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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】

「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」、法

人の主要な業務である研究開発を含む「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達成するためとるべき措置」、「第３

予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画」及び「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」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 21 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、モンゴルにおける子羊の拠出によ

る井戸修理費用確保システム（羊ファンド）やグアバ混植によるカンキツ･グリ

ーニング病抑制の有効性を確認するなど研究は着実に進捗しており、特に好熱

嫌気性細菌を利用することにより稲わらを 91 ％の高効率で糖化できることを見

出したことは、東南アジアにおけるバイオマス利用の基礎技術として評価でき

る。また、パラグアイにおいて農村開発の一環としての小規模植林が国連気候

変動枠組条約クリーン開発メカニズム（CDM）理事会に登録されたが、これは

日本の関与する案件として初めて登録された植林 CDM 事業であり、評価でき

る。

○ 管理・運営については、評価結果に基づき、アフリカ食糧問題や地球温暖

化問題に対応した重点化プロジェクトを開始したこと、「国際」分野の 18 の成

果情報の普及･活用状況の評価及びタイにおける共同研究の波及効果の調査など

研究成果のフォローアップを行っていることは評価できる。研究資源の充実･高

度化に関しては、中国現地事務所を廃止する一方、アフリカ連絡拠点を開設す

るなど、戦略的重要性に対応した組織再編を行ったことは評価できる。専門分

野を活かしたその他の社会貢献に関しては、アフリカ稲作振興のための共同体

の運営に引き続き貢献するとともに、アジア稲作研究連絡協議会の議長機関と



して、アジアの稲作研究課題についての議論を主導したことは評価できる。一

方、21 年にはガーナで特別調査員が急病により死亡されたほか、世界的な新型

インフルエンザの発生もあったことから、海外における十分な健康管理対策な

ど一層の安全対策に取り組むことを期待する。

評 価 項 目（大項目） 評価

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 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 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



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 A

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 前述

達成するためとるべき措置

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多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
* ランク区　　　分 評価結果

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21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、モンゴルにおける子羊の拠出による
井戸修理費用確保システム（羊ファンド）やグアバ混植によるカンキツ･グリーニン
グ病抑制の有効性を確認するなど研究は着実に進捗しており、特に好熱嫌気性
細菌を利用することにより稲わらを91％の高効率で糖化できることを見出したこと
は、東南アジアにおけるバイオマス利用の基礎技術として評価できる。また、パラ
グアイにおいて農村開発の一環としての小規模植林が国連気候変動枠組条約ク
リーン開発メカニズム（CDM）理事会に登録されたが、これは日本の関与する案件
として初めて登録された植林CDM事業であり、評価できる。
　○管理・運営については、評価結果に基づき、アフリカ食糧問題や地球温暖化
問題に対応した重点化プロジェクトを開始したこと、「国際」分野の18の成果情報
の普及･活用状況の評価及びタイにおける共同研究の波及効果の調査など研究
成果のフォローアップを行っていることは評価できる。研究資源の充実･高度化に
関しては、中国現地事務所を廃止する一方、アフリカ連絡拠点を開設するなど、戦
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0.10 A

１－１　評価・点検の実施
と反映

1/4
(0.025)

A

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

関しては、中国現地事務所を廃止する一方、アフリカ連絡拠点を開設するなど、戦
略的重要性に対応した組織再編を行ったことは評価できる。専門分野を活かした
その他の社会貢献に関しては、アフリカ稲作振興のための共同体の運営に引き続
き貢献するとともに、アジア稲作研究連絡協議会の議長機関として、アジアの稲作
研究課題についての議論を主導したことは評価できる。一方、21年にはガーナで
特別調査員が急病により死亡されたほか、世界的な新型インフルエンザの発生も
あったことから、海外における十分な健康管理対策など一層の安全対策に取り組
むことを期待する。

