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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 25

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、インドネシア在来イネから収量を 13-36%増加

させる遺伝子 SPIKE を発見し、成果が PNAS（米国科学アカデミー紀要）に掲載される

など、大きな成果が得られている。これを利用した交配育種はインド型品種の収量性を

向上させることができ、熱帯途上国地域における食料供給安定に対して大きく貢献す

ることが期待できる。その他、陸稲ネリカの農業形質を調査した「陸稲ネリカの特性解

析 ver.1」や、南米での研究成果に基づき作成した「ダイズさび病の実験マニュアル」を

公開するなど、優れた研究成果が創出されている。 

 

○管理・運営については、業務運営の効率化について、対前年度比で一般管理費 5.09

％、業務経費 4.29％の削減を達成する一方で、研究プログラムの評価結果を、次年度

の予算等に反映するなど、研究資金の効率的利用に取り組んでいる。また、シーズ研

究、専門別活動支援等、23 件の理事長インセンティブ課題を採択することで、職員の

効果的なインセンティブの付与につとめている。評価・点検については、通常の年度評

価に加え、中期目標中間年における中間点検を実施し、現地状況や社会情勢の変化

等を考慮し、課題の中止や構成の見直しを行っている。研究成果の社会還元について

は、重要な研究成果に関するものとして「日本初となる植林グリーン開発メカニズム

（CDM）事業への炭素クレジット発行」、「熱帯アジアのイネの収量を増加する遺伝資源

を発見」の２件のほか、計 13 件のプレスリリースを行うとともに、海外でのアウトリーチ
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活動として、「タイ科学技術博覧会」に出展し、JIRCAS の研究成果を紹介している。研

究実施地域の住民や関係機関への情報発信についても、ラオス、ブルキナファソ、パラ

グアイ等で、住民に対する説明会を開催し、研究地域住民への情報発信に取り組んで

いる。一方で、研究で用いる種子等の輸入において、植物防疫法に違反する事案が発

覚している。今後は再発防止に向けた適切な研究管理体制の整備とともに、引き続

き、優れた研究成果の創出が期待される。 

 

 

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 
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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 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 

Ｂ 

Ａ 

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 

   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 Ｓ 

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 

Ａ 

 

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 
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平成 25年度 国際農林水産業研究センター 評価結果 

 

区   分 ウエイト* 
評価 

ランク 
コ メ ン ト 

総合評価 1.00  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 25 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、インドネシア在来イネから収量を

13-36%増加させる遺伝子 SPIKE を発見し、成果が PNAS（米国科学アカデミ

ー紀要）に掲載されるなど、大きな成果が得られている。これを利用した交配

育種はインド型品種の収量性を向上させることができ、熱帯途上国地域にお

ける食料供給安定に対して大きく貢献することが期待できる。その他、陸稲ネ

リカの農業形質を調査した「陸稲ネリカの特性解析 ver.1」や、南米での研究

成果に基づき作成した「ダイズさび病の実験マニュアル」を公開するなど、優

れた研究成果が創出されている。 

 

○管理・運営については、業務運営の効率化について、対前年度比で一般管

理費 5.09％、業務経費 4.29％の削減を達成する一方で、研究プログラムの評

価結果を、次年度の予算等に反映するなど、研究資金の効率的利用に取り

組んでいる。また、シーズ研究、専門別活動支援等、23 件の理事長インセン

ティブ課題を採択することで、職員の効果的なインセンティブの付与につとめ

ている。評価・点検については、通常の年度評価に加え、中期目標中間年に

おける中間点検を実施し、現地状況や社会情勢の変化等を考慮し、課題の

中止や構成の見直しを行っている。研究成果の社会還元については、重要な

研究成果に関するものとして「日本初となる植林グリーン開発メカニズム

（CDM）事業への炭素クレジット発行」、「熱帯アジアのイネの収量を増加する

遺伝資源を発見」の２件のほか、計 13 件のプレスリリースを行うとともに、海

外でのアウトリーチ活動として、「タイ科学技術博覧会」に出展し、JIRCAS の

研究成果を紹介している。研究実施地域の住民や関係機関への情報発信に

ついても、ラオス、ブルキナファソ、パラグアイ等で、住民に対する説明会を開

催し、研究地域住民への情報発信に取り組んでいる。一方で、研究で用いる

種子等の輸入において、植物防疫法に違反する事案が発覚している。今後

は再発防止に向けた適切な研究管理体制の整備とともに、引き続き、優れた

研究成果の創出が期待される。 
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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 

