
様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－１０ 種苗管理業務の推進 

関連する政策・施策 
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    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   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   経常費用（千円） 2,212,749 2,188,423 2,377,080 2,509,704 2,462,684 

栽培試験結果報告書の平均提出日数（日） 75.9 74.8 
 

71.5 78.9 76.8   経常利益（千円）      670    △620   △2,152    △907    56,379 

（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
コスト（千円） 

1,991,750 1,974,965 2,184,628 － 
 

指定種苗の表示検査数及び集取数（点） 
15,066 
/3,047 

15,482 
/3,085 

15,248 
/3,055 

15,570 
/3,065 

15,851 
/3,048 

  

行政コスト(千円) － － － 2,918,928 2,755,686 

依頼検査の報告までの日数（日以内） 50 50 50 50 50   従業人員数 202.5 197.3 201.0 216,2 216.2 

拡大された検査項目（種類） 2 1 1 1 2   

 

（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)) 

67,449 
/64,384 
/64,628 

66,353 
/62,203 
/62,216 

63,659 
/60,617 
/61,809 

66,155 
/62,420 
/62,432 

64,363 
/59,517 
/59,517 

  

原原種の品質検査結果（配布した原原種の萌芽率：％） 98.7 98.4 99.4 99.7 99.2   

 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） 
(生産量/配布量/県の需要量(申請数量)) 

2,299 
/2,136 
/2,136 

2,229 
/2,073 
/2,073 

2,104 
/2,085 
/2,085 

2,217 
/2,114 
/2,114 

2,149 
/2,113 
/2,113 

  

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   

（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   
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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 
 
 
 
 

かんきつ 
2 品種 

かんきつ 
2 品種 

かんきつ 
2 品種 

かんきつ 
１品種 

かんきつ 
1 品種 

  

種苗業者や種苗生産者に対する情報提供等の状況 
種苗業者へ
の技術指導

9 名 

種苗業者へ
の技術指導

4 名 

種苗業者へ
の技術指導 

12 名 

種苗業者へ
の技術指導

39 名 

種苗業者へ
の技術指導 

５名 

  

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

中長期目標 中長期計画 

（１）業務推進の基本方針 
農業の生産性を高め、農産物の品質の向上を図るためには、優良な種苗の生産・流通が不可欠であ

る。このため、適正な品種登録の実施及び優良な種苗の流通の確保を図るための種苗の管理を総合的
に行う種苗管理センターを置く。 

業務運営は、品種登録制度の公正性・信頼性の確保の必要性等も考慮し、理事長及び副理事長以外の
代表権を有する役員の下で、（２）～（５）及び別添２に示した業務を行う。 
 
 
（２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等 

農林水産植物の品種登録に係る栽培試験は、種苗法（平成 10 年法律第 83 号）に基づき実施するも
のであり、「農林水産省知的財産戦略 2020」等を踏まえ、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、品種登録審査の国際調和を推進するとともに、品種登
録審査を着実に推進するための栽培試験を確実に実施する。また、侵害相談、品種類似性試験等の育成
者権の侵害対策及び活用促進を行う。 
 
（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 

我が国の優良な種苗の流通を確保するため、種苗法に基づく指定種苗の検査を確実に実施する。ま
た、国際的な種子流通の活性化に対応するため、依頼検査を実施するとともに、依頼者のニーズに即し
た検査項目の拡大を図る。 
 
（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 

ばれいしょ及びさとうきびは、畑作振興上の重要な基幹作物である一方、増殖率が低く、病害虫に弱
いことから、健全無病な種苗を安定的に供給するため、種苗生産は、原原種（種苗管理センター）、原
種（道県）及び採種（農協）の３段階増殖体系を基本とする。 

原原種については、農林水産省が定めた「ばれいしょ原原種及びさとうきび原原種配布要綱」（昭和
62 年４月１日付け 62 農蚕第 1969 号農蚕園芸局長通知）等に基づき種苗管理センターが道県の需要量
に即した健全無病な種苗を確実に生産し、配布するものとする。 
  
（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 

法人統合による相乗効果を発揮するため、研究開発部門が開発した新技術を速やかに導入し、種苗

（１）業務推進の基本方針 
農業の生産性を高め、農産物の品質の向上を図るためには、優良な種苗の生産・流通が不可欠である。このため、種苗管

理センターを設置し、種苗法（平成 10 年法律第 83 号)に基づく農林水産植物の栽培試験、農作物の種苗の検査、ばれいし
ょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布など、農業生産の最も基礎的かつ重要な種苗管理業務を、（２）～
（５）及び別添２に示したとおり行う。 

業務運営は品種登録制度の公正性・信頼性の確保の必要性等も考慮し、理事長及び副理事長以外の代表権を有する役員
の下で行う。 
 
（２）農林水産植物の品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、農林水産植物の栽培試験を農林水産大臣の指示に基づき確実に実
施する。また、「農林水産省知的財産戦略 2020」等に基づき、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応する審査基準案の作成及び品種登録審査の国際調和を推進
する。さらに、侵害相談、品種類似性試験等の育成者権の侵害対策及び活用促進を行う。 
 
 
（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 

我が国の優良な種苗の流通を確保するため、種苗法に基づく指定種苗の検査を、農林水産大臣の指示に基づき確実に実
施する。また、国際的な種子流通の活性化に対応するため、依頼検査を実施するとともに、依頼者のニーズに即した検査項
目の拡大を図る。 
 
（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 

ばれいしょ及びさとうきびは、畑作振興上の重要な基幹作物である一方、増殖率が低く、病害虫に弱いことから、健全無
病な種苗を安定的に供給するため、種苗生産は、原原種（種苗管理センターが実施。）、原種（道県が実施。）及び採種（農
協が実施。）の３段階増殖体系を基本とする。 

原原種については、農林水産省が定めた「ばれいしょ原原種及びさとうきび原原種配布要綱」（昭和 62 年４月１日付け
62 農蚕第 1969 号農蚕園芸局長通知）等に基づき、農林水産省と協議しつつ種苗管理センターが道県の需要量に即した健
全無病な種苗を確実に生産し、配布するものとする。 
 
（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 

法人統合による相乗効果を発揮するため、研究開発部門が開発した DNA 品種識別技術や病害検査等に係る新技術を速
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管理業務の効果的・効率的な推進を図る。また、研究開発部門が開発した新品種の早期普及のための種
苗増殖、種苗に関する情報提供等を行う。 

なお、種苗管理センターは、その業務に関する調査研究を「第３の９農業研究業務の推進」の研究推
進・評価体制に組み入れる。また、育成者権に関する知見を活かし、農研機構全体で行う「第３の５知
的財産マネジメントの戦略的推進」に貢献する。 
 
【別添２】種苗管理業務の推進 
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登録に係る栽培試験等 
（１）栽培試験の確実な実施 
ア 品種登録審査を着実に推進するため、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％以上を計画的かつ的確に実施する。 
イ 栽培試験対象植物の種類を拡大するために、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・特性調査マニュアル及び特殊検定マニュアル
を作成又は改正（中長期目標期間中に 50 種類程度）する。 

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）について
は品種ごとの保存の必要性に留意しつつ 6,000 品種以上を維持する。また、出願品種種子及び種菌
の確実な保存を行う。 

エ 栽培試験結果報告書の提出は、栽培試験終了後、平均 80 日以内に農林水産省に報告する。 
 
オ 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等の作成に参画する等、審査の国際調和を推進する。 
 
（２）育成者権の侵害対策及び活用促進 
ア 育成者権の侵害対策等について、機動的な全国対応を行う。 
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。 

オ ASEAN＋日中韓の 13 カ国により設立された「東アジア植物品種保護フォーラム」を戦略的に展開
し、我が国の知的財産である品種が海外で適切に保護されるような環境整備を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、指定種苗の集取、立入検査等 
（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 

やかに導入し種苗管理業務の効果的・効率的な推進を図る。また、研究開発部門が開発した新品種の早期普及のための種苗
増殖、品種登録出願者や種苗業者等への種苗に関する情報提供等を行う。 

なお、種苗管理センターは、その業務に関する調査研究を「第１の９ 農業研究業務の推進」の研究推進・評価体制に組
み入れる。また、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、農研機構全体で行う「第１の５ 知的財産マネ
ジメントの戦略的推進」に貢献する。 
  
【別添２】種苗管理業務の推進 
 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登録に係る栽培試験等 
（１）栽培試験の確実な実施 
ア 品種登録審査を着実に推進するため、農林水産省との緊密な連絡調整を図りつつ、前年度出願点数（資料調査によるも

のを除く。）の 70％以上の栽培試験を計画的かつ的確に実施する。 
イ 栽培試験対象植物の種類を拡大するために、種類別審査基準案を新規に作成するとともに、既存の種類別審査基準に

ついて新しい特性を追加する等の技術的検討を行い、中長期目標期間中に 60 種類程度の作成又は改正を行う。 
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正する。 

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）については、育種の方向や出願
品種の動向等を踏まえつつ整理を行い、6,000 品種以上を維持する。また、出願品種種子及び種菌の確実な保存を行う。 

 
エ 栽培試験結果報告書の提出は、電子化システムを利用した栽培試験情報の活用・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る。 
オ 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

ガイドライン等の作成に参画するなど、国際調和を推進する。 
 
（２）育成者権の侵害対策及び活用促進 
ア 育成者権の侵害対策等について、品種保護対策役の柔軟な配置等による運営体制の下で、機動的な全国対応を行う。 
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るとともに、研究開発部門等
が開発した導入可能な DNA 品種識別技術の妥当性を確認し、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う。 

オ  ASEAN＋日中韓の 13 カ国により設立された「東アジア植物品種保護フォーラム」を戦略的に展開し、我が国の知的
財産である品種が海外で適切に保護されるような環境整備を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、指定種苗の集取、立入検査等 
（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 
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ア 指定種苗の表示検査(15,000 点程度／年度)及び集取（3,000 点程度／年度）を計画的かつ的確に実
施する。 

イ 「指定種苗の生産等に関する基準」（昭和 58 年農林水産省告示第 1666 号）に係る純度検査(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。 

 
（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 
ア 検査依頼のあった日から、原則として 50 日以内に検査結果の報告を行う。また、依頼者の意向を

把握し、業務の質の向上を図るとともに、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るため、
研究開発部門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。 

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）等が開催する会議に職員
を派遣し、国際規格の策定に参画する。 

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
病害検査法の標準化、普及を促進する。 

オ OECD 品種証明制度に基づくてんさい種子の検査を着実に実施する。 
 
（３）国からの指示により実施する検査の実施 
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 

（平成 15 年法律第 97 号）第 32 条第２項の規定に基づく農林水産大臣の指示に従い、立入り、質問、
検査及び収去を的確に実施する。 

イ EC（現 EU）との協議に基づく EU 向け輸出野菜種子の検査を着実に実施する。 
 
 
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 
ア 「食料・農業・農村基本計画」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 100％を確保できる生産配布計画の作成）する。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、効率的な原原種の生産
を行う。 

イ 新たな病害の発生等に対応し、原原種の無病性（病害罹病率 0.1％未満）と品質（ばれいしょ萌芽
率 90％以上、さとうきび発芽率 80％以上）を確保する。 

 
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、緊急時における新品種等の原原種の供

給期間を大幅に短縮した増殖体系の構築を図る。 
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する。  
 
カ ばれいしょ及びさとうきびに係る試験研究を行う試験研究機関等に対し、技術の提供及び健全無

ア 農林水産大臣から指示のあった指定種苗の表示検査(15,000 点程度／年度)を行うとともに、過去の検査結果等を踏ま
えた点数の集取（3,000 点程度／年度）を計画的かつ的確に実施する。 

イ 「指定種苗の生産等に関する基準」（昭和 58 年農林水産省告示第 1666 号）に係る純度検査（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。 

 
（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 
ア 検査依頼のあった日から、原則として 50 日以内に検査結果の報告を行う。また、依頼者の意向を把握し、業務の質の

向上を図るとともに、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るため、研究開発部門で開発

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。 
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）等が開催する会議に職員を派遣し、国際規格

の策定に参画する。 
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、種子病害検査法の標準化、

普及を促進する。 
オ  OECD 品種証明制度に基づくてんさい種子の検査を着実に実施する。 
 
（３）国からの指示により実施する検査の実施 
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（平成 15 年法律第 97 号）第 32 条の規定

に基づき、同条第２項の農林水産大臣の指示に従い、立入り、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示に基づき、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

定を着実に実施する。 
 
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 
ア 「食料・農業・農村基本計画」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 100％

を確保できる生産配布計画の作成）する。その方策として、同一品種を複数農場で栽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。 

イ 新たな病害の発生等に対応し、病害虫防除等を講じる。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を 0.1％未満とする。また、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％以上を確保する。 

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、緊急時における新品種等の原原種の供給期間を大幅に短縮

した増殖体制の構築を図る。 
オ 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、業務の質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。 
カ ばれいしょ及びさとうきびに係る試験研究を行う試験研究機関等に対し、技術の提供及び健全無病種苗の配布を行う
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評価軸・評価の視点及
び評価指標等 

令和２年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価 

年度計画 主な業務実績等 自己評価 

（１）業務推進の基本方
針 
【評価の視点】 
・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。 

 
 
 
 

（１）業務推進の基本方針 
種苗法（平成 10 年法律第 83 号）に基づく農林水産植物の栽培

試験、農作物の種苗の検査、ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必
要な種苗の生産及び配布など、農業生産の最も基礎的かつ重要な種
苗管理業務を総合的に行う種苗管理センターは、（２）～（５）を
適切かつ効率的に推進し、適正な品種登録の実施及び優良な種苗の
流通の確保に資する。 

また、種苗管理業務の推進に必要な施設の維持管理、大型機械の
老朽化等を踏まえつつ、予算の戦略的・効率的な執行に努める。 

（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）について、業務の質の向上、業務運営の効率化及び予算の戦略的・効率的
な執行に留意しつつ、以下の（２）～（５）のとおり着実に実施した。 
 なお、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えるため、着手済みの栽培試験、種子病害検査
及び北海道庁・長崎県庁・沖縄県庁から継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。 
 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年度秋の臨時国会において種苗法が改正さ
れた。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定： A 
 
根拠： 

適正な品種登録の実施及び優良種苗の流通
確保では、種苗管理業務を効率的、着実な実
施しており、定量的指標を達成した。 

検査対象病害については、依頼者からの要
望を考慮し、検査対象病害２種類を追加し
た。出願者が「特性調査マニュアル」を活用
して願書を作成できるよう、外部の人にも分
かりやすく内容を修正した上でホームページ
に公開した。外部からの閲覧回数は公開から
１年で約 6,700 回となり、出願者の要望が高
い情報を提供した。 

また、改正種苗法に対応して種苗管理セン
ターが求められる機能強化では、法改正に対
応した方針について主務省と早期に検討を開
始し、施行に向けて質の高い登録審査を実施
するための体制整備に向けて、計画的な対応
を行ったことは、大きな成果である。 

（２）農林水産植物の品
種登録に係る栽培試験
等 
【評価の視点】 
・品種登録審査を着実

（２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等 
ア 栽培試験の確実な実施 
① 品種登録審査を着実に推進するため、農林水産省と緊密な連絡

調整を図りつつ、令和元年度に開始した水稲をはじめ、前年度
出願点数（資料調査によるものを除く。）の 70%以上の栽培試

（２）農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等 
ア 栽培試験の確実な実施 
① 栽培試験を計画的に実施するため、農林水産省と緊密な連絡調整を図り、出願
品種の植物種類に応じた適切な栽培環境となる実施場所を試験研究機関等の委託
先を含めて選定し、さらに、実施場所のほ場・施設使用状況や労力及び対照品種の

病種苗の配布を行い、新品種の開発・普及を支援する。 
 
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 
（１）研究成果の生産現場への橋渡し 
ア 研究開発部門で開発した新品種の早期普及のため、種苗の増殖を支援する。 
イ 研究開発部門からの要請に応じて、畑作物の試験研究用種苗等を増殖する。 
（２）情報提供 
ア 品種登録出願者に対する情報提供や、種苗業者に対する技術指導、ばれいしょ及びさとうきび種

苗生産者等に対する技術指導、情報提供等を行う。 
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。 
 
（３）種苗管理担当者の業務運営能力の向上 

種苗管理業務に係る先進的な技術・知識等の導入に努めるとともに、種苗管理担当者の業務運営能
力の向上を図る。 

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研究開発成果の現場への橋渡し等 
（１）研究成果の生産現場への橋渡し 
ア 研究開発部門で開発した品種の早期普及のため、新品種の種苗の増殖を支援する。 
イ 研究開発部門からの要請に応じて、輪作ほ場を活用し、早期普及が必要な畑作物の試験研究用種苗等を増殖する。 
（２）情報提供 
ア 品種登録出願者に対する出願等に係る情報提供や、種苗業者に対する技術講習会の開催による技術指導、ばれいしょ、

