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ミッション
　農業環境技術研究所は、農業生産の対象となる
生物の生育環境（農業環境）に関する技術上の基

礎的な調査および研究などを行うことにより、そ

の農業環境の保全および改善に関する技術の向上

に寄与することを目的に設立されました〔独立行

政法人農業環境技術研究所法（平成 11 年 12 月 22

日法律第 194 号）〕。私たちの研究所は、この目的

に沿って、技術上の基礎的な調査、研究、分析、

鑑定および講習を行い、次の三つの任務を果たす

ことを目標に掲げています。

１． 気候変動のもとで、食料を安定して供給する

ための戦略を立てる。

２． 農業生態系がもつ自然循環機能によって食料

と環境の安全性を確保する。

３． 健全な農業環境資源を次世代に継承する。

編集方針
　「環境報告書 2005」は、独立行政法人農業環境

技術研究所（以下、「農環研」）における第１回目

の環境報告書として、2004 年度のデータを中心に

報告します。

報告対象範囲
　農環研の構内には他の独立行政法人の研究所の

一部が所在するため、「電力」「都市ガス」「高温水」

「上水」「井水」の使用量、「電力」「都市ガス」「高

温水」の使用による CO2（二酸化炭素）の排出量

ならびに「下水」の排出量には、他の独立行政法

人の研究所が使用した量、または排出した量も含

まれます。

報告対象期間
　2004 年４月～ 2005 年３月

数値の端数処理
　表示桁未満を四捨五入しています。

参考にしたガイドライン
　「環境報告書ガイドライン（2003年度版）」（環境省）

次回発行予定
　2006 年度版は、2006 年 12 月の予定です。

【作成部署および連絡先】
独立行政法人農業環境技術研究所
企画調整部／総務部
〒 305-8604 茨城県つくば市観音台 3-1-3
TEL 029-838-8148（代表）　FAX 029-838-8199
E-mail: www@niaes.affrc.go.jp
本報告書に関するご意見、ご質問は上記までお願
いいたします。
農環研ホームページアドレス
http://www.niaes.affrc.go.jp/

農環研研究本館正面



ごあいさつ

農業環境の安全性と持続性の追及

　二十世紀における科学技術の目覚しい発展は、
工業部門のみならず農業部門においても、生産力
の向上に大きく貢献をしました。工業部門におけ
る生産の拡大は、農業部門における近代化ととも
に、豊かな社会を実現しました。しかしこの豊か
な社会は、他方で、大量生産、大量消費、大量廃
棄を伴い、地球規模での環境問題というどんより
とした長い影を引きずるようになりました。
　「農業が工業化した」二十世紀の近代農業も、農
業生産の拡大を実現しましたが、他方では、環境
へのストレスを高めるなど、持続性の視点から農
業のあり方に疑問が呈されるようになりました。
農業は、元来、その基本となる生産要素の土地・水・
生物資源を循環的に利用する産業であり、したがっ
て、それら資源利用のあり方が農業の持続性を規
定しているとも言えます。
　地球規模でエネルギーを始めとする資源の枯渇
が危惧されている二十一世紀の社会が、否、「宇宙
船地球号」が持続あるものであるためには、大量
生産、大量消費、大量廃棄する二十世紀の「資源
浪費型社会」から、資源を循環利用する「循環型
社会」に移行することが急がれています。資源の
循環利用という農業の本質を捉えて、二十一世紀
は「工業が農業化する時代」であるともいわれて
いますが、現代農業それ自体も持続性の視点から
再検討が迫られています。
　農業環境技術研究所は、2001 年 4 月に独立行政
法人となり、法が定める「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
び研究等を行なうことにより、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
を目的に、調査、研究、分析、鑑定および講習な
どの業務を行なっています。
　具体的には、安全な農業環境を維持・保全する
ための監視機能の発揮、自然循環機能を活用した
農業環境の保全を実現するための研究、土・水・

大気・生物を健全な姿で次世代へ継承するための
研究、温暖化など農業生産に及ぼす影響の解明と
その対策技術の開発を目標にして研究を推進して
います。研究成果は、わが国行政機関はもとより、
経済協力開発機構（OECD）、気候変動に関する政
府間パネル（IPCC）などの国際機関から高い評価
を得るなど、農業環境政策のための科学を担う研
究所として、着実に成果を上げています。また、
研究推進の一環として、つくば研究学園都市に所
在する環境関係の研究機関との連携はもとより、
国内外の農業環境関連の大学、研究機関等と協定
覚書（MOU）を結び共同研究を行なうなど、密な
る連携体制を構築しています。
　環境の保全と安全の確保、法規の遵守（コンプ
ライアンス）、情報の公開に努め、国内外の農業環
境研究を先導する研究所として、私たちは、絶え
ざる挑戦と革新に励み、農業環境に関わる政策課
題研究と基礎研究に取り組み、センセーショナリ
ズムを排し、中立的、科学的立場から、農業環境
問題の解決に科学的論拠を与えるとともに、情報
の社会化を目指して研究成果を発信していく所存
です。このたび初めて発行する環境報告書は、農
業環境技術研究所における環境保全の取り組みを
報告するとともに、併せて、農業環境研究が究極
の目標とする農業環境の安全性と持続性の追及に
向けた私たちの研究活動を紹介します。皆様の忌
憚のないご意見をお寄せいただければ幸いです。

Greeting

理事長

佐藤  洋平
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農業環境技術研究所の紹介

農業環境技術研究所の歩み

年次 沿革

明治 26 年（1893） 農商務省農事試験場として東京西ヶ原に設置される

明治 32 年（1899） 部制が整備され、種芸部、煙草部、農芸化学部、病理部、昆虫部、報告部、庶務部の 7部となる

明治 35 年（1902） 園芸部が新設される

明治 36 年（1903） 肥料鉱物調査所の事業が移される

明治 37 年（1904） 養畜部が新設される

明治 38 年（1905） 地質調査所土性課と製茶試験所の事務を移し、土性部と製茶部が新設される

大正 5 年（1916） 畜産試験場の創設に伴い養畜部が廃止される

大正 8 年（1919） 茶業試験場の創設に伴い製茶部が廃止される
煙草部を廃止して種芸部と農芸化学部に事務を移す

大正 10 年（1921） 園芸試験場の創設に伴い園芸部が廃止される

昭和 19 年（1944） 生理部と農業気象部が新設される

昭和 25 年（1950） 農事試験場、畜産試験場、園芸試験場が統合され、農業技術研究所として改組される
内部組織は生理遺伝部、物理統計部、化学部、病理昆虫部、経営土地利用部、農業土木部、園芸部、
家畜部、畜産化学部、庶務部となる

昭和 36 年（1961） 園芸部、家畜部、畜産化学部、農業土木部が試験場として独立し、組織は 6部（生理遺伝部、
物理統計部、化学部、病理昆虫部、経営土地利用部、総務部）となる

昭和 45 年（1970） 放射線育種場が農業技術研究所の所属となる

昭和 55 年（1980） 西ヶ原から筑波研究学園都市に移転する

昭和 58 年（1983） 農業技術研究所が農業環境技術研究所、農業生物資源研究所および一部が農業研究センターに改
組される
農環研の内部組織は環境管理部、環境資源部、環境生物部、資材動態部、総務部となる

平成 13 年（2001） 独立行政法人農業環境技術研究所に組織変更される
内部組織は地球環境部、生物環境安全部、化学環境部、農業環境インベントリーセンター、環境
化学分析センター、企画調整部、総務部となる

農事試験場設立当時の庁舎（西ヶ原、1893 年） 農業技術研究所本館（西ヶ原、1973 年）

Introduction

沿革   
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組織図

理事長 企画調整部

総務部

地球環境部

生物環境安全部

化学環境部

農業環境インベントリーセンター

環境化学分析センター

研究企画科

研究交流科

研究情報システム科

情報資料課

業務科

庶務課

会計課

気象研究グループ

生態システム研究グループ

温室効果ガスチーム

食料生産予測チーム

フラックス変動評価チーム

植生研究グループ

昆虫研究グループ

微生物・小動物研究グループ

組換え体チーム

有機化学物質研究グループ

重金属研究グループ

栄養塩類研究グループ

ダイオキシンチーム

理事

監事

2005 年 4 月 1日現在
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農業環境技術研究所の紹介

