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国民の皆さんへ 

農業をめぐる環境問題が世界的に重要になり、食や環境の安全性に関する国民の関心が高まる中、

独立行政法人農業環境技術研究所は、自然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

って世界の食料及び環境問題の克服に貢献することを基本理念としています。そして、農業生産の対

象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を行うことにより、その生育環境

の保全及び改善に関する技術の向上に寄与することを目的としています。 
 この目的を遂行するため、第２期中期目標期間（平成 18～22 年度の５年間）では、本研究所は、

農業生産環境の安全性を確保するための基礎的な調査及び研究に重点を置いた次の３つの目標を掲げ

て、明確な使命感のもと、研究を行ってきました。 
１）農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発 
２）自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明と管理技術の開発 
３）農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究 

 第２期中期目標期間の最終年度となる平成22年度の研究成果をいくつかご紹介します。 
まず、土壌洗浄法によるカドミウム汚染水田の実用的浄化技術を確立しました。本技術は、現行の

対策である客土に比べ、費用は同等以下で、環境への影響や農地土壌の理化学性への影響が小さいこ

とが特徴であり、土壌のカドミウム濃度を60～80％、玄米のカドミウム濃度を70～90％低減するこ

とが可能です。汚染土壌を短期間で浄化したい場合等の技術として活用が期待され、2010農林水産研

究 10 大トピックスにも選定されました。米のカドミウム濃度の国内基準値が引き下げられる中、全

国各地で実証試験が行われ、食の安全・安心に貢献することが期待されています。 
また、平成20年度から21年度に全国９カ所で実施した実証試験に基づいて、温暖化ガスであるメ

タンの発生を抑制するための水田の水管理に関するマニュアルを作成しました。本マニュアルは、中

干し期間の延長による水田からのメタン発生量の削減効果を示し、農家や普及所などの現場で利用さ

れることが期待されています。 
さらに、原子炉事故などの緊急時に安全性を判断するため、昭和 30 年代から作物・農耕地土壌に

おける放射性物質のモニタリングを実施してきていますが、このモニタリングデータは、平成23年3
月の東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う「稲の作付に関する考え方（H23.4.8 原子力災害対

策本部）」における「(別添)水田土壌中の放射性セシウムの米への移行の指標」の算定に活用され、原

子力安全行政に大きな貢献を果たしました。 

以上のように、私たちは、国の政策と密接に関わる分野において、社会に貢献する研究成果の創出

を目指して研究活動を行ってきました。 
研究を効果的・効率的に進めるための取組にも力を入れました。例えば、民間等からの資金提供に

より行う共同研究（資金提供型共同研究）について、研究担当者にインセンティブを付与する仕組み

を新たに導入した結果、共同研究の数が大幅に増加しました。また、管理経費の縮減に向け、契約方

式の見直しを進めるとともに、業務の外部委託等に引き続き取り組みました。 

本報告書では、平成22年度の業務実績について、それに対する自己評価を添えて記載しています。

この報告書が皆様に有用な情報を提供し役立つことを願うとともに、皆様からの忌憚のないご意見に

よって本研究所の業務の改善を図る所存です。 
最後に、私たちは、次の標語を心に、世界の農業環境技術研究を先導する研究所として、絶えざる

挑戦と革進を続けていきたいと考えています。 

風にきく 土にふれる そして はるかな時をおもい 環境をまもる
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第１章 独立行政法人農業環境技術研究所の概要 

 
第１ 基本情報 

 １ 法人の概要 

（１）目的 
 農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を

行うことにより、その生育環境の保全及び改善に関する技術の向上に寄与する。 
 （独立行政法人農業環境技術研究所法第 3 条） 
（２）業務内容 
 本研究所は、独立行政法人農業環境技術研究所法第 3 条の目的を達成するため以下の

業務を行う。 
     ①農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究並び 

にこれに関連する分析、鑑定及び講習を行うこと。 
  ②前号の業務に附帯する業務を行うこと。 

（独立行政法人農業環境技術研究所法案第 11 条） 
 

 ２ 事業所（研究所）の所在地 

研究所 〒305-8604 茨城県つくば市観音台 3 丁目 1 番 3 号 
    電話 029-838-8148（代表） 
    Fax 029-838-8199 
    Web サイト http://www.niaes.affrc.go.jp 

 
 ３ 資本金の状況 

本研究所の資本金は平成 22 年度末で 34,353 百万円となっている（表Ⅰ-1）。 
 
表Ⅰ-1 資本金の内訳                        （単位：百万円） 

区  分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備  考 
 
 政府出資金 
             

 
34,353 

 

 
－ 

 
        － 

 
34,353 

 

根拠法令 
独立行政法人農業環境技術研究所法 
（平成 11 年法律第 194 号） 
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 ４ 役員の状況  

役  職  氏  名  就 任 日 経   歴 
理事長 佐藤 洋平 平成 21 年 4 月 1 日 

（再任 :任期 4 年） 
昭和 47 年 10 月 文部省（東京大学）採用 
平成 8 年 12 月  東京大学教授 
平成 16 年 4 月    東京農業大学教授 
平成 17 年 4 月  (独)農業環境技術研究所理事長 

理 事 宮下 淸貴 平成 21 年 4 月 1 日 
（再任 :任期 2 年） 

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

監 事 水谷 順一 平成 21 年 4 月 1 日 
（任期 2 年） 

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

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

監 事 
(非常勤) 

堀 雅文 平成 21 年 4 月 1 日 
（再任 :任期 2 年） 

平成 9 年 10 月 (株)三菱総合研究所科学技術研究本部
部長 

平成 17 年 4 月   (独)農業環境技術研究所監事（非常勤） 
平成 17 年 8 月   東京大学特任教授産学連携本部 
平成 21 年 4 月  (株)三菱総合研究所参与 

（参考）定数：４人（理事長１、理事１、監事２） 
「研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。研究所に、役員

として、理事一人を置くことができる。」（独立行政法人農業環境技術研究所法 第６条） 
 
 ５ 常勤職員の状況 

常勤職員は平成 23 年１月１日現在において 172 人（前期比 17 人減少、9.0％減）で

あり、平均年齢は 44.9 歳（前期末 42.5 歳）となっている。このうち、国等（国、他

法人及び地方公共団体）からの出向者は 59 人（内訳は国 23 人、他法人 36 人）、民

間からの出向者は０人である。 
（注）前期比とは平成 18 年１月１日（前中期目標期間最終年度）との比較である。また、独立行

政法人化（平成 13 年４月１日）以後、平成 23 年１月１日までの転入者を出向者としている。 

 
 ６ 設立根拠法 

独立行政法人農業環境技術研究所法（平成 11 年法律 194 号） 
 

 ７ 主務大臣 

 農林水産大臣 
 

 ８ 沿革  

明治 26 年   農商務省農事試験場として発足 
昭和 25 年   改組により農業技術研究所となる。 
昭和 58 年   改組により農業環境技術研究所となる。 
平成 13 年 4 月 独立行政法人農業環境技術研究所（特定独立行政法人）となる。 
平成 18 年 4 月 非特定独立行政法人となる。 
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 ９ 組織図  

 
 
 
 

理事長  研究統括主幹 

理事    企画戦略室 

監事    連携推進室 

    広報情報室 

    研究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 

 

  監査室 

リサーチプロジェクト (RP) 

 

有機化学物質リスク管理RP 

重金属リスク管理RP 

外来生物生態影響RP 

遺伝子組換え生物生態影響RP 

水田生物多様性RP 

情報化学物質生態機能RP 

気候変動影響RP 

温暖化緩和策RP 

栄養塩類リスク評価RP 

温暖化モニタリングRP 

化学分析・モニタリングRP 

農業空間情報RP 

農業環境情報・指標RP 

環境資源分類RP 
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第２ 経営方針（指標 3-ア） 
本研究所は、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定めている。また、基本理念

に加え、行動憲章、環境憲章を定め、職員が高い倫理観と社会的責任を自覚して行動し、

環境の保全、改善に取り組むことを目指している。 
第２期の研究計画として次の 3 つの目標を掲げて、明確な使命感のもと、高い水準の研

究を行うとともに、これらに関する研究成果の、行政や国際機関における政策立案や施策

実施での活用、また、大学、他独法、検査機関、農業現場等での活用を目指す。 
1）農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発 
2）自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明と管理技術の開発 
3）農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究 

また、次のような取組を行い、業務を効率的に実施する。 
① 外部専門家等を活用した的確な自己評価を実施し、その結果を、独立行政法人評価

委員会の評価結果等と併せて、業務運営に反映させる。 
② 運営費交付金の重点配分、競争的研究資金等外部資金の獲得等研究資源の効率的利

用及び充実・高度化に努める。 
③ 総務部門など研究支援部門の効率化及び充実・高度化、産学官連携及び協力の促進・

強化、海外機関等との連携強化を図る。 
④ 広報活動、社会貢献のための活動を推進する。また、関係法令、社会的規範を遵守

して健全で安全な職場環境を確保し、社会の構成員として倫理、良識に従って事業活

動に取り組む。 
上記の方針に沿って、平成 22 年度には、以下の取組を重点的に実施した。 
①平成 22 年度で終了する第 2 期の業務運営の実績評価を行うとともに、平成 23 年度か

らの第３期中期目標に即した中期計画を策定した。 
②民間からの資金提供による共同研究の推進、研究資金獲得に対する研究者のインセン

ティブ付与等により、中期目標の達成に有効な外部資金の獲得を図った。 
③平成 21 年度に設立されたグローバル・リサーチ・アライアンスに貢献するとともに、

本研究所が中心となり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）の枠組み等を活用し、研究成果の国際展開を推進した。 
④女性研究者支援モデル育成事業「双方向キャリア形成プログラム農環研モデル」（文

部科学省（科学技術振興調整費））の推進等の取組を進め、女性研究者の応募と採用

を増加させた。 
⑤安全管理室の設置、研究所内の薬品管理をオンラインで一元的に把握できる薬品管理

システムの活用等により化学薬品の管理体制を強化した。 
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第２章 平成 22年度に係る業務の実績 

 
第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

中期目標の期間 

研究所の中期目標の期間は、平成 18 年４月１日から平成 23 年３月 31 日までの５年間と

する。 

 

 

 

大項目実績 

運営費交付金を充当して行う事業について、業務の見直し及び効率化を進め、平成 22 年

度において、第２期中期計画に定めた一般管理費については、前年度比 3.1％、業務経費に

ついては前年度比 1.0％の削減を行った。 
人件費については、第２期中期目標期間中に５％以上の削減、効率的・効果的な業務の推

進が図られるよう考慮しつつ職員採用計画を策定し、適正な人事管理に努めた。また、国

家公務員の給与構造改革等を踏まえて、役職員の給与について必要な見直しを図った。 
なお、業務の効率化に関する詳細については、「第３ 予算、収支計画及び資金計画」の

項を参照されたい。 

中期計画 
運営費交付金を充当して行う事業については、業務の見直し及び効率化を進め、一般管

理費については、中期目標期間中、毎年度平均で少なくとも前年度比３％の削減を行う

ほか、業務経費については、中期目標期間中、毎年度平均で少なくとも前年度比１％の

削減を行う。また、人件費については、行政改革の重要方針（平成 17 年 12 月 24 日閣議

決定）を踏まえ、今後５年間において、５％以上の削減（退職金及び福利厚生費（法定

福利費及び法定外福利費）を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）

を行うとともに、国家公務員の給与構造改革を踏まえて、役職員の給与について必要な

見直しを進める。 

中期目標 
運営費交付金を充当して行う事業については、業務の見直し及び効率化を進め、一般管

理費については、中期目標期間中、毎年度平均で少なくとも前年度比３％の削減を行う

ほか、業務経費については、中期目標期間中、毎年度平均で少なくとも前年度比１％の

削減を行う。また、人件費については、行政改革の重要方針（平成 17 年 12 月 24 日閣議

決定）を踏まえ、今後５年間において、５％以上の削減（退職金及び福利厚生費（法定

福利費及び法定外福利費）を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）

の取組を行うとともに、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進め

る。 
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運営費交付金予算の推移                                    (単位：千円) 

 
区 分 

前中期 

目標期間 

終了年度 

当中期目標期間 
平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

金額 金額 金額 金額 金額 金額 前年度比 前期比(注 1) 

一般管理費(注２) 406,806 392,135 380,057 368,351 357,005 346,009 96.9％ 85.1％ 

業務経費(注２) 920,220 887,309 878,436 869,652 860,955 852,345 99.0％ 92.6％ 

諸収入(注３) ▲2,455 ▲2,756 ▲2,806 ▲2,857 ▲2,908 ▲2,960 101.8% 120.6% 

人件費(注４) 1,634,666 1,616,702 1,600,049 1,593,445 1,572,597 1,517,026 96.5% 92.8% 

（注１）前期比は前中期目標期間終了年度（平成 17 年度）に対する比率である。 
（注２）一般管理費、業務経費は、消費者物価指数相当額を除いた額である。 

（注３）※ 諸収入（特許収入等）は、運営費交付金交付額から控除されており、年々1.8％増となる計画

としている。 

（注４）人件費は退職金及び福利厚生費を除いた給与、報酬等総額である。 
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１．評価・点検の実施と反映 

業務の質の向上と業務運営の効率化を図るため、運営状況、研究内容について、自ら適切に評

価・点検を行う。 

中期目標 

研究内容の評価・点検については、農業その他の関連産業、国民生活への社会的貢献を図る観

点から、できるだけ具体的な指標を設定して取り組む。また、研究成果の普及・利用状況の把握、

研究資源の投入と得られた成果の分析を行う。 
評価・点検結果については、独立行政法人評価委員会の評価結果と併せて、業務運営への反映

方針を明確化した上で、的確に業務運営に反映させる。 
職員の業績評価を行い、その結果を適切に研究資源の配分や処遇等に反映する。 

 

①業務の質の向上と、より一層の効率的な運営を図るため、毎年度、業務の運営状況、研究内容

について、自ら評価・点検を行う。その実施に当たっては、外部専門家・有識者の活用等によ

り客観性、信頼性を確保するとともに、効率的な評価・点検体制の整備に努める。 

中期計画 

②研究内容の評価・点検については、生産者、消費者、地域住民及び行政部局等への社会貢献を

図る観点から、できるだけ具体的な指標を設定して取り組む。また、研究資源の投入と得られ

た成果の分析を行う。さらに、主要な研究成果については、研究終了から一定期間経過後の普

及・利用状況の把握を行う。 
③評価・点検結果は、独立行政法人評価委員会の評価結果と併せて、基本的考え方や具体的方法

を明確化して、的確に業務運営に反映させる。 
④研究職員については、業績評価を行い、評価結果を研究資源配分及び処遇に反映する。また、

一般職員等については、組織の活性化と実績の向上を図る等の観点から、新たな評価制度を導

入する。 

 
指標

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

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

*) 

1-1-イ 研究資源の投入と成果の分析が適切に実施されているか。 
1-1-ウ 研究成果の普及・利用状況の把握が適切に行われているか。 
1-1-エ 評価・点検結果の反映方針が明確にされているか。また、実際に反映されているか。 
1-1-オ 部統制のための法人の長のマネジメント（リーダーシップを発揮できる環境整備、法人のミッションの役

職員への周知徹底、組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応、内部統制の現状把握・

課題対応計画の作成）は適切に行われているか。 
1-1-カ 研究職員の業績評価が適切に行われているか。また、処遇等への反映に向けた取組が行われているか。 
1-1-キ 一般職員を対象とした評価制度の導入に向けた取組が行われているか。 
*） 独立行政法人農業環境技術研究所の各事業年度に係る業務の実績に関する評価基準（農林水産省独立行政法

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

 

中項目実績 

● 自己評価・点検（指標 1-1-ア） 
［平成 22 年度実績評価］ 

本研究所の評価指針、課題評価要領等に基づき、平成 22 年度実績評価を実施した。研究課題に

ついては、各リサーチプロジェクト（小課題ごとの研究推進単位。以下「RP」という。）ごとに、
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４月に設計会議で計画設計を行い、９～10 月の中間検討会議、12 月の RP 成績検討会議により進

捗管理と成果の確認、問題点の摘出を行った。平成 23 年２月に課題評価会議を開催し、２日間に

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

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

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

企画戦略室が年度計画の進捗状況及び平成 21 年度業務実績評価における独立行政法人評価委員

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

あわせた業務全体の評価のため、平成 23 年３月には自己評価会議を開催し、所内メンバーによる

業務実績の詳細な確認を実施した。その後、評議員による書面評価を実施した（注：平成 23 年 3
月 17 日に評議会を開催することとしていたが、東日本大震災の影響で中止し、書面での評価を行

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

いる。（P 参考-1  資料 1 参照） 
 

 
 

図 1-1-ア 業務運営と評価の流れ図 
 

表 1-1-ア-1 業務実績評価の実施経緯（平成 22 年度） 
対象 評価関係作業 実施時期 内     容 
研究 ①RP 設計会議 4 月上中旬 RP ごとに平成 22 年度の課題設計を検討。 

②RP 中間検討会議 ９～10 月 RP ごとに、課題の進捗状況、問題点の把握とその対応等につい

て検討。 
③RP 成績検討会議 12 月中下旬 平成 22 年度及び第２期中期目標期間の成果と問題点の把握を実

　　③RP成績検討会議

　　④課題評価会議

自　己　評　価　会　議　（＊平成19年度に新設）

評　議　会　（＊平成19年度から３月に実施（それまでは４月））

（　研究課題の推進　） （　業務運営全般　）

自己評価の決定

研究課題の設計・進捗管理
　①内部設計会議
　②RP中間検討会議

各種業務の実施

　・次年度計画への反映
　・業務実績報告書（自己評価含む）の提出

業務運営の中間点検
＊平成20年度に新設

各種業務の実施
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施。成績検討会議の後に各 RP リーダーが小課題報告書を作成。同

報告書に自己評価欄を設け、問題点の摘出を図った。 
④課題評価会議 平成 23 年２

月１日～２

日 

小課題毎に平成 22 年度及び第２期中期目標期間における進捗状

況と成果について、外部評価委員４人と本研究所の内部評価委員

（研究管理職）が、「進捗状況」、「研究のレベル」、「波及効果」等

の観点から５段階で評価（ピュアレビュー）。 
業 務

運営 
業務運営の中間点

検 
平成 22 年 
10 月 

業務運営（研究部分除く）の進捗状況を企画戦略室が確認し役員

会に報告。進捗に問題がある場合には担当部署に注意喚起等を実

施。 
全体 自己評価会議 平成 23 年 

３月２日 
役員、研究管理職、総務･財務部門の室長等をメンバーとし、業

務運営については中項目等、研究部分については中課題等を単位と

して、実績の確認及び評価を実施。 
評議員による書面

審査 
３月 17～27
日 

外部委員 11 人をメンバーとし、自己評価会議の検討を踏まえて

作成した業務実績報告書（自己評価案を含む）を基に評価を実施。 
自己評価の決定 ５月  評議会の評価結果について所内で検討の上、役員会で審議し、本

研究所の評価結果とした。 
 

 
表 1-1-ア-2 評議員及び課題評価会議外部委員一覧（平成 22 年度） 

（評議員） 
区分 氏 名 役       職 

外部専門家 
・有識者 

大沼あゆみ 慶應義塾大学経済学部教授 
◎古在 豊樹 千葉大学環境健康フィールド科学センター教授 
三枝 正彦 豊橋技術科学大学先端農業・バイオリサーチセンター特任教授 
根本 久 埼玉県農林総合研究センター水田農業研究所長 
松永 和紀 サイエンスライター 
山崎 洋子 NPO 法人田舎のヒロインわくわくネットワーク理事長 

関係機関 大垣眞一郎 独立行政法人国立環境研究所理事長 
堀江 武 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長 
鈴木 和夫 独立行政法人森林総合研究所理事長 
高柳 和史 独立行政法人水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所所長 
西郷 正道 農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長 

(注)◎印：評議会委員長 

（課題評価会議の外部評価委員） 
区分 氏 名 役       職 

外部専門家 
・有識者 
 

三枝  正彦 豊橋技術科学大学先端農業・バイオリサーチセンター特任教授 
田辺 伸介 愛媛大学沿岸環境科学研究センター教授 
矢原  徹一 九州大学大学院理学研究院教授（生態科学研究室） 
渡邉 紹裕 総合地球環境学研究所研究推進戦略センター教授 

 

                        

写真 1-1-ア-1 課題評価会議（左）及び評議会（右：要差し込み） 
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［第２期中期目標期間の評価］ 

平成 22 年度には、単年度の実績評価にあわせ、第２期中期目標期間の業務実績の評価を実施し

た。評価方法は単年度の評価に準じて実施したが、研究課題の評価においては、「（独）農業環境

技術研究所の成果マップ」を参考資料とし、研究のアウトカムも考慮した評価を行った。（第２期

中期目標期間に係る業務実績報告書参照） 
 
［国際的ベンチマークの試行］ 

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

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

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

科学院南京土壌研究所との国際的ベンチマークの試行として、両研究所の人員、財務、施設・大

型機器、研究課題、研究目標と運営方針、研究開発システム、研究活動と業績、連携・交流等の

比較を行った。その結果、両研究所は、ミッションや研究分野に共通の部分が多く、規模や研究

活動も概ね匹敵するものであること、研究開発システムの比較などについては、直接のインタビ

ュー調査等が必要であることがわかった。 
 
［第３期中期計画の検討］ 
平成 21 年度以降、第３期中期目標期間の研究内容や業務運営のあり方に関して、職員のアイデ

ィアの掘り起こしや問題意識の共有を順次進めた。すなわち、平成 21 年度には、次期研究構想検

討委員会を開催し、上席研究員や主任研究員もワーキンググループに含め、研究内容の検討を行

った。また、次期業務運営検討委員会を開催し、各室長や専門役を含め、業務運営の改善方策の

検討を実施した。平成 22 年度には、次期計画検討委員会を開催し、引き続き検討を進め、職員の

意見聴取も実施しつつ、国において設定された中期目標を踏まえ第３期の中期計画を決定した。 
 

表 1-1-ア-3 次期計画検討委員会での検討の概要 
１．趣旨 
平成 21 年度に実施した次期研究構想検討委員会及び次期業務運営検討委員会での検討をさらに進め、政府に

おける独法見直しの情勢、第４期科学技術基本計画策定の動向、次期中期目標策定の動向等を踏まえ、次期中期

目標期間（平成 23 年度～平成 27 年度）の計画の検討を行う。 
２．検討体制 
 ・委員会：理事（委員長）、研究統括主幹、業務統括主幹、研究コーディネータ、農業環境インベントリー

センター長、研究領域長、企画戦略室長、総務管理室長、財務管理室長、その他必要な者。 
 ・ワーキンググループ（WG）：研究コーディネータまたは農業環境インベントリーセンター長を座長とし、

関係する研究領域長、RP リーダ等で構成。各 WG５～７人程度。 
（注）研究課題の検討のため、委員会の下に、地球規模環境変動研究 WG、生物多様性・生態機能研究 WG、

化学物質リスク・動態研究 WG、総合評価研究・知的基盤研究 WG の４WG を設置。 
３．検討経緯及び検討結果 
  平成 22 年 6 月から平成 23 年 3 月の間に、委員会を計 18 回、WG、職員への意見照会を 3 回実施し、 
次期計画（案）、次期の組織体制、次期の業務運営方策、平成 23 年度計画等をとりまとめた。 
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●研究資源の投入と成果の分析（指標 1-1-イ） 
研究課題ごとに平成 22 年度の投入資源及び成果を算出し、その結果を課題評価会議での参考資

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

研究課題については、成果を出す努力を促し、外部資金が少ない課題については、応募への努力

を促した。（P 参考-39 資料 8 参照） 
また、第２期の各年度及び５年間の投入資源及び成果についても同様に算出し、その結果を課

題評価会議での参考資料とした。 
 
●研究成果の普及・利用状況の把握（指標 1-1-ウ） 
研究成果の普及・活用状況の把握のため、平成 16～20 年度に公表した「普及に移しうる成果」

について利活用状況の追跡調査を実施した。全体傾向としては、成果公表後５年程度の間に半数

以上の成果が活用されていることが確認され、活用可能性がある成果を含めると９割程度となっ

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

により普及を進めることが必要である（P 参考-14 資料 2 参照）。また、今後は、研究成果の選定

を厳しくし、確実に施策上の活用が見込まれるものを「主要研究成果」として選定することとし

ている。 
 

表 1-1-ウ-１ 追跡調査結果の概要（平成 22 年度） 
A（経済活動等で活用されている）            ：１０件（５３％） 
B（近い将来、経済活動等で活用される可能性がある）   ： ７件（３７％） 
C（現時点での経済活動等で活用されていない（B を除く） ： ２件（１１％） 

 
なお、本研究所独自の研究成果フォローアップの取組として、独法化後の研究の主なアウトプ

ット及びアウトカムをマップ化し平成 21 年度に作成・公表した「（独）農環研の研究の流れ」に

ついては、総合科学技術会議の「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査結果（平成 21
年度）」においてグッドプラクティスとして紹介された。本資料については、平成 22 年度の追跡

調査等の内容によりリバイスを行い「(独)農業環境技術研究所の成果マップ」として第２期の業務

実績評価の参考資料とした。 
 

●評価・点検結果の反映方針（指標 1-1-エ） 
研究課題推進のためのインセンティブ付与のため、各年度の課題評価会議における小課題の評

価結果を翌年度の RP への研究費配分額に反映させることとし、平成 19 年度以降の各年度の RP
への一般研究費は、基準配分額に前年度の評価ランクに基づく係数（S：0.3、A：0.2、B：0.1、
C または D：0）を乗じた額を上乗せして配分している。評価コメントは可能なものについては

第３期の研究内容に反映させた。 
また、評議員による書面評価を年度内に実施し、評価で明らかになった問題点等への対策の検

討を年度内から開始し、農業環境インベントリーの高度化、行政部局との連携強化や行政ニーズ

への機動的対応など、可能なものについては平成 23 年度計画等に反映した。対策の検討に時間を

要するものについては、業務運営の実施場面で適宜反映することとしている。 
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●内部統制のための法人の長のマネジメント（指標 1-1-オ） 
①リーダーシップを発揮できる環境整備 
本研究所の運営に関する重要事項については、理事長を中心に役員会や所議で審議の上決定し

ている。第２期の開始にあたり、権限と責任の明確化と意志疎通の迅速化を図るため、多段階の

組織構成を廃してフラットな組織とし、研究部門にマトリックス制を導入した（P20 指標 1-2-カ
参照）。このマトリックス制の導入等の組織再編は、理事長の強いリーダーシップにより行われた

ものである。また、各室で担当できない横断的事項、専門的事項の検討のため各種の委員会を設

置しているが、特に重要な委員会である業務効率化推進委員会、コンプライアンス推進委員会、

採用･給与等審査委員会等は、理事長が委員長となり推進した。 
また、第２期の期間を通じて、運営費交付金の中に理事長の裁量で機動的に配分できる資金（理

事長裁量経費）を確保した。これを活用し、例えば平成 22 年度には、緊急対応が必要となった花

粉交配用ミツバチ不足対応研究等に対応した。 
なお、組織にとって重要な情報等について適時的確に把握するため、理事長は、年度計画にお

ける「予算、収支計画及び資金計画」、運営費交付金予算配分書、施設整備補助金要求案、研究推

進費（所内の競争的研究資金）の配分書、予算の執行状況報告書、次年度予算概算決定額、四半

期毎電力等使用実績等の報告により財務情報について、理事長、理事、研究統括主幹、業務統括

主幹で構成される朝会（毎日）により現場での情報について、隔週で開催される所議（役員及び

管理職員等で構成）により審議･報告･連絡事項に関する関係職員の対応について把握している。 
 

②法人のミッションの役職員への周知徹底 
第２期の初年度である平成 18 年度に、本研究所の基本理念、行動憲章、環境憲章を定め、研究

所 Web サイトで公表するとともに、研究所本館正面玄関への掲示、各種印刷物への記載等により

職員への周知徹底を図っている。 
また、役員会や所議、朝会（毎朝の理事長、理事、両主幹打ち合わせ）等の所の幹部が集まる

会議、理事長の年頭訓示、職員を対象とした研修や会議など多数の職員が集まる会議、理事長が

直接対話する機会が少ない若手職員との懇談会等の機会をとらえて、理事長が直接、幹部や職員

に自らの考えを語り、幹部や職員の意見を聞くとともに、法人の使命、基本理念、理事長の考え

方の浸透を図っている。 
 
③組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応 

他の独立行政法人や企業で生じた問題、本研究所の自己評価・点検等を踏まえ、第２期には、

化学物質の適切な管理、契約の競争性の確保と情報公開、情報セキュリティの確保、その他のコ

ンプライアンスの確保等を業務運営上の重要なリスク要因ととらえ、改善を図った。また、平成

22 年度には危機管理マニュアルや危機管理フロー図等を危機管理のカテゴリーにまとめ、関係者

が閲覧しやすい場所に掲示し、緊急時の対応を強化した。 
なお、毎年度の監事監査所見において本研究所に関連するリスク項目やその対応等について報

告されている。 
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④内部統制の現状把握・課題対応計画の作成 
ミッションを有効かつ効率的に果たすための目標管理の仕組みの概要は次のとおりである。研

究に関しては、RP ごとに中期計画を達成するための工程表を作成し、RP ごとの検討会（内部設

計会議、RP 中間検討会、課題評価会議）において研究設計、進捗管理を行う。RP の検討会では、

RP メンバーの他、理事、関係する研究管理職、企画戦略室等が参加し、多様な研究分野の研究者

により様々な角度からの検討が行われる。毎年度開催する課題評価会議において RP ごとの研究

課題評価を行うが、この際、外部評価委員も加え、客観的な評価となるよう配慮している。研究

以外の業務運営については、年度計画に基づき業務を進め、年度途中に企画戦略室が進捗状況の

中間点検を行い役員会に報告する。毎年度末に所の管理職等で構成する自己評価会議及び外部委

員で構成する評議会（評価委員会）を開催し、研究と業務運営をあわせた本研究所の業務全体の

評価を行う。評価結果は、独法評価委員会の評価結果とあわせ、次年度計画など業務運営に反映

させている。 
こうした目標管理の仕組みについても随時見直しを行っており、平成 19 年度には、内部チェ

ック強化のための自己評価会議の新設、評価結果の次年度計画等への反映のための評議会の早期

化を行い、平成 20 年度には業務運営の中間点検の新設等を行った。平成 22 年度には、次期の

研究課題や業務運営の検討と次期の導入に向けた国際的ベンチマークを試行した。 
なお、こうした取組の成果は、例えば、研究職員の業績評価の処遇反映や化学薬品管理オンラ

インシステム導入等の業務改善の他、論文の総インパクトファクターの合計値やプレススリリー

スの数が中期計画の目標値の 1/5 を大きく上回るなど、業績を示す指標にもあらわれ始めている

（P82 指標 2-2-ｵ、2-2-ｶ参照）。 
 
●研究職員の業績評価と処遇等への反映（指標 1-1-カ） 

一般研究職員の業績評価の処遇への反映に関しては、平成 21 年度業績評価作業を５月に完了

し、その結果を平成 22 年度の処遇（勤勉手当）に反映した（業績評価加算割合：15／100 から

0／100（加算なし）の範囲）。 
研究管理職員については、平成 20 年４月に評価規程及び評価マニュアルを改定し、平成 20

年度業績評価から、目標管理型の評価システムとして実施した。評価作業は、平成 22 年３～６

月に実施し、平成 22 年度の勤勉手当に反映させた。 
 
●一般職員を対象とした評価制度の導入（指標 1-1-キ） 

一般職員及び技術専門職員の評価制度について、平成 21 年度に実施した試行結果の検証を踏ま

え検討し、関係規程やマニュアル等を整備し、平成 22 年 10 月１日に導入した。 
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自己評価 
中項目 
1－1 

評価ランク コメント  

A 

 独法化後の 10 年間の研究成果とアウトカムのマップ化、各種数

値指標の整理等を踏まえ、客観性を高め、第２期の評価を実施し

た。また、国際的ベンチマークの試行が行われたことも評価でき

る。国際水準から見た適切な評価の取組を一層進めることを期待

する。 
職員のアイディアの掘り起こしや問題意識の共有を進めつつ第

３期の計画を策定したことも評価できる。 
 研究職員について、平成 21 年度業績評価を行い、平成 22 年

度の勤勉手当に反映したことは評価できる。また、一般職員等の

業績評価制度を導入したことも評価できる。次期においては、職

員全体の適切な業績評価制度の確立と処遇反映を期待する。  
 

前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
1－1 

評価ランク コメント  

A 

自己評価については、これまでの取組に加え、独法化後の研究

成果とその普及･利用状況を中期計画期間全体について体系的に

整理し、これまでの研究の流れや各種の数値指標の推移を把握し

たことは評価できる。研究評価を国際水準で行うため、次期にお

ける国際的ベンチマークの導入にむけた取組を期待する。平成 
20 年度に実施した研究課題の重点化点検や実績評価結果を、年度

当初の RP の再編と交付金配分に反映させたことは評価できる。

研究職員の業績評価の処遇への反映が進展したことは評価でき

る。中期計画期間内に、一般職員を対象とした評価制度の導入が

着実に実施されることを期待する。 
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２．研究資源の効率的利用及び充実・高度化 

農業環境に係る行政ニーズの把握、国内外の技術開発動向や学会の動向の調査・分析等、

研究の企画・立案に必要な情報収集・分析機能を強化する。 

中期目標 

（１）研究資金 
研究所は、中期目標の達成のため、運営費交付金を効率的に活用して研究を推進す

る。さらに、研究開発の一層の推進を図るため、委託プロジェクト研究費、競争的研究

資金等の外部資金の獲得に積極的に取り組み、研究資金の効率的活用に努める。 
（２）研究施設・設備 

研究施設・設備については、老朽化の現状や研究の重点化方向を考慮の上、効率的

な維持管理等が行われるよう計画的に整備し、その有効活用に努める。 
（３）組織 

農業環境に係る政策や社会的ニーズに迅速に対応し、研究成果を効率的に創出する

ため、研究資金、人材、施設等の研究資源を有効に活用し得るよう、具体的な研究分野、

研究課題の重要性や進捗状況も踏まえ、研究組織を、再編・改廃を含めて機動的に見直

す。 
（４）職員の資質向上と人材育成 

研究者、研究管理者及び研究支援者の資質向上を図り、研究所の業務を的確に推進

できる人材を計画的に育成する。そのため、具体的な人材育成プログラムを策定すると

ともに、競争的・協調的な研究環境の醸成、多様な雇用制度を活用した研究者のキャリ

アパスの開拓、研究支援の高度化を図る研修等により、職員の資質向上に資する条件整

備に努める。 

 

