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独立行政法人食品総合研究所の平成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 「Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む 、」、 。）

」 「 」収支計画及び資金計画 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

すべてについて、中期計画の達成に向け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

独立行政法人食品総合研究所（以下「食品総合研究所 ）は、食品に関係する科学、」

技術に関する幅広い研究を行うことにより、食品の利用、加工及び流通に関する技術の

向上や食品の安全性、機能性に関する行政への貢献と国民への情報発信を業務運営全般

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査・分析し、評価した結果は以下のとおりである。15
◯ 主要な業務である研究開発については、中期計画の達成に向けて順調に業務が進

捗している。全体として非常によく成果を挙げており、研究開発のレベルは高く、

国際的にも評価を得られているものがある。論文や特許の数についても計画をかな

り上回った結果が得られており評価される。なお、研究成果の国民への還元をより

一層明確にするとともに、各種試験研究機関、行政部局、大学、民間との連携協力

をさらに推進することが望まれる。

なお、食品の安全分野等の社会的ニーズの高い研究に取り組むのはもちろんであ

るが、独法として将来的に重要だと予見しうる研究等にも取り組むことが期待され

る。

◯ 管理・運営については、効率的に業務実績が達成されるようなシステム作りがな

されており評価できる。

なお、管理事務業務の効率化、管理経費節減については、引き続きより一層の取

、 、り組みを図り その効果が研究開発業務の質の向上に寄与するよう努めるとともに

業務が効率的に運営されている実態がより分かり易く明示する必要がある。また、

得られた研究成果等とコストの実績を対比分析して管理を行う方向に努力すべきで

ある。

○ 国民の食の安全・安心を担う中核的研究機関としての自負を持ち、基礎、応用い

ずれの分野でも高レベルの研究を推進することが重要である。

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

内部及び外部有識者による評価体制の確立と実践、受託研究や競争的資金の獲得、

知的財産権への取組みや他独立行政法人をはじめとした産学官との協力関係の推進
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など、業務運営の効率化は順調に進捗している。

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』

研究課題評価及び機関運営の評価など、業務は順調に進捗している。但し、研究

職員の業績評価に関しては、 年度に試行される研究資源の配分への反映の着実16
な実施を行うとともに中期計画に定めたとおり、処遇への反映についても実施する

必要がある。

『２ 研究資源の効率的利用』

食品の安全・安心分野への人員・予算配分の重点化が図られているが、今後も、

①食品の安全・安心分野等の国民的関心の高い研究分野、②酵素をはじめとする生

物機能の活用等の先駆的研究分野、③食品廃棄物からのバイオプラスチック製造等

の基盤的研究分野のバランスを保ちながらトップマネージメントを行い、研究資源

の重点化、効率的利用に努めることが重要である

また、優れた研究成果を背景に競争的資金を積極的に獲得しているが、今後、農

林水産省以外からの競争的資金の一層の増大が重要である。

『３ 研究支援の効率化及び充実・高度化』

文献等の研究情報の電子化、並びに高度分析機器や実験動物等の管理業務の外部

委託等、研究支援の効率化・高度化に関する業務は順調に進捗している。

『４ 連携、協力の促進』

連携大学院（９大学 、民間企業等との共同研究（ 件）を積極的に推進してい） 54
る点は評価できる。今後は、連携、協力の促進によって得られた成果及びその効果

を明確にすることが重要である。

『５ 管理事務業務の効率化』

管理事務業務の効率化は順調に進捗しているが、今後、一層の努力をするととも

に効率化の具体的成果を明確にすることが望まれる。

『６ 職員の資質向上』

人材のレベルアップは重要であり、海外研究交流の促進、学位取得等の研究分野

の人材育成への取組は順調に進捗している。今後とも、研究職員はもとより、知的

財産、会計関係等の人材育成を充実していく必要がある。

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

試験及び研究並びに調査に関しては高い水準にあり、専門研究分野を活かした社

会貢献も十分果たしている。特に食品の安全性確保・品質保持技術の開発、表示制

度に対応した分析技術の高度化等、国民的関心が高い分野においてニーズに応える

成果をあげている点は高く評価される。また、将来の食品産業のシーズになる微生
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物のゲノムならびに酵素活用に関する基盤的研究や食品の機能性解明についても特

