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独立行政法人国際農林水産業研究センターの

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

A（１）評価ランク

（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、 と評価した。A
（３）総合所見

独立行政法人国際農林水産業研究センター（ )は、国際的な食料需給の安定やJIRCAS
地球規模の環境問題への対応のため、食料・農林水産業・環境分野への国際研究協力の

推進に努めることを目的としている。このような観点から、平成 年度の業務の実績15
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。

○ の特徴は国際的研究業務にあり、大半の研究は国外で行われているため、JIRCAS
様々な困難があるが、順調に進捗している。特にアフリカでの共同研究の開始は、

我が国のこれからの国際的農業研究の方向に沿っており、時宜を得ている。国際プ

ロジェクトや、個々の課題の間では成果に格差も見られており、テーマや実施体制

の検討が必要である。

○管理業務では、成果目標単位ごとに、成果の実績とコストとの対比を行えるよう手

法の検討を行うべきである。

○海外活動が主であるため、 の活動を、国民にわかりやすく説明しアピールJIRCAS
する工夫が求められる。

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

A①評価ランク

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。

評価では、国際プロジェクト現地からの外部有識者も含めて評価した点で、より

客観性が達成されたと高く評価できる。理事長奨励研究の拡大など競争原理の強化

による活性化、効率的な運営についても改善されている。研究課題評価結果や研究

業績評価の研究資源配分や処遇への反映は課題として残る。

研究支援に関しては、技術専門職や一般職など研究支援職の海外現地派遣が評価

でき、今後も積極的な取り組みが必要である。また、我が国を代表して海外で仕事

をするにあたっては、人材が大切な財産であり、質的向上の一層の取り組みが必要

である。

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』
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外部有識者による評価会議を設置し、機関運営、国際プロジェクト研究の評価、

研究職員の業績評価等を行い、プロジェクト研究の改廃・課題整理を含めた研究資

源配分の重点化を検討している点は評価される。特に国際プロジェクトでは外部評

価委員にプロジェクト対象国の有識者を加えて客観的な評価を行っている点が大き

く改善している。

研究職員の業績評価に関して、発表論文数に加えて、途上国での活動等も評価対

象にしたことは、 の研究の特性からして適切だと判断できるが、活動内容JIRCAS
等に関しては評価基準を明確にする必要がある。また、中期計画に定めたとおり、

業務評価結果の研究資源の重点配分と処遇への反映を実施すべきである。

『２ 研究資源の効率的利用』

外部競争資金の獲得については応募数は昨年度と同じだが、獲得実績が減少して

いる。農水以外の省庁の資金獲得も目指すなど、一層の取組み強化が望まれる。ま

た、理事長奨励研究の拡大などの競争原理の強化は評価できるが、研究の重点化に

あわせて研究資金や研究員等の重点配分が必要である。

『３ 研究支援の効率化及び充実・高度化』

海外に於ける研究職員の活動を支援するために専門知識や技術を有する人材の派

遣を進めるとともに、知的財産に関する研究職員の意識の向上や情報の提供につい

ても前向きな取組みを行う等、順調に進捗している。

『４ 連携、協力の促進』

アフリカの国際半乾燥熱帯作物研究所（ ）サヘルセンターとの共同研究ICRISAT
のスタートは、我が国のこれからの国際的農業研究の方向とも合致しており、評価

できる。国内の大学からの若手研究者の受け入れや日本学術振興会（ ）外国JSPS
人特別研究員の採用などは、研究連携の強化に繋がり、さらに推進強化する必要が

ある。 との役割分担に基づく連携も順調に進捗している。なお、先進国とのJICA
共同研究や他の独法研究機関、産学官との連携協力も充実していくことが必要であ

る。

『５ 管理事務業務の効率化』

本所への支払事務の一元化、所内 利用の研究業績公表届提出など、事務処LAN
理の簡素化、スピードアップは順当と判断できるが、ここまでで良いという終点の

ない分野であり、更なる工夫が期待される。

『６ 職員の資質向上』

順調に取り組まれている。学位取得は、我国を代表して国際社会で仕事をする上

で必須のものと考えられ、今後も取得の奨励が求められる。さらに、国際プロジェ

クトの円滑な遂行には共同研究相手国の文化・言語・社会等に対する理解が重要で

あり、これらに関する重点的な研修など、資質向上への取組みを一層充実させてい

く必要がある。

『７ 海外滞在職員等の安全と健康の確保』

や鳥インフルエンザ等予期できない事態への対策や、日常の健康管理に努SARS
めるとともに、派遣前ガイダンスを含め安全対策に対する意識の浸透に努めたこと
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は評価できるが、危険レベルの段階ごとにあらかじめ対策を立てておく等、緊急時

