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農林水産研究情報総合センター（以下「AFFRIT」という。）は、農林水産省農林水産技
術会議事務局筑波産学連携支援センター（茨城県つくば市）に設置し、研究情報活用
促進課・情報システム課の2課が一体となって管理運営を行っているバーチャルセン
ターです。

我が国の農林水産試験研究の円滑な推進を図るため、国内外より農林水産試験研
究情報を収集、保管並びにデータベースの整備を行い、AFFRITを拠点とした専用ネッ
トワーク（MAFFIN）を通じて、国内農林水産試験研究実施機関、国民及び研究者等、
または国際機関への協力など以下のサービスを提供しています。

研究者への支援

 メールサービス

 情報共有サービス

 VPNサービス

 メーリングリストサービス

 文献情報

 論文アーカイブ

 数値データ
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国際協力

AFFRITが提供するサービス

情報コミュニケーション
システムの提供01 高速・大容量計算資源の

整備・提供

研究の推進に必要な情報の
収集管理・整備・提供

 蔵書検索

 複写・貸出

 レファレンス

 保存書庫（デポジトリィ）

図書館サービス03

02

04

国民へ研究成果の
普及・情報提供

組織

役割

 大規模・高速演算

 各種統計解析

 数値計算

 シミュレーション

AFFRIT - Agriculture, Forestry and Fisheries Research Information Technology Center -

農林水産研究情報総合センター
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農林水産省研究ネットワーク（MAFFIN）
AFFRITを中心に、農林水産試験研究の情報流通基盤として、農林水産
省研究ネットワーク（通称「MAFFIN」）を整備・運営している。

農林水産省関係試験研究機関の全国71ヶ所の拠点にMAFFINへの接
続口を設置し、AFFRITのサービスやインターネットへの接続環境を提供
しています。

全国71ヶ所の接続口を
農林水産省関係試験研究機関に提供

国際学術研究ネットワーク運用連携
更に海外との情報交流を図るため、フィリピン共和国との国際情報通信回線を整備すると共に、ア
ジア太平洋⾼度研究情報ネットワーク（APAN ）及びユーラシア横断情報ネットワーク
（Asi@Connect）にも連携協⼒し、国内外の学術研究ネットワークと連携を強化しています。

MAFFIN - Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Research Network -

農林水産省研究ネットワーク

AFFRIT
筑波農林水研究団地

WAN



ネットワークサービスシステムの主なサービス

AFFRIT登録ユーザ約1万人

本システムは、約1万人のAFFRIT利用者へ、メールサービスや情報共有サービスを提供するとと

もに、DNS、認証、VPNなどのネットワーク基盤サービスにより、いつでもどこからでもAFFRITの各

種サービスを利用可能にします。情報共有サービスでは、Wiki等を活用して研究情報を研究者自

ら発信したり、AFFRIT内外の共同研究者と情報共有することができます。

研究成果や組織情報等の発信のためWebサーバの運用を行うと同時に、研究に必要な情報収集

を安全・安心に行えるようにするため、Webフィルタを導入し、悪意のあるサイトへの不用意なアク

セスを防止しています。

研究所 自宅 外出先

上記サービスを安全・快適に利用できるよう、多要素認証やWebフィルタの導入、

学術系認証連携機能により、セキュリティ強化とサービス向上を図っています。

認証 ファイアウォール Webフィルタ

インターネット

NSS - Network Service System -

ネットワークサービスシステム
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自宅や外出先から職場と
同じ環境でMAFFINを利用
することができます。

複数のメンバーに対して
同時にメールを配信する
ことができます。
AFFRIT外部の方をメン
バーに登録して、メールを
使って情報共有を行うこと
もできます。

AFFRIT内及び外部との情
報共有を安全・円滑に行う
ための、ドキュメント共同
編集ツール（Wiki）や共有
フォルダなどの情報共有
ツール群を提供します。

AFFRIT電子メールアカウ
ントを取得することで高機
能なWebメールをパソコン
や携帯電話で利用するこ
とができます。
また、メールソフトでの利
用も可能です。