記すべき成果が見られており、今後、応用分野への進展が望まれる。

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』

「Ⅱ－１－１） 食品の機能性の解明と利用技術の開発」については、脂質代謝調

節機構、アポトーシス誘導機構、アレルギー症状抑制食品成分解明、味覚情報伝達系

解析、食品の嗜好機能解析等において、優れた成果が得られ、特許も順調に出願され

るなど、業務は順調に進捗している。特に 「血管モデルと血液レオロジー測定」に、

関する研究は、独創性のある研究でありながら社会的関心も高いことから、今後、医

療分野への応用を含めた研究の進展を期待する。

「Ⅱ－１－２） 食品の安全性確保・品質保証技術の開発」については、社会的に

大きな関心と期待が寄せられている分野であり、着実な成果が得られている。今後、

食中毒微生物・ウイルスに関する取組みを一層強化するとともに、開発した研究成果

を普及することが望まれる。

「Ⅱ－１－３） 食品表示制度に対応した分析技術の高度化」については、社会的

な関心が高いばかりでなく表示の正当性を裏付ける重要な技術であるが、ＤＮＡ分析

による農産物品種の判別技術の実用化や遺伝子組換え農作物（ ）含有食品の高GMO
度分析技術が開発され、国際標準化に寄与する等、業務は概ね順調に進捗しており、

今後の更なる発展が望まれる。

「Ⅱ－１－４） 食品素材の利用技術、食品製造技術の高度化」については、糖質

やタンパク質の持つ新しい機能の解明等の基盤的研究や、食品素材の製造・利用技術

の開発など質の高い研究が多く、業務は順調に進捗している。今後、マイクロチャネ

ル等のオリジナリティーの高い研究の一層の発展、ならびに環境負荷低減や国産農産

物の有用性をアピールできる研究の進展が望まれる。

「Ⅱ－１－５） 微生物・酵素利用の高度化」については、リボゾーム工学や麹菌

ゲノム解析、酵素の改変と利活用など、基盤的研究において極めて優れた独創性の高

い成果をあげており、期待以上の業績があがっている。

食品廃棄物の有効利用に関する研究は難しいテーマであり、着実な取組みが望まれ

る。

「Ⅱ－１－６） 基礎的・基盤的研究の推進」については、業務は概ね順調に進捗

している。特に、ジーンバンク事業は国家的に重要な事業でもあり、着実な取組みが

望まれる。また、ファクトデーターベースの構築は、継続的な対応と早期公表が望ま

れる。

『２ 専門研究分野を活かした社会貢献』

業務は順調に進捗しており、社会の要請によく応えていると判断する。特に、高

分解能核磁気共鳴装置、原子間力顕微鏡、質量分析装置等の高度分析機器を活用し

た依頼分析・鑑定、公設機関、企業、大学の職員を対象とした研修ならびに多数の

外国人研究者の受入等、着実に社会貢献を果たしている。

『３ 成果の公表、普及の促進』

論文や特許申請において、数値目標を大幅に上回る成果をあげるなど、業務は順

調に進捗している。また、独法で開発した技術の移転等を支援するために、定員を

増やすことなく「連携共同推進室」を新設したことや、新たな試みとして企業を対
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象とした「研究成果展示会 」を開催する等、研究成果の公表・普及方策につ2003
いても積極的に展開していることは高く評価できる。

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 Ａ

②評価に至った理由及び所見

受託収入や競争的資金の獲得が積極的に行われている点、ならびに食品の安全性

その他の重点領域を設定しての資金配分等の点は評価できる。今後、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

食の安全・安心に対する国民的関心は非常に高いが、公募による最適任者の採用、

チーム制による研究職員の弾力的配置、ポスドクの活用等により、積極的に対応し

た点は評価できる。今後も、国民から研究の強化が求められている研究領域に対応

した組織の一層の体制強化を継続することが必要である。

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』

高温調理加工食品に含まれるアクリルアミド等をはじめとする食品の危害因子を迅

速・高精度に検出するため、実験棟を改修する等、業務は順調に進捗している。

『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 』。）

、 、 、研究職員の重点配置については 併任 ポスドクの配置等により実施しているが

今後ともトップマネージメントを活用した人員の重点配置を継続する必要がある。

また、研究部長の公募、任期付研究員の採用等、適任者の効率的な採用を今後も継

続的に実施することが重要である。

（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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○食品総合研究所の過去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

