目の評定結果を点数化し

８項目のうち、S 評定が５項目、A 評定が２項目、Ｂ評定

た上で、8 中項目の平均点を算出し、下記の基準に

が１項目であり、項目別判定基準に基づき S 評定とする。

より項目別評定とする。
S：

3.5

≦ ８中項目の平均点

＜課題と対応＞

A：

2.5

≦ ８中項目の平均点 ＜ 3.5

Ⅰ－１～８を参照。

B：

1.5

≦ ８中項目の平均点 ＜ 2.5

C：

0.5

≦ ８中項目の平均点 ＜ 1.5

D： ８中項目の平均点 ＜ 0.5

主務大臣による評価（見込評価）
評定 Ａ
＜評定に至った理由＞
８中項目のうち、Ｓ評定が４項目、Ａ評定が３項目、Ｂ評定が１項目であり、項目別評定基準に基づきＡ評定とする。
＜今後の課題＞
Ⅰ－１～８を参照。
主務大臣による評価（期間実績評価）
評定 Ｓ
＜評定に至った理由＞
８項目のうち、Ｓ評定が５項目、Ａ評定が３項目であり、項目別判定基準に基づきＳ評定とする。
＜今後の課題＞
Ⅰ－１～８を参照。
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様式２－２－４－１

国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価）

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

関連する政策・施策

農林水産研究基本計画

当該項目の重要度、難易度

当該事業実施係る根拠（個別法条文など）

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

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：

２―① モニタリング指標
28 年度
アドバイザリーボード等の

設置数
開催数

研究課題の見直しの状況（％）

＊

外部資金の獲得状況

件数

30 年度

元年度

2 年度

17

18

17

16

14

13

17

14

7

9

41

48

52

36

―*

402

442

292

284

313

**

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

拡大及び廃止等を行った課題の割合
*第 5 期に向けて全面見直ししたため計算しない。
*受託収入（国、独法、大学、地方公共団体、民間）の件数及び金額。ただし受託
出張及び共同研究収入は除く。
**イノベーション創出強化推進事業(H30：75 件 486,014 千円)、「知」の集積事

金額（千円）

収集した現場ニーズに対する課題化の状況（対応
率％）

29 年度

4,343,246

4,829,081

9

3

**

3,870,624

3,093,420

3,041,664

2

1

0

業(H30：3 件 35,943 千円)、経営体プロ(H30：38 件 479,644 千円)は H30 から農
研勘定の運営費交付金で配分されたため除外。（含めた場合は 408 件 4,872,226
千円）

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
評価軸・評価の視点及び評価指標等
（１）ニーズに即した研究の戦略的展開
○農業者の関与強化など農業や食品産業等の現場や政策ニーズに即した研究推進を強化する仕組み・体制が適切に構築・運用されているか。
＜評価指標＞
・研究推進において、農業や食品産業等の現場や政策ニーズを機動的に反映させるための仕組み・体制が整備され、運用されているか。
・評価結果に基づく「選択と集中」により、研究課題の見直しが行われているか。
（２）法人一体の評価と資源配分
○法人全体を俯瞰した評価が行われ、研究課題の変更や中止、予算・人員等の資源配分に反映するシステムが構築・運用されているか。
＜評価指標＞
・法人全体を俯瞰した評価を行い、その評価に基づく予算・人員等の資源を的確に配分するシステムが構築・運用されているか。
中長期目標
（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 ア
題の設定に当たっては、農業や食品産業

法人の業務実績・自己評価

中長期計画

法人の業務実績等
（１）ニーズに直結した研究の戦略的展開

研究課題の設定を行う場合には、農業や食品産業等の ア ○研究課題の設定について
現場や政策ニーズを起点として、具体的成果につながる

10

自己評価
＜評定と根拠＞
評定： S

等の現場や政策ニーズを起点とし、具体

ようバックキャストアプローチを行う。研究課題の進捗 ・地域農業研究センターの地域アドバイザリーボードや、地域の農業者との 根拠：

的成果につながるようバックキャスト

管理は、研究に先立って各年度の具体的な達成目標を記

意見交換（例

アプローチを行う。また、研究課題の進

載した工程表を作成し、これに基づいて行う。研究課題

進ツアー等を通じて、農業現場関係者からのニーズの掘り起こしを行い、 に達成した。特に以下の項目においては、中

捗管理のため、法人一体として工程表を

の評価は、中長期計画の達成状況を基に、農林水産大臣

政策ニーズを起点とした社会実装の場面を設定して技術開発の具体的な数 長期目標を著しく大きく上回る顕著な成果

作成し、その活用を図る。研究課題の評

が設定する評価軸・評価指標等に照らして、外部の専門

値目標や目標達成時期を定め、バックキャストアプローチで課題を設定し が得られた。

価は外部有識者等を活用し、成果のユー

家・有識者等を活用して適正かつ厳正に実施する。また、

た。

ザーの意見も踏まえ、自ら厳格に実施す

評価結果等に基づく「選択と集中」を徹底し、社会経済 ・ 第 5 期中長期計画では、政策ニーズと農研機構の果たすべき役割を明確に ・ 工程表を発展させ、必要とされる技術ス

る。評価結果に基づく「選択と集中」を

的ニーズや政策的ニーズの変化、研究成果のユーザーの

し、農業・食品分野における Society5.0 の深化と浸透を目指してバックキ

ペックからバックキャストアプローチに

徹底し、研究の進捗状況、社会情勢の変

意見等に機動的かつ戦略的に対応できるように研究課題

ャストアプローチによる課題設定を行った。

よりロードマップを作成して技術開発の

化、ユーザーの意見等に応じ機動的に研

を見直し、強化、変更や中止が可能となる仕組みを構築

究課題の見直しを行うとともに、社会実

し、適切に運用する。

装の可能性が低下した研究課題は変更

中央農業研究センター興農会）、所長キャラバン、連携推

中長期計画を支障なく遂行し、目標を充分

（１）ニーズに直結した研究の戦略的展開

目標スペック及び実用化時期を明確化す
○研究課題の進捗管理について

るとともに、PD 会議により実効性のある

・ 期首に中長期目標期間における研究課題の工程表をブレイクダウンしたロ

研究の進捗管理を実施した。

や中止を行う。

ードマップを作成し、毎年度当初に開催する設計会議で、課題を見直す仕 ・ 農業・食品分野における Soceity5.0 の早

農業や食品産業等の現場で活用される

組みを構築した。

期達成に向けた重点 6 課題を提示し、横

技術の創出を図るため、研究推進におけ

・ 中間年の平成 30 年度に、農業・食品分野における Soceity5.0 の早期達成

串プロジェクト、スマート農業実証プロ

る農業者や実需者、普及組織等の関与を

に向けて、全ての研究課題のロードマップを見直し、開発技術の目標スペ

ジェクト、九沖 SFC プロジェクト等によ

強化する仕組みを構築・運用する。また、

ック及び実用化時期を明確にした出口戦略を策定した。

る戦略に基づいた研究の「選択と集中」を

現場ニーズに係る情報を定期的に収集

・ 役員と大課題推進責任者（PD)が出席する「PD 会議」を毎月開催し、月

実施した。

し、機動的に課題化する体制を構築す

報に基づいた課題の進捗管理と成果の検討を行った。役員及び PD による ・ 「中課題検討会等での課題検討方針」を

る。さらに、民間企業を含む国内外の研

課題推進のマネジメントを強化し、課題間連携や機構内組織と研究所等と

定め、社会情勢の変化や社会実装への道

究開発情報を積極的に収集し、研究管理

の連携がより実効性を持つ体制を整え、課題の重点化と成果の社会実装の

筋等の視点から機動的に研究課題を見直

に活用する。

加速につなげた。 最終年度は、新型コロナウイルス流行下における到達度

した。

に応じて機動的な進捗管理を行い、確実な目標達成に取り組んだ。

・ 新たに NARO 開発戦略センターを設置
し、国内外の研究開発動向やニーズ等の

○課題の評価について

調査を行う体制を構築したとともに、戦

・業務及び研究セグメントごとに外部の専門家・有識者による農研機構評価

略立案、研究課題推進機能を強化した。

委員会を設置した。平成 30 年度からは農業情報研究についても評価委員会 （２）法人一体の評価と資源配分
を設置し、中長期計画の達成状況に反映される研究成果だけでなく研究マ ・ セグメント単位の評価に加え、中長期目
ネジメントについても、外部評価を参考に評価軸・評価指標に照らし適正・

標達成の加速のために強化した農業情報

厳正な評価を実施した。

研究についても評価委員会を設置し、強
化の妥当性や方向も含めて厳正な評価を

○研究課題の選択と集中について

実施した。

・ 「中課題検討会等での課題検討方針」を定め、社会情勢の変化や社会実装 （３）研究資金の効果的活用と外部資金の獲
への道筋等の視点から研究課題を見直し、発展が期待される研究課題の拡 得
大、重複や情勢変化による重要性の低下がみられる課題の縮小、中止等の措 ・ 理事長裁量経費を増額（第 4 期期首（平
置を年度ごとに実施し、４期中に５つの中課題を整理・統合し２つの中課題

成 28 年度）1 憶円→5 年目（令和 2 年度）

に見直した。

18 億円）する等、理事長が裁量を発揮し、

・ 平成 30 年に農業・食品分野における Soceity5.0 の早期達成のための重点
6 課題を提示し、農研機構全体で取り組んだ。
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効果的に研究資源を活用できるよう予算
配分を見直した。

・ 目的基礎研究制度を一本化して

「NARO イノベーション創造プログラ ・ 農研機構一体となった戦略的課題設定に

ム(N.I.P.)」を令和元年度から開始し、高額予算枠（予算上限 10 百万円/年

より、府省連携型プロジェクトを高い採

または 5 百万円/年）の設置や理事長の直接的なマネジメントの強化など、

択率で獲得した。

より強力に基礎・基盤的な研究を推し進める制度とした。課題の継続をステ
ージゲートで判断するとともに新規課題の採択も行い、優れた課題に理事 ＜課題と対応＞
長表彰を行った。

（２）法人一体の評価と資源配分

・ セグメント間で共通する課題を連携・集約する「横串プロジェクト」の仕 第 4 期に実施した評価プロセスを検証し、新
組みを構築するとともに、「スマート農業実証プロジェクト（「スマート農 たな中長期目標・中長期計画における業務体
業技術の開発・実証プロジェクト」及び「スマート農業加速化実証プロジェ 制及び評価軸に対応した評価システムを構
クト」をまとめたプロジェクト名、略称「スマ農プロ」）」「九州沖縄経済 築する。
圏スマートフードチェーン（九沖 SFC）プロジェクト」を重点プロジェクト
と位置付け、厳正な進捗管理により「選択と集中」を強化し、研究開発の加
速に農研機構の総力を挙げて取り組んだ。
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 イ ・地域農業研究センターの地域アドバイザリーボードを分野ごとに設置
から構成されるアドバイザリーボードを新設し、その助

し、現場ニーズ等に基づいた助言を課題化につなげた。また、得られた助言

言を研究開発や成果普及の促進、ニーズの掘り起こし等

を農研機構全体で共有するとともに、農研機構の開発成果を積極的に発信

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

する場として活用した。

する。また、農業技術コミュニケーターを新設し、都道 ・ 地域農業研究センターに農業技術コミュニケーターを配置・増員して生産
府県の農業革新支援専門員や農業者等との情報・意見交

現場への技術移転体制を強化するとともに、令和元年 11 月から一部をスマ

換を通じて地域の現場ニーズの把握や問題点の抽出、共

ート農業コーディネーターとして再配置し、スマート農業技術の普及指導

同研究の組み立て等を強化する。

体制を構築した。
・全国農業関係試験研究場所長会や地域アドバイザリーボード委員等を対象
にニーズ調査を実施し、標準作業手順書（SOP）や技術相談等に関する要望
を受けて、農業技術コミュニケーターが開発者と現場の橋渡しを担った。
・ 開発成果に関するフォーラムを地域ごとに開催し、生産現場との意見交換
の機会を増やし、現場ニーズの把握、問題点の抽出、共同研究の検討に活用
した。地域マッチングフォーラム、スマート農業マッチングミーティング、
アグリビジネス創出フェア、農業技術革新・連携フォーラム、 連携推進ツ
アー、出前技術指導、興農会等を通じて、研究成果の紹介と併せて農業現場
との意見交換を実施した。これらは重点普及成果紹介の場として、双方向の
コミュニケーションと普及促進にも活用した。
・茶品種「せいめい」や柿品種「太秋」については、輸出に向けて加工・物流
に関する課題への取組を開始した。
・グルテンフリー米粉用の「ミズホチカラ」の普及に加えて、新品種の「笑み
たわわ」の産地拡大に呼応した商品開拓として、100％米粉パン、製粉メー
カー・製パンメーカーによる商品化、給食への試用等に取り組んだ。

ウ 食農ビジネス推進センターを新設し、食品産業（製造・ ウ ・食農ビジネス推進センターを新設して、食品産業等のニーズ収集を行う
加工・流通業や中食・外食業も含む）ニーズや消費者ニ

とともに、マーケットイン型の研究開発を推進した。プロジェクトプラン
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ーズ等の情報収集と分析を実施し、内部研究組織が行う

ナーをビジネスコーディネーターとして再配備し、社会実装に直結する民

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

間企業との資金提供型共同研究テーマの発掘を加速した。令和 2 年７月に

る。

食農ビジネス推進センターを本部事業開発室に統合して、民間企業との連
携強化のための司令塔機能を強化した。令和２年度（３月末契約実績）の
資⾦提供型共同研究 258 件 （R1 年度 203 件）、⼤型の受託研究を加えた
資⾦提供額 6.31 億円（R1 年度 5.42 億円）、有償技術相談 27 件（R1 年
度 9 件）、提供資金額 22.0 百万円（R1 年度 8.9 百万円）で、民間から獲
得した資金の件数と額は大幅に増加した。
・産学連携室を事業開発室に改称（平成 31 年 4 月）し、民間企業、行政、生
産者、農業法人に対する成果普及の活動にシナジー効果を発現させて、農
業界と産業界との連携を強化する司令塔とした。令和元年 11 月には、地域
農業研究センター地域戦略部に事業化推進室を設置し、ビジネスコーディ
ネーター、農業技術コミュニケーター、産学連携コーディネーターの連携
を強化した。

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 エ
し、研究管理に活用する。

・企画調整部に研究戦略課を新設し、国内外の研究開発情報を集約する

研究戦略チームを設置した。
・平成 31 年 4 月には、国内外の研究開発動向の調査、分析を強化するため、
研究戦略チームを廃止して輸出等農研機構の研究展開の戦略に資する情報
収集と分析を行う NARO 開発戦略センターを設置し、研究開発や社会実装
の加速化等に資する開発戦略策定のための提言を理事長に行った。

（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

（２）法人一体の評価と資源配分

法人全体を一体とする評価体制を整備・拡充して PDCA ○評価の体制について

農研機構がその役割を遂行するに当た サイクルを強化する。具体的には、評価業務を一元的に扱 ・ 評価室を設置し、研究開発成果の最大化に関する事項、業務運営の効率化
り、限られた予算、人員等を法人全体で い評価に関する企画及び運営を効率的に行うために、新た
有効に活用し、最大限の成果を得ること に評価室を設置する。研究については、研究の柱（セグメ
が重要である。このため、法人全体を俯 ント）、研究課題のそれぞれの階層で評価することとし、

に関する事項、財務内容の改善に関する事項、その他運営業務に関する重
要事項について一元的に評価する体制を構築した。この体制で、農研機構
の強み・弱みを的確に把握し、PDCA サイクルを強化した。

瞰して厳格な評価を行い、予算・人員等 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、 ・ 中課題検討会（中課題の評価）、セグメント検討会（大課題・セグメント
の資源を的確に配分するシステムを構 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
築・運用するなど PDCA サイクルを強 ステムを構築する。さらに、従来は法人単位で行っていた
化し運用する。なお、当該評価は、別途 外部の専門家・有識者等による評価委員会については、セ

定める評価軸及び指標等に基づき行う。 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

の評価）、評価・戦略会議（機構内評価）、評価委員会（機構内評価の妥
当性検討）を開催して各段階で評価の対象を明確にし、自己評価を行って
おり、最終年度まで適切に評価を行った。令和 2 年度は、新型コロナウイ
ルス感染症対策と適正な評価の両立のためウェブ会議を併用した。

ならず業務運営全般を適正かつ厳正に評価する。また、国 ・ 研究セグメント単位の評価委員会を設置するとともに企画・連携推進業務
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、

評価委員会を設置し、法人としての運営を評価する体制とした。また、平

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

成 30 年には、新たに取り組む「農業情報研究」の評価委員会を設置し、農

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

研機構全体の ICT 活用について厳正な評価を行った。

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 ○国際的な観点からの評価について
度計画に反映して、業務の更なる改善・改革に活用する。
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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 ・ 生物機能利用、畜産、病害虫、農村工学、環境変動、果樹、農業機械の７
る。これら反映状況については、ウェブサイトで公表する。

分野について、海外の大学や研究機関より分野を代表する専門家を招聘し、
農研機構の研究について国際的な水準に即した評価を行った。
課題の見直しやロードマップの修正を行うとともに、
・ 得られた助言により、
次期中長期計画策定に反映した。
○評価結果の活用について
・ 交付金の配分に前年度評価を反映させ、評価値に応じて大課題研究推進費
の増減を行った。
・ 評価の過程で出てきた問題点等を次年度計画に反映するとともに、人員・
予算の効果的投入につなげた。
・ 主務大臣の評価結果は、業務運営に反映し、反映状況を毎年度ウェブサイ
トで公表した。

また、高度分析機器等の相互利用など運 （３）研究資金の効果的活用と外部資金の獲得
営費交付金を効果的に活用するととも

（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 ○運営費交付金の活用について

に、中長期目標に即した研究開発の一層 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 ・ 研究推進担当理事が担当するセグメントにおける大課題等推進費の配分
の推進を図るため、外部資金の獲得に積 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
極的に取り組み、研究資金の効率的活用 発揮できる体制とする。外部研究資金の獲得については、
に努める。

理事のマネジメントによる PDCA サイクルの強化を行った。

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 ・研究組織が一体となって府省連携型プロジェクトの戦略的課題設定と積極

主務大臣による評価結果等については センティブが働くように取り組む。
確実に業務運営に反映させる。

を決定する体制にするとともに、 前年度の評価に基づく配分枠を拡大し、

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

的な提案を行い、ムーンショット型研究開発事業等の大型外部資金を着実
に獲得した。

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。 ・理事長のリーダーシップのもと、より戦略的な予算配分を可能とするため、
理事長裁量経費を増額した（第 4 期期首（平成 28 年度）1 憶円→4 年目（令
和元年度）17 憶円、5 年目（令和 2 年度）18 億円）。
・年度予算執行状況を定期的に把握し、全体を俯瞰して適切な配分見直しを
行うことで、新型コロナウイルス流行のような予想困難な事態においても、
理事長の裁量で機動的に予算の再配分を行うことを可能とした。
・平成 28 年度に研究活動分析システムを導入し、研究資金（大課題等推進
費）の執行状況を理事や PD が把握できるようにした。
○外部資金の獲得について
・ 外部資金獲得のための環境整備を図る観点から、外部資金獲得額に応じた
「外部資金獲得促進費」を、各研究センター等に配分した。
・平成 31 年 4 月にプロジェクト獲得推進室を新設して外部資金獲得に向け
たセミナーの開催や公募書類作成の支援を行うとともに、 外部資金獲得を
研究業績評価や昇格審査で適切に評価し、獲得のインセンティブの向上に
努めた。
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○機器の共用について
・ 平成 28 年度に共用性の高い高精度な分析・解析機器を集約して高度解析
センターを設置した。
・ 平成 30 年度にタンパク質結晶化分注システム、令和元年度に液体ヘリウ
ム再凝縮装置を優先的に整備し、機械共同利用及び解析支援制度により法
人内での共用を推進するとともに（共同利用 523 件、解析支援 388 件）、
法人外からの有償依頼分析や共同研究に積極的に取り組んだ（有償依頼分
析 35 件、資金提供型共同研究 19 件、資金分担型共同研究 38 件）。
・高精度分析機器の整備は研究資源集約化委員会において機構内の機器整備
を一括審議する体制で検討し、民間との共同研究による資金獲得につなが
る核磁気共鳴装置（NMR）等の先端的機器の整備を優先的に進めた。さら
に、官民研究開発投資プログラム（PRISM）等の大型外部資金を獲得して、
分析の遠隔化・自動化に向けた整備を開始した。