農環研のマネジメントシステム
　農環研では、2001 年 4 月からの独立行政法人化
後、理事長、理事、常勤監事、非常勤監事の 4名
の役員を置いています。理事長は、研究所を代表し、
その業務を統一して管理します。理事は理事長を
補佐し、研究所の業務全般を掌握します。監事は、
研究所の業務を監査し、監査結果に基づき、理事
長に意見を提出することによって、研究所の運営
の健全化に努めています。
　この役員および部長・センター長からなる最高
決定機関の役員会において、重要事項を審議・決
定するとともに、研究所の運営については役員会
メンバーに科長、課長、研究グループ長を加えた
メンバーからなる所議において審議し、結果を全
職員に連絡しています。
　個々の業務運営に合議が必要な場合は、職員の
代表によって構成される専門委員会を設置し、検
討結果を所議で報告しています。
　また、農環研の運営と調査・研究活動について
外部の視点から総合的に検討をおこない、助言を
得ることを目的とした評議会を設置し、外部専門
家・有識者からの客観的な評価と意見を取り入れ
ています。
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永田　徹 前茨城大学農学部教授

中村　雅美 日本経済新聞社科学技術部編集委員

木村　眞人 名古屋大学大学院生命農学研究科教授

小川　吉雄 茨城県農業総合センター園芸研究所長

藤田　和芳 大地を守る会会長

合志　陽一 独立行政法人国立環境研究所理事長

三輪　睿太郎 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構理事長

田中　潔 独立行政法人森林総合研究所理事長

菊池　弘美 農林水産省大臣官房環境政策課長

山田　久 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

陽　　捷行 独立行政法人農業環境技術研究所理事長

Introduction

人員の推移

    *  役職員は、役員・一般職員・技術専門職員・研究職員 の合計

  **  非常勤職員は、ポスドク・パートタイマーの合計

***  受入研究員は、特別研究員・研修員・招へい研究者 ・依頼研究員・技術講

習生などの合計

収入・支出の推移
【収入】

【支出】

評議会

評議会委員（2004 年度）
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概要
　農環研では、1999 年に策定された「食料・農業・
農村基本法」およびその理念や施策の基本方向を具
体化した「食料・農業・農村基本計画」並びに「農
林水産研究基本目標」に示された研究開発を推進す
るため、次の三つの研究を重点的に推進しています。 

1． 農業生態系の持つ自然循環機能に基づいた食料
と環境の安全性の確保

2． 地球的規模での環境変化と農業生態系との相互
作用の解明

3．生態学・環境科学を支える基盤研究

　上記の研究を推進するため、地球環境部、生物環
境安全部、化学環境部、農業環境インベントリーセ
ンター、環境化学分析センターをおいています。各
部とセンターが推進する主な研究は次のとおりです。

地球環境部
○ 温暖化にともなう東アジア地域のコメ生産変動予測
○ 地球規模の気候変動に伴う農業生態系への影響評
価
○ 農業活動が温室効果ガス・大気質などへ及ぼす
影響と対策
○ 人間活動に伴う環境変動が農業生態系における
物質循環及び空間構造の特性に及ぼす影響評価
○ 農業生態系の広域的計測手法および多変量解析
手法の開発

生物環境安全部
○遺伝子組換え生物による生態系の影響評価
○導入・侵入生物による生態系かく乱機構の解明
○ 農業生態系機能の維持増進にかかわる生物間の
生育阻害・促進要因の解明
○ 農業生産活動が農業生態系の生物群集の構造と
多様性に及ぼす影響の評価

化学環境部
○ ダイオキシン類のイネなど農作物による吸収・
移行および農業排水系への流出の解明
○ カドミウムなど微量重金属の土壌集積経路とイ
ネ・ダイズ子実への移行抑制
○ 難分解性有機化学物質および水系における硝酸
性窒素などの動態と流出予測モデルの開発
○ 有害化学物質分解微生物の分解能解析技術およ
び汚染環境中への接種技術の開発
○農薬の水生生物などに対する影響評価

農業環境インベントリーセンター
○ 農業環境資源の分類・同定および機能の解明に
基づくインベントリーフレームの構築
○ 昆虫・微生物の分類・同定および特性の評価と
ジーンバンク登録

環境化学分析センター
○ 農業環境中におけるダイオキシン類など化学物
質の超微量分析法の開発
○ 作物・農耕地土壌における 137Cs など放射性同位
体元素のモニタリング

共同分析センター

メタンなどの温室効果ガス測定施設

昆虫標本

遺伝子組換え作物実験圃場
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研究トピックス
Topics

畑転換は温室効果ガスの発生量を増やさない
ライシメーターでの連続測定による検証

　水田を排水して畑作物を栽培する転換畑の面積
は、2002 年現在で約 74 万 ha（水田作付延面積の
約 30%）を占めています。水田に比べて、転換畑で
は温室効果ガスのメタン（CH4）の発生は無くなりま
すが、亜酸化窒素（N2O）が増加すると考えられます。
しかし、転換畑からの温室効果ガスの発生量は、こ
れまで定量的に把握されていませんでした。
　農環研では、7年間水稲栽培を行った灰色低地土
のライシメーター（枠試験）水田の一部を、陸稲
単作と大豆 -小麦二毛作の転換畑として、連作水田
とあわせて CH4 と N2O の連続測定を 2年間おこな
いました。その結果、転換畑では年間を通じて CH4
を吸収していましたが、N2O は作物栽培期間中に
フラックスのピークが観測されました。
　このように、畑転換することにより、CH4 発生は
無くなるかわりに N2O 発生量が増加するトレード
オフの関係が確かめられました。しかし、CH4 およ
び N2O の年間発生量を二酸化炭素等価量として連
作水田と転換畑を比較すると、畑転換によって発
生量が増加することはないことがわかりました。

衛星搭載レーダを用いた水稲作付け地の検出
雲に影響されない水稲作付け面積の推定

　コメを主食とする日本では、水稲作付け面積を
正確に知ることは重要な課題です。現在は、無作
為に抽出された現地を実際に調査する標本調査法
によって面積が推定されており、多大な労力を必
要としています。そこで農環研では、リモートセ
ンシングによって正確に水稲作付け地を検出し、
省力的に精度良く面積を計算する方法を開発しま
した。
　衛星リモートセンシングは、人工衛星に搭載さ
れたセンサを使って地表面を観測する技術で、い
ろいろな波長の電磁波が使われています。とくに、
可視光よりも波長の長いマイクロ波は雲を透過す
るので、曇りの日の多い日本で有効な技術です。
SAR と呼ばれるレーダは、衛星からマイクロ波を
照射し、地表面で散乱して戻ってきた電磁波の強
度を観測します。
　マイクロ波が、田植期には水面で鏡のように反
射すること、水稲生長期には植物体により後方に
強く散乱することを利用して、二つの時期の画像
を比較することで水稲作付け地を検出します。雑
草対策として水を張るだけで作付けを行わない「調
整水田」も検出できます。また、非水田地域を示
す地理情報を利用することにより、傾斜地におけ
る誤判別を減少させ、さらに精度を高めました。水稲区 陸稲区 大豆 -小麦区

2002 2003 2002 2003 2002-03 2003-04

CH4 [mg CH4 m-2] 3128 18080 -92 -64 -77 -79

二酸化炭素等価量

[g CO2 m-2]
72 416 -2 -1 -2 -2

N2O [mg N m-2] 60 57 241 223 319 173

二酸化炭素等価量

[g CO2 m-2]
28 26 112 104 148 81

二酸化炭素等価量

合計値 [g CO2 m-2]
100 442 110 102 146 79

田植期（左）と水稲生長期（右）におけるマイクロ波
散乱の違いにより作付けされた水田を検出する

水面はマイクロ波を鏡面反射する 生長した稲はマイクロ波

を強く散乱する

転換畑と連作水田からの CH4 および N2O 発生量

注：二酸化炭素等価量の計算には、CH4 および N2O の 100 年スケールの地球温

暖化係数（それぞれ、23 および 296：IPCC 第 3次評価報告書、2001）を用いた。

地球環境部
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L－ドーパ
ムクナ中に存在する
抑草活性物質

