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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８ 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24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、ソルガムでの硝化抑制物質を明らか

にするなど進捗したほか、低リン酸土壌や乾燥などへの耐性を持つイネ品種の開

発等に向けた重要な知見を得た点は高く評価できる。 

 また、マリ、ニジェールの住民組織や地方行政が一体となって行う自然資源保

全管理手法をガイドラインとマニュアルとしてまとめたほか、東北タイにおける

チーク植栽土壌適地図を作成するなど生産現場で活用できる成果も認められる。 

 さらに、農家を対象としたワークショップなどを通して技術普及にも取り組ん

だほか、23年度に作成した「稲作技術マニュアル」について、Africa Rice Center

と連携して西アフリカ向けの仏語版を作成するなど、成果のフォローアップにも

取り組んだ。 

   

 ○管理・運営について、研究資源の効率的利用については、オープンラボの利

用促進に取り組み、利用日数、利用機関数共に増加している。研究支援部門の効

率化については、中国、フィリピンなどにおいて会計事務の支援を実施した。行

政部局との連携については、行政の要請に応じ、専門家の派遣を行うなど、政府

が行う国際交流・協力に貢献している。研究成果の公表については、研究実施地



域の住民への情報発信に取り組んでいる。内部統制の充実については、組織全体

で取り組むべきリスクとして、アフリカでの治安の悪化等に係る対策を検討し、

状況に応じて出張を中止するなどの対応を行っている。また、海外での会計実施

要領等の運用状況調査などの監査を実施してリスク回避に努めている。環境・安

全対策については、業務労働災害の発生があったため、再発防止対策を検討し、

作業マニュアルの整備などを行ったほか、海外でのマラリア対策の強化も行って

いる。 
 

 

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る 

目標を達成するためとるべき措置 

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 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合 

には、当該財産の処分に関する計画 

－ 

 

第６ 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７  剰余金の使途 － 

第８ 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 経費の削減  

１－２ 評価・点検の実施と反映 

１－３ 研究資源の効率的利用及び充実・高度化 

１－４ 研究支援部門の効率化及び充実・高度化 

１－５ 産学官連携、協力の促進・強化 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

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 

   達成するためとるべき措置 

Ａ 

 

 

 

 

２－１ 試験及び研究並びに調査  

２－２ 行政部局との連携の強化  

２－３ 研究成果の公表、普及の促進 

２－４ 専門研究分野を活かしたその他の社会貢献 

別紙 

Ａ 

Ａ 

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 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該  

財産の処分に関する計画 

－ 

第６  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７ 剰余金の使途 － 

第８ 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 

 

 

 

 

８－１ 施設及び設備に関する計画 

８－２ 人事に関する計画 

８－３ 法令遵守など内部統制の充実・強化 

８－４ 環境対策・安全管理の推進  

８－５ 積立金の処分に関する事項 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

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 

   達成するためとるべき措置 

前述 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１ 試験及び研究並びに調査 Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）研究の重点的推進 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 重点研究分野（開発途上地域における農林水産業の技術向上の  

ための研究開発） 

－ 

 

 

 

 

 

１）開発途上地域の土壌、水、生物資源等の持続的な管理技術の開発 Ａ 

２）熱帯等の不安定環境下における農作物等の生産性向上・安定生産

技術の開発 

S 

 

３）開発途上地域の農林水産業者の所得・生計向上と農山漁村活性化

のための技術の開発 

Ａ 

 

Ｂ 研究推進上の配慮事項（研究成果を効果的に開発途上地域での実

用化につなげていく体制の構築） 

－ 

 

（２）国際的な農林水産業に関する動向把握のための情報の収集、分析

及び提供  

Ａ 

 



