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第１

趣旨
我が国の農林漁業は、担い手不足状況にあり、活力も低下している。農林水産・食品分野の

成長産業化を早急に図る必要がある。
こうした中、我が国の有する高い農林水産・食品分野の研究開発能力を活かし、これらの研
究成果を産業競争力につなげる産学連携の研究を支援することが必要である。
しかしながら、農林水産・食品分野においては、公的研究機関による研究が主体となってお
り、異分野の大学との連携や異業種の民間企業による研究投資は他分野に比べ弱く、民間企業
の先端技術がほとんど活用されていない。
この現状を打破し、農林水産・食品分野の成長産業化に向けたイノベーションを生み出すた
めには、公的機関等の基礎研究の成果を民間企業の参画により着実に生産現場等の実用化につ
なげ、農林漁業者や社会に還元する仕組みが不可欠である。
このため、本事業は、分野横断的に民間企業等の研究勢力を呼び込んだ形で、国内の研究勢
力の結集や人材交流の活性化を図るとともに、革新的な技術の開発を基礎研究から実用化研究
まで継ぎ目なく（シームレスに）支援し、ブレークスルーとなる技術を効果的・効率的に開発
することにより、農林水産・食品分野の成長産業化及び地域の活性化に貢献する。
また、「新品種・新技術の開発・保護・普及の方針」（平成25年12月11日攻めの農林水産業推
進本部決定、以下同じ）を踏まえ、平成26年度より新たに研究開発当初から実需者等のニーズ
を的確に反映させ、農産物の「強み」を生み出す品種育成を支援する。
第２

事業内容
本事業は、農林水産・食品分野の試験研究であって以下の研究ステージのいずれかに該当す

るものについて、単独の研究機関及び複数の研究機関が連携した取組を講じることにより、農
林水産・食品分野の成長産業化に向けた技術の開発の迅速な推進を図ることを内容とする。
１

シーズ創出ステージ
研究機関等の独創的なアイデアや基礎科学など萌芽段階の研究を基に、技術シーズの開発
を進めるための基礎研究を以下の研究区分で推進する。
（１）一般型
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将来アグリビジネスにつながる革新的なシーズを創出する基礎段階の研究開発を実施す
る。
（２）重要施策対応型
他府省との連携により推進する重要な施策である総合特区、地域イノベーション戦略
地域及び地域活性化プラットフォームにおけるモデルケースに指定された地区・地域にお
いて、その構想を実現するために必要な基礎段階の研究開発を実施する。
２

発展融合ステージ
創出されたシーズを基に、実用化段階の研究開発に向けて発展的に進めるための応用研究
を以下の研究区分で推進する。
（１）産学機関結集型
産学の研究機関が結集し、医療、工学、情報通信分野といった異業種との融合等を進
めることにより、技術シーズの実用化に向けた発展研究や新たな発想に基づく応用段階
の研究開発を実施する。
（２）重要施策対応型
他府省との連携により推進する重要な施策である総合特区、地域イノベーション戦略
地域及び地域活性化プラットフォームにおけるモデルケースに指定された地区・地域に
おいて、その構想を実現するために必要な応用段階の研究開発を実施する。

３

実用技術開発ステージ
農林水産・食品分野における生産現場等の技術的課題の解決を図る実用化段階の研究開発
を以下の研究区分で推進する。
（１）現場ニーズ対応型
農林水産・食品分野の生産現場等における多様なニーズに対応した早急に解決を図る
必要性が高い課題の解決に資する実用化段階の研究開発を実施する。
（２）重要施策対応型
他府省との連携により推進する重要な施策である総合特区、地域イノベーション戦略
地域及び地域活性化プラットフォームにおけるモデルケースに指定された地区・地域に
おいて、その構想を実現するために必要な実用化段階の研究開発を実施する。
また、年度途中に不測の事態が発生し、緊急対応を要する研究課題（以下「緊急対応
研究課題」という。）が生じた場合は、本研究区分で対応することとする。
（３）育種対応型
「新品種・新技術の開発・保護・普及の方針」を踏まえ、実需者等のニーズを取り入
れ、研究期間終了後に生産現場で確実に普及できる新品種の研究開発を実施する。

第３
１

研究実施期間及び研究費
研究実施期間
シーズ創出ステージ、発展融合ステージ並び実用技術開発ステージの現場ニーズ対応型及
び重要施策対応型の研究課題の研究期間は、１研究課題につき３年以内とする。
実用技術開発ステージの育種対応型の研究課題の研究期間は、１研究課題につき５年以内
とする。
実用技術開発ステージのうち緊急対応研究課題の研究期間は、１研究課題につき研究開始
日（委託契約締結日）が属する年度が終了するまでの間とする。
ただし、研究中間時や終了時の評価における外部評価委員からの延長の必要性の指摘及び
行政部局からの要望等を踏まえ、その必要性が認められる場合には、最大２年間の研究期間
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延長を可能とする。
２