イソキノリンアルカロイド

イネ科植物はドーパミンに代謝
（ドーパミンは動物の神経伝達物質）

ドーパミン

（L-3-carboxy-6,7-dihydroxy-
    1,2.3,4-tetrahydroisoquinoline）

マメ科植物はイソキノリン
アルカロイドに代謝
（抑草活性はなくなる）

生物環境安全部

土壌抽出DNAを用いた環境影響の評価
微生物を利用した農業生産活動の
影響評価法の確立に向けて

　従来、微生物の研究は、培養することによりおこ
なわれてきました。しかし、自然界に生息する微生
物の 99％以上が培養困難であるといわれています。
近年、土壌から直接抽出した核酸を解析することで、
培養を経ないで微生物の群集構造を明らかにするこ
とが可能になりつつあります。
　農環研では、土壌病害防除のための土壌くん蒸
消毒を取り上げ、これが非標的の土壌微生物相に及
ぼす影響を、土壌抽出 DNAを用いて評価する手法
の開発をおこなっています。その第一の成果として、
既存の方法では DNA の抽出が困難であった黒ボク
土において、スキムミルクを抽出液に加えるDNA
抽出法を開発しました。次に、この土壌抽出 DNA
を用い、細菌や糸状菌の遺伝子を対象にした PCR-
DGGE 法を適用することにより、土壌くん蒸消毒が微
生物群集に及ぼす影響を評価できることを明らかに
しました。この解析法は、さらに線虫や原生動物な
どの群集構造の解析にも使用でき、今後、さまざま
な環境影響評価への利用が期待されます。

ムクナの他感物質とそれを解毒する植物
減農薬農業の実現へ向けて

　マメ科植物のムクナは、他の植物の生育を阻
害 する 他 感 物 質：L-ド ー パ（L-3,4-dihydroxy 
phenylalanine）を体内で生産し、種子内に 4 ～
10%、体内に 1%蓄積します。ムクナは、これを根
から体外に放出することにより、周辺植物の生育を
抑えて生存競争のために活用していると考えられて
います。しかし、イネ科とマメ科植物の中には、こ
の物質に対して抵抗性を持つものがあり、イネ科の
ペレニアルライグラスはL-ドーパをL-ドーパミンに、
マメ科のシロクローバはイソキノリンアルカロイド類
に変換することで解毒し、抵抗性を発揮していること
を明らかにしました。
　植物界には、このような他感物質を産出して生き
残りを図ろうとする植物、他感物質を解毒してしまう
植物、他感物質によって生育不良となる植物、ある
いは他感物質に対する感受性を持たない植物が生育
しています。このため、それぞれの間に、他感物質
を介した様々な興味深い現象を見いだすことが出来
ます。また、これらの植物間相互作用に関する詳細
な解析は、農地などにおける雑草抑制を目的とした
被覆植物としての利用につながります。さらに、他
感物質の化学構造を決定することができれば、雑草
防除に活用できる新素材の開発に貢献できます。

薬剤処理による細菌DNAパターンの変化 ムクナに含まれる他感物質 L-ドーパの解毒機構

培養できない未知の細菌由来と
推定されるバンドの検出

薬剤処理区で
培養可能な既知の細菌由来と
推定されるバンドが出現・増大

無処理区

D-D 処理区

クロルピクリン
処理区
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水田土壌に蓄積したダイオキシン類の運命
ダイオキシン類蓄積量は今後ゆっくりと減少する

　ダイオキシン類は、微量でも強い毒性を持つ有害
化学物質です。ダイオキシン類は、主に物が燃焼す
るときに生成しますが、過去に使用された水田用除
草剤の中に不純物として微量に混在していたことが
分っています。そして、このような除草剤不純物中
のダイオキシン類が、微量ですが、現在も水田土壌
中に蓄積しています。これまでの研究の結果、水田
土壌中に蓄積しているダイオキシン類はイネや農作
物に吸収されないことが分っています。したがって、
農作物を通して、人間の健康に影響を及ぼす心配
はありません。それでは、水田土壌中に残っている
ダイオキシン類はどうなるのでしょうか。
　現在でも極微量ですがダイオキシン類は大気から
土壌へと負荷されています。また、やはり極微量で
すが大気へ揮散したり、分解したりします。そこで、
実測した大気からの負荷量や各種の文献データをも
とに、水田土壌におけるダイオキシン類の年間収支
を試算し、今後のダイオキシン類の蓄積状態の変化
を推定しました。図に示したように、現在の蓄積量
に比べ、大気などからの負荷や水田からの流出など
はごくわずかであり、今後も大幅なダイオキシン類
濃度の変動はなく、きわめて緩慢に減少していくも
のと予想されます。

カドミウムで汚染された水田を修復する技術
塩化第二鉄を使った化学的洗浄法

　重金属のカドミウム（Cd）は、その摂取量が多
ければ人の健康に影響を及ぼします。そのため、
食の安全を確保するためには、コメなどの農作物に
含まれるCd 濃度を基準値以下にすることが必要で
す。わが国には旧鉱山や製錬所などが原因となった
Cd 汚染水田があり、これまで客土工事による汚染
土壌の修復がおこなわれてきましたが、費用や未汚
染土壌の確保などの面から実施が難しくなっていま
す。このため、客土に代わる新しい対策技術として
化学的洗浄法を考案しました。
　水田をプラスティック板で囲んで漏水を防止した
後、塩化第二鉄を施用して代掻きをおこない、Cd
を溶出させた田面水を排水処理装置に通し、さらに
用水で数回水洗浄して残存 Cdおよび塩素を除去し
ます。現場設置型の排水処理装置はキレート資材
を内蔵し、排水中の Cdを選択的に回収できます。
塩化第二鉄を用いた洗浄処理区で、0.1 モル /L の
塩酸で土壌から抽出される形態の Cdは無洗浄区の
50%程度まで大きく低下しました。また、洗浄処理
後に栽培した水稲（品種；あきたこまち）の生育お
よび収量に対するマイナスの影響はなく，玄米中の
Cd 含量は大幅に低下しました。今後、汚染土壌の
修復技術として確立することを目指します。

研究トピックス

水田土壌におけるダイオキシン類の年間収支
（単位：TEQ( 毒性等量 )/m2/ 年）

カドミウム汚染水田における土壌洗浄の工程

水田土壌における蓄積量
24，600 ng

分解・揮散
684 ng雨水・稲わら

5.0 ng
用水から
0.3 ng

流出
1.8 ng

塩化第二鉄施用 土壌の撹拌混合

現場設置型排水処理装置

109m2

化学環境部

Topics
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新たな侵入害虫の同定と国内発生事例の確認
クロテンオオメンコガ（新称）の発生を国内広範囲で確認

　明治以降日本へ侵入してきた外来昆虫は、約 450
種（植物寄生性ダニ、クモ、センチュウを含む）と
言われています。地球規模での温暖化や農作物を含
む物流が盛んになることで、海外産の害虫がわが国
へ侵入するリスクは近年高まっています。
　農環研では観賞用植物に発生したガ類の同定＊依
頼を近年頻繁に受けるようになっていました。今回
同定した種は、アフリカ、中南米、ヨーロッパに主
に分布し、最近北米に侵入したOpogona sacchari 
(Bojer) であることが分かりました。本種に和名がな
かったので，クロテンオオメンコガと命名しました。
　大阪府立大学と協力して、わが国における本種の
同定依頼の記録を整理したところ、クロテンオオメ
ンコガは、本州の新潟以南、四国、九州から沖縄に
至る13 地点で発生していたことを確認しました。こ
れまで、わが国における本種の侵入や発生の記録は
1986 年の植物検疫での発見例と1999 年 9 ～ 10月
の小笠原父島での採集例の 2件のみでした。施設栽
培では冬でも生育可能であり、今後は北海道や東北
での発生にも注意が必要です。
　農環研では、所蔵している昆虫タイプ標本をWeb
上で公開し、種の同定に活用されています。