評価
ランク

平成24年度　国際農林水産業研究センター　評価結果

区　　　分 コ　メ　ン　ト

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８　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24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、ソルガムでの硝化抑制物質を明らかに
するなど進捗したほか、低リン酸土壌や乾燥などへの耐性を持つイネ品種の開発等
に向けた重要な知見を得た点は高く評価できる。
　また、マリ、ニジェールの住民組織や地方行政が一体となって行う自然資源保全管
理手法をガイドラインとマニュアルとしてまとめたほか、東北タイにおけるチーク植栽
土壌適地図を作成するなど生産現場で活用できる成果も認められる。
　さらに、農家を対象としたワークショップなどを通して技術普及にも取り組んだほか、
23年度に作成した「稲作技術マニュアル」について、Africa Rice Centerと連携して西
アフリカ向けの仏語版を作成するなど、成果のフォローアップにも取り組んだ。
　
　○管理・運営について、研究資源の効率的利用については、オープンラボの利用
促進に取り組み、利用日数、利用機関数共に増加している。研究支援部門の効率化
については、中国、フィリピンなどにおいて会計事務の支援を実施した。行政部局と
の連携については、行政の要請に応じ、専門家の派遣を行うなど、政府が行う国際
交流・協力に貢献している。研究成果の公表については、研究実施地域の住民への
情報発信に取り組んでいる。内部統制の充実については、組織全体で取り組むべき
リスクとして、アフリカでの治安の悪化等に係る対策を検討し、状況に応じて出張を中
止するなどの対応を行っている。また、海外での会計実施要領等の運用状況調査な
どの監査を実施してリスク回避に努めている。環境・安全対策については、業務労働
災害の発生があったため、再発防止対策を検討し、作業マニュアルの整備などを
行ったほか、海外でのマラリア対策の強化も行っている。



A

１－１　経費
の削減

A

１－２　評
価・点検の
実施と反映

A

１－３　研究
資源の効率
的利用及び
充実・高度
化

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

　経費の削減については、運営費交付金の一般管理費及び業務経費のいずれも削
減目標を達成している。人件費については、国家公務員の給与見直しの動向を見つ
つ、必要な給与規程等を一部改正するなど、適正に対応している。評価・点検につい
ては、業績評価等を実施し処遇に反映している。
　研究資源の効率的利用については、オープンラボの利用促進に取り組み、利用日
数、利用機関数共に増加している。また、独立行政法人の制度等の見直しに関する
情勢なども踏まえた効率的な研究推進体制の検討を実施している。研究支援部門の
効率化については、引き続き４法人共同で実施可能な研修等の一体的実施に取り組
んだほか、中国、フィリピンなどにおいて会計事務の支援を実施した。産学官連携に
ついては、共同研究の実施のほか、 連携大学院等による人的交流も実施している。

　運営費交付金は、一般管理費について前年度比３％、業務経費については前年度
比１％の削減目標を達成している。
　24年度の職員給与水準については、対国家公務員指数で事務・技術職員100.4、研
究職員97.7となっている。事務・技術職員の対国家公務員指数が100を超えた点につ
いては、対象職員全員が国に準拠した地域手当あるいは特地勤務手当の支給対象
となっている点などが影響していることが検証されている。なお、給与水準はホーム
ページで公表している。
　人件費の削減については、国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、必要な給与
規程等を一部改正するなど、適正に対応している。
　契約の改善については、契約監視委員会において、競争性のない随意契約等の審
議を行うとともに、フォローアップにも取り組んでいる。
　複数年契約の活用等については、需要の見込まれる試薬等の単価契約を実施し
たほか、国際シンポジウム運営等業務について、価格競争も合わせて行う総合評価
落札方式を実施している。
　公益法人等に対する会費などの支出については 、点検等を行うとともに、ホーム
ページで公表している。

　自己評価・点検については、23年度に見直した体制のもとで効率的に実施するとと
もに、評価結果、反映方針が示されている。
　また、研究の評価にあたっては、工程表を用いて進捗状況の点検を実施しているほ
か、外部評価委員に国際協力機構など国際協力を専門的に実施する機関の専門家
を加えるなど国際的視点での評価も実施している。費用対効果の分析については、
分析指標に新たに国際会議への出席件数や国際シンポジウムの開催件数等を加え
るなどの工夫も見られる。24年度には、開発途上地域にとって有用な研究成果を「主
要普及成果」として、行政部局等の評価を踏まえ４件選定することができ、目標を達
成している。
　業績の処遇への反映については、研究職員の23年度の業績評価結果を24年度の
勤勉手当等に反映させた。一般職員、技術専門職員についても、23年度の評価結果
を24年度の勤勉手当、昇給に反映している。