0.10  A 

 経費の節減については、対前年度比で一般管理費 5.09％、業務経費 4.29％

の削減を達成する一方で、研究プログラムの評価結果を、次年度の予算等に

反映するなど、研究資金の効率的利用に取り組んでいる。また、シーズ研究、

専門別活動支援等、23 件の理事長インセンティブ課題を採択することで、職員

の効果的なインセンティブの付与につとめている。評価・点検については、通常

の年度評価に加え、中期目標中間年における中間点検を実施し、現地状況や

社会情勢の変化等を考慮し、課題の中止や構成の見直しを行っている。研究

資源の効率的利用については、共用利用可能な機器の外部機関による利用に

ついてホームページで周知を行い、電子顕微鏡ほか、13 件の利用があった。研

究支援部門の効率化及び充実・高度化については、海外における研究・調査

業務等を適切かつ効率的に執行するため、研究・調査業務外の会計・物品管

理等の事務処理上の諸問題等を把握し、適切な指導等を行う出張計画を立て

て現地支援を行っている。25 年度は、ガーナ（２名）、マレーシア（２名）、タイ（２

名）に一般職員を派遣した。産学官連携については、大学と 11 件の共同研究

契約に基づく課題を実施するとともに、国・公立試験研究機関、大学等に対して

延べ 72 件の海外への依頼出張を行っている。民間企業とは、９件の課題を連

携して実施している。 

    
１－１ 経費

の削減 

1/5 

(0.020) 
Ａ 

 運営費交付金は、一般管理費で前年度比３％、業務経費で前年度比１％の

削減目標に対して、一般管理費で前年度比 5.09％、業務経費で前年度比

4.29％の削減を達成している。 

 25 年度の職員給与水準については、対国家公務員指数で一般職員 100.4、

研究職員 98 と国家公務員とほぼ同水準である。給与水準はホームページで掲

載し、公表している。 

 人件費削減については、高齢層職員の給与水準の上昇を抑えるための昇

給・昇格制度の改正や特殊勤務手当の改定等、適切な措置を講じている。 

 契約の改善については、研究目的、研究成果等を達成するための最低限必

要な性能・機能を持たせた具体的な仕様により競争契約が行えるよう周知徹底

し、実質的な競争性の確保に努めている。また、競争入札や随意契約等に係る

情報等をホームページに掲載し、契約方法の適正化・透明性の確保に努めると

ともに、契約監視委員会において、随意契約及び一者応札・一者応募等につい

て、契約状況の審議を実施している。競争入札や随意契約に係る情報はホー

ムページ上で公表している。 

 複数年契約の活用については、25 年度においては会計監査業務等について

契約を実施しており、農業関係研究開発４法人（農研機構、生物研、農環研、ＪＩ

ＲＣＡＳ）との清掃業務等の共同調達についても、26 年度から試行的に実施す

ることとしている。 

 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。 
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１－２ 評

価・点検の

実施と反映 

1/5 

(0.020) 
Ａ 

 自己評価・点検については、研究課題をプログラム体制とし、プロジェクトごと

に評価・点検が適切に実施されている。また、中期目標中間年における中間点

検を実施し、現地状況や社会情勢の変化等を考慮し、課題の中止や構成の見

直しを行っている。 

 評価・点検結果の研究資金配分等への反映については、評価会議における

評価結果や指摘事項を次年度における研究課題の計画、予算及び工程表など

に反映させている。  

研究計画の進行管理については、年次別の達成目標を定めた工程表を用

い、各課題の進捗状況を点検している。 

国際的な水準から見た研究評価に向けた取組としては、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。  

研究資源の投入と成果の分析については、プログラムごとに研究成果、投入

予算、エフォート等の数字を示し、評価に活用している。  

主要普及成果については、25 年度は選定されなかったが、これまで中期計

画期間中の目標値 10 件に対して、７件が選定されていることから、進捗はおお

むね順調である。過去の主要普及成果についても、普及・利用状況の把握が

行われており、栽培マニュアル等が現地で活用・普及しつつあることが確認され

ている。  
業績の処遇への反映については、研究職員、研究管理職員は、24 年度業績

評価の結果を 25 年度の勤勉手当に反映させている。一般職員及び技術専門

職員についても評価結果を 25年度の勤勉手当、昇給に反映させている。なお、

これらの評価基準に関しては、今後も多面的な評価基準の可能性を考慮しつ

つ、それを踏まえた総合的な評価が図られることを期待する。 
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１－３ 研究

