
令和２年度補正予算 国際競争力強化技術開発プロジェクト研究 

Q＆A：（令和３年２月３日時点） 

 

全般 

問1  本事業の趣旨いかん。国としてどのような成果を期待しているのか。 

問2  革新的スマート農業技術開発とはどういう事業なのか。 

問3  新たなスマート農業技術開発と革新的営農支援モデル開発とは何が違うのか。 

問4  輸出のための新技術・新品種開発とはどういう事業なのか。 

問5  何課題採択する予定なのか。 

問6  本事業の実施体制はどのようになるのか。 

問7  データの解析やコンソーシアムに対する助言は、農研機構のどこが中心となるのか。 

 

事業実施関係 

【実施体制】 

問8  コンソーシアムの体制について、何か制限があるのか。 

問9  代表機関の資格要件は何か。 

問10  農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の取得は代表機関だけでよいか。 

問11  地方公共団体が代表機関になった場合でも全省庁統一規格の資格の提出は必要な

のか。 

問12  予算管理を外部に委託することは可能か。 

問13  代表機関に経理事務処理体制が整っていない場合、代表機関に代わって共同研究機

関が経理を行うことは可能か。また、その際、当該共同研究機関は管理運営機関とす

る必要があるか。 

問14  代表機関に代わって共同研究機関が経理事務を行う場合、提案書にはどのように記

載すべきか。 

問15  経理事務を行う管理運営機関の資格要件は何か。 

問16  コンソーシアムの設立方式として、「規約方式」、「協定書方式」、「共同研究方式」が

あるが、違いは何か。 

問17  応募時にコンソーシアムを設立している必要があるか。 

問18  事業費を受け取らずにコンソーシアムに参画することは可能か。 

問19  事業費を受けずにコンソーシアムに参加して技術開発を行う場合、提案書に記載す

る必要があるか。 

問20  海外の機関もコンソーシアムに参画することは可能か。 

問21  農研機構がコンソーシアムの構成員となることはあるのか。 

問22  構成員のエフォートの下限はあるか。 

問23  都道府県や市町村が代表機関として予算の受け皿となる場合、予算計上は必要か。 

問24  参画機関の特許権等への取組状況について、参画機関（含む代表機関）に特許権等

の管理指針、ポリシー、規程等が無い場合の扱いいかん。 
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問25  採択された場合、委託契約を農研機構と代表機関が締結するまでに、代表機関はコ

ンソーシアムを構成する全ての構成員より研究倫理教育を実施した旨の「研究倫理に

関する誓約書」をとりまとめて提出する必要があるとのことだが、どのような倫理教

育を行えば良いか。また、構成員として参画する生産者も当該誓約書の提出が必要か。 

問26  事業費を受けずにコンソーシアムに参加して技術開発を行う場合であっても、「研

究倫理教育の実施に関する誓約書」を提出する必要があるか。 

 

【実施期間】 

問27  実施期間が事業によって異なるのはなぜか。 

問28  研究用機械等の調達はいつまでに行えばよいか。 

 

【事業への応募について】 

問29  申請時までに関係者にはどこまで理解を得れば良いのか。 

問30  e-Rad に個人として登録するにはどうすればよいか。 

問31  応募期限までに e-Rad の登録ができない場合には応募申請できないのか。 

問32  e-Rad の研究機関の登録は、応募するごとに新たに登録する必要があるのか。 

問33  コンソーシアムを構成する場合には、コンソーシアムを e-Rad に研究機関として

登録する必要があるのか。 

問34  e-Rad にアップロードできるファイルの最大容量は何ＭＢか。 

 

【事業費の対象について】 

問35  ２年目以降に新たに機械を導入することは可能か。 

問36  システムの導入費、改良費は対象となるか。 

問37  事業費の対象となる人件費は具体的に何か。 

問38  複数の企業や大学が参画して課題の実施を予定しているが、人件費単価はそれぞれ

の組織により異なっている。経費の対象となる単価は統一する必要があるのか。 

問39  都道府県の試験研究機関や普及組織がコンソーシアムの構成員として参画する場

合、それらの組織が直接使う経費（旅費等）も事業費の対象となるか。 

問40  都道府県の試験研究機関等がコンソーシアムに参画する場合、人件費は対象となる

か。 

問41  補助員であっても課題の推進に必要な出張旅費等の経費を支払うことは可能か。 

問42  技術開発課題の再委託や業務の外注は支援対象となるのか。 

問43  採択された場合、事業費はいつ支給されるのか。（概算払いはあるのか。） 

問44  一般管理費は試験研究費の 15％以内となっているが、これはコンソーシアムの構

成員単位で設定することが必要か。 

問45  一般管理費は税込みで 15％までか。 

問46  管理運営機関の経費は事業費の対象になるとのことだが、支出項目は何に計上すれ

ば良いか。 
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【事業終了後について】 

問47  事業終了後の研究用機械の取扱いはどのようになるのか。 

問48  本事業で得られた知財の所有権（特許権）はどこにあるのか。 

問49  本事業に参画した民間企業等の技術開発終了後の収益の取扱いはどうなるのか（収

益納付をする必要はあるのか。） 

問50  目標が達成できない場合は事業費を返還しなければならないのか。 

 

応募・採択・契約関係 

 

【採択・契約について】 

問51  事業採択までどのようなスケジュールで進むのか。 

問52  審査は誰が行うのか。 

問53  課題の委託契約は誰と誰が行うのか。 

 

