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国民の皆さんへ 
 
農業をめぐる環境問題が世界的に重要になり、食や環境の安全性に関する国民の関心が

高まる中、独立行政法人農業環境技術研究所は、自然と社会と人間との調和をめざした高

い水準の研究活動によって世界の食料及び環境問題の克服に貢献することを基本理念とし

ています。そして、農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査

及び研究等を行うことにより、その生育環境の保全及び改善に関する技術の向上に寄与す

ることを目的としています。 
 この目的を遂行するため、第２期中期目標期間（平成 18～22 年度の５年間）では、本研

究所は、農業生産環境の安全性を確保するための基礎的な調査及び研究に重点を置いた次

の３つの目標を掲げて、明確な使命感のもと、高い水準の研究を行うことをめざしていま

す。 
１）農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発 
２）自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明と管理技術の開発 
３）農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究 

 近年の研究成果としては、例えば、カドミウムで汚染された土壌を化学洗浄や植物で修

復する技術を開発しました。この技術は、現在、複数県で実証事業が行われています。ま

た、温室効果ガスである亜酸化窒素の農耕地からの排出に関する研究成果が IPCC（気候変

動に関する政府間パネル）のガイドラインに採用されました。私たちは、このような社会

に貢献する研究成果の創出を目指して研究活動を行っています。なお、IPCC は 2007 年の

ノーベル平和賞を受賞しましたが、これに関連し、IPCC から本研究所関係の３名の研究者

にノーベル賞受賞への貢献を認定する賞状が授与されています。 
第２期中期計画の２年目となる平成 19 年度には、地球温暖化が農業生態系に及ぼす影響

を解明するために、野外で CO2 濃度を高めた実験において、水稲の生育・収量や温室効果

ガス発生量に関する重要な知見を得ました。また、夏季の異常高温による水田微気象と水

稲の高温不稔率の緊急調査を行いました。これらの他にも、低濃度エタノールによる土壌

消毒法、高い活性を持つ生分解性プラスチック分解酵母の分離等の研究成果が出ています。 
研究を効果的・効率的に進めるための業務改善にも取り組みました。自己評価・点検方

法の改善、競争的研究資金等外部資金の獲得による研究資源の充実を図りました。また、

地球温暖化対策研究連絡協議会の設立、モンスーンアジア農業環境研究コンソーシアムの

活動などを通じて、国内外の研究機関との連携の強化を図りました。研究者だけでなく、

農業環境に関心を持つ一般の方々を対象としたシンポジウムの開催等にも力を入れました。 
本報告書には、以上のような平成 19 年度の業務実績について、それに対する自己評価等

を添えて記載しています。この報告書が皆様に有用な情報を提供し役立つことを願うとと

もに、皆様からの忌憚のないご意見によって本研究所の業務の改善を図る所存です。 
後に、私たちは、次の標語を心に、世界の農業環境技術研究を先導する研究所として、

絶えざる挑戦と革進を続けていきたいと考えています。 
 

風にきく 土にふれる そして はるかな時をおもい 環境をまもる 
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第１章 独立行政法人農業環境技術研究所の概要 

 
第１ 基本情報 

 １ 法人の概要 
（１）目的 
 農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を

行うことにより、その生育環境の保全及び改善に関する技術の向上に寄与する。 
 （独立行政法人農業環境技術研究所法第 3 条） 
（２）業務内容 
 本研究所は、独立行政法人農業環境技術研究所法第 11 条の目的を達成するため以下

の業務を行う。 
 ①農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究並びに 
  これに関連する分析、鑑定及び講習を行うこと。 
 ②前号の業務に附帯する業務を行うこと。 

 
 ２ 事業所（研究所）の所在地 

研究所 〒305-8604 茨城県つくば市観音台 3 丁目 1 番 3 号 
    電話 029-838-8148（代表） 
    Fax 029-838-8199 
    Web サイト http://www.niaes.affrc.go.jp 

 
 ３ 資本金の状況 

本研究所の資本金は平成 19 年度末で 34,353 百万円となっている（表Ⅰ-1）。 
 
表Ⅰ-1 資本金の内訳                        （単位：百万円） 

平成19年度中        
 増 減 

平成19年度末 
 

備  考 
 

 
 政府出資金 
              

 
       0 
               

 
       0 
               

 
         34,353 
               

根拠法令 
独立行政法人 農業環境技術研

究所法 
（平成 11 年法律第 194 号）
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 ４ 役員の状況  
役  職  氏  名  任    期  経   歴  

理事長 佐藤 洋平 自 平成 17 年 4 月 1 日 
至 平成 21 年 3 月 31 日
 

昭和 47 年 10 月 文部省（東京大学）採用  
平成 8 年 12 月  東京大学教授  
平成 16 年 4 月    東京農業大学教授  

理 事 上路 雅子 自 平成 19 年 4 月 1 日 
至 平成 20 年 3 月 31 日
 

昭和 43 年 4 月  農林省（農業技術研究所）採用  
平成 9 年 8 月    農業環境技術研究所資材動態部農薬動

態科長  
平成 15 年 10 月   (独)農業環境技術研究所企画調整部長
平成 17 年 4 月  (独)農業環境技術研究所理事  

監 事 松井 武久 自 平成 19 年 4 月 1 日 
至 平成 21 年 3 月 31 日
 

昭和 63 年 8 月  三菱化成(株)黒崎工場部長  
平成 12 年 7 月  三菱化学ＭＫＶ(株)監査役  
平成 15 年 4 月  (独)農業生物資源研究所監事(非常勤)
平成 17 年 4 月  (独)農業環境技術研究所監事  

監 事 
(非常勤) 

堀 雅文 自 平成 19 年 4 月 1 日 
至 平成 21 年 3 月 31 日
 

平成 9 年 10 月 (株)三菱総合研究所科学技術研究本部
部長  

平成 17 年 4 月   (独)農業環境技術研究所監事（非常勤）
平成 17 年 8 月   東京大学特任教授産学連携本部  

（参考）定数：４人（理事長１、理事１、監事２） 
「研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。研究所に、役員

として、理事一人を置くことができる。」（独立行政法人農業環境技術研究所法 第６条） 
 
 ５ 常勤職員の状況 

常勤職員は平成 20 年１月１日現在において 178 人（前期比 11 人減少、5.8％減）

であり、平均年齢は 43.8 歳（前期末 42.5 歳）となっている。このうち、国等（国、他

法人及び地方公共団体）からの出向者は 53 人（内訳は国 15 人、他法人 38 人）、民間

からの出向者は０人である。 
（注）独立行政法人化（平成 13 年４月１日）以後、平成 20 年１月１日までの転入者を出向者としている。 

 
 ６ 設立根拠法 

独立行政法人農業環境技術研究所法（平成 11 年法律 194 号） 
 

 ７ 主務大臣 
 農林水産大臣 
 

 ８ 沿革  
明治 26 年   農商務省農事試験場として発足 
昭和 25 年   改組により農業技術研究所となる。 
昭和 58 年   改組により農業環境技術研究所となる。 
平成 13 年 4 月 独立行政法人農業環境技術研究所（特定独立行政法人）となる。 
平成 18 年 4 月 非特定独立行政法人となる。 
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 ９ 組織図  
 
 

 

理事長 研究統括主幹

理事 　　企画戦略室

監事 　　連携推進室

　　広報情報室

　　研究技術支援室

　　研究情報システム専門役

業務統括主幹

　　総務管理室

　　財務管理室

研究コーディネータ

大気環境研究領域

物質循環研究領域

土壌環境研究領域

有機化学物質研究領域

生物多様性研究領域

生物生態機能研究領域

生態系計測研究領域

農業環境インベントリーセンター

監査室

リサーチプロジェクト (RP)

有機化学物質リスク評価RP
重金属リスク管理RP
外来生物生態影響RP
遺伝子組換え生物生態影響RP
水田生物多様性RP
畑土壌生物多様性RP
情報化学物質生態機能RP
作物生産変動要因RP
温室効果ガスRP
炭素・窒素収支広域評価RP
栄養塩類リスク評価RP
温暖化モニタリングRP
化学分析・モニタリングRP
農業空間情報RP
農業環境リスク指標RP
環境資源分類・情報RP

理事長 研究統括主幹

理事 　　企画戦略室

監事 　　連携推進室

　　広報情報室

　　研究技術支援室

　　研究情報システム専門役

業務統括主幹

　　総務管理室

　　財務管理室

研究コーディネータ

大気環境研究領域

物質循環研究領域

土壌環境研究領域

有機化学物質研究領域

生物多様性研究領域

生物生態機能研究領域

生態系計測研究領域

農業環境インベントリーセンター

監査室

リサーチプロジェクト (RP)

有機化学物質リスク評価RP
重金属リスク管理RP
外来生物生態影響RP
遺伝子組換え生物生態影響RP
水田生物多様性RP
畑土壌生物多様性RP
情報化学物質生態機能RP
作物生産変動要因RP
温室効果ガスRP
炭素・窒素収支広域評価RP
栄養塩類リスク評価RP
温暖化モニタリングRP
化学分析・モニタリングRP
農業空間情報RP
農業環境リスク指標RP
環境資源分類・情報RP
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第２ 経営方針 
本研究所は農業環境に関する基礎的な研究を担う独立行政法人として、「農業環境のリ

スクの評価及び管理技術の開発」、「自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機

能の解明と管理技術の開発」、「農業生態系の機能を支える基盤的研究」を推進する。こ

れらに関する研究成果の、行政や国際機関における政策立案や施策実施での活用、また、

大学、他独法、検査機関、農業現場等での活用を目指す。研究成果は海外を含め広く発信

し、国民にわかりやすく広報を行う。また、専門分野を生かし、各種の社会貢献のための

活動を実施する。 
これらの業務を効率的に実施するため次のような取組を行う。 
① 外部専門家等を活用した的確な自己評価を実施し、その結果を、独立行政法人評価

委員会の評価結果等と併せて、業務運営に反映させる。 
② 運営費交付金の重点配分、競争的研究資金等外部資金の獲得等研究資源の効率的利

用及び充実・高度化に努める。 
③ 総務部門など研究支援部門の効率化及び充実・高度化、産学官連携及び協力の促進・

強化、海外機関等との連携強化を図る。 
④ 関係法令、社会的規範を遵守して健全で安全な職場環境を確保し、社会の構成員と

して倫理、良識に従って事業活動に取り組む。 
上記の方針に沿って、平成 19 年度には、以下の取組を重点的に実施した。 
① 平成 18 年度実績に関する農林水産省独立行政法人評価委員会の指摘を踏まえ、研究

所における自己評価方法、研究職員の業績評価方法等を改善した。 
② 競争的研究資金等に積極的に応募し、外部資金の獲得を図った。 
③ 所内の業務効率化推進委員会で、各部門から出された業務改善提案を検討し、研究

管理データベースの構築等の措置を行った。また、契約の競争性、透明性、公平性を

高めるため、一般競争入札への移行を促進した。地球温暖化対策研究連絡協議会の設

立、モンスーンアジア農業環境研究コンソーシアムの活動などを通じて、国内外の研

究機関との連携の強化等を図った。 
④ 平成 19 年３月に「研究所の配分する資金における研究活動の不正行為への対応に関

する規程」を制定し、所内に周知した。所内のコンプライアンス推進委員会が中心と

なり、全職員を対象とした外部講師による「コンプライアンス推進研修」を実施した。 
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第２章 平成 19 年度に係る業務の実績 

 
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 

中期目標の期間 

研究所の中期目標の期間は、平成 18 年４月１日から平成 23 年３月 31 日までの５年間と

する。 

 

 

 

大項目実績 

運営費交付金を充当して行う事業について、業務の見直し及び効率化を進めた。平成 19
年度の一般管理費については、280,040 千円となり前年度実績（309,369 千円）から△29,329
千円の削減となっており、約 9.5％減少となった。業務経費については、916,376 千円とな

り前年度実績（912,920 千円）から 3,456 千円、約 0.37％の増加となったが、これは平成

18 年度の債務残を業務経費（研究施設維持のための修繕費他）に充当したことが、主な要

因となっている。また、人件費については、削減後の予算（対前年度比 99.0%（退職金及

び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与

改訂部分を除く。）の範囲内において、国家公務員の給与構造改革（俸給月額の引き下げ、

中期計画 
運営費交付金を充当して行う事業については、業務の見直し及び効率化を進め、一般管

理費については、中期目標期間中、毎年度平均で少なくとも前年度比３％の削減を行う

ほか、業務経費については、中期目標期間中、毎年度平均で少なくとも前年度比１％の

削減を行う。また、人件費については、行政改革の重要方針（平成 17 年 12 月 24 日閣議

決定）を踏まえ、今後５年間において、５％以上の削減（退職金及び福利厚生費（法定

福利費及び法定外福利費）を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）

を行うとともに、国家公務員の給与構造改革を踏まえて、役職員の給与について必要な

見直しを進める。 

中期目標 
運営費交付金を充当して行う事業については、業務の見直し及び効率化を進め、一般管

理費については、中期目標期間中、毎年度平均で少なくとも前年度比３％の削減を行う

ほか、業務経費については、中期目標期間中、毎年度平均で少なくとも前年度比１％の

削減を行う。また、人件費については、行政改革の重要方針（平成 17 年 12 月 24 日閣議

決定）を踏まえ、今後５年間において、５％以上の削減（退職金及び福利厚生費（法定

福利費及び法定外福利費）を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）

の取組を行うとともに、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進め

る。 
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級の見直し、号俸の分割、調整手当の廃止、地域手当の新設等）を踏まえて、役職員の給

与について必要な見直しを行った結果、平成 19 年度の給与、報酬等支給総額（人件費のう

ち、退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）を除いたもの）は、1,548,556
千円となり、前年度実績（1,573,381 千円）から△24,825 千円の削減となっており、約 1.6%
の削減となった。 
なお、業務の効率化に関する詳細については、「第３ 予算、収支計画及び資金計画」の

項を参照されたい。 
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１．評価・点検の実施と反映 

中期目標 

業務の質の向上と業務運営の効率化を図るため、運営状況、研究内容について、自ら適切に評

価・点検を行う。 

研究内容の評価・点検については、農業その他の関連産業、国民生活への社会的貢献を図る観

点から、できるだけ具体的な指標を設定して取り組む。また、研究成果の普及・利用状況の把握、

研究資源の投入と得られた成果の分析を行う。 

評価・点検結果については、独立行政法人評価委員会の評価結果と併せて、業務運営への反映

方針を明確化した上で、的確に業務運営に反映させる。 

職員の業績評価を行い、その結果を適切に研究資源の配分や処遇等に反映する。 
 
中期計画 

①業務の質の向上と、より一層の効率的な運営を図るため、毎年度、業務の運営状況、研究内容

について、自ら評価・点検を行う。その実施に当たっては、外部専門家・有識者の活用等によ

り客観性、信頼性を確保するとともに、効率的な評価・点検体制の整備に努める。 

②研究内容の評価・点検については、生産者、消費者、地域住民及び行政部局等への社会貢献を

図る観点から、できるだけ具体的な指標を設定して取り組む。また、研究資源の投入と得られ

た成果の分析を行う。さらに、主要な研究成果については、研究終了から一定期間経過後の普

及・利用状況の把握を行う。 

③評価・点検結果は、独立行政法人評価委員会の評価結果と併せて、基本的考え方や具体的方法

を明確化して、的確に業務運営に反映させる。 

④研究職員については、業績評価を行い、評価結果を研究資源配分及び処遇に反映する。また、

一般職員等については、組織の活性化と実績の向上を図る等の観点から、新たな評価制度を導

入する。 
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中項目実績 

●自己評価・点検 
独立行政法人評価委員会の平成 18 年度実績評価での指摘を踏まえ、業務運営上の問題点の明確

化と対応策の検討を充実させるため、業務実績報告書の作成、自己評価のシステムの改善を図っ

た。即ち、業務全般の実績の確認と評価を行うに当たり、業務の実態を も詳細に把握している

研究所自らのチェックを強化するため自己評価会議を新たに設け、そこで業務実績の確認を行う

と共に、問題点の明確化と対応策の検討を含む評価を行い、その結果を外部委員で構成する評議

会に提示し、評価を受けることとした。また、従来は４月に行っていた評議会を年度内に開催し、

自己評価結果を次年度計画に反映し易い仕組みに変更した。平成 19 年度の実績は以下のとおりで

ある。 
 
○自己評価会議（平成 20 年３月６日開催） 

本研究所の役員、研究管理職、総務･財務部門の室長等をメンバーとし、業務運営につい

ては中項目等、研究部分については中課題等を単位として、実績の確認及び評価を実施した。 
 
○評議会（3 月 19 日開催） 

外部委員 11 名をメンバーとし、自己評価会議の検討を踏まえて作成した業務実績報告書

（自己評価案を含む）を基に評価を実施した。 
 
 

表 1-1-ア-1 平成 19 年度（独）農業環境技術研究所評議員一覧 
                                      
木村 眞人 名古屋大学大学院生命農学研究科教授 
古在 豊樹 千葉大学学長 
永田 徹 前茨城大学農学部教授 
藤原 俊六郎 神奈川県農業技術センター副所長 
松永 和紀 サイエンスライター 
山崎 洋子 NPO 法人田舎のヒロインわくわくネットワーク理事長 
大塚 柳太郎 独立行政法人国立環境研究所理事長 
堀江 武 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長 
鈴木 和夫 独立行政法人森林総合研究所理事長 
秋山 敏男 独立行政法人水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所所長 
西郷 正道 農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長         
                                      

 
 
○自己評価の決定と問題点等に関する対応策の検討 

評議会の評価を踏まえ、研究所としての自己評価を決定するとともに、自己評価の過程で

明らかになった問題点等について対応策の検討を進め、可能なものについては平成 20 年度

計画に反映させるなどの措置を実施した。例えば、自己評価を踏まえ、平成 20 年度計画に、
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化学物質の保管状況等を一元的に把握できるシステムの導入の検討、採用における女性の応

募数の拡大に向けた取組等を盛り込んだ。また、平成 20 年度当初から企画（評価）部門を

増員し強化した。 
 
上記の業務全般の評価に先だち、研究課題（資料１）については、研究課題評価実施要領（資

料２）に基づき、以下のとおり、小課題段階から進捗管理と評価（ピアレビュー）を実施した。

なお、小課題ごとの評価結果は翌年度のリサーチプロジェクト（RP）への一般研究費配分額に反

映させることとしている（P16「運営費交付金の重点配分、国の委託プロジェクト研究の重点実

施」参照）。 
①内部設計会議（平成 19 年４月上中旬開催） 

小課題を担当する RP ごとに平成 19 年度の課題設計を検討 
②設計検討会議（４月 23 日開催） 

全 RP リーダーが参加し、研究計画の詳細と RP 間の連携等を検討 
③RP 中間検討会議（９～10 月開催） 

課題の進捗状況、問題点の把握とその対応等について検討 
④RP 成績検討会議（12 月～１月上旬開催） 

平成 19 年度の成果と問題点の把握、平成 20 年度計画の検討を実施 
成績検討会議の後に各 RP リーダーが小課題報告書を作成。RP リーダー自身による自己

評価及びコメント欄を設け、研究担当者自身による問題点の摘出を図った。 
⑤課題評価会議（平成 20 年１月 24 日～25 日開催） 

小課題毎に平成 19 年度における進捗状況と成果について検討･評価した（ピアレビュー）。

RP リーダーのプレゼンテーションの後、外部評価委員４名と研究所の研究管理職による

内部評価委員 11 名が、「進捗状況」、「研究のレベル」、「波及効果」等の観点から５段階で

評価し、それらを総合して各小課題の総合評価点を算出。 
 
 

表 1-1-ア-2 課題評価会議の外部評価委員一覧 
                                   
秋山 侃    岐阜大学流域圏科学研究センター教授 

       岡崎 正規  東京農工大学大学院生物システム応用科学府教授 
       永田  徹   前茨城大学農学部教授、農業環境技術研究所評議員 
       三枝 正彦  豊橋技術科学大学先端農業・バイオリサーチセンター特任教授 
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　　④RP成績検討会議

　　⑤課題評価会議

自　己　評　価　会　議
＊平成19年度に新設

評　　　　議　　　　会
＊平成19年度は３月に実施（これまでは４月）

（　研究課題　） （　業務運営全般　）

自己評価の決定

研究課題の設計・進捗管理
　①内部設計会議
　②設計検討会議
　③RP中間検討会議

各種業務
の実施

　・次年度計画への反映
　・業務実績報告書（自己評価含む）の提出

 

図 1-1-ア 評価の流れ図 
 
●研究資源の投入と成果の分析 
中課題ごとに平成 19 年度の投入資源及び成果を算出した。投入資源に比較して成果が少ない課

題については、RP 成績検討会議等で成果を出す努力を促した。また、外部資金が少ない課題につ

いては、応募への努力を促した。なお、現段階での解析では以下のような傾向がみられた。 
・ 研究者数と論文数には相関関係がみられ、研究者一人当たりの論文数は例外 1 件（2.3）を除

き 0.9～1.2 の範囲にあった。 
・ 論文１報あたりの経費（注）は、270～890 万円の範囲であった。 
 （注）中課題に分類できない共通的経費は含まれていない。 
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表 1-1-イ 投入資源の投入と成果の関係 

運営費
交付金

受託プ
ロジェク
ト

予算合
計

担当者1
人当た
り投入
予算額

A11
農業環境中における有害化学
物質のリスク評価手法及びリス
ク管理技術の開発

19.2 3.5 50.9 111.5 162.4 8.5 69 23 4 706 1.0

A21
外来生物及び遺伝子組換え生
物の生態系影響評価とリスク管
理技術の開発

14.8 10.9 32.3 181.1 213.4 14.4 85 24 0 889 0.9

B11
農業生態系を構成する生物群
集の動態と生物多様性の解明 11.2 1.3 28.1 69.1 97.2 8.7 71 15 0 648 1.2

B12
農業生態系機能の発現に関与
する情報化学物質の解明 9.5 3.8 26.4 31.9 58.3 6.1 55 12 0 486 0.9

B21
地球環境変動が農業生態系に
及ぼす影響予測と生産に対す
るリスク評価

9.6 6.5 40.7 58.7 99.4 10.4 59 19 0 523 1.2

B22
農業活動等が物質循環に及ぼ
す影響の解明 16.9 6.1 55.3 97.1 152.4 9.0 64 22 1 693 1.0

C11
農業環境の長期モニタリングと
簡易・高精度測定手法の開発 7.1 2.1 18.6 79.3 97.8 13.7 81 21 0 466 2.3

C21
農業環境資源インベントリーの
構築と活用手法の開発 20.2 2.0 46.8 27.7 74.5 3.7 37 27 0 276 1.2

108.4 36.2 299.2 656.3 955.5 8.8 69 163 5 586 1.1

(注)運営費交付金は、領域配分、小課題強化費、交付金プロジェクト、法人プロジェクト経費の合計であり、中課題に分類

　　できない共通的経費は含まれていない。

投入資源

受託／総
額
(%)

担当者
数

(人）

ポスドク
数

(人）

査読論文
数

予算（百万円）
担当者と
ポスドク

の一人当
たりの論

文数

合計

中
課
題
番
号

研究内容 特許出願
数

成果

論文一本
あたり経

費
(万円）

 

●研究成果の普及・利用状況の把握 
研究成果の普及・活用状況の把握のため、独法化後（平成 13～17 年度）に公表した「普及に

移しうる成果」について、利活用状況の追跡調査を実施した（資料 26）。本調査は農林水産技術

会議事務局の調整の下、農業関係の試験研究独立行政法人、農林水産省の資金を活用して研究を

実施した研究機関等が同じ手法で実施するものである。 
対象となる「普及に移しうる成果」全 43 件の追跡調査の結果は次のとおりとなった。 

A（経済活動等で活用されている）           ：24 件（56％） 
B（近い将来、経済活動等で活用される可能性がある）  ：13 件（30％） 
C（現時点での経済活動等で活用されていない（B を除く））： 6 件（14％） 

A の事例をみると、「農耕地からの亜酸化窒素の排出係数は現在の IPCC デフォルト値よりも低

い」（平成 17 年度成果）のように、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の発行する「国別温

室効果ガスインベントリ作成のためのガイドラインの改訂版」（IPCC、2006 年）に成果が活用さ

れ、各国の温室効果ガス排出量の算定に貢献したというようなものがある。また、「畑条件で栽培

するイネはカドミウム汚染水田の修復に 適である」（平成 15 年度成果）のように、複数県で実

証事業が行われ、農業現場での普及が進展しているものもある。これらのような社会で活用され

る研究成果を多く出す努力を今後も続ける必要がある。 
B となった成果に関しては技術相談や事業化に向けた協議が行われているものがあり、今後、

適切な情報提供や普及に向けた取組を進める必要がある。C となった成果には、社会情勢の変化

により活用されにくくなったもの、利用者のニーズに合致しなかったものなどがある。なお、本
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研究所の成果に関するランクの比率は、農林水産技術会議事務局が対象とした全 968 件の調査結

果（Ａ：50％、Ｂ：33％、Ｃ：17％）と概ね類似したものであった。 
なお、本調査は、研究者が把握している情報の範囲内での判断であること、活用情報の収集自

体が困難なものや十分なされていないものがあることなどに注意する必要がある。研究成果がど

のように社会貢献につながっているかを把握することは重要であり、今後、手法の改善等を行い、

より精度の高い調査の実施を検討する必要がある。 
 
 本研究所の主要な成果情報（資料４）については、研究所 Web サイトで閲覧できるようにして

いるが、研究成果情報公開ページへの訪問回数は年々増加しており、平成 19 年度には前年の２倍

を大きく上回る回数になっている。これは、平成 19 年度に利用者が関心のある研究成果にアクセ

スしやすくなるよう改善を加えたこと（P74「広報活動の見直し・強化」参照）、農業環境問題に

ついての関心が高まっていることなどが背景にあると考えられる。 
 

表 1-1-ウ-1 研究成果情報公開ページへの訪問回数 
─────────── 
平成 17 年度 26,844 
平成 18 年度 42,856 
平成 19 年度 94,811 

─────────── 
 
 また、主要な公開データベースへのアクセス数をみると、対前年で増加しているものが多く、

エコシステムデータベース、昆虫標本館所蔵タイプ標本、農業環境技術研究所所蔵微生物さく葉

標本目録は前年の約２倍またはそれ以上となった。一方、前年より減少したものもみられる。 
 

表 1-1-ウ-2 本研究所における主要な公開データベースのアクセス数 
（平成 19 年度実績。かっこ内は平成 18 年度実績） 

──────────────────────────────────── 
エコシステムデータベース 102,941 (55,628) 
 
昆虫標本館所蔵タイプ標本 46,551 (23,466) 
 
農業環境技術研究所所蔵微生物さく葉標本 
目録（平成 18 年 9 月公開） 40,987  (6,926)  
日本産糸状菌類図鑑 8,047 (10,333) 
 
微生物インベントリー（microForce） 7,539 (15,075) 
 
三橋ノート画像データベース 1,606  (1,756) 
 
日本野生植物寄生・共生菌類目録 
（平成 19 年 6 月リニューアル公開） 673   ( － ) 

──────────────────────────────────── 
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●評価・点検結果の反映方針 
平成 18 年度までの評議会は４月に開催していたため、評議会で指摘された問題点については業

務運営の実施場面で適宜反映させてきた（資料３）。例えば、平成 19 年４月に開催した評議会に

おいては、「わかりやすい広報が重要である」との指摘がなされ、平成 19 年度は一般市民向け農

業環境シンポジウムを 3 回開催するなど、成果のわかりやすい広報に努めた。 
平成 19 年度から、評議会を年度内に開催し、評価で明らかになった問題点等への対策の検討を

年度内から開始し、可能なものについては次年度計画に反映し、対策の検討に時間を要するもの

については、業務運営の実施場面で適宜反映することとした。 
上記の他、研究課題については、小課題ごとの評価結果を翌年度の RP への一般研究費配分額

に反映させることとしており、平成 18 年度の課題評価会議の小課題ごとの評価結果に応じ、平成

19 年度の RP への一般研究費を配分した（P16「運営費交付金の重点配分、国の委託プロジェク

ト研究の重点実施」参照）。 
 
●研究職員の業績評価と処遇等への反映 
一般研究職員の業績評価については 13 年度に開始し、15 年度にシステムを改訂して実施して

きた。しかし、業務の多様化に対応して評価項目を見直す必要が生じたこと、基礎的・基盤的研

究機関として研究の質の評価を重視する必要があると考えられたことなどから、平成 18 年度に、

評価システムの改訂の検討を開始した。 
 平成 19 年度は平成 18 年度に引き続き、一般研究職員も参加したワーキンググループにおいて、

新評価システム（案）の策定作業を行った。策定した案は一般研究職員に提示して意見をフィー

ドバックするとともに、平成 18 年度データを用いたシミュレーション結果による検討等を経て、

評価規程及び評価マニュアルを平成 20 年２月に改訂した。 
 新たな評価システムにおける主な改善点は、以下のとおりである。 
・ 平成 18 年度までの業績評価結果の解析に基づき評価項目を整理し、研究成果、所業務への貢

献、所外への貢献の３項目とした。 
・ 業務の多様化に対応するため新たな評価事項を加えるとともに、特段の成果や貢献をアピール、

評価できる仕組みとした。 
・ 研究成果については「質」の視点を導入した（査読論文等の配点の見直し、論文の質の評価等）。 
 
一般研究職員の平成 19 年度業績評価については、平成 20 年４～６月に、新評価システムで実

施した。今後、業績評価の処遇への反映に向け、一般研究職員の評価システムへの理解の促進を

図っていく。 
研究管理職員の業績評価については平成 16 年度より勤勉手当に反映させているが、一般研究職

員の評価システムの改訂とあわせて改善の検討を行った。その結果、平成 20 年度実績の評価から

目標管理型の評価システムとすることとし、評価規程及び評価マニュアルを改訂した。これに基

づき、研究管理職員の目標設定を実施し、処遇への反映を行うこととしている。 
 
●一般職員を対象とした評価制度の導入 
一般職員を対象とした新たな人事評価制度導入に向けて、一般職の管理職員等のうち総務部門
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に所属する室長及びグループリーダーを対象に第１次試行（評価期間：平成 19 年 11 月～平成 20
年２月）を行った。今後は、第１次試行の結果を踏まえつつ、第２次試行の開始等、段階的な取