（１）研究資金 
中期計画 

①運営費交付金については、評価結果等に基づき重点的な配分を行い、効率的・効果的

な研究の推進を図る。 
②農政上及び科学技術政策上の重要課題として国から受託するプロジェクト研究等に

ついて重点的に実施する。 
③中期目標の達成に有効な競争的資金について積極的に応募し、当該資金の獲得に努め

る等により研究資金の充実を図る。 
（２）研究施設・設備 

施設・設備の効率的な維持管理及び有効活用を図るため、共同利用を促進し、環境化

学物質分析施設等に関する情報のインターネットによる公開及び配分スペースの見直

しや集約化の推進等に努める。 
上記を踏まえ、老朽化の現状や研究の重点化方向を考慮の上、計画的な整備に努める。 

（３）組織 
中期計画における研究課題の着実な達成のため、「研究領域」や「研究センター」等

の研究基本組織を配置するとともに、小課題の進行管理を推進するための研究体制を構

築する。また、成果に対する評価結果及び社会・科学技術動向を踏まえ、社会ニーズや

政策的要請等に適切に対応するため、機動的かつ柔軟な組織の見直しを行う。さらに、
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研究所の活動を効率的に運営するための管理体制を整備する。 
（４）職員の資質向上と人材の育成 

①人材育成プログラムを策定して計画的な人材育成を図る。 
②研究職員に対し競争的・協調的環境を醸成し、インセンティブを効果的に付与する。

また、他の独立行政法人を含む研究機関等との円滑な人材交流を行うとともに、多様

な雇用制度を活用し研究職員のキャリアパスを開拓する。 
③若手研究職員の育成プログラムを策定し、計画的な人材育成を図るとともに、博士号

の取得を奨励し、適切な指導を行う。また、各種制度を積極的に活用して研究職員の

在外研究を計画的に実施する。 
④各種研修制度等を活用し、研究所のミッション遂行に必要な研究マネジメントに優

れ、かつ高度な専門的知識を有する研究管理者を育成する。 
⑤一般職員及び技術専門職員が高度な専門技術・知識を要する業務を行うために必要な

資格や能力を獲得するための研修等を実施する。 

 

1-2-ア 運営費交付金の重点配分、国の委託プロジェクト研究の重点実施が行われているか。 
指標 

1-2-イ 競争的研究資金等の外部資金の獲得に向けた十分な取組が行われ、獲得金額が増加しているか。 
1-2-ウ ミッションの達成に向けた施設・設備の計画的整備が行われているか。 
1-2-エ 研究施設・設備の共同利用の促進の取組が適切に行われているか。 
1-2-オ 環境化学物質分析施設等に関する情報をインターネット等を介して公開し、利用促進が図られてい

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

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

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

 

中項目実績 

●運営費交付金の重点配分、国の委託プロジェクト研究の重点実施（指標 1-2-ア） 
運営費交付金については、所内競争的資金と位置づけられる研究推進費（平成 22 年度予

算額：約 241 百万円）を活用し、所内で募集を行い配分すること等により、重要な研究や

国際会議等への重点配分を図った。例えば、研究推進費の中の小課題強化経費（平成 22 年

度予算額：約 78 百万円）及び小課題間連携強化費（平成 22 年度予算額：約 8 百万円）は、

中期目標期間の最終年度に実施すべき内容であること、平成 20 年度に実施した研究課題の

重点化点検結果の内容に即したものであること等を重要な基準として配分した。また、運

営費交付金の一般研究費（平成 22 年度予算額：約 193 百万円）については、その約４割を

RP に配分し、残り６割は研究領域・センターに配分している。RP への配分に関しては、

平成 21 年度課題評価会議における評価結果を反映した（研究職員エフォートに基づく基準

配分額に、評価ランクに基づく係数（S：0.3、A：0.2、B：0.1、C または D：0）を乗じた

額を上乗せして配分）。 
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表 1-2-ア-1 研究推進費等による重点配分事例（平成 22 年度） 
区分 

(平成 22 年度予算額) 
 

資 金 の 趣 旨 
 

配 分 状 況 
 

 
 
 
直

接

研 
究 
費 

 
 

小課題強化経費 
( 78 百万円 ) 

小課題の推進に特に必要な経費及びポスドクの

雇用に配分（RP リーダーが申請）。配分に当たって

は、中期目標期間最終年度に実行すべき内容である

こと、研究課題重点化点検結果に即したものである

ことを重要な基準とする。 

小課題の推進のため

の経費 10 件、ポスド

ク雇用 10 人を採択。 
 

小課題間連携強化

費( 8 百万円 ) 
小課題間の連携の強化に特に必要な支出に配分。

配分に当たっては、研究課題重点化点検結果に即し

たものであることを重要な基準とする。 

2 件を採択 

法人プロジェクト

経費( 15 百万円 ) 
国際的な視点で見た新規性及び革新性があるシ

ーズ研究、成果をさらに発展させるフォローアップ

研究等に配分。 

12 課題を採択。 

スタートアップ資

金( 6 百万円 ) 
任期付き研究員として新規採用された者が、仕事

の開始にあたり必要となる経費に支給。 
1 件を採択 

機械整備費 
( 40 百万円 ) 

高額機器、大型機器のうち、戦略的に整備すべき

もの、コストに見合った成果が期待できるもの等へ

の支出に配分。 

5 件を採択 

研

究

運

営

費 

国際対応経費 
( 20 百万円 ) 

国際会議の開催、MARCO のもとでの研究者招へ

い、国際共同研究等に配分。 
国際会議 4 件、国際共

同研究 1 件、研究者招

へい 1 件を採択。 
理事長裁量経費 
( 10 百万円 ) 

理事長の裁量により機動的に配分。 花粉交配用ミツバチ

不足対応研究等を実

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

 
国の委託プロジェクト研究については、農林水産省、環境省、文部科学省の研究制度に

積極的に応募し、本研究所のミッションと関係する研究を実施した。これらのプロジェク

ト研究では、本研究所の研究員がプロジェクト推進リーダー、グループリーダー等として

研究のコーディネートを行い、多数の研究機関と連携し、国の政策に活用できる成果や全

国で活用できる技術の創出を目指している。平成 22 年度は、これらのプロジェクト研究の

多くについて、委託元である農林水産省等と共催でシンポジウムや研究成果発表会を開催

し、成果のアピールと活用促進を図った。その他、中期計画の達成に資する各種の受託研

究等を実施した。 

  
「土壌微生物相の解明による土壌生物性の解析技術の開発」「農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発」 

写真 1-2-ア 研究プロジェクトの成果発表会 
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表 1-2-ア-2 国の委託プロジェクト研究、その他の受託研究等の事例（平成 22 年度） 
委託元 研 究 課 題 研究期間 
農林 
水産省 
等 
 
 
 

農林水産分野における地球温暖化対策のための緩和及び適応技術の開発（農

業分野における温暖化緩和技術の開発） 
H 22～26 

土壌微生物相の解明による土壌生物性の解析技術の開発 H 18～22 
遺伝子組換え作物と一般作物等との共存のための技術開発 H14～22 
農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法開発 H20～24 
生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技

術の開発 
H20～24 

低濃度エタノールを用いた新規土壌消毒技術の開発 H 20～24 
土壌由来温室効果ガス・土壌炭素調査事業 H 20～24 

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

する研究 
H 20～24 

バイオマスプラスチックのオンサイト分解抑制技術の開発と環境リスク評

価 
H 22～24 

文 部 科

学省等 
大気二酸化炭素増加と水稲品種が大気－水田間の窒素循環に及ぼす影響の

解明と予測 
H 22～24 

茶草場として成立する半自然草地の多様性と維持機構の解明 H 21～23 
多周波多偏波マイクロ波センシングによる作物・農地情報の全天候遠隔計測

基礎技術 
H22～24 

 
 
●競争的研究資金等の外部資金の獲得（指標 1-2-イ） 

中期目標の達成に有効な外部資金について、引き続き積極的に応募し、前年度からの継

続実施も含め、計 101 件、約 14 億 7,600 万円を獲得した。うち、競争的資金については

58 件、約 3 億 8,500 万円となっており、課題件数は前年同、獲得金額は対前年で増加した。 
平成 22 年度の応募・採択の状況については、農林水産省、文部科学省、環境省等の競争

的資金に対して、代表提案として 10 課題、参画提案として９課題が採択された。採択率は

代表提案 21％、参画提案 26％であった。 
これら外部資金獲得に向けた取組として、競争的研究資金の年間応募スケジュールの作

成と所内への周知の徹底、科学研究費補助金応募に関する所内説明会の開催、予算管理・

運営委員会や研究管理職による応募計画のブラッシュアップを実施した。また、平成 21 年

度から、競争的研究資金獲得のインセンティブを与えるため、獲得した研究者に対し、獲

得した研究資金にかかる一般管理費及び間接経費の一部に相当する金額を配分することと

した。 
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表 1-2-イ-1 外部資金獲得状況 
 

配分機関 件数(件) 獲得予算(百万円) 
H19 H20 H21 H22 H19 H20 H21 H22 

競争的 
研究資金 (全機関) 48 52 58 58 426 

(91) 
259 
(56) 

318 
(82) 

385 
(86) 

公募型 

農林水産省 10 19 17 20 1,136 
(792) 

1,353 
(1,003) 

1,313 
(965) 

923 
(578) 

環境省 7 8 7 6 25 
(0) 

47 
(9) 

35 
(9) 

35 
(7) 

文部科学省 5 3 5 7 61 
(0) 

52 
(0) 

77 
(17) 

112 
(35) 

その他 

民間･財団･

他独法等 6 3 4 4 9 
(0) 

12 
(0) 

12 
(0) 

14 
(0) 

資金提供型

共同研究    6    7 
(0) 

合計 76 85 91 101 1,658 
(883) 

1,723 
(1,069) 

1,755 
(1,073) 

1,476 
(706) 

(注)農林水産省のプロジェクト研究が公募型になった平成 19 年度以降の推移を示す。獲得予算欄の 
下段(  )内は分担機関への配分額で内数。 

 
表 1-2-イ-2 競争的資金獲得状況の推移  

配

分

機

関 

事業名 

件 数 （件） 予 算 額 （百万円） 

第 1 期

平均 
H18 H19 H20 H21 H22 

第 1 期

平均 
H18 H19 H20 H21 H22 

農

林

水

産

省

等 

新たな農林水産

政策を推進する

実用技術開発 

事業等 

4 10 7 5 3 4 73 79 64 52 46 42 

イノベーション

創出基礎的研究

推進事業等 

1 0 2 4 4 4 4 0 39 78 90 95 

文

部

科

学

省

等 

科学研究費 

補助金 
4 10 31 37 43 40 8 29 70 67 81 100 

科学技術 

振興調整費 
3 2 2 0 2 2 63 138 133 0 19 26 

その他 0 0 1 1 2 2 0 0 2 1 29 29 

環

境

省 

地球環境研究 

総合推進費 
9 6 5 5 4 6 141 141 119 62 54 92 

合計 20 28 48 52 58 58 288 387 427 260 319 384 
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表 1-2-イ-3 公募型プロジェクト研究等への応募・採択状況（平成 22 年度） 
  代表提案 参  画 

  採択件数 応募件数 採択率 採択件数 応募件数 採択率 

競争的研究資金 10 48 21 %  9 35 26 % 

その他外部資金 11 24 46 %  4  6 67 % 

総数 21 72 29 % 13 41 32 % 

 
●施設・設備の計画的整備（指標 1-2-ウ） 

研究本館を始めとする各施設の建設から 30 年近くを経過し、各施設や設備の老朽化が進

んでいる。このため、施設整備費補助金や運営費交付金による第２期の修繕計画を策定し、

研究環境の維持や整備を計画的に実施した。また、機械・設備の更新に当たっては、省エ

ネ型への切り替えを進め、本研究所の電力使用量、CO2 排出量の削減につながった。平成

22 年度には、第 2 期中期目標期間最終年度として計画していた施設整備費補助金によるイ

ンフラの老朽化対策として、B 地区受水槽・高架水槽改修工事を実施するとともに、次期中

期計画期間の整備の柱となる電気設備改修の前倒しとして中央監視設備改修工事を実施し

た。また、運営費交付金による修繕改修工事として、研究本館屋上防水工事、入館管理設

備改修工事、試料保管施設改修工事、研究本館 1 階電子顕微鏡室改修工事等を実施した。（詳

細は指標 7-1 に記述） 
 

●研究施設・設備の共同利用の促進の取組（指標 1-2-エ） 
研究用機器については、平成 18 年度に、所内での共用を進めて効率化を図る方針を決定

し、平成 19年度以降は 500万円以上の高額機器を、イントラネットを通じて職員に周知し、

相互利用の促進を図っている。また、4,000 万円以上の高額機器については、インターネッ

トによる情報提供も実施している。また、独法間で実施する協定研究に基づき、他法人の

研究者による機器の利用を認めている。 
なお、本研究所の RI 実験棟については、従来から、本研究所と同じ敷地内に研究室を持

つ農業生物資源研究所等に開放し、施設の利用の効率化を図ってきたが、平成 21 年度から

は、申し入れを踏まえ国際農林水産業研究センターの使用も認め、施設の有効利用を図っ

ている。 
 
●環境化学物質分析施設等の利用促進（指標 1-2-オ） 

平成 17年３月に策定した施設の運営要領にしたがって利用に供している。外部利用を含

め、年間を通じて有効に活用されている。使用者（登録者）に占める外部者の比率につい

ては、年度により変動があるが、第２期の間は 26％から 60％で推移した。平成 22 年度は

約 26％となった。 
 
●研究基本組織の配置、研究体制の構築、組織の見直し（指標 1-2-カ） 

第２期中期目標期間における研究組織は、各専門分野の研究者が集まる研究領域・セン

ターと、課題推進のために領域・センターから分野横断的に研究者が集まった RP とが、縦

横に交わるマトリックス構造となっている。研究領域による研究職員の管理・人材育成等、
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RP による研究課題の推進というそれぞれの役割が定着し、円滑に機能するようになった。 
平成 22 年度には、年度当初に安全管理室及び研究情報システム管理室を設置（安全管理

専門役及び研究情報システム専門役を振替）し、化学薬品管理、情報セキュリティに係る

業務量の増加及び迅速な意志決定に対応する体制の強化を図った。 
 
●人材育成の取組（指標 1-2-キ） 

平成 18 年度に策定した本研究所の人材育成プログラムに基づき、各研究職員が「中長期

的な研究及び自己研鑽の計画」及び「年間の目標」（キャリアデザインシート）の作成、そ

の達成度の確認、研究管理者との面談等を行い、自らのキャリアビジョンの描出と自発的

キャリアアップの遂行を図った。 
研究者の国際的な活動を促進し、国際経験の蓄積を図るため、国際機関や国際研究集会

等への派遣を積極的に行い、日本学術振興会や経済協力開発機構（OECD）等の研究者交

流制度（在外研究）への応募を奨励した（P36 指標 1-5-イ参照）。 
若手研究者に対し、学位の取得を奨励している。平成 22 年度の新たな博士号取得者は 1

人で、研究職員中の博士号取得者の割合は 82.8％となった。新任の研究管理職は研究管理

のための研修に参加させた。行政、他独法との人事交流を実施した。 
 

表 1-2-キ 行政、他独法、大学との人事交流等の状況（平成 22 年度） 
 転 入 （人） 転 出 （人） 

研究職員 一般職員 研究職員 一般職員 
農林水産省 1 2   
農業・食料産業技術総合研究機構  3 1 1 

農業生物資源研究所  2   

国際農林水産業研究センター    1 
農林水産消費安全技術センター １  1  
新規採用（参考） 6   

 
平成 21 年度から実施している女性研究者支援モデル育成事業の中で、講演会、メンター

制度、海外出張支援、英語論文作成支援等により、女性研究者やポスドクの育成を推進し

た（P116 指標 7-2-オ参照）。 
なお、本研究所の人材育成プログラムは、策定から４年以上が経過し、その間に「研究

開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に

関する法律（平成 20 年法律第 63 号）」（以下、「研究開発力強化法」という。）の制定、新

たな農林水産研究基本計画の決定（平成 22 年３月 30 日農林水産技術会議）等があり、こ

れらを踏まえ、今後、「農林水産研究における人材育成プログラム」（農林水産技術会議）

の改定が予定されている。こうした情勢を踏まえ、現在、本研究所の人材育成プログラム

についても改定の検討進めている。 
 
●研究職員へのインセンティブ付与（指標 1-2-ク） 

研究職員のインセンティブを高めるため、平成 20 年度に、若手の職員（ポスドク含む）

を対象とした所内表彰（農環研若手研究者奨励賞）を創設、以降、毎年度表彰を実施して

いる。平成 22 年度には２人（うちポスドク１人）を表彰した。 
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所内競争的研究資金と位置づけられる研究推進費の活用、小課題の評価結果を RP の予算

配分に反映させる仕組み等により、競争的環境の醸成を図っている（P16 指標 1-2-ア参照）。

また、競争的研究資金獲得（P18 指標 1-2-イ参照）、資金提供型共同研究推進（P29 指標

1-4-ウ参照）のためのインセンティブ付与の仕組みを整備している。 
さらに、研究職員の業績評価システムを改善するとともに、平成 22 年度から処遇への反

映を開始した。（P13 指標 1-1-カ 参照）。  
 

   
 

写真 1-2-ク 農環研若手研究者奨励賞授賞式 
 
●各種研修の実施、資格取得の支援（指標 1-2-ケ） 

平成 21 年度から実施している本研究所の生態系計測研究領域の研究者を講師として「農

環研統計 GIS 研修」を実施し、昨年度実施分の全７回に続き、第８回及び第９回を実施し

た。研究員を主な対象としており、統計と GIS の基礎から専門レベルまで、研究水準の向

上を図った。また、科学英語研修を所内研修として実施し、研究職員の資質向上を図った。

コンプライアンスの向上を図る観点から毒物・劇物に関する講習会、セキュリティの向上

のためネットワーク等の利用者講習会を実施した。さらに、外部機関が実施する階層別研

修、公文書管理法セミナーなどの専門性の高いセミナーなどにも積極的に参加させた。 
一般職員では、簿記研修を実施し、業務上必要な知識の資質向上を図った。また、第Ⅰ

種衛生管理者受験準備講習会に１名参加させるとともに、第Ⅰ種衛生管理者試験の合格を

果たした。 
技術専門職員においては、約１ヶ月間に亘るトラクタ高度整備技術コース研修に１名参

加させ、高度な技術の取得向上を図った。さらには、危険物取扱者試験準備講習会に１名

参加し、危険物取扱者試験（乙４類）の合格者１名を輩出した。 
 

表 1-2-ケ 主な研修・講習等の開催状況 
種

別 
研修講習会の名称 実施機関 実施日 

参加

人数 

所

内

研

修 

平成 22年度新規採用者研修(4.1付け) 農環研 H22.4.1～4.2、5.17、5.24 1 

農環研 統計 GIS 研修(第 8回、第 9回) 農環研 H22.5月～12月 延べ 

25 

新規ネットワーク利用者講習会 農環研 H22.5.14、7.14、9.17 11 

放射線障害防止のための教育訓練 農環研 H22.5.21 22 
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毒物・劇物に関する講習会 農環研 H22.6.10 97 

所内グループウェア講習会（全３回） 農環研 H22.6.15、8.17、9.17 延べ 

16 

「女性研究者支援事業」説明会 農環研 H22.7.8   

平成 22年度新規採用者研修（8.1付け） 農環研 H22.8.2～8.10 3 

平成 22年度簿記検定試験のための学習会 農環研 H22.8.4～12.4 週 1回 

（全 27回） 

１ 

平成 22年度科学英語研修 農環研 H22.9.13 26 

健康教室「老化について考える－アンチエイ

ジングは可能か？－」 

農環研 H22.9.27 43 

外部資金応募に関する説明会 農環研 H22.10.8 40 

ネットワーク情報セキュリティ研修 農環研 H22.10.26、10.29 延 204 

救命講習会（AED 操作方法・心肺蘇生法及び

救護訓練（止血法・搬送法）） 

農環研 

 

H22.11.16 

 

32 

 

外

部

研

修 

平成 22年度第 33回英語研修 文部科学省 

交流センター 

H22.4月～12月（全 50回） 2 

平成 22年度農林水産関係研究リーダー研修 農林水産省農林水

産技術会議事務局 

H22.6.1～6.2 3 

平成 22年度チーム長研修 (独)農業・食品産業

技術総合研究機構 

H22.6.9～6.11 2 

平成 22年度主査等Ⅱ研修 (独)農業・食品産業

技術総合研究機構 

H22.6.23～6.25 2 

農林水産関係中堅研究者研修 農林水産省農林水

産技術会議事務局 

H22.7.6～7.8 3 

平成 22年度第 2回知的財産権研修（初級） （独）工業所有権情

報・研修館 

H22.7.6～7.9 1 

平成 22年度エネルギー管理講習 新規講習 （財）省エネルギー

センター 

H22.7.7 2 

平成 22年度主査等Ⅰ研修 (独)農業・食品産業

技術総合研究機構 

H22.7.14～7.16 2 

第Ⅰ種衛生管理者受験準備講習会 （社）東京労働基準

協会連合会 

H22.7.20～7.23 1 

第Ⅰ種衛生管理者試験 関東安全衛生技術

センター 

H22.9.5 1 

平成 22年度チーム員研修 (独)農業・食品産業

技術総合研究機構 

H22.9.15～9.17 1 

仕事と家庭の両立推進セミナー （財）21世紀職業財

団 

H22.10.7 1 

数理統計研修（基礎編Ⅰ） (独)農業・食品産業

技術総合研究機構 

H22.11.8～11.12 1 

平成 22年度後期図書資料関係研修 

 

農林水産省（農林水

産技術会議事務局

筑波事務所） 

H22.11.8 1 

メンタルヘルスケアセミナー （財）21世紀職業財

団 

H22.11.9 1 

採用面接講座 （株）日本経営協会

総合研究所 

H22.11.20 2 

安全運転講習会 農林水産省（農林水

産技術会議事務局

筑波事務所） 

H22.12.7 19 
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農林水産関係若手研究者研修 農林水産省農林水

産技術会議事務局 

H22.12.15～12.17 3 

平成 22 年度茨城職業リハビリテーション推

進フォーラム 

（独）高齢・障害者

雇用支援機構 

H23.1.11 

 

1 

 

平成 22年度危険物取扱者試験準備講習会 （社）茨城県危険物

安全協会連合会 

H23.1.17～1.18 1 

平成 22 年度農業機械化研修（トラクタ高度

整備技術コース 2G） 

農林水産研修所 H23.1.17～2.10 1 

独立行政法人等情報公開・個人情報保護担当

者連絡会議 

総務省 H23.1.24 1 

公文書等の管理に関する法律の施行に伴う

独立行政法人等説明会 

内閣府 H23.1.25 １ 

法人文書管理規則制定に資する説明会 農林水産省 H23.1.28 １ 

公文書管理法制セミナー (財)行政管理研究

センター 

H23.2.21 １ 

労働基準法改正と労働時間管理に関する説

明会 

土浦労働基準監督

署 

H23.2.23 2 
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自己評価 
中項目 
1－2 

評価ランク コメント  

Ａ 

所内競争的研究資金である研究推進費の活用、小課題評価結

果のＲＰ配分への反映等により運営費交付金の重点配分が行

われた。多くの国のプロジェクト研究の代表機関となり、関係

機関のコーディネートを行ったことも評価できる。資金提供型

共同研究獲得に関して研究者にインセンティブを付与する仕

組みを導入した。競争的研究資金の獲得については、金額で前

年を上回り、外部資金全体でも高い水準を維持している。また、

緊急のミツバチ不足対策研究に理事長裁量経費が支出される

など資金が柔軟に運用されている点も評価できる。 
 高額機器情報のインターネットやイントラネットを通じた

周知などの共同利用推進の取組は引き続き実施されている。 

人材育成プログラムに基づく取組が進められ、ポスドクも対

象とした若手研究者表彰、各種研修等により、職員のインセン

ティブの向上や、人材育成を図っている点も評価できる。なお、

人材育成プログラムについては、「農林水産研究における人材

育成プログラム」（農林水産技術会議）改定の動き等を踏まえ

見直しが期待される。 
 

前年度の

独法評価

委員会評

価 
中項目 
1－2 

評価ランク コメント  

A 

運営費交付金の重点配分により、研究課題重点化点検の結果

に沿ったポスドクの雇用や国際会議の開催など、効率的な研究

推進が図られたことは評価できる。 
外部資金に関しては、年間応募スケジュールの周知や研究費

獲得に対するインセンティブ付与により、対前年で増加してい

る。開放系大気 CO2増加（FACE）実験施設など、農作物や土

壌に対する環境影響評価・予測研究の中核となる拠点を整備し

たことは評価できる。 
人材育成に関しては、MARCO シンポジウムを開催し、多く

の中堅･若手人材に国際会議の経験を積ませるとともに、研究

者の自発的なキャリアアップの促進を図り、若手研究者が著名

な表彰を受けたことは評価できる。こうした人材育成の取組の

成果を検証し、次期に向け引き続き、的確な人材育成を推進す

ることを期待する。 
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３．研究支援部門の効率化及び充実・高度化 

効率的かつ効果的な運営を確保するため、以下のような研究支援部門の合理化に努める。 

中期目標 

総務部門の業務については、業務内容等の見直しを行い、効率的な実施体制を確保するととも

に、事務処理の迅速化、簡素化、文書資料の電子媒体化等による業務の効率化に努める。 

現業業務部門の業務については、調査及び研究業務の高度化に対応した高度な専門技術・知識

を要する分野に重点化を図るために業務を見直し、研究支援業務の効率化、充実・強化を図るよ

う努める。 

研究支援業務全体を見直し、極力アウトソーシングを推進する等により、研究支援部門の要員

の合理化に努める。 

 

①総務部門については、業務内容等の見直しを行い、効率的な実施体制を確保するとともに、事

務処理の迅速化、簡素化、文書資料の電子媒体化等により管理事務業務の効率化を図る。 

中期計画 

②技術専門職の業務については、調査及び研究業務の高度化に対応した高度な専門技術・知識を

要する分野に重点化するとともに業務の効率化、充実・強化を図る。 
③施設・設備、機械等の保守管理については、業務の性格に応じて計画的な外部委託に努める。 
④研究支援部門全体を見直し、極力アウトソーシングを推進する等により、研究支援部門の要員

の合理化に努める。 
⑤農林水産省研究ネットワーク等を活用して、研究情報の収集・提供業務の効率化、充実・強化

を図るとともに、情報システムの運用により研究所全体の情報共有の促進及び業務の効率化を

図る。 
 

1-3-ア 総務部門について、管理事務業務の効率化が図られているか。 
指標 

1-3-イ 技術専門職の業務を高度な専門技術・知識を要する分野に重点化するための見直し、アウトソーシング推

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

 

中項目実績 

●総務部門の管理事務業務の効率化（指標 1-3-ア） 
第２期には組織のフラット化、情報伝達の効率化、各種の契約の見直し等の管理事務業務の効

率化を進めている。 
平成 22年度には、社会保険関係・雇用保険関係手続きをインターネット上で行うことが出来る

e-Gov 電子申請を利用するための準備を開始し、第３期から行政機関へ出向く（約 15km）ことな

くパソコン利用で申請業務を行える体制作りを行った。今後、これにより、出向くことによる時

間短縮等の業務の効率化を図るとともに交通事故の回避等を図ることが可能となる。 

また、次期中期計画に向けた会計システムの運用方法の見直しと、システムの更新を実施し、

経理事務の効率化を図った。 
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以上に示す総務部門の管理事務業務の効率化の取組、以下に示す技術専門職の業務の重点化、

アウトソーシング推進等の取組等を期初から進めてきた結果、一般職（総務、財務、広報等の研

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

対応する減員を実施している。 
 

●技術専門職の業務の重点化、アウトソーシング推進等の取組（指標 1-3-イ） 
技術専門職については、第２期よりグループ制に再編し、機動的・効率的な体制で、高度な専

門技術、知識を要する分野に重点化しつつ業務を実施している。特に今年度は、本研究所内のほ

場、つくばみらい市、岩手県雫石の現地ほ場などで非遺伝子組換え作物と共存する条件を確認す

るために非遺伝子組換え作物でのキセニア現象を利用した作物間の距離別交雑率調査支援を広範

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

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

しない業務については契約職員（補助員）での対応を進めた。 

また、各部門で年間作業スケジュールを作成し、常勤職員、契約職員の業務の確認を行うとと

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

報情報室広報グループでは、科学コミュニケーション業務の経験者を契約職員として引き続き雇

用し、見学者への対応と説明、広報イベントの企画・運営、農環研ニュースの企画・編集などに

おいて、わかりやすい情報提供に努めた。また、情報グループでは、図書館司書資格を持つ契約

職員が図書資料の整理、複写依頼、リファレンスなどを担当し、図書館サービスの向上に務めた。

連携推進室では、MARCO シンポジウム準備、海外との共同研究や研究協力強化のための業務が、

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

オンラインシステムの運用の業務がそれぞれ大幅に増加した。これらの新たな業務の的確な遂行

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

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

シング推進等の取組等を期初から進めてきた結果、一般職（総務、財務、広報等の研究支援部門）

及び技術専門職について、第２期の人件費削減目標（５年間で５％以上の削減）に対応する減員

を実施している。 

 
● 法人全体での情報共有促進の取組（指標 1-3-ウ） 

第２期には、研究所 Web サイトと Web マガジンの改善による所内外への情報提供の充実、所

内グループウェアの日常業務での利用拡大、研究管理データベースの整備と研究企画・進行管理・

評価での活用等を進めてきた。 
平成 22 年度には、グループウェアの日常業務への利用を更に進めるため、掲載情報をメールで

も受信できるようにするとともに、利用講習会を開催した。これらにより、現在、所内への日常

的な連絡に利用され、役員・管理職員等の在席状況・スケジュール表、会議室・自動車の予約状

況、役員会・所議ほかの議事録・資料、提出書類の様式、新聞記事情報などの情報共有が進展し

た。また、グループウェア内に男女共同参画のコーナーを設け女性研究者支援関連の情報等を収

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

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

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

の収集が効率化され、情報の共有が進んだ。 
 
 
 

自己評価 
中項目 
1－3 

評価ランク コメント  

A 

 次期にむけ、e-Gov 電子申請の利用による社会保険関係手続き

等の業務の効率化、会計システムの運用方法の見直しを行った。 

グループウェアについては、利用講習会を数多く開催し、日常業

務での利用をさらに進める努力が行われた。高精度機器保守や外

国雑誌購入に関する契約の見直し、光熱水料の削減により経費節

減、外部委託や契約職員の活用も引き続き取り組まれている。技

術専門職については、遺伝子組換え作物に関する栽培試験等の支

援を重点的に実施し、専門知識を要しない業務については契約職

員での対応を進めた。以上の取組により、第２期の人件費削減目

標（５年間で５％削減）に対応する減員を可能としたことは評価

できる。 
次期においては、他の農業関係独立行政法人との連携強化によ

り、一層の業務効率化を推進することを期待する。 
 

前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
1－3 

評価ランク コメント  

A 

外部委託や契約職員の活用により、人件費削減目標に対応しつ

つ、科学コミュニケーションや国際会議への対応など新たな業務

に対応していることは評価できる。 
使用頻度の高い試薬購入の契約事務の見直しにより試薬保有数

量の増大抑制が図られるなど、管理事務業務の効率化も図られて

いる。1 者応札・1 者応募についての改善方策が検討されたが、そ

の対応を着実に進めることを期待する。 
所内グループウエアの活用を全契約職員にまで拡大し、情報共

有を促進していることは評価できる。 
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４．産学官連携、協力の促進・強化 

農業環境に関する基礎的・基盤的研究水準の向上並びに研究の効率的実施及び活性化の

ため、国、他の独立行政法人、公立試験研究機関、大学、民間等との共同研究等の連携・

協力及び研究者の交流を積極的に行う。その際、他の独立行政法人との役割分担に留意す

るとともに、円滑な交流システムの構築を図る。 

中期目標 

 

①国公立機関、大学、民間等との共同研究を進めるとともに、研究者の交流を円滑に行う

ためのシステムの構築を図る。 

中期計画 

②毎年定期的に、関係独立行政法人、行政部局、都道府県等の参加を求めて、研究推進の

ための会議を開催し、相互の連携・協力の推進を図る。 

③包括的協力協定の締結等により、大学等との連携を強化する。 

④独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う多様な専門知識を融合した総合的

な研究に必要に応じて協力する。また、独立行政法人国際農林水産業研究センターが実

施する国際共同研究に必要に応じて協力する。 

 

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

ているか。 

指標 

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

の連携は十分に行われているか。 

 
中項目実績 

●国公立機関、大学、民間等との共同研究、人材交流、大学等と包括的協力協定（指標 1-4-
ア、指標 1-4-ウ） 

研究成果の実用化を推進する観点から、独法化後、民間企業等との共同研究を推進して

いる。第１期には共同研究件数が着実に増加した。第２期は、平成 21 年度まで、その水準

（年間 26～27 件）を概ね維持し、平成 22 年度には多数の資金提供型共同研究の開始等に

より、大幅に件数が増加し 40 件となった。資金提供型共同研究制度は、民間等からの資金

提供により行う共同研究であり、平成 20 年度に創設し、平成 22 年度にインセンティブを

付与する制度（担当研究者に共同研究支援費を配分）を整備し推進している。平成 22 年度

には、資金提供型共同研究が６件開始された。 
共同研究等の成果として平成 22 年度に４件の特許出願がなされた（全て民間企業等との

共同出願）。 
農業関係独法との協定研究の実施件数は、第２期は年間５～15 件であり、増加傾向で推
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移している。平成 22 年度には 14 件の協定研究を実施した。 
包括的協力協定（連携講座、連携大学院、MOU 等）に基づき、東京大学、筑波大学、東

