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独立行政法人 農業生物資源研究所



項　　　　　　目 外部委員評価 コ　　メ　　ン　　ト

１　評価・点検の実施

A

研究業績の評価システムが整備され、業績の向上に役立っている。ただ評価のための
会議に時間を取られすぎていないか、効率的な評価も考えて頂きたい。適切に実施さ
れている。理事，研究グループ長全員による評価に基づき，研究資源配分や職員の
処遇に反映させるという努力は評価できる。

２　研究資源の効率的利用

A

大学を含めた他の研究機関に比べ、研究資源が豊富である。共同研究を含めより効
率的の活用が可能ではないか。競争的資金が全体の4.2%は少なすぎる。適切に実施
されている。科学技術振興調整費や文科省の科学研究費補助金など競争的資金の
獲得に対する努力も認められる。

３　研究支援の効率化及び充実・高度化
A

研究情報の効率的な収集は重要であり、引き続き努力して欲しい。適切に実施されて
いる。技術移転のための体制を強化した点はよい。

４　連携、協力の促進
A

研究推進のための大学との連携・協力を一層進めて欲しい。適切に実施されている。
イネゲノムアノーテーションの成果は国内外で高い評価を得ている．シンポジウム開催
や他の機関との共同研究も積極的に行われた。

５　管理事務業務の効率化

A
努力されているようで評価できる。目標はサービスを低下させずに、労働時間を短縮す
ることだと思う。適切に実施されている。所内webシステムの開発により，事務のスリム化
と迅速化が実施された。

６　職員の資質向上

A
引き続き研究職員全員の博士号取得をめざして欲しい。適切に実施されている。必要
な競争意識が醸成されている。職員の海外派遣を行うなど，資質向上や資格取得支
援を図った．業績が芳しくなかった職員に対する向上の配慮が望まれる。

１　試験及び研究並びに調査（評価表B）

２　専門分野

A

専門分野を生かした社会貢献は評価できる。ただ有能な研究者を技会事務局などへ１
年単位で出向させるのはやめるべき。この制度は海外の研究者からも非常に評判が悪
い。適切に実施されている。産官学のバイオテクノロジー研究者を対象とした農林交流
センターワークショップは情報発信と情報提供の両面から評価できる。

３　成果の公表、普及の促進
A

評価できる。学術研究の面では優れた成果が公表されている。イネゲノムリソースの整
備などは高く評価できる。

１　予算

２　収支計画

３　資金計画

Ⅶ　その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

１　施設及び設備に関する計画

２　人事に関する計画（人員及び人件費
の効率化に関する目標を含む。）

A

研究者の流動化促進への対策が必要。公募制や任期付き採用によって、人事の流動
化を図っている。技術を身に付けた優秀な人材を、その技術を必要とする他場所に、
明確な意図を持って派遣することは、「技術移転」という視点でも重要。管理部門など
で効率化を実践する一方，必要な部門（情報担当）では増員し重点配置に努めた。

　　　　　　評価の記載
　　　ａ：取り組みは十分であった

　　　ｂ：取り組みはやや不十分であった

　　　ｃ：取り組みは不十分であった

内部及び外部委員による平成１７年度評価結果

評価表Ａ：試験並びに研究及び調査以外の項目についての評価結果

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

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



内部
評価

外部委
員評価

Ａ　ゲノム生物学等を利用した生命科学研究
生物研の看板的テーマとして十分に役目を果たした。

１）ゲノムの構造解析とゲノム情報解析
システムの開発

A A

イネをはじめカイコ、ブタについてもゲノムの構造解析が順調に進ん
でいる。ゲノム情報を使い易い形にするために、’つめ’の作業が大切
である。着実に成果を挙げている。イネゲノム情報をいかに活用する
かが今後の課題。世界的な視野が必須です。昨年度解読完了したイ
ネ全塩基配列を基に遺伝子予測を行うとともに完全長cDNA収集と
データベースを構築した．この成果の貢献度は高い。着実に成果を
挙げている。

