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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 22 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、インドシナ天水農業地帯における

水利用の高度化指針の作成、アフリカにおける米増産を目指した乾燥や塩スト

レスに対する耐性の向上要因の解明、高い生物的硝化抑制作用を持つイネ品種

の選抜などで、注目すべき進捗が見られた。国連気候変動枠組み条約のクリー

ン開発メカニズム（CDM）についても、小規模植林 CDM を素材として CDM を

活用した農村開発マニュアルを整備し、新たにベトナムで養豚とバイオガス等

を組み合わせた農家レベルでの CDM 事業を形成している。開発途上地域に適

した水産資源の管理モデルの構築や新たな養殖対象魚種の種苗生産技術の開発

など、水産分野における研究も進捗した。更に、研究成果の公表、普及の促進

に関しては、東チモールにおける農村再構築支援のためのガイドラインの提供、

カンキツグリーニング病激発地域における IPM マニュアルの作成、トウジンビ

エとササゲの間作技術の開発など、成果の実用化を見据えた研究に取り組んだ

結果、開発途上地域等での普及に移しうる成果として 7 件が選定されており評

価できる。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、マレーシア、サバ州で行ったアグロフォレストリ

ーの研究プロジェクトのフォローアップを行い、現地での研究成果の普及状況
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を確認するとともに、理事長インセンティブ経費を用いて次期プロジェクト構

築のための現地先行調査を行うなど、第 3 期に向けて研究業務の管理推進体制

の見直しを行っており評価できる。研究資源の効率的利用に関しては、アフリ

カ連絡拠点の整備が順調に進んだほか、技術専門職員を海外の試験サイトに派

遣して、現地の試験圃場管理、測定機器設置などに従事させるなど、研究支援

部門においても専門技術･知識を活かした活動が進んだ。施設整備に関しては、

台風被害を受けていた熱帯バイオマス・資源作物育種素材養成温室（熱帯・島

嶼研究拠点）が整備され、サトウキビとエリアンサスの研究を効率的に実施で

きるようにしたこと、安全管理については、一般職員を海外派遣し、安全及び

健康管理の実態調査を行うとともに、現地との連絡体制を充実させたことが評

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
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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
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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
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独立行政法人　国際農林水産業研究センター

ウエイト
* ランク

平成２２年度　国際農林水産業研究センター　評価結果

区　　　分 評　価　結　果

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22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、インドシナ天水農業地帯における水利
用の高度化指針の作成、アフリカにおける米増産を目指した乾燥や塩ストレスに対す
る耐性の向上要因の解明、高い生物的硝化抑制作用を持つイネ品種の選抜など
で、注目すべき進捗が見られた。国連気候変動枠組み条約のクリーン開発メカニズ
ム（CDM）についても、小規模植林CDMを素材としてCDMを活用した農村開発マニュ
アルを整備し、新たにベトナムで養豚とバイオガス等を組み合わせた農家レベルでの
CDM事業を形成している。開発途上地域に適した水産資源の管理モデルの構築や
新たな養殖対象魚種の種苗生産技術の開発など、水産分野における研究も進捗し
た。更に、研究成果の公表、普及の促進に関しては、東チモールにおける農村再構
築支援のためのガイドラインの提供、カンキツグリーニング病激発地域におけるIPM
マニュアルの作成、トウジンビエとササゲの間作技術の開発など、成果の実用化を見
据えた研究に取り組んだ結果、開発途上地域等での普及に移しうる成果として7件が
選定されており評価できる。

1.00総合評価 Ａ

0.10 Ａ

評価・点検については、マレーシア、サバ州で行ったアグロフォレストリーの研究プロ
ジェクトのフォローアップを行い、現地での研究成果の普及状況を確認するとともに、
行政への協力や人材育成にも注目した評価結果を翌年度の研究推進計画に反映さ
せており評価できる。研究資源の効率的利用に関しては、在ガーナ日本大使館や日
本人会と連携し危機管理体制を強化するなど、アフリカ連絡拠点の整備が順調に進
んだほか、理事長インセンティブ経費を用いて次期プロジェクト構築のための現地先
行調査を行うなど、第3期に向けて研究業務の管理推進体制の見直しが行われてい
る。研究支援部門においては、草刈業務などをアウトソーシングして効率化する一
方、技術専門職員を海外の試験サイトに派遣して、現地の試験圃場管理、測定機器
設置などに従事させるなど、専門技術･知識を活かした活動が進んだことは評価でき
る。産学官連携では、開発途上地域の現場で必要とされる研究は広範囲にわたるた
め、他独法や大学への依頼出張を行うなど、引き続き交流に取り組んでいる。