評価･点検に関しては、評価結果に基づき、アフリカ食糧問題や地球温暖化問題
に対応した重点化プロジェクトを開始したこと、「国際」分野の18の成果情報の普
及･活用状況の評価及びタイにおける共同研究の波及効果の調査など研究成果
のフォローアップを行っていることは評価できる。また、H22年度には研究職員の
業績評価の結果を勤勉手当に反映させることにした。研究資源の充実･高度化に
関しては、中国現地事務所を廃止する一方、アフリカ連絡拠点を開設するなど、戦
略的重要性に対応した組織再編を行ったこと、人事管理の高度化や海外農業開
発業務の増大に対応するため、管理事務部門を充実させたことは評価できる。産
学官連携に関しては、民間との共同研究により｢安全なエビの生産システム･プラ
ントの開発｣など研究成果の実用化が図られており、業務は順調に進展している。

評価･点検に学術的視点だけでなく、研究成果のユーザーの視点も反映させるた
め民間企業からの2名を含む6名の外部委員に委嘱して業務実績評価を行ったこ
と、研究成果のフォローアップのためにタイにおける共同研究の波及効果の調査
及び「国際」分野の18の成果情報の普及･活用状況の評価を行っていることは評
価できる。中期計画期間中に終了･中止となったプロジェクトを対象に、論文、特
許、品種だけでなく、アウトリーチ活動や人材育成などを含めた包括的な評価を行
うための「プロジェクト終了報告」を試行しているが、最終年度において、こうした体
系的評価が本格実施されることを期待する。評価結果に基づき、アフリカ食糧問
題や地球温暖化問題に対応した重点化プロジェクト等を開始するとともに、評価結
果に基づく次年度研究計画の見直しを予算査定に先行させ、評価結果を予算配
分に反映させやすくしたことは評価できる。研究職員について、業績評価の結果を
勤勉手当に反映させることにしたことは評価できる。一般職員及び技術専門職員
の人事評価制度を中期計画期間内に本格導入することを期待する。



１－２　研究資源の効率
的利用及び充実・高度化

1/4
(0.025)

A

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

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

国際共同研究及び国際貢献の推進に関しては、目標である80件を超す111件の
MOU(研究協力覚書）を維持するとともに、共同研究推進等のため新たに95名を招
聘するなど、業務は順調に進捗している。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関しては、モンゴルにおける子羊の拠出による井
戸修理費用確保システム（羊ファンド）やグアバ混植によるカンキツ･グリーニング
病抑制の有効性を確認するなど、研究は着実に進捗しており、特に好熱嫌気性細
菌を利用することにより稲わらを91％の高効率で糖化できることを見出したこと
は、東南アジアにおけるバイオマス利用の基礎技術として評価できる。また、パラ
グアイにおいて農村開発の一環としての小規模植林が国連気候変動枠組条約ク
リーン開発メカニズム（CDM）理事会に登録されたが、これは日本の関与する案件

大わし地区の電気･機械設備保管業務について、外注方法を見直し、契約金額の
削減を進めたこと、熱帯･島嶼研究拠点においても草刈業務等をアウトソーシング
したことは評価できる。人事管理の高度化や海外農業開発業務の増大に対応す
るため、管理事務部門を充実させたこと、海外共同研究サイト等に一般職員を延
べ7人派遣し、予算の適正執行の点検、安全管理に関する情報収集を行ったこと
は評価できる。これらの現地支援等を通じて得た情報を分析し、研究支援のさらな
る高度化を進めることを期待する。

開発途上地域における研究の水準向上と効率的実施のために他独法や大学等と
の共同研究を行っていること、民間との共同研究により、「安全なエビの生産シス
テム･プラントの開発」など、研究成果の実用化が進んだことは評価できる。農研
機構との協力により、稲･サトウキビ育種の効率化を図っていることも評価できる。
引き続き、独法や大学等との共同研究について、その成果を検証し、連携強化を
進めることを期待する。

