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報告内容
    「環境報告書 2015」は、国立研究開発法人農業環境
技術研究所（以下「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 11 回目の環境報告書として、2014 年度の
データをもとに報告します。

報告対象期間
2014 年 4月～2015 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国立研究
開発法人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」「研究用
水」の使用量、「電力」「都市ガス」「高温水」の使用
による「二酸化炭素（CO2）」の排出量並びに「下水」の
排水量には、同居する他の国立研究開発法人が使用
した量、または排出した量も含まれます。また電力
使用量、CO2 排出量に関しては、茨城県つくばみら
い市に2010 年 1月から稼働した開放系大気 CO2 増加

（FACE）実験施設についても合算しています。

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
 　「環境報告ガイドライン（2012年度版）」（環境省）、

「環境会計ガイドライン2005年版」（環境省）。

発行日
2016 年 2月（前回発行　2015 年 3月）

発行媒体
本報告書冊子のほかに、下記 URL から、冊子体と同

じ内容の電子情報（PDFファイル）としてもダウンロー
ドできます。

h t t p : / / w w w. n i a e s . a f f r c . g o . j p / s i n f o / e c o /
environment.html
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編集方針
Editorial Policy

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。
※筑波石とは筑波山付近で産出される花崗岩で、自然石として庭石などに利用され

ています。
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ガイドライン 環境報告書2015記載項目 対応ページ

環境報告の基本的事項【第4章】
1．報告にあたっての基本的要件

（1）対象組織の範囲・対象期間 編集方針＞報告対象組織、報告対象期間 1
（2）対象範囲の捕捉率と対象期間の差異 （該当項目なし） ―
（3）報告方針 編集方針＞参考にしたガイドライン 1 ～ 2
（4）公表媒体の方針等 編集方針＞発行媒体 1

お問い合わせ先 〈裏表紙〉
2．経営責任者の緒言 ごあいさつ 3 ～ 4

環境配慮の基本方針 5 ～ 7
3．環境報告の概要

（1））環境配慮経営等の概要 農業環境技術研究所の沿革 8
農業環境技術研究所の紹介 9 ～ 12
研究トピックス 13 ～ 16
環境負荷の全体像 19

（2）KPIの時系列一覧 環境負荷低減への取り組み 20 ～ 22
廃水処理 23
廃棄物処理 24

（3）個別の環境課題に関する対応総括 環境配慮の基本方針＞環境マスタープランと2014 年度の達成状況 7
4．マテリアルバランス 環境負荷の全体像 19

「環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況」を表す情報・指標【第5章】
1．環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等

（1）環境配慮の方針 環境配慮の基本方針＞理念・憲章・指針 5～6
（2）重要な課題、ビジョン及び事業戦略等 環境配慮の基本方針＞理念・憲章・指針 5～6

環境配慮の基本方針＞環境マスタープラン 5、7
環境安全衛生マネジメント＞環境報告書の発行 17
環境負荷低減への取り組み 20～22
廃水処理 23
廃棄物処理 24

2．組織体制及びガバナンスの状況
（1）環境配慮経営の組織体制等 環境安全衛生マネジメント＞環境管理のための委員会 17～18

環境報告書に対する監事監査意見書 38
（2）環境リスクマネジメント体制 環境安全衛生マネジメント＞環境管理のための委員会 17～18

環境安全衛生マネジメント＞資格取得、講習会等、教育・訓練の受講等 18
（3）環境に関する規制等の遵守状況 廃水処理 23

廃棄物処理 24
化学物質の管理 25

3．ステークホルダーへの対応の状況
（1）ステークホルダーへの対応 社会的取り組みの状況＞地域および社会に対する貢献 29～32
（2）環境に関する社会貢献活動等 社会的取り組みの状況＞地域および社会に対する貢献 29～32

4．バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況
（1）バリューチェーンにおける環境配慮の取組方針、戦略等 （該当項目無し） ―
（2）グリーン購入・調達 グリーン調達 26
（3）環境負荷低減に資する製品・サービス等 社会的取り組みの状況＞産官学連携による研究成果の活用 30
（4）環境関連の新技術・研究開発 研究トピックス 13～16
（5）環境に配慮した輸送 （該当項目無し） ―
（6）環境に配慮した資源・不動産開発／投資等 （該当項目無し） ―
（7）環境に配慮した廃棄物処理／リサイクル 廃棄物処理 24

「事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況」を表す情報・指標【第6章】
1．資源・エネルギーの投入状況

（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 19
環境負荷低減への取り組み＞エネルギー個別使用量 20～21

（2）総物質投入量及びその低減対策 環境負荷低減への取り組み＞ペーパーレスへの取り組み 22
（3）水資源投入量及びその低減対策 環境負荷低減への取り組み＞水資源使用量・排水量 21～22

2．資源等の循環的利用の状況（事業エリア内） 廃棄物処理＞リサイクル＞生ゴミ 24
廃棄物処理＞再利用の促進 24

3．生産物・環境負荷の産出・排出等の状況
（1）総製品生産量又は総商品販売量等 （該当項目無し） ―
（2）温室効果ガスの排出量及びその低減対策 環境負荷低減への取り組み＞温室効果ガス排出量と削減目標と排出量の推移 22
（3）総排水量及びその低減対策 環境負荷低減への取り組み＞水資源使用量・排水量 21～22
（4）大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 （該当項目無し） ―
（5）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 25
（6）廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 廃棄物処理 24
（7）有害物質等の漏出量及びその防止対策 化学物質の管理 25

4．生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況 生物多様性保全への取り組み 27

「環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況」を表す情報・指標【第7章】
1．環境配慮経営の経済的側面に関する状況

（1）事業者における経済的側面の状況 環境会計情報 36
（2）社会における経済的側面の状況 社会的取り組みの状況＞産官学連携による研究成果の活用 30

2．環境配慮経営の社会的側面に関する状況 社会的取り組みの状況 28 ～ 33

その他の記載事項等【第8章】
1．後発事象等

（1）後発事象 （該当項目無し） ―
（2）臨時的事象 社会的取り組みの状況＞研究不正防止への取り組み状況 33

2．環境情報の第三者審査等 外部の方からのご意見 37

環境報告ガイドライン（2012 年度版）で定義された記載項目に対する、環境報告書 2015 の主な対応項目及びページを記載しています。 
他の項目及びページにも一部記載されている場合があります。

環境報告ガイドライン（2012 年度版）による記載項目との対応表
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農業と環境に関する問題が重要性を増し、環境の保全や食の安全に関する国民の関心が高まってい
るなか、農業環境技術研究所（以下、農環研）は、自然と社会と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と環境問題の克服に貢献することを基本理念に掲げて研究を推進しています。

人間が環境問題を強く意識するようになったきっかけは、日本では公害問題でしょう。農環研の歴史
は、1893 年（明治 26 年）に国の最初の農業試験研究機関として設立された農商務省農事試験場に始まり
ます。農環研の農業環境インベントリー展示館では、日本の公害問題の原点といわれる足尾銅山鉱毒問
題や別子銅山の煙害問題に関連した資料を展示しています。これらは、農業への影響が深刻化していた 
19 世紀末頃の被害状況や、被害の原因究明にあたっていた農事試験場の当時の研究を知る上で、大変
貴重な資料です。資料は東京から筑波への移転時に持ち込まれ、そのまましばらく人目に触れることな
く保管されていましたが、2003 年（平成 15 年）に偶然見出されたものの一部です。今年（2015 年）になっ
て、古い事務文書を整理している中で、農作物の被害状況を克明に記した文書や図面など、足尾関係、別
子関係のさらに多くの資料が新たに発見されました。

足尾銅山では明治維新後の採掘量の増加とともに、明治 10 年代から農業や林業に甚だしい被害が発
生し、被害地の農村は惨状を呈していました。こうした状況の中、明治 20 年代に入ると古在由直（農事試
験場 2 代目場長）、沢野淳（初代場長）、横井時敬といった、当時を代表する農学者たちが農業被害の実態
調査と原因究明にあたっています。最初は半信半疑で調査に入った古在は、被害状況の酷さに、「感慨
胸に迫り被害民に対し同情の涙禁じ能わざりき」であったとされています。分析機器などなかった時代、
原因究明の困難さは容易に想像されるところです。

今日、食品中のカドミウムやヒ素などの含有量の国際基準が厳しくなるなか、国民の食の安全安心に
対する関心は高まっています。農環研ではコメなどの農作物中のカドミウムやヒ素を低減する技術の
開発を行なっていますが、こうした研究は、足尾鉱毒問題や別子煙害問題以来の研究の延長線上にある
といえます。

国立研究開発法人農業環境技術研究所
理事長

ごあいさつ
Greeting
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農環研は環境研究機関として、環境への取組に高い配慮をする必要があることはいうまでもありませ
ん。本環境報告書は、2014 年度に実施してきた研究所の環境配慮の取組みを中心に、シンポジウムや
セミナーの開催、各種イベントへの出展、専門家の派遣や技術相談等の社会貢献をめざす活動、さらに
はコンプライアンス推進の取組み等をまとめたものです。中期計画を推進するリサーチ・プロジェクト、
研究トピックスについても紹介しています。

最大のエネルギー消費要因である電力使用量は、2001 年と比較して2011 年度以降、大きく減少して
います。2011 年の東日本大震災以来重点的に進めてきた節電については、電力使用量は前年度比 8.9％

（約 130 万 kWh）減、2001 年度比 36.9%（約 800 万 kWh）減と大きく削減できました。節電に対する職
員の意識の定着、省エネルギー機器や設備の導入による効果と考えられます。CO2 排出量についても、
昨年度比 14.0％減、2001 年度比 34.1% 減と大きく削減できました。

2014 年度も、農環研の成果を広く広報するとともに農業環境問題への理解を増進するため、多数のシ
ンポジウム、セミナー等を開催しました。また、小中学生を対象とした「のうかんけん夏休み公開」を実施
し、2013 年度を大きく上回る来場者を迎えるなど、広報活動のさらなる強化を図りました。一方、本研
究所職員による植物防疫法違反事案及び DNA 合成製品等の取引等に関する不適正な経理処理事案が
発生したことを受け、事実関係の調査を行なうとともに、発生要因を解明し、再発防止に向けた管理体制
の整備、職員に対する教育訓練等を実施しています。コンプライアンス確保のための取組みを引き続き
強化します。

農環研は 1983 年の設立から今年で設立から32 年となります。平成 28 年 4月には同じ農水省所管の
国立研究開発法人である農業・食品産業技術総合研究機構と農業生物資源研究所、それに独立行政法
人種苗管理センターと統合し、新たな国立研究開発法人として出発します。農環研としての「環境報告
書」の発行はこれが最後になります。農業環境問題解決のための研究開発、国立研究開発法人としての
環境配慮の取組みの重要性は今後も何ら変わるものではありません。長年の研究の蓄積と伝統に則り、
社会の要請に応え、また社会から信頼を得るべく、さらなる努力を続けて参ります。
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中期計画
設立以来、環境中の汚染物質に起因する食の安心・安全の問題を始め、地球環境問題、生物多様性の保全、さら

には農業活動に由来する環境負荷物質など、様々な問題に取り組み、その解明と解決に貢献してきました。
こうした成果の上に立ち、2011 年度から5 年間の第 3 期中期計画では、以下の 4 つの目標を掲げて研究を推進

しています。

1．地球規模環境変動と農業活動の相互作用に関する研究
2．農業生態系における生物多様性の変動機構及び生態機能の解明に関する研究
3．農業生態系における化学物質の動態とリスク低減に関する研究
4．農業環境インベントリーの高度化とその活用に関する研究

一方、環境対策・安全管理については、以下の目標を掲げて推進しています。

（1） エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）に基づき、エネルギー使用の合理化をより
一層推進するため、研究所独自の環境マスタープランを策定し、施設の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、リサイクルの徹底、化学物質の管理の強化等を推
進する。また、これらの措置状況については環境報告書により公表する。