社会的要請の大きい研究課題である、食品の安全・安心、表示、品質保証等と、将来に

向けた研究である生物機能の高度利用等をバランスさせ、かつ高温加熱した食品に含まれ

るアクリルアミド等の緊急課題にも迅速・的確に対応し社会的混乱を未然に防止した。ま

た、これを支える仕組みの構築を含め、トップマネージメント機能はよく発揮されている

点は高く評価できる。

なお、このような体制を持続させるには、マネージメントをシステム化することが肝要

である。今後、我が国の食の安全・安心に関わる公的な中核研究機関としての活躍が期待

されるが、基礎的研究成果を実用に結びつけていくことが重要である。

２．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

ポイント２：効率的な業務の進展状況

食のグローバル化が急速に進展しており、組換え農産物の検知技術開発と国際標準化の

ように、国内基準策定ばかりでなく、科学的データを基にして積極的に国際基準策定に寄

与することが求められており、限られた研究資源を効率的に利用することが重要である。

また、文献利用の迅速化・高度化、会議の効率化、高額精密機器の維持管理の外部委託業

務の増加とスムーズな移行により、研究者の労度軽減が図られ、成果の増加に寄与してい

る。なお、管理事務業務の効率化を具体的数値で表現出来るよう努力するほか、研究業務

の効率化を図ることも重要である。

ポイント３：連携・協力の推進

一方、連携大学院契約の締結をはじめ、他独法の試験研究機関、行政部局、民間企業な

どとの人材交流を含めた連携、協力は順調に進展しているが、食のグローバル化に伴い多

様な連携が必要とされており、さらに連携を強化する努力を継続することが必要である。

、 。なお こうした連携により得られた具体的な成果を分かり易く表現することが重要である

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
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中期計画に対応した達成状況、受益者等を明確にした社会貢献の状況、食品の安全性確

保などの緊急に解決すべき問題への対応状況等、いずれも目標を達成している。

とりわけ、①食品を高温で加工した際に生ずるアクリルアミド問題、②組換え農産物の

検知技術開発、③ 分析による米の品種鑑定、④無機元素組成に基づく中国産ネギのDNA
判別、⑤農産物中のマイコトキシン汚染、⑥食中毒細菌の迅速検出技術の開発、⑦農産物

のトレーサビリティに活用されている青果ネットカタログの開発と実運用等、食品の安全

性や表示のための技術開発などの分野では、社会の要請に応えた研究成果をあげることが

出来た点は高く評価できる。また、①食品に含まれる機能性成分の効果を迅速に判定する

ための評価技術の開発、②高齢化を背景に咀嚼の解析、③毛細血管に近い状態で血液の通

過速度を測定する技術の開発、④舌の味覚感覚の分子レベル的研究等、食に関する基盤的

研究も着実な成果をあげている。今後とも、状況を的確に把握し迅速に対応できる体制を

。 、 、 、維持することが必要である また 当該分野の先進的な中核研究機関として 地道な研究

研修、啓蒙活動と積極的な広報活動の展開が重要である。

なお、①均一な微小液滴が調製可能なことから新たな食品加工技術として注目されてい

るマイクロチャネル乳化技術、②農産廃棄物を利用し、射出成形によりバイオプラスチッ

クを製造する技術などの加工分野でも新たな成果をあげている。さらに、微生物、酵素利

用などの基礎的研究では、多くの競争的資金を獲得し、世界に誇れるような高レベルの研

究成果が得られ一流誌に多数の研究論文を発表している。こうした食品産業のシーズとな

るような研究は今後も精力的に継続する必要がある一方、こうした成果を産業化に結びつ

け、アウトカムとして食生活向上に役立てるよう努力する必要がある。

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

競争的資金の獲得に取組み、件数・金額ともに増加している。また、経費削減に努め、

優れた成果を挙げており、財務内容は概ね妥当に推移していると判断する。今後は、内部

計数の管理とその実績など、表現を工夫し、情報開示を一層推進する必要がある。

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

公募型資金への応募や競争的資金獲得の奨励、研究資金の重点配分など、競争原理の強

化、浸透をはかりながら組織の活性化に努め、それが研究成果の創出につながっている。

今後とも、任期付任用並びに研究部長公募等による優秀な人材確保に継続的に取り組むと

ともに、国内外の諸研究機関との人材交流を更に進め、広い視野と闘争心を持った人材・

組織づくり等による活性を持続させる仕組みの構築を目指すことが重要である。

、「 」 、また 食品の安全・安心 をはじめとする国民ニーズに迅速・適確に対応できるよう

研究体制を構築することが重要である。

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、食品総合研究所もそ
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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。