主務大臣による評価（見込評価）
評定 Ｓ
＜評定に至った理由＞
ニーズに直結した戦略的展開については、工程表を発展させ、必要とされる技術からバックキャストアプローチによりロードマップを作成して技術開発の目標及び社会実装に至る道筋を明確化するととも
に、大課題推進責任者会議により実効性のある研究の進捗管理を実施している。強力なトップマネジメントの下で、組織目標とする「Society5.0」の早期実現を目指して重点６課題を設定し、「選択と集
中」による研究課題の管理を積極的に推進している。理事長裁量経費により、重点的に実施すべき課題について、研究拠点、セグメント、大課題をまたいで一体的に推進する「横串プロ」として連携強化と
予算重点化を推進し（令和元年度）、また、将来のイノベーションにつながる基礎・基盤的な研究開発制度として高額予算額も含む「NARO イノベーション創造プログラム」を新設する（令和元年度）など、
重点課題の連携強化や将来のイノベーションにつながる技術シーズの強化が図られている。スマート農業の生産現場での実証推進のため、スマート農業実証事業推進室の設置（令和元年度）、スマート農業
コーディネーターの増員等により実証プロジェクトの成果の実用化やマッチング等のスマート農業技術の横展開を図る取組を着実に推進している。新たに NARO 開発戦略センターを設置し、国内外の研究開
発動向やニーズ等の調査を行う体制を構築し、研究展開に資する情報収集と分析を行っている。
法人一体の評価と資源配分については、中課題別、セグメント別の評価を着実に実施し、研究課題の拡大・縮小等の研究課題の管理を図っている。また、平成 30 年度から農業情報研究センター、本部産
学連携室、知的財産部を新設し、スマート農業やデータ連携基盤構築の加速化、研究成果の社会実装及び知的財産マネジメントの強化に取り組んでいる。
研究資金の効果的活用においても、理事長裁量経費を大幅に増額するとともに、大課題等推進費に理事長査定枠を導入し、加速すべき分野に重点配分している。また、外部資金獲得に向けた支援体制の整
備により第２期 SIP 等の大型予算も獲得している。施設の維持管理については、これらの予算を管理本部の管理に移行させ、予算配分・執行の全体の最適化を図っている。
特に、理事長のマネジメント強化による「選択と集中」による研究課題の積極的管理や基礎・基盤的な研究開発の強化等、ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強化に特に顕著な進展が認めら
れ、将来の成果の創出も大いに期待されることから、Ｓ評定とする。
＜今後の課題＞
中長期計画の集大成及び次期中長期計画の策定に向け、引き続き PDCA サイクルの強化・運用及び研究資源（予算・人員）の重点化等を機動的かつ効果的に取り組みながら、スマート農業を始めとする重
点分野の推進体制強化や国内外のニーズ・研究開発動向の把握にも努め、我が国農業を先導する研究機関として、更なる研究の展開を期待する。
主務大臣による評価（期間実績評価）
評定 Ｓ
＜評定に至った理由＞
ニーズに直結した研究の戦略的展開については、研究課題の進捗管理のための工程表を発展させ、必要とされる技術からバックキャストアプローチによりロードマップを作成、技術開発の目標及び社会実
装に至る道筋を明確化するとともに、大課題推進責任者会議により実効性を持つ体制を整え、課題の重点化と成果の社会実装の加速につなげている。組織全体で Society5.0 の早期実現を目指し、工程表を
ブレイクダウンしたロードマップを作成、適宜見直しを行い、開発技術の目標及び実用時期を明確にした出口戦略の策定により、重点６課題を設定している。研究拠点、セグメント、大課題をまたいで一体
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的に推進する「横串プロジェクト」の仕組を構築、また、スマート農業に関する全課題の進行管理を行えるよう、プロジェクトを「スマート農業実証プロジェクト（スマ農プロ）」にまとめるとともに、将
来のイノベーションにつながる基礎・基盤的な研究開発制度として高額予算額も含む「NARO イノベーション創造プログラム」を新設するなど、課題間の連携強化や技術シーズの強化を図りつつ、「選択と集
中」による研究課題の管理を積極的に推進している。また、マーケットイン型研究開発においては、中長期計画の食農ビジネス推進センターを発展させ、本部事業開発室に統合し、民間企業との連携強化の
ための司令塔機能を強化した。さらに NARO 開発戦略センターを設置し、国内外の研究開発動向やニーズ等の調査を行う体制を構築して研究展開に資する情報収集と分析を行っている。
法人一体の評価と資源配分については、中課題別、セグメント別の評価を着実に実施し、研究課題の拡大・縮小等の研究課題の管理を図っている。また、AI・農業情報研究の強化に対応し、平成 30 年度
から農業情報研究評価委員会を設置し、農研機構全体の ICT 活用について、強化の妥当性や方向も含めて厳正な評価を実施している。
研究資金の効果的活用と外部資金の獲得については、理事長裁量経費を大幅に増額（平成 28 年度１億円→令和２年度 18 億円）するとともに、大課題等推進費に理事長査定枠を導入し、加速すべき分野に
重点配分している。研究資金の効果的な活用については、先端機器の整備を優先的に進め、民間との共同研究による資金獲得につながるよう取り組んでいる。
以上のように、理事長のマネジメント強化による「選択と集中」による研究課題の積極的管理や基礎・基盤的な研究開発の強化等、ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強化に特に顕著な進展
が認められ、将来の成果の創出も大いに期待されることから、Ｓ評定とする。
＜今後の課題＞
第５期中長期計画の達成に向け、引き続き PDCA サイクルの強化・運用及び研究資源（予算・人員）の重点化等を機動的かつ効果的に取り組みながら、重点分野の推進体制強化や国内外のニーズ・研究開
発動向の把握にも努め、我が国農業を先導する研究機関として、更なる研究の展開を期待する。
＜その他事項＞
（審議会の意見）
・WAGRI については、農機メーカーや IT ベンダー等における利用が進み、エンドユーザーである農業者へのさらなる波及効果を期待する。
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様式２－２－４－１

国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価）

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：

２―① モニタリング指標
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

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

106

118

72

75

4

４

1

0

0

3

5

４

5

5

応募数

21

9

17

20

28

獲得数

4

5

8

7

9

70

111

147

198

210

215,835

262,414

310,911

419,695

595,990

人事交流

連携・協力協定締結数
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

（千円）

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
評価軸・評価の視点及び評価指標等
（１）異分野融合研究の強化
○府省、研究分野、業種等の枠を超えた研究体制を構築するためのマネジメントが適切に実施されているか。
＜評価指標＞
・府省、研究分野、業種等の枠を超えた共同研究や、事業者等と連携を推進するためのマネジメントが行われているか。
○農林水産省が行う「『知』の集積と活用の場」を活用した取組が適切に実施されているか。
＜評価指標＞
・「『知』の集積と活用の場」を活用し、開発技術の普及促進・技術移転が進められているか。
（２）産学官連携の戦略的推進
○法人全体で産学官連携を推進する体制が適切に構築・運用されているか。
＜評価指標＞
・民間企業など外部機関と交流を図り産学官連携を推進する体制が整備され、運用されているか。
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（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

中長期目標
（１）異分野融合研究の強化

法人の業務実績・自己評価

中長期計画
（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 ア

法人の業務実績等
（１）異分野融合研究の強化

自己評価
＜評定と根拠＞

作物開発研究、スマート農業研究、農業環境研究の分 ア・第 4 期当初に統合した法人の組織を融合させた重点化研究センターとし 評定：S

究や、その研究開発成果の商品化・事業

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、
「次世代作物開発研究センター」、
「農業技術革新工学研究センター」、

化に取り組む事業者等との連携により、

て新たな重点化研究センターを設け、これらを各分野の

「農業環境変動研究センター」を設置するとともに、 平成 30 年 10 月に 根拠：

革新的な技術シーズを生み出すととも

ハブとして、府省や業種の枠を超えた外部の研究機関、

は、AI やビッグデータを活用した農業情報研究の中核として農業情報研

に、新たな市場を切り拓く「イノベーシ

民間企業等との連携の下、研究開発を推進する。

究センターを新設した。作物品種開発、スマート農業技術、環境変動対応、 に達成した。特に以下の項⽬においては、中

中⻑期計画を⽀障なく遂⾏し、⽬標を充分

ョン」の創出が期待されている。このた

農業情報利用の研究をこれらの研究センターが中核となって機構内連携 ⻑期⽬標を著しく⼤きく上回る顕著な成果

め、特に、我が国の産業の強みであるロ

により一体的に推進するとともに、外部研究機関や民間企業と共同して研 が得られた。

ボット技術や ICT、最近目覚ましい発展

究を実施した。

を遂げている分子生物学やゲノム工学

（１）異分野融合研究の強化

・ 令和２年度には、制御環境で植物を養成して高度な生体計測とデータの取 ・作物開発研究、スマート農業研究、農業環

技術等の分野を中心に、府省、研究分野、

得が効率的に実施できるインキュベーションラボを整備し、資金提供型共

境研究の分野において、従来の法人や農研機

業種等の枠を超えた研究開発と成果の

同研究や国家プロジェクト等によりスマート育種や遺伝子機能解析の研

構の内部組織を融合させた重点化研究セン

商品化・事業化等に、従来以上のスピー

究を推進する態勢を整えた。

ターを設置するともに、AI やビッグデータ

ド感を持って取り組む。なお、農業のス イ 府省、研究分野、業種等の枠を超えた研究開発と成果 イ・府省、研究分野、業種の枠を超えた研究開発と成果の事業化を進め、令
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

の商品化・事業化等に取り組む。

和２年度の異分野共同研究件数は 76 件となった。
・府省連携の下で実用成果の創出を目指す戦略的イノベーション創造プログ

を活用した農業情報研究の中核として農業
情報研究センターを新設し、異分野研究との
融合を強力に推進した。

ラム（SIP）に参画し、平成 30 年度で終了した第１期では、水田の遠隔・自 ・農業情報研究センターにおいて、農研機構

ともに適切な取扱いに留意する。
また、農林水産省が行う「『知』の集

動水管理システム等、水管理における労働時間の 80％削減や４割以上の生

積と活用の場」を積極的に活用し、開発

産コスト低減を実証するとともに、民間企業が開発技術を実用化し、スマー

技術の普及促進・技術移転等を進める。

ト農業実証プロジェクトにおいて生産現場で農業者によりその効果を検証
中である。平成 30 年度から開始された第２期では、デジタル地図を基に安
全なルートを決め、自動制御で農機を運用し、作業者は前後を写すカメラの
映像をモニターで見ながら遠隔操作することで、大幅な省力化が期待され
るロボット農機等を開発中であり、令和２年 10 月には野上農林水産大臣視
察のもと富山県において実演会を実施した。
・官民研究開発投資プログラム（PRISM）では、AI 病虫害画像診断システム

研究者が連携した農業 AI 研究 OJT に本格

的に取り組み、インパクトある農業 AI 研究
成果を創出するとともに AI 教育も実施し
た。さらに、農研機構独自の AI 教育コース
を開発し、
これによる AI 人材育成も行った。
また、WAGRI の本格運用や、農研機構統合
DB、AI 研究用スーパーコンピューターの体
制整備等、データ駆動型農業の基盤構築と運
用を大きく進捗させた。

について農業データ連携基盤（WAGRI）からの提供を開始した（PRISM_AI ・第１期、第２期 SIP 参画により、農業のス
領域）。ゲノム編集酵素 Cas12f が二量体で働き、既知の Cas とは全く異な

マート化に農工連携で取り組んだ。

（PRISM_バイオ領域）。水稲を減収させない湛水管理の目安と水位管理器

を開設するなど、民間企業との連携先業種を

る機序で DNA を切断することを解明した（Molecular Cell（IF15.6）掲載） ・島津製作所と⾷品機能性解析共同研究ラボ
具を開発した（PRISM_防災減災領域）。
・令和元年度に島津製作所と食品機能性解析共同研究ラボを開設した。

拡大させ、研究開発と成果の社会実装を進め
た。
（２）産学官連携の戦略的推進

ウ 農業以外の外部研究機関（国立研究開発法人産業技術 ウ・産業技術総合研究所（産総研）との連携・協力協定に基づき、第 4 期通 ・事業開発室の設置（令和 2 年度に食農ビジ
総合研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構等）

算で 25 件の共同研究を実施した。

との連携・協力協定の活用等を通じ、異分野との共同研 ・平成 29 年には理化学研究所と包括連携協定を締結、その他物質・材料研究
究を積極的に推進する。

機構や防災科学技術研究所とも共同研究を実施するなど異分野との共同研
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ネス推進センターを統合）とビジネスコーデ
ィネーターの配置により、⺠間企業との共同
研究に向けた本部司令塔機能を強化した。

究を積極的に推進した。・令和元年 11 月 15 日に農林水産省農林水産技術 ・九沖 SFC プロジェクトを創設し、産学官連
会議事務局と経済産業省産業技術環境局の両局長及び農研機構理事長並び

携によるバリューチェーンの事業化モデル

に産総研理事長の出席の下、農研機構と産総研との今後の連携強化に向け

につながる研究開発を推進した。

た意見交換会を開催した。

・企業からの資金提供型共同研究は、平成 28
年度に 70 件、2.16 億円から令和元年度には

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 エ・農業のスマート化に資する研究は、質の高い成果をスピーディに創出す

（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

上げるとともに、蓄積されたビッグデータについては、

るため、AI 専門家と農業研究者との異分野 OJT で推進した。実施課題数を

情報の重要性や情報流出の防止等に留意しながら活用す

拡大（課題数 12(H30.12 発足時)→40(R1 年度)→41（R2 年度））しつつ取

る。

り組み、「AI による温州みかん糖度予測手法」や「画像の特徴を可視化で
きる AI」（いずれも 2020 年農業技術 10 大ニュースに採択）等の AI スマ

し、それらと農研機構の技術を組み合わ

大型の受託研究を加えて 198 件（３月末契
約件数：203 件）、4.20 億円（３月末契約金
額：5.42 億円）、令和２年度は 210 件（３
月末契約件数：258 件）、5.96 億円（３月末
契約金額：6.31 億円）を締結し、民間資金獲

ート農業技術を創出した。

得件数・額が期初の 3 倍に増加した。

る農研機構統合 DB と 1P FLOPS の AI 研究用スーパーコンピューター「紫

及⽅針について共有し、マネジメント指標に

・研究データを安全かつ永続的に管理する 3PB 規模のプラットフォームであ ・重点普及成果をはじめとした開発技術の普

せた上で革新的な技術を生み出すとと
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

峰」を構築し農研機構の全研究データを蓄積して分野横断的に活用するデ

よる評価や活動計画の⾒直しを実施した。

ータ駆動型農業研究のプラットフォームを構築した。さらに、民間企業との ・重点普及成果 21 件、スマートフードチェ

的に交流を図り、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

連携も可能とするため、外部から安全にリモートアクセスする仕組みを導

なって、他の研究機関の勢力や英知を結

入し運用ガイドラインも策定した。

集し、我が国の農業研究を牽引する。そ

・フードチェーンの各過程で生まれる農業データの連携利用を可能にする、

の際、法人として戦略的に産学官連携を

ーン関連 6 件、普及成果情報 24 件、計 51

件の SOP を作成し、研究開発成果の社会実
装を推進した。

農業データ連携基盤（WAGRI）を本格運用した。農研機構開発技術や環境・

推進する仕組みを整備し、ニーズ指向の

土壌データ、市況等オープンデータの搭載により利便性を高めるとともに ＜課題と対応＞

普及活動にも努め、会員によるビジネス利用を実現した。新型コロナウイル （１）異分野融合研究の強化

研究、マーケットインの発想による研究
を推進する。また、資金提供型共同研究

ス流行の影響により活動が制限される中ウェブを活用して勧誘活動に努

第 5 期中長期計画において、これまでの研

め、会員数は令和 2 年度末に 46(目標数 60)となった。引き続き魅力的なデ 究成果を農業・⾷品産業競争⼒強化や輸出拡

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

ータ、API の搭載に努めるとともに入会勧誘を実施し普及に努める。また、 ⼤など、事業化につながる活動を展開する。

て、農研機構の各内部研究組織で開発さ

加入に至らなかった事業者に対するヒアリング等に基づき、データの拡充、

れた有望な研究開発成果が全国各地域

運用見直しを行う。

で活用されるよう進める。

農業情報研究基盤を機構外部からも有効

活用できる体制を構築して活用し、農業のス
マート化の研究をさらに推進する。AI 人材育

オ 農林水産省が行う「『知』の集積と活用の場」等の産 オ・「『知』の集積と活用の場 産学連携協議会」の運営に副会長、理事、運 成では、農研機構外部の人材育成にも注力す
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。

営委員として参画するとともに、190 のプラットフォームの内、83 件で研 る。WAGRI については、システム堅牢化と

究メンバーとして参画し、そのうち 18 件（令和 3 年２月 28 日現在）では 価値あるデータの搭載により普及を図り、独
プロデューサーとして活動した。

立した法人による運営につなげる。

・「Society5.0 の実現に向けたデータ駆動型ソリューション研究開発プラッ （２）産学官連携の戦略的推進
トフォーム」（全国 47 都道府県の農業関連試験研究所と 13 大学など 74

第 5 期中長期計画において、機構内の事業

機関から構成）を発足し、全国の公設試に蓄えられたデータを活用する 5 開発室と研究セグメントとの連携を強化し、
件の研究課題を実施した。

企業等に売り込む開発技術、研究成果を戦略

・ 土壌化学分析及び病害虫に関するデータを WAGRI で利活用するための 的に選択して提案する。
研究課題については公設試とともにそれぞれコンソーシアムを設立し、
内、土壌化学分析研究課題は令和 2 年度イノベーション創出強化研究推進
事業に、病害虫については PRISM に採択された。
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・ 平成 28 年度に「知」の集積と活用の場モデル事業に採択された「アジア
モンスーンモデル植物工場システムの開発」において、５年間、国立研究
開発法人国際農林水産業研究センター（JIRCAS）、民間企業 7 社、４大
学と連携し、石垣島の JIRCAS の施設でトマト、イチゴ、パプリカの亜熱
帯環境下でのハウス栽培に係る共同研究に貢献した。令和３年度以降も
JIRCAS、民間企業３社と実用化を推進予定である。
・ 産業競争力懇談会（COCN）の特別会員（令和２年 4 月入会）として、令
和２年度推進テーマのうち 2 題に参画し、テーマの実現に向けた活動を通
じて産業界との連携強化を図った。
（２）産学官連携の戦略的推進
ア

（２）産学官連携の戦略的推進

共同研究、連携・協力協定、実証研究、コンソーシア ア・地域農業研究センターに産学連携コーディネーターを配置、産学官連携
ム等の産学官連携の仕組みを活用し、外部機関と積極的

体制を強化した。

に交流し、外部の技術と農研機構の技術を組み合わせて ・ 茨城県、宮崎県、高知県において、産学連携コーディネーターが地方農政
画期的な技術体系を確立する。その際には、農研機構が

局、都道府県幹部、大学学長等と協議し、産学官一体となって当該地域の

中核となって成果の技術移転の加速化を図るよう努め

ニーズに沿った大型共同研究を組み立て、農研機構の地方創生への貢献を

る。

支援した。
・ 九州沖縄経済圏スマートフードチェーン（九沖 SFC）プロジェクトを創設
し、産学官連携によるバリューチェーンの事業化モデルにつながる研究開
発を推進した。（I-3 エにも記載）
・ 筑波大学、東京農業大学とマッチングファンド型共同研究、北海道大学と
ロバスト農林水産工学研究を実施し、東京工業大学や佐賀大学とは連携協
定を締結し、共同研究を推進した。（I-3 エにも記載）
・ 日本経済団体連合会、日本農業法人協会とは「農業技術革新・連携フォー
ラム」を共催し、経済界、農業界との連携を強化した。

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・平成 28 年に連携広報部及び食農ビジネス推進センターを設置し、産学官
て、本部に連携広報部を置く。また、マーケットイン型