レーザーを利用したCd直接定量法の開発
短時間での迅速分析法を確立

　国際食品規格委員会において米中のカドミウム
（Cd）濃度基準策定が進められており、基準値原案
は 2005 年 4月現在、0.4ppmとされています。米に
よるCdの吸収は土壌中のCd濃度だけでなく、品種、
栽培条件などによっても異なります。このため、Cd
含有量を把握して安心できる米を流通させるには、
収穫から出荷前の短期間の間に多くの米試料を分析
する必要があります。従来の Cd の分析では米を粉
砕後、強酸を加えて試料を分解し、有機溶媒で Cd
を抽出後、原子吸光法などを用いて測定していたた
め、Cdの測定には 1日以上を要していました。
　今回、強酸で分解することなく、粉砕した米ある
いは玄米粒に直接レーザーを照射し、蒸発した Cd
を ICP- 質量分析計＊により検出、米の Cd 濃度を測
定する方法を開発しました。この方法は塩酸や硝酸
などの強酸や有機溶媒を使用しないため、環境への
負荷が少ない方法と言えます。また、本法は煩雑な
前処理を必要としない迅速な測定法であるとともに、
0.02ppm の低濃度から1ppmを超える高濃度試料
まで分析が可能であり、従来法に比べて優れた分析
法といえます。

クロテンオオメンコガ成虫

＊同定：生物の分類上の学名を決定すること。

レーザーを利用した Cd直接定量

＊ ICP －質量分析計：通常高周波で生成させたアルゴンプラズマの中に試料を送

り込み、そこで試料を原子化、イオン化する。このイオン化物を質量分析計に導

入して元素の濃度を測定する機器。

農業環境インベントリーセンター 環境化学分析センター

質量分析計により
カドミウムの定量

レーザー

蒸発したカドミウムを ICP
ー質量分析計（注）へ導入

玄米 レーザー照射した玄米
（図中のーは 300μm）
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環境憲章の策定
　農環研では、研究所としての事業活動における環
境配慮の方針を明確化するため、環境憲章（仮）を、
2006 年 4月の制定を目指して準備中です。

環境マネジメントシステム
　農環研における環境と安全に関する諸問題の改
善・解決のために、関係する以下の委員会を設置し
て取り組んでいます。

1. 安全衛生委員会
　研究所における安全および衛生に関する事項（①
職員の危険および健康障害を防止するための対策、
②安全および衛生に係る労働災害の原因究明および
再発防止対策、③職員の健康の保持増進を図るため
の対策など）について調査・審議する。

2. 毒物・劇物安全管理対策委員会
　毒物および劇物の適切な管理・維持に必要な事項
を審議するほか、管理責任者および使用者に対し、
安全管理についての改善措置などを指導する。

3. 防災対策委員会
　防災管理業務運営上基本的な事項（①消防計画
の立案・変更、②防火対象物、避難施設および消防
用設備などの維持管理、③自衛消防隊の設置および
装備の点検など、④防災教育および訓練、⑤消防施
設の整備・改善、⑥地震対策）について審議し、防
災管理の適正な運営を図る。

4.アイソトープ委員会
　研究所におけるアイソトープの利用研究、放射線
障害防止および緊急放射能調査について必要な事項
を審議する。

5. 温暖化防止対策委員会
　省エネルギー、太陽・バイオマス・雨水・風・緑
などの資源の有効活用、ごみの減量化など、地球温
暖化防止などに有効な事項の具体的対策について検
討する。

6.グリーン調達推進委員会
　「国等における環境物品等の調達の推進等に関す
る法律第 7条第 1 項及び同条第 3項」に定める環
境物品などの調達の推進を図るための方針の作成お
よび方針に基づく物品などの調達をおこなう。

7. 環境報告書委員会
　環境憲章（仮）の策定および毎年度の当所の事業
活動に係る環境配慮などの状況を環境報告書として
公表することについて検討する。

教育・訓練の受講
　・PRTR 事業者研修会　1名
　・第一種衛生管理者試験準備講習　2名
　・放射線安全管理講習会　1名
　・放射線障害防止のための教育・訓練　15 名
　・甲種防火管理者資格取得講習会　1名
　・安全・安心を実現する科学技術人材養成　2名

環境安全衛生マネジメント

放射性元素を扱うアイソトープ実験棟と内部

Environmental hygiene management
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汚染物質排出量*5

　COD  156.60kg

　全クロム  0.27kg

　水銀  0.01kg

　鉛  0.22kg

　ヒ素  0.08kg

　亜鉛  3.24kg

大気排出物
温室効果ガス排出量：
 13,376t－CO2

　購入電力： 7,875t－CO2
　化石燃料：  247t－CO2
　高温水： 5,237t－CO2
　水　田：  5t－CO2

　化学肥料：  2t－CO2

廃棄物
廃棄物排出量
　一般廃棄物： 30t
　産業廃棄物： 28t

水域排出物
下水道への総排水量：
 105,000m3

　うち実験廃水処理施設
　からの排水量：
　 54,000m3

水田・畑への潅漑等
 178,000m3

研究開発

研究成果

エネルギー
購入電力：
 20,834,000kWh

都市ガス： 82,000m3

灯油： 15kL

軽油： 5kL

ガソリン： 10kL

高温水 *1： 18,674Gcal

物　質
研究用装置・機器
　分析機器、パソコン、
　ガラス器具など 

研究資材 *2
　試薬、溶剤、農薬、
　肥料、昆虫など

生活資材
　事務用品など

水
上水道： 172,000m3

井　水： 111,000m3

*3

*4

　農環研では、研究活動をおこなうために必要な施
設、設備や実験機器などの稼働、水田や畑などの管
理のために、多くのエネルギーや資源を消費してい
ます。
　そのため、事業活動に伴い生じる環境負荷の状況
を把握することは、環境保全に配慮した活動をおこ
ない、環境への負荷の低減を図るうえで重要です。
農環研の2004年度の事業活動に関わるエネルギー、
水および物質の投入と排出による環境負荷の状況は
次のようになります。

　農環研は試験研究が主な業務であるため、製品を
製造・販売することはありません。しかしながら、研
究を実施するうえで多くのエネルギーや資源を消費
し、その結果として、環境に負荷を与える物質を排
出しています。農環研の活動による主な環境影響は、
温室効果ガスや廃棄物の排出によるものです。
　農環研では、エネルギー使用量を削減することで、
温室効果ガスの排出量抑制に努力しています。
　環境に負荷を与える一方、農環研は多くの研究成
果を発信して社会に貢献しています。

環境負荷の全体像

*1  高温水は冷暖房用の熱源として、農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所エネルギーセンターから

供給を受けています。

*2 研究用化学物質の中で年間購入量（使用量）が 1tを超えるPRTR 対象化学物質はありません。

*3 水稲の栽培により水田から排出されるメタン（CH4）の量に、温暖化係数を乗じて算出しました。

*4 化学肥料の使用量にともない排出される亜酸化窒素（N2O) の量に、温暖化係数を乗じて算出しました。

*5 実験廃水処理施設からの排水量に、排水時の実測濃度の年間平均値を乗じて算出しました。

Environmental burdens
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地球温暖化防止
　地球温暖化は、人が活動することによって発生
する温室効果ガスの濃度の増加に伴い、地表およ
び大気の温度が上昇することです。地球温暖化は、
生態系および人類に悪影響を及ぼし、その予想さ
れる影響の大きさなどから、きわめて重要な環境
問題となっています。
　この地球温暖化に対処するため、わが国は、温
暖化防止京都会議 (COP3) で決められた 2008 年か
ら 2012 年の第 1約束期間に 1990 年比で 6%の温
室効果ガスの排出削減に向けて努力することが義
務づけられています。
　農環研では、温暖化防止対策委員会を設置し、
省エネルギー対策を計画・実施し、積極的に温暖
化防止に取り組んでいます。
　特に、研究者が管理している研究機器・研究施
設について、電力消費状況を把握させ、研究者自
らが節電方法や節電目標を設定することによって
節電に取り組んでいます。
　なお、p11 の温室効果ガスの排出量は、「エネル
ギー使用量（購入電力量、高温水の使用量、化石
燃料の使用量）」からの排出量（t-CO2）と「試験研
究用の圃場」からの排出量（t-CO2）を算出してい
ます。

