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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、社会、人間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 

 

第２期中期目標期間の４年目となる平成 21 年度の成果をいくつかご紹介します。まず、世界の
水田からのメタン発生量とその削減可能量の推定を行いました。農地から発生する温室効果ガスも
地球温暖化対策を進める上で重要であり、この分野でのこれまでの本研究所の成果は IPCC（気候
変動に関する政府間パネル）のガイドライン等に反映されてきました。今回の成果と関連する水田
からのメタン発生削減技術については、さらに、わが国の地球温暖化緩和策としての活用が検討さ
れ、平成 21 年度に設立が合意された国際研究ネットワーク「農業分野からの温室効果ガスに関す
るグローバル・リサーチ・アライアンス（GRA）」等を通じた国際展開が期待されています。 

また、カドミウム汚染土壌のファイトレメディエーション（植物浄化）技術をとりまとめました。
食品を通じた国民のカドミウム摂取量の低減のため、政府において米のカドミウム濃度の国内基準
値の引き下げが検討されています。本成果は、産地がこうした状況に対応するための、低コストで
広範囲に適用できる土壌浄化技術です。本成果は全国各地で実証試験が行われ、国民の食の安全・
安心に貢献することが期待されています。 

その他、本研究所に蓄積された農耕地土壌に関する情報、農業環境中の放射能レベルに関する情
報等をデータベース化し公開しました。これらは、全国の農業研究者や農業関係者による活用が期
待されます。以上のように、私たちは、国の政策と密接に関係する分野において、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。 

研究を効果的・効率的に進めるための取り組みにも力を入れています。課題が共通するアジア諸
国とモンスーンアジア農業環境研究コンソーシアム（MARCO）を組織し、国際連携の下、研究を
推進しています。また、管理業務等の効率化の数値目標（一般管理費を毎年度平均で少なくとも前
年度比３％削減等）を設定し、その達成に向け努力しています。 

 

本報告書では、平成 21 年度の業務実績について、それに対する自己評価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。 

最後に、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 3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。 

（独立行政法人農業環境技術研究所法案第 11 条） 

 

 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 21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） 

区  分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備  考 

 
 政府出資金 
             

 
34,353 

 
－         － 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  就 任 日 経  歴
理事長 佐藤 洋平 平成 21年 4月 1日

（再任 :任期 4 年）  
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  
平成 17年 4月  (独)農業環境技術研究所理事長 

理 事 宮下 淸貴 平成 21年 4月 1日
（再任 :任期 2 年）  

昭和 54 年 4 月 農林水産省採用  
平成 18 年４月   (独)農業環境技術研究所研究統括主幹
平成 20 年 4 月 (独)農業環境技術研究所理事  

監 事 水谷 順一 平成 21年 4月 1日
（任期 2 年）  

平成 10 年 4 月  (株)ニチレイ生産技術部長  
平成 20年 4月  (株)ニチレイプロサーヴ経営監査サポ

ート部設備監査グループリーダー  
平成 21 年 4 月  (独)農業環境技術研究所監事  

監 事 
(非常勤) 

堀 雅文 平成 21年 4月 1日
（再任 :任期 2 年）  

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  
平成 21 年 4 月  (株)三菱総合研究所参与  

（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 22年１月１日現在において 171人（前期比 18人減少、9.0％減）

であり、平均年齢は 44.3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 59人（内訳は国 22人、他法人 37人）、

民間からの出向者は０人である。 

（注）前期比とは平成 18年１月１日（前中期目標期間最終年度）との比較である。また、独立行政法人化 

（平成 13年４月１日）以後、平成 22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 

    安全管理専門役 

   

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管理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 

情報化学物質生態機能RP 

気候変動影響RP 

温暖化緩和策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 

農業環境情報・指標RP 

環境資源分類RP 
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第２ 経営方針（指標 3-ア） 

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 広報活動、社会貢献のための活動を推進する。また、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 21年度には、以下の取組を重点的に実施した。 

①第２期中期目標期間が平成 22年度で終了することから、平成 23年度からの次期中期

目標期間の研究課題及び業務運営についての検討を実施した。 

②農業環境問題の解決に向けアジア地域の国際連携が重要性を増していることから、本

研究所がイニシアチブをとりつつアジアの農業環境研究を推進していくため、モンス

ーンアジア農業環境研究コンソーシアム（MARCO）の大規模なシンポジウムを開催

し、MARCOの連携を強化した。 

③競争的研究資金の年間応募スケジュールの周知、研究資金獲得に対する研究者のイン

センティブ付与、外部講師による科学研究費補助金の応募説明会の開催等により、積

極的な応募を奨励し、中期目標の達成に有効な外部資金の獲得を図った。 

④女性研究者支援モデル育成事業「双方向キャリア形成プログラム農環研モデル」（文

部科学省（科学技術振興調整費））を新たに開始し、男女共同参画の取り組みを推進

した。 

⑤専任の安全管理専門役の設置、本研究所内の薬品管理をオンラインで一元的に把握で

きる薬品管理システムの導入など化学薬品管理をはじめとする安全管理体制を強化

した。 
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第２章 平成 21 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 21

年度の一般管理費は 270,107 千円（前年度比 50,910 千円減（15.9％減））となった。これ

は、光熱水費に占める割合が最も大きい電気料金について、これまでに進めてきた空調設

備や電気器具の省電力対策に加え、料金単価の引き下げ、冷夏による夏季の電力使用量の

低下などにより、大きく削減が図られたこと等による。 

業務経費は 957,789千円（前年度比 57,849千円増（6.4％増））となった。これは、新規

の施設整備や安全管理対策に要する経費が増加したこと等による。業務経費の前年度比は、

こうした各年度の事情により年度変動があり、平成 21年度については増加しているが、平

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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成 18～20年度は低い水準に抑制しているため、平成 18～21年度の累計は 3,700,193千円

であり、毎年度 1％減で推移した場合の水準（3,705,883千円）と同程度となっている。 

削減対象人件費（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）のうち総人件費改革の取組の削減対象の人件費か

ら除くこととされたものを除いた額）は、国家公務員一般職給与法の改正に準じて職員給

与規程の改正等を行った結果 1,398,896 千円となり、前年度実績（1,472,743 千円）から

73,847千円（約 5.0%）の減少となった。 

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。 

(単位：千円) 

 

区 分 

前中期目標期

間終了年度 

当中期目標期間 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成 21年度 

金額 金額 金額 金額 金額 前年度比 前期比

(注 1) 

一般管理費 396,803 309,369 280,040 321,017 270,107 15.9％減 31.9％減

業務経費 949,985 912,920 929,546 899,940 957,789 6.4％増 0.8％増

人件費(注３) 1,607,805 1,573,381 1,548,556 1,524,692 1,461,715 4.1％減 9.1％減

削減対象人

件費(注４) 

1,557,363 1,533,867 1,520,097 1,472,743 1,398,896 5.0％減 10.2％減

（注１）前期比は前中期目標期間終了年度（平成 17年度）に対する比率である。 

（注２）本表は支出決算ベースで作成している。 

（注３）人件費は退職金及び福利厚生費を除いた給与、報酬等総額である。 

（注４）削減対象人件費が人件費（財務諸表附属明細書「役員及び職員の給与費の明細」）の金額と異なる

理由は、独立行政法人における総人件費改革について（20年 8月 27日付行政改革推進本部事務局、

総務省行政管理局及び財務省主計局事務連絡）２．（２）の措置に伴い、同事務連絡５．に基づく行政

改革推進本部事務局、総務省行政管理局及び財務省主計局との事前調整が整ったことから、総人件費

改革の取組における削減対象人件費を変更したためである。 

   （参考）独立行政法人における総人件費改革について（20年 8月 27日付行政改革推進本部事務局、

総務省行政管理局及び財務省主計局事務連絡） 

    ２．このため、研究開発法人における任期付研究員のうち、以下に該当する者に係る人員及び人

件費については、行政改革の重要方針及び行政推進法に基づく、総人件費改革の取組の削減対

象の人員及び人件費からは除くこととする。 

    （２）運営費交付金により雇用される任期付研究員のうち、国策上重要な研究課題（第三期科学

技術基本計画（平成 18年 3月 28日閣議決定）において指定されている戦略重点科学技術を

いう。）に従事する者及び若手研究者（平成 17年度末において 37歳以下の研究者をいう。） 
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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。 

 

指標*) 

1-1-ア 効率的な自己評価・点検の体制整備が行われ、客観性、信頼性の高い評価・点検が実施されているか。特

に、自己評価・点検を通じて自身が有する問題点の明確化、対応策の検討がなされているか。 

1-1-イ 研究資源の投入と成果の分析が適切に実施されているか。 

1-1-ウ 研究成果の普及・利用状況の把握が適切に行われているか。 

1-1-エ 評価・点検結果の反映方針が明確にされているか。また、実際に反映されているか。 

1-1-オ 研究職員の業績評価が適切に行われているか。また、処遇等への反映に向けた取り組みが行われているか。

1-1-カ 一般職員を対象とした評価制度の導入に向けた取り組みが行われているか。 
*） 独立行政法人農業環境技術研究所の各事業年度に係る業務の実績に関する評価基準（農林水産省独立行政法

人評価委員会農業技術分科会）で定められている評価のための指標。以下の「指標」についても同様。 

中項目実績 

● 自己評価・点検（指標 1-1-ア） 

第２期中期目標期間が平成 22年度で終了することから、次期中期目標期間の研究課題及び

業務運営についての検討を実施した。次期の研究課題については、研究管理職等で構成する

次期研究構想検討委員会及び上席研究員・主任研究員レベル等で構成する専門検討部会を設

置し、４月から９月までの間に計６回の委員会と 14回の専門検討部会を開催し、所員の意見

聴取を経て 10月に次期の重点研究課題（案）をとりまとめた。研究以外の業務運営について

は、各室長・専門役、研究管理職等で構成する次期業務運営検討委員会を設置し、12 月から

平成 22年３月の間に計８回の委員会を開催し、次期業務運営の中間とりまとめを行った。両
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委員会での検討は、本研究所として研究課題や業務改善の考え方を中間的に整理したもので

あり、今後、農林水産省における中期目標の検討にあわせ、さらに検討を進めるものである。

こうした作業を通じて、独法化後の研究成果やその活用状況、各種数値指標の推移等を整理

した（P参考-1 資料 1、P参考-25 資料 2参照）。また、問題意識の共有、アイディアの掘り

起こしを進めた。 

 

表 1-1-ア-1 次期の研究課題及び業務運営の検討の概要 

１．次期研究構想検討委員会 

（１）趣旨 

次期中期目標期間（平成 23年度～平成 27年度）に取り組むべき重点研究課題の検討を行う。 

（２）検討体制 

 ・委員会：理事（委員長）、研究統括主幹、業務統括主幹、研究コーディネータ、農業環境インベントリー

センター長、研究領域長、企画戦略室長（事務局） 

 ・専門検討部会：部会ごとに、担当研究領域長、農業環境インベントリーセンター長（部会長１名及び部会

長補佐１名）、上席研究員・主任研究員等７～12名 

（注）委員会の下に、地球規模環境変動研究部会、生物多様性研究部会、化学物質・土壌研究部会、知的基

盤研究部会の４部会を設置。 

（３）検討経緯 

  平成 21年４月から９月の間に、委員会を計６回（うち１回は所内公開で有識者の講演を実施）、 

専門検討部会を計 14回開催。９月に所員の意見照会。10月に所議報告。 

（４）検討結果概要 

  次期中期目標期間に取り組むべき重点研究課題案として、５つの柱の９課題について、その内容や必要性

を整理した。 

 

２．次期業務運営検討委員会 

（１）趣旨 

  次期中期目標期間に取り組むべき業務運営（研究を除く）の改善方策の検討を行う。 

（２）検討体制 

 ・理事（委員長）、研究統括主幹、業務統括主幹、研究コーディネータ、農業環境インベントリー 

センター長、研究領域長、総務管理室長、財務管理室長、連携推進室長、広報情報室長、 

研究技術支援室長、研究情報システム専門役、安全管理専門役、企画戦略室長（事務局） 

（３）検討経緯 

  平成 21年 12月から平成 22年４月の間に、委員会を計８回開催。平成 22年４月に所議報告。 

（４）検討結果概要 

  現中期計画の中項目ごとに、次期に業務改善を実施する事項(20項目)、次期の実施についてさらに検討す

る事項(23項目)を整理した。 

 

 
平成 20年 10月に改定された「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（内閣総理大臣決定）（以

下、「大綱的指針」という。）では、研究開発評価を国際水準で行うため、評価における国際的ベ

ンチマークの導入、海外の研究者の活用の促進等について記述されている。これを踏まえた国際

的ベンチマーク等導入に向けた取り組みとして、平成 21年度には、中国科学院南京土壌研究所と

の国際的ベンチマーク実施に関する調整、本研究所の研究についての海外の第一線の研究者との

意見交換、学術論文データベース Scopus による国内外の研究機関との比較等を実施した。研究

所の目的や仕組み、社会制度、文化背景の違いがある中で適切な比較を行うため、引き続き検討
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を行い、平成 22年度に国際的ベンチマークの試行を実施することとしている。 

 

本研究所の評価指針、課題評価要領等に基づき、平成 21年度実績評価を実施した（図 1-1-ア、

表 1-1-ア-2、表 1-1-ア-3）。研究課題については、各リサーチプロジェクト（小課題ごとの研究推

進単位。以下「RP」という。）ごとに、４月に設計会議で平成 20年度に実施した研究課題重点化

点検の結果に即した計画設計を行い、９～10月の中間検討会議、12月の RP成績検討会議により

進捗管理と成果の確認、問題点の摘出を行った。平成 22年２月に課題評価会議を開催し、２日間

にわたる RP からの成果報告と質疑を踏まえ、外部評価委員４人と本研究所の研究管理職が各小

課題の評価を実施した。研究以外の業務については、年度計画に基づき、各室で業務を推進した。

毎月、室長・専門役会議を開催し、各室の業務進捗の確認と各室の連携を図った。また、10月に

企画戦略室が年度計画の進捗状況及び平成 20 年度業務実績評価における独立行政法人評価委員

会及び評議会の指摘事項に関する対応状況を確認し、役員会に報告した。研究とその他の業務を

あわせた業務全体の評価のため、平成 22年３月には自己評価会議を開催し、所内メンバーによる

業務実績の詳細な確認を実施した。その後、評議会を開催し、外部委員 11人による評価を実施し

た。これらの自己評価の結果と主な経緯については本研究所のWebサイトにおいて公表している。

（P参考-29 資料３参照） 

表 1-1-ア-2 評議員及び課題評価会議外部委員一覧 

（評議員） 
区分 氏 名 役       職 

外部専門家 
・有識者 

大沼あゆみ 慶應義塾大学経済学部教授 
◎古在 豊樹 千葉大学環境健康フィールド科学センター教授 
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 
根本 久 埼玉県農林総合研究センター水田農業研究所長 
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 

関係機関 大垣眞一郎 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 
高柳 和史 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 

(注)◎印：評議会委員長 

（課題評価会議の外部評価委員） 
区分 氏 名 役       職 

外部専門家 
・有識者 
 

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 
田辺 伸介 愛媛大学沿岸環境科学研究センター教授 
矢原  徹一 九州大学大学院理学研究院教授（生態科学研究室） 
渡邉 紹裕 総合地球環境学研究所研究推進戦略センター教授 
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写真 1-1-ア-1 課題評価会議（左）及び評議会（右） 

 

　　③RP成績検討会議

　　④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年度から３月に実施（それまでは４月））

（　研究課題の推進　） （　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
　②RP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

業務運営の中間点検
＊平成20年度に新設

各種業務の実施

 
 

図 1-1-ア 業務運営と評価の流れ図 

 

表 1-1-ア-3 平成 21年度業務実績評価の実施経緯 
対象 評価関係作業 実施時期 内     容 
研究 ①RP設計会議 4月上中旬 RPごとに平成 21年度の課題設計を検討。 

②RP中間検討会議 ９～10月 RP ごとに、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。 

③RP成績検討会議 12月 平成 21年度の成果と問題点の把握、平成 22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。同
報告書に自己評価欄を設け、問題点の摘出を図った。 

④課題評価会議 平成 22 年２
月１日～２
日 

小課題毎に平成 21 年度における進捗状況と成果について、外部
評価委員４人と本研究所の内部評価委員（研究管理職）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（ピ
ュアレビュー）。 
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業 務
運営 

業務運営の中間点
検 

平成 21年 
10月 

業務運営（研究部分除く）の進捗状況を企画戦略室が確認し役員
会に報告。進捗に問題がある場合には担当部署に注意喚起等を実
施。 

全体 自己評価会議 平成 22年 
３月１日 

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。 

評議会 ３月 19日 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。

自己評価の決定 ５月  評議会の評価結果について所内で検討の上、役員会で審議し、本
研究所の評価結果とした。 

 

●研究資源の投入と成果の分析（指標 1-1-イ） 
研究課題ごとに平成 21年度の投入資源及び成果を算出し、その結果を課題評価会議での参考資

料とした。また、課題評価会議や RP 成績検討会議において、投入資源に比較して成果が少ない

研究課題については、成果を出す努力を促し、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。（P参考-61 資料 10参照） 

 

●研究成果の普及・利用状況の把握（指標 1-1-ウ） 

研究成果の普及・活用状況の把握のため、平成 15～19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。全体傾向としては、成果公表後５年程度の間に半数

以上の成果が活用されていることが確認され、活用可能性がある成果を含めると８割以上となっ

た。一方、現時点では現場活用の見込みが十分でない成果もあり、それらについては PR や改良

により普及を進めることが必要である。（P参考-40 資料４参照） 

 

表 1-1-ウ-１ 追跡調査結果の概要 

A（経済活動等で活用されている）            ：１４件（５８％） 

B（近い将来、経済活動等で活用される可能性がある）   ： ６件（２５％） 

C（現時点での経済活動等で活用されていない（Bを除く） ： ４件（１７％） 

 

上記の追跡調査は、「普及に移しうる成果」を対象とし、農業研究関係の独立行政法人が共通的

に実施しているものである。しかし、研究成果の活用は、必ずしも「普及に移しうる成果」の単

位で行われているわけではなく、また、「普及に移しうる成果」以外の成果の中にも社会で活用さ

れているものがある。そのため、本研究所独自の取り組みとして、「主要成果」を含めて研究成果

を整理し、成果グループごとに本研究所内等で把握できる範囲で活用状況の把握を試みた（P 参

考-１ 資料１参照）。その結果、以下のような成果活用が確認できた。 

 

表 1-1-ウ-2 農環研の研究成果活用の事例 

普及・活用されている成果

［研究期間］ 
成果と活用状況の概要 

 

１．農業環境中のダイ
オキシンの動態解明
と汚染軽減方策 
［平成 11～16 年］ 

 イネが土壌からダイオキシンを吸収しないことなどダイオキシンの農業環境中
の動態解明を進め、野菜類などのダイオキシン類汚染低減方策をとりまとめた。 
 所沢産野菜のダイオキシン汚染報道（11.2）をきっかけにダイオキシン問題が国
民の関心事となった際、国への資料提供、プレスリリースによる国民への周知等を
通じて、農作物の安全性の確認や安心の確保に貢献した。また、政府のダイオキシ
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ン対策推進基本方針（H11.3 関係閣僚会議）、ダイオキシン対策特別措置法（H11.7
制定）等に基づく対策に貢献。 

Ａ
農
業
環
境
リ
ス
ク
管
理
技
術 

２．水稲及びダイズの
カドミウム吸収抑制
対策技術マニュアル 
［平成 12～17 年］ 

 水稲及びダイズにおいて、カドミウム吸収特性の解明を進め、湛水管理や施肥管
理等による対策技術マニュアルをとりまとめた（マニュアルは農林水産省と連名）。
湛水管理により玄米中カドミウム濃度は大幅に低減する（通常の水管理 0.5→湛水
管理 0.08（mg/kg））。マニュアルは全都道府県に配布、改訂され、現在も対策が必
要な地域約４万 ha で活用。 
 

３．カドミウム汚染水
田の浄化技術 
［平成 15～21 年］ 

 抜本的なカドミウム汚染対策として、化学洗浄法やファイトレメディエーション
（植物浄化法）により、汚染水田からカドミウムを除去する技術を開発した。これ
らの技術は、従来の対策技術（客土）より大幅なコスト低減が見込まれる（10a 当
たりの概略コストは、客土：500 万円、化学洗浄法：330 万円、ファイトレメディ
エーション 75 万円（３年間）。これまでに８県で現地実証を実施。 
 

Ｂ
生
物
多
様
性
と
地
球
温
暖
化
対
策 

４．農村環境モデルの
創造・展示による生物
多様性の理解増進 
［昭和 58 年～平成 21
年］ 

 農業活動が農村環境に特有の生き物の存続にとって重要な要因であることを示
し、実物大の農村環境モデル（ミニ農村）の創造・展示、著書、講演等により国民
の理解増進を進めた。 
 研究成果は、生物多様性国家戦略における二次的自然の重要性の認識に貢献し、
農村における生物の保全をめざす多くの取り組みに活用されている。文部科学大臣
表彰受賞（科学技術賞：理解増進部門）「ミニ農村の創造・展示による農村の生物
多様性の理解増進(H21) 

５．農耕地からの温室
効果ガス排出量算定
方法の精緻化 
［平成 15～18 年］ 

 水田などの農耕地が重要な排出源となっている温室効果ガス（メタン、亜酸化窒
素）について、排出量算定方法を精緻化した（従来法では排出量が過大に見積もら
れていた）。 
 開発した算定方法は IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の 2006 年版ガイド
ラインに採用され、我が国及び世界各国の国別インベントリー報告書で活用されて
いる。IPCCの 2008 年ノーベル平和賞受賞の際、農環研の３名の研究者に IPCC よ
り感謝状が授与されている。 

６．水田水管理による
メタン発生抑制技術 
［平成 14～20 年］ 

 水田が重要な排出源となっているメタンについて、水田水管理による排出量抑制
技術を開発した。本技術は、平成 20 年度より全国９カ所で実証事業が行われ、施
策化が検討されている。また、平成 21 年 12 月に行われた気候変動枠組み条約
COP15 において、農業分野からの温室効果ガスに関するグローバル・リサーチ・
アライアンス（GRA）設立についての閣僚共同宣言が行われ、参加国（23 カ国。
その他オブザーバー３カ国）政府の合意に基づく国際研究ネットワークが立ち上げ
られた。この中で、わが国は水田からのメタン排出抑制技術等で貢献することとな
っている。これは、本技術が世界の地球温暖化対策としても期待できるものである
ことを示している。 

Ｃ
基
盤
研
究 

７．農業環境中の放射
能モニタリング 
［昭和 58～平成 21
年］ 

 原子炉事故などの緊急時に安全性を判断するため、作物・農耕地土壌における放
射性物質のモニタリングを実施。モニタリング結果は、JCO放射能漏れ事故（H11）、
チェルノブイリ原発事故（S61）の際の農産物の安全性の確認に貢献。 

８．土壌モノリスを活
用した土の理解増進 
［昭和 58～平成 20
年］ 

 土壌断面を樹脂で固定した土壌モノリス（土壌断面標本）の作成法を開発し、そ
の展示・普及により作物生産や環境保全と土壌の関係について、農業者や一般国民
の理解を増進した。土壌モノリス展示館への来訪者は累計３万人に達し、土壌モノ
リスは国内外に広がった。平成 21 年には、国会（衆議院環境委員会）でも土壌モ
ノリスを用いて土壌の重要性が紹介されている。文部科学大臣表彰受賞（科学技術
賞：理解増進部門）「土壌モノリスを活用した土の理解増進」(H20) 

 

本研究所の「普及に移しうる成果」及び「主要研究成果」は、冊子「研究成果情報」にまとめ

るとともに、本研究所Webサイトで閲覧できるようにしている。 

 

●評価・点検結果の反映方針（指標 1-1-エ） 

研究課題重点化点検結果に明記した重点化のための措置に基づき、平成 21年度初頭に RPの再

編、名称変更等を行った（P20表 1-2-カ参照）。また、重点化の方向に沿った平成 21年度計画及
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び RP の工程表を作成した。運営費交付金の配分については、所内競争的研究資金と位置づけら

れる研究推進費のなかに小課題間連携強化費（RP間の連携の強化に特に必要な経費）を新設し、

小課題強化経費とともに重点化の内容に即した研究に限定して配分した（P16指標 1-2-ア参照）。 

平成 21年度業務実績評価に関しては、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平成 22年度計画に反映した。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ている。 

また、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 21 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 22

年度の RPへの一般研究費を配分した（P16 指標 1-2-ア参照）。 

 

●研究職員の業績評価と処遇等への反映（指標 1-1-オ） 

一般研究職員の業績評価の処遇への反映に関しては、平成 21年度業績評価から、翌年度の処

遇（勤勉手当）に反映させることとしている。処遇反映に向けスケジュールを約１ヶ月早期化

することとし、平成 20年度業績評価、平成 21年度業績評価とも、翌年度の５月に評価作業を

完了した。評価作業は全体として円滑に行われるとともに効率化された。平成 21年度業績評価

結果は、平成 22年度の処遇（勤勉手当）に反映することとしている。 

研究管理職員については、平成 20 年 4 月に評価規程及び評価マニュアルを改定し、平成 20

年度業績評価から、目標管理型の評価システムとして実施した。評価作業は、平成 21年３～６

月に実施し、平成 21 年度の勤勉手当に反映させた。平成 21 年度業績評価については平成 20

年度業績評価と同様に実施することとしており、平成 21年５月に目標設定を行った。 

 

●一般職員を対象とした評価制度の導入（指標 1-1-カ） 

一般職員を対象とした新たな人事評価制度導入に向け平成 19 年度に一般職の一部管理職員等

を対象に試行を行い、平成 20年度には、一般職員及び技術専門職員全員を対象に平成 20年９月

から 21年１月までの５か月間の試行を実施した。平成 21年度は、20年度試行終了後に参加者か

らの意見等をとりまとめ検証し、試行のマニュアル等に反映するとともに、各評価者から被評価

者への説明及び目標設定ミーティング、さらには評価者訓練を実施する等の改善を加え、試行を

平成 21年 7月から 11月までの 5か月間として実施した。この試行結果を踏まえ検討し、平成 22

年度に評価制度を導入することとしている。 
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自己評価 

中項目 

1－1 

評価ランク コメント  

A 

次期に向け取り組むべき研究課題や業務運営の改善点について、

所員の間で問題意識を共有し、所員のアイディアを掘り起こしな

がら検討が行われたことは評価できる。これまでの研究の流れ、

各種の数値指標の推移等を行い客観的な評価・点検を行おうとす

る姿勢がみられる。 

平成 20 年度に実施した研究課題の重点化点検結果や平成 20 年

度実績評価結果を、年度当初の RPの再編に加え、交付金配分等に

反映させたこと、独法化後の研究成果の活用や社会貢献の状況把

握をこれまで以上に幅広く実施したことは評価できる。 

一般研究職員の評価結果の処遇反映に向けた取り組み、一般職員

の評価制度の導入に向けた取り組みは着実に行われており評価で

きる。 

 

前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

1－1 

評価ランク コメント  

A 

自己評価についてこれまでの取組に加え、本年度は業務運営に

係る中間点検を実施したことは評価できる。整理合理化計画に係

る研究課題の重点化に関しては、点検の基本的考え方を明確にし、

それぞれの進捗状況を明らかにした上で、リサーチプロジェクト

（RP）の再編等を実施したことは評価できる。研究成果の普及・

利用状況の把握に関しては、追跡調査を実施し重点化に向けた点

検結果に反映していること、追跡調査の問題点を把握したことは

評価できる。研究職員の業績評価の処遇への反映方法、導入時期

を明確にするなど、本中期計画期間中の導入に向けて進展したこ

とは評価できる。引き続き、一般職員の評価制度の導入に向けた

着実な取り組みを期待する。 



 15

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。
（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、
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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。 

 
指標 
1-2-ア 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が行われているか。 
1-2-イ 競争的研究資金等の外部資金の獲得に向けた十分な取り組みが行われ、獲得金額が増加している

か。 
1-2-ウ ミッションの達成に向けた施設・設備の計画的整備が行われているか。 
1-2-エ 研究施設・設備の共同利用の促進の取り組みが適切に行われているか。 
1-2-オ 環境化学物質分析施設等に関する情報をインターネット等を介して公開し、利用促進が図られてい

るか。 
1-2-カ 研究基本組織の配置、小課題の進行管理を推進するための研究体制の構築は行われているか。また、

政策的要請や社会的ニーズに対応するための組織の見直しに向けた取り組みが行われているか 
1-2-キ 人材育成プログラム及び若手職員の養成プログラムの策定、他機関との人材交流などによる人材育

成の取り組みが適切に行われ、その効果がみられるか。 
1-2-ク 研究職員にインセンティブを付与するための取り組みが行われ、その効果が見られるか。 
1-2-ケ 各種研修の実施、資格取得の支援が行われ、その効果が見られるか。 

 
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（指標 1-2-ア） 
運営費交付金については、所内競争的資金と位置づけられる研究推進費（平成 21年度予
算額：約 236 百万円）を活用し、所内で募集を行い配分すること等により、重要な研究や
国際会議等への重点配分を図った。特に、平成 20年度に実施した研究課題の重点化点検結
果の反映のため、研究推進費のなかに小課題間連携強化費（平成 21 年度予算額：約 15 百
万円）を新設し、小課題強化経費（平成 21 年度予算額：約 76 百万円）とともに、重点化
の内容に即した研究に限定して配分した。また、運営費交付金の一般研究費（平成 21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 20 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に基づく基準値に、評価結果による係数（S：1.3、
A：1.2、B：1.1、Cまたは D：1.0）を乗じた額を配分）。 
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表 1-2-ア-1 研究推進費等による重点配分事例 
区分 

(平成 21年度予算額) 
 

資 金 の 趣 旨 
 

配 分 状 況 
 

 
 
 
直
接
研 
究 
費 

 

小課題強化経費 
( 76 百万円 ) 

小課題の推進に特に必要な経費及びポスドクの
雇用に配分（RPリーダーが申請）。配分に当たって
は、研究課題重点化点検結果に即したものであるこ
とを重要な基準とする。 

小課題の推進のため
の経費 12 件、ポスド
ク雇用 10人を採択。

小課題間連携強化
費( 15 百万円 ) 

小課題間の連携の強化に特に必要な支出に配分。
配分に当たっては、研究課題重点化点検結果に即し
たものであることを重要な基準とする。 

3件を採択 

法人プロジェクト
経費( 16百万円 ) 

国際的な視点で見た新規性及び革新性があるシ
ーズ研究、成果をさらに発展させるフォローアップ
研究等に配分。 

17課題を採択。 

スタートアップ資
金( 8百万円 ) 

任期付き研究員として新規採用された者が、仕事
の開始にあたり必要となる経費に支給。 

2件を採択 

機械整備費 
( 40百万円 ) 

高額機器、大型機器のうち、戦略的に整備すべき
もの、コストに見合った成果が期待できるもの等へ
の支出に配分。 

4件を採択 

研
究
運
営
費 

国際対応経費 
( 20百万円 ) 

国際会議の開催、MARCOのもとでの研究者招へ
い、国際共同研究等に配分。 

国際会議 3件、研究者
招へい 1件、国際共同
研究 1件を採択。 

理事長裁量経費 
( 9百万円 ) 

理事長の裁量により機動的に配分。 女性研究者支援モデ
ル育成事業、海外派遣
等を実施。 

（注）上記の資金は、特に記述がない場合、研究者からの申請を予算管理・運営委員会が審査・採択。 

 
国の委託プロジェクト研究については、農林水産省、環境省、文部科学省の研究制度に
積極的に応募し、本研究所のミッションと関係する研究を実施した。これらのプロジェク
ト研究では、本研究所の研究員がプロジェクト推進リーダー、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、多数の研究機関と連携し、国の政策に活用できる成果や全
国で活用できる技術の創出を目指している。平成 21年度は、これらのプロジェクト研究の
多くについて、委託元である農林水産省等と共催でシンポジウムや研究成果発表会を開催
し、成果のアピールと活用促進を図った（P76表 2-2-エ-2参照）。その他、中期計画の達成
に資する各種の受託研究等を実施した。 

  
「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」「農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発」 

写真 1-2-ア 研究プロジェクトの成果発表会 

 



 18

表 1-2-ア-2 国の委託プロジェクト研究、その他の受託研究等の事例 
委託元 研 究 課 題 研究期間

農林 

水産省 

等 

 

 

 

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 18～22 

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 

遺伝子組換え作物と一般作物等との共存のための技術開発 H14～22 

農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法開発 H20～24 

生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技

術の開発 

H20～24 

低濃度エタノールを用いた新規土壌消毒技術の開発 H 20～24 

水田土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業 H 20～24 

アジア各地のイネ群落微気象環境データベースの構築と群落内気温の地域

特性の解析（食と農の安全確保のための多国間研究交流ネットワーク事業） 

H21 

環境省 東アジアにおける生態系の酸性化・窒素流出の集水域モデルによる予測に関

する研究 

H 20～24 

温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定化レベル検討のための温暖化影

響の総合的評価に関する研究 

H 17～21 

文 部 科

学省等 

実測可能な滞留時間別コンパートメントからなる土壌炭素動態モデルの構

築 

H 21～23 

茶草場として成立する半自然草地の多様性と維持機構の解明 H 21～23 

特殊観測技術による作物の収量構成要素・葉群構造推定のための新規光学的

指標の構築 

H21～23 

 
●競争的研究資金等の外部資金の獲得（指標 1-2-イ） 
中期目標の達成に有効な外部資金について、引き続き積極的に応募し、前年度からの継

続実施も含め、計 87件、約 17億 2,700万円を獲得した。うち、競争的資金については 57
件、約２億 6,400万円となっており、課題件数、獲得金額とも対前年で増加した。 
平成 21年度の応募・採択の状況については、農林水産省、文部科学省、環境省等の競争
的資金に対して、代表提案として 43 課題、参画提案として 41 課題に応募し、代表提案と
して 12 課題、参画提案として 10 課題が採択された。その他の公募型、企画競争型プロジ
ェクトを含めると、代表提案 17課題、参画提案 16課題が採択された。 
これら外部資金獲得に向けた新たな取り組みとして、競争的研究資金の年間応募スケジ
ュールを作成し、所内への周知を徹底した。また、競争的研究資金獲得のインセンティブ
を与えるため、獲得した研究資金にかかる一般管理費及び間接経費の一部に相当する金額
を、獲得した研究者に研究環境改善のための経費として配分することとした。昨年度に引
き続き、外部講師による科学研究費補助金応募に関する所内説明会を開催した。この説明
会では、研究費の不正利用防止についてもあわせて説明を行った。予算管理・運営委員会
や研究管理職による応募計画のブラッシュアップも継続して実施した。 
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表 1-2-イ-1 平成 21年度外部資金獲得状況 

  配 分 機 関 件 数 
獲得予算 

（百万円） 

分担機関への

配分（百万円） 

競争的研究資金 （全機関） 57 264 60 

公募型 

  

  

農林水産省 17 1,313 965 

環境省 9 61 14 

文部科学省・JSPS・JST 5 77 17 

その他 民間・財団・他独法等 3 12 0 

合計   87 1,727 1,056 

 
表 1-2-イ-2 競争的資金獲得状況の推移 

配分
機関 

事業名 件 数 （件） 予 算 額 （百万円） 
H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21 

農林
水産
省等 

新たな農林水産政策を推
進する実用技術開発事業
等 

7 10 7 5 3 125 79 64 52 46 

イノベーション創出基礎
的研究推進事業等 

- - 2 4 4 - - 39 78 90 

文部
科学
省等 

科学研究費補助金 6 10 31 37 43 14 29 70 67 81 

科学技術振興調整費 3 2 2 0 2 126 138 133 - 19 

その他 
- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

2 
 

- 
 

- 
 

2 
 

- 
 

- 
 

環境
省 

地球環境研究総合推進費 7 6 5 5 3 144 141 119 62 28 

合計 23 28 48 51 57 409 387 426 259 264 

 
表 1-2-イ-3 平成 21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 

  代表提案 参  画 

  採択件数 応募件数 採択率 採択件数 応募件数 採択率 

競争的研究資金 12 43 28 % 10 41 24 % 

その他外部資金 5 21 24 % 6 15 40 % 

総数 17 64 27 % 16 56 29 % 

 
●施設・整備の計画的整備（指標 1-2-ウ） 
平成 21年度には、インフラの老朽化対策として、微生物生態実験棟空調設備改修等を実
施した。また、将来環境が農作物や土壌に及ぼす影響評価と予測研究の中核となる開放系
大気 CO2増加（FACE）実験施設整備等を実施した（Ｐ107指標 7-1参照）。 
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●研究施設・設備の共同利用の促進の取組（指標 1-2-エ） 
本研究所内の機器類については、所内での共用を進めて効率化を図る方針を平成 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。また、独法間の研究協定に基づき、他法人の
研究者による機器の利用を認めるとともに、4,000万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も実施している。 

RI 実験棟については、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が、平成 21年度には、国際農林水産業研究センタ
ーから使用の申し入れがあった。これを踏まえ、本研究所のアイソトープ部会等で検討を
行った上で、受け入れを決定し、10月から受け入れを実施している。 
本研究所にある研究用別棟の老朽化や維持コストを勘案し、今後、別棟利用の一層の集
中化を進める方針を決定し、所員に周知した。また、この方針に即した見直しを推進する
ため、別棟利用申請、利用報告の手続きを変更し、企画戦略室の所内調整機能を強化した。
（Ｐ100指標 3-コにも記載）。 

 
●環境化学物質分析施設等の利用促進（指標 1-2-オ） 
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 21年度は約 30％
であり、外部利用を含め、年間を通じて有効に活用されている。 

 
●研究基本組織の配置、研究体制の構築、組織の見直し（指標 1-2-カ） 
第２期中期目標期間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（P3 組織図 参照）。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、円滑に機能
するようになった。 
平成 20 年度に実施した研究課題重点化に向けた点検結果を踏まえ、平成 21 年度初頭に

RPの再編を実施した。すなわち、温室効果ガス RPと炭素窒素収支 RPを統合し、農業分
野での地球温暖化緩和策の総合的な対策を重点強化することとした。また、各 RP内でも研
究内容の重点化を行った。研究内容の変更に応じ、一部の RPでは名称変更を実施した。 
平成 21年度には新たに特任研究員の制度を設けた。これは、大学や独立行政法人等の研
究機関から、高度な専門知識を持つ者を本研究所の研究員として招へいし、本研究所の研
究及び研究業務の運営について指導・助言を行ってもらう仕組みである。農業環境インベ
ントリーシステムの高度化のため、国立遺伝学研究機構名誉教授 菅原秀明氏を特任研究
員として委嘱した。 
業務量の増加及び迅速な意志決定に対応するため、安全管理専門役及び研究情報システ
ム専門役をそれぞれ安全管理室及び研究情報システム管理室として、平成 22年度４月以降
体制を強化することとした。（P111 指標 7-2-アにも記載） 

 
表 1-2-カ 研究課題重点化に向けた点検結果を踏まえた RPの再編等（平成 21年４月） 

１．温暖化緩和策 RP の設置（温室効果ガス RP 及び炭素・窒素収支広域評価 RP の再編） 

温暖化緩和策の研究を重点強化するとともに総合的に推進するため、温室効果ガス RP の課題
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と、土壌炭素蓄積など温暖化緩和策に寄与する課題に重点化した炭素・窒素収支広域評価 RP の

の課題を統合し、温暖化緩和策 RP を設置する。 

 

２．農業環境リスク指標 RP 及び環境資源分類・情報 RP の課題の調整及び名称変更 

 土壌情報をはじめとする農業環境情報・指標の利用者への提供に向けた研究を加速化するた

め、農業環境リスク指標 RP に環境資源分類・情報 RP の農業環境インベントリーシステム及び土

壌情報システム関係の課題を移行し、RP 名称を農業環境情報・指標 RP とする。       

 環境資源分類・情報 RP については、環境資源分類 RP とし、包括的土壌分類試案の公開に向け

た研究等を加速化する。 

 

３．RP の名称変更 

 有機化学物質リスク評価 RP について、残留性有機汚染物質（POPs）のリスク低減技術開発に重

点化するとともに、研究内容を明確に示すためRP名称を有機化学物質リスク管理RPに変更する。 

 また、作物生産変動要因 RP について、気候変動への適応策につながる研究に重点化するとと

もに、研究内容を明確に示すため RP 名称を気候変動影響 RP に変更する。 

 

 
 
●人材育成の取組（指標 1-2-キ） 
平成 19年度に策定した本研究所の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」（キャリアデザインシート）の作成、そ
の達成度の確認、研究管理者との面談等を行い、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った。 
研究者の国際的な活動を促進し、国際経験の蓄積を図るため、国際機関や国際研究集会
等への派遣を積極的に行い、日本学術振興会や経済協力開発機構（OECD）等の研究者交
流制度（在外研究）への応募を奨励した（P35 指標 1-5-イ参照）。また、10 月につくば市
で開催した MARCO シンポジウムでは、本研究所の中堅・若手研究者が発表者、オーガナ
イザー、会議運営支援者等として貴重な経験を積むことができた（P35 表 1-5-ア参照）。 
若手研究者に対し、学位の取得を奨励している。平成 21年度の新たな博士号取得者は 3
名で、研究職員中の博士号取得者の割合は 81.0％となった。新任の研究管理職は研究管理
のための研修に参加させた。行政、他独法との人事交流を実施した。また、若手研究者と
理事長の懇談会を開催し、若手研究者の研究状況を把握するとともに、若手研究者と理事
長、若手研究者相互の理解と親睦を図った。 
「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的
推進等に関する法律（平成 20 年法律第 63 号）」（以下、「研究開発力強化法」という。）第
24 条に基づく「人材活用等に関する方針」について検討を行った。今後、政府における独
立行政法人の見直しや、次期中期目標検討の状況を踏まえ、適切な時期に同方針を策定す
ることとしている。 
平成 21年度から新たに開始した女性研究者支援モデル育成事業の中で、講演会、メンタ
ー制度、海外出張支援（２人）、英語論文作成支援（１人）等により、女性研究者やポスド
クの育成を推進した（P112 指標 7-2-オ参照）。 
これまでの人材育成の取り組みの成果もあり、平成 21年度には、本研究所の若手研究員
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が若手農林水産研究者表彰、日本農学進歩賞等の権威のある賞を受賞した。 

 
表 1-2-キ 行政、他独法、大学との人事交流等の状況（平成 21年度） 

 転 入 （人） 転 出 （人） 

研究職員 一般職員 研究職員 一般職員 

農林水産省 1 2  1 
農業・食料産業技術総合研究機構 1 3   
国際農林水産業研究センター 1    
森林総合研究所    1 
大学     
新規採用（参考） 2 

 
●研究職員へのインセンティブ付与（指標 1-2-ク） 
研究職員のインセンティブを高めるため、若手の農環研職員（ポスドク含む）を対象と

した所内表彰（農環研若手研究者奨励賞）を平成 20年度に創設した。これにより、平成 21
年度には２名の研究者を表彰した。 

  

写真 1-2-ク 農環研若手研究者奨励賞授賞式 

 
上記の他、本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 指標 1-2-ア 参照）。また、研究職員の業績評価結果の処遇反映に向けた取り組
みを推進した（P13 指標 1-1-オ 参照）。 

 
●各種研修の実施、資格取得の支援（指標 1-2-ケ） 
平成 21年度の新たな取り組みとして、本研究所の生態系計測研究領域の研究者を講師と
して「農環研統計 GIS研修」を実施した。本研究所の研究員を主な対象として、統計と GIS
の基礎から専門レベルまでの講義と実習を全７回にわたり行い、研究水準の向上を図った。
異なる研究領域、RP間の交流にも効果があったと考えられる。 
職員の資質向上及び資格取得を図るため、科学英語研修、職長研修、簿記資格取得のた
めの学習会等の所内研修等を実施するとともに、情報公開・個人情報保護制度の運用及び
文書等の管理に関する研修会、農林水産関係研究リーダー研修等の外部研修等に職員を参
加させた。商業簿記検定（３級）合格の研修成果もみられる。なお、所内の化学物質等を
管理するため導入した「薬品管理システム」に関する説明会を実施した（Ｐ118 指標 7-4-
イ参照）。 
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表 1-2-ケ 主な研修・講習等の開催状況 

種
別 

研修講習会の名称 実施機関 実施日 
参加
人数 

 平成 21 年度新規採用者研修 農環研 H.21.4.1～4.6、5.11、5.18 2 

所
内
研
修 

農環研 統計 GIS研修 農環研 H.21.5 月～12 月  (全７
回) 

延べ
209 

平成 21 年度 簿記検定試験のための学習会 農環研 H.21.5.13～11.13 週 1回
（全 27 回） 

2 

放射線障害防止のための教育訓練 農環研 H.21.5.22 30 

知的財産に関する講習会 農環研 H.21.7.24  37 

科学英語研修 農環研 H.21.9.4 28 

薬品管理システムに関する説明会 農環研 H.21.9.8 50 
科研費説明会 農環研 H.21.9.24 40 
健康教室「メタボリックシンドローム～いま
いちど学びなおしてみましょう～」 

農環研 H.21.10.16 50 

職長研修 農環研 H.21.10.19～10.20、10.23 1 
平成 21 年度 人事評価の評価者訓練研修 農環研 H.21.11.19 6 
救命講習会 農環研 H.21.11.27 30 

 

メンター研修 農環研 H.21.12.11 15 

平成 21 年度 コンプライアンス研修 農環研 H.21.12.17 47 

新規ネットワーク利用者講習会 農環研 H.21.7.14、H.21.7.16 
H.22.1.12 

20 

グループウェア講習会 農環研 H.22.1.12. 19 

 
ネットワークセキュリティ研修 農環研 H.22.3.12 80 

外
部
研
修 

情報公開・個人情報保護制度の運用及び文書
等の管理に関する研修会 

総務省 関東管区行
政評価局 

H.21.4.7 1 

平成 21 年度第 32 回英語研修 文部科学省 
研究交流ｾﾝﾀｰ 

H.21.4 月～12月（全 30回） 3 

防災管理新規講習会 (財)日本防火協会 H.21.4.15 1 

平成 21 年度 管理者研修 (独)農業・食品産業
技術総合研究機構 

H.21.5.25.～27 1 

平成 21 年度農林水産関係研究リーダー研修 農林水産省（農林水
産技術会議事務局） 

H.21.5.27～29 3 

平成 21 年度 チーム長研修 (独)農業・食品産業
技術総合研究機構 

H.21.6.24～26 1 

「行政管理講座」－情報公開・個人情報保護
制度と公文書管理－ 

(財)行政管理研究
センター 

H.21.7.23～24 1 

平成 21 年度農林水産関係若手研究者研修 農林水産省（農林水
産技術会議事務局） 

H.21.7.29～31 3 

平成 21 年度公文書館等職員研修会 (独)国立公文書館 H.21.9.1～2 2 

第 4 回関東地区評価能力向上研修〈応用編〉
指導者養成コース 

人事院関東事務局 H.21.9.8 1 

職員相談員実務研修会 (財)日本人事行政
研究所 

H.21.9.25 1 

非常勤職員雇用の人事実務研修会 (財)日本人事行政
研究所 

H.21.9.29 1 

第 6 回関東地区評価能力向上研修(ロールプ
レイ編)指導者養成コース 

人事院関東事務局 H.21.9.30 1 
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平成 21 年度「計量管理報告及び供給当事国
別管理報告等の記載容量講習会(初級ｺｰｽ)」 

(財)核物質管理セ
ンター 

H.21.10.1～2 1 

平成 21 年度農林水産関係中堅研究者研修 農林水産省（農林水
産技術会議事務局） 

H.21.10.14～16 3 

第 28 回政府出資法人等内部監査業務講習会 会計検査院 H.21.11.9.～13 1 
平成 21 年度農研機構「短期集合研修（数理
統計）」（応用編） 

(独)農業・食品産業
技術総合研究機構 

H.21.11.16～20 1 

第 20 回消費税中央セミナー 全国関税会連合会 H.21.11.25 1 

安全運転講習会 農林水産省（農林水
産技術会議事務局
筑波事務所） 

H.21.12.3 10 

平成 21 年度英語研修 Winter English 
Class 

文部科学省 
研究交流ｾﾝﾀｰ 

H.22.1 月～3 月（全 10 回） 2 

安全教育（刈払い機作業管理者） 日立建機講習セン
ター 

H.22.1.8 3 

レファレンス業務講習会 農林水産省（農林水
産技術会議事務局
筑波事務所） 

H.22.1.15 1 

平成 21 年度資質向上講習(エネルギー管理
者) 

(財)省エネルギー
センター 

H.22.3.3 1 

自衛消防業務講習 日本消防安全セン
ター 

随時 5 
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自己評価 
中項目 
1－2 

評価ランク コメント  

A 

国の委託プロジェクト研究を代表機関として重点実施する
とともに、シンポジウム等を開催し、成果のアピールや活用促
進を図ったことは評価できる。運営費交付金を、本研究所内競
争的研究資金等として重点的に配分するとともに、開放系大気
CO2 増加（FACE）実験施設など今後の重点研究の中核となる
拠点を整備したことは評価できる。 
外部資金については、年間応募スケジュールの周知や研究資
金獲得に対する研究者のインセンティブ付与等の取り組みを
行い、高い水準を維持している。 
人材育成に関しては、MARCOシンポジウムで多くの中堅・
若手人材に国際会議の経験を積ませるとともに、研究者の自発
的なキャリアアップの促進、農環研若手研究者奨励賞などの近
年導入された方策を着実に実施した。近年、本研究所の若手研
究者が外部の権威ある表彰制度で多くの受賞を果たしている
こととあわせ評価できる。次期に向け、新たな人材活用方針の
策定を進め、引き続き、的確な人材育成を推進することを期待
する。 

 

前年度の
独法評価
委員会評
価 
中項目 
1－2 

評価ランク コメント  

A 

運営費交付金による研究費の重点配分が行われていること、
国の委託プロジェクト研究が重点実施されていることは評価
できる。外部研究資金の獲得に関しては、新たに外部講師によ
る科学研究費補助金応募に関する所内説明会を開催するなど
の取り組みが行われ、獲得件数が増加したことは評価できる。
研究施設、設備に関しては、計画的に改修していること、研究
別棟や高額機器等の共同利用を促進していることは評価でき
る。しかし、老朽化した施設の改修のみならず、ミッション達
成に向けた計画的整備を期待する。組織に関しては、研究課題
の重点化に向けた点検結果を踏まえて RPを再編したこと、平
成 23 年の法人統合に向けた検討体制を整備し検討を開始した
ことは評価できる。研究職員へのインセンティブを高めるため
若手の研究職員を対象にした表彰制度を新設したことは評価
できる。 
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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。 

 
指標 
1-3-ア 総務部門について、管理事務業務の効率化が図られているか。 
1-3-イ 技術専門職の業務を高度な専門技術・知識を要する分野に重点化するための見直し、アウトソー

シング推進に向けた取り組みが行われているか。 
1-3-ウ 研究情報の収集、情報共有システム等による法人全体での情報共有促進の取り組みは適切に行わ

れているか。 

 

