国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の
令和２年度に係る業務の実績に関する評価書

財務省
農林水産省

様式２－１－１

国立研究開発法人

年度評価

評価の概要様式

１．評価対象に関する事項
法人名
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
評価対象事業年
年度評価
令和２年度（第４期）
度
中長期目標期間
平成 28～令和２年度
２．評価の実施者に関する事項
主務大臣
農林水産大臣
法人所管部局
農林水産技術会議事務局
担当課、責任者
研究企画課長 郡 健次
評価点検部局
大臣官房
担当課、責任者
広報評価課長 常葉 光郎
主務大臣
財務大臣
基礎的研究業務及び民間研究特例業務に係る財務及び会計に関する事項は、農林水産大臣と財務大臣が共同で担当。また、基礎的研究業務及び民間研究特例業務（特例業務
含む）であって、酒類製造業、たばこ製造業、酒類販売業及びたばこ販売業に関する事項は、財務大臣が担当。
法人所管部局
理財局
担当課、責任者
総務課たばこ塩事業室長 古渡 善幸
国税庁課税部
酒税課長 郷 敦、鑑定企画官 山脇 幹善
評価点検部局
大臣官房
担当課、責任者
文書課政策評価室長 伊藤 拓
３．評価の実施に関する事項
・令和３年６月 11 日：農林水産省国立研究開発法人審議会農業部会（法人実績評価及び自己評価について審議会からの意見聴取）
・令和３年６月 28 日：理事長等ヒアリング（法人実績評価及び自己評価について理事長、理事、監事等からのヒアリング）
・令和３年７月 16 日：農林水産省国立研究開発法人審議会農業部会（令和２年度に係る業務の実績に関する大臣評価案について審議会からの意見聴取）
４．その他評価に関する重要事項
本部組織を改組し、平成 31 年４月に企画戦略本部を設置して研究開発における司令塔機能を強化するとともに、令和元年 11 月に管理本部を設置し、管理業務の統一と効率化を図り事業場単位のエ
リア管理体制を構築した。また、「ムーンショット型研究開発制度」の制定に伴う令和２年２月 28 日の中長期目標の改正により、中長期計画及び年度計画の見直しが行われた。これらに対応した評価
を研究関連業務等において実施した。
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様式２－１－２

国立研究開発法人

年度評価

総合評定様式

１．全体の評定
評定
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，Ｄ）
評定に至った理由

Ａ：研究開発成果の最大化に向け、着実な業務の推進と顕著な研究開発成果の創出が認め
られる。

28 年度

29 年度

30 年度

令和元年度

令和２年度

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

項目別評定では「Ⅰ 研究開発成果の最大化とその他の業務の質の向上に関する事項」の５項目でＳ評定、10 項目でＡ評定、「Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項」の１項
目でＳ評定、「Ⅲ 財務内容の改善に関する事項」でＳ評定、「Ⅳ その他の業務運営に関する重要事項」の２項目でＡ評定であり、全体で３項目が評定であったため、全体
評定はＡとなった。

２．法人全体に対する評価
組織改革や業務の抜本的見直しを進めながら、全体として研究開発成果の最大化に向け顕著な成果が創出されており、今後の成果創出が期待される。
研究業務においては、課題の重点化や研究進捗管理の強化等、効果的な研究マネジメントに取り組みながら、中長期計画に則した着実な研究の進捗が認められる。各研究セグメントでは、計画を上
回る成果や社会実装の顕著な実績が得られており、その中で、「生産現場の強化・経営力の強化」については、農業・食品分野での Society5.0 の早期実現に向けたスマート農業に係る研究開発と社会
実装を強力に推進したことが高く評価できる。
企画・連携推進業務においては、組織改革や業務の見直しを積極的に進め、理事長のマネジメント強化に取り組み、理事長裁量経費の増額等により重点課題の取組を強化している。特に農業データ
連携基盤(WAGRI)の本格運用を開始するとともに、農業情報研究センターを核とした AI・ICT 研究の推進、資金提供型共同研究が大幅に増加したことは高く評価できる。
組織一体の効果的なマネジメントにより、本部の司令塔機能の強化等、法人全体で研究成果の最大化を目指す体制が構築され、将来的な成果の創出が期待される。
３．項目別評価の主な課題、改善事項等
これまでに実施した組織改革により、本部の司令塔機能の強化等、法人全体で研究成果の最大化を目指す体制が構築された。この体制の下、研究重点化の取組を着実に進展させ、さらなる研究成果が
創出されることを期待する。研究業務においては、引き続き、スマート農業技術の社会実装の加速化や、今期に構築したスマートフードチェーンの深化に向けた研究成果の創出とともに、農林水産省が
策定した「みどりの食料システム戦略」に則した研究の推進を期待する。
４．その他事項
研究開発に関する審議
会の主な意見

監事の主な意見

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

年度評価

評価の概要

１．評価対象に関する事項
法人名
評価対象事業年度

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）
年度評価

令和２年度（第 4 期）

中長期目標期間

平成 28～令和２年度

２．農研機構評価委員会委員
農業研究業務Ⅰ評価委員会 井上英二委員長（国立大学法人九州大学大学院農学研究院 教授）、青山浩子委員（新潟食料農業大学 講師）、池口厚男委員（国立大学法人宇都宮大学農学部 教授）、伊藤房雄委員（国立大
学法人東北大学大学院農学研究科 教授）、松田恭子委員（株式会社結アソシエイト

代表取締役）、丸田洋委員（有限会社穂海農耕・株式会社穂海

代表取締役）、元島英雅委員（よつ葉乳業

株式会社 研究統括部 中央研究所技監）
農業研究業務Ⅱ評価委員会 江面浩委員長（国立大学法人筑波大学生命環境系 教授 兼

つくば機能植物イノベーション研究センター長）、伊神里美委員（株式会社カスミ 執行役員 ビジネス変革本部 SDGs 推進マネ

ージャー）、片岡孝介委員（有限会社ソメノグリーンファーム 取締役農場長）、國見裕久委員（国立大学法人東京農工大学

名誉教授）、小鞠敏彦委員（株式会社カネカ アグリ・バイオリサ

ーチセンター サイエンスアドバイザー）、佐々義子委員（特定非営利活動法人くらしとバイオプラザ２１ 常務理事）、谷坂隆俊委員（国立大学法人京都大学 名誉教授）
農業研究業務Ⅲ評価委員会 望月龍也委員長（公益財団法人東京都農林水産振興財団東京都農林総合研究センター

研究開発アドバイザー）、金子文宣委員（元全農技術主管）、菊地秀喜委員（仙台ターミナルビル株式会社

総合企画本部 観光農業部 荒井事業所 専門監）、酒井健夫委員（公益社団法人日本獣医師会 顧問）、鈴木嘉之委員（株式会社ローソン 新規事業本部 本部長補佐）、中川義久委員（一般
社団法人富山県食品産業協会

理事）、藤本幸佳委員（キユーピー株式会社

生産本部 未来技術推進担当 担当次長）、三谷滋委員（石原産業株式会社 執行役員 中央研究所長）、森田満樹

委員（一般社団法人 FOOD COMMUNICATION COMPASS 事務局 理事）
農業研究業務Ⅳ評価委員会 渡邉紹裕委員長（国立大学法人熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター 特任教授）、犬伏和之委員（国立大学法人千葉大学大学院園芸学研究科 教授）、大沼あゆみ委員（慶應義塾大
学経済学部 教授）、戒能洋一委員（国立大学法人筑波大学生命環境系 教授）、椛島裕美枝委員（イオン株式会社

グループ環境社会貢献部 マネージャー）、齊藤政満委員（一般社団法人土

地改良建設協会 専務理事）、島津秀雄委員（NEC ソリューションイノベータ株式会社 トップマネジメント主席アドバイザー）、中川和之委員（株式会社時事通信社 解説委員）
研究関連業務等評価委員会 島田広道委員長（国立研究開発法人産業技術総合研究所 フェロー）、上田裕之委員（十勝農業協同組合連合会 農産部長）、小幡裕一委員（国立研究開発法人理化学研究所バイオリソース研究
センター 特別顧問）、嶋崎秀樹委員（有限会社トップリバー 代表取締役社長）、長田三紀委員（情報通信消費者ネットワーク）、長平彰夫委員（国立大学法人東北大学 名誉教授）
農業情報研究評価委員会

近藤直委員長（国立大学法人京都大学大学院農学研究科 教授）、淺間一委員（国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 教授）、飯田聡委員（株式会社クボタ 特別技術顧問 工学博士）

３．評価の実施に関する事項
令和２年度農研機構評価戦略会議を令和３年２月 24 日と 25 日の２日間にかけて行い、令和２年度業務実績及び第４期業務実績についての機構内評価を確定した。機構内評価の妥当性については、以下の日程で開催した農研
機構評価委員会（６委員会）で審議した。
農業研究業務Ⅰ評価委員会：令和３年 3 月５日、農業研究業務Ⅱ評価委員会：令和３年 3 月 11 日、農業研究業務Ⅲ評価委員会：令和３年 3 月 10 日、農業研究業務Ⅳ評価委員会：令和３年 3 月８日、研究関連業務等評価委員
会：令和３年 3 月９日、農業情報研究評価委員会：令和３年 3 月３日
評価委員会での審議結果を踏まえ、令和３年４月 13 日の第３回農研機構評価戦略会議で自己評価を決定した。
４．その他評価に関する重要事項
各評価委員会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンサイト出席者は最少人数とし、オンライン会議を併用して開催した。
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様式２－１－３ 国立研究開発法人

年度評価

項目別評定総括表
項目別

年度評価
中長期目標

28 年度
自己

Ⅰ

29 年度

大臣

自己

30 年度

大臣

令和元年度

備考

調書№

2 年度

自己

大臣

自己

大臣

自己

大臣

A

A

A

A

S

Ｓ

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
企画・連携推進業務
１ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強化

B

B

B

B

A重

A重

A重

A重

S重

S重

Ⅰ-1

※

２異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出

A

A

A

A

A重

A重

S重

S重

S重

S重

Ⅰ-2

※

３地域農業研究のハブ機能の強化

A

A

A

A

A重

A重

S重

A重

A重

A重

Ⅰ-3

※

４世界を視野に入れた研究推進の強化

A

A

A

A

A重

A重

A重

A重

A重

A重

Ⅰ-4

※

５知的財産マネジメントの戦略的推進

B

B

A

A

B重

B重

A重

A重

S重

S重

Ⅰ-5

※

６研究開発成果の社会実装の強化

B

B

B

B

A重

A重

S重

S重

S重

S重

Ⅰ-6

※

７行政部局との連携強化

A

A

A

A

A重

A重

A重

A重

S重

S重

Ⅰ-7

※

８専門研究分野を活かしたその他の社会貢献

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

Ⅰ-8

※

（１）生産現場の強化・経営力の強化

B〇

B〇

B〇

B〇

B〇重

B〇重

A〇重

A〇重

A○重

A○重

Ⅰ-9(1)

※

（２）強い農業の実現と新産業の創出

B

B

A

A

B重

B重

A重

A重

A重

A重

Ⅰ-9(2)

※

（３）農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保

B

B

A

A

B重

B重

A重

A重

A重

A重

Ⅰ-9(3)

※

B〇

B〇

A〇

A〇

A〇重

A〇重

A〇重

A〇重

A○重

A○重

Ⅰ-9(4)

※

１０種苗管理業務の推進

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

Ⅰ-10

※

１１農業機械化の促進に関する業務の推進

A

B

A

A

B重

B重

A重

A重

A重

A重

Ⅰ-11

※

１２生物系特定産業技術に関する基礎的研究の推進

A

A

A

A

A重

A重

A重

A重

A重

A重

Ⅰ-12

※

１３民間研究に係る特例業務

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Ⅰ-13

※

１業務の効率化と経費の削減

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Ｂ

Ⅱ-1

※

２統合による相乗効果の発揮

B

B

B

B

A

A

A

A

S

Ｓ

Ⅱ-2

※

B

B

B

B

A

A

S

A

S

Ｓ

Ⅲ

※

１ガバナンスの強化

Ｂ

Ｂ

B

B

B

B

B

B

A

Ａ

IV-1

※

２研究を支える人材の確保・育成

Ｂ

Ｂ

B

B

B

B

A

A

A

Ａ

IV-2

※

３主務省令で定める業務運営に関する事項

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Ｂ

IV-3

※

９農業研究業務の推進（試験及び研究並びに調査）

（４）環境問題の解決・地域資源の活用

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

業務運営の効率化に関する事項

財務内容の改善に関する事項
その他業務運営に関する重要事項

注１：備考欄に※があるものは主務大臣が評価を行う最小単位

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

注３：評語に下線を引いた項目は、困難度を「高」と設定している項目。

注４：評語の横に「重」を付した項目は、重点化の対象とした項目。

4

大課題別評定総括表（自己評価）
年度評価

備考

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

B

B

B

A

A

―

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

B

B

B

A

A

○

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

B

B

B

A

A

○

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

B

B

A

B

A

○

（４）中山間地域等における持続型営農システムの実現に向けた技術体系の確立

B

B

B

A

B

○

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

B

A

B

B

B

○

（６）農作業や農業施設の自動化・ロボット化等による革新的生産技術の開発

A

B

A

A

A

○

（７）生産性向上による畜産現場強化のための生産システムの確立

B

B

B

B

B

○

B

A

B

A

A

―

B

A

B

A

A

○

A

A

A

A

A

○

B

A

B

A

A

―

（10）果樹・茶生産の生産性向上技術及び高付加価値化技術の開発

B

A

B

A

A

○

（11）野菜・花きの高収益生産技術の開発

B

A

B

A

A

○

（12）食品の栄養・健康機能性利用技術及び次世代加工・流通技術の開発

B

A

B

A

A

○

（13）生産現場から食卓までの農産物・食品の安全性及び信頼性確保技術の開発

B

A

B

A

A

○

（14）家畜疾病の診断・予防技術の開発

A

A

A

A

A

○

（15）病害虫のリスク管理と植物検疫高度化のための研究開発

A

A

A

A

A

○

B

A

A

A

A

―

（16）気候変動等の環境変動への対応及び生物多様性保全のための研究開発

B

A

A

A

A

○

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

A

A

A

A

A

○

（18）持続型農業に貢献する作物保護・土壌管理及び地域資源利用技術の開発

B

B

B

A

B

○

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

２．強い農業の実現と新産業の創出
（８）作物の収量・品質の向上と農産物の「強み」を強化するための先導的品種育成及びゲノム育種技術の高度
化
（９）農業生物の機能解明に基づいた生産性向上と産業利用のための技術開発
３．農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保

４．環境問題の解決・地域資源の活用

注：備考欄に○があるものは自己評価を行う最小単位

5

様式２－１－４－１

国立研究開発法人

年度評価

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

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ―１～８

企画・連携推進業務

関連する政策・施策

農林水産研究基本計画

当該項目の重要度、難易度

当該事業実施係る根拠（個別法条文など）

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第 14 条

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：

２．主要な経年データ

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

①モニタリング指標

１

ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強化
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

２年度

アドバイザリーボード等の設置数

17

18

17

16

14

開催数

13

17

14

7

9

（参考情報）当該年度まで

拡大及び廃止等を行った
研究課題の見直しの状況（％）

41

48

52

36

―*

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

*外部資金の獲得状況

件数

402

442

**292

284

313

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

２年度

予算額（千円）

4,783,903

6,480,131

12,349,076

21,645,543

27,577,651

決算額（千円）

5,785,146

6,514,192

12,311,190

21,614,621

25,850,477

経常費用(千円)

5,761,976

5,861,221

6,416,241

12,924,809

16,394,084

経常利益(千円)

△187,060

10,725

86,210

73,087

8,367,187

5,759,372

5,831,341

6,450,390

の累積値等、必要な情報

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

行政サービス実
施コスト(千円)

－

－

13,670,677

16,826,907

500.3

570.7

(H30：75 件 486,014 千円)、「知」の
集積事業(H30：3 件 35,943 千円)、経
営体プロ(H30：38 件 479,644 千円)は

金額（千円）

4,343,246

4,829,081

**3,870,624

3,093,420

3,041,664

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

収集した現場ニーズに対する課題化の
状況（対応率％）

２

行政コスト
(千円)
従業人員数

9

3

2

1

0

（人）

異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

２年度

共同研究数

86

106

118

72

75

他機関との連携実施数 人事交流

4

４

1

0

0

（参考情報）当該年度まで
の累積値等、必要な情報

異分野融合研究等の取組状況

6

360.9

376.4

401.6

連携・協力協定締結数

3

5

4

5

5

応募数

21

9

17

20

28

獲得数

4

5

8

7

9

70

111

147

198

210

215,835

262,414

310,911

419,695

595,990

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

２年度

連携会議の開催数（回）

146

134

144

104

96*

*オンラインの開催を含む

他機関主催会議への参加回数（回）

165

187

267

281

175*

*オンラインの出席を含む

5

4

5

2

2

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

２年度

国際会議等開催数（回）

9

14

11

10

4*

国際会議等参加数（人）

636

653

599

675

331*

国際学会等での成果発表数（件）

467

397

418

309

67*

9

10

3

2

7

64

63

54

28

25

16

16

16

24

23

250.4

235.9

239.1

409.1

377.1

エフォートは 4 月 1 日現在

研究成果の創出状況（国際的な水準に

1,806.0

1,177.2

1,542.2

1,402.0

1744.1

（）は論文数 前年の IF 値

見込まれる研究成果）IF 積算値

（637）

(446)

(543)

(485)

(607)

で算出した。

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

２年度

外部資金

資金提供型共同研究件数
民間企業等からの資金獲得額（千円）
３

地域農業研究のハブ機能の強化

（参考情報）当該年度まで
の累積値等、必要な情報

地域の産学連携支援機関との連携状況

研究部門や重点化研究センターの成果
を法人として社会還元するための地域
とつくばの連携（回）
４

産学連携連絡会議の開催回
数

世界を視野に入れた研究推進の強化

（参考情報）当該年度まで
の累積値等、必要な情報

国際的な研究ネットワークへの参画
状況

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

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

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

５

知的財産マネジメントの戦略的推進
（参考情報）当該年度までの
累積値等、必要な情報

7

特許の実施許諾件数

831

866

827

814

809

実施許諾された特許件数

470

451

432

423

434

1,626

1,949

1,955

1,959

1,980

519

561

568

569

584

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

２年度

広報誌等の発行数

112

139

119

124

59

研究報告書等の刊行数

25

28

38

22

6

技術相談件

2,135

1,389

1,402

1,080

722

見学件数

5,813

6,009

5,434

5,183

332*

見学者数

36,491

36,448

36,155

36,815

3,905

97

127

111

99

43*

*オンラインの開催を含む

44,892

52,178

28,714

29,044

10,493*

*オンラインの参加を含む

1

1

1

1

1

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

２年度

31

27

25

49

18

378

459

602

574

575

9

16

13

13

4*

*オンラインの開催を含む

1,259

1,967

1,747

2,996

70*

*オンラインの参加を含む

12

5

7

8

9

14

31

19

12

22

2,524

2,469

2,159

754

1,336

100

113

126

161

190

29 年度

30 年度

元年度

２年度

品種の利用許諾件数
利用許諾された品種件数
６

研究開発成果の社会実装の強化

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

累積値等、必要な情報

*オンラインを含む

行政部局との連携強化

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

対応件数

防災訓練及び研修等に関する取組状況
開催件数
参加人数
研究成果の行政施策での活用状況
活用件数
８

（参考情報）当該年度までの

（参考情報）当該年度までの
累積値等、必要な情報

専門研究分野を活かしたその他の社会貢献
28 年度

（参考情報）当該年度までの
累積値等、必要な情報

8

専門知識を必要とする分析・鑑定件数

547

599

659

768

740

(3,187)

(4,245)

(3,592)

(5,008)

(4,853)

84

84

115

83

(7,684)

(61,352)

(7,345)

(3,484)

57
(2,771)

3,765

3,554

3,379

3,059

1,426

うち依頼研究員等（人）

85

86

91

70

49

うち技術講習等（人）

384

402

290

329

167

うちインターンシップ等（人）

163

167

179

195

76

うち農業技術研修（人）

43

39

38

124

30

うち短期集合研修（人）

109

99

93

0

0

うち農村工学技術研修（人）

857

885

640

363

204

うち家畜衛生研修（人）

523

552

553

514

27

1,601

1,324

902

1,464

873

359

392

410

261

241

166

231

183

176

13*

家畜及び家きんの病性鑑定件数
上記以外の分析・鑑定件数
技術講習生の受入人数、研修人数

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

（）：例数
（）：点数

生産者等を対象とした研
修会等への参加者数

*オンラインによる派遣

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

中長期計画

＜企画・連携推進業務＞

同左

１

ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強化 （Ⅰ－１を参照）

２

異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出

（Ⅰ－２を参照）

３

地域農業研究のハブ機能の強化

（Ⅰ－３を参照）

４

世界を視野に入れた研究推進の強化

（Ⅰ－４を参照）

５

知的財産マネジメントの戦略的推進

（Ⅰ－５を参照）

６

研究開発成果の社会実装の強化

（Ⅰ－６を参照）

７

行政部局との連携強化

（Ⅰ－７を参照）

８

専門研究分野を活かしたその他の社会貢献

（Ⅰ－８を参照）

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

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
Ⅰ－１～８を参照。

自己評価
評定：S

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

根拠：

Ｄ：0 点の区分により中項目の評定結果を点数化し

８項目のうち、S 評定が５項目、A 評定が３項目であり、
項目別判定基準に基づき S 評定とする。

た上で、8 中項目の平均点を算出し、下記の基準に

9

より項目別評定とする。
S：

3.5

≦ ８中項目の平均点

＜課題と対応＞

A：

2.5

≦ ８中項目の平均点 ＜ 3.5

Ⅰ－１～８を参照。

B：

1.5

≦ ８中項目の平均点 ＜ 2.5

C：

0.5

≦ ８中項目の平均点 ＜ 1.5

D： ８中項目の平均点 ＜ 0.5

主務大臣による評価
評定 Ｓ
＜評定に至った理由＞
８項目のうち、Ｓ評定が５項目、Ａ評定が３項目であり、項目別判定基準に基づきＳ評定とする。
＜今後の課題＞
Ⅰ－１～８を参照。