連携の推進体制を強化した。平成 30 年 10 月には、連携広報部から連携担

研究開発及びその成果普及を推進する部署（食農ビジネ

当部署を独立させ、産学連携室（平成 31 年 4 月に事業開発室に名称変更）

ス推進センター）を新たに設置し、産学官連携を推進す

を設置した。令和 2 年度には食農ビジネス推進センターを事業開発室に統

る組織体制を強化する。

合した。
・ 食農ビジネス推進センターに配置したプロジェクトプランナーのミッシ
ョンを拡大し、ビジネスコーディネーターとして事業開発室に再配置し
た。ビジネスコーディネーターは、民間企業との共同研究に向けた内外の
調整機能の強化、農業技術コミュニケータ－との連携による重点普及成果
の普及活動、共同研究提案の素材となる民間企業のニーズ特定と研究資金
獲得を担うとともに、地域農業研究センターの事業化推進室と連携し、地
域ビジネスモデルの提案など、広範な活動を行った。
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ウ 民間企業との共同研究においては、資金提供型の共同 ウ・平成 29 年度以降、共同研究契約及び秘密保持契約、令和元年度は有償技
研究の仕組みを活用するなど、積極的に企業からの資金

術相談における伺い書による承認プロセスや報告体制を整え、農研機構全

確保に努める。

体での共同研究の動向の管理体制を構築した。
・ 資金提供型共同研究は、平成 28 年度に 70 件、2.16 億円、平成 29 年度に
111 件、2.62 億円、平成 30 年度に 147 件 3.11 億円、令和元年度には大型
の受託研究を加えて 198 件（３月末契約件数：203 件）、4.20 億円（３月
末契約金額：5.42 億円）、令和２年度には 210 件（３月末契約件数：258
件）、5.96 億円（３月末契約金額：6.31 億円）を締結し、企業からの資金
獲得の推進に努めた。

エ 農研機構が開発した有望な研究開発成果については、 エ・産学連携連絡会議を通じ、産学連携担当者で研究開発成果の情報を共有
農研機構全体で情報を共有し、普及を行っていく。

した。
・ 農研機構が開発した研究成果は成果情報としてまとめ、関連情報を含めた
フォローアップを行い、技術移転のための情報として共有した。
・ 重点普及成果をはじめとした開発技術の普及方針について共有（成果普及
戦略会議、普及成果対策会議、PD/中課題推進責任者/農業技術コミュニ
ケーター会議、月次報告）し、マネジメント指標（KGI、KPI）による評
価や見直し（PDCA）を実施した。
・ 令和元年度からは、普及成果情報は標準作業手順書(SOP)を作成し、記述
されている普及戦略（奨励品種化動向 ニーズ調査等）を農業技術コミュ
ニケーターと共有し普及推進に活用した（Ⅰ-6(1)にも記載）。
・ 重点普及成果 21 件、スマートフードチェーン関連 6 件、普及成果情報 24
件、計 51 件の SOP を作成し、研究開発成果の社会実装を推進した。
・ 「成果 380 選」、「品種」、「技術」、「農研機構技報」等の配布やウェ
ブサイトにより農研機構の研究成果を情報発信した。

主務大臣による評価(見込評価)
評定 Ｓ
＜評定に至った理由＞
異分野融合研究の強化については、データ駆動型農業の基盤となる農業データ連携基盤（WAGRI）の本格運用の開始や研究データや WAGRI で扱われる広範な農業データを AI 等により高度に活用する農研
機構統合 DB を構築している。農業 AI 研究の推進とビッグデータの活用、AI 人材育成に向け、農業情報研究センターを平成 30 年度に新設し、外部研究者の招へいを含めて要員の増加と強化を図り、農業
のスマート化に資する AI 活用課題を実施している。「『知』の集積と活用の場」を活用して全国 47 都道府県の試験研究機関や 13 大学で構成する「Society5.0 の実現に向けたデータ駆動型ソリューショ
ン研究開発プラットフォーム」では、WAGRI での利活用を前提とした５件の研究コンソーシアムの立ち上げに至っている。
産学官連携の戦略的推進については、平成 30 年度に理事長直下に産学連携室を新設するとともに、ビジネスコーディネーターを本部及び地域に配置し、本部司令塔機能を発揮しながら産学官連携を強く
推し進める体制を構築している。その結果として、九州・沖縄経済圏の取組に加え、北海道、岩手県、茨城県、高知県、宮崎県で大学、自治体、民間企業との産学連携の新たなプロジェクトが開始してい
る。また、民間企業との共同研究ラボの開設、包括連携協定締結の他、民間企業からの資金提供型共同研究は、平成 28 年に 70 件、2.16 億円から令和元年度には 198 件、４億円超となり、令和２年度はさ
らに増加する見込みとなっている。
特に、新たな組織の構築を含む推進体制の改革や研究資金獲得の増大等、異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出に向けて特に顕著な進展が認められ、本中長期期間中及び将来において多数の
成果創出が期待されることから、Ｓ評定とする。
＜今後の課題＞
第５期中長期計画の達成に向け、引き続き、Society5.0 の取組強化と実現・深化、異分野の研究機関や民間企業との連携強化、産学官連携の推進、研究資金獲得を期待する。
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主務大臣による評価（期間実績評価）
評定 Ｓ
＜評定に至った理由＞
異分野融合研究の強化については、Society5.0 の早期実現に向け、AI やビックデータを活用した農業情報研究の中核として農業情報研究センターを新設するとともに、農研機構統合 DB や AI スーパーコ
ンピューターの導入により、農研機構の全データを集積し、分野横断的な農業研究を可能とする研究開発基盤を構築している。さらに、農業データ連携基盤（WAGRI）は多様なデータの搭載により利便性を
高め、有料会員によるビジネス利用など、本格運用を開始し、農業スマート化に関する研究においては、AI 専門家と農業研究者の異分野 OJT により質の高い農業 AI 成果を創出しつつ、独自の AI 教育コース
による人材育成も開始するなど、データ駆動型農業の基盤構築と運用を大きく進捗させている。
産学官連携の戦略的推進については、平成 30 年度に理事長直下に事業開発室（旧：産学連携室）を新設するとともに、令和２年度には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食農ビジ
ネス推進センターを同室に統合し、組織体制を強化している。事業開発室に再配置されたビジネスコーディネーターは、本部司令塔機能を発揮しながら地域の事業化推進室と連携し、産学官連携を強く推し
進める体制を構築し、その結果、九州・沖縄経済圏スマートフードチェーン（九沖 SFC）プロジェクトをはじめ、 茨城県、高知県、宮崎県等で大学、自治体、民間企業と新たなプロジェクトを開始してい
る。また、民間企業とは、共同研究ラボの開設、包括連携協定締結の他、資金提供型共同研究は、平成 28 年に 70 件、2.16 億円から令和２年度には 258 件、6.31 億円を締結（３月末契約実績）となり、民
間企業からの資金獲得件数及び額が、期初の３倍と大幅に増加している。
特に、新たな組織の構築を含む異分野融合研究の推進体制の改革や研究資金獲得の増大等、異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出に向けて特に顕著な進展が認められ、将来において多数の成
果創出が期待されることから、Ｓ評定とする。
＜今後の課題＞
第５期中長期計画の達成に向け、引き続き、Society5.0 の取組強化と実現・深化、異分野の研究機関や民間企業との連携強化、産学官連携の推進、研究資金獲得を期待する。
＜その他事項＞
（審議会の意見）
WAGRIについては、農機メーカーや IT ベンダー等における利用が進み、エンドユーザーである農業者へのさらなる波及効果を期待する。
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様式２－２－４－１

国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価）

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：

２―①モニタリング指標
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 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
連携会議の開催数（回）

146

134

144

104

96*

*オンラインの開催を含む

他機関主催会議への参加回数（回）

165

187

267

281

175*

*オンラインの出席を含む

5

4

5

2

2

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）

産学連携連絡会議の開催回数

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
評価軸・評価の視点及び評価指標等
○地域農業研究センターが地域農業研究の拠点として研究開発を行うための体制が構築・運用されているか。
＜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。
・地域の産学連携支援機関との連携に配慮しつつ、産学官連携が推進されているか。
・農研機構の研究開発成果について現地導入を進めるための取組が行われているか。
・地域農業研究センターが地域の多様な課題に対応できるよう、本部やつくば地区等の専門研究組織等と連携・協力する体制が整備・運用されているか。

中長期目標
農研機構の地域農業研究センター等

法人の業務実績・自己評価

中長期計画

法人の業務実績等

地域農業研究センターについては、地域農業研究のハブ

自己評価
＜評定と根拠＞

がこれまでに実施してきた研究と生産・ 機能を強化し、研究ニーズの収集、地域農業が抱える課題

評定：A

流通・加工・消費の関係者との連携活動 への対応等を効率的に行えるよう、以下の取組を行う。
は一定の成果をあげており、特に、近年、 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 ア・地域農業研究センターに分野ごとの地域アドバイザリーボードを設置し 根拠：
全国の多数の地区で実施され始めた実

から構成されるアドバイザリーボードを新設し、その助

て、委員等（令和 2 年度現在 216 組織・人）に現場ニーズ等を調査した。

証事業は研究と現場の連携構築や技術

言を研究開発や成果普及の促進、ニーズの掘り起こし等

技術相談等 262 件の要望があり、それらの情報を普及活動の戦略に反映し に達成した。特に以下の項目においては、中

移転に効果が認められる。しかしなが

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

活用するとともに、重要度が高いニーズについて課題化を進めた（平成 28 長期目標を大きく上回る顕著な成果が得ら

ら、現在もなお、生産現場等に十分な研

する。（第１の１（１）イにも記載。）

年 5 件、平成 29 年 6 件、平成 30 年 2 件、令和元年 1 件、令和 2 年 0 件）。 れた。

究情報が届いているとは言えず、研究と
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中長期計画を支障なく遂行し、目標を充分

現場の連携体制の構築は必ずしも容易

・ 平成 30 年からは、地域アドバイザリーボードにおいてスマート農業に係 ・産学連携コーディネーター及び農業技術

ではない。一方で、実証事業等、新たに

るニーズとシーズのマッチングや、ニーズの深堀りを行った（平成 30 年

コミュニケーター、令和元年からはスマー

増加した業務による研究者等の負担は

度の開催：14 回、令和元年度の開催：7 回、令和 2 年度の開催：9 回）。

ト農業コーディネーターを配置し、積極的

増加している。

・ 令和 2 年度は、これまでの取組に加えて、農研機構の成果発信を強化し

このため、各地域農業研究センターの

度末：34 名）した。

た。

研究体制を整備するとともに、研究情報

に増員（平成 28 年 4 月：14 名→令和 2 年

・ 地域マッチングフォーラム、スマート農業マッチングミーティング、JA、 ・農業・食品分野における Society 5.0 の早期

を発信し、地域に存する産学連携支援機

主要生産者への訪問等の結果を整理し、生産現場の課題集約の把握と普及

実現を加速化するため、スマート農業実証

関との連携にも配慮しながら産学官連

促進に活用した。

プロジェクトを通じ､全国 148 地区の実証

携の取組を強化する。これにより、地域

・ 地域農業研究センターでは普及組織等と連携し、「高品質・低コストのイ

農場にて第 1 期 SIP 等で開発されたスマー

農業研究センターが、地方自治体、地域

ネ・ホールクロップサイレージ生産体系」「大区画ほ場における乾田直播

ト農業技術を地域の個別課題に対応して

の研究機関、普及組織、生産者、流通・

栽培体系」等の技術について対象者を限定した現地検討会を開催した。

導入し、導入効果を評価した。
・農研機構が公設試、民間企業、大学と連携

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 イ 産学連携室を新設し、産学連携コーディネーター及び イ・地域農業研究センターに産学連携室を設置し、産学連携コーディネータ
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、２（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。

農業技術コミュニケーターを配置することにより、研究

ー、農業技術コミュニケーター及びスマート農業コーディネーター（令和

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

元年度より配置）について平成 28 年度から積極的な増員を図るとともに

進するとともに、その過程での問題点を洗い出し､解決を

（平成 28 年 4 月：14 名→令和 2 年度末：34 名）、本部産学連携室（令和

図る。

元年度に事業開発室に名称変更）に地域ハブ活動を統括する地域ハブコー
ディネーターをに設置して、産学連携コーディネーターや農業技術コミュ
ニケーターの活動の統括、スキルアップのための研修等を行い、体制を強
化した。
・ 令和元年度には地域農業研究センターの産学連携室を改組して事業化推
進室を設置し、本部との指揮命令系統を明確化した。
・ 農業技術コミュニケーターは、都道府県の普及担当者や農業者等を通じて
現場ニーズを収集するとともに、農研機構の開発成果の普及促進を行い、
成果に対する現場ニーズを収集し研究へフィードバックも収集した。また
令和 2 年度は、中央農研と西日本農研の農業技術コミュニケーターについ
て、重点普及成果単位のテーマ担当制から都道府県単位のエリア担当制に
変更し、普及活動の効率化を図った。

して共同研究を推進する「九州沖縄経済圏
スマートフードチェーン研究会」を立ち上
げ、九州沖縄農研の他、野菜花き部門、食
品部門、畜産部門等農研機構全体で産学官
連携によるバリューチェーンの事業化モ
デルにつながる研究開発を展開している
ほか、北海道十勝地域においてもスマート
フードチェーンの展開を進め、地方創生に
貢献した。
・さらに、高知県が取り組む地方大学・地域
産業創生交付金（内閣府）事業にアドバイ
ザーとして参画しつつ、高知県研究者を農
業情報研究センターに受入れ、高知県の人
材育成に貢献した。
＜課題と対応＞

・ 普及過程で生じた問題点や解決策等については、産学連携連絡会議を通じ ・九沖 SFC、北海道十勝発 SFC の活動では、
て農研機構内で情報共有を図り、対応した。
・ 新型コロナウイルス流行により外出や対面でのコミュニケーションが制
限されたが、機構担当窓口を明確にすることでスムーズな情報交換を実現
した。
・ 農業技術コミュニケーターの活動成果の例として、九州沖縄農業研究セン
ターと九州農政局、熊本県、JA 熊本経済連と連携した「ダイズ難裂莢性
品種群」の試験栽培では良好な収量（245kg/10a)が得られ、参加組織から
高い評価を得るとともに、次年度に予定されている 4 法人による試験栽
培と産地指定銘柄化に目途をつけた。
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開発技術の実証を通じて社会実装に向け
た普及段階へ移行する研究課題を拡大す
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

ウ・地域農業が抱える問題解決に当たり、平成 29 年度 465 件、平成 30 年度

関（以下「公設試」という。）、地域の大学、民間企業、

393 件、令和元年度 370 件の現地実証研究を実施（平成 28 年度は集計な

生産者、流通・加工業者など実需者、関係団体等あるい

し）し、現地での課題等の洗い出しや成果の完成度を高めた。平成 29 年

は担い手等と連携し、温暖化適応研究や機械開発をはじ

に現地実証試験において注意しなければならない点を取りまとめた「現地

めとする地域の研究ニーズを踏まえて、地域農業が抱え

実証試験の円滑な実施に向けたガイドライン」を策定し、本ガイドライン

る問題解決に果敢に対応するとともに、農研機構の研究

に沿って現地実証試験を実施した。（Ⅰ-6(2)アにも記載）

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。

・ 令和元年度からは、農業・食品分野における Society 5.0 の早期実現を加
速化するため、「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」及び「ス
マート農業加速化実証プロジェクト」（スマート農業実証プロジェクト）
を通じ､全国 69 地区の実証農場（令和 2 年度に 148 地区に拡充）にて第 1
期 SIP 等で開発されたスマート農業技術を地域の個別課題に対応して導
入し、導入効果を評価した。
・ 実施に当たっては、実証試験にとどまらず社会実装を目指して、以下の取
組を行った。
＊ 現地実証試験の７営農体系について、所長等からなる体系責任者を設
置するとともに、課題ごとに担当の専門 PO、スマート農業コーディネ
ーターを配置した。
＊ 定期的に実証地を訪問し（延べ 1,600 回以上）、実証課題の進捗状況
を把握し、指導をするとともに、スマート農機等の改善点を収集（約 80
件）して、農業技術革新工学研究センター・農機メーカー等にフィード
バックした。
＊ 実証農場で取得された経営データを WAGRI に蓄積し、令和元年度に
新設した農業経営戦略部において解析し、コスト低減を定量的に検証す
るとともに、営農者に対する経営モデルの提示や、農機メーカーへのス
マート農機の受容価格の提示をするための解析を検討した。
＊ 実証農場を、スマート農業を「見られる・試せる・体験できる」情報発
信拠点として活用するため、実演会（285 件、約 15,000 人）等の開催
を支援した。
・ 重点普及成果採択後に標準作業手順書（SOP）を活用した普及活動を行っ
たことで、乾田直播では東北地方の直播面積（11,264ha）の 17%となる
1,930ha、モチ性大麦では全国年間需要の（3.3 万 t）の 30%となる 2,944ha
（9,976t）、多収・良食味米では全国業務用途米検査数量（165 万 t）の
2%となる 6,200ha と大幅な作付面積増加につながった。
・ 新型コロナウイルス流行下において、SOP をウェブ公開して外部からの
閲覧やスマートフォン等屋外からの利用環境を向上させたことが、
「麦類・
大豆の収量・品質向上技術」など重点普及成果の普及に貢献した。
・ 1km メッシュ気象のウェブと県のリンク設定が期首の２県から 10 県
に、デジタル土壌図では施肥基準への掲載が期首の 3 県から 13 県へと
いずれも大きく増加した。
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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

エ・九州沖縄経済圏の農業・食品産業の成長産業化に貢献するため、農研機

した重要なニーズについては、本部の指示の下、つくば

構が公設試、民間企業、大学と連携し、共同研究を推進する「九州沖縄経

地区の専門研究組織等を含めた連絡と協力の体制を構

済圏スマートフードチェーン（九沖 SFC）研究会」を立ち上げ、令和 2 年

築し対処する。また、地域農業研究センターに加え、つ

に九州沖縄経済圏事業化戦略会議を福岡市で会場参加とオンライン参加

くば地区をはじめとした専門研究組織においても、公設

を併用して開催した。九沖 SFC では、九沖研の他、野花研、食品研、畜産

試と連携を強化するなどにより、都道府県における地方

研等農研機構全体で産学官連携によるバリューチェーンの事業化モデル

創生の取組を支援する。

につながる研究開発を展開した。
・ 九沖 SFC プロジェクトでは「かんしょ輸送中の腐敗防止技術」「イチゴ
『恋みのり』の産地拡大」で SOP を活用した産地での技術導入が行われ、
海外への輸出や、栽培面積が増加した。
・ 北海道における産業振興及び経済活性化に貢献するため、帯広畜産大学と
ともに「北海道十勝発スマートフードチェーン（北海道十勝発 SFC）プロ
ジェクト」を提唱し、スマート農業技術向上のための研究開発を行った。
また、令和３年３月に、北海道の公的機関、大学、民間企業、農業団体、
生産者等と連携して、「北海道十勝発 SFC プロジェクト」準備会合をウェ
ブ開催し、企業、農業団体からのプロジェクトへの参画を促す機会となり、
プロジェクト立ち上げに向けた検討が進んだ。
・ 帯広畜産大学、茨城県、高知県・高知大学・高知工科大学、高知県立大学、
宮崎県・宮崎大学、佐賀大学等との連携においては、産学連携コーディネ
ーターが公設試や大学と調整し、公設試、大学と連携した共同研究を推進
した。
・ 高知県及び高知県内の 3 大学との連携においては、地方大学・地域産業創
生交付金（内閣府）事業にアドバイザーとして参画し、高知県職員を農業
情報研究センターに受入れて高知県の AI 人材育成に貢献した。
・ 茨城県、宮崎県等との連携においては、共同研究の分野ごとに分科会を設
定し、共同研究の進捗管理と早期の研究成果創出及び生産現場への普及に
取り組むことで、地域農業の振興を通じた地方創生に協力した。
・ 内閣府の「まち・ひと・しごと創成総合戦略」における政府関係機関の地
方移転の年次プランに基づいた取組として、愛知県、島根県及び鳥取県と
プロジェクト研究などを推進した。香川県とは包括連携協定を締結し、西
日本地域の施設野菜研究を推進するため、香川県職員を受け入れて共同研
究を実施した。