（2） 事故及び災害を未然に防止するため、研究所に設置する環境・安全委員会等による点検、管理及び施設整備
等の取り組みを一層推進するとともに、安全衛生に関する役職員の意識向上に向けた教育・訓練を実施する。

理念・憲章・指針
カドミウム、残留農薬、放射性物質など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、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すること
が求められています。

世界の食料と環境問題の克服に貢献することを目的としたこれらの研究活動を推進するにあたり、職員が高い
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、基本理念、行動憲章、環境憲章
を定めています。

環境マスタープラン
2007 年 7月に、環境負荷軽減のための取組項目と数値目標、所が取り組む事項、職員が取り組む事項等を定め

た環境マスタープラン（2007～2010 年度）を策定し、これに基づく取り組みを開始しました。2011 年度には 2010
年度までの達成状況を踏まえて、また可能な取組事項を追加して、新たな環境マスタープラン（2011～2015 年度）
を策定・公表しました。

環境配慮の基本方針
Agenda for Environmental Consciousness
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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。

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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Agenda for Environmental Consciousness

環境配慮の基本方針

取組項目と数値目標 2010年度までの
主な取り組み 所が取り組む事項 職員が取り組む事項 達成状況 2014年度の

主な取り組み

節
電
及
び
地
球
温
暖
化
・
オ
ゾ
ン
層
破
壊
防
止

①CO2排出量削減
［2011～2015年度中期計画

期間中の年間二酸化炭素排
出量を2001年度排出量の25％

（3,365t）以上削減］

◦節電の励行
◦空調設備等の省エネ化
◦省エネ型照明器具の導入
◦ 太陽光、風力発電外灯の 

導入
◦断熱フィルムの貼付

◦ クールビズ、ウォームビズの
徹底

◦ 温室、グロースチャンバー
等年間を通して電気使用量
の多い施設の集約化

◦ 冷凍庫・冷蔵庫の集約化
◦ 照明の抑制
◦ 高効率受変電設備への 

更新
◦ 省エネ型照明器具の導入
◦ 空調設備等の省エネ化

◦ 省エネ機器の購入
◦ 節電の励行（不要な照明の

消灯及びPC等機器の停止、
OA機器は終日節電機能を
利用等）

◦ 冷暖房機器の調節による 
室温設定

◦ 休日の登所の自粛

◦ 2014年度CO2排出量で 
は2001年度比で34.1％の
削減 

（2014年度の排出量8,871t-
CO2） 

（2001年度の排出量 
13,458t-CO2）

◦ 実験廃水処理施設の受変
電設備改修により高効率型
変圧器へ更新

◦ 本館1階、3階～5階廊下の
照明器具のLED化及び人感
センサー化

◦ 老朽化した実験機器の撤
去、更新

◦ 夏季におけるデマンド値の
掲示やグループウェアへの
掲載による職員等への周知

◦ 四半期毎の光熱水料等使
用実績の職員への周知

②フロン対策 ◦ 特定フロン使用の空調機、
冷蔵庫等の更新

◦ 特定フロン使用の空調機、
冷蔵庫等の更新

◦ 古い冷凍機の特定フロン
を処分

循
環
型
社
会
形
成
・
廃
棄
物
対
策

③省資源（上水使用量の削
減）

［2015年度までに2001年度比
44％以上削減］

◦ 水量調節弁の調整
◦ 漏水箇所の修繕

◦ 量水器設置による細部の使
用量把握

◦ 漏水箇所の点検・修繕

◦ 水道のこまめな開け閉め ◦ 2014年度上水使用量で 
は2001年度比で73.8％の
削減 

（2014年度の使用量 
56,861m3） 

（2001年度の使用量 
217,043m3）

◦ 漏水箇所の修繕
◦ 四半期毎の光熱水料等使

用実績の職員への周知

④省資源（用紙等使用量の 
削減）

［2015年度までにコピー用紙
の購入量を2001年度比33％
以上削減］

◦ 両面コピー機の導入
◦両面コピーの励行

◦ ペーパーレス化の推進（さ
らなるグループウェアの利
用促進）

◦ 両面コピーの励行

◦ 両面コピーによる使用量の
削減

◦ 2014年度の購入量では
2001年度比で39.6％の 
削減 

（2014年度の購入量 160
万枚） 

（2001年度の購入量 265
万枚）

◦ 四半期毎のコピー使用量
の職員への周知

⑤廃棄物の削減・適正処理
［2015年度までに一般廃棄物

2001年度比44％以上削減、 
産業廃棄物2002年度比10％
以上削減］

◦ イントラネットを利用した
再利用促進

◦ 食堂の生ゴミコンポスト製
造機の導入

◦ ゴミ分別マニュアルの作成

◦ ペーパーレス化の推進（さ
らなるグループウェアの利
用促進）

◦ 上記④とリンクし、コピー用
紙等の廃棄物の削減

◦ 食堂の生ゴミのコンポスト
化

◦ ゴミ分別マニュアルの厳守
◦ 文具購入時に再利用・分別

しやすい製品の選定

① 2014年度の一般廃棄物の
廃棄量では2001年度比で
56.3％の削減

② 2014年度の産業廃棄物の
廃棄量では2002年度比で
1.3％の削減 

（2014年度：①一般14t ②産
業34.8t） 

（2001年度：①一般32t） 
（2002年度：②産業35.2t）

◦ 老朽機器等の不要物品や
薬品類の処分を推進

⑥廃水の適正処理
［実験廃水について条例の排

水基準濃度の50％以下］

◦ 実験廃液の保管・処理、実
験廃水の処理についてマ
ニュアルの作成

◦ 実験廃水の処理前検査の
実施

◦ 実験廃水の処理前検査の
実施

◦ 実験廃水の適正な取扱い
の厳守

◦ 全項目で条例の排水基準
濃度の50％以下を達成

◦ 実験廃液の回収方法等の
マニュアルの修正を行い、
職員へ周知

⑦グリーン購入の推進
［100％調達］

◦ グリーン調達方針の策定 ◦ グリーン商品、バイオマスプ
ラスチック製品、木製品の
購入と職員への周知

◦ グリーン商品、バイオマスプ
ラスチック製品、木製品の
購入の促進

◦ 後述のグリーン調達（p26）
関係参照

◦ 環境物品等の調達の推進
を図るための方針を策定
し、HPに掲載

⑧化学物質の適正使用、適正
管理

◦ 化学物質の適正な使用と 
廃棄のためのマニュアルの
作成

◦ 毒劇物の適正管理
◦ ダイオキシン類のPRTR法に

よる適正管理
◦ 薬品管理システムの導入

◦ 毒劇物の適正管理
◦ ダイオキシン類のPRTR法に

よる適正管理
◦ 薬品管理システムによる適

正管理

◦ 化学物質の適正な使用と廃
棄の厳守

◦ 化学物質等薬品類や高圧
ガスの管理・廃棄等に関す
るマニュアルの修正を行
い、職員へ通知

⑨所内緑地の維持管理 ◦ 防風林、緑地の管理 ◦ 防風林、緑地の管理 ◦ ミニ農村、生態系保存実験
圃場、土壌生成調査圃場等
の管理

◦ 外注による構内樹木の　
剪定等

◦ 職員による本館周りの　　
草刈等

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

⑩役職員の意識向上 ◦ 屋外環境整備の実施
◦ 環境保全に対する取り組み

の提案募集、対応

◦ 環境保全に対する取り組み
の提案募集、対応

◦ 屋外環境整備の実施
◦ 環境保全に対する取り組み

の提案

◦ 執務環境についての　　
安全衛生委員会委員による
巡視等

⑪情報の開示 ◦ 環境報告書の発行とWeb
公開

◦ 環境に関する成果の公表
（研究成果情報、プレスリ
リース、研究会等）

◦ 環境報告書の発行とWeb
公開

◦ 環境に関する成果の公表
（研究成果情報、プレスリ
リース、研究会等）

◦ 環境報告書の継続的な発
行及びHPへの掲載

環境マスタープラン（2011 ～ 2015 年度）と2014 年度の達成状況
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年次 沿革

1893 年（明治 26 年） 農商務省農事試験場として東京西ヶ原に設置される

1899 年（明治 32 年） 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

1902 年（明治 35 年） 園芸部が新設される

1903 年（明治 36 年） 肥料鉱物調査所の事業が移される

1904 年（明治 37 年） 養畜部が新設される

1905 年（明治 38 年） 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

1916 年（大正 5 年） 畜産試験場の創設に伴い養畜部が廃止される

1919 年（大正 8 年） 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

1921 年（大正 10 年） 園芸試験場の創設に伴い園芸部が廃止される

1944 年（昭和 19 年） 生理部と農業気象部が新設される

1950 年（昭和 25 年） 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

1961 年（昭和 36 年） 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

1970 年（昭和 45 年） 放射線育種場が農業技術研究所の所属となる

1980 年（昭和 55 年） 西ヶ原から筑波研究学園都市に移転する

1983 年（昭和 58 年） 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、企画連
絡室、総務部となる

2001 年（平成 13 年） 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

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

2011 年（平成 23 年） 第Ⅲ期中期目標期間の開始にあたり、リサーチプロジェクト（RP）が再編される

2015 年（平成 27 年） 国立研究開発法人農業環境技術研究所に移行される

農業環境技術研究所の沿革
History of NIAES

農業環境技術研究所の歩み

農環研は、1893 年（明治 26 年）に設立された農商務省農事試験場に始まり、1983 年（昭和 58 年）には農業と
環境に関する基礎的専門研究機関として農林水産省農業環境技術研究所への改組を経て、2001 年（平成 13 年）
に独立行政法人、2015 年（平成 27 年）に国立研究開発法人となりました。

農業環境技術研究所の研究本館
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2014 年度の組織図

農業環境技術研究所の紹介
Introduction of NIAES

農環研の研究組織は、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RP 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。

リサーチプロジェクト（RP）
10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・センターの研究員が参加します。

理事長

監査室

理事

監事

温暖化緩和策RP
作物応答影響予測RP
食料生産変動予測RP
生物多様性評価RP
遺伝子組換え生物・外来生物影響評価RP
情報化学物質・生態機能RP
有害化学物質リスク管理RP
化学物質環境動態・影響評価RP
農業空間情報・ガスフラックスモニタリングRP
農業環境情報・資源分類RP

研究統括主幹
企画戦略室

連携推進室

広報情報室

研究情報システム管理室

安全管理室

研究技術支援室

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

2014 年 4月1日現在
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（百万円）■流動資産 ■固定資産
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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。

役員及び研究統括主幹、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
制及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
を行い、助言を得ることを目的とした評価委員会を設
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。

大沼あゆみ 慶應義塾大学経済学部教授

古在　豊樹 NPO 植物工場研究会理事長、千葉大学名誉教授

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

北　　宜裕 神奈川県農業技術センター所長

森田　満樹 ライター・消費生活コンサルタント

佐々木みさ子 農業者（宮城県生活研究グループ連絡協議会会長、JA みどりの理事）

大木　美智子 （一財）消費科学センター代表理事

人員の推移（年度毎）

マネジメントシステム

収入・支出の推移（年度毎）
【収入】

【支出】

【資産】

評価委員（2014 年度）

*  役職員は、役員・一般職員・技術専門職員・研究職員の年度末在職者数の

合計

** 契約職員は、ポスドク・パートタイマーの合計

***  受入研究員は、JSPS 特別研究員・JSPS 外国人特別研究員、研修員・招へ

い研究者・依頼研究員・技術講習生などの合計

*  2013 年度施設整備費は研究本館耐震改修工事（1,075 百万円）およびエネ

ルギー供給施設改修工事（894 百万円）を含む

役職員* 契約職員** 受入研究員***（人）
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リサーチプロジェクト（RP）