資源の効率

的利用及び

充実・高度

化 

1/5(0.020) Ａ 

 評価・点検結果の運営費交付金への反映については、研究プログラムの評

価結果を、次年度の研究計画、予算等に反映している。25 年度はプログラム A

の自己評価をS評価とし、26年度予算において、プログラムディレクター裁量経

費の増額を決定している。  

外部資金の獲得については、受託・補助金・助成金に対して 38件、科学研究

費助成事業に対して 33 件の応募を行っており、今後も獲得に向けた取組が期

待される。  

研究施設・機械の有効利用については、共用利用可能な機器の外部機関に

よる利用についてホームページで周知を行い、電子顕微鏡ほか、13 件の利用

があった。 

 オープンラボについては、九州沖縄地域マッチングフォーラムで利用促進の

広報活動に取り組み、外部９機関による延べ 1,514 日の利用があった。  

他の農業関係研究開発独立行政法人との連携強化等については、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。  

人材育成については、25 年度よりテニュア・トラック制度を導入し、若手研究

者の人材確保と研究環境整備を目指した。それにともない、人材育成プログラ

ムを改定している。また、業務上必要な知識・技術の習得を目的として、研究職

員を各種研修に参加させ、さらに、国際学会等へ述べ 65 名の派遣を行ってい

る。 

研究職員へのインセンティブ付与については、25 年度はシーズ研究、専門別

活動支援等、23 件の理事長インセンティブ課題を採択し、効果的なインセンティ

ブの付与に努めている。 

 研究管理者の育成や研究支援部門における業務の高度化への対応につい

ては、一般職員・技術専門職員の人材育成や階層・資質に応じた多様な能力

開発のため、研修計画に基づき、外部機関または他の独立行政法人が実施す

る研修等の活用を中心に研修を実施し、また、研究管理者を対象に 25 年度研

究管理セミナーを実施している。 
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１－４ 研究

支援部門の

効率化及び

充実・高度

化 

1/5 

(0.020) 
Ａ 

他の農業関係研究開発独立行政法人との共通性の高い業務の一体的実施

については、４法人（農研機構、生物研、農環研、ＪＩＲＣＡＳ）事務業務見直し連

絡会の研修・セミナー専門部会で検討・調整し、管理者研修など 14 の研修等を

共同で実施している。 

総務部門における効率化については、管理事務業務の効率化、相互連携の

効率化に資する課題を抽出し、文書管理事務の更なる効率化、旅費の削減方

策や関係事務の効率化等について検討を行っている。各係で個別に作成して

いた業務マニュアルを統一的な総務部業務マニュアルとしてまとめている。 

 研究員の海外出張支援については、海外における研究・調査業務等を適切

かつ効率的に執行するため、研究・調査業務外の会計・物品管理等の事務処

理上の諸問題等を把握し、適切な指導等を行う出張計画を立てて現地支援を

行っている。25 年度は、ガーナ（２名）、マレーシア（２名）、タイ（２名）に一般職

員を派遣した。 

現業部門の効率化としては、各種の研修や現地検討会等に参加する機会の

確保に努め、技術専門職員の技能の向上や効率的な研究支援を図っている。

また、技術専門職員に対して、林業・木材製造業労働災害防止協会講習会、沖

縄県サトウキビ成果発表会、エリアンサス現地検討会、日本熱帯果樹協会講

演会に参加させ高度な知識や技術の習得を促している。 

研究情報の収集･提供業務については、農林水産研究情報総合センターの

システムを利用し、研究情報を収集し、情報共有促進のためのグループウェア

を利用して情報提供を行っている。 

アウトソーシングの取組については、場内草刈、防風林剪定など環境整備業

務やハウスビニールの張り替えなど臨時業務について、積極的にアウトソーシ

ング対応に取り組み、技術専門職員には高度技術支援に専念させている。 

    