研究の企画・立案に必要な情報収集・分析や研究の加速のため、理事長インセン
ティブ経費を重点配分していること、運営費交付金の効率的利用を行うため、評価
結果に基づく次年度研究計画の見直しを予算査定に先行させ、評価結果を予算
配分に反映させやすくしたことは評価できる。外部資金については、農水省受託
研究の増加等により増額となったが、科研費は減少しているため改善を期待す
る。研究施設については、老朽施設の計画的改修を行うとともに、オープンラボや
高額機器の共同利用にも引き続き取り組んでおり評価できる。中国現地事務所を
廃止する一方、アフリカ連絡拠点を開設するなど、国内外のニーズや戦略的重要
性に対応した研究の組織再編を行ったことは評価できる。領域長とプロジェクト
リーダーとの役割分担については、第3期での組織再編に向けて検討が続いてい
る。人材育成については、各種研究への参加、資格の取得、国際学会への派遣な
どに取り組んでおり評価できる。その効果を分析し、さらに効果的な人材育成を行
うことを期待する。

２－１　試験及び研究並
びに調査

0.85
(0.595)

A

２－２　研究成果の公表、
普及の促進

0.075
(0.0525)

A

（別紙）

向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

リーン開発メカニズム（CDM）理事会に登録されたが、これは日本の関与する案件
として初めて登録された植林CDM事業であり、評価できる。研究成果の公表、普
及の促進に関しては、国際協力実施機関や各国大使館等が活動を紹介するグ
ローバルフェスタに参加するなど、つくば以外にもアウトリーチ活動を広げている。
専門分野を活かしたその他の社会貢献に関しては、アフリカ稲作振興のための共
同体の運営に引き続き貢献するとともに、アジア稲作研究連絡協議会の議長機関
として、アジアの稲作研究課題についての議論を主導したことは評価できる。

国民との双方向コミュニケーションについては、国際協力実施機関や各国大使館
等が活動を紹介するグローバルフェスタに参加するなど、つくば以外でもアウト
リーチ活動を進めていることは評価できる。広報誌の紙面刷新、編集の外注化に
も取り組んでいる。インドシナ諸国からの参加を得てタイ･コンケン大学において課
題発掘ワークショップを実施するなど、共同研究機関からのニーズ把握に努めて
いることは評価できる。こうしたニーズを今後のプロジェクト立案等に反映させてい
くことを期待する。タイの野菜データベース、西アフリカの雑草データベースなどを
公開し、研究成果の利活用を促進していること、多言語による成果マニュアルの作
成に努め、タイ語の肉用牛飼養基準が現地の農業者にも活用されるようになった
ことは評価できる。普及に移しうる成果、査読論文、特許出願は順調に進んでお
り、プレスリリースについても改善がみられた。農研機構と共同開発で稲4品種の
登録出願を行うとともに、品種利用許諾を11件に倍増させたことは評価できる。引
き続き、明確な知財ポリシーの下で、知財の利活用の促進に取り組むことを期待
する。



２－３　専門分野を活かし
たその他の社会貢献

0.075
(0.0525)

A

－ －

0.10
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４　短期借入金の限度額

引き続き、国内外の研修生を積極的に引き受けるとともに、大学等に所属する若
手日本人研究者9名をプロジェクトの現地に派遣するなど、将来の国際研究を担う
人材育成に努めていることは評価できる。こうした人材を活用していくために、帰
国後のフォローアップや人材ネットワークの整備を進めることを期待する。農水省
等の要請を受けて、ウルグアイ及びパラグアイにおける現地調査に協力するな
ど、行政部局が行う国際協力に協力していることは評価できる。「アフリカ稲作振
興のための共同体」のメンバーとして運営に積極的に貢献したこと、アジア稲作研
究連携協議会の議長機関として、アジア地域の稲作の課題についての議論を主
導したこと、COP15のサイドイベントで設置が合意された農林水産部門からの温室
効果ガス排出削減･吸収源拡大のための国際的共同研究協定（GRA)に積極的に
対応したことは評価できる。