　運営費交付金の研究費の配分については、プログラム検討会における評価結果を
反映させている。外部研究資金の獲得については、獲得金額が減少していることか
ら、獲得に向けた継続的な取組が期待される。
　施設・設備の有効利用については、ホームページで共同利用可能な機器の周知を
行い、有効利用に取り組んでいる。
　オープンラボについては、引き続き、学会での情報提供など施設の利用促進に取り
組んでおり、利用日数、利用機関数共に増加している。
　また、独立行政法人の制度等の見直しに関する情勢なども踏まえた効率的な研究
推進体制の検討も実施している。
　理事長インセンティブ経費の付与など研究予算のインセンティブ配分を実施してい
る。人材育成については、人材育成プログラム等に基づき、国際機関への派遣や各
種研修が実施されているほか、研究管理者に対しても動物検疫や遺伝資源に関する
研修等を実施し、管理能力の向上に取り組んでいる。



１－４　研究
支援部門の
効率化及び
充実・高度
化

A

１－５　産学
官連携、協
力の促進・
強化

A

　農業関係研究開発４法人共同で実施可能な研修等について共同で実施したほか、
２件の物品購入の一括契約など、共通性の高い業務の一体的実施に取り組んでい
る。
　総務部門の効率化として、事務処理体制の検討を行う「業務検討会」を開催したほ
か、業務マニュアルの見直しを行い効率化を図っている。
　海外の現地支援については、24年度は、中国、フィリピン、コロンビア、ラオスに一
般職員７名を出張させ、会計経理業務の執行状況などの内部監査を実施するなど、
研究職員の海外出張先における会計事務の支援を実施した。
　現業部門の効率化として、環境整備業務等について引き続き、アウトソーシングに
取り組んだほか、技術専門職員を農研機構が実施する研修・調査に参加させるな
ど、技術専門職員のより高度な専門技術等の習得に取り組んでいる。
　研究情報の収集等については、情報共有促進のためグループウェアを利用して情
報提供を行っている。

　産学官連携については、大学とは13件の共同研究を実施するとともに、連携大学
院等による研究職員の派遣や学生の受入れなどを実施し、人的交流も行っている。
また、民間企業とは５件の課題を連携して実施している。
　国際協力機構(JICA)とは、定期連絡会を引き続き開催し、協力事業や両者の連携
強化等について意見交換を行っている。
　他の農業関係研究開発独立行政法人等とは、国際共同研究の実施についての協
約書等に基づき、延べ43件の依頼出張、13件の共同研究を実施している。
　農研機構が実施する農林水産省委託プロジェクト研究において、引き続き初期雑
種集団の世代促進などへの協力を通して育種研究の連携を図っている。