選定されており評価できる。

　○管理・運営については、マレーシア、サバ州で行ったアグロフォレストリーの研究
プロジェクトのフォローアップを行い、現地での研究成果の普及状況を確認するととも
に、理事長インセンティブ経費を用いて次期プロジェクト構築のための現地先行調査
を行うなど、第3期に向けて研究業務の管理推進体制の見直しを行っており評価でき
る。研究資源の効率的利用に関しては、アフリカ連絡拠点の整備が順調に進んだほ
か、技術専門職員を海外の試験サイトに派遣して、現地の試験圃場管理、測定機器
設置などに従事させるなど、研究支援部門においても専門技術･知識を活かした活動
が進んだ。施設整備に関しては、台風被害を受けていた熱帯バイオマス・資源作物
育種素材養成温室（熱帯・島嶼研究拠点）が整備され、サトウキビとエリアンサスの
研究を効率的に実施できるようにしたこと、安全管理については、一般職員を海外派
遣し、安全及び健康管理の実態調査を行うとともに、現地との連絡体制を充実させた
ことが評価できる。

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
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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

自己評価･点検においては、論文、特許、品種だけでなく、行政への協力や人材育成
等にも注目した評価が行われており評価できる。また、現地での普及状況について
は、マレーシア、サバ州で行ったアグロフォレストリーの研究プロジェクトのフォロー
アップを行い、その効果を確認したことを始め、評価結果を平成22年度の研究推進
計画等に反映させていることは評価できる。今後は、工程表を用いた研究業務の進
行管理など、中期目標期間全体を見通した自己評価の充実を期待する。内部統制に
ついては、理事長自らが役職員に対し、法人のミッションを周知させるとともに、理事
長直属の監査室の設置、研究戦略調査室の強化を図り、内部統制の現状把握に努
めている。また、業務効率化推進、研究倫理など、内部統制に関わる委員会を設置
し、課題対応を行っているが、特に、開発途上地域における調査研究活動に伴う緊
急案件に対しては、理事長による迅速な意思決定が行われており評価できる。今後
は、こうした仕組みが機能しているのか、定期的にモニタリングを行うことが期待され
る。研究職員を対象とした業績評価の結果を平成22年度の勤勉手当に反映させたこ
と、一般職員及び技術専門職員を対象とした評価制度を平成22年10月に導入したこ
とは評価できる。

運営費交付金については、年度末の評価会議の結果を翌年度の予算配分に反映さ
せているほか、理事長インセンティブ経費を用いて次期プロジェクト構築のための現
地先行調査を行うなど、効率的利用が図られている。外部資金については、獲得金
額が増えている。研究施設･設備の共同利用は進んでいるが、オープンラボ（熱帯・
島嶼研究拠点）は世界的に見ても類のない研究施設であるが、他機関の利用実績が
伸び悩んでいることから、利用促進に向けた新たな取組が期待される。組織に関して
は、アフリカ連絡拠点で在ガーナ日本大使館や日本人会と連携し危機管理体制を強
化するなど、海外研究拠点の整備が順調に進んだほか、第3期に向けて研究業務の
管理推進体制の見直しが行われている。人材育成については、職員と管理職がキャ
リアデザイン構築ガイドラインに沿って面談することで、職員の今後の進路や能力開
発について共通理解を深めており評価できる。今後は、こうした理解に基づいて人事
交流や各種研修に取り組むことが期待される。

総務部門については、決裁方法の見直しやグループウェアの活用による効率化を進
めるとともに 職員を海外研究拠点などに派遣し 会計事務処理の確認や実況調

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

産学官連携では、開発途上地域の現場で必要とされる研究は広範囲にわたるため、
他独法や大学への依頼出張を行うなど、交流に取り組んでいる。また、第3期中期計
画の設計に際して、農水省大臣官房国際協力課等との情報交換に努めるなど、行政
部局との連携にも配慮している。農研機構とは、イネ品種開発における世代促進等
に加えて、サトウキビやエリアンサスの共同研究でも新たな成果を得ており評価でき
る。今後も、開発途上地域の農林水産技術の向上のため、更に効率的かつ効果的な
産学官の連携と協力を推進することを期待する。

めるとともに、職員を海外研究拠点などに派遣し、会計事務処理の確認や実況調
査、安全管理のための情報収集を行っているが、コンプライアンスの徹底の観点か
ら、これらの取組を更に進めることが期待される。技術専門職については、草刈業務
などをアウトソーシングして効率化する一方、技術専門職員を海外の試験サイトに派
遣して、現地の試験圃場管理、測定機器設置などに従事させるなど、専門技術･知識
を活かした活動が進んだことは評価できる。
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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

