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独立行政法人農業生物資源研究所の平成１５年度に係る業務の実績に関する評価結果

農林水産省独立行政法人評価委員会農業技術分科会

１ 総合評価

（１）評価ランク Ａ

（２）評価に至った理由

「Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 、法人の主要な」

業務である研究開発を含む「Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する目標を達成するためとるべき措置」及び「Ⅶ その他農林水産省令で定める

業務運営に関する事項」が中期計画の達成に向けて順調に進捗しているので 「Ⅲ 予、

算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画」については取り組みがやや不。）

十分であったが、全体として業務は順調に進捗していると判断し、Ａと評価した。

（３）総合所見

国民生活及び独立行政法人農業生物資源研究所（以下「農業生物資源研究所 ）は、」

社会経済の安定に資する農業の生産性の飛躍的向上や、農産物の新たな需要・新生物

産業の創出に不可欠な生物機能の効率的利用技術の開発と、これを支える基礎的研究

。そのため、世界をリードする生命科学の研究を目指すとともに、生を実施している

物関連産業のための革新的な技術開発を業務運営全般についての効率化を進めながら行

うことが求められている。このような観点から、平成 年度の業務の実績について調15
査・分析し、評価した結果は以下のとおりである。

◯ 全般的に機関としての業務は順調に進捗している。特に、イネゲノム塩基配列の

解読は完全解読に向け順調に進捗している。その中で、ポストゲノム研究の将来ビ

ジョンに沿った研究の重点化を行い 「将来構想委員会」を設置し、ロードマップ、

の作成を着実に進めている。そして、国内外におけるイネゲノム研究のネットワー

クを構築し、イネゲノム研究の核になることを目指して「イネ研究１０年計画」を

とりまとめたことが評価できる。

◯ 研究所の最も重要な業務である研究の実績は確実に進捗している。評価制度、特

許等の審査システム、外部・国外との連携など全体にわたって改善がみられるが、

、 。研究職員の業績評価では 評価結果を資金配分や処遇の改善につなげる必要がある

◯ 遺伝子組換え研究推進室を設置して、国民の遺伝子組換え技術に対する理解に努

めたことなどは評価できる。遺伝子組換え作物についてのリスクの評価、管理、リ

スクコミュニケーションを組織的に実施してリーダーシップを一層発揮することが

望まれる。

○ 昆虫・動物生命科学研究部門と植物生命科学研究部門に大別される部門内及び部

門間を越えた研究の連携をさらに推進する必要がある。

２ 各大項目ごとの評価

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

①評価ランク Ａ

②評価に至った理由及び所見

業務は順調に進捗している。

評価制度、特許等の審査システム、外部・国外との連携など全体にわたって改善がみ

られた点は評価できる。なかでも懸案であった研究職員の業績評価を実施したことは評

価できるが、中期計画にある「評価結果の処遇や研究資源配分への反映」を早急に実施
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する必要がある。