主務大臣による評価（見込評価）
評定 Ａ
＜評定に至った理由＞
農業界や産業界等との連携に係る機能をもつ産学連携室（現在は事業化推進室に改組）をそれぞれの地域農業研究センターに設置した。また、地域農業研究センターから効率よく現場のニーズを収集し対
応するため、司令塔機能を持つ産学連携室（現在は事業開発室に改組）を本部に設置した。産学連携室に配置した地域ハブコーディネーター及び産学連携コーディネーターが中心となり、公設試等や地域の
農業者等からのニーズの収集、開発成果の普及促進に努めた。また、地域農業研究センターの産学連携室に、分野別に都道府県普及員、農業者等を構成員とする地域アドバイザリーボードを設置し、地域の
分野別の研究課題について本部や各研究部門とも連携して対応案を策定するとともに、分類・対応状況を整理・蓄積してデータベース化し組織全体で共有している。
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令和元年度からは、農業・食品分野における Society 5.0 の早期実現を加速化するため、「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」及び「スマート農業加速化実証プロジェクト」（スマート農業実
証プロジェクト）を通じ､全国 69 地区の実証農場で第１期 SIP 等で開発されたスマート農業技術を地域の個別課題に対応して導入し、導入効果を評価した。評価にあたっては、地域農業研究センターに駐在
するスマート農業コーディネーターが実証地を定期的に調査し、目標達成に必要な指導・助言の実施等を通じて研究開発成果の社会実装が図られる体制が構築されている。
さらに、産学官連携活動を通じ、社会にインパクトのある農業・食品分野における研究開発成果をコアとしたビジネスモデルを構築し、社会実装を推進するため、育種から生産、加工、流通、輸出までの
スマートフードチェーンの事業化につながる研究開発を推進するプロジェクトを発足させ、輸出に向けた研究開発を加速させている。
他にも、地方創生に貢献するため、茨城県と協議会を設置し、事業と連携した農研機構の開発技術普及の推進を行うとともに、宮崎県・宮崎大学と畜産や園芸分野における ICT 技術の活用等の共同研究に
協力するなど、県や地方大学と連携協力関係を構築し、スマート農業による生産性向上・省力化・高付加価値化等に寄与している。
こうした取組は、現場ニーズを反映した研究の実施と研究開発成果の最大化に向けた社会実装の推進につながることが期待され、今後、成果の創出が見込まれることから、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農研機構の研究開発成果を、公設試や農業生産者など農業界や、食品事業者等の産業界の隅々まで展開し、さらなる社会実装を推進する上で極めて重要であること
から、今後ともより一層の取組を求める。
＜その他事項＞
（審議会の意見）
・九州沖縄や北海道のスマートフードチェーンについて、イノベーションを創出するプラットフォームとなることを期待する。
・開発技術の普及及びプロジェクト研究の推進が全国的に拡大することを期待する。
・地域ハブ機能の強化として、どのような基盤を作るのか、その基盤によってインパクトのある成果が創出されることを期待する。
主務大臣による評価（期間実績評価）
評定 Ａ
＜評定に至った理由＞
農業界や産業界等との連携機能をもつ産学連携室（現在は事業化推進室に改組）を各地域農業研究センターに設置し、産学連携コーディネーター、農業技術コミュニケーター及びスマート農業コーディネ
ーター（令和元年度）を配置、積極的な増員を図るとともに、本部に設置した産学連携室（令和元年度に事業開発室に改組）に、地域ハブコーディネーター配置し、産学連携コーディネーターや農業技術コ
ミュニケーターの活動の統括、スキルアップのための研修等を行うほか、現場ニーズの収集や標準作業手順書（SOP）を活用して開発成果の普及促進を図るための体制強化を図っている。
また、地域農業研究センターに分野別に設置した地域アドバイザリーボードの委員等から現場ニーズ等を調査し、農業技術コミュニケーターが普及活動戦略のために活用するとともに、重要度が高いもの
については、課題化するほか、スマート農業に係るニーズとシーズのマッチングも行っている。
令和元年度からは、農業・食品分野における Society 5.0 の早期実現を加速化するため、「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」及び「スマート農業加速化実証プロジェクト」（スマート農業実
証プロジェクト）を通じ全国 148 地区の実証農場にて第１期 SIP 等で開発されたスマート農業技術を地域の個別課題に対応して導入し、導入効果の評価を行い、スマート農機等の改善点を収集し、農業技術
工学研究センターや農機メーカー等へのフィードバックも行っている。また、実証農場で取得した経営データを WAGRI に蓄積し、データを解析して営農者に対する経営モデルの提示等も行っている。
さらに、九州沖縄経済圏の農業・食品産業の成長産業化に貢献するべく、農研機構が公設試、民間企業、大学と連携して共同研究を推進する「九州沖縄経済圏スマートフードチェーン（九沖 SFC）研究
会」を立ち上げ、九州沖縄農研のほか、野菜花き部門、食品部門、畜産部門等農研機構全体で産学官連携によるバリューチェーンの事業化モデルにつながる研究開発を展開しているほか、北海道十勝地域に
おいても、帯広畜産大学とともに「北海道十勝発スマートフードチェーン（北海道十勝発 SFC）プロジェクト」を提唱し、令和２年度に準備会合を開催してプロジェクトの立ち上げを進めている。
また、産学連携コーディネーターが公設試や高知大学、宮崎大学、佐賀大学等と調整し、共同研究を推進している。
以上のとおり、各地域農業研究センターの研究体制は着実に整備され、産学官連携の取組も強化し、さらに、九沖 SFC などのプロジェクトにより、地域農業が抱える課題に果敢に対応しており、顕著な成
果がみられることからＡ評定とする。
＜今後の課題＞
地域農業研究のハブ機能の強化は、現場ニーズに応じた農研機構の研究開発成果を、公設試や農業生産者など農業界や、食品事業者等の産業界の隅々まで展開し、さらなる社会実装を推進する上で極めて
重要であることから、今後ともより一層の取組を求める。
＜その他事項＞
（審議会の意見）
標準作業手順書（SOP）の手段は有効である。大規模農業者だけでなく、小規模農業者への十分な普及に期待する。
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様式２－２－４－１

国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価）

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―４

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：

２－①モニタリング指標

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）
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
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

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

9

14

11

10

4*

636

653

599

675

331*

*オンラインの出席者

467

397

418

309

67*

*オンラインによる成果発表数

9

10

3

2

7

64

63

54

28

25

16

16

16

24

23

250.4

235.9

239.1

409.1

377.1

1,806.0 (637）

1,177.2 (446)

1,542.2 (543)

1402.0 (485)

1744.1(607)

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報
*オンラインによる開催

エフォートは 4 月 1 日現在
（）は論文数 前年の IF 値で算出した。

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
評価軸・評価の視点及び評価指標等
○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
＜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。
中長期目標

法人の業務実績・自己評価

中長期計画

法人の業務実績等
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自己評価

世界的な人口増加や気候変動問題、国 ア 我が国の農業・食品産業の技術水準の向上や、食料・

ア・平成 28 年度に国際連携等を担当する国際室を設置し、令和元年度には国 ＜評定と根拠＞

境を越えた家畜伝染病のまん延等、今

環境問題等地球規模の研究課題に、国際的視点から効果

際課に拡充した。

評定：A

日、地球規模の様々な問題が深刻化する

的・効率的に対応するために、国際連携等を担当する新 ・ 欧州との戦略的な共同研究を進めるため、平成 30 年よりワーヘニンゲン

中で、農業研究においても国際的な協

たな部署（国際室）を設置し、科学技術協力に関する政

大学（WUR）に連絡研究員を配置し、日蘭政府の農業対話へのオブザー 根拠：

調・連携の下で推進すべき研究課題が増

府間協定等を活用し、海外機関や国際機関との共同研究

バー参加や連携強化のための国際シンポジウム開催等を通して、データ

えつつある。また、高品質な我が国の農

等を推進する。

駆動型スマート農業技術に関する共同研究を開始した。

国際的なネットワークへの参画、連携への
取組を強化するため、平成 28 年度に国際室

産物の輸出や関連産業のグローバル展

・ 令和 2 年度は新型コロナウイルス流行のため現地渡航が極めて困難とな を設置し、令和元年度に国際課に拡充した。

開の促進を技術面でサポートすること

り、米国、東南アジア（タイ）における拠点整備に至らなかったが、タイ・ IPCC や ITPGR 等の国際的な研究ネットワ

も重要性を増している。

カセサート大学（KU）と農産物・食品の輸出、グローバル・フードバリ ークに参画して、地球規模の課題解決に貢献

このような状況を踏まえ、国際的な研

ューチェーン構築につながる国際共同研究３件を開始した。

した。欧州及び東南アジアにおける連携の強

究ネットワークに積極的に参画すると

・ 平成 28 年にはフランス国立農学研究所（INRAE）と連携協定を締結し、 化のため、WUR、INRAE、KU 等と MOU を

ともに、海外機関、国際機関等と積極的

令和元年には若手研究者の交流を開始した。令和 2 年度にはインパクト 締 結 し て 共 同 研 究 を 開始 す る と と も に 、

に連携し、研究開発の効果的・効率的な

のある国際共同研究 1 件等の開始につなげた。

WUR には連絡研究員を配置するなどの連携

推進、地球規模の課題に対する国際貢献

・ 農林水産省の「戦略的国際共同研究推進委託事業」等において、ロシア、 強化の取組により、国際共同研究契約数が大

等を行うとともに、国際水準の研究開発

イスラエル、ドイツ、カナダ、フランス、中国との共同研究のほか、各種 幅に増加した（H28:31 件→R2:51 件)。さら

成果の創出により農研機構の国際的プ

外部資金を活用して国際共同研究を進めた。

レゼンスの向上を図る。

・ 組織対組織の国際連携の推進により国際連携覚書（MOU）は相手機関が 機会をとらえた研究成果の発信を実施する

また、農林水産物の国別・品目別輸出

精査され、国際共同研究契約（CRA）は第４期中で増加した（H28:31 件 とともに、新型コロナウイルス流行下におい

戦略や農林水産省が主導するグローバ

→R2:51 件）。

ル・フードバリューチェーン戦略（平成 イ 気候変動問題、越境性感染症対策等に関する国際的な
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

ては、参加者が 3 倍以上に増加したオンライ

イ・気候変動に関する政府間パネル（IPCC）、国際原子力機関（IAEA）, グ ンシンポジウムの開催等により、農研機構の

研究ネットワーク等に積極的に参画し、温室効果ガス排

ローバル・リサーチ・アライアンス（GRA）, 4/1000 イニシアティブ、 国際的プレゼンスの向上を図った。

出削減や越境性感染症等の問題解決に貢献するととも

国際獣疫事務局（OIE）、国連食糧農業機関（FAO）、生物多様性及び生

際的プレゼンスの向上を図る。

国際的な研究ネットワークに専門家、理事、共同議長等として参画した。 畜産物の輸出促進のため、WUR の連絡研究

・ 温暖化緩和・対応技術開発による SDGs への取組に対して STI アワード 員と連携して現地消費者を対象した嗜好性
優秀賞を受賞した。

機械の安全性や環境性能、作業機との通

グローバル・フードバリューチェーン戦略

態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム（IPBES）等の や国際標準化に貢献する取組については、農

に、国際水準の研究開発成果を創出することにより、国

た技術の移転に取り組む。さらに、農業

の評価を行った。平成 30 年度には国際標準

・ 平成 31 年 4 月に日本で開催された G20 主席農業研究者会議
（G20MACS） 化推進室を設置して、「ロボット農機」及び

信規格など国際標準化の動きに対し、行

で世界の主要国の参加者に対し、農研機構の研究成果を紹介した。また、 「電動トラクタ」のサブワーキンググループ

政や関係団体・機関等と密接に連携しな

越境性病害虫及び気候変動に関するフォローアップのワークショップの を日本提案で設置した。さらに、国産初の

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

開催に貢献した。

ISOBUS 認証を取得するなどの国際標準化

題の解決に向けた技術開発に関する国際連携を検討した。

で受賞する等の顕著な成果が得られた。

・ フランス大使館の要請で、日仏気候変動シンポジウムを開催し、環境問 活動に対して、経済産業大臣表彰を 2 年連続

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

・ 国際水準の研究開発成果を創出した。

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 ウ 農産物・食品の輸出、グローバル・フードバリューチ ウ
面を含め強化する。

に、JIRCAS とも連携して、G20MACS 等の

海外展開に必要な課題については、

以上のように、中長期計画を支障なく遂
行し、中長期目標を大きく上回る成果が得
られたことから、A 評定とする。

ェーン構築などの我が国の農業・食品産業の海外展開に ・ 農畜産物の輸出促進等に関する研究推進のため、令和元年度にタイ・カ
必要な課題を抽出し、技術開発や開発した技術の移転に

セサート大学、タイ・モンクット王工科大学（KMUTT）、マレーシア国

取り組む。また、農業機械の安全性や作業機の通信規格

立農業研究所（MARDI）と MOU を締結した。

などの国際標準化の動きに適切に対応し、我が国が開発
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＜課題と対応＞

した規格等の採択に向けて積極的に働きかけ、我が国の ・ 欧州の日本貿易振興機構（JETRO）事務所や現地日系企業を対象に、わ ・海外拠点向けに立案した共同研究課題の効
農業・食品産業の国際競争力の強化に貢献する。

が国の農畜産物の輸出拡大の可能性と課題を調査し、現地の消費者を対

率的推進のため、国際契約事務や交流促進

象に和牛の嗜好性を評価した。

の支援を行う。

・ オランダでの国際シンポジウムやオンライン国際シンポジウムを開催す ・海外拠点において、さらに第 5 期中期目標
るとともに、連絡研究員と本部、関連セグメントと連携して大型プロジ
ェクトに関連する新規国際共同研究の検討を開始した。
・ 国際会議（FAO アジア太平洋地域総会、G-STIC 国際会議）に招聘され、
日本のスマート農業技術を紹介した。

・国際標準化の重点化分野を絞り込んで活
動をさらに強化するとともに、新たに推進
すべきアイテムについて戦略を検討する。

国際標準化については、

また、ISO 等の国際標準化団体には引き続

・ 平成 30 年度に国際標準化推進室を設置し、農研機構の研究成果の国際標

き積極的に参画・貢献し、農研機構のプレ

準化活動を推進している。
・ 農業機械の安全性や検査規格に関しては、ISO 18497 の検討や及び
ANTAM テストコードの策定、OECD トラクターテストコード会合にお
ける議長国を担当した。OECD トラクタコード会議では、「ロボット農
機」及び「電動トラクタ」のサブワーキンググループを、日本提案で設置
した。
・ 制御通信については ISO 11783 の改訂に貢献するとともに、対応する技
術開発を促進し国産初の ISOBUS 認証を取得した。また、令和２年度産
業標準化事業表彰において、当該分野の標準化活動に関して産業技術環
境局長表彰を受賞した。
・ 農作業データ交換仕様の標準化に関して産学官が連携する国内調査委員
会を設置するとともに、専門企業に委託して海外情勢調査を実施した。
・ 国際標準化物質の製造・配布（I-8 に記載）を通じて、「遺伝子組換え食
品の検査法に関する国際標準化活動への貢献」により、令和元年度産業
標準化事業表彰の経済産業大臣表彰を受賞した。
・ ISO TC34（食品）への規格提案に向けて、生鮮食品中の機能性成分分析
試験法に関する国内作業グルーブが設置され、農研機構職員が委員に就
任した。
・ ISO TC34/SC8（茶）において、日本提案による国際投票を経て抹茶の検
討をする WG13 が設置され、座長に農研機構職員が就任した。さらに、
我が国の農業・食品産業の国際競争力の強化に資するため、抹茶の定義
に関する国際規格 TR の検討･審議を開始した。また、令和２年度産業標
準化事業表彰においては、ISO における緑茶定義の防衛に関して経済産
業大臣表彰を受賞した。
上記の取組により、農業・食品分野における広範な国際標準化活動におい
て、顕著な成果が得られた。
エ 「遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる利益配 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）につい
分」（ABS）に関して、関連する国際協議等への専門家

期間につながる共同研究課題を発掘する。

ては、
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ゼンスを向上させる。

の派遣等の協力を行う。また、ABS に関する国際約束に ・ 関連する国際協議等への専門家の派遣等の協力を行った。
したがって的確な遺伝資源の収集等を行うほか、大学、 ・ 平成 29 年に「遺伝資源取得機会等実施規程」、平成 30 年に「規程の実
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

施に係る手引き」を作成し、ABS 行動規範の考え方を職員に周知した。

するため、情報提供等を行う。さらに、「食料及び農業

令和 2 年度には「ABS に関する行動規範」を定めた。

のための植物遺伝資源に関する国際条約」
（ITPGR)に基 ・ ABS に関する国際約束に従い、遺伝資源の収集等を行うほか、大学、民
づく植物遺伝資源の提供等を円滑に行うため、ジーンバ

間企業などの国内関係者に情報提供を行い、適正な遺伝資源利用を支援

ンクの体制強化や海外ジーンバンクとの連携強化を図

した。

る。

「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)について
は、
・ 遺伝資源センターを設置するとともに、ITPGR に基づく植物遺伝資源の
提供等を円滑に行うため、本部に窓口を設置して情報の集約化を図った。
・ 遺伝資源センターのジーンバンクの体制を強化するとともに海外ジーン
バンクとの連携強化を図った。

オ 国際シンポジウムを開催するとともに、国際学会等に オ

国際シンポジウム開催（期間を通して 48 回）や国際学会等における研究

おける研究開発成果の発表等を積極的に実施し、研究開

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

発成果の国際的な利活用を図る。

るとともに共同研究や人事交流につなげた。新型コロナウイルス流行下に
対応してオンラインで国際シンポジウムを開催し，参集型の３倍以上の参
加者を獲得した。

カ 人材交流、技術シーズの提供等を含め、国立研究開発 カ・JIRCAS とは、G20MACS の開催準備において協力したほか、5 件のシン
法人国際農林水産業研究センター（以下「JIRCAS」とい

ポジウムを共催し、2 件の資金提供型を含む 5 件の国際共同研究を実施し

う。）と協力関係を強化する。

た。また JIRCAS が推進する国際研究に専門家を海外派遣したほか、人材
交流、技術シーズの提供等を通じて、JIRCAS との連携を強化した。

主務大臣による評価（見込評価）
評定 Ａ
＜評定に至った理由＞
28 年度に国際連携等を担当する国際室を設置し、元年度より国際課として拡充している。欧州との戦略的な共同研究を進めるため、30 年度よりワーヘニンゲン大学に連絡研究員を配置し、２年度には欧
州拠点として拡大するとともに、２年度に米国、東南アジア（タイ）にも拠点を整備し、国際連携体制を強化する見込みである。28 年度にはフランス INRAE と連携協定を締結し、元年度には若手研究者の交
流を開始している。さらに、２年度にはインパクトのある国際共同研究を企画するとともに、農林水産省の「戦略的国際共同研究推進委託事業」においてロシア、イスラエル、ドイツ、カナダ、フランス、
中国との共同研究を進める予定であるほか、各種外部資金を活用した国際共同研究を進めている。
グローバル・フードバリューチェーン戦略や国際標準化に貢献する取組については、米国、東南アジア（タイ）にも拠点を整備し、それを機にタイ・カセサート大学と農産物・食品の輸出促進に関する
MOU を締結している。また、G20 首席農業研究者会議（MACS）では、日本が提案した気候変動及び越境性病害虫に関するワークショップの運営及び開催に貢献している。さらに、30 年度には、国際標準化推
進室を設置し、国産初の ISOBUS 認証を取得している。
以上のように、世界を視野に入れた研究推進の強化に向け、特に国際連携協定締結や共同研究開始等、国際的な連携が顕著に進展しており、将来の成果創出が期待されることから、Ａ評定とする。
＜今後の課題＞
引き続き、農研機構の国際的プレゼンス向上のため、国際標準化への対応や関連するワークショップの開催、さらに海外との共同研究を活かした国際的研究成果の創出を期待する。
主務大臣による評価（期間実績評価）
評定 Ａ
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＜評定に至った理由＞
国際的な研究ネットワークへの参画、連携への取組については、平成 28 年度に国際室を設置し、令和元年度に国際課に拡充している。また、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）や食料及び農業のた
めの植物遺伝資源に関する国際条約（ITPGR）等の国際的な研究ネットワークに参画して、地球規模の課題解決に貢献している。欧州及び東南アジアにおける連携の強化のため、オランダのワーヘニンゲン
大学（WUR）、フランス国立農学・食料・環境研究所（INRAE）、タイのカセサート大学（KU） 等と国際連携覚書（MOU） を締結して共同研究を開始するとともに、WUR に連絡研究員を配置する等の連携強化
により、国際共同研究契約数が大幅に増加している（平成 28 年度 31 件→令和２年度 51 件)。さらに、JIRCAS との連携により、G20 主席農業研究者会議（MACS）等の機会をとらえた研究成果の発信を行うと
ともに、新型コロナウイルス流行下においては、オンラインシンポジウムの開催等により参加者が３倍以上に増加し、農研機構の国際的プレゼンスの向上を図っている。
グローバル・フードバリューチェーン戦略や国際標準化に貢献する取組については、我が国の農畜産物の欧州への輸出促進に向けて、WUR の連絡研究員を中心に現地消費者を対象にした日本産農畜産物の
嗜好性評価を行っている。また、平成 30 年度には国際標準化推進室を設置して、「ロボット農機」及び「電動トラクター」のサブワーキンググループを日本提案で設置している。さらに、国産初の ISOBUS
認証を取得するなどの国際標準化活動に対しては、経済産業大臣表彰を２年連続で受賞する等の顕著な成果が得られている。
以上のように、世界を視野に入れた研究推進の強化に向け、とくに国際連携協定締結や共同研究開始等、国際的な連携が顕著に進展しており、将来の成果創出が期待されることから、Ａ評定とする。
＜今後の課題＞
国際共同研究や交流を促進するとともに、国際標準化については重点化分野を絞り込んだ活動の展開を期待する。
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様式２－２－４－１

