
ウエイト＊ ランク

0.10 Ａ

１－１　評価・
点検の実施と
反映

1/4
(0.025)

Ａ

１－２　研究
資源の効率
的利用及び
充実・高度化

1/4
(0.025)

Ａ

現行プロジェクトの加速並びに終了プロジェクトの研究成果のフォローアップのために理
事長インセンティブ経費を投入したことは評価できる。今後、その効果を分析し、一層の
効率化・重点化を進めることを期待する。外部資金の獲得件数は大きく改善されており
評価できるが、こうした取り組みを定常化させ、さらに獲得を伸ばす努力が求められる。
研究の企画・推進を強化するため、研究戦略調査室を新設したことは評価できる。今
後、研究戦略調査室を活用して研究の重点化方向を示し、研究資源の効率的利用につ
なげるとともに、研究領域間の連携を深めることなどにより、研究成果をより効率的に創
出することを期待する。

総合評価 Ａ

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
項等」の総てについて中期計画に対して業務が順調に進捗したと判断し、Ａと評価した。

区　　　分 コ　メ　ン　ト

農林水産省独立行政法人評価委員会農業技術分科会

客観性の高い自己評価体制を整備したことは評価できる。今後、効率的で有意義な評
価･点検が行われることを期待する。研究成果の普及・利用状況の把握については、独
法化以降の研究成果のフォローアップ調査を行っている。また、第二期メコンデルタプロ
ジェクトを対象として、現地共同研究機関等と共同でフォローアップ調査を実施したこと
は、評価できる。今後はその分析結果を将来の研究計画立案、管理などに活用すること
を期待する。平成18年度より、研究課題をプロジェクト方式に編成し、研究の進捗状況の
確認とそれに応じた資源投入を容易にした。今後、その利点を生かし、効率的・効果的
な研究開発を推進することを期待する。
研究管理職員を含め研究職員については業績評価を行った。研究管理職員については
処遇への反映も行っている。今後、その処遇への反映を早期に研究職員へ拡大するこ
とを期待する。一般職員の業績評価についても取り組むことを期待する。

　○ 主要な業務である研究開発については、国際共同研究の推進による国際貢献に対
し相手国機関から感謝状が授与され、国内でも、持続的開発のための農林水産国際研
究フォーラム（J-FARD）事務局として関係機関と連携して国際シンポジウムを開催する
など、国際共同研究及び国際貢献の推進は順調に進捗している。不安定環境下におけ
る安定生産及び多用途利用のための生物資源活用技術の開発などにおいて、顕著な
研究成果も認められる。また、世界の農林水産業あるいは食料需給に関する調査･分析
活動に参画し、得られた諸情報を国内外に発信していることも評価できる。今後とも国内
外の関係諸機関との積極的な連携の維持によりJIRCASの情報収集･分析･提供機能を
充実･強化し、研究プロジェクトの企画及び戦略の策定につなげることを期待する。
　○ 管理・運営については、プロジェクト方式による試験研究の推進・管理体制を導入し
たこと、研究職員のエフォート配分調査を開始したことは評価できる。第二期メコンデル
タプロジェクトを対象として、現地共同研究機関等と共同でフォローアップ調査を実施し
たことも評価できる。また、競争的資金の獲得に向けた取り組みに関しては、成果が認
められる。組織改編、研究支援体制の強化・拡充を図ったことも評価できる。

総合所見
　独立行政法人国際農林水産業研究センター（以下「JIRCAS」という。）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・農林水産業・環境分野へ
の国際研究協力を、業務運営全般の効率化を進めつつ行うことが求められている。この
ような観点から、平成18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。

プロジェクト方式による試験研究の推進・管理体制を導入したこと、研究職員のエフォー
ト配分調査を開始したことは、より的確な研究の推進と資源配分を可能とする取り組みと
して評価できる。第二期メコンデルタプロジェクトを対象として、現地共同研究機関等と共
同でフォローアップ調査を実施したことも評価できる。今後はその分析結果を将来の研
究計画立案、管理などに活用することを期待する。また、競争的研究資金の獲得件数が
増加していること、組織改編や研究支援体制の強化・拡充を図ったことは評価できる。今
後、取った措置の効果を分析し、より効率的な組織運営を進めることを期待する。