の対策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

A①評価ランク

②評価に至った理由及び所見

業務は全体的には順調に進捗しているが、優れたものもある反面、進捗の遅れて

いるものもある。全体に中課題間の成果の格差が大きく、大課題の目的達成のため

には中課題の見直しが必要である。海外機関との人的ネットワーク構築や、海外対

象国に関する情報収集は向上して来ている。国際社会における我が国のプレゼンス

、 。を一層高めるためにも 先進諸国を含めた各国と連携して研究にあたる必要がある

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』

「Ⅱ－１－Ａ 開発途上地域の食料需給改善のための農林水産業の動向解析、国

内外の研究開発動向の把握及び技術開発方向の解明」

重要なテーマではあるが、進捗が遅れているものがあり、何らかの研究推進の工

夫が必要である。特に開発途上地域の食料需給改善のための農林水産業の動向解析

については、統計データ等が決して充分ではない途上国における研究の問題点は理

解できるが、より信頼度の高いものとする必要がある。

なお、国際情報部の成果が研究所の研究企画、管理、運営にどのように活かされ

ているかをわかりやすく説明する必要がある。

「Ⅱ－１－Ｂ 開発途上地域の農林水産業の持続的発展のための研究開発」

国際プロジェクトは、成果の格差が大きく、ベトナムメコンデルタにおける低利

用飼料資源を用いた豚の飼育等、大きな成果を挙げている研究がある一方、十分成

果が上がっていない課題もある。こうした課題については原因を十分に解析して、

研究の順調な推進に向けた対策をとる必要がある。また、国内研究も含めたプロジ

、 、ェクト全体で 各年度の達成状況を前年度と比較して明らかになった点を示すなど

全体の推進を図る上での工夫が必要である。

沖縄における研究については、位置づけを明確化した重点的推進が必要である。

『２ 専門研究分野を活かした社会貢献』

分析、鑑定の実施状況は、順調に稼動し始めたと判断する。講習、研修等につい

ては、国際シンポジウム、ワークショップなどをニジェール、タイ、ベトナム、中

国など対象国の他、日本でも開催し、活発に活動している。行政、国際機関、学会

等への職員の派遣、技術情報の提供も、順調に進捗している。

『３ 成果の公表、普及の促進』

JIRCASホームページや学術専門誌 機関誌の活用 記者クラブへの情報提供や、 、 、

ギャラリーや 「つくばちびっ子博士２００３」の開催など努力が見られたが、成、

果の公表に対する取り組みの度合いが部門により偏っており、積極的に成果をアピ

ールする意識の向上が必要である。また、研究成果の普及の促進については成果情

報の公表にとどまらず、普及までフォローする体制が必要である。発表論文数や出

願特許数は概ね目標を達成しており、順調に推移している。
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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

経費節減に係る取り組みについては節減の努力にかかわらず、今一歩の進捗が望

まれる。受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係る取り組みについても、目標

値を下廻り、もう一段の進展が必要である。法人運営における資金の配分状況につ

いては、さらにメリハリのある配分が必要である。

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。なお、財務諸表における研究

経費と実績報告書の大課題ごとの予算配分合計との差異について、わかりやすい説

明が必要である。

Ⅵ 剰余金の使途

①評価ランク Ａ

②評価に至った理由及び所見

事業年度の利益処分については、平成 年 月 日農会第 号をもって農14 16 3 10 495
林水産大臣より承認された。目的積立金として承認された 円については、次15,493
年度以降に有効かつ適切な活用が期待される。

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

業務は順調に進捗している。

我国を代表して国際的な場で活動する上で、人材確保と育成が重要であり、公募

や任期付任用による戦力増強、研修による育成、専門職の現地派遣による研究職員

支援等を今後も進めていく必要がある。

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』

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 』。）

国際プロジェクトの円滑な遂行には、各技術分野の専門知識だけではなく、開発

途上国の文化・社会に対する深い理解が必要であり、核となる人材は で養JIRCAS
成していく必要がある。その点で、海外研究に任期付で研究者を採用したことは、

評価できる。

常勤職員数の管理、業務効率化の視点での人員配置の重点化、外部からの研究者

受入れなど、人事管理全般に亘って順調に推移している。職員の採用についてはポ

スドク以外も含め公募制をさらに拡大する必要がある。

（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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○国際農林水産業研究センターの過去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

