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－１０
関連する政策・施策

種苗管理業務の推進
食料の安定供給の確保（食料・農業・農村基本計画）
農林水産省知的財産戦略 2020

当該項目の重要度、難易度

当該事業実施に係る根拠（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：

①主な定量的指標等

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

（２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

予算額（千円）

2,667,531

2,378,293

2,530,023

2,388,154

2,331,158

栽培試験の実施点数（点）

653

684

709

579

546

決算額（千円）

2,250,854

2,404,843

2,532,514

2,529,334

2,519,740

種類別審査基準案の作成又は改正数（種類）

13

12

14

11

11

2,212,749

2,188,423

2,377,080

2,509,704

2,462,684

75.9

74.8

71.5

78.9

】
76.8

経常費用（千円）
経常利益（千円）

670

△620

△2,152

△907

1,991,750

1,974,965

2,184,628

－

－

－

－

－

2,918,928

2,755,686

202.5

197.3

201.0

216.2

216.2

栽培試験結果報告書の平均提出日数（日）

（３）農作物（飼料作物を除く）の種苗検査、指定種苗の集取、立入検査等

行政サービス実施

15,066

15,482

15,248

15,570

15,851

/3,047

/3,085

/3,055

/3,065

/3,048

依頼検査の報告までの日数（日以内）

50

50

50

50

50

拡大された検査項目（種類）

2

1

1

1

2

67,449

66,353

63,659

66,155

64,363

/64,384

/62,203

/60,617

/62,420

/59,517

/64,628

/62,216

/61,809

/62,432

/59,517

98.7

98.4

99.7

99.2

2,217

2,149

/2,114

/2,113

/2,114

/2,113

指定種苗の表示検査数及び集取数（点）

（４）ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布等
ばれいしょ
道県の需要量に対する原原種の生産・配布量
（袋(生産量)/配布量/道県の需要量(申請数量))
原原種の品質検査結果（配布した原原種の萌芽率：％）

99.4

さとうきび
県の需要量に対する原原種の生産・配布量（千本）

2,299/2,136 2,229/2,073 2,104/2,085

(生産量/配布量/県の需要量(申請数量))

/2,136

/2,073

/2,085

原原種の品質検査結果（配布した原原種の発芽率：％）

93.7

94.9

92.8

95.4

94.9

かんきつ

かんきつ

かんきつ

かんきつ

かんきつ

2 品種

2 品種

2 品種

１品種

１品種

（５）種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等
研究開発部門が育成した新品種の種苗の増殖等の取組状況
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コスト（千円）
行政コスト（千円）
従業人員数

56,379

種苗業者へ 種苗業者へ 種苗業者へ 種苗業者へ 種苗業者へ
種苗業者や種苗生産者に対する情報提供等の状況

の技術指導 の技術指導 の技術指導 の技術指導 の技術指導
9名

4名

12 名

5名

39 名

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価
評価軸・評価の視点及び評価指標等
（１）業務推進の基本方針
○適正な品種登録の実施及び優良種苗の流通確保のための、以下の（２）～（５）の種苗管理の取組が適切に行われているか。
（２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等
○品種登録審査を着実に推進するための栽培試験等が適切に実施されているか。
＜主な定量的指標＞
・栽培試験の実施点数
・種類別審査基準案の作成又は改正数
・栽培試験結果報告書の平均提出日数
（３）農作物（飼料作物を除く）の種苗の検査、指定種苗の集取、立入検査等
○指定種苗の検査及び依頼検査が確実に行われているか。また、ニーズに即した依頼検査項目等の拡大が適切に行われているか。
＜主な定量的指標＞
・指定種苗の表示検査数及び集取数
・依頼検査の報告までの日数
＜その他の指標＞
・拡大された検査項目
（４）ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布等
○道県の需要に対応した原原種の供給の安定確保、健全無病な育苗の供給生産・配布が適切に行われているか。
＜主な定量的指標＞
・道県の需要量に対する原原種の生産･配布量
・原原種の品質検査結果
（５）種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等
○種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡しや、種苗に関する情報提供等の取組が適切に行われているか。
＜主な定量的指標＞
・研究開発部門が育成した新品種の種苗の増殖等の取組状況
・種苗業者や種苗生産者に対する情報提供等の状況
中長期目標

中長期計画

法人の業務実績・自己評価
法人の業務実績等
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自己評価

（１）業務推進の基本方 （１）業務推進の基本方 （１）業務推進の基本方針
針
【マネジメント】
針
農業の生産性を高め、

農業の生産性を高め、

＜評定と根拠＞
評定： B

令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大により出勤制限等の制約がある中、農家・育成者・種苗業者等への影響を極力抑

農産物の品質の向上を図 農産物の品質の向上を図 えるため、着手済みの栽培試験、農林水産省から業務継続要請のあった種子病害検査及び北海道庁・長崎県庁・沖縄県庁から継
るためには、優良な種苗 るためには、優良な種苗 続要請のあった原原種生産を空間的スプリット・時間的スプリット等の感染防止対策を行いながら優先的に実施した。
の生産・流通が不可欠で の生産・流通が不可欠で

また、令和 2 年通常国会に種苗法改正案が提出されたことを受け、種苗管理センターが今後担う役割について農林水産省と協

ある。このため、適正な品 ある。このため、種苗管理 議を開始し、果樹の栽培試験、現地調査、野菜の栽培試験の複数年化(2 生育周期化)等の業務の実施に必要なほ場面積、人員、所
種登録の実施及び優良な センターを設置し、種苗 要経費を試算した上で、第 5 期における具体的な実施内容、整備計画及びロードマップを作成した。なお、令和２年度秋の臨時
種苗の流通の確保を図る 法（平成 10 年法律第 83 国会において種苗法が改正された。
新型コロナウイルスの影響で対面での会議が実施できなかった令和２年度を除き、農場長等会議を年に２回（５月、１月）開
ための種苗の管理を総合 号)に基づく農林水産植物
的に行う種苗管理センタ の栽培試験、農作物の種 催し、期首では組織目標、年度計画等を共有、組織内での徹底を図った。期末では当年の実績、課題と改善策、それを踏まえた
ーを置く。

苗の検査、ばれいしょ及 次年度に取り組む計画等を議論してセンター内の意思統一を図った。また、月に一度、各農場を含めたセンター内会議を開催し

業務運営は、品種登録 びさとうきびの増殖に必 て種苗管理業務の目標達成までの行程表、進捗状況等を定期的に把握した。特に、ウリ科野菜の果実汚斑細菌病（BFB）の検査
制度の公正性・信頼性の 要な種苗の生産及び配布 依頼が多く、１か月以上の検査待ちが発生していた状況について、検査点数を現行の２倍（年間 500 点から 1,000 点）にできる
確 保 の 必 要 性 等 も 考 慮 など、農業生産の最も基 よう検査システムを見直して、検査実施能力を高めた。
また、業務の効率化、質の向上にかかる業務改善の提案を農場から募り、本所で審査する仕組みを導入し、ばれいしょ原原種
し、理事長及び副理事長 礎的かつ重要な種苗管理

以外の代表権を有する役 業務を、（２）～（５）及 の一層の品質向上や業務の効率化等に効果的なインファローシステム（植付け時に種イモの床土と覆土に薬液を散布）の導入な
員の下で、（２）～（５） び別添２に示したとおり どに予算を配分するなど、戦略的に予算を執行した。
【実績】
及び別添２に示した業務 行う。
業務運営は品種登録制
適正な品種登録の実施及び優良種苗の流通確保のために行われる種苗管理業務（農林水産植物の品種登録に係る栽培試験、品
を行う。

根拠：
適正な品種登録の実施及び優良種苗
の流通確保のため、以下の（１）～
（４）及び別添２のとおり、種苗管理
業務を効率的、着実な実施により定量
的指標を達成したことから、評定を B
とする。
（１）農林水産植物の品種登録に係る
栽培試験等
前年度出願点数（資料調査によるも
のを除く）の 70％以上を計画的に実
施し、試験終了後は、平均 75.2 日で
農林水産省に報告書を提出したことで
農林水産省における品種登録審査の着
実な実施に貢献した。また、新規植物
や新しい特性等に対応するため、61

度の公正性・信頼性の確 種保護対策、農作物の種苗の検査、ばれいしょ及びさとうきびの原原種の生産・配布及び研究開発成果の現場への橋渡し等）に

種類の審査基準案を作成又は改正する

保の必要性等も考慮し、 ついて、業務の質の向上及び業務運営の効率化にも留意しつつ、以下の（２）～（５）及び【別添２】のとおり着実に実施し

とともに、UPOV（植物新品種保護国

理事長及び副理事長以外 た。

際同盟）が開催する会議に参加して国

の代表権を有する役員の

際的に統一されたテストガイドライン

下で行う。

なお、これまでインドネシアの種子ばれいしょの JICA プロジェクトに専門家を派遣するなどの活動（1992 年から 10 年間）
や、品種登録、高品質の種子の供給とその品質管理制度を途上国に確立する活動が、途上国における安定した農業生産に多大な

の作成に寄与、また、オランダの栽培

貢献を果たしているとして、令和元年７月に外務大臣表彰を受賞した。

試験実施機関と共通のマニュアルを 9
種類作成するなど、品種登録審査の国
際調和を推進した。
育成者権の侵害対策では、ＤＮＡ分
析による品種類似性試験にブドウ・カ
ンキツの葉及びブドウ果実を品種類似

（２）農林水産植物の品 （２）農林水産植物の品 （２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等
種登録に係る栽培試験等 種登録に係る栽培試験等
種苗法に基づく品種登録審査を着実に推進するため、前年度出願点数（資料調査によるものを除く）の 70％以上を計画的に実
農林水産植物の品種登 種苗法に基づく品種登録 施し、試験終了後は、平均 80 日以内で農林水産省に報告書を提出した。
録に係る栽培試験は、種 審査を着実に推進するた
また、育成者が国内外において育成者権を取得しやすい環境を整備することが重要なことから、新規植物や新しい特性等に対

苗法（平成 10 年法律第 83 め、農林水産植物の栽培 応する審査基準案の作成及び UPOV（植物新品種保護国際同盟）が開催する会議で日本の形質を反映するなどの品種登録審査の
号）に基づき実施するも 試験を農林水産大臣の指 国際調和を推進した。
のであり、
「農林水産省知 示に基づき確実に実施す

さらに、育成者権者等からの依頼に基づいて侵害状況の記録書の作成（16 件）、品種類似性試験（14 件）、寄託（108 件）等

的財産戦略 2020」等を踏 る。また、「農林水産省知 を行ったほか、特に、育成者権者でもある都道府県に対して侵害対策の事例などの啓発活動を行った。
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性試験のメニューに追加するなど、新
たな取組を行った。
（２）農作物（飼料作物を除く。）の
種苗の検査、指定種苗の集取、立入検
査等
農林水産大臣の指示に基づき、表示
検査及び集取・品質検査を計画的に実

まえ、育成者が国内外に 的財産戦略 2020」等に基

施し、計画点数を達成した。また、新

おいて育成者権を取得し づき、育成者が国内外に

たに稲の発芽検査を実施した。依頼検

やすい環境を整備するこ おいて育成者権を取得し

査に関しては、依頼のあった検査点数

とが重要なことから、品 やすい環境を整備するこ

9,201 点のうち特別な事情があるもの

種登録審査の国際調和を とが重要なことから、新

を除き、50 日以内に検査結果の報告

推進するとともに、品種 規植物や新しい特性等に

を行った。さらに、依頼者からの要望

登録審査を着実に推進す 対応する審査基準案の作

を考慮し検査対象病害 7 種類を追加す

るための栽培試験を確実 成及び品種登録審査の国

るとともに、検査依頼の多かったウリ

に実施する。また、侵害相 際調和を推進する。さら

科果実汚斑細菌病（BFB）の検査可能

談、品種類似性試験等の に、侵害相談、品種類似性

点数を年間 500 点から 1,000 点に拡大

育成者権の侵害対策及び 試験等の育成者権の侵害

した。

活用促進を行う。

対策及び活用促進を行
（３）ばれいしょ及びさとうきびの増

う。

殖に必要な種苗の生産、配布等
道県の需要に対応したばれいしょ・
（３）農作物（飼料作物を （３）農作物（飼料作物を （３）農作物（飼料作物を除く。）の種苗の検査、指定種苗の集取、立入検査等
除く。）の種苗の検査、指 除く。）の種苗の検査、指

さとうきび原原種の供給量を確保し、

我が国の優良な種苗の流通を確保するため、毎年度 15,000 点以上の指定種苗の表示検査、220 点以上の病害検査等を計画的に 道県からの申請数量を配布することが

定種苗の集取、立入検査 定種苗の集取、立入検査 確実に実施した。また、国際的な種子流通の活性化に対応するため、種苗業者等からの依頼に応じた検査を実施して 50 日以内の できた。また、無病性、萌芽率等を確
等

等

我が国の優良な種苗の 我が国の優良な種苗の流

結果報告を行うとともに、依頼者のニーズに即し、検査対象病害を第４期目標 5 種類のところ 7 種類拡大した。

保し、一層の品質向上を図るため新た
にインファローシステムを導入した。

流通を確保するため、種 通を確保するため、種苗

さらに、産地ニーズに対応した早期普

検査を確実に実施する。 査を、農林水産大臣の指

ターが育成したさとうきび品種「はる

の 活 性 化 に 対 応 す る た る。また、国際的な種子流

縮して配布した。また、北海道農業研

とともに、依頼者のニー め、依頼検査を実施する

シストセンチュウ抵抗性品種「フリ

大を図る。

増殖を開始したことで、北海道からの

苗法に基づく指定種苗の 法に基づく指定種苗の検

及を行うため、九州沖縄農業研究セン

また、国際的な種子流通 示に基づき確実に実施す

のおうぎ」を通常の増殖に対し２年短

め、依頼検査を実施する 通の活性化に対応するた

究センターが選定したジャガイモシロ

ズに即した検査項目の拡 とともに、依頼者のニー

ア」の早期配付要望に対応できるよう

ズに即した検査項目の拡

緊急配付要望に応えることができた。

大を図る。
（４）ばれいしょ及びさ

（４）種苗管理業務に係る研究開発成

とうきびの増殖に必要な （４）ばれいしょ及びさ （４）ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布等

果の現場への橋渡し等

種苗の生産、配布等

とうきびの増殖に必要な

ばれいしょ及びさとう 種苗の生産、配布等

きびは、畑作振興上の重

道県の需要量に対応した原原種を安定的に確保するため、主要な品種は複数農場で生産しリスク分散を行うとともに、病害虫
防除、台風対策を着実に実施し、第４期中長期目標期間の道県の申請数量に対する配布量の割合は、ばれいしょ 99.5%、さとう

ばれいしょ及びさとう きび 100%となった。

要 な 基 幹 作 物 で あ る 一 きびは、畑作振興上の重

無病性については、収穫直前の検定におけるばれいしょ及びさとうきび原原種の病害罹病率 0.1％未満、品質においては、ばれ

方、増殖率が低く、病害虫 要 な 基 幹 作 物 で あ る 一 いしょの萌芽率 90％以上、さとうきびの発芽率 80％以上を毎年度確保した。
に弱いことから、健全無 方、増殖率が低く、病害虫
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研究開発部門で開発した果樹 3 品種
の増殖を行い、早期普及を支援した。
さらに、種苗業者からの要請に基づき
講習会を延べ 20 回開催して技術移転
を促進した。

病な種苗を安定的に供給 に弱いことから、健全無

＜課題と対応＞

するため、種苗生産は、原 病な種苗を安定的に供給

（１）農林水産植物の品種登録に係る

原 種 （ 種 苗 管 理 セ ン タ するため、種苗生産は、原

栽培試験等

ー）、原種（道県）及び採 原種（種苗管理センター

・ 種苗法改正を契機に新たに付加され

種（農協）の３段階増殖体 が実施。）、原種（道県が

た業務について、将来的に全ての出

系を基本とする。

実施。）及び採種（農協が

願品種の特性調査を実施することが

原原種については、農 実施。）の３段階増殖体系

求められており、これに向けた体制

林水産省が定めた「ばれ を基本とする。
いしょ原原種及びさとう

整備を進める。特性調査は、結果の

原原種については、農

客観性がより高まるように留意し、

きび原原種配布要綱」
（昭 林水産省が定めた「ばれ

遅滞なく農林水産省へ報告する。

和 62 年４月１日付け 62 いしょ原原種及びさとう

・ 育成者権の侵害対策として、DNA

（昭
農蚕第 1969 号農蚕園芸局 きび原原種配布要綱」

品種識別が可能な対象植物の拡大を

長通知）等に基づき種苗 和 62 年４月１日付け 62

引き続き実施する。

管理センターが道県の需 農蚕第 1969 号農蚕園芸局
要量に即した健全無病な 長通知）等に基づき、農林

（２）農作物（飼料作物を除く。）の

種苗を確実に生産し、配 水産省と協議しつつ種苗

種苗の検査、指定種苗の集取、立入検

布するものとする。

管理センターが道県の需

査等

要量に即した健全無病な

・ 指定種苗検査について、これまでの

種苗を確実に生産し、配

検査結果や疑義情報に対する機動的

布するものとする。

な検査へ重点化を図り、効率的かつ
実効性のある種苗検査を実施する。
・ 依頼検査について、依頼数が増加し

（５）種苗管理業務に係
る研究開発成果の現場へ （５）種苗管理業務に係 （５）種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等
の橋渡し等

る研究開発成果の現場へ

法人統合による相乗効 の橋渡し等

果を発揮するため、研究

法人統合による相乗効

侵害対策での DNA 品種識別技術の活用を促進するため、果樹茶業研究部門が開発したブドウとカンキツの DNA 品種識別技
術の妥当性を確認し、品種類似性試験の対象に加えて種苗管理業務の充実を図った。
また、ばれいしょ生産における病害虫対策では、北海道農業研究センターで開発された黒あし病高度診断技術を導入し、効率

開発部門が開発した新技 果を発揮するため、研究 的に検査が可能な体制を整えたほか、「イノベーション創出強化研究推進事業」の緊急対応研究課題「ほ場で突発するジャガイ
術を速やかに導入し、種 開 発 部 門 が 開 発 し た モ黒あし病の感染要因の検証」での成果を活用して新たに黒あし病対策を行った。
苗管理業務の効果的・効 DNA 品種識別技術や病

さらに、果樹茶業研究部門が育成した「璃の香」等のかんきつ新品種の現場への早期普及のため、健全な穂木の採取を行っ

研究開発部門が開発した 速やかに導入し種苗管理

このほか、育成者権の侵害対策や活用促進等に関する知見を活かして本部知的財産部に提言等を行い、農研機構の育成者権侵

率的な推進を図る。また、 害検査等に係る新技術を た。

ている病害に係る検査処理能力の向
上を図るとともに、種苗業者からの
要望を考慮し病害検査項目を拡充す
る。
（３）ばれいしょ及びさとうきびの増
殖に必要な種苗の生産、配布等
・ ばれいしょの原原種生産について、
農林水産省が推進するジャガイモシ

新品種の早期普及のため 業務の効果的・効率的な 害防止の取組強化に寄与した。

ストセンチュウ抵抗性品種への転換

る情報提供等を行う。

年先までの道県の需要量や産地ニー

や新品種の早期普及に留意し、複数

の種苗増殖、種苗に関す 推進を図る。また、研究開

発部門が開発した新品種

なお、種苗管理センタ の早期普及のための種苗

ズに対応した効率的な生産配布を行

調査研究を「第３の９農 種苗業者等への種苗に関

・ 原原種配布先へのアンケート調査結

う。

ーは、その業務に関する 増殖、品種登録出願者や

果やクレームを分析し必要に応じ

業研究業務の推進」の研 する情報提供等を行う。

て、対策や改善を行う。

究推進・評価体制に組み なお、種苗管理センター
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入れる。また、育成者権に は、その業務に関する調
関する知見を活かし、農 査研究を「第１の９