２）ゲノム情報等を活用した遺伝子の単
離と機能解明

A A

まとまりがないが、遺伝子の単離と機能解析としては評価できる。ゲノ
ム解析が役に立って、順調に成果が出ている。着実に成果を挙げて
いる。材用がそろったので、今後の活躍に期待。オオムギ、コムギなど
の解析にも積極的に取り組んでいただきたい。イネの有用遺伝子の
単離は今後も継続してほしい。各種有用遺伝子の単利に成功した。

３）タンパク質の網羅的解析と構造生物
学的解明

A A

予算、研究員数の割にIP総計が多い。順調に高水準の成果が出てい
る。着実に成果を挙げている。技術は確立しているので、何を知りた
いか、の課題設定が必要。網羅的に並べるだけでは意味がない。中
期計画の適切な軌道修正の後も優れた業績を挙げている。今後の発
展の期待できる成果が挙がっている。

４）植物における生命現象の分子機構の
解明

A A

光合成機能の向上は植物にとって大切であるのでがんばって欲し
い。物質生産の基盤的研究なので、十分に力を入れていただきた
い。研究員および研究費の適切な配置・配分に努力が望まれる。
せっかくのゲノム資料を十分に生かしきれていない。個別の成果とし
ては，良いものもあるが，全体としては努力の余地はある。植物の特
性の解明に貢献する成果。

５）動物における生命現象の分子機構の
解明

A A

競争的資金を比較的取っているが、研究員が多すぎないか。昆虫を
対象とする課題の意義はよく分からない。着実に成果を挙げている
が、一部研究課題では成果の発表にさらに努力がのぞまれる。特殊
なケーススタディのように思います。もっと、一般化できる課題がある
筈。特許につながる研究もなされており，評価できる。多岐に渡り成果
を挙げてはいるが、一部に論文等が乏しい。

６）環境応答、生物間相互作用の分子機
構の解明

A A

重要な問題だが、課題設定の基準が分かりにくい。ゲノム的観点から
見た生物相互作用は重要な課題である。課題（２）をが全体をリードし
ている感がある。他の課題については適正を検討する余地あり。最も
大切な研究分野。得られた知見をどう生かすか、長期展望が欲しい。
興味深い研究成果が得られている。一部に成果が乏しいものがある。

羊頭狗肉の観あり。

１）遺伝子組換えによる機能性作物等の
開発

A A

問題はあるだろうが推進して頂きたい。基礎研究として重要なので、
継続する必要は有るだろう。研究員の適正配置の検討および一部研
究課題では成果の発表にさらに努力がのぞまれる。遺伝子組換え技
術が本当に今後の人類の生活に必要か、の検証も欲しい。ぜいたく
をしない、という生活観の変更が必須。順調に進められている．組み
換え作物に対する社会的な啓蒙活動にも力を注ぐ必要がある。研究
は進んでいるが成果の論文発表のレベルに達していない。

２）新たなＤＮＡマーカーの開発

A A

基礎研究として重要なので、継続する必要は有るだろう。一部研究課
題では課題の細分化に問題あり、研究員の適正配置の検討。ＱＴＬ
は今後の重要な手法。イネ，ブタ，カイコで成果が出ている。一部に
遅れがある。

３）放射線利用技術の開発

A A

条件により効果が異なるので、ガンマ線とイオンビームの比較の必要
性が分からない。普遍的なデータがでないと思う。基礎研究として重
要なので、継続する必要は有るだろう。放射線の活用が図られてい
る。イオンビーム利用育種は様々な植物種を用いて集中的・重点的
に進めてみる価値がある。実用化品種が得られているのは心強い。
論文などの成果は多いとは言えないが，重要な技術である。いくつか
成果の不充分なものがある。

Ｃ　新産業の創出を目指した研究
目標その物が困難すぎるのでは？

１）有用物質生産技術の開発

A A

日本人がダニアレルゲン発現米を食べるようになるまで時間がかかる
と思う。カイコに関するテーマの意義は理解できない。成果を挙げて
いる。ダニアレルゲン発現米の開発は評価できる。一部にやや遅れが
ある。