メールサービス 情報共有サービス

VPNサービス メーリングリストサービス



本システムは、農林水産研究情報総合センターの利用ユーザであれば、簡単な申請で利用できる

農林水産研究分野の研究開発基盤です。AI用・汎用計算用の2種類のスーパーコンピュータ、科

学技術計算用アプリケーション、農林水産基礎数値データベースから構成されており、流体シミュ

レーションや生命科学分野だけでなく、スマート農業等のAI開発への需要にも応えられる計算シス

テムとなっています。

SCS - Scientific Computing System -

科学技術計算システム

主な特徴

 農林水産研究情報総合センターの利用者であれば無償で利用が可能です。
 利用にあたっては、ネットワークサービスシステムからいつでも申請ができます。

最短で、1～2勤務日で利用することが可能となります。
 ANSYS、MOE、Maple等の製品版アプリケーションも多数用意しています。
 計算に農林水産基礎数値データベースのデータを直接参照することが可能です。
 システムを利用した研究支援として、コンサルティングサービスを提供しています。

主なスペック（ノード性能）

CPU・GPU コア数 メモリ ノード数
倍精度
理論性能

AI向け
AMD DPYC 7742  2.25GHz×1
NVIDIA A100 Tensor コア GPU×4 64 512GB 8 8ノード全体

642 TFLOPS

汎用計算向け
Intel Xeon Platinum 8360Y 2.40 GHz×2 36 1TB 2 56ノード全体

309 TFLOPSIntel Xeon Platinum 8360Y 2.40 GHz×2 36 256GB 54

利用できる
製品版アプリケーション

 Maple
 MOE
 Gaussian16
 Gauss View
 AMBER
 ANSYS
 Field View
 Pointwise
 ArcGIS
 ENVI
 ERDAS IMAGINE

農林水産基礎数値
データベース

 アメダスデータ
 気象データ
 農林水産統計データ

 デジタル庁が運営する、デー
タカタログサイトのオープン
データも参照可能です。

システム概要図
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Web of Science、
PubMedなどの
データベース

NLS - Network Library System -

ネットワークライブラリシステム

ネットワークライブラリシステムの主な機能

電子
ジャーナル

書誌情報

図書館担当者による
各種管理業務

本システムは、農林水産省関係試験研究機関及びAFFRITが収集管理する図書資料の情報につ
いて共有化を図ることにより、それら情報の利用の高度化を図るとともに、農林水産関係の各種情
報をデータベース化し、広く公開するため、次の3つのサブシステムにより構成されています。

文献情報システム図書資料管理システム

統合検索サービス

農林水産関係試験
研究機関総合目録

WebOPAC

所在情報の管理

複写・貸出
依頼処理

アグリナレッジシステム

AFFRITが収集する研究機関等の論文情報などを電子化のうえ、データベースとして構築し、国内農林水産試
験研究実施機関、国民及び研究者等にAGROPEDIAを通じて公開します。

農林水産関係試験研究機関が所蔵する図書資料情
報の共有化を図り、所蔵検索を可能とします。また、資
料の貸借など一元的に管理します。

電子ジャーナル、文献情報データベース等の提供を行
うとともに、統合検索サービスにより文献・論文をはじ
めとする農学情報の提供を迅速に行います。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
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① 各機関が収集所蔵する図書資料の情報を共有化し、オンラインで複写・貸借依頼を行う
ことができる図書資料管理システム。蓄積された図書資料情報は、Webでの総合目録
（WebOPAC）として一般にも公開。

② 電子ジャーナルやWeb of Science等の文献情報データベースの提供と、データベースと
WebOPACなどの統合検索を可能とし、文献情報の利用の高度化を実現する文献情報シ
ステム。

③ 国内における農林水産関係の論文情報や、各種の情報をデータベース化し公開するア
グリナレッジシステム。

AFFRIT登録ユーザのみ利用可能



図書館サービス

図書館サービス

AFFRITは、我が国における農林水産試験研究情報サービスの中核的機関として国内外の研究情
報を迅速かつ的確に収集・提供することを目的としており、国立国会図書館支部農林水産省図書
館農林水産技術会議事務局つくば分館の運営など、農林水産業の研究に必要な文献情報の収
集と提供に努めています。

デポジトリィ図書館
として長期保存

研究拠点及び他機関との
図書館資料の相互利用
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図書館収集資料を用いた国際貢献

AFFRITでは、図書館で収集した資料を用い、FAO（国際連合食糧農業機関）が1975年から開始した世界の
農林水産関係文献の収集、処理、提供システムであるAGRIS（International  Information System for the 
Agricultural Science and Technology）事業へ、我が国の入力センターとして国内の農学関連分野の論文情
報データを作成し提供しています。