10

様式２－１－４－１

国立研究開発法人

年度評価

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

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ―１

ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強化

関連する政策・施策

農林水産研究基本計画

当該項目の重要度、難易度

当該事業実施係る根拠（個別法条文など）

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第 14 条

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：

２―① モニタリング指標
28 年度
アドバイザリーボード等の

設置数
開催数

研究課題の見直しの状況（％）

＊

外部資金の獲得状況

件数

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

17

18

17

16

14

13

17

14

7

9

41

48

52

36

―*

402

442

292

284

313

**

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

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

金額（千円）
収集した現場ニーズに対する課題化の状況（対応
率％）

事業(H30：3 件 35,943 千円)、経営体プロ(H30：38 件 479,644 千円)は H30

4,343,246

4,829,081
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3

**

3,870,624

3,093,420

3,041,664

2

1

0

から農研勘定の運営費交付金で配分されたため除外。（含めた場合は 408 件
4,872,226 千円）

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標
（１）ニーズに直結した研究の戦略

中長期計画
（１）ニーズに直結した研究の戦略的展開

中長期計画やその達成のための研究課題の設定に当たっては、農業や食品産業等の現場や政策ニ ア

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

ーズを起点とし、具体的成果につながるようバックキャストアプローチを行う。また、研究課題の

クキャストアプローチを行う。研究課題の進捗管理は、研究に先立って各年度の具体的な達成目標を記載した工程表を作

進捗管理のため、法人一体として工程表を作成し、その活用を図る。研究課題の評価は外部有識者

成し、これに基づいて行う。研究課題の評価は、中長期計画の達成状況を基に、農林水産大臣が設定する評価軸・評価指

等を活用し、成果のユーザーの意見も踏まえ、自ら厳格に実施する。評価結果に基づく「選択と集

標等に照らして、外部の専門家・有識者等を活用して適正かつ厳正に実施する。また、評価結果等に基づく「選択と集中」

中」を徹底し、研究の進捗状況、社会情勢の変化、ユーザーの意見等に応じ機動的に研究課題の見

を徹底し、社会経済的ニーズや政策的ニーズの変化、研究成果のユーザーの意見等に機動的かつ戦略的に対応できるよう

直しを行うとともに、社会実装の可能性が低下した研究課題は変更や中止を行う。

に研究課題を見直し、強化、変更や中止が可能となる仕組みを構築し、適切に運用する。

農業や食品産業等の現場で活用される技術の創出を図るため、研究推進における農業者や実需者、 イ

地域農業研究センターに先進的な農業経営の担い手等から構成されるアドバイザリーボードを新設し、その助言を研究

普及組織等の関与を強化する仕組みを構築・運用する。また、現場ニーズに係る情報を定期的に収

開発や成果普及の促進、ニーズの掘り起こし等の地域農業研究センター及び組織全体の業務運営に活用する。また、農業

集し、機動的に課題化する体制を構築する。さらに、民間企業を含む国内外の研究開発情報を積極

技術コミュニケーターを新設し、都道府県の農業革新支援専門員や農業者等との情報・意見交換を通じて地域の現場ニー

的に収集し、研究管理に活用する。

ズの把握や問題点の抽出、共同研究の組み立て等を強化する。
ウ

食農ビジネス推進センターを新設し、食品産業（製造・加工・流通業や中食・外食業も含む）ニーズや消費者ニーズ等
の情報収集と分析を実施し、内部研究組織が行うマーケットイン型の研究開発及びその成果普及を推進する。

エ

民間企業を含む国内外の研究開発情報を積極的に収集し、研究管理に活用する。
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（２）法人一体の評価と資源配分

（２）法人一体の評価と資源配分

農研機構がその役割を遂行するに当たり、限られた予算、人員等を法人全体で有効に活用し、最

法人全体を一体とする評価体制を整備・拡充して PDCA サイクルを強化する。具体的には、評価業務を一元的に扱い評価

大限の成果を得ることが重要である。このため、法人全体を俯瞰して厳格な評価を行い、予算・人 に関する企画及び運営を効率的に行うために、新たに評価室を設置する。研究については、研究の柱（セグメント）、研究
員等の資源を的確に配分するシステムを構築・運用するなど PDCA サイクルを強化し運用する。な 課題のそれぞれの階層で評価することとし、各階層における評価の主体や焦点を明確化するとともに、評価に関係する事務
お、当該評価は、別途定める評価軸及び指標等に基づき行う。

が過重な負担にならない適切な評価システムを構築する。さらに、従来は法人単位で行っていた外部の専門家・有識者等に

また、高度分析機器等の相互利用など運営費交付金を効果的に活用するとともに、中長期目標に よる評価委員会については、セグメントを単位として開催するよう変更し、研究課題のみならず業務運営全般を適正かつ厳
即した研究開発の一層の推進を図るため、外部資金の獲得に積極的に取り組み、研究資金の効率的 正に評価する。また、国際的な観点から評価する必要のある研究課題については、海外の大学や研究機関等に所属する専門
活用に努める。

家を活用して国際的水準に即して適切な評価を行う。これらの評価結果については、予算・人員等の研究資源の配分に反映

主務大臣による評価結果等については確実に業務運営に反映させる。

するシステムを構築して、的確に運用するとともに、翌年度以降の年度計画に反映して、業務の更なる改善・改革に活用す
る。主務大臣の評価結果についても、確実に業務運営に反映する。これら反映状況については、ウェブサイトで公表する。
（３）研究資金の効果的活用と外部資金の獲得
運営費交付金を含む研究資金の効果的・効率的な活用の観点から、研究資金の利用状況を定期的に把握するとともに、運
営費交付金の配分については理事長が裁量を十分に発揮できる体制とする。外部研究資金の獲得については、研究資源の配
分や研究職員の業績評価により、獲得のインセンティブが働くように取り組む。
また、高度分析機器等を農研機構の内部研究組織で横断的に活用する体制を整備し、研究資金の効果的な運用をする。
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

評価軸・評価の視点
及び評価指標等

年度計画

（１）ニーズに即し （１）ニーズに直結した研究の戦略的展開
た研究の戦略的展開

ア

主な業務実績等
（１）ニーズに直結した研究の戦略的展開

自己評価
＜評定と根拠＞

研究課題の設定は、Society 5.0 早期実現に向けた政策ニ ア ・府省連携型プロジェクト等への応募に当たって、組織が一体となった戦略的な課題立案 評定：S
ーズや農業界・産業界のニーズに基づき、第５期中長期計

を行い、大型外部資金を獲得した。ムーンショット型研究開発事業では、中長期的視点で政

など農業や食品産

画を見通したバックキャストアプローチにより実施する。

策ニーズを起点とした戦略的課題設定を行い、3 分野 7 課題に応募し、2 分野 6 課題が採択 根拠：

業等の現場や政策

研究課題の進捗は、全研究担当者がオンライン作成する

○農業者の関与強化

された。

企画戦略本部における研究推進の司令塔

ニーズに即した研

「月報」によって管理し、ロードマップの目標項目達成状 ・第 5 期中長期計画の策定に当たっては、農研機構の果たすべき役割と政策上の位置づけを明 機能を発揮した研究マネジメントにより、大

究推進を強化する

況を「大課題推進責任者（PD）会議」において確認する

確化し、社会ニーズや政策ニーズに基づいて、農業・食品分野における Society5.0 の深化と 課題や重点プロジェクトの進捗管理を徹底

仕組み・体制が適

ことで、第４期中長期計画を着実に達成する。

浸透に向けたバックキャストアプローチで課題設定を行った。

切に構築・運用さ
れているか。

するとともに、スマート農業実証プロジェク

研究課題の評価は、農林水産大臣が設定する評価軸・評 ・月報のオンライン作成により、研究担当者の報告から研究の進捗を把握・管理し、ロードマ ト等の拡充に対応した推進体制の強化等に
価指標に照らして、外部有識者を活用しつつ適切かつ厳正

ップに基づいて目標項目の達成状況が確認できる仕組みを構築した。

より、新型コロナウイルス感染拡大防止の影

＜評価指標＞

に実施し、社会情勢の変化に対応した機動的な課題の見直 ・全役員と大課題推進責任者(PD)が出席する「PD 会議」をリモート環境を併用して毎月開催 響を最小限にとどめて、年度計画を達成し

・研究推進において、

しを行う。

農業や食品産業等

破壊的イノベーションを目指す基礎研究支援制度であ

の現場や政策ニー

る「NARO イノベーション創造プログラム（N.I.P.)」を

ズを機動的に反映

拡充し、出口を見据えた技術シーズの創出を支援する。

し、大課題ごとの進捗や期末に見込まれる成果の把握に月報を活用した。懸案事項を早期に た。
把握して、機動的なマネジメントを行い、新型コロナウイルス流行下でのリモート管理や予

プロジェクト獲得では、
NARO 開発戦略セ
ンターや研究推進部による組織が一体とな

算配分等に対応した。

・農林水産大臣が設定する評価軸・評価指標に沿って内部評価を行い、外部有識者により内部 った戦略的プロジェクト立案によって、ムー

させるための仕組

評価の妥当性を検証して、令和２年度計画及び第４期中長期目標期間実績の厳正な自己評価 ンショット型研究開発事業や PRISM 等の大

み・体制が整備さ

を実施した。

れ、運用されてい
るか。

型の府省連携型プロジェクトで高い採択率

・令和２年度 NARO イノベーション創造プログラム（N.I.P.）の予算を 1.2 億から 1.5 億に を達成したことは大きな成果である。
増額し、1,000 万円課題 2 件、500 万円課題 5 件、100 万円課題 28 件、国際課題 9 件、イン

第 5 期中長期目標に対しては、第 4 期見込

・評価結果に基づく

キュベーションラボ活用課題 2 件を新規採択した。令和元年度採択課題はステージゲートを み評価に基づいて主務省から示された「中長

「選択と集中」に

設けて、進捗に応じて高額課題の中止(１件）・減額（１件）を行い、100 万円課題で優れた 期目標期間終了時における業務・組織全般の

より、研究課題の

成果を出した２課題を理事長賞として表彰した。
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見直し」を踏まえ、政府の施策に沿ったバッ

見直しが行われて
いるか。

クキャストアプローチと将来像を見据えた
イ 農業・食品分野における Society 5.0 の早期実現を加速化 イ・スマート農業実証プロジェクト（「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」及び「ス 戦略的課題提案により中長期計画を策定し、
するため、「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」

マート農業加速化実証プロジェクト」をまとめたプロジェクト名、略称「スマ農プロ」）を拡 組織体制を見直した。

及び「スマート農業加速化実証プロジェクト」を通じ、生産

充し、地域の個別課題に対応する 52 課題、5G 関連 3 課題、新型コロナウイルス流行下での

者、民間企業、公設試、大学等と連携して、地域の個別課題

さらに、下記に記載した取組においても年

外国人技能実習生の受入れ制限等に伴う人手不足に対応する 24 課題を新規採択した。スマ 度計画を上回る成果が得られており、全体と

に対応したスマート農業の社会実装に向けた現地実証を実

ート農業実証事業推進室にスマート農業技術の社会実装に向け経営評価に係る職員を増員 して年度計画を著しく上回る実績をあげた。

施する。実施に当たっては、専門 PO、スマート農業コーデ

し、スマート農業現地実証プロ推進体制を強化した。

トを通じて収集される経営データについて、スマート農業技

スマート農業技術の導入効果を分析し、中間報告として農林水産省のスマート農業のホーム

術を導入した経営モデル構築のための解析を実施する。

ページで公開した。

証プロジェクトや九沖 SFC プロでは、組織

等ニーズを収集するとともに、農研機構の研究開発成果の発

加した。

速した。また、NARO イノベーション創造プ

促進を双方向のコミュニケーションに基づいて展開する。地

に、既存の成果の活用や新規研究テーマ設定等の対応を実施した。オンラインの併用により、 等により基礎・基盤研究を強化するととも

ィネーターが必要な助言・指導を行う。また、両プロジェク ・プロジェクトで収集した経営データを農業データ連携基盤（WAGRI）に蓄積するとともに、 （１）ニーズに直結した研究の戦略的展開

重点プロジェクトであるスマート農業実

地域アドバイザリーボードにおいて、委員から現場の課題 ・都道府県のスマート農業担当者を対象に経営評価手法の研究会をウェブ開催し、59 名が参 的な推進体制を強化し、成果の社会実装を加

信を強化する。標準作業手順書（SOP）を活用した成果導入 ・地域アドバイザリーボード（令和 2 年度 9 回開催）を主催し、現場のニーズを収集するとも ログラムの拡充や、高度分析機器の重点整備
域マッチングフォーラム、スマート農業マッチングミーティ

主催地域以外の地域農研からの参加を得て活発な討議が行われ、他の地域の成功例の共有、 に、横串プロジェクト等によってセグメント

ング、ＪＡや主要生産者への訪問等の活動を体系化し、生産

共通課題の抽出の場としても活用した。

に活用する。

の公設試や普及組織を訪問（452 件）して、SOP を提供した。また、JA（107 件）、農業法

を超えた連携を行い、農研機構一体となった

現場の課題等に関する意見交換と研究開発成果の普及促進 ・農業技術コミュニケーターは標準作業手順書（SOP）を普及ツールとして活用し、都道府県 効率的な研究推進体制を構築した。
九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクトで

人（142 件）、農業生産現場等（65 件）の普及活動においても SOP を活用した。

（３）研究資金の効果的活用と外部資金の獲

展開中の 8 課題の成果を現場投入し、現場ニーズに基づく課 ・地域マッチングフォーラム（農林水産省よりウェブ一斉配信）や地域試験研究推進会議の場 得
題及び加工・物流に係る課題を拡充する。

を活用し、重点普及成果を紹介するとともに、SOP への意見を聴取して改善を実施した。

新型コロナウイルス感染拡大防止による

・現地検討会（6 回開催）や出前技術指導、興農会や事業化推進ツアーを通じて地域に応じた 業務への影響を最小限とするため、機動的な

成果紹介を工夫し、農業技術革新・連携フォーラムや農政局ブロック単位での普及職員研修 研究リソースの投入を行った。機器整備は、
等において企業や行政組織への普及成果と SOP の説明を行った。

農研機構内で一括審議し、第 5 期中長期計画

・農政局が主催する地域研究・普及連絡会議や近畿農業関係試験機関場所長会等に出席し、地 を 見 越 し た 機 器 の 優 先 的 な 整 備 を 行 い
域に貢献できる農研機構の重点普及成果や SOP の紹介を通じて、要望を聞き取り、活動に PRISM 等外部資金の獲得につなげた。

反映させた。

・全国農業関係試験研究場所長会（92 組織）及び地域農業研究センターの地域アドバイザリ ＜課題と対応＞

ーボード委員等（221 組織・人）に、普及活動アンケート（満足度、SOP 説明等要望）調査 （２）法人一体の評価と資源配分
を実施し（回答：165 組織、要望件数：794 件）、SOP や技術相談等に関する 794 件の要望

第 4 期に実施した評価プロセスの検証に

には、農業技術コミュニケーターと産学連携コーディネーターが順次対応し、その情報を普 より、第 5 期中長期目標・中長期計画におけ
及活動戦略に反映し活用した。

る業務体制及び評価軸に対応した評価シス

・九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九沖 SFC プロ）では、九州経済連 テムを構築する。
（２）法人一体の評
価と資源配分
○法人全体を俯瞰し
た評価が行われ、
研究課題の変更や

合会、九州農政局、九州経済産業局との連携の下、本部事業開発室及び九州沖縄農業研究セ
ンター事業化推進室が地域輸出商社や県、農業団体等との定期的な意見交換を通じて技術的
課題や開発技術の普及上の問題点を把握し、機構内関係部門と連携してその解決に向けた取
組を推進した。
・茶新品種「せいめい」の普及、柿品種「太秋」の輸出促進の 2 課題について、加工・物流に
関わる新たな取組を開始した。「せいめい」の普及について、「かごしま茶『せいめい』研

13

中止、予算・人員等

究会（案）」を県主導で製茶メーカー、育苗業者等で組織し、農研機構と連携を図ることに

の資源配分に反映

合意し、設立準備を開始した。

するシステムが構

・グルテンフリー米粉用の「ミズホチカラ」、新品種の「笑みたわわ」の産地拡大に呼応した

築・運用されてい

商品開拓として、100％米粉パン、洋菓子の用途開発のため製粉メーカー・製パンメーカー

るか。

による商品化、大分県の地産地消による給食への試用等に取り組んだ。

＜評価指標＞
・法人全体を俯瞰し ウ 地域農業研究センター地域戦略部事業化推進室における ウ ・食農ビジネス推進センターを本部事業開発室に統合し、本部による司令塔機能を強化し
た評価を行い、そ
の評価に基づく予
算・人員等の資源
を的確に配分する
システムが構築・
運用されている
か。

農業技術コミュニケーター及び産学連携コーディネーター

た。ビジネスコーディネーターのミッション、担当範囲を明確にして、地域ハブ活動との連

の連携に加えて、ビジネスコーディネーターが参画し、食農

携を強化し、普及活動と商品化のチェーンをつなぐ取組を開始した。

ビジネス推進センターと事業開発室とが一体的に効率的か ・統括ビジネスコーディネーターの指揮の下で、12 名のビジネスコーディネーターが各研究
つ効果的な活動を推進する。
社会実装に直結する民間企業からの資金提供型共同研究

センターの研究テーマを把握し、さらに複数の部門、センターの連携による民間企業とのマ
ッチング活動を推進した。

を推進するため、ビジネスコーディネーターの研究センター ・野菜花き研究部門安濃研究拠点（三重県津市）に産学連携コーディネーターを駐在させ、東
等の担当責任を明確にし、組織を横断する研究課題の総括を

海地域における企業や公的機関との産学連携の交渉を推進した。

行い、現行テーマの持続的発展を図る。新規共同研究の発掘 ・農研機構の組織横断的な研究課題と民間企業との調整管理を行い、資⾦提供型共同研究は
に当たっては、技術の体系化に基づくシリーズ化を意識する

258 件（令和元年は 203 件）で⼤型の受託研究を加えた資⾦提供額 6.31 億円（令和元年は

とともに、民間資金をマッチングさせた大型の政府資金導入

5.42 億円）、有償技術相談は 27 件（令和元年は 9 件）で提供資金額 22.0 百万円（令和元

を図る。

年は 8.9 百万円）と、民間から獲得した資金の件数と額が増加した（３月末契約実績）。
・官民研究開発投資プログラム（PRISM)により、企業とのマッチングファンドを活用して認
知機能維持食品の臨床試験等をスタートさせた（I-2(1)イにも記載）。

エ

NARO 開発戦略センターは、農研機構における研究開発 エ・NARO 開発戦略センターは、農研機構における研究開発や社会実装の加速化等に資する

や社会実装の加速化等に資する開発戦略策定のための提言

農研機構理事長への提言として、将来像を見据え、ロボティクスや農畜産物の輸出等をテー

を農研機構理事長に行う。

マにした研究開発戦略を策定した。その内容を第５期中長期計画に反映させるとともに、外
部研究資金の獲得に貢献した。これにより年度計画を達成した。
・第 5 期中長期計画における課題検討では、取り組むべき課題の研究ニーズ、経済効果、市場
規模調査等を行い、研究計画策定やプロジェクトメイキングに活用した。

（２）法人一体の評価と資源配分

（２）法人一体の評価と資源配分

PDCA サイクル強化のため、評価の主体を明確にし、外 ・ウェブ会議等を併用して、研究関連業務検討会、研究課題検討会を開催し、セグメントを単
部有識者による評価を、セグメントを単位とする評価委員

位とする 5 つの評価委員会及び平成 30 年度に設置した農業情報研究評価委員会において、

会及び重点事項の農業情報研究に特化した評価委員会で

外部有識者により内部評価の妥当性を検証し、令和２年度計画及び第４期中長期目標期間実

行う。これらの評価結果は、研究推進担当理事の下、適切

績の厳正な自己評価を実施した。

に研究資源の配分へ反映するとともに、見込み評価の結果 ・見込み評価結果を踏まえて、PD 会議で期末に向けた実施課題の加速や終了を検討し、第 5
は、第５期中長期計画の設計に活用する。大臣の評価結果

期中長期計画における研究課題に反映させた。（見込み評価の組織・業務運営体制の構築へ

についても業務運営に確実に反映し、業務の改善・改革に

の活用ついては II-2 に記載）。

活用するとともに、反映状況をウェブサイトで公表する。 ・農研機構評価委員会及び大臣評価における指摘事項の業務への反映状況について、ウェブサ
イトで公表した。
（３）研究資金の効果的活用と外部資金の獲得

（３）研究資金の効果的活用と外部資金の獲得
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運営費交付金を含む研究資金の効果的・効率的な活用の ・研究活動分析システムを活用し、月ごとに理事や大課題推進責任者が運営費交付金を含む研
観点から、研究資金の利用状況を定期的に把握するととも

究資金の配分状況を把握できるようにした。

に、運営費交付金の配分については、理事長が裁量を発揮 ・令和２年度は理事長裁量経費（当初予算）として 18 億円を確保するとともに、新型コロナ
できる予算枠の確保、本部による一元的な予算執行による

ウイルスの影響等を踏まえ執行見込みがなくなった交付金について 10 月と 12 月に調査を

司令塔機能の強化を図る。さらに、外部研究資金の獲得に

行い、理事長裁量経費への追加繰入れ（5.1 億円）を行うことで、当初の想定を大幅に超え

向けて、外部資金間接経費の一定割合に相当する額を各研

た額を機動的に再配分することを可能とした。

究センター等に配分するとともに、公募等の情報収集・周 ・理事長裁量経費から N.I.P.等の基礎研究課題（1.5 億円）やムーンショット・PRISM 課題等
知、外部資金獲得セミナーの実施、公募申請書類の作成支

の大型プロジェクト研究をさらに加速化するための経費(3.4 億円)、研究のポテンシャルを

援等の取組を充実・強化する。

向上させるための高度分析機器等の整備（2.7 億円）等に重点的に投資した。

高度分析機器等は、本部一括審査によって整備し､基本 ・外部資金間接経費の一定割合（７％）に相当する額を、外部資金獲得インセンティブ経費と
的に共通利用機器とする。

して理事長裁量経費から各研究センター等に配分した。

高度解析センターは、更なる利用促進と人材育成を図 ・イントラネットを通じて、公募情報を一元的に提供した。外部資金獲得セミナーを９月にウ
り、農研機構が保有する農産物の成分の一斉分析データを

ェブ開催し、470 名が視聴した。

収集・解析してデータ連携基盤の拡充に貢献する。また、 ・高度分析機器等については、研究資源集約化委員会において農研機構内の機器整備を一括審
高度解析技術を活用して資金提供型共同研究及び有償依

議する体制の下で、民間との共同研究による資金獲得につながる先端的機器の整備を優先的

頼分析の拡大・強化に取り組み、産業界との連携強化に努

に進めることとし、第 5 期中長期計画における基盤的研究業務の重点化を見越して、高精度

める。

MRI や自動分析装置を重点的に整備した。さらに、官民研究開発投資プログラム（PRISM）
等の大型外部資金を獲得して、分析の遠隔化・自動化に向けた整備を開始した。
・高度解析センターは、NARO 島津食品機能性解析共同研究ラボ（NARO 島津ラボ）と連携
して農研機構の開発品種の機能性成分に関するデータ基盤を整備した。前年度を上回る資金
提供型共同研究費を獲得し、産業界と連携強化を進めた。