A

　２－１　試
験及び研究
並びに調査
（別紙）

-

　２－２　行
政部局との
連携の強化

A

　２－３　研
究成果の公
表、普及の
促進

A

　２－４　専
門研究分野
を活かした
その他の社
会貢献

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

　重点研究分野については、ソルガムでの硝化抑制物質を明らかにするなど進捗し
たほか、低リン酸土壌や乾燥などへの耐性を持つイネ品種の開発等に向けた重要な
知見を得た点は高く評価できる。また、マリ、ニジェールの住民組織や地方行政が一
体となって行う自然資源保全管理手法をガイドラインとマニュアルとしてまとめたほ
か、東北タイにおけるチーク植栽土壌適地図を作成するなど生産現場で活用できる
成果も認められる。さらに、農家を対象としたワークショップなどを通して技術普及に
も取り組んだほか、23年度に作成した　「稲作技術マニュアル」について、Africa Rice
Center と連携して西アフリカ向けの仏語版を作成するなど、成果のフォローアップに
も取り組んだ。
　国際的な農林水産業に関する動向把握のための情報の収集、分析及び提供につ
いては、食料需給予測に関する会合に参加し食料需給分析に関するモデルを発表し
たほか、ホームページに「情報収集・提供サイト」を新たに開設し、食料需給動向や現
地情報などの提供に取り組んだ。
　行政部局との連携については、行政の要請に応じ、専門家の派遣を行うなど、政府
が行う国際交流・協力に貢献している。研究成果の公表については、ベトナムでの
CDM事業についてキーファーマーに対する技術情報の提供を行うなど、研究実施地
域の住民への情報発信に取り組んでいる。専門研究分野を活かした社会貢献につ
いては、わが国の国際研究を担う人材の育成を目的とした派遣制度等を実施し、人
材育成に取り組んでいる。

（別紙）

　行政部局との連携については、外部評価会議や主要普及成果の選定の際に、行
政部局の要望等の把握を行っている。また、日本政府と国際再生可能エネルギー機
関(IRENA)のバイオマスエネルギーに関する協力の合意を具体的に進めるために、
JIRCASとIRENAとの共同研究に関する覚書（MOU；Memorandum of Understanding）
を締結するなど、政府や国際機関との連携に取り組んでいる。
　また、行政の要請に応じ、日・モンゴル技術的対話や日中農業科学技術交流グ
ループ会議、G20農業主任科学者会合に出席するなど、専門家の派遣を行い、政府
が行う国際交流・協力に貢献している。

　国民などへの研究情報発信については、各種イベント等において、情報提供のター
ゲットを意識した情報発信に取り組んだほか、オイルパーム廃棄木からエタノールや
生分解プラスチックを生産する技術など具体的研究成果を紹介するアウトリーチ活動
に取り組んでいる。
　また、バイオガス・ダイジェスターによるクリーン開発メカニズム（CDM）事業に取り
組んでいるベトナムにおいて、具体的な活動の進め方やキーファーマーに対する技
術情報の提供を行うなど、研究実施地域の住民への情報発信に取り組んでいる。
　研究成果の公表等に関しては、新たに「マリ、ニジェールにおける自然資源保全管
理のためのガイドライン」などのマニュアル・ガイドラインを作成した。また、134報の査
読付論文の発表、31件の国際シンポジウム・ワークショップ等の開催、重要な研究成
果に関するプレスリリース４件を行い、いずれも年度目標を上回っている。
　知財マネジメントについては知的財産権審査会を随時開催し５件の特許出願を行っ
たほか、５件の実施許諾を行い、いずれも目標を上回っている。保有特許についても
見直しを行い、２件の特許を放棄することとしている。また、品種についても新たに12
件の利用許諾契約を締結している。

　専門分野を活用した社会貢献については、大学からの講習生の受入れのほか、
JICAの研修事業への協力、開発途上地域の研究者に研究機会を提供する国際招
へい共同研究事業、わが国の国際研究を担う人材の育成を目的とした派遣制度等を
実施し、国際農林水産業研究に従事する人材育成に取り組んでいる。
　また、学会等への委員の派遣のほか、国際農林水産業研究の振興に寄与するた
めの「若手外国人農林水産研究者表彰」を継続して実施している。
　なお、分析・鑑定の実施及び講習生の受け入れに際しては、規程に基づき実費相
当額の経費等を徴収することとしている。



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

　予算配分については、プロジェクト事業費について、常任幹部会で各研究プログラ
ムの事業費配分額を決定した後、プログラムディレクターが各プロジェクトへの配分
案を作成し、運営会議での決定に基づき配分するなど、配分方針が示されている。
　また、業務の外部委託については、外部委託の考え方が示され、委託費の内訳が
明記されている。
　自己収入の確保については、特許許諾数も増加し、知的財産収入が昨年より増加
している。
　保有資産の見直しについては、施設等整備運営委員会による利用実態調査等に
基づく取組を実施している。

