
中期計画における自己点検評価結果書
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項　　　　　　目 外部委員評価 コ　　メ　　ン　　ト

１　評価・点検の実施

A

外部専門家などを活用して評価を行っている。適切に実施されている。今後新しい
研究戦略に対応した評価・点検のあり方を検討しても良い。一つのあるべき評価･
点検システムがほぼ確立したように思われる。今後は如何にして評価･点検にかか
る労力・時間を削減し、効率的な評価システムにするかが課題のように思われる。
膨大な研究結果を、それまで関与していなかった審査員がたかだか半日の会議で
評価するのは無理。各研究課題を審査し、ゴーサインをだした審査会が責任をもっ
て評価すべｓきでしょう。自己評価の体型は有効だったと考えるが，評価の基準とな
る「マニュアル」そのものを見直すことも視野に入れておく必要がある。

２　研究資源の効率的利用

A

外部の競争的資金獲得が少ない。この獲得高が研究の真の意味での外部評価の
結果である。適切に実施されている。これだけの設備、人員、予算があるのなら、さ
らに優れた研究ができる筈と思います。競争的資金の獲得に関する努力と研究資
源の最適な配分についての努力は評価できる。

３　研究支援の効率化及び充実・高
度化

A

効率的に行われているようだが、実験助手等の効率化はどうなっているか。適切に
実施されている。事務方、実験補助など、多分、精一杯の努力をしているのでしょ
う。今後，産学官の連携研究が強く望まれるようになると考えられる．研究情報の発
信についてさらに努めてほしい。

４　連携、協力の促進
A

適切に実施されている。研究内容をもとオープンにして、全国の研究者と情報交
換、共同研究体制を緊密にしたらいかがですか。イネゲノム解析は国際的に高い
評価を得ることができた。

５　管理事務業務の効率化

A

適切に実施されている。よく分りませんが、業績をインパクトファクターで判断するよ
うな姿勢はいただけない。研究者との対話を頻繁にして、研究内容の理解に勤めら
れたらどうでしょうか。会計処理や葉中業務の電子化が計画通り行われた．光熱費
の節減の努力も評価できる。

６　職員の資質向上

A

研究者で博士号未取得者はどのくらいいるのか。全員取得をめざして欲しい。適切
に実施されている。研究所職員が一体感をもって業務に当たることが重要。その意
味で、NIAS創意工夫賞により、研究を支える技術職員及び事務職員の顕彰制度を
設けたことは大いに望ましいことと評価したい。判断できません。職員の資格取得を
支援した結果，所外の各種の賞を獲得している点は評価できる。

１　試験及び研究並びに調査（評価
表B）

２　専門分野
A

適切に実施されている。５０年先の地球環境、生息環境、食料生産を考えたプロ
ジェクトをたてていただきたい。中期計画にあるとおり，情報の発信に努め，社会的
貢献を果たした。

３　成果の公表、普及の促進

A

学術研究の面では優れた成果が公表されている。ホームページ、生物研ニュース
など様々な手段で成果の公表に努力していることに敬服。あえて言えば、「国民の
○○のニーズに応えるための研究」という所の姿勢･スタンスをより全面に出すべき
ではないか。努力されていると思います。ただ、目先を喜ばすようなことばかりでで
なく、場合によっては国民と対立してでも、将来のために必要な研究を確立、説得
する姿勢が欲しい。イネゲノム関連の情報発信やリソースの提供は，この分野の国
内外の研究の推進に大きく貢献した。

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

一層の人事交流が望まれる。公募制や任期付き採用によって、人事の流動化を
図っているのは評価される。ポスドクのあり方についての見直しが必要。よく分りま
せんが、優秀な人材は広く採用すべきで、公募など、さらに徹底させること、審査を
オープンにするなど、が必要でしょう。適切な人員配置がなされた．平成１６年度に
独自に設けたポストドクター制度も若手研究員の参入促進に役立っている。

