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業務実績の総合評価

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。

【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 19 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。

○ 主要な業務である研究開発については、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において、作物の不良環境耐性の向上につなが

ると期待されるセンサー遺伝子を同定するとともに、ネリカ品種の形質転換手

法を確立するなど、不安定環境下でのイネの品種改良に向けた技術開発が進展

した。また、伐採後オイルパーム幹のバイオマス利活用研究、マングローブ林

の水質浄化機能研究、水需給要因の変動を考慮した需給・経営モデルの開発な

どにおいて成果が得られている。研究成果の公表、普及の促進において、研究

成果に基づいた現地語の報告書やパンフレットを作成するなど、海外における

成果の活用･普及･事業化に積極的に取り組んでいることは評価できる。



○ 管理・運営については、評価・点検の実施と反映については、外部専門家

・有識者を活用しつつ自己評価・点検を行なう体制を構築したが、問題点の明

確化など改善の余地がある。また、追跡調査やフォローアップ調査を行ってい

るが、こうした調査結果や個別案件についての相手国の反応状況などをよく分

析し、今後の効率的な研究実施につなげることを期待する。研究資源の効率的

利用及び充実・高度化、予算、収支計画及び資金計画において、外部資金の獲

得件数、金額を大幅に伸ばしたことは評価できる。安全管理の推進において、

「外国出張者の手引き」を作成するなど、外国出張者に対する安全対策の強化

を図っており、途上国等に派遣される職員が、重大事故や健康被害に遭うこと

なく活動を続けていることは評価できる。

評 価 項 目（大項目） 評価

第１ 業務運営の効率化に関する関する目標を達成するためとるべき Ａ

措置

第２ 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 Ａ

る目標を達成するためとるべき措置

第３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 Ａ

第４ 短期借入金の限度額 －

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６ 剰余金の使途 －

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 Ａ



評価単位ごとの評価シート（総括表）

評 価 項 目（評価単位） 評価

第１ 業務運営の効率化に関する関する目標を達成するためとるべき措置 Ａ

１－１評価・点検の実施と反映 Ｂ

１－２研究資源の効率的利用及び充実・高度化 Ａ

１－３研究支援部門の効率化及び充実・高度化 Ａ

１－４産学官連携、協力の促進・強化 Ａ

第２ 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 Ａ

達成するためにとるべき措置

２－１試験及び研究並びに調査 別紙

２－２研究成果の公表、普及の促進 Ａ

２－３専門分野を活かしたその他の社会貢献 Ａ

第３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 Ａ

第４ 短期借入金の限度額 －

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６ 剰余金の使途 －

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 Ａ

７－１施設及び設備に関する計画 Ａ

７－２人事に関する計画 Ａ

７－３情報の公開と保護 Ａ

７－４環境対策・安全管理の推進 Ａ



評価単位ごとの評価シート（別紙：研究部分）

評 価 項 目（評価単位） 評価

第２ 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 Ａ

達成するためにとるべき措置

２－１試験及び研究並びに調査 Ａ

（１）国際共同研究及び国際貢献の推進 Ａ

（２）研究の推進方向 －

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

１） 不安定環境下における安定生産及び他用途利用のための生物 Ａ

資源活用技術の開発

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 Ａ

開発

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 Ａ

策技術の開発

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 Ａ

めの情報の収集、分析並びに提供



ウエイト
* ランク 評価結果

0.10 A

評価・点検の実施と反映については、外部専門家・有識者を活用しつつ自
己評価・点検を行う体制を構築したが、問題点の明確化など改善の余地が
ある。また、追跡調査やフォローアップ調査を行なっているが、こうした調査
結果や個別案件についての相手国の反応状況などをよく分析し、今後の効
率的な研究実施につなげることを期待する。研究資源の効率的利用及び充
実・高度化については、外部資金の獲得件数を伸ばしたことは評価できる。
産学官連携、協力の促進・強化については、農業生産法人・民間企業との
共同研究を含め産学官で連携を強化していることは評価できる。連携を一
層拡大するとともに、国際農林水産業研究センターの研究の効率的実施に
寄与することを期待する。