中項目実績 

●総務部門の管理事務業務の効率化（指標 1-3-ア） 

第２期よりグループ制を導入するとともに、組織をフラット化し業務を実施している。また、

事務手続等を正確かつ効率的に処理するため所内グループウエア（所内情報）に各種事務手続き

マニュアル及び各種様式を掲載し必要に応じ更新等するとともに、各種連絡及び案内等について、

積極的に電子媒体を活用した情報の共有化を図るなど事務効率化を進めている。 

契約制度の見直しについては、随意契約によることが真にやむを得ないものを除き、一般競争

入札等の競争性のある契約方式への移行を推進してきたところであるが、一方で、一般競争入札

や企画競争を実施した結果、１者応札・１者応募となっている事例が散見される事態となってい

ることから、平成 21年７月に「１者応札・１者応募に係る改善方策」を公表し対応策について検
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討を行った。また、予定価格の作成について、書面による作成が省略できる基準を、契約事務取

扱規程の一部改正により国の基準と同額とした。 

消耗品調達に関しては、使用頻度の高い一部の試薬で単価契約を実施し、契約事務の効率化を

図るとともに、一括大量購入による保有数量の増大の抑制を図った。 

経理事務では小口現金制度の適用範囲の拡大を図ったことから、研究業務への速やかな対応と

あわせて契約事務の効率化にも寄与することができた。 

 

●技術専門職の業務の重点化、アウトソーシング推進等の取組（指標 1-3-イ） 

技術専門職については、第 2 期よりグループ制に再編し、機動的・効率的な体制で、高度な専

門技術、知識を要する分野に重点化しつつ業務を実施している。具体的には、遺伝子組換え作物

に関する栽培試験を、関連規則を周知徹底し、法令を遵守しつつ作業を実施した。特に今年度は、

非組換え作物と共存する条件を確認するために非組換え作物でのキセニア現象を利用した作物間

の距離別交雑率調査を本研究所内のほ場、つくばみらい市、岩手県雫石の現地ほ場などで広範に

調査支援を実施した。また、植生管理の知識を活用したビオトープ管理、研究に用いる土壌、水、

植物、昆虫等の環境資源試料の採取等の技術支援を実施している。一方、このような専門技術を

必要としない業務については契約職員（補助員）での対応を進めた。 

 アウトソーシング推進等の取り組みに関しては、広報誌「農環研ニュース」作成の全面的な外

部委託を検討したが、コスト面で難しいと判断されたため、研究成果の解説記事（２編）の外部

ライターへの取材・執筆委託を試行した。 

また、専門知識を持つ契約職員を活用し、人件費を抑制しつつ、新たな業務に対応している。

広報・情報室では室員の減に対し、科学コミュニケーション業務の経験者を契約職員として雇用

し、一般の見学者への対応と説明、広報イベントの企画・運営において、わかりやすい情報提供

に務めた。連携推進室では、MARCO シンポジウム準備、海外との共同研究や研究協力強化のた

めの業務が、企画戦略室では、女性研究者支援モデル育成事業関係の業務が、安全管理関係では、

薬品管理のオンラインシステムの運用の業務がそれぞれ大幅に増加した。これらの新たな業務の

的確な遂行を図るため、それぞれの分野で専門知識を持つ人材を契約職員として雇用し配置した。 

以上に示す総務部門の管理事務業務の効率化の取り組み、技術専門職の業務の重点化、アウト

ソーシング推進等の取り組み等を期初から進めてきた結果、一般職（総務、財務、広報等の研究

支援部門）及び技術専門職について、第２期の人件費削減目標（５年間で５％以上の削減）に対

応する減員を実施している。 

 

● 法人全体での情報共有促進の取組（指標 1-3-ウ） 

平成 20年度に本研究所内グループウェアの利用者を全契約職員にまで拡大し、本研究所内の各

種通知、共有すべき情報を職員全員に直接伝えられる環境を整備した。平成 21年度はグループウ

ェアの日常業務への利用を更に進めるため、情報検索機能の強化、利用講習会を開催した。これ

らにより、現在、所内への日常的な連絡に利用され、役員・管理職員等の在席状況・スケジュー

ル表、会議室・自動車の予約状況、役員会・所議ほかの議事録・資料、提出書類の様式、新聞記

事情報などの情報共有が進展した。また、グループウェア内に男女共同参画のコーナーを設け女

性研究者支援関連の情報等を収集・発信した。 



 28

研究の企画、進行管理、評価等を効率的に実施するため、平成 19年度に作成した本研究所のデ

ータベース（研究管理データベース）については、運用ノウハウの蓄積とプログラムの改良によ

り、本研究所の業務実績報告書、課題評価会議、各研究職員の業績報告書等の作成にかかる情報

の収集が効率化され、情報の共有が進んだ。 

自己評価 

中項目 

1－3 

評価ランク コメント  

Ａ 

期初より、グループ制の導入と組織のフラット化、本研究所内グ

ループウェアの活用、外部委託や契約職員の活用等の効率化を進

め、業務内容を改善した。技術専門職業務の高度化や法人全体の

情報共有促進についても進展が見られる。こうした取り組みの結

果、一般職及び技術専門職について、第２期の人件費削減目標に

相当する減員を可能とするなどの成果があらわれており評価でき

る。 

 

前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

1－3 

評価ランク コメント  

A 

技術専門職員を高度な専門技術、知識を要する分野に重点化す

ることにより２名を減員したことは評価できる。所内グループウ

ェアの積極的な活用、研究管理データベースの改善、随意契約か

ら一般競争入札への移行を進展させていることは評価できるが、

それらの効果の分析は十分ではない。研究支援部門の効率化の内

容及び結果をよく分析し、経費の節減に結びつけることを期待す

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。 

 
指標 
1-4-ア 国公立機関、大学、民間等との共同研究、人材交流のためのシステムが構築され、その成果が出

ているか。 
1-4-イ 研究推進会議等を開催し、他独法、行政部局、都道府県等との一層の連携強化が図られているか。
1-4-ウ 大学等と包括的協力協定を締結し、一層の連携強化が図られているか。 
1-4-エ 農業・食品産業技術総合研究機構の総合的研究や国際農林水産業研究センターの国際共同研究と

の連携は十分に行われているか。 

 

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、大学等と包括的協力協定（指標 1-4-

ア、指標 1-4-ウ） 

共同研究契約に基づく共同研究、他独法との協定研究を実施した。共同研究は、独法化

後、研究成果の実用化を推進する観点から、強力に推進している。第１期中期目標期間中

に着実に増加し、現在もその水準（年間 20～30件）を維持している。これら共同研究等の

成果として２件の特許出願がなされた。（うち１件は、国内特許と外国特許（PCT）の両方

を出願。すべて民間企業等との共同出願。）（P参考-51 資料７参照）また、共同研究の成果

（ガスサンプリング装置等３件）が新規許諾に至るなど取り組みの成果が見え始めている。 

平成 21年度の新たな動きとして、民間等との共同研究を推進するため平成 20年度に創

設した資金提供型共同研究制度について平成 22年 4月に 3件が開始された。 

大学等との包括的協力協定（連携講座、連携大学院等）に基づき、多数の客員教員の派

遣、教育研究研修生等の受入を行った。またインターンシップ制度により学生を受け入れ
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た。インターンシップ制度は、平成 19年度の制度創設以降、着実な需要があり、職業適性

の見極めの支援、本研究所や、農業と環境に関係する研究に対する理解の増進につながっ

ているものと考えられる。 

以上の他、他の研究機関と連携して多数のプロジェクト研究を実施した（P16 指標 1-2-

ア 参照）。また、他独法、大学との人事交流を推進した（P21 指標 1-2-キ 参照）。 

一方、他の研究機関等との連携が強化されるに伴い、研究成果（研究試料等）の管理の

重要性は増しており、対策の強化を検討している。 

 

表 1-4-ア 他機関との共同研究・人材交流（国内等） 
項目 件数・人数

（H21年度）
備考 

共同研究 共同研究契
約 

26件 共同研究相手は、民間 12、大学等 7、独法等 7、公設試 2
（いずれも延べ数）。 

協定研究 15件 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
て実施する研究。 

研究員等
受入 

JSPS特別研
究員 

4人 
 

 

依頼研究員 5人 都道府県 4人、大学１人 

技術講習生 44人 学生受入 41人 

教育研究研
修生 

6人 連携講座（東京大学）、連携大学院方式による協力協定（筑
波大学、東京農業大学）、連携の推進に関する協定書（豊橋
技術科学大学）による受入。 

その他 6人 特任研究員、研究打合せ等 
教員派遣 
等 

大学との包
括的協力協
定等 

46人 連携講座（東京大学）、連携大学院方式による協力協定（筑
波大学、東京農業大学）、教育研究協力（鯉淵学園）のMOU
等による教授、准教授、客員研究員等の派遣 

大学との兼
業 

7人 非特定独法化に伴い平成 18年度に兼業承認の簡素化を実
施。 

インターンシップ制度 9人 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年度に整備。 

（注１）国内を主な対象とする共同研究、人材交流等（海外を主な対象とするものはＰ37 表 1-5-イ） 

 

●研究推進会議等（指標 1-4-イ） 

行政部局（国及び都道府県）や関係研究機関との連携を図るため、農業環境技術研究所

連携推進会議を平成 22年 3月に東京で開催した。研究成果の活用を一層促進する必要があ

ることや、これまでの連携推進会議で民間企業からの参加が低調であったことを踏まえ、

民間企業からの提言も求め、今後の連携方策について意見交換を行った。 

都道府県との連携を強化する新たな取組として、平成 20年度から都道府県との共催で現

地セミナーを開催している。平成 21年度には、環境政策先進県である滋賀県において「農

業環境技術公開セミナーin 滋賀―地球温暖化と水環境を考える―」を開催し、農業関係団

体や一般の方の参加を得て、研究紹介や研究のあり方について意見交換を実施した。都道
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府県との連携による現地セミナーは２回目となるが、農業関係者等の生の声を聞き研究に

反映させる重要な機会となっている。 

         

 

   農業環境セミナーin滋賀              環境研究機関連絡会及び成果発表会 

写真 1-4-イ 他の機関との連携推進のための会議 

 

また、行政への技術情報の提供と行政ニーズの把握のため、農林水産省消費安全局農産

安全管理課、農村振興局農村環境課等と意見交換会を開催した。近年のこうした取組もあ

り、地球温暖化対策や食の安全など比較的新しい政策分野で本研究所の研究成果が生かさ

れつつある。 

研究機関との連携の関係では、環境研究を行う 13研究機関で結成している環境研究機関

連絡会等を開催した。環境研究機関連絡会では、本研究所が事務局となり、平成 22年に生

物多様性条約 COP10 を控えていることから、「自然と共生する社会をつくる」をテーマと

して成果発表会を行い、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

広く情報を発信することができた。 

 

表 1-4-イ 連携推進のための会議等の開催状況 

会 議 名 内  容 開催日(場所)

農業環境技術研究所連

携推進会議 

行政部局（国及び都道府県）、関係独立行政法人、公設試験研究

機関の参加の下、農環研の研究成果や産学官連携の取組を説明する

とともに意見交換等を実施。 

H22.3.5 

ベルサール

神田(東京都

千代田区) 

農林水産省消費安全局

農産安全管理課との連

絡会 

 農産安全管理課から行政上の課題とこれから必要となる科学的デ

ータや情報についての説明、農環研から、重金属や POPsのリスク、

遺伝子組換え作物に関する最近の知見について説明を行い、意見交

換を実施。 

H21.7.8 

経済産業省

別館共用会

議室(東京都

千代田区) 

農林水産省農村振興局

農村政策部農村環境課

農村環境対策室との連

 農村環境対策室から、気候変動に対する農業生産基盤に関する適

応策、農村環境保全に関する調査についての説明、農環研から温暖

化緩和策と生物多様性に関する最近の知見について説明を行い、意

H21.7.15 

農林水産省

会議室(東京
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絡会 見交換を実施。今後、戦略的環境アセスメント（SEA）が導入され

ることになり、行政部局と研究機関の情報交換が重要になるという

認識が示された。 

都千代田区) 

環境研究機関連絡会及

び同連絡会成果発表会

（第７回） 

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 13機関で結成。平成 21年度は農環研が事務局となり、連絡

会及び成果発表会を開催。成果発表会は、生物多様性条約 COP10

を来年に控え、テーマを「自然と共生する社会をつくる」とし、12

機関から 90課題のポスター発表を実施。農環研からは 8件のポス

ター発表を実施。成果発表会参加人数 231人。 

成果発表会

H21.11.11 

学術総合セ

ンター一橋

記念講堂(東

京都千代田

区) 

農林水産業にかかる環

境研究の三所連絡会

（第９回） 

森林総合研究所、水産総合研究センター及び農環研それぞれか

ら、活動内容や研究成果の説明を行うとともに、今後の協力可能性

について意見交換を実施。ゲノム情報を活用した環境技術の開発に

関する協力について、3所の担当者で検討を進めることとなった。 

H21.10.21 

水産総合研

究センター

日光庁舎(栃

木県) 

 

●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（指標 1-4-エ） 

農業・食品産業技術総合研究機構からの委託を受け「水田の放牧利用による生物多様性

への影響の解明」等の研究を連携し実施した。 

また、国際農林水産業研究センターが実施する国際共同研究「中国食料の生産と市場の

変動に対応する安定供給システム研究」に数名の研究員が参画し、研究推進に協力した。 

農林水産研究独法間の研究協力に関する協約書に基づき、農業・食品産業技術総合研究

機構と 9件、国際農林水産業研究センターと 2件の協定研究を実施した。 
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自己評価 

中項目 

1－4 

評価ランク コメント  

A 

独法化後、件数を増やし積極的に取り組んできた共同研究に

ついては、特許の新規許諾等の成果が見え始めており評価でき

る。民間との連携強化のため平成 20年度に整備した資金提供

型共同研究についても平成 22年 4月に 3件が開始された。行

政部局との連絡会についても着実に実施されている。本研究所

の研究成果や研究員の専門知識が、地球温暖化対策、重金属や

POPｓのリスク管理等の最新の科学的知見を必要とする行政

分野で活用されており評価できる。都道府県と連携した現地セ

ミナー、インターンシップ制度等も着実に実績を上げている。

引き続き、民間、都道府県等との連携を進め、農業環境研究の

ナショナルセンターとして国家的な課題解決や研究レベルの

向上に寄与することを期待する。なお、関係機関との連携強化

に伴い、研究所の研究成果管理の重要性は増しており、適切な

仕組みの整備を期待する。 

 

 

 

前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

1－4 

評価ランク コメント  

A 

民間等との連携強化のために資金提供型共同研究制度を創

設したこと、他独法、大学等との共同研究等の成果として 11

件の特許出願が行われたことは評価できる。都道府県との連携

を強化する取り組みとして福島県と共催で現地セミナーを開

催したことは評価できる。大学等との包括的協力協定によって

人材交流が図られていることは評価できる。今後も関係機関と

連携を強化し、農業環境研究が深化されることを期待する。 
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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。 

 
指標 
1-5-ア  国際研究コンソーシアムの構築に向けた取り組みが行われ、効果が現れているか。 
1-5-イ  国際研究機関や研究者との共同研究、連携強化が十分に行われ、その成果が出ているか。 

 

中項目実績 

●国際研究コンソーシアムの構築（指標 1-5-ア） 

農業環境問題の解決に向けアジア地域の国際連携が重要性を増していること、また、本研究所がイニ

シアチブをとりつつアジアの農業環境研究を推進していくため、10月につくば市において、モンスーン

アジア農業環境研究コンソーシアム（MARCO）シンポジウム 2009「モンスーンアジアにおける農業環

境問題と研究の課題」を開催した。このシンポジウムには、26 カ国から 445 人が参加し、重金属汚染

問題、地球温暖化問題、農業生態系と生物多様性の問題などについて、全体会議やワークショップの場

で３日間にわたり活発な議論や情報交換がなされた。このようにして形成された研究者のネットワーク

は現在も継続し、活発な情報交換が行われている。また、MARCOの下、将来を指向し、人々の求めに

応える国際協力を、挑戦的に推進していく旨のシンポジウム宣言を発表した。 

 

 

 

写真 1-5-ア MARCOシンポジウム 2009 
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1-5-ア MARCOシンポジウム 2009の概要 

  

テーマ：「モンスーンアジアにおける農業環境問題と研究の挑戦」 

“Challenges for Agro-Environmental Research in Monsoon Asia” 

開催日 ：平成 21 年 10 月 5 日（月）～7日（水） 

開催場所：つくば国際会議場（エポカルつくば） 

参加者数：445 人（26 カ国：オーストラリア、バングラデシュ、ベニン、カナダ、中国、エジプト、フランス、ドイツ、

インド、イラン、日本、韓国、マレーシア、ミャンマー、パキスタン、フィリピン、スロバキア、スリランカ、スイス、

台湾、タイ、チュニジア、オランダ、英国、米国、ベトナム） 

プログラム： 

全体セッション 10 月 5 日（月）09:00～17:00、7 日（水）13:00～15:00 

ワークショップ 10 月 6 日（火）09:00～7 日（水）12:00 

【ワークショップ１】植物機能を利用した重金属汚染土壌修復技術の開発（参加者：約 100 人） 

【ワークショップ２】地球温暖化に伴う農作物高温障害の発生、予測と適応戦略（参加者：約 100 人） 

【ワークショップ３】モンスーンアジアの植物資源とアレロケミカルの探索（参加者：約 60 人） 

【ワークショップ４】水田を中心としたモンスーンアジアの農業生態系と生物多様性（参加者：約 80 人） 

【ワークショップ５】農業環境研究におけるメタゲノミクスの展望（参加者：約 180 人） 

シンポジウム声明 

モンスーンアジアにおける水田稲作を中心とした農業体系は、その特徴的な農業生態系を育むとともに、持続的な

生産を可能としてきました。しかしながら、人口増加、経済発展、バイオ燃料生産等により、食料に対する需要は今

後大幅に増え、そのためこの地域における農業生産はさらなる増加が求められると予想されます。 

その一方で、都市化、工業からの汚染、農業の集約化による環境影響、天然資源の枯渇、地球温暖化の進行といっ

た、農業と環境を巡る問題は一層厳しさを増し、将来に暗い影を落とすに至っています。 

天然資源の持続的な利用と生態系の保全を図りながら、農業に対する需要の増大に応えていくためには、この地域

の研究者や農業政策担当者が、迫り来る問題を好機と捉え、国際的に密接な協力関係を築いて対応していく必要があ

ります。 

今回のシンポジウムでは、食品の安全性、地球温暖化、植物資源、生物多様性、土壌微生物のメタゲノミクスとい

う５つのテーマに関して議論が行われました。 

モンスーンアジア農業環境研究コンソーシアム（MARCO）の下、私たちは、将来を指向し、人々の求めに応える国際協

力を、挑戦的に推進していきます。 

 

●国際研究機関や研究者との共同研究、連携強化（指標 1-5-イ） 

国際会議の開催、MOUに基づく国際共同研究、JSPS等の制度などによって、海外機関から 82人の

研究者の受入を行った。本研究所の海外からの研究者の受け入れは、年間 20～50 人程度で年次変動が

大きいが、平成 21年度はMARCOシンポジウムにより、特に多数の研究者を受け入れた。また、国際

的人材育成のため 3人を、所内派遣制度、JSPS等の制度に基づいて、長期在外研究に派遣するなど国

際研究機関等への研究者の派遣を実施した。また、新たに２件のMOUを締結した。 

海外の研究機関と共催で、国際会議「東アジアの陸域生態系における炭素窒素循環とその環境影響」

及び「農薬及び POPsの土壌残留と食の安全に関する国際セミナー」の２件の国際会議、セミナーを海

外で開催し、研究情報の交換を行った。これらはMARCOシンポジウムのサテライトワークショップと
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して実施したものである。 

また、国際協力機構（JICA）に協力し、本研究所において、海外の研究者等に農業環境保全のため

の技術の研修を実施している。平成 21年度は「窒素・リンによる環境負荷の削減に向けた取組」等 11

件の研修を行った。 

平成 21年度には、12月に行われた気候変動枠組み条約 COP15において、農業分野からの温室効果

ガスに関するグローバル・リサーチ・アライアンス（GRA）設立についての閣僚共同宣言が行われ、参

加国（23カ国。その他オブザーバー３カ国）政府の合意に基づく国際研究ネットワークが立ち上げられ

た。この中で、わが国は水田からのメタン排出抑制技術等で貢献することとなっている。 

また、日中両国により、農地を二酸化炭素の吸収源とする地球温暖化防止策等についての共同研究を

行う検討が開始された。これに関する政府での日中農業次官級定期対話、日中農業科学技術交流グルー

プ会合等に対応し、本研究所においても、中国側研究機関である中国農業科学院等との連携について検

討を開始した。 

一方、平成 21年は国際生物多様性年であり、10月にはわが国で生物多様性条約 COP10が開催され

ることとなっている。また、国連環境計画（UNEP）のもとで、生物多様性と生態系サービスに関する

政府間科学政策プラットフォーム（IPBES）の設立の検討が進展している。 

環境対策に関しては、近年、活発な活動をおこなっている気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

の他にも、以上のような国際的枠組みの重要性が増している。 

 

表 1-5-イ 他機関との共同研究・人材交流等（海外等） 

項 目 件数・人数 備  考 

国際シンポジウム

等 

3件 ①MARCOシンポジウム２００９（P36 表 1-5-ア参照） 

②国際会議「東アジアの陸域生態系における炭素窒素循環とその環境影響」 

 アジア地域などの研究者が参集し、東アジア地域の陸域生態系における炭素と窒素

の循環とその環境影響に関して、最新の研究成果の情報交換、今後の研究方向や共同

研究の可能性の検討等を実施。（H21.9.7～9.11：中国南京市、参加者数 80人）（中国

科学院南京土壌研究所主催、農環研共催、MARCOのサテライトワークショップとし

て実施。） 

③農薬及び POPsの土壌残留と食の安全に関する国際セミナー 

アジア諸国の研究者が参集し、アジア諸国における農薬や POPsの作物残留の実態、

残留機構の解明、対策技術等について意見交換を実施。MARCOのサテライトセミナ

ーとして実施。（H21.10.26～30：台湾、参加者数 57 人）（亜太糧食肥料技術中心

（FFTC）等と共催、MARCOのサテライトワークショップとして実施。） 

共同研究契約に基

づく国際共同研究 

1件 

（4機関） 

○韓国、アメリカ、ドイツとの４カ国共同研究「新規水質汚染物質に対する多成分残

留分析法開発」（P64 普及に移しうる成果「水中の有害な有機化学物質を対象とした

分析マニュアル」参照） 

ＭＯＵに基づく研

究協力 

７件 ①農村振興庁農業科学技術院、水原、韓国 

  共同研究実施。年に一度合同検討会議を開催。 

②中国科学院南京土壌研究所、南京、中国 

  JSTの戦略的国際科学技術協力推進事業を共同で実施。 

③The Center for Development Research (ZEF)、University in Bonn,、Germany 

他４件 

研 研究者招聘 75人 MARCOシンポジウム 49人 
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究

員

受

入 

（当所制度に

基づく受入） 

共同研究、セミナー講演、研究打合せ等のための招聘 26人 

ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ 

（各種制度に

基づく受入） 

7人 JSPS外国人特別研究員 1名、JSPS外国人招聘研究者（長期）1名、（短期）1名、

JSPSサマー・プログラム外国人研究者 1名、OECDフェローシップ 1名、JICA日

系研修生 1名、JISTEC理工系大学院生研究支援事業（ウインターインスティテュー

ト）1名 

その他 0人  

研

究

員

派

遣 

国際機関への

派遣 

8人 (注)内訳はＰ85表 2-3-エ参照 

国際学会への

派遣 

94人 2人の招待講演あり 

中期・長期在

外研究 

3人 JSPS長期在外研究派遣、OECD国際共同研究プログラム、所内派遣制度による在外

研究 

海外短期研

究・調査 

80人 上記以外の海外への研究者の派遣 

（注）海外を主な対象とする共同研究、人材交流等。国内を主な対象とするものはＰ30表 1-4-ア 

 

自己評価 

中項目 

1－5 

評価ランク コメント  

A 

 モンスーンアジア農業環境研究コンソーシアム（MARCO）の大規

模なシンポジウム等を開催し、MARCO のミッションを明確にするシ

ンポジウム宣言を行うとともに、国際的な研究動向を踏まえて研究を

推進していることは評価できる。農環研の研究成果は、農業をめぐる

環境問題が共通するモンスーンアジア諸国等においてより大きな効果

を発揮するものも多いとみられ、海外研究者とのネットワークの強化

など研究成果の海外への波及効果を高める取り組みを期待する。MOU

を活用して新たな研究交流が展開し、海外からの研究者の受け入れ、

海外への研究員派遣も一定のレベルで実施されており評価できる。環

境対策においては国際的枠組みの重要性が増しており、気候変動に関

する政府間パネル（IPCC）、生物多様性と生態系サービスに関する政

府間科学政策プラットフォーム（IPBES）、農業温室効果ガスに関する

グローバル・リサーチ・アライアンス（GRA）等への貢献と農環研の

プレゼンスの向上に向けた取り組みの推進を期待する。 

 

前年度の独法

評価委員会評

価 

中項目 

1－5 

評価ランク コメント  

A 

モンスーンアジア農業環境研究コンソーシアム（MARCO）を中心

とした国際研究の推進について検討が進められたことは評価できる。

国際ワークショップや MOU を活用し、農業環境研究を推進している

ことは評価できる。農環研のミッション達成に向けて、MARCO 等の

国際的枠組みを戦略的に活用することを期待する。 
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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。 

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。 
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中期計画 

（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 

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） 

（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(A11) 

ア 農薬等の環境リスク評価手法及びリスク低減技術の開発 

［研究の背景］ 

 人畜や環境に有害な影響を及ぼす危険性が高い残留性有機汚染物質（POPs）については、過去に農

薬として使用されたものなどが農地に残留し、農作物から検出される場合がある。また、農薬は、農業

の生産性の向上に役立っているが、周辺環境への拡散により環境に影響を及ぼすことも心配されている。

このため、本課題では、農業環境中の残留性有機汚染物質（POPs）や農薬のリスク評価手法及びリス

ク管理技術の開発のための研究を実施している。 

 

［主な成果］ 

①有機化学物質のリスク低減技術の開発 

（普及に移しうる成果：水浄化を目的とした微粉末活性炭タブレット） 

 50%メタノール・水による土壌抽出法（平成 20 年度普及に移しうる成果）について、土性の異なるデ

ィルドリン残留 5ほ場(灰色低地土、褐色森林土、黒ボク土)で栽培した 4品種のキュウリで妥当性を検

証したところ、土壌抽出濃度と果実中濃度との間に品種毎で高い相関が得られ、その有用性を実証する

とともに、品種・作型・着果節位の違いによる濃度の変動幅を明らかにした。 

ディルドリンを好気的に分解する糸状菌を、殺虫剤エンドスルファン（POPs の１種であるディルド

リンと類似の構造を持つ化合物）を連用したさつまいも畑土壌から単離した。この菌は、Mucor 

racemosus の近縁種であった。ディルドリンを添加した模擬汚染土壌に、この菌を混和すると、培養 7 

日間で土壌中のディルドリンは検出限界以下まで減少するなど、農耕地のバイオレメディエーションへ

の応用が期待される。 

 また、研究シーズが発展し、水浄化を目的とした微粉末活性炭タブレットが開発された。 
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②有機化学物質のリスク評価手法の開発 

水稲用殺虫剤およびその分解物の水生動物に対する半数影響濃度を調査し、殺虫によっては分解物の

毒性が必ずしも低下しないことを明らかにした。また、水生生物に対する農薬の毒性の生物種毎のバラ

ツキや、農薬の河川水中濃度の地域的なバラツキを解析し、農薬による環境リスクの大きさを計算する

ための手法を確立した。 

 

イ 重金属汚染リスク評価手法及び汚染土壌修復技術の開発 

［研究の背景］ 

 カドミウムは自然界に存在する重金属であり、我が国においても、鉱山や精錬所から排出されたもの

が土壌に蓄積し、農作物に移行する場合がある。近年、CODEX委員会で米、野菜等のカドミウム国際

基準値が合意され、これを受けて我が国の食品中の規格基準値の改訂が進められた。ヒ素についても規

格基準値の検討が行われており、国内外において安全性に対する意識・関心は高まっている。このため、

本課題では、カドミウム、ヒ素など重金属による農作物の汚染リスクの評価手法の開発とリスク低減技

術の開発のための研究を実施している。 

 

［主な成果］ 

① カドミウム高吸収イネ品種によるカドミウム汚染水田の浄化技術（ファイトレメディエーション） 
（普及に移しうる成果） 

カドミウム高吸収イネを「早期落水法（移植後最高分げつ期まで湛水、以後収穫時まで落水）」で 2

～3 作栽培することにより、土壌のカドミウム濃度を 20～40％低減することに成功した。その後に栽

培した食用イネの玄米中のカドミウム濃度は、未処理の隣接圃場に比べて 40～50％低減した。また、

イネ地上部のうち、最初にもみだけを収穫し、その後天日乾燥した稲わらをロール状にまるめて収穫す

水浄化を目的とした微粉末活性炭タブレット（錠剤）の開発

図１ 微粉末活性炭タブレット
（製品名「まいて環炭Ⓒ」）

微粉末活性炭を使用用途に合わせて様々な形
や大きさに整形ができます。

図２ 微粉末活性炭タブレットによる14種の残
留性有機汚染物質（ＰＯＰｓ）の吸着性能保持
微粉末活性炭タブレットを使用後、半年以上、
吸着性能を保持しています。

水中の有害な有機化学物質（POPs、農薬等）に対して優れた吸着性能を持つものの、水表面に浮遊し水中に拡散
しないことや粉塵が舞いやすいこと等利用面の課題が多かった微粉末活性炭をタブレット（錠剤）化し、簡単・迅
速・安全に水を浄化する技術を開発した。このタブレットは、重金属やヒ素を含まない安全な素材で作られ、水を
かきまぜることなく短時間で水中に分散し有害な化学物質を強く吸着するため、農業・畜産排水をはじめ、河川、
池、井戸などの水を浄化できる技術としての活用が期待される。
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図２ 微粉末活性炭タブレットによる14種の残
留性有機汚染物質（ＰＯＰｓ）の吸着性能保持
微粉末活性炭タブレットを使用後、半年以上、
吸着性能を保持しています。

水中の有害な有機化学物質（POPs、農薬等）に対して優れた吸着性能を持つものの、水表面に浮遊し水中に拡散
しないことや粉塵が舞いやすいこと等利用面の課題が多かった微粉末活性炭をタブレット（錠剤）化し、簡単・迅
速・安全に水を浄化する技術を開発した。このタブレットは、重金属やヒ素を含まない安全な素材で作られ、水を
かきまぜることなく短時間で水中に分散し有害な化学物質を強く吸着するため、農業・畜産排水をはじめ、河川、
池、井戸などの水を浄化できる技術としての活用が期待される。
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る「もみ・わら分別収穫法・現地乾燥法」によるカドミウム吸収イネの低コスト処理方法を開発した。

本成果は、本研究所が第１期に開発した基本技術を高度化したものであり、安価で広範囲に適用できる

カドミウム汚染土壌浄化技術として期待される。また、世界中で研究が行われているファイトレメディ

エーションの中で最も実用化に近いものと考えられ、国際誌に発表後、プレスリリースし、2009 年農

林水産研究 10大トピックスに選定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② カドミウム、ヒ素の吸収機構の解明 

地上部のカドミウム濃度が異なる稲品種間およびナス属植物について、その集積の違いを決定する生

理的要因を解析し、導管のカドミウムを輸送する能力に差があることを発見した。また、玄米のカドミ

ウム集積に関わる量的形質遺伝子座（QTL）を、新たに第 7 染色体の短腕側に同定した。また、この

QTLが銅、鉄、マンガン、亜鉛の必須重金属の玄米集積には関与せず、カドミウム濃度のみを特異的に

高めることを明らかにした。これらの成果は、作物のカドミウム蓄積の遺伝・生理学的解明を通じて、

新たなリスク低減対策の開発に寄与するものである。 
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図１ 浄化跡地に栽培した食用イネ玄米のカドミウム濃度 

カドミウム高吸収イネ品種によるカドミウム汚染水田の浄化技術 

（ファイトレメディエーション） 

カドミウム高吸収イネ品
種を栽培した後に食用イ
ネ品種を栽培したところ、
玄米中のカドミウム濃度
は、40～50％減少しまし
た。  

稲わらを数日間水田に放置して天日乾燥さ
せます。その後、稲わらをロール状にして収
穫し、パレットに載せて上部を透湿防水シー
トでおおって約2ヶ月間水田に置くことによ
り、収穫直後には 70～80％あった水分が 20
～40％にまで低減しました。このように収穫
物の水分を低減させることにより、コストを
低減することができます。  

図２ もみわら分別収穫・現場乾燥の様子とわら水分含量およびコストの変化 

間断 
かんがい 

間断 
かんがい 

出穂前後 
3 週間 
湛水 (注)

(注)間断かんがいに比べ 
カドミウム吸収が抑制される 
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稲の出穂前後に水田を湛水管理することで玄米中のカドミウムを低減する対策が行われているが、こ

のような場合の玄米中ヒ素濃度への影響は明らかではない。そこで、水稲及び土壌中に存在するヒ素を

化学形態別に分析し、水管理が水稲中のヒ素・カドミウム濃度に及ぼす影響について解析した。その結

果、出穂期の水管理は玄米ヒ素濃度にも大きく影響し、出穂前後 3 週間湛水により有機ヒ素（ジメチル

アルシン酸）濃度が高くなること、玄米総ヒ素濃度と総カドミウム濃度の間には負の相関があること等

を明らかにした。本成果は、カドミウムとヒ素の両方の汚染リスクがある地域の対策を検討する上で重

要である。 

 

自己評価 

大課題 A1 

(中課題 A11) 

評価ランク コメント  

S  

（A11：S） 

 

有機化学物質のリスク評価及びリスク低減技術の開発につい

ては、順調に進捗している。ディルドリン分解菌、微粉末活性炭

タブレットなど応用が期待される成果とともに、農薬の水生生物

に対する新たなリスク評価手法を確立するなどレギュラトリー

サイエンスに貢献する成果も得られている。また、国際誌へ多く

の論文を発表するなどレベルの高い研究成果を出しており評価

できる。第２期の最終年である来年度には、これまで蓄積した優

れた成果を統括し、総合的なリスク管理技術を提示することを期

待する。 

重金属汚染リスクの評価手法及び対策技術の開発については、

計画を大幅に上回る高いレベルで研究が進捗している。特に、カ

ドミウム汚染土壌のファイトレメディエーション技術をコスト

計算等も含む高い完成度でとりまとめ、国内外にアピールした。

成果は、農林水産研究 10 大トピックスに選定され、全国規模で

の現地実証に移行している。ファイトレメディエーションは世界

各国で様々な目的で研究されているが、本技術は、その中で最も

実用化に近い技術として、学術的にも重要な意義を持つ。また、

こうした実用技術に加え、作物のカドミウム吸収機構の解明、カ

ドミウムとの関連を押さえたヒ素のリスク研究も進展した。これ

らの成果は、現場ニーズに応えるものであると同時に、国際的に

も水準の高い研究であり、顕著な実績として高く評価できる。 
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前年度の独法評価

委員会評価 

大課題 A1 

(中課題 A11) 

評価ランク コメント  

Ａ 

有機化学物質のリスク評価及びリスク低減技術の開発に関し

ては、キュウリのディルドリン濃度を予測する土壌抽出法、カボ

チャのヘプタクロル汚染低減技術など、現場ニーズに即した成果

が出ていることに加えて、国際誌へ多くの論文を発表するなどレ

ベルの高い研究成果を出しており高く評価できる。 

重金属汚染リスクの評価手法及び対策技術の開発に関しては、

安定同位体カドミウムを用いた土壌中の可溶性カドミウムの評

価法を開発したこと、玄米カドミウム濃度が低い稲系統を開発し

プレスリリースを行ったことは評価できる。近年、この課題では、

農業現場での実証・普及が進展しているカドミウムの汚染土壌修

復技術をはじめとして、実際の活用につながる成果が多く生み出

されており評価できる。 
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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。 

 

中期計画 

（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 

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） 

（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(A21) 

ア 外来生物の生態系影響評価とリスク管理技術の開発 

［研究の背景］ 

 海外との貿易や交流の拡大により外来生物の侵入が急増しており、外来生物の蔓延が、

生態系をかく乱し、農林水産業に悪影響を及ぼすことが懸念されている。平成 16年に特定

外来生物被害防止法が制定され、外来生物対策が進められているが、対策を効果的に推進

するための科学的知見が求められている。そのため、本課題では、我が国の農業生態系に

影響を与える可能性のある外来生物の特性や定着実態の把握、リスク評価法の開発等を実

施している。 
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［主な成果］ 

①外来植物の特性解明と農業生態系のかく乱防止 

西日本のミカン園などで草生管理法として使われる外来種ナギナタガヤについて、種子

が多産で、農耕地や空地等で雑草化する恐れがあることを明らかにした。また、ナギナタ

ガヤがアレロパシー活性を持つことを示し、アレロケミカルとして(-)-3-hydroxy-β-ionone 

と (+)-3-oxo-α-ionol を検出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年、道路沿いに急速に広がり、農地への侵入もみられる外来植物のナガミヒナゲシの

化学生態的特性と雑草性リスクを調べ、アレロパシー活性が強く、改良 FAO 方式で評価し

た侵入後の雑草化リスクが大きいこと、未熟な種子からの再生が可能であり、防除には開

花前の駆除が重要であることを明らかにした。 

 

②外来昆虫のリスク管理技術 

侵略的外来昆虫の様々な防除法の効果について、昆虫の交尾探索行動を組み込んだシミ

ュレーションモデルにより検討を行った。その結果、侵入初期の低密度条件下では、従来

使われてきた理論予測より簡単に根絶できること、交尾能力や寿命の違いにより効果的な

防除法が異なることなどを解明した。本成果は、侵略的外来昆虫を根絶する技術的戦略の

検討につながることが期待される。 

クリの侵入害虫クリタマバチを防除するために導入された外来天敵チュウゴクオナガコ

バチについては、近縁の土着天敵クリマモリオナガコバチとの交雑による生態影響が懸念

されている。その解明のため、DNA 塩基配列の僅差を識別するアリル特異的 PCR 法を用

いて、侵入害虫クリタマバチの外来天敵チュウゴクオナガコバチと近縁土着天敵クリマモ

リオナガコバチの交雑個体を検出する方法を開発した。 

 

イ 遺伝子組換え生物の生態影響評価とリスク管理技術の開発 

(-)-3-ヒドロキシ-β-イオノン (+)-3-オキソ-α-イオノール(-)-3-ヒドロキシ-β-イオノン (+)-3-オキソ-α-イオノール

図1 (-)-3-ヒドロキシ-β-イオノンと(+)-3-オ
キソ-α-イオノールの構造式
両物質ともスミレの香り成分として知られるイオノン
の誘導体であり，レチノール（ビタミンA）やカロテノ
イドと類似した構造を持っています。

ナギナタガヤのアレロパシーと
そのアレロケミカルの同定

アレロパシー活性が強く、
雑草化リスクが大きいナガミヒナゲシ

図2 ナガミヒナゲシのロゼット葉、花、未熟な鞘
１個体から１５万粒の種子を生産し、未熟な鞘に含まれ
る種子にも発芽力があります。

アレロパシー活性が強く、
雑草化リスクが大きいナガミヒナゲシ

図2 ナガミヒナゲシのロゼット葉、花、未熟な鞘
１個体から１５万粒の種子を生産し、未熟な鞘に含まれ
る種子にも発芽力があります。
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［研究の背景］ 

 遺伝子組換え生物の使用に関しては、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多

様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）」）や関連する指針等により、生物多様性への影

響を防止することとされている。また、世界的に遺伝子組換え作物が栽培されている面積

は年々増加しており、現在のところ遺伝子組換え作物の商業栽培が行われていない我が国

においても、商業栽培に向けた科学的知見の集積が求められている。このため、本課題で

は、遺伝子組換え作物が生物多様性に及ぼす影響に関する研究、遺伝子組換え作物を栽培

する農家と非組換え作物を栽培する農家との共存のためのルール作りに必要な研究を実施

している。 

 

 

［主な成果］ 

①生物多様性影響評価研究（野生化、交雑性研究） 

遺伝子組換え作物の生物多様性への影響を評価するため、推移行列モデルを使って、野

外での個体群存続性により影響を評価する方法を構築した。平成 21年度は、推移行列モデ

ルの妥当性をコムギを例に検討し、このモデルが通常のコムギ個体群の現状をおおむね反

映していることを確認した。 

茨城県鹿島港周辺でのナタネ個体群の分布調査では、こぼれ落ち種子に由来するナタネ

が他の植物を駆逐して分布域を拡大する様子は見られなかった。これを検証するため、圃

場でナタネと雑草の競合実験を行い、ナタネ発生個体数および繁殖個体数の増減と環境要

因（他種の繁茂程度、発芽有効温度）との関係を一般化線形混合モデルを用いて解析した

結果、発生個体数および繁殖個体数は、他種の繁茂程度に大きく影響を受けることが明ら

かとなった。 

 

②共存研究（交雑抑制研究） 

水田ほ場において、花粉親区（日本晴：ウルチ品種）と種子親区（へいせいもち：モチ

系統）の間に防風植生として極晩生の飼料イネ（リーフスター：ウルチ品種）を栽培し、

交雑への影響を調べたところ、防風植生の設置により交雑率が約 1/3 程度に低下する可能

性が示された。また、防風ネットの設置位置と交雑抑制との関係を評価するために数値実

験を行ったところ、花粉親の面積が小さい場合、防風ネットを花粉親の中央に置く方が、

花粉親と種子親の境界に置くより抑制効果が大きかった。これは、防風ネットの風速低減

効果は風上側にも働くため、花粉親群落中央部に防風ネットを設置することによりネット

の風下側ばかりでなく風上側の風速も抑えることが出来、その結果、最も効果的な交雑抑

制ができたものと考えられる。 
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自己評価 

大課題 A2 

(中課題 A21) 

評価ランク コメント  

A 

（A21：A） 

外来植物の生態系影響評価に関する研究については、

順調に進捗している。幾つかの外来植物のリスクを明ら

かにし、侵略的外来昆虫の防除法、外来天敵昆虫チュウ

ゴクオナガコバチの生態影響評価についても進展があっ

た。これまでも優れた個別成果が多くあり、それらを総

括した外来生物に対するリスク管理の全体像を示すこと

を期待する。 

遺伝子組換え生物の生態系影響に関する研究について

は、順調に進捗している。モデルを用いた遺伝子組換え

作物の生物多様性影響の解析方法、防風植生やネットを

用いた交雑率低減の研究で進展がみられた。社会のニー

ズによく応え、成果が行政や民間企業に活用されている

点は評価できる。同時に、得られた成果を普及に移しう

る成果、主要成果、論文等としてアピールするとともに

学術的波及効果を得ることを期待する。 

 

前年度の独法評

価委員会評価 

大課題 A2 

(中課題 A21) 

評価ランク コメント  

Ａ 

外来植物の生態系影響評価に関しては、ナガエツルノ

ゲイトウやカワヒバリガイの分布状況や被害の確認な

ど、重要な成果が得られており評価できる。外来植物の

雑草性リスクを評価するモデルなど研究成果の施策への

反映を期待する。 

遺伝子組換え生物の生態系影響に関しては、遺伝子組

換えダイズと近縁野生種であるツルマメの交雑が極めて

起こりにくいことなどを明らかにし、適宜、国民に向け

てプレスリリースを行っていることは評価できる。また、

これらの成果が「第１種使用規定承認組換え作物の栽培

実験指針」の改正や生物多様性影響評価検討会での議論

に反映されていることも評価できる。 
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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。 

 

中期計画 

（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 

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。 

（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 

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。 

 

大課題実績（中課題実績） 

（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 (B11) 

［研究の背景］ 

人の管理が入った二次的自然である農村地域の自然が「豊かな生き物を育む場」として
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認識され、その保全が社会的な関心事となりつつあるが、一方で、農地や水利施設の改廃、

化学資材の使用、耕作放棄の増加等により、農村地域の生物多様性は減少してきたと考え

られる。そのため、本課題では、農村環境の中核をなす水田及びその周辺域を対象に、生

物多様性を解明するとともに、生態系の保全と調和した農業活動方策を提示するための研

究を実施している。具体的には、全国的な農業生態系の動態や農業が生物多様性に及ぼし

ている影響の把握及び予測を行うことができる調査情報システム RuLIS（Rural 

Landscape Information System）の開発、農業活動の変化が指標昆虫や水生植物の種構成

や多様性に及ぼす影響の研究を実施している。 

 

［主な成果］ 

①調査情報システムの構築と活用、景観構造と生物多様性の関係解明 

水田の栽培管理および周辺の景観が水生昆虫の種構成・個体数に及ぼす影響を評価する

ため、栃木県４地区、福島県２地区の栽培管理の異なる水田において、水生昆虫の種類・

個体数を調査した。水生昆虫の種数は、慣行水田よりも有機・減農薬水田で多い傾向があ

り、違いの程度は地域によって異なった。また、主要種の一つであるアカネ属トンボは、

水田の栽培管理の違いを表す指標となる可能性が示された。本調査と同様の調査結果を全

国で比較するため地点データの収集・格納機能を RuLISに整備した。 

水田周辺の景観構造が鳥類生息に及ぼす影響を評価するため、鳥類の空間分布に影響を及

ぼす空間スケールの抽出を行うとともに、鳥類の個体数変化傾向を定量化する手法を開発し、

RuLIS モニタリング地区周辺の土地利用データを用い鳥類グループ数の出現種数を説明する一

般化線形モデルにおいて解析した結果、グループや時期によって環境要素が影響を及ぼす空間

スケールが大きく異なっていることを解明した。 

②農法及び農地周辺の管理が植物群落に及ぼす影響 

東海地方の茶産地では、良質茶の栽培を目的として茶園にススキの敷草を施す農法が行われ

ており、その資材源としての茶草場が大面積で存在している。この茶草場の植生調査を行い、茶

草場が草原性植物や絶滅危惧種が多く生育する貴重な半自然草地であり、在来植物の多様性に

は、土地改変や管理履歴等の歴史性が強く影響を及ぼしていることを明らかにした。わが国では、

かつて国土面積の 10％以上を占めていた半自然草地の減少が著しく、草原に依存する動植物が

絶滅の危機に瀕しているが、本成果は、茶草場を生物多様性の核として将来にわたり維持するた

めの知見を提供するものである。 
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除草剤利用等の農法が水田周辺の水生植物に及ぼす影響を解明するため、茨城県南部に

おいて異なる景観構造（谷津景観、平場景観）の農業水路に調査地点を拡張して水生植物

群集と除草剤濃度の季節変動を把握した。水路の植物群集に最も影響を与えた環境要因は

除草剤強度と刈取り除草であり、除草剤強度は沈水植物に、刈取り除草は抽水植物に強く

影響を及ぼしていることが明らかになった。 

 

（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（B12） 

［研究の背景］ 

農業生態系では、多様な生物が、様々な生理活性物質を介して、互いに影響を及ぼした

り、環境中に存在する化学物質を分解したりしている。それらの物質を明らかにし、その

機能を解明することは、農業生態系の適切な管理及び生態系の機能を活用した持続的生産

技術を確立する上で重要である。そのため、本課題では、バラ科植物が産生する生理活性

物質（アレロパシー物質）、ノメイガ類など昆虫のフェロモン、生分解性プラスチック分解

微生物など農業環境中に生息する様々な微生物とそれらが産生する物質の機能解明を進め、

技術開発につなげている。 

［主な成果］ 

①バラ科植物等が産生する生理活性物質の機能解明 

平成 20年度までに 100種類以上のバラ科植物から選抜を行い、ユキヤナギに含まれるシ

ス－ケイ皮酸グルコシドが非常に高い植物生育阻害活性を示すことが明らかとなったため、

茶生産のために維持される茶草場は貴重な二次的自然の宝庫です 

茶草場の分布把握 
 
茶園面積:169.25ha 
茶草場面積:110.97ha 

研究対象地におけ
る茶草場の面積は
茶園の約 65%に達
します。 
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その類縁化合物の検討を行った。シス－ケイ皮酸のベンゼン環上に置換基を導入し、その

活性変化を解析し、置換基の位置（オルト、メタ、パラ位）による活性発現の違いを明ら

かにするとともに、シス－ケイ皮酸よりも高いアレロパシー活性を示す化合物を発見した

（特許出願）。また、日本在来の被覆植物であるシランのアレロパシー活性の原因物質とし

てミリタリンを単離し、その構造を明らかにした。 

②ノメイガ類等昆虫の増殖に関わる情報化学物質の機能解明 

実験室内での交雑実験および野外採集個体の形態学的検証から、フキノメイガとツワブ

キノメイガが高い頻度で交雑しており、交雑体の性フェロモンは、両者の産生する性フェ

ロモンの中間的な形質を示すことを明らかにした。他種との交雑によって、性フェロモン

による害虫防除の効率が低下する可能性が示唆された。 

 

③生分解性プラスチック分解微生物の機能解明 

高い生分解性プラスチック（以下、「生プラ」と略）分解活性を持つカビ（菌株名 47-9）

で、大量の酵素が安定して生産される条件を検討し、同じ菌体を再生利用して 10 回以上の

反復培養が可能になった。本酵素は液体状態と凍結乾燥粉末両方で、室温で長時間活性が

維持されることを明らかにした（特許出願）。さらに、実用化を念頭においた実験にも着手

し、水分条件が分解速度に与える影響が大きいことを明らかにした。 

 なお、シーズ研究から発展した成果として以下の成果が得られている。 

 

④バイオエタノールを生産する固体発酵法 

セルロース系バイオマスを収穫後、低水分のまま貯蔵している間に糖化とエタノール発

酵を行う、新しいバイオエタノール生産方法「固体発酵法」を実験室規模で開発した。こ

の方法により、サイレージと同様に刈り取り直後の材料草を容器に圧密/密閉する際に、バ

イオマス糖化酵素とエタノール発酵用酵母を添加することで、飼料イネホールクロップ（穂

と茎葉を含んだ植物体全体）からバイオエタノールと飼料生産の可能性が示唆される。 

 

 

自己評価 

 

大課題 B1 

(中課題 B11) 

(中課題 B12) 

評価ランク コメント  

Ａ 

 

(B11：Ａ) 

(B12：A) 

生物多様性の解明に関する研究については、順調に進捗

している。茶生産と茶草場が生物多様性維持に果たしてい

る役割の解明など重要な成果が得られた。インパクトファ

クターの高い論文が多くでている点も評価でき、10月に名

古屋で開催される COP10に向けたアピールが期待される。

昨年度の評価指摘事項である耕作放棄地等の増加の影響予

測、一般化線形モデルを基本にしたモデル選択についても

対処されている。生物多様性に関する社会の関心は高まっ
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ており、将来的に、生物多様性の指標と農業生産の関係を