　　　　　　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５年間評価結果

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

Ⅲ　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

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



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
優れた成果であり、今後の利活用が期待される。

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 S

イネゲノムの構造解析はじめ多くの知見が得られた。イネゲノム情報の
今後の利活用が課題である。世界の研究拠点として貢献。過去5年で
大きな成果をあげ、国際的にも注目を集めている研究分野。今後、ど
のような戦略で研究を進めていくか、また成果をどのような戦略でPRし
ていくかが大事。イネゲノムに関する成果は，本分野の研究の大きな
推進力となった．またこれに関連する各種データベースの整備も高く
評価できる。すばらしい成果を挙げ、国際的にもプレゼンスを示した。

２）ゲノム情報等を活用した遺伝子の単離
と機能解明

A S

多くの遺伝子の単離が行われ、機能も明らかになった。今後も展開す
るべき課題である。世界の研究拠点として貢献。イネの遺伝子機能解
析システムの開発の貢献度は大きい。いくつもの良い成果が挙がっ
た。

３）タンパク質の網羅的解析と構造生物
学的解明

A A

ゲノム研究とプロテオーム研究の連動による成果が得られた。研究は
緒に就いたばかり。(1)遺伝子発現産物．．については中期計画から離
れてきている．この反省点を今後の計画策定に生かしてほしい。これか
らの発展につながる成果が出ている。

４）植物における生命現象の分子機構の
解明

A A

光合成などの現象の分子機構が調べられた。非常に大きな課題であ
り、早急な解決は望めない。生命現象の解明は，時間を要する上に，
当初の予想とは異なった方向に進むことも十分に理解できるが，中期
計画との整合性が遠すぎるものもあるのは残念である。着実に進んだ。

５）動物における生命現象の分子機構の
解明

A A

動物における種々の現象の分子レベルでの解明が行われた。一部に
成果の不十分な課題が見られる。農業生物資源研究所ならではの研
究成果がでている．特にカイコや家畜の研究は，本研究所の研究を特
色づけるものである．成果は期待できる。一部に成果が充分でないも
のがある。

６）環境応答、生物間相互作用の分子機
構の解明

A A

耐塩性などの環境応答の機構が明らかになった。分子生物学的に成
果の期待できる課題である。様々な環境を対象としてユニークな研究
が展開された．特に生物間相互作用の研究は分子遺伝学的な解析
ツールが整ってきたことから転機を迎え，卓越した研究成果が期待でき
る分野でもある。しっかりした成果を挙げている。

もともと困難な課題設定である。

１）遺伝子組換えによる機能性作物等の
開発

A A

生産者だけでなく消費者に向けた組換え作物作出は評価できる。当初
期待されたほどの成果は得られていない。花粉症緩和米や糖尿病予
防の健康機能米やCoQ10強化米の創出など今後の発展が大いに期
待できる成果がでている．この種の研究の推進には，組み換え作物に
対する社会的な啓蒙活動を進める必要がある。着実に進んだ。

２）新たなＤＮＡマーカーの開発

A A

マーカー選抜による育種が進んでいるのは喜ばしい。当初予定した成
果は得られた。育種改良に役立つDNAマーカーの開発や研究システ
ムの開発は，生物研の研究の重要な位置を占めるものである。着実に
進んだ。

３）放射線利用技術の開発

A A

木本の耐病性品種などの作出は興味深い。一部に成果の不十分な課
題が見られる。放射線による変異誘発の技術は重要である．他の機関
との共同研究をもう少し積極的に考えてもよいのではないかと考える。
一部に成果の乏しいものがあった。

Ｃ　新産業の創出を目指した研究
昆虫に関するテーマは見直す必要がある。

１）有用物質生産技術の開発

A A

有用タンパクを生産するイネの開発など研究が進展している。カイコに
関するテーマの意義が理解できない。ダニアレルゲン発現米の開発は
評価できる．外来タンパク質を大量に蓄積させようとする研究は海外で
も精力的に行われている．独自の系が開発できれば良い。着実に成果
を挙げた。

２）生体機能模倣技術の開発

A A
生物研の研究課題としては疑問。中期計画の達成には残念ながら遠
い．課題そのものは興味深いが，これだけの資金と研究員数で国際的
に卓越したものが生まれるかどうか不安。着実に成果を挙げた。