組を検討する。 
 

評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
1－1 A 

独法評価委員会の指摘を踏まえ、評価方法を改善し自己評価を実

施した。新たな評価方法は、研究所自らのチェック体制の強化、

評価結果のすみやかな反映につながると考えられ評価できる。今

後、この評価システムを有効に活用して研究所の業務改善につな

げることが必要であり、そのため、平成 20 年４月に企画（評価）

部門を増員し強化した。 
研究職員の業績評価について、業務の多様化への対応、研究の質

の評価の重視等の観点から評価規程、マニュアル等を年度内に改

訂し、年度明けに新規程・マニュアルでの業績評価を実施したこ

とは評価できる。今後、職員の理解の促進と処遇への反映に向け

た取り組みを進めることが必要である。 
一般職員の人事評価制度については、一般職の管理職員等のうち

総務部門に所属する室長及びグループリーダーを被評価者とした

第１次試行を実施した。引き続き、業績評価の導入に向け着実な

取組を進めることが必要である。 
 

評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
1－1 

B 

業務運営の自己評価については、外部評価委員を活用した客観

性の高い評価システムを構築したが、自身が有する問題点の明確

化、対応策の検討が不十分であり、次年度の業務実績報告書の作

成、自己評価実施にあたっては改善の必要がある。独法化以降の

研究成果のフォローアップ調査を実施し、その普及・活用状況を

把握したことは、社会に貢献する研究の一層の推進を図る取り組

みの一環として評価できる。研究資源の投入と成果の分析を行っ

たことも良い。研究管理職員については、業績評価を行い処遇へ

の反映を行っているが、研究職員の業績評価については業績評価

手法の改善作業の段階にあり、今後、作業を早急に進めた上で処

遇への反映を行うことを期待する。また、一般職員の業績評価に

ついても取り組むことを期待する。 
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２．研究資源の効率的利用及び充実・高度化 

中期目標 

農業環境に係る行政ニーズの把握、国内外の技術開発動向や学会の動向の調査・分析等、

研究の企画・立案に必要な情報収集・分析機能を強化する。 
（１）研究資金 

研究所は、中期目標の達成のため、運営費交付金を効率的に活用して研究を推進す

る。さらに、研究開発の一層の推進を図るため、委託プロジェクト研究費、競争的研究

資金等の外部資金の獲得に積極的に取り組み、研究資金の効率的活用に努める。 

（２）研究施設・設備 

研究施設・設備については、老朽化の現状や研究の重点化方向を考慮の上、効率的

な維持管理等が行われるよう計画的に整備し、その有効活用に努める。 

（３）組織 

農業環境に係る政策や社会的ニーズに迅速に対応し、研究成果を効率的に創出する

ため、研究資金、人材、施設等の研究資源を有効に活用し得るよう、具体的な研究分野、

研究課題の重要性や進捗状況も踏まえ、研究組織を、再編・改廃を含めて機動的に見直

す。 

（４）職員の資質向上と人材育成 

研究者、研究管理者及び研究支援者の資質向上を図り、研究所の業務を的確に推進

できる人材を計画的に育成する。そのため、具体的な人材育成プログラムを策定すると

ともに、競争的・協調的な研究環境の醸成、多様な雇用制度を活用した研究者のキャリ

アパスの開拓、研究支援の高度化を図る研修等により、職員の資質向上に資する条件整

備に努める。 

 
中期計画 

（１）研究資金 

①運営費交付金については、評価結果等に基づき重点的な配分を行い、効率的・効果的

な研究の推進を図る。 

②農政上及び科学技術政策上の重要課題として国から受託するプロジェクト研究等に

ついて重点的に実施する。 

③中期目標の達成に有効な競争的資金について積極的に応募し、当該資金の獲得に努め

る等により研究資金の充実を図る。 
（２）研究施設・設備 

施設・設備の効率的な維持管理及び有効活用を図るため、共同利用を促進し、環境化

学物質分析施設等に関する情報のインターネットによる公開及び配分スペースの見直

しや集約化の推進等に努める。 

上記を踏まえ、老朽化の現状や研究の重点化方向を考慮の上、計画的な整備に努める。
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（３）組織 

中期計画における研究課題の着実な達成のため、「研究領域」や「研究センター」等

の研究基本組織を配置するとともに、小課題の進行管理を推進するための研究体制を構

築する。また、成果に対する評価結果及び社会・科学技術動向を踏まえ、社会ニーズや

政策的要請等に適切に対応するため、機動的かつ柔軟な組織の見直しを行う。さらに、

研究所の活動を効率的に運営するための管理体制を整備する。 
（４）職員の資質向上と人材の育成 

①人材育成プログラムを策定して計画的な人材育成を図る。 

②研究職員に対し競争的・協調的環境を醸成し、インセンティブを効果的に付与する。

また、他の独立行政法人を含む研究機関等との円滑な人材交流を行うとともに、多様

な雇用制度を活用し研究職員のキャリアパスを開拓する。 

③若手研究職員の育成プログラムを策定し、計画的な人材育成を図るとともに、博士号

の取得を奨励し、適切な指導を行う。また、各種制度を積極的に活用して研究職員の

在外研究を計画的に実施する。 

④各種研修制度等を活用し、研究所のミッション遂行に必要な研究マネジメントに優

れ、かつ高度な専門的知識を有する研究管理者を育成する。 

⑤一般職員及び技術専門職員が高度な専門技術・知識を要する業務を行うために必要な

資格や能力を獲得するための研修等を実施する。 

 
 

 

 

中項目実績 

●運営費交付金の重点配分、国の委託プロジェクト研究の重点実施 
 ＜運営費交付金の重点配分＞ 
運営費交付金のうち、所内の職員に広く募集を行って配分する経費、すなわち所内競争

的研究資金と位置付けられる研究推進費（平成 19 年度予算額：約 132 百万円）を活用する

ことにより、重点配分を図った（資料５）。その主な取組は以下のとおりである。 
・小課題強化経費（平成 19 年度予算額：約 75 百万円） 

RP リーダーが申請し、所内の予算管理・運営委員会が審査の上、小課題内の推進

すべき内容の研究に配分した。 
・ 法人プロジェクト経費（平成 19 年度予算額：37 百万円） 

研究職員個人が申請し、研究所の予算管理・運営委員会が審査の上、プロジェクト

として採択。平成 19 年度は 15 件を採択。 
前年度（平成 18 年度）に採択された課題から得られた成果をもとに、平成 19 年度

に科学研究費補助金を２課題獲得するなどの効果もみられた。 
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・ 理事長裁量経費（平成 19 年度予算額：10 百万円） 
理事長の裁量により重点的・機動的課題に配分する経費であり、平成 19 年度は、

８月中旬に発生した異常高温によるイネの高温不稔が危惧されたのを受け、農業・食

品産業技術総合研究機構の作物研究所及び中央農業総合研究センターとの協力のも

と、関東・東海地域、北陸地域を対象に、「2007 年夏季異常高温が水稲生産に及ぼし

た影響を検証する」と題する緊急調査に配分した。この調査の結果は、平成 20 年２

月 27 日に農業環境技術研究所で開催した第 24 回気象環境研究会（165 名参加）で発

表した。 
 
また、運営費交付金の一般研究費（平成 19 年度予算額：約 193 百万円）については、そ

の約４割を RP に配分し、残り６割は研究領域・センターに配分している。RP への配分に

関しては、平成 18 年度課題評価会議における評価結果を反映した（研究職員エフォートを

基準とし、評価結果による係数（Ｓ：1.3、Ａ：1.2、Ｂ：1.1、Ｃ：1.0）を乗じた額を配分）。 
なお、領域・センター及び RP 内部では、領域・センター長及び RP リーダーの裁量で重

点化の視点等により資金配分を行っている。 
 

＜国の委託プロジェクト研究の重点実施＞ 
平成 19 年度より公募（企画提案）制となった農林水産省の委託プロジェクト研究に積極

的に応募あるいは参画し、研究所のミッションと密接に関係する研究を実施した。主要な

ものは以下の委託プロジェクト研究であり、これらについては、研究所の研究職員がプロ

ジェクトリーダー、グループリーダー等として研究のコーディネートを行い、研究所が代

表研究機関として契約事務等の支援業務を実施した。 
①地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響の評価と高度対策技術の開発（H 15～19） 
②農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発（H 15～19） 
③遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究（H 18～22） 
④土壌微生物相の解明による土壌生物性の解析技術の開発（H 18～22） 
（注）上記（ ）内は実施期間 

 
その他、農林水産省の競争的資金である「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」

においても「ヘプタクロル類の土壌及び作物への残留予測と吸収抑制技術の開発」等行政

ニーズの高い研究を提案し、採択された。 
 
●競争的研究資金等の外部資金の獲得 
中期目標の達成に有効な競争的資金等外部資金について、引き続き積極的に応募し、計

76 件、約 16 億 5,800 万円を獲得した（表 1-2-イ-1）。うち、競争的資金についても 平成

19 年度は、前年度からの継続実施も含め、48 件、約４億 2600 万円を獲得し、昨年に比べ
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ると課題件数、獲得金額ともに増加した（表 1-2-イ-2）。 
これら外部資金の応募・採択数増加に向け実施した取組とその成果については以下のと

おりである。今後もより多くの研究者が応募するように働きかけるとともに、若手の提案

に対してブラッシュアップを行うなどの指導を行い、競争的資金の獲得に努める。 
・ 外部資金の獲得に向けた職員の意識向上と積極的な応募を促すため、科学研究費補助金

等の競争的資金に関する説明会の開催、公募情報の全職員へのメール送付及び所内グル

ープウェア掲載、予算・管理運営委員会における提案内容の検討、各研究領域長・イン

ベントリーセンター長による採択率向上のためのブラッシュアップを行った。 
・ 文部科学省、環境省、農林水産省等の競争的資金に係る６事業に対して、代表提案とし

て 72 課題、参画提案として 43 課題、合計 115 課題に応募し、代表提案として 22 課題、

参画提案として 10 課題、合計 32 課題が採択された（資料７）。 
・ 科学研究費補助金への研究代表者としての応募件数は、平成 18 年度より 30 件増加し、

採択件数は 14 件増加した。特に、若手研究 B については、17 人が応募し８件が採択さ

れた（採択率 47％）。応募数、採択件数、採択率とも、近年で特に高い水準であり、若

手研究職員の研究資金獲得への意識が高まった効果があらわれたと考えられる。 
・ その他の公募型、企画競争型プロジェクトを含めると、合計 138 課題に応募し、35 課

題が採択された（表 1-2-イ-3）。 
 
 

表 1-2-イ-1 平成 19 年度外部資金獲得状況 

配分機関 実施件数
獲得予算
(千円）

分担機関へ
の配分額

農林水産省 9 102,738 31,190
環境省 5 118,619 50,847
文部科学省・JSPS・JST 34 205,018 8,900
農林水産省 10 1,135,695 791,992
環境省 4 12,384 -
文部科学省・JSPS・JST 5 61,194 -

環境省
* 3 12,775 -

民間・財団等 6 9,313 -
76 1,657,736 882,929

*府省一括

公募型

競争的資金

その他

合計
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表 1-2-イ-2 競争的資金獲得状況の推移 

実施
件数

獲得
予算

(千円）

実施
件数

獲得
予算

(千円）

実施
件数

獲得
予算

(千円）

実施
件数

獲得
予算

(千円）

実施
件数

獲得
予算

(千円）

分担
機関

配分額
農林水産省 先端技術を活用した農林

水産研究高度化事業
3 90,252 6 103,940 7 124,853 10 78,792 7 63,738 31,190

新技術・新分野創出のた
めの基礎研究推進事業

1 1,200 - - - - - - 2 39,000 -

文部科学省
・JSPS

科学研究費補助金
4 4,644 7 18,600 6 13,700 10 29,340 31 69,860 8,900

JST 科学技術振興調整費 3 40,079 2 11,543 3 126,424 2 137,754 2 133,182 -
重点地域研究開発推進
プログラム

- - - - - - - - 1 1,976 -

環境省 地球環境研究総合推進費 7 137,633 7 128,772 7 143,851 6 141,212 5 118,619 50,847

18 273,808 22 262,855 23 408,828 28 387,098 48 426,375 90,937

配分機関 事業名

19年度

合計

18年度15年度 16年度 17年度

 

 
 

表 1-2-イ-3 平成 19 年度における公募型プロジェクト研究等への応募・採択状況 

代表 参画 代表 参画 代表 参画

競争的資金 71 43 21 10 30 23

その他外部資金 18 4 2 1 11 25

総数 89 47 23 11 26 23

競争的資金は、総合科学技術会議の競争的資金制度一覧に従った。

応募件数 採択件数 採択率（％）

 
 
 

●施設・整備の計画的整備 
研究本館を始めとする各施設の建設から 30 年近くを経過し、各施設や設備の老朽化が進

んでおり、年々インフラや基盤的な施設・設備の改修・修繕を計画的に実施する必要が増

している。このような状況の中で、施設整備費補助金や運営費交付金による修繕計画を策

定し、研究環境の維持や整備を計画的に実施している。平成 18 年度に実施した施設整備の

効果及び平成 19 年度の取組は以下のとおりである。 
・ 平成 18 年度に施設整備費補助金で実施した第 1 機械棟内の吸収式冷凍機（研究所Ａ地

区別棟の冷房用）の更新では、機能回復と併せて弾力的な運転方法が可能なシステムの

導入により、平成 19 年度の夏期（７～９月）における第１機械棟での電力使用量が前

年度比で約 42％（約 108 万円）削減された。 
・ 平成 19 年度の施設整備費補助金においては、中期計画の重点課題である農業環境のリ

スクの評価及び管理技術の開発の一層の推進を図るべく、恒温温室の冷暖房装置とガラ

スの改修工事を行った。改修に当たっては、運転経費の削減と省エネをめざし、負荷変

動に対して稼働率を柔軟に対応できるインバーター制御方式を導入するとともに、当該
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温室へのエネルギー供給設備の見直しも行った（施設整備費補助金執行額（付帯事務費

含む）97,440 千円）。 
・ 運営費交付金による老朽化対策としては、計画的修繕の２年目として平成 18 年度に引

き続き、研究本館の空調設備の一部の改修と実験排水処理施設の空調機の改修を行った。

これらについても、インバーター制御の機器への更新とし、運転経費の削減と温暖化対

策を目指した改修とした（交付金執行額（設計監理費含む）69,331 千円）。 
・ 研究本館を対象として「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく耐震診断実施

したところ、現行の耐震基準の数値には満たず、総合評価「B」との結果となった。今

後、対応策を検討する。 
 
高額機械の整備や高精度機器の保守については、研究所の予算管理・運営委員会による

課題遂行のための必要性や研究所の今後の方針等の審議を経て、重点的な整備と保守管理

経費の削減を行った。主な取組は以下のとおりである。 
・ 機械整備費で平成 19 年度にトレーサー実験用同位体比質量分析計を導入した。これは、

所内外の多くの研究に利用され、土壌中の微生物活動による温室効果ガス発生機構の解

明に役立つなど研究推進に大きく貢献している。 
・ 年間保守契約からスポット契約（異常時対応の契約）への切り替え等により、平成 19

年度の高精度機器保守費（執行額）は 49,042 千円（平成 18 年度は 69,486 千円）に削

減された。 
 
●研究施設・設備の共同利用の促進の取り組み 
研究所内の機器類については、日常的に使う特定の研究職員が恒常的に使用するものを

除いて全て共用的に利用できる機器とする方針を平成 18 年度に打ち出し、平成 19 年度に

は 500 万円以上の高額機器については、イントラネットを通じて職員に周知し、相互利用

の促進を図った。特に、同位体比質量分析計や遺伝子解析装置等は、多人数により、ほぼ

毎日休みなく利用されている。 
研究所内の別棟について、年度当初に全別棟に関する利用希望を募集し、各別棟の責任

者が利用希望を調整することにより年間の利用計画を作成し、有効利用を図った。 
RI 実験棟を本研究所と同じ敷地内に研究室を持つ農業生物資源研究所等に開放し、施設

の利用の効率化を図っている。平成 19 年度は農業生物資源研究所から 36 名の利用登録が

あり、うち 16 名が利用した。また独法間で実施する協定研究に基づき、他法人の研究者に

よる機器の利用を認めている。 
民間企業２社より、平成 20 年度からの隔離ほ場の利用希望があった。平成 19 年度は、

所内の隔離ほ場組換え植物安全管理委員会がこの２社に対しヒアリングと指導を行い、組

換え作物を用いた実験を法令と指針を遵守し、安全に行う体制をとることを確認した。さ

らに３月 17日におこなった隔離ほ場組換え植物安全管理委員会において栽培実験計画を精
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査し、大臣承認の取得を確認したうえで隔離ほ場の利用を認めることとした。 
 
●環境化学物質分析施設等の利用促進 
環境化学物質分析施設の機器類は、インターネットにより公開し、施設の運営要領にし

たがって利用に供している。使用者（登録者）に占める外部者の比率は平成 19 年度は約 56％
（平成 18 年度は約 45％）であった。なお、4000 万円以上の高額機器については、インタ

ーネットによる情報提供を開始している。 
 
●研究基本組織の配置、研究体制の構築、組織の見直し 
第Ⅱ期における研究組織は、各専門分野の研究者が集まる研究領域・センターと、課題

推進のために領域・センターから分野横断的に研究者が集まった RP とが、縦横に交わるマ

トリックス構造となっている。研究領域による研究職員の管理・人材育成等、RP による研

究課題の推進というそれぞれの役割が定着し、ノウハウの蓄積により効率的に機能しつつ

ある。また、平成 18 年度の組織改編にともなうスペース見直しの実施により、実験室及び

居室等の領域単位での集中化が進み、効率化が図られた。また所員のコミュニケーション

を図るため、平成 19 年度は旧実験室を改装し、談話室としても使える会議室を設置した。

日常の議論や異分野間の交流を目的としたセミナー等に特に若手研究者らによって利用さ

れており、研究活性化の効果が期待される。 
平成 19 年度は、課題の一層効果的な推進を図るために、RP 組織の一部の見直しを行っ

た。即ち、これまで化学物質モニタリングの課題については、課題内容がコンパクトであ

ることから独立した担当 RP を設置していなかったが、課題推進に当たっての所内の調整等

で非効率な面がみられたため、独立した RP「化学分析・モニタリング RP」を新たに設け

た。他の RP についても、各課題の進捗状況にあわせて、RP 間での研究職員のエフォート

の一部変更を実施した。また、RP の運営にあたっては、年度末に開催される成績検討会議

以外に中間検討会議を随時自主的に開催するよう研究コーディネータが各 RP を指導し、課

題の推進を図った。 
 

●人材育成の取り組み 
従来の取組に加え、平成 18 年度に策定した人材育成プログラム（資料８）に基づく各研

究職員のキャリアデザインの策定、国際的な活動を奨励するための手続きの簡略化、ポス

ドクの実態調査等新たな人材育成の取組を実施した。主なものは以下のとおりである。 
・ 人材育成プログラムに基づき、各研究職員が「中長期的な研究及び自己研鑽の計画」及

び「年間の目標」を研究管理者と話し合いの上で作成した。これによって、自己啓発を

促進し、研究職員自らのキャリアビジョンの描出と自発的キャリアアップの遂行を図る。 
・ 国際的な活動を奨励するため、海外出張の可否を研究領域長の判断で行えるよう手続き

を簡略化するとともに、条件付で運営費交付金によるポスドク（特別研究員）の海外出



 22

張を認めた。その結果、国際学会、調査研究等のための海外出張は延べ 151 名（平成

18 年度 108 名）に増加した。なお、これ以外に研究所外からの要請による海外出張が

25 名（平成 18 年度 39 名）あった。また、OECD の共同研究、JSPS 長期在外派遣制

度への応募を奨励した。結果として、研究職員３名が平成 20 年度からの派遣事業に採

択された。 
・ 本研究所に在席するポスドク（特別研究員）の実態を明らかにするためのアンケート調

査を実施した。調査結果も踏まえ、条件付でポスドクの海外出張を認めるなどの対応を

行った。 
・ 育児短時間及び自己啓発等休業の導入に伴う研究所の関連規程を改訂し、大学等におけ

る修学のための休業（２年）や国際貢献活動のための休業（３年）を認めることとした。 
・ 学位の取得を奨励し、今年度は新たに４名が博士号を取得した。これにより、研究職員

中の博士号取得者の割合は 75.2％となった。また、大学院の社会人入学を奨励し、平成

20 年度には 3 名が入学することとなった。 
・ 行政、他独法、大学との人事交流を以下のとおり推進した。 
   農林水産省：（転出）研究２名、一般１名 （転入）研究１名  
   農研機構 ：（転出）研究４名、一般２名 （転入）研究２名、一般３名  
   大学   ：（転出）研究３名 
   新規採用 ：パーマネント研究職員３名、任期付き研究員２名 

 （注）「研究」は研究職員、「一般」は一般職員、「農研機構」は農業・食料産業技術総合研
究機構である。 

 
・ 平成 19 年度は、研究所の研究職員が、日本土壌肥料学会学会賞、同奨励賞（２名）、同

論文賞、日本農業気象学会論文賞、日本農学進歩賞、シンフォニカ統計 GIS 活動奨励

賞等を受賞した。 
・ 人材育成を促進するため、各種研修を実施した（P22「各種研修の実施、資格取得の支

援」参照）。 
 
●研究職員へのインセンティブ付与 
研究所内の競争的研究資金と位置づけられる研究推進費の活用、前年度の小課題ごとの

評価結果を RP の予算配分に反映させる仕組み等により、競争的環境の醸成を図った（P16
「運営費交付金の重点配分、国の委託プロジェクト研究の重点実施」参照）。 
研究職員の業績評価システム改訂を進め、評価規程を改訂し、評価マニュアルを決定し

た。現時点で業績評価結果の処遇への反映に至っていないが、今後、研究職員の理解の促

進に努める（P13「研究職員の業績評価と処遇等への反映」参照）。 
 
●各種研修の実施、資格取得の支援 
職員の資質向上及び資格取得を図るため、各種研修を実施するとともに、外部の研修へ



 23

の積極的な参加を督励した（資料９）。その結果、研究所が実施した 11 件の所内研修に延

べ 306 名の参加者、外部の機関が実施した 18 件の研修・講習会に延べ 61 名の参加者があ

った。主な研修とその目的等は以下のとおりである。 
 
＜所内研修（研究所が職員を対象として実施した研修）の例＞ 
・コンプライアンス推進研修：100 名参加 

外部講師によるコンプライアンスに対する意識の向上とコンプライアンス実践の

ために必要な知識の習得を目的とする。全職員を対象として実施した。 
・目標管理実践研修：研究管理職員及び一般職管理職員等 27 名参加 

外部講師による研修。目標設定から評価までの目標管理についての習得を目的と

する。 
・サイエンティフィックイングリッシュ講座：研究職員 46 名参加 

科学英語論文を作成するうえで必要な基礎から応用までの知識習得を図る。 
・商業簿記研修：一般職員２名参加 

商業簿記に必要な知識習得と資格取得を支援するため実施。参加者のうち１名が

商業簿記検定３級資格を取得した。 
 （注）以上は研究所が実施した研修のうち研究所の職員を対象としたものである。別途、研究

所外の者を主な対象とした研修を実施（P81「講習、研修等の開催、講師派遣、研修生
の受け入れ等」参照）。 

 
＜外部研修の例＞ 

・内部監査業務講習会（会計検査院実施）内部監査業務従事者１名受講 
会計監査の基本理念、内部監査業務遂行に必要な知識を習得し、今後の内部監

査業務の充実強化に資することを目的とする。 
・職長研修及び内部研修（（社）土浦労働基準協会が実施）４名受講 

職務における責任の自覚、管理能力・指導力の強化及び社会的見識の向上等マ

ネージメント能力の向上、資格取得を支援。 
・知的財産権研修（(独)工業所有権情報・研修館が実施）：１名受講 

知的財産関係の業務従事者（初心者）を対象とし、知的財産の基礎的知識を習

得することにより知的財産管理の理解を深めることを図る。 
・農林水産関係研究リーダー研修（農林水産技術会議事務局が実施）：研究管理職員２

名受講 
新任研究リーダーを対象とし、研究管理・部下育成・諸制度の理解を深めるこ

と等により資質向上を図る。 
・若手研究者研修（農林水産技術会議事務局が実施）：研究職員１名受講 

若手研究員の課題策定能力、研究遂行能力及び自己開発能力向上を図る。 
・エネルギー管理員新規講習会（(財)省エネルギーセンターが実施）：４名受講 
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省エネ法によるエネルギー管理員選任の要件となる講習会。エネルギー総合管

理に関する法規及び基礎知識等の習得を図る。 
・大型特殊自動車及びけん引操作基礎研修（農林水産研修所農業技術研修館が実施）： 
 ２名受講 

大型特殊自動車及びけん引操作に必要な基本技術・安全知識の習得を図る。 
・農業機械整備研修（農林水産研修所農業技術研修館が実施）１名受講 

農業機械整備に必要な基本技術・安全知識の習得を図る。 
なお、技術専門職員については、農業機械化研修を終了し自動車整備技能登録試験に合格

した職員１名が自動車整備士技能検定を受験し二級ジーゼル自動車整備士の資格を取得し

た。 
 
 
 
 
 

評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
1－2 A 

第２期から導入した研究領域・センターと RP のマトリック

ス構造の組織運営は２年目に入り、研究職員の管理・人材育成

等、研究課題の推進というそれぞれの役割が定着し、ノウハウ

の蓄積により効率的に機能しつつある。 
運営費交付金については、所内の競争的資金と位置づけられ

る研究推進費の活用、小課題単位の研究課題評価結果の予算へ

の反映等の重点配分を実施しており、平成 19 年度には、研究

推進費で実施したシーズ研究の成果が科学研究費補助金の獲

得につながるなど具体的成果も現れた。 
外部資金については、応募件数、金額とも増加し、特に若手

の応募件数と採択数が高い水準となったことは高く評価でき

る。近年の外部資金獲得は比較的高い水準にあるが、獲得した

研究プロジェクト等において、多様な研究機関のコーディネー

トを的確に行い、それらの能力を活用しつつ、農業環境研究の

発展につながる基盤的研究成果を創出することが重要である。

人材育成プログラムに沿った研究者のキャリアデザインの

策定等の新たな人材育成の取り組みについても評価できる。引

き続き、本研究所の社会的責務に鑑みた中長期的な人材育成が

なされるよう取り組みを進める。 
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評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
1－2 

A 

課題評価会議による評価結果をそのまま投入資源に反映さ

せる手法はユニークであるが、一つの方法として評価できる。

その効果を検証するとともに、資源配分の責任の所在を示しつ

つ、重点化による効率化を進めることを期待する。組織面では、

領域と RP によるマトリックス構造の組織運営にしたことも

評価できる。この構造による運営のノウハウを蓄積し、その効

果を検証しつつ、より効率的な組織運営を進めることを期待す

る。外部資金の獲得件数が増加していることは評価できる。研

究施設･設備の効率的利用に向け、イントラネットや Web を利

用して所内及び外部の研究者に情報を公開しているが、今後、

その利用実態や研究の重点化の方向を考慮しつつ、共同利用を

促進するとともに、集約化などにさらに努めることを期待す

る。 
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３．研究支援部門の効率化及び充実・高度化 

中期目標 

効率的かつ効果的な運営を確保するため、以下のような研究支援部門の合理化に努める。 

総務部門の業務については、業務内容等の見直しを行い、効率的な実施体制を確保するととも

に、事務処理の迅速化、簡素化、文書資料の電子媒体化等による業務の効率化に努める。 

現業業務部門の業務については、調査及び研究業務の高度化に対応した高度な専門技術・知識

を要する分野に重点化を図るために業務を見直し、研究支援業務の効率化、充実・強化を図るよ

う努める。 

研究支援業務全体を見直し、極力アウトソーシングを推進する等により、研究支援部門の要員

の合理化に努める。 

 
中期計画 

①総務部門については、業務内容等の見直しを行い、効率的な実施体制を確保するとともに、事

務処理の迅速化、簡素化、文書資料の電子媒体化等により管理事務業務の効率化を図る。 
②技術専門職の業務については、調査及び研究業務の高度化に対応した高度な専門技術・知識を

要する分野に重点化するとともに業務の効率化、充実・強化を図る。 
③施設・設備、機械等の保守管理については、業務の性格に応じて計画的な外部委託に努める。

④研究支援部門全体を見直し、極力アウトソーシングを推進する等により、研究支援部門の要員

の合理化に努める。 
⑤農林水産省研究ネットワーク等を活用して、研究情報の収集・提供業務の効率化、充実・強化

を図るとともに、情報システムの運用により研究所全体の情報共有の促進及び業務の効率化を

図る。 
 
 

中項目実績 

●総務部門の管理事務業務の効率化 
平成 19 年度は、引き続き、所内グループウェアを活用し、文書資料、各種様式の電子媒体化に

よる情報の伝達、共有化を引き続き進めた。 
業務効率化実施計画に基づき、平成 19 年 10 月から随意契約の基準額の見直しと一般競争契約

の範囲拡大を行い契約事務・業務の見直しを実施し、契約の透明性、公平性の確保を図った（P101
「一般競争入札、契約に係る情報公開」参照）。しかし、一般競争契約の範囲拡大に伴う事務量の

増加に対応するため、更なる事務業務の見直しを実施し、事務の効率化を推進する必要がある。 
平成 18 年度に所内各部門から出された業務改善提案の検証を行い、業務運営上の問題点に対す

る改善方針を策定するとともに、改善の取組を実施した。主な取組内容は以下のとおりである。 
① 研究管理データベースの構築（P27「法人全体での情報共有促進の取り組み」にも記述） 
② 役員会や所議等各種会議議事録のグループウェアへの掲載により情報伝達の効率化の推進 
③ メールやグループウェアの活用によるペーパーレス化の推進とコピー料金の掲示によるコ

スト意識の向上。 



 27

④ 定期的な電気・ガス・上下水道等の使用状況について周知。 
⑤ 経費節減と CO2 排出量の削減を目指した省エネ対策として研究本館の一部に高効率型照明

器具の導入と蛍光管の削減のためのダミー管取付等を実施。 
 
また、業務等については外部委託アウトソーシングに関しては、分析業務やデータ入力・整理、

広報関連業務に人材派遣を活用するとともに、研究施設（資料 10）及び研究機器（資料 11）の保

守管理を外部委託するなどにより管理業務の効率化に取り組んでいる（P92「外部委託費の内訳

と委託に係る成果、外部委託に係る考え方」参照）。さらに、広報誌の編集等の外部委託の検討を

行った。 
 

●技術専門職の業務 
第２期よりグループ制に再編し、機動的・効率的な体制となった。平成 19 年度には、調査及び

研究業務の高度化に対応した専門技術・知識の習得を図るため、特殊な技能を必要とする土壌断

面標本（土壌モノリス）作成法と 5m までの深層土壌採取装置の操作法について、専門技術職の

技術修得を進めた。その結果、専門技術職が、茨城県等で採取した土壌モノリス 16 点を作成する

とともに、群馬県と茨城県内で深層土壌を９点採取するという実績があがっている。 
現在、ビオトープの管理などについても技術専門職員の監督、指導の下に業務が行えるか検討

を試みている。  
 
●法人全体での情報共有促進の取り組み 
研究の企画、進行管理、評価等を効率的に実施するため、研究所のデータベース（研究管理デ

ータベース）を新たに作成し、平成 19 年度実績評価作業等から活用を開始した。本データベース

により、 新の研究所の役職員情報、研究課題情報等の研究所内での共有が進展した。今後、研

究の企画、評価等の作業の効率化が期待される。 

研究所が購入する外国雑誌のうち 90 誌について、平成 20 年１月以降の契約を冊子体購入から

オンライン購読に切り替え、研究情報収集の効率化と経費削減を進めた。 
 研究所 Web サイトを改善し、 新の研究成果情報、研究者情報、各種データベース・刊行物の