農

（４）種苗管理業務に係る研究開発成

研機構全体で行う「第３ 業研究業務の推進」の研

果の現場への橋渡し等

の５知的財産マネジメン 究推進・評価体制に組み

研究開発部門が開発した研究成果を

トの戦略的推進」に貢献 入れる。また、育成者権の

速やかに導入し、種苗管理業務の効果

する。

侵害対策や活用促進等に

的・効率的な推進を図るとともに、本

関する知見を活かし、農

部の司令塔機能の下で選定された、早

研機構全体で行う「第１

期普及が必要な品種のうち、輪作ほ場

の５

知的財産マネジメ

等を活用するなどして増殖が可能なも

ントの戦略的推進」に貢

のについて、本部からの要請に応じ増

献する。

殖を支援する。

【別添２】種苗管理業務
の推進

【別添２】種苗管理業務 【別添２】種苗管理業務の推進

期間中（平成 28 年度～令 の推進

和 2 年度）に以下の種苗
管理業務を行う。
１

農林水産植物の品種

登録に係る栽培試験等
（１）栽培試験の確実な
実施
ア

期間中（平成 28 年度～令和 2 年度）に以下の種苗管理業務を行った。

期間中（平成 28 年度～
令和 2 年度）に以下の種
苗管理業務を行う。
１ 農林水産植物の品種 １ 農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等
登録に係る栽培試験等
（１）栽培試験の確実な （１）栽培試験の確実な実施

品種登録審査を着実 実施

に推進するため、栽培 ア
試験については前年度
出願点数（資料調査に
よるものを除く。）の
70％以上を計画的かつ
的確に実施する。

品種登録審査を着実 ア 農林水産省との緊密な連絡調整を図り、出願品種の植物種類に応じた実施場所の選定、施設の使用状況、労力等を勘案した

に推進するため、農林

栽培試験計画を策定した。特に、第４期中長期目標期間は、農研機構内に新たなほ場を確保し、野菜類、水稲に適した場所で

水産省との緊密な連絡

試験を開始した。

調整を図りつつ、前年

上記の試験計画に沿い、毎年度、前年度出願点数の 70％以上の栽培試験を実施して品種登録審査を着実に推進した。

度出願点数（資料調査
によるものを除く。）の
70％以上の栽培試験を

イ

計画的かつ的確に実施

栽培試験対象植物の

する。

種類を拡大するため イ
に、種類別審査基準案
を作成又は改正（中長
期目標期間中に 60 種類
程度）する。さらに、植
物種類別の栽培・特性

栽培試験対象植物の イ 栽培試験対象植物の種類を拡大するため、種類別審査基準案について、61 種類を作成又は改正して農林水産省に提供した。

種類を拡大するため

また、栽培・特性調査マニュアル及び特殊検定マニュアルについては、研究部門と病害抵抗性検定マニュアル作成に向けた連

に、種類別審査基準案

携を図ることで、第４期目標（50 種類程度）を上回る 71 種類（目標比 142%）について作成又は改正した。

を新規に作成するとと

さらに、出願者が願書の作成に先立って実施する出願品種の特性調査において活用できるようにするため、令和元年度か

もに、既存の種類別審

ら、新たに作成又は改正した特性調査マニュアルを公開することとし、出願数が最も多いキク種（全出願の 12％）や大豆等 21

査基準について新しい

種類を、外部向けの人にも分かりやすいよう修正した上で農研機構のホームページで公開した。
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調査マニュアル及び特

特性を追加する等の技

殊検定マニュアルを作

術的検討を行い、中長

成又は改正（中長期目

期目標期間中に 60 種類

標期間中に 50 種類程

程度の作成又は改正を

度）する。

行う。
さらに、植物種類別
の栽培・特性調査マニ
ュアル及び特殊検定マ
ニュアルを同期間中に
50 種類程度作成又は改

ウ

リファレンスコレク

正する。

ション（栽培試験に対 ウ

リファレンスコレク

照品種や標準品種等と ション（栽培試験に対照

ウ リファレンスコレクション（栽培試験に対照品種や標準品種等として用いる比較品種）を、栽培試験での利用頻度、入手の
しやすさ等を考慮して毎年度整理し、6,489 品種を維持管理した。
また、出願者から提出された出願品種種子及び種菌について全て保存した。

して用いる比較品種） 品種や標準品種等として
については品種ごとの 用いる比較品種）につい
保存の必要性に留意し ては、育種の方向や出願
つつ 6,000 品種以上を 品種の動向等を踏まえつ
維持する。また、出願品 つ整理を行い、6,000 品種
種種子及び種菌の確実 以上を維持する。また、出
な保存を行う。

願品種種子及び種菌の確
実な保存を行う。

エ

エ 電子化システム(VIPS: 品種登録迅速化総合電子化システム)等の利用や、植物種類ごとに提出する目標日数の設定をするな

栽培試験結果報告書

の提出は、栽培試験終了 エ

栽培試験結果報告書

後、平均 80 日以内に農林

の提出は、電子化シス

水産省に報告する。

テムを利用した栽培試

どの進行管理を徹底したことにより、第４期中長期目標期間を通して、栽培試験結果報告書を栽培試験終了後平均 80 日以内
（75.2 日）で農林水産省に報告した。

験情報の活用・共用に
よる報告書の迅速な作
成等により、栽培試験
終了後平均 80 日以内に
農林水産省に報告す
オ

る。

品種登録審査の国際

標準化に資するため、 オ

品種登録審査の国際

オ 植物新品種保護国際同盟（UPOV）が開催する技術作業部会に毎年度職員を派遣して UPOV テストガイドライン（国際的な
技術指針）等の作成に参画した。特に、観賞植物及び樹木、野菜、作物の作業部会においては、職員が座長となり、日本の審

植物新品種保護国際同

標準化に資するため、

査基準に沿った形質の追加を提案、了承されて国際的に統一されたテストガイドラインを作成した。加えて、平成 29 年度には

盟（UPOV）が開催する

植物新品種保護国際同

CPVO（欧州品種庁：EU の品種登録機関）の主要な栽培試験実施機関である Naktuinbouw (オランダ)と連携協定を締結し、4

会議に職員を派遣し、

盟（UPOV）が開催する

年間でレタス種など 9 種類の共通の特性調査マニュアルを作成した。

テストガイドライン等

会議に職員を派遣し、

の作成に参画する等、

テストガイドライン等

審査の国際調和を推進

の作成に参画するな

する。

ど、国際調和を推進す
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る。
（２）育成者権の侵害対
策及び活用促進
ア

（２）育成者権の侵害対 （２）育成者権の侵害対策及び活用促進

育成者権の侵害対策 策及び活用促進

等について、機動的な全 ア
国対応を行う。

育成者権の侵害対策 ア 育成者権の侵害対策等については、研修による人材育成や品種保護Ｇメンの業務に関する熟練度試験を行い、合格した者を

等について、品種保護対

品種保護対策役として 7 場所に 20 名配置し、各地域での侵害相談、講演活動等に対応した。

策役の柔軟な配置等によ
る運営体制の下で、機動

イ

我が国の登録品種の 的な全国対応を行う。

海外における育成者権 イ
侵害に関する情報を関
係行政機関で共有する
とともに、特に税関に
対し、水際対策に関す
る情報がある場合には
速やかな提供を行う。
ウ

育成者権者、公的機

我が国の登録品種の イ 我が国の登録品種の海外における育成者権侵害に関する情報を農政局や都道府県等に提供した。特に、育成者権者でもある

海外における育成者権
侵害に関する情報を関

等」という。）からの侵
害及び活用に関する相
談に対し、対抗措置及
び活用方法等の助言を
行うとともに、６次産
業化の促進に向け、品
種の保護活用に関する
アドバイスを行う。
エ

育成者権者等からの

とともに、特に税関に
対し、水際対策に関す
る情報がある場合には
速やかな提供を行う。
育成者権者、公的機 ウ

関その他育成者権の関
係者（以下「育成者権者

類似性試験等を実施す
る。研究開発部門等で
開発した導入可能な
DNA 品種識別技術に
ついては品種類似性試
験の対象植物に加え
る。また、登録品種等の
DNA 情報のデータベ
ース化を行う。

育成者権者、公的機関その他育成者権の関係者（以下「育成者権者等」という。）からの侵害及び活用に関する相談 121 件

に対し、対抗措置及び活用方法等の助言を行った。（種苗法に関する一般相談については 566 件の助言を行った）
また、新品種の保護活用の支援として、６次産業化の認定により出願料等が軽減されることを種苗業者等に情報提供した。

等」という。）からの侵
害及び活用に関する相
談に対し、対抗措置及
び活用方法等の助言を
行うとともに、６次産
業化の促進に向け、品
種の保護活用に関する
アドバイスを行う。

依頼に基づく育成者権 エ
侵害状況の記録、品種

また、水際対策に関して税関との意見交換会に参画した。

係行政機関で共有する

関その他育成者権の関 ウ
係者（以下「育成者権者

都道府県に対しては、知的財産担当者を集めた会合を開催して、侵害対策の事例などの啓発活動を行った。

育成者権者等からの エ 育成者権者等からの依頼に基づき、侵害状況の記録書の作成を 16 件、品種類似性試験を 14 件実施（比較栽培 2 件、ＤＮＡ

依頼に基づく育成者権
侵害状況の記録、品種
類似性試験等を実施す

分析 12 件）したほか、108 件の寄託を受けた。
また、果樹茶業研究部門が開発したブドウ・カンキツの葉及びブドウ果実の DNA 品種識別技術の妥当性を確認し、品種類
似性試験の対象メニューに加えた。

るとともに、研究開発

登録品種等の DNA 情報のデータベース化については、カーネーションのデータベースを登録品種等 5 品種（平成 27 年度

部門等が開発した導入

末）から 115 品種に拡大した。また、イチゴのデータベースについて、当初、30 品種を増やす予定であったが、機構本部知的

可能な DNA 品種識別

財産部と連携して取り組むことで、農研機構育成品種を含む登録品種等 69 品種を増やし、108 品種（平成 27 年度末）から

技術の妥当性を確認

177 品種に大幅に拡大した。

し、その技術の対象と
なっている植物の種類
を品種類似性試験の対
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象に加える。また、登録
品種等の DNA 情報の
データベース化を行
オ

ASEAN ＋ 日 中 韓 の

う。

13 カ国により設立され オ

ASEAN＋日中韓の オ 「東アジア植物品種保護フォーラム」の活動では、UPOV テストガイドラインに調和した日本のウリ科植物種の調査方法の

た「東アジア植物品種

13 カ国により設立され

技術指導のため、インドネシアに職員 1 名を派遣した。その結果、UPOV テストガイドラインと調和したインドネシア独自の

保護フォーラム」を戦

た「東アジア植物品種

ウリ科審査基準の検討が進展し、日本の育成品種がインドネシアで保護される環境整備を進めた。また、ミャンマーでもトウ

略的に展開し、我が国

保護フォーラム」を戦

モロコシについて同様な活動を行い、日本の育成品種がミャンマーで保護される環境整備を進めた。

の知的財産である品種

略的に展開し、我が国

が海外で適切に保護さ

の知的財産である品種

れるような環境整備を

が海外で適切に保護さ

図る活動を支援する。

れるような環境整備を

他に、農林水産省事業の海外出願マニュアル作成のための制度調査に職員を派遣して情報収集に協力し、８か国のマニュア
ルが作成されたうち、７か国の作成に寄与した。

図る活動を支援する。
２

農作物（飼料作物を

除く。）の種苗の検査、指 ２

農作物（飼料作物を ２ 農作物（飼料作物を除く。）の種苗の検査、指定種苗の集取、立入検査等

定種苗の集取、立入検査 除く。）の種苗の検査、指
等

定種苗の集取、立入検査

（１）国際的な種子流通 等

の活性化に対応した流通 （１）国際的な種子流通 （１）国際的な種子流通の活性化に対応した流通段階の種苗の表示や品質の検査等の充実
段階の種苗の表示や品質 の活性化に対応した流通
の検査等の充実
ア

段階の種苗の表示や品質

指定種苗の表示検査 の検査等の充実

(15,000 点程度／年度) ア

及び集取（3,000 点程度

示のあった指定種苗の

施した。特に、前年に違反があった品種を翌年の検査対象とし、検査時には改善されたことの確認や、改善に向けた助言等を

表示検査(15,000 点程

実施した。

／年度）を計画的かつ
的確に実施する。
イ

度／年度)を行うととも
に、過去の検査結果等

「指定種苗の生産等

を踏まえた点数の集取

に関する基準」
（昭和 58

（3,000 点程度／年度）

年農林水産省告示第

を計画的かつ的確に実

1666 号）に係る純度検査
(170 点程度／年度)及 イ

び病害検査(220 点程度

／ 年 度 ) を 計 画的 かつ
的確に実施する。

農林水産大臣から指 ア 農林水産大臣から指示のあった指定種苗の表示検査は、毎年度 15,000 点以上行い、店頭での集取は、毎年度 3,000 点以上実

施する。
「指定種苗の生産等 イ

「指定種苗の生産等に関する基準」に係る検査は、販売量が多い品種や過去に違反があった品種を中心に純度検査を毎年度

に関する基準」
（昭和 58

170 点以上（新型コロナウイルス感染拡大防止に係る政府の緊急事態宣言下、栽培試験や種苗生産業務に従事する職員の出勤

年農林水産省告示第

を優先させるため、一部検査中止したものの、解除後に追加で実施したことにより年度目標の８割まで挽回した令和２年度を

1666 号）に係る純度検

除く）、病害検査を毎年度 220 点以上等、以下のとおり実施した。

査（170 点程度／年度）
及び病害検査（220 点程
度／年度）を計画的か
つ的確に実施する。

中長期目標
表示検査（点）
集取（点）

平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

15,000/年度

15,066

15,482

15,248

15,570

15,851

3,000/年度

3,047

3,085

3,055

3,065

3,048
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令和元年度

令和２年度

（２）国際的な種子流通

170/年度

175

171

173

187

138

病害検査（点）

220/年度

225

228

222

234

220

注：品種純度検査及び病害検査については、平成 28 年度は当該年度に集取した種子のうち検査を実施した点数、平成 29 年度

の活性化に対応した依頼

以降は当該年度に検査結果を農林水産省に報告した点数。

検査の実施
ア

品種純度検査（点）

検査依頼のあった日

基準を満たさなかった場合は、表示検査と同様に、該当する種苗業者に照会し、回答を受けた上で農林水産省に報告した。

から、原則として 50 日 （２）国際的な種子流通 （２）国際的な種子流通の活性化に対応した依頼検査の実施
以内に検査結果の報告 の活性化に対応した依頼

を行う。また、依頼者の 検査の実施
意向を把握し、業務の ア 検査依頼のあった日 ア 第４期中長期目標期間中、依頼を受けた 9,201 点については、病原性の確定に時間が掛かった等の事情により 50 日を超過し
質の向上を図るととも
たものを除いて、依頼のあった日から 50 日以内（平均 22.5 日）に結果報告を行った。
から、原則として 50 日
に、検査結果について
クレームがあった場合
には、適切に処理する。

イ

国際的な種子流通の

活性化、種苗業者にお
けるリスク管理の必要
性の高まり等に対応す

以内に検査結果の報告

特に、ウリ科野菜果実汚斑細菌病（BFB）の検査点数は、平成 26 年度 369 点の実施から平成 30 年度には 531 点となり、さ

を行う。また、依頼者の

らに要望が増していたことから、使用する器具の変更による作業効率向上、検出精度の向上などの取組により、検査可能点数

意向を把握し、業務の

を 500 点／年から 1,000 点／年（令和元年度末）へ拡大した検査体制を整えた。なお、令和２年度については、新型コロナウ

質の向上を図るととも

イルスの影響により新規受付を休止していたが、種苗業者からの強い要望を受けて緊急事態宣言解除後に再開し、依頼があっ

に、検査結果について

た 525 点の全量について要望に応えることができた。

クレームがあった場合
には、適切に処理する。

るため、研究開発部門 イ 国際的な種子流通の イ 種苗業者からの要望を踏まえ、依頼検査の対象に「アブラナ属野菜の黒斑病」、「ダイコン黒斑病」、「スカッシュモザイ
で開発した最新の病害
クウイルスによるウリ科野菜のモザイク病」、「Alternaria japonica によるアブラナ属野菜及びダイコンの黒斑病」、「メロン
活性化、種苗業者にお
検査手法等を活用し、
えそ斑点ウイルス病」、「ダイコンの黒腐病」及び「トマトかいよう病」の合計７種類の病害を追加して種子流通の円滑化を
けるリスク管理の必要
依頼検査における検査
項目の拡大を図る。
ウ

種苗検査等の業務に

関係する国際機関であ
る国際種子検査協会
（ISTA）等が開催する

性の高まり等に対応す

図った。
また、農研機構内の病理研究者と構築した種子病害ネットワークにおいて、依頼検査の対象への追加を種苗業者から要望さ

るため、研究開発部門

れる病害について、検査方法の妥当性を検討し、追加する際の優先順位を明確にした。

で開発した最新の病害
検査手法等を活用し、
依頼検査における検査
項目の拡大を図る。

会議に職員を派遣し、 ウ 種苗検査等の業務に ウ
国際規格の策定に参画
関係する国際機関であ
する。
エ

種子の輸出を促進す

るため、民間の検査機
関等が参加する種子検
査ネットワークを構築
し、種子病害検査法の

OECD 品種証明制度

に基づくてんさい種子

また、平成 30 年度には、事務局として ISTA の年次総会及びワークショップを日本で初めて開催した。年次総会では国内種

る国際種子検査協会

苗業者の要望に沿った種子活力の検査方法に関するセミナーを開催し、ワークショップでは ISTA 承認検査所のための品質保

（ISTA）等が開催する

証システムの確立について講義と実習を企画し、参加者の技術習得に貢献した。
さらに、平成 28 年度及び令和元年度には、それぞれ３年に１回の ISTA による査察を受け、ISTA 証明書を発行できる種子

会議に職員を派遣し、

検査所として再承認された。

国際規格の策定に参画
する。

標準化、普及を促進す エ 種子の輸出を促進す
る。
るため、民間の検査機

オ

国際種子検査協会（ISTA）が開催する会議に毎年度職員を派遣し、検査ルールの修正方針等 119 件の採択に参画した。

エ

民間の検査機関と構築した種子検査ネットワークを活用して「アブラナ属野菜の黒腐病」及び「ウリ科野菜の緑斑モザイク
病」の検査法の技術講習会を開催した。この講習会を受講した民間検査機関は、令和２年度から自社の検査項目に「アブラナ
属野菜の黒腐病」を追加し検査業務を行っており、社会実装に貢献した。

関等が参加する種子検
査ネットワークを構築
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の検査を着実に実施す

し、種子病害検査法の

る。

標準化、普及を促進す
る。

（３）国からの指示によ オ

OECD 品種証明制

り実施する検査の実施

度に基づくてんさい種

ア

子の検査を着実に実施

遺伝子組換え生物等

の使用等の規制による生

オ OECD 品種証明制度に基づく種苗業者の輸出用てんさい種子の品種の証明に係る種子の検査依頼はなかった。

する。

物の多様性の確保に関す
る法律

（３）国からの指示によ （３）国からの指示により実施する検査の実施

（平成 15 年法律第 97 り実施する検査の実施
号）第 32 条第２項の規 ア

定に基づく農林水産大

の使用等の規制による

臣の指示に従い、立入

生物の多様性の確保に

り、質問、検査及び収去

関する法律（平成 15 年

を的確に実施する。
イ

遺伝子組換え生物等 ア 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく農林水産大臣の検査及び収去の指示は
なかった。
また、農林水産省の要請に基づき、流通するパパイヤ及びペチュニアについて遺伝子組換え種苗が含まれるか否かの分析を
行った他、遺伝子組換え体検査法確立または改良のための妥当性確認試験（てんさい等 14 種類）に参画した。