第１　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

独立行政法人国際農林水産業研究センターの平成１８年度に係る業務の実績に関する評価結果
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１－３　研究
支援部門の
効率化及び
充実・高度化

1/4
(0.025)

Ａ

１－４　産学
官連携、協力
の促進・強化

1/4
(0.025)

Ａ

0.70 Ａ

２－１　試験
及び研究並び
に調査

0.85
(0.595)

Ａ

２－２　研究
成果の公表、
普及の促進

0.075
(0.0525)

Ａ

２－３　専門
分野を活かし
たその他の社
会貢献

0.075
(0.0525)

S

0.10 Ａ

－ －

－ －

－ －

農林水産省等からの要請に対応して、各種委員会への委員の派遣や海外調査の実施、
情報の提供等を行ったことは高く評価できる。「農林水産省とモンゴル食糧農牧業省との
技術的対話」の協議を受けて、関係機関との交流が19年度から始まることが決まるなど
成果も認められる。また、業務実績報告書には記述がないが、農林水産省による若手外
国人研究者表彰制度の創設に当たり、JIRCASの果たした役割は評価できる。農林水産
省から受託した国際共同研究人材育成事業やＪＩＲＣＡＳ特別派遣研究員制度によって、
若手の日本人研究者の育成に貢献していることも評価できる。

(該当なし）

理事長インセンティブ経費を設けるなど予算の重点配分が検討されていることは評価で
きる。
人件費については、5年間で5％以上の削減目標に向けた取り組みが行われている。ま
た、給与水準は、国の水準とほぼ同等である。
競争的研究資金の獲得に向けた取り組みも評価できるが、今後、可能性のある制度に
幅広く積極的に応募し、外部資金の獲得に向けた努力を強化することを期待する。受託
収入については、計画額を下回っていることから、さらなる取り組みを期待する。
支出面では、電気機械設備の運転保守管理業務などの外部委託費の低減が認めら
れ、評価できる。今後とも、施設・設備の運転の合理化を進めることを期待する。また、
農林水産省・総務省からの要請を踏まえ、一般競争入札の拡大に向け、規程の見直し
を決めたことは評価できる。契約審査委員会及び内部監査により透明性、公平性等が
常に検証されていることを期待する。

第６　剰余金の使
途

プレスリリースの件数が中期計画目標値の1/5を超え、実際に多く報道されたのをはじ
め、学術誌、機関誌、研究成果情報、ニュースレター、プレスリリースなどの多くのメディ
アを活用し、研究成果などを積極的に公表しており評価できる。国民等との双方向コミュ
ニケーションにも積極的に取り組み、現地農民・住民からのニーズ把握とプロジェクトへ
の反映を行っていることも評価できる。知的財産については、ポリシーの策定を行い、出
願も多く行われた。今後は実施許諾の拡大に向けた取り組みに期待する。

第５　重要な財産
を譲渡し、又は担
保に供しようとす
るときは、その計
画

第４　短期借入金
の限度額

(該当なし）

(該当なし）

組織を見直すとともに、技術専門職員、一般職員による現地支援を行い、研究支援体制
の強化・拡充を図ったことは評価できる。今後はそれらの効果の分析を行いながら、研
究支援の効率化・高度化を進めることを期待する。

従来から関係のある機関との連携が継続され、外部の研究勢力を活用した効率的な研
究体制が構築されており評価できる。今後、農業・食品産業技術総合研究機構をはじめ
とする他独法などとの共同研究、人事交流を含む連携の強化を期待する。また、農業生
産法人、民間企業との共同研究についても、検討することを期待する。