内容紹介、シンポジウム・研究会等の開催案内などの研究情報の提供業務の効率化、充実・強化

を図った。また、Web マガジン「情報：農業と環境」（資料 12）を毎月公開し、時々の研究会・

ワークショップ等の開催案内と報告、環境問題の解説、 新の知見の紹介など、情報提供の充実

に努めた（P74「広報活動の見直し・強化」参照）。 
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評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
1－3 A 

研究の企画、進行管理、評価等を効率的に実施するため研究所の

データベースを作成し、平成 19 年度実績評価作業等から活用を開

始した。これにより、所内の研究情報の共有が大きく進展したこ

とは評価できる。今後、データベース活用等のノウハウを蓄積し、

研究管理の精度向上と効率化等を進める。 
技術専門職が土壌標本作成技術を習得し、それを生かして土壌の

採取・標本作成を行うなど、専門技術職のコア業務への重点化の

取組が成果を上げ始めており評価できる。 
アウトソーシングについては、研究施設や研究機器の保守管理を

実施しているが、さらに広報誌の編集等の外部委託の検討も行わ

れている。 
 

評価ランク コメント  前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
1－3 

A 

研究支援部門の効率化のため、総務部門や技術専門職の組織を

見直したこと、アウトソーシングすべき業務を整理したことは評

価できる。今後、組織見直しの効果を検証し、またアウトソーシ

ングの具体化を進めることを期待する。 
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４．産学官連携、協力の促進・強化 

中期目標 

農業環境に関する基礎的・基盤的研究水準の向上並びに研究の効率的実施及び活性化の

ため、国、他の独立行政法人、公立試験研究機関、大学、民間等との共同研究等の連携・

協力及び研究者の交流を積極的に行う。その際、他の独立行政法人との役割分担に留意す

るとともに、円滑な交流システムの構築を図る。 

 

中期計画 

①国公立機関、大学、民間等との共同研究を進めるとともに、研究者の交流を円滑に行う

ためのシステムの構築を図る。 

②毎年定期的に、関係独立行政法人、行政部局、都道府県等の参加を求めて、研究推進の

ための会議を開催し、相互の連携・協力の推進を図る。 

③包括的協力協定の締結等により、大学等との連携を強化する。 

④独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う多様な専門知識を融合した総合的

な研究に必要に応じて協力する。また、独立行政法人国際農林水産業研究センターが実

施する国際共同研究に必要に応じて協力する。 

 
 
 
中項目実績 

●国公立機関、大学、民間等との共同研究、人材交流 
共同研究契約に基づく共同研究、受託プロジェクト研究を活用した共同研究等を多数実施

し、３件の特許出願等の成果があった。また、新たにインターンシップ制度（就業体験者

受入制度）を整備した。主な取組は以下のとおりである。 
・ 成果の実用化等を目的に、平成 19 年度は、共同研究契約にもとづく 26 件の共同研究

を実施した。相手先は公立試験研究機関４機関、独立行政法人４法人、大学３大学、高

等専門学校１校、民間・財団 19 機関、外国機関４機関であった（相手先が複数の共同

研究がある）。民間企業と行った共同研究の中で３件の特許出願等の成果があった。ま

た、農林水産関係他独法との研究協力に関する協約書に則った協定研究は３件であった。 
・ 関係機関との連携の強化や大学教育等への社会的貢献を目的に、平成 19 年度は、依頼

研究員 11 名（国内から９名、外国から２名）、技術講習生 39 名、その他の短期受入れ

研究員７名（国内から４名、外国から３名）を受け入れた（資料 14）。 
・ 学生に実際の研究業務を体験させることにより、職業適性の見極めを支援し、高い就

業意識を育成するとともに、農業と環境に関係する研究に理解を深めてもらうことを目

的として、平成 19 年度に研究所の「インターンシップ実施規程」を制定し、インター

ンシップ制度による就業体験者受入れ制度を整備した。 
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図 1-4-ア-1 共同研究の件数の推移 
 
 
非特定独法化に伴う兼業承認の簡素化により、平成 18 年度には大学の非常勤講師との兼

業が平成 17 年度の１件から 10 件に増加した。平成 19 年度は５件となり、前年より減少し

たものの、平成 17 年度以前（１～３件）と比較すると高い水準となっている。 
国際機関及び民間企業等との交流を進めるため、研究所の職員を在籍のまま派遣できる

制度を平成 18 年度に新たに設けたが、平成 19 年度には制度の利用実績はなかった。 
 

 農林水産省、環境省、文部科学省のプロジェクト研究課題に関しては、大学、公立試験

研究機関、民間等に一部委託（176 件）し、効率的な推進を図るとともに、連携・協力を促

進した。また、他独法から 11 件、大学から１件、民間から３件のプロジェクト研究等を受

託し、連携・協力を図った（資料 13）。 
行政、他独法、大学との人事交流を推進した（P21「人材育成の取り組み」参照）。 

 
●研究推進会議等 
地球温暖化対策研究をより効率的に推進するため、農林水産関係独立行政法人に呼びか

け地球温暖化対策研究連絡協議会を新たに設立した。行政との情報交換会、環境研究機関

連絡会、三所連絡会も積極的に実施した。主な取組は以下のとおりである。 
・ 地球温暖化対策研究連絡協議会の設立を、農業・食品産業総合技術研究機構、生物資源

研究所、森林総合研究所、水産総合研究所に呼びかけ、同協議会が 11 月 12 日に発足し

た。この協議会では、地球温暖化対策研究に係る研究機関・大学等との情報交換や共同

研究の実施、研究成果の速やかな生産現場への移行や IPCC への情報提供、開発途上国

支援などの国際貢献を推進するための検討、及び農林水産技術会議事務局が設置する
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『地球温暖化対策研究推進委員会』への研究状況等の報告・情報交換を目的としている。 
・ 農林水産業にかかる環境研究の三所連絡会（第７回）を森林総合研究所関西支所で開催

した。また、森林総合研究所、水産総合研究センターと共同で第 28 回農業環境シンポ

ジウム「温暖化によって何が起こり、どう対応できるのか ―農林水産業に与える影響

の評価とその適応策―」を開催した。 
・ 行政への技術情報の提供と行政からの研究ニーズの把握のため、農林水産省大臣官房環

境バイオマス政策課、同省農村振興局企画部資源課農村環境保全室と情報交換会を開催

した（資料 24）。また、連携推進会議を 3 月に東京で開催し、行政部局、関係独立行政

法人、都道府県等との連携・協力を図った（P81「行政が行う委員会への専門家の派遣、

情報交換会の開催」にも記載）。 
・ 本研究所をはじめ、環境省、国土交通省、文部科学省、経済産業省等の環境関係の研究

機関（現在 12 機関＋オブザーバー１機関）で結成している環境研究機関連絡会を２回

開催した。また、12 月に第５回成果発表会を開催し、「気候変動に立ち向かう－科学的

知見、そして技術的対策へ－」をテーマとして、メンバー研究所の特色を活かした講演

発表とポスター発表を行い、メンバー研究機関関係者以外の多くの参加者も含め 365 名

の参加があった。本研究所は、「農林水産業への影響評価」セッションを企画するとと

もに、１題の講演と５題のポスター発表を行った。この発表会では、メンバー機関関係

者の専門分野を超えた情報交換を通じて環境研究の推進に向けての共通認識を得ると

ともに、環境問題に関心のある研究者や行政関係者、市民、報道関係者に広く気候変動

に関する 新の研究成果や対策技術を発信することができた（資料 17）。 
 
●大学等と包括的協力協定 
大学等との連携強化の取組を引き続き推進した。主な取組は以下のとおりである。 

・ 連携講座及び教育研究協力に関する協定のもとで、教育研究研修生として 10 名（筑波

大学３名、東京大学２名、東京工業大学１名、東京農業大学４名）の大学院生を受け入

れ、研究と論文作成の指導を行った（資料 14）（P81「講習、研修等の開催、講師派遣、

研修生の受け入れ等」にも記載）。 
・ 平成 18 年度に設置した東京大学大学院農学生命科学研究科との連携講座（エコロジカ

ル・セイフティー学）に、平成 19 年度には、教授及び准教授として６名を派遣した。 
・ 筑波大学、東京工業大学及び東京農業大学とは、連携大学院方式による教育研究協力に

関する協定が結ばれており、平成 19 年度は、合計 14 名の客員教員を派遣した。 
・ 連携推進協定に基づいて、豊橋技術科学大学と連携・協力を推進した。 
・ 鯉渕学園との間で締結している「環境保全・循環型農業の実証研究」に関する教育研究

協力の MOU に基づき、当所から客員研究員 12 名を派遣して講義を実施し、実証圃場

での試験・研究を継続した。 
・ 受託研究プロジェクトについては大学に 36 件を委託するとともに、１件の研究課題を
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受託した。 
 
●農業・食品産業技術総合研究機構、国際農林水産業研究センターとの連携 
（独）国際農林水産業研究センターの研究プロジェクト「熱帯・亜熱帯島嶼における持

続的作物生産のための環境管理技術の開発」に２名、「影響評価モデルの開発と食料供給安

定化のための方策の提示」に２名の研究職員が参画し、研究を推進した。 
 
 

評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
1－4 A 

昨年を上回る 26 件の共同研究契約に基づく研究を実施し、

依頼研究員制度による国内及び海外機関からの研究者の積極

的な受け入れを進めた。農林水産省、環境省等のプロジェクト

研究実施に関して、農業現場に近い公立試験研究機関、大学、

民間等に一部委託を行い、連携・協力の上研究を実施した。 
上記に加えて、新たな取組として、重要性を増している地球

温暖化対策に係る情報交換、共同研究の促進、現場への技術の

普及等のため、農研機構、生物研等に呼びかけ、共同で地球温

暖化対策研究連絡協議会を設立した。また、インターンシップ

制度を導入し、大学との協力関係強化体制の整備が進展した。

これらは評価できる。 
 

評価ランク コメント  
前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
1－4 

A 

21 件の共同研究を実施したほか、非特定独法化に伴う兼業

承認の簡素化などによって大学の非常勤講師兼業が１件から

10 件に増加するなど、産学官連携のための活動が積極的に進

められており評価できる。今後は、連携強化や人事交流の実績

の一層の拡大を目指すとともに、農業現場との連携についても

検討することを期待する。 
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５．海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化 

中期目標 

環境問題の地球規模の拡大に対応し、それらの効率的な解決に資するための国際的な研

究への取組を強化する。このため、環境科学分野での国際的イニシアチブの確保、国内外

の研究機関との連携を積極的に推進する。 

 
中期計画 

①アジア地域における農業環境研究に関するイニシアチブを確保するため、複数の国・機

関が参加する国際研究コンソーシアムの構築を図る。 

②研究資源を有効活用して世界の研究機関・研究者との連携を強化し、共同研究や研究協

力等の取組を推進する。 

③国際的に活躍する人材を養成するとともに、諸外国の研究機関から研究者を招へいする

等、国際的な人的交流を進める。 
 
 
 
 
中項目実績 

●国際研究コンソーシアムの構築 
食料・水・気候変動等の農業環境に関わる問題の解決に向けて、共通点の多いモンスー

ンアジア地域の研究者が連携して研究を進めることを目的に本研究所主導で平成 18年度に

設立（資料 16）したモンスーンアジア農業環境研究コンソーシアム（MARCO）の活動と

して、平成 19 年度には 10 月 22 日～23 日に NIAES 国際シンポジウム「モンスーンアジ

ア農業生態系における侵略的外来生物の実態と制御」をつくばで開催した。外国から研究

者９名（アジア諸国８名、米国１名）を招へいし、外来生物の実態と研究についての情報

交換を通じて、MARCO のもとでの農業環境研究の推進に向けての共通認識を深めること

ができた（資料 17）。 
MARCO の活動の一環として、モンスーンアジア地域の国より中堅の研究者を招へいし、

将来を見据えた連携強化を図ることとし、平成 19 年度は中国よりリモートセンシング関係

の助教授を２ヶ月間招へいした。また、MARCO の発展、充実に貢献するため、平成 19 年

10 月には本研究所の Web サイトに MARCO のホームページを立ち上げた。今後、MARCO
の活動の効果も確認しつつ取組を進める。 
 
●国際研究機関や研究者との共同研究、連携強化 
国際研究機関への研究者の派遣、MOU に基づく国際共同研究等を積極的に実施した。主

な取組は以下のとおり。 



 34

・ 東・東南アジア地域の農業と環境をめぐる諸問題の解決に向けて、平成 19 年には、東・

東南アジア土壌科学連合（ESAFS）、アジア・太平洋地域食糧肥料技術センター (FFTC)）
等との共催で、10 月 22 日に第８回東・東南アジア土壌科学連合会議「食料生産と環境

保全との調和に向けた農業科学の挑戦」を開催し、９名の外国人若手研究者を招へいし

て、東・東南アジアの土壌科学研究機関や研究者との連携を強化した（資料 17）。 
・ 国際機関が開催した会議への協力として、延べ８名の研究職員の派遣を実施した（P82

「IPCC、IGBP 等への職員派遣など国際機関等への協力」参照）。 
・ MOU の下で次の研究協力を実施した。 

① 大韓民国農村振興庁農業科学技術院：平成 13 年に締結した MOU を、平成 19 年に

「アジアモンスーン条件下に共通する農業環境研究に係わるプロジェクト協力」に

改正して研究協力を継続した。 
② 中国科学院土壌科学研究所：「モンスーンアジア地域固有の農業・環境分野における

研究協力」 
③ 米国アラスカ大学国際北極圏研究センター：「地球環境変化に及ぼす相互作用とフィ

ードバックに関する研究協力」 
④ ドイツ・ボン大学開発研究センター：「途上国における生態・資源管理にかかわる研

究プロジェクトに関する協力」 
⑤ ニュージーランドのランドケアリサーチ・ニュージーランド社：「生物多様性・自然

環境の保全及び外来生物による悪影響の軽減に関わる研究協力」 
・ 韓国・アメリカ・ドイツの研究機関と「水系における医薬品類、ニトロソアミン類、ホ

ルモン類及び残留性有機汚染物質の多成分分析法の開発」について国際共同研究を４月

に開始するなど、外国と２件（４機関）の共同研究契約にもとづく共同研究を実施した。

また、インドネシア・アンダラス大学とは「火山灰の風化過程の解析」について、タイ

国農業局とは「アレロパシー現象の解明」について共同研究を行なった。 
・ 平成 19 年度日中農業科学技術交流考察団のメンバーとして中国に３名の研究職員を派

遣し、「農業生態系の生物多様性に及ぼす外来植物の影響と制御・防除技術に関する調

査」を中国４省で実施するとともに、各地の農業関係機関（11 機関）を訪問し、交流

を行った。 
・ 国際的に活躍する人材を養成するため、研究職員の在外研究を奨励するとともに、その

便宜を図るために、海外出張手続きの簡略化等を行い、国際学会等に多数の研究職員を

派遣した（P21「人材育成の取り組み」参照）。国際学会等において本研究所の研究職員

が７件の招待講演を行った。 
・ 諸外国の研究機関から、21 名の研究者を招へいするとともに、JSPS、エコフロンティ

アフェロー等のフェローシップで９名、依頼研究員として２名等計 14 名の外国人研究

者を受け入れ、国際的な人的交流を推進した（資料 14）。 
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図 1-5-ア 本研究所の Web サイトの MARCO ホームページ 

 

評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
1－5 A 

 本研究所主導で平成 18 年度に設立したモンスーンアジア農

業環境研究コンソーシアム（MARCO）に関して、国際シンポ

ジウム開催、ホームページ立ち上げ等が行われ、充実・強化が

図られたことは評価できる。 
 外国からの研究者招聘の大幅な増加を図り、外国機関との連

携をさらに強化するために、MOU を更新するなど国際的な連

携を強化させた。 
 

評価ランク コメント  
前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
1－5 

A 

モンスーンアジア農業環境研究コンソーシアム（MARCO）

の設立は評価できる。MARCO を通じて研究を牽引すること

により、農業環境研究における国際的イニシアティブを確保す

ることを期待する。IPCC、IGBP などの会合に職員を派遣し、

国際機関との連携を強化していることも評価できる。 
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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 

１．試験及び研究並びに調査 

中期目標 

（１）重点研究領域 

新たな中期目標を定めるに当たり、研究所の独自性を発揮する観点から農業生産環

境の安全性を確保するための基礎的な調査及び研究への特化・重点化を図りつつ、食

料・農業・農村基本計画に対応して策定した「農林水産研究基本計画」に示された研究

開発を推進するため、「農業環境のリスクの評価及び管理に向けた研究開発」、「自然

循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明」及び「農業生態系の機能の解

明を支える基盤的研究」を重点的に実施する。なお、研究開発に当たっては、安全性及

び研究推進への国民の理解の確保に努める。 

 

（２）研究の推進方向 

研究に係る目標の作成に当たって、次のように定義した用語を主に使用して段階的

な達成目標を示す。また、研究対象等を明示することにより、達成すべき目標を具体的

に示す。 

 

解明する：原理、現象を科学的に明らかにすること。 

開発する：利用可能な技術を作り上げること。 

確立する：技術を組み合わせて技術体系を作り上げること。 

 
Ａ 農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発 

中期目標 

この研究領域においては、農業生産環境の安全性を確保するため、農業環境のリスクの評

価及び管理に向けた研究開発を推進し、豊かな環境の形成と次世代への継承、農産物の安

全・信頼の確保等に貢献する。研究開発の推進に際しては、農業生産技術に関する研究、

農村を対象とした工学的・社会科学的研究、林業及び水産業等に関する研究、生態学、生

命科学、医学等の様々な分野との連携並びに諸外国の研究機関や国際機関との連携に留意

する。 

 
１）農業生態系における有害化学物質のリスク管理技術の開発 

中期目標 

農地を含む非特定汚染源からの化学物質の農業生態系外への負荷の拡大や負荷の広域的

な拡散に対する懸念が高まっている中、化学物質等による生態系のかく乱リスクの評価と

その広域拡散を防止する技術の開発が課題となっている。 
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このため、有害化学物質の生態リスク評価手法及び生態リスク管理技術の開発を行う。 

特に、有害物質やドリン系を含む残留性有機汚染物質（POPs）によるリスクを低減する

ための技術（土壌改良資材等を利用して作物への吸収を抑制する技術、浄化植物に土壌中の

重金属を吸収させ除去するファイトレメディエーション技術等）の開発について着実に実施

する。 
 

（１）農業環境中における有害化学物質のリスク評価手法及びリスク管理技術の開発 

中期計画 

農業環境におけるカドミウム、ヒ素、放射性物質、ドリン系を含む残留性有機汚染物質

（POPs）等の化学物質による汚染リスクを低減するため、それらの動態を解明するととも

に、リスク低減技術を開発する。農薬等の有機化学物質については、環境中挙動予測モデ

ルを開発するとともに、水生節足動物等への暴露試験等により、環境リスク評価手法を開

発する。また、有害化学物質で汚染された土壌を化学洗浄、バイオレメディエーション等

の手法で修復する技術や、これらの物質に対する低吸収性品種の利用技術等を開発する。 
 

大課題実績（中課題実績） 

有機化学物質については以下の具体的成果が得られた。その結果、中期計画で目標として

いる技術開発（農薬等の環境中挙動予測モデル、水生節足動物を用いた環境リスク評価手

法等）について順調に進捗した。３件の普及に移しうる成果が得られ、低濃度エタノール

による土壌消毒法は 2007 年農林水産研究成果 10 大トピックスに選定されている。 
1) 有機汚染物質の地球規模での汚染拡散が評価できるマルチメディアモデルを開発し、日

本で過去に投入された農薬が北極域にまで到達することを示した。このモデルは、現在使

用中あるいは今後開発予定の農薬の広域移動の推定・予測を可能とし、地球規模での汚染

拡散の防止へ貢献する。 
2) 河川生態系での農薬の生態影響評価に活用できる、「コガタシマトビケラ１齢幼虫を用い

た農薬の急性毒性試験法マニュアル」を作成した（図 2-2-1）。本マニュアルは、自治体・

メーカー等が農薬の生態影響評価に活用することが期待され、環境に配慮した農薬の適正

使用及び開発に貢献する。 
3) 有害化学物質であるヘキサクロロベンゼン（HCB）を資化できる新種分解菌の代謝経路

を解明し、室内試験において分解菌集積炭化素材により土壌中の HCB 及び代謝産物の

PCP を４週間で 30％以上分解させた。 
4) ドリン系農薬汚染土壌を用いたポット試験において、ズッキーニの連作により跡地土壌

で栽培したキュウリ果実中のドリン濃度を 30～50％低減させた。これにより、現地実証

試験に着手できる段階となったことは、実用化に向けた大きな前進である。 
5) 界面活性剤と活性炭シートの組合せによる化学的洗浄技術を構築し、小規模モデル実験

において土壌中のダイオキシン類を 30％回収除去した。 
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6) 低濃度エタノールによる土壌消毒法（2007 年農林水産研究成果 10 大トピックスに選定）

は環境への負荷が小さく、簡便さと安全性から臭化メチルの代替技術として実用化が期待

されている。 
 
カドミウム等の無機化学物質については以下の具体的成果が得られた。その結果、中期計

画のカドミウム汚染土壌を化学洗浄・バイオレメディエーション等の手法で修復する技術

や、カドミウム低吸収性品種の利用技術について、核となる主要な技術が開発された。接

ぎ木栽培によるナス果実中のカドミウム濃度低減技術は、普及に移しうる成果として実用

化が期待されている。 
1) 従来の標準法に比べ、ダイズ子実・玄米のカドミウム濃度と相関の高い土壌カドミウム

抽出法（メーリッヒ 3 抽出）が見いだされ、湛水条件下で増加する土壌中有機ヒ素の玄米

への移行は少ないことを明らかにした。これにより、今後、土壌分析による農作物のカド

ミウム汚染リスク評価法の開発につながると期待できる。 
2) カドミウム汚染土壌の化学洗浄法による修復技術開発では、洗浄処理による玄米カドミ

ウム濃度低減の効果は処理後４年目も維持された（４年目となる平成 19 年度の玄米カド

ミウム濃度は、対照区と比べ 60%減少した）。また、洗浄中に可溶化するカドミウムは地

下水へ浸透しないことを明らかにした。さらに、カドミウム汚染土壌のファイトレメディ

エーションにより、玄米カドミウム濃度を約 40～60%減少させることができた。これら

により、カドミウム汚染土壌の修復技術の有効性・持続性を示した。 
3) 低吸収性品種の開発では、スズメノナスビ台木を用いた接ぎ木栽培が土壌、作型、穂木

品種によらずナス果実カドミウム濃度を 1/2～1/4 に抑制するという全国的に適応可能な

技術を開発した。今後、さらに適用範囲の検討や、本技術とアルカリ資材の低減効果との

併用などの研究を行い、土壌のカドミウム濃度などに応じた技術マニュアル化を進めるこ

とで実用化が期待される。 
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評価ランク コメント  

自己評価 
大課題 A1 
中課題 A11 S 

農業環境中におけるカドミウム、ヒ素、放射性物質、残留

性有機汚染物質（POPs）等の化学物質による汚染リスク低減

研究等に関しては、本年度までに中期計画で目標とする技術

開発の核となる主要な技術が多数開発され、本中課題の進捗

は想定以上と判断する。農薬等の環境中挙動予測モデルや、

水生節足動物を用いた環境リスク評価手法、カドミウム汚染

土壌の修復技術や低吸収性品種の利用技術、等の主要技術が

本年度で開発され、４件の普及に移しうる成果が得られた。

さらに、低濃度エタノールによる土壌消毒法は 2007 年農林

水産研究成果 10 大トピックスに選定されるなど、中期計画の

想定を上回る成果も得られている。カドミウムや放射性物質

の汚染リスク評価手法の開発についてもそれぞれ成果が得ら

れ、化学洗浄やバイオレメディエーション等による修復技術

の有効性と持続性を示すなど、高く評価できる。 

図 2-2-1 コガタシマトビケラ 1 齢幼虫を用いた急性毒性試験マニュアル 
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評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 
大課題 A1 
中課題 A11 

A 

農業環境におけるカドミウムや残留性有機汚染物質等の化

学物質の汚染リスク低減研究等に関しては、中期計画に沿って

順調に進捗している。高吸収植物（ズッキーニ）による土壌中

ディルドリンの除去効果を明らかにするとともに、ファイトレ

メディエーション技術に関するデータを、農林水産省のカドミ

ウム対策指針作成及び事業化のために提供した。また、汚染土

壌対策に有効な基礎データとなる残留性有機塩素系農薬の土

壌中経年変化を明らかにするとともに、カドミウム汚染土壌の

化学洗浄法においてカドミウムの除去率を向上させた。今後

も、行政や生産現場のニーズを踏まえた技術開発により、社会

に貢献して行くことを期待する。 
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２）農業生態系における外来生物及び遺伝子組換え生物のリスク管理技術の開発 

中期目標 

外来生物（侵入・導入生物）及び遺伝子組換え生物等の逸出や、生態系影響に対する懸

念が高まっている中、生物による生態系のかく乱リスクの評価とその広域拡散を防止する技

術の開発が課題となっている。 

このため、外来生物・遺伝子組換え生物の生態リスク評価手法及び生態リスク管理技術

の開発を行う。 

特に、新しく開発される遺伝子組換え生物による周辺の動植物への影響評価手法の開発

や、定量 PCR 法等による高精度・迅速な検出技術の開発について着実に実施する。 

 
（１）外来生物及び遺伝子組換え生物の生態系影響評価とリスク管理技術の開発 

中期計画 

外来生物（侵入・導入生物）による農業生態系のかく乱と被害を防止するため、外来生

物の生育・繁殖特性、他感作用等を明らかにするとともに、外来生物による被害の実態把

握並びにその定着・拡散及び被害予測を行う。また、外来生物の原産地域の特定及び侵入

確率の推定を行う。さらに、外来天敵昆虫等の外来生物の近縁在来種に及ぼす影響を競争・

交雑性等の面から解析し、外来生物が農業生態系に及ぼすリスクを評価するとともに、種

同定が困難な外来生物を分子マーカー等により早期検出・監視するための技術を開発する。

遺伝子組換え生物が生態系に与える影響を適正に評価するため、DNA マーカー等により組

換えダイズとツルマメ等、組換え作物と近縁種との交雑を検出する技術を開発し、交雑に

よる生態系影響を解明する。また、組換え作物と非組換え作物との共存に向けて、交雑率

予測モデルや隔離距離の確保等の耕種法による交雑抑制技術を開発する。 
 
大課題実績（中課題実績） 

外来生物の被害実態、原産地域の特定・侵入確率及びリスク評価については以下の具体的

成果が得られた。その結果、中期計画の外来生物による被害の実態把握や定着・拡散及び

被害予測、外来生物が農業生態系に及ぼすリスク評価等について、予定通り進捗した。 
 
外来生物の被害実態について、 

1) 外来植物について利根川流域の水田周辺での外来植物の蔓延状況を調べ、蔓延状況が 3
パターンに分けられること、15 種の注意すべき外来植物を選定した。 

2) ソバを被覆植物として利用したオオブタクサ等の蔓延防止技術を提示した。また、外来

植物と在来植物との競合・定着性を調べ、種子が大きく、水散布性であり、在来種より早

く生長する外来種が定着しやすいことを明らかにした。 
3) 特定外来種カワヒバリガイの大規模生息地を、利根川に発見し、河口から約 130km の

地点まで生息分布調査を実施した。カワヒバリガイの霞ヶ浦湖岸における分布調査結果に
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ついてはプレスリリースを行い、霞ヶ浦のみならず、利根川にも分布していることを明ら

かにしたことは社会的にも注目され、今後の防止対策策定に貢献すると期待される。 
 
外来生物の原産地域の特定・侵入確率及びリスク評価について、 

1) オーストラリア産輸入コムギに混入しているボウムギの中から除草剤抵抗性個体が高頻

度で検出された。 
2) FAO が 2005 年に発表した雑草性リスク評価法を改良し、外来植物 600 種を評価した結

果、ツノアイアシ等を外来危険植物と提案した（表 2-2-1）。 
3) オーストラリア雑草リスク評価モデルを日本に適用した外来植物リスク評価手法を開発

し、本手法によってわが国に導入される前の植物の雑草性を推定できることを明らかにし

た。 
 
外来生物の早期検出・監視法については以下の具体的成果が得られ、中期計画で目標とし

ている分子マーカー等による外来生物同定の技術開発が達成された。 
1) 外来天敵昆虫チュウゴクオナガコバチと近縁在来種クリマモリオナガコバチ、及び捕食

性天敵クサカゲロウの海外生息種と在来種とを、核 DNA 情報に基づき識別する手法を開

発した。 
2) 雑種性タンポポの出現時期等を推定するために、葉緑体 DNA マーカーにより、平塚市

博物館の押し葉標本を分析し、1979 年の押し葉標本の 97%が雑種性タンポポと判明した。 
以上の成果は、外来生物の検出・蔓延防止対策やリスク評価に貢献するものである。 

 
遺伝子組換え生物については以下の具体的成果が得られ、中期計画で目標としている組換

え作物と近縁種との交雑の検出及び抑制のための技術開発について重要な知見を得た。 
1) 前年度明らかになった除草剤耐性組換えダイズとツルマメとの極めて低い自然交雑率の

理由として、両種の開花が一定期間ずれていたことがわかり、交雑抑制技術の開発にとっ

て開花重複度が重要な要素であることを明らかにした。 
2) 鹿島港の調査地点ではセイヨウナタネは、組換え体及び非組換え体に関わらず歩道や中

央分離帯の縁石下、中央分離帯内に多く発生するが、大部分は開花前に消失し、周辺の群

落中に積極的に侵入することはなかった。本成果は、遺伝子組換え植物の生態系影響評価

に大きく貢献するものである。 
3) 花粉飛散を予測するモデルを改良し、防風壁と防風ネットとの花粉飛散抑制効果を比較

した結果、防風ネットがより効果的であることが示された。今後組換え作物と非組換え植

物の実用的交雑防止や共存技術の開発に貢献が期待される。 
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評価ランク コメント  

自己評価 
大課題 A2 
中課題 A21 A 

外来生物や遺伝子組換え生物の生態系影響評価とリスク管

理技術の開発に関する研究については、予定通り進捗してい

る。 
外来生物の生態系影響評価とリスク管理技術については、

外来生物の蔓延実態の解析や雑草リスク評価モデルの開発と

適用、外来天敵昆虫と近縁在来種の識別手法の開発等を行っ

た。特定外来生物であるカワヒバリガイが霞ヶ浦のみならず、

利根川にも分布していることを明らかにしたことは社会的に

も注目された。 

表 2-2-1 改良された雑草性リスク評価法による、特定外来生物、要注意外来生物に指

定された植物、及び今度導入される可能性のある植物の評価結果 
特定外来生物に指定された植物は高い点数を示す。要注意外来生物ではオオサンショウ

モ、ホテイアオイ、ギンネムなどが特定外来生物上位に匹敵する高い点数を示す。未侵入
植物では、刺毛のある有毒雑草ツノアイアシやナンバンアカアズキ、ヒゲナガスズメノチ
ャヒキに注意が必要である。 