わかりやすく発信することを期待する。 

情報化学物質の機能解明に関する研究については、計画

を大幅に上回る業績が上がっていると評価できる。高いア

レロパシー活性を有するシス－ケイ皮酸の類縁化合物が発

見され、実用化に向けた研究が開始された。生分解性プラ

スチック分解微生物の実用化に向けた研究も順調に進展し

ている。バイオエタノールを生産する固体発酵法は斬新な

技術シーズとして期待される。小課題全体の特許出願や論

文公表状況から研究のコストパフォーマンスも高いと判断

される。生分解性プラスチック分解微生物や固体発酵法は、

中期計画設定時には想定されておらず、こうした波及効果

の大きな技術シーズが実用化を視野に入れた段階まで進め

られていることは予想を大幅に上回る業績と言える。 

 

前年度の独法

評価委員会評

価 

大課題 B1 

評価ランク コメント  

A 

生物多様性の解明に関しては、農業景観調査情報システ

ム（RuLIS） について農業生態系区分データのWeb 公開

に向けたシステムが構築され、生態系指標の改善が行われ

るなど実用化に向けた進捗がみられ評価できる。また、た

め池や水田の位置関係とトンボ相との関係の定量的評価は

重要な手法として評価できる。今後は、最近の最も大きな

変化である耕作放棄地や休耕田の増加に伴う生物多様性の

予測研究を強化すること、最近高度化された一般化線形モ

デルを基本にしたモデル選択について検討することを期待

する。 

情報化学物質の機能解明に関しては、アレロパシー物質、

昆虫フェロモン、生分解性プラスチックをこれまでより効

率よく分解する微生物など、精力的な研究が展開され社会

的インパクトのある成果が得られており評価できる。特に、

生分解性プラスチック分解微生物については、2008 年度農

林水産研究成果 10 大トピックスに選定されるなど、農業

生産はもとより、それ以外の分野にも大きな波及可能性の

ある成果である。また、「植物のアレロパシー現象とその作

用物質の解明に関する研究」が平成 21 年度文部科学大臣

表彰（研究部門）を受賞している。 
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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。 

中期計画 

（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 

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。 

（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明 

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。 

 

大課題実績 

（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 (B21) 

［研究の背景］ 

 温暖化などの気候変動は、我が国とアジア地域の主要作物であるコメの生産に甚大な影響を及ぼすこ

とが懸念されている。そのため、本課題では、気候変動に対するイネの生育・収量の変動をほ場実験等

に基づき精緻に捉え、水田生態系応答モデルを開発している（ほ場スケールでの影響評価）。また、全

国及び東・東南アジア地域など広域を対象として、簡易収量モデルを開発し影響評価を行っている（地

域スケールの影響評価）。 

［主な成果］ 

①ほ場スケールでの影響評価（水田生態系応答モデルの開発） 

 （普及に移しうる成果：低コストで高精度の気温測定を可能にする強制通風筒） 
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温度・CO2濃度への生理、生育応答の遺伝的変異に関する研究では、これまでに実施したＦＡＣＥ（開

放系大気 CO2増加実験）及びチャンバー実験の結果を解析し、コシヒカリ、あきたこまち、秋田 63号、

タカナリ等の品種について、CO2 増加に対する収量応答、高 CO2 条件での光合成の窒素利用効率、光

合成の応答低下の程度に顕著な品種間差があることを明らかにした。 

 影響予測モデルの開発・改良研究では、高温による登熟不良を再現するために、粒の成長期間、成長

速度、開花時系列パターンを温度の関数とする簡易な登熟モデルを開発した。環境制御チャンバーを用

いて広範囲の温度条件から得られた登熟結果を用いて登熟モデルの検証を行ったところ、気温上昇に伴

う粒重分布の変化を概ね再現できることがわかった。また、研究の一環として、低コストで高精度に気

温を測定できる強制通風筒が開発された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②地域スケールでの影響評価 

（普及に移しうる成果：時別日射量の高精度推定法の開発と日本全域におけるデータセットの作成） 

平成 19年度の成果であるモデル結合型作物気象データベース（MeteoCrop DB）を用いて、平成 21

年夏の気象条件が水稲作況に与えた影響の解析を行い、特に低日照となった本州日本海側で作況が低下

したこと、低日照に加え 7月の冷却が強かった北海道で、障害型冷害により作況不良となったことを示

した。平成 21 年は、過去の冷害年と異なり、冷夏を伴わない記録的低日照の夏であり、このような年

の作況解析は今後の地球温暖化など気候変動の影響を評価する上で重要である。また、研究の一環とし

て、時別日射量の高精度測定法が開発され、データセットとして公開に向け準備が進められている。 

 

 

低コストで高精度の気温測定を可能にする強制通風筒 

圃場の気温を正確に測定するため、既製の大量生産資材を組み合

わせることで、低コストで卓越した性能を備えた強制通風筒（日

射や風雨の影響を低減して正確な気温の測定を行う装置）を開発

した。本装置は、市販されている高価な強制通風筒と比較して遜

色ない性能を有しており、広く活用が期待される。 

 

NIAES-09 型強制通風筒の外観と構造 

1: 吸気口 

2: ステンレス二重管（φ110×φ75×300mm 直管） 

3: 塩ビ管(VU 管)およびソケット(呼び径 100mm) 

4: トイレ用換気扇 (風量 100m3/h 程度) 

5: 排気口 

6: BS/CS アンテナ用 L字型固定金具 

7: フェンス用アンテナマスト固定金具 
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時別日射量の高精度推定法の開発と日本全域におけるデータセットの作成 

式１： S/S0 = A1(n/N)2+A2(n/N)h+A3h2+A4(n/N)+A5h+A6  
S：日射量（1時間積算）の推定値、S0：大気上端日射量、n：日照時間の測定値（0～60分）、Ｎ：可照時間（0～60分） 

h：太陽高度角（0～π/2）、 A1～A6：日降水量、積雪の有無、日照時間（日積算値と前後1時間の値）に依存した 

係数  

（注）大気中の汚れと水蒸気量を考慮する場合には、S0の代わりに快晴時日射量Sfを使用する。 

図  札幌、松本、那覇における日射量の推定値と測定値の比較 

日射量は、作物の生育において最も重要な気象要素の一つであるが、全国で 67 地点の地上気象観測所で

しかデータが取得されていない。そこで、多くの地点で測定されている毎時の日照時間から時別日射量を

高精度で推定する方法を開発し、1991 年以降の日本全国のアメダス地点における時別日射量のデータセ

ットを作成した。これにより、作物の生産環境を地域ごとに高精度で評価することができる。 
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（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明 (B22) 

ア 温室効果ガス発生抑制、土壌炭素蓄積を含む総合的な温暖化緩和策の定量的評価 

［研究の背景］ 

農耕地と農業活動は温室効果ガスの発生源となっており、特にメタン（CH4）と亜酸化窒素（N2O）

については、水田、反すう動物の消化活動、畜産廃棄物、窒素肥料の施用などが重要な発生源と考えら

れている。一方、地球温暖化対策が重要性を増し、温室効果ガスの発生量の評価と排出削減への寄与が

求められている。また、堆肥などの有機資材の投入等による農耕地土壌への炭素蓄積は、地球温暖化対

策の手法として期待されている。一方、窒素肥料や有機資材の過剰な投入は、地下水汚染や湖沼の富栄

養化の原因となり、我が国ばかりでなく東アジア地域で大きな問題となりつつある。 

そのため、本課題では、温室効果ガス発生抑制技術の定量評価、温室効果ガスの総合収支データベー

スの構築、温室効果ガスの発生量の予測モデルの開発、土壌有機物動態モデルの作成とそれを用いた土

壌炭素蓄積量の全国推計、窒素の広域循環モデルの作成とそれを用いた環境負荷の解明のための研究を

行っている。 

 

①農耕地からの温室効果ガス発生量の推計と抑制技術の定量的評価（普及に移しうる成果：世界の水田

からのメタン発生量とその削減可能量の推定） 

水田は温室効果ガスであるメタンの重大な人為的発生源である。世界各国の温室効果ガス発生量の算

定に用いられている IPCC ガイドラインが 2006 年に改訂され、本研究所の成果も反映され、水田から

のメタン発生量の算定方法は、より精度の高いものとなっている。この方法と世界の水田耕作に関する

統計データを用いて、世界の水田からのメタン発生量を算定し 2,560 万トンであることを明らかにした。

また、間断灌漑の導入と稲わらの管理の改善により、それぞれ、410 万トンのメタンが削減可能である

ことを示した。本成果は、水田からのメタン発生が地球温暖化に及ぼす影響の再評価と、地球温暖化を

緩和する稲作技術の開発に大きく貢献するものである。 
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世界の水田からのメタン発生量とその削減可能量の推定 
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図１ 世界の水田からのメタン発生量地理分布（モンスーンアジアのみを示す） 

各国、各地域について算定された水田からのメタン発生量について、緯度経度 5分の解像度にて地理分布

を表しました。水稲栽培面積が多く、二（三）期作の行われている大河川のデルタ地域などで発生量の多

いことが示されました。 

図２ 水田からのメタン発生量の国別内訳 

各国の水田からのメタン発生量が算定され、

中国とインドで世界の約半分を占めることが

明らかになりました。 
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図３ 緩和策による発生量削減ポテンシャル 

(A) 常時湛水の潅漑水田への間断潅漑の導入、

(B) 稲わらすき込み時期の改善（次の水稲耕作の

30 日前以前にすき込み）、および(A)と(B)の併用

による削減ポテンシャルが推定されました。 
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 農耕地から発生する亜酸化窒素の削減技術に関する圃場試験の文献値を収集し、統計解析を行うこ

とで、慣行肥料と比較した平均的な削減効果は硝化抑制剤入り肥料で 38%、被覆肥料で 35%であること

を明らかにした。本研究は、農耕地における亜酸化窒素の全体的な削減ポテンシャルについて世界で

初めて定量的に評価したものである。 

 

②土壌有機物動態モデルの広域検証と土壌炭素蓄積量変化の全国推定 

土壌中の炭素動態を計算するローザムステッド・カーボン・モデル（RothC）を日本の全農耕地に 1km

解像度で適用することにより、堆肥の施用や二毛作による作物残渣のすき込みを増やす仮想的なシナリ

オに基づき、土壌への炭素蓄積効果を、全国レベルで推定した。県・地目別 1970～2020 年の現実的な

有機物投入量シナリオ 2 種類（すう勢シナリオ及び緩和策シナリオ）を作成し、土地利用別、都道府県

別のシナリオ別炭素投入量データを整備した。さらに、空間解像精度を高めるため、最大面積の土壌と

地目で代表させていた 1km メッシュ内を、土壌と地目の組み合わせで細分化してモデルに入力出来る

ように改良した。これらの研究は、現実的なシナリオに基づきわが国の農耕地土壌炭素量の変動を精度

良く全国推定するために重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 土壌圏から水域への栄養塩類の流出動態の解明に基づく流域水質汚染リスク評価手法の開発 

［研究の背景］ 

農耕地への肥料や有機質資材の施用は安定した食料生産に不可欠であるが、それらに由来する窒素・

リン等の栄養塩類による水系汚染も引き起こすことから、農耕地から流出した窒素・リン等の水質汚染

リスクを的確に評価し、効果的な流出負荷低減対策を選択するための技術的知見が求められている。そ

のため、本課題では、農耕地土壌から地下水や河川などの水域にいたる窒素・リンの動きを解明し、栄

養塩類による水質汚染リスクの評価手法を開発するための研究を実施している。 

有機物施用が及ぼす農地土壌への炭素蓄積効果を全国推定 

1km 解像度全国計算の方法 

1km メッシュごとに、水田用、黒ボク土畑用、非黒ボク土畑用の 3つ
の RothC モデルを使い分けて計算を行い、全国集計しました。 
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［主な成果］ 

①硝酸性窒素による地下水汚染に対する環境脆弱性評価 

硝酸性窒素による水質汚染に対する環境脆弱性（気象・地形及び土壌的要因の違いによる水質汚染の

生じやすさ）を評価するために、霞ヶ浦流域内の土壌・地形的条件の異なる 104地点について、標準的

な営農条件の下での硝酸性窒素の地下水流出濃度・流出量およびそれらに対する年間降水量の変動の影

響のモデル予測を行った。得られた値を補完し、地下水流動過程や水辺域における脱窒による濃度減衰

を土壌類型別に考慮した地下水中硝酸性窒素濃度の面的分布を予測することにより、硝酸性窒素による

地下水汚染に対する環境脆弱性評価図を作成した。地下水中 NO3-N 濃度は、有機物含量が低い淡色黒

ボク土の分布地域や、地下水位が比較的深い鹿行台地で低い傾向が見られた。また、地域によらず、水

辺域（河川・湖沼周辺などの湿性土壌分布地帯）では顕著な濃度減衰がみられた。 

 

自己評価 

大課題 B2 

(中課題 B21) 

(中課題 B22) 

評価ランク コメント  

Ａ 

(B21：Ａ) 

(B22：Ａ) 

地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測に関しては、順調に進

捗している。幅広い国際共同研究を通じて、国民の関心が高い地球温

暖化の農業への影響解明に取り組んでいる。夏季の日照不足に対して、

早期に解析を行い研究成果を速報として広く情報を提供した点も評価

できる。全国の研究者が活用できるよう、新たな研究ニーズに対応し

た測定装置やデータベースを開発したことも評価できる。こうした成果

が気候変動の影響評価・適応策研究に活用されることを期待する。 

総合的な温暖化緩和策の定量的評価に関しては、計画を上回る高い

レベルの研究が行われていると高く評価できる。農耕地からのメタン

及び亜酸化窒素の発生量の推計や抑制技術について、世界をリードす

る成果をあげている。水田水管理によるメタン発生抑制技術や土壌炭

素蓄積手法について全国的な実証が行われ、わが国の温暖化緩和策と

して政策反映が検討されていることも評価できる。複数のメンバーが

重要な賞を受賞していることは研究レベルの高さを示している。こう

した研究レベルの高さと施策反映に向けた研究の進捗は中期計画を大

幅に上回るものとして高く評価できる。 

栄養塩類の流出動態の解明に基づく流域水質汚染リスク評価手法の

開発に関しては、硝酸性窒素による地下水汚染の脆弱性評価図が作成

され進捗が見られる。しかし、対象地域全体の窒素負荷とその管理に

ついての全体像が明らかにされず、研究内容のメッセージが明確でな

い。研究の意義や出口を明確にした取り組みが必要である。 
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前年度の独

法評価委員

会評価 

大課題 B2 

評価ランク コメント  

A 

地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測に関しては、開放系大

気 CO2増加（FACE）実験による世界的にも極めて重要な実証的デー

タに基づく温暖化影響の実態解析とモデルの妥当性の検証がなされ

たこと、夜温の不稔誘発に係る新知見を得たことは評価できる。温室

効果ガス発生抑制技術の定量的評価に関しては、水田水管理によるメ

タン発生抑制技術が全国的な実証段階に進むなど研究は順調に進捗

しており評価できる。今後、CO2や N2O 発生への影響、生態系への

影響なども考慮した総合的な政策提言を期待する。 

農業活動等に伴う炭素・窒素収支の広域評価手法に関しては、土壌

炭素蓄積に係る多点のデータによる有効性の検証が行われ、予備的な

シナリオではあるが土壌有機物動態の全国推定を行い、栽培管理の土

壌炭素蓄積に係る効果を定量的に示すなど着実な進展がみられる。今

後、有機物投入の効果と環境負荷とのトレードオフを含め検討を行

い、ポスト京都後の地球温暖化対策として提示するための知見の蓄積

を期待する。 

栄養塩類の流出動態の解明に基づく流域水質汚染リスク評価手法

に関しては、窒素及び酸素安定同位体比を用いた分析法により、地下

水を含めた集水域内の硝酸イオンの起源と脱窒を含む動態を明らか

にしたことは評価できる。一方で、リンの動態解明や水系汚染リスク

の評価手法については、降雨出水時のデータの蓄積が不十分であり研

究の進捗は十分ではない。 
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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。 

 

中期計画 

（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 

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） 

（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（C11） 

ア 地球温暖化に関する物理環境・ガスフラックスの変動の検知とモニタリング技術の高度化 

［研究の背景］ 

 地球温暖化の進行は農業生態系に様々な影響を及ぼすことが予想される。また、農作物や農耕地土壌

は CO2などの温室効果ガスを吸収・放出し、地球温暖化の進行に関与している。このような地球温暖化

と農業生態系との相互関係を理解することは、地球温暖化の将来予測と温暖化の影響評価のために重要

である。このため、本課題では、国内外の研究機関と共同で、アジア各地の農業生態系の物理環境（気

象等）、温室効果ガスフラックスのモニタリングを実施している。 

 

［主な成果］ 

①温室効果ガスフラックスのモニタリング 

国内・海外の研究機関と連携して、既往のフラックス観測サイトでモニタリングを継続した。平成 21

年は、全体としては、おおむね順調に新規データを収集した。 

水田各サイトでは、生態系炭素収支の評価や炭素動態モデルで重要となる、収穫による炭素持ち出し

量、イネ－ムギ二毛作地帯で一般的に行われている作物残渣の焼却に伴う炭素の流出量を調査し、これ

らのガスフラックス以外の要素を含めて、単作田サイトと二毛作田サイトの炭素収支を推定した。年間
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の CO2 収支を比較すると、単作田と二毛作田の違いは生態系呼吸量（植物呼吸量と有機物分解量）よ

りも総光合成量で顕著であり、後者が正味の CO2 固定量（純生態系生産量、NEP）のサイト間差の大

半を占めていることがわかった。単作田では、作付け期間のNEP のおよそ半分が収穫時に持ち出され、

残りの半分は非作付け期間に有機物分解により大気中に還元され、結果として収支がほぼ均衡している。

一方、二毛作田では、二つの作期を合わせた NEP は単作田の約 1.5～1.7 倍だが、収穫残渣が焼却さ

れるため、土壌への鋤き込み量は単作田と大差はなかった。 

観測で得られる CO2 フラックスを総光合成量と生態系呼吸量に分離する処理などの欠測値補完法の

改良を行った。また、フラックスのオンライン監視用ソフトウエアを開発した。このソフトウエアは、

圃場での CO2 吸収量と水消費量を迅速に評価でき、ネットワークを利用した作物生育の監視や土壌水

分の管理等への活用が期待される。 

 

 

 

イ 作物・土壌中における放射性物質等の長期モニタリングと微量化学物質の簡易・高精度測定手法の

開発 

［研究の背景］ 

 農業環境中の放射性物質は、大気圏核実験が盛んに行われていた 1960 年代をピークとして減少傾向

にあるが、近隣国で原子炉などの核関連施設は増加しており、原子炉事故などの緊急時に農作物の安全

性を判断するためには、平時の環境放射能の調査が必要である。また、農業環境には環境化学物質や重

金属などさまざまな有害物質が微量には含まれており、農作物の安全性を確保するためには、これらを

精度よく測ることや短時間で簡易に分析することが求められている。このため、本課題では、農作物や

農地土壌に存在する放射性物質の長期モニタリングを行っている。また、我が国において食品の汚染が

懸念される有機ヒ素化合物、カドミウム、残留性有機汚染物質（POPs）について、これらの農業環境

中からの超微量分析方法の開発を行っている。 

 

［主な成果］ 

①農業環境中の放射性物質の長期モニタリング（普及に移しうる成果：主要穀類および農耕地土壌の人

工放射性核種（90Sr、137Cs）分析データベースのインターネット上への公開） 

本研究所では、原水爆実験や原子炉事故等によって環境に放出された放射性物質が作物や土壌に蓄

積・残存する状況や、土壌から作物に移行する程度を明らかにするために、1950 年代から全国規模で

人工放射性核種のモニタリングを行ってきた。これら、日本各地に設けた放射能の定点調査ほ場で栽培

された米・麦とその栽培土壌における放射性ストロンチウム（90Sr）、放射性セシウム（137Cs）の濃度

についてデータベースを作成しインターネット上に公開した。これらのモニタリング情報は、問題が起

こった時に、過去からの変化の様子をたどることができ、将来の不測な事態に備える上でも重要である。 
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畜産関係の放射能分析業務引き継ぎのため、牛乳試料の 90Srについて、畜産草地研究所とのクロスチ

ェック分析を行い、相関係数 0.99 以上を得た。 

 

②農業環境における微量化学物質の簡易、高精度分析法の開発（普及に移しうる成果：水中の有害な有

機化学物質を対象とした分析マニュアル） 

水系における微量分析のニーズが高い有機リン系農薬のオキソン体（10 種）に対して、簡単かつ迅

速に抽出および精製ができる GC/MS による分析方法を開発した。この研究及び平成 20 年度に実施し

た残留性有機汚染物質（POPs）の多成分分析法の開発は、水系における有害化学物質（農薬、医薬品、

ホルモン類など）の効率的な微量分析法を開発するために、米国の Orange CountyWater District 

(OCWD)、ドイツの Technology Center for Water (TZW)、韓国の水資源公社 (K water)、国立環境科

学院 (NIER)と２年間の国際共同研究を行う中で実施したものである。この４カ国共同研究の成果を英

文の分析マニュアルとして世界に発信した。本成果は、関連分野の研究者の活用が期待される。 

主要穀類および農耕地土壌の人工放射性各種（90Sr, 137Cs） 

分析データベースのインターネット上への公開 

図 1-ｃ グラフ出力例(玄麦中 137Cs) 図 1-ｄ グラフ出力例(白米中９０Sr) 

1960年代前半の原水爆実験時や1986年のチェルノブイ

リ原子力発電所の事故時に玄麦中 137Cs の濃度ピークが

現れましたが、輸入食品の暫定限度値よりもかなり低か

ったことを示しています。 

1960 年代前半に現れた濃度ピーク以降、90Sr 濃度

は 日本海側 > 太平洋側 の傾向が続いてい

ました。2000 年を超えると、明らかな差はなく

なってきています。 

輸入食品の放射能暫定限度 コーデックス委員会のガイドライン値 
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図１ マニュアル第２巻の表紙・目次 

社会的に緊急性が高い有機リン農薬類、

SCCPs、PCNs、医薬品類の微量分析方法を平易

に解説しています。  

図２ 有機リン農薬オキソン体 

構造式、分子量、化学名、CAS 番号などを付記し

て分析対象化学物質の特性を理解し易いように

しています。  

水中の有害な有機化学物質を対象とした分析マニュアル 
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自己評価 

大課題 C1 

(中課題 C11) 

 

評価ランク コメント  

A 

地球温暖化モニタリングに関しては、順調に進捗している。各調査

地点で長期観測データが着実に蓄積されるとともに、これまでのデー

タを活用した解析が行われており評価できる。ただし、データベース

の公開、観測データの意義や活用方法を国民にわかるように示すこと

については取り組みの強化が期待される。 

放射性物質のモニタリング及び微量化学物質の分析法の開発につい

ては、順調に進捗している。放射能モニタリングのデータの公表、４

カ国共同研究の成果として、平成 20 年度の POPsの分析法マニュアル

を拡充した水系の有害化学物質の分析マニュアルが完成したことは評

価できる。分析法については出口を想定して研究を進めることが期待

される。 

 

前年度の独

法評価委員

会評価 

中課題 C11 

評価ランク コメント  

A 

地球温暖化モニタリングに関しては、国内の牧草地サイト等でのガ

スフラックス観測データの蓄積には遅れがみられるものの、全体とし

ては各調査地点で長期観測データが蓄積されつつある。また、水田サ

イトで CO2収支の調査地点間差や年次間変動の大きさが把握できたこ

とは評価できる。データベースの公開・活用に向けたデータ解析等を

進めるとともに、観測データの意義や活用方法を国民にわかるように

示すことを期待する。 

放射性物質のモニタリング及び微量化学物質の分析法の開発に関し

ては、残留性有機汚染物質（POPs）の分析法のマニュアルが国際共同

研究により効率的に作成されており評価できる。関係行政部局の標準

マニュアルへの反映などに活用され普及されることを期待する。 
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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） 

（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（C21） 

ア リモートセンシング・地理情報システムを用いた農業環境資源の情報化と活用 

［研究の背景］ 

人工衛星や航空機に搭載したセンサーから対象物を計測するリモートセンシング技術やコンピュー

タを利用して各種の地理情報を扱う地理情報システム（GIS）については近年著しい進歩がみられ、土

地利用など重要な農業環境に関して、地球上のあらゆる地域に関する均質の情報、情報が乏しい地域を

含む広域の情報、最新あるいは過去からの経時的な情報等を解析し、わかりやすく表示することが可能

となっている。このため、本課題では、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や GIS等の解析技術を活用して、農業的土地利用状況把握手法の開

発を実施している。 

 

［主な成果］ 

①農業生態系情報抽出評価のためのリモートセンシング・GIS 手法の開発 

群落スケールの生育監視等に活用できる可視・近赤外域数波長の分光画像を野外計測する簡易システ

ムを開発した。 
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ハイパースペクトラ解析に基づき高精度で汎用性が高い群落窒素量の評価指数を見出した。新規 Xバ

ンド SAR 衛星による後方散乱信号とイネ穂重との間に密接な関係を見出し、収量の直接評価の可能性

を得た。新規 C バンド SAR 衛星の全偏波データに散乱成分分解モデルを適用することにより、1 時期

データのみで水稲作付域を抽出できる見通しを得た。また、高精度観測衛星アーカイブの時系列データ

から、土地利用変化の大きい中国黒竜江省の水田作付分布履歴図を作成した。 

  

 

②生物生息域評価のための空間構造指標の開発 

生物生息域としての機能面から土地利用分布や異種地目の配置の空間構造的特徴を評価するため、生

物の移動の難易度を示す指標である累積コスト指数を用いて、土地利用のモザイク性を考慮して生息地

の連続性を評価する手法（累積コスト法）を確立した。スケールの異なる地域を対象に、森林棲生物等

を想定した広葉樹林からの累積コスト図と、水生生物や水鳥等を想定した水域からの累積コスト図を作

成した。この手法により様々な場合の生息地連続性を可視化することが可能となった。また、関東全域

を対象に水田域の幅を 100mごとに区分化抽出し、傾斜度、天空開度、樹林地との隣接性を比較するこ

とにより、谷津田景観の分布状態と立地条件、消失危険性を明らかにした。 

 

イ 総合的なインベントリーの構築と利用法の開発 

［研究の背景］ 

 農業環境に関する研究、農業環境施策の立案、土壌管理や病害虫防除などの作物生産対策等を効率的

に行うためには、土壌、微生物、昆虫などの農業環境資源に関する情報が必要である。そのため、本課

題では、土壌、微生物、昆虫などの各種のデータベースシステムの構築と高度化を行うとともに、これ

らの情報を総合的に活用するため、地理情報システム（GIS）を利用して個別のデータベースを連携す

る手法を開発している。また、土壌分類については、現在の分類体系が農耕地と林野で異なっているこ

とから、両者を包括する土壌分類試案の策定を進めている。さらに、インベントリーデータ等を効率的

作物からの分光反射率画像を長期間自動的に記録し生育状態を追跡するシステム 

 

カメラヘッド 
制御用ＰＣ 

制御部 
天空光センサ 

図 1 開発した全天候反射率画像撮影装置 

カメラヘッドは２ないし３波長バンドの 

分光反射率画像を捉えることができます。

図 2成熟期イネの推定反射率と太陽光強度 

明るさが３倍程度変化しても両バンドと

もほぼ一定の反射率を推定しています。 
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に活用するため、全国をカバーする均質な情報を収集・整備し、農業活動が環境へ及ぼす影響を全国一

律の視点で評価できる指標（農業環境リスク指標）の策定を進めるとともに、基盤的な統計手法及びそ

の結果の視覚化手法等を開発している。 

  

［主な成果］ 

①農耕地土壌情報システムの構築と公開（普及に移しうる成果：農耕地土壌に関する情報を WEB 上で閲

覧するシステムの構築と公開） 

2001 年の土地利用に対応した新しい農耕地土壌図を作成し、さらに本研究所に長期に渡り蓄積され

ている全国の農耕地土壌に関する情報を、体系化しWeb上で閲覧するシステムとして構築し、平成 22

年４月に公開した（http://www.niaes.affrc.go.jp/）。本システムには、デジタル農耕地土壌図（縮尺：

1/5 万）、土壌の種類毎の説明と土壌の写真や模式図（土壌解説資料）、および土壌を現地で調査する際

に記入する断面記載表と理化学性分析データ（基準土壌断面データベース：全国で 7115 の調査地点が

収録）を収録している。本システムは誰でも利用可能であり、土壌図は農業生産力評価、農耕地土壌の

炭素貯留機能や水質浄化機能の評価などといった農業生産・地域環境の両側面での利活用が期待され、

基準土壌断面データベースは土壌の多面的機能の評価、大学等での土壌学の教育素材、調査事業等で土

壌調査のための調査支援ツール等への利活用が期待される。 

  

 

地域の田畑にはどのような土壌が分布しているのかを、WEB 上で調べることができるシステムを公開しました。この

システムでは誰でも土壌図と土壌の種類毎の写真やその性質などを見ることができ、全国の農耕地土壌を調べるこ

とができます。 

    

 

 

（このシステムでできること） 

①土壌分類解説の表示、②最新のデジタル農耕地土壌図（１／５万）の表示、③土壌断面データベースの閲覧

（全国 7,115 地点） 

農耕地土壌に関する情報を WEB 上で閲覧するシステムの公開 
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②包括的土壌分類試案の策定 

包括的土壌分類試案策定のため、外部研究者 11 名（大学 5 名、農研機構 6 名）、内部（農環研）研

究者 6 名でワーキンググループを組織した。農耕地土壌分類第 3 次改訂版（1995）と「日本の統一的

土壌分類体系－第二次案（2002）－」を融合する方式で、包括的土壌分類体系試案を策定する基本方針

の下、特徴層位、識別特徴、および検索表からなる第 1 次素案を作成し、ワーキンググループで検討し

た。 

 

③都道府県別農地の窒素・リン酸収支算定データベースの構築 

我が国の農地における窒素・リン酸の収支は、OECD 加盟国中それぞれ 4 番目、1 番目に多いこと

から、経年的な変化、地域的なバラツキ、作物別や畜種別の特徴を明らかにし、収支を改善する必要が

ある。そこで、肥培管理に関する調査結果、肥料生産量、作物栽培・家畜飼養に関する農業統計などか

ら、1985 年から 2005 年までの 5 年ごとに、都道府県別、作目別、畜種別に窒素・リン酸収支を算定

したデータベースを構築した。また、これを用いて解析を行い、我が国全体で収支は逓減しているが、

野菜での窒素収支の過剰や未利用となる家畜ふん尿が増加していることを明らかにした。本データベー

スを農業環境リスク指標の一つとしてとらえ、我が国の農業分野における窒素・リン酸収支を改善する

ため、また、都道府県別の一酸化二窒素発生量の推計や、地下水・河川・湖沼の水質の改善に利用する

ことができる。 

 

④昆虫インベントリーの拡充 

明治時代から昭和 20 年代後半にかけて我が国で行われた昆虫研究に関する文献情報をほぼ網羅した

貴重な資料である「三橋ノート」のうち、多数の害虫や益虫を含み農林学的な重要性がに高いグループ

であるコウチュウ目に関係する全 135 冊、19,992 頁の画像を取得し、公開した。このデータベースは、

各種の分布や害虫種の発生状況、益虫の利用状況など、過去のコウチュウ目に関する文献を検索する上

で、貴重な情報源となると期待される。 

アジア地域のガ類標本では国内屈指の杉 繁郎コレクションのタイプ標本を公開した。178 点のタイ

プ標本を中心とする合計 379 点の標本の画像、種名、ラベルデータ、文献情報などが閲覧できる。タ

イプ標本は、新種を報告する時に 1 個体指定する模式標本で、国際動物命名規約により、相応の研究機

関での管理が勧告されている。本コレクションは、最近、杉 繁郎氏から寄贈されたものであり、侵入

害虫や生物多様性の評価などにおける分類学的研究への活用が期待される。 

 

 

⑤ジーンバンク事業 

平成 21 年度事業計画に基づき、微生物ジーンバンクについては、新規 MAFF 登録株を 20 株、特

性 420 点を登録した。昆虫ジーンバンクについては、新規１系統（タバココナジラミ（バイオタイプ Q））

を導入し、2 種 9 項目の特性評価を実施した。 
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自己評価 

大課題 C2 

(中課題 C21) 

 

評価ランク コメント  

A 

リモートセンシング・GIS の活用手法の開発に関しては、順調に進

捗している。新規 SAR衛星データをイネ収量評価につなげるための新

知見を得るなどレベルの高い研究が行われており評価できる。こうし

た高い研究ポテンシャルを地球温暖化対策研究や生物多様性研究で活

かすため、所内及び所外連携を強化することが期待される。 

総合的なインベントリーの構築に関しては、順調に推移している。

特に、多くの環境関係研究者から待たれていた土壌情報閲覧システム

を、誰もが利用できる形で構築し公開したことは評価できる。平成 20

年度には遅れが見られた包括的土壌分類試案の策定のための作業は、

加速化され中期計画に即した進捗に回復した。農業環境リスク指標の

開発についても良い成果が得られている。 

 

前年度の独

法評価委員

会評価 

大課題 C2 

 

評価ランク コメント  

A 

リーモートセンシング・GIS の活用手法の開発に関しては、歴史的

農業環境閲覧システム（HABS） の開発と公開は評価できる。また、

衛星データなどの解析で得られた結果については、他の研究機関のデ

ータや他の方法で出された結果との比較による妥当性の検証を十分行

うとともに精度の向上を期待する。 

総合的なインベントリーの構築に関しては、微生物、昆虫などの個々

のデータベースの充実及び農業環境インベントリーシステムの公開に

向けた作業が進展したことは評価できる。それらの活用による成果を

具体的に示すことにより、その有効性をアピールすることを期待する。

一方で、包括的土壌分類試案の策定のための作業の進捗には遅れが見

られ、加速化することが必要である。農業環境リスク指標の開発につ

いては、指標の妥当性の検証に係る研究の深化を期待する。 
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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記者発表による最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。 

 
指標 
2-2-ア 分かりやすい情報提供の観点から広報活動の見直し・強化が図られているか。 
2-2-イ 農業環境のリスク評価・管理等について、国民との双方向コミュニケーションが図られているか。 
2-2-ウ 普及に移しうる成果に関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。また、追跡調査は適切に行われているか。 
2-2-エ 研究成果に関する情報提供と公開は適切に行われているか。 
2-2-オ 論文の公表やＩＦに関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。 
2-2-カ プレスリリースに関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。 
2-2-キ 知的財産に関する情報提供、ＴＬＯの活用など知的財産の利用促進の取り組みは適切に行われたか。 
2-2-ク 特許出願に関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。 
2-2-ケ 実施許諾拡大に向けた取り組みは十分に行われているか。 

 

中項目実績 

●広報活動の見直し・強化（指標 2-2-ア） 

本研究所の活動が広く国民に理解されるよう、各種のイベントの開催、イベントへの参加等を通じて、

わかりやすい情報提供に努めた。広報イベント等への参加や独自の広報企画においては、対象者を明確

にし、青少年・一般向けイベントは体験や対話を中心とした広報を、技術移転イベントではわかりやす

い技術解説パネルや実物展示と研究者の配置などを行った。
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表 2-2-ア-1 広報関連イベントの概要 

種類 名称 内  容 開催日 

(開催場所) 

一般市民

向けイベ

ント 

研究所一般

公開 

科学技術週間の一環として実施。１日目は本研究所で「炭パワーで土壌

浄化」や「においにひかれるバクテリア」等の展示・体験と「温暖化によ

って食料生産はどうなるか？」などのミニ講演、2日目は農林水産技術会

議事務局筑波事務所で「農業と環境の 120 年の変化を調べよう」など実

演・体験と研究成果パネル展示を実施。１日目来場者 1,080 人。2日目ク

イズ参加者約 800 人。 

H21.4.17 

農環研 

4.18 

農林水産技術会

議事務局筑波事

務所（つくば市） 

龍ケ崎市市

民環境講座 

龍ケ崎市（茨城県）の「市民環境講座」において、研究者が外来植物の

分布拡大と被害防止策について講演。身近な外来植物とその環境問題を紹

介し、「外来生物法」について解説した。参加者 29 人。 

H21.8.1 

龍ケ崎市さんさ

ん館(龍ケ崎市) 

農環研サイ

エンスカフ

ェ 

つくば市内のレストランでサイエンスカフェ「容疑者 Nの変身」を開催

し、食料の生産と消費が環境に及ぼす影響を、窒素の循環と水質への影響

を中心に紹介。女性研究者を講師とし、特に女性の高校生、中学生の参加

を呼びかけた。参加者 25 人。 

H21.11.14 

つくばエキスポ

センター内レス

トラン滝（つくば

市） 

農業生産者

NPO との交

流会 

農業生産者との直接のコミュニケーションを図るため、農業生産者 NPO

「田舎のヒロインわくわくネットワーク」との交流会を開催し、本研究所

からは研究内容や施設の紹介、先方からは農業生産活動の紹介を行い、意

見交換を実施した。参加者 48 人（先方 18 人）。 

H21.12.3～12.4 

農環研 

ジオネット

ワークフェ

スティバル

「つくばア

ースデー」 

ジオネットワークつくば(つくば市等で構成)の市民講演会「つくばの

20 年」において、本研究所の研究者が「“筑波”と“つくば”の農村景観

―里地里山の今昔―」と題して講演を実施した。参加者 1,740 人 

H22.2.27 ～ 2.28

つくばエキスポ

センター(つくば

市) 

 生物多様性

条約 COP10

プレコンフ

ァレンス 

環境省等が、平成 22 年 10 月に名古屋市で開催される生物多様性条約締

約国会議（COP10）に向け開催した「新しい生物多様性目標を考える－

生物多様性と生態系サービスの保全に向けて－」をテーマとしたプレコン

ファレンスで、参加者・一般市民に研究活動を紹介するポスター展示を実

施した。参加者約 300 人 

H22.3.21～3.22 

名古屋大学（名古

屋市） 

青少年向

けイベン

ト 

つくばちび

っ 子 博 士

2009 

つくば市が夏休み時期に小・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、農環研において昆虫採集体験、実演展示見

学（土から出る二酸化炭素）、農業環境インベントリー展示館見学等を実

施。参加児童数 223 人。 

H21.7.22、 7.29、

8.19 

農環研 

つくば科学

フェスティ

バル 2009 

つくば市などが主催する青少年対象の科学体験イベント「つくば科学フ

ェスティバル」に参加し、微粉末活性炭タブレットを使った水浄化の実験

や実物展示、クイズを実施。会場入場者 18,000 人、クイズ参加者約 500

人。 

H21.12.19～20 

つくばカピオ（つ

くば市） 

アグリキッ

ズ教室「冬

を越す昆虫

たちを探そ

う」 

「夏に見た昆虫たち、冬はどこで何をしてるんだろう？」をテーマに主

に小・中学生を対象として、朽ち木からの昆虫採集と生態の観察、昆虫の

展示・解説を実施。来場者 131 人。 

H22.2.27～2.28 

食と農の科学館

（つくば市） 

惑星地球フ

ォルム 2010 

in アキバ 

国際惑星地球年（2007-2009）の終了記念イベントとして行われた「惑

星地球フォルム 2010 in アキバ」で、ポスターや土壌モノリスの展示を

行った。入場者 約 800 人 

H22.3.27～3.28 

富士ソフトアキ

バプラザ（東京

都） 

（ サマー・サイエンス・キャンプをＰ83 表 2-3-イに記載 ） 
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技術展示

イベント 

アグリビジ

ネス創出フ

ェア 2009 

農林水産省等が主催する技術交流展示会「アグリビジネス創出フェア

2009」に参加し、「固体発酵によるバイオエタノール生産」など、民間企

業での活用が期待される成果のブース展示と技術プレゼンテーションを

実施。会場全体の入場者約 23,000 人。 

H21.11.25～27 

幕張メッセ(千葉

市) 

テクノロジ

ー・ショー

ケースinつ

くば 2010 

つくばサイエンス・アカデミー主催の「テクノロジー・ショーケース

in つくば 2010」に共催機関として参加し機関広報ポスター等を展示。全

体参加者約 800 人。 

H22.1.22～23 

筑波大学 (つく

ば市) 

見学対応 見学者数 938 人 （一般公開等イベント開催時を除く） 

[見学の事例] 

 和歌山県立向陽高等学校（スーパーサイエンスハイスクール指定校）環

境科学科２年生 36 人が、事前に遺伝子組換え作物についてのディベート

を行ってから本研究所を来訪し、遺伝子組換え作物やその環境影響等につ

いて説明を受けた。 

 

通年（農環研） 

  

本研究所公式 Web サイトについては、音声での閲覧などアクセシビリティに配慮したページ作成や

修正を進めるとともに、求める情報を利用者が見つけやすいよう、「研究トピックス」、「受賞・表彰」

などの「まとめページ」を作成した。また、農業環境インベントリー展示館、温室効果ガス発生制御施

設など見学者に対応できる施設について Web サイト紹介頁の充実を図った。Web マガジン「情報：農

業と環境」を毎月公開し、研究会・公開セミナーやイベント等の開催案内と報告、環境問題の解説、最

新の知見の紹介など、適時の情報提供に努めた。本研究所Webサイトのトップページ及びWebマガジ

ンへの PCによる訪問回数はやや減少した。その要因については、関心のあるページへの直接のアクセ

ス、カウントされない携帯電話からの閲覧の増加なども考えられる。 

 

表 2-2-ア-2 本研究所の公開Webサイトへの訪問者数の推移 

種     類 ア ク セ ス 数 （ 千 回 ） 

平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度

研究所Web

サイト 

日本語トップページ 192 210 229 232 218 

研究成果情報 27 43 95 166 145 

Webマガジン 情報：農業と環境 149 182 188 169 131 

 

● 国民との双方向コミュニケーション（指標 2-2-イ） 

4月に実施した本研究所の一般公開において、ミニ講演会「温暖化によって食料生産はどうなるか？」

と「モンゴルの自然と土壌」、実演・体験コーナー「炭パワーで土壌浄化」、「作物気象データベース」

などで、地球温暖化リスクの研究や化学物質のリスク低減技術などを解説した。 

中高生、大学生、農業者、市民団体などの本研究所見学では、温室効果ガス発生制御実験の見学・説

明、農薬のリスク管理や遺伝子組換え作物の環境リスク防止について説明。事前アンケートでの質問に

答えるなど見学者との双方向コミュニケーションに努めている。 

女性研究者支援モデル育成事業を活用し、大学や高校での出前授業、中高生や一般市民を対象とする

「農環研サイエンスカフェ」などを行い、女性を中心に、研究者と国民との双方向コミュニケーション

を図った（Ｐ113 表 7-2-オ 参照）。 
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写真 2-2-イ 研究所一般公開（左）、サイエンスカフェ（右） 

 

● 普及に移しうる成果（指標 2-2-ウ） 

課題評価会議において外部委員を含めて選定した「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８件であり、中期計画の目標値の 1/5（6 件）を上回った。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 22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 26 集）」として刊行

するとともにWeb サイトにも掲載した。（P参考-43 資料５参照） 

なお、平成 15 年度～19 年度に公表した「普及に移しうる成果」について追跡調査を実施した（P11

指標 1-1-ウ参照）。 

 

● 研究成果に関する情報提供と公開（指標 2-2-エ） 

農業環境技術研究所報告、農環研ニュース、農業環境技術研究所年報等を刊行し、Webサイトでも公

開した。本研究所が平成 20年から平成 21年に常陽新聞に連載した一般向け記事 24編をまとめた小冊

子「農のぐるり：農業と環境をめぐる 24の話」を発行した。 

 

表 2-2-エ-1 主 要 な 刊 行 物 

誌名 巻号等 発行年月 発行部数 

 

農業環境技術研究所報告 No.27 H22.3 950 

農環研ニュース No.83～86 H21.7～22.3 各 1,600 

農業環境技術研究所年報 No.26 H21.10 1,400 

NIAES Annual Report 2009 H21.12 900 

環境報告書 2009 H21.12 1,000 

研究成果情報 第 25 集 H21.5 1,000 

農のぐるり ― Ｈ22.3 1,000 

小冊子「農のぐるり」表紙 

研究者や研究成果の利用者向けにシンポジウム、研究会等を積極的に実施した。平成 21 年度は、特

に、本研究所が代表機関としてとりまとめている大規模プロジェクト研究に関するシンポジウム等を多
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数開催した（委託元である農林水産省等と共催）。これらのシンポジウムでは、地球温暖化関係の研究

成果発表会をはじめとして、民間からの出席者も多く、関心の高さが伺えた。また、平成 23 年４月に

予定されていた農業生物資源研究所及び種苗管理センターとの統合準備（現在凍結中）の一環として、

これらの法人と共催でシンポジウム等を行った。以上のシンポジウム等については、開催案内だけでな

く、講演要旨や議論の概要をWebサイトで公表し、研究成果の情報を広く提供することに努めた。 

また、平成 21 年度には、農林水産省の補助事業「水田土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普

及事業」の一環として、地域ブロックごとに「環境にやさしい農業技術説明会」を開催し、本研究所が

中心となり開発した「温暖化を防止する水田の新たな水管理技術」の普及・啓発を図った。 

      

写真 2-2-エ 公開セミナー（左）及び「環境にやさしい農業技術説明会」（右） 

 

 

 

表 2-2-エ-2 シンポジウム、公開セミナー、研究会等の開催状況 
種類 名称 参加者 開催日 

(開催場所) 
委託プロジェク
ト関係シンポジ
ウム・研究成果発
表会等（委託元で
ある農林水産省
等と共催あるい
は協力して実施） 

シンポジウム「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－革新的技術の農業現場での利用に向けて
－」 

172人 H21.9.10 農林水産省
本省講堂（東京都） 

研究成果発表会「地球温暖化と農林水産業－環境・食卓の
現在と未来－」 

341人 H21.11.5 東京国際フ
ォーラム（東京都） 

シンポジウム「農業に有用な生物多様性の指標開発」（第２
回） 

206人 H21.11.18 ベル
サール九段（東京都）

第１回新農業展開ゲノムプロジェクトシンポジウム－都道
府県など試験研究機関との情報交換－ 

165人 H21.12.4 農林水産省
本省講堂（東京都） 

第２回新農業展開ゲノムプロジェクトシンポジウム―中国
における遺伝子組換え作物の研究開発と商業化の展望― 

165人 H22.1.21 農林水産省
本省講堂（東京都） 

第３回新農業展開ゲノムプロジェクトシンポジウム―EU
における遺伝子組換え作物と一般作物との共存研究の成果
と課題― 

95人 H22.2.10 農林水産省
本省講堂（東京都） 

環境にやさしい農業技術説明会―温暖化を防止する水田の
新たな水管理技術― 
 ＊地域ブロックごとに開催 

174人 H21.10～H22.3 山形
県、茨城県、愛知県、
新潟県、兵庫県、鳥取
県、熊本県 

農業生物資源研
究所等との共催
セミナー 

公開セミナー「アグリバイオ分野における知的基盤の今
日と将来展望」（第 1回）－GBIFと生物多様性情報の発信
基地としてのアグリバイオ知的基盤の新たな展開－  
＊農業生物資源研究所、種苗管理センターと共催 

130人 H21.7.13 つくば農林
ホール（つくば市） 

シンポジウム「ポストゲノム時代の害虫防除研究のあり
方」（第１回）―昆虫ゲノム情報と総合的害虫管理技術 IPM

95人 H21.4.24 秋葉原コン
ベンションホール（東
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― ＊農業生物資源研究所と共催 京都千代田区） 
シンポジウム「ポストゲノム時代の害虫防除研究のあり方」
（第２回）―次世代農薬への挑戦・抵抗性機構の解明と環
境調和型殺虫剤の開発―  ＊農業生物資源研究所と共催

約 120人 H21.7.24 秋葉原コン
ベンションホール（東
京都千代田区） 

公開セミナー 農業環境技術公開セミナーin滋賀  
＊滋賀県と共催で、滋賀県で開催 

77人 H21.11.17 ピアザ淡
海、滋賀県農業技術総
合振興センター他（滋
賀県） 

女性研究者ロールモデル講演会―フランスの女性科学者が
ワークライフバランスを保つための機会と制約― 
 ＊科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成事業」
の一環として実施。 

約 40人 H21.10.7農環研 

研究会 第 9回有機化学物質研究会および第 26回農薬環境動態研究
会「水田から流出する農薬の水系への影響」 

187人 
 

H21.9.9農環研 

第 27回土・水研究会「食の安全、農業環境問題におけるト
レードオフを克服する」 

208人 H22.2.25 つくば農林
ホール（つくば市） 

 

平成 21 年度に、農業統計情報メッシュデータ閲覧システム、主要穀類および農耕地土壌の人工放射

性核種分析データベースなどを新たに Web サイトで公開した。特に、農業統計情報メッシュデータ閲

覧システムについては、テレビや新聞で報道され、活用のための照会が多く寄せられている。 

 

表 2-2-エ-3 新たに公開したマニュアル及びデータベース 

名   称 内   容 

農業統計情報メッシュデータ閲覧システム 
農林業センサスの作物栽培面積データなどから算出した１ｋｍメッ
シュ単位の情報をメッシュ地図として表示する。 

線虫学関連日本文献目録  
1997 年から 2006 年に発表された日本の線虫学に関わる文献情報のほ
とんど（4,902 件）を検索できる。 

三橋ノート画像データベース（データ追加） コウチュウ目（135 冊､19,992 頁）を追加。 

主要穀類および農耕地土壌の 90Sr と 137Cs 
分析データ 

人工的に作られ、環境中に放出された放射性物質 90Sr と 137Cs につい
て、1959 年から 2006 年までの米・麦、農耕地土壌中の濃度データを
公開。 

 

●論文の公表・インパクトファクター（IF）（指標 2-2-オ） 

平成 21年度の査読付論文の公表件数は 168件であり、中期計画の目標値の 1/5（162件）を上回った。

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

259となり、中期計画の目標値の 1/5（100）を大幅に上回った。（P参考-44 資料６参照）。査読付論文

数は第１期中期目標期間に一貫して増加したが、平成 19 年度以降は、数は年度目標程度で推移し、イ

ンパクトファクターの伸びが大きくなっている。これは、平成 19 年度に査読付論文の対象を厳格化す

るとともに、研究職員の業績評価をインパクトファクターも重視したものとしたことが影響していると

考えられ、研究の質を高める方向でのマネジメントの効果があらわれていると考えられる。 

 

● プレスリリース等（指標 2-2-カ） 

国民への情報提供を強化する観点から、第２期にはプレスリリースに力を入れ、その件数は前期を大

幅に上回っている。平成 21年度中には 12件（うち共同発表７件）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、平成 21年夏季の低日照に対し、研究成果

速報「2009年夏の低日照が水稲作況低下に影響」をWebサイトに公開した。研究成果のプレスリリー
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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。平成 21 年８月にプレス

リリースを行ったカドミウム汚染土壌のファイトレメディエーションの成果は、農林水産省が報道関係

者の協力を得て選定する「2009 年農林水産研究成果 10大トピックス」の 1つに選ばれた。本成果は、

カドミウムの規格基準値の改正を前に、第１期中期目標期間に開発された基幹技術にその後の研究の進

捗をあわせプレスリリースを行ったところ大きな反響があったものである。このように、社会的な要請

や関心に応え、活用できる技術をアピールしていくこともまた重要であることが示された。平成 21 年

度にも、本研究所の研究成果等に関して、テレビや新聞で多数の報道があった。 

 