【温暖化緩和策リサーチプロジェクト】
農地からの二酸化炭素（すなわち土壌炭素量の変

化）、メタン、一酸化二窒素など温室効果ガス発生の
メカニズム解明、それに基づく発生モデルの開発と発
生削減技術の開発、削減効果や削減可能量の「見える
化」と、日本やアジアにおける定量的かつ総合的な広
域評価。

【作物応答影響予測リサーチプロジェクト】
気候変動下のイネの環境ストレスのメカニズム解明と

発生予測手法の開発。高二酸化炭素・温暖化条件に
おける生産機能強化のための有望形質の探索。気候
変動が炭素、窒素循環に及ぼす影響の解明とそのモデ
ル化。作物の生育、収量、品質を予測するモデルの開発
と適応技術の有効性評価。

【食料生産変動予測リサーチプロジェクト】
全球・地域気候モデル出力を用いた気候変化シ

ナリオのダウンスケーリング技術の開発とデータの
提供。作物の環境応答メカニズム研究や地域スケー
ルでの収量変動予測に関する成果に基づいた日本

全国およびモンスーンアジア・世界スケールでの食
料生産量予測モデルの開発。異常気象や極端現象、
水資源変動および土地利用変化を考慮した気候変
動に対する中長期での食料生産力の脆弱性評価手
法の開発。

【生物多様性評価リサーチプロジェクト】
農業生態系における生物多様性の保全と農業生産

との両立に向けた、耕作放棄地の拡大等の変化が生
物多様性に及ぼす影響の解明、環境保全型農業等の
取り組みの効果を評価できる生物多様性指標の開発
と活用、調査情報システム（RuLIS）を活用した広域的
な生物多様性の評価・予測手法の開発。

【遺伝子組換え生物・外来生物影響評価リサーチプロ
ジェクト】

遺伝子組換え（GM）作物の生物多様性影響評価、
外来植物の分布と土壌環境の関係解明、外来生物等
の分布拡大予測や農業被害リスクの推定。外来病害
ウイルスを媒介する昆虫の拡散距離と、GM 作物か
ら放出される花粉の飛散距離の導出に共通する数理
モデルの構築。外来緑化植物の管理優先度評価に
加え、国内外来種問題を顕在化させないための在来
緑化植物の移動に関する利用指針の確立等。

農業環境技術研究所の紹介
Introduction of NIAES

GMダイズとの交雑が懸念されるツルマメの生活史を調査

農業景観調査情報システム（RuLIS WEB）
http://rulis.dc.affrc.go.jp/rulisweb/

水田生態系の周年開放系温暖化実験システム
  左：冬季非作付期の温暖化実験　　PROPHET
  右：夏季の水田温暖化実験　　PROSPECT

土壌の CO2 吸収「見える化」サイト
http://soilco2.dc.affrc.go.jp
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【情報化学物質・生態機能リサーチプロジェクト】
雑草の生育を抑制する植物由来の生理活性物質

や、害虫 - 天敵生物 - 植物間の相互作用に関わる情報
化学物質の化学構造と作用の解明。農地で地球温暖
化の原因となるガスを発生する微生物や、生分解性
プラスチック農業資材を速やかに分解する微生物の
機能の解析と制御。

【有害化学物質リスク管理 リサーチプロジェクト】
農業環境におけるカドミウム、ヒ素、残留性有機汚

染物質（POPs）などの動態解明および作物吸収リスク
の評価と予測。これら物質の作物における濃度を低
減するため、植物の機能や物理・化学的手法を用い
た土壌浄化技術・吸収抑制栽培技術の開発および低
吸収品種の育成。

【化学物質環境動態・影響評価リサーチプロジェクト】
水田を有する農業集水域における化学物質（農薬、

栄養塩類など）の動態解明とそれを予測する数理モ
デルの開発。河川生態系に及ぼす農薬の影響を定
量的に評価する手法の開発。農地系外への窒素、リ
ン等の環境負荷軽減対策技術の有効性を定量的に
評価する手法の開発。

【農業空間情報・ガスフラックスモニタリングリサーチ
プロジェクト】

地球観測衛星等を用いて土地利用、作物成長、土
壌特性等の農業生態系情報を精度よく広域的に評価
するための新規リモートセンシング・GIS 手法の開発。
生態系スケールでのガスフラックス変化の解明およ
び広域的評価を可能にするモデルの開発。フラック
ス等の地上観測ネットワーク、地球観測衛星、気象等
基盤的データベース等のデータを体系的に用いて、
農業生態系を広域的かつ動的に監視・予測するシス
テムの構築。

【農業環境情報・資源分類リサーチプロジェクト】
土壌、微生物、昆虫、気象等の個別データベースの

整備・拡充とデータ活用手法の開発。農業環境中の
放射性物質のモニタリングと経時的推移の把握。全
国的な農業環境情報の一元的提供が可能な統合デー
タベース構築。農業生態系管理シナリオの策定に資
する総合的環境影響（エコバランス）評価手法の開発。

O

O

Isoprenyl 5-methylhexanoate

マツモトコナカイガラムシ
Crisicoccus matsumotoi

メスがオスを誘引するフェロモンを利用することで
害虫の発生予察を行うことができる

放射能汚染圃場に適用可能な除染技術の開発

河川の水生昆虫コガタシマトビケラ
を用いて 農薬の影響を評価する

「土壌情報閲覧システム」の土壌温度区分図閲覧ページ
「土壌情報閲覧システム」の URL:

http://agrimesh.dc.affrc.go.jp/soil_db/
⎛ ⎞
⎜ ⎜
⎝ ⎠

①水の導入・分散剤の散布 ②土壌攪拌 ③ポンプによる濁水の排水

⑥仮置き場での汚泥の保管⑤フィルターバッグによる
水と粘土の分離

④ポンプによる濁水の
貯留・凝集剤による沈降
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研究トピックス
Research Topics

農地の蒸発散量とCO2フラックスを監視
遠隔地の観測データをオンラインで収集、処理、公開

農地の蒸発散量や作物の光合成・呼吸に伴う二酸
化炭素（CO2）の吸収・発生量（フラックス）は、作物生
産に関わる基本的な情報です。渦相関法というフラッ
クス計測手法が普及した現在では、水田、畑地、牧草
地等のさまざまな農地で、蒸発散量や CO2フラックス
の観測が行われています。一方、データ通信技術の
進歩により、遠隔地で得られた多量の観測データを、
インターネット経由で迅速に収集することが容易にな
りました。そこで、モンスーンアジアに点在する農地
観測点で得られた観測データを収集して一括演算処
理し、各地点の蒸発散量とCO2フラックスをその不確
実性や気象データとともにインターネット上で公開す
る、オンライン処理システム「FluxPro」を開発しました

（図）。これにより、遠隔地の農地の蒸発散量や CO2

フラックスをオンラインで監視したり、気候や作付が
異なる農地の蒸発散量や CO2フラックスをリアルタイ
ムで比較したりすることが可能となりました。また、
計測からデータ公開までに要する時間と労力が大幅
に削減され、観測地点のネットワーク化やデータ統合
の促進も期待されます。本システムは、タイのチャオ
プラヤ川の流域蒸発散量の予報や数値モデルの検証
に活用されています。今後は、データ同化手法を組
み込んだ蒸発散モデルによる農地の水需給の短期予
報機能を、本システムに追加する計画です。

畜産事業場は農業地域の主要な点汚染源の一つ
ですが、排水による亜鉛と銅の排出の実態、および水
生生物に対して生態リスクのある亜鉛による農業河
川の汚濁実態は分かっていませんでした。

まず、国内の畜産事業場で標準的な活性汚泥処理
による浄化処理前後の排水（それぞれ「原汚水」と「処
理水」）を全国各地から収集して分析しました。その
結果、飼料に亜鉛・銅が添加される養豚事業場の排
水には、乳牛飼養施設に比べてそれらが高濃度で含
まれること、そして、原汚水中の高濃度は浄化処理に
より大きく低減できることが明らかになり、これを基
に、わが国の畜産事業場排水に対する亜鉛と銅の排
出原単位を推定しました。

さらに、農地河川における亜鉛の生態リスクを明
らかにするため、2 戸の養豚事業場の排水が流入す
る農地河川の水質調査を実施しました。その結果、
流域最下流地点の亜鉛濃度は水質環境基準値（0.03 
mg/L）を上回る場合があり、このとき、水生生物に対し
て無視できない生態リスクがあると判定されました。
この汚濁の原因は、1 戸の事業場からの処理不十分
な排水の放流と推定され、浄化処理の改善等によりこ
の排水の水質を適正化することで河川の汚濁と生態
リスクは改善されると予測されました。

農地河川での亜鉛の生態リスク評価
畜産事業場の亜鉛排出原単位調査から

2戸の養豚事業場（1と2）のあるA川における水質亜鉛
濃度分布と水生生物に対する生態リスクの評価事例

FluxProの運用ウェブサイト
計18の観測地点のうち、10地点をオンラインで、8地点をオフラインで運用
している（2015年3月末現在）。オンライン運用の場合は、1時間毎にデータ
を回収し、5分後から17分後に処理結果をウェブサイトに表示する。

調査地点 項目 現状 ⇒ 排水処理改良後
（予測値）

①流域の最下流地点
生態リスク（％） 9.1 0.3

0.037 0.008

②養豚事業場１の下流地点 亜鉛濃度（mg/L） 0.17 ‒

③養豚事業場２の下流地点 0.02 ‒
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ヒ素をメチル化する根圏微生物の単離と
その分子機構の解明

－稲に含まれるメチル化ヒ素の謎に迫る－

GSRB54株から単離したarsMをヒ素感受性大腸菌で高発現さ
せた時のヒ素形態の経時的変化（左図）とGSRB54株の無菌イ
ネへの接種試験（右図）

コメに含まれるヒ素化合物の主要な形態は、無機
ヒ素（亜ヒ酸、ヒ酸）とメチル化ヒ素の一種であるジ
メチルアルシン酸（DMA）です。DMA は水稲根圏に
生息する土壌微生物の代謝によって生成され、それ
を稲が直接吸収すると考えられていますが、その機
構は明らかになっていません。そこで、水稲根圏から
ヒ素をメチル化する微生物を単離し、その作用機構
を分子レベルで明らかにすることで、玄米に含まれる
DMA の由来を解明しました。

高ヒ素土壌で栽培した水稲根圏から、亜ヒ酸（As
（III））をメチル化してDMA に変換する機能を有する

Streptomyces 属の新種（GSRB54 株）を単離すること
に成功しました。さらに GSRB54 株からAs（III）に S-
アデノシル－ L-メチオニン（SAM）のメチル基を転位
する酵素遺伝子（arsM）も特定しました。本遺伝子を
亜ヒ酸感受性の大腸菌で高発現させたところ、ヒ素
耐性を示し、さらに DMA やトリメチルアルシンオキ
サイド（TMAO）が生産されることから、本遺伝子は As

（III）をメチル化する能力があることが立証されまし
た（左図）。As（III）を含む培地で無菌栽培した水稲根

（播種後 2 週齢）に GSRB54 株を接種すると、茎葉部
からDMA が検出されました（右図）。これは GSRB54
株によって生産された DMAを水稲が吸収したため
と考えられます。本成果は稲に含まれるDMA の起
源が、根圏微生物由来であることを初めて立証した
研究で、今後のコメ中ヒ素低減技術開発への活用が
期待されます。

ニホンアマガエルは水田やその周辺域で普通に見
られるカエルで、害虫の天敵やヘビ・鳥など高次捕
食者の餌として重要な生物です。水田で農薬が使用
される5～7月に幼生（オタマジャクシ）の時期を過ご
すため、暴露の可能性が高い水稲用農薬 11 製剤につ
いて、室内実験で幼生の感受性を調べました。

