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【要旨】　本研究では，日本農業の研究開発において中心的な役割を果たしてきた地域研究機関である公設試を対

象として，食用作物の品種開発における産学官の現状と課題に関する予備的検討を行なった．従来，公設試は単

独で研究開発を実施することが多かったが，近年，公設試の予算確保が年々困難となっていること，また社会経

済のグローバル化や情報化の進展などの社会的変化などを背景として，公設試と他機関との産学官連携の重要性

が複数の先行研究により指摘されている．しかしながら本研究の分析結果からは，公設試の食用作物の品種開発

における産学官連携の取り組みは極めて少ないことが明らかとなった．一方で数は少ないながらも，2000 年代以

降になって産学官連携によって開発された食用作物の品種が出現しており，またごく一部に限られるものの，産

学官連携による新品種開発を活発に行なっている都道府県が存在することも明らかにした．

【キーワード】　農産物品種開発　　　公設試　　　産学官連携

【Abstract】 In the new variety development of main crops （rice, wheat, soybean, etc.）, local public technology centers 

have played an important role.　However, they can’t secure a sufficient budget in recent years.　Therefore, it is difficult 

for them to conduct research and development independently.　And previous studies point out the importance of 

collaboration between public technology centers and other institutions.

　Using plant variety breeder’s rights registration data, this paper has analyzed the industry-academia-government 

collaboration by local public technology centers.　In the present study, public technology centers have developed very 

few main crop varieties through industry-academia-government collaboration.　Meanwhile, this paper also revealed 

that a few local public technology centers are developing varieties of food crops through industry-academia-government 

collaboration since the 2000s.　To clarify this reason is a future research topic.

【Keywords】　Agricultural Varieties Development　　　Local Public Technology Center　　　Industry-Academia-

Government Collaboration

1.　背景と目的

　農業の競争力を高めるためには，他産業と同様に
イノベーションの促進が重要な鍵となる．イノベー
ション普及論の大家である Rogersがイノベーショ
ンに関心を持ったきっかけは，そもそも農業分野の

イノベーションであった（Rogers, 2003）．多収量で
干ばつに強く機械作業にも適したトウモロコシのハ
イブリッド品種や，発展途上国において「緑の革命」
と呼ばれた水稲や小麦の多収量品種など，農業分野
のイノベーションは農業の生産性向上に大きく貢献
し て き た（Ryan and Gross, 19431 ; 速 水・ 神 門，
2002）．日本政府も，2015年に閣議決定された食料・
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農業・農村基本計画において，「新たな可能性を切
り拓く技術革新」と題し，「農業の生産や流通等の
現場のニーズに直結した戦略的な研究開発と，その
成果の速やかな現場への移転によりイノベーション
を起こし，生産性の大幅な向上，需要への的確な対
応や新たな価値の創出等を促進する必要がある」と
して，国として農業分野のイノベーションを積極的
に推進する方針を示している．
　日本の農業分野の研究開発はこれまで，都道府県
によって設立された地域研究機関である公設試験研
究機関（以下，「公設試」という．）が中心的な役割
を果たしてきた．並河（2000）は，工業分野では中
小企業でも現場技術に関する研究開発を企業自らが
行なうことが多いが，農業者は経営規模が小さく，
経営資源にも恵まれず，一部の篤農家を除いて自ら
が研究開発を実施することがまれであることから，
農業分野では公設試が農業者に代わって研究開発を
行なってきたと指摘している．しかしながら近年，
地方自治体の財政難等を背景として公設試の予算確
保が困難となっている（経済産業省中小企業庁，
2005 ; 財団法人全日本地域研究交流協会，2011）．
農林水産省が 2015年に策定した農林水産研究基本
計画においても，「近年，行政改革等によって（公
設試の）研究体制が脆弱化（している）」と指摘さ
れており（農林水産省，2015），従来のように公設
試のみで農業分野の研究開発を支えることは困難と
なっている．また農林水産研究基本計画においては，
「昨今，社会経済のグローバル化や情報化が進み，
世界的に研究開発競争が激化する中で，従来以上に
スピード感を持って研究開発に取り組み，当該成果
を商品化・事業化に繋げていくことが必要となって
おり，産学官の関係者が組織を超えて連携し，より
オープンな形で協力し合って研究開発を進めていく
ことの重要性が指摘されて（いる）」とも記載され
ている．これは従来，公設試が単独で実施する場合
が多かった農業分野の研究開発について，近年の社
会的変化を背景として，他機関との産学官連携の重
要性が高まっていることを示しているものと理解で
きる．
　中小企業庁が取りまとめた『公設試経営の基本戦
略』は，自治体の財政制約等を背景として予算が漸