和名 学名

水生
植物
であ
る

同種
に雑
草が
ある

人間
活動
で広
がる

刺や
針を
持つ

人や
動物
に有
毒・
有害

アレ
ロパ
シー
活性

蔓性
か被
覆力
が強
い

種子
寿命
が１
年以
上

栄養
繁殖
する

切断
耕耘
火入
れに
耐性

改良
FAO
点数

元の
FAO
方式
点数

用途

ﾎﾞﾀﾝｳｷｸｻ Pistia stratiotes  L. var. cuneata Engler 3 2 2 0 0 1 1 0 1 1 11 11 アクアリウム
ﾐｽﾞﾋﾏﾜﾘ Gymnocoronis spilanthoides DC. 3 2 2 0 0 1 1 0 1 1 11 10
ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾁﾄﾞﾒｸﾞｻ Hydrocotyle ranumculoides L.f. 3 2 2 0 0 1 1 0 1 1 11 10 アクアリウム
ﾅｶﾞｴﾂﾙﾉｹﾞｲﾄｳ Alternanthera philloxeroides Griseb. 3 2 0 0 0 1 1 1 1 1 10 11
ｱﾚﾁｳﾘ Sicyos angulatus L. 0 2 2 1 0 1 1 1 0 1 9 10
（ｱｿﾞﾗ・ｸﾘｽﾀｰﾀ） Azolla cristata Kaulf. 3 2 2 0 0 1 0 0 1 0 9 8
ｵｵﾌｻﾓ Myriophyllum brasilense Cambess. 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 8 8 アクアリウム
ｵｵｶﾜﾁﾞｼｬ Veronica angallis-aquatica L. 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 7 7
（ｽﾊﾟﾙﾃｨﾅ・ｱﾝｸﾞﾘｶ）Spartina anglica C.E. Hubbard 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 7
ｵｵﾊﾝｺﾞﾝｿｳ Rudbeckia laciniata L. var. laciniata 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 5 6
ｵｵｷﾝｹｲｷﾞｸ Coreopsis lanceolata  L. 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 5 5 緑化植物
ﾅﾙﾄｻﾜｷﾞｸ Senecio madagascariensis  Poir. 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4 5

ｵｵｻﾝｼｮｳﾓ Salvinia molesta  Mitch. 3 2 2 0 0 1 1 1 1 0 11 11 アクアリウム
ﾎﾃｲｱｵｲ Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Laub 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 10 12 アクアリウム
ｷﾞﾝﾈﾑ Leucaena leucocephala  (Lam.) de Wit 0 2 2 1 1 1 1 1 0 1 10 11 緑化植物
ｷｼｭｳｽｽﾞﾒﾉﾋｴ Paspalum distichum L. var. distichum 3 2 2 0 0 0 1 1 0 1 10 12 緑化植物
ﾊﾘｴﾝｼﾞｭ Robinia pseudacacia L. 0 2 2 1 0 1 1 1 1 1 10 10 蜜源植物
ｵｵｶﾅﾀﾞﾓ Egeria densa  (Planch.) St. John 3 2 2 0 0 1 0 0 1 1 10 9 アクアリウム
ｺｶﾅﾀﾞﾓ Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John 3 2 2 0 0 1 0 0 1 1 10 9 アクアリウム
ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ Solidago altissima  L. 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 9 10 園芸植物
ｼｮｸﾖｳｶﾞﾔﾂﾘ Cyperus esculentus L. 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 9 9 非意図的
ｷｼｮｳﾌﾞ Iris pseudoacorus  L. 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 9 10 園芸植物

ﾂﾉｱｲｱｼ Rottboellia exaltata (L.) L.f. 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 9 11
ﾅﾝﾊﾞﾝｱｶｱｽﾞｷ Macroptilium lathyroides  (L) Urban 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 7 8 緑肥作物
ﾋｹﾞﾅｶﾞｽｽﾞﾒﾉﾁｬﾋｷ Bromus rigidus Roth. 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 7 9
ｱﾒﾘｶﾀｶｻﾌﾞﾛｳ Eclipta alba (L.) Hasskarl 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 8
ｼﾏﾆｼｷｿｳ Euphorbia hirta L. 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 6 7
ﾆｾｶﾗｸｻｹﾏﾝ Fumaria capreolata  L. 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 6 7
ｸﾛﾊﾞﾅﾓｳｽﾞｲｶ Verbascum nigrum L. 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 6 7 園芸植物
ｱﾒﾘｶｷﾝｺﾞｼﾞｶ Sida spinosa  L. 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 6 8
ﾏﾙﾊﾞﾂﾕｸｻ Commelina bengalensis  L. 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 6 7
ﾊﾘﾅｽﾋﾞ Solanum sisymbriifolium Lam. 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 6 8

特定
外来
生物
（現在
指定
され
てい
る12
種）

要注
意外
来生
物

（トッ
プ10）

今後
導入
の可
能性
のあ
る植
物

（トッ
プ10）
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遺伝子組換え生物については、除草剤耐性遺伝子組換えダ

イズとツルマメの自然交雑する確率は開花重複度に起因する

ところが大きいこと、野生化したセイヨウナタネは生物多様

性に影響を及ぼすような競合性の高い植物ではないこと等を

示し、遺伝子組換え植物の生態系影響評価に貢献した。また、

イネ花粉の動態に基づく交雑モデルの高度化、散水法による

トウモロコシの交雑率の抑制効果、花粉の飛散抑制に防風壁

より防風網の方が効果的である等の成果は、今後組換え作物

と非組換え植物の実用的交雑防止や共存技術の開発に貢献が

期待される。 
種々の講演会等によるアウトリーチ活動を通してこれらの

成果の啓発に努めた。今後は、組換え植物の交雑モデルが気

象・地理条件の異なる地域でのモニタリング実施計画への指

針や助言につながるよう、モデル精度の向上を試みると共に、

雑草性リスク評価法等の普及に向けて、関係研究機関のみな

らず関係行政部局や民間の関係者への働きかけに引き続き努

める必要がある。 
 

評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 
大課題 A2 
中課題 A21 

A 

外来生物や遺伝子組換え生物の生態系影響評価とリスク管

理技術の開発に関する研究は、順調に進捗している。外来植物

の被害実態の把握を進め、生物多様性への影響が大きい種を明

らかにしたことは、外来種の被害予測を行う上で重要な成果で

ある。また、組換えダイズとツルマメの自然交雑率を推定する

とともに、トウモロコシの花粉飛散の具体的抑制方法とその効

果を示した。今後とも、これらのリスク管理技術の開発を進め、

多様なリスク管理技術の適切な評価など行政や生産現場のニ

ーズに応えることに期待する。 
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Ｂ 自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明と管理技術の開発 

中期目標 

この研究領域においては、農業生態系の構造と機能の解明及び農林水産業の変化による

農業生態系の変動メカニズムの解明を推進する。これらの基礎的研究により、農業・農村

が有する自然循環機能の高度な発揮や持続的な農業生産に向けた技術開発を加速するとと

もに、世界の食料問題及び環境問題の解決に貢献する。研究の推進に際しては、林業及び

水産業分野との連携並びに環境科学・生態学分野との連携に留意する。 

 
１）農業生態系の構造・機能の解明と評価 

中期目標 

農業生態系の適正な管理及び生態系機能を活用した持続的生産技術の確立を図るために

は、農業生態系を構成する生物・非生物資源の組成と時間的・空間的分布等の生態系の構

造並びに生物種間の相互関係、生物種と非生物資源との相互関係及び物質の移動等の生態

系の機能に関する知見の蓄積が不可欠であり、生物の生態的地位、種間関係の解明や生物

多様性の客観的評価手法の確立が課題となっている。 

このため、農業生態系における生物種の構成と動態及び機能を明らかにすることにより、

農業生態系の構造の解明を行う。 

 
大課題実績 

生物相の動態については、以下の主要な成果が得られた。その結果、中期計画で目標とし

ている農地とその周辺域の生物多様性の動態の調査や、農地における耕起や転作・休耕等

の管理方法の変化等が生物多様性に及ぼす影響の解明について重要な知見が得られた。ま

た、普及に移しうる成果として「細菌・糸状菌・線虫に関する DGGE 土壌解析マニュアル」

が作成・公表され、今後の土壌生物研究への貢献が見込まれる。 
1) 利根川流域のモニタリング地区における第２回植生調査と土地被覆データの更新を行い、

景観構造の変動が種構成に及ぼす影響の解析が可能となった。その結果から、復田の進行

が放棄水田の植物群落の遷移程度によって異なることを解明した。 
2) 調査・情報システムについて、複数データの統合的運用に向けた全データ共通の仕様を

設定した。複数年次にわたる広域の景観構造、生物分布に関する統合的データセットを「調

査・情報システム」に構築したことにより、農法や景観構造の変動が生物多様性に及ぼす

影響の解明に向けて大きく前進した。本「調査・情報システム」は、国際的な情報発信に

努めた結果、OECD によるレビューが継続的に行われ、韓国では自国における応用につ

いて検討が、スイスでは欧州諸国の手法との比較検討が行われている。 
3) 前年度に細菌、糸状菌に関して開発・マニュアル化された PCR-DGGE 標準法について、

その特徴と検出限界を明らかにし、線虫にも適用範囲を拡げた。さらに圃場サンプルを適

用した結果、本標準法により様々な土壌の微生物群集を効率よくバンドパターンとして指
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標化できることを確認した。これらの成果に基づき「細菌・糸状菌・線虫に関する DGGE
土壌解析マニュアル」を作成し公表した（中課題実績の図 2-2-2a,b を参照）。これにより、

国内で統一的な土壌生物相の評価が可能となり、土壌生物相の診断技術開発への多大な貢

献が期待されている。 
 
農地の管理方法や景観構造の変化が生物相に及ぼす影響については、以下の主要な成果が

得られ、中期計画で目標とする農業活動の変化に伴う指標昆虫等の生物個体群の動態予測

モデル構築における、化学資材の使用の長期的影響についてのモデルが構築された。 
1) 化学資材の使用が植生に及ぼす長期的影響を解明するため、絶滅危惧種であり水田除草

剤感受性が高いタコノアシについて、生活史段階毎の除草剤毒性に基づき、内的自然増加

率（与えられた環境条件の中で対象種が示す 大の個体数増加率）と除草剤濃度の関係を

示す非線形モデルを構築した。 
2) ため池と周辺の地理情報を用いてトンボ指標種の生息種数を予測するモデルを作成した。

本モデルから、ため池周辺の土地利用変化の影響を予測し、周辺樹林地割合とコンクリー

ト護岸率の影響が大きいことを解明した。 
平成 18 年度の鳥類の生息ポテンシャル評価モデルに続き、タコノアシの個体群存続性の

予測モデル、トンボ指標種の生息種数予測モデルを構築したことは、個体群の安定化要因

の解明に貢献する。 
 
農業生態系における生物の機能について以下の主要な成果が得られた。その結果、中期計

画で目標としている農業生態系の生物（バラ科植物等、ノメイガ類等昆虫、Burkholderia
属等の細菌グループ等）の情報化学物質とその機能の解明について、順調に進捗している。

土壌の分解微生物については、分解遺伝子の発現制御機構の解明に結びつく新しい知見を

得る一方で、自然界から多くの生分解性プラスチック（生プラ）分解菌を分離・評価した。

イネの葉面から得られる生プラ分解菌は普及に移しうる成果として実用化が見込まれ、特

許出願を予定する等、予想以上の成果を上げることができた。 
1) 新たな性フェロモン成分を発見すると共に、オスのフキノメイガが様々な成分比率を有

する性フェロモン源に対して広く反応性を示すことを明らかにし、性フェロモン剤効果減

退の原因の一端を明らかにした。植物と植食性昆虫及び天敵昆虫間の相互作用を室内で解

析するための簡易バイオアッセイ法を構築した。さらに、これらの過程で得られた新たな

性フェロモン成分の発見や有用分解酵素過剰生産株の取得等で特許出願を予定している。 
2) 生分解性プラスチック分解菌を自然界から多数分離・評価し（中課題実績の図 2-2-3a,b
を参照）、高い活性を有する分解菌（P. antarctica）から酵素を精製すると共に、分解酵

素遺伝子の取得に成功した。 
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評価ランク コメント  

自己評価 
大課題 B1 A 

農業生態系の生物相の動態及び農地の管理方法の変化等が

生物多様性に及ぼす影響の解明については、中期計画に沿って

順調に進捗している。複数年次にわたる広域の景観構造、生物

分布に関する統合的データセットを「調査・情報システム」に

構築したことにより、中期計画における農法や景観構造の変動

が生物多様性に及ぼす影響の解明に向けての基盤が整った。さ

らに、本「調査・情報システム」は、国際的な情報発信に努め

た結果、OECD によるレビューが継続的に行われ、韓国では

自国における応用について検討が、スイスでは欧州諸国の手法

との比較検討が行われている。また、タコノアシの個体群存続

性及びトンボ指標種の生息種数の予測モデルの構築は、中期計

画の個体群の安定化要因の解明に貢献する。 
土壌生物評価法を確立し、前年度に細菌・糸状菌について標

準化された PCR-DGGE 標準法について、その適用範囲を拡げ

ると共に本標準法の検出限界を示し、「細菌・糸状菌・線虫に

関する DGGE 土壌解析マニュアル」を作成し公表した。これ

により、国内で統一的な土壌生物相の評価が可能となり、土壌

生物相の診断技術開発への貢献が期待される。 
農業生態系における生物の機能については、中期計画の農業

生態系の生物（バラ科植物等、ノメイガ類等昆虫、

Burkholderia 属等の細菌グループ等）の情報化学物質とその

機能の解明について、順調に進捗している。土壌の分解微生物

について、分解遺伝子の発現制御機構の解明に結びつく新しい

知見を得る一方で、自然界から多くの生分解性プラスチック

（生プラ）分解菌を分離・評価した。イネ葉面から得られる生

プラ分解菌は普及に移しうる成果として実用化が見込まれ、特

許出願を予定する等、予想以上の成果を上げることができた。

今後、トンボ指標種の生息種数やタコノアシの個体群存続性

の予測モデル、土壌生物解析マニュアル等の利用法及びそれら

により得られた情報について、公表し普及に努めると共に、多

様な農業活動に関する情報収集の効率化を図るため、関連する

他中課題グループとの連携に努める。また、生プラ分解菌につ

いては実際の畑土壌中での定着と制御に関する知見を集積す

ると共に、実用化に向けて様々な条件検討を行い、技術開発を

進める。 
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評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 
大課題 B1 

A 

農業生態系の適正な管理のため、農業生態系の構造と機能を

解明する研究は、中期計画に沿って順調に進捗している。具体

的には、ため池のトンボ類の生息に影響する環境要因を抽出・

解析し、地理情報に基づいた生物種の生息予測モデルの構築に

つながる成果を得た。また、土壌から抽出した DNA を PCR
で増幅して解析する手法を標準化し、マニュアル化することに

より、異なる環境における土壌微生物相の相互比較を行う上で

の必要不可欠な技術を確立した。さらに、バラ科植物が産生す

る生育阻害物質の活性を定量的に把握することに成功した。 
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（１）農業生態系を構成する生物群集の動態と生物多様性の解明 

中期計画 

農業が育む生物相とその多様性を保全するため、農地とその周辺域に生息する植物、鳥

類、昆虫類、線虫類、微生物等の動態を調査し、農地における耕起や化学資材の使用及び

転作・休耕、周辺植生やため池の管理方法の変化並びに水田とその周辺域の景観構造の変

動がそれらの種構成や多様性に及ぼす影響を解明する。また、得られた成果から、土地利

用等の農業活動の変化に伴う指標昆虫等の生物個体群の動態予測モデルを構築することに

より、個体群の安定化要因を解明する。 

 
中課題実績 

生物相の動態については、以下の具体的成果が得られた。その結果、中期計画で目標とし

ている農地とその周辺域の生物多様性の動態の調査や、農地における耕起や転作・休耕等

の管理方法の変化等が生物多様性に及ぼす影響の解明について重要な知見が得られた。ま

た、普及に移しうる成果として「細菌・糸状菌・線虫に関する DGGE 土壌解析マニュアル」

が作成・公表され、今後の土壌生物研究への貢献が見込まれる。 
1) 利根川流域のモニタリング地区における第２回植生調査と土地被覆データの更新を行い、

景観構造の変動が種構成に及ぼす影響の解析が可能となった。その結果から、復田の進行

が放棄水田の植物群落の遷移程度によって異なることを解明した。 
2) 調査・情報システムについて、複数データの統合的運用に向けた全データ共通の仕様を

設定した。複数年次にわたる広域の景観構造、生物分布に関する統合的データセットを「調

査・情報システム」に構築したことにより、農法や景観構造の変動が生物多様性に及ぼす

影響の解明に向けて大きく前進した。本「調査・情報システム」は、国際的な情報発信に

努めた結果、OECD によるレビューが継続的に行われ、韓国では自国における応用につ

いて検討が、スイスでは欧州諸国の手法との比較検討が行われている。 
3) 前年度にマニュアル化された PCR-DGGE 標準法について、細菌、糸状菌に関するプラ

イマーセットの特徴と、その標準法による検出限界を明らかにし、同様に線虫においても

本標準法の検出限界を示した。さらに圃場サンプルを適用して、本標準法により様々な土

壌の微生物群集を効率よくバンドパターンとして指標化できることを確認した。 
4) これらの成果に基づき「細菌・糸状菌・線虫に関する DGGE 土壌解析マニュアル」を作

成し公表した（図 2-2-2a,b）。これにより、国内で統一的な土壌生物相の評価が可能とな

り、土壌生物相の診断技術開発への多大な貢献が期待されている。 
5) 灰色低地土からより多くの長鎖 DNA を抽出する条件を明らかにするとともに、RNA 添

加が長鎖 DNA 抽出の難しい土壌からの抽出に有効なことを示した。 
 
農地の管理方法や景観構造の変化が生物相に及ぼす影響については、以下の具体的成果が

得られ、中期計画で目標とする農業活動の変化に伴う指標昆虫等の生物個体群の動態予測
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モデル構築における、化学資材の使用の長期的影響についてのモデルが構築された。 
1) 農業活動が鳥類に及ぼす影響を明らかにするために、霞ヶ浦南岸の水田割合とチュウサ

ギ個体の空間分布との関係を解析した結果、４月後半のハス田、５月から６月上旬までは

未整備水田等が多く利用されていることを解明した。これにより、水田環境の多様性が、

夏季の水田を採餌場所とする鳥類の生息に正の影響を及ぼすことがわかった。 
2) 化学資材の使用が植生に及ぼす長期的影響を解明するため、絶滅危惧種であり水田除草

剤感受性が高いタコノアシについて、生活史段階毎の除草剤毒性に基づき、内的自然増加

率（与えられた環境条件の中で対象種が示す 大の個体数増加率）と除草剤濃度の関係を

示す非線形モデルを構築した。 
3) ため池と周辺の地理情報を用いてトンボ指標種の生息種数を予測するモデルを作成した。

本モデルから、ため池周辺の土地利用変化の影響を予測し、周辺樹林地割合とコンクリー

ト護岸率の影響が大きいことを解明した。 
平成 18 年度の鳥類の生息ポテンシャル評価モデルに続き、タコノアシの個体群存続性の

予測モデル、トンボ指標種の生息種数予測モデルを構築したことは、個体群の安定化要因

の解明に貢献する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2-2a PCR-DGGE による土壌生物相解析法の概要 

土壌

DNA抽出, 精製 PCR

または

土壌から分離した線虫

細菌、糸 状菌、線 虫由来の
DNAをそれぞれ選択的に増幅

電気泳動
（DGGE）

A B C D E

各試料(A-E)の生物相を

バンドパターンとして検出

図 2-2-2b PCR-DGGE による土壌生物相解析の例 
各レーンには異なる土壌に由来する DNA を泳動しており、それぞれの生物相がバンドパ

ターンとして検出される。この技術により、農業生産活動で起こる様々な現象と土壌生物
との関連が明らかになることが期待される。 

M M

細菌

M M

糸状菌

M M

線虫
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評価ランク コメント  

自己評価 
中課題 B11 A 

農業生態系の生物多様性の動態及び農地の管理方法

の変化等が生物多様性に及ぼす影響の解明については、

中期計画に沿って順調に進捗している。複数年次にわた

る広域の景観構造、生物分布に関する統合的データセッ

トを「調査・情報システム」に構築したことにより、中

期計画で目標としている農法や景観構造の変動が生物

多様性に及ぼす影響の解明に向けての基盤が整った。さ

らに、本「調査・情報システム」は、国際的な情報発信

に努めた結果、OECD によるレビューが継続的に行わ

れ、韓国では自国における応用について検討が、スイス

では欧州諸国の手法との比較検討が行われている。ま

た、トンボ指標種の生息種数予測モデル、タコノアシの

個体群存続性の予測モデルの構築は、中期計画の個体群

の安定化要因の解明に貢献する。 
土壌生物評価法を確立し、前年度に細菌・糸状菌につ

いて標準化された PCR-DGGE 標準法について、その適

用範囲を拡げると共に本標準法の検出限界を示し、「細

菌・糸状菌・線虫に関する DGGE 土壌解析マニュアル」

を作成し公表した。これにより、国内で統一的な土壌生

物相の評価が可能となり、土壌生物相の診断技術開発へ

の貢献が期待される。 
今後、トンボ指標種の生息種数予測モデル、タコノア

シの個体群存続性の予測モデル、土壌生物解析マニュア

ル等の利用法及びそれらにより得られた情報について、

公表し普及に努めると共に、多様な農業活動に関する情

報収集の効率化を図るため、関連する他中課題グループ

との連携に努める。 
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（２）農業生態系機能の発現に関与する情報化学物質の解明 

中期計画 

農業生態系機能の維持・向上に資するため、バラ科植物等が産生する生理活性物質、ノ

メイガ類等昆虫の増殖に関わる情報化学物質等の生物間の相互作用に関与している物質

や、Burkholderia 属等の細菌グループにおける難分解性芳香族塩素化合物等の分解遺伝子

の発現を制御している物質等を明らかにし、その機能を解明する。 
 

中課題実績 

農業生態系における生物の機能について以下の具体的成果が得られた。その結果、中期計

画で目標としている農業生態系の生物（バラ科植物等、ノメイガ類等昆虫、Burkholderia
属等の細菌グループ等）の情報化学物質とその機能の解明について、順調に進捗している。

土壌の分解微生物については、分解遺伝子の発現制御機構の解明に結びつく新しい知見を

得る一方で、自然界から多くの生分解性プラスチック（生プラ）分解菌を分離・評価した。

イネの葉面から得られる生プラ分解菌は普及に移しうる成果として実用化が見込まれ、特

許出願を予定する等、予想以上の成果を上げることができた。 
1) バラ科植物のヤナギバシャリントウとシジミバナが示す植物生育阻害作用の原因物質は、

それぞれシアンガスとシスケイ皮酸グルコシドであることを突き止めた。強い植物生育阻

害活性を持つユキヤナギの生葉は、落葉後さらにその活性を 10～100 倍強めることを見

出した。 
2) 新たな性フェロモン成分を発見すると共に、オスのフキノメイガが様々な成分比率を有

する性フェロモン源に対して広く反応性を示すことを明らかにし、性フェロモン剤効果減

退の原因の一端を明らかにした。植物と植食性昆虫及び天敵昆虫間の相互作用を室内で解

析するための簡易バイオアッセイ法を構築した。さらに、これらの過程で得られた新たな

性フェロモン成分の発見や有用分解酵素過剰生産株の取得等で特許出願を予定している。 
3) 土壌環境下、３クロロ安息香酸分解遺伝子の発現の検出に世界に先駆けて成功すると共

に、分解遺伝子発現制御蛋白質が誘導物質を認識する部位を明らかにした。 
4) 生分解性プラスチック分解菌を自然界から多数分離・評価し（図 2-2-3a,b）、高い活性を

有する分解菌（P. antarctica）から酵素を精製すると共に、分解酵素遺伝子の取得に成功

した。 
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評価ランク コメント  

自己評価 
中課題 B12 A 

農業生態系における生物の機能については、中期計

画で目標としている農業生態系の生物（バラ科植物等、

ノメイガ類等昆虫、Burkholderia 属等の細菌グループ

等）の情報化学物質とその機能の解明について、順調に

進捗している。土壌の分解微生物について、分解遺伝子

の発現制御機構の解明に結びつく新しい知見を得る一

方で、自然界から多くの生分解性プラスチック（生プラ）

分解菌を分離・評価した。イネの葉面から得られる生プ

ラ分解菌は普及に移しうる成果として実用化が見込ま

れ、特許出願を予定する等、予想以上の成果を上げるこ

とができた。 
今後、生プラ分解菌については基礎的な解析と共に、

実用化に向けた技術開発を進める。 

0  1  2  3  4  5  6  7
PBSA

PBS

日

ポリ乳酸

0  3  6 1410 日

図 2-2-3b イネから分離した酵母 P. antarctica による各種プラスチック膜の分解 

図 2-2-3a 葉面から生分解性プラスチック（生プラ）を分解する酵母菌を分離する方法

生プラエマルジョンと油を含む培地の上に葉の抽出液を塗りつけ、エマルジョンを溶かす
株を選ぶ。分離した菌を同じ培地の表面に塗布し、生プラ製マルチフィルムを付着させて、
継時的にフィルムの残存量を観察することで、分解力を判定する（特許出願中）。 
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２）農業生態系の変動メカニズムの解明と対策技術の開発 

中期目標 

安全な国土と水資源の確保に対する期待が高まる中、国内農業の活力の低下等に伴い農

地等の維持管理が困難となり、水循環や物質循環の健全性等への危惧が拡大しつつある。

国際的には、世界規模の食料不足や環境問題の解決が求められる中、地球温暖化の進行に

よる気象災害の拡大と農業生産の不安定化に対する懸念が高まっており、農業活動と農業

生態系や地球環境変動との相互作用等に関する知見の蓄積が課題となっている。 

このため、気候変動等の地球環境変動と農業生態系との間の相互作用の解明及び農業活

動の変化が自然循環機能に及ぼす影響を解明するとともに、その管理技術を開発する。 

 

大課題実績 

地球温暖化が農業生態系に及ぼす影響について以下の主要な成果が得られた。その結果、

中期計画で目標としている、圃場スケールでの包括的な水田生態系応答モデルの開発及び

地域スケールでのイネ収量変動の広域評価手法の開発のためのデータ・知見が集積された。

高解像度気候変化シナリオの作成のための方向性を定め、４年目以降のリスク評価に向け

た基盤が順調に整っている。また、普及に移しうる成果として、「モデル結合型気象作物デ

ータベース」が開発され、圃場スケールのイネ成長モデルの多地点、多年次の検証が予定

以上に進み、顕在化しつつある温暖化影響の定量的評価が可能になった。さらに、中期計

画で当初予定していなかった 2007 年夏季の異常高温に関する緊急調査は、調査結果のプレ

スリリースを行うなど迅速に対応した結果、社会的にも注目され、本成果が将来予測のみ

ならず今日の収量変動の要因解明にも大きく貢献することを示した。 
1) 水田開放系 CO2増加（FACE）・水温上昇実験、日中 FACE 共同解析を通じて、水田生

態系応答モデルの検証・改良のためのデータ・知見を収集した。FACE・温暖化実験、FACE
地点間比較解析は世界初の試みで、高 CO2・温暖化環境下で得た土壌・作物応答の知見は、

温暖化影響の実験的解明・モデルの検証・改良に大きく貢献する。 
2) 気象と栽培試験を連携させた「モデル結合型作物気象データベース」を開発し（中課題

実績の図 2-2-4 を参照）、圃場スケールのイネ成長モデルの多地点・多年次検証、収量の

時空間変動解析、2007 年夏季の異常高温下における作況解析等に活用した。 
3) 東北タイの天水田地帯を対象に降水パターンと栽培暦から水稲生育を予測する簡易モデ

ルを開発し、中国についてはこれに簡単な窒素収支を加えてモデルを構築した。メコンデ

ルタでは塩分濃度が年間作付面積率を通じてコメ生産に影響していることを示し、脆弱性

評価のためのモデル構造を決定した。またメコン流域においても、容易に入手できる入力

データから、実態をよく反映した簡易収量推定モデルが開発された。 
 
農業活動が温室効果ガス発生に及ぼす影響について以下の主要な成果が得られた。その結

果、中期計画で目標としている栽培・土壌管理技術による温室効果ガス発生抑制効果の定
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量的評価について、実験とモデルにより多くのデータと知見が得られ、ほぼ予定どおり進

行した。また、可搬型温室効果ガスフラックスモニタリングシステムを開発し、特許出願

を予定するなど、計測・分析手法についても特筆すべき成果を得た。これらの成果は、農

地からの温室効果ガス発生評価・削減技術の開発・普及に貢献するものであり、地球温暖

化防止の行政施策に資する所が大きい。 
1) 国内４地点における田畑輪換試験より、転換畑からのメタン（CH4）及び亜酸化窒素

（N2O）発生量の合計値は、水田からの CH4 発生量の違いに応じて、連作水田と同等で

ある場合と、顕著に低い場合のあることが明らかになった。また、黒ボク土における試験

では、鶏糞堆肥ペレットからの大きな N2O 発生が定量され、施肥管理手法の違いにより

高い温室効果能を有するガスが発生する可能性が示された。 
2) 改良された DNDC モデル（中課題実績の図 2-2-5）が、水田におけるわら処理や施肥管

理による CH4 発生削減効果の広域評価に有効であることを実験データによる検証から示

した（中課題実績の図 2-2-6）。 
3) 世界で初めて水田での開放系高 CO2（FACE）と温暖化を複合させた開放系圃場試験に

より、CH4発生を計測した。開放系圃場試験とチャンバー実験から、水稲生育期間の CH4

発生量が加温により大きく増加することを明らかにした。 
4) 高頻度・長期測定を可能とする可搬型温室効果ガスフラックスモニタリングシステム開

発を行い、夏季の圃場において稼動可能であることを確認した。 
5) 土壌加温実験の詳細な連続測定のシステムが稼働し、土壌呼吸データから土壌炭素画分

ごとの分解速度の温度依存性を推定する手法を確立した。また、わが国の土壌有機物動態

の全国予測のための炭素・窒素統合モデル作成の一環として、窒素無機化過程をモデル化

した。これにより統合モデルの開発が順調に進捗しており、観測データから温度係数を逆

推定する手法の確立等の成果はモデルの今後の改良に貢献する。 
 
食料等の輸出入等に伴う窒素フロー・ストックについては以下の主要な成果が得られた。

その結果、中期計画で目標としている東アジアの広域スケールでの窒素循環及び環境への

負荷の解明において有用なデータと知見が得られた。 
1) 東南アジアの食料需給変動シナリオの下に、現実的な単収の増加による将来のエネルギ

ー作物生産の可能性とそれによる窒素負荷の変化を示した。これは、バイオ燃料と食料の

競合問題を考えるための基礎的な情報となると期待できる。 
2) 施肥による農地からのアンモニア揮散の推定を精緻化し、過大な追肥が揮散の原因とな

るが、わが国の通常の施肥ではほとんど揮散しないことを示した。東アジアでは肥料から

のアンモニアの揮散が大気からの窒素負荷の大きな原因となっており、わが国の農地で得

られた施肥と揮散の関係は東アジア農業におけるアンモニア制御のための有用な情報と

なる。 
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流域レベルでの水質汚染脆弱性については以下の主要な成果が得られた。その結果、中期