さとうきび種苗生産者等に対する技術講習会の開催による技術指導、情報提供等を行う。 
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。 
 
（３）種苗管理担当者の業務運営能力の向上 

種苗管理業務に係る先進的な技術・知識等の導入に努めるとともに、種苗管理担当者の業務運営能力の向上を図る。 
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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。 

 

験を計画的かつ的確に実施する。 
 
 
 
 
 
② 栽培試験対象植物の種類を拡大するため、11 種類の植物種類に

ついて、種類別審査基準案の作成又は既存の種類別審査基準の
技術的検討（新しい特性の追加等）による改正のための情報を
収集し、その情報を農林水産省に提供する。さらに、10 種類程
度の植物種類について栽培・特性調査マニュアル及び特殊検定
マニュアルの作成又は改正を行う。 

  作成したマニュアルについては、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、農研
機構のホームページで公開する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 出願者から提出された出願品種種子及び種菌を確実に保存す

る。また、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）については、出願品種の動
向、栽培試験での利用頻度等を踏まえつつ整理を行い、6,000 
品種以上を維持する。 

 
 
④ 栽培試験結果報告書は、電子化システムの利活用により迅速な

報告書の作成に努め、植物種類ごとの提出目標を設定すること
により、栽培試験終了後平均 80 日以内に農林水産省に提出す
る。 

⑤ 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（野菜、農作物、観賞植物及び

入手時期等を考慮した試験計画を四半期ごとに策定した。 
 そして、新型コロナウイルス感染拡大防止に係る出勤制限下においても、栽培試
験業務に従事する職員を優先的に出勤させ、前年度出願点数（資料調査によるもの
を除く 750 点）の 70％(525 点)を超える 546 点（達成率 104.0%）の栽培試験に
ついて、類似度の高い対照品種を選定し、特性調査マニュアル等を用いて的確に試
験を実施した。 
② 栽培試験対象植物の種類を拡大するため、 
・ 新たに審査の対象となったシマツナソ種等 4 種類 
・ 国際的な技術指針の作成・改正に伴い審査基準を整合させるトマト種等 6 種類 
・ 審査基準が古く、近年の品種が評価できないことや標準品種が入手困難であ

り、審査が困難な状況であるため改正するシネラリア種等 7 種類 
の合計 17 種類の植物について、栽培を行い、審査に必要な情報を収集した。 
 この内の 11 種類について、種類別審査基準案の作成又は改正を行い、農林水産
省に情報提供を行った。 

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、 
 ・新たに栽培・特性調査マニュアルを作成した稲種等６種類 
 ・審査基準の改正に伴い栽培・特性調査マニュアルを改正したバラ属等６種類 
 ・研究部門と連携を図り特殊検定マニュアルを作成したメロンつる割病抵抗性
等６種類 
の合計 18 種類の作成又は改正を行った。 
  なお、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、出願数が最も多いキク種（全出願の 12％）や稲種等で
作成又は改正した特性調査マニュアルについて、外部の人にも分かりやすいよう
内容を修正した上で農研機構のホームページで公開した。令和元年度の公開以降、
閲覧回数は短期間に増加しており、出願者の関心の高さが伺える。 
③ 出願者から提出された全ての出願品種の種子及び種菌を確実に保存し、栽培
試験に供試した。 
   また、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）として、栽培試験の利用頻度、 入手のし易さ及び維持コスト等を
考慮して整理を行い、6,489 品種を維持管理した。 
 このうち 465 品種については、当年に実施した 546 点の栽培試験で、指標とな
る標準品種や類似性の高い品種として、試験に活用した。 
④ 栽培試験結果報告書は、栽培試験データを精査した上で、電子化システム
(VIPS: 品種登録迅速化総合電子システム等)を活用し、栽培試験終了後平均 80 日
以内よりも 3.2 日早い平均 76.8 日で農林水産省に報告書を提出した。 
 
⑤ 品種登録審査の国際標準化に資するため、新型コロナウイルスの影響により
オンライン開催となった UPOV の３つの技術作業部会(野菜、農作物、観賞植物

さらに、原原種生産では、需要に応じた生
産量を確保すると共に、産地で深刻な問題と
なっているサトウキビの低収量やジャガイモ
シロシストセンチュウへ抵抗性品種導入に対
する強いニーズに応え、農研機構育成さとう
きび品種「はるのおうぎ」、北農研が選定し
たジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性品
種「フリア」等の原原種生産体制を整え、前
倒しで生産・配布して産地への新品種の早期
普及に貢献した。 

以下の種苗管理業務における年度計画を達
成すると共に、種苗法の改正や緊急要請に対
応した種苗増殖など、当初計画にはない取組
に組織として機動的に対応したことは、極め
て大きな成果である。 

 
（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 76.7 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、11 種類の審
査基準案を作成又は改正するとともに、
UPOV（植物新品種保護国際同盟）が開催す
る会議に参加して国際的に統一されたテスト
ガイドラインの作成に寄与、また、オランダ
の栽培試験実施機関と共通のマニュアルを 1
種類作成するなど、品種登録審査の国際調和
を推進した。出願者が「特性調査マニュア
ル」を活用して願書を作成できるよう、外部
の人にも分かりやすく内容を修正した上でホ
ームページに公開した。 

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果実を品種類似性
試験のメニューに追加するなど、新たな取組
を行った。 
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樹木）に職員を派遣し、テストガイドライン等の作成に参画す
るなど、国際調和を推進する。 

  加えて、国際連携協定を締結したオランダの栽培試験実施機関
と連携して、キク及びチューリップの共通の栽培・特性調査マ
ニュアルを作成し、栽培試験方法の国際調和の進展に取り組
む。 

 

及び樹木）に、各１名が参加した。 
 UPOV テストガイドライン（国際的な技術指針）の検討では、稲、カラシナ、
ケール、アンスリウムの計４種類について職員が座長を務め、稲及びカラシナで
は、日本で育種目標となっている形質を反映したテストガイドラインが採択され
た。 
 また、年度計画にはなかったが、農林水産省の要請を受け、上記の他に３つの作
業部会（果樹、コンピュータプログラム及び自動化技術、生化学及び分子技術）に
もオンラインで各１名が参加し、 
 ・イチゴの品種特性に関する情報提供 
 ・均一性判定の自動化のための統計プログラムに関する情報収集 
 ・DNA を利用した対照品種選定の効率化に関する情報収集 
を行った。 
 加えて、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)と当センターとの連携協定に基づき、今年度の作
成計画のうち、キクについて栽培や特性調査（104 ある調査形質のうち 89 形質)の
技術的な摺り合わせを行い、両国共通のマニュアルを作成（累計９種類）して公開
し、国際調和を進展させた。 
 なお、チューリップについては新型コロナウイルスの影響を考慮して、検討会を
令和３年３月にオンラインで実施し、マニュアル案の取りまとめを行った。 
 また、CPVO が主導する、DNA マーカーを用いたトマトの品種管理プロジェク
トに昨年から継続して参画し、今後の栽培試験における DNA 技術の活用推進に
寄与した。 
 

 
（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施し、計画点
数を達成した。依頼検査に関しては、依頼の
あった全検査点数 1,863 点について 50 日以内
に検査結果の報告を行った。さらに、依頼者
からの要望を考慮し検査対象病害２種類を追
加した。 
 
（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 

道県の需要に対応したばれいしょ・さとう
きび原原種の供給量を確保し、道県からの申
請数量を配布することができた。また、無病
性、萌芽率等を確保し、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。さらに、産地ニーズに対応した早期普及
を行うため、北海道農業研究センターが選定
したジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性
品種「フリア」の早期配付要望を見込んで事
前に増殖を開始したことで、北海道からの緊
急配付要望に応えることができた。また、農
研機構育成さとうきび品種「はるのおうぎ」
について、令和 2 年度において、95 千本を配
布した。 

 
（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 
 研究開発部門で開発した果樹１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２回（発芽
検査、病害検査）開催して技術移転を促進し
た。 
 
＜課題と対応＞ 

 イ 育成者権の侵害対策及び活用促進 
①  育成者権の侵害対策等について、実践的な研修や熟練度試験な

どによる品種保護対策役の資質の維持を図り、全国対応が可能
となるよう配置する。 
なお、品種保護対策役に任命されていない者にも品種保護対策
役等と同様の内容のセミナーを引き続き実施し、幅広い人材育
成を継続する。 
 

② 育成者権者が構成員に含まれる種苗業界団体に対して、育成者
権の侵害対策に関する講演を開催するなどにより啓発活動を
行うとともに、実需者等が必要としている情報を収集し、得ら
れた情報については農林水産省に情報共有する。また、相談対
応、講演等の情報提供の場に反映させる。 

 
 

イ 育成者権の侵害対策及び活用促進 
① 全国対応が可能となるよう品種保護対策役（品種保護Ｇメン）を７場所に 20 名
配置するとともに、種苗法及び品種保護対策業務に関する研修等の実施により、品
種保護 G メンの資質維持を図った。また、育成者権侵害の現場での対応経験のな
い品種保護 G メンを経験豊富な品種保護 G メンと現場に同行させることで、資質
の向上を図った。さらに、品種保護 G メン以外の 50 名の職員に対してもＧメンセ
ミナーを実施し、将来の品種保護Ｇメン候補となれる人材育成を幅広く行った。 
 
② 新型コロナウイルスの影響を考慮して、ホームページを通じて育成者権侵害
対策に関する情報提供を行った。また、育成者権者に対して実施した、権利侵害へ
の対応状況及び品種保護 G メンの業務への要望に関するアンケート調査の結果か
ら、種苗管理センターに相談した者の約 91％の侵害が解決しており、品種保護 G
メンの活動が侵害の解決に対して一定の成果を挙げていることが明らかとなっ
た。 
 農林水産省には育成者権者から寄せられた侵害相談の概要と併せて、本アンケ
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③ 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。）からの登録品種等の侵害及び活用に関する
相談内容に応じ、対抗措置及び活用方法等の助言を行う。 

 
 
④ 育成者権者等からの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るとともに、DNA 品種識別技術を用
いて、近年品種類似性試験（DNA 分析）依頼実績のあるイチ
ゴについて DNA 情報データベースを拡大（近年の出願数を考
慮し 20 品種、現行の 121 品種から 141 品種へ拡大）する。 

 
 
 
⑤ 「東アジア植物品種保護フォーラム」等の戦略的展開に際し、

参加国に対する栽培試験技術の付与や品種保護関係の人材育
成のための専門家の派遣や研修を実施するなど、我が国の知的
財産である品種が海外で適切に保護されるような環境整備を
図る活動を支援する。 

ート結果の情報共有を行った。 
 
③ 育成者権者等からの侵害相談 24 件（昨年度 19 件）について、侵害疑義品の確
認と相手方への警告など具体的な対抗措置について助言を行った。また、種苗の輸
出・輸入、農業者の自家増殖に関する質問等の一般相談が 86 件（昨年度 107 件）
あり、電話相談は当日中、メールでの相談は 3 日以内に助言を行った。 
 
④ 育成者権者等からの依頼に基づき、11 件の侵害状況記録書の作成、37 件（新
規 21 件、更新 16 件）の寄託、11 件の品種類似性試験を実施した。 
 また、農林水産省の委託事業により登録品種等の凍結乾燥標本・DNA（280 品
種・6 品種）の保存を行った。イチゴのデータベースについて、当初、20 品種を
増やす予定であったが、機構本部知的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 69 品種を増やし、108 品種から 177 品種に大幅に拡大し
た。 
 
⑤ 東アジア植物品種保護フォーラムの活動では、新型コロナウイルスの影響を
考慮してオンライン開催となったニガウリ栽培試験研修において、講師として写
真撮影の際の品種特性の捉え方等の技術指導を行い、参加国の栽培試験技術の向
上に貢献した。 
 また、JICA を通じた活動においては、品種登録審査の国際調和の推進に資する
た め 、 オ ン ラ イ ン 研 修 に 講 師 と し て 協 力 し 、 オ ラ ン ダ の 栽 培 試 験 機 関
(Naktuinbouw)と共同で作成した特性調査マニュアル等の国際連携事例を紹介し
た。 
 

（１）農林水産植物の品種登録に係る栽培試
験等 
・ 種苗法改正を契機に、新たに付加された業

務について、将来的に全ての出願品種の特
性調査を実施することが求められており、
これに向けた体制整備を進める。特性調査
は、結果の客観性がより高まるように留意
し、遅滞なく農林水産省へ報告する。 

・ 育成者権の侵害対策として、DNA 品種識
別が可能な対象植物の拡大を引き続き実施
する。 

 
（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 
・ 指定種苗検査について、これまでの検査結

果を踏まえた重点化を図り、効率的に実施
する。 

・ 依頼検査について、依頼数が増加している
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ストセンチュ
ウ抵抗性品種への転換や新品種の早期普及
に留意し、複数年先までの道県の需要量や
産地ニーズに対応した効率的な生産配布を
行う。 

・ 原原種配布先へのアンケート調査結果やク
レームを分析し必要に応じて、対策や改善
を行う。 

 
（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 

研究開発部門が開発した研究成果を速やか
に導入し、種苗管理業務の効果的・効率的な

（３）農作物（飼料作物
を除く）の種苗の検査、
指定種苗の集取、立ち入
り検査等 
【評価の視点】 
・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。 

 

（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 
ア 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 
①  指定種苗の表示検査（15,000 点程度）、集取（3,000 点程度）

及び表示発芽率に対する発芽検査を実施する。その際、過去の
検査結果を分析して違反が多い種苗業者や過去に違反があっ
た作物種類を優先して検査し、進捗状況の管理を行って的確か
つ効果的に行う。 

 
 
 
 
 

（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 
 
ア 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 
① 農林水産大臣指令に基づき、流通段階の種苗について、種苗業者で 15,851 点の
表示検査を実施し、3,048 点を集取した。種苗業者への立入りに当たっては、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、種苗業者の受入れ状況を確認した上で、感染
防止対策を講じながら行った。 
 集取の際に、前年度に表示違反があった種苗業者に対しては、表示事項改善の状
況を現場でチェックしたほか、発芽率違反があった種苗業者に対しては、品質改善
に向けた対応について聞き取りを行いながら、品質管理のポイントについて助言
した。 
 また、農林水産大臣指令に基づき、種苗法に基づく指定種苗の表示がなされてい
ない野菜苗に関する疑義情報があった種苗業者に対して、追加検査を実施した。そ
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② 「指定種苗の生産等に関する基準」に係る純度検査（170 点程

度）、病害検査（220 点程度）及びそのほかの基準が定められ
ている室内検査（発芽・純潔・含水量）を実施する。その際、
作物ごとに販売量の多い品種や過去の検査結果で違反があっ
た品種を中心に検査対象品種を選定して実施する。 

の結果、表示違反は認められなかったが、顧客に分かりやすい表示を行うよう助言
し、農林水産省に結果を報告した。 
 発芽検査については、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、依頼検査の継続に注力するため約１ヶ月半の間休止したが、解除後は労力
を発芽検査に集中させることにより、年度目標を達成した。 
 検査の結果、表示違反が 15,851 点中 6 点（0.04 %）、表示発芽率を満たさない
ものが 2,931 点中 74 点（2.52％）であった。該当する種苗業者には、違反の原因
や当該ロットへの対応、今後の対策について照会し、文書で回答を受理した後、農
林水産省に報告した。 
 
② 生産等基準に係る検査について、検査対象作物種類（稲含む）ごとに、販売量
が多い品種や新品種、過去に違反があった品種を中心に下表のとおり実施した。 
 なお、品種純度検査については、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を優先させるた
め、栽培中の種類を含む 55 点の検査を中止したものの、宣言解除後、作型や栽培
地の変更を行い、検査を実施したことにより、年度目標 170 点の約８割（138 点）
まで挽回した。 

基準を満たさなかった種子については、表示検査と同様に、該当する種苗業者に
照会し、回答を受理した後、農林水産省に報告した。 

品種純度検査 138点 2点（1.45％) 

病害検査 220点 7点（3.18％) 

発芽検査 2,843点 47点（1.65％) 

純潔検査 2,843点 0点（0％) 

含水量検査 

（気密包装種子） 
１点 １点（100％) 

 

推進を図るとともに、本部の司令塔機能の下
で選定された、早期普及が必要な品種のう
ち、輪作ほ場等を活用するなどして増殖が可
能なものについて、本部からの要請に応じ増
殖を支援する。 
 

 イ 国際的な種子流通の活性化に対応した依頼検査の実施 
①  的確かつ迅速な検査を基本に、検査試料の提出が遅れたもの等

特別の事情があるものを除き、検査依頼を受け付けた日から 50
日以内に検査結果の報告を行う。また、依頼者の関心事項及び
満足度を調査し、業務の改善を図るとともに、クレームがあっ
た場合には、適切に対処する。 

