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報告内容
「環境報告書2007」は、独立行政法人農業環境技
術研究所（農環研）が「環境情報の提供の促進等によ
る特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進
に関する法律」（環境配慮促進法）に基づき発行する
第3回目の環境報告書として、2006年度のデータ
をもとに報告します。

報告対象期間
2006年4月～ 2007年3月。

報告対象組織
農環研（茨城県つくば市）の施設を報告の対象範

囲とします。なお、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して資源を共有して
いるため、「電力」「都市ガス」「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。

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（2007年度版）」（環境省）

発行日
2007年12月（次回発行予定　2008年12月、前回

発行　2006年12月）

【作成部署】
独立行政法人農業環境技術研究所
企画戦略室／総務管理室／財務管理室
【連絡・問い合わせ先】
本報告書に関するご意見、ご質問は下記までお願
いいたします。
〒305-8604　茨城県つくば市観音台3-1-3
独立行政法人農業環境技術研究所
Tel. 029-838-8148（代表）Fax. 029-838-8199
E-mail：www@niaes.affrc.go.jp
http://www.niaes.affrc.go.jp
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分野 ガイドライン項目 報告書記載内容

基本的情報：BI BI-1：経営責任者の緒言 ごあいさつ

BI-2：報告にあたっての基本的要件
BI-2-1：報告の対象組織・期間・分野

編集方針

BI-2-2：報告対象組織の範囲と環境負荷の補足状況 （該当項目なし）

BI-3：事業の概況（経営指標を含む） 農業環境技術研究所の紹介、研究トピックス

BI-4：環境報告の概要
BI-4-1：主要な指標等の一覧

農業環境技術研究所の紹介、環境負荷の全体像

BI-4-2： 事業活動における環境配慮の取組に関する目標、 
計画及び実績等の総括

環境負荷の全体像、環境負荷低減の取り組み

BI-5： 事業活動のマテリアルバランス 
（インプット、内部循環、アウトプット）

環境負荷の全体像

環境マネジメント指標：MPI MP-1：環境マネジメントの状況
MP-1-1：事業活動における環境配慮の方針

環境配慮の基本方針

MP-1-2：環境マネジメントシステムの状況 環境安全衛生マネジメント

MP-2：環境に関する規制の遵守状況 廃水処理、廃棄物処理、化学物質の管理、グリーン調達

MP-3：環境会計情報 （該当項目なし）

MP-4：環境に配慮した投融資の状況 （該当項目なし）

MP-5：サプライチェーンマネジメント等の状況 （該当項目なし）

MP-6：グリーン購入・調達の状況 グリーン調達

MP-7：環境に配慮した新技術、DfE等の研究開発の状況 研究トピックス

MP-8：環境に配慮した輸送に関する状況 （該当項目なし）

MP-9：生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況 農業環境技術研究所の紹介（リサーチプロジェクト）
農業環境技術研究所の土壌生態系

MP-10：環境コミュニケーションの状況 環境安全衛生マネジメント

MP-11：環境に関する社会貢献活動の状況 環境負荷低減の取り組み、農業環境技術研究所の土壌生態系

MP-12：環境負荷低減に資する製品・サービスの状況 （該当項目なし）

オペレーション指標：OPI OP-1：総エネルギー投入量及びその低減対策 環境負荷の全体像、環境負荷低減の取り組み

OP-2：総物質投入量及びその低減対策 （該当項目なし）

OP-3：水資源投入量及びその低減対策 環境負荷の全体像、環境負荷低減の取り組み

OP-4：事業エリア内で循環的利用を行っている物質量等 環境負荷の全体像、環境負荷低減の取り組み

OP-5：総製品生産量又は総商品販売量 （該当項目なし）

OP-6：温室効果ガスの排出量及びその低減対策 環境負荷の全体像、環境負荷低減の取り組み

OP-7：大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 （該当項目なし）

OP-8：化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 化学物質の管理

OP-9：廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 環境負荷低減の取り組み、廃棄物処理

OP-10：総排水量等及びその低減対策 環境負荷低減の取り組み、廃水処理、化学物質の管理

環境効率指標：EEI 環境配慮と経営との関連状況 環境負荷の全体像

社会パフォーマンス指標：SPI 社会的取組の状況 社会的取り組みの状況

環境報告書ガイドライン（2007年度版）による記載項目との対応表
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気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第4次評
価報告書の内容があいついで発表されました。な
かでも、気候変動の実態と今後の見通しを自然科
学的根拠に基づいて明らかにする第1作業部会報告
が、地球の温暖化は確実に進んでいること、その
原因は人間活動による温室効果ガスの排出増加に
あることをほぼ断定したことは、これまでの数次
の評価報告書よりも社会に大きな衝撃を与えるも
のでした。この第4次評価報告書は、リチャード・A・
ベアー・ジュニアのいう「生命の網目」がほころび
始め、地球そのものが「私たち、人間の欲望と、無
分別な自然の搾取と、無責任な生産」（R.F.ナッシュ
著、松野弘訳「自然の権利」、筑摩書房、1999年）に
反発していることの証でもあるかのように、地球
の姿を描き出し、予測しています。
地球温暖化の問題をはじめとして、今日、私た

ちは地球規模で生じている種々の課題や問題と無
関係でいることはできない状況にあり、地球規模
で考え行動する必要性がいろいろな局面で高まっ
ています。農業部門においてもそれは例外ではあ
りません。地球の温暖化が確実に進んでいるとす
れば、農作物など農業生態系に与える影響はどう
なるのであろうか。温暖化の原因が人間活動によ
る温室効果ガスの排出増加であるならば、農業生
産活動による温室効果ガスの排出はどうなのであ
ろうか。こうした問題のみならず、外来生物や遺
伝子組み換え生物の農業生態系への影響、さらに
は有害化学物質の農業生態系への影響など、農業
環境をめぐる「未知のリスク」を解明するとともに、
それらリスクを制御し管理する技術の開発が重要
な課題となっています。
2006年度を開始年とする第II期中期計画におけ

る研究計画は、農業生産環境の安全性を確保する
ための基礎的な調査および研究に重点を置き、三
つの大課題、すなわち、1）農業環境のリスクの評
価および管理技術の開発、2）自然循環機能の発揮
に向けた農業生態系の構造と機能の解明および管
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、を掲げています。併せて、この研
究計画を遂行するために、研究課題ごとにリサー
チプロジェクト（RP）を設け、RPリーダーのリーダー
シップのもとに、専門分野（研究領域・センター）

を横断するようにして研究課題の達成に必要な人
材を集め、高い水準の成果を上げるべく研究体制
を整えています。
私たちは、業務遂行において依拠すべき基本理

念を定め、そのもとに、環境研究の推進、法令遵
守、技術移転、広報および情報の公開、協力・連携・
国際貢献を行動指針とする行動憲章、さらに、環
境への意識向上、環境への配慮、活動の公開、社
会との共生を環境行動指針とする環境憲章を定め
内外に公表して明示し、業務の効率的かつ効果的
推進と併せて、コンプライアンスと環境に配慮し
た行動をとることを常に心がけています。
本報告書は、2006年度の1年間における私たち

研究所における環境配慮の取り組みについて報告
するとともに、併せて、研究活動および研究成果
の一端、さらには地域および社会に対する貢献を
記載するなど農業環境技術研究所の業務を紹介し
ています。私たちは、基本理念に掲げる自然、社会、
人間の調和と共存を目指す高い水準の研究を推進
し、世界の食料問題と環境問題の克服に貢献する
という農業環境技術研究所の究極の目標に向けて
邁進する所存です。みなさんには本報告書をご一
読いただき、私たちの活動をご理解いただくとと
もに、みなさんから忌憚のないご意見、ご提言な
どをいただくことができますれば幸いに存じます。

独立行政法人 農業環境技術研究所　理事長

佐藤  洋平

ごあいさつ
Greeting
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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
農業環境技術研究所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、化学分析センター、企画調整部、総務部となる

平成18年（2006） 第Ⅱ期中期目標期間の開始にあたり、組織は研究分野ごとの領域・センターに改組さ
れる

農業環境技術研究所の沿革
History of NIAES

農環研玄関前にある「筑波石」製モニュメント。

「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」
という、農環研のモットーが刻まれています。

農業環境技術研究所の歩み
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農業環境技術研究所は、自然と社会と人間との調和をめざした高い水準の研究活動によって世界の食料お
よ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および研究等を行うことにより、その生育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としています。
この目的を遂行するための5年間の研究計画では、私たちは、農業生産環境の安全性を確保するための基

