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はじめに 

 

 沖縄県試験研究評価システムは、沖縄２１世紀ビジョン基本計画に掲げ

た基本施策に基づき、県の試験研究機関が実施する試験研究を効率的・効

果的に推進し、産業振興のための研究開発を具体的に展開することを目的

に、平成１６年度から実施しております。 

 本システムでは、社会のニーズを研究に反映させるため、関係機関に要

望調査を行い新規課題化に取り組んでおります。また、研究で得られた成

果は、企業、関係団体での実用化を目指し積極的に技術移転を推進してお

ります。 
 
 このような中、県の７試験研究機関が、平成３０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、令和元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、これまでに事前評価・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等の概要となって

おります。 
 
 企画部では、今後とも、関係部、産業団体等との連携強化を図りながら、

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

に寄与することを切に願っております。 
 
 なお、活用に当たって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。 

 

  令和２年３月 

                              沖縄県企画部長 宮城 力  
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