法律第 97 号）第 32 条

EC（現 EU）との協議

の規定に基づき、同条

に基づく EU 向け輸出野

第２項の農林水産大臣

菜種子の検査を着実に実

の指示に従い、立入り、

施する。

質問、検査及び収去を
的確に実施する。
イ

農林水産省からの指 イ 種苗業者が EC（現 EU）加盟国のナショナルカタログへ品種登録した種子の事後検定については、農林水産省からの指示に

示に基づき、種苗業者
３

基づき、合計延べ 44 種類、207 品種を実施し、品種の維持が適切に行われていたことを確認して結果を報告した。

ば れい しょ及 び

が EC（現 EU）加盟国

さとうきびの増殖に必要

のナショナルカタログ

な種苗の生産、配布等

へ品種登録した種子の

ア 「食料・農業・農村基

事後検定を着実に実施

本計画」に即し、道県の

する。

需要量に対応した原原 ３

ばれいしょ及びさと

種の供給量を安定的に うきびの増殖に必要な種
確 保 （ 需 要 量 の ほ ぼ 苗の生産、配布等

３ ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布等

100％を確保できる生

産配布計画の作成）す ア 「食料・農業・農村基

る。また、道県の需要に
対応した健全無病な種
苗の供給を前提に、品
質・生産力の向上、省力
化及びコストの低減を
図り、効率的な原原種

本計画」に即し、道県の
需要量に対応した原原
種の供給量を安定的に
確保（需要量のほぼ

ア 主要な品種は複数農場で生産しリスク分散を行うとともに、病害虫防除、台風対策を実施し、毎年度、道県の需要量に対応
した原原種を配布した。道県の申請数量に対する配布量は以下のとおり。
平成 28 年度

平成 29 年度

100 ％ を 確 保 で き る 生
産配布計画の作成）す
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平成 30 年度

令和元年度

令和２年度

の生産を行う。

る。その方策として、同
一品種を複数農場で栽

配布量

培すること等により、台
風や冷害等の気象変動
や病虫害の発生等のリ
スク分散を行う。また、
道県の需要に対応した
健全無病な種苗の供給

ばれいしょ秋植え用（袋）

2,360

ばれいしょ春植え用（袋）

62,024

充足率
（％）
99.7

配布量

2,411

99.7 59,792

充足率
（％）
100.0

配布量

2,195

99.9 58,422

充足率
（％）
100.0

配布量

2,117

98.0 60,303

充足率
（％）
100.0

配布量

充足率
（％）

2,046

100.0

99.9 57,471

100.0

を前提に、品質・生産力
の向上、省力化及びコス
トの低減を図り、効率的
な原原種の生産を行う。

さとうきび夏植え用（千本）

1,137

100.0

1,077

100.0

1,085

100.0

1,086

100.0

1,114

100.0

さとうきび春植え用（千本）

999

100.0

996

100.0

1,000

100.0

1,028

100.0

999

100.0

特に、さとうきびについては、九州沖縄農業研究センターが育成した品種「はるのおうぎ」は、既存品種 NiF8 に比べ生産
イ

性が高く、機械化収穫に優れ、種子島のさとうきび生産量の減少に歯止めをかける品種として早期の普及が求められていたこ

新たな病害の発生等

とから、労力を要するが高い増殖率が期待できる側枝苗等の急速増殖技術を活用し、通常の増殖に比べ 2 年早く令和 2 年春植

に対応し、原原種の無

用原原種にて配布を開始。なお、当初 70 千本の要望であったが、その後も産地から新品種への期待感の高まりを伝えられ、更

病性（病害罹病率 0.1％

なる需要の拡大が見込まれたことから、当初配布要望の 1.8 倍となる 128 千本を生産し、配布を実施。「はるのおうぎ」の早

未満）と品質（ばれいし

期普及に貢献した。

ょ萌芽率 90％以上、さ

ばれいしょについては、配布先等で品質に問題が確認された際に作業工程を遡り、原因究明と改善策をとれるよう、令和元

とうきび発芽率 80％以

年度は収穫物を大型コンテナごとにロット管理し、生産されていた原原種ほの区画まで遡れるトレーサビリティを試行。その

上）を確保する。

結果を踏まえ令和２年度はロット規模を見直して生産ほ場 50a ごとに管理し、培養苗生産までの生産段階ごとの栽培歴を遡る
ことができるトレーサビリティシステムを構築した。
イ

新たな病害の発生等 イ 生育期間中の目視による病徴等株の抜取りは毎年度５回以上、薬剤散布は毎年度８回以上行い、慣行栽培と比較して多くの
に対応し、病害虫防除
等を講じる。無病性に

ウ

ばれいしょ原原種の
生産体系において、変
異体のチェックを強化
し品種の純粋性の維持
を図る。

エ

ミニチューバー等を

用いた原原種生産体系
の拡大により、緊急時

病害虫対策を実施した。
また、ジャガイモ黒あし病を発生させないため、イノベーション創出強化研究推進事業の緊急対応課題「ほ場で突発するジ

ついては、収穫直前の

ャガイモ黒あし病の感染要因の検証（平成 30 年度）」の成果を活用して

検定におけるばれいし

①ばれいしょ原原種ほ場周辺の除草・掃除刈りによる環境浄化

ょ及びさとうきび原原

②明渠の深掘・溝起こしによるほ場への黒あし病菌の流入抑制

種の病害罹病率を

③大雨に備えたほ場の排水改良のためのサブソイラーによる弾丸暗渠の施工、排水路の設置

0.1％未満とする。また、

等の対策を行いばれいしょ生育環境の健全化を推進した。

品質においては、ばれ
いしょの萌芽率 90％以

第４期中長期目標期間中、無病性については、収穫直前の検定におけるばれいしょ及びさとうきび原原種の病害罹病率 0.1％
未満、品質においては、ばれいしょの萌芽率 90％以上、さとうきびの発芽率 80％以上を毎年度確保した。

上、さとうきびの発芽
率 80 ％以 上 を 確 保す
る。
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における新品種等の原 ウ

ばれいしょ原原種の ウ 原原種品種を各々の培養系母本と比較栽培し、形態的特性を調査した結果、毎年度、原原種全品種において変異は確認され

原種の供給期間を大幅

生産体系において、変

に短縮した増殖体系の

異体のチェックを強化

構築を図る。

し、品種の純粋性の維

なかった。

持を図る。
エ

オ

原原種の配布先の意

向等を把握するための
アンケート調査を実施

ミニチューバー等を エ ジャガイモシロシストセンチュウ緊急防除終了後の一般栽培に求められる抵抗性品種の早急な供給を可能にするため、北海
用いた原原種生産体系

道中央農場に緊急増殖施設を建設し、日本で初めてばれいしょのエアロポニック栽培方式を導入するとともに、日本の品種の

の拡大により、緊急時

特性に合わせて栽培方法の最適化を図るため、生育ステージごとの養液噴霧間隔の改良、生育中期以降の過繁茂を改善するた

における新品種等の原

めの栽植密度の変更、晩生品種の収量性向上のための夜間温度の改良等に取り組み、抵抗性品種等を通常より１年早く増殖で

原種の供給期間を大幅

きる体制を構築した。
本体制を用いて、ジャガイモシロシストセンチュウの発生確認直後である平成 28 年度から、北農研が将来のニーズを考慮し

に短縮した増殖体制の

する。

選定した抵抗性候補品種について、緊急的な配布要望に対応できるよう増殖を開始した。これにより、平成 30 年度に北海道か

構築を図る。

らの緊急配布要望のあった「フリア」について、特別種苗 200 袋の配布に応えることができた。また原原種として令和元年度
に 400 袋、さらに令和 2 年度に 617 袋配布し、早期普及に貢献した。
オ

原原種の配布先であ オ
る道県の意向等を把握

原原種の配布先である道県の意向等を把握するためのアンケート調査を実施した満足度（５点満点）は以下のとおりであっ
た。

するためのアンケート

平成 28 年度(点)

調査を実施し、業務の質

平成 29 年度(点)

平成 30 年度(点)

令和元年度(点)

令和２年度(点)

の向上を図るとともに、
クレームがあった場合
には、適切に処理する。

ばれいしょ秋植え用

4.2

4.1

4.3

4

4.0

ばれいしょ春植え用

3.7

3.5

3.6

3.6

3.8

さとうきび夏植え用

4.6

4.1

3.8

3.7

3.9

さとうきび春植え用

4.6

4.1

4.1

3.9

4.0

さとうきびの満足度が下がっている傾向について、主に原原種出荷後の輸送や原種ほでの栽培管理に起因するものであり、
配布先に連絡を取り、品種特性を踏まえた栽培指導等を行った。
ばれいしょの満足度は横ばい傾向であった。意見として黒あし病や黒あざ病等病害への対応要望があった。黒あし病につい
カ

ては、研究部門と連携した種子伝染以外の感染元の探索、感染経路の検証を行うイノベーション事業に参画し、得られた知見

ばれいしょ及びさと

を活用して、感染源となるおそれのあるほ場周辺の雑草防除や明渠による排水対策を実施した。黒あざ病については、土壌由

うきびに係る試験研究

来の病害であることから、植付け時に種イモの床土と覆土に薬液を散布する植溝内土壌散布システム(インファロ－システム)

を行う試験研究機関等

を導入して配布する原原種の品質改善を図った。

に対し、技術の提供及

また、クレームがあった場合には、原因究明を行い、再発防止策を検討、実施するとともに、クレームへの対応結果を先方

び健全無病種苗の配布

に報告して同意を得た。

を行い、新品種の開発・
普及を支援する。

カ

ばれいしょ及びさと カ

試験研究機関等からの調査用種苗の申請に対し、毎年度以下のとおり配布し、品種育成等の試験研究を支援した。
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うきびに係る試験研究を

平成 28 年度

行う試験研究機関等に対

品種数

し、技術の提供及び健全無
病種苗の配布を行うとと
もに、母本の早期無毒化等
により、新品種の開発・普
及を支援する。
４

種苗管理業務に係る

配布量

品種数

令和元年度

配布量

(kg、本)

品種数

令和２年度

配布量

(kg、本)

品種数

配布量

(kg、本)

(kg、本)

ばれいしょ秋植
え用

10

890

12

1,370

11

708

10

560

10

550

94

8,818

107

9,846

105

10,497

98

11,012

101

12,254

1

3,500

-

-

18

540

6

180

-

-

7

3,100

8

10,700

3

1,050

7

2,450

7

2,150

ばれいしょ春植
え用

さとうきび春植

（１）研究成果の生産現

え用

場への橋渡し

また、試験研究機関からばれいしょ 98 系統、さとうきび 15 系統の有望育成系統を受け入れ、母本の無病化、増殖特性の確

研究開発部門で開発

認を行った。

した新品種の早期普及の
ため、種苗の増殖を支援 ４
イ

品種数

(kg、本)

え用

橋渡し等

する。

配布量

平成 30 年度

さとうきび夏植

研究開発成果の現場への

ア

平成 29 年度

種苗管理業務に係る ４ 種苗管理業務に係る研究開発成果の現場への橋渡し等

研究開発成果の現場への

研究開発部門からの 橋渡し等
要請に応じて、畑作物の （１）研究成果の生産現 （１）研究成果の生産現場への橋渡し
試験研究用種苗等を増殖 場への橋渡し
する。

ア

研究開発部門で開発 ア 果樹茶業研究部門が育成したかんきつ新品種「みはや」、「璃の香」及び「あすき」の現場への早期普及のため、健全な穂
した品種の早期普及の

木の採取を行って種苗の増殖を支援した。

ため、新品種の種苗の
（２）情報提供
ア

品種登録出願者に対

増殖を支援する。
イ

研究開発部門からの イ 研究開発部門からの要請がなかったため、畑作物の試験研究用種苗等の増殖は行わなかった。
要請に応じて、輪作ほ

する情報提供や、種苗

場を活用し、早期普及

業者に対する技術指

が必要な畑作物の試験

導、ばれいしょ及びさ

研究用種苗等を増殖す

とうきび種苗生産者等

る。

に対する技術指導、情
報提供等を行う。

（２）情報提供
ア

品種登録出願者に対 ア 品種登録出願者、種苗業者等に対し、以下のとおり、ホームページでの情報提供や技術講習会の開催等を行った。

する出願等に係る情報
提供や、種苗業者に対
イ

種苗管理業務を通じ

て得られた情報及び知
見を農林水産省に提供
する。

（２）情報提供

する技術講習会の開催
による技術指導、ばれ

・令和元年度より、品種登録出願者が出願品種の特性調査に活用できるよう、特性調査マニュアルを農研機構のホームページ
で公開した。
・育成者権者等がより DNA 品種識別技術を利用できるようホームページに情報を追加した上で改めて「品種識別の窓」とし
て立ち上げた。

いしょ、さとうきび種

・種苗業者等に対し、病害検査などの講習会を延べ 20 回、69 名に行って技術移転した。このうち令和元年度に「アブラナ属

苗生産者等に対する技

野菜の黒腐病」等の検査法の技術講習会を行った民間検査機関が、令和２年度から自社の検査項目に当該病害を追加し検査

術講習会の開催による

業務を行っており、社会実装に貢献した。
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技術指導、情報提供等
（３）種苗管理担当者の

を行う。

・原原種の配布先等に対し、「ばれいしょ原原種及び原種生産に係る北海道連絡会」を延べ 11 回開催するとともに、種ばれい
しょ及びさとうきび生産者に対し、品質向上に向けた抜き取り技術の指導等を行った。

業務運営能力の向上
種苗管理業務に係る先 イ

種苗管理業務を通じ イ 栽培試験業務を通じて、審査基準に形質として追加するための調査結果、また、品種保護対策業務を通じて得たネットオーク

進的な技術・知識等の導

て得られた情報及び知

入に努めるとともに、種

見を農林水産省に提供

苗管理担当者の業務運営

する。

ションサイトでの侵害品の販売状況等を農林水産省に提供した。

能力の向上を図る。
（３）種苗管理担当者の （３）種苗管理担当者の業務運営能力の向上
業務運営能力の向上
種苗管理業務に係る先進

人事交流により北海道農業研究センターのバレイショ育種グループ及び病害虫グループに職員２名を派遣して、ばれいしょ
原原種生産に係る高度な知識と技術の習得を行った。

的な技術・知識等の導入

また、種苗管理担当者の業務運営能力の向上のために、若手職員を対象とし、企画力や折衝能力の養成を通じて幅広い総合

に努めるとともに、種苗

力を持つ人材を育成する「種苗管理センターにおける人材育成プラン」を策定し運用を開始するとともに、以下の研修等を実

管理担当者の業務運営能

施した。

力の向上を図る。

・栽培試験業務
担当者の習熟度に応じた４種類の研修を延べ 16 回 69 名に行って品種登録制度の知識の習得、栽培試験の技術向上を図っ
た。この内、特に上級者を対象とした研修（延べ 16 名）では、栽培試験業務における指導的能力を発揮できる者を養成し、
全員が栽培試験実施責任者の資格認定試験に合格した。栽培試験実施責任者の有資格者は、栽培試験業務に従事する職員数
60 名に対し 35 名となり、報告書の検定作業ができる者が増加し、報告書作成能力の向上が図られた。
・品種保護対策業務
侵害相談への助言を行う際に種苗法の解釈が正確かつ確実であり、適切な助言となるよう品種保護 G メン及び農研機構本
部職員を含む希望者を対象とした研修を延べ 37 回 1,350 名に対して実施することにより能力維持を図るとともに、品種保護
G メン研修を延べ５回 16 名に実施して侵害相談等に対応できる者を養成し、資格認定試験を行って合格した者（延べ 16
名）を農場に配置した。品種保護 G メンの有資格者は、品種保護対策役の配置数(20 名)を大幅に上回る 36 名となり、品種
保護対策業務の安定的な実施に対応できる体制整備を進めた。また、新たに全職員向けに農研機構のイントラネットを活用
した e ラーニングによる種苗法の基本的な知識を習得する研修を開始し、職員全体の資質向上を図った。
・種苗検査業務
発芽検査、サンプラー研修等の技術習得に係る研修や病害検査の熟練度テスト等を延べ 42 回 117 名に実施し、検査業務に
対応できる人材を育成するとともに検査能力の維持を図った。また、指定種苗検査職員資格認定試験を 6 回実施して新たに
12 名の検査職員を任命し、有資格者が指定種苗検査職員の配置数（22 名）を上回る 34 名となり、指定種苗検査の安定的な
実施に対応できる体制整備を進めた。
・種苗生産業務
若手職員に対する技術研修を延べ 5 回 45 名に実施し、ジャガイモシストセンチュウなどばれいしょ原原種生産の重要な病
害虫である検診方法を習得させることにより、ばれいしょ原原種生産に従事する者全員が植物防疫法に基づき自主検査する
「種ばれいしょ検査」に従事できる体制を構築した。