京農業大学、豊橋技術科学大学、鯉淵学園等との間で、多数の客員教員の派遣、教育研究

研修生等の受入を行った。また、依頼研究員、技術講習生等の制度により、外部から多数

の研究員等を受け入れた。 
 

表 1-4-ア 他機関との共同研究・人材交流（国内等）（平成 22 年度） 
項目 件数・人数 備考 

共同研究 共同研究契

約 
40 件 共同研究相手は、民間 20、大学 12、独法等 12、 

公設試 4（いずれも延べ数）。 
協定研究 13 件 農林水産関係他独法との研究協力に関する協約書に則っ

て実施する研究。 
研究員等

受入 
JSPS 特別研

究員 
4 人 

 
 

依頼研究員 4 人 都道府県 4 人、大学１人 
技術講習生 50 人 学生受入 48 人 

教育研究研

修生 
4 人 連携大学院方式による協力協定（筑波大学、東京農業大学）

による受入。 
その他 5 人 名誉研究員、研究打合せ等 

教員派遣 
等 

包括的協力

協定、MOU
等 

44 人 
 

連携講座（東京大学）、連携大学院方式による協力協定（筑

波大学、東京農業大学）、教育研究協力（鯉淵学園）の MOU
等による教授、准教授、客員研究員等の派遣 

大学との兼

業 
10 人 非特定独法化に伴い平成 18 年度に兼業承認の簡素化を実

施。 
インターンシップ制度 5 人 学生に実際の研究業務を体験させることにより、職業適性の

見極めを支援し、高い就業意識を育成するとともに、農業と

環境に関係する研究に理解を深めてもらうことを目的とし

て平成 19 年度に整備。 
（注１）国内を主な対象とする共同研究、人材交流等（海外を主な対象とするものはＰ36 表 1-5-イ） 

 

本研究所の職員等が作製した土壌モノリスや菌株等の研究試料について、外部からの貸

与や使用の希望に円滑に応えるため、その取扱いを定めた「研究試料取扱規程」を策定し

た（平成 22 年４月６日）。平成 22 年度に、本規程により試料提供に係る契約を締結し、提

供した試料は６件である。また、共同研究の実施報告や共同研究者の受入等を定めた「共

同研究規程実施細則」を策定した。 
以上の他、他の研究機関と連携して多数のプロジェクト研究を実施した。また、他独法、

大学との人事交流を推進した（P21 指標 1-2-キ 参照）。 
 
●研究推進会議等（指標 1-4-イ） 

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

連携推進会議を平成 23 年３月に東京で開催した（注：会議中に東日本大震災が発生したた

め途中で中止）。 
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行政への技術情報の提供と行政ニーズの把握のため、農林水産省の生産局農業環境対策

課、消費安全局農産安全管理課、農村振興局農村環境課と意見交換会を開催した。近年の

こうした取組もあり、地球温暖化対策や食の安全などの政策分野で本研究所の研究成果が

生かされつつある。 
農業生産現場との連携強化のため、熊本県との共催で現地セミナーを開催した。都道府

県との連携による現地セミナーは３回目であり、当研究所にとって、農業関係者、一般の

方等の生の声を聞き研究に反映させる重要な機会となっている。また、農業生産者との直

接的なコミュニケーションを図るため、農業生産者 NPO「田舎のヒロインわくわくネット

ワーク」との交流会を、肥料業界への研究成果の提供と、業界の現状やニーズの把握のた

めに、日本肥料アンモニア協会との意見交換会を開催した。 
他研究機関との連携の関係では、農林水産業にかかる環境研究の三所連絡会（第 10 回）

を開催し意見交換を実施した。また、環境研究を行う 13 研究機関で結成している環境研究

機関連絡会及び同連絡会のシンポジウムを開催し、環境問題に関心のある研究者や行政関

係者、市民、報道関係者に広く情報を発信した。 

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

写真 1-4-イ 他の機関との連携推進のための会議 
 

表 1-4-イ 連携推進のための会議等の開催状況（平成 22 年度） 
会 議 名 内  容 開催日(場所) 

農業環境技術研究所連

携推進会議 
行政部局（国及び都道府県）、関係独立行政法人、公設試験研究

機関の参加の下、農環研の研究成果や産学官連携の取組を説明する

とともに意見交換等を実施。 

H23.3.11 
ベルサール

神田 (東京都

千代田区) 
農林水産省生産局農業

環境対策課との連絡会 
 生産局農業環境対策課との初めての連絡会。農業環境対策課から

は地球温暖化に関する国際的な枠組みと国内の施策に関する説明

があり、農環研からは地球温暖化への適応策、緩和策に関する研究

成果についての説明を行い、活発な意見交換がなされた。また、会

議に先立ち、つくばみらい市の FACE 実験圃場と農環研内の温室

効果ガス発生制御施設、インベントリー展示館の見学会を実施。参

加人数 32 人。 

H22.7.7 
農環研 
547 会議室 
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農林水産省消費・安全

局農産安全管理課との

連絡会 

 消費・安全局農産安全管理課とは近年は毎年度連絡会を開催して

いる。農産安全管理課から重金属、汚泥肥料、遺伝子組換え、農薬

分野の最近の動向に関する説明があり、農環研からは、POPs、農

薬の環境への影響、農作物・土壌の分析、ヒ素濃度予測に関する最

近の研究成果を説明した。今回は特に多数の参加者を得て、カドミ

ウム、ヒ素、POPs に関する研究の方向性、遺伝子組換え作物に関

するモニタリング等に関して質疑・応答が交わされた。また、会議

開催に先立ち、カドミウム実験施設とインベントリー展示館の見学

会を実施。参加人数 56 人。 

H22.7.14 
農環研 
大会議室 

農林水産省農村振興局

農村環境課農村環境対

策室との連絡会 

農村環境課農村環境対策室とは近年は毎年度連絡会を開催して

いる。農村環境対策室からは、気候変動に伴う農業用水の水質に関

する適応策、農業農村整備事業 における温室効果ガスの評価手法、

生物多様性など農村環境保全活動を通じた地域活性化方策につい

ての説明が、一方、農環研からは、農業に有用な生物多様性指標及

び評価手法、農業活動により成立する植物群落の多様性とその維持

機構、温暖化プロジェクト研究の成果と実施計画に関する最新の研

究成果等の説明を行い、それぞれの話題で活発な意見交換が行なわ

れた。また、会議開催に先立ち、農環研内ミニ農村と温室効果ガス

発生制御装置の見学会を実施。参加人数 29 人。 

H22.7.21 
農環研 
547 会議室 

農業環境技術公開セミ

ナーin 熊本 
「地球温暖化に立ち向かう新たな稲作と水田管理」をテーマとし

て、地球温暖化研究についての最近の研究成果を、広く一般市民、

農業関係者に紹介し、参加者相互の理解と連携・協力の推進を図っ

た。熊本県と共催で、熊本県で開催 参加者 155人 

H22.12.1 

くまもと県

民交流館パ

レア（熊本

市） 
農業生産者 NPO「田舎の

ヒロインわくわくネッ

トワーク」との交流会 

 

農業環境研究の新たな知見や技術の PR や普及等、農業生産者の

方々とのコミュニケーションの一環として、農業生産者 NPO「田舎

のヒロインわくわくネットワーク」との交流会を開催した。本研究

所からは研究内容の紹介、先方からは農業生産活動の紹介・農業環

境に関する問題提起を行い、意見交換を実施した。参加者 69人（先

方 44人）。 

H22.12.9-10 
農環研 
大会議室 

日本肥料アンモニア協

会との意見交換会 
日本における肥料・肥料原料及びアンモニア並びにアンモニア系

製品の製造･販売を行っている会社で構成されている日本肥料アン

モニア協会との意見交換を通じて、肥料業界の現状、今後の展望及

び研究要望等の情報を把握するとともに、農環研における関係研究

施設や研究成果を紹介し、研究成果の普及・利活用を図った。参加

人数 24 人（先方 12 人） 

H23.2.14 
農環研 
547 会議室 

環境研究機関連絡会及

び環境研究シンポジウ

ム（第 8 回；旧・環境

研究機関連絡会成果発

表会） 

環境省、国土交通省、文部科学省、経済産業省等の環境関係の研

究機関 13 機関で結成。22 年度は２回の連絡会を開催。また、「わ

たしたちの生活と環境～地球温暖化に立ち向かう～」をテーマにシ

ンポジウム開催。農環研からは、8 件のポスター発表を実施。シン

ポジウム参加人数 296 人。 

 

シンポジウ

ムH22.11.17 
学術総合セ

ンター一橋

記念講堂 (東
京都) 
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農林水産業にかかる環

境研究の三所連絡会

（第 10 回） 

森林総合研究所、水産総合研究センター及び農環研それぞれか

ら、活動内容や研究成果の説明を行うとともに、今後の協力可能性

についての意見交換や情報交換を実施。 

H22.11.25 
高知共済会

館（高知県） 

 
●農業・食品産業技術総合研究機構、国際農林水産業研究センターとの連携（指標 1-4-エ） 

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

への影響の解明」等の研究を連携し実施した。 
また、国際農林水産業研究センターが実施する国際共同研究「中国食料の生産と市場の

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

なお、農林水産研究独法間の研究協力に関する協約書に基づき、国際農林水産業研究セン

ターと実施した協定研究は２件である。 
農林水産研究独法間の研究協力に関する協約書に基づき、農業・食品産業技術総合研究

機構と９件の協定研究を実施した。 
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自己評価 
中項目 
1－4 

評価ランク コメント  

A 

資金提供型共同研究（平成 20 年度創設）にインセンティブ

を付与し６件の共同研究が開始された。これらを含め、独法化

後最多の 40 件の共同研究がなされた。共同研究の成果が４件

の特許出願につながっており評価できる。 
関係機関の参加を求め連携推進のための会議を開催すると

ともに、３件の行政部局との意見交換会を実施した。また、熊

本県との共同セミナーを開催した。こうした場を設定し、研究

成果の活用に向けた調整が行われていることは高く評価でき

る。 
大学等との包括的協力協定による客員教員の派遣や教育研

究研修生の受入、研究所の制度による依頼研究員や技術講習生

の受入等を積極的に実施した。 
 協定研究等の仕組みを活用し、他の農林水産研究独法との研

究協力を実施した。 
 共同研究、研究試料の提供等に関する規程類が整備されたこ

とも評価できる。 

 

前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
1－4 

評価ランク コメント  

A 

共同研究については、特許の新規許諾等の成果が見え始めて

おり評価できるが、関係機関との連携強化に伴い、研究成果管

理の重要性が増しており、適切な仕組みの整備を期待する。行

政部局との連携強化により、地球温暖化対策、重金属や POPs
のリスク管理等の専門知識が活用されていることは評価でき

る。引き続き、他独法、都道府県、民間とも連携を進め、課題

解決や研究レベルの向上を進めることを期待する。 
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５．海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化 

環境問題の地球規模の拡大に対応し、それらの効率的な解決に資するための国際的な研究への取組を

強化する。このため、環境科学分野での国際的イニシアチブの確保、国内外の研究機関との連携を積極

的に推進する。 

中期目標 

 

①アジア地域における農業環境研究に関するイニシアチブを確保するため、複数の国・機関が参加する

国際研究コンソーシアムの構築を図る。 

中期計画 

②研究資源を有効活用して世界の研究機関・研究者との連携を強化し、共同研究や研究協力等の取組を

推進する。 

③国際的に活躍する人材を養成するとともに、諸外国の研究機関から研究者を招へいする等、国際的な

人的交流を進める。 
 
指標

 

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

中項目実績 

●国際研究コンソーシアムの構築（指標 1-5-ア） 
本研究所は、食料・水・気候変動等の農業環境に関わる問題の解決に向けて、共通点の大きいモンス

ーンアジア地域の研究者が連携して研究を進めることを目的に、平成 18 年度に設立したモンスーンア

ジア農業環境研究コンソーシアム（MARCO）の枠組みを活用し、多数の国際シンポジウム、国際セミ

ナー等を開催し、研究者の交流を行っている。一方、平成 21 年 12 月に行われた気候変動枠組み条約

COP15 において、農業分野からの温室効果ガスに関するグローバル・リサーチ・アライアンス（GRA）

設立についての閣僚共同宣言が行われ、政府の合意に基づく国際研究ネットワークが立ち上げられた

（参加国 23 カ国。その他オブザーバー３カ国）。また、これに関して、わが国は水田からのメタン排出

抑制技術等で貢献することとなった。 
平成 22 年度には、４月に第１回 GRA 高級事務レベル会合が開催され、GRA の枠組みと今後の活動

が議論され、本研究所は GRA の水田管理研究グループのコーディネート機関として貢献することとな

った。９月には、国際会議「水田管理と温室効果ガス発生･吸収に関する MARCO/GRA 合同ワークショ

ップ」を開催した。これは、MARCO のネットワークも活用して、効果的・効率的に GRA の目的であ

る農業分野の温室効果ガス排出抑制に関する研究協力を促進するものである。同ワークショップではシ

ンポジウムとして各国の研究紹介を行い、GRA 会議として、GRA の水田管理研究グループの重点課題

について議論が行われた。本研究所は、これらの会議・シンポジウムに中心的機関として貢献した。GRA
に関しては、国際連携の下で進められている地球温暖化対策において重要な役割を果たすことが想定さ

れ、また、本研究所の研究成果による国際貢献につながることから、本研究所として強力に推進してい

くこととしている。 
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写真 1-5-ア 国際会議「水田管理と温室効果ガス発生・吸収に関する MARCO/GRA 合同ワークシ

ョップ」（左：シンポジウム、右：GRA 会議） 
  

●国際研究機関や研究者との共同研究、連携強化（指標 1-5-イ） 
国際的な研究情勢を踏まえて研究を推進するとともに、研究成果の国際的な波及を図るため、平成 22

年度には、MARCO の枠組を活用して、国際会議「水田管理と温室効果ガス発生・吸収に関する

MARCO/GRA 合同ワークショップ」など４件のワークショップ等を開催した。こうした取組により、

例えば水田微気象や高温障害の実態を把握する国際観測ネットワーク（MINCERnet：P60 参照）のよ

うな研究者のネットワークが形成されて、活発な情報交換が行われている。 
海外研究機関との MOU は独法化後増加傾向で推移している。平成 22 年度には、重金属汚染土壌の

修復技術あるいは地球温暖化影響等に関する研究分野での相互協力を促進するために、新たに瀋陽大学

（中国）、ネブラスカ州立大学リンカーン校との MOU を締結した。現在、MOU を締結している機関は

9 件であり、これらの機関と共同研究や研究協力を実施している。 
国際シンポジウム、ＭOU に基づく国際共同研究、JSPS 等の制度などによって、平成 22 年度には、

海外機関から 84 人の研究者の受入を行った。本研究所の海外からの研究者の受け入れは、第２期の平

均では 50 人程度であるが、平成 22 年度は MARCO/GRA 合同ワークショップ、MARCO-FFTC 国際セ

ミナー等により、例年を上回る数となった。 
国際的な人材育成のため所内派遣制度、JSPS 等の制度に基づいて、6 人の研究者を、アメリカ・ネ

ブラスカ大学、フランス・ナンシー大学、ドイツ・ボン大学等の国際研究機関に対して長・中期在外研

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

の技術の研修を実施している。平成 22 年度は「環境安全のための化学物質のリスク管理と残留分析」

等 8 件の研修を行った。 
 

表 1-5-イ 他機関との共同研究・人材交流等（海外等）（平成 22 年度） 
項 目 件数・人数 備  考 

国際会議等 1 件 ○第 1 回グローバル･リサーチ･アライアンス(GRA)高級事務レベル会合 
 2009 年 12 月の気候変動枠組み条約締約国会議(COP15)において設立された、農業

分野の温室効果ガス関連の研究開発ネットワーク化を目的とした「グローバル･リサ

ーチ･アライアンス(GRA)」のはじめての高級事務レベル会合。GRA の枠組みと今後

の活動が議論された。（H22.4.7～H22.4.9：ニュージーランド･ウェリントン、参加人

数 75 人） 



 37 

国際セミナー 4 件 ○国際会議「水田管理と温室効果ガス発生･吸収に関する MARCO/GRA 合同ワーク

ショップ」（H22.9.1～H22.9.3：エポカルつくば、参加人数 78 人） 
・1 日目（シンポジウム）：GRA 事務局・Ms. Stokdijk の 基調講演、各国からの研

究報告（9 か国より 11 題）。 
・2 日目（GRA 会議）：GRA 水田管理研究グループの重点課題について検討。 
○アジアにおける土壌炭素蓄積の評価と持続的管理に関する MARCO-FFTC ワーク

ショップ 
土壌炭素ストックと蓄積、土壌データベースとリモートセンシング、土壌炭素蓄積

改善のための管理方法等のセッションが行われ、総合討論において、この問題の重要

性と今後の改善方向について確認がなされた。農環研、アジア太平洋食糧･肥料技術

センター(FFTC)の共催。インドネシア農業省農業研究開発局（土壌調査研究所、農

業土地資源研究開発センター）の協力のもとに実施。（H22.9.27～H22.10.1：ボゴー

ル（インドネシア)、９カ国、参加人数約 80 人） 
○アジア太平洋地域における持続可能な食料生産のための機能的生物多様性の増強

に関する MARCO-FFTC 国際セミナー 
 花粉媒介虫、天敵に焦点を当てた機能的生物多様性研究等の紹介や討議が行われ、

研究の推進に向けた相互協力について合意された。（H22.11.9～H22.11.11：つくば市、

参加者数 63 人）（農環研、農研機構果樹研究所、アジア太平洋食料肥料技術センター

（FFTC）主催） 
○食糧-環境インテリジェンスのための衛星情報・空間情報の先進的利用に関する

MARCO 国際ワークショップ 
 食糧－環境にかかわる多様なスケールにおける意思決定を支える空間情報の整備

と高度利用に向けたモンスーンアジア各国の情報交換と課題整理、今後のデータ共有

や連携体制の推進を図った。 
（H23.3.2～H23.3.4：エポカルつくば、参加人数 98 人）（農環研、米国ミシガン州

立大学地球変動観測監視研究センター共催） 
MOU に基づく研

究協力 
9 件 ①農村振興庁農業科学技術院、水原、韓国 

     MOU に基づく国際共同研究 「持続的農業生産のための農業環境のリスク評価

に関する日韓共同研究」 実施中。 
②中国科学院南京土壌研究所、南京、中国 
  JST の戦略的国際科学技術協力推進事業を共同で実施。 
③The Center for Development Research (ZEF)、University in Bonn、Germany  
他 6 件   

研

究

員

受

入 

研究者招聘

（当所制度に

基づく受入） 

78 人 MARCO/GRA 合同ワークショップ 15 人、ほか共同研究、セミナー講演、研究打合せ

等のための招聘 42 人 

ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ 
（各種制度に

基づく受入） 

1 人 JSPS 外国人特別研究員 1 人、 

その他 5 人  
研

究

員

派

遣 

国際機関への

派遣 
8 人 (注)内訳はＰ89 表 2-3-エ参照 

国際学会への

派遣 
85 人  

中期・長期在

外研究 
7 人 JSPS 優秀若手研究者海外派遣制度、JSPS 海外特別研究員制度、OECD 短期在外研

究員、所内派遣制度による在外研究 
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海外短期研

究・調査 
46 人 上記以外の研究打合せ、現地調査、技術指導、観測設備の保守点検等を目的とする海

外への研究者の派遣 
（注）海外を主な対象とする共同研究、人材交流等。 

 
 
 

自己評価 
中項目 
1－5 

評価ランク コメント  

A 

 モンスーンアジア農業環境研究コンソーシアム（MARCO)を活用し、

研究ネットワークが充実しつつあること、MARCO の枠組みも活用し

グローバル・リサーチ・アライアンスに貢献したことは高く評価でき

る。MARCO について、今後学術的な媒体（モノグラフ等）を発刊さ

れることを期待する。海外研究機関と新たに２件の MOU を締結し、

人材交流を図っており評価できる。IPCC など国際的な枠組みで進め

られる地球環境問題への取組に対処するため、国際的なプレゼンスの

確保と国際的貢献を期待する。 
 

前年度の独法

評価委員会評

価 
中項目 
1－5 

評価ランク コメント  

A 

モンスーンアジア農業環境研究コンソーシアム（MARCO)の大規模

なシンポジウムを開催し、国際的な研究者のネットワークを構築した

こと、MOU を活用した国際交流を進めていることは評価できる。 
環境対策においては、IPCC など国際的な枠組みの重要性が増して

いるため、平成 22 年に我が国で開催される生物多様性条約 COP10 へ

の対応など、さらなる国際的貢献を期待する。 
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第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき

措置 

１．試験及び研究並びに調査 

（１）重点研究領域 

中期目標 

新たな中期目標を定めるに当たり、研究所の独自性を発揮する観点から農業生産環境の安全性を

確保するための基礎的な調査及び研究への特化・重点化を図りつつ、食料・農業・農村基本計画に

対応して策定した「農林水産研究基本計画」に示された研究開発を推進するため、「農業環境のリ

スクの評価及び管理に向けた研究開発」、「自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能

の解明」及び「農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究」を重点的に実施する。なお、研究開

発に当たっては、安全性及び研究推進への国民の理解の確保に努める。 

 

（２）研究の推進方向 

研究に係る目標の作成に当たって、次のように定義した用語を主に使用して段階的な達成目標を

示す。また、研究対象等を明示することにより、達成すべき目標を具体的に示す。 

 

解明する：原理、現象を科学的に明らかにすること。 

開発する：利用可能な技術を作り上げること。 

確立する：技術を組み合わせて技術体系を作り上げること。 

 
Ａ 農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発 

この研究領域においては、農業生産環境の安全性を確保するため、農業環境のリスクの評価及び管理

に向けた研究開発を推進し、豊かな環境の形成と次世代への継承、農産物の安全・信頼の確保等に貢献

する。研究開発の推進に際しては、農業生産技術に関する研究、農村を対象とした工学的・社会科学的

研究、林業及び水産業等に関する研究、生態学、生命科学、医学等の様々な分野との連携並びに諸外国

の研究機関や国際機関との連携に留意する。 

中期目標 

 
１）農業生態系における有害化学物質のリスク管理技術の開発 

農地を含む非特定汚染源からの化学物質の農業生態系外への負荷の拡大や負荷の広域的な拡散に対

する懸念が高まっている中、化学物質等による生態系のかく乱リスクの評価とその広域拡散を防止する

技術の開発が課題となっている。 

中期目標 

このため、有害化学物質の生態リスク評価手法及び生態リスク管理技術の開発を行う。 

特に、有害物質やドリン系を含む残留性有機汚染物質（POPs）によるリスクを低減するための技術

（土壌改良資材等を利用して作物への吸収を抑制する技術、浄化植物に土壌中の重金属を吸収させ除去

するファイトレメディエーション技術等）の開発について着実に実施する。 
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（１）農業環境中における有害化学物質のリスク評価手法及びリスク管理技術の開発 

中期計画 

農業環境におけるカドミウム、ヒ素、放射性物質、ドリン系を含む残留性有機汚染物質（POPs）等

の化学物質による汚染リスクを低減するため、それらの動態を解明するとともに、リスク低減技術を開

発する。農薬等の有機化学物質については、環境中挙動予測モデルを開発するとともに、水生節足動物

等への暴露試験等により、環境リスク評価手法を開発する。また、有害化学物質で汚染された土壌を化

学洗浄、バイオレメディエーション等の手法で修復する技術や、これらの物質に対する低吸収性品種の

利用技術等を開発する。 
 

大課題実績（中課題実績） 

（１）農業環境中における有害化学物質のリスク評価手法及びリスク管理技術の開発(A11) 

ア 農薬等の環境リスク評価手法及びリスク低減技術の開発 

［研究の背景］ 

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

薬として使用されたものなどが農地に残留し、農作物から検出される場合がある（キュウリからのディ

ルドリン、カボチャからのヘプタクロル類の検出等）。また、農薬は、農業の生産性の向上に役立って

いるが、周辺環境への拡散により環境に影響を及ぼすことも心配されている。このため、本課題では、

農業環境中の残留性有機汚染物質（POPs）や農薬のリスク評価手法及びリスク管理技術の開発のため

の研究を実施している。 
 

［主な成果］ 

①有機化学物質のリスク低減技術の開発 

 ディルドリン残留ほ場で 8 科 18 作物を栽培し、各作物の可食部および株元土壌を分析したところ、

可食部への移行率（可食部中濃度／土壌中濃度）はウリ科作物が高く、ウリ科以外ではダイコン、ニン

ジン、バレイショが高い傾向にあった。また、可食部への移行率を残留基準値で除した基準値超過指標

値を算出したところ、ダイコンやバレイショは残留基準値が低いため、基準値超過指標値はカボチャや

ズッキーニと同様に高い値となった。以上から、ディルドリン残留ほ場におけるキュウリの代替作物と

しては、他のウリ科作物、および残留基準値の低い根菜類（ダイコン）やイモ類（バレイショ）は避け

るほうが適切であることが示された。 
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土壌タイプの異なるヘプタクロル類残留 8 ほ場（火山放出物未熟土・灰色低地土・黒ボク土）で栽培

した 3 品種のカボチャを対象に、栽培前土壌の 50％メタノール・水抽出法の有用性を検証したところ、

収穫カボチャ果実中のヘプタクロル類濃度との間で良好な相関関係が認められた。この土壌抽出法は、

平成 21 年度にキュウリ－ディルドリンにおいても妥当性が確認されており、現在問題となっているウ

リ科野菜の POPs については、栽培前に行える汚染度予測技術としての有用性が実証された。 

 
②有機化学物質のリスク評価手法の開発 

水田で使用する農薬について、その物理化学性、環境条件、流域特性などの情報を用いて、河川水中

の農薬濃度を精度良く予測し、地図上に濃度分布を表示することができるシミュレーションモデル（GIS 

結合型 PADDY-Large モデル）を開発した。このモデルでは、どの地域でどの時期に河川水中の農薬濃

度がどの程度で推移するのかを可視的に評価することができる。また、農薬の施用量や施用方法を変化

させたシナリオでの評価を、流域での農薬使用の管理方法の検討に活用することも可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基
準

値
超

過
指

標
値

*

（キ
ュ

ウ
リ

を
1と

し
た

場
合

の
相

対
値

）

作 物 （ ）内の数値は残留基準値，ppm

各種作物におけるディルドリン

の基準値超過指標値*  

*基準値超過指標値 ＝ 移行率 / 残留

基準値 

（注：残留基準値が不検出とされている

場合には、既存農薬の定量限界値の最低

値である 0.005ppmを充て計算） 

 

基準値超過指標値が大きい作物ほ

ど基準値超過の危険性が高いこと

を示しています。根菜類やイモ類は

汚染土壌と直接接しており、それら

が付着した状態で作物残留を調べ

ることがあるので、特に残留基準値

が低い作物は、代替作物としては不

適です。 

ディルドリン汚染地では、ウリ科作物、根菜類、イモ類の栽培を避けるのが適切 
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大気中の POPs 様物質（24 物質）について、日本、中国、韓国、台湾の 106 地点でパッシブサンプ

ラーによる大気の捕集・分析を行ったところ、大気中エンドスルファン類について、大陸から、九州西

部・南西諸島域への移流・拡散の影響が示唆された。 
 

イ 重金属汚染リスク評価手法及び汚染土壌修復技術の開発 

［研究の背景］ 

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

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

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

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

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

術の開発のための研究を実施している。 

0

1

2

3

4/27 5/11 5/25 6/8 6/22 7/6

河
川

水
中

濃
度

　
(μ

g/
L)

計算値

実測値

2008年

水田で使用する農薬の河川における濃度変化を予測し 

地図上に表示するシミュレーションモデルの開発 

 

GIS 解析による桜川の流域特性（左上）と GIS結合型 PADDY-Largeモデルによる除草剤メフェナセットの河

川水中での濃度変化（左下）および濃度分布（右） 

桜川流域の約3割は水田で占められています。桜川中流域での除草剤メフェナセットの実測濃度と比べると、

開発したモデルは河川水中の濃度変化を良く再現していました。モデルによる計算結果を地図上に表示する

ことにより、河川流域における河川水中の濃度分布が容易にわかります。 
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［主な成果］ 

① リスク低減技術の開発 

（普及に移しうる成果：塩化鉄によるカドミウム汚染水田の実用的土壌洗浄技術） 

汚染水田に塩化鉄を溶かした用水を入れて土壌と混合し、カドミウムを溶出させて排水することによ

り、土壌のカドミウム濃度を 60～80％、生産される玄米のカドミウム濃度を 70～90％低減する実規模

のオンサイト土壌洗浄技術（化学洗浄法）を確立した。本技術においては、洗浄処理後に土壌 pH を矯

正し、ミネラル補給して水稲を栽培すると、玄米収量はほとんど減少せず、食味や栄養分も大きく変化

しない。また、農業排水路に放流する排水中の塩素イオン等の溶存成分は藻類、ミジンコ、魚類などを

用いた影響評価で生態系に悪影響を及ぼさないことを示した。標準的な工費は 10 アールあたり約 300
万円と客土（300～600 万円程度）と同等以下の水準であり、平成 21 年度の普及に移しうる成果である

ファイトレメディエーションと比較して、高濃度の汚染地域を短期間で浄化したい場合等に適する技術

として活用が期待される。なお、本技術は 2010 農林水産研究 10 大トピックスに選定されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

塩化鉄によるカドミウム汚染水田の実用的土壌洗浄技術 

 開発した水田土壌の化学洗浄法のフロー図 

 ①水田を畦板で囲み塩化鉄溶液と用水を入れる。②攪拌の深さを一定に保ちながら代掻き。水深は 40ｃｍ以上

とし、高い除去効率を確保。③排水中カドミウムを、現場に設置した処理装置で回収。④水田に用水のみを入れ

て代掻きと排水を２－３回繰り返し、残ったカドミウムと塩素を除去する。 
 

圃場A 圃場B 圃場C

 生産される米のカドミウム濃度は洗浄しない場合に比べ 70-90％低下する。また、洗浄処理後に水稲を栽培しても、

収穫量はほとんど減少しない。 

 

 玄米カドミウム（Cd）濃度の低減効果 玄米収量の変化 

攪拌混合（Cdの抽出） 排水処理 
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平成 23 年 2 月末日から、食品衛生法に基づくコメのカドミウム基準値が、現行の 1.0mg/kg 未満から

0.4mg/kg 以下となることを踏まえ、これまでに本研究所が開発したカドミウム汚染土壌の浄化技術、

土壌中カドミウムの吸収、移行抑制技術をとりまとめ「農作物中のカドミウム低減対策技術集」として

作成・公表した。本資料は、農作物のカドミウム汚染リスク低減対策の関係者の施策立案・実施に資す

ることが期待される。 
 

② カドミウム、ヒ素の吸収機構の解明及びリスク評価手法の開発 

ナス果実のカドミウム濃度を低下させる台木種であるスズメナスビは、根から地上部へのカドミウム 
の移行量が少ないことを平成 21 年度に明らかにしていたが、シンクロトロン放射光源マイクロビーム

蛍光 X 線分析法を使って、この台木種の根の内皮近傍でカドミウムが高蓄積していることを可視化す

ることに成功した。これは、スズメノナスビを台木として用いるナスカドミウム低減技術（平成 19 年

度普及に移しうる成果）の作用機構の解明を進める上で重要な知見である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
土壌や作物中の有機ヒ素の動態解明に関して、土壌に添加されたジフェニルアルシン酸（DPAA）は、

微生物の働きによってメチル化や脱フェニルにより形態変化し、イネはこれらのヒ素化合物を吸収する

が、玄米へ移行するのは DPAA とメチルフェニルアルシン酸の 2 種類のみであることを明らかにした。

この成果は、茨城県旧神栖町の DPAA 関連有機ヒ素化合物による汚染問題の解決に寄与するとともに、

農業環境中のこれら有害化学物質のリスク評価に貢献することが期待される。 
 
 
 
 
 

スズメノナスビの根によるカドミウム吸収抑制を可視化 

図 千両二号とスズメノナスビの根におけるカドミウムの分布 

千両二号ではカドミウムが中心柱、導管まで到達しています。一方スズメノナスビでは導管まで到達できずに

行き場を失ったカドミウムが、内皮近傍に蓄積しています。 

千両二号 スズメノナスビ 

Fe Fe 

高濃度度 

低濃度 
  100µm 
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自己評価 
大課題 A1 

(中課題 A11) 

評価ランク コメント  

A 

有機化学物質のリスク評価及びリスク低減技術の開発につい

ては、順調に進捗した。ディルドリン汚染地におけるキュウリの

代替作物として避けるべき作物を示し、栽培前土壌での汚染度予

測の適用範囲を拡大するなど、これまでの成果とあわせて、問題

となっているウリ科野菜のPOPs汚染リスク対策の体系的な技術

を開発したことは評価できる。また、リスク評価技術として、河

川水中農薬濃度予測モデルの開発等を行い、パッシブサンプラー

による測定により大陸から九州南部・南西諸島域へのエンドスル

ファン類の移流・拡散の影響を示唆したことも評価できる。 
重金属汚染リスクの評価手法及びリスク低減技術の開発につ

いては、順調に進捗した。塩化鉄によるカドミウム汚染水田の実

用的土壌洗浄技術は、2010 農林水産研究 10 大トピックスに選定

され、現地実証も行われている。比較的高濃度の汚染水田を短期

間で浄化する技術として期待される。食品衛生法に基づくコメの

カドミウム基準値改定を踏まえ、これまでに開発した技術をとり

まとめ「農作物中のカドミウム低減対策技術集」を作成・公表し

たことも評価できる。 
 

前年度の独法評価

委員会評価 
大課題 A1 

(中課題 A11) 