【提案書の記載方法について】 

問54  事業費配分を行わない予定ですが、この場合 e-Rad 登録は必要でしょうか。 

問55  提案書 p.5「研究実施体制図」について。コンソーシアムに支援組織を入れる場合

は、事業費配分を行わないため「協力機関（普）」と位置づけ、共同研究機関として他

の部分の記載は行わない予定ですが、よろしいでしょうか。それとも、事業費配分を

行わないため、コンソーシアムには入れず、枠外で支援組織の位置づけが分かるよう

記載すれば良いでしょうか。 

問56  提案書様式 p.6-7 の「令和○○年度細部研究計画」ですが、2-1 1 の冒頭に「全

研究期間中に行う・・」とありますが、年度ごとに 3 ヶ年分の記載が必要でしょうか。

必要な場合、章立ては 2 章、3 章となるのでしょうか。それとも「2 令和３年度細

部研究計画」「２ 令和４年度細部研究計画」・・と 2 章を連続して記載することとな

るのでしょうか。 

問57  提案書 P3 の１－５「研究開発の年次計画」に「※なお、研究⽀援者（分析・実

験・研究補助担当者、装置製作・改造等担当者等）については必ずしも（様式２）・（様

式４）の提出の必要はありません。」と記載ありますが、様式２・様式４には研究者全

員分の記載が必要でしょうか。 

問58  提案書 p.15 様式２「人件費を計上する場合には、エフォート欄に（中略）記載し

てください。」とあります。人件費が発⽣しない研究者のエフォートは記載不要とも読

み取れてしまいますが、研究者のエフォートは全員記載するものと理解してよろしい

でしょうか。全参画者エフォートをゼロとすることは可能でしょうか。 

問59  提案書 p.14「研究実施機関」 様式１の「知的財産への取組状況」の記載例はあ

るのか。 

問60  補助者と研究支援者の違いは何か。 
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【提案書別紙４－４「ＡＩ・データ契約ガイドラインチェックリスト」】 

問61  参画予定の農業者からは圃場整備設計に関する助言をいただく予定で、農業者から

営農情報等の提供を受ける予定はありません。このように、「農業分野における AI・デ

ータに関する契約ガイド」で想定しているような農業者と農機メーカー等の関係とは

異なるわけですが、この場合も「AI・データ契約 GL チェックリスト」の提出が必要

か。 

問62  申請段階では生産者を確定できていません。この場合、別紙４－４は、課題採択後、

生産者が確定した時点で提出すればよいのか。 

問63  共同研究機関としてではなく、役務としての契約で加工食品の試作依頼を計画して

います。依頼候補先を複数社想定し、ご協力頂ける意向は確認済みです。別紙４－４

は、役務契約時点で提出すればよろしいのか。 

 

個別課題 

【安全安心な農業用ハイスペックドローン及び利用技術の開発】 

問64  外資系企業や海外メーカーの日本法人などとの共同提案は可能か。 

問65  「土地利用型作物の収量が 1 割向上することを実証する」の目標に対して、「収益

の 1 割向上」に目標を代えることは可能か。また比較となる収量は何か。 

問66  対象とする土地利用型作物に制限はあるか。 

問67  共通基盤技術の定義は何か。 

問68  他社でも利用可能というのは、他社でも利用したいと言われた場合に機器販売やラ

イセンス販売等を行い、他社でも利用できる形にするということか。 

問69  自動飛行に求める条件は何か。 

問70  「安全に水洗いが可能」について機体の状態（バッテリー取付時、バッテリー取外

し時など）の指定はあるか。 

 

【農作物に適したロボットアーム等を活用した農作業自動化技術の開発】 

問71  重量野菜、軟弱果実それぞれに１つのロボットで対応する必要があるのか。 

問72  収穫、移送作業について、移送作業のみに対応するロボットでも良いのか。 

問73  対象とする作物は自由に設定して良いのか。 

問74  軟弱果実はブドウ以外に想定されているものはあるか。数種類の品目に対応する必

要があるのか。 

 

【ＡＩを活用したスマート除草システムの開発】 

問75  対象とする雑草種について最低限対象とすべき数はあるのか。 

問76  開発するアプリは有償で提供しても良いのか。 

問77  雑草識別 AI と自立型除草ロボットは連携させる必要はあるか。 

問78  雑草識別 AI は、飼料用トウモロコシを含めた 2 品目以上に対応できる AI という
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ことか。 

問79  ＡＩを活用したスマート除草システムの開発において、雑草識別 AI と機械除草の

ロボットの 2 つの技術の両方を開発することとなっているが、（用途が全く異なるこ

とから）個別の提案はできないのか。 

 

【農地基盤のデジタル化によるスマート農業の機能強化技術の開発】 

問80  農地基盤データは提供してもらえるのか。 

問81  目標 a）～c)の開発する技術の個数や技術水準に制限はあるのか。 

問82  c)で対象とするスマート農機は何でも良いのか。また、どのような機械をスマート

と考えれば良いのか。 

問83  a)の生産性向上はどの程度向上すれば良いのか。 

問84  ｂ）の状態の把握は画像が撮れれば良いのか。 

 

【革新的営農支援モデル開発】 

問85  何課題採択する予定か。 

問86  モデル開発を行うために過去の実証データ等をデジタル化したいがこの経費は対

象となるのか。 

問87  WAGRI に実装した API の利用について、制限はあるのか。（有償提供や使用者の

制限、API の他の媒体での公開等）。 

問88  開発されたモデルを使った営農管理ソフトを開発する開発経費は対象となるのか。 

問89  WAGRI を継続的に使用しなければならないのか。 

 

【輸出促進のための新技術・新品種開発】 

問90  輸出促進のための新技術・新品種開発での公設試とは何を指すのか。 

問91  輸出促進のための新技術・新品種開発での公設試を必ず含むのはなぜか。 

問92  「最先端の育種技術の導入・活用により」とあるが、ゲノム編集技術を用いた品種

開発の提案は可能か。 

問93  育種に 3 年以上かかる品種や系統の開発は提案できるのか。 

問94  品目は「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に書かれたものに限定されるのか。

新たな輸出品の提案は可能か。 

問95  「④その他農産物における品種・系統又は栽培技術」に畜産（乳用牛、豚、鶏）の

提案は可能か。 

問96  「③ 米粉における生産技術体系」とは加工技術のことを指すのか。 
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全般 

 

問1 本事業の趣旨いかん。国としてどのような成果を期待しているのか。 

 

答  本事業は、農業の国際競争力の強化に向けて、担い手の高齢化や労働力不足に対応した

革新的で省力的なスマート農業技術や国際競争力強化につながる栽培技術や新品種の開

発を行うことで、国内の食料生産基盤の強化を図ることを目的としています。 

 

問2 革新的スマート農業技術開発とはどういう事業なのか。 

 