第４　短期借入
金の限度額

（該当なし）

第５　不要財産
又は不要財産と
なることが見込
まれる財産があ
る場合には、当
該財産の処分に

関する計画

第６　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　剰余金の
使途

（該当なし）

（該当なし）



A

８－１　施設
及び設備に
関する計画

A

８－２　人事
に関する計
画

A

８－３　法令
遵守など内
部統制の充
実・強化

A

第８　その他農
林水産省令で定
める業務運営に
関する事項等

　内部統制の充実については、組織全体で取り組むべきリスクとして、アフリカでの治
安の悪化等に係る対策を検討し、状況に応じて出張を中止するなどの対応を行って
いる。また、海外での会計実施要領等の運用状況調査、現金等の保管状況調査など
の監査を実施してリスク回避に努めている。規制物質等の適切な管理については、
安全管理室を新設するなど、体制の強化が図られている。環境・安全対策について
は、業務労働災害の発生があったため、再発防止対策を検討し、作業マニュアルの
整備などを行ったほか、海外でのマラリア対策の強化も行っている。また、節電等へ
取り組み、一定の効果も認められる。

  施設整備については、育種素材開発温室の湿潤熱帯温室部分を二室に区切る改
修を行い、適正温度や日長条件が異なる作物を同時に試験できるようにしたことで、
イネ・ダイズ・ムギ類の環境ストレスに係る研究の促進が図られており、ミッションの
達成に向けた施設整備が行われている。

　人材の確保については、公募により任期付研究員を採用し、優秀な人材の確保に
取り組んでいる。
　女性研究者の採用と活用に向けた取組については、ホームページの男女共同参画
のコーナーに、女子学生に向けた女性研究者からのメッセージを掲載したほか、研究
職員の公募に際しても女性の応募を促す取組を行っている。
　なお、24年度の任期付研究員の採用では、女性の応募はあったが、採用には至ら
なかったため、今後も優秀な女性研究者の応募・採用に繋がるよう継続的な取組が
期待される。
　次世代育成支援については、「次世代育成支援行動計画」の実施状況を点検し、民
間託児所による保育支援事業の契約を継続したほか、昨年度作成した育児支援制
度のリーフレットに加え、介護支援制度の概要をわかりやすく取りまとめたリーフレッ
トを新たに作成・周知するなど、仕事と子育ての両立など、雇用環境の整備に向けた
取組が実施されている。

　内部統制については、理事長直属の監査室を引き続き設置している。また、組織全
体で取り組むべきリスクの把握については、内部統制に係る重要な委員会の一つと
位置づけている緊急時対策委員会においてアフリカでの治安の悪化等に係る対策を
検討し、状況に応じて出張を中止するなどの対応を行っている。
　監事の活動については、資料、対面等による監査が実施され、具体的な所見が理
事長及び被監査部門に伝えられるとともに、対応も行われている。
　また、海外連絡拠点等における内部統制に関しては、海外で経理事務を行う職員
への指導を強化する等のほか、中国、フィリピン、ラオスにおいて海外会計実施要領
等の運用状況調査、現金等の保管状況調査などの監査を実施してリスク回避に努め
ている。
　規制物質等の適切な管理については、化学薬品や遺伝子組換え生物等の管理の
徹底を図るため、24年度に安全管理室を新設したほか、薬品の使用等を一元的に管
理する薬品管理システムを構築するなど、体制の強化が図られている。また、遺伝子
組換え実験や放射線障害防止に関する教育訓練も実施されている。規制物質等の
適切な管理について引き続き徹底した点検の実施が期待される。
　情報提供等については、文書管理規則に基づきホームページでの法人文書の公
開を行っているほか、ネットワークを安全に利用するための全職員を対象としたセ
キュリティセミナーを開催するなど、セキュリティの確保に取り組んでいる。