１－５ 産学

官連携、協

力の促進・

強化 

1/5 

(0.020) 
Ａ 

 産学官連携については、大学と 11 件の共同研究契約に基づく課題を実施す

るとともに、兼任教員、非常勤講師等を派遣（10大学延べ16名）し、相互連携を

図っている。また、開発途上地域の現場で必要とされる研究推進のため、国・公

立試験研究機関等８機関 40 件、国立大学法人 10 機関 21 件、公立大学３機関

５件、私立大学３機関６件の海外への依頼出張（延べ 72 件、47 名）を行ってい

る。民間企業とは、９件の課題を連携して実施した。 

  他の農業関係研究開発独立行政法人との人事交流を含めた連携、協力に

ついては、人事交流による連携・協力の他、計画立案の段階から他独立法人

等の研究者の参加を得て、効率的な成果の達成を図っている。海外での研究

推進においては、他の農業関係研究開発独法等との国際共同研究の協約書

に基づき、５独法（延べ 36 件）の依頼出張を行っている。また、４独法と 15 件の

共同研究課題を実施した。 

農業・食品産業技術総合研究機構が行う育種研究等との連携については、

農研機構が実施する農林水産省委託プロジェクト研究「気候変動に適応したイ

ネ科作物品種・系統の開発」、「草木を利用したバイオエタノールの低コスト、安

定供給技術の開発」の課題を受託している。 
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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 

試験及び研究並びに調査については、インドネシア在来イネから収量を

13-36%増加させる遺伝子 SPIKE を発見し、成果が PNAS（米国科学アカデミー

紀要）に掲載されるなど、大きな成果が得られている。これを利用した交配育種

はインド型品種の収量性を向上させることができ、熱帯途上国地域における食

料供給安定に対して大きく貢献することが期待できる。その他、陸稲ネリカの農

業形質を調査した「陸稲ネリカの特性解析 ver.1」や、南米での研究成果に基

づき作成した「ダイズさび病の実験マニュアル」を公開するなど、優れた研究成

果が創出されている。 

行政部局との連携については、行政等の要請に応じて「G8 農業オープンデ

ータ国際会議」、「G20 農業主任科学者会合」に役職員を派遣するとともに、「ア

フリカ稲作振興のための共同体(CARD)」の運営委員、第５回アフリカ開発会議

（TICAD V）での関連イベント、ブース出展等に協力している。 

研究成果の公表・普及については、重要な研究成果に関するものとして「日本

初となる植林グリーン開発メカニズム（CDM）事業への炭素クレジット発行」、

「熱帯アジアのイネの収量を増加する遺伝資源を発見」の２件のほか、計 13 件

のプレスリリースを行うとともに、一般公開、大学学園祭やグローバルフェスタ

への出展、サイエンスカフェの開催、出前レクチャーなどで、国民との双方向コ

ミュニケーションに努めている。また、海外でのアウトリーチ活動として、「タイ科

学技術博覧会」に出展し、JIRCAS の研究成果を紹介するほか、研究実施地域

の住民や関係機関への情報発信については、ラオス、ブルキナファソ、パラグ

アイ等で、住民に対する説明会を開催し、研究地域住民への情報発信に取り組

んでいる。 

    

 ２－１ 試

験及び研究

並びに調査

（別紙） 

0.85 

(0.595) 
Ａ （別紙） 

    

 ２－２ 行

政部局との

連携の強化 

0.05 

(0.035) 
Ａ 

 行政部局との連携については、中期計画評価システムにおいて、行政部局か

らの出席を得て研究プログラム検討会を開催し、協力・連携関係の強化に努め

ており、指摘のあったアフリカ研究の重要性について、稲作振興や保全農業の

研究を推進することとしている。また、行政部局との人事交流に加え、国際再生

可能エネルギー機関(IRENA)への職員派遣に取り組んでいる。 

 行政等の要請に応じた各種委員会等への専門家の派遣については、「G8 農

業オープンデータ国際会議」、「G20 農業主任科学者会合」に役職員を派遣して

いる。また、「アフリカ稲作振興のための共同体(CARD)」の運営委員、第５回ア

フリカ開発会議（TICAD V）での関連イベント、ブース出展等に協力している。 
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 ２－３ 研