答  国際競争力の強化につながる革新的な技術や、担い手の高齢化や労働力不足に対応出

来る核心的で省力的な以下のスマート技術の開発を行います。 

① 新たなスマート農業技術開発（事業期間：３年間） 

ア 安全安心な農業用ハイスペックドローン及び利用技術の開発 

イ 農作物に適したロボットアーム等を活用した農作業自動化技術の開発 

ウ ＡＩを活用したスマート除草システムの開発 

エ 農地基盤のデジタル化によるスマート農業の機能強化技術の開発 

② 革新的営農支援モデル開発（事業期間：２年間） 

 

問3 新たなスマート農業技術開発と革新的営農支援モデル開発とは何が違うのか。 

 

答 「新たなスマート農業技術開発」においては、機械化・自動化の遅れている分野の新技

術開発により、担い手の高齢化や労働力不足に対応できる省力的なスマート農機の開発

を行います。 

  「革新的営農支援モデル開発」においては、農業や流通の現場から求められる生育・収

量・出荷・需要予測などの予測モデルや匠の技の見える化等のプログラムの開発・WAGRI

への実装を行います。 

 

問4 輸出のための新技術・新品種開発とはどういう事業なのか。 

 

答 農研機構が中核となって、全国の公設試験場等と連携して、輸出額目標の実現に必要と

なる輸出先国の規制等にも対応しうる画期的な防除や有機栽培などの栽培技術等を開発

するとともに、最先端の育種技術の導入・活用により、育種スピードを速めて、輸出先国

のニーズに合わせた優良な品種の開発を行う事業です。 

 

問5 何課題採択する予定なのか。 

 

答 新たなスマート農業技術開発においては、それぞれ１課題ずつの４課題、革新的営農支
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援モデル開発においては、予算の範囲内での採択、輸出促進のための新技術・新品種開発

においては１１課題を採択する予定としています。 

  なお、効率的な研究開発実施の観点から、提案内容によっては応募者間での共同研究を

結んでいただく場合があります。 

 

問6 本事業の実施体制はどのようになるのか。 

 

答 農研機構に進行管理委員会を設置し、コンソーシアムに助言・指導行うことでプロジェ

クトの進行管理を行います。また、課題に対して農研機構の研究リーダーを配置して科学

的な観点からの指導助言を行います。 

  コンソーシアムは、農研機構と委託契約を締結し、研究リーダーの指導助言を踏まえつ

つ、開発していただきます。 

 

問7 データの解析やコンソーシアムに対する助言は、農研機構のどこが中心となるのか。 

 

答 プロジェクトの進行管理委員会を設置するとともに、各コンソーシアムに対しては農研

機構の専門家（研究リーダー）を配置して、指導・助言に対応することとしています。 

 

事業実施関係 

【実施体制】 

問8 コンソーシアムの体制について、何か制限があるのか。 

 

答 コンソーシアムの実施体制については、機械等の整備、営農やデータ収集等の進行管理、

経理等の事務処理等、農研機構との調整を綿密に行っていただける体制を整えてください。 

  なお、構成員の中から、「技術開発代表者」を明確にしていただくこととしています。 

 

問9 代表機関の資格要件は何か。 

 

答 代表機関は、次の要件を満たす必要があります。 

① 民間企業、技術研究組合、公益又は一般法人、国立研究開発法人、大学、地方公共団体、

NPO 法人、協同組合等の法人格を有し、以下の２つの条件を満たす機関を指します。 

 ア 研究開発を行うための研究体制、研究員、設備等を有すること。 

 イ 知的財産等に係る事務管理等を行う能力・体制を有すること。 

② 農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等（調査・研究）」の区分の

有資格者であること。 

③ 農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づ

く指名停止を受けている期間中でないこと。 

④ 委託契約の締結に当たっては、農研機構から提示する委託契約書に合意できること。 
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⑤ 原則として、日本国内の研究開発拠点において研究を実施すること。 

⑥ 応募者が受託しようとする公募課題について、研究の企画・立案及び適切な進行管理を

行う能力・体制を有するとともに、 技術開発代表者を選定していること。 

 

問10 農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の取得は代表機関だけでよいか。 

 

答 代表機関のみで構いません。代表機関は、応募の際に平成３１・３２・３３年度または

令和０１・０２・０３年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の写しをＰＤＦで

提出してください。 

 

問11 地方公共団体が代表機関になった場合でも全省庁統一規格の資格の提出は必要なの

か。 

 

答 地方公共団体については提出不要です。 

 

問12 予算管理を外部に委託することは可能か。 

 

答 代表機関がコンソーシアム構成員へ資金を配分するための経理事務体制等を十分に有

していない場合、代表機関に代わって、経理執行業務を担う機関（管理運営機関）をコン

ソーシアム内に設けて、そこが資金配分等に係る事務を行うことができます。 また、そ

うした管理運営機関の経理執行業務に必要な経費についても事業費の対象となります。 

 （例えば、地方公共団体において、事前に予算措置を要する等の特殊性を考慮し、管理運

営機関の設置を認めることがあります。） 

  なお、この措置は特例措置であることから、希望する場合は理由を課題提案書に記載し

ていただくとともに、代表機関の経理担当責任者の承認を必要とします。 

  また、予算配分については、効率的かつ研究開発目標達成が見込まれるものとする必要

がありますので、その点についてご留意願います。 

 

問13 代表機関に経理事務処理体制が整っていない場合、代表機関に代わって共同研究機

関が経理を行うことは可能か。また、その際、当該共同研究機関は管理運営機関とする

必要があるか。 

 

答 代表機関に経理事務処理体制が整っておらずとも、経理事務体制が整っている共同研究

機関がコンソーシアム内にあるのであれば、当該共同研究機関を管理運営機関として位

置づけ、経理関係業務を行うことができます。 

 

問14 代表機関に代わって共同研究機関が経理事務を行う場合、提案書にはどのように記

載すべきか。 



9 

 

 

答 提案書 9 ページの「４－２ 事業実施責任者（技術開発代表者、経理統括責任者、情報

管理統括責任者、研究実施責任者、経理責任者、情報管理責任者）の共同研究機関の欄に

追加して「経理統括責任者」を記載してください。 

 

問15 経理事務を行う管理運営機関の資格要件は何か。 

 