減傾向にあるなど経営資源に制約がある現状では，
公設試は選択と集中により，フルライン志向を排し
て地域固有の要請に対応した特色ある公設試経営を
目指すことが重要であると指摘している．そのため
の具体的な対応として中小企業庁は，公設試が地域
の大学や国の研究機関，他の中小企業支援機関等と
適切な役割分担および連携を行なっていくことが重
要であると提言している（経済産業省中小企業庁，
2005）．このほかにも公設試における産学官連携の
重要性を指摘した先行研究は複数存在するが，公設
試における実際の産学官連携の取り組みは十分では
ない．文部科学省の委託事業により 2011年に実施
された公設試を対象とするアンケート調査では，産
学官連携の目的として「地域産業に貢献するための
研究開発の拠点となること」を掲げる公設試が多い
が，目的を達成するための実際の取り組みは不十分
であるとの結果が示されている（財団法人全日本地
域研究交流協会，2011）．林（2006）も公設試を対
象とするアンケート調査等により，公設試と他の地
域中小産業支援機関との連携が希薄であることを指
摘している．
　本研究では，農産物の新品種開発を題材として，
日本農業の研究開発でこれまで中心的な役割を担っ
てきた公設試における新品種開発に関する産学官連
携の現状と課題についての予備的検討を行なうこと
を目的とする．農産物の新品種開発に焦点を当てた
理由は，農産物の新品種開発が日本農業の研究開発
において中心的な位置を占めてきたこと（浅井・山
口，1998），政府が日本の農業・食品産業の競争力
強化を目指して策定した農業分野の研究開発に関す
る方針（農林水産省，2013）において，日本の強み
である優れた農産物品種の開発・保護・普及を加速
化することの重要性が強調されていることなどによ
る．
　農産物の新品種開発という限定された分野ではあ
るが，日本農業の研究開発においてこれまで中心的
な役割を担ってきた公設試を対象として，産学官連
携の現状と課題に関する検討を行なうことは，転換
期にある日本農業の研究開発の今後の方向性を考え
る上で，一定の貢献が期待できると考えている．
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2.　分析手法

　農業分野の研究開発における産学官連携の形態は
多様である．農業分野の国の試験研究機関である国
立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構は，
同機構の産学官連携活動を以下のように分類してい
る2．
　① 共同研究（大学や公設試，企業等と連携して行
なう基礎分野または実用化に向けた共同研究）

　② 技術の現地実証（農業者等と連携して行なう技
術や品種の有効性に関する現場検証）

　③ 技術普及のための現場活動（農業者等と連携し
て行なう技術や品種の技術指導や展示など）

　④ 行政との連携（競争的資金を活用した国・都道
府県等の行政ニーズを踏まえた研究の推進）

　⑤ 広報を通じた普及（農業者，企業，市民等に対
する技術や品種についての周知）

　本研究においては上記のうち，「①共同研究」に
該当する産学官連携の取り組みを対象として分析を
行なう．具体的には特許における Fukugawa（2016）
などの先行研究を参考として，農産物品種に関する
知的財産権である，種苗法に基づく植物新品種育成
者権（以下，「育成者権」という．）の品種登録にお
いて，権利者属性が異なる者が共同で登録した品種，
例えば公設試と企業が共同で登録したような品種を
産学官連携によって開発された品種と定義して分析
を行なう．
　分析のデータソースは，農林水産省のホームペー
ジに掲載されている「品種登録／出願公表データ」3