今後のポストゲノム研究を戦略的に推進するために 「イネ研究１０年計画」を策定、

し、国内外におけるイネゲノム研究ネットワークの核になることを目指していることは

。 、 、大いに評価できる その戦略に沿って 農業生物資源研究所の果たす役割を明確にして

、 、 。研究テーマの集約化 重点化 専門分野を越えた共同研究をさらに推進する必要がある

研究資源の効率的利用については、研究活性化経費、スペース課金制度等により充実

を図っていることは評価できるが、研究費、人員等の重点配分方針を明示する必要があ

る。

項目ごとの所見は以下のとおりである。

『１ 評価・点検の実施』

研究職員の業績評価マニュアルを作成し、研究者の業績評価を実施したことは評

価できる。ただし、評価結果の処遇や研究資源配分への反映を早急に実施し、研究

者の意欲を高め、研究者が自由な発想により最大限能力を発揮できる競争的な研究

環境を整備することが必要である。

『２ 研究資源の効率的利用』

外部資金獲得は実績が上向いており、概ね順調に推移している。研究活性化経費

に加え、所独自予算による在外研究制度を創設するとともに、新たに運営費交付金

のグループ内配分を研究グループ長の裁量とするなど、研究資金の効率的利用に努

めた。さらに、スペース課金制度も検討しており、研究資源の効率的利用に努力が

されている。

今後は、研究費の配分方針、人員の重点的配分方針を示すとともに、遅れの見ら

れる研究課題・研究者・設備・資金の管理の改善が必要である。

『３ 研究支援の効率化及び充実・高度化』

概ね順調に推移しているが、今後は支援職員の位置づけ、処遇等の基本的考え方

について明示していく必要がある。特に、研究支援要員として科学技術振興機構重

点研究支援協力員制度に頼っているが、 年度中にすべて終了する同プログラム17
以後、恒常的な要員手当の体制を準備しておく必要がある。なお、知的財産権の取

得・移転の促進には技術移転科を設置しているが、費用対効果を勘案して質の向上

を図る必要がある。

『４ 連携、協力の促進』

大学等他の研究機関との共同研究を積極的に実施し、情報公開も進展しており、

国内におけるイネゲノム研究ネットワークの中核機関を目指していることは評価で

きる。また、人材の流動性が増し、独法間、大学等との交流が促進された点も評価

できるが、一層の交流が求められる。

なお、産学官の連携、協力については、法人としてさらに主体的に関与し、推進

していく必要がある。

『５ 管理事務業務の効率化』

契約発注プロセスの合理化が現場レベルで実施されるなど改善がみられ、業務は

順調に進捗しているが、研究グループごとのテーマ、人、設備・資金の管理はもと

より、資金ごとのテーマ、人、設備の管理の徹底が必要である。
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『６ 職員の資質向上』

所内での在外研究制度の創設等、改善がみられる。研修については、他機関ある

いは民間会社などでの研修も必要ではないか。

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

①評価ランク Ａ

②評価に至った理由及び所見

業務は順調に進捗している。

イネゲノム情報の完全解読に向け順調に進捗している。すでに得られた情報につい

ては、イネゲノムリソースセンターを立ち上げ、公開と配布を迅速に実施しており、

国内外のイネ研究へ大きく貢献している点が評価できる。

動物、昆虫、植物ともに、形質転換法の改良、ゲノム情報を活用した機能解明に一

、 、 。定の進展があり いくつかの高水準の論文発表とあわせ 業務は順調に進捗している

「遺伝子組換え研究推進室」を設置し、遺伝子組換えの研究開発に関する情報を広

く国民に発信し、国民的理解の増進を図ったことは評価できる。他の研究機関とも共

同して、パブリックアクセプタンスを得るための努力を続ける必要がある。

項目ごとの所見は以下のとおりである。

『１ 試験及び研究並びに調査』

課題による成果のばらつきはあるが、イネの全ゲノム解読など、業務は順調に進

捗している。

「Ⅱ－１－Ａ ゲノム生物学等を利用した生命科学研究」

イネゲノム全塩基配列の 年中の完全解読に向けて研究を推進しているなか2004
で、特にセントロメア領域の解読に初めて成功した点が評価できる。また、得られ

たゲノム情報を国内外研究者へ提供するためにイネゲノムリソースセンターを立ち

上げたことは国内外のイネ研究の推進へ大きく貢献し評価できる。植物を中心に顕

著な成果が上がっているほか、カイコでも全ゲノムの ％をカバーする塩基配列80
を解読するなどの成果が見られる。今後は得られたゲノム情報の成果を活用したポ

ストゲノムの研究の一層の推進が必要である。

「Ⅱ－１－Ｂ 農林水産業の飛躍的発展を目指した革新技術の開発」

基礎研究を充実して革新技術につなげる課題であり、一層の進展が求められる。

遺伝子組換え作物については、実用可能性を厳密に評価する必要があるが、長期的

にみて重要な研究であり、特に健康機能性を増強した米の作出は、推進すべきであ

る。 マーカーでは、ブタの量的形質遺伝子座（ ）解析など優れた成果をDNA QTL
得ている。放射線利用による突然変異の誘発でも、新品種の確立、登録申請、特許

出願など現場に密着した成果が上がっており評価できる。

「Ⅱ－１－Ｃ 新産業の創出を目指した研究」

新素材及び新蚕糸技術の開発は特許数が多く評価できるが、有用物質生産技術の

開発と生物機能の改変による新規用途生物の開発は進捗が遅れている。産業的応用

、 、「 」に具体的につながりうる課題が少なく 企業との共同研究により 新産業の創出

を目指す必要がある。
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「Ⅱ－１－Ｄ バイオテクノロジーを支える基盤技術の開発」

