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温室効果ガス発生制御施設
Agro-Field Lysimeter Facility with Greenhouse Gas Monitoring System

温室効果ガス発生制御施設の概要
地球温暖化の原因物質と考えられている大気中の

二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）
のうち、メタンと一酸化二窒素は農耕地土壌が大きな
発生源となっています。本施設は、農耕地土壌から
発生するこれらの温室効果ガスを自動システムによ
り連続的に測定するための施設です。

この施設で実施された研究によって、農耕地から
の温室効果ガスの発生量と発生制御要因を明らかに
し、また様々な温室効果ガス削減技術の効果を検証
することにより、IPCC 等、国際的な地球温暖化防止
への取り組みに貢献しています。

特徴的な設備
温室効果ガス発生制御施設は、実際のほ場を模し

た屋外の調査区画と、発生した温室効果ガス等の分
析を行う制御機械室で構成されています。
　調査区画は 12 区画のライシメーターが設置され、
各ライシメーターの地上部には土壌から発生する温
室効果ガスを捕集するための自動開閉式のチャン
バーが設置され、自動的に温室効果ガスの採取が可
能です。また地下部には浸透水を採取するためのタ
ンクが設置されており、土壌からの浸透水の採取が
可能です。この浸透水を分析することにより、水質汚
染の原因物質となる硝酸態窒素や、浸透水に溶存し
ている温室効果ガスの排出量を把握することができ
ます。

温室効果ガス発生制御施設

自動開閉式チャンバー

浸透水採取タンク

ガス採取・分析ライン

社会的取り組みの状況 ４
Social Performance

報告を行い、関係研究試料の使用を凍結し、試料を
密封の上、移動禁止としました。栽培による国内未
発生の病害虫の発生はこれまで確認されていませ
んが、これを受け、従前の「輸入禁止品等取扱要領」
を「輸入禁止品等管理規程」に改正し、また新たに輸
入禁止品等利用研究管理委員会を設置し、研究の企
画立案段階から使用・保管に至るまで一貫して管理
する体制を整備するとともに、職員への教育訓練を
実施しました。

また、競争的資金に関する説明会において、研究費
不正使用の例を紹介するとともに、利益相反マネジメ
ントについて、利益相反マネジメント委員会において
取り組み状況の確認を行うとともに、所議を通じて職
員に再周知を図りました。

コンプライアンス推進体制
役職員が農環研の基本理念、行動憲章および環境

憲章、法令、諸規則、各種規程、倫理および社会規範な
どを遵守し、社会的評価、信頼を得て活動を行ってい
くために、農環研におけるコンプライアンスの推進に
必要な事項を「コンプライアンス推進規程」として定
めています。また、この方針を適正に執行するための
コンプライアンス推進体制を整備しています。組織
内における不正に対して、内部通報者、被通報者のプ
ライバシーなどの不利益が発生することを防止する
ための規程も定めています。

コンプライアンスに関する啓発活動
農環研の「基本理念」、「行動憲章」、「環境憲章」

の周知を図るためのポスター等の作成、農環研の研
究・業務に関連する法令等の「共用施設・機器等の
利用、安全衛生各種事務手続マニュアル」への掲載な
ど、コンプライアンスに関する啓発活動に取り組んで
います。2013 年度は管理職を対象にハラスメントに
関するアンケート調査、所議メンバーを中心としたハ
ラスメントに関する研修、各室等にハラスメント防止
のための資料配布、意識啓発活動等を継続的に実施
し、未然防止対策を実施しました。

個人情報保護への取り組み状況
規程類を整備し、保有する個人情報の適切な管理

に努めるとともに、農環研主催のシンポジウムなどの
参加登録情報についても流用を禁止するとともに、漏
えいしないよう適切に管理しています

情報セキュリティへの取り組み状況
農業環境技術研究所のネットワークは、農林水産省

研究ネットワーク（MAFFIN）と接続され、その一部とし
て運用されています。グローバルに情報収集・情報
発信を行う研究所として、情報セキュリティの確保は
きわめて重要です。そのために当研究所では研究情
報システム管理室を設置するとともに、「独立行政法
人農業環境技術研究所情報セキュリティポリシー」の
元、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一
基準」に準じた規程等を定め情報セキュリティの確保
に努めています。