礎的な調査および研究に重点を置いた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
とをめざします。

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

理念・憲章・指針
農業環境技術研究所は、ダイオキシン、放射性物質、カドミウムなど有害化学物質による農産物の汚染、

遺伝子組換え作物や外来生物の環境影響、地球規模の環境変動と農業の関係など、農業にかかわる多様な環
境問題の解決に努めてきました。人の健康や環境に対するリスクへの関心はますます高まっており、科学的
な知見に基づく解決策を提示していくことが求められています。
当所は平成18年4月から第Ⅱ期中期目標期間に入り、農業生産を支える環境の安全性を確保するため、農

業環境におけるリスク研究を重点的に推進することになりました。リスクの評価と管理に関する基礎的・基
盤的研究によりリスクを低減する技術を開発し、得られた研究成果を広く社会に還元するとともに行政や国
際機関の施策に貢献します。
新たな中期目標および中期計画のもとで研究活動を推進するにあたり、所員が高い倫理観と社会的責任を

自覚して行動し、さらに、環境の保全・改善に取り組むため、研究所の基本理念、行動憲章、環境憲章を以
下のように定めました。

基本理念
農業環境技術研究所は、自然、社会、人間の調和と共存を目指す高い水準の研究を推進し、
世界の食料問題と環境問題の克服に貢献する。

環境配慮の基本方針
Agenda for Environmental Consciousness
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行動憲章
（行動理念）
安全・安心な社会の構築と、次世代に継承すべき農業環境の保全に向けて、高い倫理観と社会的良識
のもとに行動し、活動による成果を広く社会に還元する。
（行動指針）
・環境研究の推進
農業環境技術研究所は国内外の農業環境研究を先導する研究所として、農業生産に関連した環境問
題を解決するため、高い水準の研究活動を積極的に推進する。

・法令遵守
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。特に、研究活動を通じた不正はあってはならない。さらに、社会と
の連携を図り、公明、公正、中立を堅持して透明性を確保し、信頼性を高める。

・技術移転
創出された研究成果を知的財産として保護、活用するために、特許情報等の提供と技術の国内外へ
の移転に向けて環境を整備する。

・広報・情報の公開
調査・研究の成果を出版、講演会などを通じ積極的に発信し広報・啓発することにより、安全な食
料と農業環境の確保にむけた技術の普及を図るとともに、事業活動に関わる情報の公開に努める。

・協力・連携・国際貢献
産学官との連携・協働を強化し共同研究や研究協力を推進するとともに、その成果を広く社会に還
元する。また、行政や国際機関における農業環境政策に貢献する。

環境憲章
（環境理念）
農業環境問題にかかわる研究活動を強力に推進するとともに、環境の保全・改善と持続可能な循環型
社会の構築に寄与するため積極的に行動する。
（環境行動指針）
・環境への意識向上
環境管理のため組織・制度を整備するとともに、環境に対する意識の向上を図る。

・環境への配慮
 環境負荷をより低減するために、省エネルギー、リユース、リサイクル、グリーン調達などをはじ
めとする日常的な活動を徹底する。

・活動の公開
 事業活動における環境保全や安全衛生の向上を目指し、環境報告書の作成やWebへの掲載などによ
り、環境保全活動の成果を広く公開する。

・社会との共生
地域社会および国際社会の一員として、社会との協力・共生関係を築くとともに、環境保全活動を
積極的に推進する。
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2006年度の組織図

農業環境技術研究所の紹介
Introduction of NIAES

農業環境技術研究所は、明治26年（1893年）に設立された農商務省農事試験場に始まり、農業技術研究所、
農業環境技術研究所への改組を経て、平成13年（2001年）に特定独立行政法人となりました。そして平成18
年（2006年）4月1日に非特定独立行政法人として装いを新たにしました。
これにともない、従来の多段階の組織構成からフラットな構成へと再編しました（下図）。研究組織は、各

専門分野の研究者が集まり、将来の新たな展開を見据えた実力養成を目指す研究領域・センターと、各研究
課題の達成に必要な人材が分野横断的に集まったリサーチプロジェクト（RP）からなっています。研究領域・
センターとリサーチプロジェクトは互いに縦横に交わったマトリックス構造を作っています。

理事長

研究総括主幹
企画戦略室

連携推進室

広報情報室

研究技術支援室

研究情報システム専門役

業務統括主幹
総務管理室

財務管理室

研究コーディネータ

監査室

理事

監事

　15のリサーチプロジェクトを設け、重点
研究課題を推進しています。リサーチプロ
ジェクトには研究領域・センターから参加
します。

有機化学物質リスク評価RP

重金属リスク管理RP

外来生物生態影響RP

遺伝子組換え生物生態影響RP

水田生物多様性RP

畑土壌生物多様性RP

情報化学物質生態機能RP

作物生産変動要因RP

温室効果ガスRP

炭素・窒素収支広域評価RP

栄養塩類リスク評価RP

温暖化モニタリングRP

農業空間情報RP

農業環境リスク指標RP

環境資源分類・情報RP

リサーチプロジェクト（RP）

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

2006年4月1日現在
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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。
この役員および研究統括主幹、業務統括主幹、

研究コーディネータ、センター長などからなる最
高決定機関の役員会において、重要事項を審議し、
あわせて内部統制および業務企画の基礎的検討を
行います。研究所の運営については、役員会メン
バーに研究領域長、室長など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。

永田　徹 前茨城大学教授

木村　真人 名古屋大学大学院生命農学研究科教授

古在　豊樹 千葉大学長

藤原　俊六郎 神奈川県農業技術センター副所長

松永　和紀 サイエンスライター

山崎　洋子 NPO田舎のヒロイン・わくわくネットワーク理事長

大塚　柳太郎 （独）国立環境研究所理事長

堀江　武 （独）農業・食品産業技術総合研究機構理事長

大熊　幹章 （独）森林総合研究所理事長

秋山　敏男 （独）水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所長

藤本　潔 農林水産省大臣官房環境政策課長

人員の推移（年度毎）

収入・支出の推移（年度毎）
【収入】

【支出】

評議会委員（2006年度）

* 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

評議会
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有機化学物質リスク評価リサーチプロジェクト
水田から流域の農薬濃度予測モデルおよび有機

化学物質のさまざまな環境領域への移動と残留を
評価するマルチメディアモデルの開発。水生節足
動物を用いた水稲用農薬の環境毒性評価手法の開
発。 汚染された土壌を微生物、植物、化学資材を使っ
て現場で修復する技術の開発。

重金属リスク管理リサーチプロジェクト
カドミウムなど重金属の農業環境での動態解明

およびこれら物質の作物吸収リスクの評価。カド
ミウム汚染土壌の化学洗浄法や植物を利用した修
復技術 （ファイトレメディエーション）の開発。汚
染の程度に応じた有害元素汚染土壌管理マニュア
ル作成。

外来生物生態影響リサーチプロジェクト
外来植物の生育・繁殖や植物生育阻害物質の産生
性などの特性の解明と侵入経路の調査などによる生
態系リスクの数値化。侵入初期の外来植物の拡散や
被害の予測とまん延防止策の提示。外見による判別
が難しい外来天敵昆虫や、外来種との交雑個体の分
子マーカー利用による識別技術の開発。

遺伝子組換え生物生態影響
リサーチプロジェクト
遺伝子組換え作物の遺伝子流動による生物多様性

影響の調査。近縁植物との交雑にかかわる要因や交
雑個体の動態の解析。DNAマーカーによる交雑検出
技術の開発。隔離距離、開花時期、気象条件などを
考慮した交雑率予測モデルの開発。

水田生物多様性リサーチプロジェクト
水田の休耕や転作、周辺植生の管理、景観構造

の変化などと植生分布や他生物の生息との関連の
解析。ため池の管理やその周辺環境とトンボ類の
生息に及ぼす影響の解明。水田と周辺の環境変化
が生物に及ぼす影響の予測モデルの作成など。

畑土壌生物多様性リサーチプロジェクト
畑地の土壌消毒や連作などの農業活動が土壌中

の小動物・線虫類や微生物の群集構造に及ぼす影
響の解明。畑土壌のもつホメオスタシス（外的変化
に対し、群集構造を安定的に維持しようとする恒
常性維持機能）の評価。