第１　業務運営の
効率化に関する
目標を達成するた
めにとるべき措置

総合評価 1.00 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。

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19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。
   ○主要な業務である研究開発については、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において、作物の不良環境耐性の向
上につながると期待されるセンサー遺伝子を同定するとともに、ネリカ品種
の形質転換手法を確立するなど、不安定環境下でのイネの品種改良に向
けた技術開発が進展した。また、伐採後オイルパーム幹のバイオマス利活
用研究、マングローブ林の水質浄化機能研究、水需給要因の変動を考慮し
た需給・経営モデルの開発などにおいて成果が得られている。研究成果の
公表、普及の促進において、研究成果に基づいた現地語の報告書やパンフ
レットを作成するなど、海外における成果の活用･普及･事業化に積極的に
取り組んでいることは評価できる。
   ○管理・運営については、評価・点検の実施と反映については、外部専門
家・有識者を活用しつつ自己評価・点検を行なう体制を構築したが、問題点
の明確化など改善の余地がある。また、追跡調査やフォローアップ調査を
行っているが、こうした調査結果や個別案件についての相手国の反応状況
などをよく分析し、今後の効率的な研究実施につなげることを期待する。研
究資源の効率的利用及び充実・高度化、予算、収支計画及び資金計画に
おいて、外部資金の獲得件数、金額を大幅に伸ばしたことは評価できる。安
全管理の推進において、「外国出張者の手引き」を作成するなど、外国出張
者に対する安全対策の強化を図っており、途上国等に派遣される職員が、
重大事故や健康被害に遭うことなく活動を続けていることは評価できる。

１－１　評価・点
検の実施と反映

1/4
(0.025)

B

業務の運営状況や研究内容について、外部専門家・有識者を活用しつつ自
己評価・点検を行う体制を構築したが、自らが改善すべき点が何なのか明
確にしないまま将来の計画を記述してしまった事項が多いなど、自己評価・
点検の実施には改善の余地がある。追跡調査やフォローアップ調査を行っ
ているが、こうした調査結果や個別案件についての相手国の反応状況など
をよく分析し、今後の効率的な研究実施につなげることを期待する。次年度
予算への反映に向けた作業プロセス、評価結果の指摘事項等をプロジェク
ト推進計画へ反映させた実績が明確でない部分がある。費用対効果分析
や、普及・利用状況調査を含め評価結果を理事長のイニシアティブにより迅
速に業務運営に反映することを期待する。研究職員について、マニュアルに
従い透明性の高い業績評価を実施し、管理職については処遇へ反映させ
たが、管理職以外の研究職員の業績評価の処遇への反映については特段
の進展がなく、一般職員等の業績評価の試行も行われなかった。

区　　　分

平成１９年度　国際農林水産業研究センター　評価結果



１－２　研究資
源の効率的利
用及び充実・高
度化

1/4
(0.025)

A

理事長インセンティブ経費の理念や選定基準が明確ではなく、今後は重点
化対象を明確にして取り組む必要がある。外部資金の獲得件数を伸ばした
ことは評価できる。領域長とプロジェクトリーダーの責任分担については更
なる改善の余地があり、今後、よく自己点検を行い、対策を検討して改善す
ることを期待する。

１－３　研究支
援部門の効率
化及び充実・高
度化

1/4
(0.025)

A

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。

１－４　産学官
連携、協力の促
進・強化

1/4
(0.025)

A

前年度の評価で指摘した農業生産法人・民間企業との共同研究を含め産
学官で連携を強化していることは評価できる。連携を一層拡大するととも
に、国際農林水産業研究センターの研究の効率的実施に寄与することを期
待する。

２－１　試験及
び研究並びに
調査

0.85
(0.595)

A （別紙）

国際共同研究及び国際貢献の推進については、今年度新たに13 件の研
究協力覚書（MOU）・共同研究同意書（JRA）を締結するとともに、各種制度
の下で104 名の研究者を招へいするなど、国際農林水産業研究に貢献して
おり、評価できる。国際的な食料・環境問題の解決に向けた農林水産技術
の研究開発については、作物の不良環境耐性の向上につながると期待さ
れるセンサー遺伝子を同定するとともに、ネリカ品種の形質転換手法を確
立するなど、不安定環境下におけるイネの品種改良に向けた技術開発が
進展した。また、伐採後オイルパーム幹のバイオマス利活用研究、マング
ローブ林の水質浄化機能研究、水需給要因の変動を考慮した需給・経営モ
デルの開発などにおいて成果が得られている。研究成果の公表、普及の促
進については、研究成果に基づいた現地語の報告書やパンフレットを作成
するなど、海外における成果の活用･普及･事業化に積極的に取り組んでい
ることは評価できる。専門分野を活かしたその他の社会貢献については、
国際招へい共同研究事業の中で開発途上国の研究者を受け入れるととも
に、若手外国人農林水産研究者表彰等を行い、若手研究者の人材育成に
貢献したことは、評価できる。

0.075
(0.0525)