究成果の公

表、普及の

促進 

0.05 

(0.035) 
Ａ 

 国民などへの研究情報発信については、一般公開、大学学園祭やグローバ

ルフェスタへの出展、サイエンスカフェの開催にくわえ、出前レクチャーなどを行

っており、国民との双方向コミュニケーションに努めている。また、海外でのアウ

トリーチ活動として、「タイ科学技術博覧会」に出展し、JIRCAS の研究成果を紹

介した。 

 研究実施地域の住民や関係機関への情報発信については、ラオス、ブルキ

ナファソ、パラグアイ等で、住民に対する説明会を開催し、研究地域住民への

情報発信に取り組んでいる。 

 研究成果のデータベース化やマニュアル化等による成果の利活用促進の取

組については、新たに「ダイズさび病抵抗性に関する研究のための実験マニュ

アル」、「陸稲ネリカの特性解析 Ver1」を作成し、Web 上で公開している。 

論文の公表については、107 報の査読付論文の発表、41 件の国際シンポジ

ュウム・ワークショップ等を開催している。 

研究成果の発表に関しては、重要な研究成果に関するものとして「日本初と

なる植林グリーン開発メカニズム（CDM）事業への炭素クレジット発行」、「熱帯

アジアのイネの収量を増加する遺伝資源を発見」の２件のほか、計 13 件のプレ

スリリースを行っており、年度目標値を達成している。 

 知財マネジメントの取組については、研究成果の知財化について、特許庁か

ら講師を招き、研究管理者や研究者等を対象とする説明会の開催を行うこと

で、成果の権利化や許諾等の職員理解を促している。 

 特許について、25 年度は９件の出願を行い、年度目標を達成している。また、

農研機構と共同で開発したイネ３品種、エリアンサス１品種について登録出願し

ており、タイにおいて、コンケン畑作研究センターと共同で開発したサトウキビ３

品種を登録出願した。 

 保有特許の維持については、「知的財産権審査会」で見直しを行い、３件の特

許を放棄することとしている。また、民間企業との共同出願２件について、見直

しの結果、放棄することとした。 

保有する特許については、25 年度は新たに６件許諾契約を締結し、年度目

標を達成している。 

    

 ２－４ 専

門研究分野

を活かした

その他の社

会貢献 

0.05 

(0.035) 
Ａ 

 行政等の依頼に応じた分析・鑑定については、25 年度は分析・鑑定の依頼は

なかった。 

 講習、研修等の開催や講習生の受入れについては、ワークショップ「固体試

料分析の基礎と応用」の開催、国内外からの講習生の受け入れ（11 名）のほ

か、JICA のプロジェクト・研修等への協力等を行っている。また、「国際共同研

究人材育成・推進事業」による若手日本人研究者の国際研究機関への派遣

や、「JIRCAS 特別派遣研究員制度」による大学院生やポスドク等の JIRCAS プ

ロジェクトサイトや共同研究機関への派遣など、若手研究者の育成に取り組ん

でいる。 

 国際機関等の要請に応じた職員の派遣、学会等への委員の派遣について

は、「G8 農業オープンデータ国際会議」をはじめとする国際機関主催会議への

役職員派遣のほか、各種学会活動への協力を行っており、25 年度は学会役員

25 件、専門委員等 36 件の役職を担っている。 

 開発途上地域の農林水産業研究機関等の若手研究者の表彰事業について

は、引き続き「若手外国人農林水産研究者表彰」を実施しており、25 年度は３

名の若手外国人を表彰している。 
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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 

0.10  Ａ 

予算配分については、一般管理費は対前年度比３％の削減、業務費は対前

年度比１％の削減に加えて、消費者物価指数により 0.1％を削減して配分して

いる。プログラム事業費については、役員会においてプログラムの評価に基づ

き配分額を決定した後、プログラムディレクターとプロジェクトリーダーが協議の

うえプロジェクト配分案を作成し、役員会で承認している。 

業務の外部委託について、25 年度は 26 件の研究を外部委託しているが、こ

れらは研究課題の目標達成上不可欠と判断されたものである。また、海外で実

施している課題の遂行において、圃場・施設等の管理業務等を委託している。 

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 

－ － （該当なし） 

  

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） 
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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 

0.10  A 

人事に関する計画については、中期目標に従って期末の職員数は期初職員

数を上回ることなく、一方で、任期付研究員に対するテニュア・トラック制度を新

たに設け、人材の確保に努めている。また、任期付研究員の公募に当たっては

男女共同参画を推進して、女性研究者の公募を促進している。 

法令順守など内部統制の充実・強化については、監査室を理事長直属の組織

として整備している。法人のミッション、組織全体で取り組むべき重要な課題及

びコンプライアンスの推進については、様々な機会を通じて役職員に周知徹底

を図っている。しかし、法令上必要な輸入時の検査を受けずに研究用の種子等

を輸入した植物防疫法違反の事案 1 件が発覚しており、再発防止に向けて、種

子・種苗の輸入手続きに関する管理体制の強化に取り組んでいる。 

    