計画で目標としている浅層地下水を含む土壌圏における硝酸性窒素・リン等の栄養塩類の

流出動態解明について予定通り進捗した。 
1) 少量試料中の硝酸イオンの窒素及び酸素安定同位体比分析法を確立し、脱窒過程での両

同位体の濃縮係数の比が 1:1 に近いことを土壌カラム実験により見出した。この値は、台

地・谷津田からなる集水域で見られた両安定同位体比の変化に符合し、脱窒が硝酸イオン

濃度低下の主要因であったことを示唆する。このような迅速な分析法を確立したことによ

り、安定同位体比にもとづく脱窒量推定法の開発に直接つながるものとして、今後の地下

水水質の動態解明に貢献が期待される。 
2) 愛知県阿羅田川流域に表面流出モデルを適用し、傾斜枠試験結果をもとに、河川への懸

濁物質及び全リン流出負荷量を予測した。予測値は実測値よりはるかに低く、畜舎など農

地以外の負荷源の寄与が大きいと推定された。 
 

評価ランク コメント  

自己評価 
大課題 B2 A 

地球温暖化が農業生態系に及ぼす影響については、中期計画

で目標としているイネの収量変動の評価手法の開発のための

データ・知見が順調に集積された。圃場スケールの収量を含む

水田生態系応答モデル及び地域スケールでの簡易収量モデル

がそれぞれ構築され、予定通り進捗した。高解像度気候変化シ

ナリオの作成のための方向性を定め、４年目以降のリスク評価

に向けた基盤が順調に整いつつある。また、普及に移しうる成

果の「モデル結合型気象作物データベース」により、圃場スケ

ールのイネ成長モデルの多地点、多年次の検証が予定以上に進

み、顕在化しつつある温暖化影響の定量的評価が可能になっ

た。さらに、2007 年夏季の異常高温に関する緊急調査は、プ

レスリリースを行うなど迅速に対応した結果、社会的にも注目

され、本成果が将来予測のみならず今日の収量変動の要因解明

にも大きく貢献することを示した。このように、本課題におけ

る地球温暖化が農業生態系に及ぼす影響については、予想以上

の進捗が認められた。 
今後、開発したモデルの現地実証を行い、モデルの信頼性・

有効性を高めると共に、行政や研究対象国の農業政策等に利用

されるように公表・宣伝に努める必要がある。 
農業活動が温室効果ガス発生に及ぼす影響については、予定

通り進行している。中期計画で目標としている栽培・土壌管理

技術による温室効果ガス発生抑制効果の定量的評価について、
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実験とモデルにより多くのデータと知見が得られ、施肥や稲わ

ら処理方法の違いによる水田からの CH4 発生量が推定され

た。また、特許出願予定の可搬型温室効果ガスフラックスモニ

タリングシステムの開発や、世界初の水田 FACE－温暖化複合

試験での CH4 発生速度の計測など、計測・分析手法について

も特筆すべき成果を得た。さらに、土壌関連データベースを活

用した土壌有機物動態の全国予測のための炭素・窒素統合モデ

ルの開発も順調に進捗している。食料等の輸出入等に伴う窒素

フロー・ストックについても予定通り進行し、東アジア農業に

おける施肥によるアンモニア揮散の制御のための有用な情報

が得られた。 
流域レベルでの水質汚染脆弱性についても予定通り進捗し、

中期計画で目標とする浅層地下水を含む土壌圏における硝酸

性窒素・リン等の栄養塩類の流出動態解明に貢献する研究成果

が得られた。 
今後、温室効果ガス発生抑制効果の定量的評価について、行

政ニーズに対応しながら、できるだけメカニズム解明、圃場試

験、モデル開発など必要な基礎研究を進めつつ、都道府県試験

研究機関等との連携に努める。また、水質汚染脆弱性の評価手

法の開発については、流域の解析に合わせて農耕地の寄与を推

定し具体的に農業活動の影響を評価することで、 終的なリス

ク管理手法の開発につなげる必要がある。 
 

評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 
大課題 B2 

A 

農業活動と、農業生態系や環境変動との相互作用等を解明

するための研究を行い、全体として中期計画に沿って順調に

進捗している。土壌の炭素・窒素の動態モデルとイネ成長モ

デルの連携により、気象だけでなく有機物・施肥管理などの

技術要因を取り入れた収量予測が可能となった。また、有機

物施用が土壌炭素蓄積量に及ぼす影響の定量化や有機物分解

の温度特性を検証する土壌加温実験システムを確立したこと

は、農耕地土壌における人為的管理や気候変化による土壌炭

素蓄積量の変化を予測する上で重要な成果である。 
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（１）地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測と生産に対するリスク評価 

中期計画 

温暖化や異常気象に対する稲収量の変動をほ場スケールで評価するため、水、土壌、稲

品種及び栽培管理条件を含む包括的な水田生態系応答モデルを開発する。また、地域スケ

ールの簡易収量モデルを開発して、収量と水資源からみた今世紀半ば頃の日本及びアジア

を中心とした稲収量の変動を予測し、稲収量の低下のリスクを地域スケールで広域に評価

する手法を開発する。さらに、それら結果を基に気候変動が食料生産に及ぼす影響予測シ

ナリオを構築する。 
 

中課題実績 

地球温暖化が農業生態系に及ぼす影響について以下の具体的成果が得られた。その結果、

中期計画で目標としている、圃場スケールでの包括的な水田生態系応答モデルの開発及び

地域スケールでのイネ収量変動の広域評価手法の開発のためのデータ・知見が集積された。

高解像度気候変化シナリオの作成のための方向性を定め、４年目以降のリスク評価に向け

た基盤が順調に整いつつある。また、普及に移しうる成果として、「モデル結合型気象作物

データベース」が開発され、圃場スケールのイネ成長モデルの多地点、多年次の検証が予

定以上に進み、顕在化しつつある温暖化影響の定量的評価が可能になった。さらに、中期

計画で当初予定していなかった 2007 年夏季の異常高温に関する緊急調査は、調査結果のプ

レスリリースを行うなど迅速に対応した結果、社会的にも注目され、本成果が将来予測の

みならず今日の収量変動の要因解明にも大きく貢献することを示した。 
 
1) 水田開放系 CO2増加（FACE）・水温上昇実験、日中 FACE 共同解析を通じて、水田生

態系応答モデルの検証・改良のためのデータ・知見を収集した。FACE・温暖化実験、FACE
地点間比較解析は世界初の試みで、高 CO2・温暖化環境下で得た土壌・作物応答の知見は、

温暖化影響の実験的解明・モデルの検証・改良に大きく貢献する。 
2) 気象と栽培試験を連携させた「モデル結合型作物気象データベース」を開発し（図 2-2-4）、
圃場スケールのイネ成長モデルの多地点・多年次検証、収量の時空間変動解析、2007 年

夏季の異常高温下における作況解析等に活用した。 
3) タイ、中国の地域収量変動を、水利用と投入窒素から簡易に推定するモデルを開発した。

メコンデルタでは塩分濃度が年間作付面積率を通じてコメ生産に影響していることを示

し、脆弱性評価のためのモデル構造を決定した。またメコン流域においても、容易に入手

できる入力データから、実態をよく反映した簡易収量推定モデルが開発された。 
4) 現状の領域気候モデルが、暑夏の日 高気温などの極値再現性が低いことを示し、統計

的手法との併用による高解像度気候変化シナリオ作成の方向性を定めた。 
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評価ランク コメント  

自己評価 
中課題

B21 
S 

地球温暖化が農業生態系に及ぼす影響については、中期計画

で目標としているイネの収量変動の評価手法の開発のための

データ・知見が順調に集積された。圃場スケールの収量を含む

水田生態系応答モデル及び地域スケールでの簡易収量モデル

がそれぞれ構築され、予定通り進捗した。高解像度気候変化シ

ナリオの作成のための方向性を定め、４年目以降のリスク評価

に向けた基盤が順調に整っている。また、普及に移しうる成果

の「モデル結合型気象作物データベース」により、圃場スケー

ルのイネ成長モデルの多地点、多年次の検証が予定以上に進

み、顕在化しつつある温暖化影響の定量的評価が可能になっ

た。さらに、2007 年夏季の異常高温に関する緊急調査は、プ

レスリリースを行うなど迅速に対応した結果、社会的にも注目

され、本成果が将来予測のみならず今日の収量変動の要因解明

にも大きく貢献することを示した。このように、本中課題にお

いて予想以上の進捗が認められた。 
今後、開発したモデルの現地実証を行い、モデルの信頼性・

有効性を高めると共に、行政や研究対象国の農業政策等に利用

されるように公表・宣伝に努める必要がある。 
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合型 作物
気象デー
タベース

（約850地点）

土壌データ
ベース

・水稲生産の将来予測
・品種改良、栽培技術への応用

アメダス・気
象官署データ

地理情報・
地形データ

日射量推定モデル
蒸散要求量推定モデル …

１．近年の気象変動が水稲生産におよぼす
影響・要因の解析
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図 2-2-4 「モデル結合型作物気象データベース」の基本構造 
全国のアメダス地点（約 850 地点）における 1980 年以降の日別気象データを収納。気

温・風速・日射量などの基本要素に加えて、結合された物理環境モデルや生育モデルによ
り蒸散要求量・水温・穂温など作物生産にとって重要な情報を得ることができる。 
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（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明 

中期計画 

農業活動由来の温室効果ガス、窒素等に関する地域・地球規模での環境問題の解決に貢

献するため、農業活動が物質循環に及ぼす影響を解明し、負荷軽減策を確立する。温室効

果ガスについては、栽培・土壌管理技術による温室効果ガス発生抑制効果を定量的に評価

することによって、効率的な負荷軽減技術体系を提示する。同時に、土壌関連データベー

スを活用し、土壌炭素の動態を記述するモデルを検証・改良して、日本の農耕地土壌にお

ける気候変化、人為的管理変化に伴う土壌炭素蓄積量の変化を予測する。また、食料生産・

輸出入等に伴う窒素のフロー・ストックを、酸性化物質動態モデルや統計データ等に基づ

いて推定し、東アジアの流域又は国のスケールで窒素の広域循環及び環境への負荷を解明

し、将来予測を行う。流域レベルでは、浅層地下水を含む土壌圏における硝酸性窒素・リ

ン等の栄養塩類の流出動態を解明し、水質汚染に対する脆弱性を評価するための手法を開

発する。 
 
中課題実績 

農業活動が温室効果ガス発生に及ぼす影響について以下の具体的成果が得られた。その結

果、中期計画で目標としている栽培・土壌管理技術による温室効果ガス発生抑制効果の定

量的評価について、実験とモデルにより多くのデータと知見が得られ、ほぼ予定どおり進

行した。また、可搬型温室効果ガスフラックスモニタリングシステムを開発し、特許出願

を予定するなど、計測・分析手法についても特筆すべき成果を得た。これらの成果は、農

地からの温室効果ガス発生評価・削減技術の開発・普及に貢献するものであり、地球温暖

化防止の行政施策に資する所が大きい。 
1) 国内４地点における田畑輪換試験より、転換畑からのメタン（CH4）及び亜酸化窒素

（N2O）発生量の合計値は、水田からの CH4 発生量の違いに応じて、連作水田と同等で

ある場合と、顕著に低い場合のあることが明らかになった。 
2) 黒ボク土における試験では、鶏糞堆肥ペレットからの大きな N2O 発生が定量され、施肥

管理手法の違いにより高い温室効果能を有するガスが発生する可能性が示された。 
3) わが国の窒素施用量データベースを作成し、Tier 2 手法により都道府県別の農業セクタ

ーからの N2O 発生特性と全国の発生量の漸減傾向を明らかにした。これにより、広域評

価手法の開発に顕著な進展があった。 
4) 改良された DNDC モデル（図 2-2-5）が、水田におけるわら処理や施肥管理による CH4

発生削減効果の広域評価に有効であることを実験データによる検証から示した（図 2-2-6）。 
5) 世界で初めて水田での開放系高 CO2（FACE）と温暖化を複合させた開放系圃場試験に

より、CH4発生を計測した。開放系圃場試験とチャンバー実験から、水稲生育期間の CH4

発生量が加温により大きく増加することを明らかにした。 
6) 高頻度・長期測定を可能とする可搬型温室効果ガスフラックスモニタリングシステム開
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発を行い、夏季の圃場において稼動可能であることを確認した。 
7) 土壌環境基礎調査より抽出した全国 432 の水田土壌の炭素蓄積量データを用いて土壌有

機物動態モデルの広域的な検証を行い、全体として大きな偏りがないことを確認した。 
8) 土壌加温実験の詳細な連続測定のシステムが稼働し、土壌呼吸データから土壌炭素画分

ごとの分解速度の温度依存性を推定する手法を確立した。また、わが国の土壌有機物動態

の全国予測のための炭素・窒素統合モデル作成の一環として、窒素無機化過程をモデル化

した。これにより統合モデルの開発が順調に進捗しており、観測データから温度係数を逆

推定する手法の確立等の成果はモデルの今後の改良に貢献する。 
 
食料等の輸出入等に伴う窒素フロー・ストックについては以下の具体的成果が得られた。

その結果、中期計画で目標としている東アジアの広域スケールでの窒素循環及び環境への

負荷の解明において有用なデータと知見が得られた。 
1) 東南アジアの食料需給変動シナリオの下に、現実的な単収の増加による将来のエネルギ

ー作物生産の可能性とそれによる窒素負荷の変化を示した。これは、バイオ燃料と食料の

競合問題を考えるための基礎的な情報となると期待できる。 
2) 施肥による農地からのアンモニア揮散の推定を精緻化し、過大な追肥が揮散の原因とな

るが、我が国の通常の施肥ではほとんど揮散しないことを示した。東アジアでは肥料から

のアンモニアの揮散が大気からの窒素負荷の大きな原因となっており、わが国の農地で得

られた施肥と揮散の関係は東アジア農業におけるアンモニア制御のための有用な情報と

なる。 
 
流域レベルでの水質汚染脆弱性については以下の具体的成果が得られた。その結果、中期

計画で目標としている浅層地下水を含む土壌圏における硝酸性窒素・リン等の栄養塩類の

流出動態解明について予定通り進捗した。 
1) 少量試料中の硝酸イオンの窒素及び酸素安定同位体比分析法を確立し、脱窒過程での両

同位体の濃縮係数の比が 1:1 に近いことを土壌カラム実験により見出した。この値は、台

地・谷津田からなる集水域で見られた両安定同位体比の変化に符合し、脱窒が硝酸イオン

濃度低下の主要因であったことを示唆する。このような迅速な分析法を確立したことによ

り、安定同位体比にもとづく脱窒量推定法の開発に直接つながるものとして、今後の地下

水水質の動態解明に貢献が期待される。 
2) 愛知県阿羅田川流域に表面流出モデルを適用し、傾斜枠試験結果をもとに、河川への懸

濁物質及び全リン流出負荷量を予測した。予測値は実測値よりはるかに低く、畜舎など農

地以外の負荷源の寄与が大きいと推定された。 
3) 砂質土壌では浸透流出リンによる水系の富栄養化等の地下水汚染の危険性が高く、流出

リンの 1～3 割を懸濁態が占めることをカラム実験により明らかにした。 
4) 流域の窒素除去能に関する土地利用連鎖指標として、流出過程での林地通過割合が有効
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であることがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 2-2-5  DNDC モデルの改良 
DNDC（DeNitrification-DeComposition）モデルは、気象・土壌・栽培方法についてのデー

タから、イネの生長やメタンの発生量を推定する数理モデルである。新しいモデル（DNDC 
Rice）では稲わらや施肥管理によるメタン発生への作用について改良した。 

図 2-2-6 改良前後の DNDC モデルによるイネ栽培期間のメタン発生量の推定結果の比較 
 従来の DNDC モデルでは、わらの処理方法や肥料の種類による影響を推定できなかったが、
改良した DNDC モデル（DNDC Rice）は、1998 年の比布のメタン発生量の推定誤差が大きいも
のの、わらの処理方法や肥料の種類によるメタン発生量の変化を概ね推定できた。 
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 評価ランク コメント  

自己評価

中課題

B22 
A 

農業活動が温室効果ガス発生に及ぼす影響については、予定

通り進行している。中期計画で目標としている栽培・土壌管理

技術による温室効果ガス発生抑制効果の定量的評価について、

実験とモデルにより多くのデータと知見が得られ、施肥や稲わ

ら処理方法の違いによる水田からの CH4 発生量が推定され

た。また、特許出願予定の可搬型温室効果ガスフラックスモニ

タリングシステムの開発や、世界初の水田 FACE－温暖化複合

試験での CH4 発生速度の計測など、計測・分析手法について

も特筆すべき成果を得た。さらに、土壌関連データベースを活

用した土壌有機物動態の全国予測のための炭素・窒素統合モデ

ルの開発も順調に進捗している。 
食料の輸出入等に伴う窒素フロー・ストックについては順調

に進行しており、東アジア農業における施肥によるアンモニア

揮散の制御のための有用な情報が得られた。流域レベルでの水

質汚染脆弱性についても予定通り進捗し、中期計画で目標とす

る浅層地下水を含む土壌圏における硝酸性窒素・リン等の栄養

塩類の流出動態解明に貢献する研究成果が得られた。 
今後、温室効果ガス発生抑制効果の定量的評価について、行

政ニーズに対応しながら、メカニズム解明、圃場試験、モデル

開発など必要な基礎研究を進めつつ、都道府県試験研究機関等

との連携に努める。また、水質汚染脆弱性の評価手法の開発に

ついては、流域の解析に合わせて農耕地の寄与を推定し具体的

に農業活動の影響を評価することで、 終的なリスク管理手法

の開発につなげる必要がある。 
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Ｃ 農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究 

中期目標 

この研究領域においては、生態系機能の解明を加速するための長期モニタリングを実施す

るとともに、農業環境インベントリー（環境資源の試資料を体系的に保存・記録・情報化

する仕組み）の整備・活用を推進する。なお、研究の推進に際しては、分析技術、情報技

術等に係る多様な分野との連携及び研究基盤・情報基盤の有効活用に留意する。 
 
１）農業に関わる環境の長期モニタリング 

中期目標 

地球温暖化や突発的な災害等による環境変化を評価し、農業資源の適切な評価と管理を

行うためには、代表的な地点における生態系の長期にわたる継続的なデータの収集と有用

なデータベースの構築が課題となっている。 

このため、農業環境の簡易・高精度測定手法の開発及び長期モニタリングを行う。 

 
（１）農業環境の長期モニタリングと簡易・高精度測定手法の開発 

中期計画 

農業環境資源の変動を早期に検知するため、農業生態系におけるベースラインとなる物

理環境や二酸化炭素・メタン等温室効果ガスフラックス及び作物・土壌中の 137Cs、210Pb
等についての長期モニタリングを行う。また、作物を含む環境中の有機ヒ素等微量化学物

質の分析法及びモニタリングのための簡易・高精度測定手法の開発を行う。 
 
大課題実績（中課題実績） 

温暖化モニタリングについては以下の具体的成果が得られた。その結果、中期計画で目標

としている農業生態系の物理環境や CO2 フラックスのモニタリングとそのための高精度測

定方法の開発について予定通り進捗した。 
1) 茨城県つくば市真瀬の水田等の国内・海外の調査地点における物理環境及び温室効果ガ

スフラックスのモニタリングは、海外の１地点を除いて概ね順調に経過し、複数年のデー

タを蓄積できた（図 2-2-7 に真瀬の水田サイトの事例）。事故や停電による欠測は皆無で

はなかったが、電源部の強化による欠測率の低減等により、全体としては欠損の少ない良

質のデータが得られた。 
2) フラックス測定に関わる品質管理や誤差評価に関する 新の研究成果を導入することに

より、渦相関法のデータ処理を高度化・迅速化した。 
3) 併存する二種類の方式の渦相関法によるCO2フラックスデータに系統的な差があること

を明らかにし、CO2収支の調査地点間の比較に有効な情報を得た。 
以上の温室効果ガスフラックスのモニタリングに関連するデータ処理手法の改良と、渦相

関法の手法間差の知見は、本課題でのデータの品質の向上と調査地点間の比較解析に活用
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できるだけでなく、森林域を含む観測ネットワークで広く共有できる重要な成果である。 
 
放射能モニタリングについては以下の具体的成果が得られ、中期計画の土壌・作物中の

137Cs、210Pb 等の長期モニタリングについて予定通り進捗した。また継続的なモニタリング

だけでなく、137Cs の大気降下の主要な起源を特定し、黄砂と共に 137Cs が飛来することを

明らかにした。 
1) 全国の放射能基準ほ場における平成 18 年度産の米・麦とその栽培土壌の 90Sr 及び 137Cs
濃度は平成 17 年度と同レベルであった。 

2) 農業環境技術研究所内で栽培されたホウレンソウ及びチンゲンサイの 137Cs、210Pb 等の

濃度は平成 17 年度と同レベルであった。 
3) シイタケから 1L 容器の植物標準試料を作成し、本試料との比較によって、越冬ホウレ

ンソウ中の 1m Bq/kg 生重オーダーのごく低濃度の 137Cs 濃度を測定できた。本植物標準

137Cs 試料は、測定カウントを稼げる大容量容器であること、等質性に優れていること、

RI 法令の対象外のため取扱の自由度が高いこと等の特徴を持ち、緊急時の放射能モニタ

リング手法の簡易化に資する。 
 
分析法・測定手法については以下の具体的成果が得られ、中期計画で目標としている有機

ヒ素等微量化学物質の分析法や、モニタリングのための簡易・高精度測定手法の開発につ

いて、普及促進に向けた一層の高精度化と改良を行った。 
1) 気象観測モニタリングに供した二機種の新型降水量計のうちの一機種は、厳冬期の総降

雪水量を精度よく測定できることを確認した。 
2) 湛水条件下での土壌培養実験で検出される未知ヒ素化合物は、TOF-MS（飛行時間型質

量分析法）等を用いて同定可能であることが確認された。これにより、ヒ素の形態変化経

路の解明等、汚染現場での解析に活用されることが期待される。 
3) ホウレンソウ及び土壌のイムノクロマトによるカドミウム迅速分析法を開発した。本分

析法が米以外にも適用することを示せたため、今後、他の畑作物への適用のための実験等

を通じて本分析法の普及促進が期待される。 
4) ボルタンメトリーによる玄米中カドミウム分析では、粒径 1mm 以下の画分で 1M 塩酸

による抽出率が 90%以上あり、簡易抽出法としての有効性を示した。 
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図 2-2-7 茨城県つくば市真瀬の水田サイトにおける観測の様子とデータベースに蓄積

された４年間の CO2フラックスのデータ例 
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評価ランク コメント  

自己評価 
大課題 C1 
中課題C11 

 
A 

農業生態系の物理環境や CO2フラックスのモニタリングに

ついてはほぼ予定通り進行し、複数年のデータを蓄積すると共

に、電源部の強化等の測定手法の改良やデータ処理手法の改良

を進め、中期計画で目標としている高精度測定手法の開発に関

する知見が得られた。 
放射能の長期モニタリングについては順調に進捗し、継続的

なモニタリングだけでなく、137Cs の大気降下の主要な起源を

特定した。シイタケから作成した植物標準 137Cs 試料や未知有

機ヒ素化合物に関わる成果は、緊急時や汚染現場での解析に活

用されることが期待される。さらに、イムノクロマトによるカ

ドミウム迅速分析法の米以外の作物への適用可能性を示す等、

各分析手法の普及促進に向けた一層の改良が行われた。 
今後、温室効果ガスフラックスのモニタリングについては、

CO2以外のガスについても検討すると共に、他機関や他の中

課題グループとの連携によりデータの活用方向を検討する。イ

ムノクロマトカドミウム迅速分析法を土壌に適用する場合は

より複雑な要因が影響するため、さらに検討が必要である。本

年度改良された各分析手法は、早急にマニュアル化して公表

し、普及を図る。 
 

評価ランク コメント  

前年度の

独法評価

委員会 
評価 
中課題

C11 

A 

農業環境資源の変動を早期に検知するための長期モニタリ

ングは、中期計画に沿って順調に進捗している。すなわち、二

酸化炭素フラックスの観測地点を増強し、中期計画の達成に必

要なガスフラックスモニタリングの基盤を整備した。また、土

壌中の放射性物質の長期モニタリングを継続した。さらに、農

耕地土壌及び稲等農作物中のヒ素モニタリング及び動態解明

の研究に貢献する各種有機ヒ素化合物の同時定量法を確立し

た。 
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２）環境資源の収集・保存・情報化と活用 

中期目標 

野外における環境資源の調査・分析及び各種モニタリング等の研究の進展に伴い、これ

らの研究から得られる標本及び情報等の資産を効率的に活用して研究の加速化につなげ、

国内外における研究のイニシアチブを確保することが課題となっている。 

このため、環境資源の総合的なインベントリーの構築と活用手法の開発を行う。 

 
（１）農業環境資源インベントリーの構築と活用手法の開発 

中期計画 

農業環境を総合的に評価するため、マイクロ波計測や高時間分解能衛星センサ MODIS
等のリモートセンシングデータの解析技術を開発するとともに、地理情報システム（GIS）
等を活用して農業的土地利用状況の新たな把握手法や生物生息域に関する指標を開発す

る。また、GIS を共通のプラットフォームに個別データベースを連携する手法や新たな情

報の登録・収集システムを開発し、農業環境指標の策定に資する。また、環境資源の個別

データベースを拡充するとともに、深層土壌の機能評価を含む土壌分類試案を公開し、耕

地・非耕地の包括的土壌データベースを構築する。さらに、インベントリーデータ等を効

率的に活用するため、基盤的な統計手法及びその結果の視覚化手法等を開発する。独立行

政法人農業生物資源研究所が行うジーンバンク事業について、サブバンクとして協力を行

う。 
 
大課題実績（中課題実績） 

リモートセンシング技術、GIS を用いた指標化については、以下の具体的成果が得られた。

中期計画に沿って時系列衛星画像データセットの構築ならびに栽培暦データベースも予定

通り完成し（普及に移しうる成果）、公開可能な段階に至っている。また、群落光合成特性

に有用な新たな反射指数の策定、空間情報技術による焼畑生態系の炭素ストックの広域評

価の成果は、空間情報評価手法の高度化につながるものであり、関連分野の発展に貢献す

るものと期待される。 
1) MODIS 等高頻度観測衛星画像から植生指数等の時系列データセットを完成した。水田面

積の変化履歴を広域評価するための変換式を試作し、植生・水域指数の時系列データを併

用した農業的土地利用図改良版を試作した。広域的な農業的土地利用プロダクトは次年度

完成予定である。 
2) 中間赤外域反射特性を野外計測する装置と測定法を確立し、稔実度等イネ収量評価への

応用性を明らかにした。 
3) 国内外の作物栽培暦情報を広く収集・保存・共用する Web データベースを構築し公開し

た。樹林地の孤立度や水田・森林隣接部の連続性の評価指標を試作し、谷津田域における

水田－樹林隣接線分布の 1880 年代以降の変化を明らかにした。 
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これらの成果は、農耕地・作物生産の管理の情報化や新たなリモートセンシング技術の応

用、環境保全施策等に貢献が期待される。 
 
新たな情報の登録・収集システムについては以下の具体的成果が得られ、農業環境インベ

ントリーへのデータの追加、新規登録、登録準備、主題図作成や検索機能の強化はおおむ

ね予定どおりに進行している。 
1) 農業環境インベントリーシステムに開発キットを組込み、ネットワーク経由で主題図の

作成を可能とした。昆虫情報収集システムのプロトタイプを作成した。 
2) 微生物インベントリーシステムの利便性改良、高速キーワード検索システムの構築を行

った。 
 
基盤的な統計手法等の開発については以下の具体的成果が得られ、順調に進捗した。 

1) 基盤的データとして 1km メッシュ単位の作目別面積データを算出し、外部へ提供可能な

データベースを作成した（図 2-2-8 に耕地面積の推移に関するデータ例を示す）。 
2) 土壌侵食リスク指標の高精度化のため、傾斜・斜面長の推定により土壌侵食リスク地図

の精度向上をはかった。これにより、土壌侵食ポテンシャルをより高い精度で算出する方

法が開発され、わが国の土壌侵食リスクの高い地域の分布を示す地図が作成できた。 
3) 生物多様性のリスク指標構築のため、系統学的多様度の尺度である「グロモフ積」を計

算するプログラムを開発した。農業環境における外来植物の繁茂状況と農業生態系区分と

の関係を解明した。これにより生物多様性のリスク指標算出のフレームがほぼ完成し実際

の生物群に適用し、検証を行う段階に至っている。 
4) 慣行防除体系などを比較基準にした「リスク低減ポイント」の算出手法とこれを用いた

水田農薬の「環境リスク指標」を提示した。また、化学肥料等に由来する余剰窒素量に基

づいた余剰水窒素濃度を算出した。これらの成果により、栄養塩類や農薬に関する指標開

発の部品が着実にできあがってきている。 
 
環境資源のデータベースの拡充については以下の具体的成果が得られた。土壌線虫の簡易

同定に役立つ画像データベースを公開した。インベントリーWeb ページへのアクセスも良

好であった。しかし、昆虫インベントリーで文献情報の関連づけの方針を変更したため、

新規インベントリーの追加に一部遅れがみられ、また、深層土壌調査、基準断面の選定に

よる農耕地分類の土壌統レベルとの対応も目標を下回った。このように一部に遅れが見ら

れるものの、全体としては中期計画に基づき順調に進捗している。 
1) 農業環境インベントリーに、微生物・昆虫標本 450 件、煙害標本 1,040 件のデータ追加、

農業統計メッシュデータの新規登録を行った。 
2) 基準土壌断面設定のため 15 地点の調査を行った。施肥改善調査票約 3,500 断面のデー

タベース、新しい農耕地土壌図約 700 枚、3 次案の土壌亜群による土壌図を作成した。 
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3) オサムシ類標本 6,000 点、三橋ノートのハエ目 43 冊、1948～64 年同定依頼 2,925 件の

データを追加した。また、微生物情報 51 点、微生物さく葉標本 39 点を追加し、土壌線

虫画像データを公開した（図 2-2-9）。 
4) ジーンバンク事業計画に基づき、昆虫、糸状菌、細菌の新規登録・特性評価を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2-8 1km メッシュデータに

よるわが国の耕地面積の推移 
1970 年から 1995 年までの５年ご
とのデータが整備されている。これ
らのデータは国土数値情報やメッ
シュ気候値など既存の 1km メッシ
ュデータと組み合わせて利用する
ことができる。 