A

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

0.70 A

２－２　研究成
果の公表、普及
の促進

0.075
(0.0525)

A

ホームページ、刊行物、イベントなどさまざまな手段により情報発信してい
る。また、国際農林水産業研究センターが蓄積してきている開発途上地域
の農林水産業に関する情報等をデータベースとして ホームページで広く国
民に公開した。国民との双方向コミュニケーションについては、熱帯・島嶼研
究拠点の近くで市民講座を開くなど効率的に実施している。今後、これら事
業の効果を踏まえ戦略的に対象を拡大し、幅広い国民の理解を得ることを
期待する。普及に移しうる成果、国際シンポジウム・ワークショップの開催、
論文数、プレスリリース、特許出願などの目標も達成した。各プロジェクトに
おいて、現地研究者と連携して研究企画を行なったり、現地語の報告書や
パンフレットを作成したりして、海外における成果の活用･普及･事業化に積
極的に取り組んでいることは評価できる。国内では成果の普及にTLOを活
用して取り組み、2件の新規許諾先と契約に至っている。今後もＴＬＯの多様
なマーケットチャネルを通じ、権利の利活用を促進することを期待する。

専門的知識を必要とする分析・鑑定に対応した。国際農林水産業研究セン
ターが所有する分析機器（XPS、SPM 他）を活用して、「固体試料分析の基
礎」と題して農林交流センターのワークショップに参画し、講習･実習を実施
した。また、国際招へい共同研究事業の中で開発途上国の研究者16名（内
3名は現地滞在型）を受け入れ、若手外国人農林水産研究者表彰では国連
大学とタイアップして意義を高めるなど国内外の若手研究者の人材育成に
貢献した。行政が行う委員会への専門家の派遣のほか、シンポジウムや
ワークショップを共催し、また、平成19年6月に閣議決定されたイノベーショ
ン25において重要な分野として取りまとめられた科学技術外交の推進に関
連して、関係部局に対し各種の報告を行った。国際会議に延べ24名の職員
を派遣し、また、CGIARのわが国における拠点研究機関として多様な活動を
行うなど業務が着実に遂行された。

２－３　専門分
野を活かしたそ
の他の社会貢
献



0.10 A

人件費、一般管理費について細部にわたる経費の節減が図られ、目標どお
り削減した。一方、外部資金の獲得に全組織的に取り組み、農林水産省の
委託プロジェクト、NEDO の補助金などの大型資金、更には前年の3 倍近い
文部科学省の科学研究費補助金など、前年を大幅に上回る4 億円余（前年
度比2.6 倍）を獲得したことは評価できる。また、競争入札促進のため、平成
19年4月に関係規程を改正し随意契約限度額を国の基準額と同額に改正し
たことは評価できる。入札・契約に係る事務は監事が適正に監査している。

－ － (該当なし）

－ － (該当なし）

－ － (該当なし）

0.10 A

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。特に「外国出張者
の手引き」を作成するなど、外国出張者に対する安全対策の強化を図って
おり、途上国等に派遣される職員が、重大事故や健康被害に遭うことなく活
動を続けていることは評価できる。

７－１　施設及
び設備に関する
計画

1/4
(0.025)

A

国際農林水産業研究センターの研究の加速に重要な施設である、作物の
通年栽培試験を行うための隔離温室の改修等を計画的に行っており、評価
できる。引き続き計画的な施設整備を期待する。

７－２　人事に
関する計画

1/4
(0.025)

A

任期付き研究員の配置、特別派遣研究員の公募・採用など、人材確保も進
められ、人事計画は適切に実行されている。引続き女性研究者の確保に向
けて努力することを期待する。

７－３　情報の
公開と保護

1/4
(0.025)

A

独法の諸活動に関する情報をホームページ等で適切に公表している。個人
情報も適切に管理している。

７－４　環境対
策・安全管理の
推進

1/4
(0.025)

A

海外出張者の健康･安全の確保については、所要の健康診断（延26名）及
び予防接種（延37 名）を実施した。国際農林水産業研究センターによる危
機管理マニュアル、必要な情報伝達・指導・管理の体制が整備されるととも
に、特に通信事情の悪い国への出張者には衛星携帯電話を持たせるな
ど、対策を整えている。 平成19年度には「外国出張者の手引き」を作成する
など、外国出張者に対する安全対策の強化を図っている。途上国等に派遣
される職員が、重大事故や健康被害に遭うことなく活動を続けていることは
評価できる。

　＊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３　予算（人件
費の見積りを含
む。）、収支計画
及び資金計画