評価ランク コメント  

Ａ 

有機化学物質のリスク評価及びリスク低減技術の開発につい

ては、計画を上回るレベルで研究が進捗している。特に、重金属

汚染リスクの評価手法及び対策技術の開発については、カドミウ

ム汚染土壌のファイトレメディエーション技術を品種選択から

収穫物の処理法まで体系化し、客土等に比べ安価で広範囲に適用

できる技術としてとりまとめたことは、高く評価できる。ファイ

トレメディエーションは世界各国で様々な手法が研究されてい

るが、本技術は全国規模での現地実証に移行するなど、その中で

最も実用化に近い技術として、農林水産研究 10 大トピックスに

も選定されている。今後は、国の行うカドミウム汚染対策におい

て、これらの成果が活用されることが期待される。作物のカドミ

ウム吸収機構の解明及びカドミウムとの関連を踏まえたヒ素の

リスク研究も進捗している。ディルドリン分解菌、微粉末活性炭

タブレットなど応用が期待される成果とともに、農薬の水生生物

に対する新たなリスク評価手法を確立するなどレギュラトリー

サイエンスに貢献する成果も得られている。 
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２）農業生態系における外来生物及び遺伝子組換え生物のリスク管理技術の開発 

外来生物（侵入・導入生物）及び遺伝子組換え生物等の逸出や、生態系影響に対する懸

念が高まっている中、生物による生態系のかく乱リスクの評価とその広域拡散を防止する技

術の開発が課題となっている。 

中期目標 

このため、外来生物・遺伝子組換え生物の生態リスク評価手法及び生態リスク管理技術

の開発を行う。 

特に、新しく開発される遺伝子組換え生物による周辺の動植物への影響評価手法の開発

や、定量 PCR 法等による高精度・迅速な検出技術の開発について着実に実施する。 

 

（１）外来生物及び遺伝子組換え生物の生態系影響評価とリスク管理技術の開発 

中期計画 

外来生物（侵入・導入生物）による農業生態系のかく乱と被害を防止するため、外来生

物の生育・繁殖特性、他感作用等を明らかにするとともに、外来生物による被害の実態把

握並びにその定着・拡散及び被害予測を行う。また、外来生物の原産地域の特定及び侵入

確率の推定を行う。さらに、外来天敵昆虫等の外来生物の近縁在来種に及ぼす影響を競争・

交雑性等の面から解析し、外来生物が農業生態系に及ぼすリスクを評価するとともに、種

同定が困難な外来生物を分子マーカー等により早期検出・監視するための技術を開発する。

遺伝子組換え生物が生態系に与える影響を適正に評価するため、DNA マーカー等により遺

伝子組換えダイズとツルマメ等、遺伝子組換え作物と近縁種との交雑を検出する技術を開

発し、交雑による生態系影響を解明する。また、遺伝子組換え作物と非組換え作物との共

存に向けて、交雑率予測モデルや隔離距離の確保等の耕種法による交雑抑制技術を開発す

る。 
 
大課題実績（中課題実績） 

（１）外来生物及び遺伝子組換え生物の生態系影響評価とリスク管理技術の開発(A21) 

ア 外来生物の生態系影響評価とリスク管理技術の開発 

［研究の背景］ 

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

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

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

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

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

施している。 
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［主な成果］ 

①外来植物の特性解明と被害予測 

特定外来生物ナガエツルノゲイトウについて、千葉県印旛沼周辺の水田を対象とした３

年間にわたる現地調査結果から、水田域で、前年分布範囲や用水路網の影響を受けながら

分布拡散していること、田面よりも畦畔で生育量が多いことを明らかにした。この結果は、

本種が用水路等を通じて拡散することや、隣接する水田から畦畔を越えて広がっているこ

とを示唆するものであり、本種が各地の河川や湖沼で広がりつつあるなか、今後、農業水

路や水田に侵入、蔓延して農業生産や周囲の生態系に影響を及ぼすことを未然に防止する

ための重要な知見となる。 
 
■主要成果「特定外来生物ナガエツルノゲイトウ・・・」の図１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
輸入穀物に含まれている雑草の調査の結果、西オーストラリア産の輸入小麦に除草剤抵

抗性の雑草（ボウムギ）種子が混入している事を初めて確認した。今回抵抗性が確認され

た除草剤は我が国では使用されていないか使用頻度が低いものであり、ボウムギが難防除

雑草化する可能性は低いと考えられた。しかし、本成果は、我が国が様々な国から輸入し

ている大量の穀物に除草剤抵抗性雑草種子が混入している可能性を示唆するものとして重

要な知見である。 
 

②外来生物のリスク管理技術 

セイタカアワダチソウが優占する耕作放棄地において、アルミニウム資材などを投入す

ることによって土壌を酸性化・貧栄養化させ、セイタカアワダチソウを長期的に減衰させ、

チガヤなど在来植物が優占する草地に誘導する技術を開発した。 

 

師戸川流域におけるナガエツルノゲイトウ分布域の拡大（2008～2010年） 

年々分布を拡大していますが、地域差が有ります。谷津田の奥にも分布します。 

特定外来生物ナガエツルノゲイトウは水田に侵入し拡散する 
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イ 遺伝子組換え生物の生態影響評価とリスク管理技術の開発 

［研究の背景］ 

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

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

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

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

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

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

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

している。 

［主な成果］ 

①生物多様性影響評価研究（野生化、交雑性研究） 

遺伝子組換えセイヨウナタネの生物多様性影響評価に資する情報を得るため、ナタネ陸

揚げ港である茨城県鹿島港におけるナタネの分布と個体群の動態を調査すると共に、ほ場

での他草種との競合実験を行った。その結果、セイヨウナタネが周辺群落に侵入し、拡散

する傾向は観察されず、中央分離帯で突発的に個体数が増加することはあるが、群落の繁

茂が進むとナタネ個体数は少なくなった。この傾向は、圃場での競合実験に基づき作成さ

れた一般化線形混合モデルによる結果と同様であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

道路沿いのセイヨウナタネは草刈りなどの攪乱が多い環境に生育しやすい 

     

中央分離帯におけるナタネ個体数の変動 

●は個体数が急増し

た月、▽は除草を確認

した調査月（平成 18

年 8月 23日、10月 25

日、平成 19年 7月 23

日、10月 18日、平成

20年 8月 14日、11月

12日） 
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②共存研究（交雑抑制研究） 

ダイズは自殖性の作物であり、わずかに生じる他植も虫媒によるものと考えられている

が、風媒の可能性も否定できないことから、圃場においてダイズ花粉の空中飛散量を調査

した。その結果、野外ほ場での花粉の空中飛散量はきわめて少なく、風洞施設での調査に

おいてもその飛散距離は、花粉のサイズから予測した飛散距離よりも短く、ダイズ花粉は

飛散しにくいことが明らかとなった。本成果は、遺伝子組換えダイズ栽培時の非組換えダ

イズとの交雑防止手段の開発に寄与するものである。 
花粉放出率の日変動および開花期間中の花粉の寿命を考慮して、風媒作物の花粉の拡散

による交雑率分布を推定するための 3 次元数値モデルを開発した。このモデルを利用する

ことにより、ほ場条件での交雑分布率の数値シミュレーションが可能となった。トウモロ

コシ試験区について行ったシミュレーションの結果は、花粉親からの距離に伴う交雑率の

低下や、防風施設による交雑抑制効果をおおむね再現し有効性を確認できた。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防風ネット・防風植生による交雑抑制効果を評価する数値モデル 

防風ネットによるトウモ

ロコシ交雑抑制効果のシ

ミュレーション。 

 

網目が1mmの防風ネットを

利用すると、交雑率は防風

ネットのない場合に比べ

て 18-40%減少し、2mmと

4mmの防風ネットを利用す

る場合に比べても 14-25%

減少することがわかりま

した。 
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自己評価 
大課題 A2 

(中課題 A21) 

評価ランク コメント  

Ａ 

外来植物の生態系影響評価に関する研究については、

順調に進捗した。特定外来生物ナガエツルノゲイトウの

定着・拡散状況の解明、輸入穀物に除草剤抵抗性雑草種

子が混入している可能性を示唆する成果、セイタカアワ

ダチソウが優占する耕作放棄地を在来植物が優占する草

地に誘導する技術等は、いずれも、外来生物による環境

影響を防止する上で重要な知見として評価できる。 
遺伝子組換え生物の生態系影響に関する研究について

は、順調に進捗した。セイヨウナタネの動態に関する成

果、ダイズ花粉の風による飛散量調査、防風ネットによ

る交雑抑制効果に関する成果等が得られた。これらは、

遺伝子組換え農家と非組換え作物を栽培する農家との共

存のルールづくり等のための重要な知見として評価でき

る。 
 

前年度の独法評

価委員会評価 
大課題 A2 

(中課題 A21) 

評価ランク コメント  

Ａ 

外来植物の生態系影響評価に関する研究については、

順調に進捗している。幾つかの外来植物のリスクを明ら

かにし、侵略的外来昆虫の防除法、外来天敵昆虫チュウ

ゴクオナガコバチの生態影響評価についても進展があっ

た。今後は、こうした多様な外来生物と在来生物の相互

関係についての成果を総括し、外来生物による農業生態

系のかく乱と被害の防止にむけ、外来生物に対するリス

ク管理の全体像を示すことを期待する。 
遺伝子組換え生物の生態系影響に関する研究について

は、モデルを用いた遺伝子組換え作物の生物多様性への

影響の解析方法、防風植生やネットを用いた交雑率低減

の研究で進展が見られたが、国際的に栽培、流通する GM
作物が増えていることも踏まえ、さらに研究の精度を高

めつつ、科学的知見の集積と研究成果の行政や民間企業

への提供に取り組むことを期待する。 



 51 

Ｂ 自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明と管理技術の開発 

この研究領域においては、農業生態系の構造と機能の解明及び農林水産業の変化による

農業生態系の変動メカニズムの解明を推進する。これらの基礎的研究により、農業・農村

が有する自然循環機能の高度な発揮や持続的な農業生産に向けた技術開発を加速するとと

もに、世界の食料問題及び環境問題の解決に貢献する。研究の推進に際しては、林業及び

水産業分野との連携並びに環境科学・生態学分野との連携に留意する。 

中期目標 

 

１）農業生態系の構造・機能の解明と評価 

農業生態系の適正な管理及び生態系機能を活用した持続的生産技術の確立を図るために

は、農業生態系を構成する生物・非生物資源の組成と時間的・空間的分布等の生態系の構

造並びに生物種間の相互関係、生物種と非生物資源との相互関係及び物質の移動等の生態

系の機能に関する知見の蓄積が不可欠であり、生物の生態的地位、種間関係の解明や生物

多様性の客観的評価手法の確立が課題となっている。 

中期目標 

このため、農業生態系における生物種の構成と動態及び機能を明らかにすることにより、

農業生態系の構造の解明を行う。 
 

（１）農業生態系を構成する生物群集の動態と生物多様性の解明 

中期計画 

農業が育む生物相とその多様性を保全するため、農地とその周辺域に生息する植物、鳥

類、昆虫類、線虫類、微生物等の動態を調査し、農地における耕起や化学資材の使用及び

転作・休耕、周辺植生やため池の管理方法の変化並びに水田とその周辺域の景観構造の変

動がそれらの種構成や多様性に及ぼす影響を解明する。また、得られた成果から、土地利

用等の農業活動の変化に伴う指標昆虫等の生物個体群の動態予測モデルを構築することに

より、個体群の安定化要因を解明する。 
（２）農業生態系機能の発現に関与する情報化学物質の解明 

農業生態系機能の維持・向上に資するため、バラ科植物等が産生する生理活性物質、ノ

メイガ類等昆虫の増殖に関わる情報化学物質等の生物間の相互作用に関与している物質

や、Burkholderia 属等の細菌グループにおける難分解性芳香族塩素化合物等の分解遺伝子

の発現を制御している物質等を明らかにし、その機能を解明する。 

 

大課題実績（中課題実績） 

（１）農業生態系を構成する生物群集の動態と生物多様性の解明 (B11) 
［研究の背景］ 

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

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

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

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

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

ている影響の把握及び予測を行うことができる調査情報システム RuLIS（Rural 
Landscape Information System）の開発、農業活動の変化が指標昆虫や水生植物の種構成

や多様性に及ぼす影響の研究を実施している。 
 
［主な成果］ 

①調査・情報システムの開発と景観構造と生物多様性の関係解明（普及に移しうる成果：

生物多様性に関する情報を収集、蓄積、提供するための WEB 版農業景観調査情報システム

（RuLIS WEB）） 

全国の農業生態系区分（60 クラスに分類）と地点ごとの生物多様性観測情報を Web-GIS
（地理情報システム）上で表示、提供（ダウンロード）できるシステム（WEB 版農業景観

調査情報システム（RuLIS WEB））を開発し公開した。本システムには、現在、RuLIS モ
ニタリング地区の植生や鳥類分布データ、全国を対象とした植物分布や小動物の分布デー

タが蓄積されており、誰でも情報の取得とデータ入力が可能である。本システムに観測情

報を蓄積することにより、環境保全型農業の導入効果の評価や人間活動の変化が生物多様

性へ及ぼす影響を国土全体で総合的に評価することが可能である。 
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生物多様性に関する情報を収集、蓄積、提供するための 

WEB版農業景観調査情報システム（RuLIS WEB） 

 
 

RuLIS WEB における農業生態系区分及び生物観測情報の地図表示 



 54 

②農法及び農地周辺の管理が植物群落に及ぼす影響 

栃木県４地域、福島県２地域の栽培管理の異なる水田において、水生昆虫等の種類・個体数を

調査し、水生昆虫（甲虫目、カメムシ目、トンボ目）等の種数が、有機・減農薬栽培水田では慣行栽

培水田に比べて有意に多いこと、周辺のため池数が多いほど水生昆虫の種数が多く、農法間での

種数の違いも大きいことを明らかにした。この成果は、有機・減農薬栽培など環境保全型農業が水

生昆虫類等の多様性を増進させる効果を持ち、その効果は、周辺に生息場所が多く、種が豊富な

地域において高いことを示している。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

水田地帯を主な生息域とする準絶滅危惧植物であるタコノアシを対象として、主要な水

稲用除草剤（ベンスルフロンメチル）の影響を組み込んだ個体群動態モデルを作成し、水

田、休耕田、河川における存続可能性を評価した。その結果、水田では耕起と除草剤の影

響により、休耕田では自然遷移の影響により、いずれも個体群が消失するが、耕作と休耕

を適度な間隔で転換すると個体群が存続することが明らかになった。また、河川中のベン

スルフロンメチルの濃度は同種の絶滅リスクを試算した濃度よりも低いため、河川におけ

る除草剤の影響は無視できるレベルであることが示された。この成果は、水田地帯の湿性

植物の保全には耕作や除草剤の影響に配慮した管理が有効であることを示すものである。 

有機・減農薬栽培は水田の水生昆虫にプラスの効果があり、 

その効果は周辺の環境によって違う 

  

種

数
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有機・減農薬栽培
慣行栽培

A       B       C       D       E       F

農法が異なる水田における水生昆虫の種数 

有機・減農薬栽培水田では慣行栽培水田より種

数が多く、この違いが大きい地域と小さい地域

がありました。コシマゲンゴロウ（コウチュウ

類）やタイコウチ（カメムシ類）は有機・減農

薬栽培水田でよくみられました。 

水田周辺のため池の数と水生昆虫の

種数の関係 

水田にいる水生昆虫の種数は、周辺

にため池が多い地域ほど多いことが

わかります。この傾向は、有機・減

農薬栽培水田の方が顕著です。 
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コシマゲンゴロウ  タイコウチ 
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（２）農業生態系機能の発現に関与する情報化学物質の解明（B12） 

［研究の背景］ 

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

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

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

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

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

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

技術開発につなげている。 
 

［主な成果］ 

①バラ科植物等が産生する生理活性物質の機能解明 

多数のバラ科植物から選抜を行い、除草剤の前駆体として誘導体合成等の研究を進めて

いるシス桂皮酸について、植物に対する作用機構を遺伝学的に解析し、リンの吸収に関与

する遺伝子群等が影響を受けることを推定した。また、サフランから強い発芽抑制作用を

持つ揮発性アレロケミカルとしてイソフォロン等を分離・精製・同定するとともにポット

試験で除草効果を確認した。これらは、植物由来の除草剤のリード化合物の候補となるも

のである。 
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②ノメイガ類等昆虫の増殖に関わる情報化学物質の機能解明 

重要害虫コナガの幼虫による食害を受けている最中にだけ植物（コマツナ）から多く放

出される揮発性成分を同定し、コナガの天敵であるコナガサムライコマユバチの雌が、そ

の成分を手がかりとして寄主の存在している植物を発見することを明らかにした。これは、

天敵を活用した害虫管理技術に資する重要な知見である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

③生分解性プラスチック分解微生物の機能解明 

本研究所が発見した高い生分解性プラスチック分解活性を持つ微生物の分解誘導に関係

する環境因子の解析を進め、湿度と温度が重要であることを明らかにした。また、本研究

所施設ほ場内で生分解性プラスチックマルチフィルムを設置し、分解酵素を散布した結果、

いずれのフィルムにおいても酵素処理により無処理区に比べて有意に長い亀裂が生じ、実

規模での酵素の効果が示された。 
 

 

 

 

揮発性成分の放出パターン 

ベンジルシアニドおよびジメチルトリス

ルフィドの放出量は食害に伴って増加し、

コナガ除去後に減少しました。 

 

各成分に対する寄生蜂の好み 

合成品を用いた選択実験により、寄生蜂

は食害中にだけ多く放出される２成分を

最もよく好むことが示されました。 

 

（注：左図は、合成品を処理した株と無処理の株を

入れたゲージに60個体を訪虫し、それぞれの株を

選択した個体数を左右で示したもの。） 

コナガの天敵である寄生蜂コナガサムライコマユバチが 

寄主探索で利用する植物揮発性成分 

 

ジメチルトリスルフィド 
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自己評価 
 
大課題 B1 

(中課題 B11) 
(中課題 B12) 

評価ランク コメント  

A 
(B11：A) 
(B12：A) 

農業生態系を構成する生物群集の動態と生物多様性の解

明については、順調に進捗した。開発・公開された Web 版

農業景観調査情報システムは広範囲のデータの蓄積による

生物多様性のより総合的な評価研究に貢献するものとして

期待される。環境保全型農業が水生昆虫類の多様性に及ぼ

す影響の解明に関する成果は環境保全型農業の効果的な推

進等の行政施策への貢献が期待される。また、これらは、

生物多様性条約 COP10 関連の国際会議などで発表され、高

く評価された。 
農業生態機能の発現に関与する情報化学物質の解明につ

いては順調に進捗した。バラ科等の植物から選抜された農

薬のリード化合物として有望な物質に関する研究、環境負

荷低減型の害虫防除資材であるフェロモン剤に関する研

究、生分解性プラスチック分解に関する研究でそれぞれ進

展がみられ評価できる。 
 

前年度の独法

評価委員会評

価 
大課題 B1 

評価ランク コメント  

A 

農業生態系を構成する生物群集の動態と生物多様性の解

明については、茶生産と茶草場が生物多様性維持に果たし

ている役割の解明などの成果が得られており、順調に進捗

している。国際的に評価の高い雑誌にも多くの論文が掲載

されており、10 月に名古屋で開催される COP10 に向けた

アピールが期待される。20 年度の評価指摘事項である耕作

放棄地等の増加による生物多様性への影響予測、一般化線

形モデルを基本にしたモデル選択についても対処されてい

る。 
農業生態機能の発現に関与する情報化学物質の解明につ

いても、高いアレロパシー活性を有するシス－ケイ皮酸の

類縁化合物が発見され、実用化に向けた研究が開始される

など、着実に業績が上がっている。生分解性プラスチック

分解微生物の実用化に向けた研究も特許出願につながるな

ど順調に進展している。また、この課題からは、バイオエ

タノールを生産する固体発酵法が、スピンオフ成果として

得られており、新たな技術シーズとして期待される。 
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２）農業生態系の変動メカニズムの解明と対策技術の開発 

安全な国土と水資源の確保に対する期待が高まる中、国内農業の活力の低下等に伴い農地等の維持管

理が困難となり、水循環や物質循環の健全性等への危惧が拡大しつつある。国際的には、世界規模の食

料不足や環境問題の解決が求められる中、地球温暖化の進行による気象災害の拡大と農業生産の不安定

化に対する懸念が高まっており、農業活動と農業生態系や地球環境変動との相互作用等に関する知見の

蓄積が課題となっている。 

中期目標 

このため、気候変動等の地球環境変動と農業生態系との間の相互作用の解明及び農業活動の変化が自

然循環機能に及ぼす影響を解明するとともに、その管理技術を開発する。 

（１）地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測と生産に対するリスク評価 

中期計画 

温暖化や異常気象に対する稲収量の変動をほ場スケールで評価するため、水、土壌、稲品種及び栽培

管理条件を含む包括的な水田生態系応答モデルを開発する。また、地域スケールの簡易収量モデルを開

発して、収量と水資源からみた今世紀半ば頃の日本及びアジアを中心とした稲収量の変動を予測し、稲

収量の低下のリスクを地域スケールで広域に評価する手法を開発する。さらに、それら結果を基に気候

変動が食料生産に及ぼす影響予測シナリオを構築する。 
（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明 

農業活動由来の温室効果ガス、窒素等に関する地域・地球規模での環境問題の解決に貢献するため、

農業活動が物質循環に及ぼす影響を解明し、負荷軽減策を確立する。温室効果ガスについては、栽培・

土壌管理技術による温室効果ガス発生抑制効果を定量的に評価することによって、効率的な負荷軽減技

術体系を提示する。同時に、土壌関連データベースを活用し、土壌炭素の動態を記述するモデルを検証・

改良して、日本の農耕地土壌における気候変化、人為的管理変化に伴う土壌炭素蓄積量の変化を予測す

る。また、食料生産・輸出入等に伴う窒素のフロー・ストックを、酸性化物質動態モデルや統計データ

等に基づいて推定し、東アジアの流域又は国のスケールで窒素の広域循環及び環境への負荷を解明し、

将来予測を行う。流域レベルでは、浅層地下水を含む土壌圏における硝酸性窒素・リン等の栄養塩類の

流出動態を解明し、水質汚染に対する脆弱性を評価するための手法を開発する。 
 

大課題実績 

（１）地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測と生産に対するリスク評価 (B21) 

［研究の背景］ 

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

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

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

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

域スケールの影響評価）。 
 
［主な成果］ 

①ほ場スケールでの影響評価（水田生態系応答モデルの開発） 
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 （普及に移しうる成果：イネ群落内の微気象を捉える自立型気象観測パッケージ「MINCER」 

これまでの、チャンバー、FACE 実験施設等でのイネの環境応答の実験的解明を踏まえ、土壌の炭素・

窒素動態、イネの成長、群落水熱収支の 3 サブモデルから構成する水田生態系モデルを構築した。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つくばみらい市の開放系大気 CO2 増加（FACE） 実験施設での研究が開始され、初年目の実験から

次の結果が得られた。高 CO2処理はイネ収量を増加させたが、増収率は品種によって 3～36％の幅が認

められた。高 CO2 処理は、夏季の異常高温による不稔率を平均では減少させたが、品種によっては増

加させた。高温不稔に関して、高 CO2 処理に対する応答が品種により異なることは重要な知見である。

高 CO2 処理は、過去の報告と同様に、玄米のタンパク含有率を減少させ、その結果食味値を増加させ

たが、外観品質についてはいずれの品種も著しく低下させた。 
つくばみらいと雫石での FACE 実験における各品種の収量の高 CO2応答を解析したところ、あきた

こまちやコシヒカリの増収率は試験地や年次で異なり、温度依存度が強いと考えられたのに対して、秋

田 63 号、タカナリは試験地や年次にかかわらず高い増収率を示し、広範な環境条件で高い CO2 施肥

効果を発揮するための重要な形質を持つと推察された。 
 
 
 
 

収量・品質の将来予測と適応技術の有効性評価のためのモデルを開発 

土壌や施肥管理、品種特性などを考慮した包括的な農耕地作物生産の気候変動応答モデ

ルを構築し、複数の気候シナリオに基づく収量、品質予測を行う。適応のための品種特

性や栽培技術の有効性を定量的に評価します。 

 

光合成

窒素吸収

乾物生産
ＬＡＩ葉身窒素量

窒素要求

呼吸

稔実

登熟

（イネ成長・収量モデル）

収量

品質

窒素供給

土壌モデル（DNDC）

水温

（群落微気象モデル）

穂温

タンパク含有率

白未熟粒発生率

（品質予測モデル）

気温、CO2濃度
日射量、湿度、風速

施肥・
有機物
管理

（炭水化物量）
（タンパク量）
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イネの高温生育障害と関連の深い群落内の気温と湿度の観測を簡単に行える気象観測装置（MINCER）

を開発した。また、MINCER を用いて水田微気象や高温障害の実態を把握する国際観測ネットワーク

（MINCERnet）を構築した。MINCERnet 参加国は、世界有数のコメ生産国であるインド、スリラン

カ、ミャンマー、中国、フィリピン、台湾、アメリカおよび日本の８カ国である。これにより、多国間

の連携の下、イネの高温生育障害の詳細な解析や原因究明が進展することが期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

②地域スケールでの影響評価 

地域スケールでは、簡易な収量モデルと水分条件、塩分条件などから作付面積の変動を推定するモデ

ルを構築し、複数の気候モデルの出力を基に日本、東アジア、東南アジアにおける地域収量や生産量変

動とその不確実性を評価したところ、1991～2000 年代から 2041～2050 年までに予測される収量変化は

－10～＋10％程度と推定され、地域に適応した品種の発育特性や栽培暦が影響の程度に関与することが

示唆された。 
 

（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明 (B22) 

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

［研究の背景］ 

農耕地と農業活動は温室効果ガスの発生源となっており、特にメタン（CH4）と一酸化二窒素（N2O）

については、水田、反すう動物の消化活動、家畜排せつ物、窒素肥料の施用などが重要な発生源と考え

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

③

④

⑤⑤

⑥

 MINCERの外観と構成 

天面に装備した太陽電池と内蔵した充電池で駆動するソーラー

ファン④により、群落内の空気は吸気口①から横向きに吸引さ

れます。続いて、断熱マットを巻いた二重塩ビ管②に内蔵され

た温湿度データロガー⑦ (下図) で測定した後、塩ビ管③を通

って群落上の排気口⑤から排気されます。吸気口①の高さは三

脚⑥により調節できます。温湿度ロガー⑦は単体で計測と記録 

(15,000 点) ができ、記録データは観測終了後に USB 経由でパ

ソコンに転送します。 
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n.d. n.d. n.d.

イネ群落内の微気象を捉える自立型気象観測パッケージ「MINCER」 

INCERnet観測水田と最寄りの気象観測点とのギャップ 

一般に最寄りの気象観測点では水田上より気温が高く観測さ

れます。またイネが感受する穂周辺の気温は、水田上の気温よ

りも低く、その差は地域によって異なることがわかります。 

 



 61 

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

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

栄養化の原因となり、我が国ばかりでなく東アジア地域で大きな問題となりつつある。 
そのため、本課題では、温室効果ガス発生抑制技術の定量評価、温室効果ガスの総合収支データベー

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

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

行っている。 
 

［主な成果］ 

①我が国の農耕地における温暖化緩和ポテンシャル広域評価 

農耕地への土壌炭素蓄積の効果に関して、発生する 3 つの温室効果ガスのトレードオフを考慮した総

合評価を行った。気象、土壌、土地利用変化データ、および土地利用別、都道府県別の現実的な 2 種類

の有機物投入シナリオ（BAU：直近 10 年間の増減傾向を維持、C 蓄積：堆肥や緑肥の投入量増加）の

下で、全国の農地における土壌炭素量変化、一酸化二窒素発生量、水田からのメタン発生量の推計を行

い、全てのガスを CO2 換算した総発生量は、1990 年は 13.7、2020 年は BAU で 8.1、C 蓄積シナリ

オで 6.5Tg CO2当量で、C 蓄積シナリオでは BAU よりもメタン と一酸化二窒素が増加するが、土壌

炭素減少による CO2 排出量が大きく減少するため総合的には緩和効果が大きかった。2020 年の吸収量

と 1990 年（基準年）の吸収量との差を比較すると、BAU で 560 万ｔ、C 蓄積シナリオでは 730 万
ｔCO2 当量/年の吸収となった。土壌炭素貯留などの温暖化緩和策の定量評価手法や結果は、既に我が

国の温暖化緩和策に活用されているが、本成果は一層効果的な対策の実施に資することが期待される。

平成 20～21 年度に全国 9 カ所で実施した実証試験の結果に基づいて、水管理に関するマニュアルを作

成した。本マニュアルは、中干し期間の延長による水田からのメタン発生量の削減効果を示し、農家や

普及所などの現場で利用されることが期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「水田からのメタン発生抑制のための水管理マニュアル」表紙 
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およそ 50 年後に想定される大気 CO2濃度（約 580 ppm）と温暖化環境（通常温度区と比べて水・地

温を 2℃上昇）を模擬した水田において 2 カ年にわたりメタン放出量を測定し、現在の環境と比べてメ

タン放出量が約 80%も増加することを明らかにした。これは気候変化が水田からのメタン発生の増加を

通して、さらなる温暖化を引き起こす「正のフィードバック」効果の一端を明らかにしたもので、水田

からのメタン発生量予測と将来の気候変化予測を行う上で有用な知見である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

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

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

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

養塩類による水質汚染リスクの評価手法を開発するための研究を実施している。 
 
［主な成果］ 
①硝酸性窒素による地下水汚染に対する環境脆弱性評価 

硝酸性窒素などの農地由来の環境負荷物質の浅層地下水を通じた混合・減衰と濃度分布を面的に予測

するための GIS モデル「地域的化学物質輸送モデル・MacT(Mixing areal chemical Transport)」を開

発した。同モデルでは、台地－低地地形連鎖などの地形的特性による地下水流動方向、地下水の混合に
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イネ生育期間中の CO2・温度上昇は水田からのメタン発生量を大幅に増加させる 

高 CO2と加温によるメタン発生量の増加 

 

高 CO2（+200 ppm）と水・地温の加温（+2℃）はと

もにメタン発生量を増大させ、両者をあわせた増

加効果は約 80%にも上ることが分かりました。数

字は 1生育期間あたりの積算発生量で、2007・2008

年の平均的な値です。 

 

加温が大幅なメタン放出量の増加を引き起こす 

メカニズム 

メタンの生成は、土壌のもつ酸化容量を有機物分解の還

元容量が上回った分だけ生じます。加温によって土壌の

酸化容量は変化しない（図中①）一方、総有機物分解量

は 15％程度増加しました（図中②）。このことが、メタ

ン発生量を 40％も増大させた（図中③）原因の一つと考

えられました。 
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よる希釈や脱窒による濃度減衰が適切に評価される。同モデルを地形連鎖系小集水域に適用したところ、

観測結果と一致する分布が推定された。 
MacT と土壌中の窒素形態変化・移動と作物吸収を記述するモデル LEACHM（Hutson, 2003）を組

み合わせることにより、農地由来の硝酸性窒素による地下水汚染リスク評価システム RealN を開発し

た。これは、農地から流出した硝酸性窒素による地下水汚染リスクを、対象地域の土壌・地形的特性に

基づいて面的に予測することができるシステムである。 
関東地方の畑作地域を対象として、RealN により主要な畑作物の現況の作付状況と施肥基準をもとに

予測した地下水中硝酸性窒素濃度の面的分布は、地方公共団体による実測値とよく一致した。対象地域

では地下水中硝酸性窒素濃度が地下水環境基準値の 10 ppm を超過する確率が高く、化学肥料のみ施用

量を 50％削減しても、硝酸性窒素濃度を基準値以下に低下させることは困難なことが明らかになった。 
一方、化学肥料を 50%削減し、堆肥施用をその代替分のみに限れば（堆肥施用量は約 4 割削減）、硝

酸性窒素濃度が 10 ppm を超える確率を効果的に低減できると予測された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

農地由来の硝酸性窒素による地下水汚染リスク評価システム RealNの開発 

 

RealN で予測した負荷削減シナリ

オの地下水汚染リスク低減効果 

 

対象とした地域では、間作期間に

無施肥栽培のクリーニングクロッ

プを導入したり、化学肥料を 50%

削減し、堆肥施用をその代替分の

みに限れば、地下水中硝酸性窒素

濃度が 10 ppmを超える確率を効果

的に低減することができると予測

されました。 

 

土地利用図 

 
代表的な栽培作物 
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自己評価 
大課題 B2 

(中課題 B21) 
(中課題 B22) 

評価ランク コメント  

A 
(B21：A) 
(B22：A) 