（別紙）

国民に分かりやすい情報発信のため、グローバルフェスタ等のイベント参加に加え、
国際農業研究叢書の発刊にも取り組んでいる。海外においても、タイ科学技術博覧
会への参加に加え、内蒙古農業大学やベトナムのカントー大学とシンポジウムやセミ
ナーを開催する等、現地住民の理解を得るための取組が行われており評価できる。
第3期の研究プロジェクトの立案に向けて現地ニーズを把握するため、10件の現地先
行調査を行った点も評価できる。東チモールにおける農村再構築支援のためのガイ
ドラインの提供、カンキツグリーニング病激発地域におけるIPMマニュアルの作成、ト
ウジンビエとササゲの間作技術の開発など、成果の実用化を見据えた研究に取り組
んだ結果、開発途上地域等での普及に移しうる成果として7件が選定され、本年度の
数値目標を達成した。査読論文、国際シンポジウム等の開催、プレスリリースについ

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

国際共同研究及び国際貢献の推進に関しては、国際共同研究についての110件の
MOU（研究協力覚書）を維持するとともに、国際シンポジウム｢持続的開発のための
国際農林水産業の新たな10年｣を共催し、国際研究ネットワーク形成･強化のための
課題や対応策について活発な議論を行っている。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、インドシナ天水農業地帯における水利
用の高度化で進捗がみられるとともに、アフリカにおける米増産を目指し、乾燥や塩
ストレスに対する耐性の向上要因の解明や高い生物的硝化抑制作用を持つイネ品
種の選抜が進んでいる。環境変動対策では、小規模植林CDMを素材にCDMを活用
した農村開発マニュアルを整備し、新たにベトナムで養豚とバイオガス等を組み合わ
せた農家レベルでのCDM事業を形成している。開発途上地域に適した水産資源の管
理モデルの構築や新たな養殖対象魚種の種苗生産技術の開発など、水産分野にお
ける研究も進捗した。研究成果の公表、普及の促進に関しては、東チモールにおける
農村再構築支援のためのガイドラインの提供、カンキツグリーニング病激発地域にお
けるIPMマニュアルの作成、トウジンビエとササゲの間作技術の開発など、成果の実
用化を見据えた研究に取り組んだ結果、開発途上地域等での普及に移しうる成果と
して7件が選定されたほか、査読論文、国際シンポジウム等の開催、プレスリリースに
ついても中期計画の数値目標を達成した。

表、普及の促進 (0.0525)

２－３　専門分野を活
かしたその他の社会
貢献

0.075
(0.0525)

Ａ

高分解能X線光電子分光分析装置等を用いた分析･鑑定を実施するとともに、その分
析法の講習会にも引き続き取り組んでいる。農水省国際共同研究人材育成･推進事
業を受託し、17名の若手日本人研究者を国際研究機関等に派遣するとともに、JICA
の依頼による研修生等80名の受け入れ、国際招へい共同研究事業による14名の招
へいを行うなど、国際農林水産業研究を担う人材育成に取り組んでいることは評価で
きる。農水省とモンゴル政府との「日・モンゴル技術的対話」に協力したほか、農水省
農村振興局が事務局を努める国際灌漑排水委員会などに出席し、灌漑排水技術行
政分野の国際的な議論の進展にも貢献している。アフリカ稲作振興のための共同体
（CARD）の運営委員会メンバーとして目標設定や組織運営に対して専門的助言を
行っているほか、国際農業研究協議グループ（CGIAR）の拠点研究機関として新たに
イネ研究のメガプログラムの一つである GRiSP ( Global Rice Science Partnership ）
の推進に取り組むなど、国際機関等への協力も積極的に進めている。

数値目標を達成した。査読論文、国際シンポジウム等の開催、プレスリリ スについ
ては、いずれも本年度の数値目標を上回る取組が行われている。知財については、
国内及び国際特許を8件出願し、中期本年度の目標を達成したが、期末における許
諾数は3件にとどまっている。品種登録については、新たに1件の出願と12件の利用
許諾を行い、期末の利用許諾が22件に倍増したことは評価できる。
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0.10 Ａ