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

第６　剰余金の使
途

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



（別紙）

ウエイト
* ランク 評価結果

－ －

－ － －

－ － －

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

0.113 A

水需給要因の変動を織り込んだインドシナにおける需給・経営モデルの開発
及びそれを用いた分析研究が進展し、気象変動の農業に対する影響を予見
する技術的方策の確立に展望が開けたこと、黒龍江省での農業気象モニタリ
ング利用による災害・被害軽減の評価が進んだことは評価できる。今後は「中
国食料変動」、「インドシナ水供給変動」、「ＧＩＳ利用技術高度化」の各プロジェ
クトにおいて、計測・予測等の先端的手法の現地への導入、普及の可能性に
ついて検討を進めることを期待する。

A0.335

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

区　　　分

（１）国際共同研究
及び国際貢献の推
進

0.00

第２－１　試験及び研
究並びに調査

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

（２）研究の推進方
向

本年度新たに13 件の研究協力覚書（MOU）・共同研究同意書（JRA）を締結
し、年度当初の件数と合わせて計85 件に達した。国際共同研究の推進のた
め、国際農林水産業研究センターの役職員112 名を延259 回（9,872 日）及び
他独法、大学、国公立計16 機関の45 名を延60回（855 日）出張させた。出張
については報告書を作成し、帰国報告会を実施するとともに、所内における
情報の共有化を図った。各種制度（国際招へい共同研究事業、共同研究者
招へい等）の下で104 名の研究者が招へいされ、国際共同研究の推進に寄
与した。これらの活動は、JIRCAS がわが国の国際農林水産業研究に関する
唯一の機関としての実績の一端を示すもので、評価に値する。いずれも中期
計画の数値目標を計画通り達成していることは評価できる。

西アフリカの半乾燥熱帯を拠点とした土壌肥沃度改善技術の開発を目指す
研究において、風成物質捕捉装置を開発し、サヘル地域の土壌肥沃度の維
持・向上のための情報を得る体制が整ったことは評価できる。 東北タイの天
水農業地域を対象とし、自家用ため池を活用するための「水資源利用計画
ツール」（タイ語版および英語版）を作成した。今後は東北タイのコンケン地域
において、このツールの利用を促進し、自家用ため池を活用した作付体系の
多様化推進が期待される。マングローブ生態系が持つ環境保全機能を評価
するために、石垣島の宮良川のマングローブ林において調査を実施し、河川
から流出する窒素、燐の 90％がマングローブ生育域に保持され、マングロー
ブ林の水質浄化機能が極めて高いことを確認した。 今後はマングローブ生態
系の水質浄化機能や物質循環機能の評価をさらに進め、熱帯島嶼環境にお
ける河川水の汚染を評価するモデルに統合することを期待する。

作物の不良環境耐性（乾燥や塩ストレス耐性など）の向上につながると期待
される浸透圧変化を察知するセンサー遺伝子を同定した。また、アフリカでの
普及が期待されているネリカ品種の形質転換手法を確立するなど、不安定環
境下におけるイネの品種改良に向けた技術開発が進展した。糖含量の解析
により、これまで廃棄されていた伐採後のオイルパーム幹がバイオマス資源
として有望であることを明らかにした。今後はこの資源の有効活用技術の開
発が期待される。水産に関しては、ラオス固有の淡水テナガエビは流域住民
にとって重要な現金資源であり、その生態解明を行うことで、多用途利用を意
図した養殖効率が改善されるなど、種苗生産技術の確立において顕著な進
展がみられる。以上のような進展はみられるものの、研究途上のものが多い
ことから引き続き積極的な研究推進を期待する。

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

0.500 A

A



A

　＊ウエイトは中項目２－１内のウエイト。

「研究戦略調査」では、世界の食料需給やアフリカ農業に関する情報の収集
や研究方向について幅広い解析を行っており、研究素材となる各種の情報の
収集・整理を実施するとともに、シンポジウム、ワークショップの開催などが計
画通り進められた。「アジア経済統合」プロジェクトでは、インドネシアにおける
キャッサバ生産事例の分析、中国・ベトナムの貿易自由化の影響の考察な
ど、着実に成果が出され、研究は順調に進捗している。本研究分野の調査研
究は、国際農林水産業研究センターが実施する国際共同研究の基礎となる
ものであるため、広範な情報やデータの収集のみならず、その的確な分析と
積極的な提供及び効果的な活用を図る必要がある。なお、全世界規模で食
料の需給動向を把握するためには、年度別の到達点を設定し、調査・分析を
効果的に進めることを期待する。

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

0.051
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