地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測と生産に対するリスク

評価に関しては順調に進捗した。FACE 等の観測で得られた実証的デ

ータを基に包括的な水田生態系応答モデルを開発するとともに、高

CO2 への応答等に遺伝的変異が大きいことを明らかにした。また、簡

易収量モデルを用いてアジアの米生産量変動予測を行った。これらの

成果は、IPCC など国際的な気候変動の取組に組み込まれうるもので

あり評価できる。また、つくばみらい FACE での研究開始、高温障害

監視の多国間ネットワークの構築など、今後の研究展開のための準備

も進捗した。 
温室効果ガス発生抑制、土壌炭素蓄積を含む総合的な温暖化緩和策

の定量的評価に関しては順調に進捗した。土壌炭素貯留などの温暖化

緩和策の定量評価手法や結果は、農林水産省地球温暖化対策本部によ

る温室効果ガス排出削減・吸収効果等の試算や対策事業に活用されて

おり評価できる。また、２つの RP 統合を生かして、各分野の研究者

の結集により、国の独立行政法人らしい総合的な成果を出したもので

あり、研究管理の面からも評価できる。その他、水田からのメタン発

生抑制のための水管理マニュアル等の成果が出ている。 
栄養塩類の流出動態の解明に基づく流域水質汚染リスク評価手法の

開発に関しては、これまでの多少の遅れを回復する進捗があった。硝

酸性窒素による地下水汚染リスクの評価システムを開発し、流域に適

用したことは評価できる。なお、成果の活用が十分確認されておらず、

今後は現場活用される研究成果の創出に留意して研究を進めることが

期待される。 
 

前年度の独

法評価委員

会評価 
大課題 B2 

評価ランク コメント  

A 

地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測と生産に対するリス

ク評価に関しては、全国の研究者が活用できるよう、新たな研究ニー

ズに対応した測定装置やデータベースを開発した。21 年の夏季の日

照不足に対して、早期に解析を行い研究成果を速報として広く情報提

供した点も評価できる。今後は、こうした成果を本課題の目標である

気候変動の影響予測と生産リスク評価に資する実用的な技術開発に

つなげていくことを期待する。 
温室効果ガス発生抑制、土壌炭素蓄積を含む総合的な温暖化緩和策

の定量的評価に関しても、高いレベルの研究が行われている。世界の

水田からのメタン発生量を 2,560 万トンと推計し、間断灌漑と稲わら

管理の改善により、それぞれ 410 万トンのメタンが削減可能であるこ

とを示すとともに、一酸化二窒素の削減ポテンシャルについての定量
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評価を行っている。また、堆肥施用や二毛作による作物残さすき込み

による土壌炭素蓄積効果を全国レベルで推計する等の成果をあげて

いる。引き続き、こうした温暖化緩和策を全国的に実証し、政策貢献

につなげていくことを期待する。 
栄養塩類の流出動態の解明に基づく流域水質汚染リスク評価手法

の開発に関しては、硝酸性窒素による地下水汚染の脆弱性評価図が作

成され進捗が見られる。今後は、対象地域全体の窒素負荷とその管理

についての全体像を明らかにするなど、生産現場への研究成果の還元

にむけた取組を期待する。 
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Ｃ 農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究 

この研究領域においては、生態系機能の解明を加速するための長期モニタリングを実施するとともに、

農業環境インベントリー（環境資源の試資料を体系的に保存・記録・情報化する仕組み）の整備・活用

を推進する。なお、研究の推進に際しては、分析技術、情報技術等に係る多様な分野との連携及び研究

基盤・情報基盤の有効活用に留意する。 

中期目標 

 
１）農業に関わる環境の長期モニタリング 

地球温暖化や突発的な災害等による環境変化を評価し、農業資源の適切な評価と管理を行うために

は、代表的な地点における生態系の長期にわたる継続的なデータの収集と有用なデータベースの構築が

課題となっている。 

中期目標 

このため、農業環境の簡易・高精度測定手法の開発及び長期モニタリングを行う。 

 

（１）農業環境の長期モニタリングと簡易・高精度測定手法の開発 

中期計画 

農業環境資源の変動を早期に検知するため、農業生態系におけるベースラインとなる物理環境や二酸

化炭素・メタン等温室効果ガスフラックス及び作物・土壌中の 137Cs、210Pb 等についての長期モニタリ

ングを行う。また、作物を含む環境中の有機ヒ素等微量化学物質の分析法及びモニタリングのための簡

易・高精度測定手法の開発を行う。 
 
大課題実績（中課題実績） 

（１）農業環境の長期モニタリングと簡易・高精度測定手法の開発（C11） 

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

［研究の背景］ 

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

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

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

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

象等）、温室効果ガスフラックスのモニタリングを実施している。 

［主な成果］ 

①温室効果ガスフラックスのモニタリング 

茨城県真瀬の水田をはじめとする各サイトでモニタリングを継続し、前年度までと同程度の測定項目 
数・頻度とデータの品質を確保した。基幹サイトとして運用している真瀬サイトでは、遠隔管理システ

ムと情報共有 wiki の本格運用により観測の効率化、省力化を図った。 
茨城県つくば市真瀬の水田で行った 8 年間（2002～2009 年)の観測結果から、単作田の炭素収支の主

要項は、植物の光合成・呼吸および土壌有機物分解にともなう水田－大気間の二酸化炭素（CO2）の交

換と、収穫・作物残渣処理で、他の構成要素の寄与は小さいことを明らかにした。作付期間の正味の炭
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素吸収量（NEP）のおよそ半分が収穫時に持ち出され、残りの半分に相当する炭素量が非作付期間に有

機物分解により大気中に放出された。この結果、年間炭素収支は 8 年間の平均で-0.4±0.7 t C ha-1 y-1 (負
値は流出)と、ほぼ均衡していた。なお、地球温暖化係数を考慮すると、メタンの発生量は 1.0 t C ha-1 y-1

の CO2流出に相当し、炭素収支が均衡する水田生態系におけるメタンの温室効果ガスとしての重要性を

示した。これらの成果は、農地による炭素吸収源機能の評価のための基礎的な資料として活用できる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
渦相関法のデータ処理に用いた一連の手法の普及を図るため、渦相関法の複雑なデータ処理を Web

上で容易に実行でき、結果をただちに利用できるシステムを開発・公開した。同システムは最新のデー

タ補正や品質管理方法に対応しており、専門家による種々の処理方法の効果の確認のためにも利用でき

る。 

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

開発 

［研究の背景］ 

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

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

性を判断するためには、平時の環境放射能の調査が必要である。また、農業環境には重金属や難分解性

有機汚染物質（POPs）などさまざまな有害物質が微量には含まれており、農作物の安全性を確保する

ためには、これらを精度よく測ることや短時間で簡易に分析することが求められている。このため、本

課題では、農作物や農地土壌に存在する放射性物質の長期モニタリングを行っている。また、我が国に

おいて食品の汚染が懸念される有機ヒ素化合物、カドミウム、残留性有機汚染物質（POPs）について、

ガスフラックスのモニタリングにもとづくイネ単作田の年間炭素収支とその年次間変動 

単作田の炭素収支構成要素の年次間変動（2002～2009 年） 

正値は水田への流入、負値は水田からの流出を表しています。有機質資材投入と作物残渣の一

部焼却は、不定期に行われています。 
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これらの農業環境中からの超微量分析方法の開発を行っている。 

［主な成果］ 

①農業環境中の放射性物質等の長期モニタリング 

基準ほ場における平成 21 年産の米・小麦及びその栽培土壌の放射性ストロンチウム（90Sr）、放射性

セシウム（137Cs）を分析したところ、平成 20 年度と同レベルであり、顕著な濃度変化は認められな

かった。 
土地利用毎の 137Cs と 210Pb の流出フラックスを茨城県桜川市のほ場において調査したところ、

137Cs 濃度はおよそ 2～7 Bqkg-1、137Cs フラックスは、10～10000 Bq 月-1 であり、両核種とも用水

による系内へのインプットが大きく、またその季節的な変化はあまり認められなかった。これに対して

畑地からのアウトプットは小さいものの、夏季にその量が高く、冬季に低くなる傾向を示した。 
129I のバックグラウンド値が高められている東海村の土壌の 129I 分析値を、民間と共同で開発し

ている ICP-MS 法により収集した。その分析値は、加速器質量分析計(AMS)による値とよい一致を見

せた(一次相関係数 r=0.999)。 
なお、平成 23 年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故に際しては、米・小麦及びそ

の栽培土壌の放射性セシウム濃度のモニタリングデータが、平成 23 年 4 月 8 日に原子力災害対策本部

が発表した「稲の作付に関する考え方」の「（別添）水田土壌中の放射性セシウムの米への移行の指標」

の算定に活用された。 

②農業環境における化学物質の分析法の開発分析マニュアル（普及に移しうる成果：イムノクロマトキ

ットを用いた農産物のカドミウム濃度の簡易測定法） 

イムノクロマトキットを用いたカドミウム(Cd)濃度測定法を各種の農産物（コムギ、ダイズ、ホウレ

ンソウ、サトイモ、ナス）に適用するために、それぞれの品目に適した前処理や抽出法などを開発した

上で室間共同試験を実施し、妥当性を確認した。食品中のカドミウム濃度の国際基準値が定められ、コ

メより Cd 国際基準値が低く様々な夾雑物を含む畑作物について、高額分析機器を保有しない農業普及

機関などが利用できる簡易な測定法が求められているが、本手法はこれに対応するものである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イムノクロマトキットを用いた農産物のカドミウム濃度の簡易測定法 

 

測定ライン

検出

0.1M塩酸抽出
1～30分(作物により異なる）
混合・しんとう。

抗原抗体
反応

抽出

蒸留水で溶出

抽出液

分離カラム

（B倍希釈）

（A倍抽出）

イムノクロマトキット（カドミエール、住化分析センター製）

測定

クロマトリーダー

精製 精製液
+EDTA緩衝液

発色強度の読みとり

濾過

他の重金属等除去

+ =Y Y
抗体 抗原

(Cd-EDTA)

精製液

イムノクロマトキットを用いた農作物中の Cd濃度簡易測定手順 
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自己評価 
大課題 C1 

(中課題 C11) 
 

評価ランク コメント  

S 

地球温暖化モニタリングに関しては、順調に進捗した。各調査地点

での継続的なモニタリングを実施し、水田の二酸化炭素収支等の解明

が進展した。また、渦相関法によるデータ処理システムは関係者によ

る活用が期待される。なお、データベースの公開が進展したことは評

価できるが、その活用方法の提示、活用状況の把握が期待される。 
放射性物質のモニタリング及び微量化学物質の分析法の開発につい

ては、順調に進捗した。また、投入資源に比較して査読論文が多く公

表された。放射能モニタリングについては、Web 公開した米、麦、農

耕地土壌を対象としたセシウム濃度のモニタリングデータが、今般の

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う「稲の作付に関する考え

方（平成 23 年 4 月 8 日原子力災害対策本部）」における「（別添）水田

土壌中の放射性セシウムの米への移行の指標」の算定に活用されたこ

とは高く評価できる。農業環境中の有害化学物質の分析法のマニュア

ル化も進展した。 
 

前年度の独

法評価委員

会評価 
中課題 C11 

評価ランク コメント  

A 

地球温暖化モニタリングに関しては、順調に進捗している。各調査

地点で長期観測データが着実に蓄積されるとともに、これまでのデー

タを活用した解析が行われている。今後は、データベースの公開、観

測データの意義や活用方法を国民にわかりやすく示すことが期待され

る。 
放射性物質のモニタリング及び微量化学物質の分析法の開発につい

ては、順調に進捗している。放射能モニタリングのデータの公表、４

カ国共同研究の成果として、平成 20 年度の POPs の分析法マニュア

ルを拡充した水系の有害化学物質の分析マニュアルが完成したことは

評価できる。 
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２）環境資源の収集・保存・情報化と活用 

野外における環境資源の調査・分析及び各種モニタリング等の研究の進展に伴い、これらの研究から

得られる標本及び情報等の資産を効率的に活用して研究の加速化につなげ、国内外における研究のイニ

シアチブを確保することが課題となっている。 

中期目標 

このため、環境資源の総合的なインベントリーの構築と活用手法の開発を行う。 

 
（１）農業環境資源インベントリーの構築と活用手法の開発 

農業環境を総合的に評価するため、マイクロ波計測や高時間分解能衛星センサ MODIS 等のリモート

センシングデータの解析技術を開発するとともに、地理情報システム（GIS）等を活用して農業的土地

利用状況の新たな把握手法や生物生息域に関する指標を開発する。また、GIS を共通のプラットフォー

ムに個別データベースを連携する手法や新たな情報の登録・収集システムを開発し、農業環境指標の策

定に資する。また、環境資源の個別データベースを拡充するとともに、深層土壌の機能評価を含む土壌

分類試案を公開し、耕地・非耕地の包括的土壌データベースを構築する。さらに、インベントリーデー

タ等を効率的に活用するため、基盤的な統計手法及びその結果の視覚化手法等を開発する。独立行政法

人農業生物資源研究所が行うジーンバンク事業について、サブバンクとして協力を行う。 

中期計画 

 
大課題実績（中課題実績） 

（１）農業環境資源インベントリーの構築と活用手法の開発（C21） 

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

［研究の背景］ 

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

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

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

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

となっている。このため、本課題では、マイクロ波計測や高時間分解能衛星センサ（MODIS）等のリ

モートセンシングデータの解析技術や GIS 等の解析技術を活用して、農業的土地利用状況把握手法の開

発を実施している。 
 
［主な成果］ 

①農業生態系情報抽出評価のためのリモートセンシング・GIS手法の開発 

MODIS 衛星センサにより毎日観測されるデータから作成された植生指数の季節変化曲線を用いて、

作物の生育ステージを推定する手法を開発した。この手法は、多年次にわたる作物・地域ごとの季節変

化曲線の基本形と地上調査データの対応関係を基準に、当年次の変化曲線と基本曲線とのずれから当該

年次の生育ステージを推定するものである。統計データと比較した結果、良好な推定結果が得られた。

本手法は、季節変化曲線の形状を用いるため、地域の土地利用や作物の種類に変化が少ない場合には簡

易で利用しやすい方法である。 
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②生物生息域評価のための空間構造指標の開発 

谷津田のような幅の狭い水田域は生物多様性の保全に好適なキーハビタットとされている。そこで、

幅約 100 m 以内の狭幅水田域を「枝流水田」と定義し、これを地図データから抽出する GIS 手法を、

二重線の幅を検知する技術を応用して開発した。その手法を用いて、環境省現存植生図の水田から全国

の枝流水田を地図化し、農林業統計の農業集落のうち、枝流水田が多い農業集落を示した。また、水田

と接する土地利用の接長距離を見ると、枝流水田は全国の水田面積の約 11％にすぎないが、水田周長距

離の約 33％、そして樹林-水田接長距離の約 44％を占めていることを明らかにした。さらに、枝流水田

の耕作放棄プレッシャーの指標として、枝流水田面積に対する耕作放棄地面積（以前が田の場合）の比

率を全国の集落を対象に計算した。このような GIS 手法に基づく空間指標は狭幅水田域の耕作放棄を防

止し、農村景観と生物多様性を保全する施策のターゲット地域を選択するために活用することが期待さ

れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

イ 総合的なインベントリーの構築と利用法の開発 

［研究の背景］ 

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

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

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

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

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

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

に活用するため、全国をカバーする均質な情報を収集・整備し、農業活動が環境へ及ぼす影響を全国一

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

の結果の視覚化手法等を開発している。 

「谷津田」に代表される枝流水田の分布状況の空間指標としての役割 

 
枝流水田面積/水田面積 

 

耕作放棄地面積*/枝流水田面積 

 

（*以前が田の場合） 

枝流水田の多い集落（左）と耕作放棄プレッシャーの高い集落（右） 

枝流水田の多い集落、あるいは耕作放棄地が多い集落は全国に見受けられます。 

（※凡例にない色のところは、水田(右図の場合は枝流水田)がない集落を表す。） 
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［主な成果］ 

①包括的土壌分類試案の策定（普及に移しうる成果：全国土を詳細に区分できる包括的土壌分類第１次試案） 

平成 21 年度に作成した包括的土壌分類素案を基に「包括的土壌分類 第１次試案」を作成・公表した。

これまで、我が国では農耕地、林野毎に土壌分類法が作成されており、農耕地と林野が入り組んだ地域

の農業・環境問題に関わる機能評価等に支障があったが、この包括土壌分類 1 次試案を用いて土壌を分

類し、土壌統群ごとの分布を地図化することで多様な環境研究や行政ニーズに答えるための土壌図を提

供できる。例えばこの土壌図と、包括 1 次試案により類型化・指標化した炭素貯留機能、水質・大気浄

化機能、土壌汚染リスク、外来植物侵入リスクなどの結果とを組み合わせることで、市町村レベルでの

農業・環境問題に対して具体的な提言をすることが可能となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②昆虫インベントリーの公開 

（普及に移しうる成果：昆虫データベース統合インベントリーシステム） 

本研究所に所蔵されている昆虫類の資料の利活用を促進するためのインベントリーフレームを作成

し、公開した。本システムを介して当所に保管されている昆虫標本情報を主体とするデータベースに含

まれるさまざまな情報の検索・閲覧が可能になった他、昆虫類の調査・研究に役立つ資料にもアクセス

できる。 
 

③農業環境インベントリーの整備・拡充 

（普及に移しうる成果：気象、土壌、農地利用、温室効果ガスに関する情報をまとめて取得できる 

Web システム（注）） 

 （注）B21a、B22ab、C21bの共同の成果である。 

 

土壌から直接取り出した DNA（eDNA)に基づく土壌の生物性の情報と、土壌理化学性の情報とを併

せて蓄積した「農耕地 eDNA データベース（eDDASs: eDNA Database for Agricultural Soils）」を開

全国土を詳細に区分できる包括的土壌分類第 1次試案 

 
 包括 1 次試案による筑波山周辺の土壌図 

包括 1 次試案を用いると農耕地と林野を区

別することなく土壌図を作成することがで

きます。 

（白色部分は市街地、建造物、及び未調査地） 
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発した。これまで解析が困難であった土壌の生物性（細菌、糸状菌、線虫の種類）について、PCR-DGGE
（変性剤濃度勾配ゲル電気泳動）により eDNA のバーコードとして視覚化された情報が登録されている。

統一した解析手法（土壌 eDNA 解析マニュアル）でデータを収集することで、サンプル間の相互比較が

できる。本データベースは、Web 上で誰もが閲覧でき登録できるシステムであり、今後、全国の土壌関

係の研究者の活用と情報量の増加が期待される。 
本研究所に所蔵されている昆虫類の一次・二次資料の利活用を促進するためのインベントリーフレー

ムを作成し、公開した。本システムを介して当所に保管されている昆虫標本情報を主体とするデータベ

ースに含まれるさまざまな情報の検索・閲覧が可能になった他、昆虫類の調査・研究に役立つ資料にも

アクセスできるようになった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昆虫データベース統合インベントリーシステム 

昆虫インベントリー統合データベースシステムのポータル画面 
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本研究所で収集・整備した気象、土壌、農地利用、温室効果ガスに関するデータ類をまとめて手軽に

取得することができる web システムを作成し公開した。利用者は、基準地域メッシュ（1km メッシュ）

及び測定地点単位でこれらの情報を取得できる。複数の農業環境情報の横断的な利用が容易に行え、

様々な分野での活用が期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 22 年４月に公開した「土壌情報閲覧システム」のコンテンツ拡充のため、土壌の物理的性質デ

ータベース（SolphyJ）の作成を行った。 
 
 
 
 
 

気象、土壌、農地利用、温室効果ガスに関する情報をまとめて取得できる webシステム 

複雑な操作は不要です。データ

がほしい地域と欲しい項目にチ

ェックを入れるだけの単純な操

作で、必要なデータを取得でき

ます。地域がわからない場合は

地図から選ぶこともできます。 

 

収穫量と温室効果ガス排出量

のバランスを考慮した営農指導

への利用など、主に農業試験場

や大学等の研究機関、農業関

連の調査、分析等を行う民間会

社等での活用が期待されます。 

実際の画面と使い方 

実際の活用イメージ 
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自己評価 
大課題 C2 

(中課題 C21) 
 

評価ランク コメント  

A 

リモートセンシング・GIS の活用手法の開発に関しては、順調に進

捗した。MODIS 衛星センサのデータから作物の生育ステージの推定、

第２期の成果を中心としたリモートセンシング・GIS・GPS のガイド

ブック刊行等は評価できる。また、投入資源に比較して査読論文が多

く公表された。海外研究機関等との広い連携は評価できるが、所内の

他分野との連携の強化も期待する。 
 

前年度の独

法評価委員

会評価 
大課題 C2 

 

評価ランク コメント  

A 

リモートセンシング・GIS の活用手法の開発に関しては、概ね順調

に進捗している。新規 SAR 衛星データをイネ収量評価につなげるため

の新知見を得ており評価できる。今後は、地球温暖化対策研究や生物

多様性研究と連携しつつ、こうした成果を広く活用していくことを期

待する。 
総合的なインベントリーの構築に関しては、順調に推移している。

特に、全国の農耕地土壌に関する情報を Web 上で閲覧できるシステム

として構築し、22 年 4 月に公開することとした点は評価できる。平成

20 年度には遅れが見られた包括的土壌分類試案の策定のための作業

は、加速化され中期計画に即した進捗に回復した。今後は農業環境リ

スク指標の開発に向けて、これらの成果を発展させていくことを期待

する。 
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２．研究成果の公表、普及の促進 

（１）国民との双方向コミュニケーションの確保 
中期目標 

研究開発の推進に際しては、科学技術の進歩と国民意識とのかい離から、一般国民にとって研

究開発が目指す方向が分かりにくい状況となっていることを踏まえ、研究所及び研究者がそれぞ

れ国民に対する説明責任を明確化し、多様な情報媒体を効果的に活用して、国民との継続的な双

方向コミュニケーションの確保を図る。特に、農業環境と科学技術との関係等に関して科学的か

つ客観的な情報の継続的な提供と、研究の計画段階から国民との情報の共有を図る取組、情報発

信等の活動を推進する。 
（２）成果の利活用の促進 

新たな知見・技術の PR や普及に向けた活動、行政施策への反映を重要な研究活動と位置付け、

研究者及び関連部門によるこれらの活動が促進されるように努める。 
研究成果は、第Ⅰ期中期目標期間で得られたものを含めて、データベース化やマニュアル作成、

応用研究との連携等により積極的に利活用の促進を図る。普及に移し得る成果の件数については、

数値目標を設定して創出に取り組む。 

（３）成果の公表と広報 

研究成果は、積極的に学術雑誌等への論文掲載、学会での発表等により公表するとともに、主要

な成果については各種手段を活用し、積極的に広報を行う。査読論文の数及びそのインパクトファ

クター（IF）については、数値目標を設定して成果の公表に取り組む。 

（４）知的財産権等の取得と利活用の促進 

重要な研究成果については、我が国の農業の振興に配慮しつつ、国際出願も含めた特許権等の迅

速な取得により権利の確保を図るとともに、民間等における利活用を促進する。 

特許出願件数については、数値目標を設定して取り組む。 

 

（１）国民との双方向コミュニケーションの確保 

中期計画 

①研究所及び研究者が自らの説明責任を明確にし、研究計画、研究所の活動、研究成果が専門家の

みならず広く国民にも理解されるよう研究所の広報戦略を策定し、広報活動の見直し・強化を図

る。 

②農業環境のリスク評価・管理等については、一般公開・説明会や成果発表会の開催及びインター

ネットの利用による双方向コミュニケーションを活用した国民との情報の共有化を図る。 

（２）成果の利活用の促進 

①研究成果の中で普及に移しうる成果（成果情報の分類の行政、技術）を外部の評価により、中期

目標の期間内に 30 件以上を選定する。 

②普及に移しうる成果については追跡調査を行い、効果的な研究推進を図る。 

③過去の研究成果を含めて、得られた研究成果情報については、研究所のホームページ上で公開し、

外部からの検索による利便性の向上を図るとともに、モニタリングや分析手法等についてはマニ

ュアルを作成する。また、各種データベースを始めとしたインベントリー情報の利便性を高め、
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効果的な提供に努める。 

④他法人や民間等の高い応用開発能力を活用した共同研究等により、研究成果の利活用を図る。 

（３）成果の公表と広報 

①研究開発の成果を科学的、技術的知見として広く社会に周知公表し、学界等に大きな波及効果を

及ぼすことを目的として成果を発信する。論文については、水準の向上を図りつつ、中期目標の

期間内に 810 報以上の査読論文を公表する。中期目標期間中に全発表論文のインパクトファクタ

ー（IF）総合計値 500 を目指す。 

②研究開発の成果を積極的に普及するため、報告書のホームページへの掲載等に加え、各種のシン

ポジウム、講演会、イベントを開催するとともに、外部機関が催すこれらの行事に参加する。 

③記者発表による最新情報の発信をはじめとするマスメディアを通じた広報、広報誌等の印刷物、

インターネット、インベントリー展示館やその他の具体的な展示等の様々な広報手段を活用し、

効率的かつ効果的な広報活動を推進する。中期目標期間中に 30 件以上のプレスリリースを行う。 

④国際シンポジウムの開催及び国際的なメディアを通じた情報提供等、国内外に対する研究所の情

報発信機能の強化を図る。 

（４）知的財産権等の取得と利活用の促進 

①知的財産に係る戦略及び体制を強化し、実用的で社会への波及効果の大きい知的財産の創出に努

めるとともに、その管理を適正に行い、農林水産大臣が認定した技術移転機関（TLO）の活用等

により、有効かつ迅速に社会に移転させるための取組を推進する。 

②知的財産権の確保により研究成果の円滑な移転を推進するため、実施許諾等の活用の可能性を十

分考慮に入れた上で、中期目標の期間内に 25 件以上の国内特許を出願し、権利化に努める。また、

特許等の知的財産の実用性・有用性を重視し、実施許諾の拡大に努める。 

 

2-2-ア 分かりやすい情報提供の観点から広報活動の見直し・強化が図られているか。 
指標 

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

 
中項目実績 

●広報活動の見直し・強化（指標 2-2-ア） 
本研究所の活動が広く国民に理解されるよう、各種の広報イベントの開催や外部の広報イベントへの

参加等を行った。これらの広報イベントでは、対象者を明確に意識したわかりやすい情報提供に努めた。

例えば、青少年・一般向けイベントでは、ミニ講演会、実演・体験コーナー、サイエンスカフェなどの

体験型・対話型の手法を導入し、技術移転イベントではわかりやすい技術解説パネルの作成・活用、実

物の展示、説明のための研究者の配置等を行った。 
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表 2-2-ア-1 広報関連イベントの概要（平成 22 年度） 
種類 名称 内  容 開催日 

(開催場所) 

一 般 市

民 向 け

イ ベ ン

ト 

研究所一般

公開 

科学技術週間の一環として実施。１日目は「外来植物とどうつきあう

か-リスクと利用-」や「農地の炭素と温暖化」等の企画展示・パネル展

示、ミニ講演「温暖化とその影響-日本のコメ生産を中心に-」等を催し

た。２日目は企画展示「"色でみる"土の調査体験」、「生命の巨大系統樹」

やクイズ等を催した。見学者数 1,726 人 (1 日目：1,027 人、2 日目：

699人) 

H22.4.16 

農環研 

H22.4.17 

農林水産技術会議

事務局筑波事務所

（つくば市） 

農環研サイ

エンスカフ

ェ 

 

つくば市内で２回のサイエンスカフェ「温暖化からお米をまもる！」

及び「植物で水をきれいにする」を開催した。女性研究者を講師とし、

特に女性の高校生、中学生の参加を呼びかけた。参加者 19 人および 34

人。 

 

H22.12.11 

つくばエキスポセ

ンター内レストラ

ン滝（つくば市） 

H23.2.19 

イーアスつくば内 

ウィズガーデンつ

くば（つくば市） 

（農業生産者 NPOとの交流会を P31 表 1-4-ｲ に記載） 

青 少 年

向 け イ

ベント 

つくばちび

っ 子 博 士

2010 

つくば市が夏休み時期に小・中学生を対象として実施するイベント「つ

くばちびっ子博士」に協力し、農環研において昆虫採集教室および農業

環境インベントリー展示館見学を実施。参加児童数 216人。 

H22.7.21、 8.4、

8.18 

農環研 

つくば科学

フェスティ

バル 2010 

つくば市などが主催する青少年対象の科学体験イベント「つくば科学

フェスティバル」に参加し、「温暖化でお米はどうなる？」というタイト

ルで、水田 FACE実験施設の模型、高温不稔の稲穂などを展示・解説した。

会場入場者約 2万人。 

H22.10.30～31 

つくばカピオ（つく

ば市） 

（サマー・サイエンス・キャンプを P87 表 2-3-イに記載） 

技 術 展

示 イ ベ

ント 

 

アグリビジ

ネス創出フ

ェア 2010 

農林水産省等が主催する技術交流展示会「アグリビジネス創出フェア

2010」に参加し、共同開発を行った民間企業も加わり、成果のブース展

示と技術プレゼンテーションを実施。会場全体の入場者約 27,000人。 

H22.11.24～26 

幕張メッセ(千葉

市) 

テクノロジ

ー・ショー

ケース inつ

くば 

つくばサイエンス・アカデミー主催の「SAT10周年記念 TXテクノロジ

ー・ショーケース inつくば」に共催機関として参加し機関広報ポスター

等を展示。来場者 833人。 

H22.12.24～25 

つくば国際会議場 

(つくば市) 

見学対応 

 

見学者数 927人 （一般公開等イベント来場者を除く） 

[見学の事例] 

茨城県立土浦第一高等学校の一年生 7 人が、研究活動について知見を

深め、将来のキャリアについて考察を促す目的で来訪。研究に対する思

いや研究者になるまでの道のりを織り交ぜながら、土壌モノリスや土壌

洗浄法を紹介した。 

通年（農環研） 

  
本研究所公式 Web サイトについては、「農環研公式ウェブサイトのプライバシーポリシー」を公開す

るとともに、公開データベース・画像情報を利用しやすくするための分野別索引と解説付き目次の掲載、

環境化学分析施設の紹介ページの開設など、充実を図った。 
また、Web マガジン「情報：農業と環境」を毎月公開し、研究会・公開セミナーやイベント等の概要、

環境問題の解説、最新の知見の紹介など、適時の情報提供に努めた。 
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● 国民との双方向コミュニケーション（指標 2-2-イ） 
4 月に実施した本研究所の一般公開において、ミニ講演会「身近な鳥が絶滅する？ －明らかになった

鳥類の減少－」、「温暖化とその影響 －日本のコメ生産を中心に－」、「温室効果ガス削減のために農業

ができること」、実演・体験コーナー「外来植物とどうつきあうか －リスクと利用－」などで、地球温

暖化や外来生物などのリスクの研究を解説した。 
中高生、大学生、農業者、市民団体などの本研究所見学では、温室効果ガス発生制御実験の見学・説

明、農薬のリスク管理、カドミウム汚染水田の浄化技術や遺伝子組換え作物の環境リスク防止の説明な

どを行った。事前アンケートでの質問に答えるなど見学者との双方向コミュニケーションに努めている。 
また、農林水産省が実施する「ニーズ創出型情報発信事業」に協力し、長野県学校農業クラブ連盟大

会において、本研究所の研究者が生物多様性を利用した農業とアレロパシーについて講演を行った。 
女性研究者支援モデル育成事業を活用し、大学での出前講義、中高生や一般市民を対象とする「農環

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

た。 

    
写真 2-2-イ 研究所一般公開（左）、サイエンスカフェ（右） 

 
● 普及に移しうる成果（指標 2-2-ウ） 

課題評価会議において外部委員を含めて選定した「普及に移しうる成果」（行政部局、検査機関、民

間、他の試験研究機関、農業現場等で活用されることが期待され、積極的に広報活動及び普及活動を行

うべき重要な成果）は８件であり、中期計画の目標値の 1/5（６件）を上回った。また、第２期では 37
件となり、中期計画の目標値（30 件）を達成した。なお、「普及に移しうる成果」には該当しないもの

の重要な成果と認められる「主要研究成果」を平成 22 年度に 36 件選定した。選定された普及に移しう

る成果及び主要研究成果は、「研究成果情報（第 27 集）」として刊行するとともに Web サイトにも掲載

した。なお、平成 15 年度～19 年度に公表した「普及に移しうる成果」について追跡調査を実施した（P11 
指標 1-1-ウ参照）。 
 
● 研究成果に関する情報提供と公開（指標 2-2-エ） 

本研究所の独法化後の研究成果を広く一般に紹介するため農業環境技術研究所叢書 18 号「農業環境

研究 2001-2010」を刊行した。また、農業環境技術研究所報告、農環研ニュース、農業環境技術研究所

年報等を刊行し、Web サイトでも公開した。農環研ニュースでは、分かりやすい記事とするため、研究

トピックの一部を広報情報室が研究者に取材して作成した。また農環研ニュースの発行部数を増やし、

本研究所が常陽新聞に連載した一般向け記事をまとめた小冊子「農のぐるり：農業と環境をめぐる 24
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の話」（平成 21 年度作成）とともに、イベント等で配布した。 
 
表 2-2-エ-1 主要な刊行物（平成 22 年度） 

誌名 巻号等 発行年月 発行部数  

農業環境技術研究所叢書 第 18号 H23.3 500 

農業環境技術研究所報告 

 

No.28 

No.29 

H23.3 

H23.3 

950 

950 

農環研ニュース No.87～90 H22.8～23.3 
各 1,600～

1,800 

農業環境技術研究所年報 No.27 H22.10 1,300 

NIAES Annual Report 2010 H22.12 800 

環境報告書 2010 H23.1 1,000 

研究成果情報 第 26集 H22.5 1,000 

農のぐるり ― Ｈ22.12（増刷） 1,000 

農業環境技術研究所叢書(第 18 号)表紙 
本研究所の研究成果等を、研究成果の利用者や農業環境に興味を持つ一般の人々にアピールするため、

シンポジウム、研究会等を積極的に実施している。平成 22 年度は、10 月に名古屋市で開催された生物

多様性条約 COP10 に先立ち２件の生物多様性に関するシンポジウム（うち１件は本研究所が代表機関

となっているプロジェクト研究に関するシンポジウムで委託元である農林水産省等と共催）など 11 件

のシンポジウム、公開セミナー、研究会を実施した。これらについては、開催案内だけでなく、講演要

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

  

写真 2-2-エ 第 33 回農業環境シンポジウム「農業からみた生物多様性、生物多様性からみた農業」（左）                  
及び第 28 回土・水研究会「温暖化緩和策と土・水圏の物質循環研究の接点」（右） 

 
表 2-2-エ-2 シンポジウム、公開セミナー、研究会等の開催状況（平成 22 年度） 

種類 名称 参加者 開催日 

(開催場所) 