 
 

イ 国際的な種子流通の活性化に対応した依頼検査の実施 
① 依頼検査については、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、出勤制限を受けて、 
・発芽、純潔度合等の検査については、国際種子検査に係る事務や種子検査の有資
格者の出勤を優先し、受付を停止することなく検査を継続し依頼者の要望に応え
た。 
・病害検査については、宣言発出時に既に相当数の依頼があり、新規受付を継続す
ると業者への報告の遅延が想定されたため 4 月 14 日から受付を休止したが、宣言
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② 依頼者から要望があった種子伝染性病害に対し、調査研究結果

等を踏まえ、依頼検査の対象病害を 1 種類以上拡大する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 国際種子検査協会（ISTA）等が開催する会議について、農林水

産省からの職員の派遣の要請に基づき、職員を派遣する等積極
的に参画する。また、国際健全種子推進機構（ISHI）が行う比較
試験等の検査法の国際標準化に向けた活動に参画し、必要に応
じ職員を派遣する。 

 
 
 
 
 
④ 種苗業者からの要請に応じて、種子検査技術の講習会を開催す

るとともに、民間の検査機関等が参加する種子検査ネットワー
クを活用するなどして、産業界との連携を強化し、種子病害検査
法の標準化、検査手法の技術移転に取り組み、検査態勢の充実を
図り、種子の輸出促進に資する。 

解除後の 5 月 19 日から受付を再開し、依頼者の要望に応えた。 
以上の対応により、全検査点数 1,863 点について、検査依頼を受け付けた日から

50 日以内（平均 21.1 日）に検査結果の報告を行った。 
検査依頼者の関心事項及び満足度に関するアンケート調査の結果、窓口対応に

ついては、79％が「良い」、20％が「普通」との回答だった。 
 
② 種苗業者アンケートの結果より依頼者からの要望が高かった種子伝染性病害
のうち、「ダイコンの黒腐病」及び「トマトかいよう病」について、マニュアル案
の妥当性を確認するために外部の検査機関との室間試験を実施し、依頼検査の対
象病害に追加した。 
 さらに、依頼検査項目の追加に当たって、昨年度の調査に加え、病害毎の検査目
的（検疫・品質管理等）や世界の野菜種子市場の流通規模、検査を必要とするロッ
ト数、国内外の検査法の有無の情報を追加収集し、優先順位を付けた第 5 期以降
の病害検査手法の導入計画を検討した。情報の追加収集に併せて、依頼検査に追加
する病害検査技術の妥当性確認に必要な汚染種子の提供を種苗業者に依頼した。 
 
③ 新型コロナウイルスの影響でオンライン開催となった国際種子検査協会
（ISTA）の会議に、農林水産省からの要請に応じて３名の職員が参加した。 
 また、日本種苗協会からの要請に応じて、国際健全種子推進機構野菜部会（ISHI-
Veg）国内会議に６名の職員が参加した。 
 検査技術の国際標準化のための活動として、ISHI-Veg が開発・公表しているト
マトかいよう病検査プロトコルに従ったフランスの公的種苗検査機関（GEVES）
の検査技術の室間試験に参加した。その試験の結果、当該プロトコルを用いた種苗
管理センターを含む 15 社全てで検査技術の妥当性が確認されたので、トマトかい
よう病を依頼検査項目に追加した。 
 
④ 種苗業者等からの要請に応じて、発芽検査に係る講習会を 12 月に１回（１業
者、２名）、病害検査に係る講習会を３月に１回（１機関、３名）開催した。参加
者からは「正確な芽生評価を知ることができた」「異常芽生の見分け方が分かり業
務に役立てられる」とのコメントがあった。 
 昨年度に「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行った民間検査機関からの質問に的確に対応した。この検査
機関は今年度 10 月に「アブラナ属野菜の黒腐病」を検査メニューに追加。この技
術移転により検査態勢の充実が図られた。 
 
 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。 
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 ウ 国からの指示により実施する検査の実施 
① 農林水産省からの要請に応じて、遺伝子組換え生物等の検査法

を確立するための妥当性確認試験等を行う。 
 
 
 
② 種苗業者が EC ナショナルカタログへ品種登録した輸出野菜種

子について、生産に関する記録の検査を実施するとともに、10 種
類 53 品種の事後検定を行い、結果を農林水産省に報告する。 

ウ 国からの指示により実施する検査の実施 
① カルタヘナ法第 32 条第２項の農林水産大臣の指示はなかった。 
 農林水産省からの要請に応じて遺伝子組換え生物等の検査法を確立するための
妥当性確認試験（さとうきび地上部、さとうきび種子及びべにばな種子、合計 72
サンプル）を行った。 
 
② 日本の種苗業者が EC ナショナルカタログへ品種登録した輸出野菜種子のうち
12 種類 127 品種について、種子生産に関する記録の検査を実施し、記録に瑕疵の
ある種子ロットは認められなかった。 
 昨年度収集したサンプル種子に係る事後検定について、新型コロナウイルス感
染拡大防止に係る出勤制限が発出された時点で栽培中であった種類はやむなく中
止したものの、残る４種類 8 品種については事後検定を実施して、品種の維持に
問題のある種子がなかった旨、農林水産省へ報告した。３種類 19 点は継続中であ
る。 
 

（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 
【評価の視点】 
・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。 

 

（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 
ア 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 100%を確保できる生産配布計画の作成）する。「ばれい
しょ原原種及びさとうきび原原種配布要綱」（昭和 62 年４月１日
付け 62 農蚕第 1969 号農蚕園芸局長通知）第７配布の申請に基づ
く道県からの申請数量に対して支障を来すことのないように生
産・配布する。生産に当たっては、主要な品種について同一品種
を複数農場で栽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。 
  農業情報研究センターが実施する病害の自動検出システム開
発に必要な画像撮影及び撮影した株の病徴の判定に引き続き協力
する。 

（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 
 
ア ○道県の需要量に対応した原原種の生産配布計画の作成 

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するために、原原種生
産に必要な種苗を見込み生産することで、需要量のほぼ 100％を確保できる生産
配布計画を以下のとおり作成した。 
・ばれいしょについては、前年度に見込んだ需要量に対して生産量を担保できる
場用種子量を確保した。その後、令和 2 年 1 月の道県からの要望において、ジャ
ガイモシロシストセンチュウ抵抗性品種への急激な転換や、前年の 8 倍に要望が
増加したポテトチップ用品種など需要量が急増した品種があったことから、道県
要望を満たす保有種子量となったのは 71 品種中 68 品種であった。生産計画はこ
の需要と保有種子量を基に気象災害等による減収を考慮のうえ立案した。 

なお、平成 31 年４月の原原種配布要綱の改正により、道県の３年先までの種ば
れいしょ生産計画が農林水産省に提出されることとなり長期需要の把握が可能と
なった。この長期需要を原原種の上流の基本種や MnT の令和 2 年度の生産計画
から反映させており、今後はより需要量に沿った生産計画が作成可能となる見込
みである。 

  

需要量 

（袋） 

生産計画 

  (袋） 
充足率 

 

令和２年秋植用 2,132 2,371 111%  
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令和３年春植用 60,052 60,523 101%  

 
・さとうきび原原種生産では、昨年度、令和 3 年春植･夏植用の生産計画策定時に
農場一律の危険率設定から過去 7 年間の品種ごとの生産実績に基づいた生産量算
出手法への変更を実施、当該計画に基づく令和 3 年春植用は需要を満たした（配
布数量決定通知１月、配布終了 6 月)。このことから、令和 2 年度も同手法に基づ
き生産計画を作成した。 

  

需要量 

（千本） 

生産計画  

 (千本） 
充足率 

 

令和３年春植用 1,005 1,005 100%  

令和３年夏植用 1,103 1,103 100%  

 
○道県からの申請数量に対応した原原種の生産配布 
 令和２年秋植用ばれいしょ原原種では、生育初期から後期にかけて比較的温暖
傾向であったため、生育は霜害や風害の影響を受けることなく順調に推移、また、
品質面においても、栽培期間中は特に病虫害や暴風雨の発生もなく、平年並みの収
穫量となったことで充足率 100％を確保した。 
 令和３年春植用ばれいしょ原原種生産においては、令和 2 年 2 月 28 日から北海
道による「新型コロナウイルス緊急事態宣言」が出される中において、北海道庁か
らばれいしょ原原種の安定生産・供給の確保を依頼されたことから、札幌市在住者
の出勤停止や農場内でスプリット体制実施等の万全の感染防止対策を行ったうえ
で、大規模品種から植付を行うなど影響を最小限に食い止める工夫をした上で事
業を継続した。生産配布実績については、大規模品種の複数農場生産によるリスク
分散や小規模品種の危険率を見込んだ生産を行っていたが、栽培期間中、北海道に
おいては干ばつ、本州においては長梅雨等の天候不順に見舞われ減収が想定され
たことから、収量調査に基づき品種ごとに生育期間を延長し、収量確保に努めたこ
とで充足率 100％を確保した。 

  

申請数量 

 （袋） 

配布数量 

  (袋） 
充足率 

生産数量 

 (袋） 
 

令和２年秋植用 2,046  2,046  100% 4,007  
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令和３年春植用 57,471 57,471 100% 60,356  

 
・さとうきび原原種の生産において、台風襲来前には剪葉作業（さとうきびの頂部
の葉をカットすることで風による揺さぶりを低減する）に作業性の向上した剪葉
機を導入し被害の軽減を図った。栽培期間中被害をもたらした台風は、鹿児島農場
で 3 個（5,10（最大瞬間風速 37m/s）､14 号）、沖縄農場で３個（5,8,9 号）であ
り、一部倒伏被害が発生した。台風通過直後には人海戦術により倒伏した茎を起す
ことで地面から茎に侵入するメイチュウ等の被害の軽減を図った。 
 配布については、沖縄県については要望品種･数量どおりの配布となったが、鹿
児島農場令和 3 年春植用の一部品種（Ni23,KN00-114)において台風被害が大きく、
鹿児島県からの希望数量を充足することができなくなったため、不足分について
鹿児島県の理解を得た上で、代替品種を配布し需要に応えた。 

  

申請数量 

（千本） 

配布数量 

 (千本） 
充足率 

生産数量 

 (千本） 
 

令和２年夏植用 1,114  1,114  100% 1,131  

令和３年春植用 999 999 100% 1,018  

 
また、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 年早く令和元年度から配布を開始、令和 2 年度においては、95 千本を配布し
た。 

 
○気象変動や病虫害の発生等のリスク分散の実施 
 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のため、ばれいしょで
は「男爵薯」、「メークイン」、「コナヒメ」等、さとうきびでは「NiF8」、「Ni22」、
「Ni27」等の主要な品種について、同一品種を複数農場に分散して原原種を生産
した。 
 令和 2 年度においては、上北農場において天候不順により「男爵薯」「メークイ
ン」「トヨシロ」が減収となったが、十勝農場の増収分を充当し申請数量を確保、
リスク分散対策が有効に機能した。 
○品質・生産力の向上、省力化及びコストの低減のための対応 
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・GNSS の導入：効率的な原原種の生産を行うためには、トラクター等の作業機の
高精度の操作が必須であるが、生産農場では今後多くの熟練者の退職が見込まれ
ていることから、若年者でも確実な操作精度が期待できる GNSS トラクターを十
勝農場に試験導入した。導入効果の検証において、①整地作業において未熟者では
作業幅の重ね合わせにロスがあり 11 往復要するところ自動運転では 10 往復で完
了、②作畦作業や植付作業においては直進走行技量が要求されるが、自動運転は未
熟者の操縦においても優れた直進走行性を示し熟練者と同等の精度で作業を実施
できる事、③熟練作業者においても畦畔から畦への侵入時の位置合わせがスムー
ズになるなど効果があり、ロータリーによる整地作業において 30ha のほ場での作
業時間が 78.4 時間から 48.8 時間と 38％短縮、等が確認された。 
・インファロー機の導入：昨年度、後志分場に試験導入し、製品歩留まりの向上が
確認されたインファロー（殺菌剤の植付け時畦内施用）機を４農場（中央、胆振、
十勝、上北）に導入した。効果について、試験区を設け検証を行ったところ、病害
発生割合は 12.2％（無処理区平均）から 3.5％（処理区平均）まで減少し、品質向
上効果が確認された。  
・さとうきび剪葉機の導入：従来の剪葉機は安全確保の面から使用を中止したた
め、新たに安全性・作業性の向上した剪葉機を導入した。作業効率は 9.6 分/10a か
ら 7.2 分/10a に向上、ほ場全体の剪葉作業が 16 時間から 10 時間に短縮され、台
風接近時の進路予想に迅速な対応が可能となった。 
 

なお、ばれいしょ原原種の品種管理を的確に行うことを目的とし、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、迅速な原因究明と改善策が講じられ
るよう、栽培ほ場 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。 
 農業情報研究センターが実施する抜取り作業の省力化に向けた「バレイショ原
原種・原種・採種ほ場における病害の自動判定」の課題に対して、ばれいしょ生産
農場のほ場において必要な画像(静止画及び動画）を撮影しこれらを提供、また抜
取りの判断基準についての知見を提供。農業情報研究センターでは、これらの画像
や知見を用いて病害判別技術の開発を進め、特許出願手続き中の成果などを上げ
ており研究の着実な前進に貢献した。 
 

 イ 農研機構研究部門の成果を踏襲したジャガイモ黒あし病感染
防止対策により病害虫防除等を講じる。無病性については、生育
期間中のほ場での肉眼による病害検定を実施し、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を 0.1%
未満とする。また、品質においては、これまでの対策を確実に実
施し、ばれいしょの萌芽率 90%以上、さとうきびの発芽率 80%以
上を確保する。 

イ ○無病性の維持確保のための対応 
＜ばれいしょ＞ 
・生育期間中、目視による病徴等株の抜取りを原原種ほで５～14 回（網掛け栽培
除き）実施し、ウイルス罹病株等をほ場から除去するとともに、薬剤散布を週 1～
2 回、合計７～17 回（網掛け栽培除き）行う等、徹底した植物体の無病化に取り
組んだ。 
・病害虫の農場内への侵入を防止するため、①ジャガイモシストセンチュウ等の
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侵入防止対策の徹底、②アブラムシの飛び込み数の定期的な観測に基づく防除、③
採種環境を良好に保つため農場近隣市町村、JA 等関係機関と連携した周辺環境浄
化対策等に引き続き取り組んだ。 
・「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（平成 30 年度）」の成果を活用し、ジャガ
イモ黒あし病を発生させないため、元年度に引き続き、①ほ場周辺の除草・掃除刈
りによる環境浄化、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、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、
排水路の設置等の対策を行ってばれいしょ生育環境の健全化を推進した。なお、今
年度、ばれいしょ原原種生産ほ場において病原性の強い Dickeya dianthicola の発
生はなく、また、Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense（Pcb）の発生品
種が昨年に比べ少なかった（前年度４品種 19 株→今年度１品種 20 株）。なお、
発生品種については平成 27 年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業「健
全種ばれいしょ生産のためのジャガイモ黒あし病の発生要因の解明と高度診断法
の開発」の研究成果に基づき、ほ場における病株の除去、収穫後の乾燥（40 日以
上）を徹底するとともに、出荷前の検査を実施し、合格した原原種についてこれら
情報を配布先に提供し配布した。 
・今年度の収穫直前の検査におけるばれいしょ原原種の病害罹病率は、令和２年
秋植用 18 品種及び令和３年春植用 71 品種全てにおいて 0.1％未満であった。 
＜さとうきび＞ 
・生育期間中、目視による病徴等株の抜取りを原原種ほで 13～14 回実施し、ウイ
ルス罹病株等をほ場から除去するとともに、薬剤散布を合計 11～15 回行う等、徹
底した植物体の無病化に取り組んだ。これにより全ての品種において罹病率は
0.1%未満であった。 
○萌芽率等の品質の維持確保のための対応 
＜ばれいしょ＞ 
・原原種生産では、5 年輪作（雲仙農場では 3 年 5 輪作）を行うとともに、浴光育
芽、ウイルス病の発生状況の確認及び茎葉処理による生育期間の確保、土壌条件や
品種特性に適した収穫機械等のセッティングと速度調整による選別時の塊茎の受
傷の軽減、一部のほ場、品種での萌芽不良や塊茎腐敗の改善を目的としたカルシウ
ム資材の施用等により、ばれいしょ原原種の萌芽率は目標の 90％を上回る 99.8％
（令和２年秋植用）、98.7%（令和３年春植用）を確保した。 
＜さとうきび＞ 
・原原種生産では、2 年 2 輪作を行うとともに、品質を大きく損なう台風による被
害（倒伏により芽のメイチュウによる食害、塩害等）への事前対策としての「剪葉
作業（倒伏を軽減するため頂葉部分をカット）」、事後対策としての「きび起こし
（人力により倒伏したさとうきびを起こす）」と直後の殺虫剤散布により、さとう
きび原原種の発芽率は目標の 80％を上回る 94.9％（令和２年春植用）、94.8%（令
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和２年夏植用）を確保した。 
 