研究費
単年度の研究費の上限は、１研究課題につき原則として次に掲げるとおりとする。
なお、研究課題の公募は、研究費の規模に応じ、A タイプと B タイプに区分して公募を行
う（重要施策対応型は除く）。
（１）シーズ創出ステージ
１）一般型
（ア）A タイプ：５千万円
（イ）B タイプ：１千万円
２）重要施策対応型：２千万円
（２）発展融合ステージ
１）産学機関結集型
（ア）A タイプ：５千万円
（イ）B タイプ：１千万円
２）重要施策対応型：２千万円
（３）実用技術開発ステージ
１）現場ニーズ対応型
（ア）A タイプ：３千万円
ただし、第５の「研究連携協定」に基づく研究課題：５千万円
（イ）B タイプ：１千万円
２）重要施策対応型：２千万円。ただし、「緊急対応研究課題」は原則１千万円
３）育種対応型
（ア）A タイプ：２千万円
（イ）B タイプ：１千万円

第４

技術的課題の把握等
農林水産技術会議事務局（以下「事務局」という。）は、「農業研究及びその成果の普及・実

用化推進要綱」（平成１９年１０月３０日付け１９農会第８５０号農林水産事務次官依命通知。
以下「普及・実用化推進要綱」という。）第２に基づき、毎年度、農林水産省の関係各局等（大
臣官房の各課を含む。）、地方農政局（北海道にあっては北海道開発局、沖縄県にあっては沖縄
総合事務局をいう。以下同じ。）及び関係団体等から、研究開発を必要とする技術的課題の把握
を行うものとする。
また、事務局は、大学、民間団体や他の競争的資金による研究成果等から技術シーズの収集
に努めるものとする。
第５

研究連携協定の推進
本事業においては、公立試験研究機関等が行う研究の共同化、集約化、重点化及び共有化の

取組を明確にした「研究連携協定」の締結を推進し、地域の研究資源の利用効率の向上体制の
構築、地域や県域を越えて波及する研究成果の迅速な開発を促進することとする。
なお、「研究連携協定」に基づく研究課題は、第２の３（１）「現場ニーズ対応型」で対応す
ることとする。
第６

緊急対応研究課題の対象の決定等
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１

緊急対応研究課題の対象の候補の通知
各関係局等の長は、緊急に研究の実施が必要とされる事由が生じた場合は、緊急対応研究
課題の対象の候補を、農林水産技術会議事務局長（以下「事務局長」という。）に通知するも
のとする。

２

緊急対応研究課題の対象の決定
事務局長は、前項の通知を受けたとき、又は自ら必要と認めたときは、速やかに他のプロ
ジェクト研究、関連事業等との重複その他本事業の趣旨からみた妥当性を参酌し、必要に応
じて当該緊急対応研究課題の対象となる関係各局等の長から意見を聴取の上、緊急対応研究
課題の対象を決定するものとする。

第７
１

研究課題の募集等
研究課題の募集
それぞれの研究区分に対応した研究課題は公募により求めるものとする。
なお、研究課題を公募し、及び決定する際の手続については、事務局長が別に定めるとこ
ろによるものとする。

２

研究機関等

（１）研究課題の応募は、以下の号のいずれかに掲げる者（以下「研究機関等」という。
）が単
独で、又は研究グループを構築して行うものとする。
ア

都道府県、市町村、公立試験研究機関及び地方独立行政法人

イ

大学及び大学共同利用機関

ウ

独立行政法人、特殊法人及び認可法人

エ

民間企業、公益・一般法人、ＮＰＯ法人、協同組合及び農林漁業者

（２）単独で研究課題の応募を行おうとする研究機関等は、当該研究の実施計画の企画立案、
実施、成果管理を総括する研究の代表者（以下「研究総括者」という。）を定めなければな
らないものとする。
（３）研究グループで研究課題の応募を行おうとする研究機関等は、研究推進の代表となる研
究機関（以下「代表機関」という。）を選定するとともに、代表機関に所属する研究者の中
から研究総括者を定めなければならないものとする。
（４）研究課題を応募する研究機関等（研究グループによる応募の場合はその代表機関）は、
法人格を有していなければならないものとする。
３