(該当なし）

A

法人の評価会議等での評価結果を考慮しつつプロジェクト事業に重点配分を行う
という予算配分方針に基づき、アフリカでの調査研究の強化、研究成果の実用化
促進、国際農林水産業研究におけるセンター機能強化を進めていることは評価で
きる。外部資金については農水省の委託プロジェクト費を中心に増額となった。自
己収入については、新品種の利用許諾が11件に倍増した。引き続き、国際農業研
究叢書の有料化など、自己収入の増加に向けた取組を期待する。研究課題の外
部委託については、契約の透明性確保に努めているが、研究成果の分析は十分
には行われていない。事務･技術職員の給与水準については、緑資源機構からの
承継人事によると思われるが、ラスパイレス指数が100を超えているため、計画的
に改善に取り組むことを期待する。契約については、総合評価方式及び複数年契
約についての契約事務規定を整備したこと、1者応札・1者応募の解消に向け、公
告期間の延長等に取り組むとともに、外部有識者と常任監事からなる契約監視委
員会において、競争性のない随意契約及び1者応札・1者応募等の契約状況を審
議している。この審議結果を踏まえつつ、さらに随意契約等の見直しを進めること
を期待する。会計検査院から指摘された国際シンポジウム運営業務の入札用件
については見直しを行っている。政策評価･独立行政法人評価委員会の指摘につ
いても、中国現地事務所の廃止、事業用車の削減に取り組んでいる。引き続き、
保有資産のあり方について、適切な検討を行っていくことを期待する。内部統制に
ついては、監査室を新設し、コンプライアンス体制、組織内部の情報共有、情報公
開、会計処理などの内部監査を行っていることは評価できる。

－ －

－ －

－ －

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

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

(該当なし）

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 (該当なし）

(該当なし）

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･
安全管理の推進に関しては、業務は順調に進捗しているものと認められるが、21
年にはガーナで特別調査員が急病により死亡されたほか、世界的な新型インフル
エンザの発生もあったことから、海外における十分な健康管理対策など一層の安
全対策に取り組むことを期待する。

理事長直属の監査室の新設、研究戦略調査室の強化を図るとともに、総務部門
の再編により、効率的･効果的な業務推進に努めていること、期末の人員数目標
達成にむけて取り組んでいることは評価できる。アフリカ農業研究など重点研究分
野の研究者を4名採用したこと、研究担当幹部職員の公募による採用を行ってい
ることは評価できる。21年度は、女性研究者1名を採用したが、応募者と採用者に
占める女性割合に乖離はなかった。民間託児所による保育支援制度を新たに導
入したことは評価できる。引き続き、次世代育成支援行動計画に沿って、仕事と子
育てを両立しやすい雇用環境整備に努めていくことを期待する。

業務を適切かつ効率的に実施するため、熱帯･島嶼研究拠点において、老朽化し
た熱帯害虫動態解析室の整備を行っていること、台風接近時の停電対策として、
老朽化が著しい発電機の更新等の電力関連設備改修を行っていることは評価で
きる。引き続き、老朽化施設等の計画的整備を期待する。

センターの諸活動に関する情報は、引き続き、ホームページ等により公開されてお
り、評価できる。延べ346名が参加したセキュリティーセミナーを実施し、情報伝達･
保管機器の適正な管理について、全員に周知したことは評価できる。



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。

海外滞在職員等の安全対策としては、「JIRCAS危険レベル別対応策」に基づき、
出張制限などの措置を講ずる体制が整備されており、新型インフルエンザの発生
に際しても、適切な対応を実施していることは評価できるが、21年7月にはガーナ
で特別調査員が急病により死亡した。このことを重く受け止め、海外における十分
な健康管理対策など一層の安全対策に取り組むことを期待する。放射線同位元
素、核燃料物質及び遺伝子組換え生物等については、厳格な管理を行っている
が、化学物質についても管理を充実させていくことを期待する。