主務大臣による評価（見込評価）
評定 Ｂ
＜評定に至った理由＞
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品種登録に係る栽培試験については、前年度出願点数（資料調査によるものを除く）の 70％以上を実施し、栽培試験終了後の報告までの日数についても目標である 80 日以内を達成している。また、新規
植物や新しい特性等に対応するため、植物種類の種類別審査基準案について 50 種類（令和２年度完成予定は 11 種類）を作成又は改正し、栽培・特性調査マニュアルについては既に 53 種類を作成又は改正
を行っている。
品種登録審査の国際標準化に資するため、植物新品種保護国際同盟（UPOV)が開催する会議に職員を派遣し、テストガイドライン（国際的な技術指針）等の作成に参画した。特に、29 年度には主要な栽培
試験実施機関（オランダ）と連携協定を締結し、共通の栽培・特性調査マニュアルの作成を進めるなど、栽培試験技術の調和による品種登録審査の国際標準化を進めている。
農産物の種苗の検査、指定種苗の集取については、農林水産大臣から指示のあった指定種苗の表示検査は毎年度 15,000 点以上行い、店頭での集取は毎年度 3,000 点以上実施している。また、種苗業者等
からの依頼検査は４年間で 7,357 点を実施し、検査資料の提出が遅れた５点を除き、依頼日から目標である 50 日以内に検査結果を報告している。
また、依頼検査の対象病害を５種類追加するとともに、検査依頼の多いウリ科果実汚斑細菌病（BFB）の検査可能点数を現行の２倍（年間 500 点から 1,000 点）に拡大するなど依頼者の要望に応えてい
る。国際的な種子流通の活性化に対応するため、国際種子検査協会（ISTA）等が開催する会議に毎年度参加し、種子の検査ルールの修正等の参画している。
ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布等については、品種別需要の早期把握に加え、適切な栽培管理と品質管理により、目標期間を通して道県の申請数量に対して、配布数量の充足
率がほぼ 100％を確保と安定的に目標を達成している。特に道県の需要に対応したばれいしょのジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性品種「フリア」及びさとうきびの新品種「はるのおうぎ」について
は、早急な供給に対応できるような増殖体制を構築したことにより、産地ニーズに対応した品種の早期普及に向けた貢献を行っている。また、品質については、生育期間中の徹底した病害虫対策、適切な品
質管理と品質向上に向けて効果的な技術の導入を戦略的に進めた結果、目標期間を通して、ばれいしょ及びさとうきび原原種の品質については、罹病株 0.1％未満、萌芽率及び発芽率 90％以上を安定的に確
保しており、目標を達成している。
原原種の配布先である道県の意向等を把握するためのアンケート調査及びクレーム対応については、その結果を踏まえて業務の質の向上を図るとともに、クレームに対しては、原因究明を行い、再発防止
策を検討・実施し、そのクレームへの対応結果を配布先へ報告して同意を得るなど、現在の生産・配布体制において取り得る対策が講じられている。
研究開発成果の現場への橋渡しについては、侵害対策での DNA 品種識別技術の活用を促進するため、果樹茶業研究部門が開発したブドウとカンキツの DNA 品種識別技術の妥当性の確認を行い、品種類似性
試験の対象に加えている。また、ばれいしょ病害虫対策としては、研究開発部門が開発したジャガイモ黒あし病の高度診断技術を導入し、効率的に検査が可能な体制を整えたほか、「イノベーション創出強
化研究推進事業」の緊急対応研究課題「ほ場で突発するジャガイモ黒あし病の感染要因の検証」での成果を活用して、新たに黒あし病対策を実施している。
さらに、研究開発部門で開発した品種の早期普及のため、果樹茶業研究部門が育成したかんきつ新品種の早期普及のため健全な穂木の採取や実用可能が見込まれるばれいしょ新品種の実証用種苗の増殖を
行っている。
以上のとおり、中長期計画に基づいた着実な業務運営が行われていることから、Ｂ評定とする。
＜今後の課題＞
今後も行政部局や国内外の関係機関と密接に連絡調整を図り、適正な品種登録の実施、優良種苗の流通確保に向けた種苗管理業務の質の向上の取組の維持及び業務運営の効率化の取組の維持を求める。特
にばれいしょ原原種の生産・配布については、配布先の顧客満足度が減少傾向にあることから、より実需者のニーズを踏まえた生産・配布の実施を求める。
主務大臣による評価（期間実績評価）
評定 Ｂ
＜評定に至った理由＞
品種登録に係る栽培試験については、前年度出願点数（資料調査によるものを除く）の 70％以上を実施し、栽培試験終了後の報告までの日数についても目標である 80 日以内を達成している。また、新規
植物や新しい特性等に対応するため、植物種類の種類別審査基準案について 61 種類を作成又は改正し、栽培・特性調査マニュアルについては目標を大きく上回る 71 種類（目標比 142%）を作成又は改正を
行っている。さらに、出願に先立って実施する出願品種の特性調査に活用できるようにするため、出願件数の多い 21 種類について、外部向けに分かりやすく修正したマニュアルを農研機構ホームページで
公開した。
品種登録審査の国際標準化に資するため、植物新品種保護国際同盟（UPOV)が開催する会議に職員を派遣し、テストガイドライン（国際的な技術指針）等の作成に参画した。特に、平成 29 年度には主要な
栽培試験実施機関（オランダ）と連携協定を締結し、共通の栽培・特性調査マニュアルの作成を進め、４年間でレタス種など９種類の共通マニュアルを作成するなど、栽培試験技術の調和による品種登録審
査の国際標準化を進めている。
農産物の種苗の検査、指定種苗の集取については、農林水産大臣から指示のあった指定種苗の表示検査は毎年度 15,000 点以上行い、店頭での集取は毎年度 3,000 点以上実施している。また、種苗業者等
からの依頼検査は５年間で 9,201 点を実施し、検査資料の提出が遅れた５点を除き、依頼日から目標である 50 日以内に検査結果を報告している。
また、依頼検査の対象病害を７種類追加するとともに、検査依頼の多いウリ科果実汚斑細菌病（BFB）の検査可能点数を現行の２倍（年間 500 点から 1,000 点）に拡大するなど依頼者の要望に応えてい
る。国際的な種子流通の活性化に対応するため、国際種子検査協会（ISTA）等が開催する会議に毎年度参加し、種子の検査ルールの修正等に参画している。
ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布等については、第４期中長期期間の道県の申請数量に対する配布量の割合は、ばれいしょ 99.5%、さとうきび 100%となった。また、無病性につ
いては、ばれいしょ及びさとうきび原原種の病害罹病率 0.1%未満となり、品質については、ばれいしょの萌芽率 90%以上、さとうきびの発芽率 80%以上を毎年度確保しており、中長期目標を達成している。
原原種の配布先である道県の意向等を把握するためのアンケート調査結果及びクレーム対応については、行政部局、研究開発部門及び生産者団体と密に連携し、その結果を踏まえて業務の質の向上を図る
とともに、クレームに対しては、原因究明を行い、再発防止策を検討・実施し、そのクレームへの対応結果を配布先へ報告して同意を得るなど、現在の生産・配布体制において取り得る対策が講じられてい
る。

142

研究開発成果の現場への橋渡しについては、侵害対策での DNA 品種識別技術の活用を促進するため、果樹茶業研究部門が開発したブドウとカンキツの DNA 品種識別技術の妥当性の確認を行い、品種類似
性試験の対象に加えている。また、ばれいしょ病害虫対策としては、研究開発部門が開発したジャガイモ黒あし病の高度診断技術を導入し、効率的に検査が可能な体制を整えたほか、「イノベーション創出
強化研究推進事業」の緊急対応研究課題「ほ場で突発するジャガイモ黒あし病の感染要因の検証」での成果を活用して、新たに黒あし病対策を実施している。
さらに、研究開発部門で開発した品種の早期普及のため、果樹茶業研究部門が育成したかんきつの品種「みはや」、「璃の香」及び「あすき」の早期普及のため健全な穂木の採取や実用可能が見込まれる
ばれいしょ新品種の実証用種苗の増殖を行っている。
また、種苗生産業務では、原原種の配布先等に対して品質向上に向けた指導等の実施や種苗管理担当者の業務運営能力向上として若手職員に対するジャガイモシストセンチュウなど、ばれいしょ原原種生
産の重要な病害虫についての検診方法の習得等の技術研修を行っている。
以上のとおり、中長期計画に基づいた着実な業務運営が行われていることから、Ｂ評定とする。
＜今後の課題＞
今後も行政部局や国内外の関係機関と密接に連絡調整を図り、適正な品種登録の実施、優良種苗の流通確保に向けた種苗管理業務の質の向上の取組の維持及び業務運営の効率化の取組の維持を求める。特
にばれいしょ原原種の生産・配布については、配布先の顧客満足度を安定的に高評価で維持できるよう実需者の要望を踏まえた生産・配布体制の構築を求める。
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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．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

Ⅰ－１１

農業機械化の促進に関する業務の推進

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

当該事業実施に係る根拠（個別法条文な

国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構法第 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
①モニタリング指標
技術講習会などへの講師派遣回数
（回）
農業機械化促進に関する技術相談な

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

59

57

52

88

69

備考

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

予算額（千円）

1,885,680

2,110,811

2,292,165

2,316,551

2,348,646

決算額（千円）

1,904,853

2,161,514

2,673,657

2,214,328

2,255,499

経常費用（千円）

1,676,747

1,577,629

1,605,108

1,597,882

1,746,045

△5,100

30,040

△591

7,071

265,426

1,729,822

1,570,185

1,686,432

－

－

－

－

－

2,403,856

1,893,235

74.8

73.9

74.0

74.0

75.0

127

181

186

91

21

展示会への出展件数などの広報実績

26

25

24

17

1

経常利益（千円）

見学件数

78

80

120

129

33

行政サービス実施コスト（千円）

どの件数

行政コスト（千円）
従業人員数（人）
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価
評価軸・評価の視点及び評価指標等
（１）業務推進の基本方針

○生産現場が直面する問題の速やかな解決、生産システムの革新による大幅な生産性の向上及び新たな価値の創出等に資するため、以下の（２）～（５）の農業機械に関する試験研究及び実用化、安全性検査等の取組・体制の
構築が適切に行われているか。
（２）研究の推進方向
○研究の推進に当たって、研究ステージに応じ、研究評価が反映される体制が構築されているか。また、行政及び生産現場のニーズに対応するため、関係者が参画した機械開発・改良・実用化の取組に対して、連携・協力が十
分であるか。
＜評価指標＞
・研究の推進に当たって、研究ステージに応じた評価を反映するとともに、関係者が参画した機械開発・改良・実用化に協力分担して取り組んでいるか。
（３）効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮事項
○研究課題の選定・実施に当たって、生産現場のニーズに対応するため、現場ニーズに係る情報収集や課題化する体制が構築されており、連携・協力が十分であるか。
また、ロボット技術や ICT 等の異分野の技術を活用した先進的・革新的な機械の開発に、異分野の研究機関などとの連携・協力が十分であるか。
＜評価指標＞
・課題設定に当たって、各地域農業研究センターや行政部局等から生産現場のニーズについて情報収集し、研究の重点化を図っているか。
・先端的、基盤的な技術の開発・導入のためロボット技術や ICT 等の異分野の研究機関等との連携に取り組んでいるか。また、電動化等未確立の基盤技術について、大学や異分野の研究機関等との連携協力に取り組んでいる
か。
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（４）農業機械の安全性検査等
○農業機械の安全性、環境性能の向上及び申請者の利便性の向上につながるものであるか。また、国際標準の設定などに関する議論に貢献がなされているか。
＜評価指標＞
・安全性評価・環境性能評価の充実に向けた取組が行われているか。
・安全性検査等業務において、効率的な検査の実施、事務処理の合理化等により、成績書の早期提出に努めているか。
・農業機械作業の安全に係る情報、安全性検査等に関する質問及び回答等について、ホームページ等を通じて適切に情報提供が行われているか。その際、高齢者にも配慮した取組を行っているか。
・国際標準の設定等に関する議論に積極的に関与しているか。
（５）農作業の安全に資する情報収集・分析とそれを踏まえた農業機械の開発及び評価試験の高度化
○農作業の安全に資する情報収集・分析が農業機械の安全性の向上及び安全利用の推進に寄与するものであるか。
＜評価指標＞
・農作業事故の実態を効果的に把握・分析し、農業機械メーカーや生産現場に対するフィードバックに取り組んでいるか。
・分析結果に基づき、新たな機械開発に向けたリスクアセスメントの助言指導を行うとともに、安全性向上に向けた取組情報等を把握・共有し、事故分析や啓蒙活動に取り組んでいるか。
・農業機械の安全設計の取組が促進されるよう、評価試験手法への反映に取り組んでいるか。
中長期目標
（１）業務推進の基本方針
「食料・農業・農村基本計画」、

法人の業務実績・自己評価

中長期計画
（１）業務推進の基本方針
「食料・農業・農村基本計画」、「農林水産研究基本

法人の業務実績等
（１）業務推進の基本方針

自己評価
＜評定と根拠＞

研究開発、検査等農業機械化促進業務の推進方向、推進方策及び推進体制については、 評定：A

「農林水産研究基本計画」等に 計画」等に即して生産現場が直面する問題の速やかな解 平成 30 年 4 月 1 日付け農業機械化促進法の廃止等を踏まえ、平成 30 年度に新たな組織
即して生産現場が直面する問題 決、生産流通システムの革新による大幅な生産性の向上 体制を構築し、生産現場が直面する問題の速やかな解決、Society5.0 の早期実現、生産流 根拠：
の速やかな解決、生産流通シス 及び新たな価値の創出等に資するため、ロボット技術や 通システムの革新による大幅な生産性の向上及び新たな価値の創出等に資するため、ロ （１）業務推進の基本方針
テムの革新による大幅な生産性 ICT 等の先端技術の活用を一層図りつつ、以下の研究推 ボット技術や ICT 等の先端技術の活用を一層図りつつ、以下の研究推進方向に沿って、
の向上及び新たな価値の創出等 進方向に沿って、効率的かつ効果的な試験研究及び実用 効率的かつ効果的な試験研究及び実用化の業務を実施した。
に資するため、ロボット技術、 化の業務を実施する。
ICT 等の先端技術の活用を一層

農業分野における Society5.0 の早期実現
に向け、ロボット技術や ICT 等の先端技術

農業機械の安全性検査等業務については、安全性が確保された農業機械の開発・普及 の活用を図り、生産現場が直面する問題の

農業機械の安全性検査等の業務については、安全性評 に資するため、社会実装が一部開始された農業用ロボットを含めた必要な安全装備の確 速やかな解決、生産流通システムの革新に

図りつつ、農業機械に関する試 価及び環境性能評価の充実を図りつつ、効率的かつ効果 認と利用環境の改善を促す新たな安全性検査体制を平成 30 年度から構築し、検査を適正 よる大幅な生産性の向上及び新たな価値の
験研究及び実用化、安全性検査 的に実施する。
等の業務を総合的かつ効率的に
実施する。

に実施している。さらに、検査方法の改良・高度化の推進に資するため、乗用型トラクタ 創出等に資するための研究並びに安全性検

併せて、農作業事故情報等を行政部局、メーカー、関 ー用安全キャブ・フレームの試験を行う機関が備える要件を定めた国際規格(ISO/IEC 査制度を立ち上げ、ロードマップに基づき
係団体や都道府県など関係機関と緊密に連携して収集・ 17025:2017)の認定を国内で初めて取得し、農用トラクター（乗用型）キャブ及びフレー 達成目標や達成時期の明確化を図るととも

併せて、農作業の安全に資す 分析を図り、その結果を農業機械の開発研究及び評価試 ムの静的強度試験の評価試験手法へ反映させた。
る情報収集・分析、それを踏ま 験の高度化に活用する。また、今後、社会実装が見込ま

に、重点課題の設定等を通して課題の見直

農作業安全に関して、行政部局、メーカー、関係団体や都道府県など関係機関と連携し し等進捗管理を実施した。重点普及成果や

えた農業機械の開発及び評価試 れる農業用ロボットに求められる性能や安全性確保要 て収集した農作業事故情報等を分析し、その結果を各現地の安全推進担当にフィードバ 普及成果については事業開発室の支援を受
験の高度化並びに農業用ロボッ 件については、評価手法の確立を目指す。
トの性能や安全性確保に関する
評価手法の確立を図る。

ックするとともに、開発した農作業事故事例検索システムや対話型農作業安全研修ツー けて SOP を作成し、成果の普及に努めた。

また、農業競争力強化支援法（平成 29 年法律第 35 号） ルを研修会での普及啓発や情報提供活動に活用し、他産業に比べて依然として高い農作 スマ農プロ等に参画し、自動化農機の社会
に基づき、農業機械等の開発について、良質かつ低廉な 業事故の割合の減少に努めるとともに、社会実装が一部開始された農業用ロボットにつ 実装に向けた取組を強化するとともに、ス

また、農業競争力強化支援法 農業資材の供給の実現に向けた開発の目標を設定する いて、国内のガイドラインや、ISO 規格との整合性を考慮しつつ、安全機能評価試験方 マート農機の低コスト化を進めた。
(平成 29 年法律第 35 号)に基づ とともに、大学及び民間事業者等と連携を図る。
き、農業機械等の開発について、

業務推進に当たっては、異分野を含む、農業機械化に

法の開発研究を進め、「ロボット・自動化農機検査」を平成 30 年度より開始した。
平成 29 年度まで実施していた農業機械等緊急開発事業（以下、「緊プロ事業」とい （２）研究の重点化及び推進方向

良質かつ低廉な農業資材の供給 取り組む機械メーカー、関係団体、研究機関等との連携 う。）に代わり、異分野を含む、農業機械化に取り組むメーカー、関係団体、研究機関等

平成 29 年度まで実施していた緊プロ事業

の実現に向けた開発の目標を設 を日常的に強化し、現場からの要望、要請に適切かつ的 農業機械の関係者が一体的に連携し、生産現場のニーズや課題への対応を迅速に行う仕 では、中山間地の傾斜畦畔法面にも適用可
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定するとともに、大学及び民間 確に対応する。対応状況は、農業者、農業者団体、大学、 組みとして、農業機械技術クラスターを平成 30 年度に設置し、時代に即した農業機械・ 能な高機動畦畔草刈機、稲・麦・大豆・ソ
事業者等と連携を図る。

行政等から構成される外部委員会による検討を踏まえ 生産システムに係る先端・基盤研究、安全性検査（国際基準化を含む）や安全研究・分 バ・飼料作物等に対応した高速高精度汎用
改善に努める。

析、担い手ニーズに応じた開発・改良について、標準化・共通化推進委員会、安全性向上 播種機、新機構と高耐久部材により作業能
委員会等の専門委員会の検討を踏まえて推進した。また、農業機械技術クラスターにお 率と耐久性を向上させた高性能・高耐久コ
いて、民間企業、公設試験研究機関（公設試）、大学、関係団体と連携し競争力強化に向 ンバイン、畝立てと同時に畝内の上層と下
けた農業機械の開発研究課題を立ち上げた。コンソーシアム契約の確立及び公募課題の 層の二カ所に局所施肥し、施肥量を低減す
審査委員会の設置により研究課題推進の体制を整備した。また、農業機械技術クラスタ ることができる野菜用の高速局所施肥機、
ーの指導及び助言機関である農業機械技術検討委員会により、農業機械技術クラスター ホウレンソウ調製機等について、メーカー
の運営や開発要望のくみ上げ方など運営方針について議論を交わした。

と共同開発し、外部委員会による開発計

これらの農業機械技術検討委員会やクラスター会員等の意見を踏まえ、開発要望の幅 画、進捗状況及び開発成果の検討及び生産
広い聴取と迅速な課題化に向けて、関係要領の一部改正、新たに選定と評価に係る実施 現場の声を踏まえ、中間評価、終了時評価
要領を制定及びホームページのリニューアルを行うなど、改善を行った。

及び単年度評価を研究の実施に反映したう

このほか、ロボット技術や ICT 等の異分野の技術を活用した先進的・革新的な機械

えで、一部は目標を前倒しで市販化し、普

の開発については、ベンダー企業等異業種機関と連携して取り組んだ。電動化等未確立

及が進んでいる。高速高精度汎用播種機と

の基盤技術についても、異分野の研究機関等と連携協力して取り組んだ。

高性能・高耐久汎用コンバインは農林水産
省の最新農業技術・品種 2019 に選定され

（２）研究の推進方向
ア

（２）研究の重点化及び推進方向

農業機械等の試験研究の推 ア

進

（２）研究の重点化及び推進方向

農業者の減少や高齢化等による労働力不足が深刻 ア

農業機械等の試験研究の推進では、平成 28 年度、29 年度については緊プロ事業等

た。野菜用の高速局所施肥機は安価な
GNSS を用いた車速連動施肥により、傾斜

な問題となっている中、若者・女性等多様な人材が活

において、省力化・低コスト化に資するロボットや ICT 等の新技術の導入、未機械

の影響を排して施肥量変動を低減でき、

農業者の減少や高齢化等によ

躍できる環境を整え、担い手のニーズに応えるために

化分野への対応及び機械部品の共通化・標準化、より安全な機械の開発を進めた。平

2018 年農業技術 10 大ニュースに選定さ

る労働力不足が深刻な問題とな

は、省力化・低コスト化に資するロボットや ICT 等の

成 30 年度からは農業機械技術クラスターにおいて、メーカー、農業者団体、行政等

れ、令和元年度から受注販売が開始され

っている中、若者・女性等多様

新技術の導入、未機械化分野への対応及び機械部品の

で構成する検討会を延べ 19 回開催し、現場ニーズを踏まえた研究課題の企画立案を

た。ホウレンソウ調製機は 1 株ずつコンベ

な人材が活躍できる環境を整

共通化・標準化、より安全な機械の開発などを一層進

行い、延べ 19 課題を課題化し、農業研究業務とも協力分担しながら研究を実施し

ア上に静置するだけで、根切り及び子葉、

え、担い手農業者のニーズに応

めていく必要がある。こうした課題に対応するため、

た。

下葉を精度良く除去でき、現行機に比較し

えるためには、省力化・低コス

別添 1 の 1(6)に示した研究を農業研究業務と協力分

ト化に資するロボットや ICT 等

担して重点的に推進する。

土地利用型農業では、高速高精度汎用播種機と高性能・高耐久汎用コンバインの 2

て作業精度が良く、作業能率は 1.5 倍であ

機種が平成 30 年度に市販化され、最新農業技術・品種 2019 に選定された。高速高

り、2017 年農業技術 10 大ニュースに選定

精度汎用播種機は 20 台、高性能・高耐久汎用コンバインは 338 台普及している。自

され、平成 30 年に市販を開始し、累計 212
台普及している。

の新技術の導入、未機械化分野

研究の推進に当たり、（１）で示した外部委員会に

への対応及び機械部品の共通

よる開発計画、進捗状況及び開発成果の検討及び生産

動運転田植機は、非熟練者 1 名作業を可能とし、2017 年農業技術 10 大ニュースに選

化・標準化、より安全な機械の

現場の声を踏まえ、中間評価、終了時評価及び単年度

定され、農機メーカー2 社へ技術移転した。高機動畦畔草刈機の派生機である電動リ

また、交付金で行った課題において、中

開発などを一層進めていく必要

評価を研究の実施に反映するとともに、評価結果及び

モコン草刈機、マップベース可変施肥対応ガイダンス装置、自動操舵補助装置につい

小型トラクタ－の直線作業をアシストする

がある。こうした課題に対応す

研究開発成果については、できる限り定量的な手法、

ても平成 30 年度に市販化され、それぞれ、100 台、140 台、22 台が普及している。

自動操舵装置を開発し、平成 29 年に市販を

るため、農業機械等の試験研究

視覚的な表現も用いつつ国民に分かりやすく、また、

また、「高機動畦畔刈取アタッチ」が電動リモコン草刈機のアタッチメントとして市

開始した。画像装置によって自動走行する

及び実用化とこれに資する基

ウェブサイトへの掲載をはじめとして幅広く情報提

販化されることとなり、令和 3 年 2 月から出荷が開始された。乾燥機燃料費を 70%

ことで高精度 GNSS を使用する装置の 1/2

礎・基盤的研究を重点的かつ計

供を行う。

程度低減できる籾殻燃焼システム、湿害を低減する大豆用高速畝立て播種機は、令和

以下の価格で販売されている。行政ニーズ

3 年度以降に市販化の見込みである。

への緊急対応として研究を実施したニンニ

画的に実施する。これらのこと
を実現するため、別添 1 の 1(2)