８－１ 施設

及び設備に

関する計画 

1/5 

(0.020) 
Ａ 

  熱帯・島嶼研究拠点において、排水溝（Ｕ字溝）を設置し、隣地への雨水及び

土砂等の流出防止が可能となった。 

    

８－２ 人事

に関する計

画 

1/5 

(0.020) 
Ａ 

 平成 26 年３月 31 日現在、常勤職員数は 174 名であり、期初の常勤職員相当

数 188 名から下回っている。 

  人材の確保については、任期付研究員に対するテニュア・トラック制度を新た

に設け、平成 25年 10月採用の任期付研究員の公募では、任期満了の 11ヶ月

前までに希望者に対してテニュア審査を実施し、合格した者は継続採用とする

ことを応募要領に明記した。また、任期付研究員の公募に当たっては男女共同

参画を推進して、女性研究者の公募を促進している。 

 女性研究者の採用拡大については、任期付研究員の公募で女性の応募があ

ったが採用には至っていない。しかしながら、男女共同参画の推進での検証で

は、一般職員の女性比率（＋1.4％）や管理職員の女性比率（＋4.3％）において

改善が見られている。 

 次世代育成支援については、「第２期次世代育成支援行動計画」の実施状況

を点検し、仕事と子育て及び介護を両立しやすい職場環境の整備に努めてい

る。また、民間託児所による保育支援を継続している。 
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８－３ 法令

遵守など内

部統制の充

実・強化 

1/5 

(0.020) 
Ｂ 

内部統制については、監査室を理事長直属の組織として整備している。法人

のミッション、組織全体で取り組むべき重要な課題及びコンプライアンスの推進

については、様々な機会を通じて役職員に周知徹底を図っている。 

 監事の活動については、書面監査や対面での調査に加え、平成 25 年度から

はリスク管理に関する調査が実施され、監査結果及び監査結果に対する監事

所見を理事長に報告している。 

 コンプライアンス徹底に向けた取組については、契約審査委員会や契約監視

委員会等を内部統制に係る重要な委員会として位置づけており、随意契約や

一者入札・応募について審査を行っている。また、法令上必要な輸入時の検査

を受けずに研究用の種子等を海外から輸入した植物防疫法違反の事案１件を

受け、種子・種苗の輸入手続きに関する管理体制を強化することとし、再発防

止に取り組んでいる。 

 規制物質等の適正な管理については、化学薬品等の規制物質の管理等につ

いて一層の徹底を図るため、薬品管理システムを利用したセンター全体の化学

薬品の一元的な管理を開始し、また、遺伝子組換え実験講習会を開催し、必要

な知識や技術等を教育している。 

 情報公開については、文書管理規則に基づきホームページに法人文書ファイ

ルの掲載を行っている。また、個人情報保護管理担当者等を研修会等に参加

させ、資質の向上を図ったほか、全職員を対象とした所内セキュリティーセミナ

ーを開催しており、平成25年度からは個別のフォローアップを開始し、情報セキ

ュリティ対策の強化に取り組んでいる。 

    

８－４ 環境

対策・安全

管理の推進 

1/5 

(0.020) 
Ａ 

 環境負荷低減の取組としては、平成 21 年に策定した温室効果ガス排出実施

計画に基づき、温室効果ガス削減に取り組み、基準年度比で 14％の削減（目

標６％以上）を実現している。これらの取組についてはホームページで公表して

いる。 

 職場環境の安全対策等については、産業医・安全衛生委員等による職場巡

視を実施し、必要な改善策等をその場で指導している。また、安全衛生に関す

るセミナーや講習会を開催するなど職員への教育・訓練を実施している。 

 海外における安全対策等については、緊急移送サービス及び緊急時の国外

脱出サービスの適用範囲を拡大し、全出張者について契約することとした。ま

た、感染症対策として、注意喚起やセミナーの開催により感染症に対する啓蒙

活動を行ったほか、ブルキナファソとモザンビークにマラリア判定キットを追加

配備している。 

    

８－５ 積立

金の処分に

関する事項 

1/5 

(0.020) 
Ａ 

前中期目標期間繰越積立金は、前中期目標期間までに自己財源で購入した

有形固定資産の減価償却費等に充当し、適切に取崩が実施されている。 

＊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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（別紙） 