評価票Ｂ：試験並びに研究及び調査についての評価結果（５年間）

項　　　　　　　　目
評価結果

コ　メ　ン　ト

Ｂ　農林水産業の飛躍的発展を目指した革新技術の
開発



内部
評価

外部委
員評価

項　　　　　　　　目
評価結果

コ　メ　ン　ト

３）生物機能の改変による新規用途生物
の開発

A A

環境修復のための組換え植物の作出は重要である。課題設定の必然
性に疑問あり。生物農薬の開発は様々な角度から研究が進められてい
る．開発のヒントとなる成果が得られている．形質転換植物が生態系を
乱すという問題に対処する術を考える必要がある。着実に成果を挙げ
た。

４）新素材及び新蚕糸技術の開発

A A
本課題の産業的な価値は？。カイコへの遺伝子導入法が確立され、
今後の発展に期待。絹フィブロインの研究は興味深い．実用に近い製
品開発が行われている点は評価できる。着実に成果を挙げた。

Ｄ　バイオテクノロジーを支える基盤技術の開発
基盤的研究として引き続き推進されたい。

１）生物の多様性の解明と保全・利用技
術の開発 A A

イネ科植物の種間の多様性の特徴が明らかにされたことは評価でき
る。基礎生物学的な研究成果は大きい。成果は評価できる。着実に成
果を挙げた。

２）実験用動植物の開発

A A

５万系統の遺伝子破壊イネ系統の作出はすばらしい。当初の計画は
達成されている。中期計画ではイネの遺伝子破壊系統の4万系統作出
を目指すとしていたが，５万系統を作出した．このデータベースの貢献
度は高い。着実に成果を挙げた。

３）組換え動植物作出のための基盤技術
の開発 A A

種々の基盤技術の開発が進んでいる。当初の計画は達成されている。
組み換え技術基盤の確立に貢献する成果をあげた。着実に成果を挙
げた。

A A

この仕事はあまり派手ではないが、重要な仕事である。エンドレスで目
標設定の難しい分野であるが、着実に事業が進められている。今後急
増するであろう遺伝子導入動植物の評価・保存・増殖にどう対応するか
考えておく必要がある。貴重な遺伝資源を収集し，受け入れの強化を
はかることができた．このような生物遺伝資源について，大規模な収
集・評価などができる機関は限られている。着実に成果を挙げた。

　　評価の記載

          ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている

          ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている

Ｅ　生物遺伝資源の収集、評価、保存・増殖、配布、情
報管理

          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



評価表C：外部委員による全体的なコメント（５年間）

全体的なコメント

　２０００年からの５年間は国家事業であったイネゲノムプロジェクトを完成させる時期であった。貴研究所が大きな成
果を上げそれを成功裏に区切りをつけられたのは高く評価したい。ただ単にイネ核ゲノムのクローンを揃えその塩基
配列を決定するだけではなく、数多くの遺伝子を単離し、それらの発現パターの含め機能解析を行われた。またその
過程で完全長ｃＤＮＡクローンの収集やミュータントパネルを利用した機能解析システムの開発を行われたが、それら
は今後の植物科学の発展に大きく寄与すると思われる。
　今後も引き続き今の活性を維持するためには研究所のメインテーマをしっかりと決めそれに向けた研究を遂行する
ことが求められるだろう。それに欠かせないのは人事交流だと思われる。研究所全体を見ると今の研究課題は研究者
が先にいて、その方々に合わせた課題が選定されているように見える。もちろん研究は研究者が興味を持ち、やる気
にならなければ結果は出ない。したがって決められた方向に研究を進める試しは、適切な人材を集めるために、人事
の流動化が強く求められる。それでも一部の方はやはり自分の研究を行いたいと思う。その方々には競争的資金を積
極的に取り、研究を続けることも支援する必要もあるだろう。（平井）

　この５年間はイネゲノム解析を’錦の御旗’として全体の底上げが図られてきたが、今後はイネゲノム情報の利活用
によるアウトプットが問われるであろう。国内の米生産に飛躍的な前進をもたらすようなテーマが現れない限り、イネゲ
ノム研究の’ツケ’は高い物につくであろう。一方、多様性ゲノムの観点から他の作物に対象を広げるとしても、それら
の国内生産が衰頽の一途をたどっている以上、基礎生物学的な貢献以上の物は期待薄である。我が国における農
業資源生物研究の転機を鮮やかにクリアーされることを期待する。（武田）