地域特性に応じた園芸等に資する農業機械・装置の開発に関しては、高能率で作業

ク盤茎調製機は平成 30 年に地域限定で受注

に示した研究を農業研究業務の

精度が高いホウレンソウ等の軟弱野菜調製機は平成 30 年度に、傾斜による施肥量変

販売が開始され、令和元年 11 月に対象を全

研究開発と協力分担して進め

動と肥料の表面流亡を低減しつつ、高速で作業が行える高速局所施肥機は令和元年度

国に拡大し、累計 54 台販売されている。

る。

に市販され、それぞれ、2017 年及び 2018 年の農業技術 10 大ニュースに選定され
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なお、研究の推進に当たって

た。高能率軟弱野菜調製機は 212 台が普及している。トマト用接ぎ木装置は、活着率

また、ISOBUS 対応作業機用 ECU を開

は、研究のステージに応じて研

は熟練者並みの 90%以上、作業能率は熟練者の 2 倍以上の約 500 本/h であり、令和

発し、国際標準化推進室の支援を得て国産

究評価(生産現場への普及性の

3 年春以降に市販化予定である。豚舎洗浄ロボットは、手作業による作業時間が３割

技術として初となる ISOBUS の認証を取得

観点を含む)を適切に実施し、研

に削減され、令和 3 年度に市販化予定であり、2019 年農業技術 10 大ニュースに選定

した。ISOBUS 作業機の開発課題では、複

究の実施に反映させるととも

された。このほか、中小型トラクター用直進作業アシスト装置は平成 29 年度に市販

数メーカーや団体とコンソーシアムを組

に、その評価結果及び研究開発

を開始し、延べ 180 台以上販売された。

み、作業機 ECU を開発する課題を実施中で

成果については、できるだけ定

また、研究開発成果については、できる限り定量的な手法、視覚的な表現も用いつ

あり、令和 3 年度中にメーカーが開発する

量的手法を用いて国民に分かり

つ、国民に分かりやすい内容でプレスリリース等ウェブサイトへの掲載や各種イベン

作業機 3 機種の ECU の ISOBUS 認証を取

やすい形で情報提供を行う。

トでの情報提供を行った。なお、中長期計画（第４期）期間におけるプレスリリース

得予定である。

とイベント出展の延べ件数は、プレスリリース 16 件、イベント 57 件であった。

以上のように、中長期計画で提案した機
械だけでなく、中小規模農家や特産的作目

イ
イ

行政ニーズへの機動的対応

イ

げ、研究開発を的確に実施した。

期間中に生じる行政ニーズに機動的に対応し、必要

へ対応した機械も市販され、社会実装を進
めた。

行政ニーズへの機動的対応では、強害雑草の物理的防除技術について平成 29 年度

な研究開発を的確に実施する。

期間中に生じる行政ニーズに

県行政からの要請に対しても農業機械技術クラスターにおいて以下の課題を立ち上

機動的に対応し、必要な研究開

から緊急に現地試験を実施し、ハマスゲの 90％以上の拾い上げ回収を実現し、防除

（３）効率的・効果的な研究開発を進める

発を的確に実施する。

マニュアルを作成した。平成 28 年度に行政からのニーズに対応して開始したニンニ

ための配慮事項

ク盤茎調製機については、平成 30 年に地域限定で受注販売が開始され、令和元年 11

農業機械技術クラスターにおいて、担い

月に対象を全国に拡大し、54 台販売されている。リンゴ黒星病の予防について平成

手、公設試、県及び国行政からの要請や開

30 年度から落葉収集機の開発を開始し、9 割以上の収集が可能となった。令和２年度

発要望を常時収集し、それらの開発要望に

から、茶園用除草機の開発に取り組んでいる。

対し課題化に向けた調整を行い、
・ISOBUS に対応した作業機 ECU 開発

ウ

地域での農業機械開発では大学、民間企業等、公設試等と協力分担して現地適用化

・二毛作体系に適した水稲乾田直播技術の

地域での農業機械開発への研究支援として、都道府

の研究支援を行った。また、地域農業研究センター等との協⼒分担では、農業機械の

開発

県（農業試験場、普及組織等を含む。）、商工関係者、

国際共通通信規格（ISOBUS）に対応した作業機械用電⼦制御ユニット(ECU)の開発

等の延べ 19 課題を立ち上げ、異分野を含

都道府県（農業試験場、普及組

担い手、メーカー、関係省庁など、関係者が参画した

は北海道農業研究センター（北農研）と、ドローンを利⽤した栽培管理技術、スマー

むメーカー、関係団体、農業研究業務を行

織等を含む。）、商工関係者、担

機械の開発・改良の取組に対して、農業研究業務を行

ト農業実証プロジェクト（スマ農プロ）、高速高精度汎用播種機の開発等は東北農業

う地域農業研究センターと連携しながら、

い手、メーカー、関係省庁など、

う地域農業研究センターなどと協力分担して研究支

研究センター（東北研）と、⼤⾖⽤⾼速畝⽴て播種機の現地実証と⾼度利⽤、栽培管

地域農業機械化支援、社会実装に向けた革

関係者が参画した機械の開発・

援する。

理⽤AI ロボットの研究開発、落花生拾い上げ収穫機の開発、ライスセンターのスマ

新技術開発、次世代に向けた技術開発に取

改良の取組に対して、農業研究

ート化システムの開発は中央農業研究センター（中央研）と、遠隔操作式高能率法面

り組んだ。

業務を行う地域農業研究センタ

草刈機の開発では西日本農業研究センター（西農研）と、強害雑草の物理的防除技

スマート農業の実現に向けた研究開発で

ーなどと協力分担して研究支援

術、稲⻨⼆⽑作地帯向けの⽔稲乾⽥直播⽤機械の開発は九州沖縄農業研究センター

は、スマ農プロ等に自動運転田植機を４台

する。

（九沖研）と、手持ち式花蕾採取機と茶園用除草機の開発では果樹茶業研究部門（果

現地導入するとともに、同プロジェクトの

茶研）と、農作業事故の詳細調査・分析に関する研究、農作業事故防止に向けた危険

実施現場で抽出された農作業ロボット等自

体感型安全教育手法の基礎調査、スマート農場の安全性確保に関する課題では農村⼯

動化農機の不具合への対応を行った。

ウ

地域での農業機械開発への ウ

研究支援

学研究部⾨（農工研）と、それぞれ協⼒分担を⾏った。ISOBUS 作業機の開発課題で

令和 2 年 10 月 22 日には無人自動走行シ

は、複数メーカーや団体とコンソーシアムを組み、作業機 ECU を開発する課題を実

ステムの実演会を富山市で開催し、日本再

施中であり、令和 3 年度中にメーカーが開発する作業機 3 機種の ECU の ISOBUS 認

興戦略 2016 で掲げられた「ほ場間での移動

証を取得予定である。なお、埼玉県とは年１回程度の情報交換、（公社）日本農業法

を含む遠隔監視による無人自動走行システ
ムを 2020 年までに実現」する政府目標の達
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人協会とは作目別や安全等に関して意見交換を行い、研究支援と連携を引き続き図っ

成を確認した。さらに、11 月 19 日には同

た。

技術開発の到達状況と今後の社会実装に向
けて取り組むべき事項を明確化するための

（３）効率的・効果的な研究開 （３）効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮事 （３）効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮事項
発を進めるための配慮事項

項

オンラインフェアを開催した。
ロボット農機の安全機能評価試験方法の
開発については、ロボット農機の安全機能

農業機械等の試験研究及び実 （１）に掲げた農業機械等の試験研究及び実用化を効率

のうち、人・障害物検出に関して、

用化を効率的・効果的に進める 的かつ効果的に進めるため、以下の事項に配慮する。
研究課題の選定・実施に当たっては、生産現場のニ ア

ため、以下の事項に配慮する。 ア

農業機械技術クラスターのホームページ等を通じ、担い手、公設試、県及び国行政

ISO10975、ISO18497 や国内の農業機械の

研究課題の選定・実施に当たっ

ーズに的確に対応するため、各地域農業研究センター

からの要請や開発要望を常時収集した。それらの開発要望に対し課題化に向けた調整

自動走行に関する安全性確保ガイドライン

ては、生産現場のニーズに的確

や行政部局、大学、担い手、異分野を含むメーカー、

を行い、延べ 19 課題を立ち上げ、異分野を含むメーカー、関係団体、農業研究業務

との整合性を考慮しつつ、研究を進め、国

に対応するため、各地域農業研

研究機関、流通業者等から現場ニーズに係る情報を定

を行う地域農業研究センター等と連携しながら、地域農業機械化支援、社会実装に向

内農機メーカーとの協議を経て、「ロボッ

究センター、行政部局、大学、担

期的に収集し、機動的に課題化する体制を構築すると

けた革新技術開発、次世代に向けた技術開発に取り組んだ。

ト農業機械検査」と「自動化農業機械検

い手農業者、民間事業者、研究

ともに、従前の農業機械分野に限らず、開発・改良に

また、開発要望の幅広い聴取と迅速な課題化に向けて、関係要領を一部改正し、新

機関等から現場ニーズに係る情

当たっては、農業研究業務における作業技術や情報技

たに選定と評価に係る実施要領を制定し、ホームページのリニューアルを行うなど、

動化農機検査」を平成 30 年度より開始し

報を定期的に収集し、機動的に

術、農業経営はもとより、育種、栽培、病害虫防除な

改善を行った。

た。

課題化する体制を構築するとと

ど関連する研究分野との連携を強化する。

もに、農業研究業務における作

査」の２つから構成される「ロボット・自

業技術、情報技術、農業経営な イ

（４）農業機械の安全性検査等
スマート農業の実現に向けて、平成 25 年に農林水 イ

機構本部スマート農業実証推進室とともに、実証地に導入されたスマート農機に関

安全性検査については、安全度ランク評

ど関連する研究分野との連携を

産省が設置した「スマート農業の実現に向けた研究

する不具合の対応策を取りまとめた。ロボット農機を効率的に稼働させることを目的

価を導入するとともに、電動式の農業機械

強化する。

会」（以下「スマート農業研究会」という。）での審

とした「遠隔監視」、「ほ場間移動」を実現するためのロボット農機高度運用ワーキ

を検査対象に加えるなど、検査内容を強

また、スマート農業（ロボット

議を踏まえ、ロボット技術や ICT 等の技術、知識を活

ンググループを延べ５回開催した。令和 2 年 10 月 22 日には野上農林水産大臣らの

化・拡充した。また、ロボット・自動化農

技術や ICT を活用した超省力生

用した先進的・革新的な機械の開発に当たり、異分野

ご臨席の下、無人自動走行システムの実演会を富山市で開催し、日本再興戦略 2016

機の安全性確保のための安全要件と安全性

産及び高品質生産を実現する新

の研究機関との連携を図る。

（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定）で掲げられた「ほ場間での移動を含む遠隔監視によ

検査の実施方法及び評価基準を確立し、ロ

たな農業）の実現に向けて、ロ

る無人自動走行システムを 2020 年までに実現」する政府目標の達成を確認した。さ

ボット・自動化農機検査に導入して合格型

ボット技術、ICT 等の異分野の

らに、11 月 19 日には同技術開発の到達状況と今後の社会実装に向けて取り組むべき

式の情報をホームページ等で公開した。さ

技術を活用した先進的・革新的

事項を明確化するためのオンラインフェアを開催した。また、ロボット技術や ICT

らに、検査方法の改良・高度化の推進に資

な機械の開発、通信規格の標準

等の開発を促進を目的として農機メーカーの他に、異業種延べ 22 社と意見交換を行

するため、乗用型トラクター用安全キャ

化等の研究に異分野の研究機関

った。また、農業機械技術クラスター総会等の機会を活用して農機業界と異業種との

ブ・フレームの試験を行う機関が備える要

等との連携も図りながら積極的

マッチングを行った。

件を定めた国際規格(ISO/IEC 17025:2017)
の認定を国内で初めて取得（令和 2 年 7

に取り組む。このほか、電動化
実用化に当たっては、現場の担い手農業者、行政部 ウ

など将来的に必要なものの未確 ウ

リンゴ黒星病対策落葉収集機とニンニク盤茎調製機については青森県、落花生収穫

月）し、農用トラクター（乗用型）キャブ

立の基盤技術については、大学、

局等と連携しながら、迅速な普及が可能となるよう、

機については千葉県の行政部局とともに普及を見込んだ打合せを行い、その他、岩手

及びフレームの静的強度試験の評価試験手

異分野の研究機関等と連携協力

情報収集及び提供、メーカーごとに異なる部品の共通

県、鳥取県、千葉県や地方農政局から現場開発要望を聞くなどして情報収集に努め

法へ反映させた。

して研究に取り組む。

化及び汎用化等が図られる体制を構築する。

た。メーカーごとに異なる部品の共通化及び汎用化等については、農業機械技術クラ
スターの標準化・共通化推進委員会を通じて、メーカーとの意見交換を行った。

実用化に当たっては、担い手

OECD トラクターテストコードと
ANTAM については、年次会合や技術部会
等に出席し、基準改訂への参画や関連情報

農業者、行政部局等と連携しな
ロボット技術の安全性の確保については、スマート エ

がら、迅速な普及が可能となる エ

ロボット農機の安全機能評価試験方法の開発については、ロボット農機の安全機能

の収集・提供を行い、日本からの情報提供

よう、情報収集及び提供、製造

農業研究会で策定予定の農林水産業用ロボットの安

のうち、人・障害物検出に関して、ISO10975、ISO18497 や国内の農業機械の自動

や提案により、OECD ではロボット・自動

業者ごとに異なる部品の共通化

全性確保ガイドラインを踏まえつつ、技術の開発とそ

走行に関する安全性確保ガイドラインとの整合性を考慮しつつ、研究を進め、国内農

化農機のワーキンググループが新設され、
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及び汎用化等が促進される体制

の評価方法に関する研究を推進する。

機メーカーとの協議を経て、「ロボット農業機械検査」と「自動化農業機械検査」の

ANTAM においては農機の安全性検査導入

２つから構成される「ロボット・自動化農機検査」を平成 30 年度より開始した。そ

の検討が行われることになった。特に、平

のうち「自動化農業機械検査」は、令和元年度より乗用型の農業機械全般へと対象機

成 30 年度及び令和元年度は議長国を務め、

措置が必要な課題については、

種を拡大した。また、「ロボット農業機械検査」は、乗用型トラクターに加えて、令

また、令和 3 年 2 月開催の年次会合におい

迅速かつ柔軟に人的・経済的資

和 2 年 11 月から田植機も対象とした。

ては副議長国を務めるなどビューローメン

の構築に取り組む。
なお、農業政策上で緊急的に

バー（議長団国）として運営全般に積極的

源を投入し、優先的に取り組む。
スマート農業の実現に向けて、通信規格の標準化を オ 開発した作業機用 ECU について、追加機能 3 種類の ISOBUS 認証を取得したほ

オ

に関与した。

図るに当たり、欧米の ISOBUS の状況・規格等を把握

か、複数メーカーや団体とコンソーシアムを組み、作業機 ECU を開発する課題を実

するとともに、関係企業・団体等と連携して、我が国

施中であり、令和 3 年度中にメーカーが開発する作業機 3 機種の ECU の ISOBUS 認

（５）農作業の安全に資する情報収集・分

で適用する規格の策定と標準化を推進する。

証を取得予定である。

析とそれを踏まえた農業機械の開発及び評
価試験の高度化

カ

電動化等将来的に必要な未確立の基盤的な技術に カ

電動化等未確立の基盤技術については、施設園芸用電動耕うん機の開発、小型の人

農作業事故の調査・分析研究について

ついては、大学や異分野の研究機関等との連携協力に

追従型プラットフォームの開発、ディープラーニングによる物体検出、モジュール型

は、体制を 21 道県に拡大し、現場での農作

より、研究の課題化や研究開発の促進を図る。

電動農業機械の充電システム、電動の栽培管理用 AI ロボットの開発に、異分野の民

業安全の具体的取組の推進の参考となる

間研究機関と連携協力して取り組んだ。また、固体電池、燃料電池等のメーカーと農

「農作業事故事例検索システム」と「対話

業分野での利用について意見交換を行い、研究の課題化や促進を図った。

型農作業安全研修ツール」を開発し、ウェ
ブ上で公開・提供した。実効性のある安全

（４）農業機械の安全性検査等
ア

（４）農業機械の安全性検査等

農業機械の開発・改良の促 ア

（４）農業機械の安全性検査等

農業機械の安全性の向上に向け、国内外の規制・基 ア

平成 30 年度から安全性検査制度に移行し、安全装備検査、安全キャブ・フレーム

対策の実施を可能とし、「農作業事故事例
検索システム」は 2020 年農業技術 10 大ニ

進や農作業の安全性の確保、

準の動向、機械安全に関するリスクアセスメントの考

検査、ロボット・自動化農機検査を創設して新たな安全装備基準（「2018 年基

ュースに選定され、事故ゼロに向けた現場

環境保全に資するため、リス

え方、事故調査・分析の結果、事故防止に関する開発・

準」・「2019 年基準」）の導入、安全性を☆の個数で表す段階評価の導入及び電動

での取組の推進に大きく貢献している。ま

クアセスメントの考え方、安

改良研究の成果等を踏まえ、事故防止・被害低減に向

式の農業機械等の検査対象機種の拡大等を行い、安全性検査等内容の充実を図った。

た、高齢者をはじめとした農業従事者のた

全性検査等の実施結果等を踏

けた安全性評価に資するよう農業機械の評価試験の

また、コンバインなど農業機械の省エネルギー性能評価試験方法を確立し、業界団体

め、各地の農作業安全の講習会や研修会等

まえて、安全性検査等内容の

充実を図る。また、環境性能の向上に向け、国内外の

の行う省エネ認証表示制度に活用されるとともに、新たな農用エンジン評価試験手法

へ CD 版の危険作業動画を配布するととも

充実を図る。

規制の動向、環境に関連する開発・改良研究の成果等

を提案して検証し、国際標準として活用可能な成果を創出した。さらに、特定特殊自

に、現地にて延べ 230 回実施し、受講者数

なお、環境保全の観点から

を踏まえ、
OECD トラクターテストコード等の国際基

動車検査を実施し（19 型式）、温室効果ガスや排出ガス低減等の環境保全に貢献す

は 11,000 名に上った。

は、農業機械の省エネルギー

準を考慮した省エネルギー化の推進や排出ガスの規

べく、引き続き対応した。検査方法の改良・高度化の推進に資するため、乗用型トラ

化や排出ガスなどの低減に向

制強化を含む対応に資するよう農業機械の評価試験

クター用安全キャブ・フレームの試験を行う機関が備える要件を定めた国際規格

けて積極的な対応を行う。

の充実を図る。

(ISO/IEC 17025:2017)の認定を国内で初めて取得し、農用トラクター（乗用型）キ

顕著な成果を上げたと判断されることから

ャブ及びフレームの静的強度試験の評価試験手法へ反映させた。

A 評定とした。

また、トラクターが作業機を付けたまま公道を走れるようにした国の保安基準に関
する規制緩和については、平成 30 年度から行政及び業界団体の要請に応じて農業技
術革新工学研究センター（革新研）テストコースでの実車走行試験等の実施・検証及
び機体安定度の評価手法の確立に取り組み、農作業の効率化と安全なほ場間移動の実
現に貢献した。
イ