２）生体機能模倣技術の開発

A A
成果が不十分。中期計画のバイオセンサーの開発には遠い．生理機
能計測手法の開発に関しては先が見えづらい。興味深い成果が出て
いる。

３）生物機能の改変による新規用途生物
の開発 A A

残留農薬量を減らして、その農薬の効果があったのかを知りたい。他
にもっと重要な課題があるのではないか？成果を挙げて興味深い成
果が出ている。いる。順調に成果が得られている。

４）新素材及び新蚕糸技術の開発
A A

この課題の産業的価値の評価は？成果を挙げている。順調に成果が
出ている。興味深い成果が出ている。

Ｄ　バイオテクノロジーを支える基盤技術の開発
必要性は十分に理解できる。

１）生物の多様性の解明と保全・利用技
術の開発

A A

成果の出やすい課題であり、順調に進展している。着実に成果を挙
げている。課題はイネの環境応答の多様性解析であり、生物間相互
作用など、生態学的な多様性ではないように思います。後者は今後
の重要研究ですが。課題は順調に進められている。着実に成果が挙
がっている。

２）実験用動植物の開発

A A

【要約】の意味が不明。泥縄の観なきにしもあらず。成果を挙げてい
る。突然変異作成は遺伝子機能解析に有効な方法ですが、実用品
種創出になるかどうか。イネの遺伝子破壊系統ミュータントパネルの
作出は将来性もあり高く評価できる。着実に成果が挙がっている。

３）組換え動植物作出のための基盤技術
の開発

A A

効率があまり高くなくても、我が国独自の技術を確立して欲しい。挑戦
的な課題は常に困難を伴う。必ずしも十分な成果が得られていない
課題もあり、今後の再検討が望まれる。コムギ及びダイズの形質転換
にインプランタ形質転換法を試みてはどうか。細目についてはよい課
題ですが、長期展望に欠ける印象があります。小課題の中には難航
しているものもあるが，全体として順調に成果がでている。重要な分野
であり、今後に期待したい。

A A

重要な仕事なのでよろしくお願いしたい。事業としてエンドレスであり、
継続的な支援が必要である。研究基盤として重要な課題で、着実に
成果を挙げている。カイコ遺伝資源の教材としての利用を積極的に進
めてはどうか。桑及びカイコの遺伝資源は国際的な視野で保存・利活
用のあり方を考える必要がある。もっとも大切な課題のひとつ。本当は
予算、人員を大幅にふやして集中的に取り組むべきです。遺伝子
個々の解析より重要です。遺伝資源の探索・収集で成果をあげた。他
の研究機関では実施できない重要な課題を含んでいる。

　　評価の記載

Ｅ　生物遺伝資源の収集、評価、保存・増殖、配布、
情報管理

Ｂ　農林水産業の飛躍的発展を目指した革新技術
の開発

評価票Ｂ：試験並びに研究及び調査についての評価結果

評価結果
項　　　　　　　　目 コ　メ　ン　ト

          ｓ：計画を大幅に上回る業績が挙がっている

          ａ：計画に対して順調に業績が進捗している

          ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている

          ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている



評価表C：外部委員による全体的なコメント

全体的なコメント

　研究者にとり研究課題の設定は重要である。興味ある課題は時間を忘れて研究し、良い結果も出るが、そうでな
いものは結果も出にくい。もちろん研究所としては行わなければならない研究はあり、研究者の興味とは別に進め
なければならない。これらの研究には研究所が研究費を出し推進する必要がある。しかし研究者の興味、あるいは
今までの研究の延長として行われるのは、これが無駄な研究とは決して思わないが、競争的資金を自分で取り、研
究するのがよいと思う。今までの農水省は研究費を取る（研究課題を決める）人と、研究する人が別であった。この
ギャップを少し埋めることも必要だと思う。またこれを進めることは競争的資金をもっと増やすことにも貢献すると思
われる。(平井）