情報化学物質生態機能リサーチプロジェクト
バラ科植物などが産生する生理活性物質の作用

と化学構造の解明。ノメイガ類など昆虫の増殖に関
わる情報化学物質の分析と、遺伝学的手法による
変異の解析。難分解性芳香族塩素化合物の分解遺
伝子の発現を制御する物質の解明と制御法の開発。

作物生産変動要因リサーチプロジェクト
温暖化や異常気象に対するイネの収量変動をほ

場規模での評価のための水田生態系応答モデルの
開発。水資源などコメ生産の制限要因を考慮した
地域規模の簡易収量モデルの開発。簡易収量モデ
ル、リモートセンシング、地理情報の融合による
地域規模のコメ生産リスク評価手法の開発。

第Ⅱ期中期計画に基づく研究課題を推進するために、研究課題毎にリサーチプロジェクト（RP）を設けまし
た。各RPでは、課題の達成に必要な人材が複数の研究領域・センターから分野横断的に集まり、RPリーダー
のリーダーシップのもと、共同して研究を推進することとしています。

リサーチプロジェクト（RP）
Research Project

カドミウム投与実験
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温室効果ガスリサーチプロジェクト
農耕地からの二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素

など温室効果ガス発生の定量的評価と発生量予測
のためのモデル開発。アジアを対象にした温室効
果ガスの総合収支データベースの構築。施肥、水、
有機物管理、輪作などによる温室効果ガス発生抑
制効果の評価。

炭素・窒素収支広域評価リサーチプロジェクト
土壌環境基礎調査データベースに基づく、土壌

炭素の動態記述モデルの検証・改良。気候変化や
人為的管理の変化による農耕地土壌炭素蓄積量の
変動の予測。物質収支モデルを用いた流域規模ま
たは国規模の窒素の環境への負荷と水質や自然生
態系への影響解明。

栄養塩類リスク評価リサーチプロジェクト
浅層地下水を含む土壌圏における窒素やリンの

形態の変化と水域への流出過程の解析および水質
汚染リスクの評価手法の開発。地下水中の窒素の
流動過程での化学形態の変化評価手法の開発。水
質汚染に対する脆弱性の評価指標の開発。リンな
ど懸濁態の環境負荷物質の下層土を通じた水域へ
の流出過程の評価手法の開発。

温暖化モニタリングリサーチプロジェクト
農業生態系における二酸化炭素、メタンなどの

温室効果ガスの収支 （フラックス） の長期モニタリ
ングとフラックス測定方法の高度化など。

農業空間情報リサーチプロジェクト
リモートセンシングデータなどから土地利用・

作付状況・植被特性などの変動を抽出し定量化す
る手法の開発およびそれらを活用した農業情報
マップの作成。新旧の各種地図情報や衛星画像情
報の活用による土地利用変化の解明と生物生息域
の評価指標の開発。

農業環境リスク指標リサーチプロジェクト
栄養塩類の収支、土壌侵食に関する指標の算出

手法の開発および農業環境指標地図の作成。農業
環境指標の地図化に必要な基盤的地理情報の効率
的整備・収集手法の開発。

環境資源分類・情報リサーチプロジェクト
農業環境インベントリーを農業環境の総合的な

評価に活用するための、土壌調査データの収集、
耕地・非耕地の包括的土壌データベースの構築、
微生物インベントリーシステムの拡充、昆虫など
所蔵標本のデータベース化と未同定の標本の分類
同定作業など。地理情報システム （GIS） を共通基
盤とするデータベース連携システムの開発。

温室効果ガスフラックスモニタリング

昆虫の同定作業
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研究トピックス
Research Topics

大気CO2濃度の上昇は水田の水需要を減らす

現在約380ppmの大気CO2濃度は今世紀末には
540 ～ 970ppmに達すると見込まれ、気温上昇や
降雨パターンの変化が予測されています。そのよ
うな高CO2濃度により水稲の生育環境や水消費量
がどう変化するかを、早急に予測する必要があり
ます。そこで、岩手県雫石町の開放系大気CO2濃
度増加（FACE）実験圃場の水田で微気象観測を行い、
大気CO2濃度増加時の水田の温度環境や水消費量
の変化を調べました。
大気CO2濃度が上昇すると生育が促進されるの

で、乾物重は現CO2濃度区より約9%大きくなりま
した。一方で、高CO2濃度により、葉の気孔が閉
じ気味となって蒸散が抑制されるため、高CO2濃
度区の葉温は現CO2濃度区より生育期間平均で約
0.3℃高くなり、田植えから収穫までの水稲の蒸散
量（水消費量）は、高CO2濃度により22mm減少し
ました。
これは、全生育期間を通して1gの乾物重を得

るために水稲が必要とする水需要量を約16%減少
させることになります。ただし、水稲以外の作物
の水需要量の減少率は7～ 41%であり、水稲の高
CO2濃度下における水節約の効果は、必ずしも大き
いとはいえません。

国連気候変動枠組み条約では、各国が温室効果
ガスの排出・吸収量目録（インベントリー）を算定
することが義務づけられており、その手法はIPCC
（気候変動に関する政府間パネル）によりガイドラ
インとして決められています。2006年改訂の新し
いガイドラインでは、水田から発生するメタンの
算定法について、当研究所が中心となるチームで
開発した手法が採用されました。
本研究では、既往文献からアジア諸国における

水田からのメタン発生実測データを収集し、これ
らのデータについて、メタン発生量と各発生制御
要因の関係を解析することで、より精度の高い算
定方法を提案しました。算定法の基本は、これま
でのIPCCガイドラインの方法に基づき、以下に示
す式（1）および（2）に従って求めることとしました。
この算定方法は、これまで用いられていたもの

を改善し、より実態に即したメタン発生量を算定
できるようにしたものです。IPCCガイドラインは
世界各国での温室効果ガスインベントリー作成に
用いられることから、国連気候変動枠組み条約に
基づく、世界の温室効果ガス排出量算定の精緻化
に大きく貢献するものです。

水田から発生するメタンの新しい算定方法
世界各国での基準方法として

2006年版IPCCガイドラインに採用

大気CO2濃度上昇による主要作物の
水需要量の減少率

高CO2濃度による水需要量の減少率（％）

水稲

ワタ

ジャガイモ

コムギ
（高土壌窒素濃度）
（低土壌窒素濃度）

ソルガム
（湿潤土壌）
（乾燥土壌）

-50 -40 -30 -20 -10 0

メタン発生量（Gg/yr）=Σijk（EFijk・tijk・Aijk・10-6） 式（1）
EFi＝EFc・SFw・SFp・SFo・SFs,r 式（2）
ここで
EFijk＝ 各カテゴリー（潅漑水田、天水田など）の水田からの排出係

数（kg CH4/ha/day）
tijk=各カテゴリーの水田における水稲栽培日数（day）
Aijk＝各カテゴリーの水田における収穫面積（ha/yr）
EFc＝ ベースライン排出係数（1.30kg CH4/ha/day）：栽培前には

180日以内の落水期間があり、栽培期間の水管理は常時湛水、
さらに有機物無施用の水田を対象

SFw＝水田タイプと栽培期間中の水管理にともなう補正係数
SFp＝栽培期間前の水管理にともなう補正係数
SFo＝有機物施用にともなう補正係数
SFs,r＝ 土壌タイプと水稲品種にともなう補正係数 

（適用可能な場合のみ）
（参照）2006年版IPCCガイドラインvol. 4, p.5-44～53：
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.htm
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米用イムノクロマトキットによるCdの検出手順
台木品種の違いが接木キュウリ果実中
ディルドリン濃度に及ぼす影響

：標準誤差（n=3）

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

近年、米など食品中のカドミウム（Cd）濃度の国
際基準値が設定されましたが、汚染された農産物
の流通を防止するには、現場で迅速にCd濃度を知
る必要があります。現状では、酸分解用のドラフ
トなどの設備、ICP発光や原子吸光など高額分析機
械、さらに分析に精通した人材が必要で、時間と
費用がかかります。そこで、関西電力（株）などが
開発したCd検出イムノクロマトキットを用い、高
額分析機器などを保有しない農業普及機関などで
も利用可能なCd濃度の簡易測定法を開発しました。 
米用Cd検出イムノクロマトキットは、Cd-EDTA
錯体とこれに特異的に反応する抗Cd-EDTA抗体との
抗原抗体反応を利用した試験紙タイプです。図の手
順でイムノクロマトの測定をします。Cd標準液を
用いて検量線（指数式）を作成し、発色読取り値から、
抽出・精製液のCd濃度を算出することができます。
本法により算出した玄米Cd濃度は、従来の酸分解･
精密分析値と良い対応が認められました。