主務大臣による評価
評定 Ｓ
＜評定に至った理由＞
ニーズに直結した研究の戦略的展開については、令和元年度に新設した NARO 開発戦略センターの戦略立案機能と、企画戦略本部における研究推進の司令塔機能を発揮した強力な研究マネジメントにより、
研究の進捗管理と優先すべき課題の推進体制が徹底されている。破壊的イノベーションを目指す基礎研究支援制度「NARO イノベーション創造プログラム」の予算枠増額に加え、府省連携型プロジェクトであ
るムーンショット型研究開発事業での２分野６課題の採択、官民研究開発投資プログラム（PRISM）等の外部資金の獲得など、将来のイノベーションにつながる技術シーズの強化が図られ、年度計画を上回る
成果が得られている。また、スマート農業に関しては、２つのプロジェクトを「スマート農業実証プロジェクト（スマ農プロ）」にまとめ、新型コロナウイルス流行下での人手不足に対応した 24 課題を含む
79 課題を新規採択するとともに、社会実装に向け、経営評価に係る職員を増員し、推進体制を強化している。九州沖縄スマートフードチェーン（九沖 SFC）プロジェクトでは、開発された技術を活用した輸
出促進として、加工・物流に関する課題に新たに着手するとともに、新品種の産地拡大に呼応した商品化等、課題の拡充と成果の社会実装が着実に普及している。
法人一体の評価と資源配分については、セグメント別及び農業情報研究評価委員会、外部有識者による厳正な評価を着実に実施し、研究課題の拡大・縮小等の研究課題の管理を図り、昨年度実施した見込
み評価結果は第５期中期計画の研究課題に反映させている。
研究資金の効果的活用と外部資金の獲得については、年度当初予算として理事長裁量経費を 18 億円確保（令和元年度 17 億円）するとともに、新型コロナウイルスの影響等を踏まえ配分を見直し、追加繰
り入れ（5.1 億円）を行う等、機動的な運営を行っている。また、本部一括審査体制の下、第５期中長期計画における業務の重点化を見越し高度分析機器等の整備を重点的に行い、PRISM 等外部資金の獲得に
つなげたことは、年度計画を上回る成果である。
以上のように、研究マネジメント強化による重点課題の推進や基礎・基盤的な研究開発の強化によって、ニーズに直結した研究の推進と PDCA サイクルの強化に顕著な進展が認められ、特に外部資金の獲得
に関しては年度計画を上回る特に顕著な成果が見られ、将来の成果の創出も期待されることから、Ｓ評定とする。
＜今後の課題＞
第５期中長期計画の達成に向け、引き続き PDCA サイクルの強化・運用及び機動的かつ効果的な資源配分に取り組みながら、スマート農業を始めとする重点分野の推進体制強化や国内外のニーズ・研究開発
動向の把握にも努め、更なる研究の戦略的展開を期待する。
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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．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ―２

異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：

２―① モニタリング指標
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

異分野融合研究等の取組状況
共同研究数
他機関との連携実施数

86

106

118

72

75

4

４

1

0

０

3

5

４

5

５

応募数

21

9

17

20

28

獲得数

4

5

8

7

9

70

111

147

198

210

215,835

262,414

310,911

419,695

595,990

人事交流

連携・協力協定締結数
外部資金
資金提供型共同研究件数
民間企業等からの資金獲得額

（千円）

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標
（１）異分野融合研究の強化

中長期計画
（１）異分野融合研究の強化

既存の研究分野の枠を超えた共同研究や、その研究開発成果の商品化・事業化に取り組む事業者 ア

作物開発研究、スマート農業研究、農業環境研究の分野において、従来の法人や農研機構の内部組織を融合して新たな

等との連携により、革新的な技術シーズを生み出すとともに、新たな市場を切り拓く「イノベーシ

重点化研究センターを設け、これらを各分野のハブとして、府省や業種の枠を超えた外部の研究機関、民間企業等との連

ョン」の創出が期待されている。このため、特に、我が国の産業の強みであるロボット技術や ICT、

携の下、研究開発を推進する。

最近目覚ましい発展を遂げている分子生物学やゲノム工学技術等の分野を中心に、府省、研究分野、 イ

府省、研究分野、業種等の枠を超えた研究開発と成果の商品化・事業化等に取り組む。

業種等の枠を超えた研究開発と成果の商品化・事業化等に、従来以上のスピード感を持って取り組 ウ

農業以外の外部研究機関（国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構等）との連携・

む。なお、農業のスマート化等に伴って集積するビッグデータに関しては、その有効活用を図ると
ともに適切な取扱いに留意する。

協力協定の活用等を通じ、異分野との共同研究を積極的に推進する。
エ

また、農林水産省が行う「『知』の集積と活用の場」を積極的に活用し、開発技術の普及促進・
技術移転等を進める。

農業のスマート化等について積極的に課題として取り上げるとともに、蓄積されたビッグデータについては、情報の重
要性や情報流出の防止等に留意しながら活用する。

オ

農林水産省が行う「『知』の集積と活用の場」等の産学官連携の仕組みを積極的に活用し、自らの研究開発成果の最大
化に努める。

（２）産学官連携の戦略的推進

（２）産学官連携の戦略的推進

外部の知識・技術等を積極的に活用し、それらと農研機構の技術を組み合わせた上で革新的な技 ア

共同研究、連携・協力協定、実証研究、コンソーシアム等の産学官連携の仕組みを活用し、外部機関と積極的に交流し、

術を生み出すとともに、開発した技術の移転・普及を促進するため、民間企業など外部機関と積極

外部の技術と農研機構の技術を組み合わせて画期的な技術体系を確立する。その際には、農研機構が中核となって成果の

的に交流を図り、産学官連携の取組を推進する。これにより、農研機構が中核となって、他の研究

技術移転の加速化を図るよう努める。

機関の勢力や英知を結集し、我が国の農業研究を牽引する。その際、法人として戦略的に産学官連 イ
携を推進する仕組みを整備し、ニーズ指向の研究、マーケットインの発想による研究を推進する。

農研機構一体として産学官連携を進める司令塔として、本部に連携広報部を置く。また、マーケットイン型研究開発及
びその成果普及を推進する部署（食農ビジネス推進センター）を新たに設置し、産学官連携を推進する組織体制を強化す
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また、資金提供型共同研究など民間企業からの研究資金の拡大に向けた努力を行う。それらの取組

る。

を通じて、農研機構の各内部研究組織で開発された有望な研究開発成果が全国各地域で活用される ウ
よう進める。

める。
エ

農研機構が開発した有望な研究開発成果については、農研機構全体で情報を共有し、普及を行っていく。

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

評価軸・評価の視点
及び評価指標等

年度計画

（１）異分野融合研 （１）異分野融合研究の強化
究の強化

民間企業との共同研究においては、資金提供型の共同研究の仕組みを活用するなど、積極的に企業からの資金確保に努

ア

主な業務実績等
（１）異分野融合研究の強化

自己評価
＜評定と根拠＞

３重点化研究センターと農業情報研究センター及 ア・農業情報研究センターにおいて、研究センター等の AI 研究課題（41 テーマ）を指導・実施し、 評定：S

○府省、研究分野、業

び研究部門・地域農業研究センターの連携を強化し、

画像認識による病害虫診断や AI による温州みかんの糖度予測、ゲノム情報からの形質予測等、農

種等の枠を超えた

農業界、産業界、府省、地方公共団体との連携を推進

業や品種開発に活用できる AI 研究成果を得た。

研究体制を構築す

する。農業・食品分野における異分野融合研究の成果 ・ 高知県との施設園芸作物の計測技術に関する共同研究を実施し、技術セミナーや受け入れ研修に

るためのマネジメ

の地方創生への活用を図る。

ントが適切に実施

より県職員への人材教育も行い、同県が進める地方創生事業に貢献した。

根拠：
異分野融合研究では、農業情報研究センタ
ーの AI 研究基盤を重点的に強化するととも

・ 最先端の環境制御、計測技術による精密な栽培試験が可能となるインキュベーションラボを整備 に、独自の AI 教育コースで農研機構の AI 研

されているか。

し、資金提供型共同研究や国家プロジェクト等でのスマート育種や遺伝子機能解析に関する研究 究人材育成をすすめ、農業技術 10 大ニュー

＜評価指標＞

推進体制を整えた。

スに採択されるインパクトある農業 AI 研究

・府省、研究分野、業

の成果を創出し、生産現場への実装を開始し

種等の枠を超えた イ
共同研究や、事業

府省や業種の枠を超えた研究開発を推進し、成 イ・官民研究開発投資プログラム（PRISM)から企業の認知機能維持食品の臨床試験、戦略的イノベ た。ムーンショット型研究開発事業では、参
果の事業化に取り組む。

者等と連携を推進

ーション創造プログラム（SIP)の成果からは、企業が刺激性悪玉糖化物測定キットの受注販売に 画する大学、国研との円滑な研究推進体制を
向けた手続きを開始した（R3.1）。

するためのマネジ

組み、PRISM や SIP では企業との連携を強

・ 農林水産省の「イノベーション創出強化事業」に採択された８課題のコンソーシアムの代表とし 化する推進体制を構築した。

メントが行われて

て、研究を推進した。令和元年に採択されたテーマにおいて、トマト及びイチゴの収量予測に係

いるか。

るデータ解析用 API を作成し、サービス提供企業候補との協議を開始した。

産業界との連携では、新型コロナウイルス

感拡大防止による影響で企業からの資金提

・ 「ムーンショット型研究開発制度」において、目標 4「地球環境再生に向けた持続可能な資源循 供が鈍化する中、ビジネスコーディネーター

環を実現」の１課題（東北大学 PM１）及び目標 5「未利用の生物機能等のフル活用により、地球 による広範な分野の企業等とのマッチング

○農林水産省が行う

規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」の 5 課題（北海道大学、京都大学、お茶 活動を強化し、年間 1,000 万円以上の資金提

「『知』の集積と活
用の場」を活用し

の水女子大学、筑波大学が PM）に参画し、他の参画大学、国研等機関と連携し、研究を推進し 供型共同研究 11 件を含む企業からの資金獲

た取組が適切に実

得額の増大（年度末契約金額で令和元年

た。

施されているか。

・ 「JST 共創の場支援プログラム」において、筑波大学を代表とする本格型・政策重点分野の 2 課 度:5.42 億→令和２年度:6.31 億）を達成した。

＜評価指標＞

題及び東京大学を代表とする本格型・共創分野の 1 課題に参画し、研究を推進した。

以下の実績も含めて、全体を通して年度計

・ 産業競争力懇談会（COCN）の特別会員（令和２年 4 月入会）として、令和２年度推進テーマの 画を大幅に上回る成果が得られた。

・「『知』の集積と活
用の場」を活用し、

うち 2 題に参画し、テーマの実現に向けた活動を通じて産業界との連携を強化した。農研機構は、

開発技術の普及促

環境に配慮した持続的な農業形態に関する令和 3 年度の推進テーマを提案し、プロジェクト準備 （１）異分野融合研究の強化

進・技術移転が進

会としての活動が認められた。今後、COCN 会員企業とともに事務局を設立する見込みである。 ・ 画像診断技術やビッグデータによる生育

められているか。

予測等の AI 研究成果 2 件が農業技術 10

ウ

国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研 ウ・研究開発法人と 35 件の共同研究を実施した。主な独法は、産業技術総合研究所（産総研）と 5
究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法

件、理化学研究所と 10 件、物質・材料研究機構と 3 件、防災科学技術研究所と 4 件等である。

人理化学研究所等、外部の研究機関との連携・協 ・ 産総研との連携協議会を開催し、土壌に係るデータベース整備等の分野での連携推進について検
力協定の活用等を通じ、異分野との共同研究を積

討した。

極的に推進する。
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大ニュースに選定され、生産現場への導
入を開始した。
（２）産学官連携の戦略的推進

・ 十勝地方の畑作・酪農の優位性を活用し
（２）産学官連携の エ 大量のデータを安全・永続的に保持する統合的デ エ・農研機構統合 DB に蓄積された研究データを分野横断的に活用するための AI 研究用スーパーコ
戦略的推進

○法人全体で産学官
連携を推進する体
制が適切に構築・
運用されている
か。
＜評価指標＞
・民間企業など外部
機関と交流を図り

ータベース（DB）に農研機構保有の研究データを

ンピューターを整備した。

集積するとともに、外部 DB と機構の DB をシー ・ 農研機構統合 DB に搭載したデータセットやデータベースの数は目標を 10 から 100 に上方修正
ムレスに検索する機能等を構築し、分野を超えた

して取り組み、110 を達成した。

業関連実証事業」を通じて蓄積された実証データ

した。

て農産物の高付加価値化を推進する「北
海道十勝発スマートフードチェーンプロ
ジェクト」の発足を目指した準備会合を
開催した。

連携で活用する。オープンデータや「スマート農 ・ 農業情報研究基盤を活用し農業分野の特性も考慮した独自の AI 教育コースを開発し 44 名に実施 ・研究センター等のシーズの体系的な把握
とビジネスコーディネーターの活動強化

についても、「農業データ連携基盤（WAGRI）」 ・ 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第２期により NARO TogoGenome システムを構築
を介して情報保護に留意しながら活用し、データ

し、カンキツに関するゲノム情報を登録することで、イネ・ムギ・ダイズ等で明らかとなった農

駆動型農業の普及を推進する。

業重要形質遺伝子情報の種横断的利用を促進するとともに、ライフサイエンス統合データベース
センター等の機構外部のデータベースとの連携を推進した。

産学官連携を推進

・ 高度解析センターの核磁気共鳴装置（NMR）等構造解析技術と AI 技術とを融合した、「AI 構造

する体制が整備さ

ベース創農薬システム」を構築した。

れ、運用されてい

・ 農研機構統合 DB に、外部 DB とのメタデータ連携機能を組み込んだ。

るか。

・ 農林水産省の統計データに加え市況等動的データを農研機構統合 DB と農業データ連携基盤
（WAGRI）に搭載した。

により、前年度に比べて民間からの資⾦提
供件数、総額、500 万円以上の大型案件の
割合が増加した。
・高知県、茨城県、宮崎県などと連携して地
方創生と地域の課題解決に取り組み、43
件の SOP を整備して地域に応じた技術移
転を加速した。
＜課題と対応＞

・ 「スマート農業関連実証事業」に参画する経営体の経営データをプライベートデータとして （１）異分野融合研究の強化
WAGRI に蓄積し、情報保護に留意しつつ集計、分析を実施できる機能を整えた。
オ 「『知』の集積と活用の場」産学連携協議会のマ

セキュリティを確保して農業情報研究基

盤を機構外部から有効活用できる体制を構

オ・「『知』の集積と活用の場」産学連携協議会では、副会長、理事としてマネジメントに参画し、 築し、研究開発の連携を促進する。また、こ

ネジメントに参画するとともに、農研機構が主導

協議会の令和３年度からの第２期に向けた体制及び戦略の構築に貢献した。

野の企業、公設試、大学等とネットワークを構築

に構成員として参加し、その内 18 件でプロデューサーとして活動した（令和３年 2 月 28 日現

し、イノベーションの創出に努める。協議会の第

在）。

れまでの研究成果を事業化につなげる活動

する研究開発プラットフォームを活用して、異分 ・ 「『知』の集積と活用の場」産学連携協議会における研究開発プラットフォーム 190 件中の 83 件 を展開する。

二期に向けた体制及び戦略の構築に貢献する。
九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロ

・ 「Society5.0 の実現に向けたデータ駆動型ソリューション研究開発プラットフォーム」（全国 47

（２）産学官連携の戦略的推進
研究センター等の事業開発室と研究セグ

都道府県の農業関連試験研究所と 13 大学など 74 機関から構成）内に設立した、全国公設試に蓄 メントの連携を強化し、研究成果を戦略的に

ジェクトにおいて、農林水産省が主導する GFP

積された土壌化学分析に関するデータを WAGRI で利活用するためのコンソーシアム課題が、イ 選択して、開発技術を企業等へ提案する。

（ Global

ノベーション創出強化研究推進事業に採択された。

Farmers/Fishermen/Foresters/Food

Manufactures Project）との連携を強化し、輸出促 ・ 農林水産省からの要請を受け、｢GFP グローバル産地連携かんしょ部会｣（リモート方式）で、か
進に向けた活動を強化する。

んしょの腐敗防止対策をまとめた標準作業手順書（SOP）を紹介（10 月 16 日）した。この他、
九州農政局と連携して九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクトの参画メンバーへの
GFP 活動の紹介を行った。

（２）産学官連携の戦略的推進

（２）産学官連携の戦略的推進

ア 九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジ ア・九州沖縄経済圏スマートフードチェーン（九沖 SFC）プロジェクト 8 課題の成果を現場に投入す
ェクトでは、産学官連携によるバリューチェーンに

るとともに、新たに 2 課題を選定し、実用化に向けた取組を開始した。

沿った事業化モデルにつながる研究開発を推進し、 ・ 九沖 SFC の 2 課題（「サツマイモ輸出時の輸送中腐敗防止技術」、「イチゴ品種「恋みのり」産
北海道十勝発スマートフードチェーンプロジェク

地形成」）で開発された成果が現場で活用され、輸出や栽培拡大に貢献したことから、社会実装

トでは、十勝地方の畑作・酪農の優位性を活用した

に至った。
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スマートフードチェーンにおける高付加価値化を ・ 九沖 SFC 事業化戦略会議を開催（10 月６日、福岡市）し、成果と進捗状況及び業界からのニーズ
推進する。

に基づく新規課題の概要を報告した。

民間資金を原資として、マッチングによる府省の ・ 十勝地方の畑作・酪農の優位性を活用して農産物の高付加価値化を推進するため、帯広畜産大学
競争的資金の導入を図り、成果の社会実装を加速す

との連携活動を発展させた「北海道十勝発スマートフードチェーンプロジェクト」の発足を目指

る。

した準備会合を開催（３月４日、オンライン形式）した。
・ マッチングファンドを活用した、企業による認知機能維持食品の臨床試験をスタートさせた（I2(1)イにも記載）。

イ

令和元年 11 月の組織改革の方針に沿って、広報 イ・広報と連携した産学官連携活動により社会実装を加速するため、成果の普及と民間資金導入に関

活動と産学官連携の役割分担を明確にしつつ相互

するプレスリリースを 10 件行った。

の連携を図り、成果普及及び民間資金導入による社 ・ 食農ビジネス推進センターの機能を本部事業開発室と一体化させ、社会実装に直結する資金提供
会実装を強化する。

型共同研究を推進するため司令塔機能を強化した（Ⅰ-1(1)ウにも記載）。

ビジネスコーディネーターと地域戦略部事業化 ・ 九沖 SFC 8 課題の成果を現場に投入するとともに、新たに 2 課題を選定し、実用化に向けた取組
推進室との連携強化と効果的な運営のため、食農ビ

を開始した（Ⅰ-2(2)アにも記載）。

ジネス推進センターと事業開発室が一体的な活動 ・ 帯広畜産大学と共同研究により、補助スターターとして用いた場合にチーズの熟成を早め嗜好性
を推進する。
九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジ

を高める乳酸菌を見いだした。この乳酸菌について特許出願するとともに、ご当地乳酸菌による
純国産チーズスターター「J チーズスターター」の利用法に関する SOP を作成した。

ェクトでは、九州沖縄農業研究センターの他、野菜 ・ 岩手県とは自治体、企業、生産者から成る「普及促進会」を設立し、水稲直播と子実トウモロコ
花き研究部門、食品研究部門、畜産研究部門等農研

シ栽培の普及活動を推進した。

機構全体で産学官連携によるバリューチェーンの ・ 茨城県との連携では、農研機構育成かんしょ品種「ふくむらさき」の機能性成分分析や栽培での
事業化モデルにつながる研究開発を展開する。帯広

作業改善を実現する農機の改良・開発などで、茨城県単独事業「かんしょトップランナー事業」

畜産大学、茨城県、高知県・高知大学・高知工科大

の取組に貢献した。

学・高知県立大学、宮崎県・宮崎大学、佐賀大学等 ・ 高知県、高知大学、高知工科大学、高知県立大学との連携では、熱画像カメラによる作物表面の
との連携においては、事業化推進室長及び産学連携

微気象要素計測によりナスつや無し果発生の前徴を発見するなど、計測技術の実用化を進めた。

コーディネーターが公設試、大学と連携した共同研 ・ 宮崎県、宮崎大学との連携では、県・経済連のブランドポーク協議会に協力し、宮崎県 10 銘柄の
究を推進する。

官能評価によるブランド化戦略立案に参画し、パンフレットをとりまとめた。

ウ ビジネスコーディネーターによる民間企業のニ ウ・研究センター等のシーズの体系的な把握とビジネスコーディネーション活動の強化により、企業
ーズ特定のための積極的な働きかけと研究部門、重

からの研究資金を拡大した。資⾦提供型共同研究は 210 件（３月末契約件数：258 件）（令和元年

点化研究センター、地域農業研究センター等のシー

度は 198 件（３月末契約件数：203 件））、資⾦提供額は 5.96 億円（３月末契約金額：6.31 億円）

ズの体系的な把握により、新たに共同研究を提案

（令和元年度は 4.20 億円（３月末契約金額：5.42 億円））、年間 1,000 万円以上の資⾦提供は

し、企業からの研究資金を拡大する。

13 件（同 9 件）、1 件当たりの提供額は 245 万円（同 237 万円）となり、いずれも令和元年度

また、農業情報研究センター、NARO 開発戦略

実績よりも増加した。

センターとの連携により民間資金導入の戦略的な ・ ビジネスコーディネーターの積極的な活動を通じて農業情報研究センターの連携先を探索し、情
活動を強化する。

報通信分野の民間企業から 13,500 千円の大型資金を 1 件獲得した。

・ NARO 開発戦略センターが策定した研究開発戦略により、民間企業が参画する大型プロジェクト
研究資金の獲得を推進し、参画企業からの民間投資拡大を誘発した。

・ NTT 東日本との共同活動により、栽培マニュアルと IoT センシングデータを連動させた「「シャ
インマスカット」栽培マニュアルプラットフォームの実証」を推進し、栽培データをクラウドに
蓄積するとともに、令和３年度の実用性実証に向けてプロトタイプのアプリを開発した。
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・ 十勝地方の畑作の収量増を図るため、NTT 東日本、北海道立総合研究機構、十勝農業協同組合連
合会と連携し、気象情報のメッシュをより細分化して栽培管理技術における収量予測の精度を向
上させる検討を開始した。
・ NTT 東日本が郡山市と取り組むブドウの収量予測精度向上のための気象データ活用の技術指導
を開始した。
・ 総務省独立行政法人評価制度委員会（令和３年２月 18 日）において、農研機構の「ビジネスコー
ディネーター制度」が優良事例として紹介された。
・ NARO 島津ラボで得られた農産物の機能性成分分析（茶のフラボノール類、カテキン類、カロテ
ノイド類、大麦のステロール類、脂肪酸類）に関する情報 3 件が、島津製作所の「アプリケーシ
ョンニュース」として公開され、農研機構のホームページにてリンクを公開した。
・ 流通の革新に向けて、生鮮の「常温（雰囲気）流通」を目指す「保冷ボックス」の実証及び輸送
環境指針策定のための共同研究を旭化成と推進した。
・ 建設会社と、食料タンパク資源を確保するための給餌用昆虫の栽培に係る大型資金提供型共同研
究を開始した。
エ

産学連携連絡会議を通じ、研究部門、重点化研究 エ・産学連携連絡会議を 2 回開催し、農研機構の開発技術普及方針を機構内の関係者で共有した。

センター、地域農業研究センター等の産学連携関係 ・ SOP は、移行制度を策定して厳正な審議を徹底し、内容を充実させた。
者、ビジネスコ－ディネーター等と重点普及成果を ・ 策定した SOP は順次農研機構ホームページに SOP 普及版として掲載するとともに、公設試や普
はじめとした開発技術の普及方針について共有し、
マネジメント指標や活動計画の見直しを行う。
SOP（標準作業手順書）移行制度の徹底を図り、
内容を充実させるとともに、件数の増加を図る。

及組織へ速やかに紹介、配付した。
・ 研究職員向け SOP ガイダンスを 9 月 17 日にウェブ会議で開催した（オンタイム視聴：265 人、
録画視聴：138 人）。農研機構イントラネット内の「手続き MAP」に「標準作業手順書（SOP)」
リンクを作成し、ガイダンス資料、テンプレート等を掲載し、SOP 作成の支援を行った。