表 2-2-カ 研究成果等に関する主な報道 

記 事 見 出 し 等 報道時期及び主な報道 

組み換えダイズ監視の目／国内原種への影響研究進む／ツルマメ

交雑 研究者「低い率」／共存のルール考える必要も 
４月（朝日新聞） 

茶畑が守る自然の宝庫／周辺の採草地「茶草場」／絶滅危惧種も健

在／静岡・鹿児島に現存 
５～８月（朝日新聞、読売新聞、日本農業新聞） 

国土改造で外来種が増殖／河川改修 水に浮く種 有利に／土壌

改良 酸性度弱まり定着 
６月（朝日新聞） 

農環研がカドミ田対策／低コスト技術開発 ８～11 月（日本農業新聞、日経産業新聞、環境新聞 他） 

農環研サイエンスカフェ「容疑者 N の変身」 11 月（日本経済新聞） 

農業環境技術研究所／トンボ生育に適した環境分析 11 月（毎日新聞） 

農業環境技術研究所／「活性炭」粉末錠剤化に成功 11 月（NHK、毎日新聞、読売新聞、朝日新聞 他） 

農地をメッシュ化 閲覧システム公開／農環研 ２月（NHK、日本農業新聞、全国農業新聞 他） 

コメづくり 温暖化に備え／CO2 濃度の影響探る実験進む／今世紀

の中ごろ」収量 14％増／気温上昇続けば減る恐れも 
３月（朝日新聞） 

 

●知的財産の利用促進の取組（指標 2-2-キ） 

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、研究成果の知的財産化とその利用の取組を推進して

いる。平成 20 年度には、職務発明審査会の運営方法の改善、当所単独出願案件を対象とした特許出願

前先行特許調査の実施等を行うこととした。これに基づき、平成 21 年度には、職務発明審査会におい

て 6件について先行特許調査を実施した。また、研究職員の知的財産に対する意識向上のため、外部講

師による知的財産に関する講習会を実施した。 

 

●特許出願に関する数値目標（指標 2-2-ク） 

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 21 年度は 8 件の国内特許出願、2 件の外国特許出願を行った。これは、中期計画の目標

値の 1/5（国内特許出願５件）を上回る。第 2期に入ってからの 4年間では 34件となり、中期計画の目

標値を上回っている。（P参考-51 資料７参照） 

 

●実施許諾拡大に向けた取組（指標 2-2-ケ） 

本研究所で保有する特許については、本研究所の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ている。また、外部 TLO農林水産技術情報協会 AFFTISアイピーの研究成
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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。 

「アグリビジネス創出フェア 2009」などの技術展示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（Ｐ73 表 2-2-ア-1参照）。 

平成 2１年度には、平成 19 年度に出願した特許である「温室効果ガスサンプリング装置」等３件が

新たな許諾を得て、実施許諾件数は８件、実施料収入については、234千円になった（平成 20年度 39

千円）。また、平成 21年度に開始された科学技術振興機構（JST）の研究成果最適展開事業（Ａ－ＳＴ

ＥＰ）の中で、本研究所の出願特許「ヨウ素分析方法及び装置」について、再実施権付独占的通常実施

権を許諾し、民間企業において実用化を図ることとなった。本研究所では、従来、特許の出願が昆虫フ

ェロモン分野に集中していたが、独法化後の取り組みにより、特許出願が他の分野に広がり、まだ特許

許諾の水準は低いながらも、成果があらわれ始めている。 

 

自己評価 

中項目 

2－2 

評価ランク コメント  

A 

広報については、プレスリリースの増加、一般へのアピールのため

東京でのシンポジウム開催、対象層を意識した多様なイベントの実施

や出版物の発刊等が行われ、第２期において、取り組み内容や職員の

意識が大きく改善されている。平成 21年度においても、そうした取り

組みが着実に実施されており評価できる。一方、本研究所の規模でこ

れらの多数の取り組みを実施することは、研究支援部門、研究者とも

に相当の負担であり、今後は、取り組みの拡大ばかりでなく、効果的

な取り組みの実施に配慮していくことが期待される。 

普及に移しうる成果、査読論文、インパクトファクター(IF)、プレス

リリース、特許出願等は順調に成果が出されている。特許に関しては、

昆虫フェロモン以外の分野で新規許諾に至っており、近年の取り組み

の成果がみられる。なお、IFは重要な指標であるが、それにとらわれ、

国民に理解されない評価とならないよう留意することが望まれる。 
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前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

2－2 

評価ランク コメント  

A 

対象を明確にして広報関連のイベントを実施したこと、音声や携帯

電話での閲覧などWｅｂサイトを高度化したことは評価できる。シン

ポジウムや公開セミナーなども対象を明確にし、対象者に明確なメッ

セージが発信されることを期待する。国民との双方向コミュニケーシ

ョンの一つとして、サイエンスカフェなどに取り組んでいることは評

価できる。こうした活動を地道に続けるとともに、その効果を長期的

視点で分析し、効果的効率的な活動が促進されることを期待する。普

及に移しうる成果、査読論文、インパクトファクター、プレスリリー

ス、特許出願等は順調に成果が出されている。特許に関しては、実施

料収入が減少しており、実施許諾拡大に向けたさらなる取り組みを期

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。 

 
指標 
2-3-ア 行政等の依頼に応じ、専門知識を必要とする分析・鑑定・技術相談が適切に行われたか。 
2-3-イ 講習、研修等の開催、国等の委託講習の受託や講師派遣講習会への協力、研修生の受け入れ等が積極的に行わ

れたか。講演会等の総受講者数に関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。 
2-3-ウ 行政が行う委員会への専門家の派遣、情報交換会の開催が積極的に行われているか。行政等の委員会への参加

に関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。 
2-3-エ 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）等への職員派遣

など国際機関等への協力が適切に行われているか。 

 

中項目実績 

●分析・鑑定・技術相談（指標 2-3-ア） 

行政・各種団体・大学等からの依頼に応じて、本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（16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（250 件以上）に対応した。平成 20 年度に同定し、注意喚起を行った北海道内で発生した

新害虫ヘリキスジノメイガについては、本研究所の研究員が、農林水産省からの要請に基づきロシアへ

の調査団に参加するなど、関係者と連携をとり対処している。 

分析鑑定については、本研究所の「依頼を受けて行う分析及び鑑定実施要領」（H19.3.27決定）によ

り、平成 19年度から、原則として対価を徴収している。平成 21年度は分析・鑑定の徴収額は 17千円

であった。 

技術相談については、特に、農業分野における地球温暖化緩和策について、多方面から多数の技術相

談があった。その他、土壌研究、生物多様性、外来植物等について多数の相談があり、それぞれ担当の

研究者等が対応した。 

表 2-3-ア 分析・鑑定及び技術相談の事例 

区 分 内      容 依頼者 

分析・鑑定 写真及び植物標本による種の同定 他 農林水産省 

食品混入昆虫の分析・鑑定 等 民間企業 

植物の分析・鑑定 民間企業 

技術相談 

 

農業分野における温暖化緩和策（農耕地土壌への炭素貯留、温室

効果ガス発生抑制技術、温室効果ガス計測法、炭素循環モデル 

等） 

農林水産省、都道府県、他独

法、大学、民間企業 等多数 

土壌保全、土壌モノリスについて 
国会議員、都道府県、他独法、

外国人研究者 

里地、里山の生物多様性について 環境省、他独法、大学 

外来植物の分布と被害防止、アレロパシーについて 都道府県、市町村、民間企業 

バイオエタノールの固体発酵について 民間企業 

窒素収支の広域評価 大学 

統計モデル、統計分析手法 都道府県、他独法、大学 

 

●講習、研修等の開催、講師派遣、研修生の受入等（指標 2-3-イ） 

本研究所外の者を主な対象として４件の講習、研修等を実施し、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。土壌調査法現地研修会は、従来から全国の土壌研究者の情報交

換やレベルアップに重要な役割を果たしているが、近年、農耕地土壌の炭素含量を測定するための調
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査・サンプリング手法の普及を行っており、土壌炭素蓄積手法の我が国の地球温暖対策への導入に向け

た政策的重要性を増している。 

また、数理統計研修は、国及び都道府県の農業関係研究機関の研究者に、研究に必要な数理統計手法

の講義を行うもので、全国の農業関係研究者の研究ポテンシャルの向上に寄与している。（本研究所内

の者を主な対象とした研修は P23 指標 1-2-ケ参照）。 

 

表 2-3-イ 本研究所が実施する所外向け講習会・研修会等 

講習会・研修会

等名称 

講習会・研修会の内容等 開催日・場所 受講者（人）

土壌調査法現

地研修会 

温暖化対策に資するため土壌層の炭素含量を測定するた

めの調査・サンプリング手法の取得等を実施。特に、黒ボク

土の土壌断面記載と土壌試料採取法に重点を置き、農耕地土

壌分類のポイントなど関連情報研修も実施。土壌保全調査事

業全国協議会との共催。３名の研究者が講師として参加。 

H21.9.3～9.4 

北海道立十勝農業

試験場他（北海道） 

91人 

(公設試等) 

数理統計短期

集合研修 

農林水産研究における数理統計手法の基礎、応用に関する

講義・演習を実施。農業・食品産業技術総合研究機構主催、

農業生物資源研究所及び農環研共催で実施。５名の研究者が

講師として協力。 

基礎編 H21.11.9～

11.13（つくば市） 

50 人(公設試

等) 

応用編  H20.11.16

～11.20（つくば市） 

30 人 (公設

試・独法) 

農林交流セン

ターワークシ

ョップ・セミナ

ー 

農林水産省筑波事務所が農林水産研究独立行政法人等と

共催で実施。平成 21年度には以下の２テーマを実施 

①PCR-DGGEによる土壌微生物相解析 

②分子系統樹推定法：理論と応用 

①H21.10.21～

10.23 

18人 

②H21.11.4～11.8 30人 

サマーサイエ

ンスキャンプ 

高校生等のための科学技術体験合宿プログラムで、独立行

政法人科学技術振興機構主催、本研究所等共催で実施。本研

究所では「残留農薬を測定してみよう」、「環境中の微生物の

力を利用する」の２テーマで実施。 

H21.8.5～8.7 

（農環研） 

８人(高校生)

 

また、技術講習制度及び依頼研究員制度により、他の試験研究機関、大学、民間等から、講習生や研

究員を受け入れ、平成 19 年度に創設したインターンシップ制度により就業体験者を受け入れた（P30

表 1-4-ア参照）。 

他の機関で行われる研修等への協力として、農業・食品産業技術総合研究機構の農業者大学校で開講

される講義に、講師として５人の研究員を派遣した。また、国際協力機構（JICA）に協力し、本研究

所において、海外の研究者等に農業環境保全のための技術の研修を実施している。平成 21 年度は「窒

素・リンによる環境負荷の削減に向けた取組」等 11 件の研修を行った。各種フェローシップに基づく

海外からの研究員・学生の受け入れを実施した（P36 表 1-5-イ参照）。 
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写真 2-3-イ 土壌調査法研修会 

 

●行政が行う委員会への専門家の派遣、情報交換会の開催（指標 2-3-ウ） 

国（農林水産省、環境省等）、地方公共団体、他の独立行政法人、各種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 136件となり、中期計画の目標値の

1/5（100件）を達成した。これらの中には、POPsや農薬のリスク管理、農耕地における地球温暖化対

策、生物多様性研究など、本研究所の研究成果を重要な政策や事業につなげる上で重要なものが多く含

まれている。例えば、本研究所の研究員が参加して農林水産省が行った「農地及び草地土壌が有する炭

素蓄積量に関する勉強会」の検討結果は、農林水産省地球温暖化対策本部による「農林水産分野におけ

る温室効果ガス排出削減・吸収効果等についての試算（平成 21 年 11 月中間整理）」等に反映され、施

策化が検討されている。 

また、立法府への協力として、12月に国会（衆議院環境委員会）で、土壌の重要性や土壌炭素蓄積な

ど農耕地が関係する地球温暖化対策に関する議論に関連し、本研究所は国会側からの要請に基づき、土

壌モノリスの貸し出し、国会議員の視察受け入れ等を行った。 

表 2-3-ウ 行政の委員会等への専門家派遣の事例 

委 員 会 等 名 称 依 頼 元 

食品安全委員会（農薬専門調査会、専門委員） 内閣府 

食料・農業・農村政策審議会(専門委員) 農林水産省 

地球環境問題に関する有識者会議 農林水産省 

農地及び草地土壌が有する炭素蓄積量に関する勉強会 農林水産省 

植物防疫に関する技術連絡会議 農林水産省 

平成 21 年日ロ農業交流に基づく訪ロ農業交流団 農林水産省 

平成 21 年度遺伝子組換え農作物海外実態調査に係る委員会 農林水産省 

第１種使用規程承認組換え作物栽培実験指針検討会 農林水産省 

生物多様性評価検討委員会・農作物分科会 農林水産省、環境省 

中央環境審議会（専門委員） 環境省 

平成 21 年度温室効果ガス排出量算定方法検討会（森林等の吸収源分科会） 環境省 

平成 21 年度温室効果ガス排出量算定方法検討会（農業分科会） 環境省 

平成 21 年度越境大気汚染・酸性雨対策検討会(生態影響分科会) 環境省 

特定外来生物（植物）検討委員会 国土交通省 

荒尾市浦川流域化学物質汚染対策検討委員会 熊本県 

つくば市環境審議会 つくば市 

J-BON 運営委員（分科会責任者） J-BON  
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また、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、農林水産省の関係課との情報

交換会、農業環境技術研究所連携推進会議等を開催した（P30 指標 1-4-イ参照）。 

 

●IPCC、IGBP等への職員派遣など国際機関等への協力（指標 2-3-エ） 

国際機関等への協力として、経済協力開発機構（OECD）農業委員会、気候変動に関する政府間パネ

ル（IPCC）等に延べ 11人の研究職員の派遣等を実施した。 

 

表 2-3-エ 国際機関等への協力 

内       容 参加者

（人） 

備考 

経済協力開発機構（OECD）農業委員会 1  

OECDバイテクワーキンググループ微生物サブワーキンググループ 1 業務対応 

OECD農業環境指標ワークショップ 1  

IPCC排出係数データベース会合 2  

東アジア酸性雨モニタリングネットワーク STM10会議 1  

遺伝子組換え作物共存会議（GMCC09） 3  

遺伝子組換え作物のリスク評価・リスク管理に関するオンライン専門

家フォーラム 

1 

 
オンライン会議 

第２回遺伝子組換え作物のリスク評価・リスク管理に関するリアルタ

イムオンライン専門家会合(アジア太平洋地域) 

1 
オンライン会議 
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自己評価 

中項目 

2－3 

評価ランク コメント  

A 

行政が行う委員会への専門家派遣、専門研究分野を活かした技術相

談や分析・鑑定に関しては、社会の需要に応じて適宜対応している。

当該分野全体にわたる専門知識を生かすとともに、農環研の研究成果

の施策等への反映に向けた取り組みとしての専門家派遣や技術相談が

多くあることは評価できる。土壌調査法研修会、数理統計研修などの

所外向けの講習会が行われ、技術講習生や依頼研究員としての研究者

受け入れも着実になされている。こうした取り組みは、都道府県など

を含む全国の農業研究者の資質向上に寄与すると考えられ評価でき

る。土壌モノリスが国会で紹介されたことも、長年の土の理解増進活

動の取り組みの成果として評価できる。国際機関への専門家派遣等も

着実に実施されている。 

 

前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

2－3 

評価ランク コメント  

S 

専門研究分野を活かした分析・鑑定に関しては、行政等の依頼に応

じて適宜実施したこと、特に北海道内の広域で発生した新害虫（ヘリ

キスジノメイガ）の同定に迅速に対応したことは評価できる。農業環

境に関する講習会等に関しては、従来どおり対応しており評価できる。

文部科学大臣表彰科学技術賞（理解増進部門）を２年連続で受賞（「土

壌モノリスを利用した土の理解増進」、「ミニ農村の創造・展示による

農村の生物多様性の理解増進」）したこと、前年度評価した IPCCから

の感謝状を含め、長年の取り組みが評価されたことは高く評価できる。

引き続き、行政が行う委員会への専門家の派遣、行政との情報交換会

の開催、IPCC等の国際機関への協力が行われており評価できる。 
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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。 

 
指標 
3-ア 法人経営に係る具体的方針が明確にされているか。また、方針どおりに実行され、改善効果が現れているか。 
3-イ 法人予算全体の人件費（業績評価を勘案した役員報酬を含む）、業務経費、一般管理費等法人運営における予算配

分の方針について、重点配分方針を打ち出すなど明確にされているか。 
3-ウ 競争的研究資金等の外部資金の獲得に向けた十分な取り組みが行われ、獲得金額が増加しているか。  

【指標１－２のイと同じ】 
3-エ 法人における知的財産権等実施料収入等自己収入増加に向けた取り組みが行われ、その効果が現れているか。 
3-オ 法人における運営費交付金及び受託収入の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が明記さ

れているか。 
3-カ 利益剰余金についてその財源ごとに発生要因を明確にし、適切に処理されているか。目的積立金の申請状況と申

請していない場合は、その理由が明確にされているか。 
3-キ 人件費削減目標の達成に向けた具体的な取り組みが行われているか。その実績等から目標達成の見通しはどうか。
3-ク 法人の給与水準は適切か。国の水準を上回っている場合、その理由が明確にされているか。 
3-ケ 法人における業務経費、一般管理費の削減に向けた取り組みが行われ、その効果が現れているか。 
3-コ 保有資産の見直しについて、減損会計による経理事務が適切に行われているか。 
3-サ 官民競争入札の活用について、検討が適切に行われているか。 
3-シ 一般競争入札等の範囲拡大や契約の見直し、契約に係る情報公開は適切に行われているか。 
3-ス 特定関連会社、関連公益法人等に対する個々の委託の妥当性、出資の必要性が明確にされているか。 
3-セ 法人におけるコンプライアンスの整備状況（倫理行動規程の策定、第三者を入れた倫理委員会等の設置、監事に

よる内部統制についての評価の実施、研究上の不正に関する適切な対応など）が明確にされているか。 
3-ソ 会計検査院、政独委等からの指摘に適切に対応しているか。（他の評価指標の内容を除く） 

 

１．予算配分方針（指標 3-イ） 

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 21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

21年度については、所内における競争的研究資金と位置づけられる研究推進費の活用により競争的環境

の熟成を図った。また、平成 21年 3月に決定した「平成 21年度運営費交付金予算配分方針」に基づき、

研究課題の重点化に向けた点検結果に沿って交付金の重点配分等を行った。具体的には、研究推進費の

うち、小課題強化経費及び新設の小課題間連携強化費を重点化の内容に即した研究に配分した（P16 指

標 1-2-ア参照）。なお、平成 22年３月には、同様に「平成 22年度運営費交付金予算配分方針」を決定

している。 

 

２．外部資金の獲得（指標 3-ウ） 

競争的研究資金の年間応募スケジュールの周知、研究資金獲得に対する研究者のインセンティブ付与、

外部講師による科学研究費補助金の応募説明会等により、積極的な応募を奨励し、中期目標の達成に有



 

 88

効な外部資金の獲得を図った（P18 指標 1-2-イ参照）。 

 

３．自己収入増加（指標 3-エ） 

平成 18年度から、依頼研究員の受入、分析・鑑定について対価を徴収することとしており、平成 21

年度はそれぞれ 415千円（依頼研究員等受入）及び 17千円（分析・鑑定）となった。知的財産権実施

料収入については、新規の許諾があり 234千円となった。  

なお、民間等との共同研究を推進するため平成 20 年度に創設した資金提供型共同研究制度について

平成 22年 4月に 3件の契約を行った。また、本研究所では、自己収入増加に向け、外部からの寄付を

積極的に受け入れることとし、そのための規程を整備するとともに、本研究所の Web サイトで寄付の

募集記事を掲載している。 

 

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。 
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［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） 

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 21年度予算及び決算    （単位：百万円） 

区 分 予算額 決算額
収入 
運営費交付金 3,155 3,155
施設整備費補助金 80 79
農業生産地球温暖化総合対
策事業補助金 － 163
科学技術総合推進費補助金 － 11
受託収入 931 1,504
諸収入 3 4
計 4,169 4,915

支出 
業務経費 864 958
施設整備費 80 79
農業生産地球温暖化総合対
策事業補助金 － 161
科学技術総合推進費補助金 － 8
受託経費 931 1,488
試験研究費 838 1,423
管理諸費 93 65
一般管理費 358 270
人件費 1,935 1,722
計 4,169 4,686

 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 1）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 2）受託収入決算額の内訳は、次のとおりである。 
（１）受託研究収入  1,487 百万円 （平成 20年度  1,654 百万円）  

①政府受託研究収入  1,327 百万円 （平成 20年度  1,518 百万円） 
②その他の受託研究収入  160 百万円 （平成 20年度   136 百万円）  

（２）政府外受託出張収入     2 百万円 （平成 20年度    2 百万円） 
（３）その他受託収入     15 百万円 （平成 20年度    14 百万円） 

 （注 3）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。 
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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 21年度収支計画及び決算     （単位：百万円） 
区 分 計画額 決算額

費用の部 4,208 4,639
経常費用 4,208 4,615
人件費 1,935 1,722
業務経費 813 759
農業生産地球温暖化総合対
策事業補助金 － 161
科学技術総合推進費補助金 － 8
受託経費 901 1,472
一般管理費 358 269
減価償却費 201 224

雑損 － 1
臨時損失 － 24
収益の部 4,196 4,627
運営費交付金収益 3,103 2,749
当年度運営費交付金収益 3,240 2,517
繰越運営費交付金収益 － 233

補助金等収益 － 173
諸収入 3 4
受託収入 931 1,504
資産見返負債戻入 159 183
臨時利益 － 15
純損失（△） △12 △12
前中期目標期間繰越積立金取崩額 20 22
総利益 7 10
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。 

 
（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 

［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。 
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平成 21年度資金計画及び決算    （単位：百万円） 
区 分 計画額 決算額 

資金支出 4,169 5,594
業務活動による支出 4,007 4,593
投資活動による支出 161 315
次年度への繰越金 － 687
資金収入 4,169 5,594
前年度よりの繰越金 － 481
業務活動による収入 4,089 5,031
運営費交付金による収入 3,155 3,155
受託収入 931 1,649
補助金等収入 － 152
その他の収入 3 75
投資活動による収入 80 83
施設整備費補助金による収入 80 83

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。 
 
（４）予算・決算の概況 
 
平成 21年度以前 5年間の推移         （単位：百万円） 

区 分 
平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

収入      

運営費交付金 3,106 3,106 3,280 3,280 3,142 3,142 3,306 3,306 3,155 3,155  

施設整備費補助金 123 119 153 101 100 97 55 48 80 79 執行残額 

農業生産地球温暖化総合対策事

業補助金 
－ － － － － － － － － 163 新規増 

科学技術総合推進費補助金 － － － － － － － － － 11 新規増 

受託収入 1,056 1,048 931 1,060 931 1,601 931 1,671 931 1,504 受託研究契約額の増 

諸収入 2 1 3 2 3 1 3 3 3 4 
自動車保険金等

受入による増 
臨時収入 － － － 11 － － － － － －  

計 4,287 4,274 4,367 4,454 4,176 4,842 4,296 5,028 4,169 4,915  

支出      

業務経費 920 950 886 913 877 930 870 900 864 958 
研究施設修繕費

の増

施設整備費補助金 123 119 153 101 100 97 55 48 80 79 執行残額 

農業生産地球温暖化総合対策事

業補助金 
－ － － － － － － － － 161 新規増 

科学技術総合推進費補助金 － － － － － － － － － 8 新規増 

受託経費 1,056 1,047 931 1,058 931 1,585 931 1,655 931 1,488 受託研究契約額の増

一般管理費 406 397 392 309 379 280 368 321 358 270 

受託費等充当による

光熱水費の減及び管

理事務費等の減 

人件費 1,982 1,895 2,005 1,931 1,889 1,991 2,071 1,955 1,934 1,722 
退職手当支給者

等の減 

計 4,487 4,408 4,367 4,312 4,176 4,883 4,296 4,879 4,169 4,686  

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 1）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 2）平成 18年度から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 3）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。 
 



 

 94

 
 
（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（指標 3-オ） 
運営費交付金を財源とした外部委託としては、従前からの施設保守に関する業務の外部委託を引き続

き実施した。また、広報業務や会議等開催支援業務、データベース構築業務、分析業務等についても外

部委託し外部の人材の活用を図った。 

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、査読付き論文 63 件等の

研究成果が得られた。 

表 3-オ-1 平成 21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 ０ 

普及に移しうる成果 ０ ０ 

査読付論文 63 ４ 

（注）査読付論文のうち本研究所職員が著者に含まれる分については P78 指標 2-2-オの査読付論文 
公表件数にも含まれている。 

 

５．簡潔に要約された財務諸表 

 

①賃借対照表（財務諸表 P.1 を参照）    （単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 
流動資産 777 流動負債 758 

現金及び預金 687 運営費交付金債務 462 
未収金 90 未払金 280 

固定資産 32,923 その他 16 
有形固定資産 32,892 固定負債 885 
無形固定資産 31 資産見返負債 885 
特許権 2 負債合計 1,642 
その他 29 純資産の部 金額 

 資本金 34,353 
 政府出資金 34,353 
 資本剰余金 －2,432 
 利益剰余金 135 

純資産合計 32,057 
資産合計 33,699 負債純資産合計 33,699 
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②損益計算書（財務諸表 P.2 を参照） 
（単位：百万円） 

 金額 
経常費用(A) 4,615
研究業務費 4,264
人件費 1,823
減価償却費 217
その他 2,223
一般管理費 349
人件費 264
減価償却費 6
その他 79
雑損 1
経常収益(B) 4,612
運営費交付金収益 2,749
補助金等収益 173
自己収入等 1,508
その他 183
臨時損益(C) －9
その他調整額(D) 22
当期総利益(B-A+C+D) 10

 
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） 
 金額 
Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 438
人件費支出 －2,223
運営費交付金収入 3,155
自己収入等 1,876
その他支出 －2,369
Ⅱ投資活動によるキャシュ・フロー(B) －232
Ⅲ資金増加額(C=A+B) 206
Ⅳ資金期首残高(D) 481
Ⅴ資金期末残高(E) 687

 
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） 
 金額 
Ⅰ業務費用 3,126
損益計算書上の費用 4,639
（控除）自己収入等 －1,513
（その他の行政サービス実施コスト） 
Ⅱ損益外減価償却等相当額 701
Ⅲ損益外減損損失相当額 58
Ⅳ引当外賞与見積額 －9
Ⅴ引当外退職給付増加見積額 92
Ⅵ機会費用 450
Ⅶ行政サービス実施コスト 4,419
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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 

損益外減価償却等相当額：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等（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） 

損益外減損損失相当額：独立行政法人が中期計画等で想定した業務を行ったにもかかわらず
生じた減損損失相当額（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、経常収益、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 21年度の経常費用は 4,615百万円と、前年度比 272百万円減（5.6％減）となって
いる。これは、退職金を含めた人件費総額が 199百万円減少（8.7%減少）したことが主な
原因である。また、前年度燃料費高騰に伴い増加した電気料金が燃料費の下落により減少
したこともあり、光熱水量全体で対前年度比 48百万円減（18.4％減）となっている。 

（経常収益） 
平成 21年度の経常収益は 4,612百万円と、前年度比 250百万円減(5.1％減）となってい

る。運営費交付金収益において、収益額が前年度比 260百万円（8.6％減）減少したことが
主な要因である。 

（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 23 百万円、固定資産売却損 1 百
万、臨時利益として資産見返負債戻入 4百万円、固定資産受贈益 11百万円の計上を行った。
また、前中期目標期間繰越積立金を 22百万円取崩し、最終的な当期総利益は 10百万円、前
年度比 9百万円減（47.4％減）となっている。 

（資産） 
平成 21年度末現在の資産合計は 33,699百万円と、前年度末比 615百万円減(1.8％減)とな

っている。これは、既存資産の減価償却累計額が増加したためである。 
（負債） 

平成 21年度末現在の負債合計は 1,642百万円と、前年度末比 85百万円増(5.5％増)となっ
ている。これは、運営費交付金債務が対前年度比 225百万円増（94.9％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 21年度の業務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは 438百万円と、前年度比 347百万円増（381.3％
増）となっている。これは、受託収入・補助金等収入等の増による収入総額が対前年度比
181 百万円増（3.7％増）によるものと人件費支出等の減による支出総額が対前年度比 166
百万円減（3.5％減）となったことが主な要因である。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
平成 21年度の投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは△232百万円と、前年度比 66百万円増(39.8％
増)となっている。これは、平成 21 年度における固定資産の取得による支出額が前年度比
119 百万円（60.7%増）の支出増となったことと施設整備費補助金収入額が対前年度比 54
百万円（186.2％増）の収入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 21年度の財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは 0円と、前年度比 1百万円増となっている。 

これは、平成 20年度でリース債務の返済による支出が終了したことによるものである。 
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表 主要な財務データの経年比較 
（単位：百万円） 

区 分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度

経常費用 4,282 4,313 4,810 4,887 4,615
経常収益 4,421 4,280 4,776 4,862 4,612
当期総利益 139 49 15 19 10
利益剰余金 665 156 156 147 135
資産 35,758 35,079 34,979 34,314 33,699
負債 1,215 1,343 1,463 1,557 1,642
業務活動によるキャッシュ・フロー 49 －215 287 91 438
投資活動によるキャッシュ・フロー －246 －129 －175 －166 －232
財務活動によるキャッシュ・フロー －29 －27 －3 －1 －
資金期末残高 820 449 557 481 687
（注 1）平成 21年度の｢業務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ｣の増は、自己収入の増と人件費支出の減によるものである。 
（注 2）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 3）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 4）平成 17年度の当期総利益は、第 1期中期目標期間終了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。 

 

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。 

 

④ 目的積立金の申請・承認の内容、取崩内容等 

当期総利益の主な発生要因は、当年度受託収入を財源として取得した資産の額から、当中期目

標期間中に受託収入を財源として取得した固定資産に係る減価償却を控除した額△4 百万円と農

研機構（畜産試験場）から資産（工具器具備品）を譲り受けたことによる固定資産受贈益 10 百

万円（減価償却費控除後）及び諸収入の未使用額 3百万円である。平成 21年度における諸収入

の決算額は、年度計画における予算額を上回るものの、その収入の性質から目的積立金として申

請していない。 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 22百万円は、前中期目標期間に取得した資産相当額であり、

当中期目標期間において収益計上されることに伴い、減価償却費相当額との損益均衡を図るため、

取り崩すべき積立金として平成 18 年 6 月 30 日付けにて農林水産大臣から承認を受けた 227 百

万円から取り崩したものである。 

 

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 21年度の行政サービス実施コストは 4,419百万円と、前年度比 45百万円減(1.0％減)とな

っている。これは、業務費用が前年度比 99百万円減(3.1％減)によるものが主な要因である。 



 

 99

表 行政サービス実施コストの経年比較 
（単位：百万円） 

区 分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度

業務費用 3,264 3,247 3,208 3,225 3,126
うち損益計算書上の費用 4,316 4,323 4,814 4,891 4,639
うち自己収入 －1,051 －1,076 －1,606 －1,666 －1,513
損益外減価償却等相当額 374 269 284 715 701
損益外減損損失相当額 － 1 － 68 58
引当外賞与見積額 － － －8 2 －9
引当外退職給付増加見積額 16 68 －47 12 92
機会費用 599 555 426 442 450
行政サービス実施コスト 4,254 4,140 3,864 4,464 4,419
（注 1）平成 21年度計上の「損益外減損損失相当額」は、建物 5件について使用しない決定を行った部分について、

減損を認識したものである。 
（注 2）平成 20年度計上の「損益外減価償却等相当額」は、法人税法の改正に伴い、残存価額に到達した資産の残

存価額と備忘価額との差額を５年均等償却していることにより、既存資産の減価償却累計額が増加したこと
によるものである。 

（注 3）平成 20年度計上の「損益外減損損失相当額」は、建物及び構築物について使用しない決定を行った部分（建
物 4件、構築物 1件）について、減損を認識したものである。 

（注 4）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 5）平成 19年度計上の「機会費用」の減少は、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 6）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 7）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による計上で、
電話加入権に係るものである。 

 

（２）経費削減及び効率化目標との関係 

●人件費の削減（指標 3-キ） 

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 21 年度

の削減対象人件費（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。）のうち総人件費改革の取組の削減対象の人件費から除くこととされたも

のを除いた額）は、1,398,896千円となり、前年度実績（1,472,743千円）から 73,847千円（約 5.0%）

の削減となった。 

 

●法人の給与水準（指標 3-ク） 

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/100630/kyuyosuijun.pdfにて公表）。 

研究職員の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、参考ラスパイレス指数のうち学歴勘案の指数（学歴区分毎に国家公務

員の給与と法人の職員の給与を比較した指数）は 100.1となっていることから、国家公務員研究職俸給

表適用者全体と比較して、当法人の研究職員の修士学位・博士学位の取得率が高く、また、平成 18 年

度以降は博士学位所得者のみを選考採用していることから、同年齢であっても俸給格付けの高い者が多
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いことが推察される。なお、国と異なる手当は定めておらず、支給していない。 

 
 事務・技術職員 研究職員 

対国家公務員指数（平成21年度） 98.2 100.9 

対前年比 +2.0 +0.4 

     （注）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（指標 3-ケ） 

当期中期目標期間終了年度における経費について、前中期目標期間の最終年度に比べて業務経費５％、

一般管理経費 15%を削減することとしている。 

業務経費は 957,789 千円（前年度比 57,849 千円増（6.4％増））となった。これは、新規の施設整備

や安全管理対策に要する経費が増加したこと等による。業務経費の前年度比は、こうした各年度の事情

により年度変動があり、平成 21年度については増加しているが、平成 18～20年度は低い水準に抑制し

ているため、平成 18～21 年度の累計は 3,700,193 千円であり、毎年度 1％減で推移した場合の水準

（3,705,883千円）と同程度となっている。 

一般管理費は 270,107千円（前年度比 50,910千円減（15.9％減））となった。これは、光熱水費に占

める割合が最も大きい電気料金について、これまでに進めてきた空調設備や電気器具の省電力対策に加

え、料金単価の引き下げ、冷夏による夏季の電力使用量の低下などにより、大きく削減が図られたこと

等による。また、管理事務費等については、引き続き印刷用紙の両面使用など節約執行を行っている。 

経費全般では、旅費の支出基準の見直しを実施し、日当、宿泊費等の調整を実施することにより経費

削減に努めているが、一方で事務量の増加が発生しているため、事務処理の効率化が課題となっている。 

（単位：千円） 

 

区 分 

前中期目標期

間終了年度 

当中期目標期間 

平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 

金額 金額 金額 金額 金額 対前年度 対前期(注 1)

業務経費 949,985 912,920 929,546 899,940 957,789 6.4％増 0.8％増

 うち高精度機器保守費 84,508 69,486 49,042 50,181 52,049 3.7％増 38.4％減

一般管理費 396,803 309,369 280,040 321,017 270,107 15.9％減 31.9％減

 うち光熱水料 120,711 160,450 151,576 184,538 125,159 32.2％減 3.7％増

 うち管理事務費 46,587 30,616 33,712 23,384 27,114 16.0％増 41.8％減
（注 1）対前期は前中期目標期間終了年度（平成 17年度）に対する比率である。 
（注 2）本表は支出決算ベースで作成している。 

 

●保有資産の見直し（指標 3-コ） 

平成 19 年度に施設・設備の利用状況等実態調査を行い、施設７件が要検討と判断された。これらに
ついて、費用対効果や維持管理費削減等を総合的に勘案し、平成 20 年度に５件の利用目的の変更及び
廃止計画の策定を行い、減損の処理を実施した。平成 21 年度には、引き続き検討を行っていた残りの
施設 2 件について、設備の解体撤去及び除却処理を実施した（Ｐ108 表 7-1-3 参照）。また、新たに見
直しが必要と判断された施設について、利用目的の変更及び廃止計画策定に向け検討を実施し減損処理
を行った。 

本研究所にある研究用別棟の老朽化や維持コストを勘案し、今後、別棟利用の共同化と集中化を進め、
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利用する別棟については安全対策等を強化し、利用しない別棟は閉鎖（光熱水の停止）、資産見直し（除
却）を図る方針を決定し、所員に周知した。また、この方針に即した見直しを推進するため、別棟利用
申請、利用報告の手続きを変更し、企画戦略室の所内調整機能を強化した。（Ｐ20 指標 1-2-エにも記載）。 
 

●官民競争入札の活用（指標 3-サ） 

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。外部委託が可能な業務に
ついての検討を引き続き実施している。 

 

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 21年度 3,155百万円）、受託収入（平成 21年度 1,504

百万円）、諸収入（4百万円）、施設整備費補助金（79百万円）、農業生産地球温暖化総合対策事業補
助金（163百万円）、科学技術総合推進費補助金（11百万円）となっている。事業費については、一般
管理費として 335百万円（運営費交付金 251百万円、受託収入 65百万円、補助金等収入 4百万円、科
研費間接経費から充当分 15百万円）、業務経費として 2,550百万円（運営費交付金 958百万円、受託
経費 1,423百万円、補助金等経費 169百万円）を執行している。 

 

（３）業務実績との関連  

上記の業務経費 2,550 百万円のうち、1,051 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 1,499百万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 168報、国内特許出願８件、外国特許出願２件、普及に移しうる成果８
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 P参考-61 資料 10を参照されたい。 

 

８．経営管理体制 

●一般競争入札、契約に係る情報公開（指標 3-シ） 

平成21年度において、随意契約見直し計画に基づき一般競争入札に取組み一般入札件数は56件となっ

た。（平成20年度49件）。一方、随意契約の総件数は241件であったが、このうち220件は競争的資金等受

託研究の再委託契約であり、事前に国等による審査が行われ実質的な競争性は保たれていると考えられ

る。また、企画競争・公募を行ったものが２件、不落随意契約が７件となっている。これらを除いた12

件は、水道やガス供給事業者あるいは電子ジャーナルの購読契約等の供給者が限定されており、他に供

給可能となる者が存在せず、真にやむを得ない随意契約と考えられる。 

一般競争入札や企画競争としたにもかかわらず、１者応札・１者応募となっている事例が散見される

事態も生じていることから、平成21年７月に「１者応札・１者応募に係る改善方策」を公表し対応策に

ついて検討を行い、公告期間の延長や入札参加資格、仕様書の見直し等に取り組んだ。また、平成21年

11月17日の閣議決定「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき外部有識者を含む契
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約監視委員会を設置し、平成20年度における随意契約、1者応募・１者応札、１者以上の応札ではある

が90%以上の落札率となった契約等について点検・見直しを実施し主務大臣に報告した。 

予定価格の作成についても、平成21年7月に契約事務取扱規程の一部改正を実施し、書面による作成

が省略できる基準を国の基準と同額とした。 
なお、平成 19 年 12 月に策定した「随意契約見直し計画」と、その後のフォローアップ、「１者応札・
１者応募に係る改善方策」、その他の契約に係る情報は本研究所 Web サイトで公表している。 

（掲載 URL） http://www.niaes.affrc.go.jp/dadmini/choutatsu/choutatsu.html 

 
ア 平成 2１年度に締結した契約の状況  

    一般競争契約  ５６件 
    随意契約  ２４１件（国等の委託元による審査済み２２０件、企画競争・公募２件、 

不落随意契約７件、その他１２件） 
     （掲載 URL） http://www.niaes.affrc.go.jp/dadmini/choutatsu/choutatsu.html 

193 9 (4.7%) 9 (4.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 9 (100.0%)
件 (283) (39) (13.8%) (39) (13.8%) (0) (0.0%) (23) (59.0%) (16) (41.0%)
数 (279) (49) (17.6%) (49) (17.6%) (0) (0.0%) (30) (61.2%) (19) (38.8%)

297 56 (18.9%) 56 (18.9%) 0 (0.0%) 23 (41.1%) 33 (58.9%)
1,002,575 215,260 (21.5%) 215,260 (21.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 215,260 (100.0%)

金 (1,675,074) (390,373) (23.3%) (390,373) (23.3%) (0) (0.0%) (880,373) (74.8%) (295,920) (25.2%)
額 (1,653,169) (466,744) (28.2%) (466,744) (28.2%) (0) (0.0%) (130,653) (28.0%) (336,091) (72.0%)

1,681,762 473,901 (28.2%) 473,901 (28.2%) 0 (0.0%) 81,577 (17.2%) 392,324 (82.8%)

184 (95.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 100 (51.8%) 84 (43.5%)
(244) (86.2%) (1) (0.4%) (1) (0.4%) (171) (60.4%) (71) (25.1%)
(230) (82.4%) (1) (0.4%) (6) (2.2%) (212) (76.0%) (11) (3.9%)
241 (81.1%) 2 (0.7%) 7 (2.4%) 220 (74.1%) 12 (4.0%)

787,315 (95.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 393,253 (39.2%) 394,062 (39.3%)
(1,284,701) (76.7%) (7,770) (0.5%) (47,355) (2.8%) (869,713) (51.9%) (359,863) (21.5%)
(1,186,424) (71.8%) (1,178) (0.1%) (34,268) (2.1%) (1,048,186) (63.4%) (102,792) (6.2%)
1,207,861 (71.8%) 3,775 (0.2%) 78,236 (4.7%) 1,039,229 (61.8%) 86,621 (5.2%)

一般競争
総金額(千円）

応　札　者　数
1者 ２者以上

指名競争
計総件数

競　争　入　札

計

随　意　契　約

企画競争・公募 不落随意契約

そ  の  他

国等の委託ものによる
審査済み その他

（注 1）上段は平成 18年度、中上段(  )は平成 19年度、中下段(  )は平成 20年度、下段は平成 21年度実績。 
（注２）「国等の委託元による審査済み」とは委託元の企画競争や競争的研究資金の公募に際し、共同研究グループ

の中核機関として応募し､採択された後､当該研究グループに所属する共同研究機関に対し､再委託を実施し
たもの即ち、随意契約であるが、透明性は確保されている。 

（注３）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４）（ ％）内の数字は、総件数・総金額に占める割合（ただし、応札者数欄については、競争入札計に占める
割合。小数点第 2位を四捨五入。） 

（注５）「随意契約見直し計画」の策定時、フォローアップ時では調査対象の定義が一部異なっているが、本表では
３カ年の継続性を鑑み件数及び金額を整理したことから、フォローアップとは数値が一致しない部分がある。 

 
  イ 随意契約から競争入札に移行した事務  

 
平成 21 年度は該当なし 
 

  ウ 随意契約によることとした理由 

随意契約によることとした理由 件数
                  事   例 

     役務等の名称      契約金額(千円) 見積合わせ
参加業者数
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契約の性質又は目的が競争を許さない
もの 

５
外国雑誌オンライン購読（サ
イエンス・ダイレクト）1式 19,408 １ 

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 7 

マイクロ波式反応加速シス
テム 1式  3,549 １ 

公募による随意契約 ２
国際会議開催に伴う会議場
等借り上げ １式 2,581 １ 

企画競争により決定した会計監査人候
補者名簿を主務大臣に提出し､主務大臣
が選任（独立行政法人通則法第40条） 

１ 平成21事業年度監査契約 5,411 ２ 

国等による審査済み 220

「農業に有用な生物多様性
の指標及び評価手法の開発」
（指標の候補を選抜するた
めの研究） 1式 

3,690 － 

 
●特定関連会社、関連公益法人等に対する委託（指標 3-ス） 

 
特定関連会社、関連公益法人等に対する委託はない。 

 
●コンプライアンスの整備状況（指標 3-セ） 

①業務運営と内部統制の組織・体制 

本研究所では P3 の組織図のとおり、企画、総務、監査等の各業務を担当する室・専門役とそれらを

統括する研究統括主幹、業務統括主幹、研究コーディネータが各業務を推進している。研究領域が研究

分野ごとに設置され、研究員の管理・育成を行う。以上を基本組織とするが、各研究領域から必要な研

究者を集めリサーチプロジェクト（RP）を組織し、目的指向的に設定されている研究課題を推進してい

る。RP は課題の進捗等に応じ臨機応変に再編を行っている。この他、所全体の重要事項については、

理事長を中心に役員会、所議で審議を行う。また、各室で担当できない横断的事項、専門的事項に対処

するため、各種委員会を整備している。委員会の中で業務効率化推進委員会、コンプライアンス推進委

員会、採用･給与等審査委員会等を特に重要な委員会と位置づけ、これらの委員長は理事長が行ってい

る。 

RP など本研究所の特徴ある組織は、第２期の当初に理事長のリーダーシップにより整備された。そ

の後も必要に応じ見直しを行っており、平成 21 年度には、契約等について点検・見直しを実施する外

部有識者を含む契約監視委員会を設置した（P101 指標 3-シ参照）。また、化学薬品の安全管理や情報

セキュリティに関する業務量の増加及び迅速な意志決定に対応するため、平成 22 年 4 月に、安全管理

専門役及び研究情報システム専門役をそれぞれ安全管理室及び研究情報システム管理室とし体制を強

化した。 

②コンプライアンス推進の取り組み 

本研究所では、第２期の初年度となる平成 18 年度に、新たに基本理念・行動憲章を策定して、その

中で法令遵守を宣言するとともに、コンプライアンス推進規程、研究活動の不正防止に関する規準等を

定め、コンプライアンス相談窓口を設けた。その後、平成 19 年度に全所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行うなど、所員のコンプライアンス徹底のための取り組みを進めている。 

平成 21 年度には、コンプライアンス推進委員会を中心に、ハラスメントに関するアンケート調査と

研修を実施し、職員の意識啓発と所内の状況の把握を行った。また、利益相反委員会で、共同研究で開

発した製品の購入など研究員から相談があった案件、職務発明審査会で話題となった案件について検討

を行った。検討結果については所員に周知するとともに、参考事例集として蓄積することとした。その
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他、最近、幾つかの公的機関におけるコンピュータソフトウェアの不正使用の事例が明るみになってい

ることから、コンピュータソフトウェアの適正な管理と使用について職員に注意喚起を行った。また、

本研究所内のコンピュータソフトウェアのライセンスと使用状況等についての調査を行ったところ、特

段の問題はなかったが、継続的に状況を把握して適正な管理・使用に努める必要があることから、今後、

ソフトウェア資産管理を強化することとした。 

③目標管理と評価の仕組み 

ミッションを有効かつ効率的に果たすための目標管理の仕組みの概要は次のとおりである。研究に関

しては、RP ごとに中期計画を達成するための工程表を作成し、RP ごとの検討会（内部設計会議、RP

中間検討会、課題評価会議）において研究設計、進捗管理を行う。RPの検討会では、RPメンバーの他、

理事、関係する研究管理職、企画戦略室等が参加し、多様な研究分野の研究者により様々な角度からの

検討が行われる。毎年度開催する課題評価会議において RPごとの研究課題評価を行うが、この際、外

部評価委員も加え、客観的な評価となるよう配慮している。研究以外の業務運営については、年度計画

に基づき業務を進め、年度途中に企画戦略室が進捗状況の中間点検を行い役員会に報告する。毎年度末

に所の管理職等で構成する自己評価会議及び外部委員で構成する評議会（評価委員会）を開催し、研究

と業務運営をあわせた本研究所の業務全体の評価を行う。評価結果は、独法評価委員会の評価結果とあ

わせ、次年度計画など業務運営に反映させている。 

こうした目標管理の仕組みについても随時見直しを行っており、平成 19 年度には、内部チェック強

化のための自己評価会議の新設、評価結果の次年度計画等への反映のための評議会の早期化を行い、平

成 20年度には業務運営の中間点検の新設等を行った。平成 21年度には、次期の研究課題や業務運営の

検討と次期の導入に向けた国際的ベンチマークの検討等を実施した。 

なお、こうした取り組みの成果は、例えば、研究職員の業績評価の処遇反映や化学薬品管理オンライ

ンシステム導入等の業務改善の他、論文の総インパクトファクターの増加、特許出願数の増加と特許新

規許諾、プレスリリースの増加等の業績を示す指標にもあらわれ始めている。 

④監査 

監査については、監事が、業務及び会計経理について、各部門に対する書面及び対面での調査、役員

会や所議等重要会議への出席、理事長や幹部からの職務執行状況聴取、重要な決裁書類の閲覧等による

監事監査を実施している。また、平成 18 年度に設置された監査室が、諸規程の遵守状況、会計の処理

状況等の内部監査を実施するとともに、監事監査を補助している。 

平成 21年に報告された平成 20年度監事監査報告では、本研究所の業務が、法に規定する業務の範囲に

基づいて適切に運営されていること、財務諸表や決算報告が状況を正しく示していること、会計監査法

人の監査が正当であること、現金等の出納及び保管状況、資産の取得と管理及び処分状況、契約の締結

と執行が適切に処理されていると認められること等が報告された。一方、職場の安心・安全を向上させ

るため、①化学物質等の管理強化、②諸施設の経年劣化についての状況把握と対策の推進、③同居する

他法人との防災・安全管理の強化の３点の改善要請があったため、平成 21 年度にはこれらの対策の重

点的な推進を図った。 

 

●会計検査院、政独委等からの指摘への対応（指標 3-ソ） 

会計検査院から本研究所に対しては指摘事項として公表されたものはないが、旅費支給に関する事

項で、他の機関に対する指摘と同様の取扱いをしていた空港施設使用料について、取扱を改正するとと
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もに、同取扱のなかで過払いとされた金額について自主的に返納することとした。 

 

自己評価 

大項目 

3 

評価ランク コメント  

A 

研究課題の重点化点検や毎年度の研究課題評価の結果に沿って交付

金の重点配分が行われており評価できる。外部資金については、引き

続き高い水準にある。自己収入の増加の取り組みについては、新たに

寄付受け入れ体制の整備が行われたこと、特許の新規許諾により実施

料収入が増加に転じたことは評価できる。 

人件費、業務経費、一般管理費とも中期計画の目標が達成できるペ

ースで削減されている。給与水準は国と同レベルと言える。 

契約に関しては、随意契約の件数が多いものの、その大部分は、国

等による審査が行われており、これらを除いたものは、水道・ガス、

外国雑誌オンライン購読契約等供給者が限定されたやむを得ない随意

契約と言える。また、閣議決定に基づき外部有識者を含む契約監視委

員会が設置され、契約の点検が行われている。 

監事監査、監査室監査は適切に行われ、その指摘を踏まえ、特に安

全管理について改善がなされた。 

 