実験用動植物の開発は、ミュータントパネルの作出、コムギの形質転換体の作出

では成果が得られており、カイコでの組換え個体作出でも進展がみとめられるが、

組換え動植物作出のための基盤技術の開発は業務の遅れが見られ、改善が必要であ

る。

「Ⅱ－１－Ｅ 生物遺伝資源の収集、評価、保存・増殖、配布、情報管理」

この部門は地味であるが、農業生物資源研究所の重要な使命のひとつであり、遺

、 、 、 。伝資源の情報収集 システム化 管理などが着実に向上して 順調に進捗している

さらに最新技術に基づく情報管理のトータルシステム整備を進める必要がある。

『２ 専門研究分野を活かした社会貢献』

順調に進捗しているが、分析・鑑定などでの積極的なアプローチが必要である。

「遺伝子組換え研究推進室」を設置して、遺伝子組換え研究について、広く国民に

情報を発信し、理解の増進を図ったことが評価できる。

『３ 成果の公表、普及の促進』

発表論文数も質も向上しており、評価できるが、社会への還元にはさらに積極的

に取り組む必要がある。インターネットも用いた種々の情報公開、研究成果の普及

促進を図るために２社のベンチャー企業が設立されたこと、ゲノムリソースセンタ

ーの整備など進捗している部分もあるが、知的財産権に関わる情報提供については

タイトルだけでなく、内容・利活用状況も公開する等さらに充実していく必要があ

る。

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画。）

①評価ランク Ｂ

②評価に至った理由及び所見

法人としての研究推進方針を明示し、それに沿った大きな枠組みでの資金の配分戦

略を明確にする必要がある。受託研究費が当初予算を大幅に下回っており、原因等を

解析し、対策を明らかにすべきである。経費削減は、単に水光熱費等の節約だけでな

く、研究の重点化による課題整理を検討すべきである。

また、成果目標単位ごとに成果の実績とコスト（人的資源の投入量を含む）を集計

し、分析を行って管理を行う方向への努力が求められる。

Ⅶ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

①評価ランク Ａ

②評価に至った理由及び所見

人材確保については、前進がみられる。しかし、今後は公募による採用数を増や

すとともに、人材の幅を広げる事が望ましい。

項目ごとの所見は以下のとおりである。

『１ 施設及び設備に関する計画』

業務は適切に措置されている。
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『２ 人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む 』。）

研究グループ長を公募するなど、優秀な人材の確保に努めている。今後は、公募

による採用数を増やすとともに、職員等の所内での流動的・重点的配置に努める必

要がある。なお、ポスドクについても、人材として育成していく使命を有する。

（参考）本評価において用いた評価ランクは以下の３段階である。

Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している

Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている

Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている
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○農業生物資源研究所の過去３カ年の業務達成状況

平成 年度は中期目標期間の中間年にあたること、平成 年度には中期目標期間の終15 17
期を迎え次期中期目標期間に向けて独立行政法人全般にわたる検討が行われることから、