国際プロジェクトでは政府の政策方針に基づき、従来のアジアに加え、アフリカでの国

際機関との共同研究を開始するなど、対象地域の重点化や国際研究機関との連携強化に理

。 、事長のトップマネジメント機能が発揮されている 国際プロジェクトの評価に当たっては

現地からの外部有識者を含めた点に大きな改善が見られる。また、開発途上国の持続的な

発展や環境問題など、地球規模の問題に対処するため、国内の大学や研究機関、 のNGO
研究・交流組織として「持続的開発のための農林水産国際研究フォーラム」の設立を目指

している点に理事長のトップマネジメントが現れている。国際研究に携わる優秀な人材確

保のための方策や、基盤研究の充実と研究資源の特定研究課題への重点配分、国内外の関

連研究機関との連携、各種の支援体制の構築などにも理事長のトップマネジメント機能が

発揮されている。今後は評価結果を資源の配分に反映させる等に更なるリーダーシップの

発揮が望まれる。

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効率的な業務の推進状況

厳正な評価システム、理事長奨励研究費による研究費の重点配分システムを確立した。

また、事務処理の簡素化、迅速化を行うとともに、海外滞在職員の現地での安全や健康管

理への対応、海外での研究職員の活動支援などを進めてきたことは国際プロジェクト遂行

に大きく貢献している。さらに、海外派遣に要する経費全体を見直し節減を図った。

ポイント３：連携、協力の推進

国際プロジェクトについては、他法人を含めた各専門分野の専門研究者の派遣や国際農

業研究協議グループ傘下の研究機関との連携について努力し、進捗している。今後は、

。 、JIRCAS自身の研究重点化と連動させた共同研究・連携の重点化が重要である そのため

評価システムを活用し、目的に沿って人員配置を行うこと等が必要である。

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
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は国際的な食料需給の安定や地球規模の環境問題への対応のため、食料・農林JIRCAS
水産業・環境分野への国際研究協力の推進に努めることを目的として研究を推進してい

る。

なかでも、乾燥等の環境ストレス耐性を持つ植物の開発は、砂漠、凍土、塩害地など耕

作不適地の増大に対して作物生産をするための、大きな成果である。モデル植物で確かめ

られた環境ストレス耐性を作物に導入するために、イネ（国際稲研究所： 、コムギIRRI）
とトウモロコシ（国際とうもろこし・小麦改良センター： 、国際乾燥地農業研CIMMYT
究センター： 、ダイズ（ブラジル農牧研究公社： 、キャッサバ（国ICARDA EMBRAPA） ）

際熱帯農業センター： ）等で世界各地で共同研究が開始されており、大きな成果がCIAT
期待される。

、 、 、メコンデルタプロジェクトで オニテナガエビ養殖技術の改良と 現地での普及により

ベトナムでの稚エビの生産が大幅に増大したことも重要な成果である。この成果は平成１

４年度の文部科学大臣賞を受賞している。

また、西アフリカの稲作を振興し、栄養不良環境を改善するために、不良環境耐性で良

食味を持つネリカ米の栽培向上をめざしたプロジェクトと、東南アジア及び我が国南西諸

島に広がり、カンキツ栽培を妨げるカンキツグリーニング病防除のためのプロジェクトを

新たに開始しており、成果が期待される。

このようなミッションと成果を一般の日本国民に対して、もっと強くかつわかりやすく

アピールするのも の重要な責務である。JIRCAS

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

管理業務の見直し、コスト削減の努力は順当に行われている。今後は、研究業務につい

てもコストの視点を取り入れ、評価を行っていく努力が必要である。また、ミッション

の中での活動の重点化志向に連動して、資金の重点配分をもっとわかりやすく説明する

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

公募制の活用による任期付研究者の採用は、組織の活性化に向け、さらに拡充する必

要がある。また、研究職員の業績評価の処遇への反映などを順次実施する必要がある。

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、国際農林水産業研究

センター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。