を用いる．品種登録／出願公表データには，育成者
権の登録がされた品種について，品種名，品種登録

を行なった者の名称，登録年，農産物の種類等の情
報が掲載されている．本研究では品種登録／出願公
表データに掲載されている品種登録を行なった者の
名称を目視で確認することにより，産学官連携に
よって開発された品種を把握する．データの範囲は，
2017年 3月 1日時点で育成者権の登録を受けたこ
とがある農産物の品種4とし，分析対象とする農産
物の種類は，研究開発において公設試が特に重要な
役割を担ってきた米，小麦，大豆等のいわゆる食用
作物5とする．

3.　分析結果

　品種登録／出願公表データを用いて，産学官連携
によって開発された品種数を分析した結果は図 1お
よび図 2のとおりである．食用作物全体の 1,653品
種のうち，産学官連携によって開発された品種は
4.4%，品種数で 72品種であった（図 1）．このうち
公設試が開発した 747品種に限ると，産学官連携に
よって開発された品種は 3.2%と全体よりも低い数
値となった（図 2）．品種数で見ると ,公設試が産学
官連携によって開発した食用作物の品種数は 24品
種であり，その数および全体に占める割合はごく小
さいことが確認できた．
　また公設試が産学官連携によって開発した食用作
物 24品種について都道府県別の内訳を見ると，富
山県が最も多く 11品種，次いで北海道が 4品種と
なっており，上位 2位の都道府県のみで全体の 6割
以上を占めることが確認できた．産学官連携による
食用作物の品種開発を行なっている都道府県は全国
的に見ればごく少なく，特定の一部の都道府県に限
られていることが示された．

単独 産学官連携 単独 産学官連携

単独
96%

N=1,653 産学官連携
3%

単独
97%

N=747産学官連携
4%

図 1　 食用作物（全体）の品種登録における 
産学官連携の割合

図 2　 公設試による食用作物の品種登録における 
産学官連携の割合
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　次に公設試が産学官連携によって開発した食用作
物の品種数について，時系列に沿って分析した．分
析の結果，公設試が産学官連携によって開発した食
用作物は全て 2000年代以降に登録されたものであ
り，公設試の産学官連携による品種開発の取り組み
が近年になって出現していることが確認できた6（図
3）．

4.　結果の考察

　農産物新品種の品種登録データを用いた分析から
は，公設試における農産物の新品種開発に関する産
学官連携の取り組みは少ないことが明らかとなっ
た．玉田・井上（2007）は大学もしくは国の公的研
究機関によって出願された特許は，1970年頃は大
学もしくは国の公的研究機関が単独で出願したもの
がほとんどであったが，大学もしくは国の公的研究
機関と，国内の民間企業によって共同出願された産
学官連携特許の割合が年々増加し，2000年頃には
半分弱が他の組織と共同で出願されたものになって
いると指摘している．組織および研究分野7が異な
るため単純な比較は困難であるが，これと比較する
と，公設試の新品種開発における産学官連携の取り
組みはごく少ないと言わざるを得ない．この結果は，
公設試の産学官連携の取り組みが不十分であるとす
る先行研究とも整合的である．
　なお，産学官連携の取り組みについて検討する場
合，「官」，つまり本論文における公設試からの視点
だけでなく，連携の相手先からの視点も重要である．
産学連携によるイノベーションについて大規模な調