委託プロジェク

ト関係シンポジ

ウム・研究成果発

環境保全型農業の取組の効果を計る～プロジェクト「農業

に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発」第 3 回シ

ンポジウム～ 

213人 

H22.9.3 ベルサール飯

田橋ファースト（東京

都） 
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表会等（委託元で

ある農林水産省

等と共催あるい

は協力して実施） 

＊主催：農林水産技術会議事務局、農業生物資源研究所、

農環研 

「食の安全を求めて～農場から食卓まで～」 「生産・流通・

加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低

減技術の開発（生産工程）」 中間成果発表会  

＊主催：農林水産技術会議事務局、農業・生物系特定産業

技術研究機構、 水産総合研究センター、農環研 

390人 

H22.11.5 つくば国際

会議場（つくば市） 

第４回新農業展開ゲノムプロジェクトシンポジウム－ Ｅ

Ｕ及び日本の研究成果比較 他－ 

＊主催：農林水産技術会議事務局、農業生物資源研究所、

農環研 

160人 

H22.11.30 農林水産

省講堂（東京都） 

革新的な土壌診断技術の利用に関する説明会 ―新技術の

解析方法等の紹介と実用化に向けた連携の検討―（eDNA プ

ロ成果発表会） 

＊主催：農環研 

160人 

H23.2.8 農林水産省

講堂（東京都） 

シンポジウム 第 32回農業環境シンポジウム「21世紀の農業と環境問題を

考える」 
336人 

H22.5.26 有楽町朝日

ホール（東京都） 

第 33回農業環境シンポジウム「農業からみた生物多様性、

生物多様性からみた農業」 
236人 

H22.9.4 ベルサール飯

田橋（東京都） 

農業環境技術研究所研究成果発表会２０１０「未来につな

げよう安全・安心な農業と環境」 
154人 

H22.11.17 新宿明治安

田生命ホール（東京都） 

公開セミナー 農業環境インベントリー研究会 

「土壌インベントリーの整備と有効利用のためのシステ

ム」 

91人 

H23.2.24 エポカルつ

くば（つくば市） 

（農業環境技術公開セミナーin熊本について P31表 1-4-ｲに記載） 

研究会 第 10 回有機化学物質研究会および第 27 回農薬環境動態

研究会「農薬の作物残留と大気中挙動－規制と研究－」 

206人 

 

H22.10.21~H22.10.22

農環研大会議室 

第 28回土・水研究会「温暖化緩和策と土・水圏の物質循環

研究の接点」 
212人 

H23.2.23 つくば農林

ホール（つくば市） 

 
本研究所では、他の研究機関、行政部局、農業関係者等が活用できる農業環境情報をデータベースや

マニュアルとして研究所 Web サイトで公開するとともに、各種のイベント等でＰＲを図っている。平成

22 年度には土壌情報閲覧システムなどを新たに公開した。 
 

表 2-2-エ-3 新たに公開したマニュアル及びデータベース（平成 22 年度） 
名   称 内   容 

土壌情報閲覧システム 
全国のデジタル農耕地土壌図のほか、各土壌の解説、土壌断面の写真

や調査地点の分析データなどを提供する。 

三橋ノート画像データベース（データ追加） 
ハチ目等（35 冊､21,531 頁）を追加。476 冊すべての画像が公開され

た。 
土生コレクション（昆虫綱：コウチュウ目：

オサムシ科）標本目録 

故 土生昶申氏のコウチュウ目オサムシ科標本コレクション22,914点

の目録と重要な47種の写真・解説を公開。 

農業と環境の空間情報技術利用ガイド-リモ

ートセンシング・GIS・GPS 利用のために- 
(H22) 

リモートセンシング、GIS、GPS を農業分野で利用するためのマニュ

アルを作成。 
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●論文の公表・インパクトファクター（IF）（指標 2-2-オ） 
平成 22 年度の査読付論文の公表件数は 160 件であり、中期計画の目標値の 1/5（162 件）を概ね達成

した。研究成果の質を重視するため第 2 期から目標として導入したインパクトファクター（IF）の合計

値は 210 となり、中期計画の目標値の 1/5（100）を大幅に上回った。査読付論文数は第１期中期目標

期間に一貫して増加したが、平成 19 年度以降は、数は年度目標程度で推移し、IF の伸びが大きくなっ

ている。これは、平成 19 年度に査読付論文の対象を厳格化するとともに、研究職員の業績評価を IF も

重視したものとしたことが影響していると考えられ、研究の質を高める方向でのマネジメントの効果が

あらわれていると考えられる。 
 
●プレスリリース等（指標 2-2-カ） 

国民への情報提供を強化する観点、また、評議会の指摘等を踏まえ、第２期は広報に力を入れている。

平成 22 年度には、９件のプレスリリースを実施した。これは、中期計画の目標値の 1/5（６件）を上回

っている。 
また、平成 22 年度に実験を開始した「つくばみらい水田 FACE 実験施設」について記者会等現地見

学会を実施した。研究成果のプレスリリース等では記者レクチャーを実施し、報道機関への丁寧な情報

提供に努めた。 
平成 22 年８月にプレスリリースを行ったカドミウム汚染水田の土壌洗浄技術実用化の成果は、農林

水産省が報道関係者の協力を得て選定する「2010 年農林水産研究成果 10 大トピックス」の１つに選ば

れた。本成果は、カドミウムの規格基準値の改正に対応する低コストで実用的な技術としてプレスリリ

ースを行ったところ大きな反響があったものである。平成 22 年度にも、本研究所の研究成果等に関し

て、テレビや新聞で多数の報道があった。 
 

表 2-2-カ 研究成果等に関する主な報道（平成 22 年度） 
記 事 見 出 し 等 報道時期及び主な報道 

ネットで農耕地土壌の情報提供／農環研／閲覧システムを公開 4 月(化学工業日報、茨城新聞、常陽新聞) 

植物の開花時期／数値化技術を開発；農環研など 気候変動の影

響表す指標に／英国 250 年の記録ベース直近 25 年、最も早く 
4 月（朝日新聞、常陽新聞、科学新聞、化学工業日報) 

[ナガミヒナゲシ]生態系乱す恐れ／分布広がる外来植物；農環研・藤

井義晴上席研究員 
5 月(共同通信、茨城新聞ほか地域紙) 

CO2増 稲作へどう影響／農環研が野外実験／適した品種・栽培法

探る 

6～9 月（NHK ニュース、朝日新聞、読売新聞、毎日新

聞、日本経済新聞 日本農業新聞、共同通信ほか） 

水田改良に新手法／カドミウムその場で洗浄／農業環境研などグル

ープが開発 

8月（毎日新聞、読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞、日

本農業新聞、環境新聞 他） 

「生命あふれる田んぼを作れ！」、「田んぼに生きる自然の“ものさし

“」 
７～10 月（NHK、テレビ東京 報道特集） 

イネ実らぬ”不稔”長期間猛暑で多発 12 月(NHK ニュース) 

 
●知的財産の利用促進の取組（指標 2-2-キ） 
本研究所では、特許に関しては民間等との共同研究が重要な役割を果たしている。平成 22 年度には、

民間が参画しやすい資金提供型共同研究について、研究者にインセンティブを付与する制度を整備し、

推進した（P29 指標 1-4-ｱ参照）。また、研究成果に関する情報提供（P79 指標 2-2-ｴ参照）、特許の実
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施許諾拡大に向けた取組（指標 2-2-ｹ参照）を実施した。 
 
●特許出願に関する数値目標（指標 2-2-ク） 
知的財産権の確保により研究成果の円滑な移転を推進するため、実施許諾等の活用の可能性を考慮し

た上で特許の出願を行っている。平成 22 年度は４件の国内特許出願を行った。これは、中期計画の目

標値の５分の１（５件）を下回っているが、第 2 期に入ってからの５年間では 38 件となり、中期計画

の目標値を上回っている。 
なお、平成 22 年度においても特許等の保有の必要性に関して職務発明審査会で検討を行い、１件の

特許を放棄した。 
 
●実施許諾拡大に向けた取組（指標 2-2-ケ） 

本研究所で保有する特許については、本研究所の Web サイトの「知的財産・技術移転に関する情報」

のページで情報提供を行うとともに、農林水産大臣が認定した技術移転機関（TLO）である(社)農林水

産技術情報協会 AFFTIS アイピーの研究成果移転促進事業等を通じて、特許情報や共同研究に関する

情報を広報し、移転に努めた。また、茨城県中小企業振興公社知的所有権センターが実施する技術移転

推進事業に参画し、特許情報をセンターの Web サイトや冊子で広報した。なお、平成 22 年 10 月に、

本研究所の Web サイトの「知的財産・技術移転に関する情報」のページを大幅に更新し、国内出願特

許（公開・登録）の内容を拡充した。 
また、「アグリビジネス創出フェア」などの技術展示イベントに積極的に参加し、特許に関する情報

提供を行った。この際、研究所研究者だけでなく研究所外の共同研究者の協力も得て、装置や技術の実

演・説明を行った。この結果、マスコミ等からの取材も受けるなど、研究所の成果の農業現場への普及、

産業界への移転に関して手応えが得られた。平成 22年度には、実施許諾件数は７件（実施許諾率 10％）、

実施料収入については、113 千円になった。 
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自己評価 
中項目 
2－2 

評価ランク コメント  

A 

11 件のシンポジウム、セミナー、研究会等を開催し成果の普及を図

った。その際、うち６件を東京で開催し、１件で科学ジャーナリスト

に司会を依頼するなど、一般市民の参加と理解を促進する工夫を行っ

たことは評価できる。また、サイエンスカフェなど体験・対話型の手

法の導入等も行いながら多数の広報イベントを実施した。プレスリリ

ースは９件となり、中期計画の数値目標の１／５（６件）を上回った。

本研究所の成果が多数報道され、カドミウム汚染水田の土壌洗浄技術

実用化の成果が 2010 年農林水産研究成果 10 大トピックスに選定され

た。 
 普及に移しうる成果は８件となり、中期計画の数値目標の１／５（６

件）を上回った。査読論文数は 160 件で中期計画の数値目標の 1/5(162
件)を概ね達成するとともに）、第２期では 855 報となり中期計画の数

値目標（810 報）を達成した。インパクトファクターは 210 となり、

中期計画の数値目標の１／５（100）を上回った。 
特許出願数（国内）は４件となり、中期計画の数値目標の１／５（５

件）を下回ったが、第２期では 38 件となり中期計画の数値目標（25
件）を達成した。知的財産の活用の促進とそれによる社会貢献が一層

重要となっており、今後は許諾に関する数値目標を設定するなど、許

諾に向けた取組を強化することが期待される。 
 

前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
2－2 

評価ランク コメント  

A 

広報活動については、つくば市だけでなく、東京でもシンポジウム

を開催したこと、多数のプレスリリースを実施したことは評価できる。 
国民との双方向コミュニケーションについては、研究所見学の際に

事前アンケートを行い質問に答えるなど工夫が見られるが、研究に対

する国民の理解を得るため、さらなる取組を期待する。 
普及に移しうる成果、査読論文、インパクトファクター、プレスリ

リースなどは、順調に成果が出されている。 
特許に関しては、「温室効果ガスサンプリング装置」など、昆虫フェ

ロモン以外の分野でも新規許諾に至っており、評価できる。引き続き、

実施許諾拡大に向けた取組を期待する。 
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３．専門研究分野を活かしたその他の社会貢献 

（１）分析、鑑定の実施 

中期目標 

行政、民間、各種団体、大学等の依頼に応じ、研究所の有する高い専門知識が必要とされる分析、

鑑定を実施する。 

（２）講習、研修等の開催 

講習会の開催、国公立機関、民間、大学、海外機関等外部機関からの研修生の受入れ等について

数値目標を設定して積極的に取り組む。 

（３）行政との連携 

他の独立行政法人との役割分担に留意しつつ、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）による

農産物・食品の安全性・信頼性の確保に向けての技術支援等の緊急対応を含め、行政部局や各種委

員会等への技術情報の提供や専門家の派遣を行う。 

（４）国際機関、学会等への協力 

国際機関、学会等への専門家の派遣、技術情報の提供等を行う。 

 

（１）分析、鑑定 

中期計画 

行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、研究所が有する高度な専門的知識が必要とされ他の機関

では実施が困難な化学物質の分析、昆虫や微生物等の鑑定を実施するとともに、農業環境に係る様々

な技術相談に対応する。 

（２）講習、研修等の開催 

①農業環境に関する講習会や講演会等を開催するとともに、国及び団体等が主催する講習会や研修

会等に積極的に協力する。中期目標期間内に 10 件以上の講習会を開催し、200 人以上の受講者を

目標とする。 

②研究所の研究成果の普及による農業環境技術の向上に貢献するため、技術講習等の制度により、

国内外の機関からの研修生を積極的に受け入れる。 

（３）行政との連携 

我が国を代表する農業環境に関する基礎的・基盤的研究を担う機関として、リスク評価・管理等

に関する調査・研究の成果を基に、農林水産省等における環境関連政策の立案・実施に対して積極

的に貢献する。このため、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）に基づく農業環境汚染等への

緊急対応を含めて、随時、行政等への技術情報の提供を行うとともに、行政が主催する委員会等へ

専門家の派遣を行う。また、行政等への技術情報の提供のための情報交換会を開催する。行政等か

らの要請による委員会（国の要請、公共団体等の受託による。）への参加件数（委員会数）につい

て中期目標期間内に 500 件以上を目指す。 

（４）国際機関、学会等への協力 

我が国を代表する農業環境研究に係わる研究機関として、国際機関や内外の学会の役員や委員に

専門家を派遣して、その運営に協力するとともに、情報の発信と収集を図る。特に、IPCC（気候

変動に関する政府間パネル）、IGBP（地球圏－生物圏国際協同研究計画）等が開催する国際会議



 86 

に積極的に職員を派遣する。 

 

2-3-ア 行政等の依頼に応じ、専門知識を必要とする分析・鑑定・技術相談が適切に行われたか。 
指標 

2-3-イ 講習、研修等の開催、国等の委託講習の受託や講師派遣講習会への協力、研修生の受け入れ等が積極的に行わ

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

に関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。 
2-3-エ IPCC（気候変動に関する政府間パネル）、ＩＧＢＰ（地球圏・生物圏国際協同研究計画）等への職員派遣など

国際機関等への協力が適切に行われているか。 

中項目実績 

●分析・鑑定・技術相談（指標 2-3-ア） 
行政・各種団体・大学等からの依頼に応じて、本研究所が有する高度な専門的知識が必要とされ他の

機関では実施が困難な昆虫及び植物の分析・鑑定（23 件）を実施するとともに、農業環境にかかわる様々

な技術相談（258 件）に対応した。 
分析鑑定については、本研究所の「依頼を受けて行う分析及び鑑定実施要領」（H19.3.27 決定）によ

り、平成 19 年度から、原則として対価を徴収している。平成 22 年度は分析・鑑定の徴収額は 96 千円

であった。平成 22 年度には南西諸島で発生した新害虫（アフリカシロナヨトウ）を同定し、関係者に

注意喚起を行ったほか、平成 23 年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能

汚染調査について、農林水産省の協力要請により、県から農林水産省に分析要請のあった農作物及び土

壌の放射能濃度（ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137）を順次、測定・報告し、その結果が農

作物の出荷制限や稲の作付に関する考え方に活用された。 
技術相談については、特に、農業分野における地球温暖化緩和策について、多方面から多数の技術相

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

研究者等が対応した。 

表 2-3-ア 分析・鑑定及び技術相談の事例（平成 22 年度） 
区 分 内      容 依頼者 

分析・鑑定 先島諸島牧草地で発生している未記録ヨトウ類分析・鑑定等 沖縄県病害虫防除センター 

東北大学青葉山キャンパスで採集されたゾウムシの分析・鑑定 東北大学大学院 

環境負荷物質調査（一酸化ニ窒素分析） 民間企業 

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い県から農林水産省

に分析要請のあった農作物及び土壌の放射能濃度（ヨウ素 131、

セシウム 134及びセシウム 137）を順次測定 

農林水産省 

技術相談 

 

低吸収台木品種による POPs 吸収抑制技術について 農業生産者団体 

水稲と土壌中ヒ素の分析について 国（農林水産省） 

侵入病害虫リスク評価に関する意見交換 植物防疫所 

利根川水系のカワヒバリガイについて生息状況や生態 土地改良区 

チャンバー法温室効果ガスフラックス計測法 大学 

農地・水・環境保全向上施策に関する生物多様性との関係の評価 民間企業 

生分解マルチに関する技術相談 民間企業 

小型衛星の農業利用について 国、他独法 
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●講習、研修等の開催、講師派遣、研修生の受入等（指標 2-3-イ） 
 所外向けに５件の講習、研修等を実施し、延べ 240 人の参加を得た。開催件数と受講者数は中期計画

の目標値の１／５（２件以上、40 人以上）を達成した。 
平成 22 年度には、初めて行う研修として「都道府県の土壌情報取扱者のための GIS 研修」を実施し

た。これは、近年発達してきたソフトウェアを用いて土壌図や土壌調査データのパソコン上での取扱を

習得させるものである。毎年度実施している「土壌調査法現地研修会」は、従来から都道府県の土壌調

査担当者のベルアップに重要な役割を果たしているが、近年、農耕地土壌の炭素含量を測定するための

調査・サンプリング手法の普及を行っており、土壌炭素蓄積手法の我が国の地球温暖対策への導入に向

けた政策的重要性を増している。また、数理統計研修は、国及び都道府県の農業関係研究機関の研究者

に、研究に必要な数理統計手法の講義を行うもので、全国の農業関係研究者の研究ポテンシャルの向上

に寄与している。 
 

表 2-3-イ 本研究所が実施した所外向け講習会・研修会等（平成 22 年度） 
講習会・研修会

等名称 

講習会・研修会の内容等 開催日・場所 受講者（人） 

土壌調査法現

地研修会 

都道府県の土壌調査担当者の資質向上を目指して、特に、

IPCC ガイドラインで定められた深さ 30cm までの土壌層の

炭素含量を求めるための調査・サンプリング手法と土壌分類

法の習得 を主な目的とし、長崎県諫早市の黄色土、灰色低

地土を対象に現地研修を実施。８人の研究者が講師等として

参加。 

＊主催：土壌保全調査事業全国協議会、農環研 

H22.11.9～11.10 

諫早市内現地圃場、

長崎県農林技術開

発センター 他 

108人 

数理統計短期

集合研修 

 

農林水産研究における数理統計手法の基礎、応用に関する

講義・演習を実施。農研機構主催、農環研等共催で実施。 

基礎編 H22.11.8～

11.12（つくば市） 

72人(公設試

等) 

応用編 H22.11.15

～11.19（つくば市） 

都道府県の土

壌情報取扱者

のための GIS研

修 

土壌情報を使って土壌生産力の評価や土壌炭素蓄積量の

算定 等の環境問題に取り組む上で有用なツールである地理

情報システム（GIS）ソフトウェアを用いて、都道府県で土

壌図、土壌調査 データ等についてパソコン上で取り扱いを

習得するため実施。 

＊共催：土壌保全調査事業全国協議会、協力：農研機構中

央農研 

H22.8.23～8.24 

農環研 

26人 

第 149回農林交

流センターワ

ークショップ

「PCR-DGGEに

よる土壌微生

物相解析」 

農林水産技術会議事務局筑波事務所が農林水産研究独立行

政法人等と共催で実施。平成 22年度は「PCR-DGGEによる土

壌微生物相解析」をテーマにして実施。 

①H22.9.15～9.17 

筑波農林交流セン

ター 

18人 

サマーサイエ

ンスキャンプ 

 

高校生等のための科学技術体験合宿プログラムで、科学技術

振興機構主催、農環研等共催で実施。平成 22年度、本研究

所では「外来植物を探してみよう」をテーマとして実施。 

H22.7.28～30 

（農環研） 

６人(高校

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

究員を受け入れ、平成 19 年度に創設したインターンシップ制度により就業体験者を受け入れた（P30
表 1-4-ア参照）。 

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

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

において、海外の研究者等に農業環境保全のための技術の研修を実施している。平成 22 年度は「窒素・

リンによる環境負荷の削減に向けた取組」等８件の研修を行った。各種フェローシップに基づく海外か

らの研究員・学生の受け入れを実施した（P36 表 1-5-イ参照）。 
 

 
写真 2-3-イ 土壌調査法研修会 

 
 
●行政が行う委員会への専門家の派遣、情報交換会の開催（指標 2-3-ウ） 

国（農林水産省、環境省等）、地方公共団体、他の独立行政法人、各種団体等から委嘱を受け委員会

等に専門家の派遣を行った。委員会等への参加件数（委員会数）は 167 件となり、中期計画の目標値の

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

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

く含まれている。 
表 2-3-ウ 行政の委員会等への専門家派遣の事例（平成 22 年度） 

委 員 会 等 名 称 依 頼 元 

食品安全委員会（専門委員） 内閣府食品安全委員会 

農地基盤における炭素貯留評価に関する検討会 農林水産省 

生物多様性影響評価検討会 農林水産省 

農地･水･環境保全向上対策環境保全型農業推進調査事業 WG 農林水産省 

遺伝子組換え農産物リスク管理強化事業に係る推進委員 農林水産省 

農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー 農林水産省 

外来貝類被害防止対策検討会（局委員） 農林水産省(関東農政局) 

中央環境審議会土壌農薬部会（専門委員） 環境省 

農用地土壌環境調査手法等検討調査検討会 環境省 
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農薬の大気経由による飛散リスク評価検討委員会 環境省 

温室効果ガス排出量算定方法検討会農業分科会 環境省 

富山県環境審議会専門部会 富山県 

神栖市有機ヒ素汚染対策に係る検討委員 茨城県 

食料安全保障分野の地球観測衛星利用研究会 他独法 

 

また、委員会の形式はとっていないが、行政の要請に対応して実施したものとして、平成 22 年度に

おいては、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、米、麦、農耕地土壌を対象としたセシウム濃

度のモニタリングデータ（1959～2001年）及び土壌情報に加えて、チェルノブイリ事故対応時の分析結

果や作物への移行に関する既存知見を農林水産省に提供したほか、平成 23 年４月８日に原子力災害対

策本部が発表した「稲の作付に関する考え方」における「（別添）水田土壌中の放射性セシウムの米へ

の移行の指標」について、指標案の作成に外部専門家として貢献した（理事長他 2名）。 

なお、行政への技術情報の提供と行政からの研究ニーズの把握のため、農林水産省の関係課との情報

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

●IPCC、IGBP 等への職員派遣など国際機関等への協力（指標 2-3-エ） 
国際機関等への協力として、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）、グローバル・リサーチ・アラ

イアンス（GRA）等に延べ 8 人の研究職員の派遣等を実施した。 
 

表 2-3-エ 国際機関等への協力（平成 22 年度） 
内       容 参加者（人） 備考 

グローバル・リサーチ・アライアンスの設立に係る高級事務レベル会合 3  

グローバル・リサーチ・アライアンスコーディネーター会議 1  

IPCC 専門家会合「温室効果ガスインベントリー構築のためのモデルと観測データの使用」 1  

IPCC 専門家会合（排出係数データベース会合） 1  

IPCC 専門家会合（伐採木材(HWP)、湿地、土壌からの一酸化二窒素排出） 1  

2010 年度国際かんがい排水委員会（ICID） 1  
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自己評価 
中項目 
2－3 

評価ランク コメント  

S 

今般の東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能汚染調査

について、農林水産省の協力要請により、県から農林水産省に分析要

請のあった農作物及び土壌の放射能濃度（ヨウ素 131、セシウム 134、
セシウム 137）を順次、測定・報告し、農作物の出荷制限や稲の作付

に関する考え方に活用されたことは、専門分野を活かした著しい社会

貢献として評価できる。 
依頼分析・鑑定や多数の技術相談に対応した。特に、南西諸島で多

発生した新害虫（アフリカシロナヨトウ）を同定し関係者に注意喚起

を行ったことは評価できる。 
 研修会の開催件数は 5 件、受講者数は 240 人となり、中期計画の数

値目標の 1/5 (2 件、40 人)を達成した。土壌調査法研修会、数理統計研

修などの他、新たに都道府県の土壌調査情報取扱者向けにＧＩＳ研修

を開催し、都道府県の農業研究者等の資質向上に寄与した。 
行政が行う委員会への専門家の派遣件数は 167 件となり、中期計画

の数値目標の 1/5（100 件）を達成した。これらの中には、本研究所の

成果を政策や事業につなげる取組が多く含まれており評価できる。 
国際機関への専門家派遣も着実に実施されている。特に、平成 21 年

度に立ち上げられたグローバル・リサーチ・アライアンスでは本研究

所の研究成果に基づく貢献が行われており、高く評価できる。 
 

前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
2－3 

評価ランク コメント  

A 

昆虫及び植物の分析･鑑定依頼や地球温暖化緩和策などに関する技

術相談には適宜対応している。土壌調査法研修会、数理統計研修など

を開催し、都道府県の農業研究者等の資質向上に寄与していることは

評価できる。行政が行う委員会への専門家の派遣については、従来の

取組に加え、国会からの要請に基づき、衆議院環境委員会への資料提

供を行っている。また、農環研の研究員が参加した農水省の委員会で

の検討結果は、農林水産省地球温暖化対策本部の「農林水産分野にお

ける温室効果ガス排出削減･吸収効果等についての試算」等に反映され

ており、農環研の研究成果を政策や事業につなげる取組として評価で

きる。国際機関への専門家派遣も着実に実施されている。 
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第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  

１．予算 

中期目標 

適切な業務運営を行うことにより、収支の均衡を図る。 
２．業務の効率化を反映した予算計画の策定と遵守 

「第２ 業務運営の効率化に関する事項」及び上記１に定める事項を踏まえた中期計画の予算を

作成し、当該予算による運営を行う。 

 

3-ア 法人経営に係る具体的方針が明確にされているか。また、方針どおりに実行され、改善効果が現れているか。 
指標 

3-イ 法人予算全体の人件費（業績評価を勘案した役員報酬を含む）、業務経費、一般管理費等法人運営における予算配

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

【指標１－２のイと同じ】 
3-エ 法人における知的財産権等実施料収入等自己収入増加に向けた取組が行われ、その効果が現れているか。 
3-オ 法人における運営費交付金及び受託収入の外部委託費の内訳と委託に係る成果、外部委託に係る考え方が明記さ

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

請していない場合は、その理由が明確にされているか。 
3-キ 人件費削減目標の達成に向けた具体的な取組が行われているか。その実績等から目標達成の見通しはどうか。 
3-ク 法人の給与水準は適切か。国の水準を上回っている場合、その理由が明確にされているか。 
3-ケ 法人における業務経費、一般管理費の削減に向けた取組が行われ、その効果が現れているか。 
3-コ 保有資産の見直しについて、減損会計による経理事務が適切に行われているか。 
3-サ 官民競争入札の活用について、検討が適切に行われているか。 
3-シ 一般競争入札等の範囲拡大や契約の見直し、契約に係る情報公開は適切に行われているか。 
3-ス 特定関連会社、関連公益法人等に対する個々の委託の妥当性、出資の必要性が明確にされているか。 
3-セ 内部統制のための監事の活動（法人の長のマネジメントに留意した監事監査の実施、監事監査で把握した改善等

の法人の長等への報告）が適切に行われているか。 
3-ソ 法人におけるコンプライアンスの整備状況（倫理行動規程の策定、第三者を入れた倫理委員会等の設置、研究上

の不正に関する適切な対応など）が明確にされているか。 
3-タ 会計検査院、政独委等からの指摘に適切に対応しているか。（他の評価指標の内容を除く） 

 
１．予算配分方針（指標 3-イ） 

業務運営における運営費交付金については、業務の見直し及び効率化を進め、事業費は前年度比で一

般管理費３%、業務経費１%以上の削減、人件費は５年間で５%以上の削減を行うことを基本とし、こ

れらの効率化等を実施しつつ、平成 22 年度計画の効果的・効率的な達成を図った。 
予算配分については研究所の予算・管理運営委員会で検討を行い所議で決定している。平成 22 年度

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

を図った。また、平成 22 年３月に決定した「平成 22 年度運営費交付金予算配分方針」に基づき、研究

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

小課題強化経費や小課題間連携強化費を、中期目標期間最終年度に実施すべき研究や平成 20 年度の研

究課題重点化の内容に即した研究に配分した。 
 
２．外部資金の獲得（指標 3-ウ） 
競争的研究資金等の外部資金獲得のための取組（P18 指標 1-2-イ参照）、資金提供型共同研究制度の

創設と活用（P29 指標 1-４-ア参照）等により、中期目標の達成に有効な外部資金の獲得を図った。 
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３．自己収入増加（指標 3-エ） 
平成22年度の特許実施料収入は計113千円となった。本研究所では、国研時代の昆虫フェロモン関係

の特許の失効等により、特許実施料収入は急激な減少傾向で推移していたが、独法化以降の特許の出願

や許諾の推進のための取組により、平成20年度以降は独法化後の特許（平成20年度特許出願の温室効果

ガスサンプリング装置等）により特許実施料収入が増加に転じている。（P83 指標2-2-ク、ケ参照）。 

また、第２期においては、これまでサービスとして行っていた業務に関して、所要の対価の徴収を行

うこと等により新たな自己収入を得た。すなわち、平成18 年3 月に依頼研究員から受入経費を徴収す

る規程類、平成19年３月に分析・鑑定の対価の徴収に関する規程類を整備し、それぞれ対価の徴収を開

始した。これらによる平成22年度の収入は、依頼研究員等受入が計289千円、分析・鑑定が96千円とな

った。 

 
４．予算、収支計画及び資金計画 

（１）予算 

平成 18 年度～平成 22 年度予算 

中期計画 

                     （単位：百万円） 
区          分 金  額 

収 入 
    運営費交付金 
   施設整備費補助金 
     受託収入 
     諸収入 
      
     計 

 
15,806 

388 
4,657 

14 
 

20,865 
支 出 
     業務経費 
     施設整備費 
   受託経費 
   一般管理費 
   人件費 
 
     計 

           
4,344 

388 
4,657 
1,841 
9,635 

 
20,865 

 

［人件費の見積り］ 

期間中総額 7,910 百万円を支出する。 
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国

際機関派遣職員給与に相当する範囲の費用であり、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分は含んで

いない。 
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［運営費交付金算定のルール］ 

１．平成 18 年度は、次の算定ルールを用いる。 
運営費交付金＝｛（前年度一般管理費－Ａ）×α×δ｝ 

＋｛（前年度業務経費－Ｂ）×β×δ｝ 
＋人件費 ±ε－諸収入 

人件費＝｛前年度人件費（退職手当除く）｝×0.99 以下 
＋退職手当＋労働保険料 

Ａ＋Ｂ＝勧告の方向性を踏まえて効率化する額 
諸収入＝運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積額 
α：一般管理費の効率化係数（0.97） 
β：業務経費の効率化係数（0.99） 
δ：消費者物価指数（平成 16 年度全国平均）（0.999） 
ε：平成 18 年度の業務の状況等に応じて増減する経費 

 

２．平成 19 年度以降については、次の算定ルールを用いる。 
運営費交付金（ｙ）＝｛Ａ（ｙ－１）×α×δ｝＋｛Ｂ（ｙ－１）×β×δ｝ 

＋｛人件費（退職手当、福利厚生費を除く。）×γ 
＋退職手当＋福利厚生費｝±ε － 諸収入 

Ａ（ｙ－１）：直前の年度における一般管理費相当分 
Ｂ（ｙ－１）：直前の年度における業務経費相当分 

α：一般管理費の効率化係数 
β：業務経費の効率化係数 
γ：人件費抑制係数 
δ：消費者物価指数 
ε：各年度の業務の状況に応じて増減する経費 

諸収入：運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積

額 
人件費＝基本給等＋休職者給与・国際機関派遣職員給与 
基本給等＝前年度の（基本給＋諸手当＋超過勤務手当）×（１＋給与改定率） 
諸収入＝直前の年度における諸収入×ω 

ω：収入政策係数（過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該

事業年度における具体的な係数値を決定。） 
（注） 消費者物価指数及び給与改定率については、運営状況等を勘案した伸び率とする。ただし、

運営状況等によっては、措置を行わないことも排除されない。 
［注記］前提条件 
１．期間中の効率化係数を一般管理費については年 97％、業務経費については年 99％と推定。なお、

人件費抑制係数については、年 99％と推定。 
２．給与改定率及び消費者物価指数についての伸び率をともに 0％と推定。 
３．収入政策係数についての伸び率を 1.8％と推定。 
４．勧告の方向性を踏まえて効率化する額は、26,491 千円とする。 
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平成 22 年度予算及び決算    （単位：百万円） 
区 分 予算額 決算額 

収入   
前年度よりの繰越金 116 116 
運営費交付金 3,066 3,066 
施設整備費補助金 127 126 
科学技術総合推進費補助金 － 24 
受託収入 931 1,361 
諸収入 3 3 
計 4,243 4,696 

支出   
業務経費 856 906 
施設整備費 127 126 
科学技術総合推進費補助金 － 18 
受託経費 931 1,335 
試験研究費 838 1,257 
管理諸費 93 78 

一般管理費 347 277 
人件費 1,982 1,783 
計 4,243 4,447 

 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
 （注 1）施設整備費補助金の予算額に対する差額は、割当内示（予算）に対し、額確定による執行済み額であり、繰越

額は発生していない。 
 （注 2）受託収入決算額の内訳は、次のとおりである。 

（１）受託研究収入  1,339 百万円 （平成 21 年度  1,487 百万円）  
①政府受託研究収入  1,128 百万円 （平成 21 年度  1,327 百万円） 
②その他の受託研究収入  211 百万円 （平成 21 年度   160 百万円）  

（２）政府外受託出張収入     2 百万円 （平成 21 年度    2 百万円） 
（３）その他受託収入     20 百万円 （平成 21 年度    15 百万円） 

 （注 3）受託収入及び受託経費が予算額を上回っているのは、受託契約額が増えたためである。 
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（２）収支計画 

平成 18 年度～平成 22 年度収支計画 

中期計画 

                     （単位：百万円） 
区     分 金  額 
 
 費用の部 
   経常費用 
       人件費 
      業務経費 
      受託経費 
       一般管理費 
      減価償却費 
   財務費用 
   臨時損失 
 