各製剤に対する幼生の感受性を96 時間 LC50（半
数致死濃度）値で検定したところ、除草剤 E・F・Iで
10～30 mg/Lと低濃度で影響が認められ（表）、さら
に、これら3 製剤の各有効成分について同様に調べ
たところ、インダノファン、エスプロカルブ、プレチラク
ロール、ジメタメトリンの LC50 値が 0.5～3 mg/Lと低
く、これらの成分の寄与が考えられました。

そこで、数理モデルにより田面水中の 3 製剤有効成
分濃度を計算したところ、どの成分でも推定最高濃度
は各々の LC50 値を下回ったことから（図）、水田におい
て製剤ごとに定められた施用量であれば、ニホンアマ
ガエル幼生の個体数に重篤な影響を与える可能性は
低いものと思われます。本成果は、水田を生息域とす
る生物に対する農業活動の影響を評価する際の一知
見として、活用が期待されます。

ニホンアマガエル幼生の
水稲用農薬に対する感受性

各種水稲用農薬製剤に対する
ニホンアマガエル幼生の半数致死濃度（LC50）

数理モデル PADDY による
3 種除草剤製剤有効成分の田面水中濃度の推定

製剤名 有効成分1 有効成分2 有効成分3 有効成分4 LC50(mg/L)

殺虫殺菌剤 A
（箱粒剤）

イミダクロプリド
2.0％

カルプロパミド
4.0％ ≧ 200

殺虫殺菌剤 B
（箱粒剤）

チアクロプリド
1.5%

カルプロパミド
4.0％ ≧ 200

殺虫剤 C
（箱粒剤）

ベンフラカルブ
5.0％ ≧ 200

殺虫剤 D
（箱粒剤）

カルボスルファン
3.0% ≧ 200

除草剤 E
（1キロ粒剤）

インダノファン
1.5％

ピラゾスルフロンエチル
0.3% 30

除草剤 F
（1キロ粒剤）

インダノファン
1.2％

ピラゾスルフロンエチル
0.3%

ベンゾビシクロン
2.0% 25

除草剤 G
（1キロ粒剤）

ビリミノバックメチル
0.45％

ベンスルフロンメチル
0.51％

ブロモブチド
9.0％

ベントキサゾン
2.0％ 159

除草剤 H
（1キロ粒剤）

カフェンストロール
2.1％

ベンゾビシクロン
2.0% 119

除草剤 I
（1キロ粒剤）

エスプロカルブ
15.0％

ビラゾスルフロンエチル
0.3％

プレチラクロール
4.5％

ジメタメトリン
0.6％ 10

除草剤 J
（1キロ粒剤）

オキサジクロメホン
0.8％

ビラゾスルフロンエチル
0.3%

クロメプロップ
3.5％ ≧ 200

除草剤 K
（フロアブル）

ビリミノバックメチル
0.56％

ベンスルフロンメチル
0.9351％

ブロモブチド
17.0％

ベントキサゾン
2.08％ 127

除草剤E

インダノファン インダノファン エスプロカルブ

ジメタメトリン

ピラゾスルフロンエチル

プレチラクロール

ピラゾスルフロンエチル ピラゾスルフロンエチル

ベンゾビシクロン

0.3

0.2

0.1

0.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.3

0.2

0.1

0.0

濃
度（
m
g/
L）

除草剤F 除草剤I

0	 5	 10	 150	 5	 10	 15 0	 5	 10	 15
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研究トピックス
Research Topics

外来生物の侵入地環境への
急速な適応の例

外来生物の分布拡大や被害リスクを予測するため
には、新たな環境への適応過程やその機構を明らか
にすることが重要です。そこで、近年わが国に侵入し
分布を拡大した外来昆虫ブタクサハムシが、侵入地の
環境にどのように適応したかを調べました。

ブタクサハムシの成虫（図1）は短日で休眠します。
1999 年と2005～2012 年の採集系統をさまざまな
日長で飼育して調べると、2005～2012 年系統では
1999 年系統より休眠率が低く、臨界日長（50％の個体
が休眠する日長）は約 2 時間短縮していました（図 2）。
これは1999 年から2005 年までの期間に本虫の日長
反応が変化し、休眠する季節が遅くなったことを意味
します。この変化が侵入地の環境への適応によるも
のか否かを明らかにするため、全国18 地点で採集し
た個体の日長 13 時間での休眠率を調べた結果、緯度
が高いほど、また標高が高いほど休眠率が高いことが
わかりました。このことは、寄主植物が早く枯れる地
域ほど早く休眠に入ることを意味し、本虫が侵入地の
環境に適応していることを示します。外来生物は侵入
地環境に適応するのに比較的長い期間を要するとさ
れていますが、本虫では 6 年以内の短期間で適応した
と言えます。このことから、昆虫の中には環境に適応
するように生理生態的特性が急速に変化するものが
いることがわかりました。

セルロース系バイオマスを原料としたエタノール
生産技術の開発が求められていますが、その実用化
のためには、原料となるバイオマスの効率的な収集・
貯蔵と分解・発酵法の開発、エタノール蒸留コストの
低減、バイオマス分解と蒸留の過程で生じる大量の廃
液の処理といった多くの課題があります。当研究所
では、これらの課題を解決する手段として、飼料イネ
から家畜の餌（サイレージ）を作る工程を利用して、エ
タノールを省力的かつ大量に生産する技術を開発し
ました。

この技術は、飼料イネロールベールを調製する際
に、バイオマス分解酵素とエタノール生産酵母を同時
に加えて密封し、野外で温度管理をせずに静置する
と、ロールベール内部でエタノールが生産されるとい
うものです（図）。大型処理施設が不要で、収穫地近く
で行うため、省エネ型の生産技術です。複数の飼料
イネ品種を用いて試験した結果、品種「リーフスター」
では、試験開始 6ヶ月後に（99.5%エタノール濃度換
算で）乾物重量 1 tあたり最大 175 L のエタノールが
生産できました。ロールベール内に蓄積したエタノー
ルは、パイロット規模の蒸留装置を用いて最大 9 割程
度を回収できました。エタノール回収後の残さは、飼
料イネから作られるサイレージとほぼ同程度の組成
であり、通常の餌としての利用が期待されます。

飼料イネロールベールを用いた
エタノール生産

飼料イネロールベールを用いた
エタノールと家畜の餌の同時生産

図1  ブタクサハムシの成虫
北米原産。体長3.5～5mm。わが国
では1996年に発見後、沖縄県を除
く都道府県に定着。寄主植物：ブタ
クサ、オオブタクサなど。

図2 各日長における休眠率
（茨城県つくば市）

1999年採集個体群と2005年以降の
採集個体群との間で、休眠率および
臨界日長（矢印）が異なることがわか
ります。
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土壌中 CO2 発生量鉛直分布の推定方法の開発
どの深さからCO2 がどの程度出ているのか？

日米とその島嶼間の外来昆虫相比較
侵入パターンが映し出す歴史的・地理的要因

土壌から発生するCO2 は、大気中の CO2 濃度の増
加において非常に大きな割合を占めており、地球温
暖化に関わる非常に重要な要素です。土壌は幾層も
の異なる性質の土壌の重ねあわせで構成されている
ため、土壌からの CO2 発生量を正確に予測するため
には、土壌のどの深さからどの程度の CO2 が発生して
いるのかを理解する必要があります。しかしながら、
経時的に、非破壊的に、その推定精度の評価も含め
て、土壌中 CO2 発生量鉛直分布を推定することは難し
く、新たな手法の開発が望まれていました。

本研究では、粒子フィルター法と呼ばれる統計学
手法を用いて土壌中 CO2 発生量の鉛直分布を推定す
る手法（VCEP-PF 法）を開発しました。この手法では、
土壌鉛直方向の数点において測定された CO2 濃度及
び、ガスの拡散の程度の推定に重要な土壌水分・温
度の時系列データを元に、CO2 発生量の鉛直分布と
時間変化、及びその信頼区間を推定します。近年、比
較的簡易に土壌 CO2 濃度を測定できるようになった
ため、VCEP-PF 法と組み合わせることで、今後、多点
においてCO2 発生量の鉛直分布を得ることができま
す。多点において土壌の各層の性質とCO2 発生ダイ
ナミクスの関係が明らかになることによって、土壌か
ら発生するCO2 のより精緻な予測ができるようになる
ことが期待されます。

日本国内にどのような外来昆虫が定着しているかリ
ストを作り、これを他国のリストと比較することによっ
て、日本の外来昆虫相の特徴が明らかになり、検疫業
務においてどのような害虫を特に警戒すべきか、大ま
かな傾向がつかめると考えられます。

そこで、これまで当研究所で蓄積されてきた日本国
内の外来昆虫種リストを日本本島、沖縄、小笠原に分け
て再構築し、米国農務省で作成された北米の外来昆虫
種リストと、ハワイ・ビショップ博物館で公開されてい
る外来昆虫種リストと比較しました。外来昆虫の種数
を比較したところ、北米（3,540 種）が最も多く、次いでハ
ワイ（2,651種）、日本本島（471種）、沖縄（349 種）、小笠
原（168種）の順でした（図）。外来昆虫の分類群別の
構成比を、各地域の在来昆虫と比較したところ、アザミ
ウマ目、カメムシ目のような小型施設害虫や、ゴキブリ
目、ノミ目のような全世界的衛生害虫が、外来昆虫とな
りやすい傾向がありました。それぞれの地域の外来昆
虫の原産地の推定を行ったところ、移民や貿易など歴
史的な背景によって説明される傾向と、気候的な類似
性によって説明できる傾向とが示されました。

日本、沖縄、小笠原、北米、ハワイ、
5地域での外来昆虫数の分類群構成

 

CO2発生量（mol m-3 day -1）
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各土壌深度CO2発生量の推定値の時間変化
図は岐阜県の高山における森林土壌について。縦軸は土壌の深さ、横軸
は推定した日付（年-月-日）。この図は、推定値の平均値について示してい
ますが、VCEP-PF法では、実際には、その推定値の信頼区間とともに推定さ
れます。
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環境憲章の制定
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月に環境憲章を制定しました。

環境マスタープラン（2011 ～ 2015年度）の策定
環境負荷軽減を目的とし、①節電及び地球温暖化・

オゾン層破壊防止、②循環型社会形成・廃棄物対策、
③コミュニケーションを取組目標として定めた「環境
マスタープラン（2011～2015 年度）」を2011年 8月に
策定し、これに基づき取り組んでいます。

環境報告書の発行
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、2015 年 3月に「環境報告書
2014」を発行しました。

環境管理のための委員会
環境と安全に関する諸問題の改善・解決のために、

各種委員会を設置して取り組んでいます（右上図）。

1.環境・安全委員会
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） 環境マスタープラン、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

環境安全衛生マネジメント
Environmental Health & Safety Management

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
営を図っています。環境・安全委員会には、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）

2.安全衛生委員会
安全および衛生に関する事項

１）職員の危険や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 に

ついて審議します。

3.化学薬品等安全管理委員会
化学薬品及び有害物質等の適切な管理を図ること

を目的としています。

環境保全推進部会

アイソトープ部会

防災対策部会

環境・安全委員会

安全衛生委員会

化学薬品等安全管理委員会

隔離ほ場組換え植物安全管理委員会

一般試験ほ場組換え作物安全管理委員会

組換え生物第二種使用安全管理委員会

動物実験委員会

輸入禁止品等利用研究管理委員会

微生物実験安全委員会

予算管理・運営委員会 ほ場関連施設部会

農業環境技術研究所運営体制
（環境・安全関連抜粋）
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輸入禁止品等の取扱い教育訓練