太陽光・風力発電
　農環研では、屋外の照明の一部に、太陽光およ
び風力により発電した電力を利用しています。
　将来的には、屋外のすべての照明については、
太陽光や風力により発電した電力を利用すること
も検討しています。

0
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198 255 240 247

8,076
7,748 7,875

購入電力 高温水 化石燃料

2001年度
2002年度
2003年度
2004年度

t-CO2

エネルギー使用による温室効果ガス排出量
*  高温水は冷暖房用の熱源として、農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事

務所エネルギーセンターから供給を受けているもので、研究所で受け入れた

高温水の生成に必要なエネルギー量から二酸化炭素発生量を換算してます。

環境用語一口メモ

COP3（コップスリー）：
Conference of the Parties at its 3rd Session の略

称で、1997 年 12 月に京都で開催された、国連

の気候変動枠組条約第 3回締約国会議のことで

す。この会議では、2008 年から 2012 年までに

先進国から排出される温室効果ガスの年間排出

量を、1990 年当時より少なくとも 5％削減する

ことなどを規定した「京都議定書」が採択され

ました。

日本の削減目標は 6％、米国は 7％、欧州連合

（EU）は 8％などとなっています。日本では、こ

れに基づいて政府が、具体的な対策を明らかに

した基本方針である地球温暖化対策推進大綱を

決定しました。

太陽光・風力発電街灯

温暖化対策
Measures against global warming
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廃水処理の概要
　実験室より排出される一般実験廃水を、実験廃
水処理施設において、茨城県研究学園都市下水道
条例に基づく汚水排出基準に適合する水質として
排出しています。
　主な処理対象物質は、シアン化合物、無機水銀、
6価クロム、カドミウム、鉛、ヒ素などです。
　処理プロセスは、処理施設へ流入する一般実験
廃水は沈砂池へ導入し、砂およびゴミを除去した
後汚水槽へ導入し、ポンプアップしてさらに貯留
槽へ導入します。

モニタリングシステム
　貯留槽が満水になるとサンプリングを開始し、
モニタリング設備によりシアン、クロム、無機水
銀などの項目について放流基準が満たされていれ
ば排水ポンプにより放流を行います。
　また、放流基準を越えている項目があれば処理
をして放流基準以下を確認し放流します。

項目 単位 排水基準
2004 年度実績

最大値 最小値
水温 45℃未満 25.1 12.9

pH（水素イオン濃度） 5～ 9 7.77 6.72

COD（化学的酸素要求量） mg／ℓ 600 未満 5.4 0.4

SS（浮遊物質量） mg／ℓ 600 未満 1.5 0.1

シアン含有量 mg／ℓ 不検出 不検出

全クロム含有量 mg／ℓ 1.0 以下 0.01 不検出

6価クロム含有量 mg／ℓ 0.05 以下 不検出

総水銀含有量 mg／ℓ 0.0005 以下 0.0002 不検出

鉛含有量 mg／ℓ 0.01 以下 0.007 0.001

ヒ素含有量 mg／ℓ 0.01 以下 0.003 不検出

亜鉛含有量 mg／ℓ 5.0 以下 0.12 不検出

研究棟より
流入水

pH調整槽

沈殿槽

バースクリーン シアン・クロム処理槽汚水槽 貯留槽
A, B, C

塩化
第二鉄

苛性
ソーダ

次亜塩素酸
ソーダ硫酸

汚泥濃縮貯留槽へ→脱水機

苛性
ソーダ

中和槽

逆洗水槽

処理水槽
A,B

放流

砂ろ過塔

分離水槽

活性炭塔

キレート
樹脂塔

硫酸
苛性
ソーダ

逆洗水

逆洗水
逆洗排水

逆洗排水

廃水水質測定結果

廃水処理施設のフロー

廃水処理
Wastewater disposal
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廃棄物の排出量
　農環研から排出する廃棄物は、一般廃棄物（燃え
るごみ・燃えないごみ）と産業廃棄物（廃棄物品類
を含む）に大別されます。一般廃棄物は分別して回
収され、つくば市クリーンセンターへ運搬した後処理
されています（運搬は外部業者に委託）。また、産業
廃棄物は構内の集積場に回収し、運搬および処理は
外部業者に委託しています。

特別管理産業廃棄物
　特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆
発性、毒性、感染性その他の人の健康や生活環境
に被害を及ぼすおそれのある性状を有するものをい
います。農環研では主に、廃薬品類、強酸性廃液な
どがこれに該当します。これらの廃棄物は担当者の
監督のもとで回収をおこない、運搬および処理は外
部業者に委託しています。 

 
 

リサイクル
○家電
　特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）
により小売業者に引き取りを依頼しています。

○古紙
　古紙は、コピー用紙、図書類、新聞紙、ダンボー
ル紙などに分類して回収をおこない、運搬および処
理は外部業者に委託しています。職員一人ひとりが
分別排出に心がけるとともに、紙利用の削減および
古紙回収率の向上に努めています。

○生ゴミ
　農環研では、食堂から排出される食品残さのリサ
イクルのために、2005 年 3月に生ゴミ処理機を導入
しました。これにより一般廃棄物の排出量が削減で
きます。また、生ゴミ処理機で作られた堆肥は圃場
で利用することもできます。

廃棄物の適正処理
　産業廃棄物の運搬および処理を委託した業者に対
しては、処理業者の許可証の確認、産業廃棄物管
理票（マニフェスト）により適正処理の確認を行い、
不法投棄などがないよう監視しています。

廃棄物処理

生ゴミ処理機

種類別排出量（単位：t）

0

2001年度
2002年度
2003年度
2004年度t
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一般廃棄物産業廃棄物
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特別管理産業廃棄物の排出量（単位：kg）

2001年度 2002年度 2003年度 2004年度

廃薬品類 0 41 19 37

汚泥（特別管理） 0 15 4 1

計 0 56 23 38

家電リサイクルの実績（単位：台）

2001年度 2002年度 2003年度 2004年度

テレビ 0 8 8 0

冷蔵庫 0 9 7 0

エアコン 0 2 0 0

洗濯機 0 3 2 0

Waste treatment
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化学物質の管理

毒物・劇物の管理
　農環研では、試験・分析をおこなうため多くの薬
品を使用します。その中でも毒物・劇物に該当する
薬品は保管場所ごとに管理責任者を指名し、使用お
よび保管の状況を常に把握し、安全の確保に努めて
います。

　また、管理責任者には、定期的に薬品の管理状況
の報告を義務づけ、毒物・劇物安全管理対策委員会
で報告内容の点検をおこなっています。

特定化学物質の排出量および移動量
　農環研では、ダイオキシン類を研究対象としてい
る施設を有していることから、「特定化学物質の環境
への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す
る法律」（PRTR 法）に基づき、年間の排出量および
移動量を把握した上で届出をおこなっています。

　なお、2001 年度から2004 年度までの実績は、大
気・公共水域・土壌への排出量および下水道への排
出量ともゼロです。
　また、年間の購入量（使用量）は 1t 未満ですが、
PRTR 法対象 354 化学物質（群）のうち、62 物質（群）
の使用実績があります。