情報システムにおけるセキュリティの確保には、
ハード面での対策を取ことはもちろんですが、ソフト
面の対策としてネットワーク新規利用者に対する講習
や全利用者を対象としたセキュリティ講習会を毎年
義務付けるなど、職員のセキュリティ意識の向上にも
努めています。
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効果の内容 環境保全効果を示す指標 2012 年度 2013 年度 前年度比（%）
事業エリア内で生じる
環境保全効果

全体エネルギー消費量（GJ） 194,583 190,063 98 
電力使用量（千 kWh） 15,342 15,075 98 
都市ガス使用量（千 m3） 78 142 182 
石油燃料使用量（kℓ） 11 13 118 
高温水使用量（GJ） 40,966 36,070 88 

温室効果ガス排出量（t-CO2） 9,410 10,319 110 
水資源投入量（千 m3） 388 340 88 

上水使用量（千 m3） 108 66 61 
井水使用量（千 m3） 84 66 79 
研究用水使用量（千 m3） 196 208 106 

廃棄物総排出量（t） 76 52 68 
一般廃棄物（t） 21 12 57 
産業廃棄物（t） 55 40 73 

下水道排水量（千 m3） 81 62 77 

最先端の分析技術
本施設は自動チャンバーの開閉やガス採取用電磁

弁・ポンプの制御を行う制御部および採取したガス
の分析を行う機器を有しており、屋外の調査区画で採
取したガスの連続自動測定が可能です。

分析機器としては、ガスクロマトグラフで温室効果
ガスの濃度を測定し、その濃度変化からガス発生量
を計測しています。また、世界で初めて一酸化二窒
素安定同位体比測定用レーザー分光計を整備し、一
酸化二窒素の発生要因の解明に活用しています。

温室効果ガス発生制御施設
Agro-Field Lysimeter Facility with Greenhouse Gas Monitoring System

環境会計情報
Environmental Accounting

2013 年度に環境負荷削減や環境配慮の取り組みにより投入した環境保全コストは約 9 億 98 百万円でした。（但
し、環境会計を導入していないため、会計システムから抽出したもののうち工事・役務で把握しているコストを集
計したもので、これは研究所予算の約 18.0%を占めています）。2013 年度は温暖化対策として講じた受変電設備
の改修や空調設備等の高効率化に大きなコストを費やしていますが、次年度以降、エネルギー費の節減が期待さ
れます。

環境保全コスト(2013 年度実績 )

環境保全効果

環境保全対策に伴う経済効果（実質的効果）

コストの分類 取組内容 金額 ( 千円)
地球環境保全コスト 980,281

地球温暖化対策 受変電設備の改修（高効率型変圧器への更新等） 108,150
照明器具のセンサー化及び LED 灯への更新 2,178

　 空調設備等の高効率化 869,468
ブラインドの設置等 485

資源循環コスト 13,046
水環境等保全 実験廃水処理施設運転保守管理 6,527
廃棄物・リサイクル対策 一般廃棄物処理 2,407

産業廃棄物処理 3,112
化学物質対策 作業環境測定（有機溶媒等） 1,000

管理活動コスト 4,959
自然環境保全 緑地環境整備 4,301
環境情報開示 環境報告書作成 658

合計 998,286

項目 金額（千円）*
費用節減

省エネルギーによるエネルギー費の節減（電力、ガス、石油燃料使用料金） -40,655 
省資源による節減（上下水道使用料金） 12,022 
廃棄物処理費の節減（収集運搬、処理委託業務費） 3,373 

合計 -25,260 

＊ 2012 年度にかかった費用から 2013 年度にかかった費用を差し引いて計算しました。

研究成果
この施設を利用した主な研究成果をご紹介します。

○ 田畑輪換が温室効果ガス発生に及ぼす影響
誘水田を排水して畑作物を栽培することによりメタ

ンの発生が無くなる一方、一酸化二窒素の発生量は
水田よりも3～5 倍に増加しました。

○ レーザー分光計を用いた圃場におけるN2O 安定同
位体比の連続測定
大気レベル N2O 濃度条件において、レーザー分

光計によるN2Oアイソトポマー比［平均窒素同位体
比 :δ15Nbulk、NNO 分子内における15N 分布の偏
り:site preference（SP）］の高精度連続測定方法を
確立しました。

温室効果ガス三成分測定用ガスクロマトグラフ

レーザー分光計によるN2O 濃度（a）、δ15Nbulk 窒素同位体比（b）、
N2Oアイソトポマー比（NNO 分子内における15N 分布の偏り）（c）
の変動

一酸化二窒素安定同位体比測定用レーザー分光計