応募要件
研究ステージに応じ、それぞれ以下に定めるとおりとする。

（１）シーズ創出ステージ
単独の研究機関等又は研究グループによる応募を要件とする。
（２）発展融合ステージ
原則として、研究グループによる応募を要件とする。
ただし、産学の研究勢力を結集して研究開発を推進する観点から産学連携の研究グルー
プによる研究課題を優先的に支援する。
（３）実用技術開発ステージ
１）現場ニーズ対応型及び重要施策対応型は、２（１）アからエまでのうち、２つ以上の
号に属する研究機関等で構成された研究グループによる応募を要件とする。
育種対応型の A タイプは、研究グループによる応募を要件とする。ただし、２（１）
ウに属する研究機関等でのみ構成される研究グループによる応募は認めないものとする。
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育種対応型の B タイプは、単独の研究機関等又は研究グループによる応募を要件とす
る。ただし、２（１）ウに属する研究機関等の単独での応募及び同号に属する研究機関
等でのみ構成される研究グループによる応募は認めないものとする。
２）現場ニーズ対応型及び重要施策対応型は、研究グループに研究成果の普及・実用化を
支援する組織である普及・実用化支援組織の参画を要件とする。育種対応型は、研究グ
ループに開発する品種の実需者及び生産者の参画を要件とする。
第８
１

研究課題の決定等
採択する研究課題の決定
採択する研究課題は、外部有識者等による審査を経た上で決定するものとする。採択する
研究課題の決定に係る審査については、事務局長が別に定めるところによるものとする。
なお、年齢が研究を開始しようとする年度の当初において４０歳未満である研究総括者（以
下「若手研究者」という。）により応募された研究課題が、年齢が研究を開始しようとする年
度の当初において４０歳以上である研究総括者により応募された研究課題と同等の評価であ
った場合、事務局長は、若手研究者の研究課題が優先的に採択されるよう措置することがで
きるものとする。

２

結果の通知等
１により採択する研究課題を決定したときは、研究課題を応募した研究機関等（研究グル
ープによる応募の場合はその代表機関）に対し、応募した研究課題の採択の可否、その理由
等を通知するとともに、農林水産技術会議に採択した研究課題を報告するものとする。
また、採択した研究課題については、速やかに農林水産省のホームページ等において公表
するものとする。

第９

研究課題の実施

１

研究課題の委託
第８の１により研究課題を決定したときは、当該研究課題を応募した研究機関等（研究グ
ループによる応募の場合はその代表機関）と委託契約を締結する措置を講ずることにより研
究を実施するものとする。

２

研究費の配分
第８の１により研究課題が決定されたときは、当該研究課題を応募した研究機関等（研究
グループによる応募の場合はその代表機関）は、毎年度、第７の１により定める公募要領に
基づき提出した研究課題提案書に即して、別記様式第１号の年次計画を作成し、事務局長に
提出するものとする。
研究に必要な経費（以下「研究費」という。）は、外部有識者等による審査・評価結果等を
踏まえた調整を行った上で、当該研究課題の研究機関等（研究グループによる応募の場合は
その代表機関）に配分限度額を通知するものとする。
なお、研究費については、一定の要件を満たした場合に、翌年度への繰越を認めることが
できるものとする。

３

研究課題の進行管理

（１）研究課題を実施する研究機関等（研究グループにより研究を行う場合はその代表機関）
は、毎年度、研究の推進状況を確認するとともに、これによる研究計画の必要な見直しを
機動的に行うために、参画研究機関等を参集した研究推進会議を開催するものとする。
（２）事務局長は、研究課題の的確な進行管理及び研究成果の円滑な普及を図る観点から、農
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林水産省の関係部局の協力を得つつ、事務局において研究課題の進行管理を行う責任者と
して総括プログラムオフィサー（以下「総括ＰＯ」という。）を指名するものとする。
また、第１５の規定により事務の委託を行う場合には、研究課題の進行管理を効率的か
つきめ細やかに行うために、委託先に非常勤のプログラムオフィサー（以下「専門ＰＯ」
という。）を配置できるものとする。
（３）事務局長は、総括ＰＯを主査として専門ＰＯや農林水産省の関係職員から構成する推進
チームを設置するものとする。当該推進チームは、その活動の一環として、必要に応じ、
研究推進会議に参画し、研究の推進に関する必要な助言・指導を行うものとする。
４

研究課題の評価
実施された研究課題の評価に関する事項については、事務局長が別に定めるところによる
ものとする。評価の結果については、研究計画の見直し又は中止、研究推進体制の見直し、
投入される予算規模又は配分の見直し等により、その後の研究計画に反映するものとする。

５

評価による研究ステージの移行
本事業では、優れた研究成果を創出した研究課題については、
「シーズ創出ステージ」から
「発展融合ステージ」又は「実用技術開発ステージ」へ、
「発展融合ステージ」から「実用技
術開発ステージ」へ移行できるものとする。研究課題の移行に関する評価及び決定する際の
手続については、事務局長が別に定めるところによるものとする。