　研究課題のまとまりが（外からも）見えるようになった。もちろん大課題間での各小課題の関係がはっきりしないところ
も散見されるが、少なくとも研究の位置づけと方向性が明確になったことは素晴らしい。本年度のピアレビューの結果
（とおそらくその伝達）により、個別のテーマに対する再評価をする必要はないとさえ感じる。研究内容をじっくり聞く機
会が必要である。いずれにしてもこの5年間の貴研究所の変化は素晴らしく、根本的な体制は整ったと考えられる。こ
れ以上デジタル的な評価に走ることなく、簡単にはデジタル化されない「貢献」を加えた総合評価とその反映を考える
べきである。また研究資源などの配分においてはネガつぶしのみに走ることなく、研究所として育てるべきポイントに
対する重点配分を考えること、およびその軸をぶれさせないことが重要である。（上田）

　イネゲノム解読研究の成果からも明らかなように、農業生物資源研究所の農学・生命科学領域における貢献は国内
外に高く評価されています。もちろん他の植物・動物・昆虫の研究領域においても独創的な研究を展開しており、貴
研究所が我が国の農学領域における確固たる地位を占めていることは明らかです。今後ともその研究路線を発展さ
せて頂いたい。一方、この５年間の展開により、研究課題間あるいは研究グループ間における研究の進展度合いの
開きが明確となってきた側面も見逃せません。研究課題の選択と、研究グループ（スタッフ）の再構成が、研究の発展
に益々重要になると思われます。将来を見越した積極的な再編への取り組みに期待したいところです。成果主義に
対しては賛否両論ありますが、研究業績をよい論文として残すことは、研究領域の如何に係わらず重要です。この５
年間では優れた論文が数多く発信されていると判断できますが、さらに今後の成果に期待したいところです。今後とも
公正な評価に裏打ちされた成果主義をうまく活用し、優秀な人材の確保、あるいは研究者の意欲に繋げていただき
たいと思います。　研究の人的側面では、すぐれた常勤研究員を確保することはいうまでもありませんが、非常勤研究
員（ポスドク）の果たす役割が重要な位置づけになっています。したがって、非常勤研究員の採用・継続についても十
分な配慮と透明性の高いシステムを構築し、人的流動性の確保が望まれます。　研究の方向性および公表では、たと
えば機能性食品の開発や臓器移植医療モデル動物など、特に遺伝子改変による動植物の付加価値を高める研究
課題に力点が置かれる傾向があるように見受けられます。これらの課題は一般的に比較的わかりやすく、華々しい成
果として理解されやすい傾向にあります。しかしながら、視点を変えると、人間生活にとって本質的な貢献が可能であ
るのか、あるいは、時流に流され研究の本質を見失う可能性もあるのではないか、などの問題点も含まれています。貴
研究所の多くの研究課題がそうであるように、長期の研究戦略を必要とする独自性の高い研究課題の推進が最も重
要な使命であると思われます。必要以上に応用的意義に拘ることなく、本来生物資源が持つ機能のさらなる解明をは
かるオリジナリティーの高い研究の展開が重要であると思われます。まさに生物資源研でしかできない研究の展開に
向けたチャレンジを期待します。（河野）