昨今、いくつかの地域で生産されたキュウリ果
実から、残留基準値を上回るディルドリンが検出
され、産地では出荷の自粛などの緊急対応を余儀
なくされています。そこで、低吸収性品種の利用
によるキュウリの果実中残留濃度の低減効果を明
らかにしました。
わが国のキュウリ生産は、カボチャを台木とした
接木栽培が主流です。そこで、ディルドリン吸収性
の異なる台木用カボチャ 3品種および穂木用キュウ
リ2品種を選び、6通りの穂木/台木の組み合わせ
で作成した接木キュウリを2種類の汚染土壌で生育
させ、果実中のディルドリン濃度を比較しました。
その結果、接木キュウリのディルドリン吸収は、穂
木品種の違いによる影響は小さく、台木品種の影響
を強く受けていることが明らかになりました。「ゆ
うゆう一輝黒タイプ」のような低吸収性の台木を用
いると、いずれの穂木品種においても、高吸収性の
台木を用いた場合に比べ、果実中ディルドリン濃度
は30～ 50％程度低減されました。
低吸収性台木品種の利用は、余分なコストや労

力をかけることなくキュウリ果実のディルドリン
汚染を低減することが可能な技術として有望です。

台木の選定によりキュウリの残留農薬を低減

果
実
中
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ィ
ル
ド
リ
ン
濃
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m
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重
）
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遺伝子組換えダイズおよびツルマメの生育状況
つる性のツルマメは組換えダイズに巻きついている。
（撮影日2005年8月31日）

農業生態系空間情報解析システムの構造

遺伝子組換えダイズの生物多様性影響評価
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

自然と調和した農業生態系管理のためには、農
耕地の生産機能とともに、生態的役割や環境負荷
を、自然立地条件および土地利用・水利・作物栽
培状況などの異なる地域空間の中で総合的にとら
えることが不可欠です。そこで地理情報システム
（GIS）を活用して、衛星画像やセンサスを含む農耕
地・環境に関わる多様な情報を高い空間解像度で
一元的に集積・管理し、それによって流域圏スケー
ルで生産力や環境負荷などを把握・評価・予測す
るための汎用的な空間情報プラットフォームを開
発しました。
このプラットフォームは、全国全流域圏の全農
耕地をカバーし、圃場境界に沿った1区画数haの
農地区画（セル）を単位として、自然立地・圃場基
盤・作付現況などに関するデータを一元的に集積・
管理しています。このシステムにより、任意の流
域界・行政界や任意の形・サイズの領域を選定し、
解析やシミュレーションをおこなうことができま
す。さらに、シミュレーション結果などをセルご
とに追加し、システムは自己増殖します。
農業と環境に関わる諸問題に関して、意思決定
や改善シナリオ策定の支援など多くの場面への貢
献が期待されます。

日本を含め中国、韓国など東アジアの国々の土
手や空き地などには、ダイズの近縁野生種のツル
マメが自生しています。日本で遺伝子組換えダイ
ズが商業栽培された場合、その畑の周辺に生えて
いるツルマメとの交雑を懸念する声があります。
しかし、ダイズとツルマメはどちらも自花受粉す
る自殖性植物であり、しかも開花時期も異なって
いるため、両種間の自然交雑は起こりにくいと考
えられます。
本実験では、遺伝子組換えダイズとツルマメを

人為的に交雑しやすい条件に置いた場合にどの程
度交雑するかを調べるため、野外の試験ほ場にお
いて両種を近接栽培し（図）、さらに播種期を調整
し開花最盛期を近づけて交雑率を調査しました。
このようにして得たツルマメの成熟種子32,502粒
について、組換えダイズ由来の遺伝子を有してい
るか否かを検定したところ、1粒の交雑種子が見つ
かりました。この種子から成長した個体の莢と種
子の大きさと色はダイズとツルマメの中間的な形
質を示しました。以上のことから、遺伝子組換え
ダイズとツルマメは、ほ場条件で交雑する可能性
はあるものの、その確率は極めて低いことがわか
りました。

農業生態系空間情報解析システム
日本の全流域圏・農耕地を網羅する
汎用的な空間情報プラットフォーム

ツルマメ

遺伝子組換えダイズ

研究トピックス
Research Topics
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ナミグルマアツバの成虫（上）と終齢幼虫（下）

菌床シイタケの新害虫はナミグルマアツバ

2000年愛媛県のシイタケ栽培地で、シイタケ菌
床表面の菌糸を食害する見慣れないヤガ科幼虫が
発見されました。得られた成虫の雌交尾器をロン
ドン自然史博物館所蔵のナミグルマアツバのタイ
プ標本のものと比較したところ、本種は日本・韓
国・ロシア極東地区に分布するナミグルマアツバ 
Anatatha lignea（図上）と同定できました。日本国
内に生息し、成虫斑紋が本種と酷似するヒメナミ
グルマアツバAnatatha misaeとは、雌交尾器のシ
グヌム（交尾嚢にある硬化片）の形状が異なり、明
瞭に識別できることが分かりました。また本種の
幼虫形態は中村（1989）によって既に報告されてい
ますが、今回得られたものとは明らかに異なる別
種と思われたため、改めてナミグルマアツバの幼
虫形態として報告しました（図下）。
本種によるシイタケへの被害は、現在まで愛媛

県からのみ確認されていますが、他の都道府県で
も今後の発生に注意する必要があります。ただし、
ほだ木シイタケへの加害は見つかっていません。
食菌性はチョウ目ではまれであり、以前に報告し
たムラサキアツバ（Diomea cremata: 農業環境研究
成果情報第19集）とともに、今回のAnatatha属で
の食菌性の種の発見は、学術的にも特筆すべきも
のです。

ミニコラム：
フードマイレージ（フードマイル）

食料の輸送距離を意味し、重量×距離
（単位トン・キロメートル）であらわす。
食品の生産地と消費地が近ければフード
マイレージは小さく、輸入などにより遠
くから食品を運んでくれば、その値は大
きくなる。日本は、国民一人当たりのフー
ドマイレージが7093トン・キロメート
ルと世界第一位、アメリカの7倍、イギ
リスの2倍である（2001年）。食品の輸
送に際しての地球温暖化の原因となる二
酸化炭素排出量を減らすため、できるだ
けこの値を小さくして、地産地消を促進
しようという考え方がある。

カーボンオフセット

人間の経済活動などによって排出され
た二酸化炭素などの温室効果ガスに相当
する量を、植林やクリーンエネルギー事
業などによって直接的またはそれにかか
る費用を支払うことによって間接的に吸
収しようとする活動を意味する。
例えば、出張に際して、移動の際の二

酸化炭素量排出量を削減するため、飛行
機や自動車の代わりに新幹線など二酸化
炭素排出量が少ないものを利用する。そ
の上で、やむを得ず排出される二酸化炭
素の量を算出する。海外などの場合は、
飛行機から排出される二酸化炭素量を算
出する。その算出された二酸化炭素の量
を相殺するために、植林事業などを実施
しているNGOなどの団体に事業に係る
費用を寄付するといった仕組みがある。
旅行に係る二酸化炭素排出量や寄付金に
ついては、乗り換え案内のソフトや航空
会社のホームページで算出することがで
きる。
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環境憲章の制定
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、2006年4月に
環境憲章（p. 6）を制定しました。

環境報告書の発行
農環研の事業活動における環境配慮の取組方針・
状況を外部に公開するために、2006年12月に「環
境報告書2006」を発行しました。

環境管理のための委員会
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
農環研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、④毒物および劇物の適切な管理・維
持に必要な事項など）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
置などを指導します。

2. 環境・安全委員会
農環研における環境の保全、放射線障害の防止
並びに震災などにおける安全の確保などを図るこ
とを目的とし、
①  環境保全に有効な事項の具体的対策に関する
こと

②  研究所の事業活動に係る環境配慮などの状況
の公表資料（環境報告書）の作成に関すること

③ 環境物品などに係る調達の方針の作成および
当該物品などの調達に関すること
④ 原子力の利用研究、放射線障害の防止および
緊急放射能調査に関すること
⑤ 消防計画、防火管理、安全対策などに関する
こと