SOP 移行会議を通じて、方針を徹底するとともに、 ・ スマートフードチェーンに関連した普及成果の SOP 作成を優先して進めた。SOP 審議では、メ
農業界、産業界への成果普及に活用する

ール型移行会議を 43 件実施し、効率的に審議を進めた。
・ 重点普及成果の SOP を 13 件、スマートフードチェーン関連 SOP を６件、普及成果情報等の SOP
を 24 件（いずれも移行承認件数）作成した。

主務大臣による評価
評定 Ｓ
＜評定に至った理由＞
異分野融合研究の強化については、Society5.0 の早期実現に向け、農研機構の全データを集積し分野横断的な農業研究を可能とする研究開発基盤を構築するため、先に導入した農研機構統合 DB に搭載す
るデータについては、目標を 10 から 100 に上方修正し、110 を達成するともに、外部 DB との連携機能も組み込むとともに、AI 研究用スーパーコンピューターを導入することで、分野を超えた連携強化に
取り組んでいる。また、最先端の環境制御、計測技術による精密な栽培試験を可能とするインキュベーションラボを整備し、スマート育種や遺伝子機能解析に関する研究体制を整えている。農業データ連
携基盤（WAGRI）は搭載データを拡充し、情報保護に留意しつつデータを集計・分析できる機能を整えている。農業スマート化に関する研究においては、農業情報研究センターの AI 研究基盤を重点的に強
化するとともに、独自の AI 教育コースを開発し、農研機構内外の農業 AI 研究人材の育成を進め、画像認識による病害虫診断やゲノム情報からの形質予測等、インパクトのある農業 AI 研究の成果を創出
し、社会実装を開始したことは、年度計画を大きく上回る成果である。さらに、「『知』の集積と活用の場」産学官連携協議会のマネジメントに参画するとともに、190 の研究プラットフォームのうち、18
件でプロデューサー活動、83 件で研究メンバーとして活動し、イノベーションの創出に努めている。
産学官連携の戦略的推進については、産学官連携の司令塔機能を持つ事業開発室に食農ビジネス推進センターを統合し、公設試、大学等と連携した研究の推進と普及に取り組むとともに、ビジネスコー
ディネーターによる広範な分野の民間企業等とのマッチング活動の結果、年間 1,000 万円以上の大型研究 11 件を含め、民間企業からの資金提供型共同研究は 6.31 億円獲得（令和元年度実績 5.42 億円）す
るなど、年度計画を大幅に上回る成果が得られている。また、九州沖縄経済圏スマートフードチェーン（SFC）プロジェクトの８課題の成果は、輸出や栽培面積拡大等、社会実装を進めるとともに、新たに
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２課題を選定している。標準作業手順書（SOP）については、移行制度の徹底を図り、内容を充実させるとともに、新たに 43 件（令和元年度８件）の SOP を整備して、地域に応じた技術移転を加速してい
る。
特に、新たな組織の構築を含む異分野融合研究の推進体制の改革や、府省、研究分野業種等の枠を超えた共同研究等による研究資金の獲得等、異分野融合・産学官連携によるイノベーション創出に向け
て特に顕著な進展が認められ、将来の成果創出が期待されることから、Ｓ評定とする。
＜今後の課題＞
第５期中長期計画の達成に向け、引き続き、Society5.0 の実現と深化、成果を事業化につなげる各種研究プラットフォームの構築と産学官連携の推進、研究資金獲得を期待する。
＜その他事項＞
（審議会の意見）
WAGRI については、農機メーカーや IT ベンダー等における利用が進み、エンドユーザーである農業者へのさらなる波及効果を期待する。
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様式２－１－４－１

国立研究開発法人

年度評価

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

１．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

Ⅰ―３

地域農業研究のハブ機能の強化

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：

２―①モニタリング指標
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

地域の産学連携支援機関との連携状況
連携会議の開催数（回）

146

134

144

104

96*

*オンラインの開催を含む

他機関主催会議への参加回数（回）

165

187

267

281

175*

*オンラインの出席を含む

5

4

5

2

2

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

（回）

産学連携連絡会議の開催回数

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

中長期計画

農研機構の地域農業研究センター等がこれまでに実施してきた研究と生産・流通・加工・消費の関係者と

地域農業研究センターについては、地域農業研究のハブ機能を強化し、研究ニーズの収集、地域農業が抱える課題

の連携活動は一定の成果をあげており、特に、近年、全国の多数の地区で実施され始めた実証事業は研究 への対応等を効率的に行えるよう、以下の取組を行う。
と現場の連携構築や技術移転に効果が認められる。しかしながら、現在もなお、生産現場等に十分な研究 ア

地域農業研究センターに先進的な農業経営の担い手等から構成されるアドバイザリーボードを新設し、その助言

情報が届いているとは言えず、研究と現場の連携体制の構築は必ずしも容易ではない。一方で、実証事業

を研究開発や成果普及の促進、ニーズの掘り起こし等の地域農業研究センター及び組織全体の業務運営に活用す

等、新たに増加した業務による研究者等の負担は増加している。

る。（第１の１（１）イにも記載。）

このため、各地域農業研究センターの研究体制を整備するとともに、研究情報を発信し、地域に存する産 イ

産学連携室を新設し、産学連携コーディネーター及び農業技術コミュニケーターを配置することにより、研究ニ

学連携支援機関との連携にも配慮しながら産学官連携の取組を強化する。これにより、地域農業研究セン

ーズの把握から研究開発成果の橋渡しまで一貫して推進するとともに、その過程での問題点を洗い出し､解決を図

ターが、地方自治体、地域の研究機関、普及組織、生産者、流通・加工業者など実需者、民間企業等を結ぶ

る。

ハブとして、温暖化適応研究や機械開発など、地域の研究ニーズを収集し、地域農業が抱える問題解決に ウ

普及組織をはじめとする地方自治体、公設試験研究機関（以下「公設試」という。）、地域の大学、民間企業、

果敢に対応するとともに、農研機構の研究開発成果の技術移転と現地適応度を高めるための普及組織等と

生産者、流通・加工業者など実需者、関係団体等あるいは担い手等と連携し、温暖化適応研究や機械開発をはじめ

連携したフィードバック研究を推進する。その際には、個別の課題ごとに目的を明確化し、必要な機関・民

とする地域の研究ニーズを踏まえて、地域農業が抱える問題解決に果敢に対応するとともに、農研機構の研究開発

間企業等で戦略的な取組を行うことに留意する。また、地域農業研究センターが多様な課題に対応できる

成果を迅速に現場に移転できるような現地実証試験を強化する。

よう、本部やつくば地区をはじめとした専門研究組織等との連絡と協力の体制を整備する。

エ

地域農業研究センターが農業現場関係者から掘り起こした重要なニーズについては、本部の指示の下、つくば地

また、地域農業研究センターに加え、つくば地区をはじめとした専門研究組織においても、公設試験研究

区の専門研究組織等を含めた連絡と協力の体制を構築し対処する。また、地域農業研究センターに加え、つくば地

機関（以下「公設試」という。）と連携を強化するなどにより、都道府県における地方創生の取組を支援す

区をはじめとした専門研究組織においても、公設試と連携を強化するなどにより、都道府県における地方創生の取

る。

組を支援する。
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

評価軸・評価の視点及び
評価指標等
○地域農業研究センター

年度計画

主な業務実績等

自己評価

農業・食品分野における Society 5.0 の早期実現 ア・地域アドバイザリーボード（９回開催）では委員等のニーズを収集するとともに、農研機構 ＜評定と根拠＞

が地域農業研究の拠点

を加速化するため、「スマート農業技術の開発・実

の成果や関連性の高い成果の標準作業手順書（SOP）紹介等を基にした双方向の情報交換を 評定：A

として研究開発を行う

証プロジェクト」及び「スマート農業加速化実証プ

進めた。委員等（221 組織・人）にニーズ調査を実施し、SOP 説明、技術相談等の要望（794

ための体制が構築・運用

ロジェクト」を通じ､地域の個別課題に対応したス

件）をとりまとめ、情報を普及活動の戦略に反映し活用した。

されているか。

マート農業の社会実装に向けた取組等について、専 ・ 地域農政局で開催される地域研究・普及連絡会議（全７回開催）において、農研機構の重点
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根拠：

＜評価指標＞

門 PO、スマート農業コーディネーターが連携して

・地域農業研究センターに

進捗を把握し、必要な助言・指導を行う。（第１の ・ 令和２年度の地域マッチングフォーラムとして、地域の重要な成果やスマート農業等の動画 業技術コミュニケーターが連携し、SFC 関連

おける研究推進におい

１（１）イにも記載。）

普及成果や SOP を紹介した。

本部事業開発室と地域農研センターの農

を農林水産省からウェブで一斉配信する「スマート農業推進フォーラム 2020」を開催した。 成果の標準作業手順書(SOP)を優先的に作

地域農業研究センターについては、地域農業研究 ・ 農業技術コミュニケーターが九州農政局、熊本県農政部、JA 熊本経済連、かしま広域農場と 成するなど、地域農業への重点的な普及活動

て、地域の自治体、生産
者、民間企業等のニーズ

のハブ機能を強化し、研究ニーズの収集、地域農業

連携し、九州地域における「ダイズ難裂莢性品種群」の試験栽培を実施した。難裂莢性品種 を組織的に実施することにより、奨励品種採

を収集し、研究に反映さ

が抱える課題への対応等を効率的に行えるよう、以

の特徴を活かし、一般品種では裂莢する 12 月収穫で良好な収量（245kg/10a、一等比率 100%) 用に向けた動きを加速した。育成品種の栽培

せる仕組み・体制が整備

下の取組を行う。

を確認し、熊本県において令和３年度、令和４年度に奨励品種決定本調査及び現地調査を実 面積や新技術の導入規模が大幅に拡大し、見
施することとなった。

され、運用されている
か。

ア

込み目標の上方修正を行った。

地域アドバイザリーボードにおいて、委員から ・ 地域農業研究センターが普及組織等と連携し、新型コロナウイルス対策として対象者を限定

スマート農業実証プロジェクトでは、新た

現場の課題等ニーズを収集するとともに、農研

した現地検討会を開催した。具体的には、① 「高品質・低コストのイネ・ホールクロップサ に地域の個別課題や新型コロナウイルス感

・地域の産学連携支援機関

機構の研究開発成果の発信を強化する。標準作

イレージ生産体系」では、日本一の生産県である熊本県の協力の下、熊本県宇城市で現地実 染拡大防止の影響による人手不足に対応す

との連携に配慮しつつ、

業手順書（SOP）を活用した成果導入促進を双方

証展示圃を開設、収穫実演会等を研究部門と連携して実施した。②「大区画ほ場における乾 るための 79 課題を拡充し、農研機構全体で

産学官連携が推進され

向のコミュニケーションに基づいて展開する。

田直播栽培体系」では、令和２年度の普及面積は東北地方の太平洋側で 1,930ha（対前年 1.1 推進する体制により、全課題の進捗管理を行

ているか。

地域マッチングフォーラム、スマート農業マッ

倍）となった。更なる普及拡大を図るため、岩手県内での普及拡大を目的とした普及促進会 った。プロジェクトで収集した経営データの

チングミーティング、ＪＡや主要生産者への訪

を組織し、技術を実演した結果、複数の農業法人で新規導入の検討に至った。また、福島県 WAGRI への蓄積をすすめ、水田作の課題で

・農研機構の研究開発成果

問等の活動を体系化し、生産現場の課題等に関

会津にも展示圃場を開設した。北海道では岩見沢市農業法人圃場において、前年整地実演を 経営データの解析を開始し、スマート農業技

について現地導入を進

する意見交換と研究開発成果普及促進に活用す

実施し、乾田直播セミナー（２月５日オンライン開催）、乾田直播まとめサイトを開設した 術の導入効果を検証する結果をウエブ公開

めるための取組が行わ

る。（第１の１（１）イにも記載。）

（Ⅰ-6(2)イ、ウにも記載。）。

れているか。
・地域農業研究センターが
地域の多様な課題に対
応できるよう、本部やつ
くば地区等の専門研究
組織等と連携・協力する
体制が整備・運用されて
いるか。

するなど、社会実装に向けた実証研究の推進
を行った。

イ

食農ビジネス推進センターと事業開発室が一 イ・令和 2 年 4 月に公設試経験者等を５名採用して、地域農業研究センターに配置し、農業技術

地域におけるハブ機能を強化・活用するこ
とにより、事業開発につながり地方創生に貢

体的な活動を推進することにより、統括ビジネ

コミュニケーターの体制を強化した。

ー及び地域農業研究センターの事業化推進室長

コミュニケーター４名）を都道府県単位のエリア担当制として窓口を明確化し、スムーズな 含めて全体を通じて年度計画を上回る成果

との連携を強化する。地域ハブコーディネータ

情報交換と効率的な普及活動を実現した。

スコーディネーター、地域ハブコーディネータ ・ 中央研（17 都県を担当、農業技術コミュニケーター3 名）と西農研（15 府県担当、農業技術 献する研究開発課題を推進し、以下の実績も
が得られた。

ーが、事業化推進室長、産学連携コーディネータ ・ 担当者のスキルアップを目的とした研修を実施し、令和元年度新規重点普及成果（７件）を
ー、農業技術コミュニケーターの年間活動目標、
ロードマップに基づく活動状況を統括し、研究

加えた 12 件の成果について、TV 会議やウェブ会議で技術概要、普及戦略、普及目標等を共 ア

地域アドバイザリーボードや地域研究・

有した。農業技術コミュニケーターが、重点普及成果の普及活動戦略を議論し、活動情報を 普及連絡会議において、SOP を活用した情

開発へのフィードバックと研究開発成果の農業

共有して組織的な活動を展開した。特に、新型コロナウイルスに対応して TV 会議やウェブ 報発信を行うとともに、新型コロナウイルス

界への隅々までの浸透を実現する。さらに、ビジ

会議を用いた遠隔集合型による情報共有を実施した。

により「実需」に基づいた普及活動を推進する。

し、もち性大麦及び米粉用品種について、SOP を活用した生産者、実需者の開拓活動を実施 イ

に対応した現地試験や実演会を行い、主要成

ネスコーディネーターとの連携を付加すること ・ ビジネスコーディネーターと農業技術コミュニケーター、産学連携コーディネーターが連携 果の普及拡大を達成した。
した。新品種ニーズの広がりに対応するため、外部委託による種子供給体制等を検討した。

オンライン会議を活用して新型コロナ

ウイルス流行下での連携を強化し、ビジネス

・ 九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九沖 SFC）において、「輸送中のか コーディネーター、地域ハブコーディネータ

んしょ腐敗問題の対応」では、出荷ロット中の腐敗率を 5％以下に低減する技術体系を構築 ー、産学連携コーティネーター、農業技術コ

し、SOP として取りまとめるとともに南九州の生産者と地域商社へ提供し、本技術が適用さ ミュニケーター活動において年度計画を達
れたかんしょが香港・カナダに輸出された。

成した。

(対前年 49ha 増)と急速に拡大した。

するとともに、スマート農業技術を導入した

・ 「イチゴ品種『恋みのり』産地拡大」では、同品種の栽培面積が令和元年度九州全体で 99.3ha ウ

スマート農業実証プロジェクトを拡充

・ 「恋みのり」のがく枯れ対策技術を確立し、SOP として取りまとめ、長崎県いちご出荷協議 経営モデル解析アプリを開発し、導入効果分
会で 50 部、JA 島原雲仙なんこういちご部会の生産者に 270 部配布し、生産現場への技術移 析を実施して中間報告をウェブ公開した。
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転を本格化した。

エ 「『知』の集積と活用の場」に設立した、
「Society 5.0 の実現に向けたデータ駆動型

農業・食品分野における Society 5.0 の早期実現 ウ ・スマート農業実証プロジェクトを拡充し、地域の個別課題に対応する 52 課題、５G 関連 ソリューション研究開発プラットフォーム」

ウ

を加速化するため、「スマート農業技術の開発・
実証プロジェクト」及び「スマート農業加速化実
証プロジェクト」を通じ、生産者、民間企業、公

３課題、新型コロナウイルス流行下での外国人技能実習生の受入れ制限等に伴う人手不足に から応募した、全国公設試に蓄積された土壌

対応する 24 課題を新規採択した。プロジェクトの拡充に対応して、各課題に専門 PO、スマ 化学分析データを WAGRI で利活用するコ
ート農業コーディネーターを配置し、現地訪問・指導等延べ 800 回、スマート農機等の改善 ンソーシアムの課題が、令和 2 年度「イノベ

設試、大学等と連携して、地域の個別課題に対応

点収集 48 件を実施して課題の着実な実施とスマート農業技術の社会実装の加速に取り組ん ーション創出強化研究推進事業（応用研究ス

したスマート農業の社会実装に向けた現地実証

だ。

テージ）」に採択された。

を実施する。実施に当たっては、専門 PO、スマ ・ 実証試験で収集した経営データを、WAGRI に蓄積するとともに、スマート農業技術を導入
ート農業コーディネーターが必要な助言・指導を

した経営モデル解析用のアプリを開発した。また、水田作課題で得られた経営データを分析 ＜課題と対応＞

行う。また、両プロジェクトを通じて収集される

し、スマート農業技術の導入効果について中間報告としてウェブ公開した。

・九沖 SFC、北海道十勝発 SFC の活動では、

た経営モデル構築のための解析を実施する。（第

した。

た普及段階へ移行する研究課題を拡大する。

経営データについて、スマート農業技術を導入し ・ 都道府県のスマート農業担当者を対象に経営評価手法の研究会をウェブ開催し、59 名が参加 開発技術の実証等を通じて社会実装に向け
１の１（１）イにも記載。）
農業技術コミュニケーターの現地指導の計画
を立案し、公設試との連携により実施する。

・ 岩手県との普及促進会、茨城県との連携協定活動、九沖 SFC プロジェクト活動：公設試、JA、
生産者と連携し現地巡回指導、現地検討会を実施した。特に、 SFC 活動では「恋みのり」「カ
ンショ腐敗防止対策」について生産や輸送時の課題解決策を SOP にまとめ、公設試、JA 全
農と連携して生産者説明会で説明した。
・ 公設試、生産法人、生産者との連携強化：全国農業関係試験研究場所長会（92 組織）及び地
域農業研究センターの地域アドバイザリーボード委員等（221 組織・人）を対象に普及活動
アンケート（満足度、SOP 説明等要望）調査を実施した（回答：165 組織、要望件数：794
件）。調査で得られた要望に対しては、農業技術コミュニケーターと産学連携コーディネー
ターが順次対応した。
・ 重点普及成果採択後に SOP を活用した普及活動を行ったことで乾田直播では対前年比 1.1 倍
(180ha 増)、モチ性大麦では対前年比 1.4 倍(866ha 増)、多収・良食味米では対前年比 1.6 倍
(2,326ha 増)と大幅な作付面積増加につながった。
・ 新型コロナウイルス流行下において、SOP のウェブ公開により、外部からの SOP 閲覧数が
増加したほか、スマートフォン等への対応による屋外利用環境の整備と利便性を向上させ、
麦類・大豆の収量・品質向上技術など農業現場での診断実施を実現し、重点普及成果の普及
に貢献した。

エ

月度開催の大課題責任者（PD）会議及び所長等 エ ・ビジネスコーディネーターが産地拡大と食品加工・消費をつないだビジネスモデルを地域
会議において、事業開発室が把握したニーズに

ハブ活動に参画して提案し、次の課題について資金提供型共同研究の実施ないし展開を図っ

対するつくば地区の研究部門、重点化研究セン

た。

ターの技術成果の活用について、報告、討議を行 ・ 製粉会社との米粉用品種の製粉技術・製パン適性解明に関する共同研究を通じて、九州にお
う体制を構築する。「『知』の集積と活用の場」

ける産地拡大を図るとともに、大分県学校給食用米粉パンへの導入による地産地消モデルを

に設立した、「Society 5.0 の実現に向けたデータ

構築した。

駆動型ソリューション」研究開発プラットフォ ・ 米粉と大麦の用途拡大のため、大阪府において低糖質米粉と大麦を組み合わせた機能性健康
ーム事業から展開する研究コンソーシアム活動

食品開発に係る取組を推進した。

へのつくば地区の研究部門、重点化研究センタ ・ 民間企業と共同で世界に先駆けて低アミロース小麦品種を開発して産地化を図り、当該品種
を 100％使用した家庭用冷凍食品が上市・全国販売される予定である。
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ーの参画を促進し、都道府県における地方創生 ・ 北海道産乳製品の競争力強化のため、国産初となるチーズ用スターターを産学連携によるコ
の取組を支援する。

ンソーシアムで開発し、北海道での製造委託先を新規に開拓した。
・ 実需者、食品製造会社 8 社のニーズに基づき、既存の農研機構育成品種の改良による良食味
多収米のオーダーメイド育種を作物研、各地域の研究センターとの共同研究により推進した。
・ 月例の諸会議においてニーズに対する技術成果を事業開発室が把握し、迅速に SOP を作成し
た。
・ 「『知』の集積と活用の場」に設立した、「Society 5.0 の実現に向けたデータ駆動型ソリュ
ーション」研究開発プラットフォーム事業から「土壌 ICT 開発コンソーシアム」には 33 都
道府県 35 機関が参加した。参画する都道府県で収集された定点調査や施肥試験データを収
集、データベース化し、土壌情報を活用するためのアプリ開発を開始した。この成果を基に
した研究課題「革新的な土壌データの取得方法及びデータ高付加価値化手法の開発 -次世代
型土壌 ICT の開発に向けて-」は令和 2 年度「イノベーション創出強化研究推進事業（応用
研究ステージ）」に採択され、7 月 14 日にキックオフ会議を開催した。
・ 新型コロナウイルスの影響で延期した九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト
事業化戦略会議を 10 月 6 日に福岡市で開催した。会場参加とオンライン参加を併用して開
催し、会場参加 81 名、オンライン参加 151 名の計 232 名が参加した。また農研機構初の試
みとなる YouTube と Zoom を用いたオンライン同時配信を行った。会議終了後には参加者
へ会議内容等についてのフォローアップアンケートを送付し回答を集計し、今後の活動に向
けた意見として内部で情報共有を行った。
・ 北海道十勝発 SFC プロジェクトに、帯広畜産大学、北海道立総合研究機構、NTT 東日本、
十勝農業協同組合連合会より参画の同意を得るとともに、ホクレン農業協同組合連合会、よ
つ葉乳業、フードバレーとかち等にも参画を働きかけ、準備会合を開催し体制強化を図った。