当分科会としては発足後３カ年の主な実績について法人から資料の提出を受け、ヒアリン

グを行い、点検を行ったところである。

当該点検の結果は以下のとおりであるが、次期中期目標の策定に向け、本とりまとめが

効果的、効率的な研究推進に資するものとなることを期待する。

１．総論

ポイント１：トップマネージメントの機能の発揮

理事長のトップマネジメントにより、研究の重点化・効率化、外部研究機関との連携等

の取組が実施され、戦略が明確になりつつある点が評価される。具体的には、中長期的な

視点に立った研究の重点化方向を検討するための「将来構想委員会」や、中期計画の重点

、「 」 。 、的な研究推進のため ゲノムリソースセンター 等を設置したことがあげられる また

「遺伝子組換え研究推進室」を設置して遺伝子組換え研究に関する情報発信を行い、技術

移転科の設置により、技術移転機能の強化を図ったことは、評価できる。これらの取り組

みの成果が、今後一層明らかになると期待する。

２．業務の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

ポイント２：効率的な業務の進展状況

ポイント３：連携・協力の推進

研究所内部でのグルーピングを研究内容に即して再編成し、研究効率の向上を図る必要

がある。

ゲノムに関する情報を公開し、他の研究機関との共同研究を進めたことは評価できる。

また、遺伝子組換え研究推進委員会及び遺伝子組換え研究推進室を設置するなどパブリ

ックアクセプタンスに取り組まれている点が評価できる。今後は他法人と連携して、さら

にわかりやすいアピールを工夫することが必要である。

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

ポイント４：ミッションに対応した社会貢献

農業の生産性の飛躍的向上や生物機能の効率的利用技術の開農業生物資源研究所は、

世界をリードする生命科学の研究を目指している。このため、以下の研究発のために、

を推進している。

国際イネゲノム塩基配列解析プロジェクトではリーダーとして、国際協力によるプロジ

ェクトを推進し、得られた情報を広く公開して、国内外の植物科学研究の推進に大きく貢

献してきた。イネゲノムプロジェクトの中で、遺伝子単離・機能解明研究で得られた病虫

害抵抗性・ストレス応答性・形態・生理機能等に関わる遺伝子については多くの特許を取
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得し、知的財産権の確保に努めている。また、スギ花粉症緩和、血清コレステロール値低

下等の効果を持つ健康機能性米の開発も大きく進展している。

カイコでの遺伝子組換え技術を確立し、昆虫工場による有用物質生産を可能にした。ま

た、カイコ全ゲノムの約 ％を解読して、ゲノム創農薬技術の開発を目指している。80
再生医療や臓器移植のモデル用として、体細胞クローン技術を利用した組換えブタの作

出に成功するとともに、肉質に関わる を明らかにした点が大きい。QTL
今後は各分野にわたって、ポストゲノム研究の体制を整備し、ライフサイエンスのリー

ダー研究所として一層研究を推進していく必要がある。

また、放射線依頼照射事業は、わが国唯一の放射線照射施設である放射線育種場が、国

・公立研究機関、大学、民間等からの依頼に応じて、多種多様な栽培植物に照射を行って

おり、今後もますます需要が見込まれる事業である。

遺伝資源配布事業は農業生物資源研究所が、わが国の遺伝資源収集・保存の中核機関と

して、植物・動物・微生物に関する遺伝資源を国内外の研究者に提供するとともに、貴重

な遺伝資源として次世代に引き継いでいく事業であり、失われつつある世界の遺伝資源を

わが国として保存していく重要な事業である。

近年の蚕糸の生産状況に鑑み、蚕糸関連業務については効率化を図ることを検討する必

要がある。

４．予算、収支計画及び資金計画

ポイント５：業務の効率化を反映した財務内容の状況

効率化の努力は行われているが、それにとどまらず、費用対効果の視点も入れて、研究

進行管理を行う必要がある。

５．その他農林水産省令で定める業務運営に関する重要事項

ポイント６：組織の活性化に向けた取り組み状況

組織の改編や研究グループ長の公募による採用や、研究活性化を図るための各種制度

業績評価と処遇への反映、他機関との活発な交流により、組織の活性化を図っている。

や士気の向上により、さらなる活性化を目指す必要がある。

６．付記事項

現在、政府においては平成 年度末までに中期目標期間が終了する独立行政法人に係17
る期間終了時の見直し検討に前倒しで着手されているところであり、農業生物資源研究所

もその対象とされている。

本業務達成状況の点検作業を開始した時点では、このような事態は想定していなかった

ところであるが、本点検作業を当該事務・事業及び組織・身分等の見直しに役立てていく

ことが期待される。