 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行
い、品種の純粋性の維持を図る。 

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、原
原種 73 品種において変異は確認されなかった。 
 

 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
時における新品種等の原原種の供給期間を大幅に短縮した増殖体
制の構築を図るため、エアロポニックス栽培等の改良によるミニ
チューバーの効率的な生産に取り組む。また、発生地域が拡大し
ているジャガイモシロシストセンチュウについては、農林水産省、
北海道及び関係試験研究機関の意向も踏まえ、抵抗性品種の増殖
体制を維持する。 

エ 平成 27 年に国内初発生が確認されたジャガイモシロシストセンチュウは令和
元年にも新たな発生地域が確認されるなど、ますます抵抗性品種の早期普及が求
められる状況となっている。種苗管理センターにおいては北農研が抵抗性を確認
した品種「フリア」について、エアロポニック栽培による効率的なミニチューバー
生産による緊急増殖を実施し、通常より 1 年早い導入３年目の平成 30 年に配布を
開始しており、令和 2 年度には原原種として 617 袋の配布を実施した。 
 ミニチューバーの効率的な生産のためのエアロポニック栽培の改良について
は、昨年度一部品種において効果が示唆された晩生品種の短日処理及び夜温低下
処理について、今年度は晩生品種の生育ステージに合わせた短日処理及び終日冷
房処理を実施した。 
その結果、一部品種において茎葉過繁茂の抑制と収穫初期からの塊茎着生数の増
加がみられた。定植から生産計画達成までに要した日数を昨年度と比較すると「ア
スタルテ」では 1 か月以上短縮していることから日長処理効果が明らかな品種に
おける栽培期間短縮の可能性が示された。 
 

 オ 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、その結果に基づき次年度以降の原原種生産配
布に関する改善計画を作成することにより業務の質の向上を図る
とともに、クレームがあった場合には、適切に処理する。 

オ  ばれいしょ及びさとうきび原原種の配布先に対するアンケート結果におけ
る顧客満足度（５点満点）は以下のとおりで、ばれいしょ春植用について 0.2 ポイ
ント、さとうきび春植え用について 0.1 ポイント、夏植え用について 0.2 ポイント
の満足度改善が見られた。 
  （ばれいしょ原原種） 
令和２年春植用：3.8 点【前年 3.6 点】 
令和２年秋植用：4.0 点【前年 4.0 点】 
 （さとうきび原原種） 
令和２年春植用：4.0 点【前年 3.9 点】 
令和２年夏植用：3.9 点【前年 3.7 点】 
 
○ばれいしょ原原種に対するクレームへの対応 

アンケートに、近年配布時期が遅く種苗凍結のリスクがあるという意見があり、
配布が遅れている要因として、北海道・配布団体・センター間で申請数量の変更や
製袋数量等の情報の共有が不十分であり、調整に時間がかかっていることが考え
られた。そのため、北海道連絡会において３者間の情報共有を密にすることを確認
し、頻度の高い選別状況の報告等、3 者間の積極的な情報共有を実施したところ、
配布決定通知を昨年より 10 日早い 10 月 6 日に発出した。 
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 カ ばれいしょ及びさとうきびに係る試験研究を行う試験研究機関

等に対し、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。 

カ ○試験研究機関等からの申請に対し、調査用種苗の提供を以下のとおり行っ
た。申請数量に対する充足率は 100％であった。 

    品種数 配布数量 

ばれいしょ（Kg） 令和２年秋植用 10  550  

令和３年春植用 101 12,254 

さとうきび（本） 令和２年夏植用 0  0  

令和３年春植用 7 2,150 

 
○試験研究機関から有望育成系統を受け入れ、母本の無病化、増殖特性の確認を以
下のとおり行った。 

  無病化数 特性確認数 育成中止数 

ばれいしょ 16 16 14 

さとうきび 3 3 3 
 

 キ 輪作ほ場、不測時の増殖ほ場等を活用して、災害時の代作用種
子の生産、予備貯蔵を実施し、必要に応じて都道府県に配布する。 

 

キ 輪作ほ場を活用して災害対策用雑穀種子「キタワセソバ」を 2,160kg 生産し
た。そば種子は 3 年間貯蔵しており、平成 29～30 年産と合わせて 10,573kg の予
備貯蔵を実施した。また、北海道知事から採種そば播種期の高温･干ばつにより種
子が不足したことから配布申請があり 6,255kg の配布を行った。 
 

（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 
【評価の視点】 
・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。 

 

（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 
ア 研究成果の生産現場への橋渡し 
① 研究開発部門が開発した導入可能な DNA 品種識別技術の妥当

性を確認し、その技術の対象となっている植物の種類を品種類
似性試験の対象に加える。また、病害検査等に係る新技術を速や
かに導入するとともに、引き続きジャガイモ黒あし病感染源の
探索等に取り組むことで、種苗管理業務の効果的・効率的な推進
を図る。 

 
 
 

（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 
ア 研究成果の生産現場への橋渡し 
①平成 30 年度に作成した葉を用いたブドウの DNA 品種識別技術を基に、果樹茶
業研究部門が改良したブドウ果実の品種識別技術マニュアル（案）について、妥当
性試験の確認を行い、品種類似性試験の対象に追加した。 
 また、果樹茶業研究部門が作成した茶の DNA 品種識別技術マニュアルについ
て妥当性確認を行い、同マニュアルを完成させ、現在提供している茶の品種類似性
試験の技術更新を行った。これにより、従来技術では 14 品種の識別しかできなか
ったが、44 品種・系統の識別が可能となった。 
 北海道農業研究センターが主体で実施している「イノベーション創出強化研究
推進事業」開発研究ステージ「健全種ばれいしょ生産を達成するジャガイモ黒あし
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②  農業・食品分野における Society 5.0 の早期実現と研究成果のス

ピーディな実用化に取り組む研究開発部門で開発した品種の早
期普及のため、インパクトある社会実装が見込まれる新品種の
種苗の増殖を支援する。また、研究開発部門からの要請に応じ
て、輪作ほ場を活用し、早期普及が必要な畑作物の試験研究用種
苗等を増殖する。 

病発病リスク回避技術の確立（令和元～３年度）」に令和元年度に引き続き参画、
「保菌種ばれいしょの発病リスクの解明」では各種研究材料の提供を行うととも
に、「ほ場及びその周辺環境における黒あし病菌感染リスクの解明」では昨年度よ
り寄主植物種の範囲を拡大して黒あし病感染源の探索に取り組んだ。 
②果樹茶業研究部門が育成した、糖度が極めて高く食味の良い晩生のミカン「あす
き」の現場への早期普及のため、ウイルスフリーを維持しながら母樹の栽培管理を
行い、健全な穂木の採取を行った。   
採取した穂木の数量「あすき」： 1,375g 
 

 イ 情報提供 
① ホームページ等を通じて、品種登録出願者に対する出願等に係

る情報提供（講演を含む）を行う。種苗業者に対する技術講習会
の開催による技術指導を行う。ばれいしょ、さとうきびの種苗生
産者等に対する技術講習会の開催による技術指導、情報提供等
を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
② ジャガイモシストセンチュウ（シロシストセンチュウ含む）抵抗

性品種の普及拡大及びばれいしょ原原種生産の効率化に資する
資料として、ばれいしょ原原種の平成 30 年産（平成 30 年秋植
用と平成 31 年春植用）及び令和元年産（令和元年秋植用と令和
２年春植用）の年次別品種別の申請袋数を７月末までにホーム
ページで公開する。 

③ 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。 

イ 情報提供 
① 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、出願数が最も多いキク種（全出願の 12％）や稲種等で作成又は改正し
た特性調査マニュアルについて、農研機構のホームページで公開した。 
 育成者権者等に対してホームページを通じて、いぐさ「ひのみどり」などの育成
者権侵害対応事例の提供を行った。また、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。 
 種苗業者等からの要請に応じて、発芽検査に係る講習会を 12 月に１回（１業者、
２名）、病害検査に係る講習会を３月に１回（１機関、３名）開催した。 
 ばれいしょ及びさとうきび原原種の配布先である JA や生産者に対し、品質向上
に向けたほ場での病株抜取り技術を指導するとともに、生産配布した原原種に関
する情報を各生産者団体等に提供した。 
② ばれいしょ原原種の平成 30 年産（平成 30 年秋植用と平成 31 年春植用）及び
令和元年産（令和元年秋植用と令和２年春植用）の年次別品種別の配布袋数を７月
末にホームページで公開した。 
 
 
 
③ 栽培試験業務を通じて得られた特性調査形質の追加や標準品種の更新等に係
る情報を農林水産省の要請に応じて提供した。 
 また、品種保護対策業務を通じて得られた国内登録品種が海外で販売されてい
る情報、育成者権者に対して実施した権利侵害への対応状況や品種保護 G メンの
業務への要望に関するアンケート結果、相談窓口に寄せられた育成者権侵害相談
の概要について、農林水産省に情報提供した。 
 

 ウ 知的財産マネジメントへの貢献 
昨年度開催された DNA 品種識別技術の開発に係る農研機構内

ウ 知的財産マネジメントへの貢献 
ブドウ果実の品種識別技術マニュアル（案）について、妥当性試験の確認を行
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での会議で決定した実施計画に沿って、研究開発部門が開発した
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
試験の対象に加える。 

また、種苗法に関心の高い農研機構本部知的財産部職員に対し
て、Ｇメンセミナーへの参加を呼びかけ、育成者権の侵害などに
関して種苗管理センターと共通認識を図る。 

 

い、品種類似性試験の対象に追加した。 
 また、農研機構本部知的財産部職員に G メンセミナーへの参加を呼びかけたと
ころ 13 名の参加があり、育成者権侵害に関して種苗管理センターと共通認識を図
るとともに、農研機構本部の知財マネジメント強化に貢献した。 

 エ 種苗管理担当者の業務運営能力の向上 
種苗管理センターが策定する研修計画等に基づき、種苗管理業

務の先進的な技術・知識等の導入に努めるとともに、若手職員の
計画的な育成など種苗管理担当者の業務運営能力の向上を図る。 

エ 種苗管理担当者の業務運営能力の向上 
 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
施した。 
・栽培試験業務 
 担当者の習熟度に応じた４種類の研修を合計 20 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（5
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ことにより、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 6 回延べ 256 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 4 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（4 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 
 依頼検査の７項目 18 種類に係る研修及び技能評価試験を、各項目の新任担当者
23 名に対して行い人材を育成するとともに、発芽、試料抽出、病害等の各検査担
当者 11 名に対して熟練度テストを行い、検査能力が維持されていることを確認し
た。 
 また、指定種苗検査職員に対しては、法令・規程の解釈等に関する熟練度テスト
を行うとともに、資格試験により新たに 2 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 
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 若手職員に対する技術研修を 20 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 

評定 Ａ 

 

＜評定に至った理由＞ 

業務推進の基本方針については、適正な品種登録の実施及び優良種苗の流通のために行われる種苗管理業務において、業務の質の向上、業務運営の効率化及び予算の戦略的・効率的な執行に留意しつつ、

着実に実施するとともに、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、感染防止対策を行いながら業務を継続し、年度目標を達成するとともに、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、法改正趣旨を踏まえた第５期における栽培試験等実施体制の整備計画及びロードマップを作成するなど、当初計画にはない取組に組織として機動的に対応したことは、極めて大きな成果

である。 

品種登録に係る栽培試験等については、546点（年度目標：525点）について実施し、栽培試験終了後の報告までの日数についても約 77日日（年度目標：80日）と、いずれも年度目標を達成している。 

また、新たに出願された植物種類の種類別審査基準案の作成や栽培・特性調査マニュアルの作成・改正、UPOVが開催した国際会議（オンライン会議）に出席し、テストガイドライン作成への寄与、オラン

ダの栽培試験実施機関との連携協定に基づく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るなど、着実に業務を実施している。特に、出願者が出願書作成のために実施する出願品種の特性調

査に活用できるよう、「特性調査マニュアル」をホームページで公開し多くの閲覧回数となっていることは、適正な品種登録出願に資するものであり、当初計画を上回る成果と認められる。 

指定種苗の表示検査については 15,851 点（年度目標：15,000 点程度）、集取・室内検査（発芽率、含水量等）については 3,048 点（年度目標：3,000 点程度）を行い、いずれも目標を達成している。

種苗業者等からの依頼検査についても、全検査点数 1,863 点全てを検査依頼日から約 21.1日（年度目標：50日）で検査結果を報告した。また、今年度は依頼者からの要望により、検査対象病害を当初計画

を上回る２種類追加している。 

国際関係については、国際種子検査協会（ISTA）が開催したオンライン会議に参加した。 

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、道県の需要量に対応した原原種の生産配布計画の作成や道県からの申請数量に対応した原原種の生産・配布については、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への急激な転換や前年の８倍に要望が増加したポテトチップ用品種など需要量が急増した品種など、道県の需要の変化を勘案して計画を作成し、適切なリス

ク分散を図った生産を着実に実施したことで、ばれいしょ及びさとうきび原原種の道県からの申請数量に対してほぼ 100%配布することができている。 

特に、さとうきびの新品種「はるのおうぎ」について、既存品種 NiF8に比べて生産性が高く、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

いたことから、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、通常の増殖による配布見通しに比べ２年早く令和元年度から配布したことで、産地への早期普及に貢献したことについては、当初

計画を上回る成果と認められる。 

また無病性や萌芽率等の品質の維持確保のための対応については、生育期間中の徹底した植物体の無病化管理、品質管理の取組を着実に実施した結果、罹病株 0.1%未満、ばれいしょの萌芽率及びさとうき

びの発芽率 90%以上を確保し、年度目標を達成している。 

ばれいしょ及びさとうきび原原種の配布先に対する顧客満足度については、５点満点のうち、前年比でばれいしょ春植用では 0.2ポイント、さとうきびでは春植用で 0.1、夏植用で 0.2ポイントの満足度

の改善が見られた。また実需者からのクレームについては、生産者団体などと連携しながら原因を究明し、再発防止策を検討･実施するなど、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、果樹茶業研究部門が改良したブドウ果実の品種識別技術マニュアル（案）について妥当性の確認を行った上で品種類似性試験の対象に追加している。また、種

苗業者から要請に基づき、講習会を開催し、種苗検査技術の技術移転を促進している。また、果樹研究部門で育成した、晩生のミカン「あすき」の早期普及のための健全な穂木の採取を行っている。 

また、ばれいしょ病害虫対策としては、北海道農業研究センターが主体で実施している「イノベーション創出強化研究推進事業」開発研究ステージ「健全種ばれいしょ生産を達成するジャガイモ黒あし病

発病リスク回避技術の確立（令和元年～３年度）」に令和元年度に引き続き参画、「保菌種ばれいしょの発病リスクの解明」では各種研究材料の提供を行うとともに、「ほ場及びその周辺環境における黒あ

し病菌感染リスクの解明」として、黒あし病感染源の探索に取り組むなど、新たに黒あし病対策を実施している。 

以上のとおり、年度目標を達成し、適正な品種登録の実施及び優良種苗の流通に資することに加え、種苗法改正への対応など当初計画にはない取組や、新品種の緊急増殖による早期普及への貢献は当初計

画を上回る成果と認められることから、Ａ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実施の維持を求める。特

にばれいしょ原原種の生産・配布については、品質・生産力向上、省力化及びコスト低減のための対応については、一定の効果が確認されたことから、今後の更なる技術の普及、定着を期待する。 

 

149



様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 
１．研究開発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 

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  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

技術講習会などへの講師派遣回数 
（回） 
 

 

59 57 52 88 69  予算額（千円） 1,885,680 2,110,811 2,292,165 2,316,551 2,348,646 

農業機械化促進に関する技術相談な
どの件数 

127 181 186 91 21  
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 

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）   △5,100    30,040     △591     7,071 265,426 

見学件数 78 80 120 129 33  行政サービス実施コスト（千円） 1,729,822 1,570,185 1,686,432 － － 

 
行政コスト（千円） － － － 2,403,856 1,893,235 

従業人員数（人） 74.8 73.9 74.0 
 

74.0 75.0 

 

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（平成 30 年 4 月 1 日改正） 中長期計画（平成 30 年 4 月 1 日変更） 

（１）業務推進の基本方針 
「食料・農業・農村基本計画」、「農林水産研究基本計画」等に即して生産現場が直面する問題

の速やかな解決、生産流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、ロボット技術、ICT 等の先端技術の活用を一層図りつつ、農業機械に関する試験研究及
び実用化、安全性検査等の業務を総合的かつ効率的に実施する。 