答 管理運営機関は、以下の全ての要件を満たすことが必要です。 

① 国内に設置された機関であり、法人格を有すること（個人は管理運営機関となることは

できません。）。 

② 事業を推進するに当たり、適切な管理運営を行う能力・体制を有していること。具体的

には、以下のアからウまでの全ての能力・体制を有していること。 

ア 農研機構との委託契約を締結できる能力・体制 

イ 知的財産に係る農研機構との事務管理を行う能力・体制 

ウ 事業費の執行において、区分経理処理、経理責任者の設置、および複数の者による経費

執行管理等、適正な経費執行を行う能力・管理体制（事業開始までに体制整備が確実であ

る場合を含む。） 

③ 公的機関との委託契約の実績を有するなど、委託契約手続をスムーズに行うことができ

ること。 

  なお、この措置は特例措置であることから、希望する場合は理由を課題提案書に記載し

ていただくとともに、代表機関の経理担当責任者の承認を必要とします。 

  また、予算配分については、効率的かつ研究開発目標達成が見込まれるものとする必要

がありますので、その点についてご留意願います。 

 

問16 コンソーシアムの設立方式として、「規約方式」、「協定書方式」、「共同研究方

式」があるが、違いは何か。 

 

答 コンソーシアムの設立方式の違いは以下のようになります。 

・ 実施予定の技術開発課題に関する規約を策定すること（規約方式） 

・ コンソーシアム参画機関が相互に実施予定の技術開発課題に関する協定書を交わすこ

と（協定書方式） 

・ 共同研究契約を締結すること（共同研究方式）。 

 

問17 応募時にコンソーシアムを設立している必要があるか。 

 

答 応募時にコンソーシアムを設立している必要はありませんが、代表機関が明確になって

いる必要があります。コンソーシアムの構成員については、応募時に同意書などの書面は

不要ですが、口頭やメール等でも構いませんので、共同で技術開発を行うことについて、
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同意を得てください。 

  採択された場合、契約時（令和３年３月下旬以降）までにはコンソーシアムを設立して

いただく必要があります。 

  なお、応募時と契約時とで、コンソーシアムの構成員の変更により、著しく実証に障害

が生じる恐れがあるなどの場合は、採択を取り消すことがあります。 

 

問18 事業費を受け取らずにコンソーシアムに参画することは可能か。 

 

答 事業費を受け取らない共同研究機関でもコンソーシアムへの参画は可能です。 

 

問19 事業費を受けずにコンソーシアムに参加して技術開発を行う場合、提案書に記載す

る必要があるか。 

 

答 事業費を受けない場合でも、コンソーシアム内での役割等を把握する必要があるため記

載してください。 

 

問20 海外の機関もコンソーシアムに参画することは可能か。 

 

答 課題の遂行に必要な能力を有しており、当該機関の同意が得られれば、海外の機関や企

業とコンソーシアムを構成することは可能です。なお、本事業については、国内での幅広

い技術の普及も行うことから、日本国内の研究開発拠点において技術開発課題を実施す

ることとしています。具体的には個別にご相談ください。 

 

問21 農研機構がコンソーシアムの構成員となることはあるのか。 

 

答 農研機構の開発技術を活用する場合は、コンソーシアムの構成員となることがあります。 

  ただし、委託予定先選定のための審査は外部委員による審査委員会で行いますので、農

研機構が参画するコンソーシアムも他のコンソーシアムと同等に取り扱われます。（農研

機構が参画していることで有利になることはありません。） 

 

問22 構成員のエフォートの下限はあるか。 

 

答 構成員のエフォートに下限は設けませんが、コンソーシアムとしてプロジェクト実施に

適切に対応できる体制を整備してください。 

 

問23 都道府県や市町村が代表機関として予算の受け皿となる場合、予算計上は必要か。 

 

答 特に制限はありません。当該自治体の財政ルールに従ってください。 
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問24 参画機関の特許権等への取組状況について、参画機関（含む代表機関）に特許権等

の管理指針、ポリシー、規程等が無い場合の扱いいかん。 

 

答 代表機関の要件として「知的財産等に係る事務管理等を行う能力・体制を有すること」

が定められていることから、特許権等の管理指針、ポリシー、規程等が必要と考えます。

これらが無い場合は、農研機構との契約締結までに策定していただく必要があります。 

  代表機関以外の参画機関については、特許権等の管理指針、ポリシー、規程等が用意さ

れている方が望ましいと考えます。 

  また、コンソーシアムとして、知的財産等に係る事務管理を行う上で、特許権等の管理

指針、ポリシー、規程等は不可欠と考えられますので、コンソーシアム設立時にこれらを

策定する必要があります。 

 

問25 採択された場合、委託契約を農研機構と代表機関が締結するまでに、代表機関はコ

ンソーシアムを構成する全ての構成員より研究倫理教育を実施した旨の「研究倫理に関

する誓約書」をとりまとめて提出する必要があるとのことだが、どのような倫理教育を

行えば良いか。また、構成員として参画する生産者も当該誓約書の提出が必要か。 

 

答 研究倫理教育の参考となる下記のウェブサイトをご参照ください。なお、構成員である

生産者も「研究倫理に関する誓約書」の提出を契約締結までにお願いします。 

〇研究倫理ｅラーニングコース（日本学術振興会） 

https://elcore.jsps.go.jp/top.aspx 

 

問26 事業費を受けずにコンソーシアムに参加して技術開発を行う場合であっても、「研

究倫理教育の実施に関する誓約書」を提出する必要があるか。 

 

答 事業費を受けているかどうかに関わらず、コンソーシアムに参画する全ての機関におい

て研究倫理教育を実施していただき、「研究倫理教育の実施に関する誓約書」（契約書別紙

様式第７号）を提出していただく必要があります。 

 

【実施期間】 

問27 実施期間が事業によって異なるのはなぜか。 

 

答 革新的営農モデル開発については、過去に蓄積されたデータも生かしつつ、現場からの

ニーズの高い予測モデルを速やかに開発することとしているため、２年間での事業実施

が可能であると考えていますが、その他の事業についてはスマート農機や品種・栽培技術

の開発など数年間の開発期間が必要と考えているためです。 
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問28 研究用機械等の調達はいつまでに行えばよいか。 

 