救命講習会

4.ほ場関連施設部会
ほ場関連施設部会は予算管理・運営委員会の下

に置かれ、ほ場等の管理運営や防風林等の保全に関
して審議します。

5.隔離ほ場組換え植物安全管理委員会
遺伝子組換え生物の第一種使用等による生物多様

性への影響の評価等の試験に関する業務の安全、か
つ適切な実施を図ることを目的としています。

6.一般試験ほ場組換え作物安全管理委員会
一般試験ほ場における第一種使用規程承認組換え

作物の栽培実験に係る管理体制の整備を図るととも
に、栽培実験の安全かつ適切な実施を図ることを目
的としています。

7.組換え生物第二種使用安全管理委員会
遺伝子組換え生物等の第二種使用等の実験の安

全かつ適切な実施を図ることを目的としています。

8.動物実験委員会
動物実験に関し、科学的観点と動物愛護の観点と

両立させ、その適正な実施を図るため、遵守すべき事
項を定めることにより、科学的で動物福祉上適正な実
験の実施を図ることを目的としています。この中で、
動物の感染症等の疾病予防、実験動物の逸走防止、
臭気・騒音・廃棄物、死体等による周辺環境への悪
影響の防止に配慮するよう実験者等に助言・指導等
を行います。

9.微生物実験安全委員会
微生物等の実験的取扱い及び保管に関する基準

を設けることにより、人及び動物への危害の防止を図
り、試験研究その他の業務を円滑に遂行することを目
的としています。

10.	輸入禁止品等利用研究管理委員会
輸入禁止品等の使用、培養、保管に関する措置を定

め、もって輸入禁止品等の安全かつ適正な管理を図
ることを目的としています。

資格取得、講習会等、教育・訓練の受講等
資格取得
　危険物取扱者（乙類 4 種）： 1 名
所外講習会派遣
　危険物取扱者保安講習会： 1 名
　防災管理新規講習会： 1 名
所内講習会等
　安全衛生に関する研修会： 48 名
　安全管理に関する講習会（試薬取扱）： 91 名
　救命講習会
　（AED 操作方法・心肺蘇生法・止血法等）： 19 名
教育・訓練
　放射線障害防止のための教育・訓練： 60 名
　微生物実験の安全管理に関する説明会： 56 名
　遺伝子組換え実験に関する教育訓練：  47 名
　輸入禁止品等の取扱い教育訓練： 78 名
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汚染物質排出量*5

　全クロム 0.0013kg
　水銀 0.0001kg
　鉛 0.0028kg
　ヒ素 0.0055kg
　亜鉛 0.0550kg
　窒素 1.1273kg
　リン 0.0218kg

大気排出物
温室効果ガス排出量：
 8,876t--CO2

  電　　力： 7,281t--CO2

  化石燃料： 1,590t--CO2

  高 温 水： 0t--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： 11t
　産業廃棄物： 35t

水域排出物
下水道への総排水量： 50,640m

3

　うち実験廃水処理施設
　からの排水量：  16,295m

3

研究開発

研究成果

エネルギー
電　　力： 13,737,229kWh
都市ガス： 695,797m3

灯　　油： 280ℓ
軽　　油： 　1,400ℓ
ガソリン： 10,844ℓ
高 温 水：   0 GJ 

物　質
研究用装置・機器
研究資材
　PRTR対象物質 341kg
農業資材
事務・日用品
　コピー用紙 6,190kg
　トイレットペーパー 1,200kg

水
上　水： 56,861m

3

井　水： 59,353m
3

研究用水 ：  188,011m
3

*3
*1

*2

*4

 査読論文170報、学会発表等608件 *6

特許出願2件*7、 著書32件(2014年度実績)

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、研究活動を行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。2014 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
エネルギー消費は、エネルギー量に換算すると

164,250 GJです。内訳では①電力の消費によるもの
が 80.7％、②都市ガスの消費によるものが 19.1%と、
2 つの消費でほぼ全体を占めています。

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　 研究用水は技会筑波事務所研究用水施設から供給され試験研究用の潅漑水として利用しています。
　　「環境報告書 2011」までは、水域排出物の水田等の項目に計上していましたが、現項目に移しました。
*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。
*6　 学会発表、雑誌・資料等のその他著作物の数を合計しました。
*7　特許出願数は品種登録出願を含んで算出しました。

Environmental Impact

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.3.3）」（2012 年 5月環境省・経済産業省）、
電気事業者別の CO2 排出係数（2014 年度実績）に基づき算定しました。

■375
■10

■0
■53

高温水

軽油

灯油

ガソリン

都市ガス

電力

132,501

31,311
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環境負荷低減の取り組み

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、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、世界の各国は国連気候変動
枠組条約を締結し、温室効果ガス削減のための政策
を実施しています。わが国は、現時点では、2020 年
に向けて、2005 年比で 3.8％の温室効果ガスの削減
を目標としています。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。

職員への周知
環境・安全委員会の環境保全推進部会は、環境マ

スタープランに基づき、毎年、具体的な省エネ・節電
対策を策定しています。さらに、クールビズやウォー
ムビズを推奨しています。これらについては、掲示板
やグループウェアを利用して職員に周知しています。

エネルギー個別使用量
１．電力

最大のエネルギー消費要因である電力使用量は、
2001 年度と比較して2011 年度以後大きく減少してい
ます。2011 年 3月に発生した東日本大震災にともな
い発出された電気事業法に基づく電気の使用制限に
対して、農環研では節電実行委員会を設置し、契約電
力の 3,900 kW に対し夏場における最大使用電力を
600 kW 減の 3,300 kW以下を目標とし節電に努めま
した。その結果、節電目標を大きくクリアし、節電期間

（2011 年 7月1日から9月13日）における最大使用電
力の最大値は 2,591 kW、平均値は 2,172 kWでした。

2014 年度も引き続き節電に取り組みました。人感
センサー付き照明の設置、LED 灯への更新等更なる
インフラ整備を行い、最大使用電力の自主目標値を
3,000 kW以下に設定しました。

 
職員に対しても、以下の取り組みをお願いしました。

①冷暖房の抑制
②冷凍庫・冷蔵庫の集約と更新
③昼休み時間の消灯
④ 帰宅時のパソコン、プリンター、電気ポット等の電

源 OFF 等

 

1 冷冷房（夏季）
(1)

(2)  　⼀一般冷冷房運転時には、単独空調は稼動させない。
(3)  　クール・ビズ（涼しい服装）に⼼心がける。
2 暖房（冬季）
(1)

(2)  　⼀一般暖房運転時には、単独空調は稼動させない。
(3)  　ウォーム・ビズ（暖かい服装）に⼼心がける。
3 照明
(1)  　勤務時間中であっても、不不在となる居室等は照明を消灯する。
(2)  　昼休み時間は、可能な限り居室等の照明を消灯する。
(3)  　廊下の照明については⼈人感センサー化により抑制を⾏行行う。
(4)  　午後５時１５分以降降の居室等の照明は、可能な限り必要最⼩小限とする。
4 省省エネ機器の購⼊入
(1)  　電気等エネルギー消費機器の購⼊入にあたっては、効率率率的な省省エネタイプの製品

を選定する。
(2)

5 その他
(1)  　夏季における温室・ｶﾞﾗｽ室等の使⽤用については、可能な限り集約化する。
(2)  　コピー枚数は必要最⼩小限とする。
(3)  　使⽤用しないパソコンやプリンターの電源を切切る。
(4)  　最後に帰宅宅（退室）する者は、コピー機、パソコン、プリンター、電気ポット

などの電源を切切る。
(5)  　業務を計画的に処理理し、できるだけ早く帰宅宅するとともに、できるだけ休⽇日に

登所しない。
(6)  　エコドライブ（やさしい発進、加減速の少ない運転、早めのｱｸｾﾙｵﾌ、無⽤用なｱ

ｲﾄﾞﾘﾝｸﾞをしない、ﾀｲﾔの空気圧を適正に保つなど）に⼼心がける。
(7)  　夏季における使⽤用電⼒力力等について、グループウェア等に掲載し役職員へ周知す

るとともに、節電の意識識を⾼高める。

（環境保全推進部会）

農環研における省省エネ・節電対策について
 　平成２７年年度度における省省エネ・節電対策については、｢省省エネルギー・省省資源対策推進
会議省省庁連絡会議決定」の趣旨を踏まえ、下記のとおり実施しますので、ご協⼒力力をお願
いいたします。
 　省省エネを徹底することにより、CO2排出量量を削減することが可能です。

記

 　⼀一般冷冷房運転時の室温は２８℃を⽬目途に、ファンコイルのスイッチのこまめな
⼊入切切により室温を調節する。また、必要によりブラインド等で⽇日射を遮る等適切切
に調節する。

 　⼀一般暖房運転時の室温は１９℃を⽬目途に、ファンコイルのスイッチのこまめな
⼊入切切により室温を調節する。

 　旧型で⼤大量量に電気を消費する恒温器、冷冷凍庫などは、効率率率的な省省エネタイプの
機種への更更新を検討するとともに、共⽤用による台数削減に努⼒力力する。

人感センサー付き照明の導入
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その結果、2014 年度の電力使用量は、2013 年度
と比較して8.9％（約 130 万 kWh）、2001 年度と比較
して36.9％（約 800 万 kWh）減少しました。これは、東
日本大震災以後の職員の高い節電意識が 2014 年度
も維持された結果と思われます。今後も電力需給状
況を注視しながら、節電への取り組みを続けていく必
要があります。なお、2010 年 1月から、つくばみらい
市で FACE 施設が利用されており、電力量に合算して
おります。FACE 使用分は電力量合計の約 0.4％となっ
ております。

２．化石燃料
都市ガス使用量は、エネルギー供給施設改修に伴

い、2014 年3月から冷暖房の熱源を農林水産省技術
会議事務局筑波事務所エネルギーセンターからの高
温水一括供給方式から各研究機関での都市ガスによ
る分散供給方式に切り替えたため、2001年度に比べ
て1147.0％増加しています。燃料については、軽油が
70.7％減少、ガソリンが24.8％増加、灯油が98.7%減
少で、都市ガスと燃料を合わせた化石燃料全体の消費

量は、エネルギーベースで772.7％増加しました。
また、高温水と化石燃料を合わせたエネルギー消費

量は2001年度との比較では58.5％減少、前年度との
比較では26.0％減少しました。

水資源使用量・排水量
上水使用量は2001年度に比べて73.8％減少とな

り、減少傾向が続いています。井水使用量は2001年
度比 34.5％の減少となりました。灌漑水として利用し
ている研究用水は、2009 年度から増加傾向が続いて
おりましたが、2014 年度使用量は前年度と比べると
9.7％の減少となりました。

下水排水量（実験排水処理施設からの放水量とそ
の他の排水量の合計）は、2001年度との比較では
61.3％減少、前年度との比較では17.9％減少しました。
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　　年度毎の化石燃料使用量（エネルギーベース）

研究用水の貯水池
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温室効果ガス排出量削減目標と排出量の推移
第Ⅲ期中期計画期間（2011～2015年度）において、

二酸化炭素（CO2）排出量を2001年度と比較して25％
（3,365 t-CO2）以上の削減を目指しています。

2014年度のCO2 排出量は、2001年度と比較して
34.1％削減、2013年度と比較して14.0％の減少となり
ました。これは2011年度から継続している節電対策に
より電力使用量を削減している結果と考えられます。

CO2 排出量削減目標を達成するためには、省エネへ
のさらなる取り組みが必要です。

環境マスタープランの達成状況
農環研が定めている環境マスタープランのうち、こ

こでは CO2 排出量、上水使用量、用紙等使用量につ
いて、数値目標達成状況を検証しました。その結果、
CO2 排出量、上水使用量及び用紙等使用量について
数値目標を大幅に上回ることができました。

その他の排水量
実験廃水処理施設からの放水量
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ペーパーレスへの取り組み
情報伝達手段として掲示、電子メールやグループ

ウェアの利活用、コピー用紙の両面コピーを徹底す
ること等によりペーパーレス化を図ってきました。そ
の結果、コピー用紙の購入量は、2001 年度と比較し
て39.6％（約 105 万枚）減少し、前年度との比較では
3.2％（約 5 万枚）増加しました。コピー用紙の購入量
を減らすため、職員一人一人が、ペーパーレス化等の
取り組みに一層努力する必要があります。
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環境マスタープランの取組目標と2014 年度実績