査を実施した長岡ら（2013）は，産学連携のニーズ
とシーズの源泉として，シーズの源泉の多くが「学」
にある一方で，最も重要なニーズの多くが「産」，
つまり企業に由来していること，また企業の産学連
携への参加動機として最も重視されるのが，事業上
の重要な技術課題の解決であると指摘している．本
研究では，ごく一部に限られるものの産学官連携に
よる新品種開発を活発に行なっている都道府県が存
在しており，その取り組みが近年になって出現して
いることを確認している．先述したように日本政府
は農業分野のイノベーションにおいて，「現場のニー
ズに直結」した戦略的な研究開発を行なうことを求
めている．公設試の新品種開発における産学官連携
の取り組みが近年になって出現した背景として，公
設試が現場のニーズを取り込む必要性が高まったか
らなのか，あるいは企業が公設試の持つ技術シーズ
に着目し，それを事業上の技術課題の解決に役立て
ようとする機運が高まったからなのか，あるいは経
済産業省中小企業庁（2005）などが指摘する公設試
の予算難を背景として，公設試が外部資金を獲得す
る必要性が高まったからなのか，これらの要因が複
合的に作用しているのか，いずれにしても本研究で
はその要因を明らかにするまでには至っていない．

5.　まとめ

　本研究では，日本農業の研究開発においてこれま
で中心的な役割を果たしてきた地域研究機関である
公設試を対象として，食用作物の品種開発における
産学官の現状と課題に関する予備的検討を行なっ
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図 3　公設試が産学官連携によって開発した食用作物の品種数
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た．従来，公設試は単独で研究開発を実施すること
が多かったが，近年，公設試の予算確保が年々困難
となっていること，また社会経済のグローバル化や
情報化の進展などの社会的変化などを背景として，
公設試と他機関との産学官連携を行なうことの重要
性が複数の先行研究により指摘されている．しかし
ながら本研究の分析結果からは，公設試の食用作物
の品種開発における産学官連携の取り組みは極めて
少ないことが明らかとなった．一方で数は少ないな
がらも 2000年代以降になって産学官連携によって
開発された食用作物の品種が出現しており，またご
く一部に限られるものの，産学官連携による新品種
開発を活発に行なっている都道府県が存在すること
も明らかにした．
　ただし本研究は以下の点で限界を有する．まず，
産学官連携によって開発された食用作物の品種が
2000年代以降になって出現してきた要因を明らか
にできていない．これについては今後，公設試のみ
ならず，連携先の企業等も含めて，産学官連携のニー
ズとシーズの所在に着目した調査を実施し，分析を
深めていきたいと考えている．その際，特に，産学
官連携による新品種開発を活発に行なっている一部
の都道府県を対象として，なぜそのような取り組み
が可能となっているのか，どのような動機により，
どのような形態で産学官連携を行なっているのか等
について分析を深めることが重要と考えている．こ
れらの点を明らかにすることができれば，農業分野
の研究開発において産学官の関係者が連携して行な
うプロジェクトを円滑に推進する一助となると考え
る．本研究はこれらの課題についての予備的な検討
という位置づけであり，今後さらに検討を深めたい．
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　5	 久野（1999）は米，小麦，大豆等が農業・食料政策における重

要作物であること，園芸作物とは異なり農業者による自家採種が
可能な固定種が一般的であること，野菜等と比較して新品種開発
に長期間を要すること，1 年間に複数回の栽培が可能な園芸作物
とは異なり 1 年 1 作で種子増殖率が高くないにもかかわらず需要
が多いこと，政策的な理由等から種子価格を低く抑えざるを得な
いことなどから，公設試が米，小麦，大豆等の品種開発を独占的
に担ってきたと指摘している．

　6	 2011 年の登録品種数が他の年と比較して突出して多いのは，こ
の年に富山県が産学官連携によって開発した水稲の品種を 9 品種
登録したためである．

　7	 玉田・井上（2007）は，産学官連携特許は一部の分野，具体的
には遺伝子工学関係，化学関係，電子工学（半導体プロセス）関
係に集中していると指摘している．
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