申請者の利便性の向上に資 イ

検査方法の改善等による効率的な検査等の実施、事 イ

するため、より効率的な検査

務処理の合理化等を進め、成績書等の早期提出に努め

の実施、事務処理の合理化等

る。

検査依頼から結果公表までの実施期間については、改善指示後の検査完了確認まで
の修正猶予期間を原則、2 ヶ月以内に改めること等により、第３期中期目標期間の実
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以上のことから、中長期計画に照らして

績から短縮した。また、旧型式検査及び旧安全鑑定に合格した機械の安全性検査への

努める。

適合審査を延べ 307 件実施し、依頼者の利便性と新制度の円滑な移行に努めた。

ウ

により、成績書の早期提出に

このほか、農業機械の安全 ウ

安全性検査等の農作業安全に係る情報のデータベ

性検査等の結果については、

ースの充実とともに、その情報をウェブサイト等で広 ウ

継続的にデータベースの充実

く提供する。併せて、外部から寄せられた安全性検査

検索できるよう利便性に努めた。また、安全性検査に関するＱ＆Ａについて、117 件

を図るとともに、インターネ

等に関する質問及びその回答を分かりやすい形で迅

掲載した。

ット等を通じて幅広く情報提

速にウェブサイトを通じて情報提供を行う。

安全性検査合格機の情報をウェブサイトに公表（591 型式）し、適合基準別に簡易

供を行う。また、農作業事故は
高齢者に多いことを考慮に入
れ、農作業事故防止のための
安全な農業機械の普及促進や
農作業安全対策の啓発に取り
組む。
エ

今後我が国の農業機械等の エ

農作業事故が高齢者に多いことを考慮し、ウェブサ

国際展開が進む中で、我が国

イト以外での情報提供を行う等、農作業安全が真に必 エ 農作業の安全に資する情報収集・分析に際しては、現地の事故情報から得られた事

の農業機械が有する高い作業

要な利用者への情報提供を行う。

故要因と対策方針を安全推進担当者にフィードバックするとともに、研修会等での啓

性能、安全性能、環境性能等の

発・情報提供を行った。さらに、農作業事故防止を目指し、「農作業安全情報センタ

グローバルスタンダード化を

ー」のホームページのデータ更新を図るとともに、農作業事故事例検索システム及び

促進する観点から、農業機械

対話型農作業安全研修ツールを掲載し、地域の農作業安全推進を担う人材の育成及び

メーカー、その団体等の協力

現場改善活動の促進に努めた。また、農業従事者等のための農作業安全研修会等を現

を得て、OECD トラクターテ

地にて延べ 230 回実施し、受講者数は 11,000 名に上った。農作業安全研修会等で

ストコードなど農業機械に係

は、CD 版の危険作業動画を配布している。

る国際標準の設定等に関する オ

経済協力開発機構（OECD）、アジア・太平洋地域

農業機械試験ネットワーク（ANTAM）への会議に参 オ

議論に積極的に関与する。

農業機械の検査の国際標準化について、OECD トラクターテストコードでは、平成

画して、情報収集を行うとともに、農業機械メーカー

30 年度及び令和元年度は議長国を務めた。また、令和 3 年 2 月開催の年次会合にお

及びその団体等の協力を得て、国際的な標準化に対す

いては副議長国を務め、自動化農機の安全性検査のプレゼンを行うなど、ビューロー

る議論に積極的に関与する。

メンバー（議長団国）として運営全般に積極的に関与した。ANTAM では、テストコ
ードの策定・改訂作業、能力の習得・構築の支援等において、指導的役割を果たし
た。このような活動を通じ、我が国のプレゼンスを高めた。

（５）農作業の安全に資する情 （５）農作業の安全に資する情報収集・分析とそれを踏
報収集・分析とそれを踏まえた まえた農業機械の開発及び評価試験の高度化
農業機械の開発及び評価試験の
高度化

農業機械・装置の安全性の一層の向上を図り、農作業

（５）農作業の安全に資する情報収集・分析とそれを踏まえた農業機械の開発及び評価
試験の高度化

の安全確保を図るため、以下のとおり、重点的に推進す

農作業の安全確保を進めるた る。
めには、農業機械・装置の安全
性の一層の向上を図ることが必 ア
要である。高齢農業者、新規就

行政部局等との連携により、農作業事故情報の収集
を充実するとともに、事故情報の分析に当たっては、
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農者の安全確保はもとより、農

労働安全分野の専門家等外部専門家も交えた検討会 ア

業経営の急速な規模拡大によ

を開催する等、より的確な分析結果を得られる体制を

アドバイザー会議を設けている。21 道県の協力の下、現地の事故情報の詳細を把握

り、農業機械の大型化、高性能

整備する。また、その分析情報を農業機械のリスクア

し、労働安全分野の外部専門家の意見を踏まえた分析を通じて得られた事故要因と対

化及び中古農業機械の利用が進

セスメントの考え方に基づく安全設計や安全利用に

策方針について、各現地の安全推進担当者にフィードバックするとともに、研修会等

む中で、中核的な担い手や雇用

資するよう、行政部局、関係団体等と連携し、ウェブ

での啓発・情報提供活動を行った。

労働者の安全確保にも留意して

サイトのみならず多様なルートを通じて農業機械メ

農業機械事故の詳細調査・分析に関する研究については、他産業の労働安全の専門

いく必要がある。

ーカーや農業現場へ伝達・普及する。また、分析情報

家から安全啓発に関する知見を得た。また、協力先における生産者意識調査結果を分

このため、行政部局、関係業

を基に、メーカーによる改善に向けたリスクアセスメ

析し、機械・施設、環境、作業・管理の要因に対する本質的・工学的な改善に向けた

界、労働安全分野の専門家等と

ントの実施を促すとともに、新たな機械開発に向け

啓発の必要性を確認した。これらの結果を基に、啓発の担当者が現場の具体的改善に

の連携の下、農作業事故の実態

て、民間企業へのリスクアセスメントの助言指導など

向けた必要な知見を得られる「農作業事故事例検索システム」と、担当者が法人等の

をより的確に把握・分析する体

を行うほか、安全性向上に向けたメーカー等での取組

小集団で具体的な改善策の検討を促すための「対話型農作業安全研修ツール」を開

制を設け、その分析情報につい

情報等を把握・共有し、事故分析や啓発活動に活かし

発・公開した。「農作業事故事例検索システム」は農林水産省の 2020 年農業技術 10

て、農業機械の安全設計や安全

ていく。

大ニュースに選定された。また、「農作業事故事例検索システム」と「対話型農作業

利用に資するよう、農業機械メ

農作業事故の実態を的確に把握・分析する体制として、農作業事故詳細調査・分析

安全研修ツール」の標準作業手順書（SOP）を作成した。事故ゼロに向けた現場での

ーカーや生産現場へフィードバ イ

農作業事故の分析結果は、農作業の安全の向上と健

取組の推進に大きく貢献している。

ックする。また、分析情報を基

康被害の防止に資する農業機械・装置、作業負担の軽

に、メーカーによる改善に向け

減に資する農業機械・装置の開発、機械・装置の安全 イ

たリスクアセスメントの実施を

性や取扱いの利便性の向上に係る計測・評価試験方法

要件を見いだすとともに要件を満たす機構を開発して、挟まれ時における人体への圧

促すとともに、新たな機械開発

の高度化のほか、優れた安全性能を有する機種をより

迫負荷低減の効果を確認し、3 件の特許を出願した。このほか、刈払機のブレーキ機

に向けて、民間企業へのリスク

適正に評価する仕組みづくりに活かしていく。

構の性能評価手法を確立し、安全性検査へ反映する目途を得るとともに、より停止時

歩行用トラクターの安全技術の開発については、後退時挟まれにおける安全技術の

アセスメントの助言指導などを

間の短い安全機能に高い評価を与え、普及を促進する手法としての有効性を見いだし

行うほか、安全性向上に向けた

た。

メーカー等での取組情報等を把
握・共有し、事故分析や啓発活
動に活かしていく。加えて、事
故分析結果については、農作業
の安全の向上、健康障害の防止
及び作業負担の軽減に資する農
業機械・装置の開発、機械・装置
の安全性や取扱いの利便性の向
上に係る計測・評価試験手法の
高度化のほか、優れた安全性能
を有する機種をより評価する仕
組みづくりに活かしていく。

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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農業機械の研究開発に当たっては、中長期計画で提案のあった農作業ロボットによる協調作業システムや果菜類の収穫システム等の農業機械の開発に取り組んだほか、中でも高機動畦畔草刈機や高速高精
度汎用播種機、高性能・高耐久コンバインについては目標を前倒しで市販化していることから、高く評価できる。また、中小型トラクタの直線作業をアシストする自動操舵装置を開発し市販化したことや、
ニンニク盤茎調整機の開発・市販化など、中小規模農家や特産的作目へ対応した機械の開発も行っており、これらも社会実装までこぎ着けていることは評価できる。
農業機械の安全性検査等の取組にあたっては、中長期計画において記載のあった農業機械の評価試験の充実について、安全度ランク評価の導入や電動式の農業機械の検査対象への追加、さらにはロボッ
ト・自動化農機の安全性確保のための評価基準の確立等、検査内容の充実が着実になされている。また、農業機械の検査の国際標準化について、OECD トラクターテストコードでは自動化農機の安全性検査の
プレゼンを行うとともに、議長職を務めるなど積極的関与がみられるほか、ANTAM ではテストコードの策定・改訂作業等、指導的役割を果たしているところであり、単に参加する以上の取組がみられること
から評価できる。
農作業安全に資する情報収集・分析・開発等の取組については、農作業事故詳細調査・分析アドバイザー会議を設け、これを現場担当者にフィードバックするとともに、研修会等での啓発・情報提供活動
を行うなど、計画に対して着実な取組がみられる。また、「事故事例検索システム」の改良と「対話型研修ツール」の開発を行い公開しており、各現場で活用される見込みとなっていることから、今後の取
組が期待される。
以上により、中長期計画の終期まで残り１年を迎える段階において、中長期計画に対する取組が着実に進展し、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＞
農業機械の研究開発にあたっては、中長期計画で提案のあった農業機械だけではなく、開発している技術の速やかな社会実装に向けて今後も引き続き取り組む必要がある。また担い手のニーズに応える開
発を行うために、引き続き様々な場面において課題収集に取り組む必要がある。加えて農業機械技術クラスターについては、農業現場に真に必要とされる課題を検討していくために、関係者間で意見交換が
なされる体制を整備していく等、さらなる体制の強化を期待する。
農業機械の安全性検査等の取組にあたっては、引き続き技術の進捗や社会情勢に合わせて検査内容の充実を着実に行うとともに、国際標準化に向けた議論に引き続き積極的に取り組む必要がある。
農作業安全に資する情報収集・分析・開発等の取組については、引き続き多くの都道府県の協力を得ていきながら、「事故事例検索システム」や「対話型研修ツール」の充実等、収集した情報の積極的な
アウトプットに努めていく必要がある。
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＞
農業機械の研究開発については、平成 29 年度まで実施していた農業機械等緊急展開事業（緊プロ事業）や平成 30 年度から実施している農業機械技術クラスターにおいて、高速高精度汎用播種機や高性
能・高耐久汎用コンバイン、ホウレンソウ調製機、豚舎洗浄ロボット等を開発しており、現場からの要望、要請に適切かつ的確に対応するために取り組んでいることから、評価できる。また、モジュール型
電動農業機械の充電システムや電動の栽培管理用ＡＩロボットの開発に取り組んだことは、電動化等未確立の基盤技術の開発に係る取組として、評価できる。このほか、ロボット農機を効率的に稼働させる
ことを目的に「遠隔監視」、「ほ場間移動」を実現するためのロボット農機高度運用ワーキンググループを開催し、令和２年 10 月 22 日には無人自動走行システムの実演会を開催し、日本再興戦略 2016（平
成 28 年６月２日閣議決定）で掲げられた「ほ場間での移動を含む遠隔監視による無人自動走行システムを 2020 年までに実現」の政府目標を達成したことは、世界に類を見ない相当困難な課題に対する顕著
な成果であったと評価できる。
農業機械の安全性検査等の取組については、安全装備検査や安全キャブ・フレーム検査等を盛り込んだ新たな安全装備基準、安全性を☆の個数で表す段階評価の導入等の取組を行っており、安全性検査内
容等の充実を図る取組として、評価できる。また、乗用型トラクター用安全キャブ・フレームの試験を行う機関が備える要件を定めた国際規格（ISO/IEC 17025:2017）の認定を国内で初めて取得したこと
は、農業機械の安全性向上につながる取組として、評価できる。加えて、ISO10975、ISO18497 及び農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドラインとの整合を考慮しつつ、「ロボット・自動化農機検
査」を平成 30 年度より開始したことは、農業機械の自動走行の実現に資する類を見ない取組であったことから、顕著な成果であったと評価できる。
農作業安全に資する情報収集・分析・開発等の取組については、農作業事故の実態を的確に把握・分析する体制として、農作業事故詳細調査・分析アドバイザー会議を設け、研修会等での啓発・情報提供
活動を行ったことは、農業機械の安全利用に資する取組として評価できる。また、「事故事例検索システム」と「対話型研修ツール」を開発・公表したうえ、標準作業手順書（SOP）を作成したことは、農
業機械事故の詳細調査・分析結果の農業現場への伝達・普及に資する取組として、中長期目標・中長期計画以上の顕著な成果であったと評価できる。
以上より、中長期目標・中長期計画に照らして着実な成果が認められるとともに、顕著な成果の創出も認められるため、Ａ評定とする。
＜今後の課題＞
第５期中長期目標・中長期計画に基づき、
・次世代を担う農業機械の開発
・他産業に比肩する労働安全の実現
・戦略的なグローバル展開の促進
に取り組み、着実に成果をあげることを期待する。
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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．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

Ⅰ－１２

生物系特定産業技術に関する基礎的研究の推進

関連する政策・施策

農林水産研究基本計画

当該事業実施に係る根拠（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

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．主要な経年データ
①モニタリング指標

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

99

83

131
(※85)

99

127

57

53

99
(※49)

69

88

社会実装が図られた研究
開発の本数（件）

15

25

38

30

マスコミ等に取り上げら
れた研究開発の本数
（件）

87

240

568

342

公募開始から研究機関の
採択に要した日数（日）
公募締切から採択に要し
た日数（日）

「『知』の集積と活用の
場」で紹介された研究開
発の本数（件）

備考

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

予算額（千円）

19,316,009

26,935,535

22,769,276

15,032,327

10,814,566

決算額（千円）

22,237,631

26,932,089

22,771,779

20,418,335

9,346,539

51

経常費用（千円）

8,824,058

12,135,860

16,081,143

11,942,115

9,343,200

267

経常利益（千円）

△4,436,995

△2,620,912

992,345

△558,965

765,156

8,833,836

11,675,504

15,045,415

－

－

－

－

－

12,410,466

9,346,785

13.9

14.0

21.2

30.3

35.3

※農林水産省が
公募～１次審査
を実施後、BRAIN
に移管した事業
を除いた値。

行政サービス実施コスト（千円）
５

12

34

21

41

行政コスト（千円）
従業人員数（人）

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価
評価軸・評価の視点及び評価指標等
○革新的技術シーズの実用化など、社会実装に至る研究開発が適切に推進されているか。
＜評価指標＞
・広く研究機関が公募されるとともに、社会実装を目指す研究機関の採択が行われているか。
・研究機関の採択に当たっては、透明性を確保しつつ、公正・公平に行われているか。
○研究管理体制の整備・充実が図られているか。
＜評価指標＞
・事業の実施に支障がないよう、研究機関の採択等に係る事務処理が迅速に行われているか。
・研究開発の評価に当たっては、有識者の活用による評価が行われ、資金配分等に反映されているか。
・研究成果発表会等、国民に分かりやすい形での研究成果に関する情報提供が行われているか。
・プログラムディレクター（PD）、プログラムオフィサー（PO）の氏名が公表されるとともに、その役割分担・業務内容が明確化されているか。
・PD、PO 等による研究課題の進行管理がどのように行われているか。
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中長期目標

法人の業務実績・自己評価

中長期計画

農林漁業、飲食料品製造業及 （１）基礎的研究業務の実施
びたばこ製造業等の成長産業化 「農林水産研究基本計画」等の生物系特定産業技術の開

法人の業務実績等
（１） 基礎的研究業務の実施
「農林水産研究基本計画」等の国が定めた研究戦略等に基づき、生物系特定産業技術の開発に関する基

自己評価
＜評定と根拠＞
評定： A

を図るため、
「農林水産研究基本 発に関する国が定めた研究戦略等に基づいて行う基礎 礎的研究開発を、大学や国立研究開発法人、民間企業等に委託して着実に実施した。
計画」等、国が定めた研究戦略等 的な研究開発を、交付の際に示された条件に従い、大学、

平成 28 年度は補正予算により当初予算の約 11 倍の予算が措置され、第 3 期の年度平均実施課題数 106

に基づいて行う基礎的な研究開 高等専門学校、国立研究開発法人、民間企業等に委託す 課題の倍以上となる 223 課題を実施した。平成 29 年度においては、当初予算の 10 倍以上の補正予算が措
発を、大学、高等専門学校、国立 ることにより適正かつ着実に実施する。
研究開発法人、民間企業等に委
託することにより促進する。

置されたため、各課題を管理する担当者（研究リーダー）を増員しマネジメント機能を強化するととも

特に、近年画期的な技術開発が進展している異分野の に、ペーパーレスで採択審査及び評価を行い効率化を図り 235 課題を円滑に実施した。
革新的技術を取り込みながら事業化・商品化といった出

平成 30 年度は、農林水産省の農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業が農業・食品産業技術総合研

特に、近年画期的な技術開発 口を念頭に行う研究や、『知』の集積と活用の場におけ 究機構生物系特定産業技術研究支援センター（BRAIN）に移管されるとともに、内閣府が実施する戦略的

根拠：
生物系特定産業技術に
関する基礎的研究の推進
については、農林水産
業・食品産業分野におけ
る Society5.0 の実現に向

が進展している異分野の革新的 る技術革新を通じたオープンイノベーションによる研 イノベーション創造プログラム（SIP）第 2 期事業の開始等により 393 課題を、令和元年度においては 278

け、（１）から（３）の

技術の導入や、「『知』の集積と 究、生産現場における革新的技術体系の実証を行う研 課題を大学や民間企業等に委託して実施した。

とおり年度計画に掲げた

活用の場」による技術革新を通 究、次世代の技術体系を生み出す先導的な研究を推進す

事項を実施し中長期目標

じて、オープンイノベーション る。

さらに、令和２年度においては、ムーンショット型農林水産研究開発事業を加えた 190 課題を実施し

及び中長期計画以上の成

た。

また、科学技術・イノベーション創出の活性化に関す

果を得たほか、当初計画

る法律第 27 条の２第１項の規定に基づき、国から交付

にない「ムーンショット

研究開発の推進に 当 たって される補助金により基金を設け、同項に規定する特定公

型研究開発」を円滑に開

を推進し、基礎的な研究開発を
推進する。

始した。

は、恒常的に管理運営に当たる 募型研究開発業務として、総合科学技術・イノベーショ
担当者を配置するとともに、外 ン会議が決定する人々を魅了する野心的な目標（ムーン
部の幅広い有識者を活用して研 ショット目標）を達成するため、農林水産省が作成する