薬品庫に貯蔵中の毒・劇物

ダイオキシン類を取り扱う共同分析センター

PRTR 対象化学物質使用量（上位 10 物質）

化学物質（群）名 使用量

トルエン 446kg

アセトニトリル 45kg

フッ化水素及びその水溶性塩 5kg

クロロホルム 4kg

四塩化炭素 4kg

アクリルアミド 4kg

DDVP 3kg

亜鉛の水溶性化合物 2kg

フェノール 1kg

ホルムアルデヒド 1kg

環境用語一口メモ

PRTR 法 （ピーアールティーアール法）：
Pollutant Release and Transfer Register（環境汚染

物質排出移動登録）法の略で、正式な名称は「特

定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の

改善の促進に関する法律」といいます。1999 年

に制定され、2001年に施行されました。

この法律は、人や環境への有害性が判明している

化学物質について、環境への排出量の把握に関す

る措置（PRTR）並びに化学物質の性状及び取り扱い

に関する情報の提供に関する措置（MSDS）を講

ずることにより、事業者による化学物質の自主的

な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未

然に防止することを目的としています。

具体的には、ダイオキシン類や農薬、重金属など

354 の第一種化学物質を取り扱っている特定の事

業者が、環境中への排出量及び廃棄物としての移

動量について届出ることを義務付けられます。

農環研では対象化学物質の取扱量は 1t 未満です

が、ダイオキシン類を取り扱っている研究施設が

あるために届出対象事業者となっています。

Management of chemical substances
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グリーン調達

グリーン調達への取り組み
　農環研では、研究開発をおこなうために必要な製
品・部品・材料を購入するときは、品質や価格だけ
でなく環境も考慮して、環境負荷ができる限り小さ
い製品・サービスを優先して選ぶグリーン調達を進
めています。

特定調達品目の調達目標
　農環研では、グリーン調達を促進するため、「国
等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」
（グリーン購入法）に基づいて、「環境物品等の調
達の推進を図るための方針」を定め公表しています。

　また、農環研では、地球温暖化の防止や資源循環
型社会の形成に資するとの観点から、バイオマス（再
生可能で生物由来の有機性資源で化石資源を除いた
もの）製品や間伐材を利用した紙製品・事務机など
についても積極的に調達し、環境への負荷低減に努
めています。

推進体制
　農環研内に総務部長を委員長とする「グリーン調
達推進委員会」を設けて、グリーン調達の推進に努
めています。

2004 年度の主な特定調達品目＊の調達実績

 * 特定調達品目は、重点的に調達を推進する環境物品などの種類

分野 品目 目標値 総調達量 特定調達物品等 目標達成率

紙類 コピー用紙 100％ 9,150kg 8,550kg 93％

インクジェットカラープリンター用塗工紙 100％ 60kg 57kg 95％

印刷用紙（カラー用紙を除く） 100％ 68kg 68kg 100％

印刷用紙（カラー用紙） 100％ 50kg 50kg 100％

トイレットペーパー 100％ 144kg 144kg 100％

文具類 ボールペン 100％ 685 本 685 本 100％

マーキングペン 100％ 1,529 本 1,529 本 100％

鉛筆 100％ 972 本 972 本 100％

OHP フィルム 100％ 5,140 個 4,570 個 89％

ファイル 100％ 8,420 冊 8,420 冊 100％

ファイリング用品 100％ 3,007 個 3,007 個 100％

事務用封筒（紙製） 100％ 7,095 枚 7,095 枚 100％

ノート 100％ 468 冊 468 冊 100％

タックラベル 100％ 579 個 579 個 100％

インデックス 100％ 853 個 853 個 100％

付箋紙 100％ 718 個 718 個 100％

機器類 椅子 100％ 39 脚 39 脚 100％

机 100％ 20 台 20 台 100％

棚 100％ 37 連 37 連 100％

ローパーティション 100％ 20 台 20 台 100％

OA機器 コピー機等（購入） 100％ 2台 2台 100％

電子計算機（購入） 100％ 113 台 113 台 100％

プリンター等（購入） 100％ 29 台 29 台 100％

磁気ディスク装置（購入） 100％ 283 台 283 台 100％

ディスプレイ（購入） 100％ 20 台 20 台 100％

家電製品 電気冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫 100％ 5台 5台 100％

照明 蛍光灯照明器具（ｲﾝﾊﾞｰﾀ方式以外器具） 100％ 15 台 15 台 100％

蛍光管（ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾄ形又はｽﾀｰﾀ形） 100％ 2,105 本 1,941 本 92％

制服・作業服 作業服 100％ 123 着 123 着 100％

作業手袋 作業手袋 100％ 606 組 606 組 100％

Green procurement
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出版物
　定期的な刊行物としては、「農業環境技術研究所
年報」と「Annual Report」を毎年発行しており、最
新の研究成果をそれぞれ日本語と英語で公表してい
ます。また、農環研ニュースを年 4回発行し、研究
所の成果や日常の活動を分かりやすい形で紹介して
います。さらに、農業環境研究成果情報を毎年発行
し、新知見・技術を公表して成果を社会へ還元する
ことを目指しています。
　この他に2004年度中に刊行された書籍は、「NIAES 
Series No.5 － Material Circulation through Agro-
Ecosystems in East Asia and Assessment of its 
Environmental Impact」、「農業環境技術研究所叢
書第 16 号－農業環境研究 20 年の歩み」、「農業環
境研究の最前線」、「散策と思索」があります。いず
れも研究所の成果や活動をわかりやすくまとめたも
のです。

ホームページ
　農業環境技術研究所の公式ホームページは 1995
年に開設され、その後コンテンツは着実に増えてき
ています。「情報：農業と環境」や「お知らせ」のペー
ジでは、研究所の活動に関する最新情報を提供して
います。また、「成果情報」「研究所報告」「研究所

資料」「農環研ニュース」に関しては pdf 形式のファ
イルを掲載し、詳しい研究成果が自由に閲覧できる
ようにしています。さらに、特許情報や各種のマニュ
アル、データベースを公開し、当所で得られた研究
成果を利活用できるようにしています。

講演・展示
　2004 年 4月につくば国際会議場において「成果
発表会 2004 －安全・安心な農業環境をめざして」
を開催し、当所の主要な成果について一般向けに紹
介をおこないました。
　また、9月には特許庁が主催する「2004 特許流
通フェア in 東京」、10月には農林水産省や当所が主
催する「アグリビジネス創出フェア」で、特許情報
のブース展示をおこなうとともに特許情報を配布し、
普及に努めました。

コミュニケーション
Communication

2004 年度に刊行された書籍

農環研ホームページ：http://www.niaes.affrc.go.jp

成果発表会 2004
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　2005 年 1月には、つくばサイエンスアカデミー主
催の「つくばテクノロジーショーケース」において、
所紹介のパネルを展示し、成果情報や特許情報を配
布するとともに、最近取得した特許や共同研究のシー
ズとなる研究についてポスター展示をおこない、参
加者との議論を通して情報を提供しました。さらに、
農林水産省関係の独法の成果・技術を公開している
「つくばリサーチギャラリー」において、当所の関
係する展示内容を更新し、最新の活動を分かりやす
く紹介しています。

一般公開
　農環研では毎年一回、科学技術週間に合わせて一
般公開を実施しています。2004 年度の公開は 4月
14日に「次世代につなげよう、豊かな大地と環境」
のメインテーマのもとでおこなわれ、1,300 名を超
える参観者でにぎわいました。特設会場ではさまざ
まな研究成果が紹介・展示されたほか、土や昆虫・
微生物の標本展示や作製の実演・指導、圃場にお
ける野菜の収穫体験などが実施されました。また、「環

境を守るために生物の機能を活かす」というテーマ
で講演会が開かれ、最新の成果が分かりやすい語り
口で解説されました。参観者から多くの質問が寄せ
られ、環境問題に対する一般の関心の高さがうかが
われました。
　また、科学技術週間以外でも、「土壌モノリス（土
壌断面標本）館」（来訪者 524 名）、「昆虫展示室」（来
訪者 168 名）や「組換え植物隔離圃場」（来訪者
346 名）などをはじめとする当所の施設は、一般の
見学を受け付けており、当所の成果や活動を広く紹
介することに努めています。見学を希望される方は、
事前に当所の情報資料課（電話 029-838-8191）に
ご連絡ください。とくに関心のある分野について早
めにお知らせいただくと、その分野に詳しい職員が
ガイド役として同行することも可能です。