－ －

－ －

－ －

(該当なし）

予算については、評価会議での評価結果を踏まえ、プロジェクト事業費を重点配分す
るなどの配分方針に基づき、効果的な配分に努めている。外部資金については、農
水省受託研究などに積極的に取り組み、490百万円の研究関連収入を得て、対前年
増額となっている。自己収入に関しては、新たに育成品種の利用許諾を12件結んで
いる。人件費については、効率化目標を達成しており、平成21年度に104.7であった
事務・技術職員給与のラスパイレス指数も101.2に改善した。業務経費、一般管理費
については、保安警備業務を５ヵ年の複数年契約とすることで1,814千円の節減を図
るなど、契約見直しによる効率化が順調に進んでいる。保有資産の見直しについて
は事業用車3台の削減を行うとともに、特許についても知財審査会において保有の是
非を検討しているが、引き続き資産保有の必要性と効率性を検証し、適切な見直しに
取り組むことを期待する。契約に関しては、随契見直し計画に基づき、着実に見直し
を進めており、一般競争入札については、一者応札・一者応募に係る改善方策として
仕様書作成を見直したほか、総合評価落札方式マニュアルを作成している。監事監
査については、監査室、会計監査人とも連携しつつ調査を行い、法人の長が取り組
むべき課題を監事所見として幹部職員に報告するとともに、その後の被監査部門の
対応状況についても調査し、役員会に報告している。なお、コンプライアンスについて
は、東南アジア事務所において会計事務の一部に適正を欠いた事案が判明し、規定
の整備等の対応がなされているが、更なる徹底が期待される。

第６ 剰余金の使途 (該当なし）

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４　短期借入金の限度
額

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

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）

施設整備に関しては、台風被害を受けていた熱帯バイオマス・資源作物育種素材養
成温室（熱帯・島嶼研究拠点）が整備され、サトウキビとエリアンサスの研究を効率的
に実施できるようになった。人事については、男性職員の育児参加を促進するための
休暇を取得しやすい環境を整備し、13名が取得している。安全管理については、一般
職員を海外派遣し、安全及び健康管理の実態調査を行うとともに、静止衛星を利用
した携帯電話を採用するなど、現地との連絡体制を充実させており評価できる。

効率的・効果的な業務の推進が図られるように組織体制を整備してきた結果、期末
の常勤職員数は、期初の常勤職員数に緑資源機構の海外農業開発事業の継承職
員数を加えた、期末の常勤職員見込み数を下回っている。また、重点研究分野の着
実な推進のため、若手任期付研究員3名を採用している。うち1名は女性研究者であ
り、応募者に占める女性の割合との乖離はみられない。更に、男性職員の育児参加
を促進するための休暇（妻の出産、子の養育･看護）を取得しやすい環境を整備し、
13名が取得していることは評価できる。今後は、雇用形態の多様化を踏まえた人材
育成や女性幹部の育成に取り組むことが期待される。

台風被害を受けていた熱帯バイオマス・資源作物育種素材養成温室（熱帯・島嶼研
究拠点）が整備され、サトウキビとエリアンサスの研究を効率的に実施できるように
なったことは評価できる。安全かつ効率的な業務遂行のため、つくば地区についても
他独法と連携しつつ、老朽施設の整備を計画的に進めることが期待される。
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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

当センターの諸活動に関する情報は、引き続きHP等で公開されている。JIRCASセ
キュリティーポリシー関連規定に基づき、ネットワークを安全かつ効率的に利用する
ため、全所員を対象とした所内セキュリティーセミナーを開催する等、個人情報保護
の取組も行われている。今後も、情報公開や個人情報保護に関する最近の動向把
握に努めつつ、情報提供やセキュリティ対策を充実させることが期待される。

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、渡
航延期、出張中止等の対応を取っている。一般職員を海外派遣し、安全及び健康管
理の実態調査を行うとともに、静止衛星を利用した携帯電話を採用するなど、現地と
の連絡体制を充実させていることは評価できる。また、環境負荷軽減には引き続き取
り組んでいるが、施設を共用する他独法とも連携しつつ一層の節電を期待する。放射
性同位元素、遺伝子組換え生物等の管理については、予防的観点からリスクマネジ
メントの取組が期待される。

　＊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。
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独立行政法人　国際農林水産業研究センター

ウエイト
* ランク

－ Ａ

－ －（２）研究の推進方向

持続的開発のための農林水産国際研究フォーラム（J-FARD）を活用した他機関との
連携では、国際シンポジウム｢持続的開発のための国際農林水産業の新たな10年｣
を主催し、国際研究ネットワーク形成･強化のための課題や対応策について活発な議
論が行われており評価できる。また、国際共同研究の推進のために、他独法や大学
の研究者を含む延べ368名を研究プロジェクトに派遣するとともに、研究管理者や共
同研究員を計164名招へいし、いずれも本年度の目標をクリアした。加えて、国際共
同研究の相手機関とのMOU等（研究協力覚書）は110件を維持している。農林水産技
術会議事務局と連携した｢若手外国人農林水産研究者表彰」にも引き続き取り組ん
でいる。今後は、海外の研究機関に対する共同研究についてのアンケート等にも取り
組み、国際共同研究の企画から研究成果活用に至るまでの円滑な推進に活用する
ことが期待される。