答 事業開始後速やかに必要な研究機械等を調達できるよう、コンソーシアム内で十分準備

を行った上で応募してください。 

 

【事業への応募について】 

問29 申請時までに関係者にはどこまで理解を得れば良いのか。 

 

答 申請時には、実施体制や技術体系の内容等、提案書について関係者が合意し、採択され

次第、研究開発に着手できる状況にあるようにしてください。 

 

問30 e-Rad に個人として登録するにはどうすればよいか。 

 

答 機関に所属する個人ごとの登録は機関で行います。研究機関としての登録後、機関の ID

をもらってから Web 上の操作を行います。 

  機関に所属しない個人ごとの登録はそれぞれ Web から行います（https://www.e-

rad.go.jp/researcher/index.html）。「新規登録の方法」にある「研究機関に所属してい

ない場合」から、「研究者登録申請書」をダウンロードして書類を作成の上、e-Rad 運用

担当宛てに郵送してください。登録申請の手続きは２週間ほどかかる場合がありますの

で、応募予定者は早急に手続きをしてください。 

  e-Rad 登録方法に関する詳細は、e-Rad ポータルサイト「お問い合わせの方法」

(https://www.e-rad.go.jp/contact.html)からお問い合わせください。 

 

問31 応募期限までに e-Rad の登録ができない場合には応募申請できないのか。 

 

答 代表機関の e-Rad 登録が済んでいない場合は受付できません。構成員については、申

請時までに e-Rad 登録が間に合わない場合は、e-Rad 上は代表機関に事業費を計上

（上乗せ）するなどして申請することを認めています。 

  また、参画する構成員の e-Rad 登録がまだ済んでいない場合であっても、提案書には

記載されている必要があります。 

  なお、採択に至った場合、契約締結時までには、e-Rad 登録を済ませ、技術開発課題

の登録内容を修正していただく必要があります。登録（修正）されていない場合は、当該

機関への事業費の配分は認められません。 

 

問32 e-Rad の研究機関の登録は、応募するごとに新たに登録する必要があるのか。 

 

答 すでに登録済みの場合には、新たに登録する必要はありません。 
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問33 コンソーシアムを構成する場合には、コンソーシアムを e-Rad に研究機関として

登録する必要があるのか。 

 

答 登録する必要はありません。コンソーシアムを構成する各機関を e-Rad に研究機関と

して登録します。 

 

問34 e-Rad にアップロードできるファイルの最大容量は何ＭＢか。 

 

答 e-Rad にアップロードできるファイルの最大容量は１０ＭＢです。 

 

【事業費の対象について】 

問35 ２年目以降に新たに機械を導入することは可能か。 

 

答 機械・備品費は原則、初年度に計上して導入してください。 

 

問36 システムの導入費、改良費は対象となるか。 

 

答 対象となります。 

 

問37 事業費の対象となる人件費は具体的に何か。 

 

答 次のとおりとなります。 

人件費：技術開発に従事する責任者や臨時に雇用する者等の給与、 諸手当、法定福利費

等 

賃金：技術開発補助員（アルバイト、パート）の賃金、諸手当、法定福利費等 

  なお、作業日誌及び雇用契約書等により、本事業に係る費用であることを確認できるこ

とが必要です。 

 

問38 複数の企業や大学が参画して課題の実施を予定しているが、人件費単価はそれぞれ

の組織により異なっている。経費の対象となる単価は統一する必要があるのか。 

 

答 人件費単価はそれぞれの機関ごとに給与規定等で定められた単価を用いてください。な

お、各コンソーシアム構成員において、実勢に応じた単価を設定している場合は、農研機

構で構成要素等の精査を行いますので、単価の設定基準を明確にしてください。 

 

問39 都道府県の試験研究機関や普及組織がコンソーシアムの構成員として参画する場合、

それらの組織が直接使う経費（旅費等）も事業費の対象となるか。 
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答 都道府県の試験研究機関や普及組織がコンソーシアムの構成員として参画する場合、課

題の実施目的で使用する経費については、代表機関から都道府県庁（試験研究機関や普及

組織）へ配分され、活動経費として使用することができます。 

 

問40 都道府県の試験研究機関等がコンソーシアムに参画する場合、人件費は対象となる

か。 

 

答 公務員の人件費は対象となりません。 

 

問41 補助員であっても課題の推進に必要な出張旅費等の経費を支払うことは可能か。 

 

答 補助員は試験のために雇ったアルバイトであり、出張することは想定していません。コ

ンソーシアム構成員の規程等で補助員の出張等が認められている場合、特段の事情があ

れば認められることもあります。 

 

問42 技術開発課題の再委託や業務の外注は支援対象となるのか。 

 

答 本事業は、コンソーシアム方式による事業であることから再委託することは認められま

せん。当技術開発を直接行う機関が最初からコンソーシアムに参画していただく必要が

あります。 

  単なる業務の外注等については、雑役務費等で措置できます。 

 

問43 採択された場合、事業費はいつ支給されるのか。（概算払いはあるのか。） 

 

答 農研機構とコンソーシアムが委託契約を締結する際、契約書には１年分の支払計画を記

入いただきます。概算払いを希望する場合は、当該支払計画に基づき、概算払請求書を提

出いただくことで概算払いが可能となります。 

  支払時期は、契約書取り交わし後に概算払請求書を提出いただいてから１ヶ月以内にお

支払いします。 

 

問44 一般管理費は試験研究費の 15％以内となっているが、これはコンソーシアムの構

成員単位で設定することが必要か。 

 

答 コンソーシアム全体で 15％以内です。コンソーシアム全体の 15％の内数で、必要な

経費であれば、構成員によっては 15％を超えることがあっても構いません。なお、「一

般管理費」は、競争的資金の「間接経費」とは異なり、本委託事業に必要な管理経費に限

定されますので、御注意ください。 
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問45 一般管理費は税込みで 15％までか。 

 

答 一般管理費として計上できるのは、税込みで試験研究費の 15％までとなっています。

なお、契約締結までは単純に 15％を計上していただいて構いませんが、年度末の報告の

際には、上記のとおり実際にかかった金額を算出していただく必要があります。 

 

問46 管理運営機関の経費は事業費の対象になるとのことだが、支出項目は何に計上すれ

ば良いか。 

 