について審議し、安全・衛生・防災管理の適正な
運営を図ります。環境安全委員会には、上記の①
～⑤までの専門的な事項を審議するために以下の
部会を設置しています。
１．環境保全推進部会（①～③に関する事項）
２．アイソトープ部会（④に関する事項）
３．防災対策部会（⑤に関する事項）

教育・訓練の受講、資格取得
資格取得
　エネルギー管理員：2名
講習会派遣
　放射線取扱主任者定期講習：2名
教育訓練
　放射線障害防止のための教育訓練：12名

環境安全衛生マネジメント

緊急放射能調査用の放射線検出器

Environmental Health & Safety Management

環境報告書2006
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汚染物質排出量*5
　COD  45.817kg
　全クロム  0.342kg
　水銀  —      
　鉛  0.088kg
　ヒ素  0.139kg
　亜鉛  0.444kg
　窒素  59.007kg
　リン  1.236kg

大気排出物
温室効果ガス排出量：
 14,857t--CO2
  電　　力： 11,675t--CO2
  化石燃料：  233t--CO2
  高 温 水： 2,949t--CO2
  水　　田：  4t--CO2
  化学肥料：  1t--CO2

廃棄物
廃棄物排出量
　一般廃棄物： 31t
　産業廃棄物： 36t

水域排出物
下水道への総排水量： 90,997m

3

　うち実験廃水処理施設
　からの排水量： 46,280m

3

水田・畑への潅漑等
 153,191m

3

研究開発

研究成果

エネルギー
購入電力：20,036,349kWh
都市ガス： 85,249m

3

灯　　油： 15,100L
軽　　油： 2,667L
ガソリン： 8,661L
高温水 *1： 12,359Gcal

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

水
上　水： 168,610m

3

井　水： 75,578m
3

*3

*4

査読論文192報、学会発表約538件
特許出願10件（2006年度実績）

農環研は試験研究が主な業務であるため、製品
を製造・販売するのではなく、論文・学会発表や
特許出願などの成果によって、付加価値を社会に
向けて発信しています。しかしながら、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、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、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への負荷は、温室効果ガス
や廃棄物の排出によるものです。
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
行い、環境への負荷の低減を図るうえで重要です。
農環研の2006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
は図のようになります。

環境に与える負荷を減らす努力をしながら、一方
で環境を守るための多くの研究成果を発信し、社会
に貢献しています。

全体エネルギー消費量
農環研でのエネルギー消費は、エネルギー量に

換算すると259,434GJです。内訳では電力の消費に
よるものが78％と全体の４分の３以上を占めてい
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 Impact

2006年度種目別エネルギー使用量（単位：GJ）

温室効果ガス量は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver. 1.2）」（平成19年2月環境省・経済産業省）
に示された数値に基づき算出しました。

高温水

軽油

灯油

ガソリン

都市ガス

電力

202,908

51,735
■102
■554
■300
■3,836
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環境負荷低減の取り組み
Environmental Impact Reduction

省エネルギー・省資源に対する
研究所としての取り組み
省エネには各個人の取り組み（18頁参照）とともに
所全体として取り組むことが重要です。農環研では、
環境負荷の低減を目指して、下記のような対策をたて、
実施しています。

１． エアコンの設定温度の調整および稼働時間
の節減

２．クールビズ、ウォームビズの励行
３．廊下、トイレ、居室等における消灯の励行
４． エレベータの使用を控え、階段の利用を励行
５．トイレの洗面台水道の流量の抑制
６． 使用しない機械および長時間使用見込みの
ない機械のコンセントを抜く

７． 研究本館の階段照明スイッチに人感センサー
を採用

８．各室毎に節電実施担当者を設置
９．ハイブリッド車の導入（1台）

所内に周知した、省エネを呼びかけるポスター
（特に個々人で取り組むべき項目を赤字で示した）

ミニコラム：バイオ燃料

バイオ燃料とは、植物などの有機性資源（バイ
オマス）から生産されるエタノールやディーゼル
などの燃料の総称である。バイオ燃料の使用に
より排出される二酸化炭素は、原料である植物
が大気から取り込んだものであることから、バ
イオ燃料は大気中二酸化炭素濃度の上昇への影
響が少なく、地球温暖化対策の切り札となる新
たなエネルギー源として注目を集めている。し
かしバイオマスから燃料への転換にもエネル
ギーが必要であり、温室効果ガス削減のために

は、効率よくバイオ燃料を生産しなくてはなら
ない。そのためには、糖質やデンプン質、ある
いは油脂分を豊富に含む穀物を利用するのが最
も効率がよい。しかし、バイオ燃料という新た
な胃袋の登場により、エネルギー原料と食料用
途での穀物の奪い合いがはじまり、食料問題が
一層深刻になると懸念される。食料生産と競合
しないバイオ燃料の効率的な生産技術の開発が
急がれている。

人感センサー付き照明
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環境保全への職員による取り組み
農業環境技術研究所では、環境保全に関する意

識向上を目指した取り組みを行っています。2006
年度は、毎日の生活において環境の保全・改善に
積極的に取り組むため、各自が環境配慮に関する
モットーを提示し、自らの行動を自己点検するこ
とにしました。

結果をまとめたものは下記のとおりとなりまし
た。廃棄物や水資源の節減などでは高い達成度を
示しましたが、エネルギー関係では低いものがあ
りました。意識向上に向けたさらなる取り組みが
必要と思われます。

電気機器、照明機器の
こまめな電源OFF

空調している部屋の出入り口を
開放しておかない

仕事を効率的に進め、残業や
土・日の出勤をなくするよう
努力する

研究機器等を購入（更新）する
際には、省エネタイプのもの、
環境に配慮したものを選ぶ

裏面、両面印刷による省資源 資源ゴミを分別廃棄する

洗浄中の節水に心掛ける 生ゴミの排出を減らす カドミウムの環境汚染拡大を
防ぐため、電池は絶対に捨て
ない

実行できた

ほぼ実行できた

まあまあ実行できた

あまり実行できなかった

まったく実行できなかった

通勤は、自転車又は徒歩で
行くようにし、車の使用を
控える

車のアイドリング停止 会議資料を削減する

所内LAN等を積極的に使用する
など、印刷は最小限に行う

古新聞、雑誌はリサイクルに
まわす

使用しない機械・機器の
電源を抜く

私の「環境保全に対する取り組み」について（2006年度の達成度）
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水資源使用量・排出量
上水使用量は2001年度から22.3％、井水使用量

は16.7％とともに減少傾向が続いています。熱源
として使用している温水の余剰水は中水（雑用水）
として再利用しています。
下水排水量は、2001年度との比較では30％以上

減少していますが、前年度から比較すると、総排
水量は6％、実験廃水は19.6％増加していました。
減少傾向は続いていますが、さらなる節水の取り
組みが必要です。

ペーパーレスへの取り組み
農環研では、情報伝達手段として電子メールや

グループウェアの利活用、コピー用紙の再利用や
両面コピーを徹底することによりペーパーレス化
を図っています。その結果、金額ベースで2001年
度と比較して49.7％コピー用紙の使用量を削減す
ることができました。
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環境負荷低減の取り組み
Environmental Impact Reduction

エネルギー個別使用量
最大の消費要因である電力使用量は、2001年度

と比較して3.4％減少していますが、前年度と比較
すると約1.4%使用量が増加しました。今後節電へ
の取り組みを強化する必要があります。

都市ガス使用量は2001年度に比べて52.8％増加、
燃料は、灯油が28.7％減少、軽油が44.3％減少、
ガソリンがほぼ横ばいで、都市ガスと燃料を合わ
せた化石燃料消費量は、エネルギーベースで27％
増加していました。消費エネルギー全体に対する
割合が2％とあまり高くないので、環境負荷に大
きな影響を与えるまでにはいたりませんでしたが、
さらなる取り組みが必要です。
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地球温暖化防止
地球温暖化とは、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、環境・安全委員会内に環境保全推

進部会を設置し、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。  
   

温室効果ガス排出量削減目標
農環研では、第Ⅱ期中期計画期間（2006 ～ 2010

年度）において、冷凍機や空調設備などの改修（更
新）をおこなうとともに、これらの設備の運転方法
を変更することにより電力および高温水の消費量
を削減し、温室効果ガスの排出量を、2001年度と
比較して約2％（約330t-CO2）*1の削減を目指し
ます。

温室効果ガス排出量の推移
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。
温室効果ガスの排出量は、2001年度と比較して
9.6％削減がすることができました。

廃棄物 
産業廃棄物は、老朽化した機器類の廃棄を推進

していることから若干増加傾向にあります。また、
一般廃棄物は横ばい状態でなかなか減らせないの
が現状です。（廃棄物処理の項を参照）

自然エネルギーの利用
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。
屋外のすべての照明について、太陽光や風力に

より発電した電力の利用を拡大することを検討し
ています。
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*1  温室効果ガス排出量は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver. 