多岐･多様な国際共同研究を推進することによる国際貢献に対し、ブラジル、タイ、パラ
グアイ、アルゼンチンの関係諸機関から感謝状が授与された。国内的にもJ-FARDの事
務局として、関連機関･組織と連携して国際シンポジウムや講演会を開催し、海外におけ
る農業研究の紹介や啓蒙に努め、我が国における国際的な研究拠点としての機能と役
割を十分果たした。不良環境に対する耐性獲得に関わる新規遺伝子の単離、エビ養殖
技術開発の鍵となる卵黄形成抑制ホルモンの構造決定などにおいて、顕著な研究成果
も認められる。世界の農林水産業あるいは食料需給に関する調査･分析活動に参画し、
得られた諸情報を国内外に向けて発信していることは、JIRCASのプレゼンスをより高め
る活動であり、評価できる。研究成果の公表、普及の促進に関しては、学術誌、機関誌、
研究成果情報、ニュースレター、プレスリリースなどの多くのメディアを活用し、研究成果
などを積極的に公表しており評価できる。専門分野を活かした社会貢献については、農
林水産省等からの要請に対応して、各種委員会への委員の派遣や海外調査の実施、情
報の提供等を行っており、評価できる。

第３　予算（人件
費の見積りを含
む。）、収支計画
及び資金計画

（別紙）

第２　国民に対し
て提供するｻｰﾋﾞ
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
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0.10 Ａ

７－１　施設
及び設備に関
する計画

1/4
(0.025)

Ａ

７－２　人事
に関する計画

1/4
(0.025)

Ａ

７－３　情報
の公開と保護

1/4
(0.025)

Ａ

７－４　環境
対策・安全管
理の推進

1/4
(0.025)

Ａ

　　＊中項目のウエイトは、上段が大項目内のウエイト、下段の（　）内が全体を１としたときのウエイト。
　　＊大項目のウエイトは、全体を１としたときのウエイト。

第７　その他農林
水産省令で定め
る業務運営に関
する事項等

ＪＩＲＣＡＳの諸活動に関する情報をホームページにおいて適切に公開するとともに、情報
公開請求にも迅速に対応しており評価できる。引き続き、情報の適切な公開と保護に努
めることを期待する。

海外出張者の安全確保について十分かつ必要な措置を講じ、ギニアでのゼネスト発生
時等に適切に対処するなど実際に被害なしに業務を遂行したことは評価できる。環境負
荷低減や化学物質管理では、法令を遵守するのみならず、自主管理を組み込んで対応
しており評価できる。今後とも、関係する法令の変更に対応しつつ、適切な管理を継続す
ることを期待する。

施設及び設備に関する計画、人事に関する計画、情報の公開と保護、環境対策・安全
管理の推進については、順調に進捗している。

採用を計画的に行うとともに、バイオマス資源の利活用等の重点研究領域について、公
募により任期付研究員を重点的に採用するなど戦略性が認められ評価できる。ＪＩＲＣＡ
Ｓ特別派遣研究員制度によって、大学院生やポスドクを海外の共同研究実施サイトに派
遣し、海外での研究の加速を図りながら、将来の国際研究を担う人材の育成に努めてい
ることも評価できる。女性研究者の積極的な採用など、女性の能力活用についても、引
き続き努力することを期待する。

計画通りの施設整備を行うとともに、電力設備の改修により研究業務へ与える不安を解
消し、特にその施工を地中埋設とし台風による被害軽減を図ったことは評価できる。施
設が今後有効に活用され、研究の効率的な推進、快適な執務環境が維持されるよう、計
画的な施設整備が継続することを期待する。