取組項目 数値目標 2014年度実績

CO2排出量削減 2001年度比25%以上削減 2001年度比34.1%削減

上水使用量の削減 2001年度比44%以上削減 2001年度比73.8%削減

用紙等使用量の削減 2001年度比33%以上削減 2001年度比39.6%削減

コピー枚数縮減を呼びかける掲示
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廃水処理の概要
実験室から排出される一般実験廃水を、実験廃水

処理施設において、下水道法やつくば市下水道条例
等に基づく排水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、水銀、
六価クロム、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（バースクリー
ン）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、水銀などの項目に
ついて排水基準を満たし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。排水基準を超えてい
る項目があるときは、処理をして排水基準以下を確認
し放流します。実験廃液の取り扱いに対するマニュ
アル作成や注意喚起を行っていることもあり、2014
年度の年間平均値は法・条例の排水基準濃度の
50％以下となっています。

項　　目 単 位 排水基準
2014 年度実績

最大値 最小値 年間平均値
水温 ℃ 45℃未満 * 23.2 10.6 17.15
PH（水素イオン濃度） 5 ～ 9** 7.9 7.0 7.43
SS（浮遊物質量） mg ／ ℓ 600 未満 ** 5.3 1.0 1.40
シアン化合物 mg ／ ℓ 検出されないこと *** 不検出 不検出
クロム化合物 mg ／ ℓ 1 以下 **** 0.0030 0.0010 0.0013
六価クロム化合物 mg ／ ℓ 0.05 以下 *** 0.0090 0.0020 0.0028
水銀およびその化合物 mg ／ ℓ 0.0005 以下 *** 0.0001 0.0001 0.0001
鉛およびその化合物 mg ／ ℓ 0.05 以下 *** 0.0090 0.0010 0.0028
ヒ素およびその化合物 mg ／ ℓ 0.01 以下 *** 0.0070 0.0050 0.0055
亜鉛およびその化合物 mg ／ ℓ 2 以下 * 0.0800 0.0400 0.0550
窒素含有量 mg ／ ℓ 240 未満 ***** 1.3000 1.0000 1.1273
燐含有量 mg ／ ℓ 32 未満 ***** 0.0300 0.0100 0.0218

* 下水道法、** つくば市下水道条例、*** 茨城県研究学園都市下水道条例（現在は廃止されているが、通知により基準値は継続）、**** 水質汚濁防止法に基づき排水基準を定め
る条例（茨城県）、***** 下水道法施行令第 9 条の 5 の「特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準」における値を参考として示しました。

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

逆洗水
逆洗排水

逆洗排水
逆洗排水

排水水質測定結果

廃水処理施設のフロー

廃水処理
Wastewater Disposal

取組項目 数値目標 2014年度実績
環境マスタープラン
⑥廃水の適正処理

実験廃水について
条例の排水基準濃
度の50％以下

各項目の平均濃度
は排 水 基 準 濃 度
の50％以下
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廃棄物の排出量
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され、一部は最終
処分処理されています。

2014 年度の一般廃棄物の廃棄量は、2001年度と
比べて56.3％削減することができました。また、産業
廃棄物の廃棄量は、昨年度に引き続き老朽化した物
品類の廃棄や薬品管理の適正化を図る目的で不用薬
品類の廃棄を推進したことから、2002 年度（2001年
度は実績無し）と比べて1.3％の減少となりました。

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行い、運搬および処理は外部業
者に委託しています。

2014 年度の特別管理産業廃棄物の廃棄量は、前年
度と比較して、薬品管理の適正化を図る目的で不用
薬品類の廃棄を推進したため、10.5％の減少となり
ました。

リサイクル
○家電製品

家電製品（テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機 ( 衣類
乾燥機を含む )）については、特定家庭用機器再商品
化法（家電リサイクル法）に基づき外部業者に引き取
りを依頼しています。

○ PC 等
PC 等の廃棄に当たっては，「資源の有効な利用の

促進に関する法律」に沿って手続きを行うことはもち
ろんですが，情報セキュリティ確保の観点からもPC
内の情報の消去に注意を払っています。
○古紙

古紙は、コピー用紙、図書類、新聞紙、ダンボール紙
などに分類し回収を行い、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

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たりせず、所内

のグループウェア等で希望者を募るなど、物品の再利
用も促進しています。

年度毎の廃棄物別排出量

年度毎の家電等リサイクルの実績（単位：台）

廃棄物処理
Waste Disposal

取組項目 数値目標 2014年度実績
環境マスタープラン
⑤廃棄物の削減・適
正処理

2015年度までに一
般廃棄物2001年度
比44％以上削減、
産業廃棄物2002年
度比10％以上削減

①一般廃棄物の
廃棄量2001年度
比56.3%削減
②産業廃棄物の
廃棄量2002年度
比1.3%削減
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産業廃棄物

一般廃棄物

年度毎の特別管理産業廃棄物の排出量（単位：kg）

2002 2009 2010 2011 2012 2013 2014

テレビ 8 9 19 21 10 4 24

冷蔵庫 9 10 20 13 17 3 14

エアコン 2 3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

洗濯機 3 3 11 2 1 5 7

2002 2009 2010 2011 2012 2013 2014

廃薬品類 33 588 1,847 1,175 12 125 1,561

汚泥（特別管理） 15 523 61 30 128 9 39

廃油（特別管理） 8 1,247 1,273 1,211 41 2,260 543

合計 56 2,358 3,181 2,416 181 2,394 2,143
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薬品管理システム
農環研では、約 15,000 本の化学物質を適正に管

理するために化学薬品管理システムを導入していま
す。各研究室にはシステムの端末を設置し、化学物
質の貯蔵量や貯蔵場所などの情報をオンラインで一
元的に把握できる体制を構築しています。本システ
ムでは化学物質の性状や取り扱いに関する情報を記
載した安全データシート（SDS）も容易に入手できる
ため、実験室での研究者の安全の向上にも役立って
います。また、化学薬品等管理規程を定めて、健康被
害や環境汚染を引き起こさないように注意を払う一
方で、安全教育や職場巡視を行うことで実験室におけ
る化学物質の適正管理を推進しています。また、化
学薬品等安全管理委員会を設置して、化学物質の安
全かつ適切な管理方法への改善に努めています。

毒物及び劇物の管理
農環研には約 1,200 本の毒物・劇物が貯蔵されて

います。これらについては、毒物・劇物取扱要領を
定めて、紛失や環境への流出が起こらないように安全
な管理に努めています。管理責任者には、薬品管理
システムに登録されている毒物・劇物の貯蔵量と、
薬品庫に貯蔵されている現物が一致しているかを定
期的に点検して、報告書を提出する義務を課していま
す。これらの点検結果は化学薬品等安全管理委員会
に報告され、管理が適正に行われていることを確認し
ています。また、不用になった毒物・劇物を廃棄す
るように指導し、貯蔵量の減量に努めています。

消防法で指定されている危険物の管理
消防法の危険物に該当する化学物質については、

建物内の各防火区域の貯蔵量が消防法の規制値を
超えないよう、薬品管理システムにより貯蔵量の管理
を行っています。また、建物内の危険物を削減する
ために、別棟である危険物屋内貯蔵所への貯蔵を指
導しています。有機溶媒を使用する実験室の作業環
境は、環境測定や職場巡視を行ない、健康被害を起こ
さないように管理しています。

PRTR 法対象化学物質の管理
農環研では「特定化学物質の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）」で
対象とされる化学物質のうち、125 種類の物質が貯
蔵されています。これらの物質についての年間使用
量は、第一種指定化学物質、特定第一種指定化学物
質ともに届出が必要な量（それぞれ 1 t/ 年、0.5 t/ 年）
以下です。年間 1 kg以上使用している化学物質を表
に示しました。

化審法対象化学物質の管理　　　　　　　　
     「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」

（化審法）で規制されている化学物質のうち、PCB 等
79 種類の物質を貯蔵しています。これらの物質は、
定期点検を行うとともに、誤って一般試薬として廃棄
されないように、専用の廃棄物貯蔵庫を設置し、環境
への流出が起こらないように管理しています。

放射性物質の管理
放射性物質は、関連法令および農環研の放射線障

害予防規程に基づいて適切に管理しています。また、
アイソトープ施設はアイソトープ施設運用要領を定
めて安全な管理を行っています。　

化学物質の管理
Management of Chemical Substances

毒物・劇物の定期点検では 1 本ずつ残量を確認

PRTR 法対象化学物質（2014 年度 :1kg以上使用）

化学物質 年間使用量 (kg)
ジクロロメタン 145.8
アセトニトリル 136.9
クロロホルム 17.7
ベンゼン 9.0
ホルムアルデヒド 6.8
フェノール 4.1
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グリーン調達への取り組み
研究開発を行うために必要な製品・部品・材料

を購入する際、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。

特定調達品目調達の目標
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、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・事務机等についても
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。

2014 年度の主な特定調達物品の調達実績は下の
表のとおりです。達成率が 100％に達しなかった品
目についても、環境負荷のより少ない製品を購入す
ることに努めていますが、今後達成率が 100％とな
るよう一層努力する必要があります。

推進体制
環境・安全委員会内に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。

分　野 品　　　目 目標値 総調達量 特定調達物品等の調達量 目標達成率

紙類 コピー用紙 100 ％ 6,190kg 6,190kg 100％

トイレットペーパー 100 ％ 1,200kg 1,200kg 100％

ティッシュペーパー 100 ％ 212kg 212kg 100％

文具類 シャープペンシル 100% 37 本 34 本 92％

ボールペン 100% 1,408 本 1,408 本 100％

マーキングペン 100% 700 本 697 本 99％

ゴム印 100% 72 個 72 個 100％

ステープラー 100% 36 個 36 個 100％

消しゴム 100% 62 個 62 個 100％

両面テープ 100% 55 個 55 個 100％

レターケース 100% 5 個 5 個 100％

ファイリング用品 100% 1,676 個 1,676 個 100％

事務用封筒（紙製） 100% 20,000 枚 20,000 枚 100％

ノート 100% 277 冊 199 冊 72％

名札（首下げ型） 100% 190 個 190 個 100％

付箋紙 100% 1,915 個 1,915 個 100％

オフィス家具等 棚 100% 38 連 20 連 53％

いす 100% 14 脚 11 脚 79％

机 100% 1 台 1 台 100％

OA 機器 電子計算機（デスクトップ及びノートPC 合計：購入） 100% 76 台 48 台 63％

プリンター（購入） 100% 22 台 19 台 86％

スキャナ 100% 12 台 8 台 67％

記録用メディア 100% 1,260 個 1,260 個 100％

一次電池又は小型充電式電池 100% 1,902 個 1,902 個 100％

電子式卓上計算機 100% 4 個 4 個 100％

トナーカートリッジ 100% 409 個 335 個 82％

インクカートリッジ 100% 518 個 485 個 94％

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 蛍光ランプ   高周波点灯専用形（HF） 100% 24 本 24 本 100％

LEDランプ（電球型） 12 個 12 個 100％

役務 印刷 100% 68 件 68 件 100％

＊特定調達品目は、重点的に調達を推進する環境物品等の種類

2014 年度の主な特定調達物品＊の調達実績

グリーン調達
Green Procurement

取組項目 数値目標 2014年度実績
環境マスタープラン
⑦グリーン購入の推
進

100％調達 環境物品適合品が使用
できない機器等が存在
するため、目標値に達し
ない品目があった
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生物多様性保全への取り組み
Contribution to Biodiversity

研究推進体制
農環研では中期計画の 4目標の一つに、「農業生

態系における生物多様性の変動機構及び生態機能
の解明に関する研究」を掲げ、生物多様性研究領域、
生物多様性評価 RPも組織し、生物多様性の保全に関
して数多くの研究を行っています。