1.2)」（平成19年2月環境省・経済産業省）に基づき算定しました。なお、2005

年度までの排出量についても同マニュアルにより再計算を行いましたので、環

境報告書2005・環境報告書2006に記載した数値とは異なります。

太陽光風力発電を利用した外灯
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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（再生可能な、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することとし、
環境への負荷低減に努めています。
なお、コピー用紙は、コピー機の紙詰まり対策

などのため白色度が高い用紙（環境物品不適合）を
購入し、また、蛍光管は、環境物品適合品が使用
できない設備機器などがあるため、達成率が100％
に達しませんでした。今後達成率100％に向け、白
色度の低い用紙の使用に向け努力するとともに、
設備機器などの改修を検討する必要があります。

推進体制
農環研では環境・安全委員会、環境保全推進部

会を設けて、グリーン調達の推進に努めています。

2006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% 8,694kg 6,622kg 80%

フォーム用紙 100% 154kg 154kg 100%

インクジェットカラープリンター用塗工紙 100% 600kg 600kg 100%

印刷用紙（カラー用紙） 100% 758kg 758kg 100%

トイレットペーパー 100% 25kg 25kg 100%

ティッシュペーパー 100% 19kg 19kg 100%

文具類 ボールペン 100% 488本 488本 100%

マーキングペン 100% 802本 802本 100%

鉛筆 100% 228本 228本 100%

OHPフイルム 100% 550個 550個 100%

ファイル 100% 2,868冊 2,868冊 100%

事務用封筒（紙製） 100% 73,300枚 73,300枚 100%

ノート 100% 343冊 343冊 100%

タックラベル 100% 2,096個 2,096個 100%

インデックス 100% 1,550個 1,550個 100%

付箋紙 100% 876個 876個 100%

機器類 椅子 100% 34脚 34脚 100%

机 100% 30台 30台 100%

棚 100% 35連 35連 100%

収納用什器（茶内外） 100% 33台 33台 100%

OA機器 プリンター等（購入） 100% 37台 37台 100%

ファクシミリ（購入） 100% 4台 4台 100%

スキャナ（購入） 100% 10台 10台 100%

磁気ディスク装置（購入） 100% 168台 168台 100%

ディスプレイ（購入） 100% 21台 21台 100%

記録用メディア 100% 1,346個 1,346個 100%

一般電池または小型充電式電池 100% 1,669個 1,669個 100%

家電製品 電気冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫 100% 3台 3台 100%

照明 蛍光管（ラピッドスタート型またはスタータ型） 100% 1,771本 1,635本 92%

制服・作業服 作業服 100% 59着 59着 100%

作業手袋 作業手袋 100% 162組 162組 100%

グリーン調達
Green Procurement
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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、つくば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水してい
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る
ときは排水ポンプにより下水道へ放流を行います。
また、放流基準を超えている項目があるときは

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
2006年度実績

最大値 最小値 年間平均値
水温 ℃ 45℃未満 24.7 15.2 19.8

pH（水素イオン濃度） 5～9 7.9 7.3 7.6

COD（化学的酸素要求量） mg／ℓ 600未満 1.8 0.6 0.99

SS（浮遊物質量） mg／ℓ 600未満 0.5 0.1 0.21

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 0.020 不検出 0.0074

6価クロム含有量 mg／ℓ 0.05以下 0.004 不検出 0.001

総水銀含有量 mg／ℓ 0.0005以下 不検出 ‒

鉛含有量 mg／ℓ 0.01以下 0.008 不検出 0.0019

ヒ素含有量 mg／ℓ 0.01以下 0.008 不検出 0.003

亜鉛含有量 mg／ℓ 5.0以下 0.040 不検出 0.0096

窒素含有量 mg／ℓ 240未満 1.700 0.800 1.275

燐含有量 mg／ℓ 32未満 0.030 0.010 0.0267

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。
なお、2006年度は老朽化した物品類の廃棄を推

進したため、産業廃棄物の排出量は、前年度に比
べて増加しました。

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、廃油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。
なお、2006年度は不用薬品類の廃棄を積極的に

推進したため、特別管理産業廃棄物の排出量は、
2005年度に比べて大幅に増加しました。

リサイクル
○家電およびパソコンなど：
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。ま
た、2005年度からはパーソナルコンピュータ（PC）
などについても専門の業者に引き取りを依頼して
います。2006年度はPCなどの廃棄を促進したため、
2005年度に比べて大幅に増加しました。

○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。各職員が分別排
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。

再利用の促進
不用となったものでもただちに捨てず、所内の

グループウェアなどで希望者を募るなど、物品の
再利用も促進しています。

廃棄物別排出量

特別管理産業廃棄物の排出量（単位：kg）

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度

廃薬品類 41 19 37 85 168

汚泥（特別管理） 15 4 1 4 65

廃油（特別管理） 15 4 1 4 1,869

計 56 23 38 89 2,102

家電リサイクルの実績（単位：台）

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度

テレビ 8 8 0 3 0

冷蔵庫 9 7 0 12 6

エアコン 2 0 0 0 8

洗濯機 3 2 0 0 1

PC及び周辺機器 0 0 0 175 386

廃棄物処理
Waste Disposal
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環境への排出量の把握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行っています。
なお、2006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、年間の使用量は1t未満ですが、PRTR法対

象354化学物質（群）のうち、52化学物質（群）の使
用実績があります。

油の河川流出事故とその対応
2006年11月21日に、廃油用ドラム缶の整理作

業中に廃油がこぼれ、雨水暗渠（配管）を通じて河
川に流出する事故が発生しました。事故発生後、
関係機関（茨城県およびつくば市）に連絡するとと
もに、河川にオイルフェンスを設置後、吸着シー
トによる回収を行い、流出した油の下流域への拡
散を最小限に止めました。
この事故を教訓に、油類の取扱マニュアルを作

成し管理を徹底するとともに、関係機関への連絡
体制などを整備しました。
また、2007年3月8日には、給油中に灯油をこぼし、

灯油が雨水暗渠を通じ河川に流出しましたが、速
やかに関係機関に連絡するとともに、緊急時の対
応体制にもとづき、下流への拡散防止措置をおこ
ないました。
その後、再発防止に向けて、監視および連絡体

制をさらに強化しました。

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、安全衛生委員会で報告内容の点
検・確認を行っています。

なお、2006年度には、薬品の管理を徹底するため
のマニュアルを作成しました。

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

PRTR対象化学物質使用量（2006年度実績上位10物質）

化学物質（群）名 使用量

トルエン 255kg

アセトニトリル 106kg

ジクロロメタン 67kg

クロロホルム 53kg

フッ化水素及びその水溶性塩 21kg

トリフルラリン 9kg

フェノール 6kg

アクリルアミド 3kg

フェンバレレート 3kg

アクロレイン 2kg

化学物質の管理
Management of Chemical Substances

薬品管理庫

化学薬品の安全な使用・管理徹底のためのマニュアル
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労働安全衛生・雇用・人権保護への取り組み
○雇用
研究職員の採用に当たっては、任期制の一層の

活用など雇用形態の多様化を図りつつ、必要な人
材を確保しています。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ています。
2006年度の採用数は、任期付研究職員男性2名、パー
マネント採用研究職員　男性4名、女性1名でした。

○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。
巡視の結果は環境改善に反映され、実験室の換

気設備のさらなる改善がおこなわれています。

○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。
健康相談なども臨時に受け付け、職員の健康の保
持増進に努めています。

○メンタルヘルスへの取り組み
メンタルヘルスの事業として実施されている相

談を活用しています。

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
産業医による一般者向けと管理者向けの講演会

を実施するとともに、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ています。

○ハラスメント防止の取り組み
ハラスメント防止などに関しては、規程類を整

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を
おこなうとともに、ホームページ（所内限り）に苦
情相談の仕方、相談を受け付けている公的機関を
掲載し、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、他種類の薬品・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

社会的取り組みの状況
Social Performance
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するための活動を推進しています。
2006年度においては、労働災害はありませんで