ネットワークライブラリ
システムを用いて、研
究拠点間及び大学等
他機関との図書資料
の相互利用を促進して
います。

農林水産省所管の試
験研究機関が所蔵して
いる図書資料のうち、
一定期間を経た、後世
に引き継ぎ共同利用を
図るべき資料を受入れ
て、長期保存と提供を
行っています。

データ作成にあたっては、論文の書誌情報のほ
か、FAOが作成している農業及び関連分野のシ
ソーラスAGROVOCを用いて、主題分析と専門用
語抽出を行いキーワード等を付与しています。

AGRIS サイトURL ： https://agris.fao.org/

農林水産試験研究に関す
る図書資料の収集・提供

国立国会図書館支部
農林水産省図書館の
分館として、国内外の
農林水産分野の学術
雑誌及び農林水産省
刊行物、図書資料の収
集・提供を行っていま
す。



Webによる情報提供
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AGROPEDIA （アグロペディア）

農林水産研究に役立つ文献情報、論文アーカイブ、研究関連情報等を総合的に提供するWebサイ

トです。

サイトURL ：https://www.agropedia.affrc.go.jp/

ポータルサイト AFFRIT Portal

AFFRITが提供する各種サービスの入口となるWebサイトです。

はじめて利用される方への利用案内、各種システムの利用手続き、運用情報、よくある質問

（FAQ）などをタイムリーに提供しています。

サイトURL ： https://itcweb.cc.affrc.go.jp/

農林水産関係試験研究機関で所蔵する
図書資料を検索できます。

図書資料総合目録

以下はAFFRIT登録ユーザのみ利用可能

WebOPAC
（農林水産関係試験研究機関総合目録）

研究機関等の論文や画像等のコンテン
ツを統合検索できます。

AgriKnowledge

論文情報

農林認定品種

農機具

学術文献情報を探すツールとして提供。

外部データベース

Web of Science / BIOSIS Previews など

学術論文や図書の全文情報の閲覧。

Online Journal / ebook

PNAS Online / ProQuest など

文献管理や情報収集に役立つ
ツールを提供。

便利なツール

アメダスなどの数値データを提供。

基礎数値データ

NDB （農林水産基礎数値データベース）＜SCSの一部＞



関東鉄道バス

約20分
西口バスターミナル4番のりばから
以下のいずれかに乗車
（本数が少ないので運行時間をご確認ください）
・つくばセンター行 ・谷田部車庫行
・筑波大学病院行 ・生物研、大わしキャンパス行

つくばエクスプレスをご利用の方

農林団地中央
関東鉄道バス

農林団地循環 約13分

平日のみ運行

農
林
水
産
省
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産
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議
事
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学
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携
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援
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JR 上野駅 JR 牛久駅 農林団地中央
常磐線

約60分

JRをご利用の方

JR 東京駅 つくばセンター 農林団地中央
JRバスまたは関東鉄道バス

筑波大学行 約60分
八重洲南口バスターミナル
2番のりばから乗車

つくバス

南部シャトル 約20分
バスターミナル2番のりばから乗車

高速バスをご利用の方

車でお越しの場合

圏央道を利用する場合

圏央道「つくば牛久」ICで降り、「牛久・成田」方面へ
国道408号線「大井北」交差点を右折
約2.7km先（信号5つ目）の「布袋池（ふたいいけ）」丁字路（農林団地入口）を左折
約150m先の右手に当所の門があります。門から入って左手にお進みください。

常磐道を利用する場合

常磐道「谷田部（やたべ）」ICで降り、道なりに左折
サイエンス大通り（県道19号線）に出て、上横場（かみよこば）交差点を右折
国道354号線を約1km進み、2つ目の信号（丁字路）を右折
約1km進んだ左手に当所の門があります。門から入って右手にお進みください。

〒305-8601 茨城県つくば市観音台2-1-9
E-mail  request@affrc.go.jp   URL https://www.affrc.maff.go.jp/tsukuba/top/

TX 秋葉原駅 TX みどりの駅
つくばエクスプレス

区間快速 約45分

所在地・交通案内

徒歩

約5分

つくバス

南部シャトル 約20分
バスターミナル2番のりばから乗車

TX つくば駅
つくばエクスプレス

快速 約45分
農林団地中央

徒歩

約5分

徒歩

約5分

徒歩

約5分

つくバス

自由ヶ丘シャトル 約20分
農林団地中央

徒歩

約5分



農林水産研究情報総合センター要覧
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〒305-8601 茨城県つくば市観音台2-1-9
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