ウエイト
* ランク

－ A

0.00 A

－ －

－ －

独立行政法人　国際農林水産業研究センター

シロイヌナズナにおいて、SnRK2型タンパク質キナーゼが乾燥耐性と穂発芽を制

（１）国際共同研究及び国際
貢献の推進

（２）研究の推進方向 －

区　　　分 評価結果

－

J-FARDを活用した他機関との連携については、J-FARDとの共催又は後援を得
て国際シンポジウム・セミナーを開催し、各機関との相互連携及び研究者の交流
を推進している。国際共同研究推進等のための職員等の出張に関しては、中期
計画の目標（200名/年度）を大幅に上回る実績を残しており、評価できる。国際共
同研究推進等のための招へいについては、95名を招へいし4カ年の累計は412名
となり、目標である500名の達成に向けて着実に進展している。MOUついては、今
年度新たに17件締結し、数値目標である80件をこえる111件のMOUを維持してい
る。また、若手研究者への奨励金授与については、農林水産省技術会議事務局
と連携し、「2009年若手外国人農林水産研究者表彰」を実施し、受賞者３名に対し
奨励金を授与している。本表彰は、関係国や関係機関とのつながりを強めるだけ
ではなく、海外若手研究者のモチベーションの向上に大いに寄与していると考えら
れ、取り組みが継続されるべきである。総じて、中期目標の達成に向け着実に努
力がなされており、評価できる。

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

－

平成２１年度 国際農林水産業研究センター 評価結果別紙

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

0.394 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

0.362 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

0.182 A

シロイヌナズナにおいて、SnRK2型タンパク質キナーゼが乾燥耐性と穂発芽を制
御していることを遺伝学的に解明し、今後、乾燥耐性が向上した作物や穂発芽し
にくい作物の開発への応用が期待される。また、好熱嫌気性細菌を利用すること
により稲わらを９１％の高効率で糖化できることを明らかにしており、世界の主流
であるカビ酵素よりも遙かに高い糖化能であり、今後のバイオマス利用に大いに
寄与すると期待できる。さらに、アジアの伝統食品であるおから発酵食品や桑の
葉に含まれ血糖値抑制効果を有する１－デオキシノジリマイシンについて従来法
よりも簡便かつ高感度の定量法を開発し、消費者への情報提供、食品の高付加
価値化が期待される。注目すべき研究成果を多数生み出しており、順調に研究活
動が進んでいると認められる。

パラグアイでの農村開発の一環としての小規模植林が、国連気候変動枠組条約
（UNFCCC）のCDM理事会に登録され、鳩山イニシアチブにかなうだけではなく、当
該国地域の農業の発展に寄与できる大きな成果として高く評価できる。また、世界
食料モデルによるダイズ生産量、コメ生産量に及ぼす温暖化の影響解明、複数年
度のLANDSATデータを利用する土地利用調査手法の開発、カンキツのグリーニ
ング病防除におけるグアバ混植の有効性の確認など、着実に成果を上げ、実用
に供されつつあることは評価できる。

持続的な資源管理や生産管理体系の構築に関して、様々な調査、研究開発、管
理マニュアル作成等がなされている。熱帯牧草 Brachiaria humidicola の有する土
壌硝化抑制効果についてそのメカニズムを解明し論文として公表しており、また、
モンゴルの牧草地において子羊の拠出による井戸修理費用確保システム（羊ファ
ンド）の実効性が確認されている。さらに東北タイにおいてチーク人工林の地位指
数曲線および林分収穫予想表を作成し、植林地の生産力を判定し、将来の林分
収穫量を予測することで、計画的な林業経営を可能とするなど、順調に業務は進
捗しており、評価できる。

平成２１年度 国際農林水産業研究センター 評価結果別紙



0.062 A

　＊ウエイトは中項目２－１内のウエイト。

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

数多くの国際シンポジウム、ワークショップの開催、CARD（アフリカ稲作振興のた
めの共同体）への貢献等、国際的な食料・農林水産業に関する情報を広範の収
集・整理について、我が国の国際農業研究の中核機関としての役割を内外に示し
ている。また、農村再構築の課題では、農民、現地機関による新たな活動の芽生
えなど事業の効果が確認されつつあり、さらに、成果のとりまとめとしてのガイドラ
インの作成も進展している。11月に開催された国際シンポジウム「国際農業研究・
開発における社会科学の役割」での指摘を受け、情報の収集方法や情報源の信
頼性に対する検討を重ねつつ、マクロな情報を収集し、社系研究と技術系研究の
統合による改善に一層努められることを期待する。