したが、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
を強化するように努めます。

地域および社会に対する貢献
農環研では、研究成果や研究所の活動の内容を、
様々なメディアを通じて外部にお知らせしています。

○講演・展示
成果発表会2006「農業と環境を考える」を2006年

9月に東京で開催し、農業と環境との間に発生して
いる問題の解明や解決に向けた農環研の研究成果
を紹介しました。企業、大学、他の独立行政法人
などから221名の方にご参加いただきました。

2006年9月には、日韓共同国際シンポジウム「農
業生態系における窒素の動態と有効な窒素管理手
法」および「データベース構築のための国際ワーク
ショップ―侵入生物に対するアジア・太平洋外来
生物データベースの構築」、12月には、NIAES国際
シンポジウム2006：「モンスーンアジアにおける持
続的農業のための農業資源の評価と有効利用－国
際研究協力に向けて－」を開催しました。NIAES国
際シンポジウムでは、共同研究の推進と協力体制
の強化を図るために、アジア農業環境研究コンソー
シアム（MARCO）の設立を宣言しました。

農林水産省関係の独立行政法人の成果や技術を
公開している「つくばリサーチギャラリー」では、
農環研の関係する展示内容を随時更新し、最新の
活動を分かりやすく紹介しています。本年度は特
に、7月29日の「夏休み特別公開」で、「外来植物の
脅威」のテーマで鉢植えの外来植物や解説パネルを
展示しました。

なお、講演会やセミナーなどで受け付けた質問
への回答やアンケート結果は農環研Webサイトで
公開しています。

成果発表会2006：ポスターセッション

NIAES国際シンポジウム2006

つくばリサーチギャラリー夏休み特別公開

外来植物（オオハンゴンソウ）
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○ホームページ
農環研の公式ホームページは1995年に開設され

ました。「情報：農業と環境」のページでは、研究会・
ワークショップなどのお知らせや報告、最新の知
見を紹介しています。「情報：農業と環境」のペー
ジへの2006年度のアクセス数は182,000回（月約
15,000回）で平成17年度の149,000回から約25%
増加しました。「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、
書籍刊行物の「成果情報」「研究所報告」「研究所資
料」「農環研ニュース」の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、農環研で得られた研究成
果を広く活用していただけるようにしています。
農環研Webサイト用の代表メールアドレス宛には、
180件の依頼、問い合わせ、質問のメールをいただ
きました。それぞれの内容に応じた担当者が対応
しました。

○研究成果の技術移転
2007年1月30日につくば国際会議場で開催され

た「TXテクノロジー・ショーケース・イン・ツクバ
2007」や、2006年10月25、26日に東京国際フォー
ラム展示ホールにおいて開催された「アグリビジネ
ス創出フェア2006－出会えます！最新技術シーズ
とビジネスパートナー」において、農環研で開発し
た新しい農業環境の修復・計測・管理技術を展示・
紹介しました。

社会的取り組みの状況
Social Performance

アグリビジネス創出フェア2006

NPOとの意見交換・交流会

○交流会
2006年11月には、農業生産者NPO「田舎のヒロ

インわくわくネットワーク」との意見交換・交流会
を開催しました。農環研からは農業現場に関わり
の深い環境問題に関する研究を紹介し、NPOから
は農業現場をふまえた問題を提起していただき、
広く意見交換ができました。

○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。2006年度は、4月19
日に「未来につなげよう安全な農業と環境」をメイ
ンテーマとして、特設会場でさまざまな研究成果
を紹介・展示したほか、農業環境インベントリー
展示館での土や昆虫・微生物の標本展示、昆虫標
本の作製指導、特設コーナーでの春の植物の展示、

農環研ホームページ
http://www.niaes.affrc.go.jp/index.html
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ミニ講演会「環境・農産物中の微量な物質を測る」
の開催、野菜の収穫体験などを実施しました。
当日は天候にも恵まれ、農業関係者、主婦、学

生など、1,200人をこえる方が来場しました。

なお、「農業環境インベントリー展示館」や「組換
え植物隔離圃場」などの農環研の施設は、科学技術
週間以外でも一般の見学を受け付けており、農環
研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、事前に広報情報室（電
話029-838-8191）にご連絡ください。特に関心のあ
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。

○学習・体験型イベント
「つくばちびっ子博士」は、小中学生が研究所で
最先端の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、夢と希望に満ちた未来を考
えるための手がかりにしてもらうことを目的に行
われているものです。2006年度は7月～ 8月の毎
週水曜日に昆虫展示室の見学を実施しました。

「サマーサイエンスキャンプ」は、研究機関の持
つ学習資源としてのポテンシャルを最大限活用し
た高校生・高等専門学校生のための「科学技術体験
合宿プログラム」です。今回のキャンプでは、「環
境中の超微量汚染物質を測る」、「アレロパシーに
よる植物間相互作用を調べてみよう」、「GPSを使っ
て動物を追跡しよう！」の３つのコースを設け、研
究者がどのようにして農業環境研究に取り組んで
いるかを実際に体験してもらいました。

農環研ではつくば市内の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
の説明などを行い、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。

一般公開：春の植物の展示

サマーサイエンスキャンプ2006

インベントリー展示館

つくばちびっこ博士
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社会的取り組みの状況
Social Performance

研究所内におけるコンプライアンス推進体制
役職員が研究所の基本理念、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、研究所が社会的評価、信頼
を得て活動を行っていくために、研究所における
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
に対しても、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。

研究不正防止への取り組み状況
農環研では、研究倫理に関するガイドラインを

定めた「研究活動の不正防止に関する規準」を策定
し、不正行為の防止に努めています。動物実験、
遺伝子組換え実験および放射性同位元素を用いた
実験などに関しては、関係する法令および諸規程
を遵守しておこなうよう徹底しています。

個人情報保護への取り組み状況
個人の権利や利益を保護するため、「ネットワー

クにおける情報セキュリティ対策基準」を策定し、
ネットワークなどを経由した不正プログラムの侵
入、不正アクセスおよび個人情報の漏えいなどの
防止に努めています。また、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。

企画戦略室長 事務局長 業務統括主幹
連携推進室長 事務局員 企画戦略室長
広報情報室長 総務管理室長
研究技術支援室長 財務管理室長
総務管理室長 庶　務 総務管理室
財務管理室長
研究領域長
農業環境インベントリーセンター長

コンプライアンス部門推進責任者 コンプライアンス推進事務局

コンプライアンス相談窓口

監 事
監査室

他の関係委員会・部会

相談窓口受付担当者
 （総務管理室長）

研究倫理相談員
 （研究統括主幹）

相談窓口責任者
 （業務統括主幹）

役 員 会

コンプライアンス推進委員会

委員長 理事長（統括推進責任者）
委員長代理 理事
委　員 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

専門調査
チーム

コンプライアンス推進体制
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農業環境技術研究所の土壌生態系
Soil Ecosystem in NIAES

－生物を育む土壌－

農環研の敷地は1970年代に付近の農地や雑木林
が買い上げられて造成されました。その中に、研
究本館や研究別棟などの建物、水田や畑などの圃
場、そしてマツやクヌギなどの二次林やスギの植
林地などの緑地が配置されています。こうした農
環研敷地内に分布する土壌についてご紹介します。

農環研周辺の地理
農環研は、筑波台地と呼ばれる標高20 ～ 40mの

段丘の南部にあります。この台地は高エネルギー
物理研究機構付近が最も高く、そこから南東に向
かって緩やかに傾斜し、霞ヶ浦南部の稲敷台地へ
と続いています。この筑波台地の東側は桜川、西
側は谷田川によって削られ、台地の中を、花室川
や小野川が斜面方向の南東に向かって流れ、霞ヶ
浦へ注いでいます。
農環研周辺は、第二次世界大戦前は畑と松林の

入り交じる農村でしたが、1939年に海軍が谷田部
飛行場を造成した際に、土壌は攪乱されました。
また、終戦後、飛行場用地は海外からの引き揚げ
者に払い下げられ、畑、宅地、アカマツ林などと
して利用されました。その後、1970年代に研究所
用地となり、雑木林はそのまま緑地として利用さ
れましたが、畑や水田は土壌を移動して造成され
ました。

農環研の敷地
農環研の総敷地は約57ha（図1）、そのうち畑（図2）

と水田の面積が19ha、緑地が17ha、その他として

防風林や道路として17haあります。これらの緑地
は、土壌生成調査実験圃場（図3）や生態保存林とし
て、また、防風林の一部はビオトープとして、農
業環境に関わる調査・研究に利用されています。