主務大臣による評価
評定 Ａ
＜評定に至った理由＞
新型コロナウイルスの影響により様々な行動抑制がある中、研究開発成果や重点普及成果の標準作業手順書（SOP）を作成し、地域アドバイザリーボードや地域研究・普及連絡会議において、SOP の紹介
を行うとともに、感染防止に配慮しつつ地域農業研究センターと普及組織が連携し現地検討会や実演会を行うなど、重点的な普及活動を組織的に実施した結果、多収・良食味米などで作付面積が大幅に増
加するなど普及効果がみられる。また、SOP に関しては、新型コロナウイルス流行下に対応してウェブ公開を行い、外部からの SOP 閲覧数が増加したほか、スマートフォン等への対応による屋外利用環境の
整備と利便性を向上させる等、普及方法に工夫がみられる。
スマート農業実証プロジェクトを拡充し、新型コロナウイルス禍での外国人技能実習生の受入制限等に伴う人手不足への対応等の新たな課題 79 件を採択するとともに、スマート農業技術を導入した経営
モデル解析アプリを開発し、導入効果を分析後、中間報告をウェブ公開している。
九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト（九沖 SFC）では、SOP を活用したイチゴの産地拡大や腐敗率低減技術を用いたかんしょの輸出等、社会実装が進展している。さらに、道府県との連
携、民間企業との共同研究等を通じて地方創生に貢献する取組の拡大が見られる。公設試、生産法人、生産者との連携強化としては、全国農業関係試験研究場所長会（92 組織）及び地域農業研究センター
の地域アドバイザリーボード委員等（221 組織・人）を対象に普及活動アンケート調査を実施し（回答：165 組織、要望件数：794 件）、調査で得られた要望に対しては、農業技術コミュニケーターと産学
連携コーディネーターが順次対応する等、普及現場への細やかな対応を行っている。
「『知』の集積と活用の場」に設立した、「Society 5.0 の実現に向けたデータ駆動型ソリューション研究開発プラットフォーム」から応募した、全国公設試に蓄積された土壌化学分析データを WAGRI
で利活用するコンソーシアムの課題については、令和２年度「イノベーション創出強化研究推進事業（応用研究ステージ）」に採択されている。
以上のとおり、農研機構の研究開発成果を現地に導入するため、SOP を作成し活用した結果、作付面積が増加した作物があるほか、産学官の連携も推進され、地方創生に貢献する取組の拡大が見られるな
ど、地域農業研究のハブ機能強化に向けて顕著な成果が見られることから、A 評定とする。
＜今後の課題＞
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地域農業研究のハブ機能の強化は、現場ニーズに応じた農研機構の研究開発成果を、公設試や農業生産者など農業界や、食品事業者等の産業界の隅々まで展開し、さらなる社会実装を推進する上で極め
て重要であることから、今後ともより一層の取組を求める。
＜その他事項＞
（審議会の意見）
SOP の手段は有効である。大規模農業者だけでなく、小規模農業者への十分な普及に期待する。
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様式２－１－４－１

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―４

世界を視野に入れた研究推進の強化

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：

２－①モニタリング指標

国際的な研究ネットワークへの参画状況

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

9

14

11

10

4*

国際会議等参加数（人）

636

653

599

675

331*

*オンラインの出席者

国際学会等での成果発表数（件）

467

397

418

309

67*

*オンラインによる成果発表数

9

10

3

2

7

64

63

54

28

25

16

16

16

24

23

250.4

235.9

239.1

409.1

377.1

1,806.0（637）

1,177.2 (446)

1,542.2 (543)

1,402.0 (485)

1744.1(607)

国際会議等開催数（回）

国際的な研究ネットワークを通じて得られた成果の論文発表数（件）
委員・役員等の従事者数（人）
農林水産物の輸出や関連産業の海外展開に資する研究開発の取組状況
課題数
研究エフォート
研究成果の創出状況（国際的な水準に見込まれる研究成果）IF 積算値

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報
*オンラインによる開催

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

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

中長期計画

世界的な人口増加や気候変動問題、国境を越えた家畜伝染病のまん延等、今日、地球規模の様々な問 ア

我が国の農業・食品産業の技術水準の向上や、食料・環境問題等地球規模の研究課題に、国際的視点から効果的・効率

題が深刻化する中で、農業研究においても国際的な協調・連携の下で推進すべき研究課題が増えつつあ

的に対応するために、国際連携等を担当する新たな部署（国際室）を設置し、科学技術協力に関する政府間協定等を活用

る。また、高品質な我が国の農産物の輸出や関連産業のグローバル展開の促進を技術面でサポートする

し、海外機関や国際機関との共同研究等を推進する。

ことも重要性を増している。

イ

このような状況を踏まえ、国際的な研究ネットワークに積極的に参画するとともに、海外機関、国際

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

機関等と積極的に連携し、研究開発の効果的・効率的な推進、地球規模の課題に対する国際貢献等を行
うとともに、国際水準の研究開発成果の創出により農研機構の国際的プレゼンスの向上を図る。

上を図る。
ウ

農産物・食品の輸出、グローバル・フードバリューチェーン構築などの我が国の農業・食品産業の海外展開に必要な課

また、農林水産物の国別・品目別輸出戦略や農林水産省が主導するグローバル・フードバリューチェ

題を抽出し、技術開発や開発した技術の移転に取り組む。また、農業機械の安全性や作業機の通信規格などの国際標準化

ーン戦略（平成 26 年６月６日グローバル・フードバリューチェーン戦略検討会策定）に貢献する研究や

の動きに適切に対応し、我が国が開発した規格等の採択に向けて積極的に働きかけ、我が国の農業・食品産業の国際競争

調査など我が国農業の海外展開に資する研究開発を積極的に推進するとともに、農研機構がこれまでに

力の強化に貢献する。

開発した技術の移転に取り組む。さらに、農業機械の安全性や環境性能、作業機との通信規格など国際 エ
標準化の動きに対し、行政や関係団体・機関等と密接に連携しながら適切に対応する。

「遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる利益配分」（ABS）に関して、関連する国際協議等への専門家の派遣等
の協力を行う。また、ABS に関する国際約束にしたがって的確な遺伝資源の収集等を行うほか、大学、民間企業などの国

こうした取組を行う際、開発途上国・地域等に関する対処等を効率的に行うため、国立研究開発法人

内関係者の適正な遺伝資源利用を支援するため、情報提供等を行う。さらに、「食料及び農業のための植物遺伝資源に関

国際農林水産業研究センター（以下「JIRCAS」という。）との協力関係を技術シーズや人材活用面を含

する国際条約」（ITPGR)に基づく植物遺伝資源の提供等を円滑に行うため、ジーンバンクの体制強化や海外ジーンバン

め強化する。

クとの連携強化を図る。
オ

国際シンポジウムを開催するとともに、国際学会等における研究開発成果の発表等を積極的に実施し、研究開発成果の
国際的な利活用を図る。
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カ

人材交流、技術シーズの提供等を含め、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（以下「JIRCAS」という。）と
協力関係を強化する。

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

評価軸・評価の視点及び
評価指標等

年度計画

○国際水準の研究開発成 ア

主な業務実績等

自己評価

海外拠点を拡大し、戦略的に国際連携と国際共同研 ア・オランダ・WUR と「馬鈴薯のデータ駆動型スマート農業技術」に関する共同研究を開始し ＜評定と根拠＞

果の創出や国際的なイ

究 を推 進する 。ワー ヘニ ンゲ ン大学 研究セ ンタ ー

た。

評定：A

ニシアティブの発揮が

（WUR）では、最先端の農業技術情報や研究ネットワ ・ フランス・INRAE との交流プログラムを契機に、「ウシの人工授精の受胎率向上」に関す

行われているか

ークを活用しつつ共同研究を実施する。フランス国立

る国際共同研究を開始し、外部資金獲得に成功した。また新たな８テーマで交流（ウェブ打 根拠：

＜評価指標＞

農業・食料・環境研究所（INRAE）と農研機構若手研

ち合わせ含む）を開始した。

・食料や気候変動問題等

究者との交流を継続するとともに、共同研究につなげ ・ アジア研究拠点拡大に向け、タイ・カセサート大学（KU）と農産物・食品の輸出、グロー KMUTT や MARDI との MOU 締結など、組

WUR や KU との国際共同研究の開始、

の地球規模の研究課題

る。東南アジアにおいては、タイを拠点とした農畜産

バル・フードバリューチェーン構築につながる「安全かつ高機能の飼料生産技術」に関する 織対組織の国際連携を拡大した。INRAE とは

が実施され、国際貢献

物の輸出促進、米国とは、先端技術における共同研究

国際共同研究３件を開始した。

等を行うとともに、国

課題の協議を継続する。

・ またタイ・モンクット王工科大学（KMUTT）、マレーシア国立農業研究所（MARDI）と 新型コロナウイルス流行下で、オンライン国
国際連携覚書（MOU）を締結して、２件の共同研究の検討を開始した。

際水準の研究開発成果

た。

の国際的プレゼンスの

ンライン開催は、参加国や海外からの参加者
が大きく増加したことで、農研機構の国際的

向上が図られている
イ

気候変動問題、越境性感染症対策等に関する国際的 イ・フランス大使館の要請で、日仏気候変動シンポジウムを開催し、環境問題の解決に向けた なプレゼンス向上に有効であった。

ークへの参画、海外機
関との連携、
JIRCAS と
の連携の取組が十分行

技術開発に関する国際連携を検討した。

題の解決に貢献する。国際水準の研究開発成果を創出

する政府間パネル（IPCC）に招聘され、農研機構職員が講演を行うとともに課題解決に向 及び OECD での部会新設及び座長就任（３

し、農研機構の国際的プレゼンスの向上を図る。

けた議論に貢献した。

件）など広範な国際標準化推進の活動を進め

た。令和２年度産業標準化事業表彰において、
緑茶定義の防衛に関して経済産業大臣表彰、

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

農研機構内の国際標準化活動の推進、国内

な研究ネットワーク等に積極的に参画し、SDGs の達

成に向けて農業・食品産業に関する地球規模の環境問 ・ 国際研究ネットワーク グローバル・リサーチ・アライアンス（GRA）や国連気候変動に関 の標準化審議体制の構築・貢献（２件）、ISO

○国際的な研究ネットワ

＜評価指標＞

際シンポジウム、ワークショップの共催や参

・ 米国との共同研究実施に向けて、ロボティクス、AI、ICT 分野について情報収集を継続し 加により農研機構の成果発信等を行った。オ

の創出により農研機構

か。

国際共同研究を開始し外部資金を獲得した。

ウ

これまでに確立した研究ネットワークを活用して、 ウ・タイ・KU、台湾・食料肥料技術センター（FFTC）と共催でアジアにおけるスマート・フ
農産物・食品の輸出を目的として抽出した課題につい

ード・バリュー・チェーン促進を目指した国際オンラインシンポジウムを 10 月に開催し、

てワークショップをタイ及びオランダで開催し、農研

農研機構のプレゼンス向上とグローバルな技術普及を図った。

機構の開発技術の移転に取り組む。また、国際標準化機 ・ WUR と共催でムーンショット採択課題分野やスマート畜産分野等の研究で新たな連携を
構（ISO）等の国際標準化機関に継続的かつ積極的に参

図るため、国際オンラインシンポジウムを 12 月に開催し、新規国際共同研究の検討を開始

画し、農業機械や食品等の分野の国際規格策定におい

した。

て我が国の意見を反映できるように強力に推進する。

・ FAO アジア太平洋地域総会、SDGｓ達成を目指す G-STIC 国際会議に招聘され、日本のス
マート農業技術を紹介し課題解決に向けた議論に貢献した。
・ 令和２年度産業標準化事業表彰において、緑茶定義の防衛に関して経済産業大臣表彰、農業
機械の制御通信の標準化活動に関して産業技術環境局長表彰を受賞した。
・ ISO TC34/SC8（茶）において、日本提案による国際投票を経て、抹茶の検討をする WG13
を設置し、座長に就任するとともに、抹茶の定義に関する国際規格 TR の検討を開始した。
・ ISO TC34 への規格提案に向けて、生鮮食品中の機能性成分分析試験法に関する国内作業グ
ルーブが設置され、委員に就任した。
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農業機械の制御通信の標準化活動に関して産
業技術環境局長表彰を受賞し、農研機構の活
動が高く評価された。
ITPGR の活動では、副議長(アジア地域議
長)に就任するとともに、農研機構内における
ABS 行 動 規範の 周知に 努め るとと もに 、
PGRAsia を通じて海外ジーンバンクとの連
携を強化した。さらに、国際農林水産業研究
センターとの連携強化に向けて、検討を進め
た。
＜課題と対応＞

・農林水産物輸出戦略や

・ OECD トラクタコード会議に、「ロボット農機」及び「電動トラクタ」のサブワーキンググ ・海外拠点の戦略的設置と、国際契約締結や

グローバル・フードバ

ループを、日本提案で設置した。
・ 農作業データ交換仕様の標準化に関して産学官が連携する国内調査委員会を設置するとと

リューチェーン戦略に

もに、専門企業に委託して海外情勢調査を実施した。

貢献する研究・調査な

交流促進を支援し、組織対組織の連携によ
り共同研究課題を効率的に推進する。
・オンラインを含めた国際会議・国際機関の

ど、農林水産物の輸出

・ 協調安全に関する IEC 白書に関して、農業に関する部分を執筆、発行された。

活動において、農研機構のイニシアティブ

や関連産業の海外展開

・ ドローンによる無人航空防除の環境要求に関する規格策定において、日本提案によりエビデ

を発揮する。

ンスとなる実地試験データの収集に貢献した。

を促進する研究開発の

・国際標準化の重点化分野を絞り込んで活動

マネジメントがどのよ

をさらに強化するとともに、新たに推進す

うな体制で実施されて エ 「遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる利益配 エ・令和元年 11 月に開催された ITPGR 第 8 回締約国会議の副議長（アジア地域議長）とし

べき課題の戦略を検討する。

いるか。

・農業機械の安全性や環

分」（ABS）に関して、「食料及び農業のための植物遺

て、農研機構職員を派遣した。また、経済産業省委託事業に農研機構職員が専門家として

伝資源に関する国際条約」（ITPGR）理事会等の国際

参加した。

協議に専門家を派遣し、協力する。職員が ABS に関す ・ 農研機構の ABS 行動規範の考え方を職員にウェブ会議で周知するとともに（12 月、参加者

境性能、作業機との通
信規格など国際標準化
への対応が図られてい

る国際条約を遵守し海外で遺伝資源を収集するために

210 名）、職員からの相談に対応した。令和３年３月には「ABS に関する行動規範」を定め

必要な文書等の取得を支援する。また、ITPGR に基づ

た。

く植物遺伝資源の提供等を円滑に行うため、本部国際 ・ ジーンバンクホームページに設置した ABS 相談窓口で、外部からの相談（３件）に対応し

るか。

た。

課からジーンバンクへの情報提供を充実させ、海外ジ
ーンバンクとの連携強化を図る。

・開発途上国地域に関す

・ ジーンバンクにおける ITPGR に基づく植物遺伝資源の提供等を円滑に行うため、本部に窓
口を設置して情報の集約化を図った。

る対処を効率的に進め

・ また、アジア植物遺伝資源プロジェクト(PGRAsia)を通じて、海外ジーンバンクとの連携強

るために、
JIRCAS との

化を進めた。

協力体制が構築されて
いるか。

オ

カ

農研機構の知名度向上の一環として、国際シンポジウ オ

アジア地域等のスマート・フード・バリュー・チェーン、スマートバイオ産業・農業基盤

ムを開催し、国際学会等において研究開発成果の発表

技術、ヨーロッパのスマート畜産の展開、農地由来の温室効果ガスの排出削減に向けて、４

等を積極的に実施し、研究開発成果の国際的な利活用

件の国際オンラインシンポジウムを海外連携機関と共催し、それぞれ 300 名、350 名、400

を図る。

名、500 名以上の参加者を得て、技術移転と新たな連携創出を図った。

国立 研究開 発法人 国際 農林 水産業 研究セ ンタ ー カ
（JIRCAS）との協力関係を継続する。

農研機構役員が国際農林水産業研究センター創立 50 周年シンポジウムに参加し、令和 2 年

12 月には連携会議を開催し、国際農林水産業研究センターからの希望研究分野の提案を受け
て、今後の連携の在り方を議論し、連携強化を図った。STI for SDGｓや TWI2050 の取組に
ついて情報交換を継続し、プロジェクトの海外展開などでの連携を検討した。

主務大臣による評価
評定 Ａ
＜評定に至った理由＞
国際的な研究ネットワークへの参画、連携の取組については、オランダのワーヘニンゲン大学とは馬鈴薯のスマート農業技術に関する国際共同研究、タイのカセサート大学とは安全かつ高機能の飼料生産技
術に関する国際共同研究を開始するとともに、フランスの国立農学・食料・環境研究所（INRAE）とはウシの人工授精の受胎率向上に関する国際共同研究を開始している。また、タイのモンクット王工科大学
や、マレーシア国立農業研究所との国際連携覚書（MOU）を締結する等、国際的な連携を拡大している。新型コロナウイルス禍においてもオンライン国際シンポジウムやワークショップの開催により、成果発信
を行っている。オンライン開催は参加国や海外からの参加者が大きく増加しており、農研機構の国際的なプレゼンスを向上させている。
グローバル・フードバリューチェーン戦略や国際標準化に貢献する取組については、国内の標準化審議体制の構築（２件）、ISO 及び OECD での部会新設及び座長就任（３件）など、広範な国際標準化推進の
活動を進めている。それにより、令和２年度の産業標準化事業表彰において、ISO における緑茶定義の防衛に対しては経済産業大臣表彰、農業機械の制御通信の標準化活動に対しては産業技術環境局長表彰を
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受賞するといった成果を得ている。また、食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約（ITPGR）に関する活動として、ITPGR 第８回締約国会議の副議長（アジア地域議長）に就任するとともに、アジ
ア植物遺伝資源プロジェクト（PGRAsia）を通じて海外ジーンバンクとの連携を強化している。
以上のように、世界を視野に入れた研究推進の強化に向け、特に国際連携協定締結や共同研究開始等、国際的な連携が顕著に進展しており、将来の成果創出が期待されることから、Ａ評定とする。
＜今後の課題＞
国際共同研究や交流の促進を図るとともに、国際標準化に向けた活動の強化を期待する。
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様式２－１－４－１

国立研究開発法人

年度評価

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

１．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

Ⅰ―５

知的財産マネジメントの戦略的推進

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：

２－①モニタリング指標
モニタリング指標

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

特許の実施許諾件数

831

866

827

814

809

実施許諾された特許件数

470

451

432

423

434

1,626

1,949

1,955

1,959

1,980

519

561

568

569

584

品種の利用許諾件数
利用許諾された品種件数

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標
（１）知的財産マネジメントに関する基本方針の策定
「農林水産省知的財産戦略 2020」（平成 27 年５月 28 日農林水産省策定）及び「農林水産研究

中長期計画
（１）知的財産マネジメントに関する基本方針の策定
「農林水産省知的財産戦略 2020」及び「農林水産研究における知的財産に関する方針」等を踏まえ、農研機構の知的財産

における知的財産に関する方針」（平成 28 年２月 23 日農林水産技術会議決定）等を踏まえ、農 マネジメントに関する基本方針を平成 28 年度中に施行する。
研機構における知的財産マネジメントに関する基本方針を策定する。
（２）知的財産マネジメントによる研究開発成果の社会実装の促進
研究開発成果を農業や食品産業等の現場での活用に結びつけ迅速に社会実装していくため、商

（２）知的財産マネジメントによる研究開発成果の社会実装の促進
我が国の農業や食品産業の競争力強化を図るため、研究開発成果の迅速な社会実装を促進することとし、このため研究開発

品化・事業化等に有効な知的財産の取扱方針を描いた上で、研究開発の企画・立案段階から終了後 の企画・立案段階から研究開発成果の商品化・実用化及び利活用を見据えて、以下の知的財産マネジメントに取り組む。
の成果の普及までの一連の過程において、以下のとおり戦略的な知的財産マネジメントに取り組 ア

個々の研究開発成果の商品化・実用化及び利活用を図る上で最も適当な知的財産戦略を描いた上で、研究開発の企画・立

む。

案段階から普及までの一連の過程において、権利化、秘匿化、公表等の取扱いや実施許諾方法等を弾力的に選択する。また、

ア 発明時における権利化・秘匿化・公知化・標準化や、権利化後の特許等の開放あるいは独占的

これら戦略的な知的財産マネジメントに取り組むため、知的財産部門の体制の充実を図る。そのため知的財産マネージャー

な実施許諾等の多様な選択肢を視野に入れ、事業の成功を通じた社会実装を加速化する観点か

を複数配置し、人材育成・共同研究契約等の相談及び指導、許諾契約交渉を担わせるほか、実効性のある権利取得のため、

ら最も適切な方法を採用する。

研究の企画・立案段階から研究者からの相談業務を行い、広くて強い権利取得を目指し、助言・指導を行う。

イ 知的財産の組み合わせによる成果技術の保護強化、知的財産権の群管理等の取組を推進する。 イ 権利化後の特許等の開放（非独占的な実施許諾）あるいは独占的な実施許諾等の多様な選択肢を視野に入れ、企業の要望
また、農研機構の特徴ある品種や高度な生産技術を用いた農産物・食品について、国内外でブラ

を考慮の上、事業の成功を通じた社会実装を加速化する観点から適切な方法を弾力的に選択する。すなわち、農研機構が単

ンド力など強みを発揮するため、育成者権、商標権などの知的財産権を戦略的に活用する。

独で保有する知的財産権の実施許諾については非独占的な実施許諾を基本とするが、知的財産権の有効活用が促進され、か
つ、公益性及び公平性の観点から見て大きな問題がないと判断される場合には、必要に応じ実施の範囲（地域や事業分野等）
や実施許諾期間を限定した上で独占的な実施許諾を認める。また、一定期間実施されていない知的財産権については、独占
的な実施許諾を認める。
ウ 外国における権利化に当たっては、商品化・事業化により十分な費用対効果が見込まれるか、我が国への食料供給の安定
化に資するか、我が国の企業活動のグローバル化を支援する上で有益か、我が国の農林水産業・食品産業への悪影響や我が
国の企業活動への支障があるか、相手国の知財の管理状況が十分か、相手国における権利侵害の発見等が可能か等を総合的
に考慮する。

31

エ 知的財産権と関連技術（秘匿するものを含む。）の組み合わせなど戦略的な知的財産の保護強化を図る。
評価軸・評価の視点及び評価指標

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

等

年度計画

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

主な業務実績等
（１）知的財産マネジメントに関する基本方針の策定

な知財戦略に基づく知財確保と活用拡大を行う「知的財産戦

ての説明会、外部講師による「ノウハウの保護と活用」に関する研修を実施

関する基本方針が策定され、運

略室」と知的財産権の取得、許諾及び管理を行う「知的財産

した。

用されているか。

課」は一体となって業務を推進する。
先行特許調査や FTO 調査に関する特許調査研修及びワー

根拠：

・ 特許出願に係る発明相談や出願に係る基礎的な研修を実施し、質の高い価
値ある特許出願に向けて、職員の資質向上を図った。

クショップを開催し、知的財産に関する基本方針の周知、職 ・ 上記の研修動画を、11 月からウェブで提供した。

・
「農林水産省知的財産戦略 2020」 員の基礎的知識の取得や資質の向上又は管理者としての能力
及び「農林水産研究における知

＜評定と根拠＞

知的財産部が農研機構本部の司令塔機能を発揮して、明確 ・ 研究成果をノウハウとして秘匿するオープン＆クローズ戦略の取組につい 評定：S

○農研機構の知的マネジメントに

＜評価軸＞

自己評価

知的財産の戦略的な保護強化の取組とし
て「ノウハウ」の取扱方針を整理して運用を
開始した。オープン＆クローズ戦略の取組に
ついての説明会や、外部講師による「ノウハ