前年度の独

法評価委員

会評価 

大項目 

3 

評価ランク コメント  

A 

法人の経営方針が明確にされ、組織再編や広報活動が行われており

評価できる。人件費、一般管理費ともに計画通り削減して予算配分さ

れていることは評価できる。競争的研究資金等の外部資金については

前年並みに獲得している。知的財産権等の許諾に関しては増加してお

らず、実施許諾料等の増収に向けたさらなる取り組みを期待する。人

件費削減の取り組みは計画通り実施されている。外部委託に係る考え

方は明確にされており、順調に成果に結びついている。一般管理費の

削減に関しては、レクリエーション経費の削減を含めて種々の取り組

みが行われている。契約に関しては、監事による監査及び監査室によ

る内部監査、契約審査委員会の点検等の取組により、随意契約（受託

研究費による研究委託費を除く随意契約によらざるを得ないもの）の

割合が減少しており、随意契約見直し計画を順調に進捗させているこ

とは評価できるが、競争入札における一者応札については原因のさら

なる分析と対応策を期待する。コンプライアンス体制に関しては、契

約審査委員会を設置し、契約の適切な審査を確保できる体制を整備し

たことは評価できる。 
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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 

 
指標 
7-1ミッションの達成に向けた施設・設備の計画的整備が行われているか。（指標 1-2-ウと同じ） 

 

（１）施設等投資の状況（重要なもの）（指標 7-1(1-2-ウと同じ)） 

①当事業年度中に完成した主要施設等 

平成 21 年度には、施設整備費補助金により微生物生態実験棟空調設備改修を実施した。また、契約

差額による残額が発生したことから、老朽化により漏水が発生しているアイソトープ実験棟の屋上防水

の修繕を実施し、効率的な予算執行を図った。 

 

表 7-1-1 平成 21年度に実施した施設整備費補助金の概要 

施設・設備の内容 金額（千円） 備考 

微生物生態実験棟ボイラー改修ほか工事 ６３，２１０ （設計・監理料を含む） 

アイソトープ実験棟屋上防水改修工事 １６，１３９ （ 同上 ） 

 

運営費交付金では、温暖地における高 CO2濃度の農業生態系への影響の評価や対策を確立するために、
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つくばみらい市に開放系大気 CO2増加(FACE)実験施設を整備した。 

 

   
 

写真 7-1 つくばみらい市に整備した開放系大気 CO2増加(FACE)実験施設 

 

②当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 

運営費交付金による計画的修繕の 4年目として前年に引き続き研究本館の空調設備の一部改修を行っ

た。この空調設備改修にあたってはインバータ制御機器への更新を行い、省エネ化と運転経費の削減を

図った。また、前年に引き続き研究本館の照明器具の省電力対策として、居室の一部についてインバー

タ方式への改修を実施した。 

 

表 7-1-2 平成 2１年度に実施した運営費交付金による主な工事の概要 

施設・設備の内容 金額（千円） 備考 

研究本館４・５階空調機ほか改修工事 ５０，４００  

研究本館照明器具安定器取替工事 ２，０２９  

FACE実験施設（つくばみらい市）建設工事 ５１，０３０  

 

③ 当事業年度中に処分した主要施設等 

 平成 20年度から引き続き検討を行っていた 2施設について、風洞実験棟は風洞装置の撤去を実施し、

建物は他の用途に転用することとした。また、無影日長自動制御温室は廃止の方針が決定し、減損の処

理を実施することとした。今年度における見直しの検討としては、利用状況や維持管理費削減等を勘案

して新たに屋外便所の 4棟を閉鎖するとともに廃止の検討をする施設とし、独立行政法人会計基準に定

められた固定資産の減損の兆候が見られるものとして、減損の処理を実施した。 

 

表 7-1-3 減損処理の状況 

資産名称 用途 種類 減損額（千円） 

無影日長自動制御温室 研究業務用 建物 ４４，６８５ 

建物付属設備 ９，１２６ 

第 1便所 管理業務用 建物 ６６５ 

建物付属設備 １６６ 

第 2便所 管理業務用 建物 ６６０ 

建物付属設備 ４３２ 

CO2貯留タンクと作業棟 実験ほ場 



 

 109

第 3便所 管理業務用 建物 ６６０ 

建物付属設備 ４１４ 

第 4便所 管理業務用 建物 ６８７ 

建物付属設備 ５１４ 

 

（２）施設等の状況（指標 7-1(1-2-ウと同じ)） 

①平成 20年度に整備した施設の使用状況 

平成 20 年度に改修工事を実施した電力関連設備（直流電源装置）は、受変電設備の操作、非常用照

明器具への電力供給、中央監視装置への非常用電源として使用している。これらは、施設の安定稼働の

ために欠かすことのできないものであり、改修により設備の運転の信頼性の向上に寄与した。また、平

成 21 年度に予定していた微生物生態実験棟空調設備改修の一部前倒し整備については、冷房設備のみ

の改修であり、引き続き平成 21 年度においても工事を実施したことから、年間を通した整備の効果は

現時点では測れていない。しかし、安定的な稼働状態の確保と施設の信頼性の向上には寄与した。 

 

②平成 2１年度に整備した施設の概要 

平成 21 年度に改修工事を実施した微生物生態実験棟は、遺伝子組換え微生物や侵入・導入微生物の

安全性評価、生態系影響評価を行う隔離施設であるが、老朽化により空調設備や配管類が劣化し研究に

支障が生じていた。このため、前年度に前倒し実施した冷熱源機器の更新に引き続き、平成 21 年度で

は温熱源機器と空調機並びに配管類、滅菌器などを更新した。改修にあたっては、従来の灯油ボイラー

からガスボイラーへの変更を行い、屋外タンク貯蔵所及び少量危険物貯蔵所を廃止し、危険物貯蔵にお

けるリスクの低減と管理の効率化を図るとともに、新たに第 1機械棟からの高温水熱源による温水も引

き込み、エネルギー源を都市ガスと高温水との使い分けを可能とすることにより、負荷に応じた弾力的

な運転を可能とし、エネルギーの効率的な利用と CO2排出量の削減も図った。 

 

（３）その他（指標 7-1(1-2-ウと同じ)） 

平成 21 年には、監事から、諸施設の経年劣化についての状況把握と対策の推進を求められたことを

きっかけに、受変電設備や消防設備の確認と整備を行った。受変電設備の点検で報告があった 313箇所

のうち緊急措置が必要な 103 箇所について修繕措置を行い、残る 210 箇所については、経過観察の上

可能なものは平成 22 年度中に実施し、大規模な修繕を必要とするものについては次期中期目標期間に

施設整備費補助金予算を確保し改修する方針とした。一方の消防設備については、85箇所のうち 72箇

所を修繕措置をし、残る 10箇所については経過観察を行い平成 22年度に修繕することとした。 

研究本館をはじめとする各施設は、建設から 30 年を経過し施設や設備に老朽化が進んでおり、必要

な改修を加速化し推進することが重要となっている。 
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自己評価 

中項目 

7－1 

評価ランク コメント  

A 

重要度を増している地球温暖化対策の影響評価や対策研究を推進す

るため、開放系大気 CO2増加（FACE）実験施設を整備した。また、

利用状況や維持管理費削減のため、一部施設の撤去、他用途への転用、

減損処理等が実施された。本研究所の各施設は、建設から 30年を経過

し、施設や設備に老朽化が進んでいる。自主点検でも受変電施設等に

相当数の指摘箇所が確認されており、緊急措置が必要な部分について

は修繕を終えたものの、必要な改修を加速化し推進することが期待さ

れる。 

 

 

前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

7－1 

評価ランク コメント  

A 

業務を適切かつ効率的に実施するため、計画に基づいて老朽化した

施設の改修工事やセキュリティ対策、省エネ対策、広報活動の強化の

ための施設整備を行っており評価できる。特に省エネ対策はその効果

が出ており評価できる。引き続き、計画的な施設整備を期待する。 
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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。 

 
指標 
7-2-ア  法人内の役割分担の見直し、組織再編・人員配置が適切に行われているか。 
7-2-イ  期末の常勤職員数が、期初職員相当数を上回っていないか。 
7-2-ウ  任期付雇用、公募等を活用し、長期的視点に立った人材確保の取り組みを行っているか。 
7-2-エ  女性研究者の応募に占める割合と採用に占める割合でかい離が生じていないか。 
7-2-オ  仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備に向けた取り組みが行われているか。 

 

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（指標 7-2-ア） 

平成 20年度に実施した研究課題重点化に向けた点検結果を踏まえ、平成 21年度当初に RPの再編等

を実施した（P20 指標 1-2-カにも記述）。 

平成 21年度には新たに特任研究員の制度を設けた。これは、大学や独立行政法人等の研究機関から、

高度な専門知識を持つ者を本研究所の研究員として招へいし、本研究所の研究及び研究業務の運営につ
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いて指導・助言を行ってもらう仕組みである。農業環境インベントリーシステムの高度化のため、国立

遺伝学研究機構名誉教授 菅原秀明氏を特任研究員として委嘱した（P20 指標 1-2-カにも記述）。 

平成 21年度には、連携推進室でMARCOシンポジウム準備、海外との共同研究や研究協力強化のた

めの業務が、企画戦略室で女性研究者支援モデル育成事業関係の業務が、また安全管理関係で薬品管理

のオンラインシステムの運用の業務がそれぞれ大幅に増加した。人件費を抑制しつつ、これらの新たな

業務の的確な遂行を図るため、それぞれの分野で専門知識を持つ人材を契約職員として新たに雇用し配

置した。 

また、業務量の増加及び迅速な意志決定に対応するため、安全管理専門役及び研究情報システム専門

役をそれぞれ安全管理室及び研究情報システム管理室として、平成 22年４月に体制を強化した。 

 

●期末の常勤職員数（指標 7-2-イ） 

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 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、毎年 2人削減することとしている。平成 22年 3月 31日現在の常勤職員数は 170人であり、

期初の相当数（193人）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組（指標 7-2-ウ） 

研究職員の採用は博士号取得者を対象とした公募によることとし、若手研究員については原則として

任期制を適用している。平成 21 年度は任期付研究員２人を採用するとともに、テニュア審査に合格し

た平成 20年度任期終了の任期付研究員２人をパーマネント研究員として平成 21年４月採用した。また、

平成 22年度任期終了予定者のテニュア審査手続きを開始した。さらに、平成 22年 4月採用に向け、研

究職員３人の公募を実施した。 

また、「研究開発力強化法」第 24条に基づく「人材活用等に関する方針」について検討を行った（P21 

指標 1-2-キ参照）。 

 

●女性研究者の応募に占める割合と採用に占める割合（指標 7-2-エ） 

本研究所の Web サイトに、引き続き、女性応募者向けのページ「研究者を志望する女性の方へ」を

設け、研究職員の採用について説明している。 

平成 21年度の研究員の新規採用（パーマネント及び任期付き）において、16人の応募者のうち 1人

が女性（応募に占める女性の割合 6%）であり、採用者 2 人のうちには女性はいなかった（採用に占め

る女性の割合 0%）。採用時の女性の割合と応募時の割合にかい離はないが、女性の応募を増加させるこ

とは今後の課題である。 

本研究所の研究職員（パーマネント及び任期付の計）のうち女性数は 16 人、女性比率は 12.7%（平

成 22年１月 1日）となっている。（期初（平成 18年 4月 1日）は女性数 14人、女性比率 10.3%）。 

 

●仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備（指標 7-2-オ） 

平成 20 年度に課題提案を行った文部科学省（科学技術振興調整費）の女性研究者支援モデル育成事

業「双方向キャリア形成プログラム農環研モデル」（事業期間：平成 21～23年度、平成 21年度予算額：

約 18.2百万円）が平成 21年 5月に課題採択された。これは、女性ポスドクの研究実践力と女性研究者
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の指導力の向上、女性研究者の出産・育児・介護と研究の両立支援、女子学生への働きかけによる女性

研究者の裾野拡大等を行うことにより、次世代や若手の女性研究者を育成するとともに、それに関わる

女性研究者の指導力を向上させる事業である。本事業の課題採択を受け、本研究所の男女共同参画委員

会の委員長を理事から理事長に変更し強力に事業を推進する体制を整えるとともに、女性研究者、女性

ポスドク等への説明会を開催し、その意見を聞きながら事業を実行に移した。平成 21 年度中に、各施

策の仕組みを構築し、出産・育児等にかかわる女性研究者の支援研究員の雇用等の取り組みを開始した。 

 また、平成 21 年１月から開始した「民間託児所又はベビーシッターによる支援制度」の利用促進を

図るため、平成 21年度も継続して本研究所内グループウェアを活用し周知を行った。平成 21年度の利

用者は延べ 12人となった。 

表 7-2-オ 女性研究者支援モデル育成事業「双方向キャリア形成プログラム農環研モデル」の概要 
項   目 内   容 

１．女 性 研 究 者 の キャリア形成・研究力向上のための支援  
①招聘研究者講演会  国際的に活躍している女性研究者を招聘し、高い水準の研究活動とワ

ークライフバランス維持のヒントとなる講 演 会 を 開 催 （ 平 成 2 1 年
度 は １ 件 開 催 ）。  

②メンター制度 女性研究者のためのメンター制度を整備（平成 21 年度は制度の構築、
メンターの資質向上のための研修会、メンターと若手研究者との交流会
を実施）。  

③海外出張支援及び英
語論文作成 支 援（ 補 助
対 象 外 事 業 ）  

女性研究者のキャリア向上に資するため、海外出張費や英文校閲費を支援する仕組み
を整備（平成 21年度は海外出張費で２件の実績あり）。 

２．女性研究者の出産・育児・介護との両立支援 
①支援研究員制度 出産・育児等により研究に時間を割けない女性研究者が、雇用した支援研究員を活用

して研究を継続する制度を整備（平成 21年度内に３件の実績あり）。 
②情報窓口 出産・育児・介護との両立支援のための情報窓口として専門員を配置。また、所内グ

ループウエアに男女共同参画のコーナーを設け、女性研究者支援関係の情報等の収集・
発信を実施。女性支援事業関連の冊子や印刷物を閲覧できるコーナーを図書室に設置。

③相談窓口 女性研究者及び女性ポスドクのためのキャリアアップや健康問題に関する相談窓口
を設置し、カウンセラーも確保。 

３．次世代育成支援（女性研究者の裾野拡大） 
①出前授業  本研究所の女性研究者が高校・大学等で出前授業を行う仕組みを整備

（ 平 成 21 年度に４件実施）。  
②サイエンスカフェ  女性研究者の裾野拡大のため、一般向けにサイエンスカフェを開催

し、女性研究者のロールモデルを示す（平 成 21 年度中に１件実施）。
（P73 表 2-2-ｱ-1 参照） 

③ホームページ 出産・育児・介護を行う女性研究者に有益な情報、出前授業の開催案
内や応募登録フォームを掲示するホームページを作成し公開。  

４．そ の 他  
○シンポジウム等での
アピール・ 情 報 収 集  

つくば 6 研究機関による男女共同参画推進シンポジウム（９月８日）、
日大合同シンポジウム(11月 25～26日）、つくば男女共同参画会議「つくば男・女のつ
どい 2009」(12月 12日）等に参加。  
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写真 7-2-オ 海外女性研究者ロールモデル講演会（左）と出前授業（右） 

 

その他、平成 19 年度入会した（独）産業総合技術研究所ダイバーシティ・サポート・オフィスから

得られる男女共同参画関連の情報を所内に広く周知した。加えて「次世代育成支援対策推進法」に基づ

く「一般事業主行動計画（計画期間は、平成 17年 4月 1日から平成 22年 3月 31日）の最終年にあた

ることから、検討会において各関係方面の意見を踏まえた検討を行い、次期行動計画を策定した。 

 

 

自己評価 

中項目 

7－2 

評価ランク コメント  

A 

マトリックス制の長所を生かし、研究課題重点化点検結果を踏まえ

機動的に RP の再編等を行ったこと、外部の有識者を活用する特任研

究員の制度を設けたことは評価できる。 

女性研究者支援モデル育成事業が採択され、女性研究者を支援する

新たな取り組みが多数整備され、実行に移されたことは評価できる。

こうした取り組みが、農環研の女性研究者のキャリア形成、研究と出

産・育児等の両立、女性研究者の裾野拡大につながることを期待する。

 

前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

7－2 

評価ランク コメント  

A 

業務改善につなげるために企画部門を増員したこと、期末の人員数

目標に向けた取り組みは評価できる。任期付き研究員の採用、テニュ

ア審査による採用、研究管理職の公募など、人材確保の取り組みは評

価できる。女性研究者の採用については、応募者に占める女性の割合

と採用者に占める女性の割合がほぼ同じであったこと、男女共同参画

推進委員会を設置したこと、子育て支援制度を拡充し仕事と子育てを

両立しやすい雇用環境の整備に向けた取り組みが行われていることは

評価できる。引き続き、女性研究者の確保に向けて取り組むことを期

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。 

 
指標 
7-3-ア 社会への説明責任の観点から、情報提供の充実の取り組みが行われているか。また、開示請求に適切に対応して

いるか。 
7-3-イ 個人情報の取扱いは適切になされているか。 

 

中項目実績 

●情報提供の充実への取組・開示請求への対応（指標 7-3-ア） 

法定公開情報等については、本研究所 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。また、情報公開や個

人情報保護に関する最近の動向を把握するため、総務省が主催する研修や連絡会議に担当者を参加させ

た（Ｐ23 表 1-2-ケ参照）。また、契約については、透明性、公平性、経済性を図るため、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）等を

Webサイトで公表している（P101 指標 3-シ参照）。 

研究情報については、「農業環境技術研究所年報 第 26号」、「環境報告書 2009」などの刊行・配布、

本研究所Webサイトの改善、Webマガジンの公開等を実施した（P75 指標 2-2-エ参照）。  

 

●個人情報の取扱い（指標 7-3-イ） 

ネットワーク侵害、ノートパソコンや USBメモリ等の所外持ち出しによる情報漏洩を防止するため、

「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」、「モバイル PC等の情報セキ

ュリティ実施手順」を所内グループウェア等で周知した。また、全利用者対象の情報セキュリティ研修

を実施して情報セキュリティの強化を図った。特に、本研究所内のネットワークの新規利用者に対して

は、別途、講習会を開催し、ネットワークを利用する上での注意点やセキュリティ対策の基本を徹底し

た。 

また、所内の保有個人情報ファイルの確認点検を行い、ファイル取扱について個人情報保護管理者を

通じて注意喚起を行った。さらに、平成 21 年６月に政府から「独立行政法人等のセキュリティ対策の

推進について」が発出され、本研究所の情報セキュリティ管理対策が強く求められていることから、本

研究所における研究技術情報、研究情報システム及びネットワーク管理に関する業務を強化することと

し、平成 22年 4月より研究情報システム専門役を振り替え、研究情報システム管理室を新設した。 
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自己評価 

中項目 

7－3 

評価ランク コメント  

A 

独法の諸活動に関する情報については、引き続き適切に公開されて

いる。平成 21年度には、土壌情報システムなど多方面での活用が期待

される研究情報を公開した。これらは、農環研が長期に渡り継続して

きた研究の成果であり評価できる。情報のセキュリティ向上の取り組

みに関しても努力がなされているが、他の独立行政法人等でも情報セ

キュリティ管理上の問題が生じていることなどを鑑み、一層の対策の

強化が期待される。 

 

前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

7－3 

評価ランク コメント  

A 

引き続き、独法の諸活動に関する情報をホームページで公開してい

ることは評価できる。「モバイル PC等の情報セキュリティ実施手順」

を作成するなど、個人情報保護に取り組んでいることは評価できる。
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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。 

 
指標 
7-4-ア  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など環境負荷軽減の取り組みを

積極的に行っているか。 
7-4-イ  放射性同位元素、遺伝子組換え生物、化学物質等の管理が適正に行われているか。 
7-4-ウ  職場環境の点検・巡視等の安全対策が適切に行われているか。 

 

中項目実績 

●環境負荷軽減の取組（指標 7-4-ア）  

平成 19年度に策定した「環境マスタープラン」、本研究所の環境・安全委員会（環境保全推進部会）

の提言等に基づいて、前年に引き続き老朽化対策と併せて研究本館の空調設備の省電力・省エネルギー

型への改修を実施した。また、施設整備費補助金による微生物生態実験棟の暖房設備の改修にあたって

は、熱源の効率的な利用を図るため新たにガス炊きボイラーの導入を実施し、エネルギー利用の効率化

と CO2排出削減に向けた改修を実施した。他にも従前からの水資源の節減やコピー用紙等紙資源の削減

対策、エネルギー使用量の把握や解析についても引き続き行い、エネルギー使用量等の内容を四半期毎

に職員に周知した。このような取組により電力使用量は前年度に比べ約 754千 kwh（約 3.8%）の削減

となり、また都市ガスや石油燃料、高温水等を含むエネルギー総使用量として CO2換算での排出量では

対前年度比 6.0%の削減となった。一方、廃棄物の抑制と物品等のリユース及びリサイクルについても、

従前の所内のリサイクル情報の提供による物品の有効活用を図るととも、一般廃棄物置き場の配置の見

直しによる分別の徹底を図り環境負荷低減に取り組んだ。 

表 7-4-ア 環境負荷軽減の取組の概要 
項 目 内   容 

研究本館空調機改修工事 老朽設備を新たな運転制御（インバータ制御）機器へ更新し、電力使用量の削減
を図った。（P108 表 7-1-2） 

微生物生態実験棟ボイラー改修他
工事 

老朽設備を新たな燃料（都市ガス）の機器に更新するとともに、高温水熱源の温
水も併行して利用可能とし、負荷量に対し弾力的かつ効率的な運転を行い CO2排出
量の低減を図った。 

研究本館照明設備改修工事 研究本館の一部の照明器具を高効率型の器具に改修し、電力使用量の削減を図っ
た。 
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●放射性同位元素、遺伝子組換え生物、化学物質等の管理（指標 7-4-イ） 

 本研究所内での化学物質の管理強化のため、平成 20 年度には、化学薬品管理規程の制定、化学薬品

の取扱場所の管理状況立ち入り調査、実験室における標識・表示の徹底等を実施した。平成 21 年度に

は 4月から安全管理専門役を専任とし、引き続き、化学物質の管理強化の取り組みを進めた。本研究所

内の薬品管理をオンラインで一元的に把握できる薬品管理システムを導入し、専従の契約職員 1人を新

たに雇用し配置した。本システムの導入に当たっては、化学薬品を取り扱う者等を対象に説明会を行い、

システムの使用法に加え、安全管理の意識の徹底を図った。新規薬品の購入は本システムを通じて行う

こととし、また、所内にある毒劇物を含む既存薬品の登録を完了した。さらに、本研究所内の整理・整

頓、使用予定のない薬品の廃棄を進めた。このような昨年からの一連の取り組みにより、本研究所の薬

品管理体制は大幅に強化されたと考えられる。今後、薬品管理システムに基づく薬品管理の徹底を図る

ため、化学物質等の安全管理に関する調査及び指導に関する業務体制を強化することとし、平成 22 年 4

月より安全管理専門役を振り替え、安全管理室を新設した。 

また、平成 20 年度を対象とする監事監査の所見において、高圧ガスボンベの管理強化などの安全管

理の強化の改善要請を踏まえ、長期間使用されていないボンベの廃棄等を始めとする各種の安全管理を

進めた。 

表 7-4-イ その他の安全管理強化の取り組み 

項 目 内  容 

高圧ガスボンベの管

理強化 

 ７月の監事監査所見において「高圧ガスボンベの管理強化」について指摘があったことを踏

まえ、ボンベ数量の確認、ガス配管の調査等を行うとともに、ボンベの使用責任者の明確化、

長期間使用されていないボンベや古い分析機器の廃棄等の措置を実施した。 

RI 施設における放射

線障害防止のための

教育・訓練 

 放射線業務従事者、取扱等業務従事者を対象として、平成 21 年度の RI 施設における放射

線障害防止のための教育・訓練を実施した。 

放射線源を含む天秤

の確認と廃棄 

 放射線障害防止法の改正に伴い規制対象となったメトラー社製電子天秤（放射性同位元素装

備機器）について、所内に注意喚起を行い、使用見込みのない２台を適正に廃棄した。 

微生物実験の安全管

理体制の強化 

本研究所の微生物実験の安全管理体制を強化するため、関連規程の整備、微生物実験安全委

員会の設置、関係者を対象とした微生物実験の安全管理に関する説明会等を行った。 

 

●職場環境の点検・巡視等の安全対策（指標 7-4-ウ） 

毎月、職場環境等の点検のため、安全衛生委員会の委員及び産業医が職場巡視を行い、問題点につい

て領域長等を通じ改善を指示し、巡視結果については所議に報告した。また、労働災害や事故等の未然

防止の取組として、職場の隠れた危険を発見するためアンケートを行い、軽微な災害によるケガ等に適

切に対処するための対処法を周知するとともに緊急処置用品の整備を行った。 

本研究所には多数の職員が勤務し、また、多数の来所者があることから、生命に関わる緊急事態に対

処するため、AED の取扱を含む救命講習会を開催し、多数の職員が受講し修了証の交付を受けた（Ｐ

23 表 1-2-ケ参照）。  

平成 21 年 6 月に一部改正された消防法に基づき、大規模地震による災害対策を盛り込んだ消防計画

への改正と、自衛消防組織の見直しを行い、防災体制の強化を図るとともに、地震発生による火災を想

定した避難訓練を実施した。 

職場内の防犯上の安全対策としては、本研究所構内に勤務をする役職員、契約職員、研修生、講習生、

外部委託者等全ての者に ICカードを配布し、研究本館出入口に ICカードキーによる入館管理システム
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を設置し、正面玄関を除く出入口を 24時間施錠することとした。 

 

自己評価 

中項目 

7－4 

評価ランク コメント  

A 

環境負荷低減に取り組み、エネルギー使用量や CO2排出量を削減し

ていることは評価できる。化学薬品管理については、薬品管理のオン

ラインシステムが導入され、本研究所内の整理・整頓、使用予定のな

い薬品の廃棄が進んだ。こうしたことから、本研究所の薬品管理体制

は大幅に強化されたと考えられる。また、自主的な点検により様々な

安全管理強化の取り組みが行われており、所員の安全管理の意識も向

上している。これまでに構築した化学薬品管理システムを的確に運用

することによって、さらに安全管理を強化するため、業務体制の整備

が期待される。 

 

前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

7－4 

評価ランク コメント  

B 

環境負荷低減に取り組み、エネルギー使用量や CO2排出量を削減し

ていることは評価できる。種々の安全管理体制の強化に取り組んだに

もかかわらず、一昨年度の河川への油漏れ、昨年度の不適切な化学物

質の所持や使用に続き、本年度も不適切な形で化学物質の所持が発見

されている。これらの事態は内部管理体制の不十分さと当事者意識の

低さの現れと考えられる。抜本的に管理体制を見直し、環境関係の研

究機関としての社会的な責任を果たす必要がある。 
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：主要成果。
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：成果の活用状況等（成果の活用状況の他、特許の出願・許諾、プレスリリース、受賞等を含む）

：関連する成果グループ

：社会貢献の内容

：背景説明等

（独）農環研における研究の流れ
【資料１】

：成果の活用や社会貢献の内容のうち重要なもの赤字

＜留意点＞
①本資料の研究分野と現在の研究体制（RP）との関係はP24に示すとおりである（第１期と第２期は研究体制が異なる）。
②成果の活用状況は、現時点までに本研究所で把握している範囲のものである（すべての活用状況を把握しているわけではない。
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有害化学物質

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年）

研
　
究
　
成
　
果

第2期（平成18-22年）

　【背景】
　所沢産野菜のダイオキシン汚染報道（H11.2）をきっかけ
に、ダイオキシン問題が国民の関心事となり、政府はダイ
オキシン対策推進基本指針（H11.3関係閣僚会議）、ダイオ
キシン対策特別措置法（H11.7制定）に基づき対策を推進す
ることとなった。対策の内容として、分析技術開発、環境中
挙動に関する調査研究等も含まれている。

野菜類における
ダイオキシン類
の汚染軽減方策
(H13行政P2)殷

イネは土壌から
ダイオキシン類
を吸収しない
(H14行政P2)
清家･大谷

連続遠心分離法
を用いた土壌懸
濁物質の粒径別
ダイオキシン類
濃度の測定(H14
学術P8)牧野･菅
原･櫻井

湖沼底質中ダイ
オキシン類の流
域土地利用別寄
与率の推定(H14
学術P10)谷山･
白戸

水田土壌中のダ
イオキシン類起
源の推移(H15学
術P2)清家･大谷

水田土壌におけ
るダイオキシン
類の年間収支の
推 定 (H16 学 術
P2)清家･大谷

ディルドリンを
吸収しにくいカ
ボチャ台木を用
いてキュウリ果
実中の残留濃度
を低減 (RP1H18
普及P2)大谷･清
家

キュウリのディ
ルドリン残留濃
度を予測できる
土 壌 抽 出 法
(RP1H20普及P2)
清家･大谷･酒井
(美)･村野

カボチャのヘプ
タクロル類汚染
対 策 技 術
(RP1H20普及P4)
大谷･清家 ･牧
野･村野･酒井
(美)

ズッキーニを利
用した土壌残留
ディルドリンの
フ ァ イ ト レ メ
ディエーション
(RP1H20 主 要
P22)大谷･清家

○農産物のダイオキシン汚染に関して、国
や都道府県の政策決定、国民への情報提
供に貢献
○農業環境中のダイオキシンの分析技術
や動態解明に貢献

土壌表層中ダイ
オキシン類の光
分解反応実験装
置の開発(H14学
術P6)小原

化学資材による
土壌中ダイオキ
シ ン 類 の 分 解
(H14学術P4)
清家･牧野･大谷

○農水省の「農業技
術の基本方針」に反
映。地域の残留農薬
対策事業で活用。
○ＥＦＳＡ（欧州食品
安全機関）の意見書
で活用。
○プレスリリース(農
環研H18)

○国、地域のディルドリン、ヘプタクロル対策（技術指針、
対策事業等）に貢献

　【背景】　ディルドリン、ヘプタクロルは過去に農薬として使用された
POPsである。近年も、幾つかの地域で生産されたキュウリやカボ
チャから、残留基準値を上回るものが見つかっており、対応が必要
となっている。

　○プレスリリース（農環研）。国、都道府県
等が資料として活用。肥飼料検査所（旧）
の「肥料中のダイオキシン類の含有量調査
（平成13～17年度）」で参考資料として活
用。

凝集剤による水
田からのダイオ
キシン類の流出
防止法(H15技術
P4)牧野･大谷･
清家･菅原

POPs（ディルドリン、ヘプタクロル）リスク低減対策POPs（ダイオキシン）リスク低減対策

　○農水省委託プ
ロ（有害化学物質）
での研究手法・知
見として活用

　○H12.9.22農水
省（技術会議事
務局）記者発表。
野菜のダイオキ
シン汚染に対す
る安全宣言の参
考資料として活
用。

ダイオキシン類
の水田からの流
出・流下 特性
(H13行政P4)
芝野･竹内･駒田

　○日本農学進歩
賞受賞「農耕地に
残留するPOPsの
動態解明とリスク
低減化技術の開
発(H21：清家)

　○日本農学進歩
賞受賞「農耕地に
残留するPOPsの動
態解明とリスク低減
化技術の開発
(H21：清家)

火山灰土壌によ
る2、4-Dの吸着
メカニズムの解
明 （ H13 学 術
P18)平舘、藤井
義

○特許出願

ディルドリンを
好気的に分解す
る糸状菌の単離
(RP1H21主要P)
髙木･片岡

○約60haで活用（ダイオキシンには
環境省が定める土壌基準値がある
が、対策を要する農耕地は多くな
い。）

2
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農薬等

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-22年）

メダカを使って
化学物質の内分
泌かく乱作用を
簡易に検出する
(H14技術P28)堀
尾

日本産珪藻およ
び藍藻を用いた
OECD藻類生長阻
害試験法の改良
(H15学術P18)
堀尾

農薬生態毒性評
価のためのコガ
タシマトビケラ
の室内人工飼育
法(H16学術P24)
大津

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
(RP1H19普及P2)
横山･大津･堀尾

日本で使用され
た農薬のゆくえ
を明らかにでき
る地球規模の挙
動 予 測 モ デ ル
(RP1H19 主 要
P44)西森･小原

河川における水
稲用除草剤の分
解物の消長と藻
類に対する急性
毒 性 (RP1H20 主
要P18)岩船

○プレスリリース(農
環研H20)。
○環境省「水産動植
物登録保留基準の
運用・高度化検討会
に資料提供。

農薬の水生生物等に対する環境影響評価法

水生植物の奇形
葉による水田か
らの除草剤流出
の検出法(H13学
術P16)【多様性
RP成果】石坂

珪藻の除草剤感
受性を群集レベ
ルの生育速度に
より簡易に検定
す る (H17 技 術
P10)多様性RP成
果】石原

浮遊シダ植物の
サンショウモは
スルホニルウレ
ア系除草剤に対
して感受性が高
い(H17学術P20)
【 多 様 性 RP 成
果】池田

　農薬メーカー１社が活用。なお、本
成果は、平成21年度日本農薬学会
賞(奨励賞)を受賞(平成21年3月)。

イヌホタルイの
スルホニルウレ
ア系除草剤の抵
抗性遺伝子は集
団中に急速に広
ま る (H15 学 術
P34)池田

分解菌集積木質
炭化素材を用い
たシマジンの現
地におけるバイ
オレメディエー
ション(H14技術
P24)高木

モミガラ成形炭
粉末を用いた水
稲用除草剤の系
外流出削減技術
(H14学術P26)高
木

ゼロエミッショ
ンを目指したも
み殻ガス化残渣
の 有 効 利 用
(RP1H19普及P6)
高木

ヘキサクロロベ
ンゼン (HCB) を
好気的に分解・
無機化する細菌
の単離・同定と
主要代謝経路の
解 明 (RP1H20 主
要P20)高木

　特許出願３件（う
ち取得１件）。

　特許出願６件（う
ち取得２件）。

複合微生物系によるPOPs、農薬の分解、系外流出技術

シマジン分解細
菌群CD7の構成
種 と そ の 機 能
(H16学術P22)高
木

クロロ及びメチ
ルチオトリアジ
ン系農薬を完全
分解できる複合
微生物系(H17技
術P8)高木

　国内特許3件、外国特許
4件取得。特許2件出願

○プレスリリース
(農環研H20)

【背景】
　人畜や環境に有害な影響を及ぼす危険性が高い残留性有機汚染物質（POPs）については、過去に農薬として使用されたものなどが農地に残留し、農作物から検出される場合がある。また、農
薬は、農業の生産性の向上に役立っているが、周辺環境への拡散により環境に影響を及ぼすことも心配されている。このため、農業環境中の残留性有機汚染物質（POPs）や農薬のリスク評価
手法及びリスク管理技術の開発のための研究を実施している。

メラミン分解細
菌を土壌中から
発 見 (RP1H21 主
要P)高木

農薬による環境
リスクの大きさ
を計算する確率
論 的 評 価 法
(RP1H21 主 要 P)
永井

殺虫剤の分解物
は河川で水生動
物に影響を及ぼ
しているのか？
る (RP1H21 主 要
P)横山･岩船･堀
尾
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農薬等

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-22年）

研
　
究
　
成
　
果

被覆資材による
土壌くん蒸用臭
化メチルの大気
放出量削減技術
の開発(H13行政
P30)小原、石井
康、殷、石原

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 (RP1H19 普及
P4)小原

○農林水産研究
成果10大トピック
ス(H19)。プレスリ
リース（農環研
H19）。
○特許出願

農作物中の殺虫
剤イミダクロプ
リドは簡易かつ
迅速に分析でき
る(H16技術P62)

○特許出願「微量液
体連続霧化装置及
びこれを利用した標
準ガス発生装置」
(H15)小原(裕)

　○特許出願)
「多機能水溶性
シート」(H20殷)

　○特許出願「有
害物質吸着剤（タ
ブレット型吸着
剤）」(H21殷)

水中の有機化学
物質を対象とし
た分析マニュア
ル(RP12H21普及
P)殷

水浄化を目的と
した微粉末活性
炭タブレットの
開発 (RP1H21 普
及P)殷
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重金属

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年）

研
　
究
　
成
　
果

第2期（平成18-22年）

土壌溶液中カド
ミウム濃度によ
る玄米中カドミ
ウム濃度の推定
(H14学術P14)櫻
井･菅原

畑条件で栽培す
るイネはカドミ
ウム汚染水田の
修復に最適であ
る(H15行政P8)
村上･杉山･石川

玄米のカドミウ
ム濃度に係わる
遺伝子座の検索
(H16学術P10)石
川･杉山･村上･
阿部

イムノクロマト
アッセイを用い
た玄米等のカド
ミウム濃度簡易
測定法 (RP2H18
普及P4)阿部･石
川･櫻井

イネ品種間差を
利用して、玄米
のカドミウム汚
染を低減
(RP2H20主要
P26)石川

カドミウム非汚
染水田における
年間カドミウム
収 支 (RP2H19 主
要P38)荒尾･箭
田 ･川崎 ･齋藤
(貴)間野

スズメノナスビ
を台木としてナ
ス果実中カドミ
ウム濃度を低減
(RP2H19普及P8)
荒尾

ダイズのカドミ
ウム吸収特性解
明 の た め の
113Cd ト レ ー
サー試験法(H13
学術P6）川崎

ダイズの子実カ
ドミウム低蓄積
系統における根
の役割(H14学術
P18)荒尾･杉山･
石川･村上

子実カドミウム
蓄積性が高いダ
イズ品種は幼植
物の段階で簡易
に検定できる
(H15行政P10)杉
山･石川･村上

ダイズ子実のカ
ドミウム濃度を
土壌属性から予
測するための手
法(H16行政P4)
菅原･牧野･櫻井

水耕栽培したダ
イズにおけるカ
ドミウムの移行
特 性 (H16 学 術
P8)川崎

カドミウムリスク低減対策（水稲）

カドミウムリスク低減対策（大豆）

　農林水産省の技術指針に反映さ
れ、行政部局の調査に活用されて
いる。（「土壌の理化学データに基
づく農作物カドミウム汚染リスク予
測技術確立実証調査計画指針（一
次案）（平成18年４月：農林水産
省、（独）農業環境技術研究所））

　○ダイズのカドミウム吸収抑制のための技術確立マニュア
ル（初版：H17、改訂H19）を農水省と連名で作成。

○これまでに７県で農水省（消費安全局）の現地実証を実施。平
成21年度から生産局の普及事業を開始（３県予定）。
○プレスリリース（H21）、農林水産研究成果10大トピックス
(H21)。

　○測定キットは10
数カ所、1000キット
程度販売があり、本
測定法も、県試験
場等で活用。

○これまでに１県で農水省（消費安全局）の現地実証を実施。特許出願
８件、特許取得２件（H21現在）
○プレスリリース(H17)。農林水産研究成果10大トピックス(H17)。
○若手農林水産研究者表彰(H17)、文部科学大臣表彰(若手科学者
賞)(H17)

○農林水産省のカドミウム対策に貢献（農環研の成
果が農水省の対策の柱となっている）。
　・カドミウム吸収抑制の技術対策マニュアルは、
　　農水省ＨＰ、農業技術の基本指針（H22農水省）等
　　で公表され、約４万haで活用。
　・土壌浄化技術は約10県で現地実証等が行われ
　　低コスト技術として期待。

○プレスリリース
(農環研他H20)

　【背景】
　カドミウムは自然界に存在する重金属であり、我が国においても、鉱山や精錬所から排出されたものが土壌に蓄積し、農作物に移
行する場合がある。近年、CODEX委員会で米、野菜等のカドミウム国際基準値が合意され、これを受けて我が国の食品中の規格基
準値の改訂が進められるなど、国内外において安全性に対する意識・関心は高まっている。このため、カドミウムなど重金属による農

作物の汚染リスクの評価手法の開発とリスク低減技術の開発のための研究を実施している。

カドミウム高吸
収イネ品種によ
るカドミウム汚
染水田の浄化技
術 （ファイト
レメディ エー
シ ョ ン )
（RP2H21普及P)
村上･荒尾

玄米カドミウム
濃度を制御する
新規の遺伝子座
の同定（RP2H21
主要P)石川･安
部･倉俣

稲やナスのカド
ミウム集積は導
管にカドミウム
を輸送する能力
に支配される
（RP2H21主要P)
石川･荒尾･森･
倉俣･安部

カドミウムで汚
染された水田を
修復するための
土壌洗浄法(H16
技術P6)牧野･前
島･菅原･櫻井

　○水稲のカドミウム吸収抑制のための技術確立マニュアル（初版：H14、改訂H17）を
農水省と連名で作成。約４万haで活用(農水省の米流通安心確保対策事業の生産防
止計画策定地域）。

玄米に含まれ
るカドミウム
のレーザーを
利用した直接
定量法の開発
(H15 技 術 P62)
馬場･渡邊･殷･
荒尾
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重金属

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-22年）

研
　
究
　
成
　
果

113Cd標識肥料を
用いた肥料由来
カドミウムの土
壌負荷量の推定
（H14学術P16)川
崎

有機性廃棄物の
施用に伴うカド
ミウムの農地負
荷量と作物中カ
ドミウム濃度へ
の影響(RP2H19
主要P36)川崎･

箭田･三島

安定同位体を用
いて植物に吸収
されうるカドミ
ウムの最大量を
評価する
(RP2H20 主 要
P24)川崎･箭田

ストロンチウム
同位体比を利用
したネギの産地
国判別(H15行政
P6)織田、川崎

土壌及び作物中
のフェニル置換
ヒ素化合物の定
量 法 (RP1H18 主
要P42)馬場･荒
尾･前島

　行政からの要請
に基づき、有機ヒ
素の分析法の開
発等を実施。 ○神栖町のヒ素汚染問題

に対する環境省、茨城県等
の対応策に貢献

有機ヒ素リスク低減関係

　○特許出願
(H21)「有機ヒ素の
蓄積を抑制する稲
の栽培方法」(荒
尾、馬場)

カドミウムリスク低減対策（カドミウム吸収特性解明）
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外来生物

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-20年）

研
　
究
　
成
　
果

外来植物ニセ
アカシアのア
レロパシー活
性と作用物質
(H16学術 P44)
藤井(義)･平舘

コンフリーの
アレロパシー
と植物生育阻
害物質の同定
(RP3H18 主 要
P14)藤井(義)･
平舘

小笠原父島に
生育する樹木
葉のアレロパ
シー活性の検
定(RP3H18主要
P16)藤井(義)･
平舘

要注意外来植
物 ハ リ エ ン
ジュにもシア
ナミドが含ま
れる(RP3H19主
要 P28) 藤 井
(義)･平舘･加
茂

外来植物アカ
ギに含まれる
植物生育阻害
物質はＬ－酒
石酸(RP3H19主
要P30)平舘･藤
井(義)

外来植物（アレロパシー）

ＤＮＡからみ
たタンポポ属
植物の雑種個
体の識別と全
国分布
(H13学術P22)
芝池･井手

関東地方でみ
られるタンポ
ポの４割は単
一のクローン
である
(H16学術 P48)
芝池･井手･楠
本･吉村

外来植物の雑種化による定着・拡散過程の解明

アジア・太平洋
外来生物データ
ベースシステム
(ＡＰＡＳＤ)の
構 築 (H16 技 術
P32) 山 中 ･ 小
沼・堀田(DB管
理)

○ＡＰＡＳＤについては、H20年度の
データベース更新（システムの修正、
データ追加等）、国際シンポジウムで
のアピール等によりアクセス数が飛
躍的に増加した。（９千件：H19年度
末→23万件：H21年９月）

水田周辺ではど
のような外来植
物に注意すべき
か (RP3H19 主 要
P24)楠本･山本･
徳岡･井手

輸入穀物に種子
が混入しやすい
外来植物の特徴
(RP3H19 主 要
P26)小沼･下野

簡易型雑草リス
ク評価法の提案
とこれによるリ
ス ク 評 価
(RP3H19 主 要
P32)藤井(義)平
舘

日本における導
入前雑草リスク
評 価 法 の 構 築
(RP3H20 主 要
P28)
西田

外来植物の評価法

外来植物の侵入
は土壌PHと有効
態リン酸に関連
し て い る
(RP3H20 主 要
P30)平舘･楠本･
森田

○外来生物法に基づく
指定生物の選定に貢
献（特定外来生物等専
門家会合等での活用）
○農業現場等での外
来植物対策の優先順
位付けや技術開発に
貢献（外来生物対策指
針（H20農村振興局資
源課）等）

　【背景】
　海外との貿易や交流の拡大により外来生物の侵入が
急増しており、外来生物の蔓延が、生態系をかく乱し、農
林水産業に悪影響を及ぼすことが懸念されている。平成
16年に特定外来生物被害防止法が制定され、外来生物
対策が進められているが、規制・排除すべき外来生物を
決定する基準の明確化等が求められている。そのため、
我が国の農業生態系に影響を与える可能性のある外来
生物の特性や定着実態の把握、リスク評価法の開発等
を実施している。

ナガミヒナゲ
シはアレロパ
シー活性が強
く、雑草化リ
スクが大きい
ので、広がら
ないようにす
る必要があり
ます(RP3H21主
要P)藤井(義)･
平舘･加茂

ナギナタガヤ
の ア レ ロ パ
シーとそのア
レロケミカル
の同定(RP3H21
主 要 P) 藤 井
(義)･平舘･加
茂

○特定外来生物専門家会合（環
境省等。外来生物法に基づく指
定生物の選定等を行う）で活
用。
○生態系保全のための植生管
理方策及び評価指標検討調査
（環境省、農水省、国土交通省、
H17～18）等で活用

○外来生物対策
指針（農水省農村
振興局資源課H20
年３月）に反映

○特定外来生物（植物）検討
委員会（国土交通省国土政策
研究所）で活用。
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外来生物

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-20年）

研
究
成
果

侵入害虫クロ
テンオオメン
コガ（新称）
の国内におけ
る広範囲での
発生確認(H16
学術P68)吉松･
安田

導入天敵昆虫
等の新たな生
態系影響評価
方法と導入判
断基準(H17行
政P16)
望月･屋良･伊
藤(健)

外来昆虫ブタ
クサハムシの
飛翔による分
布 拡 大 能 力
(H17 学 術 P18)
田中(幸)･山中

特定外来生物
カワヒバリガ
イ、霞ヶ浦に
定着し分布域
を拡大中
(RP3H18 主 要
P18)
伊藤(健)

ミトコンドリ
ア遺伝子の部
分配列による
土着天敵ヤマ
トクサカゲロ
ウと外来近縁
種との識別法
(RP3H20 主 要
P32)
望月

外来昆虫・動物

害虫の侵入定
着を防止し所
定の安全レベ
ルを達成する
ための植物検
疫強度の推定
法 (H13 学 術
P14）山村

○プレスリリース(農環研H19、H20)

リンゴ火傷病
が日本に侵入
するリスクの
推定法（H15
行政 P24）山
村

ショウガ科植
物に寄生する
外来性青枯病
菌系統の侵入
と伝搬(H15学
術P26)土屋、
吉田隆、高橋
真、澤田

○農林水産省が
WTOパネルの場で
活用（本成果の内容
を記した論文を日本
側の主張を裏付け
る証拠書類として提
出）。

外来病害虫

侵入害虫クリ
タマバチ防除
のために導入
された外来天
敵昆虫とそれ
に近縁な日本
在来昆虫の交
雑個体の検出
法(RP3H21主要
P)屋良

侵略的外来昆
虫は、密度の
低い侵入初期
に根絶が容易
―交尾探索行
動を仮定した
新しいモデル
による解析―
(RP3H21主要P)
山中
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遺伝子組換え

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-20年）

研
　
究
　
成
　
果

耐虫性遺伝子組
換えトウモロコ
シの花粉に含ま
れるBtトキシン
の生 物検 定法
(H13行政P12)
松井･斎藤

キセニアを利用
したトウモロコ
シ交雑率の簡易
調査法(H14技術
P30)松尾

トウモロコシ花
粉飛散量自動モ
ニター装置の開
発(H15技術P52)
杜･米村･松尾･
芝池･吉村

環境のゆらぎを
考慮した花粉拡
散距離の推定法
(H16学術P30)
山村

雑草群落に混生
する野生化した
アブラナ属植物
の種間交雑種子
の検出(H17学術
P12)松尾

カナダのナタネ輸
出港周辺において
遺伝子組換えナタ
ネの分布は拡大し
ない(RP4H18主要
P20)
吉村･松尾

ほ場で遺伝子組
換えダイズとツ
ルマメが交雑す
る可能性は低い
(RP4H18 主 要
P22)
吉村･水口･松尾

輸入港周辺の遺伝
子組換えナタネ
は、従来のナタネ
生育地にしか生育
し て い な い
(RP4H18 主 要 P24)
松尾･芝池･吉村･
水口

　プロジェクト研究「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」
で調査法、装置として活用。
イネ花粉モニターにも応用。

○生物多様性影
響評価検討会
(H20.10.2)資料と
して活用
○第１種使用規
程承認申請書で
の活用

セイヨウナタネの野生化に関する研究

トウモロコシ等の交雑に関する研究

○第１種使用規程承認申請書で活用。
○カルタヘナ法に基づく組換え作物の
生物多様性影響評価の１項目として採
用され、また国の標準評価法としても採
用されている。

○この手法を用いて得られた結
果が、農林水産省の遺伝子組
換え作物の栽培実験指針の策
定時に組換え作物と非組換え作
物との隔離距離の決定に活用さ
れた。

　【背景】
　遺伝子組換え生物の使用に関しては、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）」）や関連する指針等により、生物多様性への影響を防止することとされてい
る。また、世界的に遺伝子組換え作物が栽培されている面積は年々増加しており、現在のところ遺伝子組換え作物の商業栽培が行われていない我が国においても、商業栽培に向けた科学的知見の集積が求めら
れている。このため、遺伝子組換え作物が生物多様性に及ぼす影響に関する研究、遺伝子組換え作物を栽培する農家と非組換え作物を栽培する農家との共存のためのルール作りに必要な研究を実施している。

○第１種使用規程承認組換
え作物栽培実験指針」の策
定（H16.2.24）及び改正
（H20.7.31)に貢献
○生物多様性影響評価検
討会での検討に貢献
○プレスリリース、パンフ
レット、シンポジウム、公開
セミナー等を通じた遺伝子
組換え作物に関する国民へ
の情報提供に貢献

共存に関する研究（イネ、トウモロコシ）

　○特許出願「作
物の交雑制御栽
培法及び栽培施
設」（散水による
交雑抑制技術）
(H18)井上(聡)、
川島

○プレスリリース
（農環研
H20.9.30）「遺伝
子組換えダイズ
とツルマメとの自
然交雑は極めて
起こりにくい」遺伝子組換え農作物の長期栽培による環境影響研究

○プレスリリース
（農水省H21.3.4)「遺
伝子組換え生物の
安全性確保研究の
成果について」でセ
イヨウナタネ関係の
調査結果（続報）を
紹介

○パンフレット「遺伝子組換え農作物の長期
栽培による環境への影響について」（農環
研、農水省 H18.12.14）
○プレスリリース（農水省H18.7.18）「遺伝子
組換え農作物の長期栽培による環境への
影響について」

○「第１種使用規
程承認組換え作
物栽培実験指針」
（農水省H16.2.24
策定）の隔離距離
の決定等に活用。

○シンポジウム
（農水省・農環研
他H21.12.4）講演
「遺伝子組換え
作物と一般作物
との共存技術開
発」

○公開セミナー
（農環研、農水省
H19.11.3）「遺伝子組
換え作物の栽培と生
態影響評価」

○プレスリリース
（農水省H19.9.21)「遺
伝子組換え生物の安
全性確保研究の成
果について」で自動
花粉モニター、セイヨ
ウナタネ関係の調査
結果を紹介。