農環研の土壌
農環研内の緑地において、深さ5mまで穴を掘っ

て土壌の垂直分布を調べました（図4）。その結果、
土壌の深さ4m付近までは、38 ～ 24万年前の海底
に堆積した成田層と呼ばれる褐色の砂の層（④）が
ありました。その上深さ3mまでには、15万年前ま
での箱根火山の降灰が当時の水底に堆積した常総
粘土層とよばれる白い粘土層（③）があります。そ
の後1万年前までに寒冷期を迎えて海面は低下し、
このあたりは陸となったため、その上に箱根火山、
富士山、浅間山などを起源とする火山灰が3m近く
堆積しました。これらは関東ロームと呼ばれる褐

 

研究本館

水田
畑

N

緑地

緑地

防風林
緑地

図1　農環研敷地の航空写真（1999年）

図2　農環研内の畑圃場

図3　農環研内の緑地（土壌生成調査実験圃場）
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色の土層（②）を形成しています。表層付近には植
物の葉や根などの有機物が集積した黒褐色の腐植
層（①）があるのが分かりました。
農環研の敷地に分布する土壌（図5）については、

造成される前に調査がおこなわれ、土壌有機物（腐
植）含量、土壌の乾湿の指標となる斑紋、粘土や砂
含量の指標である土性、などの土壌特性によって7

種類の土壌に区分されました（表1）。
腐植に富む層（含量：5～ 10％）の厚さが厚くな

るに従って3区分（M2、M1、Oh）され、地形がや
や高い場所にM2、それよりも低いところにM1、
Ohが分布しています。腐植含量がすこぶる多く
（10 ～ 20％）、その厚さも50cm以上あるKは、M1
よりもさらに低い場所に分布しています。稲荷川
よりも北西にある本館付近は、昔の飛行場跡地で
土壌の攪乱が行われ、腐植層がなかったり（Jow）、
下層の常総粘土層の深度が浅くなって排水不良と
なった土壌（Se）などが不規則に分布していました。
新たに造成した畑や建物付近では、以上の分布

とは異なる土壌が存在するところもありますが、
緑地や大部分の畑ではそのまま残っていることが
分かっています。
なお、農環研の水田土壌は、コンクリート枠に水

田土壌（灰色低地土）を充填したものです。

記号 土壌名 腐植 斑紋 土性 母材 排水
M2 宮ヶ崎統（2） 表層腐植層（腐植層の厚さ15～30cm） なし L-CL 火山灰 良好
M1 宮ヶ崎統(1) 表層腐植層(腐植層の厚さ30～50cm) なし L-CL 〃 良好
Oh 大原統 全層腐植層（腐植層の厚さ50cm以上） なし L-CL 〃 概ね良好
K 鯉淵統 全層多腐植層（多腐植層の厚さ50cm以上） あり L-CL 〃 やや不良
Jow 城の内（湿）型 腐植層なし あり L-CL 〃 やや不良
Se 芹沢型 表層腐植層（腐植層の厚さ50cm以下） あり L-CL 〃 やや不良
Sh 白粘土型 表層腐植層(白粘土層が30～100cmから出現) あり L-CL/HC 火山灰及び 

非固結水成岩
やや不良
～不良

M1

M2

M1 M2

M2

M2
Sh

Se

K

K

M2

Jo

Se

Jow

稲荷川

研究所本館

Oh

100m

水田

図4　土壌断面写真 図5　農環研敷地内の土壌分布（凡例は表）

表1　農環研敷地内に分布する土壌区分
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外部の方からのご意見
External Reviewer’s Comment

環境報告書2007を読んで　
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が2007年
2月に第4次報告書を出し、気候変動の原因が人間
活動にあることにほとんど疑う余地がないことを
明記した。農業活動からの温暖化ガス排出も大き
な問題とされ、一方で温暖化が食料生産に与える
マイナスの影響も大きく、生産減少も予想される。
農業環境技術研究所の役割は、ますます高まって
いる。
そんな激動の年にまとめられた環境報告書2007。
環境省のガイドラインに沿い、分かりやすくまと
められており、使われている写真も美しく、興味
を引くものが多い。研究トピックスも一般市民に
も理解できるように平易に記述されており、とて
も好感の持てる仕上がりとなった。
研究所としての活動自体が、無駄な環境負荷増
につながらぬように、関係者が努めている様子も
うかがえる。苦労が多いことだろう。真摯な努力
に敬意を払いたい。
ただ、気になるのはこうした環境負荷削減策に
も、限界は必ずある、ということだ。求められる
重要研究を行うためには、当然電力も水も必要で
ある。これらを削減しようとするあまり、研究が
おろそかになっては本末転倒だ。
p.19のエネルギー個別使用量の推移を見ると、
購入電力量は前年に比べて増加している。また、
水資源使用量・排出量も頭打ちである。そして、「節
電、節水の取り組みを強化する必要がある」と書か
れている。だが、そうなのか？　農環研で働く人々
の取り組み、努力が、まだ足りないせいなのだろ
うか、それとも自由な発想で思い切った研究をし

ていくうえでは、これがギリギリの線なのか？　
そのあたりが、本報告書を読んでも残念ながらよ
く分からない。
それは、「評価」の仕組みがないからだと思う。
前年の反省を踏まえ目標を設定して推進し、1年後
にその目標をクリアできたかどうか、目標を達成
できなかったとしたらその理由はなぜなのか、と
いうことを反省、検討し、そのうえでさらに次の
年の目標を設定するという流れが必要だ。
本研究所には、2007～10年度の期限で「環境マ

スタープラン」も定められている。それを踏まえ、
前年の反省と目標設定がしっかりと行われれば、そ
の中で「本質的な研究の犠牲として必要なのは、ど
の程度の環境負荷か？」「職員の努力は十分なのか、
まだ足りないのか」という議論も行われるだろう。
難しい問題だ。これが正解、というものはない
のだろう。聞けば、2008年版からは、評価のステッ
プを取り入れることも検討しているとか。議論を
踏まえ一定の方針を定め、より良い姿へと進んで
行く研究所の姿を、環境報告書を通して見せてい
ただきたいと思う。
研究内容によっては「実験は多少の環境負荷増を
伴ったが、そこで得られた成果は、世界の農業の
環境負荷減につながるものになった」ということも
大いにあり得る。本研究所は、そうした成果にも
至る力を持ち、また、期待もされている。ぜひ頑張っ
ていただきたい。

環境報告書編集委員会より
貴重なご意見をいただき、ありがとうございま
した。ご指摘のとおり、2006年度は環境負荷低減
に関する目標が事前に設定されておらず、そのた
め、結果の評価および問題点の摘出と分析が十分
でなかったと反省しております。そこで2007年度
には、2010年度末までの環境負荷低減目標を定め
た「環境マスタープラン」を設定しましたので、今
後はそれにもとづき、目標達成に向けた取り組み
の推進・評価・改善のサイクルを確立したいと考
えております。また環境負荷量を研究成果との比
較で評価することは大変難しい問題ですが、評価
の仕組みを考えつつ、実現に向けて努力していく
所存です。

科学ライター 

松永 和紀 様



33

Environmental Sustainability Report

環境報告書に対する監事監査意見書
Auditors’ Review

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。
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【電車と路線バス】
◎JR常磐線・牛久駅西口より
　関鉄バス「つくばセンター」「谷田部車庫」「筑波大学病院」行き
　「農業環境技術研究所」下車徒歩3分
◎つくばエクスプレス・みどりの駅より
　関鉄バス「農林団地循環」乗車 
　「農林団地中央」下車徒歩12分
◎つくばエクスプレス・つくば駅よりつくばバスセンター
　関鉄バス「牛久駅」行き
　「農業環境技術研究所」下車徒歩3分

【自動車】
常磐自動車道谷田部ICより約5km
圏央道つくば牛久ICより約5km
国道408号線「布袋池」丁字路（農林団地入口）を曲がり
1つめの信号（観音台2丁目）を左折、左側2つめの入口（約800m）

独立行政法人農業環境技術研究所
〒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
http://www.niaes.affrc.go.jp/
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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
企画戦略室／総務管理室／財務管理室
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【お問い合わせ先】

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

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。

 独立行政法人

農業環境技術研究所
National Institute for Agro-Environmental Sciences
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