第１０

実績の報告等
研究課題を実施した研究機関等（研究グループによる応募の場合はその代表機関）は、別

記様式第２号の研究実績報告書を、毎年度委託契約の履行期間の終了日までに、事務局長に
提出するものとする。
第１１

研究成果の帰属

研究成果に係る知的財産権が得られた場合、研究機関等は一定の条件の下、当該知的財産権
を取得することができるものとする。
第１２

研究成果の普及状況の把握・分析

事務局長は、研究終了課題のうち一定期間が経過したものについて、研究成果の普及状況の
把握・分析を行うためのフォローアップ調査を実施するものとする。
第１３
１

研究成果の普及・実用化及び国民理解の促進
事務局長は、本事業の研究成果について、技術交流展示会や成果発表会の開催等により、

研究成果の普及・実用化を促進するものとする。
２

事務局長は、国民各層に対し多様な媒体を利用して、本事業が目指す内容や得られた成果

を分かりやすく説明し、理解を求めるよう努めるものとする。
３

研究機関等は、事務局長が行う本事業が目指す内容や得られた研究成果に係る普及・実用

化及び国民理解の促進に関する取組に積極的に協力し、本事業の研究成果が国民に還元され
るよう努めるものとする。
また、研究機関等自らも国民理解の促進に関する取組を積極的に実施するものとする。
第１４

事務の委託

事務局は、第８の１の研究課題の決定に係る審査、第９の３の研究課題の進行管理、第９の
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４の研究課題の評価、第１２の研究成果の普及状況の把握・分析、第１３の研究成果の普及・
実用化及び国民理解の促進その他本事業に関連する情報の提供等に係る事務を外部に委託する
措置を講ずることができるものとする。
第１５

研究課題の移管

国立研究開発法人農業・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が
運用する「イノベーション創出基礎的研究推進事業」（以下「イノベーション事業」という。）
において、研究課題が採択され、平成２５年度以降も引き続き研究の実施を予定している研究
課題にあっては、国に移管し本通知に基づき研究を実施することができるものとする。本事業
への移管に関する評価及び決定する際の手続きについては、事務局長が別に定めるところによ
るものとする。
附則
１

「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業実施要領」（平成２０年４月１日付け１９
農会第１０２２号農林水産技術会議事務局長通知。以下「実用技術開発事業実施要領」という。）
に基づき、研究課題が採択された課題にあっては、本通知に基づき研究を実施することができ
るものとする。

２

「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業実施要領」
（平成１８年１月２４日付け１７農
会第１２７６号農林水産省農林水産技術会議事務局長通知。
）に基づき、平成１８年度以降にお
いて採択された研究課題及び実用技術開発事業実施要領に基づき採択された研究課題に係る収
益納付については、この通知の施行後も、なお従前の例による。

３

本通知第９の５の規定は、本要領の施行後にイノベーション事業で研究実施期間を終了した
研究課題について準用する。
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別記様式第１号
平成○○年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業

研究計画書

課題番号
課題名「

」
研究期間：
年度～
代表機関・研究総括者：
共同機関：

年度（

年間）

Ⅰ．試験研究の全体計画
１．研究目的
２．研究内容
３．達成目標及び期待される効果
（研究実施期間の中間時における研究の進捗目標値を併せて記載）
４．行政施策との関係
５．地域活性化、地域への貢献との関係
６．成果を迅速に普及・実用化に移すための取組み（実用技術開発ステージのみ）
７．年次計画
研究項目

年度

年度

年度

所要経費（合計）

千円

千円

千円

（注）所要経費の積算内訳を添付すること。
Ⅱ．○○年度細部計画
Ⅲ．実施体制
研究項目

担当機関

ｴﾌｫｰﾄ
（％）

研究担当者

（注）研究総括者には◎、中課題責任者には○、小課題責任者には△を付すこと。
Ⅳ．平成○○年度所要経費
研究項目

実施機関

配分額（千円）

別記様式第２号
平成○○年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 研究実績報告書
研究課題名

（課題番号****） 研究期間 ○～○年度

Ⅰ．研究の進捗状況等
Ⅱ．普及に関する実績
Ⅲ．研究総括者による自己評価
１．中課題名「

」

これまでの研究方法は適切か： A:適切

B:概ね適切

C:やや不適切

D:不適切 （評価欄）

A:高い

B:やや高い

C:やや低い

D:低い

次年度の研究内容と目標は適切か： A:適切

B:概ね適切

C:やや不適切

D:不適切 （評価欄）

これまでの研究方法は適切か： A:適切

B:概ね適切

C:やや不適切

D:不適切 （評価欄）

A:高い

B:やや高い

C:やや低い

D:低い

次年度の研究内容と目標は適切か： A:適切

B:概ね適切

C:やや不適切

D:不適切 （評価欄）

研究成果の目標達成度：

（評価欄）

Ⅳ．外部有識者の意見

研究成果の目標達成度：

Ⅴ．これまでの研究実施期間における研究成果（論文発表、特許他）

（評価欄）