併せて、農作業の安全に資する情報収集・分析、それを踏まえた農業機械の開発及び評価試験の
高度化並びに農業用ロボットの性能や安全性確保に関する評価手法の確立を図る。 

また、農業競争力強化支援法(平成 29 年法律第 35 号)に基づき、農業機械等の開発について、良
質かつ低廉な農業資材の供給の実現に向けた開発の目標を設定するとともに、大学及び民間事業者
等と連携を図る。 
  
 
 
 

（１）業務推進の基本方針 
「食料・農業・農村基本計画」、「農林水産研究基本計画」等に即して生産現場が直面する問題の速やかな解決、生産流

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、効率的かつ効果的な試験研究及び実用化の業務を実施する。 

農業機械の安全性検査等の業務については、安全性評価及び環境性能評価の充実を図りつつ、効率的かつ効果的に実施す
る。 

併せて、農作業事故情報等を行政部局、メーカー、関係団体や都道府県など関係機関と緊密に連携して収集・分析を図り、
その結果を農業機械の開発研究及び評価試験の高度化に活用する。また、今後、社会実装が見込まれる農業用ロボットに求
められる性能や安全性確保要件については、評価手法の確立を目指す。 

また、農業競争力強化支援法（平成 29 年法律第 35 号）に基づき、農業機械等の開発について、良質かつ低廉な農業資材
の供給の実現に向けた開発の目標を設定するとともに、大学及び民間事業者等と連携を図る。 

業務推進に当たっては、異分野を含む、農業機械化に取り組む機械メーカー、関係団体、研究機関等との連携を日常的に
強化し、現場からの要望、要請に適切かつ的確に対応する。対応状況は、農業者、農業者団体、大学、行政等から構成され
る外部委員会による検討を踏まえ改善に努める。 
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（２）研究の推進方向 
ア 農業機械等の試験研究の推進 

農業者の減少や高齢化等による労働力不足が深刻な問題となっている中、若者・女性等多様な人
材が活躍できる環境を整え、担い手農業者のニーズに応えるためには、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
安全な機械の開発などを一層進めていく必要がある。こうした課題に対応するため、農業機械等の
試験研究及び実用化とこれに資する基礎・基盤的研究を重点的かつ計画的に実施する。これらのこ
とを実現するため、別添 1 の 1(2)に示した研究を農業研究業務の研究開発と協力分担して進める。 

なお、研究の推進に当たっては、研究のステージに応じて研究評価(生産現場への普及性の観点を
含む)を適切に実施し、研究の実施に反映させるとともに、その評価結果及び研究開発成果について
は、できるだけ定量的手法を用いて国民に分かりやすい形で情報提供を行う。 
イ 行政ニーズへの機動的対応 

期間中に生じる行政ニーズに機動的に対応し、必要な研究開発を的確に実施する。 
ウ 地域での農業機械開発への研究支援 

都道府県（農業試験場、普及組織等を含む。）、商工関係者、担い手、メーカー、関係省庁など、
関係者が参画した機械の開発・改良の取組に対して、農業研究業務を行う地域農業研究センターな
どと協力分担して研究支援する。 
 
（３）効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮事項 

農業機械等の試験研究及び実用化を効率的・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、生産現場のニーズに的確に対応するため、各地域農業研究センタ
ー、行政部局、大学、担い手農業者、民間事業者、研究機関等から現場ニーズに係る情報を定期的
に収集し、機動的に課題化する体制を構築するとともに、農業研究業務における作業技術、情報技
術、農業経営など関連する研究分野との連携を強化する。 

また、スマート農業（ロボット技術や ICT を活用した超省力生産及び高品質生産を実現する新た
な農業）の実現に向けて、ロボット技術、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、通信規格の標準化等の研究に異分野の研究機関等との連携も図りながら積極的に取り組
む。このほか、電動化など将来的に必要なものの未確立の基盤技術については、大学、異分野の研
究機関等と連携協力して研究に取り組む。 

実用化に当たっては、担い手農業者、行政部局等と連携しながら、迅速な普及が可能となるよう、
情報収集及び提供、製造業者ごとに異なる部品の共通化及び汎用化等が促進される体制の構築に取
り組む。 

なお、農業政策上で緊急的に措置が必要な課題については、迅速かつ柔軟に人的・経済的資源を
投入し、優先的に取り組む。 
 
 
（４）農業機械の安全性検査等 

 
（２）研究の重点化及び推進方向 
ア 農業者の減少や高齢化等による労働力不足が深刻な問題となっている中、若者・女性等多様な人材が活躍できる環境を

整え、担い手のニーズに応えるためには、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なでを一層進めていく必要がある。こうした課題に対応
するため、別添 1 の 1(6)に示した研究を農業研究業務と協力分担して重点的に推進する。 

研究の推進に当たり、（１）で示した外部委員会による開発計画、進捗状況及び開発成果の検討及び生産現場の声を踏
まえ、中間評価、終了時評価及び単年度評価を研究の実施に反映するとともに、評価結果及び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つ国民に分かりやすく、また、ウェブサイトへの掲載をはじめとして幅
広く情報提供を行う。 

 
 
イ 期間中に生じる行政ニーズに機動的に対応し、必要な研究開発を的確に実施する。 
 
ウ 地域での農業機械開発への研究支援として、都道府県（農業試験場、普及組織等を含む。）、商工関係者、担い手、メ

ーカー、関係省庁など、関係者が参画した機械の開発・改良の取組に対して、農業研究業務を行う地域農業研究センター
などと協力分担して研究支援する。 

 
 
（３）効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮事項 
（１）に掲げた農業機械等の試験研究及び実用化を効率的かつ効果的に進めるため、以下の事項に配慮する。 
ア 研究課題の選定・実施に当たっては、生産現場のニーズに的確に対応するため、各地域農業研究センターや行政部局、

大学、担い手、異分野を含むメーカー、研究機関、流通業者等から現場ニーズに係る情報を定期的に収集し、機動的に課
題化する体制を構築するとともに、従前の農業機械分野に限らず、開発・改良に当たっては、農業研究業務における作業
技術や情報技術、農業経営はもとより、育種、栽培、病害虫防除など関連する研究分野との連携を強化する。 

イ スマート農業の実現に向けて、平成 25 年に農林水産省が設置した「スマート農業の実現に向けた研究会」（以下「スマ
ート農業研究会」という。）での審議を踏まえ、ロボット技術や ICT 等の技術、知識を活用した先進的・革新的な機械の
開発に当たり、異分野の研究機関との連携を図る。 

ウ 実用化に当たっては、現場の担い手農業者、行政部局等と連携しながら、迅速な普及が可能となるよう、情報収集及び
提供、メーカーごとに異なる部品の共通化及び汎用化等が図られる体制を構築する。 

エ ロボット技術の安全性の確保については、スマート農業研究会で策定予定の農林水産業用ロボットの安全性確保ガイド
ラインを踏まえつつ、技術の開発とその評価方法に関する研究を推進する。 

オ スマート農業の実現に向けて、通信規格の標準化を図るに当たり、欧米の ISOBUS の状況・規格等を把握するとともに、
関係企業・団体等と連携して、我が国で適用する規格の策定と標準化を推進する。 

カ 電動化等将来的に必要な未確立の基盤的な技術については、大学や異分野の研究機関等との連携協力により、研究の課
題化や研究開発の促進を図る。 

 
（４）農業機械の安全性検査等 
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ア 農業機械の開発・改良の促進や農作業の安全性の確保、環境保全に資するため、リスクアセス
メントの考え方、安全性検査等の実施結果等を踏まえて、安全性検査等内容の充実を図る。 

なお、環境保全の観点からは、農業機械の省エネルギー化や排出ガスなどの低減に向けて積極
的な対応を行う。 

イ 申請者の利便性の向上に資するため、より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る。 

ウ このほか、農業機械の安全性検査等の結果については、継続的にデータベースの充実を図ると
ともに、インターネット等を通じて幅広く情報提供を行う。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国際展開が進む中で、我が国の農業機械が有する高い作業性能、安
全性能、環境性能等のグローバルスタンダード化を促進する観点から、農業機械メーカー、その
団体等の協力を得て、OECD トラクターテストコードなど農業機械に係る国際標準の設定等に関
する議論に積極的に関与する。 

 
（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 

農作業の安全確保を進めるためには、農業機械・装置の安全性の一層の向上を図ることが必要で
ある。高齢農業者、新規就農者の安全確保はもとより、農業経営の急速な規模拡大により、農業機
械の大型化、高性能化及び中古農業機械の利用が進む中で、中核的な担い手や雇用労働者の安全確
保にも留意していく必要がある。 

このため、行政部局、関係業界、労働安全分野の専門家等との連携の下、農作業事故の実態をよ
り的確に把握・分析する体制を設け、その分析情報について、農業機械の安全設計や安全利用に資
するよう、農業機械メーカーや生産現場へフィードバックする。また、分析情報を基に、メーカー
による改善に向けたリスクアセスメントの実施を促すとともに、新たな機械開発に向けて、民間企
業へのリスクアセスメントの助言指導などを行うほか、安全性向上に向け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。 

ア 農業機械の安全性の向上に向け、国内外の規制・基準の動向、機械安全に関するリスクアセスメントの考え方、事故調
査・分析の結果、事故防止に関する開発・改良研究の成果等を踏まえ、事故防止・被害低減に向けた安全性評価に資する
よう農業機械の評価試験の充実を図る。また、環境性能の向上に向け、国内外の規制の動向、環境に関連する開発・改良
研究の成果等を踏まえ、OECD トラクターテストコード等の国際基準を考慮した省エネルギー化の推進や排出ガスの規制
強化を含む対応に資するよう農業機械の評価試験の充実を図る。 

イ 検査方法の改善等による効率的な検査等の実施、事務処理の合理化等を進め、成績書等の早期提出に努める。 
 
ウ 安全性検査等の農作業安全に係る情報のデータベースの充実とともに、その情報をウェブサイト等で広く提供する。併

せて、外部から寄せられた安全性検査等に関する質問及びその回答を分かりやすい形で迅速にウェブサイトを通じて情報
提供を行う。 

 
エ 農作業事故が高齢者に多いことを考慮し、ウェブサイト以外での情報提供を行う等、農作業安全が真に必要な利用者へ

の情報提供を行う。 
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）への会議に参画して、情報

収集を行うとともに、農業機械メーカー及びその団体等の協力を得て、国際的な標準化に対する議論に積極的に関与する。 
 
（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 

農業機械・装置の安全性の一層の向上を図り、農作業の安全確保を図るため、以下のとおり、重点的に推進する。 
ア 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、労働安全分野

の専門家等外部専門家も交えた検討会を開催する等、より的確な分析結果を得られる体制を整備する。また、その分析情
報を農業機械のリスクアセスメントの考え方に基づく安全設計や安全利用に資するよう、行政部局、関係団体等と連携し、
ウェブサイトのみならず多様なルートを通じて農業機械メーカーや農業現場へ伝達・普及する。また、分析情報を基に、
メーカーによる改善に向けたリスクアセスメントの実施を促すとともに、新たな機械開発に向けて、民間企業へのリスク
アセスメントの助言指導などを行うほか、安全性向上に向け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。 

イ 農作業事故の分析結果は、農作業の安全の向上と健康被害の防止に資する農業機械・装置、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・評価試験方法の高度化のほか、優れた安
全性能を有する機種をより適正に評価する仕組みづくりに活かしていく。 

評価軸・評価の視点及び評
価指標等（平成 31 年 2 月

14 日一部変更） 

令和２年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価 

年度計画 主な業務実績等 自己評価 

（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

（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
計画」等に即して生産現場が直面する問題の速やかな
解決、生産流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、ロボット

（１）業務推進の基本方針 
農業機械の安全性検査等の業務については、社会実装が一部開始された農業

用ロボットを含めて必要な安全装備の確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 年度から構築したところであり、令和 2 年度は検査方法
の改良・高度化を更に推進するとともに、検査を適正に実施した。また、ロボ

＜評定と根拠＞ 
評定：A 
 
根拠： 
（１）業務推進の基本方針 
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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。 
 

技術や ICT 等の先端技術の活用をより一層図り、農
業・食品分野に係る Society 5.0 早期実現を目指し、以
下の研究推進方向に沿って、効率的かつ効果的な試験
研究及びその実用化の業務を実施する。 

  農業機械の安全性検査等の業務については、安全性
評価の充実を図りつつ、効率的かつ効果的に実施す
る。 

  併せて、農作業事故情報等を行政部局、メーカー、
関係団体や都道府県等、関係機関と緊密に連携して収
集・分析を図り、その結果を農業機械の開発研究及び
評価試験の高度化に活用する。また、今後、社会実装
が見込まれる農業用ロボットの安全性確保要件やド
ローンによる散布性能評価については、評価手法の確
立を目指す。 

  また、農業競争力強化支援法（平成 29 年法律第 35
号）に基づき、農業機械等の開発について、良質かつ
低廉な農業資材の供給の実現に向けた開発の目標を
設定するとともに、大学及び民間事業者等と連携を図
る。 

  業務推進に当たっては、異分野を含む、農業機械化
に取り組む機械メーカー、関係団体、研究機関等との
連携を一層強化し、現場からの要望、要請に適切かつ
的確に対応する。対応状況は、異分野の研究機関、農
業者、大学、行政等外部の有識者による検討を踏まえ
一層の改善を図る。 

 

ット田植機の検査実施方法・基準を制定し、第一号となる検査を実施して合格
型式を公表した。 

農作業事故情報等を行政部局、メーカー、関係団体や都道府県関係機関と緊
密に連携して収集・分析する体制については、令和元年度から 21 道県（農業就
業人口60％、耕地面積 72％に相当）となったが、各現地の安全推進担当に情報
及び分析結果をフィードバックするとともに、研修会等での啓発・情報提供を
行った。「農作業安全情報センター」ウェブサイトに、研修担当者が生産現場
で効果的に農作業安全研修を行える「対話型農作業安全研修ツール」と、様々
な事故事例と原因・対策を入手できる「農作業事故事例検索システム」を公開
した。アクセス件数は約 9,600 件である。他産業に比べて依然として高い水準
にある農作業事故の減少に努めた。また、農業用ドローンによる薬液散布作業
について、異なる気候条件・機種でのドリフト測定試験を反復実施して結果を
解析し、気象条件を考慮したドリフト試験実施方法をマニュアル化した。 

農業機械等の開発については、担い手等生産現場のニーズを収集・分析し、
異分野を含む、農業機械化に取り組むメーカー、関係団体、研究機関等農業機
械の関係者が一体的に連携し、新たな研究開発等技術的な現場対応を迅速に行
う仕組みとして、平成 30 年度に設置した農業機械技術クラスターは、令和 2 年
度末において、123 組織の会員構成まで拡充され、中長期的に検討が必要な課
題については、標準化・共通化推進委員会、安全性向上委員会等の専門委員会
を開催して検討を推進した。 

開発した成果をスマート農業実証プロジェクト（スマ農プロ）で活用し、摘
出された問題点は、農機メーカー、関係団体、異分野企業、研究機関等とも連
携して改善を図り、開発成果の一層の普及を推進した。また、一層の改善が必
要な課題に対しては、次世代の農業機械のコアとなる基礎・基盤技術や作目横
断的な技術開発を推進した。 

生産現場が直面する問題の速やかな解決や農業におけ
る Society5.0 の早期実現を目指した試験研究及び実用
化、安全性検査等の取組・体制の構築については、農作
業事故情報等を収集・分析する体制を 21 道県（農業就
業人口60％、耕地面積 72％に相当）に拡大し、情報及び
分析結果をフィードバックするなど、農作業事故の減少
に努めるとともに、平成 30 年度に設置した農業機械技
術クラスターは、令和 2 年度末において、123 組織の会
員構成まで拡充され、専門委員会を開催するなど、課題
解決を図るために最適な研究実施体制を構築して研究開
発を実施した。 

また、開発した成果をスマ農プロで活用し、摘出され
た問題点は、農機メーカー、関係団体、異分野企業、研
究機関等とも連携して改善を図り、開発成果の一層の普
及を推進するなど機構内連携、民間企業、公設試、大
学、農業者等との連携体制の構築を強化に推進し、試験
研究及び実用化、安全性検査等を実施した。 
 
（２）研究の重点化及び推進方向 

メーカー、農業者団体、行政等で構成する農業機械技
術クラスターの検討会を６回開催し、現場ニーズの検討
を踏まえた研究課題の企画立案を実施した。さらに、農
業者、異業種（建設機械、流通、金融）、大学、産業技
術総合研究所、行政からなる農業機械技術検討委員会を
設立し、農業機械技術クラスターで企画立案した研究課
題に対して客観的な評価を受けた。また、立案された課
題については、地域農業研究センター（北農研、東北
研、中央研、西農研、九沖研）、研究部門（果茶研）と
連携を図った。 
 