国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価）

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：

２－①モニタリング指標
モニタリング指標

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

特許の実施許諾件数

831

866

827

814

809

実施許諾された特許件数

470

451

432

423

434

1,626

1,949

1,955

1,959

1,980

519

561

568

569

584

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

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
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。
＜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。
・知的財産の組み合わせに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。

中長期目標

（１）知的財産マネジメントに関する基 （１）知的財産マネジメントに関する基本方針の策定
本方針の策定

法人の業務実績・自己評価

中長期計画

「農林水産省知的財産戦略 2020」及び「農林水産研究に

「農林水産省知的財産戦略 2020」
（平 おける知的財産に関する方針」等を踏まえ、農研機構の知
成 27 年５月 28 日農林水産省策定）及び 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

法人の業務実績等
（１）知的財産マネジメントに関する基本方針の策定

自己評価
＜評定と根拠＞

「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 評定：S
関する方針」等を踏まえ、平成 28 年 12 月 22 日に、「知的財産に関する基
本方針」を策定した。

「農林水産研究における知的財産に関 施行する。

根拠：
中長期計画を支障なく遂行し、目標を充分

する方針」（平成 28 年２月 23 日農林水

に達成した。特に以下の項目においては、令

産技術会議決定）等を踏まえ、農研機構
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における知的財産マネジメントに関す

和元年度時点の見込実績を超え、中長期目標

る基本方針を策定する。

を大きく上回る成果が得られた。
（２）知的財産マネジメントによる研究開発

（２）知的財産マネジメントによる研究 （２）知的財産マネジメントによる研究開発成果の社会実 （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
開発成果の社会実装の促進

装の促進

研究開発成果を農業や食品産業等の

成果の社会実装の促進
・本部の司令塔機能の強化のため、知的財産
部を新設し、戦略立案等を行う「知的財産

我が国の農業や食品産業の競争力強化を図るため、研究

戦略室」と知的財産権の取得等を行う「知

現場での活用に結びつけ迅速に社会実 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

的財産課」を設置した。これにより発明発

装していくため、商品化・事業化等に有 研究開発の企画・立案段階から研究開発成果の商品化・実

掘から知財権の獲得までを強力に推進で

効な知的財産の取扱方針を描いた上で、 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

きる組織基盤を確立した。

研究開発の企画・立案段階から終了後の に取り組む。

・ミノムシ絹糸に係る特許網の構築では、事

成果の普及までの一連の過程において、

業化を見据えて民間企業と共同研究を推

以下のとおり戦略的な知的財産マネジ

進し、合計 15 件の関連技術による特許網

メントに取り組む。
ア 発明時における権利化・秘匿化・公知 ア

を構築した。
個々の研究開発成果の商品化・実用化及び利活用を図 ア

知的財産マネジメント推進体制の整備では、平成 28 年に連携広報部に知

化・標準化や、権利化後の特許等の開

る上で最も適当な知的財産戦略を描いた上で、研究開発

的財産課を設置し、知的財産マネージャーを配置した。平成 30 年には知的

放あるいは独占的な実施許諾等の多

の企画・立案段階から普及までの一連の過程において、

財産部を新設し、戦略立案等を行う知的財産戦略室と知的財産権の取得等

様な選択肢を視野に入れ、事業の成功

権利化、秘匿化、公表等の取扱いや実施許諾方法等を弾

を行う知的財産課を設置した。両者が一体となって、研究開発の企画・⽴案

を通じた社会実装を加速化する観点

力的に選択する。また、これら戦略的な知的財産マネジ

段階から出⼝を⾒据えた一貫性のある知的財産マネジメントを推進し、重

から最も適切な方法を採用する。

メントに取り組むため、知的財産部門の体制の充実を図

点研究における特許網の構築や農研機構単独出願特許の増加等の強い知財

る。そのため知的財産マネージャーを複数配置し、人材

権獲得につながる基盤を形成した。

育成・共同研究契約等の相談及び指導、許諾契約交渉を

発明者から対面でヒアリングを行う知財マネージャー相談制度を創設

担わせるほか、実効性のある権利取得のため、研究の企

し、知的財産部職員が、特許戦略、出願タイミング、発明の捉え方について

画・立案段階から研究者からの相談業務を行い、広くて

指導して権利取得の推進と特許の質を担保する相談を拡充（令和 2 年度は

強い権利取得を目指し、助言・指導を行う。

301 件）することで、目的を明確化した知的財産活動につながった。
知財セミナーや e-ラーニングによる人材育成を進めるとともに、課題検
討会への知的財産部職員の同席による研究の企画・立案段階からの助言・指
導、抽出課題に対する個別面談を通じて、研究者の意識改革による発明発掘
への取組を強化した。
ミノムシ絹糸に係る特許網の構築では農研機構の基本特許（２件）を核と

・知的財産マネージャ－相談、知的財産教育
の強化等の取組により、特許出願件数を増
加させた（令和元年度 209 件→令和２年度
326 件）。
・海外における品種出願の推進、行政と連携
した利用許諾契約による海外での品種保
護体制の構築、侵害品輸入を阻止する
DNA 品種識別技術開発の加速等、国際競
争力強化に向けて育成者権保護への対応
を推進した。
・ノウハウの取扱いに係る方針を整理し、特
許権とノウハウを組み合わせたオープン
＆クローズ戦略を推進するとともに、商
標、品種育成者権を組合せた知財ミックス
に戦略的に取り組んだことにより、知的財
産権の保護強化を推進した。

した民間企業との共同研究を推進し、用途発明や材料の生産方法等の発明

に係る追加特許を出願し、関連技術を含む合計 15 件の特許網を構築するこ ＜課題と対応＞
とに成功した。

（１）知的財産マネジメントに関する基本方

WAGRI、ベンチャー等に係る農研機構の重点研究課題について、先行特 針の策定

許調査や FTO 調査を行い、特許出願に向けた知財支援と特許網構築に向け 知的財産制度全般について、各種研修や会議
た取組を行った。
イ 知的財産の組み合わせによる成果技

の場を通じて、職員の更なる資質の向上及び

業務の効率化と担当職員の資質向上に取り組み、従来と同じ人員で、特許 管理者としての更なる能⼒の向上を図る。

術の保護強化、知的財産権の群管理等の

国内出願件数の大幅増加に対応した（H28:126 件→H29:123 件→H30:135 （２）知的財産マネジメントによる研究開発

取組を推進する。また、農研機構の特徴

件→R1:209 件→R2:326 件）。
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成果の社会実装の促進

ある品種や高度な生産技術を用いた農 イ 権利化後の特許等の開放（非独占的な実施許諾）ある イ

企業の事業の成功を通じた社会実装を加速化するため、実施企業の要望

研究開発の企画・⽴案段階から普及までの

産物・食品について、国内外でブランド

いは独占的な実施許諾等の多様な選択肢を視野に入れ、

を丁寧に聴取するとともに、組織内連携を強化し、多角的視点から最適な実 ⼀連の過程において、権利取得の推進と特許

力など強みを発揮するため、育成者権、

企業の要望を考慮の上、事業の成功を通じた社会実装を

施許諾等の方法を選択する等、弾力的・柔軟な実施許諾を進めた。

商標権などの知的財産権を戦略的に活

加速化する観点から適切な方法を弾力的に選択する。す

一定期間実施されていない農研機構単独の知的財産権について独占的な し、価値ある特許出願を加速させる。又、特

用する。

なわち、農研機構が単独で保有する知的財産権の実施許

実施許諾を認めるとともに、共有の知的財産権について企業（第三者）に対 許権とノウハウを組み合わせたオープン＆

諾については非独占的な実施許諾を基本とするが、知的

し、実施範囲を限定した独占的な実施許諾契約を締結した。

財産権の有効活用が促進され、かつ、公益性及び公平性

これら取組を継続的に推進するため、独占的な実施許諾を認めるための

の質を担保する戦略的マネジメントを導⼊

クローズ戦略を推進する。
重要品種の効果的な侵害対応を⽬指した

の観点から見て大きな問題がないと判断される場合に

判断基準を明確化し、具体的な手続きはホームページを通じて公開した。

は、必要に応じ実施の範囲（地域や事業分野等）や実施

許諾に当たり相互に関連する特許、プログラム、商標等をライセンス網とし の品種保護体制を加速させる。

許諾期間を限定した上で独占的な実施許諾を認める。ま

て取りまとめ、許諾契約に導くとともに、プログラムの新たな許諾方法を検

た、一定期間実施されていない知的財産権については、

討し、導入した。
品種については、企業等の要望に基づき、出願時期の早期化や播種時期に

独占的な実施許諾を認める。

合わせた契約手続きの迅速化を進めるとともに、品種の保護と普及とを両
立させた許諾契約の締結や、新たに栽培品種として導入する地域等との連
携を強化した戦略的な利用許諾に向けた取組を進めた。
ウ 外国における権利化に当たっては、商品化・事業化に ウ

外国における権利化について、日本の農産物のグローバル競争力強化へ

より十分な費用対効果が見込まれるか、我が国への食料

の寄与や費用対効果などを総合的に考慮して出願の可否を決定する知的財

供給の安定化に資するか、我が国の企業活動のグローバ

産マネジメント方針を定めた。

ル化を支援する上で有益か、我が国の農林水産業・食品

農林水産省の植物品種等海外流出防止総合対策事業を利用して、海外品

産業への悪影響や我が国の企業活動への支障があるか、

種登録出願（36 品種のべ 106 件）を行うとともに、ブドウ「シャインマス

相手国の知財の管理状況が十分か、相手国における権利

カット」の輸入差し止めを申し立てた。
逆輸入阻止のためのブドウ「シャインマスカット」果実及びカンキツ果実

侵害の発見等が可能か等を総合的に考慮する。

の DNA 品種識別技術を開発し、DNA 品種識別技術の開発を、海外での侵
害リスクが高い品種、九沖 SFC 対応作物であるイチゴ、チャ、カンショに
拡大した。
また、海外へ流出したカンキツ品種に関して、利用許諾契約による海外で
の品種保護体制を構築した。
エ 知的財産権と関連技術（秘匿するものを含む。）の組 エ
み合わせなど戦略的な知的財産の保護強化を図る。

知的財産の戦略的な保護強化では、ノウハウの活用促進に向けた取扱方

針を整理し、特許権とノウハウを組み合わせたオープン＆クローズ戦略を
整備し、令和元年度から運用を開始し、7 件のノウハウを認定した。
重要な技術に関しては、物質・用途・調整法など異なる切り口での権利化
による保護強化を図るよう、特許網構築に向けた組織的対応に取り組んだ。
育成者権、特許権（遺伝子、栽培法、育種法など）の組合せにより知的財
産権の保護強化を図るとともに、円滑な社会実装に向けて、重畳的に複数の
権利が課される場合の許諾方針を整理するとともに、国際標準化を利用し
た知的財産権の戦略的な保護強化について方針を策定した。

主務大臣による評価（見込評価）
評定 Ａ
＜評定に至った理由＞
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早期の海外出願、利⽤許諾契約による海外で

知的財産マネジメントに関する基本方針の運用については、農研機構本部の司令塔機能の強化のため、平成 30 年度に「知的財産部」を新設し、戦略立案等を行う「知的財産戦略室」と知的財産権の取得
等を行う「知的財産課」が一体となってマネジメントを推進し、重点研究における特許網の構築や農研機構単独出願特許の増加等の強い知財権獲得につながっている。知的財産部が研究者を指導して権利取
得を推進し、また、職員に対して「知的財産に関する基本方針」を周知するともに、先行特許調査等の研修、e ラーニングを通じて、知的財産に関する能力の向上を図っている。
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については、特許出願件数が平成 29 年度の 123 件から令和元年度には 209 件に増加している。また、権利の実施許諾については、企業の要望
を適切に把握し、柔軟に実施許諾の締結を行っており、実施料収入が増加している。さらに、外国における知的財産マネジメントでは、育成者権保護のための海外への品種登録出願は本中長期期間中に 36
品種延べ 101 件の見込みとなっている。また、逆輸入阻止のため、ブドウ「シャインマスカット」、カンキツの DNA 品種識別技術を確立し、加えて、イチゴ、チャ、サツマイモ品種の品種識別技術の開発を
進めている。
以上のように、知的財産マネジメントの戦略的推進に向けて、知的財産に関する組織体制を構築するとともに、職員の資質の向上を図り、特許出願や外国への品種登録出願の増加及び実施許諾の取組等が
着実に進展し、顕著な成果が認められることから、Ａ評定とする。
＜今後の課題＞
中長期計画の集大成及び次期中長期計画の策定に向け、知的財産に関する取組を一層強化し、我が国農業の発展に不可欠な研究成果に関する知的財産権の保護と社会実装を促進する知的財産マネジメント
の戦略的展開を期待する。
主務大臣による評価（期間実績評価）
評定 Ｓ
＜評定に至った理由＞
知的財産マネジメントに関する基本方針の策定については、農研機構本部の司令塔機能の強化のため、平成 30 年度に「知的財産部」を新設し、戦略立案等を行う「知的財産戦略室」と知的財産権の取得
等を行う「知的財産課」が一体となってマネジメントを推進し、重点研究における特許網の構築や農研機構単独出願特許の増加等の強い知財権獲得につながっている。民間企業から知財戦略のスペシャリス
トを招聘しつつ、知的財産部が研究者を指導して権利取得を推進し、職員に対しては「知的財産に関する基本方針」を周知するともに、先行特許調査等の研修、e ラーニングを通じて、知的財産に関する能
力の向上を図っている。
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については、業務の効率化と担当職員の資質向上に取り組んだ結果、従来と同じ人員でありながら、特許出願件数が一体的マネジメント体制整
備前である平成 29 年度の 123 件から令和２年度には 326 件に増加している。また、権利の実施許諾については、民間企業の要望を適切に把握し、柔軟に実施許諾の締結を行っており、実施料収入が増加し
ている。さらに、外国における知的財産マネジメントでは、我が国農産物の国際競争力強化への寄与や費用対効果等を総合的に考慮して出願の可否を決定する知的財産マネジメント方針を定めるとともに、
育成者権保護のための海外への品種登録出願を行い、出願件数は本中長期期間中に 36 品種延べ 106 件となっている。また、逆輸入阻止のため、ブドウ「シャインマスカット」、カンキツの DNA 品種識別技
術を確立し、令和２年度にはイチゴ、チャにも拡大した。また、海外へ流出したカンキツ品種に関しては、当該国外への輸出禁止及び苗木販売禁止による増殖防止等、利用許諾契約による海外での品種保護
体制を構築した。さらに、特許権とノウハウ秘匿化によるオープン＆クローズ戦略を整備し、７件のノウハウを指定する等、知的財産の戦略的な保護強化に取り組んでいる。
以上のように、知的財産マネジメントの戦略的推進に向けて、知的財産に関する組織体制を構築するとともに、職員の資質の向上を図り、特許出願や外国への品種登録出願の増加及び海外での品種保護体
制の構築等が進展し、特に顕著な成果が認められることから、Ｓ評定とする。
＜今後の課題＞
第５期中長期計画の達成に向け、知的財産に関する取組を一層強化し、我が国農業の発展に不可欠な研究成果に関する知的財産権の保護と社会実装を促進する知的財産マネジメントの戦略的展開を期待す
る。
＜その他事項＞
（審議会の意見）
知的財産、特に育成者権の海外管理強化は、第５期中期目標期間において、さらなる手立ての取組に期待する。
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様式２－２－４－１

国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価）

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：

２－①モニタリング指標
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

広報誌等の発行数

112

139

119

124

59

研究報告書等の刊行数

25

28

38

22

6

技術相談件数

2,135

1,389

1,402

1,080

722

見学件数

5,813

6,009

5,434

5,183

332*

見学者数

36,491

36,448

36,155

36,815

3,905

97

127

111

99

43*

*オンラインの開催を含む

44,892

52,178

28,714

29,044

10,493*

*オンラインの参加を含む

1

1

１

1

1

シンポジウム、講演会、一般公開等の開催数
参加者数
研究開発成果と社会貢献の実績の公表実績

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

*オンラインを含む

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
評価軸・評価の視点及び評価指標等
（１）研究開発成果の公表
○研究開発成果について、情報提供、公表が適切に行われているか。
＜評価指標＞
・公表の際、権利化の可能性、秘匿化の必要性等の知的財産の取扱いの検討が行われているか。
（２）技術移転活動の推進
○研究後半の実証試験の導入など、技術移転活動を推進するためのマネジメントが適切に実施されているか。
＜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要な研究開発成果について、農研機構及び研究者自らが技術移転活動を実施している
か。
（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
○専門誌・紙への対応だけでなく、農研機構が国民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。
＜評価指標＞
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・研究情報や成果が、ユーザーが利用しやすい形で的確に発信されているか。広報活動のあり方が的確に見直されているか。
（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による国民との双方向コミュニケーションの取組が適切に行われているか。
＜評価指標＞
・シンポジウムやイベント開催等により、研究者と一般消費者や生産者が交流し、研究・開発の成果や取組の相互理解の増進が図られているか。
（６）研究開発成果の中長期的な波及効果の把握と公表
○研究成果の社会貢献について、実績の把握とその結果の公表が適切に行われているか。
＜評価指標＞
・既存の研究開発成果の社会貢献の実績が把握され、その結果が公表されているか。
・研究情報の発信において、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ついては、科学的かつ客観的な情報発信が行われているか。

中長期目標
（１）研究開発成果の公表

法人の業務実績・自己評価

中長期計画
（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、 ア

研究開発成果は、学術雑誌等への論文掲載、学会での

法人の業務実績等
（１）研究開発成果の公表

自己評価
＜評定と根拠＞

ア・研究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 評定：S

学術雑誌等への論文掲載等により積極

発表等により積極的に公表する。その際には、農研機構

制定、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

的に公表する。その際には、権利化の可

内の確認手順と責任部署を明確にし、権利化の可能性、

理者へ「研究成果公表伺」を提出し、当該成果の権利化の可能性や秘匿 根拠：

能性、秘匿化の必要性等を十分検討す

秘匿化の必要性等を十分検討した上で行う。

化の必要性を十分検討した上で公表した。

中長期計画を支障なく遂行し、目標を充分

・ 令和元年度に農研機構の研究成果を発信する「農研機構研究報告」を発 に達成した。特に以下の項目においては、中

る。

刊し、年３回の発行を行うことで育種データ、実証試験データ等の公共 長期目標を大きく上回る顕著な成果が得ら
性の高い成果についても着実に公表した。今後も、本基本方針に従い、公 れた。
表可とされたものは積極的に公表する。
・
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

（２）技術移転活動の促進
重点普及成果を、農研機構をあげて普及に

イ・平成 28 年〜令和元年度の普及成果情報（平成 28 年度 61 件、平成 29 年 取り組む成果と明確に位置づけ、開発責任者

度 90 件、平成 30 年度 84 件、令和元年度 74 件）を農研機構のウェブサ と農業技術コミュニケーター等による普及

されるもの（普及成果）については「普及成果情報」と

イト上で公開した。令和 2 年度は 73 件選定し、令和３年 7 月に公開す 実施体制の明確化、普及ロードマップの制

してウェブサイト等で広く公表する。

る予定である。

定、SOP が付随した成果導入促進を双方向の

コミュニケーションに基づいて展開した。

ウ 普及成果の中から、行政・普及組織等との意見を踏ま ウ・重点的、組織的に普及に取り組む「重点普及成果」について、22 件（平 ・「ダイズ難裂莢性品種群」は、特に愛知県
えて、重点的、組織的に普及に取り組むものを重点普及