ダイズとツルマメの自然交雑に関する研究
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生物多様性

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-22年）

研
　
究
　
成
　
果

生物多様性保全
のための景観・
植生調査解析シ
ステム(RuLIS)
(H17学術P32)楠
本･大黒･井手

トンボの生息環
境としてのため
池の特徴
(RP5H18主要
P26)田中(幸)･
山中･岩崎･スプ
レイグ･中谷

谷津田を囲む斜
面林周辺の草刈
りが植物の多様
性を高める
(RP5H18主要
P28)楠本･山本･
天野･徳岡･山田

ため池の多様なト
ンボ類を守るため
には、池の環境だ
けではなく、池の
配置も重要です
(RP5H20主要P34)山
中･濱崎･田中(幸)･
岩崎･スプレイグ･
中谷

土壌微生物・eDNA

昆虫（ため池トンボ）

全体・植物

　○本マニュアル
はH211月からweb
公開されており、
農水プロジェクト
研究（eDNAプロ）
に参画する独法、
県試験場、大学の
共通マニュアルと
して活用。

　○文部科学大臣表彰授賞（科学技術
賞：理解増進部門）「ミニ農村の創造・
展示による農村の生物多様性の理解
増進(H21)
○学校ビオトープの普及に貢献

○プレスリリー
ス(農環研H19)

スキムミルク
を用いた黒ボ
ク土からのDNA
抽出法 (H14 技
術P34)星野(高
田)･松本(直)･
岡部

土壌DNA による
土壌生物相解析
マニュアル
(RP6H19普及
P10)森本･星野
(高田)･岡田

土壌線虫を指標
とした黒ボク土
畑における耕起
の影響評価(H13
学術P24)荒城

土壌抽出DNAを
用いた土壌くん
蒸処理の微生物
群集への影響評
価(H16学術P34)
星野、松本、岡
部

くん蒸処理が畑
の土壌線虫の種
数および密度に
及ぼす影響と回
復の内容(H16学
術P50)荒城、岡
田

　○eDNAプロジェクトの標準手法と
して用いられており、その他、県農
試、大学等で利用実績あり。

土壌中で生育し
ている微生物の
遺伝子の発現を
検 出 し た
(RP7H19 主 要
P46) 王 勇 ･ 森
本･藤井(毅)･小
川(直)

○農業農村の生物多様性に関する研究と
理解増進に貢献（ミニ農村の創造・展示、
研究成果により文部科学大臣賞を受賞）

野生動物の生息
域拡大のしにく
さを評価する手
法の開発(H17学
術P44)岩崎･ス
プレイグ

水田地帯では周
辺環境によって
生息する鳥類が
異 な る (RP5H19
主要P54)天野･
楠本･徳岡･山本

動　物

○特許出願(H17)
「移動体のエリア内
監視システム」（獣
害予防システム）(ス
プレイグ、岩崎)

茶生産のために
維持される茶草
場は貴重な二次
的自然の宝庫で
す (RP5H21 主 要
P)楠本･平舘･岩
崎

OECDワーク
ショップのルー
ムドキュメント等
として活用
(H19.3)

プレスリリース
(静岡県H21)

農水省(農林振
興局資源課)の
事業マニュアル
「生息環境情報
調査の手引き
(案)(H20)」で活
用

OECDワーク
ショップのルー
ムドキュメント等
として活用
(H19.3)

　【背景】
　生物多様性の維持・向上に関しては、我が国では、生物多様性条約（平成５年
締結）、生物多様性基本法（平成20年制定）、生物多様性国家戦略（現行は平成
17年策定の第３次戦略）等に基づく取り組みが行われており、平成22年に名古屋
市で開催されるCOP10を控え、社会的関心が高まっている。農業との関連では、
里地・里山などの農村地域が生物多様性の維持・向上に果たす役割は大きく、平
成20年に開催されたG8環境大臣会合でＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブとして里山
の保全の推進が合意されている。また、諸外国においては、生物多様性を重視し
た環境負荷の小さな農業への環境支払いなどの施策が実施されている。このよ
うな情勢を踏まえ、農村環境の中核をなす水田及びその周辺域を対象に、生物
多様性を解明するとともに、生態系の保全と調和した農業活動方策を提示するた
めの研究を実施している。
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情報化学物質・生物機能

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-20年）

研
　
究
　
成
　
果

ヘアリーベッチ
に含まれる植物
生長阻害物質シ
アナミドの発見
(H13学術P20)藤
井(義)･平舘･石
坂･小原(裕)

土壌を用いた他
感作用の検定手
法の開発(H15学
術P36)藤井
(義)･平舘･荒谷

ソバ属植物のア
レロパシーとソ
バを利用した植
生管理
(H15学術P38)藤
井(義)･荒谷･平
舘

ユキヤナギに含
まれる高活性植
物生育阻害物質
の発見
(H16学術P38)平
舘 ･荒 谷 ･ 藤井
(義)･杉江

日本在来の被覆
植物リュウノヒ
ゲの他感作用と
他感物質として
のサリチル酸の
発 見 (H16 学 術
P40)藤井(義)･
荒谷･平舘

ムクナの根から
放 出 さ れ る L-
ドーパに対する
植物の抵抗性機
構(H16学術P42)
藤井(義)･平舘･
荒谷

間伐材から抽出
された植物生育
促進物質1,2-プ
ロパンジオール
(H16学術P46)藤
井(義)･平舘･荒
谷

土壌中における
L-DOPA の 植 物
生育阻害活性の
消 長 (H17 学 術
P22)平舘･藤井
(義)･荒谷

高感 度・ 高精
度・迅速なシア
ナミ ド定 量法
(H17技術P28)平
舘･藤井(義)･荒
谷

アオコの増殖抑
制植物を検定す
る「リーフディ
スク法」の開発
(H17技術P30)藤
井(義)･平舘

ソバ粗抽出液に
含まれる主要な
植物生長阻害成
分 は ル チ ン
(RP7H18 主 要
P30)藤井(義)･
平 舘 ･ 古 林 ･
Zahida Iqbal ･
Habib Nasir ･
Anna Golisz

植物（アレロパシー他）

○文部科学大臣表彰授賞
（科学技術賞：研究部門）「植
物のアレロパシー現象とその
作用物質の解明に関する研
究」(H21)

○特許出願

○特許出願

　【背景】
　農業生態系では、多様な生物が、様々な生理活性物質を介して、互いに影
響を及ぼしたり、環境中に存在する化学物質を分解したりしている。それらの
物質を明らかにし、その機能を解明することは、農業生態系機能の維持・向
上や循環型社会の実現に資する様々な技術開発につなげる上で重要であ
る。そのため、そのような技術開発につながる可能性が高い、バラ科植物が
産生する生理活性物質（アレロパシー物質）、ノメイガ類など昆虫のフェロモ
ン、生分解性プラスチック分解微生物などの機能解明を進め、技術開発につ
なげている。

○植物成長阻害効果が認識された
こともあり、ヘアリーベッチは約
5000haに普及し、果樹園や休耕地
の雑草管理、近年では、不耕起稲
作等にも活用されている。（面積は、
種子販売量からの推定）。
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情報化学物質・生物機能

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-20年）

研
　
究
　
成
　
果

Burkholderia 属
細菌のクロロ安
息香酸分解遺伝
子群発現の調節
因子による制御
(H13学術P10)小
川(直)・長谷部

キトオリゴ糖と
特異的に作用す
るレセプターの
検 出 法 の 開 発
(H14学術P36)藤
井(毅)･長谷部･
宮下

PCR-DGGE法によ
る土壌中のクロ
ロ安息香酸分解
菌群の検出(H15
学術P16)森本･
小川(直)･長谷
部･藤井(毅)

クロロカテコー
ル分解酵素の基
質特異性は３つ
の ア ミ ノ 酸 に
よって決定され
る(H16学術P20)
小川(直)･藤井
(毅)･長谷部

農業環境に由来
するセパシア菌
群(
Burkholderia
cepacia
complex ） の 遺
伝子型(H16学術
P36)土屋･對馬

キュウリ苗立枯
病を抑える組換
え微生物の土壌
微生物相への影
響(H17学術P14)
藤井(毅)･田村･
長谷部

キトビオースが
誘導する放線菌
の効率よいキチ
ン分解機構(H17
学 術 P6) 藤 井
(毅)･宮下

分布を拡大して
いるハイマダラ
ノメイガの雄成
虫を誘引する物
質の発見
(H14学術P38)杉
江

チャノコカクモ
ン ハ マ キ の 性
フェロモン構成
成分比の地理的
変 異 (H15 学 術
P32)野口･杉江

チャノコカクモ
ンハマキの交信
撹乱剤抵抗性系
統の作出と抵抗
性の要因
(H15学術P30)野
口 ･ 杉 江

チャノコカクモ
ンハマキの交信
撹乱剤に対する
抵抗性発現要因
(RP7H18 主 要
P32)杉江･田端

性フェロモンを
利用したナシマ
ダラメイガの発
生予察用誘引剤
(RP7H20普及P8)
杉江･田端

昆虫フェロモン

難分解性芳香族化合物等分解微生物

キチン・放線菌

水田土壌から分
離した 2,4-D 分
解菌の分解遺伝
子はメガプラス
ミドに存在する
(H17学術P4)
酒井･小川(直)･
藤井(毅)･長谷
部

　○特許出願「フ
ジコナカイガラム
シの性誘引剤」
(H18)杉江、田端、
平舘

○特許出願

○現在わが国で利用されている多くのフェロモン剤の開発に貢献した。
○多くの特許実施料を得て、農環研の自己収入の獲得に貢献。

　○チャノコカクモ
ンハマキの交信攪
乱剤は約3000ha
（H18現在）で活用
されている。

　○平成13年以降、フェロモン関係の
特許の許諾は約10件、実施料収入は
累計で約600万円に達している（許諾
は、国研時代の特許が中心）。

　○現在、わが国で市販されている
フェロモン剤約40種の半分程度の開
発に、農環研の研究成果が関与して
いる。
○（社）日本植物防疫協会が発刊する
[フェロモン剤利用ガイド」（H12）の執
筆協力など、フェロモン剤の適切な利
用・普及にも貢献。
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情報化学物質・生物機能

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-20年）

研
　
究
　
成
　
果

紋羽病菌に見出
された菌類ウイ
ルス由来の病原
力低下因子の発
見(H14学術P32)
松本･岡部･星野
(高田)

葉面バクテリア
が生産する抗微
生物活性物質の
化学構造の解明
(H14学術P40)平
舘･吉田(重)･杉
江 ･荒 谷 ･藤井
(義)

葉の表面に棲む
生分解性プラス
チック分解酵母
(RP7H19 普 及
P12)北本･小板
橋･對馬･藤井
( 毅 )

植物の葉から採
れたカビが生分
解性プラスチッ
クを強力に分解
(RP7H20普及P6)
小板橋･北本･藤
井(毅)･對馬･鈴
木

生プラ分解菌○農林水産研究成
果10大トピックス
(H20)に選定。民間
企業等の問い合わ
せ多数。

○プレスリリース(農
環研H20)
○特許出願

○プレスリリース(農
環研H19)
○特許出願（２件）

○プレスリリース(農
環研H20)
○特許出願

固体ＮＭＲによ
るアロフェン・
イモゴライトの
検出とAl配位数
解 析 (H17 技 術
P24)平舘･山口

13量体 Al は根
圏環境中で不安
定なため生育阻
害要因となりえ
な い (H17 学 術
P26)平舘、山口

PCR-Luminex 法
を用いてイネい
もち病菌のMBI-
D剤耐性菌を遺
伝子診断する
（H15学術P20)
石井英

アシベンゾラル
Ｓメチルによる
ナシの黒星病抵
抗 性 誘 導 に は
PGIPが密接に関
与する(H15学術
P22）石井英

アシベンゾラル
Ｓメチルは葉面
糸状菌相に影響
を 及 ぼ さ な い
(H16学術P26)石
井英

○県病害虫防除所に
おける薬剤耐性菌の
遺伝子診断に有効に
活用された。（農薬
メーカー１社が診断に
活用し、使用薬剤の
選択に活用した。

解毒酵素遺伝子
塩基配列の違い
を利用した有機
リン剤抵抗性ワ
タアブラムシの
識別法(H16技術
P28）鈴木健

○特許出願「リゾプ
ス属糸状菌のポリ
ガラクツロナーゼお
よびポリガラクツロ
ナーゼ遺伝子」
(H14)吉田(重)、對
馬

○特許出願

　○特許出願「酵
母由来の植物病害
防除剤」(H20)石井

　○特許出願「植物
由来の植物病害防
除剤」(H20)石井

飼料作物から牛
の餌とバイオエ
タノールを作る
(RP7
H21主要P)北本･
堀 田

バイオエタノー
ル生産に用いる
バイオマス原料
および発酵条件
の簡便な評価方
法(RP14H21主要
P) 北 本 ･ 堀 田
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温暖化影響

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-22年）

研
　
究
　
成
　
果

生育阻害要因を
考慮した日本の
水稲生産の温暖
化に対するぜい
弱性の評価(H13
学術P28)西森･横
沢･石郷岡･鳥谷･
後藤･井上(聡)･
山村･田中(幸)

FACE（開放系大
気CO2増加）圃場
では米収量が増
え、タンパク含
量が減る(H14学
術P46)小林･三
浦･吉本

衛星画像を用い
たモンスーンア
ジアでの主要穀
物の栽培期間の
推定(H15学術
P44)鳥谷･大野･
西森･石郷岡

局地気象モデル
を活用した水田
の水温・地温の
広域的な推定手
法の開発(H15学
術P46)桑形･石郷
岡･長谷川･米村･
横沢

大気 CO2 濃度の
上昇と群落微気
象要因を考慮し
たイネの穂温推
定モデル(H17学
術P36)吉本･長谷
川･小林

大気CO2増加に
よる水稲の群落
光合成の促進は
葉窒素濃度に依
存する(RP8H18
主要P34)酒井･
長谷川･小林

大気CO2濃度の
上昇は水田の水
需要を減らす
(RP8H18主要
P36)吉本･小林･
長谷川

水稲の温暖化影
響評価のための
「モデル結合型
作物気象ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰ
ｽ」(MeteoCrop
DB)(RP8H19普及
P14)桑形･吉本･
石郷岡･長谷川

未来の水田生態
系を予測する周
年開放系温暖化
実験システム
(RP8H19主要P64)
吉本･福岡･長谷
川

天水田地帯の水
稲収量を推定す
る簡易モデル
(RP8H19主要P66)
長谷川･澤野･桑
形･石郷岡･早野･
後藤･鳥谷

2007年夏季異常
高温下での水稲
不稔率の増加を
確認(RP8H20主要
P36)長谷川･吉
本･桑形･石郷岡

大気CO2増加影響

高温等気象影響

水利用影響

　プレスリリース

水田からのメタ
ン放出に対する
大気二酸化炭素
濃度と夜温上昇
との相互作用
(RP8H20主要P38)
長谷川･吉本･桑
形･石郷岡

農業水利用を考
慮した新しい大
陸スケールの水
循環モデルの開
発(H16学術P54)
石郷岡、桑形、
後藤、鳥谷、大
野

○プレスリリース(農環研H20)
○多数のアクセス（H21年９月
までに約３万件）があり、多くの
研究者に活用されている。

○プレスリリース
(農環研他H20)

○気候変動に関する政
府間パネル（IPCC）に貢
献（生産変動予測）
○地球温暖化適応戦略
策定に貢献

　【背景】
　大気CO2の増加、温暖化などの気候変動は、我が国とアジア地域の主
要作物であるコメの生産に甚大な影響を及ぼすことが懸念されている。
そのため、気候変動に対するイネの生育・収量の変動をほ場実験等に基
づき精緻に捉え、水田生態系応答モデルを開発している。また、全国及
び東・東南アジア地域など広域を対象として、簡易収量モデルを開発し
影響評価を行っている。

低コストで高精度
の気温測定を可能
にする強制通風筒
(RP8H21普及P)福
岡･桑形･吉本

2009 年夏の低日
照が特に西日本
の水稲作況低下
に影響したこと
を農環研データ
ベースMeteoCrop
で解明(RP8H21主
要P)西森･長谷
川･桑形･石郷岡
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温暖化影響

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-22年）

研
　
究
　
成
　
果

アジアフラックスネット

湿地ツンドラに
おける二酸化炭
素とメタンの年
間収支とその年
次変動(H14学術
P48)宮田･原薗

水稲単作田の熱
収支とCO2フラッ
クスの通年デー
タセットの構築
(H15学術P48)宮
田

渦相関法による
CO2フラックス
計算用の実用的
プログラム(H16
技術P56)間野･
宮田

　９機関で研究に活用されて
おり、活用機関は徐々に増
加している。（H21現在）

積雪地域におけ
るスギ花粉の飛
散開始日の推定
(H17学術P40)井
上聡、川島、
杜、米村

極低温条件でも
降水の量と継続
時間を正確に長
期間保守なしで
実測できる測器
の検証(RP11H20
主要P42)井上
(聡）

　【背景】
　地球温暖化の進行は農業生態系に
様々な影響を及ぼすことが予想される。ま
た、農作物や農耕地土壌はCO2などの温
室効果ガスを吸収・放出し、地球温暖化
の進行に関与している。このような地球温
暖化と農業生態系との相互関係を理解す
ることは、地球温暖化の将来予測と温暖
化の影響評価のために重要である。この
ため、国内外の研究機関と共同で、アジ
ア各地の農業生態系の物理環境（気象
等）、温室効果ガスフラックスのモニタリン
グを実施している。

時別日射量の高
精度推定法の開
発と日本全域に
おけるデータ
セットの作成
(RP8H21普及P)
桑形･石郷岡･眞
崎

耕地の水消費と
CO2 吸収のオン
ライン監視用ソ
フトウェア
(RP11H21主要P)
金･間野
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温室効果ガス

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

研
　
究
　
成
　
果

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-22年）

湿潤熱帯林の土
地利用変化にと
もなう土壌から
の温室効果ガス
発生・吸収量の
変動(H13学術
P32)鶴田･中島･
米村･須藤

水田の間断灌漑
水管理・慣行施
肥管理は水稲栽
培期間中のメタ
ンと亜酸化窒素
の発生を共に抑
制する(H14学術
P50)八木･西村･
須藤･秋山

農耕地への有機
物施用は亜酸化
窒素の主要な排
出源のひとつで
ある(H15学術
P50)秋山･八木･
須藤･西村

畑土壌からの嫌
気的な亜酸化窒
素発生に脱窒菌
以外の微生物が
関わっている
(H16学術P14)駒
田･三島

メタン発生の多
い水田での畑転
換は有効な温室
効果ガス発生抑
制技術である
(H16学術P58)西
村･秋山･須藤･
八木

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
(H17行政P38)秋
山･中島･須藤･
西村･八木

2006年版IPCC
ガイドラインに
採用された水田
から発生するメ
タンの新しい算
定方法(Rp9H18
普及P6)八木･秋
山

京都議定書第一
約束期間の開始
を前に、農耕地
から発生する亜
酸化窒素の新し
い排出係数を算
定(RP9H18普及
P8)秋山･八木

温室効果ガス３
成分自動同時分
析計の開発
(RP9H19普及
P16)須藤

水田からのメタ
ン発生量を推定
する数理モデ
ル・DNDC Rice
の開発(Rp9H19
主要P48)麓･八
木･長谷川

温室効果ガスの
可搬型自動サン
プリング装置の
開発(RP9H20普
及P10)秋山･須
藤･早川･八木

メタン

亜酸化窒素

　○気候変動に関する政
府間パネル（IPCC)のガイ
ドラインの改訂版（IPCC,
2006年）に採用。水田を
有する世界各国政府にお
いて温室効果ガスの国別
インベントリ作成の作業
に用いられる。

　○環境省および国立環境研究所の発行する「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」に採用され、国連気候変動枠組み条約事
務局（UNFCCC）への日本からの温室効果ガス発生量の報告に貢献した。
○農林水産研究10 大トピックス(H18)。プレスリリース(農環研H18)
○若手農林水産研究者表彰(H21)、文部科学大臣表彰(若手科学者賞)(H18)

　○メタン排出抑制
技術の実証事業で
分析機として活用
○特許出願

　○IPCCの2008年ノーベル平和賞受
賞の際、農環研の３名の研究者に
IPCCより感謝状授与。

　○メタン排出抑制技術は、農水省生
産局・水田土壌由来温室効果ガス計
測・抑制技術実証普及事業(H20年度
～)により全国９カ所(８県)で実証事業
を実施し、施策化が検討されている。

　○特許許諾

メタン・亜酸化窒素共通

○国際的な地球温暖化緩和策に貢献（農耕地からの温室効果ガス排出算定手法の
IPCCガイドラインへの反映、グローバル・リサーチ・アライアンス等を通じた国際連
携、IPCCから感謝状）
○我が国の温室効果ガス排出削減施策に貢献（メタン発生抑制技術の施策化検討）

　【背景】
　農耕地と農業活動は温室効果ガスの発生源となっており、特にメタン（CH4）と
亜酸化窒素（N2O）については、水田、反すう動物の消化活動、畜産廃棄物、窒
素肥料の施用などが重要な発生源と考えられている。一方、地球温暖化対策
が重要性を増し、温室効果ガスの発生量の評価と排出削減への寄与が求めら
れている。そのため、温室効果ガス発生抑制技術の定量評価、温室効果ガス
の総合収支データベースの構築、温室効果ガスの発生量の予測モデルの開発
等を行っている。

農耕地から発生
する亜酸化窒素
の削減効果を定
量的に評価－硝
化抑制剤入り肥
料の平均的な削
減率は-38%－
(RP9H21主要P)
秋山･八木

世界の水田から
のメタン発生量
とその削減可能
量の推定
(RP9H21普及P)
八木･秋山

　○温室効果
ガスに関する
グローバル・リ
サーチ。アライ
アンス（ＧＲＡ）
立ち上げ(H21)
（メタン排出抑
制技術研究を
含む）
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土壌炭素蓄積・広域窒素収支

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

研
　
究
　
成
　
果

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-22年）

日本の畑土壌に
適用可能な土壌
炭素循環モデル
（改良RothCモ
デル）(H13学術
P34)白戸･谷山･
袴田

わが国の食料供
給システムにお
ける1980年代以
降の窒素収支の
変 遷 (H15 行 政
P54)織田

食料生産・消費
拡大がもたらす
東・東南アジア
の水質変動の予
測(H17学術P42)
新藤･岡本

土壌炭素動態の
温暖化応答解明
のための高精度
土壌加温システ
ム(RP9H18主要
P38)岸本･米村･
横沢

窒素追肥により
イネがアンモニ
ア を 放 出 す る
(RP9H19 主 要
P40)林･西村･八
木

東南アジアにお
けるバイオ燃料
増産による環境
への窒素負荷の
評 価 (RP9H20 主
要P40)新藤･岡
本

炭素

窒素

我が国の温暖化
対策として、土壌
炭素蓄積施策へ
の応用を検討

○輸入食料、飼料の増加に起
因する畜産・食生活から環境へ
の窒素付加が増大していること
を明らかにし、書籍等で紹介さ
れ、大きなインパクトを与えた。

　○プレスリリース
(農環研H21)「食料
生産・消費に伴う環
境への窒素流出と
水質汚染の変化を
推定するモデルを開
発」

　○ＥＥＡ(欧州環境
庁)のガイドブック
2009に反映され、国
連欧州経済委員会
の長距離越境大気
汚染条約に基づく、
欧州各国の大気汚
染物質の排出インベ
ントリの策定に貢献。

○プレスリリース(農
環研H19)「日本の農
地２万点のデータか
ら土壌炭素の変動
実態を解明」

土壌中の腐植酸
を構成する炭素
に占めるススキ
由来炭素の割合
(H15学術P40)平
舘、藤井義、荒
谷

○ポスト京都
議定書期間の
我が国の温暖
化対策として
土壌炭素蓄積
手法の導入が
検討されてい
る。

　【背景】
　堆肥などの有機資材の投入等による
農耕地土壌への炭素蓄積は、地球温暖
化対策の手法として期待されている。一
方、窒素肥料や有機資材の過剰な投入
は、地下水汚染や湖沼の富栄養化の原
因となり、我が国ばかりでなく東アジア地
域で大きな問題となりつつある。こうした
ことから、炭素・窒素収支を正確に見積
もり、適切な施肥量や有機資材の投入
量を算定することは、地球環境を健全に
維持する上で極めて重要である。このた
め、本課題では、土壌有機物動態モデ
ルの作成とそれを用いた土壌炭素蓄積
量の全国推計、窒素の広域循環モデル
の作成とそれを用いた環境負荷の解明
のための研究を行っている。

有機物施用が及
ぼす農地土壌へ
の炭素蓄積効果
を全国推定
(RP9H21主要P)
白戸･中井･大
倉･横沢･米村
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栄養塩類・水環境保全

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

研
　
究
　
成
　
果

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-22年）

カラム浸潤法に
よる黒ボク土の
硝酸イオン吸着
容量の測定(H13
技術P8)加藤

流域単位で河川へ
の懸濁物質流出負
荷量を算定するモ
デルの作成(H17学
術P12)板橋･竹内

浅層地下水位変
動の解析による
水と硝酸イオン
の移動経路・フ
ラックスの推定
(H14学術P20)江
口

水質モニタリン
グデータの図形
表示・データ集
約システムの作
製(H14技術P22)
竹内･板橋･駒田

湿性植生による
土壌懸濁物質の
捕捉機能の評価
(H14学術P42)池
田･原田･西村

硝酸性窒素の浅
層地下水および
第二帯水層への
到達時間(H15学
術P12)江口

農業生産に伴う
養分収支を都道
府県・市町村単
位で算出するシ
ステム(H15行政
P14)三島･井上
(恒)

亀裂の発達した
粘土質転換畑の
暗渠からのリン
の流出(H16学術
P12)鈴木(克)･
中野･江口･加藤

台地畑における
浅層地下水中の
亜酸化窒素の由
来(H16学術P16)
中島･藤原･神
田･坂西

畑ほ場における
窒素動態・収支
シミュレーショ
ンシステム(H16
技術P18)竹内･
板橋･林

中規模河川におけ
る懸濁性水質サン
プルの採取位置に
よる濃度差は小さ
い(H17技術P2)坂
西･神田･中島

「水環境保全の
ための農業環境
モニタリングマ
ニュアル改訂
版」の発行
(RP10H18普及
P10)齋藤･坂西･
神田･中島･江
口･駒田･板橋･
菅原

台地に隣接した
水田下の浅層地
下水中における
脱窒の定量化
(RP10H19主要
P58)江口･中島

黒ボク土畑下層
における不均一
な水移動の定量
化(RP10H19主要
P56)江口･長谷
川(周)

土壌特性・土層
構成に基づく硝
酸性窒素の地下
水到達時間の面
的予測(RP10H19
主要P60)加藤･
坂口･家田･中野

窒素動態

SS・リン酸

モニタリング・DB

統計利用システム○都道府県の農業
試験場等12機関で活
用。
○日本農学進歩賞
受賞「農耕地におけ
る栄養塩類及び重金
属類の収支とその環
境影響評価」(H19)

　平成20年度地球
環境保全等試験研
究費（公害防止等試
験研究費）によるプ
ロジェクト（H20～23
年度）の水質調査に
おいて活用。

　○環境省水・大気環境局を含む26機関
からの要請に応じて合計46冊を献本した。
佐鳴湖清流ルネサンスⅡ計画の佐鳴湖浄
化対策専門員会資料に引用されるなど、
多方面で活用され始めている。

　【背景】
　農耕地への肥料や有機質資材の施用は安定した食料生
産に不可欠であるが、それらに由来する窒素・リン等の栄
養塩類による水系汚染も引き起こすことから、農耕地から
流出した窒素・リン等の水質汚染リスクを的確に評価し、
効果的な流出負荷低減対策を選択するための技術的知
見が求められている。そのため、農耕地土壌から地下水
や河川などの水域にいたる窒素・リンの動きを解明し、栄
養塩類による水質汚染リスクの評価手法を開発するため
の研究を実施している。

露地野菜畑にお
ける土壌流亡や
栄養塩流出を解
析するためのモ
ニタリングシス
テム(RP10H21主
要P)坂西･中村･
芝山

農耕地での窒
素・リン酸収支
を都道府県単位
で算出したデー
タベース
(RP14H21主要P)
三島･神山
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放射能モニタリング

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

研
　
究
　
成
　
果

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-22年）

わが国における
小麦の放射能汚
染の 長期 観測
(H13行政P40)駒
村･木方・津村

XANES を用いた
水田土壌中のヨ
ウ素の非破壊形
態分析とその溶
脱機構(H17学術
P48)山口･藤原

黄砂とともに飛
来する放射性セ

シウム（137Cs）
(RP12H19 主 要
P68)藤原

農業環境中の放射能モニタリング

○当該成果を１つの柱として、平成
17年度に農業環境技術研究所報告
および農業環境技術研究所資料とし
て放射能調査結果をまとめ、農業関
係の試験研究機関・団体・大学図書
館や、放射能関係試験研究機関等
に配布し、各機関において活用。

天然放射性核種
210Pb は乾燥地
草原での風食を
示す指標として
有効である(H15
学術P58)藤原、
大黒、白戸

○特許出願「ヨウ
素－１２９の分析方
法および装置」
(H18)藤原、木方

作物可食部のウ
ラン濃度が低い
ことをほ場試験
で 確 認 (RP2H19
主要P34)山口･
川崎･荒尾

○農業環境中の放射能の長期モニタリングデー
タは原子力安全行政に貢献（原発事故時などの
土壌、作物の安全の確認に活用）

　【背景】
　農業環境中の放射性物質は、大気圏核実験が盛んに行われていた1960年代をピークとして減少傾向にあるが、近隣国で原子炉
などの核関連施設は増加している。また、我が国においても、平成11年にJCOの放射能漏れ事故が起こっている。原子炉事故など
の緊急時に農作物の安全性を判断するためには、平時の環境放射能の調査が必要である。このため、農作物や農地土壌に存在
する放射性物質の長期モニタリングを行っている。

主要穀類および
農耕地土壌の人
工放射性核種
（90Sr、
137Cs）分析
データベースの
作成とインター
ネット上への公
開(RP12H21普及
P)木方・井上
(恒)

畑土壌における
交換態放射性ス
トロンチウム減
少速度は土壌の
陽イオン交換能
が 支 配 す る
(RP2H18 主 要
P40)山口･藤原･
木方

○実施許諾（再実
施権付独占的通常
実施権：民間企業
において実用化研
究開始（H21）

○データベース公
開や独法化以前で
あるが、モニタリン
グデータは、ＪＣＯ
放射能漏れ事故
(H11)、チェルノブイ
リ原発事故(S61)の
際の農作物の安全
性確認に活用。
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リモセン・GIS

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-22年）

研
　
究
　
成
　
果

航空機搭載多目
的デジタル分光
画像計測システ
ム(H13技術P42)
井上(吉)･富田･
小川(茂)･美濃

短波長赤外反射
特性に基づいた
作物収穫残渣の
土壌被覆率計測
手法(H13学術
P44)井上(吉)･富
田・小川(茂)･美
濃

多周波マイクロ
波は全天候下で
作物群落特性の
リモートセンシ
ングを可能にす
る(H15学術P64)
井上(吉）

熱赤外リモートセ
ンシングによる表
面温度は土壌面
CO2フラックスの
広域評価に有効で
ある(H15学術P66)
井上(吉）

リモートセンシ
ングと生態プロ
セスモデルの協
働によるCO2フ
ラックスの動的
評価手法(H16学
術P66)井上(吉)

日本の全流域
圏・農耕地を網
羅する農業生態
系空間情報解析
システム
(RP13H18主要
P46)井上(吉）

群落光吸収率・
光利用効率の遠
隔評価のための
新反射スペクト
ル指数(RP13H19
主要P70)井上
(吉)･宮田･間野

空間情報技術に
よる山岳アジア
焼畑生態系の土
地利用履歴と炭
素ストックの広
域評価(RP13H19
主要P72)井上
(吉）

反射光の偏光特
性を利用した作
物個体群情報の
計測方法(H17学
術P50)芝山

リモセン利用技術

水稲作付地を衛
星搭載レーダと
地理情報を用い
て確実に精度良
く検出する技術
(H16技術P64)大
野･石塚

高頻度観測衛星
セ ン サ ー
(MODIS/Terra)を活
用してメコンデル
タの洪水と稲作を
動 的 に 捉 え る
(RP13H18 主 要 P44)
坂本･石塚･大野･横
沢

広域的な栽培暦
情報を集積し、
共有するための
Ｗｅ ｂデ ータ
ベース(RP13H19
普及P18)大野･
坂本･石塚･鳥谷

東アジアの土地被
覆・土地利用の時
間的変化を広範囲
で捉えるための植
生指数データセッ
ト (RP13H20 主 要
P44)石塚・坂本・
大野

水稲作付・植生等

○農林水産省大臣官房統計
部が平成21年度より実施中の
「水稲作付面積調査における
衛星画像活用事業」におい
て，本成果で開発した手法が
活用されている。

○アクセス数約8000件

○プレスリリース(農
環研H20)

○特許出願

○特許出願(H17)
「陸水の土壌由来
懸濁物濃度を多
波長域の非偏光
反射率で測定す
る光学的方法」
(芝山、神田)

　○特許出願(H20)
「植物体の生育変
化の連続測定方
法」（能動型近赤外
域イメージングセン
サー）(坂本、芝山)

　【背景】
　人工衛星や航空機に搭載したセンサーか
ら対象物を計測するリモートセンシング技
術やコンピュータを利用して各種の地理情
報を扱う地理情報システム（GIS）について
は近年著しい進歩がみられ、土地利用など
重要な農業環境に関して、地球上のあらゆ
る地域に関する均質の情報、情報が乏しい
地域を含む広域の情報、最新あるいは過
去からの経時的な情報等を解析し、わかり
やすく表示することが可能となっている。こ
のため、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
データの解析技術やGIS等の解析技術を活
用して、農業的土地利用状況把握手法の
開発を実施している。

作物からの分光
反射率画像を長
期間自動的に記
録し生育状態を
追跡するシステ
ム(RP13H21主要
P)芝山･坂本
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リモセン・GIS

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-22年）

研
　
究
　
成
　
果

迅速測図を用い
て過去100年間
の土地利用変化
を定量的に計測
す る (H15 学 術
P56) ス プ レ イ
グ･岩崎

明治時代初期の
関東地方の土地
利用をインター
ネットで閲覧で
きるシステムを
開発(RP13H20普
及P12)岩崎・ス
プレイグ

GIS

○プレスリリー
ス(農環研H20)
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農業環境インベントリー

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

研
　
究
　
成
　
果

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-20年）

日本野生植物寄
生・共生菌類目
録の作成とWeb
上での公開(H14
学術P56)月星･
吉田(重)･篠原･
對馬

遺伝子情報に基
づく巨大系統樹
推定プログラム
の開発(H15学術
P68) 三 中

土壌情報の一
元的収集シス
テ ム の 開 発
(H15 行 政 P70)
中井･小原(洋)

倉

分 散 型 デ ー タ
ベ ー ス に よ る
「微生物インベ
ントリー」の構
築とWeb上での公
開 (H15 技術 P74)
對馬･月星･吉田･

凍結保存細菌の
反復利用効率を
高めるための分
散媒の改良(H15
技術P76)西山

130年にわたっ
て採集された微
生物さく葉標本
の目録の作成と
公 開 (H17 学 術
P54)對馬･小板
橋･吉田(重)･田
村･月星･篠原

渥美半島地域を
対象とした農耕
地土壌分類第３
次改訂版に基づ
くデジタル農耕
地土壌図の作成
(RP14,15H19 主
要 P22) 井 上
(恒)･中井

農業環境インベ
ントリーシステ
ム の Web 公 開
(RP14,15H20 主
要P46)上田･大
倉･中井･吉松･
中谷･小板橋

1kmメッシュ単
位で推定した農
業統計のデータ
ベ ー ス 化
(RP14H19 主 要
P42)神山･上田

全体システム

土壌インベントリー

微生物インベントリー

健全イネでの常
在 が 明 ら か に
な っ た
Pseudomonas
huttiensis の再
分類 (H13 学術
P48)篠原･對馬･
月星･吉田(重)･
西山･門田

植物生息細菌の
定性・定量的解
析とデータベー
スの構築(H17学
術P56)對馬･小
板橋･吉田(重)･
田村

　生プラ分解菌発
見に貢献

日本に生息する
サトウキビ白す
じ病菌の遺伝子
型(H19主要P50)
對馬

温室栽培トマト
と露地栽培トマ
トの葉面生息細
菌相は著しく異
な る (H19 主 要
P52)對馬、小板
橋、吉田重

○アクセス数が増
加傾向（前年から
6000件増加）。デー
タベース情報を契
機にH20年度に民
間企業３社と共同
研究を実施。生分
解性プラスチック分
解微生物の探索に
も貢献。

　○文部科学大臣
表彰授賞（科学技
術賞：理解増進部
門）「土壌モノリスを
活用した土の理解
増進」(H20)

○プレスリリース(農
環研H14)「菌類，昆
虫，水質に関わる6
種類のデータベー
スをWeb公開」

○特許出願・取得

○わが国の土壌情報のセンターとして研究情報を
提供。農業者や一般の土壌に対する理解を増進
（土壌モノリス館への来訪者累計３万人）。

　【背景】
　農業環境に関する研究、農業環境施策の立案、土壌管理や病害虫防除などの作物生産対策等を効率的に行うためには、土壌、微生物、昆虫などの農業環境資源に関する情報が必要である。そのため、本
課題では、土壌、微生物、昆虫などの各種のデータベースシステムの構築と高度化を行うとともに、これらの情報を総合的に活用するため、地理情報システム（GIS）を利用して個別のデータベースを連携する
手法を開発している。また、土壌分類については、現在の分類体系が農耕地と林野で異なっていることから、両者を包括する土壌分類試案の策定を進めている。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、全国をカバーする均質な情報を収集・整備し、農業活動が環境へ及ぼす影響を全国一律の視点で評価できる指標（農業環境リスク指標）の策定を進めるとともに、基盤的な統計手法及びその結果
の視覚化手法等を開発している。

マメ科植物根粒
菌のモニタリン
グ手法開発のた
めの 16S rDNA 情
報 (H15 学術 P28)
澤田、吉田隆他

農耕地土壌に関
す る 情 報 を WEB
上で閲覧するシ
ス テ ム の 公 開
(RP14H21 普 及 P)
高田･小原(洋)･
大倉･神山･岩崎

　○国会における土壌対
策（土壌基本法、土壌炭
素蓄積等）の審議に貢
献(土壌モノリスの国会
貸出H21)

　○特許出願「か
び毒デオキシニバ
レノールを分解す
る新規微生物」
(H18)對馬、小板橋

　○特許出願３件
「デオキシニバレ
ノール及びニバレ
ノールを分解する
新規微生物」、「デ
オキシニバレノー
ル及びニバレノー
ルの分解活性を
コードする遺伝
子」、「デオキシニ
バレノールの分解
活性をコードする
遺伝子」(H21)對
馬、伊藤、小板橋

○農業環境分野の研究
のための知的基盤を提
供。
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農業環境インベントリー

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第1期（平成13-17年） 第2期（平成18-20年）

研
　
究
　
成
　
果

線虫インベントリー

土壌線虫の簡易
同定に役立つ画
像付形質一覧表
の公開(RP15H19
主要P62)荒城

国内における線
虫学関連文献目
録 の 公 開
(RP15H20 主 要
P48)荒城

ヤガ科害虫４グ
ループ類似種の
幼生期の識別法
(H13技術P46)吉
松

3種のヤガ科新
害虫の九州以北
における発生の
確認と同定(H14
学術P54)吉松・
安田

飼育昆虫・ダニ
類データベース
の作成とWeb上
での公開(H14学
術 P58) 望 月
(淳)･望月(雅)･
屋良･松井

農業環境技術研
究所が所蔵する
昆虫タイプ標本
一覧表ならびに
画像のWeb上で
の公開(H15学術
P72)中谷･安田･
吉松

昆 虫 文 献 目 録
「三橋ノート」
の 画 像 デ ー タ
ベースの作成と
公 開 (H17 学 術
P52) 安 田 ･ 吉
松・中谷･上田

菌床シイタケの
新害虫をヤガ科
ナミグルマアツ
バ と 同 定
(RP15H18 主 要
P48) 吉 松

日本産ヒョウタ
ンカスミカメ族
（カメムシ目）
のWeb図説検索
表(RP15H18主要
P50)中谷

北海道内の広域
で発生した新害
虫はヘリキスジ
ノメイガだった
(RP15H20 普 及
P14)吉松

昆虫インベントリー

○プレスリリース
(農環研H18)

○プレスリリース
(農環研H18)

農業環境技術研
究所に寄贈され
た昆虫タイプ標
本379 点の公開
(RP15H21主要P)
吉松･吉武･中
谷･栗原

昆虫文献目録
「三橋ノート」
コウチュウ目
135冊の画像公
開(RP15H21主要
P)吉武･吉松･中
谷･上田

○130万点(H21現在)の昆虫所
蔵標本などの知的基盤を国内
外の昆虫研究者等に提供。
○農業者や食品産業関係者の
要請に基づく分析・鑑定を実
施。
○農業環境中の昆虫の役割や
生態についての理解増進。

青少年を主な対象としたアウトリーチ活動(昆虫採集と生態観
察、昆虫の展示、解説等)を実施。
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本資料の研究分野 主なRP（旧RP） 備考

 1 有害化学物質 有機化学物質リスク管理RP[RP1] 有機化学物質リスク管理RPのうち農薬関係は「農薬等」へ

 2 農薬等 有機化学物質リスク管理RP[RP1]、水田生物多様性RP[RP5]

 3 重金属 重金属リスク管理RP[RP2]、化学分析・モニタリングRP[RP12] 化学分析モニタリングRPの化学分析部分

 4 外来生物 外来生物RP[RP3]

 5 遺伝子組換え 遺伝子組換え生物生態影響RP[RP4]

 6 生物多様性 水田生物多様性RP[RP5]、（畑土壌生物多様性RP[RP6]）

 7 情報化学物質・生物機能 情報化学物質生態機能RP[RP7]、その他分類困難なもの

 8 温暖化影響 気候変動影響RP[RP8]、温暖化モニタリングRP[RP11]

 9 温室効果ガス 温暖化緩和策RP[RP9]（温室効果ガスRP[RP9]）

 10 土壌炭素蓄積・広域窒素収支 温暖化緩和策RP[RP9]（炭素・窒素収支広域評価RP[RP9]）

 11 栄養塩類・水環境保全 栄養塩類リスク評価RP[RP10]

 12 放射能モニタリング 化学分析・モニタリングRP[RP12] 化学分析モニタリングRPの放射能モニタリング部分

 13 リモセン・GIS 農業空間情報RP[RP13]

 14 農業環境インベントリー 農業環境情報・指標RP[RP14]、環境資源分類RP[RP15]

本資料の研究分野とRPの関係
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（独）農業環境技術研究所の数値指標の推移 【資料２】

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

収入計 4,532 5,371 4,448 5,240 4,287 4,367 4,176 4,296 4,169

前年度よりの繰越金 - - - - - - - - -

運営費交付金 3,571 3,485 3,467 3,264 3,106 3,280 3,142 3,306 3,155

施設整備費補助金 35 159 62 106 123 153 100 55 80

施設整備費貸付償還時補助金 - - - 960 - - - - -

無利子借入金 - 960 - - - - - - -

受託収入 924 765 916 908 1,056 931 931 931 931

諸収入 2 2 3 2 2 3 3 3 3

臨時収入 - - - - - - - - -

支出計 4,532 5,371 4,638 5,547 4,487 4,367 4,176 4,296 4,169

業務経費 458 966 946 931 920 886 877 870 864

施設整備費補助金 35 1,119 62 106 123 153 100 55 80

受託経費 924 765 916 908 1,056 931 931 931 931

借入償還金 - - - 960 - - - - -

一般管理費 942 422 419 412 406 392 379 368 358

人件費 2,173 2,099 2,295 2,230 1,982 2,005 1,889 2,071 1,935

収入計 4,807 5,339 4,410 5,252 4,274 4,455 4,842 5,028 4,915

前年度よりの繰越金 - - - - - - - -

運営費交付金 3,571 3,485 3,467 3,264 3,106 3,280 3,142 3,306 3,155

施設整備費補助金 35 159 62 106 119 101 97 48 79

施設整備費貸付償還時補助金 - - - 960 - - - - -

無利子借入金 - 960 - - - - - - -

農業生産地球温暖化総合対策
事業補助金

163

科学技術総合推進費補助金 11

受託収入 772 732 878 921 1,048 1,060 1,601 1,671 1,504

諸収入 429 3 2 1 1 2 1 3 4

臨時収入 - - - - - 11 - - -

支出計 3関連 4,175 5,289 4,308 5,331 4,408 4,312 4,883 4,879 4,686

業務経費 前年度比1% 474 1,010 936 933 950 913 930 900 958

　うち高精度機器保守費 * * * * 85 69 49 50 52

施設整備費補助金 35 1,119 62 106 119 101 97 48 79

農業生産地球温暖化総合対策
事業補助金

161

科学技術総合推進費補助金 8

受託経費 770 730 876 919 1,047 1,058 1,585 1,655 1,488

借入償還金 - - - 960 - - - - -

一般管理費 前年度平均3% 804 439 448 405 397 309 280 321 270

　うち光熱水料 * * * * 121 160 152 185 125

　うち管理事務費 * * * * 47 31 34 23 27

人件費 2,091 1,992 1,985 2,008 1,895 1,931 1,991 1,955 1,722

　うち削減対象人件費
5年間で5%以上削
減

* * * * 1,557 1,534 1,520 1,473 1,399
・人件費から若手(H17年度末に37才以下)
の任期付き研究者分等を除外

財
務
（

決
算
）

各　年　度　実　績
項目 指標

収入

財
務
（

予
算
）

収入

3関連

3関連

支出

3関連

3-ｷ

3-ｹ

支出

目標 単位

百万円

百万円

百万円

百万円

備考

1
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H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

各　年　度　実　績
項目 指標 目標 単位 備考

学位の取得 1-2-ｷ 名 1 2 2 2 4 4 4 3 3
・新規取得者数

博士号取得者の割合 1-2-ｷ % 62.0 63.3 65.0 65.5 71.0 72.4 75.2 77.1 81.0

共同研究契約 1-4-ｱ 件 9 17 17 20 27 21 26 27 26

・共同研究契約に基づくもの(国際共同研
究含まない)

協定研究 1-4-ｱ 件 - - 1 2 3 5 10 12 15
・農水独法間の協定に基づくもの

JSPS特別研究員 1-4-ｱ 件 - 1 - - - 3 5 5 4

依頼研究員 1-4-ｱ 件 10 12 8 6 10 6 9 3 5

技術講習生 1-4-ｱ 件 32 33 67 39 53 56 36 46 44

教育研究研修生 1-4-ｱ 件 - - 5 5 9 9 10 7 6

その他 1-4-ｱ 件 0 11 1 18 10 0 7 1 6

インターシップ制度 1-4-ｱ 件 - - - - - - - 7 9
・H19制度創設

大学との包括的協力協定等 1-4-ｱ 件 * * 22 41 44 32 32 49 46

・大学の役職の委嘱を受けている件数

大学との兼業 1-4-ｱ 件 1 2 2 3 1 10 5 7 7
・兼業承認件数

（国際）共同研究契約 1-5-ｲ 件 - - - - - - 2 1 1
・共同研究契約件数

MOU 1-5-ｲ 件 2 3 4 5 5 5 5 5 7
・MOUの締結件数

研究者招聘 1-5-ｲ 人 - 34 42 22 38 48 21 17 75

フェローシップ 1-5-ｲ 人 - 8 11 10 2 4 9 1 7

その他 1-5-ｲ 人 47 5 3 10 8 2 5 2 0

外国出張計 1-5-ｲ 人 112 128 155 153 149 147 176 159 185

　うち交付金（研究推進費） 1-5-ｲ 人 35 55 41 57 56 50 65 57 61

　うち委託研究等 1-5-ｲ 人 33 31 70 55 57 53 81 68 71

　うち要請出張 1-5-ｲ 人 25 31 32 30 25 39 25 24 48

　うち研究交流法等 1-5-ｲ 人 18 9 10 11 11 5 5 10 2
・H19からは研究集会参加取扱規程

　うちその他 1-5-ｲ 人 1 2 2 0 0 0 0 0 3

国際機関への派遣
1-5-ｲ
2-3-ｴ

人 8 9 7 4 7 8 8 7 8
・外国出張のうち国際機関案件

国際学会への派遣 1-5-ｲ 人 * * * * * * * * 94
・外国出張のうち学会案件

中期・長期在外研究 1-5-ｲ 人 1 1 4 2 3 1 0 4 3
・外国出張のうち中期・長期在外研究。

共同研
究・研究
協力

研究員受
入

研究員派
遣

学位

他
機
関
と
の
連
携
（

国
内
等
）

共同研究

教員派遣等

他
機
関
と
の
連
携
（

海
外
等
）

研究員等
受入

2
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H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

各　年　度　実　績
項目 指標 目標 単位 備考

普及に移しうる成果 2-2-ｳ 30件以上 件 9 6 13 8 6 5 9 7 8

主要成果 2-2-ｳ 件 13 21 23 24 20 19 26 16 22

査読付論文 2-2-ｵ 810報以上 報 143 150 161 172 187 192 166 169 168
・H19に所の査読論文リスト決定（対象を
限定）。

インパクトファクター(IF) 2-2-ｵ IF総合計値500 合計値 * * * * * 186 174 221 259
・第２期より数値目標化。

プレスリリース（全） 2-2-ｶ 30件以上 件 - 3 2 2 3 9(2) 11(2) 12(1) 12(7)
・（ ）内は共同発表で内数

プレスリリース（研究成果） 2-2-ｶ 件 - 1 - - 1 4 8(2) 9(1) 4(2)
・（ ）内は共同発表で内数

国内特許出願件数 2-2-ｸ 25件以上 件 1 5 7 7 6 10 4 12 8
・H19の12件のうち１件は国際出願(PCT)の
国内移行。

国内特許所有件数 2-2-ｸ 件 35 35 33 29 29 26 26 23 29

外国特許出願件数 2-2-ｸ 件 - - - - - - 1 1 2

外国特許所有件数 2-2-ｸ 件 4 10 9 4 4 5 5 5 6

実施許諾件数 2-2-ｹ 件 6 5 5 5 6(5) 7(1) 7 7 8(3)
・（ ）内は新規許諾で内数

分析・鑑定の件数 2-3-ｱ 件 10 6 56 56 79 55 20 25* 16

・H19以降は分析・鑑定実施要領に基くも
の。それ以前は技術相談的なもののうち内
容的に該当するもの。H13～14は昆虫・微
生物の同定等が技術相談に入っている。