　「インベントリー」という言葉をご存知でしょうか？
もともとは「財産や在庫の目録」という意味ですが、
当所では「標本と情報」という意味で使っています。
当所の「農業環境インベントリー」について広く知っ
ていただくために、従来の「土壌保全・モノリス実
験棟」の一部を改装して「インベントリー展示館」
をオープンしました。
　展示館の玄関ホール正面には、土壌断面の標本
が展示されており、土壌の分布がわかりやすく解説
されています。その右側には「昆虫・微生物展示室」
があり、標本、パネル、画像情報などを駆使した迫
力ある展示によって「農業環境における多様な昆虫
と微生物」の世界を詳しく観察・体験することが出
来ます。

コミュニケーション

一般公開におけるタンポポの交雑の説明

土壌モノリス展示室

アグリビジネス創出フェア

Communication
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キッズコミュニケーション
　「サイエンスキャンプ」は、高校生が研究の現場
で実際に最先端の分析機器を使って身の回りのこと
を調べることにより、科学技術をより身近なものとし
て感じてもらうことがねらいです。農環研では 1998
年から毎年参加者を受け入れて実施してきました。
2004年は8月18日から20日まで12名を受け入れ、
「アレロパシーによる植物間相互作用を調べてみよ
う」、「土の中のイオンの動きを知る」、「植物や土の
中の微生物を観察しよう」という3つのテーマで実
施されました。参加者は分析用試料の準備やさまざ
まな実験操作、顕微鏡での観察などに熱心に取り組
み、環境や科学技術に対する理解を深めることが出
来ました。

　「つくばちびっ子博士」は、小中学生が研究所で
科学技術に触れることにより、科学技術に対する関
心を高め、未来を考えるための手がかりにしてもら
うことを目的におこなわれているものです。2004 年
度は 7月17日から10月 10日まで、毎週水曜日の
午後 2時から午後 4時までを見学時間として、昆虫

展示室の見学を実施しました。昆虫標本やパネルの
展示、ビデオの上映などのほか、昆虫標本の製作指
導もおこない、目を丸くして標本に見入る小学生や
熱心にメモを取る中学生が多数見られました。また、
同伴した父兄からは、展示の内容について専門的な
質問も寄せられました。父兄や幼児も含めた見学者
の総数は 400 名を超え、展示室に入りきれなくなる
ほどの大盛況でした。

　さらに、当所ではつくば市内の職員の子弟を中心
とした中学生を対象として「職場参観」を毎年実施
しています。職員が働く様子やいろいろな実験設備
の見学、最新の研究についての説明などをおこない、
当所の活動や成果について分かりやすく紹介してい
ます。
　また、啓蒙活動の一環として、今年度はつくば市
の依頼を受けて「つくば科学出前レクチャー」をお
こないました。谷田部中学校において「大気の汚れ
を植物で測る」のテーマで実習をおこない、中学生
へ植物が持つ大気保全機能の重要性などを解説しま
した。

昆虫・微生物展示室

サイエンスキャンプにおける実習

つくばちびっ子博士たち

つくば科学出前レクチャーでの実習
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安全衛生活動
　職員の安全および健康を確保し、快適な職場環境
の形成を促進するため、以下の活動を実施していま
す。
1. 法の遵守および自主基準の設定と徹底
2. 安全衛生委員会の開催
3. 巡視活動による危険・有害要因の排除
4. 作業環境測定の定期的な実施
5. 健康診断の定期実施と受診の徹底
6.メンタルヘルスケアや各種ハラスメント防止対策
の恒常的な実施

安全巡視の取り組み
　産業医、衛生管理者および安全衛生委員による職
場巡視を定期的に実施し、巡視記録を作成・保管す
るとともに、職場における安全・衛生面の問題点を
明らかにし、快適な職場環境の形成と事故の予防措
置を図っています。

健康管理の取り組み
　一般定期健康診断および特殊健康診断を定期的に
実施し、職員の健康障害や疾病の早期発見に努めて
います。
　また、健康診断実施後の事後措置として、有所見
者に対して産業医との面談の実施および書面通知に
よる定期的なフォローをおこなっています。健康相
談なども随時受け付け、職員の健康の保持増進に努
めています。
　さらに、健康に関するアンケートを実施し、健康
診断結果とあわせた集計に基づき、産業医による生
活習慣病に関しての講演会を実施するとともに、健
康づくりの一環として生活習慣病の冊子を配布し、
健康への関心が高まるよう努めています。

分煙への取り組み
　職場における受動喫煙を防止するため、分煙方式
をとり、各階に備えてある集煙装置の一部更新をお
こないました。

メンタルヘルスの取り組み
　メンタルヘルスの事業として以下の活動を実施し
ています。

1.メンタルヘルス相談
　農林水産技術会議事務局筑波事務所において、職
員が抱える悩み事を相談することで精神的なストレ
ス・疲れを癒し、心身のリフレッシュを図り、普段か
ら心の健康状態を良好に保つための対策として、毎
月2回定期的に実施。
2.カウンセリング室
　外部医療機関の医師による直接相談を共済組合筑
波支部で実施。
3. 無料電話健康相談
　職員の健康・疾病・メンタルヘルスなどのあらゆ
る健康に関する悩みについて、保健師・看護師・カ
ウンセラーなどの専門スタッフが答えてくれる無料電
話相談を農林水産省共済組合で実施。
4.メンタルヘルス講演会
　農林水産技術会議事務局筑波事務所が年 1回実
施している外部講師による講演会へ職員の参加を呼
びかけ。

セクシュアル・ハラスメント防止の取り組み
  セクシュアル・ハラスメントの防止などに関しては、
規程を整備し、相談員が苦情相談に当たり、迅速に
解決する体制を整えています。
  また、相談員会議を実施し、良好な勤務環境を確
保するため、アンケート調査による実態調査および
パンフレットを配布し、防止に努めています。

労働災害の状況
　農環研では、圃場管理のため、大型農機具を使っ
ての作業が少なくありません。
　また、多種類の薬品・ガスなども実験に多く使わ
れているため、研究機関特有の危険・有害要因が、
潜在的に数多く存在しています。
　そのため、「安全はすべてに優先する」をモットー
に事故を未然に防止し、健康的な職場環境を実現す
るための活動を推進しています。
  しかし、2004 年度においては労働災害が 1件発生
しており、今後もさらに職場における危険や健康障
害に対する問題を把握し、改善に向けて取り組みを
強化するよう努めます。

快適な職場環境づくり
Working environment
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敷地利用
　農環研（旧：農業技術研究所）が建設された当時
は、国土交通省（旧：建設省）が定めた「筑波研
究学園都市一団地の官公庁施設建設計画標準」に
基づき、建物や敷地などの計画に従って配置されま
した。
　2001 年 4月に独立行政法人となった現在でも基
本的な運用については同建設計画標準を参考とし
て、敷地内の緑地の確保に努めています。

　また、これらの緑地は、土壌生成調査実験圃場や
生態保存林として、農業環境に関わる調査・研究に
利用されています。

樹木の種類
　農環研の敷地には、サクラ、ケヤキ、サルスベリ、
ハナミズキ、カラマツ、サザンカなど、38 種 2,238
本の樹木が植えられて、景観保全や大気浄化などに
役だっています。