全体的なコメント

　１）この過去5年間は、イネゲノムの完全解読、様々な形質転換イネ等の開発、カイコゲノムの解読と遺伝子導入手
法の開発、顕微授精による子豚産生、遺伝子組換えヤギの産出、等に見られるように、研究が目に見える形で大きく
進展した歴史的な研究スパンといえよう。研究推進に当たられた貴研究所関係者に敬意を表したい。
　２) 遺伝子組換え作物（GM作物）の社会的受容性に関しては、堂々と、粘り強く対応していく必要がある。その際、
①より安全な形質転換手法の開発、　②消費者にメリットのあるGM作物の開発、③より厳密な「GM作物の安全性評
価」に関する試験･研究、等を積極的に進めるとともに、その取組姿勢とプロセスを国民に分かり易く、継続的にPRす
るための仕組みが必要である。また、社会的受容性を志向した試験研究に尽力している研究者等のインセンティブを
高めるための仕組み､特に業績評価システムを考える必要がある。（真剣に安全性を追究している研究所の姿勢が国
民に見えなければ、大方の国民の理解はえられないであろう）　。
　３）「産学官連携、協力の促進・強化」が謳われているが、農業関連試験研究分野の基盤・先端領域を担当するトッ
プ場所として、試験研究の成果を、どのような仕組みで、他の公的研究機関や大学、民間企業等に情報発信し、技
術移転し、社会化しているのか、また今後どのような方針と仕組みで進めようとしているのかがやや見え難い。分かり
易い平易な説明図が欲しい。
　４）優秀な人材を養成し、関連試験研究機関の必要部門に派遣するなどの人材供給・人事交流も、トップ場所が担
う大きな社会的役割であり、その実績は評価対象のひとつとも言える。
　５）イネゲノムやカイコゲノム等で国際コンソーシアムなどをリードする人材を輩出していることに敬意を表したい。そ
れぞれの研究分野の学会（とくに国際学会）で、学会を支え、リードする人材（若い世代の幹事役なども含む）を意識
的に育てることは大事なことと考えられる。研究者の業績評価に当たっては、こうした学会活動や社会活動なども評価
対象の一つに加えてはどうか。（木口）

　A．独立行政法人化後の変革の時期に，中期計画にそった改革が進められ，評価体制を整備し，各小課題に適切
な評価を与え改善に努めて来られたことは高く評価できます．敢えて気がかりな点を３つ挙げさせて頂きます．
１）「評価マニュアル」は非常によく練られてできていると思われますが，時代と共に評価基準も変えていく必要がある
と思われます．この５年間の実際の成果（あるいは発展性）と評価点が一致しているかどうかを検討した上で，次の５年
に向けた「評価マニュアル」の改訂を図ってはどうでしょうか？
２）膨大な評価書などの資料を作成されるのにグループリーダーの多くの貴重な時間と手間が費やされていると想像
されます．毎年報告書・評価書・計画書の書類作成に追われてしまうことがないようにできればと考えます．
３）５年間の成果が芳しくなかった小課題については，中間時点で適切な方向修正ができなかったか，検討して欲し
いと思います．息の長い研究や萌芽的な研究の評価は難しいとは思われますが，早めに適切な修正を加えることで，
伸びる可能性もあると考えます．
　Ｂ．研究業績面では，予想以上の成果を達成した分野もあり，その成果は十二分に評価できます．中でもこの５年間
の最も優れた成果としてはイネゲノムが挙げられます．この成果は，ライフサイエンスの発展に大きく寄与したことは間
違いありません．これをベースとしたリソース整備など今後は地道な努力が必要になると考えられます．これに関連し
て，各種の組み換えイネの創出に向けての努力が行われてきていますが，一方では組み換え作物の栽培に対する
社会的な抵抗があることも見逃せません．これにどのように対処していくべきかを国内の農学領域をリードする立場か
ら考えていく必要があるかと思います．数十年後には食糧難の時代がくると言われながら現実として受け止められて
いない点や組み換え食品に対する社会的な批判などにも適切な説明を行い，研究所が推進しようとしている研究に
対する理解と支援を獲得していく必要があるのではないでしょうか．
　Ｃ．科学技術振興調整費など大型予算を投じて産官学の連携研究推進を奨励する傾向が出てきています．個々の
小課題の中には，類似の研究が大学で進められているケースも見受けられます．情報交換や人的交流を促進して，
大学との有機的な連携をもう少し検討されると効率よく成果があがると思います．また，願わくば大学ではできない研
究，生物研ならではの研究を推進していく努力を続けて欲しいと思います．中期計画に掲げられた目標通り，研究員
を広く公募によって採用するなど，開かれた研究所改革が見て取れました．今後も，これまで以上に大学を含めた他
の機関との連携を深めていってほしい．（西村）

　全体として着実な成果を挙げており、高く評価する。特にイネゲノム関連の研究はすばらしいものがある。一方、一
部に論文のほとんどないものなど、成果が出ているといいがたいものもあり、今後の研究計画や戦略全体の立て方に
おいて検討すべき点である。（榊）
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