（１）基礎的研究業務の

究機関の審査を行い、さらに、採 「研究開発構想」に基づき、我が国発の破壊的イノベー

実施

択後は可能な限り定量的手法を ションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大

「農林水産研究基本計

用いた評価を実施し公表するな 胆な発想に基づく挑戦的な研究開発（ムーンショット型

画」等の国が定めた研究

ど、透明性を確保した体制を整 研究開発）を推進する。

戦略等に基づき、生物系

備する。

特定産業技術の開発に関
する基礎的研究開発を、

また、科学技術・イノベーショ
ン創出の活性化に関する法律第

大学や国立研究開発法

27 条の２第１項の規定に基づ

人、民間企業等に委託し

き、国から交付される補助金に

て着実に実施した。

より基金を設け、同項に規定す

革新的技術シーズの実

る特定公募型研究開発業務とし

用化など社会実装に至る

て、総合科学技術・イノベーショ

研究開発を推進するた

ン会議が決定する人々を魅了す

め、平成 30 年度に川崎

る野心的な目標（ムーンショッ
ト目標）を達成するために農林

革新的な技術シーズを生み出すイノベーションを創出し、Society5.0 の早期実現を図るためには、既存の
研究分野や業種の枠を越えた幅広い分野から優れた研究課題が多数提案されることが重要である。しかし
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市へ事務所を移転したメ
リットを生かして、農業

水産省が策定する「研究開発構

ながら、期首の平成 28 年度時点は大宮駅から 30 分程かかる場所に事務所を構えていたため、企業等への

分野だけでなく幅広い分

想」に基づき、我が国発の破壊的

働きかけ等が困難な状況にあった。

野から優れた課題の応募

イノベーションの創 出 を目指

そこで平成 30 年 10 月に大宮から全国からのアクセスの良い川崎市へ移転し、それを契機として、新た

につながるよう、民間企

し、従来技術の延長にない、より

にフォーラムの開催、川崎市内企業等への働きかけ（71 件）、応募前研修（89 名参加）等を実施し、

業等への訪問、研究資金

大胆な発想に基づく挑戦的な研

BRAIN の移転と委託研究事業の周知に努めた。令和元年度も引き続き、企業や大学等への働きかけ（78

の周知、応募予定者への

究開発（ムーンショット型研究

件）、応募前研修（132 名参加）を行うとともに、新たに研究資金を紹介する研究資金活用セミナー（143

留意事項の説明等の取組

開発）を推進する。

名参加）等を実施した。また、イノベーション創出強化研究推進事業の研究課題の公募に当たっては、地

を行った。実施に当たっ

方ブロックごとの公募説明会の開催、農林水産省と連携したプレスリリース等を実施した。令和２年度

ては、多数の者の参加に

究支援機関との連携強化、関連

は、新型コロナウイルスの感染拡大を背景に、政府から外出自粛要請が発出されるなど、多人数を参集す

つながるよう、関係団体

情報の収集、支援対象とする研

る対面での説明会等の実施が困難となったが、オンラインを活用し、過去に参加していなかった地域・研

等とも連携し情報発信を

究機関等に対するマネジメント

究機関に対しても公募内容の説明を行うとともに、全国から質疑応答を可能にするなど丁寧に対応したと

行った。

機能の発揮等を通じ、研究開発

ころ、次年度以降もオンラインでの実施を望む声が寄せられるなど好評を得た。（366 名参加。対前年 2.5

の環境整備を推進する。

倍。）

また、関係府省や他分野の研

これらの優れた提案を
掘り起こす取組を毎年度

また、幅広く公募の情報や募集する研究の内容等を周知するため、川崎市内の起業支援機関（新規産業

の実施結果も踏まえて改

の企業を育成し、誘致するために、低コストで施設やサービスを提供する公的機関等）等との交流から得

善しつつ行ったことによ

たノウハウを基に、BRAIN ウェブサイト及びメールマガジンによる配信に加え、Twitter や YouTube を活

り、研究課題の応募前研

用するとともに、川崎市や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）等の他の関

修への参加が増加すると

係機関の協力も得て、これまで接点を持ちにくかった異分野の主体に対しても公募情報を周知した。

ともに応募課題数が高い

これらの取組により、研究課題の応募前研修への参加が増加するとともに応募課題数が高い水準で推移
した。

水準で推移した。
公募に当たって、社会

課題の採択に当たっては、課題選考に係る透明性・公平性を確保するため、あらかじめ農林水産省に評

実装を目指す研究課題を

議委員会委員の選考を依頼し、指名された有識者への委員の委嘱を経て、外部有識者からなる評議委員会

採択するため、公募要領

の審査による選考を行うよう改善した。審査基準は事前に公表し、審査結果についてもホームページに公

において解決すべき課題

表した。さらに、不採択となった応募者には、不採択となった理由を付して通知するなど、透明性の確保

や実用化時期の目標の明

と公正・公平な審査の実施に努めた。

確化及び目標実現に向け

また、採択審査の審査基準として研究成果の普及手法や波及効果等を設定して社会実装を目指す研究機

た研究実施期間内のロー

関の採択に努めてきたが、目標設定や社会実装への道筋が明確でない課題が散見されたことから、令和元

ドマップの作成を義務づ

年度以降の事業の公募要領において、解決すべき課題や実用化時期、目標とする性能・スペックの明確化

けた。

及び目標実現に向けた研究実施期間内のロードマップの作成を義務づけた。
令和元年度には、所期計画にはなかった事項として、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する

課題の採択審査に当た
っては、事前に審査基

法律（平成 20 年法律第 63 号）に基づき、中長期にわたる研究開発を弾力的かつ安定的に実施するため、

準・審査要領を公開する

困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題等を対象とした目標を設定し多様性と融合に

とともに、あらかじめ農

よって破壊的イノベーションにつながるシーズ創出を目指す「ムーンショット型研究開発」が補正予算で

林水産省が指名する外部

措置され、農林水産分野においても基金を設置することとされた。このため、BRAIN 内に「基金事業対応

有識者からなる評議委員

特別チーム」を設置し、組織体制の整備や人材確保を行ったほか、内閣府が主催する各種会議への出席、

会を設置し審査を行い、

農林水産省や関係省庁及び他の研究推進法人との連携の下、令和元年 12 月の補正予算閣議決定から令和２

透明性を確保しつつ、公

年 3 月までの期間で、中長期目標、中長期計画、年度計画、業務方法書等の各種規程・規則等の改正を行

平・公正に実施した。

い、令和 2 年 3 月に新たな基金を設置した。
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令和 2 年度には、公募により東京農工大学学長の千葉一裕氏をプログラムディレクター（PD）に任命し

さらに、期首には予定

た（4 月）。また、プロジェクトマネージャー（PM）候補を 5 月から 7 月にかけて公募を行った。公募に

されていなかったムーン

当たり優れた提案を促進するため、PD がムーンショット型農林水産研究開発事業の狙いや PM に期待す

ショット型農林水産研究

ること等を説明するビデオを公開した。その結果 37 名の応募があり、書類審査、面接審査、農林水産省運

に関して、令和元年度に

営管理委員会の承認及び内閣府戦略推進会議の承認を経て、令和２年 9 月に 10 名の PM を採択した。その 基金を設置し、すぐさま
後、PD 指揮の下、10 プロジェクトの内容について、ムーンショット目標５の達成に向けたブラッシュア

PD の選定、PM の公募

ップを行い、目標５全体のプロジェクト構成、資金配分、主な評価指標（KPI）等を記載した計画（ポート 等を実施し、円滑に事業
フォリオ）を作成し、農林水産省運営管理委員会による承認を経て、令和２年 12 月に研究を開始した。

を開始した。

PM の採択に先立ち、BRAIN では、令和 2 年４月に BRAIN 開発戦略チームを設置し、目標５に関係する （２）研究管理体制の充
研究の現状等必要な情報の収集・分析等を実施した。また、採択後は、ELSI、知財などの横断的課題につい 実
て PD に助言を行うアドバイザーや各課題に係る有識者をアドバイザーとして委嘱し、PD のマネジメント

研究成果の社会実装に

を支援する体制を構築した。さらに、令和３年３月に目標５全体のキックオフミーティングを開催した。
（参 向けた管理を強化するた
加者人数 616 名）

め新たに PD を４名配置
した。
外部有識者を委員とす
る評議委員会を設置し、
課題の採択及び評価を適
切に行った。

（２）研究管理体制の充実
研究開発プロジェクトの推進に当たっては、恒常的に
運営管理に当たる担当者を適切に配置する。

（２）研究管理体制の充実
研究開発プロジェクトの推進のため、平成 28 年度から恒常的に管理運営に当たる担当者（研究リーダ
ー）を配置するとともに、外部有識者による委員会を開催して研究管理を行った。平成 30 年度は前年度の

評価の公平性・透明性
を確保するため、評価は
事業の特徴、研究実施期
間等に応じ厳格に行い、

また、外部有識者を委員とする評議委員会を設置する 1.7 倍に当たる 393 課題の進行管理を着実に実施するために、競争的資金を担当する課を新たに創設して研 評価結果については評価
こと等により、研究機関（研究課題）の採択審査や採択 究管理体制の強化を図った。しかしながら、BRAIN の研究管理者の権限が委託先との間で不明確で、社会 体制とともに公表した。
後の評価等を適切に行う。

実装に向けた課題の管理に支障が見られたため、令和元年度に研究課題の加速、絞込み、統合等の研究課

PD は研究課題の計画

なお、評価は事業の特徴、研究実施期間等に応じ、で 題の予算増減の提案等の権限を有する PD を BRAIN 内に４名配置するとともに、公募要領に当該 PD が課 及び進捗状況を確認する
きるだけ定量的な手法を用いて厳格に行い、評価結果に 題管理を行うことを明記し、恒常的に研究課題の進捗確認を行った。
とともに、評議委員会の
ついては評価体制とともに公表する。

研究開発プロジェクトの推進に当たっては、各事業の課題の実施状況について、外部有識者からなる評

意見を踏まえ、研究計画
議委員会で評価を行うとともに、審査結果をウェブサイト上で公表した。また、PD 及びプログラムオフィ 内容の見直し・小課題の
サー（PO）の氏名や、各事業の実施要領に記載されている PD 及び PO の役割分担・業務内容についても 取りやめなどの抜本的改
BRAIN のウェブサイト上で公開した。事業の開始時には、事業を推進するための委員会を開催し、事業の

善及び必要に応じて研究
運営体制について決定したほか、PO 参画による研究計画検討会を開催して毎年度の研究計画を確定し、研 の促進等、社会実装に向
究コンソーシアム主催の研究推進会議に PO が出席する等を通じ、研究課題の進行管理を実施した。
けて研究の進捗管理

PD は、実施する研究課題が社会実装につながるよう、年度当初に行う研究計画検討会、年度途中に行う （PDCA サイクル）を徹
研究推進会議等で研究計画の進捗状況を確認し、外部有識者で構成される評議委員会における意見も踏ま
底した。
え、計画の見直しや小課題の取りやめなど計画の改善を指導・進捗管理を実施し PDCA サイクルの徹底を

図った。
また、PD と農林水産省担当課長が出席する「PD 連絡会議」を定期的に開催し、PD の課題管理の状況
を共有するとともに、研究現場の実態を踏まえた提案を行い、公募時期の早期化や採択方法の改善等、制
度の改善を図った。
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また、PD は研究現場
の実態を踏まえて農林水
産省に制度改善の提案を
行い、これを踏まえて農

さらに、令和元年度以降、研究で得られた成果等を着実に社会実装につなげるため、以下の取組を実施
した。

林水産省において制度の
改善が図られた。

・ 農林水産省が実施した記者に対する研究報告会で PD が研究成果を発表（１回。7 月）、延べ６社で紙
上掲載された。（令和元年度から継続して実施）
・ アグリビジネス創出フェア、川崎市国際環境技術展、研究資金活用セミナー等の機会を活用して、研究
成果情報の配布や対面で研究成果を紹介した。（令和元年度から継続して実施）
・ 平成 28 年度から 30 年度にかけて実施された「地域戦略プロジェクト」の各試験研究計画の研究成果の
内容を簡潔に取りまとめ、平成 30 年度に公表した。
・ BRAIN 独自の企業等とのマッチング活動として、令和２年度には 11 課題で 51 社との面談を実施し
た。

さらに、研究成果の社
会実装を促進するため、
BRAIN 独自での研究機
関と企業等とのマッチン
グ、研究成果の工業化へ
の支援、海外展開への支
援などを働きかけた。
（３）研究開発の環境整

・ 政府系９機関で締結したスタートアップ・エコシステム連携協定（後述）のつながりを活用し、NEDO
と連携して工業分野での成果の活用の可能性の検討、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）と連携
した東南アジアへの展開の検討を進めた。

備
科学技術等に係る国の
方針を踏まえた研究開発

・ また、幅広い分野からの提案の促進及び研究成果の社会実装の実現のため、川崎市内の研究支援機関や

に向けて「資金配分機関

起業支援機関（新規産業の企業を育成し、誘致するために、低コストで施設やサービスを提供する公的

が協調して実施すべき事

機関等）と連携して支援機関が有する起業情報を基にマッチング候補を調整し該当企業への紹介を働き

項に係る方針」（令和元

かけた。

年 10 月 11 日資金配分機

・ SIP では、Nature 公告記事掲載（２期）、BioJapan2020 資源循環国際会議、スマートフードチェーン国 関及び所管関係府省申し
際シンポジウム 2020、SIP シンポジウム、SIP ロボット農機高度運用フェア等で成果の紹介等を実施し

合わせ）の決定に協力し

た。さらに「持続可能な循環型社会を実現する『農業環境エンジニアリングシステム』の開発」の成果

た。

動画をホームページに公開した。（令和 2 年度実施）

また、研究成果の事業

・ ムーンショット型農林水産研究開発では、PD によるムーンショット型研究開発の意義等に係る動画の

化、商品化、農林漁業等

配信、日本経済新聞社による取材への対応（後日、記事の掲載）、日経フードテックカンファレンスに

の現場への普及につなげ

おける PD の講演等を実施した。

るため、研究機関に対し
知財の取扱いについて丁
寧に説明・対応した。
さらに、期首にない新
たな取組としてスタート
アップ及び創業を目指す
人材支援のための連携協
定を締結し、関係機関相
互の連携を強化した。

（３）研究開発の環境整備
科学技術等に係る国の方針等を注視し、関係府省連携

（３）研究開発の環境整備
第５期科学技術基本計画（平成 28 年１月 22 日閣議決定）や農林水産研究基本計画（平成 27 年３月 31

に留意するとともに、他の分野の研究支援機関との情報 日農林水産技術会議決定）等の科学技術等に係る国の方針を注視しつつ、平成 28 年 12 月の「知的財産に
交換を通じ、異分野融合、オープンイノベーションに係 関する基本方針」の改正を踏まえ、知的財産マネジメントが適切に実施されるように、事業の公募時や研
る情報等を把握し、連携を強化する。

究管理の中で研究機関に対して周知するとともに、研究開発成果の現場で対応すべき制度や知的財産の取

また、研究成果の事業化、商品化、農林漁業等の現場 り扱いに関して、研究機関を対象とした研修等を実施した。
への普及につなげるため、研究当初から、研究成果の現
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加えて、研究機関にお
ける研究環境の整備のた
め事務手続きの簡素化に
向けた検討を開始した。
（４）ムーンショット型
研究開発への対応

場での活用に当たって対応すべき法規制や知的財産マ

平成 30 年度以降、内閣府が主導して行う関係省庁及び資金配分機関を参集した定期的な会合に参加、作

（１）から（３）の取

ネジメントに関する国等の指針を踏まえ、適切に対応す 成された「資金配分機関が協調して実施すべき事項に係る方針」（令和元年 10 月 11 日資金配分機関及び

組のほか、さらに、当初

るとともに、研究開発を行う機関に対し、必要に応じて 所管関係府省申し合わせ）を踏まえ、応募要領の英文化などの英語での公募への対応、関係機関による課

計画になかった「ムーン

助言を行う。

題分析への協力、研究不正の防止体制の整備・論文謝辞等における研究費に係る体系的番号の記載の取り

ショット型研究開発」が

まとめ等府省や各資金配分機関と連携して競争的研究制度の環境改善に取り組んだ。

令和元年 12 月に補正予

令和 2 年 7 月には、スタートアップ及び創業を目指す人材を支援するため、NEDO、国立研究開発法人

算閣議決定に計上され、

科学技術振興機構（JST）、JETRO、独立行政法人国際協力機構（JICA）、独立行政法人中小企業基盤整

当 BRAIN で執行するこ

備機構（中小機構）、国立行政法人情報処理推進機構（IPA）、国立研究開発法人産業技術総合研究所（産 ととなったことから、
総研）、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）及び農研機構の政府系９機関で「スタートア

BRAIN 内に基金事業対

ップ・エコシステムの形成に向けた支援に関する連携協定」を締結し、これらの９機関と連携して研究支

応特別チームを設置し、

援情報の発信及び研究成果の相互紹介等を開始した。

内閣府や関係省庁等と協

さらに、内閣府主導で行われている競争的研究費における各種事務手続きのルールの統一化及び押印廃
止等の動きを踏まえて、実施要領等の改正に着手した。
また、平成 31 年 4 月に不正発生の抑止と不正案件への対応を担う研究公正室を設置した。各 FA 実務者

議等しつつ、中長期計
画、年度計画等の各種規
程・規則等の改正を行い

による打合せをすることとし、資金配分機関の研究公正体制の更なる充実のための方策について検討を行

令和 2 年 3 月までの短期

った。また、令和２年 12 月に５FA 共催による研究公正シンポジウムを開催した。令和２年度に、研究費

間で新たな基金を創設し

の不正使用等を認定した３件について委託費の返還等をさせたほか、農林水産省とも十分に協議し、

た。

・事業に応募する研究者や経理責任者に対し、適切な経理事務等に関する説明・周知及び研究倫理教育の

令和 2 年度には、PD 及

履修の確認

び PM を速やかに選定

・研究機関における管理・監査体制の定期的なチェック及び必要な助言の実施

し、円滑かつ適切に事業

・研究機関の現地調査の強化

を開始した。

等の不正防止対策を強化することとした。

また、PD によるムー
ンショット型研究開発の
意義等に係る動画の配
信、日本経済新聞社によ
る取材への対応（後日、
記事の掲載）、日経フー
ドテックカンファレンス
における PD の講演等を
実施し、ムーンショット
目標５の国民への発信を
行った。
＜課題と対応＞
課題：
ムーンショット型研究
開発の実施によって資金
配分機関に求められる、
国内外の研究開発動向等
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の情報収集・分析、課題
設定の妥当性の検討と課
題提案等の機能の強化が
喫緊の課題となってい
る。
また、公募型研究によ
り開発された成果の社会
実装を実現するための仕
組みの具体化が課題とな
っている。
対応：
ムーンショット型研究
開発に関して、所内に専
門の部署を新たに設ける
とともに、各種規約に基
づき主務省及び内閣府等
と連携しながら適切かつ
着実に推進する。
基礎的研究について
は、社会実装に主体的・
計画的に取り組もうとす
る研究者の採択につなが
るよう公募・採択の工夫
を行うとともに、実効性
のある進捗管理のため
BRAIN 全体で各研究コ
ンソーシアムに関与し、
BRAIN の支援能力の強
化を図る。
引き続き幅広い分野か
らの応募のため、企業等
への働きかけ、応募前研
修等の間口を広げる活動
を継続する。
研究活動の不正行為へ
の対応として、今後改正
される農林水産省「研究
機関における公的研究費
の管理・監査のガイドラ
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イン（実施基準）」の主
要な不正防止対策強化の
柱である、①ガバナンス
の強化、②意識改革、③
不正防止システムの強化
について、以下のとお
り、抜本的に対策を強化
する。
ア