（３）効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮事
項 

関連する研究分野との連携では、３大学、27 の公設試
等と連携して研究を進めた。異分野の研究機関等との連
携では、通信規格の標準化において、異分野の１関係機
関と取組を推進した。電動化等未確立の基盤技術につい
ては、異分野の民間研究所１機関と取組を進めた。その
ほか、５の異分野業種機関と連携を図った。また、ロボ

（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＞ 

（２）研究の重点化及び推進方向 
ア 農業者の減少や高齢化等による労働力不足が深刻

な問題となっている中、若者・女性等多様な人材が活
躍できる環境を整え、担い手のニーズに応えるために
は、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等を一層進
めていく必要がある。こうした課題に対応するため、
別添１の１（６）に示した研究を農業研究業務と協力
分担して重点的に推進する。 

  研究の推進に当たり、（１）で示した外部の有識者
による開発計画、進捗状況及び開発成果の検討及び生

（２）研究の重点化及び推進方向 
ア 研究の推進に当たり、研究ステージに応じた評価マネジメントを行うため、

6月の中課題検討会（計画検討）において各課題が現場や地域のニーズを踏ま
えた内容となっているかを検討・確認するとともに、農業技術革新工学研究
センター内の全研究者の他、農研機構内関係者や農林水産省関係部局の担当
者も参集した研究課題検討会等を１月に開催（リモート会議）し、小課題レ
ベルで進捗状況及び研究成果等を検討し、中長期計画等に照らした内部評価
を実施した。 

また、担い手等生産現場のニーズを収集・分析し、異分野を含む、農業機
械化に取り組むメーカー、関係団体、研究機関等農業機械の関係者が一体的
に連携し、新たな研究開発等技術的な現場対応を迅速に行う仕組みとして、
平成 30 年度に設置した農業機械技術クラスターは、検討会を６回開催し、課
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・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。 
 
 
 
 
 
 
 

産現場の声を踏まえ、中間評価、終了時評価及び単年
度評価を研究の実施に反映するとともに、評価結果及
び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つ国民に分かりやすく、ま
た、ウェブサイトへの掲載をはじめとして幅広く情報
提供を行う。 

 
 
 
イ 年度中に生じる行政ニーズに機動的に対応し、必要

な研究開発を的確に実施する。 
 
 
 
 
 
ウ 地域での農業機械開発への研究支援として、都道府

県（農業試験場、普及組織等を含む。）、商工関係者、
担い手、メーカー、関係省庁等、関係者が参画した機
械の開発・改良の取組に対して、農業研究業務を行う
地域農業研究センター等と協力分担の体制を強化し
て一層の研究支援を図る。 

題解決を図るために最適な研究実施体制を構築して研究開発を実施した。そ
の結果、過年度から継続している 10 課題に加えて、新たに地域農業の機械化
支援と革新コア技術実用化を目指す３課題（茶園用除草機、ライスセンター
のスマート化システム、イアコーン収穫スナッパヘッド）を選定・開始した。 

なお、分かりやすい研究成果等の情報提供については、研究成果や安全性
検査に関するプレスリリースを令和 2 年度は 16 件実施した他、農研機構ウ
ェブ上やイベントでの広報活動を効果的に進めるために、広報体制の充実と
国民に分かりやすい情報提供に努めた。 

 
イ 年度中に生じた行政ニーズへの機動的対応では、県と生産者から要請のあ

ったりんご黒星病の予防について、平成 30 年度から開発を開始した落葉収
集機が 9 割以上の収集ができるようになった。また、平成 29 年度に行政か
らのニーズに対応して開始したニンニク盤茎調製機については、平成 30 年
度に地域限定で受注販売が開始され、令和元年 11月からは対象を全国に拡大
し、累計 54 台販売に至った。 

 
ウ 地域での農業機械開発への研究支援として、延べ３大学、43 の生産者団体・

民間企業等、26 の公設試験研究機関（公設試）等と協力分担して開発機械の
現地適用化を図った。また、地域農業研究センター等と連携して協力分担を
行い、農業機械の国際共通通信規格（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、スマ農プロは東北農業研究センター（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草刈
機の開発では西日本農業研究センター（西農研）と、稲麦二毛作地帯向けの
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（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
農村工学研究部門（農工研）と、それぞれ協力分担を行った。なお、（公社）
日本農業法人協会とは農作業安全に関して意見交換を行い、連携を図った。 

 

ット農機高度運用について、野上農林水産大臣らの臨席
の下、無人自動走行システムの実演会を開催して「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」する政府目標（日本再興戦略
2016）の達成を確認するとともに、同技術開発の到達状
況と取り組むべき事項を明確化するためのオンラインフ
ェアを開催した。 
 
（４）農業機械の安全性検査等 

2019 年基準及び 2018 年基準の段階評価について７機
種を対象に新たに各基準の上位ランク適合となる要件を
追加し、検査制度の充実を図った。また、ロボット田植
機の検査実施方法・基準を制定し、第一号となる検査を
実施し合格型式を公表した。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、評価試験手法へ反映させた。 

旧型式検査及び旧安全鑑定に合格した機械の安全性検
査への適合審査を 77 件実施し、新制度の円滑な移行に
努めた。また、安全性検査合格機は、13 社 164 型式で
あり、このうち、ロボット・自動化農機は、２社５型式
であった。検査 Q&A では、質問と回答について 57 件の
HP 掲載を行った。 

高齢者への配慮として、CD 版の農作業安全 e ラーニ
ングや危険作業動画（９件）の配布、講義を行った（30 
回、参加者合計約 1,000 名）。 

OECD トラクターコード及び ANTAM の年次会合や
技術部会（ウェブ開催）に出席し、基準改訂への参画や
関連情報の収集・提供を行った。 
 
（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 

21 道県の現地の事故情報から得られた事故要因と対策
方針を安全推進担当者にフィードバックするとともに、
研修会等での啓発・情報提供を行った。 

「農作業安全情報センター」ウェブサイトに、研修担
当者が生産現場で効果的に農作業安全研修を行える「対
話型研修ツール」と、様々な事故事例と原因・対策を入

（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

（３）効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮
事項 
（１）に掲げた農業機械等の試験研究及びその実用化
を効率的かつ効果的に進めるため、以下の事項に配慮
する。 

（３）効率的・効果的な研究開発を進めるための配慮事項 
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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。 

 
ア 研究課題の選定・実施に当たっては、生産現場の

ニーズに的確に対応するため、各地域農業研究セン
ターや行政部局、大学、担い手、異分野を含むメー
カー、研究機関、流通業者等から現場ニーズに係る
情報を定期的に収集し、機動的に課題化する体制を
構築するとともに、従前の農業機械分野に限らず、
開発・改良に当たっては、農業研究業務における作
業技術や情報技術、農業経営はもとより、育種、栽
培、病害虫防除等関連する研究分野との連携を強化
する。 

  実用化に当たっては、担い手農業者、行政部局等
と連携しながら、迅速な普及が可能となるよう、情
報収集及び提供、製造業者ごとに異なる部品の共通
化及び汎用化等が促進される体制の構築に取り組
む。 

 
イ スマート農業の実現に向けて、「未来投資戦略

2018」（平成 30 年６月 15 日閣議決定）での審議を
踏まえ、ロボット技術や ICT 等の技術、知識を活用
した先進的・革新的な機械の開発に当たり、異分野
の研究機関との連携を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ 実用化に当たっては、「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」を活用しつつ、現場の担い手農
業者、行政部局等と連携しながら、迅速な普及が可
能となるよう、情報収集及び提供、メーカーごとに
異なる部品の共通化及び汎用化等が図られる体制の
構築に向けた検討を進める。 

 
ア 研究課題の選定・実施に当たっては、生産現場のニーズに的確に対応する

ため、メーカー、農業者団体、行政等で構成する農業機械技術クラスターの
検討会を６回開催し、現場ニーズの検討を踏まえた研究課題の企画立案を実
施し、研究の重点化を図った。さらに、農業者、異業種（建設機械、流通、
金融）、大学、産業技術総合研究所、行政からなる農業機械技術検討委員会
を開催し、農業機械技術クラスターで企画立案した研究課題に対して評価を
受けた。また、立案された課題については、地域農業研究センター（北農
研、東北研、中央研、西農研、九沖研）、研究部門（果茶研）と連携を図っ
た。育苗、栽培、病害虫防除など関連する研究分野との連携の強化では、延
べ 27 の生産者団体・民間企業等、13 の公設試等と連携して研究を進めた。 

  令和２年度の顕著な研究成果として、経営面積の大規模化に対応し安全性
が高く軽労化に寄与する水田畦畔や法面の草刈機として開発を進めた高機動
畦畔草刈機が、共同開発先企業の電動リモコン作業機のアタッチメントとし
て令和 3 年 2 月から出荷され、社会実装された。 

 
 
イ 異分野との連携では、通信規格の標準化では、異分野の 1 関係機関と取組

を推進した。電動化等未確立の基盤技術については、異分野の民間研究所１
機関と取組を進めた。そのほか、他産業での労働災害対策についての情報収
集、他産業における危険体感型安全教育手法の調査など、交通事故総合分析
センター、労働安全衛生総合研究所等の５機関と連携を図った。ロボット農
機を効率的に稼働させることを目的とした「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について、令和 2 年 10 月 22 日には野上
農林水産大臣らの臨席の下、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（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」する政府目標の達成を確認した。さらに、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事項を明確化するためのオ
ンラインフェアを開催した。 

 
ウ 農業機械技術クラスターの標準化・共通化推進委員会において、各メーカ

ーの個別ヒアリングを行い、標準化・共通化の今後の方向性について議論を
行った。 

 
 
 
 

手できる「農作業事故事例検索システム」を公開し、ア
クセス件数は約 9,600 件であった。「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 大ニュ
ースに選定された。また、広く活用するための SOP も
完成し、事故ゼロに向けた現場での取組の推進に大きく
貢献している。 

このほか、開発機械等の普及に関しては、乗用型トラ
クターの片ブレーキ防止装置が累計 111,227 台、自脱コ
ンバインの手こぎ部の緊急即時停止装置が累計 16,889
台と順調に普及が進んでいる。また、平成 30 年４月に
販売が開始された高性能で高耐久性を有するコンバイン
は 338 台、平成 30 年 11月販売開始の高能率ホウレンソ
ウ調製機は 212 台、平成 31 年３月販売開始の高速高精
度汎用播種機は 20 台、平成 30 年に地域限定で受注販売
を開始し、令和元年 11月から全国販売を開始したニンニ
ク盤茎調製機は累計 54 台販売された。 
 

以上のように研究開発の進展、成果の普及、国際標準
化等の取組が中長期計画や研究ロードマップに整合して
年度計画以上の成果を上げたと判断できるため、評定を
Ａとした。 
 
＜課題と対応＞ 

生産現場が直面する問題の速やかな解決や農業におけ
る Society5.0 の早期実現を目指した試験研究及び実用
化、安全性検査等の取組・体制の構築に向け、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強化する必要が考えられる。こ
れまでに開発した機械等の普及・社会実装のために、次
期においてもスマ農プロ等の現地実証や SOP 整備等を
行っていく必要があり、農研機構内の各部門や公設試、
生産法人や生産者団体等との連携を継続する必要があ
る。 

次期ではスマート農業に関する研究課題に主軸が置か
れることになるが、その一方で果樹や野菜作は地域によ
ってほ場面積、品種、栽培様式が異なっていることか
ら、その機械化は不十分な状況にあり、今後も現場ニー
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  また、実施現場から抽出されたスマート農機等の
不具合等の問題の解決が図られるよう、農業機械メ
ーカー、情報・通信機器メーカー等との連携を図
る。 

 
エ ロボット技術の安全性の確保については、「農業

機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」
を踏まえつつ、技術の開発とその評価方法に関する
研究を推進する。 

 
 
 
オ スマート農業の実現に向けて、通信規格の標準化

を図るに当たり、欧米の ISOBUS の状況・規格等を
把握するとともに、我が国独自の開発コントローラ
ーに係る複数種類の ISOBUS 認証取得の実績や国産
ISOBUS 対応作業機用コントローラーの開発動向も
踏まえ、関係企業・団体等と連携して、我が国で適
用する規格の策定と標準化を推進する。 

 
カ 電動化等将来的に必要な未確立の基盤的な技術に

ついては、大学や異分野の研究機関等との連携協力
により、研究の課題化や研究開発の促進を図る。 

 

 
 
 
 
 
エ 平成 30 年度に開始したロボット・自動化農機検査は、「ロボット農業機械

検査」と「自動化農業機械検査」の２つから構成されている。「自動化農業
機械検査」は、当初トラクター、田植機、コンバインの３機種を対象として
いたものを、令和元年度から乗用型の農業機械全般へと対象機種を拡大し
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、令和
2 年 11 月から田植機も対象とした。 

 
オ ISOBUS に対応した国産作業機を実用化し、その普及とデータ駆動型農業

の進展に寄与すべく、過去に農研機構で開発した作業機用ECU について新
たに 3 種類の機能を追加し、改めて ISOBUS 認証を取得した。また、複数
メーカーとコンソーシアムを組み、ISOBUS 対応作業機 ECU を開発する課
題を令和元年度から開始し、令和３年度中に作業機 3 機種の ECU の国際認
証取得を予定している。 

 
 
カ 電動化等未確立の基盤技術については、電動の栽培管理用AI ロボットの開

発に関して、 NTT ドコモと連携協力して取り組んだ。 
 

ズに基づいた研究開発が求められることに変わりはな
い。各種作業等の機械化はスマート農業に関する技術の
導入を可能とするプラットホームとなるため、次期中長
期計画の中でも可能な限り対応することとしたい。 

また、畜産ではすでにデータ駆動型の経営を可能とす
る各種技術が普及段階にあるが、まだ断片的であり、飼
料生産から生産物の流通までを一気通貫したシステムに
まではなっていない。国の主導により日本型畜産クラウ
ドの実働に向けた取組が進んでおり、これに呼応する形
でトータルシステムの構築を可能とする技術開発が求め
られている。次期中長期計画でも畜産研究部門と連携
し、カウシグナル判定システムを始めとした核となる工
学的な部分について取り組むこととしたい。 

農業機械の安全性検査に関しては、農業機械に作業機
を装着した状態等での公道走行を含む安全性評価の実施
に向け、農業機械の検査の充実を図る。安全装備やロボ
ット・自動化農機を対象とした検査基準を強化し、安全
性の段階評価の対象機種を拡大する。OECD、ANTAM
等の国際会議に参画し情報収集を行うとともに、国際的
な標準化に対する議論に積極的に関与する。 

農作業の安全に資する情報収集・分析や、農業機械の
開発及び評価試験の高度化については、全国農業協同組
合連合会等とも連携し、農作業事故に関する分析情報を
SOP、ウェブ等を活用した多様なルートを通じて伝達・
普及する。分析情報を基にしたリスクアセスメントの実
施を促すとともに、民間企業への助言指導、安全性向上
に向けた取組情報等の把握・共有により、事故分析や啓
発活動に活かす。歩行用トラクターの安全技術及び刈払
機のブレーキ機構については、安全性検査への反映に向
けた検討を行う。スマート農業の進展と IoT、AI 等の技
術進歩を見据え、Safety2.0（協調安全）の考え方を取り
入れ、人、機械及び情報技術が融合した農作業安全の検
討に取り組んでいく。 

（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、

（４）農業機械の安全性検査等 
ア 農業機械の安全性の向上に向け、農業機械に作業

機をけん引した状態等での公道走行等を含む国内外
の規制・基準の動向、機械安全に関するリスクアセ
スメントの考え方、事故調査・分析の結果、事故防
止に関する開発・改良研究の成果等を踏まえ、事故
防止・被害低減に向けた安全性評価に資するよう農
業機械の検査等の充実を図る。また、安全装備やロ
ボット・自動化農機を対象とした基準改正を行い、
安全性の段階評価の対象機種を拡大する。さらに、
国際基準を進めるに当たり必須条件とされている
ISO17025 の認証取得と維持・管理に取り組み、技
術力と検査制度の信頼性向上に努める。 

 

（４）農業機械の安全性検査等 
ア 安全性検査については、2019 年基準及び 2018 年基準の段階評価について

７機種を対象に新たに各基準の上位ランク適合となる要件を追加し、検査制
度の充実を図った。また、ロボット田植機の検査実施方法・基準を制定し、
第一号の受検を実施した。直装式作業機付きトラクターの公道走行の規制緩
和に対しては、農林水産省・業界団体と協力して各種条件・制限事項を確認
する実証試験を行い、国の法制度運用に寄与した。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、評価試験手法へ反
映させた。 
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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。 
 

イ 検査方法の改善等による効率的な検査等の実施、
事務処理の合理化等に努める。 

 
ウ 安全性検査等の農作業安全に係る情報のデータベ

ースの充実を図るとともに、ウェブサイト等で広く
提供する。併せて、外部から寄せられた安全性検査
等に関する質問及びその回答を分かりやすい形で迅
速にウェブサイトを通じて情報提供を行う。 