成 28 年度 3 件、平成 29 年度 3 件、平成 30 年度 6 件、令和元年度 7 件、

成果として選定する。

令和 2 年度 3 件）を選定した。
・ 令和元年度から、農業界・産業界への成果の普及促進に利用するため、原
則として普及成果情報には標準作業手順書(SOP)の作成を必須とした。

（２）技術移転活動の推進

（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 ア

普及成果については、現地実証試験等を通じて、生産

（２）技術移転活動の推進

及び富山県で、全県一斉に既存品種からの
置換が進められたことから、作付け面積は
平成 28 年度 30ha から令和２年度 9,179ha
となり、目標とした 6,138ha を大きく上回

った。

ア ・令和元年度から、農業・食品分野における Society 5.0 の早期実現を加 ・「大区画圃場における乾田直播栽培体系」

研究開発成果を含め、有望な研究開発成

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

速化するため、スマート農業実証プロジェクトを通じて、第 1 期 SIP 等

果について、ユーザーが使いやすい形や

するとともに、現場実態に即した技術となるよう、導入

で開発されたスマート農業技術を全国 148 地区の実証農場に導入してそ

国民が理解しやすい形での紹介を行う。

する生産者、実用化企業や普及組織等による技術の組み

の効果を評価するとともに、スマート農業技術が「見られる・試せる・

また、研究後半の段階では、農家ほ場等

立てをサポートするなど、研究者自らが技術移転活動を

の作付け面積は平成 28 年度 876ha から令
和 2 年度 1,930ha となり、目標とした
1,500ha を大きく上回った。

体験できる」場の提供を行った。本プロジェクトにおいて、農研機構の （３）規制対応研究の一体的実施

38

で実証試験などを行い、研究成果の現場

行う。

研究者は課題担当者としてだけでなく、専門 PO として専門的見地から ・新技術対策室を設置し、規制等がかかる可

適用の可能性を見極めるとともに技術

技術普及の指導や、スマート農業コーディネーターとして地域内への技

能性のある研究について本部で統括する

移転を進める。

術の定着や横展開に取り組んだ。

体制を強化するとともに、国民との双方向

農研機構として、農業、食品産業その

・ 経営体強化プロジェクト等を活用して平成 29 年〜令和元年に 1,228 件の

コミュニケーションを推進した。

他の関連産業や国民生活の質の向上へ

現地実証研究を実施し、現地適用に向けての課題等の洗い出しや開発し （４）広報活動の推進（５）国民との双方向

の貢献の観点から特に普及が期待され

た技術の完成度を高めた。また、研究者自ら技術指導を行う等、技術移転

コミュニケーション

る重要な研究開発成果を、行政側とも連

を促進する取組を実施した。

広報活動においては、中長期計画を支障な

携しつつ選定し、重点的に技術移転活動

・ 現地実証試験を円滑に実施する上での注意点を取りまとめた「現地実証 く遂行し、目標を充分に達成した。特に以下

を行う。その際は、必要に応じ、都道府

試験の円滑な実施に向けたガイドライン」を制定し、このガイドライン の項目においては、中長期目標を大きく上回

県の普及組織との役割分担を行った上

に基づき実証経営体と合意の上で技術移転活動を行った。

で、農研機構及び研究者自らが、生産者、

・平成 30 年度に広報部及び広報戦略室を設

実需者、民間企業等への技術移転活動を イ 重点普及成果は、都道府県の普及組織との連携を図り イ
行う。

また、研究開発の成果の実用化及びこ
れによるイノベーションの創出を図る
ため、必要に応じ、科学技術・イノベー
ション創出の活性化に関する法律（平成
20 年法律第 63 号）に基づく出資並びに
人的及び技術的援助の手段を活用する。

る顕著な成果が得られた。

・重点普及成果については、全体会議で開発責任者と農業技術コミュニ

つつ、農研機構が組織的に生産者、実需者、民間企業等

ケーターが普及ロードマップの検討を行い、年度末のフォローアップ会

への技術移転活動を実施する。

議で普及状況の評価と課題の把握及び次年度の計画を議論し、毎月の PD
会議で進捗状況を共有した。
・ 農業技術コミュニケーターは SOP を普及ツールとして活用するととも

置、令和元年度には、つくば地区広報担当
者を本部広報部に集中させ、広報活動にお
ける本部司令塔機能を強化し、メディアと
連携した取組など、効果的な広報戦略を策
定して計画的に実施した。

に、都道府県の公設試や普及組織（H31 年 4 月からの累計訪問・メール ・理事長イニシアティブによる記者会見を

等件数：591 件）、JA（169 件）、農業法人（191 件）、さらには農業生
産現場等（135 件）へ普及活動を推進した。
・ 地域アドバイザリーボード、地域マッチングフォーラムや地域試験研究
推進会議の場を活用し、重点普及成果をアピールした。加えて、現地検討

積極的に開催し、自ら農研機構改革の取組
を発信する等のトップ広報を行い、理事長
と毛利衛氏の対談記事、果実収穫ロボット

(60 件以上)等多数のインパクトのある報

会や出前技術指導、興農会や事業化推進ツアーを通じて地域に応じた成

道につながった。

での普及職員研修等において企業や行政組織への浸透にも取り組んだ。

30 年 11 月)、情報発信の対象とする層を明

果紹介を工夫し、農業技術革新・連携フォーラムや農政局ブロック単位 ・ウェブサイトのリニューアルを行い(平成
・ 重点普及成果「ダイズ難裂莢性品種群」では、奨励品種化の可能性がある
県に対し、公設試の他、実需者団体、生産者団体へ説明して奨励品種採用
に向けた活動を継続することで、平成 28 年度の当該品種作付け面積 30ha
が令和 2 年度に 9,179ha となり、目標とした 6,138ha を大きく上回った。
令和 2 年度の数値は置換対象品種（難裂莢性付与前の品種）の作付面積
の 20％にあたる。
・ 「大区画ほ場における乾田直播栽培体系」では、宮城県を中心とした東
北地方の太平洋側で組織的な活動に取り組んだ。令和２年度の作付面積

確にした広報を展開し、アクセス数の増加
(リニューアル前後 1 年間のユーザー数ス
マホ 72%増等)につながった。研究成果等
のプレスリリースにおいても、対象層を明
確に区分した原稿のブラッシュアップを
実施した。アグリビジネス創出フェアなど
への出展を戦略的に行った。また、多くの
重要視察に農研機構一体となって取り組

は、一部の地域で農研機構方式と異なる乾田直播技術に変更されたため、

んだ。

28 年度の 876ha から中長期計画における当初目標の 1,500ha を大きく上

回発行)し、広報誌 NARO（年 4 回から 6

令和元年度に上方修正した目標値（2,100ha）には届かなかったが、平成 ・令和元年度には農研機構技報を創刊(年 4
回る 1,930ha を達成した。さらに各地での展開を図るため、岩手県内で
の普及拡大を目的とした「水稲直播及び子実用トウモロコシ普及促進会」
を組織し、現地調査や現地検討会において実演を行った結果、複数の大
規模農業法人が令和 3 年度からの導入を決定した。また福島県会津にお
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回に増やして発行）や構成・デザインを統
一した地域農研等ニュースとともに、農研
機構のブランド力・認知度向上に大きく貢
献した。

いては、福島県農試と連携し展示圃場を開設、降雪地における本格導入 ・令和 2 年度は、新型コロナウイルス流行下
の先駆けとなった。北海道内への普及については、農業技術コミュニケ

でオンライン手法を活用した広報に取り

ーターが北海道の技術普及課に本技術を説明し、次年度からの岩見沢市

組んだ。

農業法人での実証展示圃設置が決定、予定展示補において前年整地実演
会（48 名参加）を実施した。

＜課題と対応＞

ウ 重点普及成果・普及成果については、第３期中期目標 ウ・平成 27 年度、平成 29 年度、令和元年度に選定された普及成果情報、研 （２）技術移転活動の促進
究成果情報についてフォローアップ調査を実施し、普及状況を定量的に把

SOP を活用した普及活動を推進する。

調査を行い、その結果を公表する。また、当該調査結果

握した。その結果、選定後の年数が経過するとともに普及程度が拡大して （４）広報活動の推進（５）国民との双方向

を基に、５年以内の一定程度の普及を目指し、技術移転

おり、継続的な普及活動の重要性が示唆された。

コミュニケーション

期間に得られたものを含め、普及状況のフォローアップ

活動を見直す。

・ 重点普及成果の主な普及状況は以下のとおりである。

広報活動においては、第 4 期において本部

＊ 「気象予報を含む全国別 1km メッシュ農業気象データ作成・配信シ を司令塔とした農研機構一体となった戦略
ステム」は、利用登録が 876 件となった。

的広報活動実施体制を構築し、農研機構のプ

＊ 「高品質・低コストのイネ・ホールクロップサイレージ生産体系」で レゼンス向上に大きく貢献したが、コーポレ

は、農研機構育成品種の作付け面積は平成 30 年度 4,270ha、令和元年 ートブランドの確立や広報活動の波及効果

度 3,920ha、令和２年度に 4,237ha と横ばいであるが、奨励品種採用 についての分析、また、広報活動におけるデ

県が平成 30 年度の８県から 20 県に拡大するとともに、日本一の飼料 ジタルトランスフォーメーションに課題を
用イネ生産県である熊本県の協力のもと、宇城市で現地実証展示圃を 残した。第 5 期においては、農研機構一体と
開設し、収穫実演会による普及活動を実施した。

なった広報活動による一層の認知度向上を

＊ 「モチ性オオムギ品種の普及」は、平成 30 年度の当該品種作付け面 目指し、以下の取組を重点的に実施する。

積 960ha が令和２年度に 2,944ha（国内需要の 29％）まで拡大した。 ・AI 等も活用した情報の収集分析に基づき、

＊ 「誰でも使えるデジタル土壌図」は、土壌情報を駆使したデータ駆動

効果的な情報発信を多様な手法を用いて

型農業のための情報基盤と位置づけ、都道府県の栽培指針とのリンク

行う。

件接続まで増加した（I-3 ウにも記載）。

した研究者自身のアピールを行う。

進み、令和元年度 3,874ha から令和２年度は 6,200ha（対前年 1.6 倍）

学だけでなく、視察やイベントにも対応で

を働きかけ、令和元年度は３県であったリンク接続が令和２年度は 13 ・優れた研究開発成果とともに、研究を実施
＊ 「多収・良食味米品種」ではつきあかり、ちほみのりを中心に普及が ・「食と農の科学館」の展示を、一般向け見
まで拡大した。

きるよう強化する。

入、1 県で防除指針採用に拡大した。

ロナウイルス流行等の社会的影響も踏ま

＊ 「新規土壌還元消毒防除体系」は令和２年度実績で 11 道府県での導 ・イベント等のオンライン開催など、新型コ
＊ 「NARO 方式乾田直播ラインナップ」は、全国作付実績が令和元年度
2,900ha から令和２年度 3,893ha（1.3 倍）に拡大した。
エ 研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーショ エ・ 令和３年３月に「農研機構発ベンチャー企業認定等実施規程」を整備し、
ンの創出を図るため、必要に応じ、農研機構の研究開発の

農研機構発ベンチャーの支援体制を構築した。

成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者
に対し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する
法律（平成 20 年法律第 63 号）に基づく出資並びに人的及
び技術的援助を行う。その際には、「研究開発法人による
出資等に係るガイドライン」（平成 31 年１月 17 日内閣府
政策統括官（科学技術・イノベーション当）・文部科学省
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えた広報活動のデジタルトランスフォー
メーションをすすめる。

科学技術・学術政策局決定）を踏まえ、関連規程を整備し
た上で適切に実施する。
（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

（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 ・ 各種規制が適用される可能性がある研究課題について、I-9 に示した研究

るためには、研究開発から産業化・普及 規制、労働安全規制、生物多様性影響等に関する各種規制

課題として実施するとともに、令和元年度に企画戦略本部に新技術対策室

までの全体を俯瞰して、それぞれの過程 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

を設置し、事前の分析や対処に的確に取り組む体制を構築した。

で生じるであろう課題に体系的・計画的 商品化・事業化までの見通し、事前の分析、その対処方法 ・ 遺伝子組換え技術で作出したスギ花粉米の実用化に向けて安全性等の規
に対応するアプローチが必要となる。し も含め、第１の９に示した研究課題の中で、試験及び研究
かしながら、これまでは研究開発成果を 並びに調査に取り組むことで、一体的に実施する。
得ることのみに力が注がれ、それら研究

制対応情報を収集し、新たな系統作出をサポートした。
・ 新技術であるゲノム編集に係る新たな規制等情報の収集と、関係研究者等
への情報発信を行い、研究推進に貢献した。

開発成果を産業化・実用化するために求
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。
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 ア
として、我が国の農業・食品産業の発展

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。

（４）広報活動の推進
ア・ウェブサイトのリニューアルでは、1 一般、2 生産者、3 企業、4 研究
者・学生、それぞれを対象としたポータルサイトを作成して情報発信に

に資する研究情報や成果を、マスメディ

取り組むとともに、成果情報の掲載方法を見直しして利用者の使いやす

アやウェブサイト等を活用して、ユーザ

さを改善した。

ーが使いやすい形で的確に発信する。ま

・ プレスリリースでは、専門紙向け、あるいは、一般紙向けなど、リリース

た、信頼できる機関として国民に広く認

対象を明確に区別して、それぞれに適した原稿の精査、校正、情報発信に

知されるよう、広報活動のあり方を的確

取り組んだ。

に見直す。

・ 令和２年度前半は新型コロナウイルス流行の影響で、これまで行ってき
た対面型記者会見の実施件数が減少し(R1 前半 10 件から R2 前半 4 件)、
集客型イベントも中止・延期となり、開催予定 57 件のうち 39 件が中止
となった。そのため、オンラインツールを用いた非対面型記者会見、記者
懇談会の導入、記者クラブで実施されていた交流会への参加等の手法を
構築し、春から夏にかけて落ち込んだ記者会見実施件数は前年度並とし
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た(R1 11 件、R2 13 件）。一方、オンライン開催イベントにおけるプレ
ゼン・研究紹介動画の活用には改善の余地があることも明らかになった。
ウェブサイトや動画での情報発信を充実させたことで、より広範囲の人
に農研機構の取組を広報することが可能となった(ウェブアクセス数 R1
約 953 万件、R2 約 1,053 万件、動画閲覧数 R1 約 19 万件、R2 約 40 万
件)。また、デジタル記事掲載件数は増加した(R1 3,369 件、R2 4,479 件)。
イ 最大の広報効果を引き出すために、広報に評価とその イ・プレスリリース情報に係る報道については、本部広報課による首都圏を
結果のフィードバックなど広報の「見える化」を導入し、

中心とした報道実績の収集に加えて、地域農業研究センターの広報チーム

広報の実施がどのような効果をもたらしたかを検証す

による各地域でのローカル報道の報道実績収集にも取り組んだ。

る。具体的にはプレスリリースにより提供した情報がマ ・ ウェブサイトについては、全体、あるいは、カテゴリー別のアクセス数解
スメディアで記事やニュースとして報道されたか、ウェ

析に加え、研究成果情報や動画ごとのアクセス状況も解析した。これらの

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

解析により、注目度の高い分野・ページ・動画などを明らかにし、ウェブ

たかなどを評価・検証し、次の広報活動等へ反映させる

サイトでのピックアップや広報誌等での採用など、タイムリーな広報活動

等の PDCA サイクルを実施する。

の戦略策定に反映させた。
・ これらの取組を継続することにより、より訴求力の高い広報活動の展開が
達成できた。

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 ウ・平成 29 年度に、第４期中長期計画及び産学官連携・普及・広報に関する
テムを作る。

基本方針に基づき、「農研機構広報戦略」を策定した。
・ 平成 30 年度には連携広報部を改組して広報部及び広報戦略室を設置し、
上記戦略に基づき、より具体的・戦略的な計画に沿って取組を進めるため
の体制を構築した。
・ 令和２年度には広報戦略会議で広報活動全般の企画・見直しを行い、広報
戦略に基づいて以下の取組を進めるための体制を強化した。
＊ トップからの情報発信：理事長自ら記者会見や取材対応を行うなどの
トップ広報を打ち出した。また、東京での記者会見の回数を月１回に増
加した。令和 2 年度は新型コロナウイルス感染対策として、オンライン
会見を積極的に実施した(13 回)。
＊ 戦略的な広報企画を開始し、マスメディアへの売り込みを行い、インパ
クトのある報道につなげた(令和３年１月

久間理事長と日本科学未来

館毛利衛館長との対談記事掲載)。
＊ 展示・イベントの活用：アグリビジネス創出フェアや農業技術革新・連
携フォーラム等の農研機構全体で取り組むイベントにおいては、ストー
リー性と統一感のあるアイキャッチを重視したプレゼン・展示を実施
し、産業界、農業界、行政での認知度向上につながった(連携フォーラ
ムにおける産業界、農業界からの参加者数:132 人(H30)→252 人(R1、
前年比 1.9 倍))。また、デパートでの品種紹介イベント等の新企画を実
施した。
＊ ウェブサイトの見直し：ウェブにターゲット層区分を設けるとともに
スマートフォンへの対応や注目情報のピックアップ等の改修を随時実
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施した。その結果ウェブへのアクセス数は増加した(R2 前年比 11%増)。
さらに SNS による情報発信を行った。
＊ 動画の活用：研究成果等の普及に向けた動画製作に取り組み、動画閲覧
数の増加につながった(R1 約 19 万件、R2 約 40 万件)。公開動画の「た
め池防災支援システム」は NHK の取材につながり、テレビで 3 回放映
された他、「高機動畦畔草刈機」動画は再生回数約 17 万回に達した。
＊ 刊行物の改革：農研機構技報の創刊、地域農研ニュースに統一感を持た
せる、人を前面に出した記事の掲載等、法人全体としてのプレゼンス向
上を図った。
＊ 視察対応：来訪者の属性に合わせたプログラムと資料を作成するとと
もに、NARO style 弁当や成果物の試食なども実施し、産業界・農業界・
行政での認知度向上に貢献した。
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。

エ・新聞社・出版社・広告会社等での業務経験者を新たに雇用し、文章・デ
ザイン・動画等の品質向上やメディア対応の強化を図るとともに、SNS
による発信やエンターテイメント系広報など、従来にない取組を実施し
た。
・ 平成 29 年度にはつくば地区の全研究センター等に広報プランナーを配
置し、研修を定期的に開催することで広報体制の強化・人材の育成を図
り、令和元年度にかけて人材を段階的に本部に集約することで、それぞ
れの分野や現場に精通した者によるよりレベルの高い広報活動を実施し
た。

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。

オ・シンボルマークのバッジを作成し、役員が外部者と会う際に着用するこ
とで知名度向上を図った。今後、職員にも会議等での着用を促す。
・ プレスリリース、要覧、イベント、学会等を含む外部での発表等で用いる
広報資料等において、シンボルマーク・ロゴの使用を周知・徹底すること
で法人として統一感のアピールを可能にし、農研機構の知名度向上を図
った。

カ 統合に合わせて広報誌を作成して、国民等に広く配布

カ・各研究部門・センターや地域農業研究センター等が独自に発出していた

するとともに、ウェブサイトに掲載する。また、各研究

刊行物・ニュース等について、学術的・専門的に農研機構の成果を解説

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

する「農研機構技報」、一般向けに成果・イベント等を分かりやすく紹

発信するなどして、農研機構の研究内容等の周知に努め

介する「広報誌 NARO」、農研機構の業務に密接に関連する行政部局・

る。

各地域向けに情報提供する「ニュース」に集約して、読者層を明確に区
別した、より訴求力の高い情報発信体系へと大幅に改善した。具体的に
は、
＊ 「農研機構技報」を令和元年度に創刊し、令和２年度末までに８号を
発行して、農研機構の研究成果・技術の普及・知名度向上を図った。
好評により、当初の発行部数 4,000 部から 6,000 部に増刷して配布し
ている。
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＊ 「広報誌 NARO」は、平成 28 年度に創刊し、令和元年度以降は発行
回数を年４回から年６回に増やして発信力を強化してた。国民視点に
即したものとする観点から、研究者の協力を仰ぎつつ、広報担当者が
内部取材により記事を作成するスタイルを重視し、来訪者やイベント
などで配布するとともにウェブサイトにも掲載している。
＊ 広報誌は、広報担当者のスキル向上や外部専門家との協力により、よ
りデザイン性が高くクオリティの高い刊行物になった。技報について
電子ブック化を行い、記事ごとの閲覧数等の解析が可能となった。
＊ 「ニュース」は、構成・デザイン等を共通化して、農研機構としての
統一感・一体感を高め、農研機構のブランド力向上に貢献した。
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。