事業に応募する研究

者や経理責任者に対
し、適切な経理事務等
に関する説明・周知及
び研究倫理教育の履修
の確認
イ

研究機関における管

理・監査体制の定期的
なチェック及び必要な
助言の実施
ウ 研究機関の現地調査
の強化
等の不正防止対策を強化
する。

主務大臣による評価（見込評価）
評定 Ａ
＜評定に至った理由＞
研究課題の公募・採択にあたっては、川崎への事務所移転（平成 30 年度）による交通利便性の向上に伴い、幅広い分野から提案されるよう応募の間口を広げる活動を強化した結果、生研支援センターで
実施している公募事業の倍率は中長期計画初年度の 2.5 倍から 7.8 倍へと大きく上昇した。ウェブサイトの充実等、広報活動の強化により、マスコミに取り上げられる回数が大幅に増加（30 年度 568 件、29
年度 240 件）し、社会実装へとつながる研究成果も着実に増加（令和元年度 30 件、平成 28 年度 15 件）しているほか、研究成果の社会実装化に向けた研究管理体制の整備も行われた。
併せて、当初計画にない業務として、内閣府主導のもと関係省が連携して取り組むムーンショット型研究開発制度に基づく、ムーンショット型農林水産研究開発事業（令和元年補正予算で措置）を実施す
るため、中長期計画の見直しをはじめとする関係規程の整備を短期間で行い、すみやかに事業執行体制を整えている。
なお、令和元年度において、本業務の決算額が予算額を大きく上回るが、その乖離はムーンショット型研究開発のための基金造成に係る補助金が令和元年度補正予算で措置され、年度末に交付を受けた
が、執行は翌年度以降であることにより生じたものである。
以上のように、「研究成果の最大化」に向けた顕著な成果の創出が確認できることから、Ａ評定とする。
＜今後の課題＞
今後とも、関係機関と連携しムーンショット型農林水産研究開発事業の着実な運営管理を行うとともに、研究成果の社会実装に向けた PDCA サイクルを徹底させるための研究管理体制の充実、研究成果の社
会実装に向けたマッチング機能強化等の取組を期待する。
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＞
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研究課題の公募・採択にあたっては、川崎への事務所移転（平成 30 年度）による交通利便性の向上により、幅広い分野から提案されるよう応募の間口を広げる活動を強化した結果、生研支援センターで
実施している公募事業の倍率は中長期計画初年度の 2.5 倍から約７倍へと大きく上昇した。
研究成果の社会実装については、公募要領の見直し、研究管理体制の強化を図り、研究成果の社会実装を目指す課題の採択や研究の進捗管理の徹底に取り組んでいる。加えて、研究成果と企業のマッチン
グ活動の強化を図り、社会実装へとつながった研究成果も着実に増加している（平成 28 年度 15 件→令和２年度 51 件）。
あわせて、当初計画にない業務として、関係府省が連携して取り組むムーンショット型研究開発制度に基づく、ムーンショット型農林水産研究開発事業（令和元年補正予算で措置）を実施するため、中長
期計画の見直しをはじめとする関係規程の整備を短期間で行い、すみやかに事業執行体制を整えたほか、令和２年度にはプログラムディレクター及びプログラムマネージャーの公募、プロジェクトの作りこ
み、ポートフォリオの決定に取り組み研究開発プロジェクトを開始させた。
研究開発の環境整備については、各種方針に基づき、他の資金配分機関と連携した取組を実施したほか、当初計画にない業務として、スタートアップ及び創業を目指す人材の支援のため、政府系９機関で
「スタートアップ・エコシステム連携協定」を締結し、新たな取組を開始している。
以上のように、「研究成果の最大化」に向けた顕著な成果が確認できることから、Ａ評定とする。
＜今後の課題＞
今後とも、ムーンショット型農林水産研究開発事業の着実な運営管理を行うとともに、研究成果の社会実装に向けた PDCA サイクルを徹底させるための研究管理体制の充実、研究成果の社会実装に向けたマ
ッチング機能強化等及び関係機関と連携した研究開発の環境整備に係る取組を期待する。
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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．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

Ⅰ－１３

民間研究に係る特例業務

関連する政策・施策

農林水産研究基本計画

当該事業実施に係る根拠（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

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．主要な経年データ
①モニタリング指標

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

備考

状況

（百万円）

30 年度

元年度

2 年度

243,421

253,953

189,296

99,419

71,899

決算額（千円）

92,783

88,661

80,162

75,344

252,447

経常費用（千円）

163,125

90,108

80,873

225,662

89,425

経常利益（千円）

△48,935

217,620

200,014

△88,635

143,713

△1,683,419

△214,020

△189,723

－

－

行政コスト（千円）

－

－

－

225,962

89,640

従業人員数（人）

6.3

6.2

5.9

4.8

3.8

予算額（千円）

27

23

4

16

７

行った回数

繰越欠損金の縮減

29 年度

※

展示会において研
究成果の PR 等を

28 年度

1,691

217

193

△89

行政サービス実施コスト（千円）

143

当業務では収支差等による繰越欠損金の解消を目指していることから、全額執行を予定していない。
予算額欄については、平成 30 年度までは収入予算、令和元年度からは支出予算を計上している。

※

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価
評価軸・評価の視点及び評価指標等
○民間研究促進業務に係る資金回収業務の取組が十分であるか。
＜評価指標＞
・法人等への指導を、組織的かつ効果的に行っているか。
・各種展示会等、あらゆる場面を活用して研究成果の PR 等に努めているか。
・繰越欠損金の解消計画に沿った取組を行っているか。
・事業化の進捗状況や取組の効果の検証を踏まえた計画の見直しを行っているか。

中長期目標
農山漁村の６次産業化等の

法人の業務実績・自己評価

中長期計画
農山漁村の６次産業化等の生物系特定産業技術に関

法人の業務実績等

自己評価

平成 28 年度より「繰越欠損金の解消に向けた計画」に基づき、以下の（１）～（３）の計画に掲げた事項が ＜評定と根拠＞

生物系特定産業技術に関する する実用化段階の試験及び研究を民間企業等に委託し 着実に実施され、売上納付額が増加した。また、民間研究特例業務勘定が所有する有価証券について、信用リ 評定： B
実用化段階の試験及び研究を た民間実用化研究促進事業（平成 23 年度以降は新規 スクに留意しつつ、勘定の運営経費を賄うのに十分な運用収益を獲得できる利回りによって運用した。繰越欠
民間企業等に委託した民間実 案件の採択を中止。）の既採択案件について、その研 損金は、1 億円となった。
用化研究促進事業（平成 23 年 究成果の早期実用化を図るとともに、売上納付の最大
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根拠：

度以降は新規案件の採択を中 化等を計画的に進め、民間研究に係る特例業務を経理
止。）の資金回収業務を実施す する勘定の繰越欠損金の着実な解消を図るため、以下
るに当たり、その研究成果の早 の取組を実施し、繰越欠損金を縮減する。
期実用化と、当該業務の経理を

「繰越欠損金の解消に
単位：億円
年度

行う勘定の着実な繰越欠損金

平成28年度

繰越欠損金額

の解消を図るため、次の措置を

縮減額

講じる。

向けた計画」に基づき、

年度末繰越欠損金及び各年度縮減額の推移
平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和２年度

5.69

3.51

1.59

2.47

1.04

16.91

2.17

1.93

▲ 0.89

1.43

※令和元年度については、経済情勢の急激な変化により、保有する有価証券の時価評価額が下落し、1.5 億
円の評価損が生じたため、当期純損失が 89 百万円生じたことから、繰越欠損金は、2.47 億円となった。

以下の（１）～（３）の
計画に掲げた事項を着実
に実施した結果、売上納
付は増加し、繰越欠損金
は平成 27 年度（前期最
終年度）23 億円から令
和２年度には１億円に圧
縮されていることから、
Ｂ評価とする。

（１）効率的かつ適正なマネジメント体制の構築
（１）外部有識者による助言の ア
実施や事業化の進捗状況

プログラムオフィサーによるマネジメント体制の （１）効率的かつ適正なマネジメント体制の構築
ア 民間企業において研究開発の経験のあるプログラムオフィサー２名により、製品化・売上状況の確認等を
構築・強化
行い、売上納付の増加に向けて全課題の管理を行った。

（１）外部有識者による
助言の実施や事業化の進
捗状況の把握等、効率的

の把握等、効率的な体制

売上納付の最大化を図るため、マネジメント力が

に基づく効果的なマネジ

発揮できるよう、企業における研究開発等の経験を

な体制に基づく効果的な

メントの実施

有する専門分野に応じたプログラムオフィサーを

マネジメントの実施
プログラムオフィサ

配置し、指導・管理体制の構築、質的強化を図る。

ー、中小企業診断士、税
イ

イ 商品化・事業化等の指導・助言を行うために、外部有識者として中小企業診断士（令和２年度は配置）、

理士又は公認会計士、企

に精通した専門家、又はビジネス分野の有識者を活

（平成 30 年度から令和元年度は公認会計士を配置）、企業の財務経理業務の実務経験者（令和２年度は配

経験者によるマネジメン

用し、専門的な知見に立った助言を効率的に実施す

置）を活用した。

外部有識者を活用した助言の実施
対象事業者への助言に当たっては、当該技術分野

委託先の財務状況や研究成果に係る売上高の確認等を行うために、外部有識者として税理士又は公認会計士 業の財務経理業務の実務

し、委託先への商品化・

る。
（２）各種技術展示会等を活用 （２）効果的なマネジメント等の実施
した研究成果の需要開拓 ア

事業化の進捗状況の把握

等の実施及び販売に結び

対象事業者から毎年度徴収した製品化状況、売上

つけるための取組の指

状況に関する報告書の分析や、プログラムオフィサ

導・助言

ー、外部有識者も参画した現地調査を通じて、進捗

ト体制を計画どおり整備
事業化等に係る指導・助

（２）効果的なマネジメント等の実施
ア 各課題の製品化・売上状況については、委託先から提出された事業化状況報告書を確認の上、追跡調査

言を組織的かつ効果的に

（書面調査）を実施した後、プログラムオフィサー、中小企業診断士、税理士又は公認会計士、企業の財務 行った。

なお、委託先の信用情

経理業務の実務経験者等による追跡調査（現地調査）を実施した。

このような取組を行い、新たな需要者の情報提供等を行った結果、水稲用除草剤、認知機能の維持や血圧 報については、平成 30

状況を的確に把握し、対象事業者への指導・助言に

降下作用等が期待できる機能性食品素材及び堆肥成分分析装置等で売上が発生し、第４期（平成 28～令和

活用する。

２年度の５年間）の売上納付は第３期（平成 23～27 年度の５年間）の約 12 百万円を上回る約 67 百万円に
増加した。
また、委託先の信用情報については、平成 28 年度に委託先が破産手続きを行った事例があったので、平
成 30 年度からは、信用調査会社による信用調査だけでなく、公認会計士や企業の財務経理業務の実務経験
者による信用情報の確認等も行い、委託先の財務評価を行った。
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なく、公認会計士又は企
業の財務経理業務の実務
経験者による信用情報の
確認等も行った。
を活用した研究成果の需

単位：万円
平成 28 年度

社による信用調査だけで

（２）各種技術展示会等

第４期売上納付額の推移
年度

年度からは、信用調査会

平成 29 年度

平成 30 年度

令和元年度

令和２年度

要開拓等の実施及び販売

売上納付額

51

1,275

1,833

2,122

1,438

第４期売上納付額の推移
単位：万円
第３期
売上納付額
イ

早期事業化に向けた支援
事業化が計画より遅延している案件については、
その要因を明らかにした上で、指導・助言を行うと
ともに、関係機関との連携・各種技術展示会等を活

1,174

第４期
6,720

イ 事業化が遅れている案件については、提出された事業化状況報告書を踏まえ、製品化・売上状況の追跡調

状況については、委託先
から提出された事業化状
況報告書を確認の上、追
跡調査（書面調査）を実

認、今後の事業計画や知的財産の把握等を行い、新たな需要者の情報提供等を行った。税理士又は公認会計 フィサー、中小企業診断
士、企業の財務経理業務の実務経験者は委託先の財務状況の確認等を行い、財務分析を行った。特に事業化 士、税理士又は公認会計
が遅れている案件については、中小企業診断士が今後の商品化・事業化に向けた取組などの指導・助言を行 士、企業の財務経理業務

行う。また、知財の活用による新たなビジネスチャ

った。

の実務経験者等による追

また、『「知」の集積と活用の場』産学官連携協議会、アグリビジネス創出フェア及び川崎国際環境技術 跡調査（現地調査）を実

展によるポスターセッション等において研究成果や知的財産の PR を行い、需要者の開拓及び情報提供を行 施した。

また、『「知」の集積

ウ 事業化された案件については、売上の向上による収益納付の増加が図れるよう、提出された事業化状況報

と活用の場』産学官連携

確認、今後の事業計画や知的財産の把握等、新たな需要者に係る情報提供を行った。税理士又は公認会計

創出フェア及び川崎国際

せるための情報発信等について、指導・助言を行う

士、企業の財務経理業務の実務経験者は研究成果による売上高や委託先の財務状況の確認等を行った。さら 環境技術展によるポスタ

とともに、各種技術展示会等を活用した需要者の開

に、中小企業診断士は今後の商品化・事業化に向けた取組などの指導・助言を行った。

ーセッションなど、あら

事業化以降の収益の最大化に向けた支援
事業化された案件について収益の最大化が図れ
るよう、関連市場に関する情報収集、売上を増加さ

拓、製品改良に向けた他機関との連携に資する情報
提供等の支援を行う。また、知財の活用による新た
なビジネスチャンスの展開等についても提案を行
う。

告書を踏まえ、製品化・売上状況の追跡調査（現地調査）を実施し、プログラムオフィサーは事業化状況の 協議会、アグリビジネス

また、『「知」の集積と活用の場』産学官連携協議会、アグリビジネス創出フェア及び川崎国際環境技術 ゆる場面を活用して知的

展によるポスターセッション等において知的財産を含めて研究成果の PR を行い、需要者の開拓及び情報提 財産を含めて研究成果の
供を行うとともに、川崎市内の研究支援機関や起業支援機関（新規産業の企業を育成し、誘致するために、 PR を行い、需要者の開

低コストで施設やサービスを提供する公的機関等）を介したマッチングを図るなど、新たな販売先の開拓等 拓及び情報提供を行うと
を行い、売上納付の向上に資する取組を行った。

（３）繰越欠損金の令和 7 年 （３）繰越欠損金の解消に向けた計画の実施

ともに、川崎市内の研究

（３）繰越欠損金の解消に向けた計画の実施

支援機関や起業支援機関

能性がある。

を提供する公的機関等）

（１）、（２）の取組を行った結果、売上納付が増加するなど、着実に繰越欠損金が解消されていることから、 （新規産業の企業を育成
繰越欠損金の解消に向けた令和 7 年度までの計画 今後も引き続き、平成 28 年３月 31 日に作成した「繰越欠損金の解消に向けた計画」を着実に推進し、取組を し、誘致するために、低
の着実な実施を図る。
継続していく予定である。なお、繰越欠損金は、本計画の解消時期である令和 7 年度より早期に解消できる可 コストで施設やサービス

度までの解消計画の策定及び ア
の進捗状況や（１）、（２）で

各課題の製品化・売上

査（現地調査）を実施して、早期事業化に向けた要因等を分析し、プログラムオフィサーは事業化状況の確 施した後、プログラムオ

った。

当該計画の着実な推進、事業化

の指導・助言

用した需要者の開拓、積極的な情報提供等の支援を
ンスの展開等についても提案を行う。

ウ

に結びつけるための取組

計画の実施

定めた解消手段の効果の検証
を踏まえた計画の随時見直し イ

計画の検証及び見直し

及びその他必要な処置の実施

（１）及び（２）で定めた取組の効果の検証を行

を介したマッチングを図
るなど、新たな販売先の
開拓等を行い、売上納付

い、随時当該計画の見直しを行う。

の向上に資する取組を行

その際、繰越欠損金の解消に向けて講じた手段につ

った。

いて、対象事業者への聞き取り等を通じて効果を検

（３）繰越欠損金の令和

証するとともに、成果が十分でない手段については

7 年度までの解消計画の

見直し及びその他必要な措置を実施するなど、着実

策定及び当該計画の着実

な繰越欠損金の縮減を図る。

な推進、事業化の進捗状
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況や（１）、（２）で定
めた解消手段の効果の検
証を踏まえた計画の随時
見直し及びその他必要な
処置の実施
「繰越欠損金の解消に
向けた計画」に基づき、
プログラムオフィサー、
税理士又は公認会計士、
中小企業診断士、企業の
財務経理業務の実務経験
者等による指導・助言を
行うとともに、各種展示
会等における研究成果等
の PR を行い、需要者の
開拓及び情報提供等を行
った結果、売上納付が増
加するなど、着実に繰越
欠損金が解消されてい
る。このため、今後とも
引き続き、現計画に基づ
き、これらの取組を継続
していく予定である。な
お、繰越欠損金は、本計
画の解消時期である令和
7 年度より早期に解消で
きる可能性がある。
＜課題と対応>
課題：
・ 委託先の研究から事
業化に向けた進捗状
況が一律ではない。
・ 売上納付は増加して
いるが、当初の見込
みには達していない
状況である。
・ 令和２年度以降、令
和７年度まで、売上
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納付対象課題が漸次
減少するので、売上
納付額も減少見込み
である。
対応：
・ 繰越欠損金は、本計
画の解消時期である
令和 7 年度より早期
に解消できる可能性
があるものの、今後
とも引き続き、売上
納付の増加に資する
ように、これらの取
組を継続していくと
ともに、関連経費の
節減に努めることと
する。
・ 保有有価証券につい
ては、引き続き状況
を注視していくとと
もに、償還期限を迎
えた出資金について
は、業務の状況を踏
まえつつ、順次、国
庫納付等を行う予定
である。

主務大臣による評価（見込評価）
評定 Ｂ
＜評定に至った理由＞
民間研究促進業務にかかる資金回収については、マネジメント体制の整備及び早期事業化支援に向けた指導強化を行ったことにより、期間中着実に売上納付額が増加（28 年度 51 万円、29 年度 1,253 万
円、30 年度 1,833 万円、元年度 2,122 万円）しており繰越欠損金の圧縮が図られている。
また、事業化された案件の売上向上を図るため、「知」の集積と活用の場のポスターセッションや生研支援センター主催のフォーラムでの積極的な PR 活動に取り組むとともに、起業支援機関等を介した
マッチングなどを図り、新たな販売先の開拓に取り組んでいる。
なお、令和元年度において、本業務の決算額が予算額を 10％以上下回るが、本業務は自己収入のみによっており、自己収入と業務経費等の収支差により繰越欠損金の解消を目指し経費の支出を極力抑えた
ためであり、決算額が予算額と乖離することに問題はない。
以上のように、資金回収業務については、売上納付額が着実に増加していること、事業化支援により売上納付の増加に向けた取組を実施していることからＢ評定とする。
＜今後の課題＞
繰越欠損金の解消に向けて、売上納付額を増加させるための更なる取組の強化が必要である。
主務大臣による評価（期間実績評価）
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評定

Ｂ

＜評定に至った理由＞
民間研究促進業務にかかる資金回収については、マネジメント体制の整備及び早期事業化支援に向けた指導強化を行ったことにより、前中長期目標期間と比べ、期間中の売上納付額は着実に増加してお
り、繰越欠損金の圧縮が図られている。
また、売上の向上による収益納付の増加を図るため、事業化された案件については、アグリビジネス創出フェア等の場で研究成果の PR や起業支援機関等を介したマッチングなどを図り、新たな販売先の
開拓に取り組んでいる。事業化が遅れている案件についても、公認会計士による財務状況の確認、中小企業診断士による指導・助言を行うなど早期事業化に向けた取組を行っている。
以上のように、資金回収業務については、売上納付が着実に行われたこと、事業化支援等売上納付の増加に向けた取組を行ったこと等により、繰越欠損金の着実な解消が行われていることからＢ評定とす
る。
＜今後の課題＞
繰越欠損金の解消に向けた更なる取組の強化が必要である。
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