答 事業費のうち、それぞれ該当する支出項目に計上してください。 

 

【事業終了後について】 

問47 事業終了後の研究用機械の取扱いはどのようになるのか。 

 

答 本事業で研究用機械等を導入する際には、農研機構との契約後にコンソーシアムで調達

していただき、技術開発終了後も同種の事業で継続使用を希望する場合に限り、技術開発

終了後も各構成員が所有権を持ったまま無償で継続使用することが可能です。なお、技術

開発終了後、継続使用を希望しない場合は農研機構に引き渡し手続きを行っていただく 

こととなります（実証期間中の軽自動車税等は一般管理費において計上可能）。 

 

問48 本事業で得られた知財の所有権（特許権）はどこにあるのか。 

 

答 成果に係る知的財産権が得られた場合、日本バイ・ドール条項（産業技術力強化法第 17

条）に基づき、原則、確認書の提出など一定の手続きを行っていただいた上で、委託先（技

術を開発した者）に帰属することとなります。 

  なお、帰属する特許の取扱いについては、あらかじめコンソーシアムの構成員間で協定

等を締結しておく必要があります。 

 

問49 本事業に参画した民間企業等の技術開発終了後の収益の取扱いはどうなるのか（収

益納付をする必要はあるのか。） 

 

答 各研究機関等には、本事業の研究成果による収益状況を、技術開発が終了した翌年度か

ら起算して５年間（なお、事業実施期間中に発生した収益がある場合には、終了の翌年度

に併せて報告してください。）、毎年度末の翌日から起算して 90 日以内に農研機構に報

告していただきます。 

 報告により、相当の収益が得られたと認められた場合には、原則として以下により、収

益の一部に相当する金額を納付していただきます。 

納付額＝（収益額－控除額）×（委託費の確定額の総額／企業化に係る総費用）－納付累
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積額 

※ 用語の意味 

収益額 技術開発成果に係る製品・部品等ごとに算出される営業利益（売上高－製造原価

－販売管理費等）の累計額 

控除額 企業化に係る総費用のうち構成員が自己負担によって支出した製品の製造に係

る設備投資等の費用の合計額 

委託費の確定額の総額 委託業務に必要な経費として委託契約書第 19条に基づき確定さ

れた委託費の総額 

企業化に係る総費用 委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設備投資等の費用の

合計額 

納付累積額 （前年度までに収益納付を行っている場合の）累計額 

※収益額－控除額＜0 となる場合は、収益納付は不要です。 

※納付額は、委託費の確定額の総額の範囲内とします。 

 

問50 目標が達成できない場合は事業費を返還しなければならないのか。 

 

答 技術開発については、専門家による評価を行うこととしており、目標を達成できなかっ

た理由がコンソーシアム等の準備が十分でない場合や、試験に対する善良な管理義務を

果たさなかったことに起因して、試験そのものが十分にできなかった場合などは、返還を

求めることがあり得ます。 

 

応募・採択・契約関係 

 

【採択・契約について】 

問51 事業採択までどのようなスケジュールで進むのか。 

 

答 令和３年１月１５日から令和３年２月１５日１２時まで公募を行い、書類審査を経て３

月下旬には委託予定先を決定する予定です。 

 

問52 審査は誰が行うのか。 

 

答 実施計画の審査は農研機構から独立して設置する技術開発課題審査委員会（外部有識者

及び行政委員から構成）で行います。 

 

問53 課題の委託契約は誰と誰が行うのか。 

 

答 委託契約は、事業実施主体である農研機構とコンソーシアムの代表機関との間で行うこ

とになります。なお、管理運営機関を設けた場合は、代表機関に代わって当該業務を行
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うことになります。 

 

【提案書の記載方法について】 

問54 事業費配分を行わない予定ですが、この場合 e-Rad 登録は必要でしょうか。 

 

答 e-Rad 登録は不要です。 

 

問55 提案書 p.5「研究実施体制図」について。コンソーシアムに支援組織を入れる場合

は、事業費配分を行わないため「協力機関（普）」と位置づけ、共同研究機関として他

の部分の記載は行わない予定ですが、よろしいでしょうか。それとも、事業費配分を行

わないため、コンソーシアムには入れず、枠外で支援組織の位置づけが分かるよう記載

すれば良いでしょうか。 

 

答 スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」では、協力機関（協力者）という位置づ

けはなく、事業費配分を伴わずともコンソーシアムへの参画をお願いしているところです。 

しかしながら、同事業のうち「国際競争力強化技術開発プロジェクト」においては、技術

開発のための研究課題を遂行する上で第三者の協力を必要とする場合、提案書様式 1-7

（ｐ5）研究実施体制図のコンソーシアムの枠外に協力機関であることがわかるように記

載ください。 

 なお、協力機関における取組が本事業の有用な成果につながる場合は、年度途中であっ

てもコンソーシアムへ参画をお願いします。構成員として研究に参加することで研究促進、

成果共有及び帰属が容易になります。 

 

問56 提案書様式 p.6-7 の「令和○○年度細部研究計画」ですが、2-1 1 の冒頭に「全

研究期間中に行う・・」とありますが、年度ごとに 3 ヶ年分の記載が必要でしょうか。

必要な場合、章立ては 2 章、3 章となるのでしょうか。それとも「2 令和３年度細部

研究計画」「２ 令和４年度細部研究計画」・・と 2 章を連続して記載することとなる

のでしょうか。 

 

答 提案書に記載例を追加しました。 

  最新版の提案書が農研機構ホームページに掲載されていますのでご確認ください。 

 

問57 提案書 P3 の１－５「研究開発の年次計画」に「※なお、研究⽀援者（分析・実験・

研究補助担当者、装置製作・改造等担当者等）については必ずしも（様式２）・（様式

４）の提出の必要はありません。」と記載ありますが、様式２・様式４には研究者全員

分の記載が必要でしょうか。 

 

答 様式２と様式４に記載された⽅が、登録研究員となります。 
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  研究支援者（契約職員など）は、「賃金」として雇用される者なので、人件費の発生す

る研究員（非常勤研究員）には該当せず、様式 2 および４には記載しなくてもよい、と

いう意味です。ただし、提案書において研究支援者に出張させる必要がある場合には記載

する必要があります。 

 