 
エ 農作業事故が高齢者に多いことを考慮し、ウェブ

サイト以外での情報提供を行う等、農作業安全が真
に必要な利用者への情報提供を行う。 

 
 
オ OECD（経済協力開発機構）、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
に参画して、情報収集を行うとともに、農業機械メ
ーカー及びその団体等の協力を得て、国際的な標準
化に対する議論に積極的に関与する。 

 

イ 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適合審査を
77 件実施し、新制度の円滑な移行に努めた。 

 
ウ 検査結果の公表では、農研機構ウェブサイトに検査合格機 13 社 164 型式

の情報を掲載した。このうち、ロボット・自動化農機は、2 社 5 型式であ
り、報道関係にも周知した。 

安全性検査 Q&A のウェブ掲載では、質問と回答について新たに 57 件の
掲載を行った。 

 
エ 高齢者をはじめとした農業従事者のため、各地の農作業安全の講習会や研

修会等へ CD 版の農作業安全 e ラーニング及び危険作業動画（９件、14
枚）を配布した。また、講師派遣を 30 回実施し、参加者は約 1,000 名であ
った。 

 
オ OECD、ANTAM のコード改訂等については、ANTAM 年次会合、

OECD トラクターテストコード年次会合等に出席（ウェブ開催）し、基準
改訂への参画や関連情報の収集・提供を行った。これらの内容を関係メーカ
ー、業界メディア等に提供した。 

 

（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

（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 

農業機械・装置の安全性の一層の向上を図り、農
作業の安全確保を図るため、以下のとおり、研究・
検査体制を強化し重点的に推進する。 

ア 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、労働安全分野の専門家等外部専門家も交えた検
討会を開催する等、より的確な分析結果を得られる
体制を整備する。また、その分析情報を農業機械の
リスクアセスメントの考え方に基づく安全設計や安
全利用に資するよう、行政部局、全国共済農業協同
組合連合会を含む関係団体等と連携し、ウェブサイ
トのみならず多様なルートを通じて農業機械メーカ
ーや農業現場へ伝達・普及する。また、分析情報を
基に、メーカーによる改善に向けたリスクアセスメ
ントの実施を促すとともに、新たな機械開発に向け
て、民間企業へのリスクアセスメントの助言指導等

（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 
 
 
 
ア 事故情報の収集・分析と安全設計情報等の提供とフィードバック農作業事

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ている。21 道県の協力の下、現地の事故情報の詳細
を把握し、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、研修会等での啓発・情報提供活動を行った。 

「農作業安全情報センター」ウェブサイトに、研修担当者が生産現場で効
果的に農作業安全研修を行える「対話型研修ツール」と、様々な事故事例と
原因・対策を入手できる「農作業事故事例検索システム」を公開した。アク
セス件数は約 9,600 件であった。「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 大ニュースに選定された。また、広く活用する
ための標準作業手順書（SOP）も完成した。事故ゼロに向けた現場での取組
の推進に大きく貢献している。さらに、高齢者への配慮として、ウェブサイ
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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。 
 

を行うほか、安全性向上に向け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。 

 
イ 農作業事故の分析結果は、農作業の安全の向上と

健康被害の防止に資する農業機械・装置、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
試験方法の高度化のほか、優れた安全性能を有する
機種をより適正に評価する仕組みづくりに活かして
いく。 

ト以外の情報提供として、各地で開催される農作業安全の講習会や研修会等
へ CD 版の農作業安全 e ラーニングや危険作業動画（9 件、14 枚）の配布
を行うとともに、講師派遣を 30 回実施し、参加者は約 1,000 名であった。 

 
イ 安全性等の評価試験方法の高度化と安全性能評価手法の策定 

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
おける人体への圧迫負荷低減の効果を確認し、特許出願につなげており、着
実な進展が認められる。このほか、刈払機のブレーキ機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
た。 

 
主務大臣による評価 

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、メーカー、農業者団体等で構成する農業機械技術クラスターにおける現場ニーズの検討を踏まえ、地域農業の機械化支援等として新たに３課題を選定するなど、研究の

重点化を図っており、評価できる。また、電動の栽培管理用ＡＩロボットの開発等の電動化未確立の基盤技術の開発等の取組にあたっては、異分野の民間研究機関と連携協力に取り組んでおり、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、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実証したことは、評価できる。 

農業機械の安全性検査等の取組については、既存の段階評価における要件追加等、検査制度の充実を図ったことに加え、特に、ロボット田植機の検査実施方法・基準を制定し、第１号の受検を実施した

取組について、今までに無い新たな農業機械に対する安全性評価にも取り組んでいることから、顕著な成果であったと評価できる。また、安全性検査Ｑ&Ａのウェブ掲載では、質問と回答について新たに 57

件の掲載を行うなど、ホームページ等を通じて適切に情報提供が行われており、評価できる。加えて、OECDトラクターテストコード年次会合等に出席し、基準改定への参画や関連情報の収集・提供を行う

など、国際標準の設定等に関する議論に積極的に関与しており、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

供活動を行っており、現場へのフィードバックの取組として評価できる。特に、「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、広く活用するための標準作業手順書（SOP）を作

成したことは、農業機械の安全利用の推進に寄与する取組として、顕著な成果であったと評価できる。また、刈払機のブレーキ機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たことは、農

業機械の安全設計の取組として、評価できる。 

以上より、令和２年度に実施した取組について、年度計画に照らして着実な成果が見られるとともに、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、令和３年度計画に基づき、 

・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２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．研究開発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 備考  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

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） 

99 83  131 
 (※85) 99 127 

※ 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。 

予算額（千円） 19,316,009 26,935,535 22,769,276 15,032,327 

 

10,814,566 

57 53 99 
 (※49) 69 88 決算額（千円） 22,237,631 26,932,089 22,771,779 20,418,335 9,346,539 

社会実装が図られた研究
開発の本数（件） 15 25 38 30 51  経常費用（千円） 8,824,058 12,135,860 16,081,143 11,942,115 9,343,200 

マスコミ等に取り上げら
れた研究開発の本数
（件） 

87 240 568 342 267  経常利益（千円） △4,436,995 △2,620,912 992,345 △558,965 765,156 

「『知』の集積と活用の
場」で紹介された研究開
発の本数（件） 

５ 12 34 21 41  

行政サービス実施コスト（千円） 8,833,836 11,675,504 15,045,415 － － 

行政コスト（千円） － － － 12,410,466 9,346,785 

従事人員数（人） 13.9 14.0 21.2 30.3 35.3 
 
３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中長期目標 中長期計画 

農林漁業、飲食料品製造業及びたばこ製造業等の成長産業化を図るため、「農林水産研究
基本計画」等、国が定めた研究戦略等に基づいて行う基礎的な研究開発を、大学、高等専門
学校、国立研究開発法人、民間企業等に委託することにより促進する。 
特に、近年画期的な技術開発が進展している異分野の革新的技術の導入や、「『知』の集積
と活用の場」による技術革新を通じて、オープンイノベーションを推進し、基礎的な研究開
発を推進する。 
 研究開発の推進に当たっては、恒常的に管理運営に当たる担当者を配置するとともに、外
部の幅広い有識者を活用して研究機関の審査を行い、さらに、採択後は可能な限り定量的手
法を用いた評価を実施し公表するなど、透明性を確保した体制を整備する。 

（１）基礎的研究業務の実施 
「農林水産研究基本計画」等の生物系特定産業技術の開発に関する国が定めた研究戦略等に基づいて行う基礎的な研究開発を、交

付の際に示された条件に従い、大学、高等専門学校、国立研究開発法人、民間企業等に委託することにより適正かつ着実に実施する。 
特に、近年画期的な技術開発が進展している異分野の革新的技術を取り込みながら事業化・商品化といった出口を念頭に行う研究

や、『知』の集積と活用の場における技術革新を通じたオープンイノベーションによる研究、生産現場における革新的技術体系の実
証を行う研究、次世代の技術体系を生み出す先導的な研究を推進する。 

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 27 条の２第１項の規定に基づき、国から交付される補助金により
基金を設け、同項に規定する特定公募型研究開発業務として、総合科学技術・イノベーション会議が決定する人々を魅了する野心的
な目標（ムーンショット目標）を達成するため、農林水産省が作成する「研究開発構想」に基づき、我が国発の破壊的イノベーショ
ンの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発（ムーンショット型研究開発）を推進する。 
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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 27 条の２第１項の規定に
基づき、国から交付される補助金により基金を設け、同項に規定する特定公募型研究開発業
務として、総合科学技術・イノベーション会議が決定する人々を魅了する野心的な目標（ム
ーンショット目標）を達成するために農林水産省が策定する「研究開発構想」に基づき、我
が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に
基づく挑戦的な研究開発（ムーンショット型研究開発）を推進する。 

また、関係府省や他分野の研究支援機関との連携強化、関連情報の収集、支援対象とする
研究機関等に対するマネジメント機能の発揮等を通じ、研究開発の環境整備を推進する。 

（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。 
また、外部有識者を委員とする評議委員会を設置すること等により、研究機関（研究課題）の採択審査や採択後の評価等を適切に

行う。 
なお、評価は事業の特徴、研究実施期間等に応じ、できるだけ定量的な手法を用いて厳格に行い、評価結果については評価体制と

ともに公表する。 
 
（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、関係府省連携に留意するとともに、他の分野の研究支援機関との情報交換を通じ、異分野
融合、オープンイノベーションに係る情報等を把握し、連携を強化する。 

また、研究成果の事業化、商品化、農林漁業等の現場への普及につなげるため、研究当初から、研究成果の現場での活用に当たっ
て対応すべき法規制や知的財産マネジメントに関する国等の指針を踏まえ、適切に対応するとともに、研究開発を行う機関に対し、
必要に応じて助言を行う。 

評価軸・評価の視点及び評価
指標等 

令和２年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価 

年度計画 主な業務実績等 自己評価 

○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。 

・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。 

・ムーンショット型研究開発
を実施するための基金の設
置が適切に行われ てい る
か。 

 

（１）基礎的研究業務の実施 
  農林水産業・食品分野における Society5.0 の実現
を目指すため、「農林水産研究イノベーション戦略
2020」等の生物系特定産業技術の開発に関する国が
定めた研究戦略等に基づいて行う基礎的な研究開発
を、交付の際に示された条件に従い、民間企業、大学、
高等専門学校、国立研究開発法人等に委託すること
により適正かつ着実に実施する。 
 特に、近年画期的な技術開発が進展している異分
野の革新的技術を取り込みながら事業化・商品化と
いった出口を念頭に行う研究や、『「知」の集積と活
用の場』における技術革新を通じたオープンイノベ
ーションによる研究、基礎・応用段階から実用化段階
までの研究、生産性を飛躍的に向上する研究、生産現
場における革新的技術体系の実証を行う研究、次世
代の技術体系を生み出す先導的な研究を推進する。 

 その際、社会実装につながる優れた提案が行われ
るよう、応募者に対し、解決すべき課題と性能スペッ
ク、実用化時期の目標を明確にするとともに、目標実
現に向けたロードマップの作成を義務づけ、社会実
装を明確に意識した研究計画を策定するよう、指導・
助言を行う。 

（１）基礎的研究業務の実施 
 農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター
（BRAIN）は、農林水産業・食品産業分野における Society5.0 の実現を目指
し、「統合イノベーション戦略 2020」等の国が定めた研究戦略等に基づく生物
系特定産業技術の開発に関する基礎的な研究開発を、大学や国立研究開発法
人、民間企業等に委託して実施した。 
 

令和２年度は、令和元年度に引き続き、異分野の革新的技術を取り込みなが
ら事業化・商品化といった出口を念頭に革新的技術体系の実証を行う研究、
『「知」の集積と活用の場』における技術革新を通じたオープンイノベーショ
ンによる研究、基礎・応用段階から実用化段階までをシームレスに支援する提
案公募型研究、先端技術を活用し生産性革命を飛躍的に向上する実証型の研究
及び農林水産業等の生産性革命・競争力の強化、食による健康増進社会の実現、
生物機能を活用したものづくりによる持続可能な成長社会の実現を目指す研
究を実施した。 

また、新たに、困難だが実現すれば大きなインパクトが期待されるムーンシ
ョット型農林水産研究開発を開始し、合計 8 事業で 190 課題（プロジェクト）
を実施した。 
 
・ 革新的技術開発緊急展開事業 36 課題 
・ 「知」の集積と活用の場による革新的技術創造促進事業 16 課題 
・ イノベーション創出強化研究推進事業 103 課題 
・ 農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 7 課題 

＜評定と根拠＞ 
評定： A 
 
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
に向け、年度計画に掲げた事項を実施し中長期目標及び中
長期計画以上の成果を得たほか、新たに「ムーンショット
型研究開発」の実施に向けて PD の選定、調査・分析の実
施、ポートフォリオの作成等を行い、研究を円滑かつ確実
に開始したことから、評定を A とする。 
 
（１）基礎的研究業務の実施 
 「統合イノベーション戦略 2020」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礎的
研究開発を、令和２年度においては 190 課題を大学や国立
研究開発法人、民間企業等に委託して着実に実施した。 

令和 2 年度には、社会実装に至る優れた研究開発を推進
するため、平成 30 年度に川崎市へ事務所を移転したメリッ
トを生かして、応募予定者を対象とした応募前研修のオン
ライン開催、公募内容の SNS を活用した説明等、農業分野
だけでなく幅広い分野から優れた課題の応募につながるよ
う、他の機関等と連携し情報発信を行い、これまで接点を
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 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（平成 20 年法律第 63 号）第 27 条の２第１
項に規定する特定公募型研究開発業務として、総合
科学技術・イノベーション会議が決定する野心的目
標（ムーンショット目標）の達成に向けて農林水産省
が策定する「研究開発構想」に基づく挑戦的な研究開
発（ムーンショット型研究開発）を推進するため、関
係府省や他の研究推進法人等と連携し、プロジェク
ト・マネージャー（PM）の募集・採択、ポートフォ
リオの決定等を行う。 

・ 生産性革命に向けた革新的技術開発事業 6 課題 
・ スマート農業の開発・実証プロジェクト 1 課題 
・ 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第 2 期 11 課題 
・ ムーンショット型農林水産研究開発事業 10 プロジェクト 
 

研究課題の公募に当たって、過去には目標設定や社会実装への道筋が明確化
されていない課題が散見されたことから、社会実装につながる優れた提案が行
われるよう、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付けた。 

さらに、社会実装につながる質の高い優れた研究課題の提案を促進するた
め、川崎市への事務所移転を契機に開始した応募予定者に向けた応募前研修を
オンラインで実施（10 月実施。参加者 366 名。前年度 132 名。）するととも
に、企業等への働きかけを実施した（54 企業・大学等。（前年度は 78 企業・
大学等）。令和 2 年度は、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、過去に参加できなかった地域・研究機
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ころ、次年度以降もオンラインでの実施を望む声がある
など好評を得た。 

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。これらの取組に
より、令和元年度の 241 課題を上回る 271 課題の提案を受けた。 

課題の採択に当たっては、選考に係る透明性・公正性を確保するため、あら
かじめ農林水産省に外部有識者から評議委員の選考を依頼し、指名された者に
委員を委嘱する手続きを経て、評議委員会の審査による選考を行った。また、
審査基準は、ウェブサイト上の公募要領の中で採択審査前に公表し、より詳細
な審査要領についても審査結果とともにウェブサイト上で公表した。 

さらに不採択となった応募者にはその理由を付して通知するなど、透明性の
確保と公正・公平な審査の実施に努めた。 

事業の実施に当たっては、研究実施期間を確保するため農林水産省等の関係
機関と調整して事務処理の迅速化（公募書類について「競争的資金における使
用ルール等の統一について」（平成 27 年３月 31 日 競争的研究費に関する関
係府省連絡会申し合わせ）において示された様式と統一化、さらに BRAIN で

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。 

これらの優れた提案を掘り起こす取組を実施した結果、
令和２年度公募では、令和元年度の 241 課題を上回る 271
課題の提案を受けるなど高い水準を維持した。 
 課題の採択に当たっては、社会実装につながる優れた提
案が行われるよう、応募者に対し、解決すべき課題と性能
スペック、実用化時期の目標を明確にするとともに、目標
実現に向けたロードマップの作成を義務づけ、社会実装を
目指す研究機関の採択を行った。 
 また、審査に当たっては事前に審査基準・審査要領を公
開するとともに、あらかじめ農林水産省が指名する外部有
識者からなる評議委員会を設置し審査を行い、透明性を確
保しつつ、公平・公正に実施した。 