キ・プレスリリースについては、理事長のイニシアティブにより、月に１回、
東京での記者会見開催を方針として掲げ（平成 30 年度以降）、平成 28
年度と平成 29 年度は合計６回であったが、平成 30 年度と令和元年度は
合計 28 回実施した。
・ 農研機構の改革ビジョンや最先端の研究成果等について、理事長が自ら
発信する機会を積極的に増やし、平成 28 年度と平成 29 年度は合計３回
であったが、平成 30 年度から令和２年度にかけて合計 19 回実施した。
・ 上記の取組は、新聞、TV 等におけるインパクトの強い報道につながった
(平成 30 年４月理事長就任会見報道 16 件, 平成 30 年９月農情研開設会
見報道 18 件, 平成 30 年 12 月興和株式会社との共同会見（ミノムシ） 報
道 50 件以上、令和２年 12 月果実収穫ロボット記者会見 報道 60 件以上
など)。
・ 新聞報道の総数は、平成 28 年度と平成 29 年度の平均が 1,649 件/年、平
成 30 年度から令和２年度にかけての平均が 1,852 件であった。特に、全
国向けにニュースを報じる五大紙は、同期間の平均が 157 件/年から 170
件/年へと増加し、農研機構のプレゼンスが大きく向上した。なお、社会
への影響力が年々増加しているとみられるオンライン記事数は、令和元
年度 3,369 件から令和２年度 4,479 件と増加し、紙媒体の報道件数を上
回った (平成 30 年度以前は調査なし)。
・ プレスリリースマニュアルについても改正を重ね、専門紙向けと一般紙
向けとを明確に区分したプレスリリース原稿のブラッシュアップに取り
組んだ。これらの取組により、農研機構の認知度の更なる向上が達成で
きた。

ク ウェブサイト等については、農研機構としての統一感

ク・ウェブサイトのリニューアルでは、対象を明確にしたポータルサイトを

を持たせたるとともに、クオリティが高く認識性に優れ

新設するとともに、インパクトのある研究成果・受賞・表彰等を注目ト

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

ピックスとして取り上げてタイムリーな情報発信に努めるとともに、美

るウェブサイトページとする。

しい写真を多用し農研機構全体の統一感を確保したデザインの導入や、
スマートフォン・タブレットなど PC 以外での閲覧に対応するための
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レスポンシブサイト化、高齢者・障がい者にもやさしいアクセシビリテ
ィ規格（JIS-X8341-3:2016）対応など、大幅なリニューアルを実施して
認識性を向上させた（平成 30 年）。
・ リニューアル前後 1 年のアクティブユーザー数は、PC では約 80 万か
ら約 88 万へ（増加率 10.5 %）、スマートフォンでは約 49 万から約 84
万へ（増加率 72.2 %）、タブレットでは約 10 万から約 14 万へ（増加率
40.6 %）と、それぞれ顕著に増加し、情報発信力の大幅な向上が達成で
きた。
・ 一般向け・視察者向けの研究成果紹介動画をウェブサイトに多数掲載し、
農研機構のプレゼンス向上に貢献した。セキュリティ面においても、過
去に作成されたウェブページを整理し、ウェブサイト全体の常時 SSL 化
を行い、安全性が向上した。
（５）国民との双方向コミュニケーショ （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

ン

重要な研究成果については、シンポジウムや研究成果

ア・ターゲット層を明確にした上で重要な研究成果をシンポジウム・研究会・

農研機構及び研究者自らが、シンポジ

発表会、マッチングイベントなどを通じて、国民の声を

講習会・フォーラム・展示会等で紹介するとともに、収集した参加者か

ウムやイベント、学校教育や市民講座に

聞きながら周知を図る。また、学校教育や市民講座に積

らの意見をフィードバックして普及の促進に活用した。

参加すること等により、国民との継続的

極的に参加し、国民との双方向コミュニケーションを進 ・ 出前授業などにより学校教育に貢献するとともに、市民講座・サイエンス

な双方向コミュニケーションを進める。

める。

ア

カフェ・松坂屋での品種紹介イベント等の開催を通して、農研機構及び農

これにより、研究開発のニーズ、研究開

研機構の成果がどう見られているかを把握し、コミュニケーションの強

発に対する期待や不安、懸念等の声を把

化を図った。

握し、研究にフィードバックして、真に

・ 大型オンラインイベントに対応するため、研究者の協力を得ながら研究

国民生活の向上に役立つ研究開発成果

成果の分かりやすいプレゼン動画・プロモーション動画を作成し、新型コ

の獲得を目指す。併せて、農業研究や農

ロナウイルス流行下における研究成果の周知につなげた。

研機構の研究開発成果への理解を促進
する。
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、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
の充実を図る。

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

イ・「食と農の科学館」では、青いキクの樹脂標本など、希少で分かりやす
い展示への模様替えや、音声ガイド・防犯設備の導入を進めた。

同時に、一般公開・市民講座等をこれらの施設を拠点と ・ 見学対応については、農研機構の規模を活かして、食と農の科学館、農業
して開催し、多くの国民が当館を訪れるよう運営の改善

環境インベントリー展示館、ジーンバンク、植物工場などをラインナッ

を図る。具体的には、分野別の科学性と専門性を重視し

プした幅広い分野を見学できるコースを確立した。種苗管理センターも

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

外部からの視察に対応した。

にも分かりやすい展示への模様替えを進める。一方で個 ・ 研究者、企業、行政、農家、就職活動中の学生など、多岐にわたる来訪者
人の見学等に対応できるように、目の前の展示に関する

の要望・専門性に応じた展示内容・見学対応となるように取り組み、農研

解説を QR コードを介して聞くことができるシステムな

機構の研究成果に対する理解促進が達成できた。

どの導入を図る。これらの施設に遺伝資源を保存管理す ・ 植物工場模型の設置や体験型 VR 装置等の新規導入など展示の更新を行
る部署（遺伝資源センター）、種苗管理センター等も加

い、多様な見学・視察対応に活用した。

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。
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ウ リスクコミュニケーションの取組については、統合に

ウ・遺伝子組換え技術を用いた育種等のリスクコミュニケーションについて

よりその対象範囲が広がることに配慮し、各関連研究部

は、平成 28 年に生物機能利用研究部門に設置した遺伝子組換え研究推進

門等との連携の下に、国民の声を把握するとともに、科

室を中心に取り組み、令和元年度には企画戦略本部に新技術対策室を設

学的かつ客観的な情報を継続的に分かりやすく発信す

置し、法人全体で行うリスクコミュニケーションを本部が統括すること

る。遺伝子組換え技術を用いた育種については見学会等

でさらに体制を強化した。

の場を通じて国民の理解を得るように努めるほか、食品 ・ 遺伝子組換え農作物・ゲノム編集作物については、見学会の実施の他、農
の安全、家畜疾病、有害化学物質等についても、各種セ

林水産省受託研究「アウトリーチ活動」において講演会や講義、バイオカ

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

フェ等による情報提供と双方向コミュニケーションを推進した。

進する。

・ 第 2 期 SIP「国民理解」では、ゲノム編集に関するワンストップ情報発信
としてホームページ（バイオステーション）の開設、影響力の大きいメデ
ィア及び教育界への情報発信、SNS による情報収集及び AI による解析
等に取り組んだ。
・ 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した。

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

エ・本部（つくば地区）での夏休み一般公開に加えて、地域農業研究センタ

地として、広報戦略の下に、特に一般公開、サイエンス

ーにおける一般公開・サイエンスカフェなどを継続的に開催して、農業

カフェの参加・開催等を通じて、農業者等への研究成果

者等への研究成果の情報発信に積極的に取り組んだ。令和２年度は新型

の広報等を積極的に行う。また、研究者による学校の教

コロナウイルス流行の状況及び政府などからの要請に対応し、対面で開

育活動への協力などを通じて、国民の声を把握し、地域

催予定だった多くのイベント、特に大勢の参加者を集めていた一般公開

における農研機構の存在意義をアピールしていく。

を中止した。一部のイベントについては、オンライン開催への切り替え
や、感染対策を徹底した上で見学者用ミニ企画や少人数でのサイエンス
カフェを実施するなど、可能な範囲で情報発信に努めた。
・ 学校・企業・学会等からの依頼に対応して、研究者による講義・教育活動
の協力も、新型コロナウイルス対策をふまえた上で、可能な限り実施し
た。

（６）研究開発成果の中長期的な波及効 （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

果の把握と公表

ア

ア

第１の６（２）のフォローアップ調査等により、過去

・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

農業研究の成果が社会に広く普及し大

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

の社会への貢献については、できるだけ定量的な実績を把握・公表した。

きな波及効果を及ぼすには、通常長い年

的な実績を把握・公表する。また、農研機構が国民生活

平成 30 年度の調査では、選定後１及び 3 年を経た成果の普及・活用割合

月を要する。このため、過去の研究開発

の質の向上、我が国の農業の発展に果たしてきた貢献に

は約 60％、選定後 5 年を経た成果では 80％に拡大した。

成果の社会への貢献についてできるだ

ついて、広く国民に認知されるようウェブサイト等を活 ・ 令和２年度に本中長期計画期間５年ごとの検証を実施した（Ⅰ-6(2)にも

け定量的に実績を把握し、その結果を公

用して情報発信する。

表するとともに、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。

記載）。
・ 学術的・専門的に農研機構の成果を解説する「農研機構技報」を創刊し
た。
・ 農研機構の貢献についての情報発信については、対象を明確にしたホー
ムページデザインの改善や、一般向けの広報誌作成・配布、一般公開・サ
イエンスカフェなどの開催を通じた情報発信に積極的に取り組んだ。
・ ウェブサイト・広報誌・イベント開催などに加えて、SNS などを活用し、
タイムリーな情報提供に取り組んだ。
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・ これらの取組により、農研機構の情報発信力の大幅な向上が達成できた。
イ 研究者自らが積極的にシンポジウムやイベント、学校

イ ・研究者の各種会合等への参加を通じた社会貢献を奨励し、その状況を

教育や市民講座に参加することを督励し、社会貢献を強

個人の業績評価でも評価した。また、マッチングイベント等への参加を

く意識する機会とすることとする。また、マッチングイベ

通して得た情報の研究へのフィードバックに取り組んだ。

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。

主務大臣による評価（見込評価）
評定 Ｓ
＜評定に至った理由＞
広報活動の推進については、30 年度に広報部及び広報戦略室を設置、令和元年度には、つくば地区広報担当者を本部広報部に集中させ、広報活動における本部司令塔機能を強化し、効果的な広報戦略を策
定して計画的に実施していく体制を構築している。また、理事長イニシアチブによる記者会見を積極的に開催し、自ら農研機構改革の取組を発信する等のトップ広報を行い、多数の報道につながっている。
さらに、ウェブサイトのリニューアルを行い（30 年度 11 月）、情報発信の対象とする層を明確にした広報を展開し、研究成果等のプレスリリースにおいても、対象層を明確に区分した原稿のブラッシュ
アップを実施している。アグリビジネス創出フェアなどへの出展を戦略的に行い、これらを通じて農研機構のプレゼンスを大きく向上させている。また、令和元年度には農研機構技報を創刊（年４回発行）
し、広報誌 NARO（年６回発行）や構成・デザインを統一した地域農研等ニュースとともに、農研機構のブランド力・認知度向上に大きく貢献している。
技術移転活動の推進については、重点普及成果を農研機構をあげて普及に取り組む成果と明確に位置づけ、開発責任者と農業技術コミュニケーター等による普及実施体制の明確化を図るとともに、普及ロー
ドマップの制定や、標準作業手順書（SOP）を用いた成果普及の促進が認められる。これらの取組により、「ダイズ難裂莢性品種群」の作付け面積は 30 年度の 400ha から２年度に 5,300ha へと拡大する見
込みであり、「大区画ほ場における乾田直播栽培体系（NARO 方式乾田直播）」の適用面積が 30 年度の 600ha から２年度には 2,100ha 以上に拡大する見込みである。さらに、新技術対策室を設置し、食品安
全規制などの各種規制が適用される可能性のある研究について本部で統括する体制を強化するとともに、国民との双方向コミュニケーションを推進している。
特に、組織体制の整備と組織一体となった広報と普及活動の推進により、NARO 方式乾田直播等の普及が進み、将来の顕著な成果創出が期待されることから、Ｓ評定とする。
＜今後の課題＞
広報活動の波及効果についての分析を踏まえた広報活動の充実・強化を図るとともに、SOP を活用した社会実装活動のアウトカム評価を踏まえた普及活動の推進を期待する。
＜その他事項＞
（審議会の意見）
・今後も成果を分かりやすくアピールし、多方面へ適切に情報を発信することを期待する。
・社会実装の強化に向けて整備された体制により、エンドユーザーへの効果の明確化を期待する。
主務大臣による評価（期間実績評価）
評定 Ｓ
＜評定に至った理由＞
広報活動の推進については、平成 30 年度に広報部及び広報戦略室を設置し、令和元年度には、つくば地区広報担当者を本部広報部に集中させ、広報活動における本部司令塔機能を強化し、効果的な広報
戦略を策定して計画的に実施していく体制を構築している。また、理事長自ら農研機構改革の取組を発信する等のトップ広報を行い、令和２年度には、理事長と毛利衛氏の対談記事、果実収穫ロボット（60
件以上）等の多数の報道につながっている。さらに、ウェブサイトのリニューアルを行い（平成 30 年度 11 月）、情報発信のターゲットを明確にした広報を展開し、研究成果等のプレスリリースにおいて
も、対象層を明確に区分した原稿のブラッシュアップを実施している。アグリビジネス創出フェアなどへの出展を戦略的に行い、これらを通じて農研機構のプレゼンスを大きく向上させている。また、令和
元年度には農研機構技報を創刊（年４回発行）し、広報誌 NARO（年６回発行）や構成・デザインを統一した地域農研等ニュースとともに、農研機構のブランド力・認知度向上に大きく貢献している。
技術移転活動の推進については、農研機構が組織的に普及に取り組む研究成果として重点普及成果を位置づけ、研究開発責任者と農業技術コミュニケーター等による普及実施体制の明確化を図るととも
に、普及ロードマップの制定や、標準作業手順書（SOP）を用いた成果普及の促進が認められる。これらの取組により、「ダイズ難裂莢性品種群」の作付け面積は 平成 28 年度の 38ha から令和２年度には
9,179ha へと拡大するとともに、「大区画ほ場における乾田直播栽培体系（NARO 方式乾田直播）」の適用面積は、東北地域で平成 28 年度の 876ha から令和２年度には 1,930ha へと拡大し、目標とした
1,500ha を大きく上回っている（全国では、4,000ha）。さらに、新技術対策室を設置し、食品安全規制などの各種規制が適用される可能性のある研究について本部で統括する体制を強化するとともに、国民
との双方向コミュニケーションを推進している。

47

以上のように、研究開発成果の社会実装の強化に向けて、組織一体となった広報と普及活動の推進により、特に顕著な社会実装の進展が認められ将来の顕著な成果創出が期待されることから、S 評定とす
る。
＜今後の課題＞
広報活動の波及効果についての分析を踏まえた広報活動の充実・強化を図るとともに、SOP を活用した社会実装活動のアウトカム評価を踏まえた普及活動の推進を期待する。
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様式２－２－４－１

国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価）

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：

２－①モニタリング指標
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

行政部局との連携会議開催状況

31

27

25

49

18

行政等の要請による委員会等への専門家派遣数

378

459

602

574

575

9

16

13

13

4*

*オンラインの開催を含む

1,259

1,967

1,747

2,996

70*

*オンラインの参加を含む

シンポジウム等の共同開催数
参加人数
災害時支援及び緊急防疫活動等の取組状況

対応件数

12

5

7

8

9

防災訓練及び研修等に関する取組状況

開催件数

14

31

19

12

22

参加人数

2,524

2,469

2,159

754

1,336

活用件数

100

113

126

161

190

研究成果の行政施策での活用状況

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

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
評価軸・評価の視点及び評価指標等
○行政部局との通常の連携の仕組み、緊急時等の機動的対応の仕組みが適切に構築・運用されているか。緊急時等において行政ニーズに迅速に対応しているか。
＜評価指標＞
・行政部局と研究計画段階から連携し、行政ニー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。
・災害対策基本法等に基づく災害対応、食品安全基本法に基づく緊急対応、重要な家畜伝染病の発生時の緊急防疫活動など危機管理に対する備えと発生時の機動的対応として、職員の派遣、現地調査、助言、病性鑑定及び研究
の実施が行われたか。

中長期目標

法人の業務実績・自己評価

農林水産省の行政部局と研究計画段 ア

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

法人の業務実績等

自己評価

ア・行政ニーズの迅速な収集と共有を図るため、東京連絡室を設置・拡充し ＜評定と根拠＞

階から密接に連携し、食品安全、動植物

携し、食品安全、動植物検疫に係るレギュラトリーサイ

て行政部局窓口機能を強化するとともに、農林水産省各局幹部と役職員 評定： S

検疫に係るレギュラトリーサイエンス

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

等が意見交換をする仕組みを構築し、定期的に意見交換した（H30：13

に属する研究など行政部局のニーズを

して業務を進めるとともに、行政ニーズに迅速かつ機動

回、R1：13 回、R2：12 回）。

十分に理解して業務を進めるとともに、

的に対応し、業務を着実に実施する。また、緊急時対応
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根拠：

行政ニーズに迅速かつ機動的に対応し、

を含め連携会議、国内外への専門家派遣に対応するとと ・ 九沖 SFC プロなど重要施策である農産物食品の輸出拡大に向けた取組の

業務を着実に実施する。また、緊急時対

もに、行政部局との協働によるシンポジウム開催等を行

応を含め連携会議、国内外への専門家派

う。

中長期計画を支障なく遂行し、目標を充分

中で、地方農政局や経産局等、地域レベルでも行政との連携を強化した。 に達成した。特に以下の項目においては、中
・ 研究担当者が行政部局関係者に研究成果を紹介するとともに実用化や事 長期目標を著しく上回る顕著な成果が得ら

遣に対応するとともに、行政部局との協

業化等について意見交換を行うことで行政ニーズの反映に取り組み、そ れた。

働によるシンポジウム開催等を行う。

の概要を「農研機構ほっとライン」に取りまとめた（H29：6 回、H30： ア

また、災害対策基本法（昭和 36 年法

9 回、R1：4 回、R2：1 回）。

行政ニーズに迅速かつ機動的に対応し、

業務を着実に実施した。具体的には、

・ 研究セグメント検討会や研究専門別に実施される試験研究推進会議、研 ・ 東京連絡室を設置・拡充して行政部局窓

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援を行うほか、

究センター等が主催する行政連絡会議、レギュラトリーサイエンス連絡

口を機能させるとともに、農林水産省各

食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）

協議会等を開催して今後の研究方針や方向性を共有するとともに、行政

局幹部と役員等が定期的に意見交換を

に基づく農産物・食品の安全及び消費者

部局のニーズ・意見の研究計画への反映を図った。

する仕組みを構築した。

の信頼確保に向けての技術支援、人獣共

・ 理事長がみどりの食料システム戦略検討会で講演し、当戦略本部に提言 ・ 政府の要請により理事長が各戦略検討

通感染症、家畜伝染病予防法（昭和 26 年

した。また、革新的環境イノベーション戦略検討会議委員、グリーンイノ

会等の委員に就任し、環境政策の立案等

法律第 166 号）等に規定される監視伝染

ベーション戦略推進会議委員に就任し、温室効果ガス排出ゼロに向けた

に対して農業の重要性を提言した。

病等に対する防除技術支援等により行

取組における農業分野の重要性をエビデンスに基づき提言した。
・ ツマジロクサヨトウやシロシストセンチュウ類等の侵入病害虫、ため池

政に貢献する。

防災システム構築等の台風や豪雨等の災害からの復興に関する技術支

イ

災害対策基本法や家畜伝染病予防法に

基づく初動時の対応、技術支援により行政
へ貢献した。

援、果実や茶等の輸出政策、土づくりコンソーシアムの立ち上げとデー ・ 農研機構防災会議、災害対応統括監等を
タ集積支援等の行政施策や、カット野菜の微生物学的リスク管理、コメ