問58 提案書 p.15 様式２「人件費を計上する場合には、エフォート欄に（中略）記載し

てください。」とあります。人件費が発⽣しない研究者のエフォートは記載不要とも読

み取れてしまいますが、研究者のエフォートは全員記載するものと理解してよろしいで

しょうか。全参画者エフォートをゼロとすることは可能でしょうか。 

 

答 課題を担当する研究担当者のエフォートはゼロではなく実態のエフォートを記載くだ

さい。 

  「人件費を計上する場合には・・」と記載されておりますが、これは、人件費を計上す

る場合のエフォート値の算出根拠となることを示しております。 

 

問59 提案書 p.14「研究実施機関」 様式１の「知的財産への取組状況」の記載例はある

のか。 

 

答 記載例は以下のとおりです。 

（記載例） 

参画機関 農研機構 ○○「有」：知的財産に関する基本方針 

参画機関 ○○「有」：○○方針 

 

問60 補助者と研究支援者の違いは何か。 

 

答 補助員は、技術開発試験のために雇った記録係などのアルバイトを指します（公募要領

別紙 3、7（３）2）③）。 

  研究支援者は、分析・実験・研究補助担当者、装置製作・改造等担当者等を指します（別

紙 4 提案書・研究実施計画書 1－5 脚注）。 

 

 

【提案書別紙４－４「ＡＩ・データ契約ガイドラインチェックリスト」】 

問61 参画予定の農業者からは圃場整備設計に関する助言をいただく予定で、農業者から

営農情報等の提供を受ける予定はありません。このように、「農業分野における AI・デ

ータに関する契約ガイド」で想定しているような農業者と農機メーカー等の関係とは異

なるわけですが、この場合も「AI・データ契約 GL チェックリスト」の提出が必要か。 

 

答 農業者から提供を受けるものが助言のみであれば、チェックリストの提出は不要です。
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例えば地形データなど、農業者が測定又は保有しているデータの提供を受ける場合は、チ

ェックリストの提出をお願いします。 

 

問62 申請段階では生産者を確定できていません。この場合、別紙４－４は、課題採択後、

生産者が確定した時点で提出すればよいのか。 

 

答 生産者が確定できていない場合は別紙４－４については申請段階での提出は不要です

が、公募要領１２（７）のとおり、別紙４－４については、実績報告の際に提出いただく

こととなっておりますので御留意ください。 

 

問63 共同研究機関としてではなく、役務としての契約で加工食品の試作依頼を計画して

います。依頼候補先を複数社想定し、ご協力頂ける意向は確認済みです。別紙４－４は、

役務契約時点で提出すればよろしいのか。 

 

答 外注先であれば、別途契約を締結しますので別紙 4-4 への記載は不要です。 

  



20 

 

 

個別課題 

【安全安心な農業用ハイスペックドローン及び利用技術の開発】 

 

問64 外資系企業や海外メーカーの日本法人などとの共同提案は可能か。 

 

答 可能ですが、日本国内の研究開発拠点において、研究を実施することが必要です。 

 

問65 「土地利用型作物の収量が 1 割向上することを実証する」の目標に対して、「収益

の 1 割向上」に目標を代えることは可能か。また比較となる収量は何か。 

 

答 代えることはできません。ここでは、生育診断などと農薬・肥料の散布技術が連動した

データ駆動型の栽培管理技術を開発して頂くことになりますので、その技術を適用する

ことで、土地利用型作物の収量が 1 割向上することとを求めております。なお、比較対

象は開発技術適用以前の収量を想定しておりますので、慣行収量とするなど、明確な根拠

を元にご提案下さい。 

 

問66 対象とする土地利用型作物に制限はあるか。 

 

答 稲、麦、大豆等、土地利用型作物であれば、どれでも、どの組み合わせでも特に制限は

ございません。 

 

問67 共通基盤技術の定義は何か。 

 

答 共通基盤技術とは、農業用ドローンを構成する基本要素（フライトコントローラー、モ

ーター、バッテリー、センサー類、標準カメラ、送信機、設定・操作用アプリケーション

等）であり、農業用ドローンを組み上げる際に必要な基盤技術となるものを想定しており

ます。それらのドローンを構成する基本要素である共通基盤技術を、新たに開発すること

なく利用できることで、今後、低コストでドローン開発が進むことを期待しているという

意図です。共通基盤技術としてのドローンを構成する基本要素の範囲につきましては、そ

れぞれご提案頂くことになりますが、幅広く設定して頂けることを期待しております。 

 

問68 他社でも利用可能というのは、他社でも利用したいと言われた場合に機器販売やラ

イセンス販売等を行い、他社でも利用できる形にするということか。 

 

答 他社が利用したいと言われた場合に機器販売やライセンス販売等を行い、他社でも利用

できる形にしてください。 
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問69 自動飛行に求める条件は何か。 

 

答 自動飛行は GNSS 環境下での利用を想定していますので、GNSS 環境下での自動飛行

が基本条件となります。 

 

問70 「安全に水洗いが可能」について機体の状態（バッテリー取付時、バッテリー取外

し時など）の指定はあるか。 

 

答 バッテリー取り付け状態、取り外し状態の指定はございません。 

 

【農作物に適したロボットアーム等を活用した農作業自動化技術の開発】 

 

問71 重量野菜、軟弱果実それぞれに１つのロボットで対応する必要があるのか。 

 

答 それぞれ別のロボットでの対応することでも問題ありません。それらに使用した技術が

他の品目にも応用できることが好ましいです。 

 

問72 収穫、移送作業について、移送作業のみに対応するロボットでも良いのか。 

 

答 重量野菜は、移送のみでも提案は可能ですが、軟弱果実は、果実を適切な位置で切断し

て収穫する作業に適用できる技術である必要があります。 

 

問73 対象とする作物は自由に設定して良いのか。 

 

答 重量野菜、軟弱果実であればご提案いただいて問題ございません。 

 

問74 軟弱果実はブドウ以外に想定されているものはあるか。数種類の品目に対応する必

要があるのか。 

 

答 対象作物は軟弱果実であれば自由に提案していただいて構いません。種類は 1 種類で

も構いませんが、将来的に開発技術を応用できることが好ましいです。 

 