区   分 
ウエ 

イト* 

評価 

ランク 
コ メ ン ト 

第２－１ 試験及び研

究並びに調査 

0.85 

(0.595) 
Ａ － 

  
（１） 研究の重点

的推進 
－ － － 

    
Ａ 重点研究分

野 
－ － － 

      

(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 

0.331 Ｓ 

本プログラムでは、地球規模の環境問題を克服し、開発途上地域におけ

る農林水産業を維持・発展させるため、持続的な資源管理及び環境保全技

術を開発する。 

 25 年度は地球温暖化適応技術開発の一環で、インドネシア在来イネか

ら収量を 13-36%増加させる遺伝子 SPIKE を発見し、成果が PNAS（米国科

学アカデミー紀要）に掲載されるなど、大きな成果が得られている。これ

を利用した交配育種はインド型品種の収量性を向上させることができ、熱

帯途上国地域における食料供給安定の観点から高く評価できる。 

 生物的硝化抑制作用を活用した窒素肥料の利用効率向上技術について

も、ソルガムにおいて追肥のタイミングを適正化することで、慣行からの

減肥 30％条件下でも慣行と同程度の収量を達成するほか、ソルガム根か

らの生物的硝化抑制物質の分泌機構を解析するなど着実に成果が得られ

ており、生物的硝化抑制関連の成果が Nature 誌のニュースをはじめとす

るメディアにも数多く取り上げられている。 

この他、クリーン開発メカニズム（CDM）等を活用した低炭素型農村開発

モデルの構築については、日本の行う植林 CDM事業として初めて、パラグ

アイにおいて国連気候変動枠組条約より炭素クレジットを取得するとと

もに、地球温暖化緩和技術では、タイ在来肉用牛肥育における食品製造副

産物の混合試料給与や、フィッシュオイル、ココナツオイルの添加による

メタン排出量低減効果が得られている。また、半乾燥地域における持続的

農畜産業の確立については、牧養力マップの基礎データとして、放牧ヒツ

ジの草地区分別・季節別の採食量を明らかにするとともに、モンゴル森林

ステップ帯を対象に 2012 年冬季の牧養力マップのプロトタイプを作成し

ている。島嶼における節水栽培技術及び地下水保全技術では、マーシャル

国ローラ島を対象に淡水レンズ形状の３次元シミュレーションモデルを

構築し、干ばつ時の過剰揚水による淡水レンズへの塩水上昇効果を解明す

る等、数多くの研究成果が得られている。 

以上、本プログラムでは数多くの重要かつ新規な成果が得られており、

計画は著しく進展していると考えられる。また、生産現場への技術普及ま

でを見据えた取組を各国との連携に配慮して進めている点も高く評価で

きる。 
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(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 

 