の向上を行う。

ウの保護と活用」に関する研修を実施し、農

的財産に関する方針」等を踏ま

研機構における知的財産意識の強化を行っ

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

た。

ジメントに関する基本方針が策 の促進
定され、実施されているか。

（２）知的財産マネジメントによ
る研究開発成果の社会実装の促進
○研究開発成果を農業や食品産業
等の現場での活用に結び付け、
迅速に社会実装していくための
戦略的な知的財産マネジメント
が取り組まれているか。
＜評価指標＞
・研究開発成果の商品化・事業化
等を図る上で、有効な知的財産
の取扱方針を描き、最適な方法

ア

知的財産マネジメント推進体制の整備
研究開発の企画・立案段階から普及までの一連の過程にお

外部から招聘した知財マネージャーが中

ア・知財マネージャー相談制度では、公知状況の整理・発明内容の把握及び評 心となって知財相談等を積極的に行い、知的
価を実施する対象を原則全案件として運用した。令和２年度実績で 301 件 財産の掘り起こしを行った。特許出願件数を

いて、特許出願力向上のために戦略的な取組を進め、価値あ

弱（前年度比 1.5 倍の件数）の発明相談に対応し、先行技術調査に基づく明 前年度比 1.6 倍と大幅に増加させた。さらに、

る特許出願を加速する。

確な特許出願方針を明示したことで、価値ある特許出願が加速化した。

ともに、中課題検討会等での助言・発明発掘や、研究センタ

施した。農研機構全体向けの知的財産教育とあわせて、研究者のレベルアッ 願を増加させた。

ー等の研究現場でプロアクティブに個別面談等を行い、また

プにより、特許出願力向上を進めた。

特許網の構築や農研機構単独出願など、戦略

知財セミナーや e-ラーニングによる人材育成を進めると ・ 技術分野毎の特許出願事情に合わせた知的財産教育を、研究部門ごとに実 的な出願方針を明確化し、価値ある特許の出

発明発掘相談会を開催し、発明発掘への取組を進める。
実効性のある権利取得に向けた取組として、知的財産戦略
室での知財マネージャー相談を強化する。

品種保護では、不正な輸入品の水際阻止を

・ 令和２年度の組織目標である前年比の 1.3 倍の特許出願に対して、年度初め 可能にする DNA 品種識別技術を、権利侵害
は新型コロナウイルス流行の影響があったものの、令和２年度の出願数は の多い作目で重点的に確立し、技術移転を行
326 件となり前年度の出願数を大きく上回った。

価値ある特許件数を増加させるため、重点研究における特

った。さらに、海外において、育成者権を行

使して利用許諾契約を実現するなど、年度計
画を大幅に上回る実績を上げた。

許網の構築や農研機構単独出願特許の増加を図る。
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を選択して社会実装を促進する イ 弾力的・柔軟な実施許諾
知的財産マネジメントが実施さ
れているか。

企業の事業の成功を通じた社会実装を加速化するため、実
施企業の要望を丁寧に聴取するとともに、組織内連携を強化
し、多角的視点から最適な実施許諾等の方法を検討する。

イ ・実施企業の状況や事業計画等を丁寧に聴取し、組織内連携による多角的 （１）知的財産マネジメントに関する基本方
視点から最適な実施許諾の提案を行った。新型コロナウイルスによる影響が 針の策定
あるにもかかわらず、昨年度同水準の新規契約件数となった。

「オープン＆クローズ戦略」の説明会、
「ノ

・ 許諾に当たり相互に関連する特許、プログラム、商標等をライセンス網とし ウハウの保護と活用」に関する研修、外部か

・知的財産の組み合わせによる成

一定期間実施されていない農研機構単独の知的財産権に

果技術の保護強化や知的財産権

ついて独占的な実施許諾を認めるとともに、知的財産権の有

の群管理等の取組が実施されて

効活用が促進され、かつ、公益性及び公平性の観点から見て ・ 独占的な実施許諾を認める農研機構単独の知的財産権について、ホームペ 向上が進んだ。

いるか。また、農研機構の保有

大きな問題がないと判断される場合には、必要に応じ実施範

ージを通じて外部に公表した。また、具体的な手続きについてもホームペー

する知的財産について、実施許

囲や実施許諾期間を限定した独占的な実施許諾契約を締結

ジに掲載した。

諾等活用が図られているか。

するなど、柔軟な実施許諾を進める。
独占的な実施許諾を認めるための判断基準を明確化し、具

て取りまとめ、許諾契約に導くとともに、プログラムの新たな許諾方法を検 ら招聘した専門家による発明相談や出願に
討し、導入した。

係る研修などを通して、研究職員全体の資質

（２）知的財産マネジメントによる研究開発

・ 品種の特性に応じた利用条件を検討し、品種の保護と普及とを両立させた 成果の社会実装の促進
許諾契約を締結した。

知的財産マネージャ－相談、知的財産教育

体的な手続きを文書化し、これら取組を継続的に推進すると

の強化等の取組により、特許出願件数を増加

ともに、ホームページ等を通じて外部に積極的にアピール

させた（令和元年度 209 件→令和２年度 326

し、社会実装を加速化させる。

件）。

品種については、出願時期の早期化や、契約手続きの迅速

植物品種等の海外品種登録出願を行い、カ

化により、企業の要望に応じた種子の提供や利用を可能とす

ンキツ、チャ及びイチゴで不正な輸入品の水

るとともに、新たに栽培導入する地域等と連携し、戦略的な

際阻止を可能にする DNA 品種識別技術を確

利用許諾に向けた取組を進める。

立した。
不正に流出した品種の輸入差し止め申し

ウ

外国における知的財産マネジメント
外国における権利化については、日本の農産物のグローバ

ウ・農林水産省の植物品種等海外流出防止総合対策事業を利用して、海外へ新 立てや、海外へ流出したカンキツ品種につい
たに４件の品種登録出願を行った。

ル競争力強化への寄与や費用対効果などを総合的に考慮し ・ シャインマスカットの輸入差止申立てを行い、東京税関で審査中である。
て出願の可否を決定する。
農林水産省の植物品種等海外流出防止総合対策事業を利

て、利用許諾契約による品種保護体制を構築
するなど、外国における権利化に取り組み成

・ 理事長裁量経費を投入して、カンキツ（みはや・あすみ・あすき・璃の香） 果をあげた。
及びチャの DNA 品種識別技術を確立した。イチゴは、新たに 44 品種のマ

用して、海外品種登録出願を進める。ブドウ「シャインマス

ーカー遺伝子型を決定・同定し、識別可能な品種を拡大した。これらの開発 ＜課題と対応＞

カット」などの輸入差止めを申し立てる。

技術は、知的財産を侵害する不正な農産物輸入対策に活用する。

知的財産制度全般について、職員の更なる

イチゴや茶、九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジ

保護体制を構築した。

重要品種の効果的な侵害対応を⽬指し、早

逆輸入阻止のため、海外での侵害リスクが高い作物である ・ 海外へ流出したカンキツ品種に関して、利用許諾契約による海外での品種 資質向上や管理者の能⼒向上を行う。

ェクト対応作物であるサツマイモ等で、DNA 品種識別技術

品種保護体制を加速する。

を確立する。
エ 知的財産の戦略的な保護強化
令和元年度に「ノウハウ」の活用促進に向けた取扱方針を
整理し、特許権とノウハウを組み合わせたオープン＆クロー
ズ戦略を推進する。
重要な技術に関しては、物質・用途・調整法など異なる切

期の海外出願、利⽤許諾契約による海外での

エ・プロジェクト応募前や民間企業との共同研究開始前に、農研機構単独での
特許出願の可能性を検討し、短期間に対応するような戦略的な特許出願を実
施した。
・ 令和 2 年度に、6 件のノウハウを指定し、特許権やノウハウ等を組み合わせ
た戦略的な保護強化の取組として、オープン＆クローズ戦略を推進した。

り口での権利化を行うことで、当該技術のライフサイクルマ
ネジメントと特許網構築による保護強化に向けた組織的対
応に取り組む。
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育成者権、特許権（遺伝子、栽培法、育種法など）の組合
せにより知的財産権の保護強化を図るとともに、円滑な社会
実装に向けて、重畳的に複数の権利が課される場合の許諾を
整理・運用する。
また、国際標準化を利用した知的財産権の戦略的な保護強
化について方針を検討する。

主務大臣による評価
評定 Ｓ
＜評定に至った理由＞
知的財産マネジメントに関する基本方針の策定については、平成 30 年度に機構本部に新設した「知的財産部」を司令塔として、戦略立案等を行う「知的財産戦略室」と知的財産権の取得・許諾及び管理
に関する業務を行う「知的財産課」が一体となって、「知的財産に関する基本方針」に基づきながら知的財産マネジメントに取り組む体制を整備している。オープン＆クローズ戦略の取組の説明会や外部
講師による「ノウハウの保護と活用」に関する研修、特許出願に係る発明相談（令和２年度は前年度比 1.5 倍となる 301 件）等、研究職員全体の資質向上を図っている。
知的財産マネジメントによる研究開発成果の社会実装の促進については、特許出願件数が令和２年度には 326 件（令和元年度 209 件）と大幅に増加している。また、農研機構単独の知的財産権は具体的
な手続きを含めホームページを通じて外部に公表している。さらに、外国における知的財産マネジメントでは、海外へ新たに４件の品種登録出願を行うとともに、海外に流出したカンキツ品種に関して現
地企業との利用許諾契約による品種保護体制を構築したことは、年度計画を大きく上回る成果である。
以上のように、知的財産マネジメントの戦略的推進に向けて、知的財産に関する組織体制を構築するとともに、職員の資質の向上を図り、特許出願や外国への品種登録出願の増加及び海外での品種保護
体制の構築等が進展し、特に顕著な成果が認められることから、Ｓ評定とする。
＜今後の課題＞
第５期中長期計画の達成に向け、知的財産に関する取組を一層強化し、知的財産権の保護と社会実装を促進する知的財産マネジメントの戦略的展開を期待する。
＜その他事項＞
（審議会の意見）
知的財産、特に育成者権の海外管理強化は、第５期中期目標期間において、さらなる手立ての取組に期待する。
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様式２－１－４－１

国立研究開発法人

年度評価

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

１．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

Ⅰ―６

研究開発成果の社会実装の強化

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：

２－①モニタリング指標
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

広報誌等の発行数

112

139

119

124

59

研究報告書等の刊行数

25

28

38

22

6

技術相談件数

2,135

1,389

1,402

1,080

722

見学件数

5,813

6,009

5,434

5,183

332*

見学者数

36,491

36,448

36,155

36,815

3,905

97

127

111

99

43*

*オンラインの開催を含む

44,892

52,178

28,714

29,044

10,493*

*オンラインの参加を含む

1

1

１

1

1

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

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

*オンラインを含む

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標
（１）研究開発成果の公表

中長期計画
（１）研究開発成果の公表

研究開発成果については、成果情報、学術雑誌等への論文掲載等により積極的に公表する。その際に ア
は、権利化の可能性、秘匿化の必要性等を十分検討する。

研究開発成果は、学術雑誌等への論文掲載、学会での発表等により積極的に公表する。その際には、農研機構内の
確認手順と責任部署を明確にし、権利化の可能性、秘匿化の必要性等を十分検討した上で行う。

イ

主要な研究開発成果のうち、生産者、実需者、民間企業等への技術移転が可能なものや行政機関の施策に反映され
るもの（普及成果）については「普及成果情報」としてウェブサイト等で広く公表する。

ウ

普及成果の中から、行政・普及組織等との意見を踏まえて、重点的、組織的に普及に取り組むものを重点普及成果
として選定する。

（２）技術移転活動の推進

（２）技術移転活動の推進

第３期中期目標期間までに得られた研究開発成果を含め、有望な研究開発成果について、ユーザーが ア

普及成果については、現地実証試験等を通じて、生産者や実需者などユーザーにとって分かりやすい形で紹介する

使いやすい形や国民が理解しやすい形での紹介を行う。また、研究後半の段階では、農家ほ場等で実証

とともに、現場実態に即した技術となるよう、導入する生産者、実用化企業や普及組織等による技術の組み立てをサ

試験などを行い、研究成果の現場適用の可能性を見極めるとともに技術移転を進める。

ポートするなど、研究者自らが技術移転活動を行う。

農研機構として、農業、食品産業その他の関連産業や国民生活の質の向上への貢献の観点から特に普 イ
及が期待される重要な研究開発成果を、行政側とも連携しつつ選定し、重点的に技術移転活動を行う。

重点普及成果は、都道府県の普及組織との連携を図りつつ、農研機構が組織的に生産者、実需者、民間企業等への

その際は、必要に応じ、都道府県の普及組織との役割分担を行った上で、農研機構及び研究者自らが、 ウ

技術移転活動を実施する。

生産者、実需者、民間企業等への技術移転活動を行う。

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

（３）規制対応研究の一体的実施
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研究開発成果の円滑な社会実装を図るためには、研究開発から産業化・普及までの全体を俯瞰して、 （３）規制対応研究の一体的実施
それぞれの過程で生じるであろう課題に体系的・計画的に対応するアプローチが必要となる。しかしな

食品安全規制、農薬・肥飼料・動物医薬品等の生産資材規制、労働安全規制、生物多様性影響等に関する各種規制が

がら、これまでは研究開発成果を得ることのみに力が注がれ、それら研究開発成果を産業化・実用化す 適用される可能性がある研究課題では、研究開発成果の商品化・事業化までの見通し、事前の分析、その対処方法も含
るために求められる各種規制への対応の視点や取組が弱く、結果としてそれら規制の壁に阻まれ、研究 め、第１の９に示した研究課題の中で、試験及び研究並びに調査に取り組むことで、一体的に実施する。
開発成果を円滑に社会実装できない事例が存在した。
このため、研究開発成果の商品化・事業化までの道行きを見通した上で、食品安全規制、農薬・肥飼
料・動物医薬品等の生産資材規制、労働安全規制、生物多様性影響等に関する各種規制が適用される可
能性を事前に分析し、その対処方法も含めて研究開発と規制対応研究とを一体的に実施する。
（４）広報活動の推進
我が国最大の農業・食品産業研究機関として、我が国の農業・食品産業の発展に資する研究情報や成 （４）広報活動の推進
果を、マスメディアやウェブサイト等を活用して、ユーザーが使いやすい形で的確に発信する。また、 ア

法人統合により広報の範囲が大幅に拡大する中で、情報発信の対象とする層を明確にした広報を展開する。

信頼できる機関として国民に広く認知されるよう、広報活動のあり方を的確に見直す。

最大の広報効果を引き出すために、広報に評価とその結果のフィードバックなど広報の「見える化」を導入し、広

イ

報の実施がどのような効果をもたらしたかを検証する。具体的にはプレスリリースにより提供した情報がマスメディ
アで記事やニュースとして報道されたか、ウェブサイトにおいてどの記事にどれだけのアクセスがあったかなどを評
価・検証し、次の広報活動等へ反映させる等の PDCA サイクルを実施する。
ウ

広報戦略を策定してこれを計画的に実施していくシステムを作る。

エ

外部からの雇用も含め、広報業務に携わる人材の育成を図る。

オ

農研機構の知名度向上を図っていくために、統合に合わせて更新したシンボルマークについて、ロゴとともにその
使用の徹底を図る。

カ

統合に合わせて広報誌を作成して、国民等に広く配布するとともに、ウェブサイトに掲載する。また、各研究分野
等のステークホルダーを対象に継続的にニュースを発信するなどして、農研機構の研究内容等の周知に努める。

キ

プレスリリースについては、特に一般紙へのレクチャーに注力して、認知度の向上を図る。

ク

ウェブサイト等については、農研機構としての統一感を持たせたるとともに、クオリティが高く認識性に優れたウ
ェブデザインと双方向性の高い情報発信機能を有するウェブサイトページとする。

（５）国民との双方向コミュニケーション
農研機構及び研究者自らが、シンポジウムやイベント、学校教育や市民講座に参加すること等により、 （５）国民との双方向コミュニケーション
国民との継続的な双方向コミュニケーションを進める。これにより、研究開発のニーズ、研究開発に対 ア
する期待や不安、懸念等の声を把握し、研究にフィードバックして、真に国民生活の向上に役立つ研究

重要な研究成果については、シンポジウムや研究成果発表会、マッチングイベントなどを通じて、国民の声を聞き

開発成果の獲得を目指す。併せて、農業研究や農研機構の研究開発成果への理解を促進する。

ながら周知を図る。また、学校教育や市民講座に積極的に参加し、国民との双方向コミュニケーションを進める。
イ

「食と農の科学館」及び「農業環境インベントリー展示館」については、つくば地区の常設展示拠点であると同時

特に、農産物・食品の安全性や遺伝子組換え技術等の先端技術を応用した品種開発等に当たっては、

に、一般公開・市民講座等をこれらの施設を拠点として開催し、多くの国民が当館を訪れるよう運営の改善を図る。

科学的かつ客観的な情報を研究開発段階から継続的に発信し、双方向コミュニケーション活動の充実を

具体的には、分野別の科学性と専門性を重視した展示から段階的に青少年や家族連れなど多様な来館者にも分かりや

図る。

すい展示への模様替えを進める。一方で個人の見学等に対応できるように、目の前の展示に関する解説を QR コード
を介して聞くことができるシステムなどの導入を図る。これらの施設に遺伝資源を保存管理する部署（遺伝資源セン
ター）、種苗管理センター等も加えた様々な見学コースも設置し、見学者の多様なニーズに応える。
ウ

リスクコミュニケーションの取組については、統合によりその対象範囲が広がることに配慮し、各関連研究部門等
との連携の下に、国民の声を把握するとともに、科学的かつ客観的な情報を継続的に分かりやすく発信する。遺伝子
組換え技術を用いた育種については見学会等の場を通じて国民の理解を得るように努めるほか、食品の安全、家畜疾
病、有害化学物質等についても、各種セミナー等により国民との双方向コミュニケーションを推進する。

エ

地域農業研究センター等についても地域の情報発信基地として、広報戦略の下に、特に一般公開、サイエンスカフ
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ェの参加・開催等を通じて、農業者等への研究成果の広報等を積極的に行う。また、研究者による学校の教育活動へ
の協力などを通じて、国民の声を把握し、地域における農研機構の存在意義をアピールしていく。
（６）研究開発成果の中長期的な波及効果の把握と公表
農業研究の成果が社会に広く普及し大きな波及効果を及ぼすには、通常長い年月を要する。このため、 （６）研究開発成果の中長期的な波及効果の把握と公表
過去の研究開発成果の社会への貢献についてできるだけ定量的に実績を把握し、その結果を公表すると ア
ともに、社会に貢献する研究開発成果の創出を常に強く意識して業務を進める。

第１の６（２）のフォローアップ調査等により、過去の研究開発成果の社会への貢献についてできるだけ定量的な
実績を把握・公表する。また、農研機構が国民生活の質の向上、我が国の農業の発展に果たしてきた貢献について、
広く国民に認知されるようウェブサイト等を活用して情報発信する。

イ

研究者自らが積極的にシンポジウムやイベント、学校教育や市民講座に参加することを督励し、社会貢献を強く意
識する機会とすることとする。また、マッチングイベントなどに開発者自らが参加して生産者や実需者からの情報収
集を行い、開発した技術の改良などに取り組むこととする。

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

評価軸・評価の視点及び評
価指標等
（１）研究開発成果の公表

年度計画
（１）研究開発成果の公表

○研究開発成果について、情 ア
報提供、公表が適切に行わ

主な業務実績等
（１）研究開発成果の公表

＜評定と根拠＞

研究開発成果は、知的財産の取扱いを十分検 ・研究成果の公表に当たっては、「知的財産に関する基本方針」に基づいて承認の手順を明確

討した上で、積極的に公表する。

れているか。

成果公表と知的財産のマネジメントを適切に実施した。

行われているか。

根拠：
研究開発成果の社会実装では、研究開発と

・公表の際、権利化の可能 イ
的財産の取扱いの検討が

評定：S

化し、研究成果公表伺の提出により公表前に知財化の可能性等を把握・検討する体制により、

＜評価指標＞
性、秘匿化の必要性等の知

自己評価

普及成果情報は、ウェブサイト等で広く速や ・「重点普及成果」と合わせて「普及成果情報」の標準作業手順書（SOP)整備をすすめ、「地域 普及部門が一体となった技術移転活動に

かに公表する。SOP 移行会議を通過した地域ハ

ハブ関係者限定版（関係者限定版）」から「普及版（普及担当者向け）」「公開版（一般向け）」 SOP を活用するため、SOP 作成のスキル向

ブ関係者限定版から普及版、ウェブ公開版への

に内容をバージョンアップし、移行会議を経て提供対象を拡大した。一般向けの「公開版」は 上と移行会議による利用者に合わせた内容

展開を図り、ウェブ公開版の頁を新設する。

農研機構ホームページよりウェブでの公開を開始し、プレスリリースにより周知した。

精査の体制を構築し、普及版 SOP はウェブ

・ 九州沖縄経済圏スマートフードチェーン（九沖 SFC）プロジェクト及び北海道十勝発スマー で公開した。重点普及成果に加えて、重点化
トフードチェーンに関係する成果について、計 6 件の SOP を作成した。特に、先行する九沖 プロジェクト成果、普及成果情報など、現場
SFC 関連では、早急の対応が必要なイチゴ品種「恋みのり」と「輸送中のカンショ腐敗対策」 ニーズの高い成果の SOP 整備を優先的に進
について、公設試、JA と連携して担当者向けの説明会を実施した。
・ 農研機構内のイントラネットに「標準作業手順書（SOP）に関する手続き方法」を掲載する
とともに、「研究職員向け SOP ガイダンス」（9 月ウェブ会議開催：265 人参加）を実施
し、SOP 作成における執筆者（研究者）の資質向上に取り組んだ。

ウ

普及成果情報の中から、農研機構が重点的、 ・ 令和 2 年度の重点普及成果は「ジャガイモシロシストセンチュウの総合管理技術」「サトウ

組織的に普及に取り組むものを重点普及成果と

キビ新品種“はるのおうぎ”」「イネ稲こうじ病の総合防除」を採択した。速やかな普及活動

して選定する。重点普及成果は標準作業手順書

を開始するため、SOP 作成に先行して着手した。

（SOP）の策定を必須として、普及に活用する。

めた。対面型の技術移転が困難な中で。普及

対象に応じた活用が可能である。重点普及成
果を中心に、育成品種の生産や開発技術の普
及は年度計画を大幅に上回って急速に拡大
しており、極めて顕著な進捗が認められる。
広報活動では、本部の司令塔機能強化によ
り、つくば地区と地域担当者が一体となった
取組を行い、プレスリリースやイベントは新
型コロナウイルス感染防止に配慮したオン
ラインや動画による情報発信を行った。令和
2 年度のプレスリリース件数は前年を 2 割上

（２）技術移転活動の推進

（２）技術移転活動の推進

○研究後半の実証試験の導 ア

回り、果樹収穫ロボットで 60 件を越える最

（２）技術移転活動の推進

ウェブサイトを通じて、普及成果情報を広く ・ 普及成果情報の SOP を「SOP 普及版」として農研機構ホームページに順次掲載し、全国農

入など、技術移転活動を推

紹介する。要望の強い普及成果については、標

業関係試験研究場所長会等を通じて、関連する公設試や普及組織に提供した。農政局が主催

進するためのマネジメン

準作業手順書（SOP）を作成し、公設試との連

する「地域研究・普及連絡会議」（全７回開催）や農業関係試験機関場所長会では、重点普
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多の報道数になるなど、マスコミへのインパ
クトが大きい記者レクを実施した。