3



ウエイト
＊ ランク

－ Ａ

0.00 Ａ

－ －

－ －

１）　不安定環境下にお
ける安定生産及び多用
途利用のための生物
資源活用技術の開発

0.48 Ａ

２）　持続的な農林水産
業のための環境資源
管理・生産管理技術の
開発

0.36 Ａ

３）　地球規模の環境
変動が農林水産業に
与える影響の解明及び
対策技術の開発

0.12 Ａ

0.04 Ａ

区　　　分 コ　メ　ン　ト

－第２－１　試験及び研究並びに
調査

　　＊ウエイトは中項目２－１内のウエイト。

世界の農林水産業あるいは食料需給に関する国際的な調査･分析活動に参画し、ま
た、受託研究資金を獲得してアフリカの現地調査を実施するなど多くの情報を収集し、
センターが将来実施しようとする海外共同研究プロジェクトの背景情報を提供するとと
もにその戦略の策定に寄与した。
本課題で得た諸情報を国内外に向けて発信することはJIRCASのプレゼンスをより向
上･拡大することとなるものであり、評価できる。今後とも国内外の関連諸機関との積
極的な連携を維持することによって、本分野におけるJIRCASの情報収集･分析･提供
機能を充実･強化し、自らの国際共同研究を始めとする各レベルの研究プロジェクトの
企画および戦略の策定につなげて行くことが期待される。

－

熱帯牧草から見出された生物的硝酸化成抑制に関しては機能解明に向けた優れた成
果が得られている。また、農民参加と社会経済的視点を取り入れた「天水農業」プロ
ジェクトの取り組みも評価できる。
一方で、一部のプロジェクトでは、実施体制の確立に時間がかかり、研究の開始が遅
れた。これについては、年度内に研究員を出張させ、遅れを取り戻すための対応がと
られている。

（１）国際共同研究及び国際
貢献の推進

（２）研究の推進方向

18年度にはＪＩＲＣＡＳの職員延べ269名を海外諸機関に出張させ、他の独法、大学、国
公立研究機関及び民間機関等からも延べ65名の専門家の支援と協力を得て、多岐･
多様な国際共同研究を推進し、多大な国際貢献を果たした。同時に、計84名の管理
者、共同研究員を招へいし、多角的な国際交流を行った。これらの貢献に対し、ブラジ
ル、タイ、パラグアイ、アルゼンチン各国の関係諸機関から感謝状が授与されており、
評価に値する。
従来の研究協力覚書（MOU）に加え共同研究同意書を新たに設定するなど、国際共
同研究の枠組みをさらに整備した。18年度には、既存のMOU等に加えて、18件の
MOU等を新たに締結した。一定期間後にそれらのフォローアップを行い、その効果を
検証することが求められる。
国内的にもJ-FARDの事務局として、関連機関･組織と連携して国際シンポジウムや講
演会を開催し、海外における農業研究の紹介や啓蒙に努め、我が国における国際的
な研究拠点としての機能と役割を十分果たした。
科学技術外交の積極的な展開が求められる中、国際研究協力、海外からの研究者の
招へい、科学技術ネットワークの強化などを介し、今後とも国際貢献を果たしていくこと
を期待する。

Ｂ　国際的な食料・農林水
産業及び農山漁村に関す
る動向把握のための情報
の収集、分析並びに提供

Ａ　国際的な食料・環境問
題の解決に向けた農林水
産技術の研究開発

－

不良環境耐性の獲得に関わる新規遺伝子の単離、バイオマス利用による効率的なエ
タノール生産技術、およびエビ養殖技術開発の鍵となる卵黄形成抑制ホルモンの構造
決定など、今後の研究の展開に重要な成果が得られており、評価できる。これらの成
果はいずれも対象国の現地において実用化が待たれているものであり、今後さらに研
究が加速されることを期待する。海外における共同研究実施の調整に若干の遅れが
見られたプロジェクトがあったが、年度内に関連機関との共同研究計画が全て合意に
至り、次年度からの研究を問題なく実施できる状態としている。

中国における気象災害早期警戒システムの構築、環境変動の影響予測を目的とした
インドシナ地域のコメ需給モデルの構築及び激発地における重要病害虫防除管理技
術の開発で優れた成果が得られており、現地適用・普及が期待される。
一部のプロジェクトでは、データ収集開始が予定より遅れたものの、18年度内に共同
研究態勢が構築されたことから、来年度以降の研究は順調に進展するものと期待され
る。

（別紙）
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