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はじめに

本書は、産業系県立６試験研究機関が、平成２５年度に終了した試験

研究の成果を中心に取りまとめたものです。

掲載しているこれらの成果は、平成２６年度沖縄県試験研究評価シス

テムによって事後評価を受けた研究課題や、平成２６年度以前の沖縄県

試験研究評価システムにおいて、事前評価・中間評価を受けた継続中の

試験研究の中で、技術移転が可能な成果や、情報として活用可能な成果

の概要となっております。活用の際の留意点など成果の詳細については、

直接、試験研究機関に照会いただき、御活用くださいますようお願いい

たします。

試験研究評価システムは、沖縄振興計画（平成２４年度からは、沖縄

２１世紀ビジョン基本計画）の目標の実現、試験研究の効率的・効果的

な推進及び研究成果の活用について関係各課・各機関の連携を強めるこ

とを目的に平成１６年度から実施しております。

このシステムにより設定した研究課題は、産業界や県民のニーズを重

視して反映させております。研究で得られた成果がすみやかに技術移転

されることで、新たな産業の創出や産業の高度化を行い、もって、強く

しなやかな自立型経済の構築に寄与することを目指しております。

今後とも、関係部、産業団体等との連携の強化を図りながら、優れた

研究成果を生み出す仕組みづくりに努め、本県の産業振興に貢献してい

きたいと考えております。

本書が農林水産業及び商工業関係者等に広く活用され、本県の産業振

興に寄与することを期待いたします。

平成２７年２月

沖縄県企画部長 謝花喜一郎
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畜産研究センター 2
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水産海洋技術センター 7

海洋深層水研究所 0

工業技術センター 14

合　　計 39

　　　　試験研究機関名

部会名

農業研究
センター

畜産研究
センター

森林資源
研究ｾﾝﾀｰ

水産海洋
技術ｾﾝﾀｰ

海洋深層
水研究所

工業技術
センター

合　　計

作物部会 5 5

果樹部会 1.5 1.5

野菜・花き部会 5.5 5.5

畜産業部会 2 2

森林部会 5 5

水産業部会 11 11

食品・化学部会 4 4

生産技術部会 10 10

合計 12 2 5 11 0 14 44

44

※農業研究センターにおいて、「果樹部会」と「野菜・花き部会」の両方に該当する成果があるため、
　件数を半分ずつに按分して計上している。

平成26年度研究成果数

平成26年度部会別研究成果数

研究成果数

12
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沖縄県試験研究評価システムの流れ

県ホームページ(評価公表)

科学技術振興課

評価結果

９月１０日Ⅴ沖縄県試験研究評価会議 本会議

関係部局長 ※重点研究課題等の承認

Ⅳ沖縄県試験研究評価会議 総合評価部会 (総合評価)

※重点研究課題の選定８月２０日

※プロジェクトチーム課題の選定

外部専門家(産学官有識者)

Ⅲ沖縄県試験研究評価会議 個別評価部会 (個別評価)
７月１５日～８月５日

※個別課題評価及び重点研究課題候補選定

※プロジェクトチーム課題候補の選定

外部専門家

Ⅱ沖縄県機関評価会議（機関評価）

６月５日～７月１６日

県関係機関（本庁各課、普及センター）

プロジェクトチーム課題提案

Ⅰ要望課題調整 ・要望課題一次取捨選択

・担当試験研究機関割振５月中旬

所管課 ・プロジェクト素材の選択

所管研究機関

２月４日～４月３０日要望試験研究課題調査 (関係組織に依頼)

副知事

活 用

試験研究機関 所管課

予算編成

科
学
技
術
振
興
課

各
部
局
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試 験 研 究 機 関 名 住　　所
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沖縄県名護市名護4605-3 FAX番号： 0980-53-6293

〒906-0012 電 話 番 号： 0980-72-3148
沖縄県宮古島市平良西里2071-40 FAX番号： 0980-72-8064

〒907-0003 電 話 番 号： 0980-82-4067
沖縄県石垣市平得地底原1178-6 FAX番号： 0980-83-0117

〒905-0426 電 話 番 号： 0980-56-5142
沖縄県国頭郡今帰仁村諸志2009-5 FAX番号： 0980-56-4803
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