データベースの作成・公表
農環研では数多くのデータベースを作成していま

すが、生物多様性に関しても、次の 3 つのデータベー
スを作成し、公表しています。
1．農業景観調査情報システム（RuLIS WEB）

様々な主体が取得した生物多様性観測データを格
納し（現在約 26 万件）、農環研保有データ等の公開可
能な約 8 万 5 千件についてRuLIS WEBを通じて公開
しました。
2．外来植物図鑑

特定外来生物（環境省指定）と、要注意外来生物（環
境省提示）のうち、植物について、写真を示し、特徴や
環境への影響を解説しています。
3．アジア・太平洋外来生物データベース（APASD）

アジア・太平洋諸国の農業生態系に生息する外来
生物（植物、動物、微生物など）についての情報を共有
するためのデータベースです。

ミニ農村の概要

林に囲まれた池 ため池

集落（ムラ）二次林（ヤマ）
畑（ノラ）

谷津田
稲荷川

研究本館

用水路

行政・国際機関等への協力
以下の活動を通して生物多様性の保全に貢献して

います。
1．委員会派遣
1）  「愛知目標達成のための侵略的外来種リスト作

成会議」および「愛知目標達成のための侵略的外
来種リスト作成に向けた植物ワーキンググループ
会合」（環境省自然環境局）

2）  「外来生物対策の在り方検討小委員会」（環境省
中央環境審議会）

3）  「自然公園における法面緑化指針等策定検討会」
（環境省自然環境局）

2．国際機関への協力
1）  生物多様性条約第18回科学技術助言補助機関会

合に出席
2）  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）に出席

敷地内における生物多様性の保全
農業環境における生態系保全ならびに農村環境の

生物相の変遷を解明するため、1980 年代後半、農環
研構内の約 35 ヘクタールのほ場区域に、谷津田（や
つだ）、用水路、二次林、屋敷林、社寺林、ため池など伝
統的な生態系を実物大で配置し、ミニ農村を創造しま
した。これは、わが国におけるビオトープのさきがけ
といっても過言ではありません。この取り組みにより、
2009 年 4月に文部科学大臣表彰 科学技術賞（理解増
進部門）を受賞しています。
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社会的取り組みの状況
Social Performance

労働安全衛生・雇用・人権保護への取り組み
○雇用

研究職員の採用にあたっては、テニュア・トラック制に
より、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。2014 年度の採用者数は、パーマネント研究職員男
性 2 名、任期付研究職員男性1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．作業環境測定および空気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
7．安全衛生に関する研修会の実施

○安全巡視の取り組み
産業医、衛生管理者、安全管理責任者、安全管理室

長および安全衛生委員会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、指
導を行うことにより､ 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。

2014 年度は、研究室・実験室等の書庫・実験器具
等の転倒・落下防止等耐震対策を引き続き実施する
とともに、パイプスペースなど置いてはいけない場所
の点検に重点をおいて実施しました。

○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行っています。

産業医、女性研究者支援事業を活用した助産師や
外部カウンセラーによる健康相談も随時受け付け、職
員の健康の保持増進に努めています。

○救命講習会の開催
心筋梗塞や脳卒中などにより、心臓と呼吸が突然止

まった者に応急手当をするため、2014 年度もつくば
南消防署職員による救命講習会を継続的に実施して
います｡

○メンタルヘルスへの取り組み
農林水産省共済組合等で実施しているメンタルヘ

ルス事業を活用するとともに、農環研独自のメンタル
ヘルス相談も実施しています。
1．農環研メンタルヘルス相談

職場や仕事に対する孤独や不安な気持ち、家庭や
子供について、自らの生き方について等日頃抱いてい
る思いや悩みを話し、心身共に充実して仕事に取り組
めるように、毎月1 回農環研内で外部カウンセラーに
よるメンタルヘルス相談をおこなっています。また、
産業医・助産師による健康相談においてもメンタル
ヘルスに関する相談が可能となっています。
2．農林水産省共済組合等メンタルヘルス事業

（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
回定期的に心療内科医が実施しています。

（2）カウンセリング
外部医療機関の医師による直接相談を農林水産省

共済組合筑波支部で実施しています。
（3）健康電話相談

職職員の健康・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無料で答えてくれる
電話相談を農林水産省共済組合で実施しています。

（4）WEB 健康相談
農林水産省共済組合専用の電子メールを利用し

た相談窓口で、健康問題等についての悩みを受付け
ています。
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社会的取り組みの状況
Social Performance

（5）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
かけています。

○ハラスメント防止の取り組み
ハラスメント相談環境の改善方策として2008 年

に「目安箱」を設置し、2010 年には、苦情相談専用
メールアドレスを設置しました。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
に迅速に対応する体制を整えています。また、苦情
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行うとともに、
農環研内グループウェアに苦情相談の仕方、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。また、所議メンバーを中心としたハラスメン
トに関する研修、職員・契約職員等に対するハラス
メント研修、各室等にハラスメント防止のための資
料配布、パワハラ、セクハラについてのポスター掲示
等、意識啓発活動等を継続的に実施し、未然防止対
策に努めています。

○労働災害防止の取り組み
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
活動を推進するともに安全衛生に関する研修会を実
施しています。

男女共同参画への取り組み
農環研では、2009年度から2011年度まで文部科

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」を実施しました。プログラム終了後の2014年度も、
キャリア形成・研究力向上のための支援、出産・育児・
介護との両立支援、次世代育成支援の3つの柱を中
心に支援メニューを実施し、女性研究者支援・男女共
同参画推進を図りました。具体的な取り組みとしては、

（1）支援研究員の雇用
（2）海外出張支援・英語論文作成支援
（3）健康・メンタルヘルス相談窓口の開設
（4） アウトリーチ活動の実施（出前授業、サイエンス

カフェなど）
（5） メンター交流会、男女共同参画ランチョンセ

ミナー
などを実施しています。

これら女性研究者をメインターゲットとした取り組
みの他に、農環研内のメンター制度や論文作成支援
制度を活用した若手女性研究者キャリアアップ支援、
農環研内の若手表彰制度への積極的な女性研究者
の推薦、インターンシップによる女子学生の積極的な
受け入れ、等の取り組みを展開しています。こうした
様々な取り組みを通じて、農環研に所属する若手とシ
ニアの女性研究者、それぞれの研究キャリアアップの
相乗効果を目指すと共に、女性研究者の裾野拡大に
努めています。

地域および社会に対する貢献
研究の成果や農環研の活動をさまざまなメディアを

通じて外部にお知らせするとともに、専門分野を活かし
て地域や社会に貢献するための活動を行っています。
○シンポジウム・公開セミナー等

2014 年度には、研究成果発表会 2014「未来につ
なげよう農業と環境」を東京で開催し、イネの高温障
害低減、重金属汚染対策など、研究所が取り組んでい
る農業環境研究の主な成果について、一般の参加者
に分かりやすく紹介しました。

農業環境技術研究所研究成果発表会 2014
「未来につなげよう農業と環境」
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このほか、外来牧草をめぐる問題、農薬残留分析技
術、生態系中の微量ガス、農業分野の反応性窒素フ
ローなど、さまざまな分野の研究会や公開セミナーを
開催し、研究成果の発信や技術普及に努めました。

また、2015 年が国際土壌年となったことにちなみ、
「土壌は足もとに広がる宇宙」をテーマに「農環研サ
イエンスカフェ」を開催しました。研究者の話題提供
と土壌モノリス標本の見学を組みあわせるという新
たな試みでしたが、軽妙なトークに、参加者からは時
間が短すぎるとの声が出るなど好評でした。

さらに、「農業環境技術公開セミナー in 奈良」を奈
良県と共同で開催し、農地土壌の現状、環境保全型農
業と生物多様性、残留農薬分析についての研究成果
を農業関係者や地域市民に紹介しました。

国際的な取り組みでは、農環研が中心となって推進
しているモンスーンアジア農業環境研究コンソーシ
アム（MARCO）のワークショップを開催し、環太平洋
造山帯に分布する火山灰土壌の生成・分類・利用に

ついて海外からの参加者と意見を交換し、土壌保全
のあり方などを議論しました。

○研究成果の展示
    「アグリビジネス創出フェア2014」に参加し、最新の
研究開発成果の紹介、機関広報ポスターの展示を行
いました。

○産官学連携による研究成果の活用
研究成果の活用として、特許の取得や企業との共

同研究による商品開発にも取り組んでいます。これ
ら研究成果の活用を通して、環境の保全、浄化が進む
ことが期待されます。

○ウェブサイト
農環研機関公式ウェブサイトを1996 年から運用

し、研究所の活動や研究の成果などを様々なページ
で紹介しています。

農環研サイエンスカフェ
「土壌は足もとに広がる宇宙」

アグリビジネス創出フェア2014
（農業環境技術研究所の展示ブース）

農環研ウエブサイト（トップページ）
[http://www.niaes.affrc.go.jp/]

農業環境技術公開セミナー in 奈良
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ウェブマガジン「農業と環境」を毎月公開し、研究
会・セミナーやイベントの開催案内と報告、国際会
合への参加報告、研究成果や文献の紹介など、最新
の情報を提供しています。

公式ウェブサイトへの 2014 年度の訪問者は、のべ
約 167 万人でした。

また、公式サイトとは別に、農環研が開発した多数
のデータベースや技術マニュアルをインターネット
で公開しています。2014 年度には、選択した農地で
の土壌炭素の増減を CO2 吸収量として計算する『土
壌の CO2 吸収「見える化」サイト』（機能拡張版）、畑
の健康診断をもとにした土壌病害管理技術を解説す
る『次世代土壌病害診断（ヘソディム）マニュアル』な
どを公開しました。

○一般公開と見学
4月の科学技術週間に、「未来につなげよう安全

な農業と環境」をテーマとして研究所一般公開を開催
しました。水田からの温室効果ガス発生を実感して
もらう「田んぼのあわわ」や「畑をきれいにする微生
物」など多くの実演・体験展示と「畑に遺る小さな老
木？境木のはなし」などミニ講演 2 件を行い、農業関
係者、主婦、生徒・学生など、700 人を超える方に来
場いただきました。

また、小・中学生を対象とする「のうかんけん夏休
み公開」を7月に開催しました。「土と草木で布を染
めてみよう」や、ミニ農村でのオリエンテーリングなど
を行い、2,200 人に来場いただきました。

さらに、農環研の見学・視察を希望する学校や団
体・個人に、展示館や研究施設の見学、研究者によ
る研究紹介・講演など、多彩なプログラムによって対
応しました。2014 年度の一般見学者は 1,383 名でし
た。農林水産省関係の研究成果や技術を展示してい
る「食と農の科学館」でも、農環研の研究成果が紹介
されています。

○国や国際機関への専門家の派遣等
国、地方公共団体等からの依頼に応じて、各種委員

会に専門家の派遣を行いました。また、国際機関等
にも積極的に専門家の派遣を行っています。2014 年
度は、グローバル・リサーチ・アライアンス（GRA）、
生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プ
ラットフォーム（IPBES）などの会合に、のべ 20 名の研
究者を派遣しました。

○技術相談・分析・鑑定への対応
国、地方公共団体、各種団体、大学等からの依頼に

応じて、農業と環境にかかわるさまざまな技術相談に
対応しています。2014 年度は、東京電力福島第一原
発事故に際して、昨年に引き続き農林水産省あるい
は県からの分析要請を受け、多数の農作物や土壌等
の放射性物質濃度の分析を行い、食品安全の確保等
に大きく貢献しました。また、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の鑑定を行
いました。その他、農環研は各分野の技術講習や研
修会など、技術の普及や指導の活動を行っています。

○学習・体験型イベント
    「つくばちびっ子博士 2014」が、子どもたちが科学技術
に接する機会として、つくば市などが主催、研究所や大学
が協力して、夏休み期間に行われました。農環研は「昆
虫採集教室」を実施し、40 名の小・中学生が研究者
の指導で昆虫採集と昆虫標本作りを体験しました。