第２－１　試験及び研究並
びに調査

（１）国際共同研究及び国
際貢献の推進

－

平成２２年度　国際農林水産業研究センター　評価結果　別紙

Ａ

コ　メ　ン　ト区　　　分

－

－

－ －

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

0.386 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

0.391 Ａ

植物のストレス耐性機構の解明と耐性作物の作出では、イネのOsNAC5 遺伝子を過
剰発現させることで生育を阻害することなく、乾燥や塩ストレスに対する耐性を向上さ
せることを解明したほか、ダイズのNaCl耐塩性とアルカリ耐塩性に関するQTLを検出
し、両方の耐性を同時に持った系統を選抜するためのDNAマーカーを開発しており評
価できる。多様な生物資源の有効利用技術では、バイオマス材料として有望なタイの
エリアンサス遺伝資源についての分類、約100種類のタイ在来野菜の特性･機能性
データベースの公表とその機能性を活かした加工食品の開発、ラオス在来コイ科魚
の養殖向け種苗生産技術の開発等で進捗が見られた。また、オイルパーム廃棄木
からのエタノール製造技術の構築や環境負荷の少ないエビ養殖技術の実証等、実
用化のための取組が進んだことは、実用化に向けた成果として評価できる。

乾燥･半乾燥地帯における土壌養分や水の管理技術では、西アフリカサヘル地域へ
の普及可能性が高い粗放的肥沃度管理技術としてトウジンビエとササゲの間作等を
見出したこと、活発な硝化作用による養分喪失を軽減するため高い生物的硝化抑制
作用を持つイネ品種を明らかにしたことに加え、西アフリカのサバンナ低湿地に出現
する植物のデータベースを整備し、アフリカ稲プロジェクトにおける雑草対策にも貢献
しており評価できる。生産管理技術についても、モンゴルにおける農牧業生産システ
ムとして、放牧地の有効利用や冬季の飼料不足回避に活用するため衛星データを
使って広域での放牧地草量の地図化手法を開発するとともに、熱帯果樹の多収軽労
化栽培技術として、夜間にコウモリが受粉するドリアンの昼間受粉技術を花粉媒介コ
ウモリがほとんど生息しないタイで開発する等、地域ニーズに合った研究が順調に進
捗した。

－

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
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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

0.169 Ａ

0.054 Ａ

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

国際的な食料･農林水産業に関する情報の収集、分析では、国際会議や海外出張を
通じ、世界の農林水産物需給動向やアフリカ稲作振興等の農村開発に関する研究
動向についての情報を収集、整理するとともに、その結果をシンポジウムやセミナー
で発信している。技術開発方向の解明や農山漁村開発のための社会経済条件の分
析では、フィリピンの稲作灌漑技術を対象に、新技術の導入効果や普及条件の分析
を行っている。また、自然災害等で疲弊したスリランカと東チモールの農業・農村の再
構築を図るため、復興支援手法をガイドラインとして提示したことは、現地でも評価さ
れている。今後は、新規プロジェクトや共同研究の企画等、出口を意識した動向解析
に取り組むとともに、研究成果による貢献を加速するために、各プロジェクトと一体的
に技術評価を行うことが期待される。

地球規模の環境変動と農林水産業生産活動の相互影響の解析と分析技術では、
IPCCの社会経済シナリオ別に2030年の米の生産･消費を予測したほか、衛星データ
から作付変動を詳細に分析する手法を開発したが、後者については、成果の活用に
向けたマニュアル整備が次期に持ち越された。環境変動に対応した農業開発手法で
は、平成21年度に登録されたパラグアイの小規模植林CDM（クリーン開発メカニズ
ム）を素材に植林CDMを活用した農村開発マニュアルを整備するとともに、新たにベ
トナムで養豚とバイオガス等を組み合わせた農家レベルでのCDM事業を形成したこ
とは評価できる。更に、重要病害虫の被害対策では、カンキツグリーニング病対策の
総合防除（IPM）技術マニュアル（ベトナム語、英語）を刊行･配布するとともに、ベトナ
ムでワークショップの実施及びJICAとの連携により普及を図ったことは評価できる。

　＊ウエイトは中項目２－１内のウエイト。
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