　研究所の成り立ち（沿革）から来る宿命では有ろうが、作物・動物・昆虫の三本柱で構成するメリットが見えない。
特に、昆虫分野のテーマ設定と国内産業との関連が明確でない。（武田）

　中期計画の初期には、助言会議設置要領第3条に記された評価助言委員としての役割を考える前に、まずそれ
ぞれの研究課題が全体に対してどのように位置付けられているか、あるいは個別の成果は全体の中でどのように
評価すべきか、など多くの点で混沌を感じた。最終年度にあたる平成17年度で最も印象的なことは、これらの「研
究所全体の整合性」が非常に良く整理され、それぞれの研究課題の成果も良くわかるようになったことである。各
課題における論文数やIF合計などと人員／予算等を比較した数字を単に部外者の皮相的評価のためのデータと
して捉えることは誤りであり、これらのデータが各研究者に与えたインパクトはそれなりのものがあったと考えられ
る。もちろん、研究者個人、あるいは研究課題に対する評価はこれらの論文成果だけで判断すべきではなく、研究
所の方向性や論文に現れない社会貢献などを勘案すべきであることは16年度の評価委員会報告で指摘されてい
る通りである。次期中期計画ではこのあたりをどの様に明確に示していくかが問われるであろう。またピアレビューを
通じて課題毎の問題点に対する認識を研究者が共有するようになったことは大変素晴らしいことである。ここで明ら
かになった問題にも適切に対処されているようで、このようなアドミニストレーションの努力には敬服する。このような
貴研究所の適切な対処の結果、漸く助言会議自体が本来の機能を果たすべき時になったのであろう。したがっ
て、来年度からの会議のあり方として、個別の研究単位（のみ）の成果発表／discussionが可能な会議設定を提案
する。小さな分科会を複数開くというイメージで、開催は隔年で良いのではないだろうか。（上田）

　研究所全体としてみると、目指すところの研究推進体制が可成り整えられ、実際に研究成果に反映してきたと評
価します。　これまでの研究成果を踏まえ、さらに研究が着実に進展していると理解できます。特に注目したい点
は、しっかりとした基礎研究に裏打ちされた研究が展開されている点にあります。しかしながらその一方で、研究課
題間における格差がより浮き彫りにされてきています。研究課題の再編成が必要な課題も散見されます。それらの
問題点の解決およびさらに優れた研究の展開にむけ、中・長期的な視野から今後の研究計画・組織構築に反映さ
せて頂きたいと思います。ただし、貴研究所の重要な責務として捉えることのできる研究環境の提供や、情報の集
積等は、特に単なる成果主義にとらわれることなく、確固たる位置づけられます。それらの研究の成果は見過ごさ
れがちですが、貴研究所の大きな成果としてさらにアピールし、また広く研究者に活用されるよう一層の情報公開
が望まれます。研究業績は単年度で評価することが困難ですが、総合的には大変優れた成果を数多く発表されて
おり、高く評価できます。ただし、一部の課題においては、少々その意識に欠けるものもあるのではないかと懸念さ
れます。IFに必要以上にとらわれる必要はありませんが、成果を広く公表し国内外からの評価を受けることは重要と
理解します。　（河野）