技術相談 2-3-ｱ 件 297 250 192 239 328 255 330 200以上 250以上
・カウント方法により件数に多少幅が出る
点に留意

所の講習会等（件数） 2-3-ｲ 10件以上 件 1 - 3 3 - 3 3 3 4

所の講習会等（受講者数） 2-3-ｲ 受講者200人以上 人 * * * * * 116 127 158 227
・数値目標設定は第２期から

委員会等への参加件数 2-3-ｳ 500件以上 件 63 102 115 94 102 131 134 121 136

隔離ほ場貸出の対価 3-ｴ 千円 - - - - - - - 1,418 -

特許実施料収入
2-2-ｹ,
3-ｴ

千円 2,088 1,190 1,123 486 524 302 286 39 234
・消費税、地方消費税を含む徴収額

依頼研究員等受入の対価 3-ｴ 千円 - - - - - - 268 630 415
・依頼研究員及び技術講習生受入分

分析・鑑定の対価
2-3-ｱ,
3-ｴ

千円 - - - - - 13 49 52 17

知的財産権出願 3-ｵ 件 - - - - 1 1(1) 2(2) 1 2

普及に移しうる成果 3-ｵ 件 - - - - 8(1) 11 7 1 0

査読付論文 3-ｵ 報 - - - - 82(9) 50(10) 90(8) 51（2） 63(4)

研究成果の公表 ・H17以前は「行政・技術」を「普及に移
しうる成果」、「学術」を「主要成果」と
している。

研究委託により
得られた成果

特許

専門分野を活か
した社会貢献

自己収入増加

・再委託先への調査による把握分
・( )内は農環研の研究者が著者に含まれ
るもので内数

3
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H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

各　年　度　実　績
項目 指標 目標 単位 備考

事務・技術職員 3-ｸ 指数 - - 91.4 95.5 94.6 94.8 96.1 96.2 98.2
・総務省の数値公表はH15年度から

研究職員 3-ｸ 指数 - - 102.8 104.8 103.9 102.3 101.3 100.5 100.9

常勤職員数（4月1日現） 人 193 194 192 189 188 187 179 176 174

常勤職員数（1月1日現） 基本情報 人 192 193 192 191 189 186 178 180 171

うち研究職 - 人 137 139 139 139 137 134 128 131 126

　　うち任期付き研究員 7-2-ｳ 人 1 3 3 6 8 7 5 10 10

　　うち外国人 - 人 3 3 3 3 4 4 4 4 4

うち一般職 - 人 40 39 38 38 38 38 36 35 34

うち技術専門職 - 人 15 15 15 14 14 14 14 14 11

常勤職員数（3月31日現） 7-2-ｲ
期末の常勤者数
は、期初職員相当
数を上回らない。

人 193 192 192 191 190 186 179 180 170

・H20期初相当数193人

非常勤職員数（４月１日現） - 人 126 121 115 133 134 145 170 151 170

非常勤職員数（１月１日現） - 人 125 130 133 144 160 178 177 170 189

女性数（４月１日現） - 人 28 28 29 28 29 29 28 28 30

女性比率（４月１日現） - ％ 14.5% 14.4% 15.1% 14.8% 15.4% 15.5% 15.6% 15.9% 17.2%

女性数（４月１日現） 7-2-ｴ 人 15 14 15 13 13 14 15 15 16

女性比率（４月１日現） 7-2-ｴ ％ 10.9% 10.1% 10.8% 9.4% 9.5% 10.4% 11.7% 11.5% 12.7%

女性数（４月１日現） - 人 13 14 14 15 16 15 13 13 14

女性比率（４月１日現） - ％ 32.5% 35.9% 36.8% 39.5% 42.1% 39.5% 36.1% 37.1% 41.2%

応募者に占める女性の割合
（女性/応募者(%)）

7-2-ｴ 人（%)
2/17

(11.8%)
1/28
(3.6%)

2/9
(22.2%)

3/20
(15.0%)

7/33
(21.2%)

12/56
(21.4%)

7/49
(14.3%)

18/86
(20.9%)

1/16
(6.3%)

・各年度の採用（4.1～3.31付け）にかか
る応募と採用の数値

採用者に占める女性の割合
（女性/採用者(%)）

7-2-ｴ 人(%)
0/3

(0.0%)
0/5

(0.0%)
1/4

(25.0%)
0/4

(0.0%)
1/5

(20.2%)
1/7

(14.3%)
0/5

(0.0%)
1/5

(20.0%)
0/2

(0.0%)

1.1（H21年度であればH22.1.1）

男
　
女
　
共
　
同
　
参
　
画

常勤職員

研究職員

一般職員

研究職員
採用にか
かる女性

比率

職
　
員
　
数

法人の給与水準
（対国家公務員
指数）

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
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【資料３】

自 己 評 価 関 係 資 料

平成 21 年度業務実績に関する自己評価の決定に至る主な経緯は以下のとおり。

１．課題評価会議

（１）評価の実施

研究課題評価実施要領（別添3）に基づき、小課題毎に平成 21 年度の進捗状況と成果に

ついて、外部評価委員 4 名と研究所の内部評価委員（研究管理職）がピアレビューを実施

した。また、あわせて、普及に移しうる成果の検討を行った。その概要は以下のとおり。

①研究課題評価会議の開催

・日時：平成 22 年 2 月 1 日(月)9：00 ～ 17：00、2 日(火)9：00 ～ 15：45

・場所：農環研

・評価委員

（外部評価委員：4 名） （五十音順、敬称略）

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

田辺 信介 愛媛大学沿岸環境科学研究センター教授

矢原 徹一 九州大学大学院理学研究院教授（生態科学研究室）

渡邉 紹裕 総合地球環境学研究所 研究推進戦略センター 教授

（内部評価委員：11 名）

研究統括主幹、研究コーディネータ、農業環境インベントリーセンター長、

研究領域長

・検討手順

小課題の評価については、RP リーダーが、小課題報告書に沿って小課題の成

果と 21 年度計画について報告（20 分）し、質疑応答（20 分）を行った。

普及に移しうる成果の検討については、成果候補 1 件ごとに、RP リーダーま

たは成果担当者が成果の内容を発表（5 分）し、質疑応答（5 分）を行った。そ

の後、各委員が成果認定の可否の評価（可否の判断と理由の記入）を行い、その

結果を会議の場で回収し、成果認定の可否を審議・決定した。

②小課題の評価結果の集約

研究課題評価会議後、各委員が評価（ランク及びコメントの記入）を行い、その

結果を企画戦略室が集約した。

（２）評価結果

各小課題ごとの評価ランクは別添1のとおりとなった。主要な評価コメントは以下のと

おりである。普及に移しうる成果候補（8 件）についてはすべて成果として決定された。
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課題評価会議における主要な評価コメント

項 目 ランク 評 価 コ メ ン ト
（参考）

小課題 A11b 重金属リスク Ｓ ファイトレメディエーションの成果は先進性、新規性に富んで
管理 RP（大課題 A1、中課 おり、IF の高い論文や特許につながった。行政ニーズにも対応し、
題 A11） 技術のコスト計算もされ高い波及効果が期待できる。
小課題 B21a 外来生物生態 Ａ 個々の興味深い成果をとりまとめて評価手法を改善（一般化）
影響 RP（大課題 A2、中課 しているロードマップを示すと良い。
題 A21）
小課題 B12a 情報化学物質 Ｓ バイオエタノールを生産する固体発酵法など多くの新しい発見
生態機能 RP（大課題 B1、 があり、先導性の高い国際級の研究成果が得られている。ハイラ
中課題 B12） ンクの国際誌に論文が掲載され、特許出願もあり、学術的、行政

的波及効果が期待できる。
小課題 B22ab 温暖化緩和 S メタン、亜酸化窒素発生量に関する広域評価、水管理によるメ
策 RP（大課題 B2、中課題 タン発生抑制効果に関して世界をリードする成果をあげている。
B22） 問題点や今後の課題もよく整理されており、一流紙への発表や著

名な賞の受賞があったことも高く評価できる。
小課題 B22c 栄養 Ｂ 流域全体の窒素負荷の評価と管理水準向上のため重要なテーマ
塩類リスク評価 RP（大課 であるが、研究目標の意義や効果を整理し、何が新たな知見であ
題 B2、中課題 B22） り、何に使えるのかを明確化することが必要。
小課題 C11a 温暖化モニタ Ａ 興味深い成果が着実にあがっているが、成果の利用が特定の研
リング RP（大課題 C2、中 究コミュニティに限られており、蓄積したデータの公開について
課題 C11） 検討を進めることが期待される。
小課題 C21c 環境資源分類 A 農耕地・非農耕地の包括的土壌分類試案について進展が認めら
RP（大課題 C2、中課題 れる。試案のオーストライズには国家プロジェクトとしての取り
C21） 組みが期待される。
(注)表中の評価ランクは小課題の評価ランクである。

（３）研究課題評価会議での評価結果の取り扱い

研究課題評価会議での各小課題の評価ランクは平成 22 年度の交付金配分に反映させた。

また、各小課題の評価ランクや主要な評価コメントを基に、企画戦略室において、中課題

や大課題ごとの評価結果案を作成し、自己評価会議に諮った。普及に移しうる成果 8 件に

ついては、研究成果情報等での広報を進めることとした。

２．自己評価会議

（１）評価の実施

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及び大課題を単位として、実績の確認及び評価

を実施した。

○自己評価会議の開催

・日時：平成 21 年 3 月 1 日(月)13：30 ～ 17：15

・場所：農環研

・会議での検討手順

平成 21 年度業務実績及び自己評価案については、企画戦略室より、評価単位ご

とに説明を行い、質疑応答。各評価単位の評価ランク、評価コメント、実績記述の

加筆・修正内容を決定した。

（２）評価結果
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評議会に諮る評価単位ごとの評価ランクを決定した。その他、評価コメント、業務実績

について必要な修正を加えることとした。なお、大項目第３「予算」及び中項目第７－１

「施設及び設備に関する計画」については、年度末までの実績を確認する必要があったた

め、評議会後に評価ランクを決定することとした。

（３）評価結果の取り扱い

自己評価会議の評価結果を所内の自己評価として、農環研評議会に諮った。

３．評議会

（１）評価の実施

評議会の評価指針（別添4）に基づき、平成 21 年度の業務実績報告書（案）を資料とし

て評価を実施した。詳細は以下のとおり。

①評議会の開催

・日時：平成 22 年 3 月 19 日(金)13：10 ～ 17：00

・場所：農環研大会議室

・評議員

［外部専門家・有識者］（五十音順、敬称略、○印：委員長）

大沼 あゆみ 慶應義塾大学経済学部教授

○古在 豊樹 千葉大学 環境健康フィールド科学センター教授

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

根本 久 埼玉県農林総合研究センター 水田農業研究所長

松永 和紀 サイエンスライター

山崎 洋子 NPO 田舎のヒロインわくわくネットワーク理事長

［関係研究機関・行政機関］（敬称略）

大垣 眞一郎 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（欠席）

鈴木 和夫 独立行政法人森林総合研究所理事長

高柳 和史 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(欠席）

（注）会議には代理として安高課長補佐が出席

オブザーバー： 農林水産技術会議事務局（斎藤調整官 他３名）

・検討手順

平成 21 年度に係る業務実績報告書（案）を基に、研究統括主幹及び業務統括

主幹、研究コーディネータより、実績及び所内で行った自己評価について説明を

行った後、質疑。

②書面評価の実施

評議会での検討を踏まえ、各評議員が書面評価を行った。評議会事務局（農環研

企画戦略室）において、書面評価結果をとりまとめ、評議員（議決権を持つ外部専

門家・有識者評議員）に諮り、評価結果を決定した。
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（２）評価結果

各評議員の評価ランクは別添２のとおりとなった。なお、すべて、評議員の評価ランク

の平均値に該当するランクが最終的な評価ランクとなっている。

各評議員の評価コメントを踏まえ、以下のとおり自己評価を修正した。

評議会における評価コメントの修正

項 目 ラ ン ク 評価コメントの修正
（参考）

中項目１－４「産学官連携、協 Ａ 民間、都道府県等との連携を進め、農業環境研究のナシ
力の促進・強化」 ョナルセンターとして国家的な課題解決や研究レベルの向

上に寄与することを期待する旨追記した。
中項目１－５「海外機関及び国 Ａ 環境対策においては国際的枠組みの重要性が増しており、
際機関等との連携の促進・強 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）、生物多様性と生態
化」 系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム

（IPBES）、農業温室効果ガスに関するグローバル・リサー
チ・アライアンス（GRA）等への貢献と農環研のプレゼン
スを向上に向けた取り組みの推進を期待する旨追記した。

大課題 B １「農業生態系の構造 Ａ 生物多様性に関する社会の関心は高まっており、困難で
・機能の解明と評価」 はあるが、将来的に、生物多様性の指標と農業生産の関係

をわかりやすく発信することを期待する旨追記した。
中項目２－２「研究成果の公表、 A IF は重要な指標であるが、それにとらわれ、国民に理解
普及の促進」 されない評価とならないよう留意することが望まれる旨追

記した。

（３）評価結果の取り扱い

評議会の評価結果を農環研の自己評価とした。この評価結果を踏まえ、可能なものにつ

いては平成 22 年度計画に反映させた（評価結果の決定前から、概ね合意が得られている

と判断された部分については反映させた）。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ている。
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委員 総合点
1.研究の
進捗状況

2.研究
のレベ

ル

3.波及効果
の可能性

4.研究
課題全

般

内部 4.2 4.00 4.18 4.55 4.09

外部 4.2 4.25 4.25 4.00 4.25

内部 4.5 4.18 4.55 4.82 4.64

外部 4.6 4.50 4.75 4.50 4.75

内部 4.0 3.91 4.09 4.18 3.91

外部 4.3 4.25 4.50 4.25 4.25

内部 3.6 3.82 3.27 3.64 3.64

外部 3.7 4.00 3.25 4.00 3.50

内部 4.0 3.73 4.36 3.91 4.00

外部 4.2 4.00 4.25 4.50 4.00

内部 4.4 4.45 4.45 4.18 4.55

外部 4.9 5.00 5.00 4.75 5.00

内部 4.1 4.09 4.09 4.18 4.00

外部 4.1 4.25 4.25 4.00 4.00

内部 4.3 4.09 4.45 4.45 4.27

外部 4.7 4.50 4.75 4.75 4.75

内部 3.4 3.45 3.18 3.55 3.27

外部 3.4 3.75 3.50 3.25 3.25

内部 4.0 4.00 4.40 3.70 3.80

外部 3.9 4.00 4.00 3.75 4.00

内部 4.1 4.09 4.00 4.27 4.09

外部 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00

内部 4.0 4.00 4.36 3.82 3.91

外部 4.3 4.00 4.50 4.25 4.25

内部 4.0 4.09 3.91 4.18 3.82

外部 3.7 3.67 3.67 3.67 3.67

内部 3.9 3.91 3.82 3.91 4.09

外部 4.2 4.00 4.00 4.67 4.00

(別添1）

（注）総合ランクと総合評価点の関係は、４．５以上：Ｓ 、 ３．５以上４．５未満：Ａ 、 ２．５以上３．５未満：Ｂ 、 １．５以上２．５未満：Ｃ 、 １．５未満：Ｄ

Ｃ　農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究

b 作物・土壌中における放射性物質等の長期モニタリング
と微量化学物質の簡易・高精度測定手法の開発（化学分
析・モニタリングRP）[C11b]

A

a 農業活動が水田と周辺域に生息する生物相とその多様
性に及ぼす影響の解明（水田生物多様性RP）[B11a]

課題評価会議評価結果（小課題ランク整理表）

a 情報化学物質による生物間相互作用及び生態系機能
発現機構の解明（情報化学物質生態機能RP）[B12a] S 4.65

3.65

a 外来生物の生態系影響評価とリスク管理技術の開発
（外来生物生態影響RP）[A21a] A

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

（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

a 農薬等の環境リスク評価手法及びリスク低減技術の開
発（有機化学物質リスク管理RP）[A11a] A 4.20

c包括的土壌分類試案の策定及び農業環境資源の分類・
データベース公開（環境資源分類RP）[C21c] A 4.05

b 農業環境リスク指標の策定手法の開発と土壌情報等農
業環境情報の利用法の開発（農業環境情報・指標RP）
[C21b]

A 3.85

c 土壌圏から水域への栄養塩類の流出動態の解明に基
づく流域水質汚染リスク評価手法の開発（栄養塩類リスク
評価RP）[B22c]

B 3.40

a リモートセンシング・地理情報システムを用いた農業環
境資源の情報化と活用（農業空間情報RP）[C21a] A 4.15

a 温室効果ガス発生抑制、土壌炭素蓄積を含む総合的な
温暖化緩和策の定量的評価（温暖化緩和策RP）[B22ab] S 4.50

a 気候変動に対する水田生態系応答のモデル化とコメ生
産の広域リスク評価手法の開発（気候変動影響RP）[B21a] A 4.10

（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明

Ａ　農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発

柱
総合
ランク

総合
評価
点

大
課
題

中
課
題

小　課　題

内部・外部別、項目別評価点

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

１）農業生態系の構造・機能の解明と評価

b 重金属汚染リスク評価手法及び汚染土壌修復技術の開
発（重金属リスク管理RP）[A11b] S 4.55

4.15

b 遺伝子組換え生物の生態影響評価とリスク管理技術の
開発（遺伝子組換え生物生態影響RP）[A21b]

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

（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

A

（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

（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

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

（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

A 4.10

１）農業に関わる環境の長期モニタリング

（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

２）環境資源の収集・保存・情報化と活用

（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

4.05

a 地球温暖化に関する物理環境・ガスフラックスの変動の
検知とモニタリング技術の高度化（温暖化モニタリングRP）
[C11a]

A 3.95
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ランク 点数 S A B C D 計
小

課題
ウェイト ランク

１－１　評価・点検の実施と反映 中項目１－１ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

１－２　研究資源の効率的利用及び充実・高度化 中項目１－２ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

１－３　研究支援部門の効率化及び充実・高度化 中項目１－３ A 3.09 1 10 0 0 0 11 A

１－４　産学官連携、協力の促進・強化 中項目１－４ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

１－５　海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化 中項目１－５ A 3.09 1 10 0 0 0 11 A

A11a 0.11 A

A11b 0.13 S

A21a 0.07 A

A21b 0.04 A

１）農業生態系の構造・機能の解明と評価 大課題Ｂ１ A 3.00 0 10 0 0 0 10 A

（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［B11］

（中課題Ｂ１１） A 3.00 1 9 1 0 0 11 A B11a 0.07 A

（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［B12］

（中課題Ｂ１２） A 3.36 4 7 0 0 0 11 A B12a 0.08 S

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 大課題Ｂ２ A 3.09 1 10 0 0 0 11 A

（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［B21］

（中課題Ｂ２１） A 3.18 2 9 0 0 0 11 A B21a 0.09 A

B22ab 0.12 S

B22c 0.04 B

C11a 0.05 A

C11b 0.06 A

C21a 0.04 A

C21b 0.03 A

C21c 0.07 A

２－２　研究成果の公表、普及の促進 中項目２－２ A 3.09 1 10 0 0 0 11 A

２－３　専門研究分野を活かしたその他の社会貢献 中項目２－３ A 3.18 2 9 0 0 0 11 A

大項目３ - - - - - - - - -

７－１　施設及び設備に関する計画 中項目７－１ - - - - - - - - -

７－２　人事に関する計画 中項目７－２ A 3.09 1 10 0 0 0 11 A

７－３　情報の公開と保護 中項目７－３ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

７－４　環境対策・安全管理の推進 中項目７－４ A 3.09 1 10 0 0 0 11 A

6

１）農業生態系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

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

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

２）環境資源の収集・保存・情報化と活用

第３　予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金
計画

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等

8 3 0

第１　業務運営の効率化に関する目標を達成するために取る
べき措置

第２　国民に対して提供するｻｰﾋﾞｽその他の業務の質の向上
に関する目標を達成するためとるべき措置

２－１　試験及び研究並びに調査

Ａ　農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発

Ｃ　農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究

１）農業に関わる環境の長期モニタリング

（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［A11］

大課題Ａ１
（中課題Ａ１１） S 3.73

　　　　　　　　　　　　　　評議会評価結果（ランク整理表）　　　　　　　　

評　価　項　目 項目略称
評議員平均 評議員ランク分布 所内

自己
ランク

0 0 11 S

小課題評価結果

-

（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［A21］

大課題Ａ２
（中課題Ａ２１） A 2.91 0 10

0

1 0 0 11 A

0

-

（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明
［B22］

（中課題Ｂ２２） A 3.09 1 10 0 0

0

11 A

（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［C11］

大課題Ｃ１
（中課題Ｃ１１） A 3.00 0 11 0 0 11 A

（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［C21］

大課題Ｃ２
（中課題Ｃ２１） A 3.00 0 11

（注）評価点の平均値とランクの関係は、３．５以上：Ｓ 、 ２．５以上３．５未満：Ａ 、 １．５以上２．５未満：Ｂ 、 ０．５以上１．５未満：Ｃ 、 ０．５未満：Ｄ

(別添2）

0 0 11 A
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(別添３）
独立行政法人農業環境技術研究所研究課題評価実施要領

１７農環研第９００号

平成１８年３月３１日

最終改正 １９農環研第１２０４０６号

平成１９年１２月４日

（目的）

第１条 独立行政法人農業環境技術研究所（以下「研究所」という。）の中期目標・中期計画推進に

おいて適正かつ効率的な運営を確保するために、この要領の定めるところにより研究課題評価を実

施することを目的とする。

（課題評価会議）

第２条 中期計画における調査及び研究の評価は小課題を基本単位とし、課題評価会議において次の

とおり行う。

一 開催時期は、原則として毎年１月とする。

二 開催責任者は、理事長とする。

三 参集範囲は、外部評価委員、役員、研究統括主幹、業務統括主幹、研究コーディネータ、領域

長、センター長及びリサーチプロジェクト（以下「ＲＰ」という。）リーダーとする。

四 課題評価会議においては、外部評価委員及び内部評価委員（研究統括主幹、研究コーディネー

タ、領域長及びセンター長）のピアレビューによる研究課題の評価及び次年度計画の検討を行う

ものとする。

五 評価の基準は、別紙のとおりとする。

第３条 RP リーダーは、課題評価会議に先立ち、RP メンバーの出席を得て、当該事業年度の成果及

び次期年度計画を検討するための会議を開催することとする。

２ 前項に定める会議には、RP メンバー以外の者が参加することができるものとする。

（事務局）

第４条 課題評価会議の事務局を企画戦略室に置く。

附 則

この要領は、平成１８年４月１日から実施する。

附 則（平成１９年２月５日１８農環研第７６２号）

この要領は、平成１９年２月５日から実施する。

附 則（平成１９年１２月４日１９農環研第１２０４０６号）

この要領は、平成１９年１２月４日から実施する。
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（別紙）

評価の基準

課題評価会議における評価は、以下により行うものとする。

１ 評価単位は、小課題とする。

２ 外部評価委員（3 名以上）及び内部評価委員（研究統括主幹、研究コーディネータ、領域長及び

センター長）を評価者とする。

３ 評価項目は、「（１）進捗状況」、「（２）研究のレベル」、「（３）波及効果の可能性」及び「（４）

研究課題全般」とし、それぞれ下記の５段階で評価する。

（評価項目）

（１）研究課題の進捗状況（中期計画に対する当該年度の進捗状況）

ｓ：目標を大幅に上回る業績が上がっている。

ａ：計画に対して業務が順調に進捗している。

ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている。

ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている。

ｄ: 計計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている。

（２）研究のレベル（質、難易度及び先進性等）

ｓ: かなり高いレベルにある。

ａ: 妥当なレベルにある。

ｂ: やや低いレベルにある。

ｃ: 低いレベルにある。

ｄ: かなり低いレベルにある。

（３）波及効果の可能性（生産者、消費者、地域住民及び行政部局等への社会的貢献を図る観点か

らの波及効果の可能性）

ｓ：可能性が極めて高い。

ａ：可能性が高い。

ｂ：可能性がやや低い。

ｃ：可能性が低い。

ｄ: 可能性は極めて低い。

（４）研究課題全般（小課題としてのフレームワーク、内外との連携、副次的成果等及び任意の評価

軸による評価）

ｓ：極めて優れている。

ａ：概ね良好である。

ｂ：努力を要する。

ｃ：不十分である。

ｄ: 極めて不十分である。

４ ｓ：５点、ａ：４点、ｂ：３点、ｃ：２点、ｄ：１点とし、課題ごとに評価点の合計を「評価者

数×４」で除し、小数点以下２桁目を四捨五入した数値を総合評価点とする。評価点は、外部評価

委員と内部評価委員ごとに算出し、両者の評価点の合計に２分の１掛けで得た数値を総合的な評価

点とする。

総合評価点

４．５点以上：Ｓ

３．５点以上：Ａ

２．５点以上：Ｂ

１．５点以上：Ｃ

１．５点未満：Ｄ

５ 評価者は、評価に関するコメントを付す。
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(別添４）
各事業年度に係る業務の実績に関する評価指針

平成２１年３月１９日

農業環境技術研究所評議会

第１ 趣旨

国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成 20 年 10 月 31 日内閣総理大臣決定）、農業技術分科

会における独立行政法人の評価基準の考え方について（平成 14 年 3 月 13 日農林水産省独立行政法

人評価委員会農業技術分科会（以下「農業技術分科会」という。）決定）、独立行政法人農業環境

技術研究所の各事業年度に係る業務の実績に関する評価基準（農業技術分科会決定）等の趣旨を踏

まえた適切な各事業年度の業務実績評価を実施し、独立行政法人農業環境技術研究所（以下「研究

所」という。）の中期目標・中期計画の適正かつ効率的な運営を確保するため、独立行政法人農業

環境技術研究所評議会規定第６条に基づき評価指針を定める。

第２ 評価単位、評価指標及び評価ランク

（１）評価単位

評価単位は原則として、中期計画の中項目とする。

ただし、「第３ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画」、「第４ 短期借入金の

限度額」、「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」及び「第

６ 剰余金の使途」については、大項目を評価単位とする。なお、第４、第５及び第６については、

実績があった場合に評価を行う。

また、中項目「第２－１ 試験及び研究並びに調査」（以下「試験研究部分」という。）につい

ては、大課題及び中課題を評価単位とする。

上記に基づき設定した評価単位を付表に示す。

（２）評価指標

評価指標は農業技術分科会の定める評価指標とする。

なお、試験研究部分については、指標を定めず、年度計画に掲げられた内容を参考としつつ、中

期計画に掲げられた内容に照らして評価を行う。

（３）評価ランク

以下の５段階評価を基本とする。

Ｓ：目標を大幅に上回る業績が上がっている。

Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している。

Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている。

Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている。

Ｄ：計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている。

なお、評価ランクの定量的な目安及び定量的な評価指標等が設定されている場合の達成度合いの

基準は以下のとおりとする。

Ｓ：達成度合い１２０％以上

Ａ：達成度合い９０％以上１２０％未満

Ｂ：達成度合い６０％以上９０％未満

Ｃ：達成度合い３０％以上６０％未満

Ｄ：達成度合い３０％未満
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第３ 評価手順

評価手順は次のとおりとする。なお、必要に応じ、以下の手順の一部を書面での調整により行う

ことができるものとする。

（１）各評議員による評価

各評議員は、業務実績を確認し、評価単位ごとの評価を行う。この際、試験研究部分につい

ては、別途、独立行政法人農業環境技術研究所研究課題評価実施要領に基づく外部評価が行わ

れているため、その評価結果を十分活用して行う。それ以外の部分については研究所内で行わ

れた自己評価を参考にして行う。

（２）評議員の評価結果の集約

事務局は、各評議員の評価結果を集約し、評価結果（案）を作成する。その際、各評価単位

の評価ランクは以下のとおり算出する。

ア 各評議員の総合評価ランクを以下により点数化する。

Ｓ：４点 Ａ：３点 Ｂ：２点 Ｃ：１点 Ｄ：０点

イ アにより算出した評議員の評価点の平均値を以下によりランク分けする。

３．５以上：Ｓ ２．５以上３．５未満：Ａ １．５以上２．５未満：Ｂ

０．５以上１．５未満：Ｃ ０．５未満：Ｄ

（３）評議会の評価結果の決定

委員長は事務局が作成した評価結果（案）に必要な修正を加えた後、各評議員に諮り、評議

会の評価結果をとりまとめる。

最終的に、評価結果は、評議員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところ

によるものとする。なお、この際、評議員のうち、農環研と関係する機関の役職にあることに

より委員委嘱を受けている者については議決権を有しないものとする。

第４ 評価に関する留意事項

（１）評価の根拠の明示について

評価者は評価を下した理由を明確にするよう留意する。特に、各評価単位でＡ以外の評価ラン

クとする場合には、その理由を評価コメントとして記述する。

（２）評価ランクの決定について

評価ランクについては、第３の（２）において算出されたものを参考とするが、各評議員のコ

メントを十分考慮し、必要な議論を行った上で決定する。
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付表

コ　メ　ン　ト

第２　国民に対して提供するｻｰﾋﾞｽその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１）農業生態系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

（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［A11］

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

（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［A21］

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

（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［B11］

※

（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
［B12］

※

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

（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［B21］

※

（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明［B22］ ※

（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［C11］

（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
［C21］

（注）評価ランク欄に※印がある区分が評価単位

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等

評 価 単 位

７－４　環境対策・安全管理の推進

７－２　人事に関する計画

７－３　情報の公開と保護

７－１　施設及び設備に関する計画

２－２　研究成果の公表、普及の促進

２－３　専門研究分野を活かしたその他の社会貢献

第３　予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

第６　剰余金の使途

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

第４　短期借入金の限度額

Ａ　農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発

１）農業生態系の構造・機能の解明と評価

評価ランク

※

※

※

第１　業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

１－１　評価・点検の実施と反映

１－２　研究資源の効率的利用及び充実・高度化

１－３　研究支援部門の効率化及び充実・高度化

１－４　産学官連携、協力の促進・強化

※

※

※

※

※

※

２）環境資源の収集・保存・情報化と活用

Ｃ　農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究

１）農業に関わる環境の長期モニタリング

１－５　海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化

※

※

※

２－１　試験及び研究並びに調査

※

※

※

※

※

※

11
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【資料４】

年度-
番号

成果名
利用
分野

H20ラ
ンク

H21ラ
ンク

備考

15-8 トウモロコシ花粉飛散量自
動モニター装置の開発

研究 B B ○農林水産省委託プロジェクト「遺伝子組換え作物の安全性確保プロジェ
クト」で活用。また、同プロで活用されているイネ花粉モニターにも本技術
が応用され生かされている。

16-6 渦相関法によるCO2フラッ
クス計算用の実用的プロ
グラム

研究 A A ○現在９機関で研究に活用されており、利用機関は徐々に増加傾向。英
語版のマニュアルが整備できれば、さらに普及が見込まれる。

※

19-7 水稲の温暖化影響評価の
ための「モデル結合型作物
気象データベース」

研究 － A ○利用希望者約30名にDVD版を配布した。2009年3月下旬のWebサイト開
設以降、多数のアクセスがあり、半年間で約３万件に達している。

15-5 農業生産に伴う養分収支
を都道府県・市町村単位で
算出するシステム

行政 A A ○これまでに都道府県の農業試験場等１２機関で利用されている。

16-1 ダイズ子実のカドミウム濃
度を土壌属性から予測す
るための手法

行政 A A ○農林水産省の技術指針に反映され、消費安全局の調査に活用されてい
る（土壌の理化学データに基づく農作物カドミウム汚染リスク予測技術確立
実証調査計画指針　他）

※

16-3 畑ほ場における窒素動態・
収支シミュレーションシステ
ム

行政 B C ○近年、研究現場に同様の機能を有する他ソフトウエアの普及が進んでい
るため、本成果の今後の普及は困難と考えられる。

17-1 中規模河川における懸濁
性水質サンプルの採取位
置による濃度差は小さい

研究 A A ○環境省プロジェクト（平成20年度地球環境保全等試験研究費（公害防止
等試験研究費）：H20～23年度）の水質調査で利用された。

17-8 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

研究 Ａ Ａ ○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）にデフォル
ト値として採用された。この排出係数のデフォルト値は 今後約10年にわた

研究成果の普及・利用状況（平成21年度追跡調査）

デフォルト値よりも低い ト値として採用された。この排出係数のデフォルト値は、今後約10年にわた
り、水田を有する世界各国政府において温室効果ガスの国別インベントリ
作成の作業に用いられる。

18-3
2006年版IPCCガイドライン
に採用された水田から発
生するメタンの新しい算定
方法

行政 A Ａ ○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）にデフォル
ト値として採用された。この排出係数のデフォルト値は、今後約10年にわた
り、水田を有する世界各国政府において温室効果ガスの国別インベントリ
作成の作業に用いられることになる。

18-4 京都議定書第一約束期間
の開始を前に、農耕地から
発生する亜酸化窒素の新
しい排出係数を算定

行政 Ａ Ａ ○環境省および国立環境研究所の発行する「日本国温室効果ガスインベ
ントリ報告書」に採用され、国連気候変動枠組み条約事務局（UNFCCC）へ
の日本からの温室効果ガス発生量の報告に貢献した。

18-5 「水環境保全のための農
業環境モニタリングマニュ
アル改訂版」の発行

行政 B B ○環境省水・大気環境局を含む26機関からの要請に応じて合計46冊を献
本した。佐鳴湖清流ルネサンスⅡ計画の佐鳴湖浄化対策専門員会資料に
引用されるなど、多方面で活用が検討され始めている。

※

19-8 温室効果ガス3成分自動
同時分析計の開発

行政 － A ○農林水産省生産局事業（水田土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実
証普及事業）において温室効果ガスの分析機として活用され、25,000件
（全国８県９カ所の調査地点のうち３県分）の分析が本機でなされた。本機
を活用した依頼分析ビジネスモデルの構築も調整中。

15-1 凝集剤による水田からの
ダイオキシン類の流出防
止法

農業 Ａ Ａ ○近年は、毎年、４組合、約60haの地域で成果が活用されている。

15-2 ストロンチウム同位体比を
利用したネギの産地国判
別

行政 B B ○分析機器のコストがネックになっているため、検査機関でも導入可能な
二重収束型ICP質量分析計による同位体比分析手法を日本穀物検定協会
との共同研究（米の産地判別）で検討中。また、きのこセンター等と乾シイ
タケの産地国判別の研究（H20～22）を実施中であり、その中では、高精度
な同位体比分析を行う体制を検討する予定。

※

15-3 畑条件で栽培するイネは
カドミウム汚染水田の修復
に最適である

行政 A A ○消費安全局の施策（食の安全・安心確保交付金：土壌有害物質リスク管
理対策推進事業）により８県で本成果の実証事業が行われている（平成21
年度に新規１）。さらに、平成21年度から、生産局事業「技術革新波及対策
事業のうちカドミウム吸収抑制対策技術普及推進事業」が開始。
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年度-
番号

成果名
利用
分野

H20ラ
ンク

H21ラ
ンク

備考

15-4 子実カドミウム蓄積性が高
いダイズ品種は幼植物の
段階で簡易に検定できる

行政 A A ○農林水産省の技術マニュアルに反映（ダイズのカドミウム吸収抑制のた
めの技術確立マニュアル（平成19年４月改訂：農林水産省、農環研）。

16-2 カドミウムで汚染された水
田を修復するための土壌
洗浄法

行政 Ａ Ａ ○農林水産省消費安全局の施策（食の安全・安心確保交付金）で実証事
業が１県で実施されている。

18-2
イムノクロマトアッセイを用
いた玄米等のカドミウム濃
度簡易測定法

農業 Ａ Ａ ○共同研究をした開発企業より製品が販売され、県試験場、大学、農協、
食品加工メーカー等で利用されている（10数カ所、1000キット以上）。公定
法と比較して精度は落ちるが、特別な施設・機械が不用で分析が容易で安
価なため、簡易分析やスクリーニングの手段として活用。

19-4 スズメノナスビを台木として
ナス果実中カドミウム濃度
を低減

農業 － B ○新聞・雑誌で紹介されている。ナスを含む果菜類のカドミウム含有量に
は国際基準値があるが、現在は国内基準値が設定されていない。3-5年後
には設定される可能性があり、国内基準が設定されれば、すぐに対応でき
る。

15-10 玄米に含まれるカドミウム
のレーザーを利用した直接
定量法の開発

行政 C C ○従来法と比較して、分析に要する時間・コスト面でメリットがあるが、対象
品種のデータ蓄積、サンプリング方法等細部の手法確立が必要。

16-7 農作物中の殺虫剤イミダク
ロプリドは簡易かつ迅速に
分析できる

行政 B B ○活用を想定している都道府県農試やJA等における普及には温度差があ
り、農産物の安全性確保に資するための当該技術の活用をより加速化さ
せるために、委託事業研究でその利用方法を進めることを検討している。

17-2 クロロ及びメチルチオトリア
ジン系農薬を完全分解で
きる複合微生物系

研究 B B ○特許6件出願、その内本年度特許2件取得。現在製品化及び事業化に
向けて関連企業と協議中。分解菌の種類が少なく対応できる有機汚染物
質の種類が限定されるため、メラミン分解菌も単離同定し、特許出願した。

※

17-3 珪藻の除草剤感受性を群
集レベルの生育速度によ
り簡易に検定する

研究 B A ○農薬メーカー１社が本研究所で技術を取得しスクリーニング等に活用し
ている。なお、本成果は、平成21年度日本農薬学会賞(奨励賞)を受賞(平
成21年3月)。

18-1 ディルドリンを吸収しにくい
カボ 台木を キ

農業 Ａ Ａ ○農林水産省が「平成19年農業技術の基本方針」に活用（H19）。関連論
文が ＥＵの諮問を受けた欧州食品安全機関（EFSA）による作物残留基準カボチャ台木を用いてキュ

ウリ果実中の残留濃度を
低減

文が，ＥＵの諮問を受けた欧州食品安全機関（EFSA）による作物残留基準
引き上げに関する意見書で活用。農林水産省消費安全局事業（残留農薬
対策事業）で活用。

19-1 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

研究 － B ○環境省「水産動植物登録保留基準の運用・高度化検討会」において、資
料提供の依頼があり、マニュアルを提供した。

19-2 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

研究 － B ○特許出願中。都道府県農業試験場、企業、ＪＡ、農家等からの問い合わ
せ多数あり。

19-3 ゼロエミッションを目指した
もみ殻ガス化残渣の有効
利用

企業 － B ○特許３件出願し、その内１件特許取得。現在製品化、事業化に向けて関
連企業と協議中。

15-7 リンゴ火傷病が日本に侵
入するリスクの推定法

行政 A A ○農林水産省がWTOパネルの場で活用（本成果の内容を記した論文を日
本側の主張を裏付ける証拠書類として提出）。

16-4 解毒酵素遺伝子塩基配列
の違いを利用した有機リン
剤抵抗性ワタアブラムシの
識別法

研究 Ｂ B ○特許出願・公開段階。現在、アブラムシ類に対してはネオニコチノイド系
殺虫剤が効果を示しており、有機リン系殺虫剤抵抗性が大きな問題になっ
ていない。

※

16-5 アジア・太平洋外来生物
データベースシステムの構
築

研究 A A ○H20年度のデータベース更新（システムの修正、データ追加等）、国際シ
ンポジウムでのアピール等によりアクセス数が飛躍的に増加した（平成19
年度末：９千件→平成21年９月：23万件）。

17-4 アオコの増殖抑制植物を
検定する「リーフディスク
法」の開発

研究 B B ○広島県立総合技術研究所保健環境センターがアオコの増殖抑制のため
の研究に活用中。福井県農業試験場でも活用されたことがある。また、民
間企業からアオコを抑制する植物の検索への共同研究の申込みがある。

17-5 固体ＮＭＲによるアロフェ
ン・イモゴライトの検出とAl
配位数解析

研究 Ａ A ○多数の論文引用（19報）があり、技術が活用されていると考えられる。

17-6 高感度・高精度・迅速なシ
アナミド定量法

研究 Ａ A ○論文引用（４報）があり、技術が活用されていると考えられる。
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年度-
番号

成果名
利用
分野

H20ラ
ンク

H21ラ
ンク

備考

※
17-7 導入天敵昆虫等の新たな

生態系影響評価方法と導
入判断基準

農業 B C 農林水産省だけでなく環境省を含めた他省庁との行政面での擦り合わせ，
現制度上の問題点など研究機関では対応できない事柄が多くある。

15-6 PCR-Luminex法を用いて
イネいもち病菌のMBI-D剤
耐性菌を遺伝子診断する

行政 Ａ Ａ ○県病害虫防除所における薬剤耐性菌の遺伝子診断や、使用薬剤の選
択に活用した（２件）。技術は簡単、迅速で検定結果の精度は高いが、高
額機械を必要とするため、十分普及していない。

15-12 分散型データベースによる
「微生物インベントリー」の
構築とWeb上での公開

研究 A A ○アクセス数が多くかつ増加傾向（約25万件。前年から６千件増加）。デー
タベース情報を契機にH20年度に民間企業３社と共同研究を実施。生分解
性プラスチック分解微生物の探索にも貢献。20年度末にホームページの英
語バージョンを作成したので、今後国外からのアクセス数の増加が見込ま
れる。

15-13 凍結保存細菌の反復利用
効率を高めるための分散
媒の改良

研究 C C ○成果は菌の保存に携わっている研究に役立つと思われるがそうした研
究者数が少ない（ユーザーが少ない）ことが原因と思われる。

19-5 土壌DNAによる土壌生物
相解析マニュアル

研究 － A ○本マニュアルは2009年1月からweb公開されており、農水プロジェクト研
究（eDNAプロ）に参画する独法、県試験場、大学の共通マニュアルとして
14機関で活用されている。現在、このマニュアルに基づいて得られたデー
タのデータベース化が進められており、その活用事例は今後も増えること
が予想される。

19-6 葉の表面に棲む生分解性
プラスチック分解酵母

研究 － B ○2008年農林水産研究成果10大トピックスに選定された。民間企業等の
問い合わせに7件（依頼分析2件を含む）、実務訓練に1件対応し、展示や
依頼講演、原稿執筆を多数行い普及と実用化に努めている。

※

16-8 水稲作付地を衛星搭載
レーダと地理情報を用いて
確実に精度良く検出する
技術

行政 B A ○農林水産省大臣官房統計部が平成21年度より実施中の「水稲作付面積
調査における衛星画像活用事業」において，本成果で開発した手法が活
用されている。

19-9 広域的な栽培歴情報を集
積し、共用するためのWeb
データベース

研究 － B ○アクセス数は増加（約４千件）している。広報活動不足と最新データの追
加収録の遅れがネックと考えられる。

15-9 わが国の食料供給システ
ムにおける1980年代以降

行政 B B ○書籍等での紹介が多数あり、ある程度のインパクトを与えたと考えられ
る。ムにおける1980年代以降

の窒素収支の変遷
る。

15-11 土壌情報の一元的収集シ
ステムの開発

行政 C C ○公開予定データの中に対象農家を特定でき個人情報に該当する可能性
がある部分があったこと、土壌図に誤りが発見されたこと、土壌図の著作
権の問題等により、当初目的とした機能が発揮できなかった。

（注）※印はランクの変化や普及・活用状況の変化があるもの
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普及に移しうる成果
*

1. カドミウム高吸収イネ品種によるカドミウム汚染水田の浄化技術（ファイトレメディエーション）

2. 水浄化を目的とした微粉末活性炭タブレットの開発

3. 低コストで高精度の気温測定を可能にする強制通風筒

4. 時別日射量の高精度推定法の開発と日本全域におけるデータセットの作成

5. 世界の水田からのメタン発生量とその削減可能量の推定

6. 主要穀類および農耕地土壌の人工放射性核種（90Sr、137Cs）分析データのインターネット上への公開

7. 水中の有害な有機性化学物質を対象とした分析マニュアル

8. 農耕地土壌に関する情報をWEB上で閲覧するシステムの公開

主要成果

1. ディルドリンを好気的に分解する糸状菌の単離

2. メラミン分解細菌を土壌中から発見

3. 農薬による環境リスクの大きさを計算する確率論的評価法

4. 殺虫剤の分解物は河川で水生動物に影響を及ぼしているのか？

5. 玄米カドミウム濃度を制御する新規の遺伝子座の同定

6. 稲やナスのカドミウム集積は導管にカドミウムを輸送する能力に支配される

7. 侵入害虫クリタマバチ防除のために導入された外来天敵 昆虫とそれに近縁な日本在来昆虫の交雑個体の検出法

8. ナギナタガヤのアレロパシーとそのアレロケミカルの同定

9. 侵略的外来昆虫は、密度の低い侵入初期に根絶が容易 ―交尾探索行動を仮定した新しいモデルによる解析―

10. ナガミヒナゲシはアレロパシー活性が強く、雑草化リスクが大きいので、広がらないようにする必要があります

11. 茶生産のために維持される茶草場は 貴重な二次的自然の宝庫です

12. 飼料作物から牛の餌とバイオエタノールを作る

13. 2009年夏の低日照が特に西日本の水稲作況低下に 影響したことを農環研データベースMeteoCropで解明

14. 農耕地から発生する亜酸化窒素の削減効果を定量的に評価 －硝化抑制剤入り肥料の平均的な削減率は38%－

15. 有機物施用が及ぼす農地土壌への炭素蓄積効果を全国推定

16. 露地野菜畑における土壌流亡や栄養塩流出を解析するためのモニタリングシステム

17. 耕地の水消費とCO2吸収のオンライン監視用ソフトウェア

18. 作物からの分光反射率画像を長期間自動的に記録し生育状態を追跡するシステム

19. 農耕地での窒素・リン酸収支を都道府県単位で算出したデータベース

20. 農業環境技術研究所に寄贈された昆虫タイプ標本379点の公開

21. バイオエタノール生産に用いるバイオマス原料および発酵条件の簡便な評価方法

22. 昆虫文献目録「三橋ノート」 コウチュウ目135冊の画像公開

平成21年度「普及に移しうる成果」及び「主要成果」一覧

【資料5】

*「普及に移しうる成果」とは、行政部局、検査機関、民間、他の試験研究機関（他独法、大学等）および農業現場等で活用される
ことが期待され、研究所として積極的に広報活動および普及活動を行うべき重要な成果を選定したものです。
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査読付論文一覧

番号
小課題
番号

成果タイトル 掲載誌名 IF

1 A11a

Aerobic mineralization of hexachlorobenzene by newly isolated
pentachloronitrobenzene-degrading Nocardioides sp. strain
PD653

APPLIED AND ENVIRONMENTAL
MICROBIOLOGY

3.8

2 A11a

A method for mass-rearing caddisfly, Cheumatopsyche
brevilineata (Iwata) (Trichoptera: Hydropsychidae), as a new test
organism for assessing the impact of insecticides on riverine
insects

APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY 0.7

3 A11a
Biodegradation of diphenylarsinic acid to arsenic acid by novel
soil bacteria isolated from contaminated soil BIODEGRADATION 2.1

4 A11a
Simulating the dissipation of two herbicides using micro paddy
lysimeters CHEMOSPHERE 3.1

5 A11a
Behavior of sprayed tricyclazole in rice paddy lysimeters

CHEMOSPHERE 3.1

6 A11a
Dieldrin uptake and translocation in plants growing in hydroponic
medium

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND
CHEMISTRY

2.4

7 A11a
Article relationship between dieldrin uptake in cucumber and
solvent-extractable residue in soil

JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD
CHEMISTRY

2.6

8 A11a

Improved PADDY model including photoisomerization and
metabolic pathways for predicting pesticide behavior in paddy
fields: Application to the herbicide pyriminobac-methyl

JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE 0.8

9 A11a
Behavior of paddy pesticides and major metabolites in the Sakura
River, Ibaraki, Japan JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE 0.8

10 A11a
Adsorption, desorption and dissipation of metolachlor in surface
and subsurface soils PEST MANAGEMENT SCIENCE 2.0

11 A11a
Effects of the application of carbonaceous adsorbents on
pumpkin (Cucurbita maxima) uptake of heptachlor epoxide in soil SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 1.2

12 A11a
日本全域におけるパッシプエアーサンプリング法による有機塩素
系農薬類の広域同時モニタリング 環境科学会誌 0.0

13 A11a
異なる耕起体系におけるトリフルラリン，クロロプロファム処理が
カラスムギの出芽と生残に及ぼす影響 雑草研究 0.0

14 A11a
コムギ作のカラスムギ防除に及ぼす遅播とトリフルラリン剤処理
量の影響 雑草研究 0.0

15 A11a
出芽時期の異なるカラスムギに対するトリフルラリン,クロロプロ
ファム処理の効果 雑草研究 0.0

16 A11b

Xylem loading process is a critical factor in determining Cd
accumulation in the shoots of Solanum melongena and Solanum
torvum

ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL
BOTANY

2.3

17 A11b
Phytoextraction by rice capable of accumulating Cd at high
levels: Reduction of Cd content of rice grain

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND
TECHNOLOGY

4.5

18 A11b

Effects of water management on cadmium and arsenic
accumulation and dimethylarsinic acid concentrations in
Japanese rice

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND
TECHNOLOGY

4.5

19 A11b
Inorganic iodine incorporation into soil organic matter: evidence
from iodine K-edge X-ray absorption near-edge structure

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
RADIOACTIVITY

1.1

20 A11b

A major quantitative trait locus for increasing cadmium-specific
concentration in rice grain is located on the short arm of
chromosome 7

JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 4.0

21 A11b

Root-to-shoot Cd translocation via the xylem is the major
process determining shoot and grain cadmium accumulation in
rice

JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 4.0

22 A11b
Gene expression analysis in cadmium-stressed roots of a low
cadmium-accumulating solanaceous plant, Solanum torvum JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 4.0

23 A11b

A new method for evaluating symplastic cadmium absorption in
the roots of Solanum melongena using enriched isotopes 113Cd
and 114Cd

SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 1.2

【資料6】
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番号
小課題
番号

成果タイトル 掲載誌名 IF

24 A11b

Greater contribution of low-nutrient tolerance to sorghum and
maize growth under combined stress conditions with high
aluminum and low nutrients in solution culture simulating the
nutrient status of tropical acid soils

SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 1.2

25 A11b
Effects of sterilization on the chemical forms of heavy metals in
soils SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 1.2

26 A11b

Practical phytoextraction in cadmium-polluted paddy fields using
a high cadmium accumulating rice plant cultured by early
drainage of irrigation water

SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 1.2

27 A11b
低カドミウム汚染圃場におけるイネを用いた土壌浄化

日本土壌肥料学雑誌 0.0

28 A21a

Discrimination of Torymus sinensis Kamijo (Hymenoptera:
Torymidae) and T.beneficus Yasumatsu et Kamijo and their
hybirids by allele-specific PCR

APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY 0.7

29 A21a
Efficient bait for sampling the wireworm Melanotus okinawensis
(Coleoptera: Elateridae) in a sugarcane field APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY 0.7

30 A21a

Genetic structure of Japanese introduced populations of the
Golden Mussel, Limnoperna fortunei, and the estimation of their
range expansion process

BIODIVERSITY 0.0

31 A21a
Developing a pre-entry weed risk assessment system for use in
Japan BIOLOGICAL INVASIONS 2.8

32 A21a

Oviposition and larval development of Neochrysocharis formosa
(Hymenoptera: Eulophidae) inside the host larvae, Liriomyza
trifolii

JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH
QUARTERLY

0.4

33 A21a
Optimal sample size for composite sampling with subsampling,
when estimating the proportion of pecky rice grains in a field

JOURNAL OF AGRICULTURAL BIOLOGICAL
AND ENVIRONMENTAL STATISTICS

1.3

34 A21a
Chemotypic variations and phytotoxic studies of essential oils of
endemic medicinal plant, Seriphidium kurramense, from Pakistan JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH 0.4

35 A21a
Isolation and identification of potent allelopathic substances in
rattail fescue PLANT GROWTH REGULATION 1.3

36 A21a
Male rescue maintains low frequency parthenogenesis-including
Wolbachia infection in Trichogramma populations POPULATION ECOLOGY 1.9

37 A21a
Mate-location failure, the Allee effect, and the establishment of
invading populations POPULATION ECOLOGY 1.9

38 A21a
Spatially implict approaches to understand the manipulation of
mating success for insect invasion management POPULATION ECOLOGY 1.9

39 A21a
Estimating number of families for an urban fox population by
using two public data sets POPULATION ECOLOGY 1.9

40 A21a
[報文]ムクナ属マメ調理性に関する研究（第1報）-煮豆としての浸
漬・加熱条件- 日本調理科学会誌 0.0

41 A21b
数値シミュレーションへの適用を目的とした風洞実験と数値実験
による防風ネットの防風特性調査

 農業気象(JOURNAL OF AGRICULTURAL
METEOROLOGY)

0.0

42 B11a

Does land-use change affect biodiversity dynamics at a
macroecological scale? A case study of birds over the past 20
years in Japan

ANIMAL CONSERVATION 2.6

43 B11a
Historical impacts on linear habitats: The present distribution of
grassland species in forest-edge vegetation BIOLOGICAL CONSERVATION 3.6

44 B11a
Conserving bird species in Japanese farmland: Past
achievements and future challenges BIOLOGICAL CONSERVATION 3.6

45 B11a

Assessing the broad-scale impact of agriculturally transformed
and protected area landscapes on avian taxonomic and functional
richness

BIOLOGICAL CONSERVATION 3.6

46 B11a
Suppressed-priming PCR, a novel concept of DNA quantification
based on PCR kinetics

BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND
BIOCHEMISTRY

1.4

47 B11a
Assessing population changes from disparate data sources: the
decline of the Twite Carduelis flavirostris in England BIRD CONSERVATION INTERNATIONAL 1.0
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48 B11a

Analysis of expressed sequence tags and identification of genes
encoding cell-wall-degrading enzymes from the fungivorous
nematode Aphelenchus avenae

BMC GENOMICS 3.9

49 B11a

Relative importance of within-habitant environment, land use and
spatial autocorrelations for determinating odonate assemblages in
rural reservoir ponds in Japan

ECOLOGICAL RESEARCH 1.2

50 B11a
Hierarchical movement decisions in predators: effects of foraging
experience at more than one spatial and temporal scale ECOLOGY 4.9

51 B11a
Collembolan fauna in arable land, including the first record of
Mesaphorura silvicola (Folsom) from Japan EDAPHOLOGIA 0.0

52 B11a

Are community structures of soil nematodes different between
organic and conventional farming systems in commercial tomato
fields?