農環研を取り巻く環境

敷地および緑地面積

農環研の航空写真

水田

研究本館

畑

緑地

土壌生成調査実験圃場

サルスベリ

Environment around NIAES

ケヤキ

ハナミズキ

* 緑地面積には、水田、畑、防風林の面積は含みません。

区分　　 面積 (m2) 備考

敷地総面積 569,752

　建物敷地 40,899

　緑地面積 * 165,450

　水田 42,950

　畑 149,670

　その他 170,783 　防風林・構内道路など

サクラ
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ミニ農村（ビオトープ）を作る
　かつてはごく普通に見られた多くの生き物が、今
の農村から失われつつあります。それらの生き物は
なぜ私たちの身近から姿を消してしまったのでしょう
か？それらを取り戻すにはどうしたらよいのでしょう
か？これらの疑問を解く手がかりを得るために、当所
では実物大の農村のモデル（ビオトープ）を実際に
構内に作り、そこに出現・生息する生物相を調べて
います。
　実物大の農村を作るといっても、農村地域全体を
作るのは不可能です。そのため、農村を形作ってい
る基本の単位を取り上げ、それらを組み合わせて最
小のモデルを作ることがおこなわれました。伝統的
な平地の農村は、一見乱雑に土地利用が行われて
いるように見えますが、集落（ムラ）－畑地（ノラ）
－二次林（ヤマ）という順序で基本単位が並んでい
ることが分かっています。そこで、所内に社寺林、
ため池や谷津田環境と、それを囲むように二次林を
造成し、約 35ha の圃場区域全体が「ムラ－ノラ－
ヤマ」からなるミニ農村となるようにしました。

ミニ農村（ビオトープ）によって分かったこと
　完成したミニ農村を舞台として、水辺の環境とトン
ボやカエルの生息との関係を調べてきました。その
結果、ミニ農村が出来てから2年後には、31 種類
のトンボが現れて繁殖していることが分かりました。
農環研ができる前の調査では 28 種類であったことか
ら、短期間のうちに自然が蘇ったことになります。し
かも、植生豊かな池や沼でしか生存できないような
トンボ（オオイトトンボ、アジアイトトンボ、ショウジョ

生物多様性の保全

ミニ農村の概要

所内に設けられた社寺林

ミニ農村内のため池

ミニ農村の谷津田での田植え

Conservation of biological diversity

畑（ノラ）
二次林（ヤマ） 集落（ムラ）

研究本館

ため池
谷津田

稲荷川

用水路

林に囲まれた池
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ウトンボ）が多数見かけ
られるようになったこと
は驚きです。
　また、樹上性のカエル
であるシュレーゲルアオ
ガエルは、樹林地が連続
しているような環境でな
いと移動できないことが
分かり、緑の重要性が改
めて明らかとなりました。
　薪を採ったり落ち葉掻きをするような「二次林」
は、関東平野の台地にかつては多数散在していまし
た。森や林に棲む鳥は、冬になるとこれらの林を飛
び石のように使い、山から平地に降りてきたもので
す。しかし、つくば市周辺では学園都市建設のため
に二次林が減少し、森林型の鳥が減ってきているこ
とが分かりました。構内に造成した二次林は、これ
から飛び石の一つとして鳥たちの役に立ってくれるこ
とでしょう。
　二次林では下草刈りや落ち葉掻きがおこなわれる
ため、林床には丈の低い草しか生えてきません。ミ
ニ農村の二次林でも下草を刈ってみたところ、フデリ
ンドウ、ミツバツチグリ、キジムシロ、タチツボスミ
レなどの春植物が一斉に花を咲かせるようになりま
した。さらに、エナガ、シジュウカラ、コゲラ、メジ
ロのように林の中の空間を利用する鳥や、カシラダ
カ、カワラヒワ、ホオジロのように林床を利用する
鳥の数も増えてきました。これらの鳥の生息地を保
全するためには、2～ 3年に一回の割合で林床管理
をおこなう必要があることも分かってきました。また、
このような環境は捕食者であるフクロウが生活する
ためにも必要となります。

　以上のように、ミニ農村を舞台にして生き物たち
の調査をおこなってきた結果、「ムラ－ノラ－ヤマ」
という一定の規則性のある伝統的な平地農村が生き
物たちにとっていかに望ましい環境であったかという
ことが改めて明らかとなりました。この生き物たちに
とって望ましい農村の姿をとりまとめたのが以下の図
です。

　すなわち、生物多様性を保全するためには、地域
の伝統的な文化景観の保全と一体のものとしておこ
なう必要があるということです。当所のミニ農村も、
保全のために必要なデータを提供してくれるだけで
なく、敷地に隣接する畑地（民有地）や集落と一体
になってこの地域の生物相の保全に実際に貢献して
います。

フクロウも見かけることができます

イトトンボの仲間
生き物にとって望ましい農村の姿

農村環境の基本単位 農村環境の基本単位

ムラ ノラ ヤマ ノラ ムラ

屋敷林
・
社叢林

畑地
溜池
・
水田

二次林
溜池
・
水田

畑地
屋敷林
・

社叢林

トンボ類の移動

約 1km以内　水辺間の土地利用は畑でも可

カエル類の移動

約 1km以内　水辺間の土地利用は畑でも可

（例：ニホンアカガエル・アズマヒキガエル）

水辺間の土地利用は樹林地の連続が必要

（例：シュレーゲルアオガエル）

山地性の鳥の移動

樹林地率>16%
伝統的農村の樹林
地率は 25 ～ 30％

疎林・草地を利用する鳥、林内空間を利用する鳥の定着

2～ 3年に 1回の
林床管理が必要

フクロウの定着
繁殖地の最短間隔は約 1.3km（伝統的な集落の間隔と同じ）

繁殖樹林
＞ 0.7ha
林縁閉鎖
が必要

林床利用型動物を
補食させるには年
1回（明るい林）
～隔年（暗い林）
の林床管理が必要

繁殖樹林
＞ 0.7ha
林縁閉鎖
が必要
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　当研究所では、環境報告書を開示する内容の信頼
性を高めるために、当研究所の監事による監事監査
の一環としての環境監査を経て環境報告書を発行し
ています。
　監事は、環境活動をとりまとめた環境報告書は理

事長はじめ幹部の環境に関する業務執行の結果であ
るとの認識のもと、年間を通した環境監査を実施し
ており、環境報告書発行にあたり環境監査結果を環
境報告書に対する監事監査意見書としてまとめてい
ます。

環境報告書に対する監事監査意見書

宇宙からみたアジア太平洋地域の植生（緑）（NASA）

Auditors’ review
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交通案内
Access

農業環境技術研究所への交通
【高速バス】
●東京駅八重洲南口の高速バス乗り場から「筑波山」行きのバスに乗車し
　「農林団地中央」下車～徒歩約 12 分

【電車と路線バス】
●  JR 上野駅から常磐線「牛久駅」下車～牛久駅西口発 
「つくばセンター」「谷田部車庫」「筑波大学病院」行き 
バスに乗車し「農業環境技術研究所前」下車～徒歩約 3分

● 秋葉原駅からつくばエクスプレス ( 区間快速 )「みどりの駅」下車～ 
「谷田部車庫・農林団地中央・榎戸」行き 
バスに乗車し「農林団地中央」下車～徒歩約 12 分
● 秋葉原駅からつくばエクスプレス ( 区間快速、快速 )「つくば駅」下車～ 
つくばバスセンター発「牛久駅」行き 
バスに乗車し「農業環境技術研究所前」下車～徒歩約 3分

【自動車】
●常磐自動車道谷田部 IC より約 5キロ。
●圏央道つくば牛久 IC より約 5キロ。
いずれも国道 408 号線「布袋池」丁字路 ( 農林団地入口 ) を曲がり、
1つ目の信号機 ( 観音台 2丁目交差点 ) を左折、左側 2つ目の入口を入る。
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独立行政法人農業環境技術研究所
環境報告書2005

2005年12月発行

この報告書の印刷には古紙配合率100％の再生紙と、
溶剤に植物性大豆油を使用したインキを使用しています。

本報告書に関するご意見やご質問は下記までご連絡下さい。

独立行政法人農業環境技術研究所 企画調整部／総務部
〒305-8604　茨城県つくば市観音台3－1－3

TEL：029－838－8148(代表)　FAX：029－838－8199
E-mail：www@niaes.affrc.go.jp
ホームページ：http://www.niaes.affrc.go.jp/

【お問い合わせ先】
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 独立行政法人

農業環境技術研究所
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ロゴマークの青は空を、白は雲と水を、緑は生物を、
文字の茶色は土をイメージしています。
すなわち、当研究所のロゴマークには、農業環境研
究が対象とする領域が表されています。

National Institute for Agro-Environmental Sciences