トが適切に実施されてい

携を活用した現地実証試験等を通じて、研究者

及成果や地域に貢献する成果の SOP を紹介し、意見・要望を収集して普及活動に反映させ

るか。

自らが技術移転活動を行う。

た。

る発信等、TV 番組とのコラボ企画など、メ

・ 農業技術コミュニケーターが地域ハブ担当者や産学連携コーディネーター等と活動情報を共

＜評価指標＞
・研究開発成果について、生

ウェブサイトのリニューアルや、
SNS によ
ディア媒体や広報ツールの多様化、外部人材

有し組織的に普及活動を展開した。具体的には、都道府県の公設試や普及組織（R2 年度訪

の採用やアウトソーシングによる広報の質

産現場や実需者等のユー

問件数：452 件）、JA（107 件）、農業法人（142 件）さらには農業生産現場等（65 件）へ

的向上により、延べアクセス数は 1,000 万件

ザーへの円滑な技術移転

SOP を活用した普及活動を行った。

を超え、農研機構の認知度向上につながっ

を促進する取組が行われ

・ スマート農業技術の実証では、全国 44 都道府県 141 市町村において実施する最新のスマー

た。理事長によるトップ広報や、理事長と毛

ているか。特に、普及が期

ト農業技術の現場への導入加速のため、新型コロナウイルス感染防止に配慮した現地検討会

利衛氏の新年対談など、企画提案によるイン

待される重要な研究開発

の開催や、YouTube における動画公開などを通じて、スマート農業技術に係る「見られ

パクトのある記事の一般紙掲載も、特筆され

成果について、農研機構及

る・試せる・体験できる」場の提供を行った。

る成果である。新型コロナウイルスの流行

び研究者自らが技術移転 イ
活動を実施しているか。

重点普及成果は開発責任者と農業技術コミュ ・ 重点普及成果は、「成果普及対策会議」等の農研機構内会議で普及戦略を議論し、地域アド
ニケーターが一体となって戦略について議論

バイザリーボード（R2 年度 9 回開催）、地域マッチングフォーラム（農林水産省よりウェ

し、組織的な普及活動を進める。

ブ一斉配信）や地域試験研究推進会議の場を活用してアピールした。現地検討会（６回開
催）や出前技術指導、興農会や事業化推進ツアーにより、地域に応じた成果紹介を工夫し
た。農業技術革新・連携フォーラムや農政局ブロック単位での普及職員研修等においては、
企業や行政組織へのアピールを重点的に実施した。

で、年度前半の対面型イベントは中止が相次
いだが、オンライン開催でペースを回復し、
開催毎の参加者数は平常時を上回った。多数
の要人視察対応、動画やオンライン記事閲覧
数の大幅増、刊行物の企画編集強化による技
報や広報誌の大幅リニューアルなどの実績

ウ 公設試との連携により普及状況を収集し、フ ・ 平成 27 年度、平成 29 年度及び令和元年度に選定された普及成果情報、研究成果情報のフォ は、対応先や評価委員から極めて高い評価を
ォローアップ調査の精度向上に努める。当該調

ローアップ調査を実施し、その普及状況を定量的に把握した。以下のように、重点普及成果 受けるなど、年度計画を著しく上回る成果が

査結果を基に次期中長期計画に一定程度の普及

の主な普及実績は、前年度に比べて大幅に拡大した。

目標を設定し、技術移転活動に反映させる。

〇多収・良食味米品種の作付け実績は、6,200ha（前年度比 1.6 倍）に拡大。
〇新規土壌還元消毒防除体系は 11 道府県で導入され、1 県で防除指針に採用。
〇「ダイズ難裂莢性品種群」は 6 県で奨励品種に採用され、愛知県の生産地では全面的な

得られた。

＜課題と対応＞
広報活動については、第 4 期において本部

品種転換が進む。令和 2 年度栽培面積は 9,179ha（前年比 6.2 倍）に拡大。

を司令塔とした農研機構一体となった戦略

もち麦のシェア 78％を獲得。

ートブランドの確立や広報活動の波及効果

1,930ha（東北地方乾田直播面積の 71％に相当）に拡大。

トランスフォーメーションには課題を残し

〇農研機構育成「モチ性大麦品種」の栽培面積は 2,944ha（前年比 1.4 倍）に拡大し、国産 的広報活動実施体制を構築したが、コーポレ

〇「大区画ほ場における乾田直播栽培体系」の東北地方における令和２年度の普及面積は についての分析、広報活動におけるデジタル
・ 全国農業関係試験研究場所長会（92 組織）及び地域農業研究センターの地域アドバイザリー た。第 5 期中長期計画に則り、令和 3 年度に
ボード委員等（221 組織・人）を対象に農研機構の普及活動への満足度についての調査を実 は以下の取組を重点的に実施する。

施した。165 組織より 794 件の要望を収集し、公設試、生産法人、生産者との連携強化とフ ・広報効果測定の手法試行と有効性確認。
エ

ォローアップに農業技術コミュニケーターと産学連携コーディネーターが順次対応した。

・研究者個人のアピール

実施規程」を整備した。

・ウィズコロナ、ポストコロナにおけるイベ

農研機構の研究開発成果を事業活動におい ・ 農研機構発ベンチャーを支援するため、令和３年３月に「農研機構発ベンチャー企業認定等 ・外部機関と連携した広報活動。
て活用できるよう「ベンチャー企業支援措置実

ント戦略の策定。

施規則」等、農研機構発ベンチャー支援のため

・感染防止対策と科学館展示のあり方検討。

の諸規程を整備し、その事業活動支援体制を構
築する。
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（３）規制対応研究の一体的 （３）規制対応研究の一体的実施
実施

（３）規制対応研究の一体的実施

食品安全規制、農薬・肥飼料・動物医薬品等の生 ・ 農研機構におけるゲノム編集作物等の研究実施の可否を判断する仕組みとして、「新育種技

○研究開発成果の商品化・事 産資材規制、労働安全規制、生物多様性影響等に

術生物等検討会（NBT＆GM 検討委員会）」を立ち上げた。社会実装において倫理的・法的・

業化までを見通して、各種 関する各種規制が適用される可能性がある研究課

社会的課題（ELSI）に配慮する観点や農研機構として進めるべき課題であるかを検討し、令

規制が適用される可能性 題では、研究開発成果の商品化・事業化までの見

和３年の栽培計画の可否、ゲノム編集作物の情報提供のあり方等を検討した。

や対処法を検討する仕組 通し、事前の分析、その対処方法も含め、各課題の ・ 監督官庁から示されたゲノム編集生物の取扱方針に基づき、取り扱いルールを農研機構内部
みを構築・運用している 情報収集を積極的に行い、第１の９に示した研究
か。
＜評価指標＞

に周知するためのセミナーを開催した。

課題の中で、試験及び研究並びに調査に取り組む ・ 第 2 期 SIP「国民理解」において、規制対応研究の国内外の研究開発状況や規制の状況等に
ことで、一体的に実施する。

関する情報を収集し、ウェブサイト「バイオステーション」（https://bio-sta.jp/）で発信す

・研究開発成果を産業化・実

るとともに、行政等関係者向けのニュースレター「ゲノム編集通信」を発行した。

用化するために、研究開発

・ 厚生労働省遺伝子組換え食品等調査会に職員を派遣し、ゲノム編集食品の適切な取扱いのた

において、食品安全規制、

めのルール策定に参画した。

生産資材規制、労働安全規

・ スギ花粉米等の遺伝子組換え作物の栽培実験について、地方自治体等への情報発信等に取り

組んだ。

制等の各種規制が適用さ
れる可能性を事前に分析
し、研究開発と規制対応研
究を一体的に行う取組が
行われているか。
（４）広報活動の促進

（４）広報活動の推進

○専門誌・紙への対応だけで ア

（４）広報活動の推進

ウェブサイトについては、一般、生産者、企 ・ 過去のウェブ情報掲載方法を見直し、ターゲットを明確にした構成による情報発信を構築し
た。

なく、農研機構が国民に広

業、研究者・学生それぞれを対象としたポータル

く認知されるための広報

サイト構成による、分かりやすい情報発信を完 ・ オンライン記者会見を導入し、新型コロナウイルス流行下においてもプレスリリース等の情

の取組が適切に行われて

成させる。プレスリリースについては、一般紙向

報発信力を維持した。プレスリリースは、対象を明確にした情報発信と質の向上に取り組

いるか。

けあるいは専門紙向けなど対象紙を明確にした

み、AI スパコン「紫峰」（6 月 16 日発信）の Twitter 表示数 8 万件や、果実収穫ロボット

上で、情報発信を行う。

（12 月 23 日発信）の記事掲載数 60 件など、これまでの記者レクを通じて最高となる反応

＜評価指標＞
・研究情報や成果が、ユーザ

を得た。年度末には令和元年度と同程度に回復させ(令和元年度 62 件、令和 2 年度 75 件)。
記者会見等の実施件数は前年度並(令和元年度 14 件→令和 2 年度 13 件)とした。

ーが利用しやすい形で的
確に発信されているか。広

・ NHK エデュケーショナルのイチゴをテーマとした番組に、農研機構育成品種「恋みのり」
のクローズアップ企画を提案するなど、新たなメディア媒体を活用した広報を実現した。

報活動のあり方が的確に
見直されているか。
イ

プレスリリースされた情報について、報道・ ・ 新聞記事の掲載件数は 1,551 件で 2 割程度減少したが、デジタル記事掲載件数は増加し

アクセス状況を確認し、社会からの注目度・関心

4,479 件（前年比 1.3 倍）となった。

度 の 高 い 記 事 に つ い て は 、 ウ ェ ブ ・ 広 報 誌 ・ プレスリリースに係る報道実績の収集に加えて、一つ一つの記事について報道の波及効果を
NARO・ニュースなどでピックアップするなど、

確認する広報効果測定ツールを導入し、関心度が高いと思われる記事を SNS やウェブサイ

タイムリーな広報活動につなげる。

ト等にタイムリーに掲載した。記者会見後に SNS によるアピールも行い、情報へのアクセ
ス増加につなげた。
・ つくば地区記者懇談会を開催（対面 3 回、オンライン 1 回）し、研究成果について情報発信
を行った。
・
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ウ

強化された本部の司令塔機能と組織内連携 ・ 広報戦略会議を設置し、広報活動全般の企画・見直しを行い、広報戦略に基づいて取組を進

を活かして、ターゲットを明確にした上で、記者

める体制を強化した。広報部と農研機構内広報担当者間の、オンライン会議を開催し、情報

会見・プレスリリース、イベント開催・出展、広

共有を積極的に行うことで、農研機構一体となった広報活動推進につなげた。

報誌 NARO・農研機構技報・ニュース等の刊行 ・ 農林水産大臣をはじめとする農林水産省の全政務 3 役や、内閣府、総務省、産業界等から多
物の企画・編集・発行、ウェブサイトの充実、ス

数の VIP の来訪があり、体験型プログラムの視察を提供して、農研機構の成果をアピール

マート農業に関する動画発信、視察・見学対応を

した。視察対応にあたっては、視察者の要望を丁寧に聞き取り、内外関係者と密に連絡調整

行う。また、広報活動の検証手段の１つとして報

を行うことで、視察者から高い満足度を得ており、農研機構に対するイメージ向上と認知度

道情報収集を強化するとともに、一般公開を含

アップにつなげた。

むイベントについては情勢の変化や効果検証を
踏まえて見直しの検討を行う。さらに、農研機構
の認知度向上のための新たな企画を検討し、SNS
による情報発信等、条件が整ったものから実施
する。これらを通して、広報戦略の内容を機動的
に更新して各種広報活動を効果的に進めるシス
テムを作る。
エ

動画制作・広報誌 NARO 発行など重点的に取 ・ 動画制作、広報誌発行、マスコミへの売り込みなどの担当者として、企業における広報経験

り組む広報業務を担当する職員を外部雇用する

者や高いスキルを有する外部経験者を採用し、広報業務推進のポテンシャルを向上させた。

とともに、広報業務を担当する職員の研修を実 ・ 全国の広報担当職員に対するオンラインでの研修を実施し、広報業務のスキル向上につなげ
施して、広報スキルの向上を図る。

た。

オ シンボルマーク・ロゴなどを含む書式を統一 ・ 農研機構のブランド力醸成と知名度向上につなげるため、プレゼンテーション資料のシンボ
したプレゼンテーション資料について、外部で

ルマーク・ロゴを含むデザインを統一し、外部でのプレゼンテーションや視察対応時の使用

の発表時などにおける使用を徹底して、農研機

を徹底した。

構の知名度向上につなげる。
カ 広報誌 NARO・ニュースについては、強化し ・ 広報誌 NARO については、新型コロナウイルス感染拡大の影響で取材・制作が困難な時期
てきた情報発信 (広報誌 NARO：年 6 回発行・

があり年４回の発行となったが、コンテンツを抜本的に見直し、スキルの高い広報担当者の

ウェブサイト掲載・イベントでの配布、ニュー

採用や編集業務のアウトソーシング、外部専門家との協力等を合わせて、デザイン性が高く

ス：構成やデザインの統一) を継続するととも

クオリティの高い刊行物となった。複数の研究セグメント外部評価委員等から、高い評価を

に、読みやすいデザイン・レイアウトを工夫し、

受けた。

重要でインパクトのある成果・プロジェクトな ・ 地域農研ニュースは、表紙デザインに加えコンテンツの体裁も統一し、理事長メッセージを
どを、タイムリーに取り上げる。

全ての新年号に掲載するなど、農研機構のコーポレートブランド意識醸成につなげた。
・ 技報を電子ブック化し、記事ごとの閲覧数等の解析を可能にした。

キ

プレスリリースについては、一般紙向けある ・ 社会への影響力が年々増加しているオンライン記事掲載は、令和元年度 3,369 件から令和２

いは専門紙向けなどの対象紙を明確にした上

年度 4,479 件と増加し、紙媒体の報道件数を上回った (平成 30 年度以前は調査なし)。

で、一般紙での掲載を目指して一般紙へのレク ・ 広報企画をマスメディアへ提案し、久間理事長と日本科学未来館毛利衛館長との新春対談記
チャーに注力する。一般紙記者への訴求力を高

事の連載（毎日新聞令和 3 年 1 月)など、インパクトのある報道を実現した。

めるため、東京での月 1 回の記者会見や農研機
構幹部による情報発信を行う。
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・ プレスリリースについては、対象紙を明確にし、一般紙への掲載を目標に資料作成や企画を
行った。新型コロナウイルス感染拡大の影響で対面での記者会見ができなくなったが、オン
ライン記者会見の手法をいち早く構築し、影響を最小限にとどめた。
ク

ウェブサイトについては、平成 30 年度から

・ ウェブサイトは、分かりやすく認識性に優れたデザインへの更新を行い、ウェブサイトのア

着手した統一感を持たせクオリティが高く認識

クセス解析を詳細に行いサイトの構成に反映させた。ホームページポータルの改善や質の高

性に優れたデザインへの更新を完成させる。令

い動画での情報発信を充実させたことで、より広範囲な対象に農研機構の取組を広報するこ

和２年度は、重要でインパクトのある成果・プ

とが可能となり、ウェブアクセス約 1,053 万件（前年比 1.1 倍）、動画閲覧数 約 40 万件

ロジェクトなどについて、動画での情報発信を

(2.1 倍)となった。ウェブサイトのアクセス数の増加につながった。

進めるとともに、SNS の採用による双方向性の ・ スマート農業・九沖 SFC・表彰受賞・SOP 作成・国際活動などの重要案件を、注目トピッ
高い情報発信に取り組む。また、ウェブサイト
のアクセス解析を行い、解析結果を活用するこ
とで情報発信力を強化する。

クスとして重点的にウェブサイトで発信した。
・ 過去に作成されたウェブページを整理し、ウェブサイトの常時 SSL 化を行い、セキュリテ
ィ面で閲覧者が安心して利用できるようにした。
・ インパクトのある成果の動画作成を積極的に進め、一般向けに公開するだけでなく、視察対
応等でも活用することで農研機構の理解と認知度の向上に活用した。
・ Twitter 及び Facebook に公式アカウントによる情報発信を開始した。Twitter では投稿件数
約 400 件に対し、125 万件を超えるインプレッション（表示数）を得ており、農研機構への
アクセスを牽引し知名度向上に貢献している。

（５）国民との双方向コミュ
ニケーション
○農研機構及び研究者によ

（５）国民との双方向コミュニケーション

（５）国民との双方向コミュニケーション

ア 重要な研究開発成果については、シンポジウ ・ 重要な研究成果については、機構内で協力したマッチングイベントなどでとりあげることで、
ム、研究成果発表会、 マッチングイベント等を通

成果の効果的な周知につなげた。

る国民との双方向コミュ

じて、分かりやすい説明により周知を図る。また、 ・ 大型オンラインイベントへの対応では、研究者の協力の下で研究成果の分かりやすいプレゼ

ニケーションの取組が適

学校教育や市民講座へ積極的に参加し、国民との

ン動画・プロモーション動画を作成し、新型コロナウイルス流行下における研究成果のオン

切に行われているか。

双方向コミュニケーションを進め、親近感を醸成

ライン周知のツールとして活用した。

＜評価指標＞

する。

・シンポジウムやイベント
開催等により、研究者と一 イ 「食と農の科学館」及び「農業環境インベント ・「食と農の科学館」及び「農業環境インベントリー展示館」は、新型コロナウイルス感染防止
般消費者や生産者が交流
し、研究・開発の成果や取
組の相互理解の増進が図
られているか。

リー展示館」での常設展示や一般公開・市民講座

の政府方針に従って、農研機構のルールに基づく感染防止対策を十分に行った上で、見学・視

の開催（感染症対策を含む情勢の変化を踏まえて

察に対応したため、来訪者は大幅に減少した。

検討）を継続するとともに、展示の一部について ・ 展示については、来訪者の属性に応じて利用できるよう、新型コロナウイルス対策による休
は、青少年・家族連れなど専門家ではない来訪者

館中に更新を進めた。音声ガイドの整備を完成させ、来訪者が視聴できる動画内容を充実さ

を対象とした内容への更新を進める。「食と農の

せた。植物工場模型の設置や体験型 VR 装置等の新規導入など展示の更新を行い、多様な見

・研究情報の発信において、 科学館」については、個人の見学等に対応できる
農産物・食品の安全性や遺

伝子組換え技術等の先端
技術を応用した品種開発
等については、科学的かつ
客観的な情報発信が行わ
れているか。

学・視察対応に活用できるよう改修を行った。

よう導入を開始した目の前の展示を説明する音声 ・ 見学プログラムについては、来訪者の属性や興味に応じてコースを設定できるよう、視察テ
ガイドの整備を完成させ、展示内容の更新に伴い

ーマ、場所・内容等をカタログ化し、視察対応等に活用した。

音声ガイドや大型モニターで紹介する動画の内容
等を更新する。また、農研機構の見学については、
来訪者の属性を考慮した見学モデルコースを整備
する。
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ウ

リスクコミュニケーションの取組について本 ・ SIP「 国民理解」の中核となる活動として、令和元年に公開したゲノム編集に関する基本的

部一括管理を徹底させ、より一層対応の強化を

な情報や収集した最新動向等を分かりやすい形でワンストップ的に発信するウェブサイト

図る。また、各関連研究部門等との連携の下に、

「バイオステーション」（https://bio-sta.jp/）は、令和 3 年１月現在で利用者数が開設当初

国民の声の把握と科学的かつ客観的な情報を継

より約 10 倍（約 11,000 人/月）に増加し、累計利用回数は約 10 万件に達した。「ゲノム編

続的に分かりやすく発信するとともに各研究へ

集」を検索ワードとした Google 検索結果では、令和２年 7 月以降 1~2 位を保っており、

のフィードバックを図る。遺伝子組換え作物や

一定の影響力を持つ情報発信を実現している。

カイコの育種に関する説明会・見学会等の場を ・ サイエンスコミュニケーションの手法開発の一環として、国民の意見等を収集する手法とし
通じて国民生活に寄与する技術であることなど

て Twitter 情報の AI 解析手法を取り入れた。Twitter は情報収集とともに関連イベントに反

の必要性等を情報提供し、また、ゲノム編集等新

応していることから，ソーシャルセンサーとして利用できる可能性を示した。

育種技術についても正確な情報を発信し、とも ・ 農林水産省アウトリーチ活動や外部からの要請により、23 回（大学・高校・アカデミア 12
に実用化につなげるための取組を行う。このほ

回、民間企業等 8 回、その他 3 回）のサイエンスコミュニケーションを行い、ゲノム編集技

か、食品の安全、家畜疾病、有害化学物質等につ

術等について情報提供を行った。

いても、国民との双方向コミュニケーションを ・ 行政よりゲノム編集技術の取扱方針が示されたため、農研機構内の関係者に向けたゲノム編
推進する。
エ

集に関する説明会を開催し、情報の周知及び適切な取扱のための教育に対応を行った。

地域農業研究センター等における一般公開・ ・ 令和２年度は新型コロナウイルス感染の情勢及び政府などからの要請に対応し、対面で開催

サイエンスカフェや教育活動への協力を継続す

予定だった多くのイベント、特に大勢の参加者を集めていた一般公開を中止した。一部のイ

るとともに、参加者の感想や意見・要望を良く理

ベントについては、オンライン開催への切り替えや、感染対策を徹底した上で見学者用ミニ

解し、双方向コミュニケーションを進める。

企画や少人数でのサイエンスカフェを実施するなど、可能な範囲で情報発信に努めた。
・ 学校・企業・学会等からの依頼に対応して、研究者による講義・教育活動の協力も、新型コ
ロナウイルス対策をふまえた上で、可能な限り実施した。

（６）研究開発成果の中長期 （６）研究開発成果の中長期的な波及効果の把握 （６）研究開発成果の中長期的な波及効果の把握と公表
的な波及効果の把握と公
表
○研究成果の社会貢献につ

と公表
ア

第１の６（２）のフォローアップ調査等によ

・重点普及成果については、開発責任者と農業技術コミュニケーターが年度末のフォローアップ
会議において普及状況の把握と評価を行い、役員で構成する普及戦略会議で承認した。