1970→1995 間の耕地の増減 
＋が耕地の増加、－が減少を示す。 
「+50%以上」には 1970 年以降の開発地

を含む。 

1970 1980 1995 
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評価ランク コメント  
自己評価 
大課題 C2 
中課題C21 

 
A 

リモートセンシング技術・GIS を用いた指標化については、

本年度までに時系列衛星画像データセットが構築され、普及に

移しうる成果として栽培暦データベースも完成し、予定通り進

捗した。中期計画の主要部分である、広域的な農業的土地利用

図 2-2-9 Web 公開した土壌線虫画像データベース 
線虫属名をクリックすると画像が表示される。 
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図の生成と谷津田に着目した生物生息域の新たな空間特性の

評価指標の開発については、次年度完成に向けてそれぞれ改良

版が試作された。また、リモートセンシング技術による群落光

合成パラメータの指数策定と焼畑生態系の炭素ストックの広

域評価について、重要な成果が得られた。 
基盤的な統計手法等の開発については、土壌侵食ポテンシャ

ルをより高い精度で算出する方法が開発された。また、地下水

窒素濃度に関連した栄養塩類の指標や水田農薬に関する指標

の開発の部品が着実にできつつある。 
農業環境インベントリーの拡充については、昆虫インベント

リーの新規追加や深層土壌調査、基準断面の選定による農耕地

分類の土壌統レベルとの対応において目標を下回ったものの、

全体としては中期計画に基づき順調に進捗している。 
今後、リモートセンシング技術・GIS を用いた指標化及び水

田農薬や生物多様性に関する環境リスク指標については、手法

の開発だけでなくその応用と成果の受け渡し先を意識し、所内

の他小課題プロジェクトとの連携だけでなく、応用的プロジェ

クト等により他機関との連携や普及・広報に努める。またイン

ベントリーについては、個別のインベントリーをシステムとし

て連携させると共に、未公開のインベントリーについては早急

に外部へ公開する。今後ともアグリビジネス創出フェア等のイ

ベントへの出展を通じて、意義、必要性等をさらに強くアピー

ルしていく。 
 

評価ランク コメント  

前年度の

独法評価

委員会 
評価 

大課題 C2 
中課題C21 

A 

環境資源の総合的なインベントリーの構築と活用手法に関

する研究は、中期計画に照らして順調に進捗している。高時間

分解能センサを主とする時系列衛星画像と栽培履歴等を解析

し、稲作や水資源に関する変動を広い地域で把握する上で有力

な方法である広域評価アルゴリズムを開発した。また、既存の

インベントリーデータ等を効率的に活用することにより、1km
メッシュの土壌侵食リスクマップを作成した。地味ではある

が、農環研にしかできない基盤研究であり、重要性を社会によ

りアピールすることに期待する。 
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２．研究成果の公表、普及の促進 

中期目標 

（１）国民との双方向コミュニケーションの確保 
研究開発の推進に際しては、科学技術の進歩と国民意識とのかい離から、一般国民にとって研

究開発が目指す方向が分かりにくい状況となっていることを踏まえ、研究所及び研究者がそれぞ

れ国民に対する説明責任を明確化し、多様な情報媒体を効果的に活用して、国民との継続的な双

方向コミュニケーションの確保を図る。特に、農業環境と科学技術との関係等に関して科学的か

つ客観的な情報の継続的な提供と、研究の計画段階から国民との情報の共有を図る取り組み、情

報発信等の活動を推進する。 
（２）成果の利活用の促進 

新たな知見・技術の PR や普及に向けた活動、行政施策への反映を重要な研究活動と位置付け、

研究者及び関連部門によるこれらの活動が促進されるように努める。 
研究成果は、第Ⅰ期中期目標期間で得られたものを含めて、データベース化やマニュアル作成、

応用研究との連携等により積極的に利活用の促進を図る。普及に移し得る成果の件数については、

数値目標を設定して創出に取り組む。 

（３）成果の公表と広報 

研究成果は、積極的に学術雑誌等への論文掲載、学会での発表等により公表するとともに、主要

な成果については各種手段を活用し、積極的に広報を行う。査読論文の数及びそのインパクトファ

クター（IF）については、数値目標を設定して成果の公表に取り組む。 

（４）知的財産権等の取得と利活用の促進 

重要な研究成果については、我が国の農業の振興に配慮しつつ、国際出願も含めた特許権等の迅

速な取得により権利の確保を図るとともに、民間等における利活用を促進する。 

特許出願件数については、数値目標を設定して取り組む。 

 

中期計画 

（１）国民との双方向コミュニケーションの確保 

①研究所及び研究者が自らの説明責任を明確にし、研究計画、研究所の活動、研究成果が専門家の

みならず広く国民にも理解されるよう研究所の広報戦略を策定し、広報活動の見直し・強化を図

る。 

②農業環境のリスク評価・管理等については、一般公開・説明会や成果発表会の開催及びインター

ネットの利用による双方向コミュニケーションを活用した国民との情報の共有化を図る。 

（２）成果の利活用の促進 

①研究成果の中で普及に移しうる成果（成果情報の分類の行政、技術）を外部の評価により、中期

目標の期間内に 30 件以上を選定する。 

②普及に移しうる成果については追跡調査を行い、効果的な研究推進を図る。 

③過去の研究成果を含めて、得られた研究成果情報については、研究所のホームページ上で公開し、

外部からの検索による利便性の向上を図るとともに、モニタリングや分析手法等についてはマニ

ュアルを作成する。また、各種データベースを始めとしたインベントリー情報の利便性を高め、
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効果的な提供に努める。 

④他法人や民間等の高い応用開発能力を活用した共同研究等により、研究成果の利活用を図る。 

（３）成果の公表と広報 

①研究開発の成果を科学的、技術的知見として広く社会に周知公表し、学界等に大きな波及効果を

及ぼすことを目的として成果を発信する。論文については、水準の向上を図りつつ、中期目標の

期間内に 810 報以上の査読論文を公表する。中期目標期間中に全発表論文のインパクトファクタ

ー（IF）総合計値 500 を目指す。 

②研究開発の成果を積極的に普及するため、報告書のホームページへの掲載等に加え、各種のシン

ポジウム、講演会、イベントを開催するとともに、外部機関が催すこれらの行事に参加する。 

③記者発表による 新情報の発信をはじめとするマスメディアを通じた広報、広報誌等の印刷物、

インターネット、インベントリー展示館やその他の具体的な展示等の様々な広報手段を活用し、

効率的かつ効果的な広報活動を推進する。中期目標期間中に 30 件以上のプレスリリースを行う。

④国際シンポジウムの開催及び国際的なメディアを通じた情報提供等、国内外に対する研究所の情

報発信機能の強化を図る。 

（４）知的財産権等の取得と利活用の促進 

①知的財産に係る戦略及び体制を強化し、実用的で社会への波及効果の大きい知的財産の創出に努

めるとともに、その管理を適正に行い、農林水産大臣が認定した技術移転機関（TLO）の活用等

により、有効かつ迅速に社会に移転させるための取り組みを推進する。 

②知的財産権の確保により研究成果の円滑な移転を推進するため、実施許諾等の活用の可能性を十

分考慮に入れた上で、中期目標の期間内に 25 件以上の国内特許を出願し、権利化に努める。また、

特許等の知的財産の実用性・有用性を重視し、実施許諾の拡大に努める。 

 

 
 
 
 
中項目実績 

●広報活動の見直し・強化 
体験型・対話型イベントの導入、民間企業の企画提案等の活用、研究所 Web サイトの改善等により、

研究所の活動が広く国民に理解されるよう、分かりやすい情報提供に努めた。イベントで実施した体験

型・対話型イベント、企画提案を活用して作成した技術解説パネル等が好評であった。また、研究所の

Web サイト及び Web マガジンへの訪問回数は対前年で増加した。主な取組は以下のとおりである。 
・ 科学技術週間の一環として４月に実施した研究所の一般公開では、各研究部門から企画を募集し、

研究成果の展示だけでなく、ミニ講演会、実演・体験コーナーなど、研究者に直接に質問をしたり、

来場者が研究成果を体験できるイベントを実施し、1,293 名の来所者を得た。つくば市が７月及び

８月に小学生・中学生を対象として実施するイベント「つくばちびっ子博士」に協力し、展示等に

加えて、野外での昆虫採集教室を実施した。来場者アンケート等によれば、いずれの体験型・対話

型イベントも好評だった。なお、上記以外にも多数の見学者を受け入れている（資料 20）。 
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・ 企画提案を活用した民間企業への委託等により、分かりやすい広報物の作成に努めた。アグリビ

ジネス創出フェア 2007（11 月に農林水産省等が実施）では、技術解説パネルのデザインと構成を

委託して展示を行い好評だった。また、シナリオ提案などによる企画競争によって制作業者を決定

し、一般の視聴者が親しみやすい構成・内容の研究所紹介ビデオ（DVD）を作成した。 
・ 研究所の Web サイトの改善を行った。具体的には、Web サイトで公開している大量の情報（html

ファイル約６千ページ、PDF ファイル約２千ページ）を、利用者の利用目的を考慮して分類・整理

し、研究所の概要、研究情報、法人情報、調達情報、職員採用情報、「研究者を志望する女性の方

へ」、「小学生・中学生のみなさんへ」などのサブトップページを置き、そこへダイレクトに移動で

きるようにした。また、利用者が関心のある研究成果にアクセスしやすくするため、 近６年間の

主要な成果情報 114 件を分野別に分類するとともに、各研究領域・センターのページから閲覧でき

るようにした。「農業環境関連リンク集」を更新し、農業環境に関連する政府組織や団体、研究・

教育機関などのページを追加した。さらに、研究所の Web マガジン「情報：農業と環境」を毎月

公開し、時々の研究会・公開セミナー等の開催案内と報告、環境問題の解説、 新の知見の紹介な

ど、情報提供の充実に努めた（資料 12）。こうした取組もあり、研究所の Web サイト及び Web マ

ガジンへの訪問回数は対前年で増加した。 
 
 

表 2-2-ア 本研究所の Web サイトへの訪問者数の推移 

年度 日本語トップページ 情報：農業と環境 

平成 13 年度 98,265 33,873 

平成 14 年度 121,224 61,646 

平成 15 年度 141,050 89,761 

平成 16 年度 155,864 118,483 

平成 17 年度 192,083 148,596 

平成 18 年度 209,904 181,613 

平成 19 年度 229,151 187,867 

 
 
・ 農林水産省やつくば研究学園都市の次のような公開イベント等に協力した。 

農林水産省・消費者の部屋特別展示「バイオテクノロジーが作る未来」（８月） 
つくばリサーチギャラリー夏休み特別公開「ふれあい 食と農の科学」（７月） 
つくばリサーチギャラリーアグリキッズ科学教室「木枯らしの中の昆虫を探そう」（２月） 
つくば科学フェスティバル 2007（11 月） 
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●国民との双方向コミュニケーション 
農業環境におけるリスクについて分かりやすく伝えるため、一般向けのシンポジウム、公開セミナー

等を開催し、参加者と質疑応答を行うなど双方向コミュニケーションの推進に努めた。主な取組は以下

のとおりである。 
・ 研究所が主催している「農業環境シンポジウム」は、平成 18 年度までは年１回つくばで開催して

いたが、平成 19 年度は東京で３回開催し、それぞれ多数の参加があった。 
① 第 27 回「食料 vs エネルギー－穀物の争奪戦が始まった－」（５月、参加者約 600 名） 
② 第 28 回「温暖化によって何が起こり、どう対応できるのか ―農林水産業に与える影響の

評価とその適応策―」（12 月、参加者 307 名） 
③ 第 29 回「農業・農村における身近な生物多様性の保全と活用をめざして」（２月、参加者

260 名）） 
・ 公開セミナー「遺伝子組換え作物の栽培と生態影響評価」（11 月、参加者 97 名）を東京で開催し、

組換え作物の長期栽培の環境影響についての研究成果を報告するとともに、市民パネリストをまじ

えた円卓会議において意見を交わした。また、遺伝子組換えダイズの栽培実験についてのプレスリ

リース（５月）と栽培実験に関する一般説明会（６月、参加者 45 名）により、遺伝子組換え作物

の栽培試験に関する一般国民への情報提供と、パブリックアクセプタンスの確保に努めた。また、

遺伝子組換えダイズのは種から刈り取りまでの「栽培実験の経過」を Web サイトで公開した。 
・ 一般向け公開セミナー「外来植物のリスクを調べて蔓延を防止する」を、札幌（８月、参加者 91

名）、つくば（10 月、参加者 110 名）、神戸（２月、参加者 148 名）で開催し、参加者からの意見

や質問などに回答した。また、つくばリサーチギャラリー夏休み特別公開（７月）に協力して外来

植物を展示し、農業や環境に対する外来生物のリスクについて解説した。11 月に開催された「つく

ば科学フェスティバル 2007」に「身近な外来植物とその脅威」というテーマで出展し、植物の観

察やクイズなどを通して多くの青少年に外来植物について学んでもらった（P74「広報活動の見直

し・強化」にも記載）。 
・ 研究成果発表会「食と環境の安全を求めて：農林水産生態系における有害化学物質」（11 月、参加

者約 200 名）を開催し、カドミウムや POPs（残留性有機汚染物質）についての研究や技術開発の

成果を報告した。 
・ 農業生産者 NPO 法人「田舎のヒロインわくわくネットワーク」との交流会（12 月）を開催し、

研究者と農業者との意見交換を行った。 
 
●普及に移しうる成果 
課題評価会議において外部委員（４名）を含めて選定した「普及に移しうる成果」（行政部局、検査

機関、民間、他の試験研究機関、農業現場等で活用されることが期待され、積極的に広報活動及び普及

活動を行うべき重要な成果）は９件であり、中期計画の目標値の 1/5（６件）を上回った。「普及に移し

うる成果」がやや少なかった昨年と合わせると２年間で 14 件となり、中期計画の目標値の 2/5 をやや

上回った。今後も成果の普及・利活用の視点を明確にして研究を推進することにより、中期計画の目標

値（30 件）の達成を目指す。また、「普及に移しうる成果」には該当しないものの重要な成果と認めら

れる「主要研究成果」を 26 件選定した。選定された普及に移しうる成果及び主要研究成果は、「研究成

果情報（第 24 集）」として刊行するとともに Web サイトにも掲載した（資料４）。 
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なお、平成 13 年度～17 年度に公表した「普及に移しうる成果」については、追跡調査を実施した（P11 
「研究成果の普及・利用状況の把握」参照）。 
 
●研究成果に関する情報提供と公開 
「農環研ニュース」（75～78 号）、「研究所年報第 24 号（平成 18 年度）」、「Annual Report 2007」、「環

境報告書 2007」、「研究成果情報第 24 集」等の刊行物を発行した。また、RP ごとの研究の背景・目的、

内容をわかりやすく紹介する「研究紹介リーフレット」、研究成果のマニュアル（「コガタシマトビケラ

１齢幼虫を用いた農薬の急性毒性試験法マニュアル」及び「コガタシマトビケラの飼育法マニュアル」）

を作成・配布した。なお、以上のような刊行物の多くは Web サイトでも公開している。 
研究者や研究成果の利用者向けに研究成果発表会、研究会等を積極的に実施した（資料 17）。また、

これらについて、開催案内だけでなく、講演要旨や議論の概要を Web サイトに公表し、研究成果の情

報提供に努めた。主なものは以下のとおりである。 
・ 国際シンポジウム「食料生産と環境保全との調和に向けた農業科学の挑戦」（共催）、及び、NIAES 

国際シンポジウム「モンスーンアジア農業生態系における侵略的外来生物の実態と制御」を 10 月

に開催し、それぞれ、305 名、110 名の参加を得た。 
・ 公開講演会「非食用バイオマスからのバイオエタノール生産」（３月）を開催し、バイオエタノー

ル生産における微生物の利用について研究成果の発表と討論を行った。 
・「第 7 回有機化学物質研究会」及び「第 24 回農薬環境動態研究会」（９月）を開催し、農薬のリス

ク管理について成果を報告した。 
・「第 25 回土・水研究会」（２月）を実施し、土・水と人間の健康に関る研究成果を発表した。 
・「第 24 回気象環境研究会」（２月）を開催し、夏季異常高温の水稲生産への影響について、研究発

表発表と討論を行った。 
 
以上とは別に、広報活動の見直し・強化（P74 参照）、一般向けのシンポジウムや公開セミナー等（P76

「国民との双方向コミュニケーション」参照）、特許実施許諾拡大に向けた情報提供（P78「実施許諾拡

大に向けた取り組み」参照）、見学者の受入れと研究成果の説明（P74「広報活動の見直し・強化」参照）

を実施した。 
 
●論文の公表・インパクトファクター（IF） 
平成 19 年度の査読付論文の公表件数は 166 件であり、中期計画の目標値の 1/5（162 件）を達成した。

研究成果の質を重視するため第２期から目標として導入したインパクトファクター（IF）の合計値は174
となり、中期計画の目標値の 1/5（100）を大きく上回った。 
 
●プレスリリース等 
平成 19 年度中に 10 件（うち２件は共同発表）のプレスリリースを実施した。これは、中期計画の目

標値の 1/5（６件）を上回っている。また、研究成果のプレスリリースの多くで記者レクチャーを実施

し、報道機関への丁寧な情報提供に努めた。その結果、「特定外来生物カワヒバリガイは霞ヶ浦湖岸の

約半分まで分布を広げている」や「環境への負荷がより小さい低濃度エタノールを用いた低コストの新

規土壌消毒法の開発」等に大きな関心が寄せられ、後者については、農林水産省（農林水産技術会議事
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務局）が報道関係者の協力を得て選定 2007 年農林水産研究成果 10 大トピックスに選定された。 
プレスリリースのほか、新聞・雑誌・テレビ等のマスメディアの取材等に対し、約 100 件の情報を提

供した（資料 21）。 
 
●知的財産の利用促進の取り組み 
知的財産に係る戦略を強化するため、知的財産権基本方針、技術移転基本方針、利益相反マネジメン

ト基本方針及び関連規程を平成 18 年度に策定し、特許の実施許諾拡大に向けた取組（P78 同項目を参

照）、研究成果の情報提供（P77「研究成果に関する情報提供と公開」参照）等を進めた。 
 
●特許出願に関する数値目標 
知的財産権の確保により研究成果の円滑な移転を推進するため、実施許諾等の活用の可能性を考慮し

た上で、平成 19 年度は４件の国内特許出願を行った。これは、中期計画の目標値の 1/5（国内特許出願

５件）をやや下回る水準であるが、昨年度の特許出願件数が多かったため、第２期に入ってからの２年

間では 14 件となり、中期計画の目標値の 2/5 を上回っている。また、国内特許出願とは別の技術で１

件の外国特許出願（PCT）を行った（資料 22）。 
 
●実施許諾拡大に向けた取り組み 
本研究所で保有する 27 件の国内特許、１件の外国特許（出願中は除く）については、研究所の Web

サイトの「知的財産・技術移転に関する情報」のページで情報提供を行った（資料 22）。 
外部 TLO 農林水産技術情報協会 AFFTIS アイピーの研究成果移転促進事業等を通じて、特許情報や

共同研究に関する情報を広報し、移転に努めた。また、茨城県中小企業振興公社知的所有権センターが

実施する技術移転推進事業に参画し、特許情報をセンターの Web サイトや冊子で広報した。 
以下のイベントにおいて特許情報のブース展示を行うとともに特許情報を配布し普及に努めた。ブー

ス展示では、研究担当者が参加者との議論を通して情報の提供を行った。 
① 第６回産学官連携推進会議（５月に京都で開催） 
②「アグリビジネス創出フェア 2007」（11 月に東京で開催、農林水産省や本研究所の共催） 
・「2007 アグリビジネス創出フェア in Hokkaido」（12 月に札幌で開催） 
・「TX テクノロジー・ショーケ―ス・イン・ツクバ 2008」（平成 20 年１月、つくばサイエンス

アカデミー主催） 
 

以上の取組を実施し、平成 19 年度の実施許諾件数は７件、実施料収入は約 285 千円となった。前年

度と比較して、許諾件数は同数、実施料収入はやや減少した。 
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評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
2－2 A 

 民間企業の企画提案を活用したわかりやすい広報の取組、研究所の

一般公開等において体験型・対話型のイベントの実施等を行った。ま

た、一般向けを含むシンポジウムや公開セミナーを積極的に実施し、

10件のプレスリリースを実施しており、これらは中期計画の目標の1/5
を上回っている。しかし、近年、地球温暖化をはじめとする環境問題

や食の安全・安心に関する国民の関心は非常に高まっており、それら

に応えるため、今後も、研究成果等関連情報を国民にわかりやすく伝

えるための取組を進めることが重要である。 
 査読付論文数は 166 件で、中期計画の目標の 1/5 を達成し、インパ

クトファクターは中期計画の目標値の 1/5 を上回った。国際学術誌等

に多く掲載されている点も評価できる。IPCC 関係等国際誌への掲載

が重要な意味を持つものもあり、引き続き、積極的な海外への発信に

努める。 
 普及に移しうる成果は９件であり、中期計画の目標の 1/5（６件）を

上回った。独法化後の普及に移しうる成果の追跡調査を実施したこと

とあわせ評価できる。 
国内特許出願は４件で、中期計画の目標の 1/5（５件）をやや下回った。

 

評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
2－2 

A 

総じて評価できる。国民との双方向コミュニケーションの確保につ

いては、シンポジウムの開催や NPO との交流等に積極的に取り組ん

でいる。それぞれの効果を分析し、今後のコミュニケーションに活用

することを期待する。普及に移しうる成果の件数は、中期計画目標値

の 1/5 をやや下回った。成果のフォローアップ調査の結果も踏まえつ

つ、成果の普及・利活用の視点を明確にして研究を推進し、目標の達

成に向けて取り組むことを期待する。論文の公表については、国際学

術誌等に多く掲載されており実績があがっている。特許については、

知的財産戦略の策定など取り組みが強化され、出願数は中期計画目標

値の 1/5 を大きく上回った。こうした取り組みを継続し、今後は、実

施許諾件数についても増加させることを期待する。 
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３．専門研究分野を活かしたその他の社会貢献 

中期目標 
（１）分析、鑑定の実施 

行政、民間、各種団体、大学等の依頼に応じ、研究所の有する高い専門知識が必要とされる分析、

鑑定を実施する。 

（２）講習、研修等の開催 

講習会の開催、国公立機関、民間、大学、海外機関等外部機関からの研修生の受入れ等について

数値目標を設定して積極的に取り組む。 

（３）行政との連携 

他の独立行政法人との役割分担に留意しつつ、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）による

農産物・食品の安全性・信頼性の確保に向けての技術支援等の緊急対応を含め、行政部局や各種委

員会等への技術情報の提供や専門家の派遣を行う。 

（４）国際機関、学会等への協力 

国際機関、学会等への専門家の派遣、技術情報の提供等を行う。 

 
中期計画 
（１）分析、鑑定 

行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、研究所が有する高度な専門的知識が必要とされ他の機

関では実施が困難な化学物質の分析、昆虫や微生物等の鑑定を実施するとともに、農業環境に係

る様々な技術相談に対応する。 

（２）講習、研修等の開催 

①農業環境に関する講習会や講演会等を開催するとともに、国及び団体等が主催する講習会や研

修会等に積極的に協力する。中期目標期間内に 10 件以上の講習会を開催し、200 人以上の受講

者を目標とする。 

②研究所の研究成果の普及による農業環境技術の向上に貢献するため、技術講習等の制度により、

国内外の機関からの研修生を積極的に受け入れる。 

（３）行政との連携 

我が国を代表する農業環境に関する基礎的・基盤的研究を担う機関として、リスク評価・管理

等に関する調査・研究の成果を基に、農林水産省等における環境関連政策の立案・実施に対して

積極的に貢献する。このため、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）に基づく農業環境汚染

等への緊急対応を含めて、随時、行政等への技術情報の提供を行うとともに、行政が主催する委

員会等へ専門家の派遣を行う。また、行政等への技術情報の提供のための情報交換会を開催する。

行政等からの要請による委員会（国の要請、公共団体等の受託による。）への参加件数（委員会

数）について中期目標期間内に 500 件以上を目指す。 

（４）国際機関、学会等への協力 

我が国を代表する農業環境研究に係わる研究機関として、国際機関や内外の学会の役員や委員

に専門家を派遣して、その運営に協力するとともに、情報の発信と収集を図る。特に、IPCC（気

候変動に関する政府間パネル）、IGBP（地球圏－生物圏国際協同研究計画）等が開催する国際
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会議に積極的に職員を派遣する。 

 
 
 
中項目実績 

●分析・鑑定・技術相談 
行政・各種団体・大学等からの依頼に応じて、研究所が有する高度な専門的知識が必要とされ他の機

関では実施が困難な昆虫及び植物の分析・鑑定（20 件）を実施するとともに、農業環境にかかわる様々

な技術相談（330 件）に対応した（資料 23）。 
 
●講習、研修等の開催、講師派遣、研修生の受け入れ等 
講習会等については、研究所外の者を主な対象として、以下の３件を実施し、これらの受講者数は計

127 名となった。以上の結果、講習会の開催件数と受講者数は中期計画の目標値の 1/5（２件、40 名）

を上回った（研究所内の者を主な対象とした研修は P22「各種研修の実施、資格取得の支援」参照）。 
・「土壌調査法研修会」（参加者 37 名） 

土壌保全調査事業全国協議会等との共催で 10 月４日～５日に新潟県長岡市で開催。公立農業

試験場研究員に土壌調査法を指導した。 
・「数理統計研修 基礎編」（参加者 53 名）及び「数理統計研修 応用編」（参加者 25 名） 

農業・食品産業技術総合研究機構及び農業生物資源研究所との共催で平成 19 年 11 月５日～

16 日に開催。 
・「サマーサイエンスキャンプ」（参加者 12 名） 

独立行政法人科学技術振興機構が主催する高校生・高等専門学校生のための科学技術体験合宿

プログラム。８月１日～３日に実施（本研究所は共催研究機関）。 
 
多数の研修生の受入れを実施した。主なものは以下のとおり。また、平成 19 年度にインターンシッ

プ制度による就業体験者受入れ制度を整備した（P29「国公立機関、大学、民間等との共同研究、人材

交流」参照）。 
・受入研究員規程に基づき、依頼研究員 11 名（公立研究機関から８名、大学から１名及び外国から

２名）、技術講習生 36 名（大学、公立研究機関等から）を受け入れ、人材育成、技術水準の向上及

び技術情報の移転を図った。 
・JSPS、エコフロンティアフェロー等のフェローシップで９名の外国人研究者を受け入れた（資料

14）。 
・連携講座及び教育研究協力に関する協定のもとで、教育研究研修生として 10 名（筑波大学３名、

東京大学２名、東京工業大学１名、東京農業大学４名）の大学院生を受け入れ、研究と論文作成の

指導を行った（資料 14）（P31「大学等と包括的協力協定」にも記載）。 
 
●行政が行う委員会への専門家の派遣、情報交換会の開催 
平成 19 年度は、国（農林水産省、環境省、文部科学省等）、地方公共団体、他の独立行政法人、各種
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団体等から委嘱を受け委員会等に専門家の派遣を行った。委員会等への参加件数（委員会数）は 134 件

となり、中期計画の目標値の 1/5（100 件）を上回った（なお、これら以外にも委員会の形をとらない

専門家の派遣あり）。 
上記の例としては、例えば、農林水産省生産局が所管し、公立試験研究機関が実施している土壌保全

対策事業に関して、生産局が主催する全国土壌・有機農業等担当者会議、各地方農政局が主催する土壌

保全対策事業成績検討会（６カ所）に、要請に基づき農業環境インベントリーセンター長等が延べ 10
人出席した。また、和歌山県からの要請に基づき同県の講習会で土壌モノリス作成法を農業試験場職員

に指導した。 
なお、理事長が茨城県国土利用計画審議会委員として県政に貢献したとのことで、平成 20 年２月に

茨城県知事より感謝状を受けている。 
行政への技術情報の提供と行政からの研究ニーズの把握のため、農林水産省大臣官房環境バイオマス

政策課、同省農村振興局企画部資源課農村環境保全室と情報交換会を開催した（資料 24）。また、連携

推進会議を３月に東京で開催し、行政部局、関係独立行政法人、都道府県等との連携・協力を図った（P30
「研究推進会議等」にも記載）。 
 
●IPCC、IGBP 等への職員派遣など国際機関等への協力 
国際機関等への協力として、次の延べ８名の研究職員の派遣を実施した。 

OECD 共同研究プログラム管理委員会：１名 
2007 年国際かんがい排水委員会（ICID）サクラメント会議：１名 
アジア生産性機構（APO）：１名 
「気候変化とイネ」コンソーシアムによるイネモデリングワークショップ：２名 
国連環境計画／アジア太平洋地域資源センター第 8 回 EANET 上級技術管理者会合：１名 
第 4 回国際温帯稲会議：１名 
第 5 回アフリカイネセンター（WARDA）外部評価会議：１名 

2007 年のノーベル平和賞に IPCC （気候変動に関する政府間パネル）とアル・ゴア氏が選ばれた。

平成 20 年４月、これまでの IPCC 報告書、国別温室効果ガス報告のガイドライン、グッド・プラクテ

ィス・ガイダンスなどの作成にかかわった Lead Author（代表執筆者）などに、IPCC からノーベル賞

受賞への貢献を認定する賞状が贈られた。本研究所関係では、以下の３人の研究者がこの賞状を授与さ

れた。 
陽 捷行  農業環境技術研究所 前理事長 
鶴田治雄  元温室効果ガスチーム長 
八木一行  物質循環研究領域上席研究員 
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図 2-3-エ IPCC から八木一行 上席研究員に贈られた賞状 
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評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
2－3 A 

 専門的知識を必要とする昆虫や植物の分析・鑑定、及び多数の技術

相談に対応したことは評価できる。 
 行政が行う委員会への専門家の派遣については中期計画の目標値の

1/5 を上回る実績をあげている。土壌保全対策事業の推進などの行政施

策に貢献しており評価できる。 
 農林水産など行政等の委員会への参加件数については、中期計画目

標値の 1/5 を概ね達成した。 
 OECD の共同研究プログラム管理委員会委員等国際機関に８名の委

員等を派遣した。関係する国際会議の開催状況等の情勢に左右される

事項ではあるが、今後、特に IPCC 等国際機関への貢献を積極的に行

うことが期待される。 
 

評価ランク コメント  
前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
2－3 

A 

OECD の生物多様性指標、カドミウム汚染対策技術に関するマニュ

アル、遺伝子組換え作物の安全性ガイドライン、CODEX 対応など広

い範囲で行政と連携し、講習会の開催数、受講生の人数、委員会への

参加件数は中期計画目標値の 1/5 を上回る実績をあげており、行政と

の連携状況は評価できる。また、IPCC 等の国際機関への貢献も評価

できる。 
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第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  