８－４　環境
対策・安全
管理の推進

A

８－５　積立
金の処分に
関する事項

A

　環境負荷低減の取組としては、21年に策定した温室効果ガス排出実施計画に基づ
き、夏季・冬季の空調の適正設定や減灯・消灯、エレベータの使用制限をはじめとし
た節電等へ取り組み、一定の効果が認められる。また、これらの取組については、
ホームページで公表している。
　職場の安全対策等については、ヒヤリ・ハット事例のイントラネット等による周知や
事故防止対策の共有化、産業医・安全衛生委員による職場巡視を実施するなど取り
組んでいる。また、海外出張職員の安全確保については、現地、近隣国等の情報提
供・収集に努め、迅速に対応する体制を構築しているほか、緊急移送サービス（メ
ディカル・サービス）及び緊急時の国外脱出サービス契約を引き続き行っている。な
お、24年度は帰国後のマラリア発症を含む３件の業務労働災害の発生があったた
め、再発防止対策を検討し、設備改修、作業マニュアルの整備を行ったほか、マラリ
ア対策については「マラリア判定キット」を追加配備し、リーフレットの改訂を行ってい
る。今後も、引き続き業務労働災害の発生防止に向けた取組が期待される。
　また、アフリカの情勢悪化地域へは、情勢が改善されるまで出張を中止した。

　前中期目標期間繰越積立金は、前中期目標期間までに購入した有形固定資産の
減価償却費等に適切に充当されている。



別紙

評価
ランク

－

－

－

(１）開発途上
地域の土壌、
水、生物資源
等の持続的
な管理技術
の開発

A

－

（１）　研究の重点
的推進

第２－１　試験及び研
究並びに調査

－

Ａ　重点研究分
野（開発途上地
域における農林
水産業の技術
向上のための研
究開発）

　本プログラムでは、地球規模の環境問題克服に向けた技術開発を実施してお
り、気候変動への適応策として、一穂籾数を増加させるQTLを導入したイネ品種
IR64の準同質遺伝子系統群が育成され、気候変動に対応するインド型品種の穂
重型育種素材に関する研究が進捗した。
　緩和策については、ベトナムメコンデルタの農家水田圃場での試験から、節水潅
漑技術(AWD)の導入により、収量を維持しつつ潅水量とメタン排出量を削減できる
ことを確認した。クリーン開発メカニズム（CDM）事業については、パラグアイにお
いて、植林CDM事業のモニタリングを実施した。また、ベトナムにおけるバイオガ
スダイジェスター導入によるCDM事業を国連CDM理事会に登録し、プロジェクトへ
の協賛企業の公募に取り組んだ。生物学的硝化抑制(BNI)については、ソルガム
での硝化抑制物質を明らかにするなど進捗した。
　また、中国・新疆ウイグル自治区における牧畜民の定住事業に関して、現地の
技術支援担当者や牧畜民向けに、定住後の牧畜民への体系的な技術支援上の
留意点についての技術マニュアルをまとめたほか、マリ、ニジェールの住民組織
や地方行政が一体となって行う自然資源保全管理手法をガイドラインとマニュアル
としてまとめた。
　以上のように、適応策等に関する研究の進捗のほか、CDM事業や開発した技術
の生産現場への適用についても進捗した。