0.323  Ａ 

本プログラムでは、イネ、ダイズ、コムギ、熱帯性畑作物等、熱帯・亜

熱帯地域の主要農作物の生産性向上と安定生産を実現するための技術開

発を行い、開発途上地域での食料安定供給と農家経済の安定を目指す。 

 25年度は、「アフリカ稲作振興のための共同体」（CARD）に対応し 21年

度から実施してきた「土壌肥沃度改善検討調査」について、ガーナ国にお

ける在来有機物及びリン鉱石の施用等の調査を継続、結果をとりまとめ、

「土壌肥沃度改善技術マニュアル」を作成しており、ワークショップの開

催なども行っている。 

 また、ダイズ等の主要畑作物の生産阻害要因を克服するための育種技術

に関して、ダイズさび病に対する抵抗性評価法ならびにマーカー選抜育種

に関する実験手順を記載した「ダイズさび病の実験マニュアル」（英文）

を Web上で公開している。手法、材料が統一され、各研究機関の評価結果

を比較することが可能になり、本病の対応策開発の効率化が期待できる成

果である。 

 この他、アフリカにおけるコメ生産性向上を目指したイネ遺伝資源の評

価及び有望系統への生物的・非生物的ストレス耐性の導入について、陸稲

ネリカのこれまで得られた農業形質をデータセット「陸稲ネリカの特性解

析 Ver1」として公開したほか、イネいもち病に関して、判別システム作

成のためのネットワーク研究として、25 年度はカンボジアでの成果を公

表しており、この研究資源を活かした西アフリカ向け判別システムの開発

も進展している。また、イネ種子のプライミング処理が苗立ちの斉一性を

促進することを明らかにし、アフリカにおける直播技術開発への貢献が期

待できる成果を上げた。 

 また、サトウキビ等の熱帯性作物遺伝資源多様性評価・利活用のための

技術及び育種素材については、ギニアヤムのゲノム配列解読が完了に近づ

いており、ササゲについては、ナイジェリアの市場調査から多様な流通品

種の存在と品種間の価格差、調理加工法ごとの品種使い分けを明らかに

し、諸成分の多様性を明らかにしている。さらに、エリアンサスについて、

農研機構と共同育成した品種 JES1を国内品種登録出願している。 

 病害虫・疾病の総合防除技術の開発については、東北タイにおけるサト

ウキビ白葉病の感染拡大要因を疫学モデルで推定し、汚染種茎の使用が重

要な感染拡大要因である可能性が高いことをつきとめ、健全種茎の使用が

本病の総合防除（IPM)体系構築の基幹技術になる可能性が高いことを示し

ている。 

 以上のように、本プログラムでは数多くの研究成果が得られており、計

画は順調に進捗している。 
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(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 

0.287  Ａ 

本プログラムでは、開発途上地域の農山漁村活性化を目指して、農業生

産性の向上や農産物等の付加価値を向上させるための技術開発と、生産の

持続性等を考慮し、循環型の生産を目指した技術開発や生産システムの構

築を進める。 

 インドシナ農山村地域における稲作・畑作・畜産・林業・養魚等の安定

生産システムの構築では、農家在来技術であるコウモリ糞の植え穴施用に

より、強酸性水田土壌において、コウモリ糞に多量に含まれるリン酸が交

換性アルミニウムを固定化し、作物生育を改善することを明らかにしてい

る。 

 東アジア地域での多様な伝統的食料資源を活かすための食品加工技術

の開発については、日本及び中国の一部地域で食用に供されている２種類

の地衣類に血圧降下作用を有する機能性成分を発見した。これを用いた血

圧降下作用を有する機能性食品素材の開発が期待できる。 

 東南アジアの未利用バイオマス資源を活用したバイオ燃料生産技術の

開発については、セルラーゼ等の酵素を用いず、微生物培養だけでセルロ

ース糖化反応を行う「生物学的同時酵素生産・糖化法(BSES 法)」を開発

した。従来のカビ酵素を利用した場合よりも低コストで稲わらやバガス

（サトウキビ搾汁後の残渣）などリグノセルロースを糖化することができ

る、画期的な糖化技術である。また、この他、オイルパーム搾汁液中に存

在する発酵阻害物質除去による発酵能促進メカニズムを解明している。 

 東南アジアの森林の多様な機能を活用した森林資源の持続的利用技術

開発については、飛翔力の強い甲虫媒であるフタバガキ科樹種の有用樹バ

ラウにおいて、自然交配が可能で健全に種子生産ができる択伐基準を決定

した。バラウでは、丘陵林に分布するレッドメランティよりも択伐基準を

緩和できることを突き止めた。 

 以上のように、数多くの研究成果が得られており、計画は順調に進捗し

ている。 

    
Ｂ 研究推進上

の配慮事項 
    

※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 
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（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 

0.059  Ａ 

 本プログラムでは、国際的な食料・環境問題の解決を図る観点から、諸

外国における食料需給に関する動向予測、生産構造に関する現状分析と将

来予測を行う。また、国際的な食料・農林水産業及び農山漁村に関する情

報・資料の収集を行う。 

 食料需給動向の分析・予測については、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経済モデルを開発し、ラオス・カンボジアにつ

いて、精米歩留まりの改善がコメ価格に大きく影響するなどの予測結果を

示した。また、中国北部での畜産物生産・消費由来の窒素による環境負荷

の大きさを示した。 

 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、ミャ

ンマーにおける研究ニーズの把握のほか、過年度でのシーズ研究活動をと

りまとめて、アフリカ稲作におけるケイ素欠乏の実態・要因を明らかにし

ている。また、アジア開発銀行（ADB)、アジア太平洋農業研究機関協議会

（APAARI)等が開催する国際会議に参加し、研究課題に関する情報を収集

したほか、アフリカ農業科学週間及びアフリカ稲会議で現地担当者と意見

交換を行うなど、積極的に現地情報・研究動向の収集を行っている。 

 以上のように、本プログラムでは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。 

 

 

18


	H25JIRCAS 表紙
	H25JIRCAS 評価シート
	【JIRCAS】平成25年度評価結果