り、過去の研究開発成果の社会への波及効果を定 ・ 普及成果情報については、選定後１、３及び５年後に定量的な普及実績の調査を実施し、普及

いて、実績の把握とその結

量的に把握・公表する。農研機構が国民生活の質

拡大や定着について把握した。

果の公表が適切に行われ

の向上、我が国の農業の発展に果たしてきた貢献 ・ 成果の公表を行っているウエブサイトや SNS へのアクセス数を把握し、刊行物に対する意見

ているか。

について、ウェブサイト・SNS・農研機構技報・広

＜評価指標＞

報誌 NARO の活用や、一般公開・サイエンスカ

・既存の研究開発成果の社

フェの開催（感染症対策を含む情勢の変化を踏ま

聴取、農研機構の認知度調査等を通じて、社会への貢献度の定量を図った。

会貢献の実績が把握され、 えて検討）を通じて、広く国民に認知されるよう
その結果が公表されてい

な情報発信に取り組む。

るか。
イ

研究者自らがサイエンスカフェ等の講師を務 ・ 研究者自らがサイエンスカフェやウェビナー等の講師を務めることにより、社会貢献の意識

めることにより、社会貢献を強く意識する機会と

を高めた。技術の開発者自らがマッチングイベント等の場で普及活動と情報収集を行うこと

する。また、技術の開発者自らがマッチングイベ

で、新たなニーズの収集や技術の改良につなげた。

ント等の場で普及活動と情報収集を行い、技術の
改良につなげる。
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主務大臣による評価
評定 Ｓ
＜評定に至った理由＞
広報活動の推進については、メディア媒体や広報ツールの多様化、外部人材の採用やアウトソーシングによる広報の質的向上により、延べアクセス数は 1,000 万件を超え、農研機構の認知度向上につな
がった。機構本部の司令塔機能を強化することでつくば地区と地域農研が一体となった広報活動を展開するとともに、プレスリリース（前年件数を２割上回る）やイベントについては新型コロナ感染防止
に配慮したオンラインや動画を活用している。また、ウェブサイトのコンテンツを充実させ、特に、動画の制作体制を強化したことで動画閲覧数が大幅に増加するとともに（令和２年度；約 40 万件（前年
比 2.1 倍））、ウェブサイトへのアクセス数が増加している（令和２年度；約 1,053 万件（前年比 1.1 倍））。加えて、SNS を用いた広報活動を開始している。さらに、理事長によるトップ広報として理事
長と毛利衛氏の新年対談の記事が全国紙に掲載されている。令和元年度に公開したゲノム編集に関する情報を分かりやすい形でワンストップ的に発信するウェブサイト「バイオステーション」の利用者数
が開設当初より約 10 倍（約 11,000 人/月）に増加し、累計利用回数は約 10 万件に達しており、農研機構が国民に広く認知されるための取組を行っている。
技術移転活動の推進については、研究開発と普及部門が一体となった技術移転活動に標準作業手順書（SOP）を活用するため、重点普及成果や普及成果情報に加えてスマートフードチェーン関連（６件）
の研究成果の SOP を整備してウェブサイトで公開するとともに、農業技術コミュニケーターが SOP を活用した普及活動を推進することで、育成した新品種や開発技術は年度計画を大幅に上回って普及して
いる。
規制対応研究の一体的推進については、ゲノム編集作物等の社会実装において倫理的・法的・社会的課題（ELSI）に配慮する観点等を判断する仕組として「新育種技術生物等検討会」を立ち上げ、令和
３年度の栽培計画の可否やゲノム編集作物の情報提供のあり方を検討している。
以上のように、研究開発成果の社会実装の強化に向けて、組織一体となった広報と普及活動の推進により、特に顕著な社会実装の進展が認められ将来の顕著な成果創出が期待されることから、Ｓ評定と
する。
＜今後の課題＞
広報活動の波及効果の分析を踏まえて広報活動の充実・強化を図るとともに、エンドユーザーにおけるアウトカム評価を踏まえた社会実装を推進する活動の強化を期待する。
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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．当事務及び事業に関する基本情報
Ⅰ―７

行政部局との連携強化

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：

２－①モニタリング指標
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

行政部局との連携会議開催状況

31

27

25

49

18

行政等の要請による委員会等への専門家派遣数

378

459

602

574

575

9

16

13

13

4*

*オンラインの開催を含む

1,259

1,967

1,747

2,996

70*

*オンラインの参加を含む

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

対応件数

12

5

7

8

9

防災訓練及び研修等に関する取組状況

開催件数

14

31

19

12

22

参加人数

2,524

2,469

2,159

754

1,336

活用件数

100

113

126

161

190

研究成果の行政施策での活用状況

（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

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

中長期計画

農林水産省の行政部局と研究計画段階から密接に連携し、食品安全、動植物検疫に係るレギュラト ア

農林水産省の行政部局と研究計画段階から密接に連携し、食品安全、動植物検疫に係るレギュラトリーサイエンスに

リーサイエンスに属する研究など行政部局のニーズを十分に理解して業務を進めるとともに、行政ニ

属する研究など行政部局のニーズを十分に理解して業務を進めるとともに、行政ニーズに迅速かつ機動的に対応し、業

ーズに迅速かつ機動的に対応し、業務を着実に実施する。また、緊急時対応を含め連携会議、国内外へ

務を着実に実施する。また、緊急時対応を含め連携会議、国内外への専門家派遣に対応するとともに、行政部局との協働

の専門家派遣に対応するとともに、行政部局との協働によるシンポジウム開催等を行う。

によるシンポジウム開催等を行う。

また、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）等に基づく初動時の対応、二次災害防止等の技術 イ

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平

支援を行うほか、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）に基づく農産物・食品の安全及び消費者

成 16 年法律第 112 号）の指定公共機関として、集中豪雨や地震等の災害に機動的に対応する。食品安全基本法（平成 15

の信頼確保に向けての技術支援、人獣共通感染症、家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）等に

年法律第 48 号）に基づく緊急対応を含めて、農産物・食品の安全性の確保に向けて機動的に対応する。重要家畜伝染病

規定される監視伝染病等に対する防除技術支援等により行政に貢献する。

発生時の緊急防疫活動等の危機管理に際しては、国、地方自治体等の要請に応じて積極的に協力する。
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

評価軸・評価の視点及び評
価指標等
○行政部局との通常の連

年度計画

主な業務実績等

ア 東京連絡室を活用し、農林水産省の行政部 ア・農林水産省各局幹部と役職員等が意見交換をする会合を催した（12 回）。

自己評価
＜評定と根拠＞

携の仕組み、緊急時等の

局と研究計画段階から日常的に密接に連携 ・ 農研機構の代表的な研究開発成果を農林水産省に紹介して意見交換を行うことで、実用化や事業 評定：S

機動的対応の仕組みが

し、食品安全、動植物検疫に係るレギュラトリ

化の促進を図る（新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、意見交換会は１回のみ開催）ととも

適切に構築・運用されて

ーサイエンスをはじめとする行政部局のニー

に、その意見交換の概要を主務省向けにまとめた「農研機構ほっとライン」を発行した。

いるか。緊急時等におい

ズを十分に理解して研究推進にあたるととも ・ 試験研究推進会議、行政連絡会議、レギュラトリーサイエンス連絡協議会等について、行政部局へ

て行政ニーズに迅速に

に、農研機構の知見を行政施策に具体的に活

対応しているか。

かせるような提案を行う。また、突発的な行政 ・ 革新的環境イノベーション戦略の具体化を図るため新設された「グリーンイノベーション戦略推 であることをエビデンスに基づき提言した。

の参加要請を行い、意義のある会議開催とした。

根拠：
政府の要請により理事長が各戦略検討会等
の委員に就任し、農業が環境保護対策上重要

＜評価指標＞

ニーズに迅速かつ機動的に対応し、緊急時対

進会議」の委員に理事長が就任し、温室効果ガス排出ゼロに向けた取組における農業分野の重要性 過去最大発生件数となった高病原性鳥インフ

・行政部局と研究計画段

応を含め国内外への専門家派遣の要請に応え

ルエンザへの対応、被害が深刻なサツマイモ
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階から連携し、行政ニー

るとともに、行政部局と協働による連携会議

をエビデンスに基づき提言した。令和３年５月策定予定の「みどりの食料システム戦略」検討会に 基腐病対策、豪雨災害におけるリンゴ農地で

ズが研究内容等に反映

やシンポジウム開催等を行う。さらに、これら

おいて理事長が環境調和型農産物の生産性向上の重要性等について提言した。

されているか（企画立案

の場の活用により引き続き行政ニーズが研究 ・ 被害が深刻化しているサツマイモ基腐病について、被害が特に深刻な鹿児島県と宮崎県の要請を 速に対応した。また、災害時に農研機構の研修

段階）。また、研究開発

内容等に反映され、研究開発成果が行政施策

成果が行政施策に反映

に反映されるように努める。

受けて研究者をそれぞれ 5 名及び 6 名派遣し、対策会議等で防除対策の提言を行った。

・緊急時対応を含め連携
会議、専門家派遣の対
応、シンポジウムの共同
開催等の協力が行われ
ているか。
・災害対策基本法等に基
づく災害対応、食品安全
基本法に基づく緊急対
応、重要な家畜伝染病の
発生時の緊急防疫活動
など危機管理に対する
備えと発生時の機動的
対応として、職員の派
遣、現地調査、助言、病

施設を地元自治体の避難所とする協定を締結
するなど、現場の支援要請に効果的に対応し

されているか（社会還
元）。

の現地調査等、行政部局からの要請に応え迅

た。特に科学的エビデンスに基づく施策への
イ 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号） イ・事業場のある地元自治体に被災時に協力するために、東北管理部及び九州沖縄管理部の研修所を 提言は従来の連携のあり方を超えた極めて大
きな貢献であり、年度計画を大きく上回る成

及び武力攻撃事態等における国民の保護のた

避難所として提供する協定を自治体と締結した。

年法律第 112 号）の指定公共機関として、災

た。（確定検査 99 件、疫学調査のための職員の現地派遣 42 回、農林水産省が主催する専門家会 ア

害対応統括監を中心に集中豪雨や地震等の災

議（4 回）への参加（延べ 10 人））

めの措置に関する法律（国民保護法）
（平成 16 ・ 過去最大発生件数となった鳥インフルエンザの病性鑑定等を速やかに実施し、蔓延防止に貢献し 果である。

行政ニーズへの迅速な対応と行政施策へ

の提案
「グリーンイノベーション戦略推進会議」

害に対して、被災地や行政ニーズに積極的、機 ・ 西日本各地で鳥インフルエンザが多発したことを受けて消費・安全局より依頼を受け、「高病原
動的に対応する。食品安全基本法（平成 15 年

性鳥インフルエンザ疫学調査チーム検討会」（15 県、延べ 40 回）に研究員を派遣（6 名、延べ 48 において、温室効果ガス排出ゼロに向けた取

法律第 48 号）に基づく緊急対応を含めて、農

名）した。

組における農業分野の重要性をエビデンスに

産物・食品の安全性の確保に向けて機動的に ・ ASF については検査試薬を都道府県に配布し、国内の診断体制の整備に大きく寄与した。

基づき理事長が提言した。サツマイモ基腐病

活動等の危機管理に際しては、国、地方自治体

基づき職員を派遣し、防除対策の提言を行っ

対応する。重要家畜伝染病発生時の緊急防疫 ・ 梅雨前線の活発化に伴う豪雨災害に対し、技術相談窓口を開設し、7 月の山形県におけるリンゴ については、鹿児島県と宮崎県からの要請に
農地の果樹被害では、果茶研の専門家を派遣し、農政局とともに現地調査を行った。

等の要請に応じて積極的に協力する。農研機
構の BCP（業務継続計画）を見直し、あらゆ

た。
イ

る災害時において即応できる体制を構築す

災害対策基本法や家畜伝染病予防法に基

づく初動時の対応、技術支援による行政への

る。

貢献

性鑑定及び研究の実施

東北管理部及び九州沖縄管理部の研修所を

が行われたか。

災害時の避難所として提供する協定を自治体
と締結した。
過去最大発生件数となった鳥インフルエン
ザに対して、病性鑑定、専門家会議や高病原性
鳥インフルエンザ疫学調査チーム検討会への
研究員の派遣等を行い、防疫対策に貢献した。
＜課題と対応＞
・ 植物防疫研究部門を新設し、植物防疫に
係る行政からの要請に迅速な対応を図る
体制を構築するとともに、レギュラトリ
ーサイエンス等の研究開発成果が行政施
策に反映されるよう対応する。

主務大臣による評価
評定 Ｓ
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＜評定に至った理由＞
行政ニーズの迅速な収集と行政部局との連携強化を図るため、農林水産省内に設置した東京連絡室の機能を活用し、農林水産省の各局幹部と定期的に意見交換を行い、行政ニーズを収集するとともに、研
究動向に関する情報の提供や今後の研究方針の共有を積極的に図り、食品安全や動植物検疫等の行政ニーズに的確に対応している。また、政府の要請により、理事長が農林水産省の「みどりの食料システム
戦略」検討会において環境調和型農産物の生産性向上の重要性等について提言するとともに、経済産業省の「グリーンイノベーション戦略推進会議」の委員に就任し、温室効果ガス排出ゼロに向けた取組に
ついて、エビデンスに基づく農業の重要性を提言し、施策に反映されたことは、年度計画を大きく上回る成果である。災害対応については、農研機構防災会議及び災害対応統括監により災害対応を一本化
し、災害時においては初動時から機動的に対応し、現地及び行政部局への技術的助言等の災害対策に貢献したほか、施設を避難所として自治体に提供する協定を締結している。また、豪雨災害に対しては、
相談窓口の設置及び行政と連携した現地調査を行うとともに、過去最大発生件数となった高病原性鳥インフルエンザに対しては、病性鑑定や検討会への研究員の派遣等、感染拡大防止に貢献している。以上
のように、行政部局との密接な情報共有、意見交換を実施する等、行政部局との連携強化において特に顕著な進展が認められるとともに、災害対応や緊急防疫活動においても大きな貢献を果たしていること
から、Ｓ評定とする。
＜今後の課題＞
第５期中長期計画の達成に向け、行政部局との密接な情報共有、意見交換を強化するとともに、行政ニーズへの迅速的かつ機動的対応を継続しつつ、行政施策に反映できる研究開発成果の創出を期待する。
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様式２－１－４－１

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―８

専門研究分野を活かしたその他の社会貢献

当該項目の重要度、難易度

関連する政策評価・行政事業レビュー

行政事業レビューシート事業番号：

２－①モニタリング指標
（参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報

28 年度

29 年度

30 年度

元年度

2 年度

家畜及び家きんの病性鑑定件数

547 (3,187)

599 (4,245)

659 (3,592)

768 (5,008)

740(4,853)

（）：例数

上記以外の分析・鑑定件数

84 (7,684)

84 (61,352)

115 (7,345)

83 (3,484)

57(2,771)

（）：点数

3,765
うち依頼研究員等（人）

3,554

2,786

3,059

1,426

85

86

91

70
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うち技術講習等（人）

384

402

290

329

167

うちインターンシップ等（人）

163

167

179

195

76

うち農業技術研修（人）

43

39

38

124

30

うち短期集合研修（人）

109

99

93

0

0

うち農村工学技術研修（人）

857

885

640

363

204

うち家畜衛生研修（人）

523

552

553

514

27

1,601

1,324

902

1,464

873

家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の配布件数

359

392

410

261

241

国際機関等への専門家の派遣件数

166

231

183

176

13*

専門知識を必要とする分析・鑑定件数
技術講習生の受入人数、研修人数

うちその他（人）

生産者等を対象とした研修会等への参加者数
*オンラインによる派遣

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

中長期計画

農研機構の高い専門知識、技術等が必要とされる分析及び鑑定、講習及び研修の開催、外部機関から ア
の研修生の受入れ、国際機関や学会への専門家の派遣等の協力、家畜及び家きん専用の血清類及び薬品 イ

農研機構の高い専門知識が必要とされる分析及び鑑定を、行政、大学、各種団体等の依頼に応じ実施する。

の製造及び配布、外部精度管理用試料の配布及び解析等を行う。

行政・普及部局、各種団体、農業者等を対象とした講習会・研修会の開催、公設機関、産業界、大学、海外機関等外部
機関からの研修生の受入れ等に積極的に取り組む。

ウ

国際機関、学会等への専門家の派遣、技術情報の提供等を行う。

エ

家畜防疫、動物検疫の円滑な実施に寄与するため、民間では供給困難であり、かつ、我が国の畜産振興上必要不可欠な
家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行う。
外部精度管理用の試料を調製し、国内外の分析機関に配布するとともに、その分析結果を統計的に解析して通知する。

カ

放射線育種場において、国立研究開発法人、大学、民間企業等からの放射線照射依頼については、積極的に対応する。

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

評価軸・評価の視点及び評
価指標等

年度計画

○専門研究分野を活かして ア
行うべき社会貢献の取組

オ

主な業務実績等

農研機構の高い専門知識が必要とされる分析及び ア・家畜及び家禽の病性鑑定は、740 件（4,853 例）行った。このうち、国際重要伝染病

鑑定を、行政、大学、各種団体等の依頼に応じ実施する。

関連では、CSF（豚熱）や ASF（アフリカ豚熱）、過去最大発生件数となっている鳥
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自己評価
＜評定と根拠＞
評定：A

内容が明確にされ、実施さ

インフルエンザといった緊急病性鑑定を含む家畜及び家禽の病性鑑定を 139 件

れているか。

（1,427 例）行った。
・ 環境省の依頼を受けて実施した鳥インフルエンザのサーベイランスでは、14 件 31 例
の検査を実施し、14 件 19 例の鳥インフルエンザウイルスを確認した。

＜評価指標＞

・ 茨城県との委託契約により新型コロナウイルスの検査業務（PCR 検査）を実施した

・行政等の依頼に応じ、病害
虫・雑草の鑑定・同定、各

（54 件）。

種成分の品質分析等がど

ナウイルスの PCR 検査精度向上技術として採用され、実用化された。

・国際機関等の要請に応じ
て専門家の派遣、学会等へ

イ

機関等からの研修生の受入れ等に積極的に取り組む。

の委員の派遣等がどのよ ウ
うに行われているか。

行政・普及部局、各種団体、農業者等を対象とした イ・各制度の下で地域の普及指導員、地方公共団体職員、生産者等の外部から受講生を受

講習会・研修会の開催、公設機関、産業界、大学、海外

け入れ、最新の技術や知見等についての研修を延べ 1,426 名に対して実施した。
・ 生産局が実施する普及指導員研修に協力し、延べ 14 の研修に研究員を派遣した。

国際機関、学会等への専門家の派遣、技術情報の提 ウ・フランス大使館の要請で、日仏気候変動シンポジウムを開催し、環境問題の解決に向

供等を行う。

けた技術開発に関する国際連携を検討した。
・ 農業分野の温室効果ガス排出削減等に関する研究ネットワーク（GRA）や国連気候変

・外部精度管理用試料等を

動に関する政府間パネル（IPCC）、SDGs 達成を目指すためのイノベーションや技術

どのように製造している

に関する国際会議（G-STIC）などの国際会議への招聘を受けて、農研機構職員がウ

か。どこに頒布している

ェブによる参加・講演を行った。

か。

・ FAO アジア太平洋地域総会に招聘され、日本のスマート農業技術を紹介することで
地域の問題解決に向けた取組に貢献した。
エ 家畜防疫、動物検疫の円滑な実施に寄与するため、 エ・カンピロバクター・フェタス凝集反応用菌液、牛カンピロバクター病診断用蛍光標識
民間では供給困難であり、かつ、我が国の畜産振興上必

抗体、炭疽沈降素血清、牛肺疫診断用アンチゲン、ヨーネ病補体結合反応用抗原、ヨ

要不可欠な家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製

ーニン、ブルセラ病診断用菌液、ブルセラ補体結合反応用可溶性抗原、ひな白痢急速

造及び配布を行う。

診断用菌液の 9 種の血清類及び薬品を製造した。これらのうち 8 種類については 241
件、10,467mL を動物検疫所、家畜改良センター、家畜保健衛生所、食肉衛生検査
所、動物用医薬品販売業者他に有償配布した。
・ 牛痘ワクチンについては 11 月末までに国際向けワクチンを 45 万ドーズ備蓄した。
・ 牛疫組織培養予防液については令和 3 年３月に国家検定に合格した。
・ 牛疫ワクチンの有効期限延長申請のため品質管理試験を行い 10 月に 5 年間の延長申
請が承認された。

オ

放射性セシウム分析用玄米粒認証標準物質等、外部 オ・放射性セシウム分析用玄米粒認証標準物質を新たに 1 本頒布するとともに、産業技術

精度管理用の試料を調製し、国内外の分析機関に配布す

総合研究所、民間企業等とともに放射性セシウム濃度測定の技能試験を実施し、新た

るとともに、その分析結果を統計的に解析して通知す

に 33 機関の参加を得た。

る。
カ

過去最大発生件数の高病原性鳥インフルエ
ンザ、 ASF 及び CSF の国内発生・流行拡大に
対する緊急病性鑑定に関して防疫対策で大き
く貢献した。また、牛疫ワクチンの安定生産体

・ 食品研究部門が民間との共同研究により開発した DNA１分子標準物質が、新型コロ

のように行われているか。

根拠：

放射線育種場において、研究開発法人、大学、民間 カ・ガンマフィールドの照射業務終了に伴って管理区域を見直し縮小した。規制庁の許可

企業等からの放射線照射依頼については積極的に対応

を受けて新しい管理区域を設定し、監視カメラの設置やフェンスの構築などを完了し

する。

た。
・ ガンマルームは線源交換により受入れを一時中断したが、公設試、大学・高等学校、
民間企業・個人からそれぞれ、２件、７件、７件の依頼を受け、照射を実施した。

主務大臣による評価
評定 Ａ
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制の構築や国際備蓄の実施等、製剤業務により
動物衛生に貢献した。自治体の新型コロナウイ
ルスの PCR 検査体制が整う前段で PCR 検査を
受託するなど、年度計画を上回る成果を達成し
た。
＜課題と対応＞
・ 高病原性鳥インフルエンザ、ASF 及び CSF
等の国際重要伝染病に対応して、検査体制
を強化し、外部からの分析、鑑定等に迅速
に対応する体制の構築が急務である。
・ 家畜等専用の血清類、薬品、標準物質等の
製造及び配布では、民間では供給困難で必
要不可欠な薬剤の生産体制を維持・継続す
る必要がある。

＜評定に至った理由＞
専門研究分野を活かした社会貢献について、農研機構の高い専門知識が必要とされる分析及び鑑定として、行政、公設試、大学、民間等からの家畜及び家きんの病性鑑定、病害虫・雑草の鑑定・同定、各種
成分・品質分析の依頼に適宜迅速に対応し、着実に業務を遂行している。特に過去最大発生件数にとなった高病原性鳥インフルエンザや豚熱（CSF）、アフリカ豚熱（ASF）の国内発生に対しては、緊急病性鑑
定により患畜の早期確定や原因ウイルスの解析を行い、感染拡大防止に大きく貢献している。行政・普及部局や農業者等を対象とした講習・研修等においては、研修情報を広く周知するとともに、積極的な受
け入れ実施し、農業分野全体の技術水準向上に貢献している。さらに、民間供給が困難な家畜及び家きん用の血清類及び薬品の製造では、適切かつ安定的な供給を行っている他、牛疫ワクチンについては、世
界で唯一の備蓄ワクチン製造機関として、ワクチンの有効期間延長により生産備蓄体制を効率化し、動物衛生に貢献している。また、新型コロナウイルス対応では、PCR 検査体制が整う前段で自治体からの検
査の早期受託を実施するとともに、民間との共同研究により開発した DNA１分子標準物質が、PCR 検査精度向上技術として実用化されたことは、年度計画を上回る成果である。
また、農業分野の温室効果ガス排出削減等に関する研究ネットワーク（GRA）や国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）、FAO アジア太平洋地域総会等の国際会議への招聘に対応し、講演等を行うこと
で、課題解決に向けた貢献をしている。
以上のように、分析及び鑑定、家畜病害等の蔓延防止への貢献、技術講習等、顕著な社会貢献が認められることから、Ａ評定とする。
＜今後の課題＞
ASF 等の国際重要伝染病の侵入に備え、検査体制の強化に努めるとともに、民間では供給困難な薬品等の安定的な製造・配布を行っていく。講習会・研修会の充実については、行政部局との連携強化を求め
る。
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