中期目標 

１．予算 

適切な業務運営を行うことにより、収支の均衡を図る。 
２．業務の効率化を反映した予算計画の策定と遵守 

「第２ 業務運営の効率化に関する事項」及び上記１に定める事項を踏まえた中期計画の予算を

作成し、当該予算による運営を行う。 

 
 
 
 
 
１．予算配分方針 

業務運営における運営費交付金については、業務の見直し及び効率化を進め、事業費は前年度比で一

般管理費３％、業務経費１％以上の削減、人件費は５年間で５％以上の削減を行うことを基本とし、こ

れらの効率化等を実施しつつ、平成 19 年度計画の効果的・効率的な達成を図った。 
予算配分については研究所の予算管理運営委員会において包括的な協議を行い決定している。平成 19

年度についても、年度当初に研究推進分野の選定や、事業全体への予算配分などを、優先順位を定めて

検討し、配分方針を決定した。小課題強化経費、法人プロジェクト経費等所内における競争的研究資金

の経費を拡充した。 
機械整備費や高精度機器保守費についても予算管理・運営委員会において課題遂行のための必要性や

研究所の今後の方針等の審議を経て重点的な整備と保守管理経費の削減を行った。 
 
 
２．外部資金の獲得 
中期目標の達成に有効な競争的資金等外部資金について、引き続き積極的に応募し、計 76 件、約 16

億 5,800 万円の外部資金を獲得した（P17「競争的研究資金等の外部資金の獲得」参照）。 
 
 

３．自己収入増加 
知的財産の利用促進の取組（P78「知的財産の利用促進の取り組み」参照）、特許出願の推進（P78「特

許出願に関する数値目標」参照）、実施許諾拡大に向けた取組を実施し、平成 19 年度の実施許諾件数は

７件、実施料収入は約 285 千円となった（P78「実施許諾拡大に向けた取り組み」参照）。 
平成 18 年 3 月に制定した「受入れに関する経費の取り扱い要領」に基づいて、平成 19 年度は依頼研

究員（２件）から受入れ経費として、268 千円を徴収した。 
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４．予算、収支計画及び資金計画 

（１）予算 
中期計画 

平成 18 年度～平成 22 年度予算 

                     （単位：百万円） 
区          分 金  額 

収 入 
    運営費交付金 
   施設整備費補助金 
     受託収入 
     諸収入 
      
     計 

 
15,806 

388 
4,657 

14 
 

20,865 
支 出 
     業務経費 
     施設整備費 
   受託経費 
   一般管理費 
   人件費 
 
     計 

     
4,344 

388 
4,657 
1,841 
9,635 

 
20,865 

 

［人件費の見積り］ 

期間中総額 7,910 百万円を支出する。 
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国

際機関派遣職員給与に相当する範囲の費用であり、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分は含んで

いない。 
 

［運営費交付金算定のルール］ 

１．平成 18 年度は、次の算定ルールを用いる。 
運営費交付金＝｛（前年度一般管理費－Ａ）×α×δ｝ 

＋｛（前年度業務経費－Ｂ）×β×δ｝ 
＋人件費 ±ε－諸収入 

人件費＝｛前年度人件費（退職手当除く）｝×0.99 以下 
＋退職手当＋労働保険料 

Ａ＋Ｂ＝勧告の方向性を踏まえて効率化する額 
諸収入＝運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積額 
α：一般管理費の効率化係数（0.97） 
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β：業務経費の効率化係数（0.99） 
δ：消費者物価指数（平成 16 年度全国平均）（0.999） 
ε：平成 18 年度の業務の状況等に応じて増減する経費 

 

２．平成 19 年度以降については、次の算定ルールを用いる。 
運営費交付金（ｙ）＝｛Ａ（ｙ－１）×α×δ｝＋｛Ｂ（ｙ－１）×β×δ｝ 

＋｛人件費（退職手当、福利厚生費を除く。）×γ 
＋退職手当＋福利厚生費｝±ε － 諸収入 

Ａ（ｙ－１）：直前の年度における一般管理費相当分 
Ｂ（ｙ－１）：直前の年度における業務経費相当分 

α：一般管理費の効率化係数 
β：業務経費の効率化係数 
γ：人件費抑制係数 
δ：消費者物価指数 
ε：各年度の業務の状況に応じて増減する経費 

諸収入：運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積

額 
人件費＝基本給等＋休職者給与・国際機関派遣職員給与 
基本給等＝前年度の（基本給＋諸手当＋超過勤務手当）×（１＋給与改定率） 
諸収入＝直前の年度における諸収入×ω 

ω：収入政策係数（過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該

事業年度における具体的な係数値を決定。） 
 
（注） 消費者物価指数及び給与改定率については、運営状況等を勘案した伸び率とする。ただし、

運営状況等によっては、措置を行わないことも排除されない。 
［注記］前提条件 
１．期間中の効率化係数を一般管理費については年 97％、業務経費については年 99％と推定。なお、

人件費抑制係数については、年 99％と推定。 
２．給与改定率及び消費者物価指数についての伸び率をともに 0％と推定。 
３．収入政策係数についての伸び率を 1.8％と推定。 
４．勧告の方向性を踏まえて効率化する額は、26,491 千円とする。 
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平成19年度予算及び決算 （単位：百万円）

収入
運営費交付金
施設整備費補助金
受託収入
諸収入
計

支出
業務経費
施設整備費
受託経費

試験研究費
管理諸費

一般管理費
人件費
計

（１）受託研究収入 1,584 百万円 （平成18年度 1,057 百万円）
①政府受託研究収入 1,472 百万円 （平成18年度 1,019 百万円）
②その他の受託研究収入 112 百万円 （平成18年度 38 百万円）

（２）政府外受託出張収入 2 百万円 （平成18年度 3 百万円）
（３）その他受託収入 15 百万円 （平成18年度 0 百万円）

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

注）施設整備費補助金の予算額に対する差額は、割当内示（予算）に対し、額確定による執行済み額であり、
繰越額は発生していない。

注）受託収入及び受託経費が予算額を上回っているのは、受託契約額が増えたためである。
注）平成19年度における人件費の決算額が予算額を上回っているのは、退職手当支給者が増えたためである。

区　　　　　　　分 予算額

3,142

838

100
931

3
4,176

877
100
931

93
379

1,889
4,176

決算額

3,142
97

1,601
1

4,842

930
97

1,585
1,497

88
280

1,991
4,883

注）受託収入決算額の内訳は、次のとおりである。
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（２）収支計画 
中期計画 

平成 18 年度～平成 22 年度収支計画 

                     （単位：百万円） 
区     分 金  額 
 
 費用の部 
   経常費用 
       人件費 
      業務経費 
      受託経費 
       一般管理費 
      減価償却費 
   財務費用 
   臨時損失 
 
 収益の部 
     運営費交付金収益 
     諸収入 
     受託収入 
     資産見返負債戻入 
    臨時利益 
 
 純  利  益 
 目的積立金取崩額 
 総  利  益 

 
20,420 
20,419 
9,635 
3,739 
4,295 
1,841 

909 
1 
0 
 

20,483 
15,202 

14 
4,657 

610 
0 
 

63 
0 

63 
 
［注記］ 
１．収支計画は、予算ベースで作成した。 
２．当法人における退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当支給規程に基づ

いて支給することとなるが、その全額について運営費交付金を財源とするものと想定してい

る。 
３．「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。 
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平成19年度収支計画及び決算 （単位：百万円）

費用の部
経常費用

人件費
業務経費
受託経費
一般管理費
減価償却費

財務費用
臨時損失
計

収益の部
運営費交付金収益
　 当年度運営費交付金収益

繰越運営費交付金収益
諸収入
受託収入
資産見返負債戻入 201 140
臨時利益

純損失 24 34
前中期目標期間繰越積立金取崩額 0 49
総利益

計
百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
注)受託収入及び受託経費が計画額を上回っているのは、受託契約額が増えたためである。

区　　　　　　　分 計画額 決算額

4,244 4,810
1,889 1,991

819 926
892 1,585
379 106
265 202
0 0
0 4

4,244 4,814

3,085 3,034
3,085 3,034

0 0
3 1

931 1,601

0 4

24 15
4,244 4,814

 
 
 
（３）資金計画 
中期計画 

平成 18 年度～平成 22 年度資金計画 

                     （単位：百万円） 
区          分 金  額 

 
 資金支出 
    業務活動による支出 
    投資活動による支出 
    財務活動による支出 
     次期中期目標の期間への繰越金 
 
 資金収入 
   業務活動による収入 
       運営費交付金による収入 
     受託収入 
     その他の収入 
     投資活動による収入 
     施設整備費補助金による収入 
         その他の収入 
   財務活動による収入 
         その他の収入 

 
20,865 
19,478 
1,355 

32 
0 
 

20,865 
20,477 
15,806 
4,657 

14 
388 
388 

0 
0 
0 
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［注記］ 

１．資金計画は、予算ベースで作成した。 
２．「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。 
３．「業務活動による収入」の「その他の収入」は、諸収入額を記載した。 

平成19年度資金計画及び決算 （単位：百万円）

資金支出
業務活動による支出
投資活動による支出
財務活動による支出
国庫納付金の支払額
次年度への繰越金
計

資金収入
前年度からの繰越金
業務活動による収入
　 運営費交付金による収入

受託収入
その他の収入

投資活動による収入
施設整備費補助金による収入 100 97
その他の収入 0 0

財務活動による収入 0 0
無利子借入金による収入 0 0
その他の収入

計

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
注）受託収入及び業務活動による支出が計画額を上回っているのは、受託契約額が増えたためである。

区　　　　　　　分

3,976
197

3

4,076
3,142

931

0
0

計画額

0

4,176

3
100

0 0
5,379

1,606

4,176

決算額

4,546
273

3
0

85
97

557
5,379

4,833
3,142

449

 
 
（４）予算・決算の概況 

平成19年度以前5年間の推移 (単位:百万円)

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算

3,467 3,467 3,264 3,264 3,106 3,106 3,280 3,280 3,142 3,142
62 62 106 106 123 119 153 101 100 97
－ － 960 960 － － － － － －
－ － － － － － － － － －
916 878 908 921 1,056 1,048 931 1,060 931 1,601
3 2 2 1 2 1 3 2 3 1
－ － － － － － － 11 － －

4,448 4,409 5,240 5,252 4,287 4,274 4,367 4,454 4,176 4,842

946 936 931 933 920 950 886 913 877 930
62 62 106 106 123 119 153 101 100 97
916 876 908 919 1,056 1,047 931 1,058 931 1,585
－ － 960 960 － － － －
419 448 412 405 406 397 392 309 379 280

2,295 1,986 2,230 2,008 1,982 1,895 2,005 1,931 1,889 1,991
4,638 4,308 5,547 5,331 4,487 4,408 4,367 4,312 4,176 4,883

注）平成19年度における人件費の決算額が予算額を上回っているのは、退職手当支給者が増えたためである。

注）受託収入及び受託経費が予算額を上回っているのは、受託契約額が増えたためである。

注）平成18年度における｢臨時収入｣11百万円は、過年度特許実施補償料収入である。

  借入償還金
  一般管理費

受託研究契約額の増

退職手当支給者の増

         計
  人件費

区分

収入
差額理由

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成19年度

  運営費交付金
  施設整備費補助金

平成18年度

　施設整備費貸付償還時補助金

  無利子借入金

支出

  受託収入 受託研究契約額の増

  諸収入
  臨時収入

  業務経費
  施設整備費補助金

  受託経費

         計
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（５）外部委託費の内訳と委託に係る成果、外部委託に係る考え方 
運営費交付金を財源とした外部委託としては、実験廃水処理施設やアイソトープ実験棟の運転保守管

理業務、建物清掃業務、警備業務、エレベーター保守管理業務等の施設保守に関する業務の外部委託を

実施している。 
広報関係業務に関連して国際会議やシンポジウム等の開催支援業務やパンフレット、広報資料、DVD

作成等を、研究業務に関連してデータベース構築や分析機器運転操作に外部の人材を活用するなど外部

委託を行っている。 
受託収入による外部委託については、研究委託費、調査委託費、分析業務やデータ入力業務等を外部

委託し研究の効率化・加速化を図っている。 
これら専門性の高い業務や外部委託によることが効率的な業務については、外部委託の推進を図って

いるところである。 
研究については、様々な研究機関との連携協力を推進し、研究委託により、特許出願 4 件、普及に移

しうる成果 7 件、査読付き論文 98 件の研究成果が得られた。 
 

表 3-オ-1 平成 19 年度研究委託により得られた成果 

  
再委託先成果件数 

（本研究所職員共著を除く）

本研究所職員が 
著者に含まれる分 

知的財産権出願 2 2 

普及に移しうる成果 7 0 

査読付き論文 90 8 

 
 
５．簡潔に要約された財務諸表 

① 貸借対照表（財務諸表P.1を参照） 　　(単位:百万円）

流動資産 流動負債
現金及び預金 運営費交付金債務
その他 その他

固定資産 固定負債
有形固定資産 資産見返負債
無形固定資産
　 特許権 負債合計

その他
資本金

政府出資金
資本剰余金
利益剰余金
純資産合計

資産合計 負債純資産合計

456
915
915

33,516

34,979

1,463

34,353

金額

純資産の部

558
557

1
34,421

34,979

資産の部 金額 負債の部

34,375
46
1

45

548
92

34,353

-1,008
171
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② 損益計算書（財務諸表P.2を参照） (単位:百万円）

経常費用（A)
研究業務費

人件費

減価償却費

その他
一般管理費

人件費
減価償却費
その他

財務費用
経常収益（B)

運営費交付金収益
自己収入等
その他

臨時損益（C)
その他調整額（D)
当期総利益（B-A+C+D)

351
252

9
90

49

15

0
4,776
3,034
1,602

140
－

2,156

金額
4,810

193

4,459
2,111

 
 

③ キャッシュ・フロー計算書（財務諸表P.3を参照） (単位:百万円）

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー（A)
人件費支出
運営費交付金収入
自己収入等
その他収入・支出

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー（B)
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー（C)
Ⅳ資金増加額（D=A+B+C）

Ⅴ資金期首残高（E)

Ⅵ資金期末残高（F)

-2,201
-175

3,142
1,606

金額
287

-3
108

449

557

-2,260

 
 

④ 行政サービス実施コスト計算書（財務諸表P.4を参照） (単位:百万円）

Ⅰ業務費用
損益計算書上の費用
（控除）自己収入等

（その他の行政サービス実施コスト）
Ⅱ損益外減価償却相当額
Ⅲ引当外賞与見積額
Ⅳ引当外退職給付増加見積額
Ⅴ機会費用

Ⅵ行政サービス実施コスト

3,208
4,814

284
-8
-47
426

-1,606

3,864

金額
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■　財務諸表の科目
①　貸借対照表

現金及び預金：現金、小口現金、預金など
有形固定資産：土地、建物、車両運搬具、工具器具備品など当法人が長期にわたって使用または
　　　　　　　利用する有形の固定資産
無形固定資産：特許権、ソフトウェア、電話加入権、工業所有権仮勘定など具体的な形態を持た
　　　　　　　ない無形固定資産等が該当
運営費交付金債務：独立行政法人の業務を実施するために国から交付された運営費交付金のうち、
　　　　　　　未実施の部分に該当する債務残高
資産見返負債：中期計画の想定の範囲内で、運営費交付金により独立行政法人があらかじめ特定
　　　　　　　し、当該資産の償却に対応して取り崩される債務残高
政府出資金　：国からの出資金であり、独立行政法人の財産的基礎を構成
資本剰余金　：国から交付された施設費や寄付金などを財源として取得した資産で独立行政法人
　　　　　　　の財産的基礎を構成するもの
利益剰余金　：独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額

②　損益計算書
研究業務費　：独立行政法人の研究業務に要した費用
人件費　　　：給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の職員等に要する経費
減価償却費　：業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわたって費用として配分する
　　　　　　　経費
財務費用　　：リース資産の支払利息に要する経費
運営費交付金収益：国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識した収益
自己収入等　：事業収益、受託収入などの収益
臨時損益　　：固定資産の除売却損益等
その他調整額：目的積立金の取崩額等が該当

③　キャッシュ・フロー計算書
業務活動によるキャッシュ・フロー：独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を表し、
　　　　　　　サービスの提供等による収入、原材料、商品またはサービスの購入による支出、
　　　　　　　人件費支出等が該当
投資活動によるキャッシュ・フロー：将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に
　　　　　　　係る資金の状態を表し、固定資産の取得・売却による収入・支出が該当
財務活動によるキャッシュ・フロー：ファイナンス・リースの返済による支出が該当

④　行政サービス実施コスト計算書
業務費用　　：独立行政法人が実施する行政サービスコストのうち、独立行政法人の損益計算書
　　　　　　　に計上される費用
その他の行政サービス実施コスト：独立行政法人の損益計算書に計上されないが、行政サービス
　　　　　　　の実施に費やされたと認められるコスト
損益外減価償却相当額：償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないもの
　　　　　　　として特定された資産の減価償却費相当額（損益計算書には計上していないが、
　　　　　　　累計額は貸借対照表に記載されている）
引当外賞与見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合の賞与引当金見
　　　　　　　積額（損益計算書には計上していないが、仮に引き当てた場合に計上したであろ
　　　　　　　う賞与引当金見積額を貸借対照表に注記している）
引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合の退職
　　　　　　　給付引当金増加見積額（損益計算書には計上していないが、仮に引き当てた場合
　　　　　　　に計上したであろう退職給付引当金見積額を貸借対照表に注記している）
機会費用　　：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸した場合の本
　　　　　　　来負担すべき金額などが該当  
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６．財務情報           

（１）財務諸表の概況         
① 経常費用、経常利益、当期総損益、資産、負債、剰余金及びキャッシュ・フローなどの主要な財務

データの経年比較・分析（内容・増減理由） 
 

（経常費用） 
 平成 19 年度の経常費用は 4,810 百万円と、前年度比 497 百万円増（11.5％増）となっている。こ

れは、受託契約に伴う契約額が 528 百万円（50.0％増）増加したことが主な要因である。一方、経

常費用のうち一般管理費においては、前年度比△52 百万円（13.0％減）となっており、一般管理費

の効率化を進めた結果が顕著に表れた。 
（経常収益） 
 平成 19 年度の経常収益は 4,776 百万円と、前年度比 496 百万円（11.6％増）増となっている。受

託収入において、受託契約に伴う契約額が 528 百万円（50.0％増）増加したことが主な要因である。

競争的資金等の獲得における自己収入の増加の取組が顕著に表れた。 
（当期総損益） 
 上記経常損益の状況及び臨時損失として固定資産除却損 4 百万円、臨時利益として資産見返負債

戻入 4 百万円の計上を行った。また、前中期目標期間繰越積立金を 49 百万円取崩し、 終的な当期

総利益は 15 百万円、前年度比△34 百万円減（△69.3％減）となっている。 
（資産） 
 平成 19 年度末現在の資産合計は 34,979 百万円と、前年度末比△100 百万円減（△0.3％減）とな

っている。これは、新規取得資産割合に対して、既存資産の減価償却累計額が上回ったことによる

有形固定資産の減少△205 百万円（△0.6％減）となったことが主な要因である。 
（負債） 
 平成 19 年度末現在の負債合計は 1,463 百万円と、前年度末比 120 百万円増（9.0％増）となって

いる。これは、研究業務未払金が、退職手当支給者増加に伴う退職金計上額の大幅な増額等により

170 百万円増（131.4％増）となったことが主な要因である。 
（業務活動によるキャッシュ・フロー） 
 平成 19 年度の業務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは 287 百万円と、前年度比 502 百万円増（233.7％増）

となっている。これは、前年度において第 1 期中期目標期間終了に伴う国庫納付を平成 18 年 7 月 6
日に 578 百万円行っていること、及び平成 19 年度における受託収入の増 547 百万円（51.7％増）

及び原材料、商品又はサービスの購入による支出の減 394 百万円（△22.7％減）が主な要因である。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 平成 19 年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△175 百万円と、前年度比△46 百万円減（△

35.8％減）となっている。これは、平成 19 年度における固定資産の取得による支出額が前年度比

43 百万円（18.5%増）の支出増となったことが主な要因である。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 平成 19 年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△3 百万円と、前年度比 24 百万円増（87.1％
増）となっている。これは、平成 19 事業年度中において、終了したリース資産に伴う支出減が主な

要因である。 
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表   主要な財務データの経年比較

(単位：百万円）

注) 平成19年度の「経常費用」「経常収益」の増は、受託研究契約額の増に伴うものである。

注) 平成18年度｢業務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰには、国庫納付金△578百万円が含まれている。

注)

平成19年度平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度区分

負債
業務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ
投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

経常費用
経常収益
当期総利益
利益剰余金

財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ
資金期末残高

4,152
4,191

38
624

36,589
2,616

450

資産

4,247 4,282 4,313 4,810
4,249 4,421 4,280 4,776

3 139 49 15
663 665 156 156

36,288 35,758 35,079 34,979

287
1,629 1,215 1,343 1,463

-129
256 49 -215

449

-175
-30 -28 -29 -27

-363 -228 -246

5571,045 1,045 820

平成17年度の当期総利益は、第1期中期目標期間 終年度に伴う運営費交付金債務残高相
当額131百万円が含まれている。  

 
② セグメント事業損益の経年比較・分析 
 当法人は、単一セグメントとしているので、該当ありません。 
 
③ セグメント総資産の経年比較・分析 
 当法人は、単一セグメントとしているので、該当ありません。 
 
④ 目的積立金の申請・承認の内容、取崩内容等 
  前中期目標期間繰越積立金取崩額 107 百万円は、次期中期目標期間中に必要となる費用として、

平成 18 年６月 30 日に主務大臣より承認を受けた 227 百万円のうち、第１期中期目標期間に取得

した受託資産の減価償却費分 118 百万円を取り崩したものである。なお、目的積立金の申請につい

ては、承認要件となる経営努力認定の条件を満たすことができないことから申請はしていない。 
 
⑤ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析（内容・増減理由） 
  平成 19 年度の行政サービス実施コストは 3,864 百万円と、前年度比 276 百万円減（△6.7％減）

となっている。平成 19 年度における機会費用算出における計上利率（10 年もの国債（新発債）利

回り）が前年度に比べ 0.375 ポイント低下し、機会費用が 129 百万円減少（△23.2％減）したこと

及び引当外退職給付増加見積額が 115 百万円減少（△168.6％減）したことが主な要因である。 
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表   行政サービス実施コストの経年比較
(単位：百万円）

平成18年度 平成19年度
3,247 3,208

区分 平成15年度
業務費用 3,277 3,349 3,264

平成16年度 平成17年度

    うち損益計算書上の費用 4,158 4,272 4,316

    うち自己収入 -880 -923 -1,051

4,814

-1,076 -1,606

284383 374 269

4,323

4,254

555

-8

1 －

426

68

損益外減価償却等相当額 376

損益外減損損失相当額 － － －

4,140 3,864

-96 16

行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ 4,083 4,093

-47引当外退職給付増加見積額 -65

494 457 599

－引当外賞与見積額 － －

機会費用

－

注）平成19年度計上の「引当外賞与見積額」は、会計基準の変更に伴う計上で、平成19年度末の引当
外賞与見積額から平成18年度末の引当外賞与見積額を控除し計算している。
注）平成19年度計上の「機会費用」は、算出における利率（10年もの国債利回り）が対前年度0.375
ポイント減少したことによるものである。
注）平成19年度より、｢引当外退職給付増加見積額｣は、事業年度末に在職する役職員について、当期
末の退職給付見積額から前期末の退職給付見積額を控除した額から、退職者に係る前期末退職給付見
積額を控除して計算する方法に変更している。
注）平成18年度計上の「損益外減損損失相当額」は、会計基準の変更に伴う減損会計の処理による計
上で、電話加入権に係るものである。  
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（２）経費削減及び効率化目標との関係 
●人件費の削減 
人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律等に基づき、

平成 18 年度以降の５年間で５％以上の削減を行うことを基本としており、法人として「中期目標期間

における人員計画」を策定している。役職員の給与について必要な見直しを行った結果、平成 19 年度

の給与、報酬等支給総額（人件費のうち、退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）を除

いたもの。）は、1,548,556 千円となり、前年度実績（1,573,381 千円）から△24,825 千円の削減とな

っており、約 1.6%の削減となった。 
 

●法人の給与水準 
給与は、国家公務員の職員給与を規定している「一般職の職員の給与に関する法律」に準拠して策定

した独立行政法人農業環境技術研究所職員給与規程に基づき支給しており、国家公務員とほぼ同水準と

なっている（HP：http://www.niaes.affrc.go.jp/lawopen/080630/kyuyosuijun.pdf にて公表）。 
対国家公務員指数が 100 を若干超える原因については、その算出の詳細が不明なため法人毎に判断で

きるものではないが、当法人の特徴を踏まえれば、以下の事項が推察される。 
① 研究職員の博士学位の取得率が高く、同年齢であっても俸給格付けの高い者の割合が高いこと 
② つくば地区の勤務者に支給される地域手当（支給基準は国と同じ）を支給されていること 
 

 事務・技術職員 研究職員 

対国家公務員指数（平成19年度） 96.1 101.3 
対前年比 +1.3    ▲ 1.0 

 ※ 対国家公務員指数（ラスパイレス指数）とは、法人の職員の給与を国家公務員の給与と比較し、 

  法人の年齢階層別人員構成をウエイトとして用いて人事院にて算出された指数。 

 
●法人における業務経費、一般管理費の削減に向けた取組 
経費削減に向けた取組に関しては、業務効率化推進委員会が決定した「第Ⅱ期中期計画期間中におけ

る業務効率化推進基本計画（平成 18 年度～平成 22 年度）」に基づき「平成 19 年度業務効率化実施計画」

（平成 19 年５月 29 日委員会決定）を策定し、平成 18 年度効率化実施計画の検証結果を踏まえ、施設・

設備の効率的な維持と有効活用、研究情報等の収集・提供業務の効率化、物品・役務契約の効率化、経

費節減に関する啓発活動を実施した。 
平成 18 年度に所内各部門から出された「業務改善提案」について、平成 19 年度では改善項目に対す

る対応方針や問題点を整理し優先度に基づく実施方針を所内に周知した。 
業務効率化の一環として、これまで日本原子力開発機構原子力科学研究所内に開放研究室を設置し、

農業生態系におけるハロゲンや微量元素の動態解明等を行ってきたが、所期の目的を達成したため、平

成 19 年度をもって廃止した。 
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電気

286,372

265,314

259,959
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平成13年度 52,143 12,410 4,631 9,920 

平成14年度 50,644 12,749 5,512 9,554 

平成15年度 42,216 10,270 5,374 8,563 

平成16年度 42,945 10,968 5,589 7,075 

平成17年度 41,580 8,994 5,138 6,219 

平成18年度 42,257 12,014 6,235 6,292 

平成19年度 42,933 11,762 6,618 6,915 

上水 下水 ガス コピー

 
図３-ケ エネルギー・水の使用料金 

 
当期中期目標期間終了年度における経費について、前中期目標期間の 終年度に比べて業務経費を

5％、一般管理費を 15％削減することを目標としている。この目標を達成するため、不必要な蛍光灯、

電子機器類の消灯の周知徹底を行い、電気料の削減に努めてきたが、平成 18、19 年度における光熱水

料については、夏季において予想以上の猛暑となったため、前中期目標期間 終年度の光熱水料を上回

っている。しかし、管理事務費等については、印刷用紙の両面使用など節約執行を行ったり、使用済み

封筒などの再利用（所内のみ）などを行った結果、前中期目標期間 終年度と比べて減額となった。ま

た、業務経費では、精密機器類の保守契約等の見直しを行った結果、前中期目標期間 終年度と比べて

減額となった。 
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(単位：千円）

比率 比率

100% 96.1% 97.8%

100% 82.2% 58.0%

100% 78.0% 70.6%

100% 132.9% 125.6%

100% 65.7% 72.4%

注) ｢当中期目標期間｣の｢比率｣欄は、前中期目標期間最終年度を100％とした場合の比率としている。

注）本表は、支出決算ベースで作成している。

160,450

30,616

151,576

33,712

金額 比率
金額 金額

平成18年度

前中期目標期間最終年度

912,920

396,803

84,508

業務経費

 うち高精度機器保守費

949,985

280,040

平成19年度

309,369

69,486

929,546

49,042

46,587

区分

 うち光熱水料

 うち管理事務費

120,711

一般管理費

当中期目標期間

 
●保有資産の見直し 
独立行政法人整理合理化計画では、利用計画のない期間において資産を外部に貸し付けることにより

自己収入の増大をはかるとともに、保有資産の見直し計画を策定することとした。 
なお、会計基準に示された「減損の兆候」に該当せず、「減損の認識」がなされた資産はない。 

 
●官民競争入札の活用 
官民競争入札の導入については独立行政法人整理合理化計画の策定時に検討を行ったが、施設の管理

業務や広報業務等外部への委託が可能なものはすでに実施しており、個々の業務を包括的に官民競争や

外部委託とすることは、効率性や費用対効果の観点からも馴染まないとの結論となった。 
今後は、外部委託が可能な業務についての検討を引き続き行うこととする。 

 
７．事業の説明 

（１）事業の目的 
農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を行うことにより、

その生育環境の保全及び改善に関する技術の向上に寄与する。 
 
（２）事業の財源（予算構成）財務データとの関連 
事業費については、主に、運営費交付金（平成 19 年度 3,142 百万円）、受託収入（平成 19 年度 1,601

百万円）、事業収益として諸収入（1 百万円）、施設整備費補助金（97 百万円）となっている。事業費

については、一般管理費として 368 百万円（運営費交付金 280 百万円、受託収入 88 百万円）、業務経

費として 2,427 百万円（運営費交付金 916 百万円、受託経費 1,497 百万円、科研費間接経費から充当分

13 百万円）を執行している。 
 
（３）業務実績との関連 
上記の業務経費 2,427 百万円のうち、875 百万円は他の独立行政法人、大学、公立試験研究機関、民

間企業等に再委託されている。これらを除いた残り 1,552 百万円の研究事業費を投入し、本研究所は、

農業環境研究に関する査読論文 166 報、特許出願５件（うち１件は外国特許出願）、普及に移しうる成

果 9 件等の実績をあげることができた。なお、研究課題に直接関連づけられる経費とその成果の関係を

中課題単位で分析した結果については P10「研究資源の投入と成果の分析」を参照されたい。 
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８．経営管理体制 

●一般競争入札、契約に係る情報公開 
独立行政法人への移行後、会計規程及び契約事務取扱規程では、随意契約の基準額を 500 万円未満と

していた。また、基準額未満の随意契約においても見積競争等により競争性・公平性を確保すると共に

随意契約の結果の公表にも努めてきたところである。 
平成 19 年度では、さらなる契約の透明性、公平性、経済性を図るため随意契約の範囲の見直しを検

討し平成 19 年 10 月 1 日付けで随意契約ができる基準額を国と同額に改正し、一般競争入札の範囲拡大

を図った。併せて、ウェブサイトによる公表の徹底を実施し、一層の競争性、公平性を確保した。 
平成 19 年 12 月に、「随意契約見直し計画」を策定し、平成 18 年度において締結した 184 件の随意