【ＡＩを活用したスマート除草システムの開発】 

 

問75 対象とする雑草種について最低限対象とすべき数はあるのか。 

 

答 雑草の数で求めることはないが、生産現場で使用できるものになっていることが必要で

す。 
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問76 開発するアプリは有償で提供しても良いのか。 

 

答 有償提供は認められるが、事業途中で市販化した場合、当該アプリ・機械についてはそ

の後の研究費を投入した開発は制限される可能性があります。 

 

問77 雑草識別 AI と自立型除草ロボットは連携させる必要はあるか。 

 

答 別々の開発として考えてよいが、連携を妨げるものではありません。 

 

問78 雑草識別 AI は、飼料用トウモロコシを含めた 2 品目以上に対応できる AI というこ

とか。 

 

答 飼料用トウモロコシを含めた 2 品目以上に対応できるＡＩとしてください。飼料用ト

ウモロコシは雑草が侵入し、問題になりやすい品目のため必須であり、もう一つ（以上）

の品目は選択自由ですが、同じＡＩで対応できることとしてください。 

 

問79 ＡＩを活用したスマート除草システムの開発において、雑草識別 AI と機械除草のロ

ボットの 2 つの技術の両方を開発することとなっているが、（用途が全く異なることか

ら）個別の提案はできないのか。 

 

答 本課題採択は原則 1 件としていますが、提案内容によっては、予算の範囲内で個別課

題の採択を行うこともあります。 

 

【農地基盤のデジタル化によるスマート農業の機能強化技術の開発】 

 

問80 農地基盤データは提供してもらえるのか。 

 

答 農地基盤データは提供しません。実証地区へのデータ提供依頼など、コンソーシアムで

実施して頂きます。 

 

問81 目標 a）～c)の開発する技術の個数や技術水準に制限はあるのか。 

 

答 制限はありません。ただし、提案書において、開発する技術の対象規模や条件に合わせ

て技術水準を明記してください。 

 

問82 c)で対象とするスマート農機は何でも良いのか。また、どのような機械をスマート

と考えれば良いのか。 
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答 対象とするスマート農機の種類には制限はありません。ロボットトラクタなど作業を⾃

動化し営農を効率化するスマート農機を想定しています。 

 

問83 a)の生産性向上はどの程度向上すれば良いのか。 

 

答 開発する技術によって異なるため、提案書において、対象とする農地や周辺施設の規模

や条件に合わせてどのように利活用するか明記してください。 

 

問84 b)の状態の把握は画像が撮れれば良いのか。 

 

答 画像から状態が把握できれば問題ありませんが、画像に限らず、維持管理を省力化する

ための状態把握技術を想定しています。 

 

【革新的営農支援モデル開発】 

 

問85 何課題採択する予定か。 

 

答 提案課題ごとの規模にもよりますが、より多くの研究成果を社会実装するため、予算の

範囲内で可能な限り多くの課題を採択する予定です。 

 

問86 モデル開発を行うために過去の実証データ等をデジタル化したいがこの経費は対象

となるのか。 

 

答 対象です。これまでの研究や実証で眠っている有用なデータ等を活用してモデルを開発

することも想定しています。 

 

問87 WAGRI に実装した API の利用について、制限はあるのか。（有償提供や使用者の

制限、API の他の媒体での公開等）。 

 

答 WAGRI に API を実装していただくことが要件であり、開発したモデルの利用方法に

ついては各コンソーシアムで検討の上、ＷＡＧＲＩ上でＡＰＩ利用者を制限することは

可能ですが、出来る限り多くの方に利用できる普及性の高い成果となることを期待して

おります。なお、有償提供する等により、本事業において収益が発生した場合、収益の一

部を納付していただく場合がありますのでご留意ください。詳細は問 49 をご覧くださ

い。 
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問88 開発されたモデルを使った営農管理ソフトを開発する開発経費は対象となるのか。 

 

答 開発されたモデルを活用するため、既存の営農管理ソフトを改修し、運用試験を行うこ

と等は対象となります。一方で、本研究成果の活用以外の部分に係る経費（新たなソフト

やユーザーインターフェースの開発・改良など）は対象外となります。 

 

問89 WAGRI を継続的に使用しなければならないのか。 

 

答 事業終了後、３年後を目処に行うフォローアップ調査では、WAGRI に実装した API の

運用及び活用や、展開された具体的なサービスの状況について報告いただくこととなって

おり、WAGRI を利用して、さまざまな事業者と連携し、農業者や流通事業者に利便性の

高いサービスを創出することを期待しています。 

 

【輸出促進のための新技術・新品種開発】 

 

問90 輸出促進のための新技術・新品種開発での公設試とは何を指すのか。 

 

答 地方公共団体の設置した試験研究機関で、原則として畜産業を含む農業の振興を目的と

して試験・研究等の業務を行っている機関のことです。 

 

問91 輸出促進のための新技術・新品種開発での公設試を必ず含むのはなぜか 

 

答 本事業では、地域での栽培条件等を十分に反映した技術とするため、コンソーシアムに

都道府県の公設試（地方独立行政法人を含む。）を加えることとしています。 

 

問92 「最先端の育種技術の導入・活用により」とあるが、ゲノム編集技術を用いた品種

開発の提案は可能か。 

 

答 可能ですが、課題の採択にあたっては、海外ニーズへの対応や普及のしやすさ等により

総合的に判断されます。 

 

問93 育種に 3 年以上かかる品種や系統の開発は提案できるのか。 

 

答 速やかに普及に移すことを目指した事業のため、研究期間内に開発が完了する内容での

提案に限ります。 

 

問94 品目は「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に書かれたものに限定されるのか。

新たな輸出品の提案は可能か。 
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答 「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に記載された品目に関する提案を優先的に採

択します。 

 

問95 「④その他農産物における品種・系統又は栽培技術」に畜産（乳用牛、豚、鶏）の

提案は可能か。 

 

答 可能です。 

 

問96 「③ 米粉における生産技術体系」とは加工技術のことを指すのか。 

 

答 米粉用品種の開発から栽培技術、加工技術までの一体的な技術体系についてのことです。 

 

 