さらに、期首には予定されていなかったムーンショット
型農林水産研究に関して、令和元年度に基金を設置し、迅
速に PD の選定、PM の公募等を実施し、円滑に事業を開
始した。 
 
（２）研究管理体制の充実 

研究成果の社会実装に向けた管理を強化するため、４名
の PD が、研究課題の計画及び進捗状況を研究計画検討会
等で確認し、外部有識者で構成される評議委員会における
意見を踏まえ、研究計画の内容の見直しや小課題の取りや
めなど計画の抜本的改善の指導を実施した。加えて、必要
に応じて各研究機関が行う研究推進会議においても進捗状
況を確認並びに実行の督促を行い、社会実装に向けた研究
の PDCA サイクルの徹底を図った。 
 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反映された。 
 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）研究開発の環境整備 
 科学技術等に係る国の方針を踏まえた研究開発に向けて
「資金配分機関が協調して実施すべき事項に係る方針」
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使用する研究計画書の様式とも統一化した。これにより、採択後、契約手続き
までの間に、研究統括者が新たに作成する書類を大幅に削減）を図った。 
 
◉「イノベーション創出強化推進事業」  

公募 １月公募 ５月採択 ［応募数 233 課題：28 課題採択］ 
追加公募 ７月公募８月採択 ［応募数 1 課題：1 課題採択］ 

 
 「ムーンショット型農林水産研究開発事業」については、令和２年３月に基
金を設置し、速やかに公募を行い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）に任命した（令和２年４月）。また、令和２年 5 月から 7
月にかけてプロジェクトマネージャー（PM）の公募を行った。公募に当たり
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 名を採択した。その後、PD
の指揮の下、10 のプロジェクト内容について、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（ポートフォリオ）を作成した。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。 

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。（参加者人数 616 名） 

 

 
※ R２年度は、ムーンショット型農林水産研究開発事業を含む。 
 

（令和元年 10 月 11 日付け資金配分機関及び所管関係府省
申し合わせ）の決定に協力した。 

また、研究成果の事業化、商品化、農林漁業等の現場へ
の普及につなげるため、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。 

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 
（１）から（３）の取組のほか、さらに、当初計画になか
った「ムーンショット型研究開発」が令和元年 12 月に補正
予算閣議決定で計上され BRAIN で執行することとなったこ
とから、BRAIN 内に基金事業対応特別チームを設置し、内
閣府や関係省庁等と協議等しつつ、中長期計画、年度計画
等及び各種規程・規則等の改正を行い令和 2 年 3 月までの
短期間で新たな基金を創設した。 

令和 2 年度には、PD 及び PM を速やかに選定し、円滑
かつ適切に研究を開始した。 

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、公募型研究による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： 

○研究管理体制の整備・充実
が図られているか。 

＜評価指標＞ 
・研究開発の評価に当たって

は、有識者の活用による評

（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り、必要に応じた試験研究計画
の見直しの指示及び実施に関する督励を行う者を適
切に配置する等、機能強化のための組織改造を行う

（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、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。PD 及びプログラムオフィサー（PO）の氏名及び各事業
の実施要領に記載された PD 及び PO の役割分担・業務内容を BRAIN のウェ

年度別応募と採択の状況（第4期）
H28 H29 H30 R1 R2

応募課題数 267 70 288 241 271
採択課題数 106 27 55 31 39

倍率 2.5倍 2.6倍 5.2倍 7.8倍 6.9倍
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価が行われ、資金配分等に
反映されているか。 

・プログラムディレクター
（PD）、プログラムオフィサ
ー（PO）及びプロジェクトマ
ネージャー(PM)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。 
・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。 

とともに、その機能を発揮し、研究課題の社会実装に
向けた PDCA サイクルの徹底に取り組む。 

また、公平・公正性を確保するため、外部有識者を
委員とする評議委員会を設置し、研究課題の採択審
査や採択後の評価等を適切に行う。 
 なお、評価は事業の特徴、研究実施期間等に応じ、
社会実装に向けた道筋との整合性の確認も含め、で
きるだけ定量的な手法を用いて厳格に行い、評価結
果については評価体制とともに公表する。 
 さらに、プログラム・ディレクター（PD）等によ
るマスコミ等への成果の説明及び成果情報の発信、
成果のマッチングに向けた取組を実施し、社会実装
を促進する。 
 
 

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、研究課題の進行管理を実施した。また、「研究課題の加速、絞込み、統合
等の提案」、「研究課題の予算増減に関する提案」の権限を有し恒常的に課題
管理を行うこととして配置された PD は、令和２年度に実施している研究課題
（190 課題）について、年度当初に行う研究計画検討会、年度途中に行う研究
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、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、研究実施期間の早期化及び採択方法等、制度の改善を図った。 

さらに、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。 
・ 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。 
・ 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。 

・ 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
紹介を働きかけた。 

・ SIP において、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の対応を行った。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
成果動画をホームページに公開した。 

・ 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
講演等を実施した。 
         

 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。 
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 （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
連携に留意するとともに、他の分野の研究支援機関
との情報交換を通じ、異分野融合、オープンイノベ
ーションに係る情報等を把握し、連携を強化する。 
 また、研究開発成果の事業化、商品化、農林漁業等
の現場への普及につなげるため、研究開発を行う機
関に対し、提案段階から、研究開発成果の現場での
活用に当たって対応すべき法規制や知的財産マネジ
メントに関する国等の指針等について、研修等を通
じて適切に助言を行う。 
 

（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 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、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した。また、「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所管関係府省申し合わ
せ）を踏まえ、公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
る課題分析への協力、５FA 連携による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組んだ。 

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援情報の発信及び研
究成果の相互紹介等を開始した。 

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。 

各 FA 実務者による打合せを年３回開催し、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うとともに、令和２年 12 月に５
FA 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、 
・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 
・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 
・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こととした。 
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主務大臣による評価 

評定 Ａ 

 

＜評定に至った理由＞ 

研究課題の公募・採択にあたっては、社会実装につながる優れた提案を促進するため、企業への働きかけの取組を継続するとともに、説明会開催方法等の変更により、前年度に比べて約３倍の参加者を得

ることができた（令和元年度 132名→令和２年度 366名）。これらに加え、SNSや動画サイトを活用した情報発信に積極的に取り組んだことにより、前年度を上回る提案がなされた（令和元年度 241課題→

令和２年度 271課題）。 

また、成果の社会実装に向けては、研究課題の進捗管理や研究成果を社会実装につなげるための進捗管理を徹底するとともに、得られた研究成果と企業のマッチング活動や各種シンポジウム等における情

報発信の取組を行ったことにより、社会実装が確認された件数は前年度より大きく増加している（令和元年度 30件、令和２年度 51件）。 

ムーンショット型農林水産研究開発事業については、ムーンショット型研究開発制度全体のスケジュールに基づき、プログラムディレクターの公募・任命、プログラムマネージャーの公募・採択、目標達

成に向けた研究プロジェクトの作りこみ、ポートフォリオの決定を行い、令和２年 12月から本格的に事業を稼働させることができた。事業実施にあたっては、情報収集・分析を行う専門部署の設置、各分

野の有識者をアドバイザーとして委嘱するなどプログラムディレクターのマネジメントを支援するための体制も構築している。 

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、令和２年度からは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、他機関と連携し、異分野での成果活用可能性検討、東南アジアへの展開に向けた検討を開始している。 

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２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．研究開発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  28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

展示会において研
究成果の PR 等を
行った回数 

27 23 4 16 ７  

※予算額（千円） 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 

繰越欠損金の縮減
状況 （百万円） 

1,691 217 193 △89 143  

経常利益（千円） △48,935 217,620 200,014 △88,635 143,713 

行政サービス実施コスト（千円） △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 
※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、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中長期目標 中長期計画 

農山漁村の６次産業化等の生物系特定産業技術に関する実用化段階の試験及び研究を民間企業等
に委託した民間実用化研究促進事業（平成 23 年度以降は新規案件の採択を中止。）の資金回収業務
を実施するに当たり、その研究成果の早期実用化と、当該業務の経理を行う勘定の着実な繰越欠損
金の解消を図るため、次の措置を講じる。 
（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、効率的な体制に基づく効果的な

マネジメントの実施 
 
 

 

農山漁村の６次産業化等の生物系特定産業技術に関する実用化段階の試験及び研究を民間企業等に委託した民間実用化研究
促進事業（平成 23 年度以降は新規案件の採択を中止。）の既採択案件について、その研究成果の早期実用化を図るとともに、
売上納付の最大化等を計画的に進め、民間研究に係る特例業務を経理する勘定の繰越欠損金の着実な解消を図るため、以下の
取組を実施し、繰越欠損金を縮減する。 
（１）効率的かつ適正なマネジメント体制の構築 
ア プログラムオフィサーによるマネジメント体制の構築・強化 

売上納付の最大化を図るため、マネジメント力が発揮できるよう、企業における研究開発等の経験を有する専門分野に応じ
たプログラムオフィサーを配置し、指導・管理体制の構築、質的強化を図る。 
イ 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、当該技術分野に精通した専門家、又はビジネス分野の有識者を活用し、専門的な知見に
立った助言を効率的に実施する。 
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（２）各種技術展示会等を活用した研究成果の需要開拓等の実施及び販売に結びつけるための取組
の指導・助言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）繰越欠損金の令和 7 年度までの解消計画の策定及び当該計画の着実な推進、事業化の進捗状

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 

（２）効果的なマネジメント等の実施 
ア 事業化の進捗状況の把握 

対象事業者から毎年度徴収した製品化状況、売上状況に関する報告書の分析や、プログラムオフィサー、外部有識者も参画
した現地調査を通じて、進捗状況を的確に把握し、対象事業者への指導・助言に活用する。 
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用した需要者の開拓、積極的な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。 
ウ 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、売上を増加させるための情報発信等に
ついて、指導・助言を行うとともに、各種技術展示会等を活用した需要者の開拓、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。 
 
（３）繰越欠損金の解消に向けた計画の実施 
ア 計画の実施 

繰越欠損金の解消に向けた令和 7 年度までの計画の着実な実施を図る。 
イ 計画の検証及び見直し 

（１）及び（２）で定めた取組の効果の検証を行い、随時当該計画の見直しを行う。 
その際、繰越欠損金の解消に向けて講じた手段について、対象事業者への聞き取り等を通じて効果を検証するとともに、成

果が十分でない手段については見直し及びその他必要な措置を実施するなど、着実な繰越欠損金の縮減を図る。 

評価軸・評価の視点
及び評価指標等 

令和２年度に係る年度計画、主な業務実績等及び自己評価 

年度計画 主な業務実績等 自己評価 

○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。 

 農山漁村の６次産業化等の生物系特定産業技術に関する実用
化段階の試験及び研究を民間企業等に委託した民間実用化研究
促進事業（平成 23 年度以降は新規案件の採択を中止。）につ
いて、その研究開発成果の早期実用化を図るとともに、売上納
付・委託費の一部返還金の回収額の最大化を計画的に進め、民
間研究に係る特例業務を経理する勘定の繰越欠損金の着実な圧
縮を図るため、以下の取組を実施する。 

 
 
 
 
（１）効率的かつ適正なマネジメント体制の構築 
ア 売上納付の最大化を図るため、マネジメント力が発揮でき

るよう、企業における研究開発等の経験を有するプログラム
オフィサーによる指導・管理を実施する。 

 

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着実に実施されたが、売上納付期間の終了課題が４課題あったこ
となどにより売上納付額が減少した。 

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は、前年度に引き続き信用
リスクに留意しつつ、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、繰越欠損金は１億円となった。 
 
（参考） 
 令和２年度の主な収入 
 売上納付 14 百万円、委託費返還 56 百万円、運用収入 113 百万円 
 
（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行い、売上納付の増加に向けて全課題の管理を行った。 
 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
 
根拠： 

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を着
実に実施されたが、売上納付期間の終了課題が
４課題あったことなどにより売上納付額が減
少した。繰越欠損金は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  

プログラムオフィサー、中小企業診断士、公
認会計士又は企業の財務会計業務の実務経験
者等によるマネジメント体制を計画どおり整
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・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。 

 
 

イ 中立かつ公正な助言を行えるよう、外部有識者も参画した
調査の実施等、適切な評価・助言を実施する。 

 
 

イ 中小企業診断士は商品化・事業化等の指導・助言を行い、外部有識者として公認会
計士又は企業の財務経理業務の実務経験者は委託先の財務状況や研究成果に係る売上
高の確認等を引き続き行った。 
 なお、委託先における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、信用調査会社による信用調査だけでなく、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。 

 

備し、委託先への商品化・事業化等に係る指導・
助言を組織的かつ効果的に行った。 

なお、委託先の信用情報については、信用調
査会社による信用調査だけでなく、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。 

 
 （２）効果的なマネジメント等の実施 

ア 製品化状況、売上げ状況について対象事業者から報告書を
毎年度徴収するとともに、必要に応じプログラムオフィサー
等とともに現地調査を実施することで、事業化の進捗状況を
随時把握する。 

 

 

 

 

 

 
イ 早期事業化に向け、進捗状況から事業化が遅延している要

因を明らかにし、重点的に指導・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用した需要者の開拓、
研究成果や知財に関する積極的な情報提供等の支援を行う。 

 

 
 
 
 
ウ  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、売上高を増加させるための情報発
信等について、指導・助言を行うとともに、各種技術展示会
等を活用した需要者の開拓、製品改良に向けた他機関との連
携や新たなビジネスチャンスの展開に資する、研究成果や知
財に関する情報提供等の支援を行う。 

 

（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全 11 課題の事業化

状況報告書を確認の上、追跡調査（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、公認会計士又は企業の財務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
知機能の維持等が期待できる機能性食品素材等の売上が発生したが、売上納付期間の
終了課題が 4 課題あったことなどにより今年度の売上納付額は前年度の 21 百万円か
ら 14 百万円に減少した。 

 
イ 事業化が遅れている３課題については、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。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った。特に事業化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・助言を行った。 
 また、アグリビジネス創出フェアや川崎国際環境技術展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った。 

 
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。公認会計士又は、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。 
 また、アグリビジネス創出フェアや川崎国際環境技術展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、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
の開拓等を行い、売上納付の向上に資する取組を行った。 

 

（２）効果的なマネジメント等の実施  
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（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、公認会計
士又は企業の財務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。 

また、アグリビジネス創出フェア、川崎国際
環境技術展など、あらゆる場面を活用して知的
財産を含め研究成果の PR を行い、需要者の開
拓及び情報提供を行うとともに、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、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）繰越欠損金の解消に向けた計画の策定  

売上納付対象課題が令和元年度より 4 課題減
少したが、「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、中小企業診
断士、公認会計士又は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、着実に
繰越欠損金が解消されている。このため、計画
の見直しを行わないこととし、今後も引き続
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する可能性がある。 
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（参考）売上納付の推移 
単位：万円 

年度 平成 
28 年度 

平成 
29 年度 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

売上納付額 51 1,275 1,833 2,122 1,438 
 

 
 

 （３）繰越欠損金の解消に向けた計画の策定 
ア 計画の策定及びその実施 
  繰越欠損金の解消に向けた令和 7 年度までの計画を着実

に実施する。 
 
 
 
 
イ 計画の検証及び見直し 
 （１）及び（２）で定めた取組の効果の検証を行い、必要に

応じ当該計画の見直しを行う。 
その際、繰越欠損金の解消に向けて講じた手段について、対象
事業者への聞き取り等を通じて効果を検証するとともに、成果
が十分でない手段については適宜見直しを行い、引き続き改善
のための措置を講じる等、着実な繰越欠損金の縮減を図る。 

（３）繰越欠損金の解消に向けた計画の策定 
ア 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」に基づき、プロ

グラムオフィサー、中小企業診断士、公認会計士又は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、各種展示会等において研究成果等の PR を行
い、需要者の開拓及び情報提供等を行った結果、売上納付は減少しているものの、着
実に繰越欠損金が解消されている。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。 

 
イ 計画を着実に推進するため、プログラムオフィサー、中小企業診断士、公認会計士

又は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
会等における商品の PR 活動を行い、需要者の開拓及び情報提供等を行った。さらに、
委託先のニーズに対応するため、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、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などを図り、新たな販売先の開拓等に取り組んだ。 
 今後も引き続き、売上納付の増加に資するように、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。 

 

＜課題と対応> 
・ 委託先の研究から事業化に向けた進捗状況

が一律でないため、事業化の進捗状況に合
わせたきめ細かな対応を行う。 

・ 翌年度、11 課題のうち 3 課題は売上納付期
間が終了するので、売上納付額が減少する
ことが想定されるが、今後も引き続き、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 

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、規定上の納付期間満了に伴う納付対象課題の減少により売上納付額は前年から減少しているものの、所有する有価証券の運用収益や行政コストの削減によ

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や川崎国際環境技術展などの場を活用した研究成果の 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課題についても、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、繰越欠損金の解消に向け、着実な取組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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