 収益の部 
     運営費交付金収益 
     諸収入 
     受託収入 
     資産見返負債戻入 
    臨時利益 
 
 純  利  益 
 目的積立金取崩額 
 総  利  益 

 
20,420 
20,419 

9,635 
3,739 
4,295 
1,841 

909 
1 
0 

 
20,483 
15,202 

14 
4,657 

610 
0 

 
63 
0 

63 
 
［注記］ 

１．収支計画は、予算ベースで作成した。 
２．当法人における退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当支給規程に基づ

いて支給することとなるが、その全額について運営費交付金を財源とするものと想定してい

る。 
３．「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。 
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平成 22 年度収支計画及び決算     （単位：百万円） 
区 分 計画額 決算額 

費用の部 4,236 4,389 
経常費用 4,236 4,382 

人件費 1,982 1,783 
業務経費 754 779 
科学技術総合推進費補助金 － 24 
受託経費 916 1,314 
一般管理費 347 259 
減価償却費 237 223 

雑損 － 1 
臨時損失 － 8 

収益の部 4,213 4,967 
運営費交付金収益 3,080 3,387 

当年度運営費交付金収益 3,080 2,925 
繰越運営費交付金収益 － 462 

補助金等収益 － 24 
諸収入 3 3 
受託収入 931 1,361 
資産見返負債戻入 199 183 
臨時利益 － 10 

純利益 △23 578 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 14 14 
総利益 △9 592 

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
（注）受託収入及び受託経費が計画額を上回っているのは、受託契約額が増えたためである。 

 
（３）資金計画 

平成 18 年度～平成 22 年度資金計画 
中期計画 

                     （単位：百万円） 
区          分 金  額 

 
 資金支出 
    業務活動による支出 
    投資活動による支出 
    財務活動による支出 
     次期中期目標の期間への繰越金 
 
 資金収入 
   業務活動による収入 
       運営費交付金による収入 
     受託収入 
     その他の収入 
     投資活動による収入 
     施設整備費補助金による収入 
         その他の収入 
   財務活動による収入 
         その他の収入 

 
20,865 
19,478 

1,355 
32 
0 

 
20,865 
20,477 
15,806 

4,657 
14 

388 
388 

0 
0 
0 

［注記］ 
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１．資金計画は、予算ベースで作成した。 
２．「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。 
３．「業務活動による収入」の「その他の収入」は、諸収入額を記載した。 

 
 
平成 22 年度資金計画及び決算    （単位：百万円） 

区 分 計画額 決算額 
資金支出 4,243 5,232 
業務活動による支出 3,999 4,056 
投資活動による支出 243 226 
財務活動による支出 0 2 
次期中期目標期間への繰越金 0 947 

資金収入 4,243 5,232 
業務活動による収入 4,000 4,528 
運営費交付金による収入 3,066 3,066 
受託収入 931 1,251 
補助金等収入 － 48 
その他の収入 3 164 

投資活動による収入 127 17 
施設整備費補助金による収入 127 17 
その他の収入 0 0 

財務活動による収入 0 0 
 その他の収入 0 0 

 前年度よりの繰越金     116 687 
百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
（注）受託収入及び業務活動による支出が計画額を上回っているのは、受託契約額が増えたためである。 
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（４）予算・決算の概況 
 
平成 22 年度以前 5 年間の推移         （単位：百万円） 
区 分 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 
収入            
前年度よりの繰越金         116 116  
運営費交付金 3,280 3,280 3,142 3,142 3,306 3,306 3,155 3,155 3,066 3,066  
施設整備費補助金 153 101 100 97 55 48 80 79 127 126 執行残額 
農業生産地球温暖化総合対策

事業補助金 
－ － － － － － － 163 － －  

科学技術総合推進費補助金 － － － － － － － 11 － 24 新規増 
受託収入 931 1,060 931 1,601 931 1,671 931 1,504 931 1,361 受託研究契約額の増 

諸収入 3 2 3 1 3 3 3 4 3 3  
臨時収入 － 11 － － － － － － － －  

計 4,367 4,454 4,176 4,842 4,296 5,028 4,169 4,915 4,243 4,696  
支出            
業務経費 886 913 877 930 870 900 864 958 856 906 研究施設修繕費の増 
施設整備費補助金 153 101 100 97 55 48 80 79 127 126 執行残額 
農業生産地球温暖化総合対策

事業補助金 
－ － － － － － － 161 － －  

科学技術総合推進費補助金 － － － － － － － 8 － 18 新規増 

受託経費 931 1,058 931 1,585 931 1,655 931 1,488 931 1,335 受託研究契約額の増 

一般管理費 392 309 379 280 368 321 358 270 347 277 
受託費等充当による光熱水費

の減及び管理事務費等の減 
人件費 2,005 1,931 1,889 1,991 2,071 1,955 1,934 1,722 1,982 1,783 退職手当支給者等の減 

計 4,367 4,312 4,176 4,883 4,296 4,879 4,169 4,686 4,243 4.447  

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
（注 1）平成 19 年度における人件費の決算額が予算額を上回っているのは、退職手当支給者が増えたためである。 
（注 2）平成 18 年度における受託収入及び受託経費が予算額を上回っているのは、受託契約額が増えたためである。 
（注 3）平成 18 年度における「臨時収入」11 百万円は、過年度特許実施補償料収入である。 
 
 

（５）外部委託費の内訳と委託に係る成果、外部委託に係る考え方（指標 3-オ） 

運営費交付金を財源とした外部委託としては、従前からの施設保守に関する業務の外部委託を引き続

き実施した。また、広報業務や会議等開催支援業務、データベース構築業務、分析業務等についても外

部委託し外部の人材の活用を図った。 
研究については、本研究所が代表機関となって応募・採択された研究プロジェクトについて、共同研

究機関への委託等を実施した。これらにより平成 22年度には、査読付き論文 40件等の研究成果が得ら

れた。 
表 3-オ-1 研究委託により得られた成果（平成 22 年度） 

  
再委託先成果件数 

（本研究所職員共著を除く） 
本研究所職員が 
著者に含まれる分 

知的財産権出願 ０ ０ 

普及に移しうる成果 8 2 

査読付論文 40 11 
（注）査読付論文のうち本研究所職員が著者に含まれる分については P82 指標 2-2-オの査読付論文 

公表件数にも含まれている。 
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５．簡潔に要約された財務諸表 

 
①賃借対照表（財務諸表 P.1を参照）    （単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 
流動資産 1,237 流動負債 626 

現金及び預金 947 未払金 530 
未収消費税等 2 その他 96 
未収金 288 固定負債 868 

固定資産 
  有形固定資産 

32,298 
32,275 

資産見返負債 
資産除去債務 

844 
25 

無形固定資産 23 負債合計 1,494 
  特許権 2 純資産の部 金額 
  その他 21 資本金 34,353 

  政府出資金 34,353 
  資本剰余金 －3,025 
  利益剰余金 713 
  純資産合計 32,041 
資産合計 33,536 負債純資産合計 33,536 

 
②損益計算書（財務諸表 P.2を参照） 

（単位：百万円） 
 金額 
経常費用(A) 4,382 
研究業務費 3,999 
人件費 1,896 
減価償却費 217 
その他 1,887 

一般管理費 382 
人件費 289 
減価償却費 6 
その他 87 

雑損 1 
経常収益(B) 4,957 
運営費交付金収益 3,387 
補助金等収益 24 
自己収入等 1,364 
その他 183 

臨時損益(C) 2 
その他調整額(D) 14 
当期総利益(B-A+C+D) 592 
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③キャッシュ・フロー計算書（財務諸表 P.3を参照） 
（単位：百万円） 

 金額 
Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 472 
人件費支出 －2,100 
運営費交付金収入 3,066 
自己収入等 1,463 
その他支出 －1,956 

Ⅱ投資活動によるキャシュ・フロー(B) －209 
Ⅲ財務活動によるキャシュ・フロー(C) －2 
Ⅳ資金増加額(D=A+B＋C) 261 
Ⅴ資金期首残高(E) 687 
Ⅵ資金期末残高(F) 947 

 
④行政サービス実施コスト計算書（財務諸表 P.4を参照） 

(単位：百万円） 

 金額 
Ⅰ業務費用 3,038 
損益計算書上の費用 4,389 
（控除）自己収入等 －1,352 

（その他の行政サービス実施コスト）  
Ⅱ損益外減価償却等相当額 717 
Ⅲ損益外利息費用相当額 0 
Ⅳ引当外賞与見積額 －1 
Ⅴ引当外退職給付増加見積額 8 
Ⅵ機会費用 397 
Ⅶ行政サービス実施コスト 4,158 

 
■ 財務諸表の科目 

① 貸借対照表 
現 金 及 び 預 金 ：現金、小口現金、預金など 
有 形 固 定 資 産 ：土地、建物、車両運搬具、工具器具備品など当法人が長期にわたって使

用または利用する有形の固定資産 
無 形 固 定 資 産 ：特許権、ソフトウェア、電話加入権、工業所有権仮勘定など具体的な形

態を持たない無形固定資産等が該当 
運営費交付金債務：独立行政法人の業務を実施するために国から交付された運営費交付金

のうち、未実施の部分に該当する債務残高 
資 産 見 返 負 債 ：中期計画の想定の範囲内で、運営費交付金により独立行政法人があらか

じめ特定し、当該資産の償却に対応して取り崩される債務残高 
資 産 除 去 債 務：有形固定資産の取得時に生じ、当該有形固定資産の除去に関して契約で        
         要求される法律上の義務 
政 府 出 資 金 ：国からの出資金であり、独立行政法人の財産的基礎を構成 
資 本 剰 余 金 ：国から交付された施設費や寄付金などを財源として取得した資産で独

立行政法人の財産的基礎を構成するもの 
利 益 剰 余 金 ：独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額 
 

② 損益計算書 
研 究 業 務 費 ：独立行政法人の研究業務に要した費用 
人 件 費 ：給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の職員等に要する経費 
減 価 償 却 費 ：業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわたって費用とし

て配分する経費 
財 務 費 用 ：リース資産の支払利息に要する経費 
運営費交付金収益：国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識した収益 
自 己 収 入 等 ：事業収益、受託収入などの収益 
臨 時 損 益 ：固定資産の除売却損益等 
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そ の 他 調 整 額 ：目的積立金の取崩額等が該当 
 

③ キャッシュ・フロー計算書 
業務活動によるキャッシュ・フロー：独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を

表し、サービスの提供等による収入、原材料、商品またはサービスの購
入による支出、人件費支出等が該当 

投資活動によるキャッシュ・フロー：将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活
動に係る資金の状態を表し、固定資産の取得・売却による収入・支出が
該当 

財務活動によるキャッシュ・フロー：不要財産の国庫返納による支出が該当 
 

④ 行政サービス実施コスト計算書 
業 務 費 用 ：独立行政法人が実施する行政サービスコストのうち、独立行政法人の損

益計算書に計上される費用 
その他の行政サービス実施コスト：独立行政法人の損益計算書に計上されないが、行政サー

ビスの実施に費やされたと認められるコスト 
損益外減価償却等相当額：償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されな

いものとして特定された資産の減価償却費相当額等（損益計算書には計
上していないが、累計額は貸借対照表に記載されている） 

損益外減損損失相当額：独立行政法人が中期計画等で想定した業務を行ったにもかかわらず
生じた減損損失相当額（損益計算書には計上していないが、累計額は貸
借対照表に記載されている） 

損益外利息費用相当額：時の経過による資産除去債務の調整額（損益計算書には計上してい
ないが、累計額は貸借対照表に記載されている） 

引当外賞与見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合の賞与引当
金見積額（損益計算書には計上していないが、仮に引き当てた場合に計
上したであろう賞与引当金見積額を貸借対照表に注記している） 

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合の
退職給付引当金増加見積額（損益計算書には計上していないが、仮に引
き当てた場合に計上したであろう退職給付引当金見積額を貸借対照表に
注記している） 

機 会 費 用 ：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸した
場合の本来負担すべき金額などが該当 
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６．財務情報 

（１）財務諸表の概況  
① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、剰余金及びキャッシュ・フローなどの主要な

財務データの経年比較・分析(内容・増減理由) 
 
（経常費用） 

平成 22年度の経常費用は4,382百万円と、前年度比233百万円減(5.0％減)となっている。

これは、外部委託費（研究委託費等）が 336 百万円（29%減）減少したことが主な減少の

原因である。なお、退職金及びその他人件費は前年度比 77 百万円増(19.4％増)並びに保守・

修繕費は前年度比 20 百万円増(6.1％増)となっている。 
（経常収益） 

平成 22 年度の経常収益は 4,957 百万円と、前年度比 345 百万円増(7.5％増）となってい

る。これは、運営費交付金収益が前年度比 638 百万円増(23.2％増)となっており、第２期中

期目標期間終了時の運営費交付金債務残額 588 百万円を収益化したことが主な要因である。 
なお、補助金等収益は前年度比 149 百万円減(86.1％減)と受託収入は前年度比 143 百万円

減(9.5％減)となっており契約件数及び契約金額の減が要因となっている。 
（当期総損益） 

上記経常損益の状況及び臨時損失として固定資産除却損 8 百万円、臨時利益として資産見

返負債戻入 8 百万円、固定資産受贈益 2 百万円の計上を行った。また、前中期目標期間繰越

積立金を 14 百万円取崩し、最終的な当期総利益は 592 百万円、前年度比 582 百万円増

（5830.3％増）となっている。これは、第２期中期目標期間終了時の運営費交付金債務残額

588 百万円を収益化したことが主な要因である。 
（資産） 

平成 22 年度末現在の資産合計は 33,536 百万円と、前年度比 163 百万円減(0.5％減)となっ

ている。これは、流動資産は前年度比 461 百万円増(59.4％増）と固定資産は前年度比 624
百万円減（1.9％減）となっており減価償却累計額が増加したことが主な要因である。 

（負債） 
平成 22 年度末現在の負債合計は 1,494 百万円と、前年度末比 148 百万円減(9.0％減)とな

っている。これは、第２期中期目標期間終了時の運営費交付金債務残額が全額収益化された

ことによる対前年度比 462 百万円減と研究業務未払金・未払金が前年度比 249 百万円増

(89.0％増)とその他流動負債が前年度末比 75 百万円増(8598.8％増)なったことが主な要因で

ある。 
（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 22 年度の業務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは 472 百万円と、前年度比 34 百万円増（7.8％増）

となっている。これは、運営費交付金・受託収入・補助金等収入等の減による収入総額が

対前年度比 502 百万円減（10.0％減）によるものと人件費支出等の減による支出総額が対

前年度比 536 百万円減（11.7％減）となったことが主な要因である。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 22 年度の投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは△209 百万円と、前年度比 23 百万円減(9.9％
減)となっている。これは、平成 22 年度における固定資産の取得による支出額が前年度比

89 百万円減（28.2%減）と施設整備費補助金収入額が対前年度比 66 百万円減（79.4％減）

となったことが主な要因である。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     平成 22 年度の財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは△2 百万円と、前年度比 2 百万円増となってい     
    る。これは、平成 22 年度の通則法改正による不要財産の国庫納付であり、運営費交付金で支    
     出していた特定独立行政法人災害補償互助会への預託金を資本剰余金で管理していたが互助 
         会の解散に伴い返納され、不要となったため国庫納付したものである。  
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表 主要な財務データの経年比較 
（単位：百万円） 

区 分 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 
経常費用 4,313 4,810 4,887 4,615 4,382 
経常収益 4,280 4,776 4,862 4,612 4,957 
当期総利益 49 15 19 10 592 
利益剰余金 156 156 147 135 713 
資産 35,079 34,979 34,314 33,699 33,536 
負債 1,343 1,463 1,557 1,642 1,494 
業務活動によるキャッシュ・フロー －215 287 91 438 472 
投資活動によるキャッシュ・フロー －129 －175 －166 －232 －209 
財務活動によるキャッシュ・フロー －27 －3 －1 － －2 
資金期末残高 449 557 481 687 947 

（注１）平成 22 年度の｢財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ｣の増は、不要財産の国庫納付によるものである。 
（注 2）平成 21 年度の｢業務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ｣の増は、自己収入の増と人件費支出の減によるものである。 
（注 3）平成 19 年度の「経常費用」「経常収益」の増は、受託研究契約額の増に伴うものである。 
（注 4）平成 18 年度｢業務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ｣には、国庫納付金△578 百万円が含まれている。 

 
② セグメント事業損益の経年比較・分析 
 当法人は、単一セグメントとしており、該当ありません。 
 
③ セグメント総資産の経年比較・分析 
 当法人は、単一セグメントとしており、該当ありません。 
 
④ 目的積立金の申請・承認の内容、取崩内容等 

当期総利益の主な発生要因は、第２期中期目標期間終了時の運営費交付金債務残額を収益化した

ことによる 588 百万円と、当年度受託収入を財源として取得した資産の額から、当中期目標期間

中に受託収入を財源として取得した固定資産に係る減価償却費を控除した額△1 百万円と農研機

構（畜産試験場）から資産（工具器具備品）を譲り受けた固定資産受贈益 2 百万円と前年度と当

年度分の減価償却費 4 百万円を控除した△3 百万円及び諸収入等の未使用額 6 百万円である。平

成 22 年度における諸収入の決算額は、年度計画における予算額を下回っており、その収入の性

質から目的積立金として申請していない。 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 14 百万円は、前中期目標期間に取得した資産相当額であり、

当中期目標期間において収益計上されることに伴い、減価償却費相当額との損益均衡を図るため、

取り崩すべき積立金として平成 18 年 6 月 30 日付けにて農林水産大臣から承認を受けた 227 百

万円から取り崩したものである。また、第２期中期目標期間終了時のため前中期目標期間繰越積立

金の残額 28 百万円については、利益処分として大臣承認後に積立金へ振替を行う。 
 
⑤  行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析（内容・増減理由） 

平成 22 年度の行政サービス実施コストは 4,158 百万円と、前年度比 260 百万円減(5.9％減)と
なっている。これは、業務費用が前年度比 88 百万円減(2.8％減)と損益外減価償却等相当額が前
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年度比 16 百万円増(2.2％増)と引当外退職給付増加見積額が前年度比 84 百万円減(91.7％減)と機

会費用が 53 百万円減(11.8％減)によるものが主な要因である。 
 

表 行政サービス実施コストの経年比較 
（単位：百万円） 

区 分 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 
業務費用 3,247 3,208 3,225 3,126 3,038 
うち損益計算書上の費用 4,323 4,814 4,891 4,639 4,389 
うち自己収入 －1,076 －1,606 －1,666 －1,513 －1,352 

損益外減価償却等相当額 269 284 715 701 717 
損益外減損損失相当額 1 － 68 58 － 
損益外利息費用相当額 － － － － 0 
引当外賞与見積額 － －8 2 －9 －1 
引当外退職給付増加見積額 68 －47 12 92 8 
機会費用 555 426 442 450 397 
行政サービス実施コスト 4,140 3,864 4,464 4,419 4,158 

（注１）平成 22 年度計上の「損益外利息費用相当額」は、時の経過による資産除去債務の調整額の増加額である。 
（注 2）平成 21 年度計上の「損益外減損損失相当額」は、建物 5 件について使用しない決定を行った部分について、

減損を認識したものである。 
（注 3）平成 20 年度計上の「損益外減価償却等相当額」は、法人税法の改正に伴い、残存価額に到達した資産の残

存価額と備忘価額との差額を５年均等償却していることにより、既存資産の減価償却累計額が増加したこと

によるものである。 
（注 4）平成 20 年度計上の「損益外減損損失相当額」は、建物及び構築物について使用しない決定を行った部分（建

物 4 件、構築物 1 件）について、減損を認識したものである。 
（注 5）平成 19 年度計上の「引当外賞与見積額」は、会計基準の変更に伴う計上で、平成 19 年度末の引当外賞与

見積額から平成 18 年度末の引当外賞与見積額を控除し計算している。 
（注 6）平成 19 年度計上の「機会費用」の減少は、算出における利率（10 年もの国債利回り）が対前年度 0.375 ポ

イント減少したことによるものである。 
（注 7）平成 19 年度より、｢引当外退職給付増加見積額｣は、事業年度末に在職する役職員について、当期末の退職

給付見積額から前期末の退職給付見積額を控除した額から、退職者に係る前期末退職給付見積額を控除して

計算する方法に変更している。 
（注 8）平成 18 年度計上の「損益外減損損失相当額」は、会計基準の変更に伴う減損会計の処理にによる計上で、

電話加入権に係るものである。 
 

（２）経費削減及び効率化目標との関係 
●人件費の削減（指標 3-キ） 

人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律等に基づき、

平成 18 年度以降の５年間で５％以上の削減を行うことを基本としており、法人として「中期目標期間

における人員計画」を策定している。役職員の給与について必要な見直しを行った結果、平成 22 年度

の削減対象人件費（給与、報酬等支給総額（人件費のうち、退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法

定外福利費）を除いたもの。）のうち総人件費改革の取組の削減対象の人件費から除くこととされたも

のを除いた額）は、1,390,674 千円となり、前年度実績（1,398,896 千円）から 8,222 千円（約 0.59%）

の削減となった。 



 105 

●法人の給与水準（指標 3-ク） 
給与は、国家公務員の職員給与を規定している「一般職の職員の給与に関する法律」に準拠して策定

した独立行政法人農業環境技術研究所職員給与規程に基づき支給しており、国家公務員とほぼ同水準と

なっている。 
 

 事務・技術職員 研究職員 
対国家公務員指数（平成22年度） 99.9 101.2 

対前年比 +1.7 +0.3 
     （注）対国家公務員指数（ラスパイレス指数）とは、法人の職員の給与を国家公務員の給与と 

比較し、法人の年齢階層別人員構成をウエイトとして用いて人事院にて算出された指数。 
 

なお、国と異なる手当は定めておらず、支給していない。そのような状況の中で、研究職員の対国家

公務員指数が 100 をわずかに超えているが、地域・学歴別で比較すると 98.9、地域別でも 99.8と下回

っている中、学歴別では 100.2とわずかに超えている。要因としては、国家公務員の研究職俸給表適用

者は、初任給決定上の学歴が高校卒及び短大卒の者が在職しているが、当法人の研究職員は全員大学卒

の学歴による初任給決定がなされているため、単なる年齢分布比較で指数を算出した場合は、対国家公

務員よりも指数が高くなっているものと考えられる。また、当法人の研究職員の修士学位・博士学位の

取得率が高く（今回対象者の 84.3％）、さらに平成 18 年度以降は博士学位取得者のみを選考採用して

いることから、同年齢であっても俸給格付けの高い者が多いことが推察されるとともに、平均年齢を比

較すると国家公務員が 44.6 歳に対して当法人は 47.3 歳と高いことも要因の一つと推察される。なお、

給与水準については本研究所 Web サイトで公表している。 

（掲載 URL）http://www.niaes.affrc.go.jp/lawopen/110630/kyuyosuijun.pdf 

 
●法人における業務経費、一般管理費の削減に向けた取組（指標 3-ケ） 

運営費交付金を充当して行う事業については、業務の見直し及び効率化を進め、前年度比で一般管理

費３％、業務経費１％以上の削減を図り、当期中期目標期間終了年度における経費について、前中期目

標期間の最終年度に比べて業務経費５％、一般管理経費 15%を削減することとしている。 
このため、経費削減に向けた対応については、業務効率化推進委員会による「業務効率化推進基本計

画」及び「平成 22 年度業務効率化実施計画」に基づき全所的な取組を行い、管理経費の抑制に努めた。 
平成 22 年度においては、以下のような取組を通じて、管理経費の抑制と支出の適正化を実施した。 

項目  

１．高精度機器保守費 高精度機器保守については所内における共通的な重要機器として、良好な稼働状態

を保つために年間又はスポット契約により保守を行うものである。契約の可否にあた

っては、毎年度予算管理・運営委員会において機器の利用状況や経過年数、管理体制

等を総合的に判断し、契約内容の見直しを実施している。平成 21 年度では 106 件で

52,049 千円であったが、平成 22 年度では 81 件で 51,349 千円となっている。 

２．光熱水料 

 

これまでの電力使用量削減の成果として、契約電力の引き下げが可能となり、前年

度までの 4,300KW から 4,000KW に変更し基本料金の引き下げを実施した。 

老朽化による漏水を減らすため、B 地区内の受水槽・高架水槽等の上水設備の改修

を行った。 
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光熱水費に占める割合が最も大きい電気料金について、これまでに取り組んできた

空調設備や電気器具の省電力対策をさらに進めるため、老朽化した電気機器の更新を

実施した。 

３．その他 

 

管理事務費等については、引き続き印刷用紙の両面使用などによる節約執行を行い、契

約関係では消耗品の一括発注にも取り組んでいる。 

 
表 3-ｹ 運営費交付金（業務経費及び一般管理費の推移）            （単位：千円） 

 

区 分 

前中期目標期間 

終了年度 

当中期目標期間 

平成 18年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

金額 金額 金額 金額 金額 金額 対前年度 対前期(注 1) 

業務経費 949,985 912,920 916,376 899,940 957,789 906,455 5.4％減 4.6％減 

 うち高精度機器保守費 84,508 69,486 49,042 50,181 52,049 51,349 1.3％減 39.2％減 

一般管理費 396,260 300,763 278,524 306,975 250,180 249,227 0.4％減 37.1％減 

 うち光熱水料 147,700 160,450 151,576 184,538 125,159 96,945 22.5％減 34.4％減 

 うち管理事務費 46,587 30,616 33,712 23,384 27,114 25,968 4.2％減 44.3％減 

（注 1）対前期は前中期目標期間終了年度（平成 17 年度）に対する比率である。 
（注 2）本表は支出決算ベースで作成している。 
 

●保有資産の見直し（指標 3-コ） 
平成 22 年度においては、前年度に減損処理を実施し設備の一部撤去を行った試料保管庫の改修を行

い、研究用別棟の老朽化や維持コストの削減に向けた別棟利用計画の見直しを行った。また、別棟利用

の共同化と本館も含めた集中化の検討も実施し、有用微生物人工接種棟の機能の一部を研究本館で実施

できるよう改修した。 
 
●官民競争入札の活用（指標 3-サ） 

官民競争入札の導入について、平成19年度（独立行政法人整理合理化計画の策定時）に検討を行った

が、施設の管理業務等外部への委託が可能なものはすでに実施しており、個々の業務を包括的に官民競

争や外部委託とすることは、効率性や費用対効果の観点からも馴染まないとの結論となった。なお、第

２期の期間を通じて、可能な業務については外部委託を実施してきた。また、次期に向けて複数年契約

や同種の業務の一括発注の導入を実施することを検討している。 

 

７．事業の説明 

（１）事業の目的 
農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を行うことにより、

その生育環境の保全及び改善に関する技術の向上に寄与する。 
 
（２）事業の財源（予算構成）財務データとの関連  
事業の収入については、主に、運営費交付金（平成 22 年度 3,066 百万円）、受託収入（平成 22 年度

1,361 百万円）、諸収入（3 百万円）、施設整備費補助金（126 百万円）、科学技術総合推進費補助金

（24 百万円）となっている。事業の支出については、一般管理費として 355 百万円（運営費交付金 249
百万円、受託収入 78 百万円、補助金等収入 6 百万円、科研費等間接経費から充当分 20 百万円、諸収入

2 百万円）、業務経費として 2,182 百万円（運営費交付金 906 百万円、受託経費 1,257 百万円、補助金
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等経費 18 百万円）、人件費として 1,783 百万円（運営費交付金）、施設整備費補助金として 126 百万

円を執行している。 

（３）業務実績との関連  
上記の業務経費 2,182 百万円のうち、690 百万円は他の独立行政法人、大学、公立試験研究機関、民間

企業等に再委託されている。これらを除いた残り 1,492 百万円の研究事業費を投入し、本研究所は、農

業環境研究に関する査読論文 160 報、国内特許出願 4 件、普及に移しうる成果 8 件等の実績をあげるこ

とができた。なお、研究課題に直接関連づけられる経費とその成果の関係を中課題単位で分析した結果

については P 参考-39 資料 8 を参照されたい。 

 

８．経営管理体制 
●一般競争入札、契約に係る情報公開（指標 3-シ） 

平成 22 年度においても、引き続き随意契約見直し計画に基づく一般競争入札に取り組み、一般入札

件数は 72 件となった。（平成 21 年度 56 件）。一方、随意契約の総件数は 187 件であったが、このうち

167 件は競争的資金等受託研究の再委託契約であり、事前に国等による審査が行われ実質的な競争性は

保たれていると考えられる。しかしながら、平成 22 年２月９日に開催された契約監視委員会の審議に

おいて、研究プロジェクト委託業務契約についての委託先選定のプロセスについて言及があったことか

ら、今後の改善方策として検討した結果、共同研究機関の間でコンソーシアムを結成し、各研究機関は

コンソーシアムの構成員として業務を実施することとした。この結果、随意契約の割合は、金額ベース

で平成 21年度の 71.8％から平成 22 年度は 40.6%へ大きく減少している。 

また、企画競争・公募を行ったものが 3 件、不落随意契約が６件となっている。これらを除いた 11

件は、水道やガス供給事業者あるいは電子ジャーナルの購読契約等の供給者が限定されており、他に供

給可能となる者が存在せず、真にやむを得ない随意契約と考えられる。総合評価方式による契約につい

ては、平成 21 年９月に実施マニュアルを整備したが、平成 22 年度においては、総合評価方式を適用す

べき契約案件はなかった。 

以上の取組により随意契約から一般競争入札としたにもかかわらず、１者応札・１者応募となってい

る事例が散見される事態も生じていることから、平成21年6月に「１者応札・１者応募にかかる改善方

策」を公表し、平成22年2月には契約監視委員会を設置し、同月に第１回を、11月に第２回の委員会を

開催し、問題点に関する審議結果をWebに掲載し公表した。また、この審議結果を受けて、平成22年度

契約に係る仕様書等の見直しを実施した。さらに本研究所のホームページにおける調達情報については、

他機関との相互リンクの設定により積極的に周知を行い、幅広く最新の情報提供に努めた。 

なお、契約監視委員会の審議結果については、平成 19 年 12 月に策定した「随意契約見直し計画」と

その後のフォローアップ、「１者応札・１者応募に係る改善方策」、その他の契約に係る情報と併せて

以下の本研究所 Web サイトで公表している。 
（掲載 URL）http://www.niaes.affrc.go.jp/dadmini/choutatsu/choutatsu.html 

ア 平成 22年度に締結した契約の状況  

    一般競争契約   72件 

    随意契約  187件（国等の委託元による審査済み 167件、企画競争・公募 3件、 

不落随意契約 6件、その他 11件） 

     （掲載 URL）http://www.niaes.affrc.go.jp/dadmini/choutatsu/choutatsu.html 
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193 9 (4.7%) 9 (4.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 9 (100.0%)

(283) (39) (13.8%) (39) (13.8%) (0) (0.0%) (23) (59.0%) (16) (41.0%)

(279) (49) (17.6%) (49) (17.6%) (0) (0.0%) (30) (61.2%) (19) (38.8%)

(295) (56) (19.0%) (56) (19.0%) (0) (0.0%) (22) (39.3%) (34) (60.7%)

259 72 (27.8%) 72 (27.8%) 0 (0.0%) 35 (48.6%) 37 (51.4%)

1,002,575 215,260 (21.5%) 215,260 (21.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 215,260 (100.0%)

(1,675,074) (390,373) (23.3%) (390,373) (23.3%) (0) (0.0%) (880,373) (74.8%) (295,920) (25.2%)

(1,653,169) (466,744) (28.2%) (466,744) (28.2%) (0) (0.0%) (130,653) (28.0%) (336,091) (72.0%)

(1,679,557) (473,901) (28.2%) (473,901) (28.2%) (0) (0.0%) (78,639) (16.6%) (395,262) (83.4%)

1,938,420 1,151,289 (59.4%) 1,151,289 (59.4%) 0 (0.0%) 161,146 (14.0%) 990,143 (86.0%)

184 (95.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 100 (51.8%) 84 (43.5%)

(244) (86.2%) (1) (0.4%) (1) (0.4%) (171) (60.4%) (71) (25.1%)

(230) (82.4%) (1) (0.4%) (6) (2.2%) (212) (76.0%) (11) (3.9%)

(239) (81.0%) (2) (0.7%) (7) (2.4%) (220) (74.6%) (10) (3.4%)

187 (72.2%) 3 (1.2%) 6 (2.3%) 167 (64.5%) 11 (4.2%)

787,315 (95.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 393,253 (39.2%) 394,062 (39.3%)

(1,284,701) (76.7%) (7,770) (0.5%) (47,355) (2.8%) (869,713) (51.9%) (359,863) (21.5%)

(1,186,424) (71.8%) (1,178) (0.1%) (34,268) (2.1%) (1,048,186) (63.4%) (102,792) (6.2%)

(1,205,656) (71.8%) (3,775) (0.2%) (78,236) (4.7%) (1,039,229) (61.9%) (84,416) (5.0%)

787,131 (40.6%) 3,856 (0.2%) 20,709 (1.1%) 684,865 (35.3%) 77,701 (4.0%)

一般競争
総金額(千円）

応　札　者　数

1者 ２者以上
指名競争

計総件数

競　争　入　札

件
数

金
額

計

随　意　契　約

企画競争・公募 不落随意契約

そ  の  他

国等の委託元による審査
済み

その他

（注１）各行の最上段は平成 18 年度、以下(  )は平成 19 年度から平成 21 年度、最下段は平成 22 年度実績。 
（注２）「国等の委託元による審査済み」とは委託元の企画競争や競争的研究資金の公募に際し、共同研究グループの中

核機関として応募し､採択された後､当該研究グループに所属する共同研究機関に対し､再委託を実施したもの即

ち、随意契約であるが、透明性は確保されている。 
（注３）対象とする契約及び契約金額は、工事・製造（250 万円以上）、財産の買い入れ（160 万円以上）、物件の借り入

れ（予定年額賃借料又は総額が 80 万円以上）、役務契約（100 万円以上）。  
（注４）（ ％）内の数字は、総件数・総金額に占める割合（ただし、応札者数欄については、競争入札計に占める割合。