全体的なコメント

　5年間評価のコメントと重複するので、ここでは第２期中期計画及び組織体制について述べる。
１）研究体制を大幅に再編し、センター、領域、ユニット制とし、「課題中心」で中期計画の達成を目指そうとする意
図は理解できる。　２）とくに４つのセンター、GTLゲノム育種研究センター、遺伝子組換え作物開発センター、遺伝
子組換えカイコ研究センター及び遺伝子組換え家畜研究センターを設けたことは適切で、それぞれ第２期中期計
画期間中に大きな成果が生まれることが予想され、大いに期待したい。　３）研究管理支援部門の中の「遺伝子組
換え研究推進室」の役割は、ゲノム研究成果の利活用とその広報戦略、GM作物の社会的受容性の促進、などの
観点から極めて重要と思われる。課題は、①研究者との連携、②行政及び他の試験研究機関（県等も含む）との連
携のあり方で、遺伝子組換え研究の司令塔的機能を果たすよう期待したい。 ４）研究は、「集中化・重点化」と「裾
野の広さ・深さ」が必要。その意味で、ユニット長の采配・役割が極めて大きい。当面成果を急ぐ研究と少し先をみ
た研究を配置するなど、柔軟に指導力を発揮し、研究者の能力・意欲を引き出して欲しい。 ５）世界的に見て、昆
虫の生体機能を利用しようとする研究（昆虫科学研究領域）を柱の一つに据えている研究所は他にない。貴研究
所の特色の一つであり、新利用技術に結びつく成果も出つつある。一層の発展を期待したい。　（木口）

　昨年の発表より、随分、まとまってきました。研究所全体の方向もわずかながら伺えるようになりました。イネゲノム
が解読され、今後の発展が楽しみです。この結果が研究所一番の成果でしょう。その他、個々の研究は過不足なく
遂行されたように思いますが、以下、印象を述べます
・ 第一には、研究所全体の長期展望が欠如しているように思われてなりません。例えば、今後、１００年くらいを考
えると、資源の欠乏や生活の貧窮は多分、避けられないことになるでしょう。日本だけ安穏、というわけにはいかな
いことも確かです。そうなった時、環境保全、食料の確保は、国家として最優先の課題です。世界でのそうした状況
を睨んでの研究がないのが気になります。
・ 第二に、上記の裏返しですが、遺伝子組換えにしても、先進国のいわば文明病対策が主要課題のようです。消
費者ニーズに答える必要から仕方ないかも知れませんが、それだけでは、せっかくのゲノム情報がもったいないと
思います。今後、両方を見据えた、長期計画の策定が必要です。
・ 第三に、個々の研究者の興味に従ってなされた研究を、無理やり応用研究の成果に仕立てた印象もあります。
科学研究は、本来、好奇心による自然の理解ですから、「面白い」と思う心が原動力です。それだのに、いわゆる
「出口をみせろ」といった成果一辺倒の方針が目立ちました。研究者側も、「これは最終的には何々に役に立つ」と
言い訳しながらの実験になりかねません。本研究所の業務が大学とは違って問題解決型研究ですから、長期的に
は目標が必要ですが、日々の課題についてはあまり「実用を目指した」というタガをはめないほうがいいと思いま
す。
・ 第四に、成果評価法の再検討をお勧めします。私の場合、この２年間しか承知していません。５年間を評価しな
さい、と言われてもどうしようもありません。最初に計画を審査、受諾した委員が最後まで、立ち会うべきです。
・ 最後に、前にも書きましたが、インパクトファクターを成果の指標にするのは見当はずれです。「世界に知ってもら
うためにはＩＦの高い雑誌にだすのがいい」という意見もありますが、知ってもらうことと優れた研究として認知される
ことは別の話です。研究の評価は発表後、５－１０年くらい経たないと決まりません。論文は一番、妥当と思われる
雑誌に自信をもって投稿するようお勧めします。（佐野）

　農業生物資源研究所は基礎研究と応用研究の両方をカバーしつつ優れた業績を挙げている数少ない研究所
で，17年度も優れた業績を挙げています．昨年度のイネゲノム完全解読を受けて，リソース整備や組み換えイネの
作出に向けた努力と成果は高く評価したいと思います．５年間の評価点の分布より17年度の分布の方が高い方に
シフトしていることは，これまでの評価体制が功を奏した結果と考えます．中期計画で17年度には成果が挙がる方
策が採られてきたと思われます．その他のコメントは，５年間の総合評価の「全体コメント欄」に記しました．（西村）

　全体的に優れた成果を挙げているが、一部に成果の不充分なところがある。余り短期的に見るのは良くないが、
成果の乏しいテーマについては、見直しを含めて検討する必要がある。（榊）
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