NEMATOLOGICAL RESEARCH（日本線虫学会
誌）

0.0

53 B11a
有機農業実践圃場と慣行栽培圃場のリン脂質脂肪酸の実態

土と微生物 0.0

54 B11a
除草剤（グリホサート系）散布が不耕起畑のヨコハラトガリミミズの
生息密度及び糞排排泄速度に及ぼす影響 日本土壌肥料学雑誌 0.0

55 B12a
A new approach to retrieve full lengths of functional genes from
soil by PCR-DGGE and metagenome walking

APPLIED MICROBIOLOGY AND
BIOTECHNOLOGY

2.6

56 B12a
Jasmonate-dependent plant defense restricts thrips performance
and preference BMC PLANT BIOLOGY 4.0

57 B12a

Synthesis of (-)-epicatechin 3-(3-O-methylgallate) and (+)-
catechin 3-(3-O-methylgallate), and their anti-inflammatory
activity

CHEMISTRY AND BIODIVERSITY 1.7

58 B12a

Accumulation of H2O2 in xylem fluids of cucumber stems during
ASM-induced systemic acquired resistance (SAR) involves
increased LOX activity and transient accumulation of shikimic
acid

EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 1.6

59 B12a

An efficient synthesis of procyanidins using equimolar
condensation of catechin and/or epicatechin cotalyzed by
ytterbium triflate

HETEROCYCLES 1.0

60 B12a

Inhibitory effects of permethrin on flight responses, host-
searching, and foraging behaviour of Cotesia vestalis
(Hymenoptera: Braconidae), a larval parasitoid of Plutella
xylostella (Lepidoptera: Plutellidae)

JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY 1.1

61 B12a
An improved method to extract RNA from soil with efficient
removal of humic acids JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY 2.0

62 B12a

Mannosylinositol phosphorylceramide is a major sphingolipid
component and is required for proper localization of plasma
membrane proteins in Schizosaccharomyces pombe

JOURNAL OF CELL SCIENCE 6.2

63 B12a
Sex pheromone components of the pear fruit moth, Acrobasis
pyrivorella (Matsumura) JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY 2.3

64 B12a

Effect of azoxystrobin on activities of antioxidant enzymes and
alternative oxidase in wheat head blight pathogens Fusarium
graminearum and Microdochium nivale

JOURNAL OF GENERAL PLANT PATHOLOGY 0.0

65 B12a
Volatile compounds from young peach shoots attract males of
oriental fruit moth in the field JOURNAL OF PLANT INTERACTIONS 0.0

66 B12a
Characterisation of QoI-resistant field isolates of Botrytis
cinerea from citrus and strawberry PEST MANAGEMENT SCIENCE 2.0

67 B12a

Site-directed mutagenesis of the cytochrome b gene and
development of diagnostic methods for identifying QoI resistance
of rice blast fungus

PEST MANAGEMENT SCIENCE 2.0

68 B12a
Can herbivore-induced plant volatiles inform predatory insect
about the most suitable stage of its prey? PHYSIOLOGICAL ENTOMOLOGY 1.5

69 B12a
Occurrence of Corynespora cassiicola isolates resistant to
boscalid on cucumber in Ibaraki Prefecture, Japan PLANT PATHOLOGY 1.8

70 B12a
Biosynthetic origin of the nitrogen atom in cyanamide in Vicia
villosa subsp. Varia SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 1.2
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71 B12a
Identification and activity of ethyl gallate as an antimicrobial
compound produced by Geranium carolinianum WEED RESEARCH 1.8

72 B12a
Cellular and transcriptional responses of yeast to the cleavage of
cytosolic tRNAs induced by colicin D. YEAST 2.6

73 B12a

フジコナカイガラムシPlanococcus kraunhiae（Kuwana）（カメムシ
目：コナカイガラムシ科）に対する性フェロモン成分による交信攪
乱効果

日本応用動物昆虫学会誌 0.6

74 B12a
ウコンノメイガ（ツトガ科：ノメイガ亜科）の性誘引物質

日本応用動物昆虫学会誌 0.6

75 B21a

Modelling the impacts of weather and climate variability on crop
productivity over a large area: A new super-ensemble-based
probabilistic projection

AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 3.7

76 B21a
Genetic improvements for high yield and low soil nitrogen
tolerance in rice (Oryza Sativa L.) under a cold environment FIELD CROPS RESEARCH 2.0

77 B21a
都市化の影響を考慮した近年の日本における気温変化傾向とそ
の地域的・季節的な特性について

農業気象 (JOURNAL OF AGRICULTURAL
METEOROLOGY)

0.0

78 B21a
Development of impact functions on regional paddy rice yield in
Japan for integrated impact assessment models

JOURNAL OF AGRICULTURAL METEOROLOGY
(農業気象)

0.0

79 B21a
A climatological analysis on the recent declining trend of rice
quality in Japan

JOURNAL OF AGRICULTURAL METEOROLOGY
(農業気象)

0.0

80 B21a

Validation of revised DNDC model for methane emissions from
irrigated rice fields in Thailand and sensitivity analysis of key
factors

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH 3.1

81 B21a
Atmospheric turbidity estimation from hourly global solar
radiation data under cloudless skies

JOURNAL OF THE METEOROLOGICAL
SOCIETY OF JAPAN

1.0

82 B21a
Diurnal and seasonal variations in stomatal conductance of rice
at elevated atmospheric CO2 under fully open-air conditions PLANT CELL AND ENVIRONMENT 4.7

83 B21a
Effects of temperature, solar radiation, and vapor-pressure
deficit on flower opening time in rice PLANT PRODUCTION SCIENCE 0.8

84 B21a
Rice plant response to long term CO2 enrichment: Gene
expression profiling PLANT SCIENCE 2.0

85 B21a
Air-lake interaction features found in heat and water exchanges
over Nam Co on the Tibetan Plateau SOLA 0.0

86 B21a

Precise estimation of hourly global solar radiation for
micrometeorological analysis by using data classification and
hourly sunshine

THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 1.6

87 B21a
気候変化がわが国におけるコメ収量変動に及ぼす影響の広域評
価 地球環境 0.0

88 B21a
植物の水吸収に着目して地上部と地下部の結びつきを考える

日本生態学会誌 0.0

89 B22ab

Sclerotia of Typhula ishikariensis biotype B (Typhulaceae) from
Archaecological sites (4000 to 400 BP) in Hokkaido, Northern
Japan

AMERICAN JOURNAL OF BOTANY 2.6

90 B22ab

Effects of field-applied composted cattle manure and chemical
fertilizer on ammonia and particulate ammonium exchanges at an
upland field

ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 2.9

91 B22ab
Vertical distribution and pools of microbial residues in tropical
forest soils formed from distinct parent materials BIOGEOCHEMISTRY 3.0

92 B22ab

Sequential density fractionation across soils of contrasting
mineralogy: evidence for both microbial- and mineral-controlled
soil organic matter stabilization

BIOGEOCHEMISTRY 3.0

93 B22ab

Organic carbon accumulation processes on a forest floor during
an early humification stage in a temperate deciduous forest in
Japan: Evaluations of chemical compositional changes by 13C
NMR and their decomposition rates from litterbag experiment

GEODERMA 2.1

94 B22ab

Global estimations of the inventory and mitigation potential of
mathane emissions from rice cultivation conducted using the
2006 Intergovernmental Panel on Climate Change Guidelines

GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES 4.1
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95 B22ab

Assessment of the methane mitigation potentials of alternative
water regimes in rice fields using a process-based
biogeochemistry model

GLOBAL CHANGE BIOLOGY 5.9

96 B22ab
Annual emissions of dissolved CO2, CH4, and N2O in the
subsurface drainage from three cropping systems GLOBAL CHANGE BIOLOGY 5.9

97 B22ab

Molecular cloning and expression analysis of genes related to
phosphatidic acid synthesis in Japanese pear leaves inoculated
with Venturia nashicola

JOURNAL OF GENERAL PLANT PATHOLOGY 0.0

98 B22ab
Seasonal shift in factors controlling net ecosystem production in
a high Arctic terrestrial ecosystem JOURNAL OF PLANT RESEARCH 1.6

99 B22ab

Measurement of ammonia volatilization loss using a dynamic
chamber technique: A case study of surface-incorporated
manure and ammonium sulfate in an upland field of light-colored
Andosol

SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 1.2

100 B22ab
Automated sampling system for long-term monitoring of nitrous
oxide and methane fluxes from soils SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 1.2

101 B22ab
Measurement of ammonia volatilization from flooded paddy fields
in Vietnam SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 1.2

102 B22ab
Airborne nitrogen load in Japanese and Chinese agroecosystems

SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 1.2

103 B22ab
Soil ammonia-oxidizing bacterial communities in paddy rice fields
as affected by upland conversion history

SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA
JOURNAL

2.2

104 B22ab
観測の平均化時間がアンモニア性窒素フラックスの算定値に及
ぼす影響 大気環境学会誌 0.0

105 B22ab 農耕地からの温室効果ガス発生緩和策
農業農村工学会誌（水土の知・ Journal of the
Japanese Society of Irrigation, Drainage and
Rural Engineering)

0.0

106 B22c
Nitrogen flow associated with food production and consumption
and its effect on water quality in Japan from 1961 to 2005 SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 1.2

107 B22c
北海道に分布する各種黒ボク土による硝酸イオンの吸着が移動
速度に及ぼす影響 日本土壌肥料学雑誌 0.0

108 C11a
CO2/heat fluxes in rice fields: Comparative assessment of
flooded and non-flooded fields in the Philippines AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 3.7

109 C11a

Foliage profiles of individual trees determine competition, self-
thinning, biomass and NPP of a Cryptomeria japonica forest
stand: A simulation study based on a stand-scale process-based
forest model

ECOLOGICAL MODELLING 2.2

110 C11a

Effect of warming and grazing on litter mass loss and
temperature sensitivity of litter and dung mass loss on the
Tibetan plateau

GLOBAL CHANGE BIOLOGY 5.9

111 C11a
Practical estimation of evapotranspiration in rice cultivation in
Thailand HYDROLOGICAL RESEARCH LETTERS 0.0

112 C11a
Evaluation of optical satellite remote sensing for rice paddy
phenology in monsoon Asia using a continuous in situ dataset

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE
SENSING

1.0

113 C11a
Applications of MODIS-visibｌe bands index, greenery ratio to
estimate CO2 budget of a rice paddy in Japan

JOURNAL OF AGRICULTURAL METEOROLOGY
(農業気象)

0.0

114 C11a
Soil CO2 concentrations and their implications in conventional
and no-tillage agricultural fields

JOURNAL OF AGRICULTURAL METEOROLOGY
(農業気象)

0.0

115 C11a
Modeling stomatal conductance and photosynthesis of a flag leaf
of wheat under elevated O3 concentration

JOURNAL OF AGRICULTURAL METEOROLOGY
(農業気象)

0.0

116 C11a
Soil organic matter and total nitrogen changing with altitudes on
the southern foot eastern Qilian mountains

JOURNAL OF GLACIOLOGY AND
GEOCRYOLOGY

0.0

117 C11a
The dynamic features of Alpine Potentilla fruticosa shrub
meadow vegetation reflectivity JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE　(山地学報） 0.0

118 C11a

Species richness and species composition of fungal communities
associated with cellulose decomposition at different altitudes on
the Tibetan Plateau

JOURNAL OF PLANT ECOLOGY 0.0
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119 C11a
Altitudinal variation of ecosystem CO2 fluxes in an alpine
grassland from 3600 to 4200 m JOURNAL OF PLANT ECOLOGY 0.0

120 C11a
Temperature sensitivity of nutrient release from dung along
elevation gradient on the Qinghai–Tibetan plateau NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS 1.3

121 C11a

Effects of litter quality and climate change along an elevation
gradient on litter mass loss in an alpine meadow ecosystem on
the Tibetan plateau

PLANT ECOLOGY 1.7

122 C11a
Analysis of the observation results of temperature and
precipitation over an Alpine mountain, the Lhasa river basin. PROGRESS IN GEOGRAPHY 0.0

123 C11a

Remote sensing of tundra gross ecosystem productivity and light
use efficiency under varying temperature and moisture conditions REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 3.9

124 C11a
Use of the RothC model to estimate the carbon sequestration
potential of organic matter application in Japanese arable soils SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 1.2

125 C11a
Ammonia emission from a young larch ecosystem afforested
after clear-cutting of a pristine forest in northernmost Japan WATER AIR AND SOIL POLLUTION 1.4

126 C11a
Relationship between the climate change and dust storm
occurrence in China Journal of arid land studies (沙漠研究) 0.0

127 C11a
Observation of Effects of Tree Planting on Local Climate in the
Central Part of the Taklimakan Desert, China Journal of arid land studies (沙漠研究) 0.0

128 C11a

Detection of foot and mouth disease virus in yellow sands
collected in Japan by real time polymerase chain reaction (PCR)
analysis

Journal of arid land studies (沙漠研究) 0.0

129 C11a
The features of microclimate and vegetation distribution on the
southern Lenglonglin, Qilian Mountains 山地学報 (JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE) 0.0

130 C11a
Observation of summer precipitation along an altitudinal transect
in southern slopes of Tanggula mountains

水資源与水工程学報(JOURNAL OF WATER
RESOURCES & WATER ENGINEERING)

0.0

131 C11a
Quantitative model of soil deposition rate constructed by using
137Cs

水土保持通報 (BULLETIN OF SOIL WATER
CONSERVATION)

0.0

132 C11a

Clonal growth characteristics of potentilla anserina in
transplanted experiment on vertical zone southern slope of
lenglong, Qilian mountains

西北植物学報(ACTA BOTANICA BOREALI-
OCCIDENTALIA SINICA)

0.0

133 C11a
天水田における渦相関法の相対誤差特性とデータ品質管理への
応用

農業気象(JOURNAL OF AGRICULTURAL
METEOROLOGY )

0.0

134 C11b
Cadimium purification and quantification using
immunochromatography

JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD
CHEMISTRY

2.6

135 C11b
Promote analysis of silkworm 1. Fat body

JOURNAL OF ELECTROPHORESIS 0.0

136 C11b
Promote analysis of silkworm 2. Hemolymph

JOURNAL OF ELECTROPHORESIS 0.0

137 C11b
Promote analysis of silkworm 3. Malpighian tube

JOURNAL OF ELECTROPHORESIS 0.0

138 C11b
Host plant genome overcomes the lack of a bacterial gene for
symbiotic nitrogen fixation NATURE 31.4

139 C11b
米，土壌中のヒ素化合物の化学形態別分析に関する総説

日本土壌肥料学雑誌 0.0

140 C21a
Yield response of indica and tropical japonica genotypes to soil
fertility conditions under rainfed uplands in northern Laos FIELD CROPS RESEARCH 2.0

141 C21a
FOSS4Gを用いた歴史的農業環境閲覧システムの構築

GIS-理論と応用 0.0

142 C21a
Detection of yearly change in farming system in the Vietnamese
Mekong Delta from MODIS time-series imagery

JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH
QUARTERLY

0.4

143 C21a
Investigation of possibility using PALSAR to monitor changes in
rice paddy fields JOURNAL OF INTEGRATED FIELD SCIENCE 0.0

144 C21a

Analysis of rapid expansion of inland aquaculture and triple rice-
cropping areas in a coastal area of the Vietnamese Mekong Delta
using MODIS time-series imagery

LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 2.0
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145 C21a

Field radiometer with canopy pasture probe as a potential tool to
estimate and map psture biomass and mineral components: a
case study in the Lake Taupo catchment, New Zealand

NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURAL
RESEARCH

0.3

146 C21a
Agro-ecological interpretation of rice cropping system in flood-
prone areas using MODIS imagery

PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND
REMOTE SENSING

1.8

147 C21a

Continuous monitoring of visible and near-infrared band
reflectance from a rice paddy for determining nitrogen uptake
using digital cameras

PLANT PRODUCTION SCIENCE 0.8

148 C21a
Daytime and nighttime field spectral imagery of ripening paddy
rice for determining leaf greenness and 1000-grain weight PLANT PRODUCTION SCIENCE 0.8

149 C21a
迅速測図をはじめとする各種地図のGIS解析による茨城県南部に
おける農村土地利用の時系列変化の研究 ランドスケープ研究 0.0

150 C21b
黒ボク土および灰色低地土の深度別アンモニウム・硝酸吸着等
温パラメータの算出

土壌の物理性(JOURNAL OF JAPAN SOCIETY
OF SOIL PHYSICS)

0.0

151 C21b
Analysis of spatial and temporal variation of soil organic carbon
budget in northern Kazakhstan

JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH
QUARTERLY

0.4

152 C21b

Molecular characterisation of some species of Mylonchulus
(Nematoda: Mononchida) from Japan and comments on the
status of Paramylonchulus and Pakmylonchulus

NEMATOLOGY 0.9

153 C21b
Nitrogen and phosphate balance on crop production in Japan on
national and prefectural scales NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS 1.3

154 C21b
Recent trends in phosphate balance nationally and by region in
Japan NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS 1.3

155 C21b
Molecular cloning and linkage mapping of cryptochrome multigene
family in soybean THE PLANT GENOME 0.0

156 C21b
国・都道府県に存在する有機性廃棄物資源量と農耕地の有機物
受入れ量の推計 日本土壌肥料学雑誌 0.0

157 C21b
1992年の農耕地分布に基づくデジタル農耕地土壌図の作成

日本土壌肥料学雑誌 0.0

158 C21c

Courtship songs of Chrysoperla nipponensis (Neuroptera:
Chrysopidae) delineate two distinct biological species in Eastern
Asia

ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY
OF AMERICA

1.2

159 C21c

A redescription of Euryarthrum hastigerum Holzschuh
(Coleoptera, Cerambycidae), with description of its new relative
from Kalimantan, Indonesia

ELYTRA 0.0

160 C21c
Blue mold of tomato caused by Penicillium oxalicum in Japan

JOURNAL OF GENERAL PLANT PATHOLOGY 0.0

161 C21c
アブラナ科野菜根こぶ病の発病に及ぼす各種有機質資材施用の
影響 土と微生物 0.0

162 C21c
土壌微生物生態研究への回帰木解析の応用

土と微生物 0.0

163 C21c
赤かび病抵抗性の異なるコムギ2品種における赤かび病発生と
デオキシニバレノール蓄積に及ぼす感染時期の影響 日本植物病理学会報 0.0

164 C21c
青枯病菌 Ralstonia solanacearum の分類の現状と課題

日本植物病理学会報 0.0

165 C21c
重粘土汎用ほ場の作付け履歴と低水分領域の保水特性

農業農村工学会論文集 0.0

166 C21c
2008年に北海道で発生したヘリキスジノメイガの発生地域と被害
状況 北日本病害虫研究会報 0.0

167 Z

Paternity analysis-based inference of pollen dispersal patterns,
male fecundity variation, and influence of flowering tree density
and general flowering magnitude in two dipterocarp species

ANNALS OF BOTANY 2.8

168 Z
Soil carbon stock in typical grasslands in Japan

GRASSLAND SCIENCE 0.0

258.92IF合計
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番号
小課題
番号

登録・出願番号 特許名 出願年月 発明者

＜国内＞

1 A11a 特願2009-105381
環状ジエン系化合物分解菌および環状ジエン系化合物分解
剤、並びに環状ジエン系化合物の分解方法および汚染物質の
浄化法（発明届名称：状ジエン系殺虫剤を分解する糸状菌）

H21.4.23
髙木和広、 片岡良
太

2 A11a 特願2009-107293
有害物質吸着錠剤（発明届名称：有害物質吸着剤（タブレット型
吸着剤の分散制御技術））

H21.4.27
殷煕洙、 福井博章
（東京シンコール
(株)）

3 A11b 特願2009-9123
有機ヒ素の蓄積を抑制する稲の栽培方法（発明届名称：有機ヒ
素汚染土壌から稲玄米への吸収抑制方法）

H21.4.6
荒尾知人、 馬場浩
司

4 B12a 特願 2009-195012

シス桂皮酸誘導体化合物及び植物成長調節剤 (発明届名称：
シス桂皮酸、及び／又は桂皮酸誘導体化合物を有効成分とす
る植物成長調節剤) H21.8.26

平舘俊太郎、 藤井
義晴、 新藤充、 安
部真人

5 C21c 特願 2009-265761
デオキシニバレノール及びニバレノールを分解する新規微生物
(発明届名称：赤かび毒デオキシニバレノールおよびニバレノー
ルを分解する新規微生物)

H21.11.20
對馬誠也、伊藤通
浩、小板橋基夫

6 C21c 特願2009-265763

デオキシニバレノール及びニバレノールの分解活性を有するタ
ンパク質をコードする遺伝子(発明届名称：赤かび毒デオキシニ
バレノールおよびニバレノールを分解するP450をコードする遺
伝子)

H21.11.20
對馬誠也、伊藤通
浩、小板橋基夫

7 C21c 特願2009-265762
デオキシニバレノールの分解活性を有するタンパク質をコードす
る遺伝子(発明届名称：赤かび毒デオキシニバレノールの分解
活性を有するタンパク質をコードする遺伝子)

H21.11.20
對馬誠也、伊藤通
浩、小板橋基夫

8 A11b 特願2010-060984 重元素同位体比組成を利用した穀物の産地判別法 H22.3.17

川﨑晃、 有山薫
((財)日本穀物検定
協会)、 石田悦基
(日清製粉(株))

＜海外＞

1 A11a 12/561,078
複合分解菌集積保持体及びその製造方法、新規細菌、並びに
汚染環境の浄化法法及び装置

H21.9.16
髙木和広、 原田直
樹(興和(株))、 吉岡
直樹(興和(株))

2 A11a
PCT/JP2009/0052

13
有害物質吸着成形体（発明届名称：①多機能水溶性シート②有
害物質吸着剤（タブレット型吸着剤の分散制御技術））

H21.10.7

殷　煕洙、福井博
章（東京シンコール
(株)）
＊共同出願

特　許　出　願　一　覧
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【資料８】 

 
平成 20 年度実績評価に係る指摘事項とそれへの対応 

（農環研評議会） 
 

 指摘事項 指摘事項に対する対応状況 

総合評価   

第１ 業務運営

の効率化に関す

る目標を達成す

るためにとるべ

き措置 

  

 １ － １  評

価・点検の実

施と反映 

一般研究職員について、本中期目標期間に処遇

反映がなされるよう期待する。 

平成21年度業績の評価結果を平成22年度に処遇反映することを

昨年度決定した。 

今後の独法評価方法の変更をにらみ、研究課題

に関する自己評価を学術的観点、社会貢献の観

点の双方から、より客観的なものとする取組を

着実に進めることを期待する。 

平成 21 年度には、新たに独法化以降の研究の流れ、各種の数値

指標の推移、海外を含む他機関との比較等を行い客観的な評価、

点検に努めた。また、外部専門家を活用した研究課題の評価、評

価方法や評価結果の公表を行っている。 

研究所の社会貢献の全体像の把握を期待する。 独法化以降の主要成果、成果の活用状況、それらによる社会貢献

等を整理した。また、重要なものを本研究所の Web サイトでア

ピールしている。 

１－２ 研究

資源の効率的

利 用 及 び 充

実・高度化 

交付金の重点配分等の措置により重点化方向

に沿った研究を促進することを期待する。 

所内競争的資金である研究推進費（小課題強化費等）の重点配分

等により、重点化方向に沿った研究を推進している。 

平成 20 年に制定された「研究開発力強化法」

の主旨を踏まえ、人材活用等に向けた取組強化

の検討を進めることを期待する。 

「農環研人材育成プログラム」により人材活用等の取り組みを進

めている。また、次期に向け「研究開発力強化法」に基づく「人

材活用等に関する方針」の検討を実施している。 

長期的視野を持って、領域横断的研究分野をカ

バーできる人材や融合プロジェクト研究を強

化することを期待する。 

４～10 月に次期研究構想の検討を行い、生命科学領域との融合

研究、多くの環境要因に関する総合評価研究など領域横断的研究

を強化した「重点研究課題案」をとりまとめた。 

１－３ 研究

支援部門の効

率 化 及 び 充

実・高度化 

総務部門の管理事務業務の効率化については、

さらに取組を進めその効果を示す必要がある。

事務処理の迅速化、簡素化及び文書資料の電子媒体化による情報

伝達並びに共有化を推進するため所内グループウエア（所内情

報）を積極的に活用を進め業務の効率化を図っている。また、定

型業務の契約職員への移行を進め、女性研究者支援事業、

MARCO シンポジウム等新たに増加した業務を常勤職員の増員

なしに実施している。こうした取り組みの結果、第２期の人件費

削減目標に相当する減員を実施している。 

１－４ 産学

官連携、協力

の促進・強化 

我が国の農業環境問題の解決に資する成果を

生み出し、地域での活用につなげるため、生産

現場や公設試験研究機関との連携強化を含め、

引き続き積極的な取組を行うことを期待する。

関係機関との連携強化の取組として、環境研究機関連絡会（13

所連絡会）の成果発表会を農環研が中心となり実施した。また、

滋賀県と連携した現地セミナー、多くの民間企業が参加した連携

推進会議、農業生産者 NPO との交流会、農林水産省（消費安全

局農産安全管理課、農村振興局農村環境課）との連絡会等を行い、

関係機関との連携を強化している。 
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 指摘事項 指摘事項に対する対応状況 

環境分野はレギュラトリーサイエンスが必要

な分野であり、現在、政策への反映が十分でな

い分野を含め、意見交換の場などを活用し、政

策提言を積極的に行うことを期待する。 

農林水産省（消費安全局農産安全管理課）との意見交換会、農林

水産省委託プロ（生産工程プロ）関係の会議等の場で情報の交換

を実施している。また、農林水産省において、レギュラトリーサ

イエンスの取組強化の検討が行われており、農環研も参加してい

る。また、食品安全研究連絡会にも参加した。こうした取り組み

もあり、近年、地球温暖化対策、有害化学物質のリスク管理等の

行政分野で本研究所の研究成果の施策への反映が進展している。

１－５ 海外

機関及び国際

機関等との連

携の促進・強

化 

国際連携の取組の強化、研究開発評価を国際水

準で行うための国際的ベンチマークに取り組

むことを期待する。 

国際的ベンチマーク導入に向けた検討として、平成 21 年度に、

中国科学院南京土壌研究所との調整、本研究所の研究についての

海外の第一線の研究者との意見交換、学術論文データベースによ

る国内外の研究機関との比較等を実施しするなどの取り組みを

進めた。平成 22 年度に国際的ベンチマークを試行する。 

今後開始される IPCC 第 5 次報告書の作成、来

年 10 月に名古屋で開催される生物多様性条約

第 10 回締約国会議において農環研のプレゼン

スを発揮できるよう、戦略的な取組を期待す

る。 

IPCC に関しては、平成 21 年３月の地球温暖化対策研究連絡協

議会（関係農水独法等で構成）で国内対応を検討し、第５次報告

書オーサーの推薦、IPCC 関連の専門家会議への職員の派遣等を

実施している。また、国内外に研究成果や研究者をアピールする

ため、９月に中国で、７カ国の約 80 名の参加を得て「東アジア

の陸域生態系における炭素窒素循環とその環境影響に関する国

際会議」を開催した（中国科学院と共催）。農水省委託プロ、環

境省プロ等を活用し、地球温暖化研究も重点的に実施している。

平成21年12月に農業分野の温室効果ガスの世界的な研究ネット

ワークであるグローバルリサーチアライアンスの設立が合意さ

れ、本研究所もこれに協力し積極的な取り組みを行うこととして

いる。 

生物多様性条約 COP10 については、 J-BON(Japanese 

Biodiversity Observation Network)が COP10 に向けた準備とし

て５月に開催したワークショップに参加した。また、MARCO シ

ンポジウムで生物多様性関連のワークショップを開催した。ま

た、生物多様性評価手法の開発を目指した農水省委託プロジェク

トを代表研究機関として推進した。さらに、環境研究機関連絡会

では、「自然と共生する社会をつくる」を全体テーマとして、農

環研が中心に成果発表会を開催した。平成 22 年度にも COP10

に向けたシンポジウム等の取り組みを行うこととしている。 

第２ 国民に対

して提供するｻｰ

ﾋﾞｽその他の業

務の質の向上に

関する目標を達

成するためとる

べき措置 

  

 ２－１ 試験

及び研究並び

に調査 

（独立行政法人評価委員会指摘事項 

とそれへの対応と同じ） 

（独立行政法人評価委員会指摘事項 

とそれへの対応と同じ） 
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 指摘事項 指摘事項に対する対応状況 

２－２ 研究

成果の公表、

普及の促進 

特許の出願等が一部の研究者に偏っており、知

的財産に関する全所的な意識改革と取組を進

めることを期待する。 

所内の研究者を対象として外部講師による知的財産講習会を開

催し、所員に知財の認識を高め、知的財産権の取得を指導した。

こうした取り組みの効果もあり、様々な分野で特許出願がなされ

るようになってきている。 

多くのシンポジウムや公開セミナー、広報関連

イベントを実施あるいは参加しているが、事後

検証を行い、効果的な取組を重点的に行うこと

を期待する。 

平成 21 年度は、MARCO や国際連携の強化を促進する観点から、

MARCO 国際シンポジウムに加え２件の国際会議・国際セミナー

を重点的に開催した。 

 

環境問題や食の安全・安心に対する国民の関心

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分かりや

すく伝えるための取組を進めることを期待す

る。 

農環研が中心となったプロジェクト研究の成果発表会、分野別の

研究会等も実施している。また、プレスリリースも強化し、対象

を明確にした広報に留意している。 

２－３ 専門

分野を活かし

たその他の社

会貢献 

環境政策の重要な部分が国際的枠組みの中で

決定されていく傾向が強まる中、国際機関への

専門家派遣は研究成果を政策に反映していく

上で非常に重要であり、今後も専門家派遣を積

極的に行うとともに、国際舞台で活躍できる研

究者の育成に力を入れることを期待する。 

 

国際機関への専門家派遣は要請に応じ積極的に対応することと

し、これまでに IPCC 排出係数データベース編集委員会及び同専

門家会合等への職員の派遣等を実施している。また、MARCO 国

際シンポジウムを開催し、中期・長期在外研究の奨励など国際舞

台で活躍できる研究者の育成にも力を入れている。 

 

各研究員が社会貢献の意識を強く持ち、一層の

活躍を行うことを期待する。 

研究所の基本理念や行動憲章での社会貢献の精神の明示、研究職

員の業績の的確な評価等により社会貢献活動を促進している。 

第３ 予算（人

件費の見積りを

含む。）、収支計

画及び資金計画 

一般競争入札の多くで入札参加者が 1 者とな

っており、仕様書の内容の改善など競争性を確

保する取組を進めることを期待する。 

一般競争入札の結果、一者応札となった契約についての分析を行

い、平成 21 年６月に「一者応札・一者応募に係る改善方策につ

いて」を取りまとめ HP で公表した。今後、これに基づき、入札

公告期間の十分な確保、情報提供の拡充等の改善方策を実施す

る。また、新たに外部有識者を含む契約監視委員会を設置し、平

成 20 年度の契約の点検を実施し主務大臣に報告した。 

第４ 短期借入

金の限度額 
(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 

(該当なし） － 

第６ 剰余金の

使途 
(該当なし） － 

第７ その他農

林水産省令で定

める業務運営に

関する事項等 

  

 ７－１ 施設 － － 
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 指摘事項 指摘事項に対する対応状況 

及び設備に関

する計画 

－ － 

７－２ 人事

に関する計画 

－ － 

７－３ 情報

の公開と保護 
－ － 

７－４ 環境

対策・安全管

理の推進 

外部の人材も活用し、薬品管理に関する規程に

基づいた管理を徹底するとともに、薬品の保管

状況を一元的に把握できるオンラインシステ

ムの導入など管理体制を強化することが必要

である。 

化学薬品管理のオンラインシステムを導入し、研究所内の整理・

整頓、使用予定のない薬品の廃棄が進んだ。こうしたことから、

本研究所の薬品管理体制は大幅に強化された。また、自主的な点

検により様々な安全管理強化の取り組みが行われており、所員の

安全管理の意識も向上している。これまでに構築した化学薬品管

理システムを的確に運用することによって、さらに安全管理を強

化するため、平成 22 年度に業務体制の整備を行うこととしてい

る。 
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【資料９】 

 
平成 20 年度実績評価に係る指摘事項とそれへの対応 

（独立行政法人評価委員会） 
 

 指摘事項 指摘事項に対する対応状況 

総合評価 環境対策・安全管理では、本年度も不適切な形

で化学物質の所持が発見されており、抜本的に

管理体制を見直す必要がある。 

（7－4 と同じ） 

第１ 業務運営

の効率化に関す

る目標を達成す

るためにとるべ

き措置 

海外機関等との連携に関しては、ミッション達

成に向けて、MARCO 等の国際的枠組みを戦略

的に活用することを期待する。 

（１－５と同じ） 

 １ － １  評

価・点検の実

施と反映 

引き続き、一般職員の評価制度の導入に向けた

着実な取組を期待する。 

 

 

平成２０年度に実施した試行結果の検証を踏まえ評価マニュア

ル等の見直しを実施し、評価期間を７～11 月、対象を一般職員

及び技術専門職員全員として平成２１年度試行を実施している。

その結果を踏まえ導入に向けた検討を実施している。 

１－２ 研究

資源の効率的

利 用 及 び 充

実・高度化 

老朽化した施設の改修のみならず、ミッション

達成に向けた計画的整備を期待する。 

開放系大気 CO2 増加（FACE）実験施設整備を実施するなど、

将来を見据えた研究施設整備を進めている。 

１－３ 研究

支援部門の効

率 化 及 び 充

実・高度化 

所内グループウェアの積極的な活用、研究管理

データベースの改善、随意契約から一般競争入

札への移行を進展させていることは評価でき

るが、それらの効果の分析は十分ではない。研

究支援部門の効率化の内容及び結果をよく分

析し、経費の節減に結びつけることを期待す

る。 

事務処理の迅速化、簡素化及び文書資料の電子媒体化による情報

伝達並びに共有化を推進するため所内グループウエア（所内情

報）を積極的に活用を進め業務の効率化を図っている。また、定

型業務の契約職員への移行を進め、女性研究者支援事業、

MARCO シンポジウム等新たに増加した業務を常勤職員の増員

なしに実施している。こうした取り組みの結果、第２期の人件費

削減目標に相当する減員を実施している。 

１－４ 産学

官連携、協力

の促進・強化 

今後も関係機関と連携を強化し、農業環境研究

が深化されることを期待する。 

 

関係機関との連携強化の取組として、環境研究機関連絡会（13

所連絡会）の成果発表会を農環研が中心となり実施した。また、

滋賀県と連携した現地セミナー、多くの民間企業が参加した連携

推進会議、農業生産者 NPO との交流会、農林水産省（消費安全

局農産安全管理課、農村振興局農村環境課）との連絡会等を行い、

関係機関との連携を強化している。 

１－５ 海外

機関及び国際

機関等との連

携の促進・強

化 

農環研のミッション達成に向けて、MARCO 等

の国際的枠組みを戦略的に活用することを期

待する。 

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、東南アジア地域から多くの研究者を招聘して、10 月に

MARCO シンポジウムを開催した。こうした取り組みにより、海

外とのネットワークが強化された。 

第２ 国民に対

して提供するｻｰ

ﾋﾞｽその他の業

残留性有機汚染物質の分析法マニュアルが国

際共同研究により効率的に作成されており、今

後とも関係行政部局の標準マニュアルへの反

分析法マニュアルについては、対象有機化学物質の範囲を広げ

て、国際共同研究を発展させ、第 2 版を作成し、平成 21 年度の

普及に移しうる成果として公表した。また、POPs については、
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 指摘事項 指摘事項に対する対応状況 

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 

映などに活用され普及されることを期待する。 農水委託プロ（生産工程プロ）において、リスク評価・リスク管

理研究を推進中であり、農林水産行政と協力して、マニュアル作

成を目指している。 

 ２－１ 試験

及び研究並び

に調査 

（別紙） － 

２－２ 研究

成果の公表、

普及の促進 

特許に関しては、実施許諾料収入が減少してお

り、実施許諾拡大に向けたさらなる取組を期待

する。 

 

 

アグリビジネス創出フェア 2009 など産学官連携推進を目的とす

るフェアへの参加、ホームページでの情報公開、農林水産技術情

報協会 AFFTIS アイピーの研究成果移転事業などを通して、所有

特許の許諾を促進している。こうした取り組みの成果もあり、平

成 21 年度には 3 件の新規許諾があり、実施料収入が増加した。

２－３ 専門

分野を活かし

たその他の社

会貢献 

  

第３ 予算（人

件費の見積りを

含む。）、収支計

画及び資金計画 

知的財産権等の許諾に関しては増加しておら

ず、実施許諾料等の増収に向けたさらなる取組

を期待する。 

（２－２と同じ） 

競争入札における一者応札については原因の

さらなる分析と対応策を期待する。 

一般競争入札の結果、一者応札となった契約についての分析を行

い、平成 21 年６月に「一者応札・一者応募に係る改善方策につ

いて」を取りまとめ HP で公表した。今後、これに基づき、入札

公告期間の十分な確保、情報提供の拡充等の改善方策を実施す

る。また、新たに外部有識者を含む契約監視委員会を設置し、平

成 20 年度の契約の点検を実施し主務大臣に報告した。 

第４ 短期借入

金の限度額 
(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 

(該当なし） － 

第６ 剰余金の

使途 
(該当なし） － 

第７ その他農

林水産省令で定

める業務運営に

関する事項等 

本年度も不適切な形で化学物質の所持が発見

されており、抜本的に管理体制を見直す必要が

ある。 

（７－４と同じ） 

 ７－１ 施設

及び設備に関

する計画 

計画的な施設整備を期待する。 施設整備費補助金、運営費交付金を活用し、老朽化に伴う安全管

理に留意して実施していく。 

７－２ 人事 女性研究者の確保に向けて取り組むことを期 男女共同参画推進委員会の委員長を理事から理事長に変更し、本
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 指摘事項 指摘事項に対する対応状況 

に関する計画 待する。 委員会を中心に取り組みを加速化している。平成 21 年度から文

部科学省の女性研究者支援モデル育成事業「双方向キャリア形成

プログラム農環研モデル」を開始した。これにより、招へい研究

者による講演会の開催、メンター制度の整備、支援研究員制度の

整備、情報窓口・相談窓口の設置、ホームページ作成、出前授業

やサイエンスカフェの開催等を実施した。 

７－３ 情報

の公開と保護 
－ － 

７－４ 環境

対策・安全管

理の推進 

化学物質の管理体制を抜本的に見直し、環境関

係の研究機関としての社会的な責任を果たす

必要がある。 

化学薬品管理のオンラインシステムを導入し、研究所内の整理・

整頓、使用予定のない薬品の廃棄が進んだ。こうしたことから、

本研究所の薬品管理体制は大幅に強化された。また、自主的な点

検により様々な安全管理強化の取り組みが行われており、所員の

安全管理の意識も向上している。これまでに構築した化学薬品管

理システムを的確に運用することによって、さらに安全管理を強

化するため、平成 22 年 4 月に業務体制の整備を行った。 
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区 分 評価結果 指摘事項に対する対応 

第２－１ 試験及び研究並

びに調査 
－ － 

 Ａ 農業環境のリスク

の評価及び管理技術の

開発 

－ － 

 １）農業環境生態系

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 

－ － 

 

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 

外来植物の雑草性リスクを評価するモ

デルなど研究成果の施策への反映を期

待する。 

普及に移しうる成果や主要成果について、HP、成果情報、

広報イベント等を活用しアピールに努めている。外来植物の

雑草性リスクを評価するモデルについては、成果を環境省に

示し情報交換を行っている（環境省からは、外来生物法施行

５年後の見直しの際に参考資料として活用する予定と聞い

ている）。 

Ｂ 自然環境機能の発

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 

－ － 

 

１）農業生態系の構

造・機能の解明と評

価 

生物多様性の解明に関しては、最近の最

も大きな変化である耕作放棄地や休耕

田の増加に伴う生物多様性の予測研究

を強化すること、最近高度化された一般

化線形モデルを基本にしたモデル選択

について検討することを期待する。 

耕作放棄地が生物多様性に及ぼす影響については、現在既に

研究を進めているが、中山間、都市近郊など耕作放棄の発生

要因や生物多様性に及ぼす影響も景観構造等により大きく

異なると予想されることから、今後さらに検討を進める。一

般化線形モデルを基本にしたモデル選択については、鳥類、

外来植物、草原生植物などの生息生育ポテンシャルの評価に

用いている。今後も、より効果的な解析手法を積極的に取り

上げていくこととしている。 

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 

温室効果ガス発生抑制技術の定量的評

価に関しては、今後、CO2 や N2O の発

生への影響、生態系への影響なども考慮

した総合的な政策提言を期待する。 

 

FACE（開放系大気 CO2増加実験）や生態系加温操作実験等

を実施し、地球環境変動が温室効果ガス発生や生態系の物質

循環に及ぼすフィードバック効果を解明する研究課題を計

画している。温暖化緩和策については、現在も委託研究・事

業等を通じ行政と連携して実施し政策への反映を図ってい

る。 

農業活動に伴う炭素・窒素収支の広域評

価手法に関しては、今後、有機物投入の

効果と環境負荷とのトレードオフを含

め検討を行いポスト京都の地球温暖化

対策として提示するための知見の蓄積

を期待する。 

わが国全国を対象として、農耕地への有機物投入による CO2

吸収機能と、その場合の CH4および N2O 発生量変化を併せ

て評価することとしている。 

リンの動態解明や水系汚染リスクの評

価手法については、降雨出水時のデータ

の蓄積が不十分であり、中期計画の達成

水系汚染リスクの評価手法については、硝酸性窒素による汚

染リスク評価に重点化し、流域を対象とした硝酸性窒素によ

る地下水汚染に対する環境脆弱性評価図を作成した。リンに
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区 分 評価結果 指摘事項に対する対応 

に向けた進捗が十分ではない。 ついては、砂質土壌における溶脱リスクの評価を行った｡ 

 Ｃ 農業生態系の機能

の解明を支える基盤的

研究 

－ － 

 

１）農業に関わる環

境の長期モニタリン

グ 

地球温暖化モニタリングに関しては、デ

ータベースの公開・活用に向けたデータ

解析等を進めるとともに観測データの

意義や活用方法を国民にわかるように

示すことを期待する。 

年次間変動や長期トレンドの解析を進める。また、生態系モ

デルの専門家などの参画を得て、これまでよりも広範なデー

タの活用方法を提示することとしている。 

 放射性物質のモニタリング及び微量化

学物質の分析法の開発に関しては、関係

行政部局の標準マニュアルへの反映な

どに活用され普及されることを期待す

る。 

放射性物質のモニタリング及び微量化学物質の分析法につ

いては、極力マニュアル化（例；ヨウ素 129 分析）に努め、

プロジェクト研究の成果としてのＰＲを行政部局に確実に

行う（例；カドミウムの簡易分析法、化学形態別ヒ素の分析

法）とともに、Web 公開（例；POPs の多成分分析法）等、

普及に結びつく方策を推進することとしている。平成 21 年

度には、放射性物質の長期モニタリングの結果を Web 公開

した。 

２）環境資源の収

集・保存・情報化と

活用 

リモートセンシグ・GIS の活用手法の開

発に関しては、衛星データなどの解析で

得られた結果については、他の研究機関

のデータや他の方法で出された結果と

の比較による妥当性の検証を十分行う

とともに精度の向上を期待する。 

分類手法や生成図等に関しては、他の方法で得られた結果等

との比較によりその妥当性を検討している。また、評価手法

の見直しにより精度の向上を目指すとともに、データセット

や地域条件からみた適用範囲や限界を示すこととしている。

農業環境リスク指標の開発については、

指標の妥当性の検証について研究を深

化させる必要がある。 

指標の算出には既往のモデル（例えば、土壌侵食予測におけ

る USLE 式）等を利用していることから、指標にはある程

度の妥当性はあると考えられる。感度分析や不確実性評価等

による妥当性の検証手法についてさらに検討を進める。 

包括的土壌分類試案の策定のための作

業の進捗には遅れが見られ、加速化する

こが必要である。 

包括的土壌分類試案策定のため、外部研究者 11 名、内部研

究者６名でワーキンググループを組織し、第１次素案を作成

した。今後、さらに検討を進める。 

総合的なインベントリーの構築につい

ては、個々のデータベースの充実及び、

農業環境インベントリーシステム等の

活用による成果を具体的に示すことに

より、その有効性をアピールすることを

期待する。 

平成 21 年度には、農業統計情報メッシュデータ閲覧システ

ム、放射性物質の長期モニタリングデータベース、三橋ノー

ト画像データベース（拡充）等の Web 公開を行った。また、

４月に土壌情報閲覧システムを公開した。これらは多くの利

用が見込まれる。 
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<平成21年度>
（百万円）

運営費
交付金

受託
プロ等

総額

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

19.9 5.0 49.9 184.9 234.7 79% 11.8 2 6 4 27 8.7 1.1

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

11.0 3.9 26.4 68.3 94.8 72% 8.6 0 4 0 14 6.8 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

8.1 3.0 15.9 32.6 48.5 67% 6.0 0 1 0 13 3.7 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

8.1 3.0 21.5 49.3 70.8 70% 8.8 0 1 1 20 3.5 1.8

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

8.1 3.8 23.2 67.5 90.7 74% 11.2 2 1 0 14 6.5 1.2

B22
農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解
明

17.1 5.0 53.3 89.8 143.1 63% 8.4 1 3 0 19 7.5 0.9

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

12.8 1.3 38.4 43.9 82.3 53% 6.4 2 1 0 32 2.6 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

18.0 2.0 49.6 44.9 94.5 48% 5.3 1 5 3 27 3.5 1.4

103.0 27.0 278.2 581.2 859.3 68% 8.3 8 22 8 166 5.2 1.3

（注1）運営費交付金は、領域配分、RP経費、小課題強化経費、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。

<平成18年度-平成21年度平均>
(百万円)

運営費
交付金

受託
プロ等

総額

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

19.4 3.6 47.2 146.3 193.5 76% 10.0 2.5 4.5 4.0 30.0 6.5 1.3

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

13.7 6.9 30.3 107.9 138.2 78% 10.1 0.0 4.5 0.0 22.3 6.2 1.1

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

10.0 3.1 23.1 47.0 70.1 67% 7.0 0.3 1.3 0.0 14.3 4.9 1.1

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

9.7 3.2 24.3 40.5 64.8 62% 6.7 0.8 1.0 3.0 15.5 4.2 1.2

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

8.9 4.8 33.5 53.1 86.6 61% 9.7 0.8 1.5 0.0 15.0 5.8 1.1

B22
農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解
明

17.5 5.2 57.2 81.2 138.4 59% 7.9 1.5 2.8 0.3 24.2 5.7 1.1

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

10.0 1.8 26.5 68.1 94.6 72% 9.5 0.5 0.8 0.3 24.5 3.9 2.1

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

19.3 1.6 51.7 40.1 91.8 44% 4.8 1.0 5.0 1.0 27.5 3.3 1.3

108.3 30.1 293.8 584.1 877.9 67% 8.1 7.3 21.3 8.5 173.2 5.1 1.3

（注1）運営費交付金は、領域配分、RP経費、小課題強化経費、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。

（注２）平成18年度から平成21年度の４年間の平均値

中
課
題
番
号

研究内容

投入資源 成果

主要
成果数

特許
出願数

査読
論文数

担当者数
（人）

ポスドク数
(人）

予算
受託／
総額(%)

論文１報
当たりの

資金
１人当たり

金額

普及に
移しうる
成果数

総エ
フォートあ
たりの論

文数

合　計

中
課
題
番
号

研究内容

投入資源 成果
論文１報
当たりの

資金

総エ
フォートあ
たりの論

文数担当者数
（人）

ポスドク数
(人）

予算
受託／
総額(%)

１人当たり
金額

普及に
移しうる
成果数

主要
成果数

特許
出願数

合　計

　　　　研究資源の投入と得られた成果 【 資料10 】

査読
論文数
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