社会的取り組みの状況
Social Performance

のうかんけん夏休み公開
「土と草木で布を染めてみよう」
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「つくば科学フェスティバル」は、青少年が楽しみな
がら科学の楽しさや大切さを学ぶ科学イベントとし
て、つくば市などが毎年開催しています。農環研は「土
の不思議」というテーマでブースを出展し、土壌モノ
リス標本の展示と解説、土壌生物観察のほか、「光る
泥団子作り」を通じて土壌の性質についてわかりやす
く紹介しました。

つくば国際会議場が主催する中高生向けイベント
「サイエンスキャスティング」に協力して、水生昆虫
への農薬影響を調べる体験をしてもらいました。ま
た、つくば万博記念財団が運営する「つくばエキスポ
センター」に土壌モノリス標本と昆虫標本を2 か月に
わたって展示し、「光る泥団子作り」とミニ講演「ヒト
と昆虫のかかわり」を実施しました。

昆虫採集 光る泥団子作り
（つくば科学フェスティバル 2014）

昆虫標本作り
（つくばちびっ子博士 2014 ）

水生昆虫を使って農薬の影響を調べる
（サイエンスキャスティング 2014）

昆虫博士といっしょに考えようヒトと昆虫のかかわり
（つくばエキスポセンターでのミニ講演）
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社会的取り組みの状況 
Social Performance

研究不正防止への取り組み状況
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、それぞれ専門の委員会を設置し、関係する法令お
よび諸規程を遵守して行うよう徹底してきました。

しかし、2014 年 2月に中国産いねもみを許可を
得ていない野外のほ場で栽培していたことが明らか
になりました。直ちに農林水産省横浜植物防疫所に
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。2014 年度は役職員を対象にハラスメントに
関する研修会、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、「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る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。

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
研究技術支援室長
総務管理室長

総務管理室長

財務管理室長

財務管理室長

研究領域長

庶　務 総務管理室

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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研究施設紹介
Introduction of Research Facilities

つくば FACE 実験施設
FACE（開放系大気 CO2 増加）実験拠点は、屋外の

囲いのない条件で、農業生態系が将来予測される高
い大気 CO2 濃度にどのように応答するかを実証する実
験施設です。

研究の社会的背景
大気中の二酸化炭素（CO2）濃度は、過去 200 年に

100 ppm以上上昇し、現在では約 390 ppm に達し
ました。今後、CO2 排出削減に向けた取り組みがな
されたとしても、大気 CO2 濃度の上昇は続き、21 世
紀の半ばには 470 ～ 570 ppm に達すると予測され
ています。大気 CO2 濃度の上昇は、地球規模の気候
変動や水資源変動の原因になるだけでなく、それ自
体が光合成や蒸散といった作物生理に影響して、作
物の生育、収量、および水利用などに影響を及ぼしま
す。したがって、将来の作物生産を予測したり、適応
技術を開発したりするためには、高 CO2 濃度と気候変
動（特に高温）の複合的な影響を明らかにする必要が
あります。

研究のねらい
大気 CO2 濃度の上昇はその温室効果によって地球

温暖化の原因となる一方、イネの生育・収量・品質
に影響を及ぼすだけでなく、大気－土壌－作物系に
おける物質循環にも影響し、農耕地からの CO2 やメタ
ン（CH4）の放出が増えることが懸念されています。

つくばみらい FACEでは、気候変動が作物に及ぼす
影響とともに、農耕地からの温室効果ガスの発生に及
ぼす影響、さらに品種や栽培管理技術によって影響が
どのように変化するかを調べることで、将来の環境に
適応するための方法を検討しています。

施設の概要
屋外条件で高 CO2 濃度を実現するために、つくば

みらい FACEでは、水田の一部に差し渡し17 m の正
八角形状にチューブを設置し、風向きに応じてCO2 を
放出します。正八角形区画内の CO2 濃度が外気より
も約 200 ppm 高くなるように制御します。

CO2 濃度処理区画の中には約 20 種類の品種、3
段階の窒素水準、2 段階の水・地温水準を配置し、
CO2 濃度との相互作用を調べています。

FACE 実験の様子

農耕地からの温室効果ガス（上：CO2, CH4　下：N2O）
に及ぼす高 CO2 の影響の模式図

気候変動

気候変動窒素沈着

CH4 放出

NH3 放出

イネの生育、収量、品質

イネの生育、収量、品質

イネの吸収

硝化̶脱窒

CO2 CH4土壌炭素

大気 CO2 増加

炭素循環面

窒素循環面

N2O 放出

N2O

NH3

大気CO2増加

炭素循環との相互作用

イネ根からの炭素供給

土壌窒素
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研究の成果
この施設を利用した主な研究成果をご紹介します。

○ 大気 CO2 濃度の上昇はイネの収量を増加させるこ
とが、実際の水田で確認されました。しかし、下図
に示されるように、増収の程度は高温になるととも
に低下する傾向が認められました。

○ 潜在的な収量を示すシンク容量（すべての籾が完
全に充実した場合に想定される収量で、全籾数と
1 粒重の積で表される）が大きい品種の場合に、
高 CO2 濃度による増収率も高いことが示されました

（下図）。

研究施設紹介
Introduction of Research Facilities

CO2 濃度処理区を真上から見た様子

CO2 濃度の制御方法

CO2 濃度処理区内に配置した様々な処理区

17m

玄米収量

←冷害年
y = 1.56 -0.0196 x

where x >19℃
R2 = 0.699, P<0.01

生育期間中の平均気温（℃）
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試験区中央に設置した
風向・風速センサー

外気 CO2 濃度
（対照区）
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場合の CO2 の
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ラインヒーターを用いた田面水の加温（＋2℃）

「ゼロ窒素」と
「多窒素」を
除くエリアは
標準窒素

「加温」を除く
エリアは加温
なし

多窒素

ゼロ窒素

加温



36

効果の内容 環境保全効果を示す指標 2013 年度 2014 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） 190,063 164,250 86 
電力使用量（千 kWh） 15,075 13,737 91 
都市ガス使用量（千 m3） 142 696 490 
石油燃料使用量（kℓ ） 13 13 100 
高温水使用量（GJ） 36,070 0 0 

温室効果ガス排出量（t-CO2）*1 10,319 8,871 86 
水資源投入量（千 m3） 340 324 95 

上水使用量（千 m3） 66 57 86 
井水使用量（千 m3） 66 59 89 
研究用水使用量（千 m3） 208 208 100 

廃棄物総排出量（t） 52 49 94 
一般廃棄物（t） 12 14 117 
産業廃棄物（t） 40 35 88 

下水道排水量（千 m3） 62 51 82 

*1　CH4とN2O の量から算出される排出量は除きました。

環境会計情報
Environmental Accounting

2014 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 6,400 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 1.7%を占めています。）2014 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(2014 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 41,100 

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） 29,160 
照明器具のセンサー化 4,828 

　 照明器具の更新（ＬＥＤ灯への更新） 1,291 
空調設備等の高効率化 5,821 

資源循環コスト 16,434 
水環境等保全 実験廃水処理施設運転保守管理 6,687 
廃棄物・リサイクル対策 一般廃棄物処理 2,105 

産業廃棄物処理 6,381 
化学物質対策 作業環境測定（有機溶媒等） 1,261 

管理活動コスト 6,670 
自然環境保全 緑地環境整備 6,014 
環境情報開示 環境報告書作成 656 

合計 64,204

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） 60,923 
省資源による節減（上下水道使用料金） -2,955 
廃棄物処理費の節減（収集運搬、処理委託業務費） 2,967 

合計 60,935 

＊ 2013 年度にかかった費用から 2014 年度にかかった費用を差し引いて計算しました。
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環境報告書 2015を読んで
1999 年に制定された食料・農業・農村基本法の

実現を図る手法としての食料・農業・農村基本計
画が 2000 年に公表され、その後 5 年毎にこの基本
計画が見直され、2015 年 3月末に 4 回目の基本計
画が閣議決定された。そこでは、高齢化や人口減少
に加えて、グローバル化への対応、農業の成長産業
化と多面的機能の維持、食料自給率と食料自給力の
目標、総合的かつ計画的に講ずべき施策などが述べ
られている。

上述の基本計画・施策とも相互に関連して、農業・
食料・環境・健康・農村に関する国民的関心が高まっ
ているなかで、食料・農業・農村に関わる課題を「環
境技術」の諸側面から研究するユニークな農業環境
技術研究所は、2005 年以来毎年、環境報告書を発行
している。2015 年の環境報告書の内容は、前年度以
上に質が高く充実している。「環境技術」に関する研
究課題の成果が現れるのには 5 年以上を必要とする
場合が少なくない状況の中で、今回の環境報告書も
2014 年度の成果を的確に報告している。

報告書の冒頭の「環境配慮の基本方針」では、中期
計画、理念・憲章・指針、マスタープランなどを簡潔
に示している。リサーチプロジェクトでは、温暖化緩
和策、作物応答影響予測、食料生産変動予測、生物
多様性評価、情報化学物質、農業環境情報などを含
む 10 の課題で大きな成果を示している。研究トピッ
クスでは、外来生物の侵入地環境への急速な適応の
例、飼料イネロールベールを用いたエタノール生産、
日米とその島嶼間の外来昆虫相比較などを含む 8 研
究トピックスで大きな成果を報告している。
    「環境安全衛生マネジメント」では、環境負荷の全

体像、「電力、化石燃料、水資源使用量・排水量」に
関する負荷低減、廃水・廃棄物の処理、化学物質管理、
生物多様性保全などについて要領良く述べられてい
る。さらに、「社会的取り組みの状況」では、無料電
話健康相談、シンポジウム・公開セミナー、産学連携、
一般公開、コンプライアンス、環境会計情報について
述べられている。

限定された規模の研究所で、これだけ顕著な研究・
環境保全・広報活動を実施しているのは驚きですら
ある。他方、世界的にも誇りうる成果を出し続けてい
る農業環境技術研究所の存在感が国内および国外に
おいて、その実力が高いわりには社会的に高く評価さ
れていないのはなぜだろうか。環境報告書にかくも
優れた内容が書かれているのに読んで感動や驚きが
それほど伝わらないのはなぜだろうか。この現象は、
旧国立・公立の（教育）研究機関全般に当てはまる。
サイエンス・コミュニケーターの支援をさらに受けて、
マスメディアを含めて社会が驚き感動するような、わ
かりやすい、親しみやすい、しかも内容が正確に伝わ
る環境報告書の出現を待ちたい。環境報告書は科学
者だけにではなく、一般人にももっと読まれるべきも
のだから。報告書の冒頭に数ページの要約を載せる
ことが、とりあえずの一案かもしれない。

環境報告書編集委員会より
貴重なご意見、ご助言ありがとうございます。ご指

摘頂いたように、一般の読者の方にとって分かりやす
いように工夫を重ね、広報の場でもある環境報告書
において、当所の研究成果を広く紹介していきたいと
思います。

外部の方からのご意見
External Reviewer’s Comment

千葉大学名誉教授

古在 豊樹 様



38

環境報告書に対する監事監査意見書
Auditors’ Review

農環研では、環境報告書を開示する内容の信頼性を高めるために、農環研の監事による監事監査を経て環境報
告書を発行しています。
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【電車と路線バス】
◎ JR 常磐線・牛久駅西口より

「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

◎つくばエクスプレス・つくば駅より
「つくば駅」下車～つくばバスセンター発 つくバス
「南部シャトル」に乗車し、「農林団地中央」下車、

徒歩 約 12 分
◎つくばエクスプレス・みどりの駅

「みどりの駅」下車～「谷田部経由・農林団地循環」
バスに乗車し「農林団地中央」下車、徒歩 約 12 分

国立研究開発法人	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

【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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