平成24年度　国際農林水産業研究センター　評価結果

－

区　　　分 コ　メ　ン　ト



(２）熱帯等の
不安定環境
下における農
作物等の生
産性向上・安
定生産技術
の開発

S

(３）開発途上
地域の農林
水産業者の
所得・生計向
上と農山漁
村活性化の
ための技術
の開発

A

　本プログラムでは、開発途上地域の農山漁村活性化に向けた研究開発に取り
組んでおり、ラオスの共通研究サイトでは、活性化方策を検討する際に必要な地
域農業の実態が、農家調査や土壌調査、水系調査などから明らかにされるととも
に、具体的な対応策の検討や必要な技術開発が示された。
　中国では、トウモロコシの重要産地である河北省の調査から、気候要因や投入
財など単収に影響を与える要因の検討などが進捗した。
　非食料資源からのバイオマテリアル等の開発については、オイルパーム廃棄木
から得た樹液より、安定的かつ安価にバイオプラスチックを生産することができ
る、好塩菌を使った無殺菌バイオプラスチック発酵プロセスを開発するなど進捗し
た。
　また、林業については、植栽地の選定に用いる、植栽土壌適性度を定量的に示
す、東北タイにおけるチーク植栽土壌適地図を作成し、水産については、共通研
究サイトでの養殖導入に向けた養殖対象種の選定や低投入型小規模養殖手法
の実証などが進捗した。
　以上のように、本プログラムでは、共通研究サイトを中心とした研究などの進捗
のほか、生産現場で活用可能な成果も認められる。

　本プログラムでは、熱帯・亜熱帯の主要農作物の生産性向上と安定生産に向け
た技術開発に取り組んでおり、イネについては、DREB１C 遺伝子を発現させた陸
稲ネリカ(NERICA１)は、乾燥条件下における生存性、地上乾物重、稔実数等が向
上することや、在来イネ由来のタンパク質キナーゼ遺伝子(PSTOL1 )は、リン酸欠
乏耐性を向上させることを明らかにした。また、乾燥ストレス条件下でのイネの成
長を制御する遺伝子(OsPIL1 )を同定するなど、低リン酸土壌や乾燥などへの耐性
を持つイネ品種の開発等に向けた重要な知見を得た。
　その他、途上国に多い土水路の機能評価のための簡易な動水勾配測定方法を
考案したほか、アフリカに広く分布する氾濫低湿地でのイネ栽培の拡大に向けた、
水の確保や土壌成分に関する知見も得られた。さらに、南米３国（アルゼンチン、
ブラジル、パラグアイ）でのダイズさび病菌の病原性変異を明らかにし、南米にお
けるさび病抵抗性ダイズの選抜に有効な知見を得た。
　また、地下水に起因する塩害が問題となっている中央アジア向けに、高地下水
位条件下における圃場レベルの塩害軽減対策ガイドラインを作成するとともに、農
家を対象としたワークショップなどを通して技術普及にも取り組んだ。さらに、23年
度に作成した　「稲作技術マニュアル」は、Africa Rice Centerと連携して西アフリカ
向けの仏語版を作成するなど、成果のフォローアップにも取り組んだ。
　以上のように、熱帯・亜熱帯の主要農作物の生産性向上と安定生産技術の開発
に向けた分子育種技術と育種素材の開発について、リン酸欠乏耐性等に関する
重要な知見を得るなど計画以上に進展しており、高く評価できるとともに、生産現
場への技術普及、研究成果のフォローアップの取組も着実に進捗した。



-

A

Ｂ　研究推進上
の配慮事項（研
究成果を効果的
に開発途上地域
での実用化につ
なげていく体制
の構築） ※大項目第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」の評価の際に考慮する

（２）　国際的な農
林水産業に関する
動向把握のための
情報の収集、分析
及び提供

　本プログラムでは、国際的な農林水産業に関する情報の収集、分析等に取り組
んでおり、食料需給分析については、東南アジア地域の国別食料需給動向を分
析するための計量モデルの開発を進めるとともに、標準モデルとして利用するた
めの枠組みを構築した。また、世界食料見通し会合など、世界の食料需給予測に
関する会合にも参加し、食料需給分析に関するモデルの発表や情報収集に取り
組んだ。
　国際的な食料・農林水産業等に関する情報収集、提供については、開発のため
の農業研究世界会議やアジア開発銀行(ADB)等が主催する農林水産業関連会議
などに参加し、優先研究課題等に関する情報収集に取り組んだほか、国際農林水
産業研究センターホームページに「情報収集・提供サイト」を新たに開設し、食料
需給動向や現地情報などの提供にも取り組んだ。
　以上のように、国際的な農林水産業に関する情報収集・提供等が着実に実施さ
れている。
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