設置し、度重なる自然災害に対してプッ

のヒ素・カドミウム同時低減のための栽培管理技術構築、クロピラリド

シュ型災害支援活動を迅速に行うととも

高感度分析法の開発、未承認の遺伝子組換え小麦や北朝鮮の核実験等へ

に、被害状況調査と復旧対策に関する技

の機動的対応、サツマイモ基腐病の防除対策への提言といった政策課題

術的な指導・助言により行政部局に協力

に直結するような多様な問題解決に、行政部局と連携して積極的に取り

した。

組んだ。

・ 危機管理やレギュラトリーサイエンスに

・ 行政部局からの要請を受け、気候変動に関する政府間パネルや生物多様

加え、九沖 SFC プロの立ち上げなど重要

性等の地球規模の問題、国際標準に関わる国際的な課題に適切に対応す

施策である農産物食品の輸出拡大に向け

るため、IPCC、IPBES、
FAO や植物新品種保護に関する国際同盟（UPOV）

た行政との連携を新たに構築した。

等の国際機関におけるガイドライン改定等を行う会議の委員や各種条約
における日本国側専門家として職員を派遣し、行政と強調して国際的な
課題に対応した。

＜課題と対応＞

・ 行政部局との協働により、農林交流センターワークショップ公開講座や ・ 第５期も第４期と同様に行政部局とベク
マッチングフォーラムといったシンポジウム等を開催した。
イ

トルを合わせる機会を積極的に活用しな
がら連携を深め、レギュラトリーサイエ

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）及び武力

イ・令和元年度より企画戦略本部に災害対応統括監を設置して農研機構の災

攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

害支援体制を一本化し、行政や生産現場からの支援要請により迅速かつ

法律（平成 16 年法律第 112 号）の指定公共機関として、

効果的に対応した。また事業場のある地元自治体に被災時に協力するた

める。

集中豪雨や地震等の災害に機動的に対応する。食品安全

めに、東北管理部及び九州沖縄管理部の研修所を避難所として提供する ・ 自然災害に対しては、引き続き積極的な

基本法（平成 15 年法律第 48 号）に基づく緊急対応を含

協定を自治体と締結した。

被災者（被災地）への対応に努めるととも

めて、農産物・食品の安全性の確保に向けて機動的に対 ・ これらに加え、台風等よる農作物の倒伏や冠水、落果等に対し、部門・セ
応する。重要家畜伝染病発生時の緊急防疫活動等の危機

ンターの専門性や地域性を発揮して現地調査、復旧対策に関する技術的
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ンス等を含む行政施策立案への貢献に努

に、効果的・効率的な災害対応体制の構築
を目指す。

管理に際しては、国、地方自治体等の要請に応じて積極

な指導・助言、過去の知見に基づき行政部局や生産現場へのアドバイス

的に協力する。

等を行った。
・ 令和２年度に過去最大発生件数となった高病原性鳥インフルエンザに対
しては発生農場に職員を派遣するなど、蔓延防止に貢献した。
・ CSF（豚熱）の国内発生・流行拡大に対して疫学調査チームを派遣した。
また、違法に国内に持ち込まれた豚肉製品から感染力のある ASF ウイル
スの分離に貢献した。
・ CSF については国の対策会議に研究員を派遣して国及び地方自治体の
CSF 対策に貢献した。
・ ASF については検査試薬及び検査マニュアルを都道府県に配布し、国内
の診断体制の整備に大きく寄与した。
・ 想定外の台風や集中豪雨及び地震等の災害に際しては技術相談窓口を設
置した。農林水産省と連動しつつ、農研機構防災会議の下に直ちに専門
家チームを編成し、行政や地元からの要請に応じて専門家を派遣し、プ
ッシュ型技術支援活動を実施した。

主務大臣による評価（見込評価）
評定 Ｓ
＜評定に至った理由＞
行政ニーズの迅速な収集と行政部局との連携強化を図るため、平成 29 年度に農林水産省内に東京連絡室を設置・拡充して行政部局対応機能を充実させ、農林水産省の各局幹部と定期的に意見交換を行
い、行政ニーズを収集するとともに研究動向に関する情報の提供や今後の研究方針の共有を積極的に図り、食品安全や動植物検疫等の行政ニーズに的確に対応している。また、農林水産省職員向けの新技術
見学ツアーをつくば市、さいたま市で実施するなど行政部局との密接な連携構築を進めている。災害対応については、農研機構防災会議を設置し、企画戦略本部に新に設置した災害対応統括監により農業、
農地及び農業施設に対する災害対応を一本化し、災害時においては初動時から機動的に対応し、現地及び行政部局への技術的助言等の災害対策に貢献している。また、CSF（豚熱）の国内発生・流行拡大に
対し、緊急防疫活動を積極的に展開するとともに、ASF（アフリカ豚熱）の国内の診断体制の整備や侵入病害虫対応、防災システムの構築等に貢献している。その他、重要施策である農産物食品の輸出拡大
に向けた行政との連携を新たに構築している。
特に、行政部局との密接な情報共有、意見交換に積極的に取り組み、行政部局との連携強化において顕著な進展が認められることから、Ｓ評定とする。
＜今後の課題＞
次期中長期計画の策定に向け、行政部局との密接な情報共有、意見交換を強化するとともに、行政ニーズへの迅速的かつ機動的対応を継続しつつ、行政施策に反映できる研究開発成果の創出を期待する。
主務大臣による評価（期間実績評価）
評定 Ｓ
＜評定に至った理由＞
行政ニーズの迅速な収集と行政部局との連携強化を図るため、平成 29 年度に農林水産省内に東京連絡室を設置・拡充して行政部局対応機能を充実させ、農林水産省の各局幹部と定期的に意見交換を行
い、行政ニーズを収集するとともに研究動向に関する情報の提供や今後の研究方針の共有を積極的に図り、食品安全や動植物検疫等の行政ニーズに的確に対応している。また、政府の要請により、理事長が
農林水産省のみどりの食料システム戦略検討会で講演するとともに環境調和型農産物の生産性向上の重要性等について提言、経済産業省の革新的環境イノベーション戦略検討会及びグリーンイノベーション
戦略推進会議の委員に就任し、環境等の政策立案等に対して農業の重要性を提言しており、令和２年度には、エビデンスに基づく農業の重要性を提言している。災害対応については、農研機構防災会議及び
令和元年度に設置した災害対応統括監により災害対応を一本化することで、災害対策基本法に基づく対応に留まらず、プッシュ型災害支援活動を迅速に行う体制を構築したほか、施設を避難所として自治体
に提供する協定を締結している。また、高病原性鳥インフルエンザや豚熱（CSF）の国内発生・流行拡大に対しては、緊急防疫活動を積極的に展開するとともに、アフリカ豚熱（ASF）の国内の診断体制の整
備等、感染拡大防止に貢献している。
特に、行政部局との密接な情報共有、意見交換に積極的に取り組むとともに、災害対応にも機動的に対応する等、行政部局との連携強化において特に顕著な進展が認められることから、Ｓ評定とする。
＜今後の課題＞
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第５期中長期計画の達成に向け、行政部局との密接な情報共有、意見交換を強化するとともに、行政ニーズへの迅速的かつ機動的対応を継続しつつ、行政施策に反映できる研究開発成果の創出を期待す
る。
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様式２－２－４－１

国立研究開発法人

中長期目標期間評価（期間実績評価）

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―８

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：

２－①モニタリング指標
（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

家畜及び家きんの病性鑑定件数

547 (3,187)

599 (4,245)

659 (3,592)

768 (5,008)

（）：例数

上記以外の分析・鑑定件数

740(4,853)

84 (7,684)

84 (61,352)

115 (7,345)

83 (3,484)

57(2,771)

（）：点数

3,765
うち依頼研究員等（人）

3,554

2,786

3,059

1,426

85

86

91

70
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うち技術講習等（人）

384

402

290

329

167

うちインターンシップ等（人）

163

167

179

195

76

うち農業技術研修（人）

43

39

38

124

30

うち短期集合研修（人）

109

99

93

0

0

うち農村工学技術研修（人）

857

885

640

363

204

うち家畜衛生研修（人）

523

552

553

514

27

1,601

1,324

902

1,464

873

家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の配布件数

359

392

410

261

241

国際機関等への専門家の派遣件数

166

231

183

176

13

専門知識を必要とする分析・鑑定件数
技術講習生の受入人数、研修人数

うちその他（人）

生産者等を対象とした研修会等への参加者数
*オンラインによる派遣

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
評価軸・評価の視点及び評価指標等
○専門研究分野を活かして行うべき社会貢献の取組内容が明確にされ、実施されているか。
＜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。
・国際機関等の要請に応じて専門家の派遣、学会等への委員の派遣等がどのように行われているか。
・外部精度管理用試料等をどのように製造しているか。どこに頒布しているか。
中長期目標

法人の業務実績・自己評価

中長期計画

法人の業務実績等

自己評価

農研機構の高い専門知識、技術等が必 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 ア・行政機関、公設試、大学、民間等、外部からの依頼による分析、鑑定、同 ＜評定と根拠＞
要とされる分析及び鑑定、講習及び研修
の開催、外部機関からの研修生の受入

を、行政、大学、各種団体等の依頼に応じ実施する。

定（家畜及び家禽の病性鑑定を除く）を 423 件（分析点数 82,636 点）実 評定：B
施した。
根拠：

れ、国際機関や学会への専門家の派遣等
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の協力、家畜及び家きん専用の血清類及

・ 家畜及び家禽の病性鑑定は、3,313 件（20,885 例）行った。このうち、国 中長期計画を支障なく遂行し、目標を充分に

び薬品の製造及び配布、外部精度管理用

際重要伝染病関連では、CSF（豚熱）や ASF（アフリカ豚熱）、鳥インフ 達成した。

試料の配布及び解析等を行う。

ルエンザ、BSE、口蹄疫といった緊急病性鑑定を含む家畜及び家禽の病性 （１）高い専門知識が必要とされる分析及び
鑑定を 266 件（4,137 例）行った。

鑑定

・ CSF 及び過去最大発生件数となっている鳥インフルエンザの国内発生・流 ・ CSF の国内発生・流行拡大に対して緊急
行拡大に対して緊急病性鑑定による患畜の早期確定、原因ウイルスの解析

病性鑑定による患畜の早期確定や原因ウ

を行い、国及び地方自治体の CSF 及び鳥インフルエンザ対策に大きく貢

イルスの病原性解析の実施、国内での発

献した。

生が危惧される ASF について、違法持ち

・ 国内での発生が危惧される ASF については、その検査態勢の強化を図る

込み豚肉製品からの ASF ウイルス分離な

とともに、動物検疫所との連携を強化した。この中で、海外旅行者の違法

ど、国及び地方自治体の CSF、ASF 対策

持ち込み豚肉製品から感染力のある ASF ウイルスを分離するなどの日本

に大きく貢献した。

への侵入防止対応に貢献した。その他、ツマジロクサヨトウ等の越境性侵 ・ 令和２年度に過去最大発生件数となった
入害虫の同定を行った。

高病原性鳥インフルエンザの病性鑑定や

・ 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、

原因ウイルスの解析を行い、国および自

48 件 230 例の検査を実施し、212 例の鳥インフルエンザウイルスを確認

治体の鳥インフルエンザ対策に貢献し

した。分析件例数やその検体内容は年度によって大きく変動した。

た。

・ 家畜衛生研究における専門性を活かし、地方自治体の要請に対応して新型 ・ 令和２年度には、地方自治体の要請に対
コロナウイルスの PCR 検査を受託した。
・ 食品研究部門が民間との共同研究により開発した DNA１分子標準物質

応し、新型コロナウイルス PCR 検査を受
託した。

が、新型コロナウイルスの PCR 検査精度向上技術として採用され、実用
化された。
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

（２）家畜及び家きん専用の血清類及び薬品
の製造及び配布

習会・研修会の開催、公設機関、産業界、大学、海外機

研修等の各制度の下で、地方自治体（研究・普及機関・行政機関）・国・ ・ 牛疫ワクチンの国際標準ワクチン認定、

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

独法・大学等（大学、高専、国外を含む）・民間・その他外部機関から受

む。

講者等を受け入れた。
・ 令和２年度までの５年間で総計 14,590 名を受け入れた。
・ 各研修の募集に当たっては、農研機構ウェブサイトのトップページ等から
関連情報サイトにアクセスできるようにするなど、分かりやすい周知を心
がけた。

世界で唯一の備蓄ワクチンの製造機関認

定に加え、製造工程の効率化、有効期限の
延長等により効率的生産に向けた取組を
実施した。
＜課題と対応＞

ウ 国際機関、学会等への専門家の派遣、技術情報の提供 ウ・食糧問題や生物多様性等の国際的な課題に適切に対応するため、国際連 ・植物防疫部門を新設し、植物病害虫に対す
等を行う。

合食糧農業機関（FAO）等における日本国側専門家として、専門家職員を
派遣した。
・ 国際民間機関の理事として役職員を派遣した。そのほか、要請を受けて、
国際会議、国際研究集会、現地調査、招聘、現地指導、打ち合わせ等へ専
門家として職員 769 名を派遣した。（I-4 にも記載）

エ 家畜防疫、動物検疫の円滑な実施に寄与するため、民 エ・動物用医薬品等の製造について、農林水産省と連携して製造時期の調整
間では供給困難であり、かつ、我が国の畜産振興上必要

を行いながら、規程に基づき欠品が生じないよう血清類及び薬品を製造し

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

ている。また、製品配布規程により、動物検疫所、家畜改良センター、家

び配布を行う。
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る防疫対応を充実させる。

・これまで通り、行政からの要望に応えつつ、
研究所で開発された研究成果を積極的に
分析や緊急病性鑑定に導入することで、社
会貢献に資するように対応する。

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に取
り組んだ。
・ 牛疫ワクチン（牛疫組織培養予防液）については平成 28 年度に国際獣疫
事務局(OIE)/FAO から新たな国際標準ワクチンとして承認を受け、世界
で唯一の備蓄ワクチン製造機関として認定された。平成 30 年度に国際向
け備蓄ワクチンの製造・備蓄に関する契約を FAO と締結し、締結期間で
ある令和 2 年度までに国際向けワクチンを 45 万ドーズ備蓄した。
・ 牛疫組織培養予防液については、品質検査の合理化と国家検定の効率化が
図られるシードロット製品化に向けて平成 30 年度に動物用医薬品製造販
売承認事項変更承認を受け、平成 31 年度及び令和２年度に国家検定に合
格し、製品化した。
・ 牛疫ワクチンの有効期限延長申請のため品質管理試験を行い、5 年間の延
長申請が承認され、国内及び国際向け備蓄の安定生産を実現した。
オ 外部精度管理用の試料を調製し、国内外の分析機関に

オ ・ 国 際 標 準 化 機 構 （ ISO ） / 国 際 電 気 標 準 会 議 （ IEC ） の 国 際 規 格

配布するとともに、その分析結果を統計的に解析して通

ISO/IEC17025 及びガイド 34 に基づいて製造した遺伝子組換え（GM）大

知する。

豆検知用認証標準物質 39 セット（公設検査機関（35 セット）、一般社団
法人（1 セット）、民間企業（3 セット））を平成 28 年度に頒布した。
・ 平成 29 年度にこの GM 大豆検知用認証標準物質事業は終了したが、平成
19 年度から頒布した GM 検知用認証標準物質は合計で大豆 291 セット、
トウモロコシ 59 セットとなり、国内の検査機関において広く利用された。
・ ISO/IEC17025 及びガイド 34 に基づいて産業技術総合研究所と共同開発
した放射性セシウム分析用玄米粒認証標準物質を計 98 本頒布するととも
に、国際原子力機関、民間企業等とともに放射性セシウム濃度測定の技能
試験を実施し、計 193 機関の参加を得た。

カ 放射線育種場において、国立研究開発法人、大学、民 カ・放射線育種場内のガンマフィールド及びガンマルームにおいて、国立研
間企業等からの放射線照射依頼については、積極的に対

究開発法人、公設試、大学・高等学校、民間企業・個人からそれぞれ、91

応する。

件、30 件、182 件、108 件の照射依頼を受けた。なお、ガンマフィールド
での照射業務はニーズが少なくなったため、平成 30 年度に終了した。これ
に伴い放射線管理区域を縮小し、管理業務の効率化を行った。

主務大臣による評価（見込評価）
評定 Ｂ
＜評定に至った理由＞
専門研究分野を活かした社会貢献について、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、試験研究機関、大学、民間からの家畜及び家禽の病性鑑定、病害虫・雑草の鑑定・同定、品種
鑑定、各種成分・品質分析の依頼に適宜迅速に対応し、着実に業務を遂行している。国際重要伝染病関連では、CSF（豚熱）や ASF（アフリカ豚熱）、鳥インフルエンザ、BSE、口蹄疫といった緊急病性鑑定
を含む家畜及び家禽の病性鑑定を行った他、特に CSF の国内発生に対しては、緊急病性鑑定により患畜の早期確定や原因ウイルスの解析を行い、CSF 対策に大きく貢献している。また、越境性侵入害虫であ
るツマジロクサヨトウの同定、早期防除対策と蔓延防止に貢献している。行政・普及部局や農業者等を対象とした講習・研修等においては、研修情報を広く周知するとともに、積極的な受け入れ実施してい
る。さらに、民間供給が困難な家畜及び家禽用の血清類及び薬品の製造においても、適切かつ安定的な供給を行っている他、牛疫ワクチンについては平成 28 年度に OIE(国際獣疫事務局)/FAO(国連食糧農業
機関)から新たな国際標準ワクチンとして承認を受けるとともに、世界で唯一の備蓄ワクチン製造機関として認定されている。
さらに、新型コロナウイルスについて、地方自治体の要請に対応して PCR 検査を実施しており、今後も多大な貢献が見込まれる。
以上のように、本中長期期間中における分析及び鑑定、家畜病害等の蔓延防止への貢献、技術講習等、着実な業務運営が認められ、高い社会貢献が認められることから、Ｂ評定とする。
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＜今後の課題＞
今後も ASF 等の国際重要伝染病の侵入に備え、検査体制の強化や各種同定等の体制維持に努め、これらを次期中長期期計画の策定に反映させるとともに、講習会・研修会の充実については、スマート農業等
先端技術の普及の推進に貢献する等、行政部局との連携強化を求める。
主務大臣による評価（期間実績評価）
評定 Ａ
＜評定に至った理由＞
専門研究分野を活かした社会貢献について、農研機構の高い専門知識が必要とされる分析及び鑑定として、行政、公設試、大学、民間等からの家畜及び家きんの病性鑑定、病害虫・雑草の鑑定・同定、各
種成分・品質分析の依頼等に適宜迅速に対応し、着実に業務を遂行している。国際重要伝染病関連では、豚熱（CSF）やアフリカ豚熱（ASF）、鳥インフルエンザ、BSE、口蹄疫等の緊急病性鑑定を含む家畜
及び家きんの病性鑑定を行った。特に CSF 及び高病原性鳥インフルエンザの国内発生に対しては、緊急病性鑑定により患畜の早期確定や原因ウイルスの解析を行い、感染拡大防止に大きく貢献するととも
に、ASF に対しては ASF ウイルスを世界で初めて分離する等、検疫対策に大きく貢献している。また、越境性侵入害虫であるツマジロクサヨトウ等の同定を行い、早期防除対策と蔓延防止に貢献した。行
政・普及部局や農業者等を対象とした講習・研修等においては、研修情報を広く周知するとともに、積極的な受け入れ実施している。さらに、民間供給が困難な家畜及び家きん用の血清類及び薬品の製造で
は、適切かつ安定的な供給を行っている他、牛疫ワクチンについては平成 28 年度に OIE(国際獣疫事務局)/FAO(国際連合食糧農業機関)から新たな国際標準ワクチンとして承認を受け、世界で唯一の備蓄ワク
チン製造機関として認定されている。また、新型コロナウイルスについては、家畜衛生研究における専門性を活かし、地方自治体の要請に対応して PCR 検査を受託している。
以上のように、本中長期期間中における分析及び鑑定、家畜病害等の蔓延防止への貢献、技術講習等、中長期計画に照らして着実な業務運営が認められることから、Ａ評定とする。
＜今後の課題＞
今後も国際重要伝染病の侵入に備え、検査体制の強化や各種同定等の体制維持に努めつつ、植物防疫部門の新設により防疫対応の充実が期待される。また、講習会・研修会の充実については、スマート農業
等先端技術の普及の推進に貢献する等、行政部局との連携強化を求める。
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