契約について見直しを実施し、随意契約によることが真にやむを得ないものを除き、遅くとも平成 20
年度から全て一般競争等に移行することとし、これにより随意契約を 21 件まで削減することとした。

この見直し結果は、「平成 18 年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況」と併せてウェブサイトに

公表した。 
 
 ア 随意契約見直し計画の概要 
 
（１） 平成 18 年度において、締結した随意契約について点検・見直しを行い、以下のとおり、随意

契約によることが真にやむを得ないものを除き、直ちに一般競争入札等に移行するものとし、

遅くとも平成 20 年度から全て一般競争入札等に移行することとした。 
 
 
【全体】 

平成 18 年度実績 見直し後 
  

件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

（46.7％） （43％）事務・事業を取り止めたもの 

（18 年度限りのものを含む） 86 338

（41.8％） （47.9％）
競争入札 

77 377

（0％） （0％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争等 
（0％）

    0 

（0％）

       0 0 0

（100％） （100％） （11.4％） （9.1％）
随意契約 

184 787 21 71

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

   184       787    184       787
（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 
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【同一所管法人等】 
平成 18 年度実績 見直し後 

  
件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

（67.4％） （44.5％）事務・事業を取り止めたもの 

（18 年度限りのものを含む） 29 139

（7％） （41％）
競争入札 

3 128

（0％） （0％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争等 
（0％）

0 

（0％）

0 0 0

（100％） （100％） （25.6％） （14.5％）
随意契約 

43 312 11 45

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

    43       312     43       312
（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 

 
 
【同一所管法人等以外の者】 

平成 18 年度実績 見直し後 
  

件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

（40.4％） （42％）事務・事業を取り止めたもの 

（18 年度限りのものを含む） 57 200

（52.5％） （52.5％）
競争入札 

74 250

（0％） （0％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争等 
（0％）

0 

（0％）

0 0 0

（100％） （100％） （7.1％） （5.5％）
随意契約 

141 476 10 26

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

   141       476    141       476
（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 
 

（２）随意契約によることができる場合を定める基準について、従前の予定価格が 500 万円を超えな

いものから、それぞれ以下のとおりに平成 19 年 10 月より変更 
・工事又は製造については予定価格 250 万円を超えないもの 
・財産の買い入れについては予定価格 160 万円を超えないもの 
・物件の借り入れについては予定価格 80 万円を超えないもの 
・財産の売り払いについては予定価格 50 万を超えないもの 
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・物件の貸付については予定価格 30 万円を超えないもの 
・その他の役務については予定価格 100 万円を超えないもの 

 
（３）随意契約の公表の基準について、上記により随意契約によることができる契約の範囲を変更し

た事から、公表についても上記範囲に変更を実施 
 
（４）随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み及び移行時期 

平成 19 年度 10 月より随意契約によることが真にやむ得ないもの以外競争入札等を実施 
 
（５）総合評価方式の導入検討 

   ① 情報システム、公共工事の設計業務等に加え、研究開発、調査研究、広報業務等について、

総合評価落札方式による一般競争入札を今後検討していく。 
   ② 総合評価方式による一般競争入札マニュアルの作成 
    総合評価方式による一般競争への移行を支援するため、業務マニュアルの作成や、仕様書の作

成、予定価格の設定等の各種入札手順を示すものの作成を検討する。 
   ③ プロジェクトチームの設置 
    上記の措置を行うため、財務管理室等にプロジェクトチーム若しくはワーキンググループ等の

設置を検討する。 
（６）複数年度契約の拡大 

賃貸借等の複数年度契約が可能なものについて検討する。 
 
（７）入札手続きの効率化 

一般競争入札の拡大に伴う業務量の増加を勘案し、入札の手続や公告の方法等について検討す

る。 
 

（８）一括購入の拡大 
    汎用性の高いパソコンや事務用機器など購入計画を作成し、一括購入を進める。 
 
（９）競争性のない随意契約の限定的実施 

    競争性のない随意契約を行うものは、官報掲載、緊急性など真にやむを得ないものに限定し、

できるだけ一般競争入札等へ移行するよう努めることとする。 
 
イ 平成 19 年度に締結した契約の状況 

    一般競争契約  39 件 
    随意契約 244 件 
     （掲載 URL） http://www.niaes.affrc.go.jp/dadmini/choutatsu/choutatsu.html 

 総件数 競争入札 
総金額（千円） 計 一般競争 指名競争 
件数 283 39(13.8%） 39(13.8%) －

金額 1,675,074 390,373(23.3%) 390,373(23.3%) －

                                                   
随意契約 

計 企画競争・公募 競争的研究資金 不落随意契約 その他 
244(86.2%) 1( 0.4%) 171(60.4%) 1( 0.4%) 71(25.1%)

1,284,701(76.7%) 7,770( 0.5%) 869,713(51.9%) 47,355( 2.8%) 359,863(21.5%)
  注１：対象とする契約及び契約金額は、工事・製造（250 万円以上）、財産の買い入れ（160 万円以上）、物件の借り

入れ（予定年額賃借料又は総額が 80 万円以上）、役務契約（100 万円以上）。  
  注 2：（ ）内の数字は、総件数・総金額に占める割合。（小数点第 2 位を四捨五入し、第 1 位まで記載。） 
  注 3：研究委託費及び調査委託費を含む。 
  注 4：「随意契約（企画競争・公募）」は、独立行政法人が自ら公募を行った契約をいう。 
  注 5：「随意契約（競争的研究資金）」は、総合科学技術会議（内閣府）に登録されている競争的研究資金による契約

をいう。（但し、注 4 に該当する契約を除く。） 
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ウ 随意契約から競争入札に移行した事務 
 

役務等の名称 契約金額 
（千円） 

予定価格 
（千円） 落札率 

実験廃水処理施設運転保守管理業務         13,104 － －

ダイオキシン分析測定システム運転等派遣契約          5,374 － －

ダイオキシン分析測定システム保守管理業務         10,573 － －

核磁気共鳴生態断層撮影装置保守管理業務          8,400 － －

外来生物データベース(英語版)改修業務          1,748 － －

外国雑誌（平成20年分）          7,672 － －

外国雑誌（平成20年分）         20,302 － －

オートサンプラー          3,212 － －

試薬 3130POP-73.5ml他          2,324 － －

人事給与事務システム          4,809 － －

試薬 DNeasy Plan Mini Kit(250)他          1,721 － －

プレート単位塩基配列解析          3,538 － －

試薬 QIAquick 96 PCR Purification(24)他8点          3,005 － －

アイソトープ施設運転保守管理業務          9,752 － －

一般廃棄物回収運搬処理業務          2,205 － －

コンピューターソフトウェア等サポート保守契約          3,424 － －

誘導結合プラズマ発光分光分析装置保守契約          1,619 － －

ガスクロマトグラフ質量分析計保守契約          1,533 － －

四重極型ICP質量分析計定期点検契約          1,480 － －

液体クロマトグラフ質量分析計保守契約          1,260 － －

エレベーター等保守点検業務          1,360 － －

高分解能質量分析装置保守契約          2,919 － －

イオントラップ質量分析計保守契約          1,831 － －

試料燃焼装置保守契約          1,260 － －

走査型電子顕微鏡保守契約          2,686 － －

火災保険契約          1,759 － －

 （注）予定価格及び落札率については、契約業務上影響がでるため記載していない。 
 
 
 エ 随意契約によることとした理由 
 

                  事   例 
随意契約によることとした理由 件数      役務等の名称      契約金額(千円) 見積合わせ

参加業者数

契約の性質又は目的が競争を許さない

もの 
 

189
農林研究7号団地研究実験施

設等電気・機械設備運転保守

管理業務 
126,024 1 

規程改正以前の内部規程による随意契

約(予定価格500万円以下) 53 
Ｂ地区屋外受変電設備改修

工事 4,777 3 

一般競争入札に付した結果、落札者が

ないため不落により随意契約 1 同位体比質量分析装置 47,355 1 

企画競争による随意契約 
 1 

独立行政法人農業環境技術

研究所紹介ＤＶＤ制作 7,770 7 
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オ 契約に関する内部統制 
契約に関する内部統制としては、予算管理・運営委員会において①指名競争契約に参加する者の指名、

随意契約に関すること、②特定調達物品等の調達の仕様、技術審査に関すること、③ 低価格の入札者

を契約の相手方としない契約に関すること等について審査を行っている。また、入札結果等の関係書類

を監事に回付し契約事務の適正化に努めている。 
 
●特定関連会社、関連公益法人等に対する委託 
該当なし 

 
●コンプライアンスの整備状況 
平成 19 年３月に、「研究所の配分する資金における研究活動の不正行為への対応に関する規程」を制

定し、不正行為が有った場合の措置を明確にし、かつ、不正行為を発見した場合の告発窓口を設置する

などして不正行為が行われないような仕組みを作った。 
平成 20 年１月に、コンプライアンス推進委員会として、外部に講師を依頼して「コンプライアンス

推進研修」を全職員を対象に実施した。 
監事監査では、５月の定期監事監査時に、管理者に対し「管理業務の自己診断」を行った。７月には

その結果を踏まえ監事監査の所見として所議に報告し、責任体制が明確となるように努めた。10 月には

監査室の監査業務として、管理者を対象に「年度計画の点検表」で自己点検を行い、１月にその結果を

理事長、及び所議に報告するとともに、イントラネットに掲載し、職員に周知した。 
経費の適正な執行のため、資金種別を問わず全ての経理を会計規程に基づいて執行し、経費執行面か

らの不正防止に努めている。 
 
●会計検査院、政独委等からの指摘への対応 
会計検査院から直接指摘された事項は無いが、平成 19 年２月の実施検査の際に、受託事業の委託先

から賃金の支払い について支払根拠を明確にするよう要請があり、対応方法を委託機関とともに協議

し、「契約職員業務指示書」を新たに作成し、10 月に全所説明会を開催し、11 月から作成することとし

た。平成 18 年度独立行政法人評価結果についての政策評価・独立行政法人評価委員会の意見等を踏ま

え、平成 19 年度業務実績報告書において、財務関係の記述を充実させた。 
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評価ランク コメント  

自己評価 
大項目 

3 
A 

競争的研究資金等外部資金については、応募件数、金額とも増加し、

高く評価できる。 
運営費交付金を充当して行う事業について、業務の見直し及び効率

化を進め、一般管理費、業務経費及び人件費の削減目標に向け削減の

取組が進んでいる。給与水準は国の水準とほぼ同等である。 
随意契約ができる基準額を国と同額に改正し、一般競争入札の範囲

を拡大したこと、契約に関する詳細な情報をウェブサイトで公表して

いることは評価できる。 
全職員を対象としたコンプライアンス推進研修の実施、定期的な監

事監査の実施等も評価できる。 
 

評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 
大項目 

3 

A 

人件費については、５年間で５％以上の削減目標に向けた取り組み

が行われている。また、給与水準は、国の水準とほぼ同等である。 
平成 18 年度から鑑定費用の徴収を開始するなど、実際に外部資金

を増加させていることは評価できる。競争的研究資金については、今

後、可能性のある制度に幅広く積極的に応募し、外部資金の獲得に向

けた努力を強化することを期待する。 
一般競争入札の拡大を図り、競争性の確保に努めていることは評価

できるが、今後、規程の改正を行うなど、さらに一般競争入札への移

行を加速させ、競争性、透明性、公平性が高められ、経費節減効果が

現れることを期待する。また、契約審査委員会及び内部監査により透

明性、公平性等が常に検証されていることを期待する。 
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第４ 短期借入金の限度額 

 
中期計画 

中期目標の期間中の各年度の短期借入金は、４億円を限度とする。 
想定される理由：運営費交付金の受入れの遅延 

 
該当なし 

 
 
 
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 

 
中期計画 

なし 
 
該当なし 

 
 
 
第６ 剰余金の使途 

 
中期計画 

研究成果の普及に係る発表会等の追加実施や研究業務の充実・加速に必要な研究機器等の更新・購

入等に使用する。 
 
 該当なし 
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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 

１．施設及び設備に関する計画 

中期計画 

業務の適切かつ効率的な実施の確保のため、業務実施上の必要性及び既存の施設、設備の老朽化等

に伴う施設及び設備の整備改修等を計画的に行う。 

 

       平成 18 年度～平成 22 年度施設、設備に関する計画 

                               （単位：百万円） 

 

施設・設備の内容 

 

予定額 

 

財 源 

 

研究施設の整備 

 

研究援助施設の整備 

 

機関維持運営施設の整備 

 

その他業務実施上必要な施設・設

備の整備等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備費補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

       合  計 

 

 

  388±χ 

 

 

 

 

（注）χ：各年度増減する施設、設備の整備等に要する経費 

 
 
（１）施設等投資の状況（重要なもの） 
①当事業年度中に完成した主要施設等 
研究本館を始めとする各施設は、建設から 30 年近くを経過し、施設や設備の老朽化が進んでおり、

年々インフラや基盤的な施設の修繕・改修を計画的に実施する必要が増している。このような状況の中

で、施設整備費補助金や運営費交付金による修繕計画を策定し、研究環境の維持や整備を実施している。 
平成 19 年度においては、中期計画の重点課題であるリスクの評価及び管理技術の開発の一層の推進

を図るべく、施設整備費補助金による２か年目の計画である恒温温室の冷暖房装置とガラスの改修工事

を行った。改修に当たっては、運転経費の削減をめざし、負荷変動に対して稼働率を柔軟に対応できる

インバーター制御方式を導入し省エネをめざした更新を行うとともに、当該温室へのエネルギー供給設

備の見直しも行った（施設整備費補助金執行額（付帯事務費含む）：97 百万円）。 
②当事業年度において継続中の主要施設当の新設・拡充 
運営費交付金による老朽化対策として、計画的修繕の２年目として前年に引き続き研究本館の空調設

備の一部の改修を行い、併せて実験廃水処理施設の空調機についても改修を行った。これらについても、
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インバーター制御の機器への更新とし、運転経費の削減を目指した改修とした（交付金執行額（設計監

理費含む）：69 百万円）。 
③当事業年度中に処分した主要施設等 
 平成 19 年度においては、施設の改修工事に伴い建物附属設備等の除却を実施した。 
   建物（恒温温室 ガラス他）    （除却価格 3 百万円） 
   建物附属設備（冷暖房装置他８件） （除却価格 17 百万円） 
   構築物（諸作業装置）       （除却価格 1 百万円） 
 他に、老朽化による研究用機械等の除却を実施した。 
   工具器具備品（画像解析システム他 3 点） （除却価格 4 百万円） 
 
（２）施設等の状況 
①平成 18 年度整備した施設の使用状況 

平成 18 年度に整備した第 1 機械棟内の吸収式冷凍機は老朽化に対する機能回復のみならず、弾力

的な運転方式の導入により、平成 19 年度の夏季における電力使用量が概ね 40％程度の削減効果が見

られ省エネを図ることができた。 
②平成 19 年度整備した施設の概要 

平成 19 年度で改修工事を実施した恒温温室の改善状況については、竣工が平成 20 年 3 月であった

ことから、平成 20 年度以降の評価対象となる。 
 
（３）その他 
法律で努力義務が課せられている耐震診断については、研究本館を対象に実施した（交付金等執行

額：15 百万円）。 
高額機械の整備や高精度機器の保守については、予算管理・運営委員会により課題遂行のための必要

性や研究所の今後の方針等の審議を経て重点的な整備と保守管理経費の削減を行った。 
 

評価ランク コメント  自己評価 
中項目 
7－1 A 

計画に沿って施設の修繕・改修が実施されている。なお、本年度の

研究本館の耐震診断結果を受け、その対応を検討する必要がある。 
 

評価ランク コメント  
前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
7－1 

A 

計画通りの施設整備を行うとともに、設備の改修により関連する実

験棟の効率的な運用が可能となったこと、今後、省エネとランニング

コストの低減が見込まれることは評価できる。施設が今後有効に活用

され、研究の効率的な推進、快適な執務環境の維持がなされるよう、

計画的な施設整備が継続することを期待する。 
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２．人事に関する計画 

中期目標 

（１）人員計画 

期間中の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）を定め、業務に

支障を来すことなく、その実現を図る。 

（２）人材の確保 

研究職員の採用に当たっては、任期制の一層の活用等、雇用形態の多様化及び女性研究者の積極

的な採用を図りつつ、中期目標達成に必要な人材を確保する。研究担当幹部職員については公募

方式等を積極的に活用する。 

 
中期計画 

（１）人員計画 

①方針 

効率的・効果的な業務の推進が図られるように研究管理支援部門の組織体制を見直し、適切な

職員の配置を行う。また、研究分野の重点化や研究課題を着実に推進するための組織体制を整

備し、職員を重点的に配置する。 

②人員に係る指標 

期末の常勤職員数は、期初職員相当数を上回らないものとする。 

（参考：期初の常勤職員相当数 193 名、期末の常勤職員数の見込み 183 名） 

（２）人材の確保 

①研究所の研究推進に必要な優秀な人材を集めるため、研究職員の採用は広く公募によることと

し、任期制を積極的に活用するとともに、採用方法の多様化を図る。 

②女性研究者の採用に関しては、応募者に占める女性割合と、採用者に占める女性割合とでかい

離が生じないよう努める。 

③広く人材を求めるため、研究担当幹部職について公募方式の適切な活用を進める。 

④次世代育成支援行動計画に基づき、仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備に努める。 

 
 
 
 
中項目実績 

●法人内の役割分担の見直し、組織再編・人員配置 
平成 18 年度に組織再編を行い、新しい体制のもとで効率的・効果的な業務推進に努めているが、広

報情報業務のさらなる強化を図るため、４月１日付けで広報情報室長へ研究職を配置すると共に 10 月

１日付けで研究職１名を併任した。 
また、研究課題の効果的な推進を図るため、RP 組織の一部見直しを実施した（P21「研究基本組織

の配置、研究体制の構築、組織の見直し」参照）。 
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●期末の常勤職員数 
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律等に基づき、平成 18 年度以降の

５年間で５％以上の削減を行うことを基本とされており、法人として「中期目標期間における人員計画」

を策定し、毎年度２名削減することとしている。 
平成 20 年３月 31 日現在の常勤職員数は 179 名であり、期初の相当数（193 名）を下回っている。 

 
●任期付雇用、公募等の活用・長期的視点に立った人材確保の取り組み 
研究職員の採用は公募によることとし、若手研究員については任期制を積極的に活用することとして

いる。平成 19 年度はパーマネント３人、任期付き２人を採用し、大気環境研究領域、土壌環境研究領

域、生物多様性研究領域（以上パーマネント）、大気環境研究領域、有機化学物質研究領域に配置した。 
研究職採用の考え方・方針について検討し、「研究職員の新規採用について」として明確にした。そ

の中で、本年度から任期付き研究員の採用にあたって、テニュアトラック制を導入した。具体的には、

原則 5 年任期とし、この間はテニュアトラック期間と位置づけ、研究条件、指導体制等を整え、育成を

図る。そして、５年の任期のうち原則４年終了後、テニュア審査を実施することとしている。なお、 テ
ニュアトラック制については平成 18 年度以前に採用された任期付き研究員にも適用することとした。 
 
●女性研究者の応募に占める割合と採用に占める割合 
平成 19 年 12 月１日付け及び平成 20 年４月１日付け採用予定の主任研究員１名、任期付き研究員３

名の公募を実施したところ、応募者 54 名中女性５名の応募があったが、審査の結果、女性の採用には

至らなかった。 
 
●仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備 
仕事と子育てを両立しやすい環境整備の一環として育児短時間勤務制度を導入した。また、研究職員

業績評価システムにおいて、産前・産後休暇や育児休業等が 不利にならない取り扱いとなるよう、産

前・産後休暇、育児休業等で半年以上勤務しなかった当該年度及び翌年度を評価の対象としないことが

できることとした。なお、平成 19 年度は男性研究職員１名が育児休業を取得した。 
小学校就学前の子を育児中の職員が、子の病気により取得した休暇日数を調査した。14 名から回答が

あり、１人平均では年間７日休暇を取得している実態が明らかになった。 
文部科学省（科学技術振興調整費）の女性研究者支援モデル育成事業に「ワーク・ライフバランス農

環研モデルプラン」というタイトルで提案したが、採択にいたらなかった。平成 20 年度に向けて新た

に計画を練り直し、「国際舞台で活躍する女性研究者を育てる」というタイトルで提案中である。また、

男女共同参画に向けた取り組みに関する情報提供を受けるため、（独）産業総合技術研究所 ダイバー

シティ・サポート・オフィスに入会した。平成 19 年度は、ダイバーシティ・サポート・オフィス主催

の女性研究者向けセミナーに計３名が参加した。 
「国家公務員の自己啓発等休業法の制定」を受けて、本研究所においても自己啓発等休業に関する規

定を改正した。 
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評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
7－2 A 

期末の常勤職員数は 179 名で、期初のそれを下回っている。 
研究職員の採用は公募によることとし、若手研究者については任期

制を積極的に活用している。平成 19 年度にテニュアトラック制の導入

等を含む研究職採用の方針（研究職員の新規採用について）を決定す

る等人材確保の取り組みを進めていることは評価できる。 
女性研究者の応募に占める割合と採用に占める割合にかい離がある

とは言えないが、平成 19 年度に４名の研究職員の公募を実施したとこ

ろ、女性研究者の採用には至らなかった。育児短時間勤務制度の導入

や研究職員業績評価において育児休業等が不利にならないようにする

等の措置が行われているが、引き続き女性研究者が働きやすい環境整

備を整えるなど、女性の応募が増加するような取り組みを進めること

が重要である。 
 

評価ランク コメント  
前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
7－2 

A 

採用を計画的に行うとともに、任期付雇用、公募を活用し、多様な

人材の確保に努めており、評価できる。今後とも、採用方法の多様化

を図りながら、農環研の研究の推進に必要な優秀な人材を確保するこ

とを期待する。女性研究者の積極的な採用など、女性の能力活用につ

いても、引き続き努力することを期待する。 
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３．情報の公開と保護 

中期目標 

公正で民主的な法人運営を実現し、研究所に対する国民の信頼を確保するという観点から、情報の公

開及び個人情報保護に適正に対応する。 

 
中期計画 

①研究所の諸活動の社会への説明責任を的確に果たすため、保有する情報提供業務の充実を図るととも

に、適正かつ迅速な開示請求への対応を行う。 

②個人の権利、利益を保護するため、研究所における個人情報の適正な取扱いをより一層推進する。 
 
 
 
中項目実績 

●情報提供の充実への取り組み・開示請求への対応 
法定公開情報等については、研究所 Web サイト等で公開している。今年度は情報開示請求がなかっ

たが、開示請求があった場合は迅速に対応できるよう関連規程を整備している。 
平成 19 年度には、契約の透明性、公平性、経済性を図るため、従来から実施していた一般競争入札

公告・落札公示、企画競争に関する情報に加え、契約に関する情報（入札結果、随意契約情報）、随意

契約見直し計画、平成 18 年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況等を Web サイトで公表した

（P101「一般競争入札、契約に係る情報公開」参照）。 
また、「研究所年報 第 24 号」、「環境報告書 2007」などの刊行・配布、研究所 Web サイトの改善、

Web マガジンの公開等を実施した（P74「広報活動の見直し・強化」参照）。 
 
●個人情報の取扱い 
平成 19 年３月に制定した「農業環境技術研究所ネットワークにおける情報セキュリティ対策基準」

に基づき、各 PC にウイルス対策ソフトの設定を義務付ける、情報漏えい事故のリスクが高い Winny
などファイル共有ソフトの使用を禁止する、不正な機器の接続・運用などを監視するなど対策を強化し

た。 
国内における個人情報の流出事故等の発生、ソフトウェアの脆弱性の公表などに関して、メール、所

内グループウェア等を利用して研究所の全利用者への情報提供・注意喚起や具体的対応の通知を実施し

ている。 
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評価ランク コメント  
自己評価 
中項目 
7－3 A 

法定公開情報については研究所 Web サイト等で公開し、平成 19 年

度は情報開示請求はなかったが、対応する体制は整備されている。 
個人情報の保護については、平成 19 年３月に定めた研究所の情報セ

キュリティ対策基準に基づき対策を進めている。 
 

評価ランク コメント  前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
7－3 

A 

農環研の諸活動に関する情報をホームページにおいて適切に公開す

るとともに、情報公開請求にも迅速に対応しており評価できる。引き

続き、情報の適切な公開と保護に努めることを期待する。 
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４．環境対策・安全管理の推進 

中期目標 

研究活動に伴う環境への影響に十分な配慮を行うとともに、エネルギーの有効利用やリサイクルの促

進に積極的に取り組む。さらに、事故及び災害を未然に防止する安全確保体制の整備を行う。 

 
中期計画 

①環境負荷の削減の観点から施設整備や維持管理に取り組むとともに、資源・エネルギー利用の節約、

廃棄物の減量化とリユース及びリサイクルの徹底、化学物質の管理の強化等を推進し、これらの措置

状況について環境報告書として公表する。 

②職員への教育の徹底等により、放射性同位元素、遺伝子組換え生物等の法令に基づく適正な管理を行

う。 

③事故及び災害を未然に防止するため、関係委員会による点検、管理及び施設整備等に取り組むととも

に、教育・訓練を実施する。 

 
 
 
 
中項目実績 

●環境負荷軽減の取り組み 
研究所の環境に対する基本方針である「環境憲章」に基づく活動として「環境情報の提供の促進等に

よる特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（環境配慮促進法）」の趣旨に則り、「環

境報告書 2007」を作成し公表した。 
また、環境負荷低減のための取組項目と数値目標、研究所が取り組む事項、職員が取り組む事項等を

定めた研究所の環境マスタープランを新たに策定・公表し、これに基づく取組を開始した。 
平成 19 年度の主な具体的取組は以下のとおりである。こうした取組によって、平成 19 年度一年間の

研究所における電気の使用量は、対前年度比で 2.4%の削減、エネルギーの総使用量は、前年度比で 3.2%
の削減となった 

・ 平成 19 年度施設整備費補助金による恒温温室の空調機改修や運営費交付金による空調設備・照

明設備のインバーター制御等の省エネ型機器への修繕改修、エネルギー負荷の低減を見据えた設

備の運転方法の導入を実施している。水資源の節約としては空調用余剰水のトイレの洗浄水への

再利用や節水弁による上水の節水対策等についても引き続き実施した。 
・ 廃棄物の抑制については、不要物品のリユースを目指しグループウェアを通じて転用希望の調査

やコピー用紙の裏面利用による紙資源の再利用、廃棄物の分別の周知徹底の推進を図った。 
 
●放射性同位元素、遺伝子組換え生物、化学物質等の管理 
毒物劇物取締法、PRTR 法等に基づく化学物質の取扱については、所内の環境・安全委員会等が中心

となり、適切な使用と管理並びに廃棄に向けた取組を推進してきたところであるが、平成 19 年度には、

法令等で規制されている化学物質の所持や使用が適正でない例が２件発見された。これらについては、

すみやかに当局に報告し、その指示に従って必要な措置を実施した。本研究所の性格から、危険物の管
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理については、特に厳重に行う必要があり、今後、このような事態が生じないよう、化学物質等を管理

する専門職員の配置等を含め対応を行う必要がある。２件の詳細は以下のとおりである。 
① 研究室整理中に、現在使用予定がなく、許可を得ていない規制薬品「塩酸コカイン」が発見され

た。保管の状況から、筑波移転の前に購入し使用していた試薬類が、未整理のまま研究室に保管

されていたものと推定された。当該薬品を許可を得ず保有することは「麻薬及び向精神薬取締法」

に抵触することになるため、直ちに茨城県に届け出ると共に、薬品の引き渡しを行った。また、

他に同様の薬品類が保存されていないかを確認するため、所内の全薬品類を対象に徹底的に調査

を実施し、他に保管がないことを確認し茨城県に報告を行った。 
② 本研究所では、安定同位体として販売されていたカドミウム 113 を研究に使用していたが、平成

19 年 10 月に、投稿した論文の査読者の指摘から、カドミウム 113 が放射性核種であり、「放射

性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の規制を受けることを認識した。このため、

文部科学省水戸原子力事務所に報告し、同事務所の立ち入り検査を受けた。その結果、(1)許可を

得ずにカドミウム 113 を使用した。(2)保管廃棄設備内に、耐火性の容器に収納されていない関連

物品がある。との指摘を受け、これら指摘事項に関する改善措置を同事務所に報告するとともに、

今後こうしたことがないように留意するよう通知があった。これを受け、本研究所では、カドミ

ウム 113 を含む放射性同位元素の取扱の所内への周知徹底、関連物品の耐火性容器への収納等の

措置を実施するとともに、これらの措置について水戸原子力事務所に報告した。その後、平成 20
年 3 月にカドミウム 113 の使用及び貯蔵の許可を受け、現在は、本研究所でカドミウム 113 を適

正に使用している。 
 
●職場環境の点検・巡視等の安全対策 
毎月職場環境等の点検のため、研究所の安全衛生委員会の委員が産業医とともに職場巡視を行い、問

題点については領域長等を通じ改善を指示するとともに、巡視結果は所議に報告し周知徹底を図った。 
コンプライアンスの観点から、業務遂行上関係する法令等の一覧表を作成し「共用施設・機器等の利

用、安全衛生各種事務手続きマニュアル」に掲載し法令遵守の周知徹底を図った。 
日常の防災意識の向上を図ることを目的とし、つくば市南消防署の指導のもと、消防訓練として、①

通報訓練、②避難誘導訓練、③消火訓練を実施した。 
当法人では契約職員を含む多数の職員が勤務していることや見学等で外部の方々が多数訪れること

から、生命に関わる緊急事態に対処するため AED を設置することとし、設置に伴う AED の取扱を含

む普通救命講習Ⅰ（３時間コース）を実施し 39 名が受講した。 
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評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
7－4 B 

引き続き環境配慮促進法の趣旨に則った「環境報告書」の作成・公

表を行う他、新たに、研究所の環境負荷低減のための取組項目と数値

目標、研究所が取り組む事項、職員が取り組む事項等を定めた「環境

マスタープラン」を策定し環境負荷軽減対策を進めたことは評価でき

る。 
本年度、研究所内から不適切な形での化学物質の所持や使用が発見

されたことは遺憾である。これらについてはすみやかに当局に報告し、

その指示に従って必要な措置を実施した。研究所の性格から、化学物

質の管理については特に厳重に行う必要があり、今後、このような事

態が生じないよう、化学物質等を管理する専門職員の配置等を含め対

応を行う必要がある。 
 

評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
7－4 

B 

環境負荷の削減については、法令を遵守するのみならず、環境憲章

を策定して所の姿勢を明確にし、職員の意識向上に努めるなど自主管

理を組み込むとともに、環境報告書を刊行するなど外部との関係を活

用した管理を実現しており評価できる。しかし、事故、災害を未然に

防ぐ体制をとっていながら、河川への油漏れが２度あったことは遺憾

であり、再発防止策の徹底が必要である。今後とも、関係する法令の

変更に対応しつつ、適切な管理を継続し、こうした事案の再発の防止

につなげることを期待する。 
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