小数点第 2 位を四捨五入。） 
（注５）「随意契約見直し計画」の策定時、フォローアップ時では調査対象の定義が一部異なっているが、本表では３カ

年の継続性を鑑み件数及び金額を整理したことから、フォローアップとは数値が一致しない部分がある。 
 
 

  イ 随意契約から競争入札に移行した事務  
平成 22年度は該当なし 

 
  ウ 随意契約によることとした理由 

 
 

随意契約によることとした理由 件数 
                  事   例 
     役務等の名称      契約金額(千円) 見積合わせ

参加業者数 
契約の性質又は目的が競争を許さない

もの  10 
外国雑誌ｵﾝﾗｲﾝ購読(ｻｲｴﾝｽ・

ﾀﾞｲﾚｸﾄ) 1式 
19,129      1 

一般競争入札に付した結果、落札者がな

いため不落により随意契約   6 恒温振とう培養機 1式 3,549         1 

公募による随意契約   3 
書誌・引用文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

(Scopus)の利用 1式 
1,300      1 

企画競争により決定した会計監査人候

補者名簿を主務大臣に提出し､主務大臣

が選任（独立行政法人通則法第40条） 
  1 

平成22事業年度会計監査業

務 
5,000         3 

国等による審査済み 167 
「農業に有用な生物多様性

の指標及び評価手法の開発」   

1式 

3,700     － 
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●特定関連会社、関連公益法人等に対する委託（指標 3-ス） 
特定関連会社、関連公益法人等に対する委託はない。 
 

●内部統制のための監事の活動（指標 3-1-キ） 
①法人の長のマネジメントに留意した監事監査の実施 
監事監査は、業務及び会計経理について、理事長や幹部からの職務執行状況聴取、各部門に対する書

面及び対面での調査、役員会や所議等重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等により実施されてい

る。法人の長や幹部のマネジメントに留意して行われており、例えば、平成 19 事業年度監事監査所見

メモでは、「監事の役割・責任は「法令遵守」はじめ「法人が国に約束した目標の達成」および「法人

が継続的に発展する」ために理事長はじめ幹部が適切に業務を執行しているかを監査することだと認識

する。」旨記されるとともに、平成 21 事業年度監事監査所見メモでは、「職場の安全を最優先する意識

改革をより高めるべきである。」、「合同防災管理体制の管理権限者として、生物研、農研機構の安全管

理状況をも把握されることが重要である。」など、理事長等の具体的なマネジメントに言及した報告が

なされている。 

②監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告 
各年度の監事監査報告は理事長及び役員会に報告される他、所議報告、イントラネットへの掲示等に

より所内に周知される。定期監査以外の監事からの改善点等の報告は理事長になされ、必要に応じ幹部

や職員への周知が行われる。例えば、平成 20～21 年度の実績に関する監事監査（平成 21～22 年度に

報告）において、監事から理事長等に対し、安全管理の改善に向け提言がなされ、化学物質や高圧ガス

ボンベの取扱の改善などの安全管理、経年劣化対策の強化等について、担当部署や役員会での検討と対

策が進展した。なお、農林水産省独立行政法人評価委員会の求めに応じ、毎年度、監事が同分科会の作

業部会に出席し、監事の所見を直接評価委員に伝えている。 
 
●コンプライアンスの整備状況（指標 3-セ） 
本研究所では、第２期の初年度となる平成 18 年度に、新たに基本理念・行動憲章を策定して、その

中で法令遵守を宣言するとともに、コンプライアンス推進規程、研究活動の不正防止に関する規準等を

定め、コンプライアンス相談窓口を設けた。その後、平成 19 年度に全職員を対象とした外部講師によ

るコンプライアンス推進研修を行うなど、職員のコンプライアンス徹底のための取組を進めている。 
平成 22 年度においては、危機管理徹底のために研究用別棟管理規程を制定するとともに、その背景、

目的、管理責任者の指名、利用手付き等を所議を通じて職員に周知した。また、受託プロジェクト研究

費の適切な使用を確保するため、契約職員の業務日誌作成が徹底されるよう、その作成方法と取扱いに

関する説明会を開催した。さらに、ハラスメントに関するアンケート調査、所議メンバーを中心とした

ハラスメントに関する研修、意識啓発活動等の未然防止対策を実施した。 
 
●会計検査院、政独委等からの指摘への対応（指標 3-タ） 

会計検査院から本研究所に対しての指摘事項として公表されたものはないが、他の機関に対する指

摘と同様に、国からの委託費による契約職員賃金の支払いに関する事項で、賃金支払いの根拠となる業

務日誌の作成が不備であるとのことから、新たに業務日誌の作成を徹底することとし、職員等への周知

を行った。 
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自己評価 
大項目 

3 

評価ランク コメント  

A 

予算配分に関しては、引き続き、研究課題の重点化点検や研究課題

評価の結果に沿って「運営交付金予算配分方針」が決定されており、

評価できる。外部資金の獲得については高い水準で推移している。特

許の実施許諾収入の他、依頼分析・鑑定や依頼研究員等受入について

対価を徴収している。受託研究の再委託については、査読付き論文 40
報などの研究成果が得られた。人件費、業務経費、一般管理費とも中

期計画の目標を達成するペースで削減されている。給与水準は、国と

同レベルといえる。保有資産については、維持コスト等を勘案し、老

朽化した温室の廃止などの効率的活用に向けた見直しをすすめてお

り、評価できる。契約については、1 者応札･1 者応募の改善の取組、

受託研究の再委託契約の改善等に取り組んでおり、今後の効率的な運

営が期待できる。監事監査、監査室監査は適切に行われており、評価

できる。 
 

前年度の独

法評価委員

会評価 
大項目 

3 

評価ランク コメント  

A 

予算配分に関しては、引き続き、研究課題の重点化点検や研究課題

評価の結果に沿って「運営交付金予算配分方針」が決定されており、

評価できる。外部資金の獲得については順調に推移している。特許の

新規許諾により実施料収入が増加に転じたこと、寄付受け入れ態勢の

整備が行われたことは評価できる。受託研究の再委託については、知

的財産権出願 2 件、査読付き論文 63 本など順調に成果を得ている。

人件費、業務経費、一般管理費とも中期計画の目標を達成するペース

で削減されている。給与水準は、国と同レベルであるが、非常勤監事

の給与の計算方法については、見直しが必要である。保有資産につい

ては、維持コスト等を勘案し、老朽化した温室の廃止などの効率的活

用に向けた見直しをすすめており、評価できる。契約については、一

般競争入札における総合評価方式を適切に導入したことに加え、1 者

応札･1 者応募に係る改善方策の公表、公告期間の延長、入札参加資格

や仕様書の見直し等に取り組むとともに、外部有識者を含む契約監視

委員会を設置し、契約等の点検･見直しを実施しており、今後の効率的

な運営が期待できる。監事監査、監査室監査は適切に行われ、指摘さ

れた安全管理についても改善がなされており、評価できる。 
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第４ 短期借入金の限度額 

 

中期目標の期間中の各年度の短期借入金は、４億円を限度とする。 
中期計画 

想定される理由：運営費交付金の受入れの遅延 
 
該当なし 

 
 
 
第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

 

なし 
中期計画 

 
該当なし 

 
 
 
第６ 剰余金の使途 

 

研究成果の普及に係る発表会等の追加実施や研究業務の充実・加速に必要な研究機器等の更新・購

入等に使用する。 

中期計画 

 
 該当なし 
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第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 

１．施設及び設備に関する計画 

業務の適切かつ効率的な実施の確保のため、業務実施上の必要性及び既存の施設、設備の老朽化等

に伴う施設及び設備の整備改修等を計画的に行う。 

中期計画 

 

       平成 18 年度～平成 22 年度施設、設備に関する計画 

                               （単位：百万円） 

 

施設・設備の内容 

 

予定額 

 

財 源 

 

研究施設の整備 

 

研究援助施設の整備 

 

機関維持運営施設の整備 

 

その他業務実施上必要な施設・設

備の整備等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備費補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

       合  計 

 

 

  388±χ 

 

 

 

 

（注）χ：各年度増減する施設、設備の整備等に要する経費 

 

7-1 ミッションの達成に向けた施設・設備の計画的整備が行われているか。（指標 1-2-ウと同じ） 
指標 

 
（１）施設等投資の状況（重要なもの）（指標 7-1(1-2-ウと同じ)） 
①当事業年度中に完成した主要施設等 
平成 22 年度には、施設整備費補助金により B 地区受水槽・高架水槽改修工事を実施した。また、契

約差額による残額が発生したことから、老朽化と陳腐化により修理も困難になっている中央監視設備の

改修工事を実施し効率的な予算執行を図った。 
 

表 7-1-1 施設整備費補助金による主な工事の概要（平成 22 年度） 
施設・設備の内容 金額（千円） 備考 

B 地区受水槽・高架水槽改修工事 80,535 （設計・監理料を含む） 

中央監視設備改修工事 45,937 （ 同上 ） 
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②当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 
運営費交付金による修繕改修工事としては、経年による劣化のため漏水が発生していた研究本館屋上

防水の改修工事を実施し漏水による電気事故防止等の安全対策を実施した。また、主要別棟に入館管理

設備を取付け、防犯対策の強化と安全管理対策の向上を図った。施設の使用計画の見直しては、試料保

管施設（旧風洞実験棟）の改修、研究本館 1 階電子顕微鏡室改修工事等を実施し、別棟の利用計画の見

直しと研究本館への集中化、施設の効率的な利用を図った。 
 

表 7-1-2 運営費交付金による主な工事の概要（平成 22 年度） 
施設・設備の内容 金額（千円） 備考 

研究本館屋上防水工事 45,780  

入館管理設備改修工事 14,175  

試料保管施設改修工事 16,338  

研究本館 1 階電子顕微鏡室改修工事 4,759  

 
③ 当事業年度中に処分した主要施設等 

平成 22 年度は減損処理した施設等はない。 
 
（２）施設等の状況（指標 7-1(1-2-ウと同じ)） 
①平成 21 年度に整備した施設の使用状況 
平成 21 年度に改修工事を実施した微生物生態実験棟は、遺伝子組換え微生物や侵入・導入微生物の

安全性評価、生態系影響評価を行う隔離施設であるが、老朽化により空調設備や配管類が劣化し研究

に支障が生じていた。このため、温熱源機器と空調機並びに配管類、滅菌器などを更新することによ

り、実験環境としての精度の向上や、研究の推進が図られることとなった。また、改修に併せて、従

来の灯油ボイラーからガスボイラーへの変更を行うことにより、屋外タンク貯蔵所及び少量危険物貯

蔵所を廃止し、危険物貯蔵におけるリスクの低減と管理の効率化も図ることができた。また、新たに

第１機械棟からの高温水熱源による温水を引き込み、エネルギー源を都市ガスと高温水との使い分け

を可能とすることにより、負荷に応じた弾力的な運転を可能とし、エネルギーの効率的な利用が可能

となり、CO2

 
排出量の削減にも寄与することができた。 

②平成 22 年度に整備した施設の概要  
 平成 22 年度に改修工事を実施した受水槽・高架水槽は、農環研Ｂ地区の別棟群に上水を供給する施

設であるが、設置後 30 年あまりが経過し経年劣化による老朽化が進行していたことから、既設受水槽・

高架水槽及び上水供給用配管の制水弁の更新を実施した。 
また、前記改修工事の契約差額による残額が生じたことから、平成 22 年度の施設整備費補助金の計

画変更により次期中期計画で改修を計画している受変電設備改修の一部前倒し措置として中央監視設

備改修工事を実施し、効率的な予算執行を図った。 
 
 



 114 

（３）その他（指標 7-1(1-2-ウと同じ)） 
平成 21 年度から対策を講じている、受変電設備や消防設備等の経年劣化対策の推進について、平成

22年度で新たに生じた不具合箇所 10 箇所と前年度からの未対応箇所 210 箇所について再度確認を行い

186 箇所について修繕を行った。残る 34 箇所については、経過観察の上、次期中期計画における施設

整備費補助金予算を確保し改修する方針とした。また、消防設備については、前年度で経過観察として

いた 10 箇所と新たに発生した９箇所のうち、緊急措置が必要な 12 箇所について修繕を実施し、抜本的

な改善を要するものについては、電気設備と同様に次期中期計画における施設整備費補助金予算を確保

し改修する方針とした。 
 
 
 

自己評価 
中項目 
7－1 

評価ランク コメント  

A 

施設整備補助金により、老朽化が進行していた受水槽・高架水槽（研

究別棟に上水を供給する施設）の改修等を実施した。また、受変電設

備や消防設備等の経年劣化対策として、緊急措置が必要な箇所につい

て修繕を行った。施設設備の老朽化は年々進んでおり、安全管理のた

め、老朽化施設の点検と改修を着実に進めることを期待する。 
 

前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
7－1 

評価ランク コメント  

A 

重要度を増している地球温暖化対策の影響評価や対策研究を推進す

るため、開放系大気 CO2増加（FACE)実験施設を整備したことは評価

できる。施設の老朽化対策として、変電施設や消防施設の点検を行い、

緊急措置が必要なものについて修繕を終えたものの、引き続き安全管

理のために老朽化施設の点検と改修を計画的に進めることを期待す

る。 
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２．人事に関する計画 

（１）人員計画 

中期目標 

期間中の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）を定め、業務に

支障を来すことなく、その実現を図る。 

（２）人材の確保 

研究職員の採用に当たっては、任期制の一層の活用等、雇用形態の多様化及び女性研究者の積極

的な採用を図りつつ、中期目標達成に必要な人材を確保する。研究担当幹部職員については公募

方式等を積極的に活用する。 

 

（１）人員計画 

中期計画 

①方針 

効率的・効果的な業務の推進が図られるように研究管理支援部門の組織体制を見直し、適切な

職員の配置を行う。また、研究分野の重点化や研究課題を着実に推進するための組織体制を整

備し、職員を重点的に配置する。 

②人員に係る指標 

期末の常勤職員数は、期初職員相当数を上回らないものとする。 

（参考：期初の常勤職員相当数 193 人、期末の常勤職員数の見込み 183 人） 

（２）人材の確保 

①研究所の研究推進に必要な優秀な人材を集めるため、研究職員の採用は広く公募によることと

し、任期制を積極的に活用するとともに、採用方法の多様化を図る。 

②女性研究者の採用に関しては、応募者に占める女性割合と、採用者に占める女性割合とでかい

離が生じないよう努める。 

③広く人材を求めるため、研究担当幹部職について公募方式の適切な活用を進める。 

④次世代育成支援行動計画に基づき、仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備に努める。 

 

7-2-ア  法人内の役割分担の見直し、組織再編・人員配置が適切に行われているか。 
指標 

7-2-イ  期末の常勤職員数が、期初職員相当数を上回っていないか。 
7-2-ウ  任期付雇用、公募等を活用し、長期的視点に立った人材確保の取組を行っているか。 
7-2-エ  女性研究者の応募に占める割合と採用に占める割合でかい離が生じていないか。 
7-2-オ  仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備に向けた取組が行われているか。 

 
中項目実績 

●法人内の役割分担の見直し、組織再編・人員配置（指標 7-2-ア） 
平成 22 年度には、年度当初に安全管理室及び研究情報システム管理室を設置（安全管理専門役及び

研究情報システム専門役を振替）し、化学薬品管理、情報セキュリティに係る業務量の増加及び迅速な

意志決定に対応する体制の強化を図った。 
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●期末の常勤職員数（指標 7-2-イ） 
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律等に基づき、平成 18 年度以降５

年間で５%以上の削減を行うことを基本としており、法人として「中期目標期間における人員計画」を

策定し、毎年２人削減することとしている。平成 23 年３月 31 日現在の常勤職員数は 172 人であり、期

初の相当数（193 人）を下回っている。 
 
●任期付雇用、公募等の活用・長期的視点に立った人材確保の取組（指標 7-2-ウ） 

研究職員の採用は博士号取得者を対象とした公募によることとし、若手研究員については原則として

任期制を適用し英語による国際公募等を行っている。平成 22 年度はパーマネント研究員(上席研究員)
１人及び任期付研究員５人を採用した。また、平成 22 年度任期終了予定者のテニュア審査を行い、平

成 23 年 4 月パーマネント研究員として採用予定である。 
 
●女性研究者の応募に占める割合と採用に占める割合（指標 7-2-エ） 

本研究所の Web サイトに、引き続き、女性応募者向けのページ「研究者を志望する女性の方へ」を

設け、研究職員の採用について説明している。 
平成 22 年度の研究員の新規採用（パーマネント及び任期付き）において、72 人の応募者のうち 17

人が女性（応募に占める女性の割合 23.6%）であり、採用者６人のうち２人が女性（採用に占める女性

の割合 33.3%）となり、採用時の女性の割合が増加し、採用者に占める女性の割合はそれを上回った。 
本研究所の研究職員（パーマネント及び任期付の計）のうち女性数は 15 人、女性比率は 11.7%（平

成 23 年１月１日）となっている（期初（平成 18 年４月１日）は女性数 14 人、女性比率 10.3%）。 
 
●仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備（指標 7-2-オ） 
 子育て支援制度の拡充や新設を行い、仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備に努めている。平

成 22 年度には、職業生活と家庭生活の両立支援のための制度の改正及び新設を行い、育児休業等の対

象範囲の拡充や特別休暇（子の看護休暇）の日数の拡充、取得事由の追加等支援の拡充を図った。また、

平成 20 年度に開始した「民間託児所又はベビーシッターによる支援制度」を継続実施し、所内グルー

プウェアを活用し、周知を行った。平成 22 年度の利用者は延べ 22 人（前年度 12 人）となり、仕事と

子育ての両立しやすい支援制度が浸透してきている。 
平成 22 年４月に、次世代育成支援行動計画（計画期間：平成 22年４月１日から平成 27 年３月 31 日）

を策定し、研究所 Web サイトで公表するとともに、茨城県労働局長に策定の届出を行った。行動計画

の職員周知を図るとともに仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備を図った。さらに、目標に掲げ

た制度の周知を図るために、各種制度や支援の情報を分かり易いパンフレット等で提供した。 
また、平成 21 年度に開始した文部科学省（科学技術振興調整費）の女性研究者支援モデル育成事業

「双方向キャリア形成プログラム農環研モデル」を引き続き実施した。これは、女性ポスドクの研究実

践力と女性研究者の指導力の向上、女性研究者の出産・育児・介護と研究の両立支援、女子学生への働

きかけによる女性研究者の裾野拡大等を行うことにより、次世代や若手の女性研究者を育成するととも

に、それに関わる女性研究者の指導力を向上させる事業である。 
 
 



 117 

表 7-2-オ 女性研究者支援モデル育成事業「双方向キャリア形成プログラム農環研モデル」の概要 
項   目 内   容 

１． 女 性 研 究 者 の キャリア形成・研究力向上のための支援  
①招聘研究者講演会  国際的に活躍している女性研究者を招聘し、高い水準の研究活動とワ

ークライフバランス維持のヒントとなる講 演 会 を 開 催 （ 平 成 2 2 年

度 は １ 件 開 催 ）。  
②メンター制度 女性研究者のためのメンター制度を実施（平成 22 年度はメンター制

度の利用促進のためのリーフレット作成、研修会、メンターと若手研究

者との交流会を実施）。  
③ 海 外 出 張 支 援 及 び 英

語論文作成 支 援（ 補 助

対 象 外 事 業 ）  

女性研究者のキャリア向上に資するため、海外出張費や英文校閲費を支援する仕組み

を整備（平成 22 年度は海外出張費で３件、英語論文作成費で２件の実績あり）。 

④ 女 性 ポ ス ド ク の 雇 用

（ 補 助 対 象 外 事 業 ）  
女性ポスドクを雇用し、所内研究者の指導のもとでキャリア向上を図る（平成 22 年

度は延べ 3 人）。 
２．女性研究者の出産・育児・介護との両立支援 
①支援研究員制度 出産・育児等により研究に時間を割けない女性研究者が、雇用した支援研究員を活用

して研究を継続する制度を整備（平成 22 年度内に３人の育児中の女性研究者を支援）。 
②情報窓口 出産・育児・介護との両立支援のための情報窓口として専門員を配置。また、所内グ

ループウエアに男女共同参画のコーナーで、女性研究者支援関係の情報等の収集・発信

を実施。女性支援事業関連のイベントや他機関の情報を発信するニュースレターの発

行。関連印刷物や配布冊子を閲覧できるコーナーを図書室に設置。 
③相談窓口 女性研究者及び女性ポスドクのためのキャリアアップや健康問題に関する相談に対

応するために、外部から専門家を招き、定期的な相談窓口を開設。 
３．次世代育成支援（女性研究者の裾野拡大） 
① 出前授業  本研究所の女性研究者が高校・大学等で出前授業を行う仕組みを整備

（ 平 成 22 年度に２件実施）。  
②サイエンスカフェ  女 性 研 究 者 の 裾 野 拡 大 の た め 、 一 般 向 け に サ イ エ ン ス カ フ ェ を 開 催

し、女性研究者のロールモデルを示す（平 成 22 年度中に２件実施）。  
（P78 表 2-2-ｱ-1 参照） 

③ホームページ 本研究所の女性研究者支援の取組や女性研究者の姿を紹介し、出前授

業やサイエンスカフェなどの動画が閲覧可能なホームページを公開。  
４．そ の 他  
○ シ ン ポ ジ ウ ム 等 で の

アピール・ 情 報 収 集  
京都大学合同シンポジウム(10 月 5～6 日）、男女共同参画学協会連絡会（10 月 7 日）、

つくば男女共同参画会議「つくば男・女のつどい 2010」(11 月 13 日）等に参加。  
 

     
写真 7-2-オ 出前授業（左）とサイエンスカフェ（右） 
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自己評価 
中項目 
7－2 

評価ランク コメント  

A 

化学薬品管理と情報管理の強化のため、それぞれの専門室が設置さ

れ、体制が整備された。 
若手研究員について、原則として任期制とテニュアトラック制を適

用し、英語による国際公募等を行っていることは評価できる。 
平成 22年度から５カ年を計画年度とする次世代育成支援行動計画を

策定し、仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備を図った。引き

続き、女性研究者支援モデル事業（文部科学省）により「双方向キャ

リア形成プログラム農環研モデル」を実施し、女性研究者の支援を行

った。こうした取組もあり、平成 22 年度は、応募に占める女性の割合

と採用に占める女性の割合にかい離はみられず、応募に占める女性の

割合が高まり、採用に占める女性の割合が３割を上回ったことは評価

できる。 
 

前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
7－2 

評価ランク コメント  

A 

研究課題重点化点検の結果に沿って RP の再編を行ったこと、外部

の有識者を活用する特任研究員制度を設けたこと、国際共同研究や女

性研究者支援などの新たな業務に専門的知識を持つ人材を契約職員と

して新たに配置したことは評価できる。任期付研究員の採用、公募な

ど、人材確保の取組は進んでいるが、新規採用に対する応募者 16 人中

に女性が 1 人しかなかったことから、その原因を分析し、改善策につ

なげることを期待する。仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備 
のために、出産･育児等にかかわる女性研究者の支援研究員の雇用等の

取組を開始したことは評価できる。 
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３．情報の公開と保護 

公正で民主的な法人運営を実現し、研究所に対する国民の信頼を確保するという観点から、情報の公

開及び個人情報保護に適正に対応する。 

中期目標 

 

①研究所の諸活動の社会への説明責任を的確に果たすため、保有する情報提供業務の充実を図るととも

に、適正かつ迅速な開示請求への対応を行う。 

中期計画 

②個人の権利、利益を保護するため、研究所における個人情報の適正な取扱いをより一層推進する。 
 
指標 
7-3-ア 社会への説明責任の観点から、情報提供の充実の取組が行われているか。また、開示請求に適切に対応している

か。 
7-3-イ 個人情報の取扱いは適切になされているか。 

 
中項目実績 

●情報提供の充実への取組・開示請求への対応（指標 7-3-ア） 
法定公開情報等については、本研究所 Web サイト等で公開している。今年度は情報開示請求がなか

ったが、開示請求があった場合は迅速に対応できるよう関連規程を整備している。また、情報公開や個

人情報保護に関する最近の動向を把握するため、総務省が主催する研修や連絡会議に担当者を参加させ

た。契約については、透明性、公平性、経済性を図るため、一般競争入札公告・落札公示、企画競争に

関する情報に加え、契約に関する情報（入札結果、随意契約情報）等を Web サイトで公表している（P107 
指標 3-シ参照）。研究情報については、「農業環境技術研究所年報 第 27 号」、「環境報告書 2010」など

の刊行・配布、本研究所 Web サイトの改善、Web マガジンの公開等を実施した（P79 指標 2-2-エ参照）。 
  

●個人情報の取扱い（指標 7-3-イ） 
平成 21 年６月に政府から「独立行政法人等のセキュリティ対策の推進について」が発出され、本研

究所の情報セキュリティ管理対策が強く求められていることから、本研究所における研究技術情報、研

究情報システム及びネットワーク管理に関する業務を強化するとともに業務量の増加及び迅速な意志

決定に対応するため、平成 22 年４月に研究情報システム専門役を振り替え、研究情報システム管理室

を新設した。 
ネットワーク侵害、ノートパソコンや USB メモリ等の所外持ち出しによる情報漏洩を防止するため、

所内グループウェア等で、「農業環境技術研究所ネットワークにおける情報セキュリティ対策基準」、「モ

バイル PC 等の情報セキュリティ実施手順」等の周知・徹底を図った。また、新規利用者を対象とした

情報セキュリティ研修、全利用者を対象とした情報セキュリティ研修を各３～４回開催し、セキュリテ

ィ対策の浸透を図った。さらに、所内コンピュータのセキュリティ対策状況調査を実施するとともに、

所内ネットワークへの不正接続の監視によりセキュリティ侵害の未然防止に努めた。 
さらに、所内の平成 22 年度分保有個人情報ファイルの確認点検を行った。 
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自己評価 
中項目 
7－3 

評価ランク コメント  

A 

法定公開情報、契約に関する情報を始めとする独法の諸活動に関す

る情報は Web サイトで公開されている。内容は充実しているものの、

トップページから見つけにくいものもあり、工夫の余地がある。４月

に研究情報システム管理室を新設し、研究情報システムやネットワー

ク管理を強化した。情報セキュリティーについて、職員に対する講習

会が従来以上に徹底して行われたことも評価される。他独法を含め、

情報管理上の問題が多く発生していることから、引き続き情報セキュ

リティの強化が期待される。 
 

前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
7－3 

評価ランク コメント  

A 

独法の諸活動に関する情報については、引き続き Web サイトで公開

されており、評価できる。情報セキュリティー対策として、所内の個

人情報ファイルの確認点検を行ったこと、研究情報システム管理室を

新設し、研究情報システムやネットワーク管理を強化したことは評価

できる。 
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４．環境対策・安全管理の推進 

研究活動に伴う環境への影響に十分な配慮を行うとともに、エネルギーの有効利用やリサイクルの促

進に積極的に取り組む。さらに、事故及び災害を未然に防止する安全確保体制の整備を行う。 

中期目標 

 

①環境負荷の削減の観点から施設整備や維持管理に取り組むとともに、資源・エネルギー利用の節約、

廃棄物の減量化とリユース及びリサイクルの徹底、化学物質の管理の強化等を推進し、これらの措置

状況について環境報告書として公表する。 

中期計画 

②職員への教育の徹底等により、放射性同位元素、遺伝子組換え生物等の法令に基づく適正な管理を行

う。 

③事故及び災害を未然に防止するため、関係委員会による点検、管理及び施設整備等に取り組むととも

に、教育・訓練を実施する。 

 

7-4-ア  資源・エネルギー利用の節約、廃棄物の減量化とリユース及びリサイクルの徹底など環境負荷軽減の取組を積極

的に行っているか。 

指標 

7-4-イ  放射性同位元素、遺伝子組換え生物、化学物質等の管理が適正に行われているか。 
7-4-ウ  職場環境の点検・巡視等の安全対策が適切に行われているか。 
 
中項目実績 

●環境負荷軽減の取組（指標 7-4-ア）  
平成 22 年４月から施行された改正省エネ法に対応するため、特定事業者等の指定を受けてエネルギ

ー管理組織の見直しを行い、新たにエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者の選任とエネル

ギー管理員による管理体制を整備した。 
また、電力使用量の削減と安全管理の向上を目的として取得後 20 年以上を経過した電気使用機器の

縮減と更新を実施した。フロン対策も含めた環境負荷軽減対策として冷蔵庫やフリーザー類の保有実態

調査と取得後 15 年以上経過した機器の更新も実施した。施設の改善策としては、構内外灯の省エネ化

対策や研究本館の一部で窓の断熱対策も実施した。 
 漏水防止と節水のため、施設整備費補助金による B 地区受水槽・高架水槽改修工事を実施した。 
 継続的な取組としては、コピー用紙等紙資源の削減対策、エネルギー使用量の把握や解析を行い職員

に周知することによる啓蒙活動の実施等により、光熱水量の削減に取り組んでいる。このような取組に

より、契約電力量低減によるコスト削減が進展した他、年間電力使用量では猛暑による夏季の電力使用

量の大幅な増加があったにもかかわらず、冷夏であった前年度と同水準となる 18,910 千 kwh（つくば

地区のみの使用量で対前年度比 1.3%減）となり、また都市ガスや石油燃料、高温水等を含むエネルギ

ー総使用量として CO2換算での排出量では対前年度比 0.3%の微増となった。 
 一方、廃棄物の抑制と物品等のリユース及びリサイクルについても、従前の所内のリサイクル情報の

提供による物品の有効活用を図るとともに、一般廃棄物置き場の分別の徹底による環境負荷低減にも取

り組んだ。 
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表 7-4-ア 環境負荷軽減の取組の概要（平成 22 年度） 

項 目 内   容 

構内外灯改修工事 構内 A、B、C 各地区の外灯に省エネ型ランプ及び安定器を導入し、電力使用量

の削減を図った。（34 箇所） 

研究本館断熱フィルム貼付工事 研究本館北棟 5 階の南側窓に断熱フィルムを貼付した。 

 
●放射性同位元素、遺伝子組換え生物、化学物質等の管理（指標 7-4-イ） 

化学薬品の不適切な保管等の問題の発生等を踏まえ、第２期には、化学物質管理強化の取組を進めて

いる。 

平成22年度には、平成21年度に導入した薬品管理システムに基づく薬品管理の徹底を図るため、化学

物質等の安全管理に関する調査及び指導に関する業務体制を強化することとし、４月に安全管理専門役

を振り替え、安全管理室を新設した。 

また、他独法で起こった問題を契機に、農林水産省から、毒物及び劇物の管理システム並びに管理状

況の点検の要請があったことから、本研究所の管理システム及び管理状況の点検を行った。その結果、

管理状況等に問題はなかったが、薬品管理システムの定着を踏まえ、毒物及び劇物取扱要領の一部改正

を行った。その他、毒物及び劇物に関しては、取扱者に対する講習等も実施している。 

薬品管理システムへの既存薬品の登録が概ね完了したが、それにより、本研究所内に非常に多くの薬

品があることが明らかになった。そのため、まず、消防法危険物について、購入抑制と廃棄を徹底し、

不十分であった防火区画ごとの指定数量管理を達成した。さらに、長期に保管されている薬品、使用予

定のない薬品を原則、廃棄することとし、薬品保管本数の半減をめざし取組を進めている。 

しかしながら、平成22年度にも化学薬品に関係する事故が発生した。平成22年11月、廃棄予定薬品の

処分を委託した廃棄物処理専門業者の作業員が薬品保管庫内で搬出のための仕分け作業中に硝酸と蟻

酸を搬出用ポリタンクに混入し密封をしたため、化学反応による気体の急激な発生によりポリタンクが

破裂した。この事故により窓ガラスと薬品保管庫扉が破損し、室内にガスが充満し、作業員1人に薬品

が飛散したが、直ちに緊急用シャワーで洗浄し救急搬送をした。また、消防署員による現場確認と薬品

除去を行うとともに、関係機関への報告を実施した。この事故を受けて、委託業者に対して厳重注意を

行い再発防止対策を講じるよう申し入れをし、改善方針を提出させた。また、同様の業務を委託する場

合には、薬品の取扱教育を実施していることを契約締結の条件とし、本研究所においても危険な薬品等

を扱う業務を委託契約の締結する際に、事前に作業内容を確認し、危険な取扱がある場合には改善を指

示するとともに、作業従事者に対して注意喚起を行い、作業実施場所に注意事項の掲示を行うこととし

た。 

一方、本研究所内の職員に対しては、事故内容の通知と併せて、化学物質の取扱に関する注意喚起を

実施し、一層の安全管理に努めるよう周知した。 

以上のとおり、化学薬品の管理は確実に強化されているものの、なお、問題は発生しており、さらに

適切な管理に向けた取組が必要とされている。 

 
●職場環境の点検・巡視等の安全対策（指標 7-4-ウ） 

職場の安全管理、省エネ対策のため、老朽化した実験機器の廃棄を集中的に進めることとし、研究領
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域及びセンターごとに調査を行い、不要な機器の廃棄を進めた。また、研究本館及び一部の別棟に入退

室管理システムを導入し、併せて戸締り等の徹底を周知した。 
継続的な取組として、毎月、職場環境等の点検のため、安全衛生委員会の委員及び産業医が職場巡視

を行い、問題点について領域長等を通じ改善を指示するとともに、その後、フォローアップを行い改善

の徹底を図っている。職場巡視及びフォローアップの結果については、所議で報告し職員に周知してい

る。また、職員の健康管理意識の向上に寄与するため、産業医による「健康相談」や女性研究者支援事

業を活用した「助産師による健康相談」を定期的に行い、産業医による健康教室「老化について考える

－アンチエイジングは可能か？」も開催した。また、近年増加しているメンタル疾患に適切に対応する

ため、地域で開催される講演会や学習会に関係者を参加させ、情報収集に努めるとともに、職員のメン

タルヘルスセルフケアを促すために、冊子「心を強くする メンタルヘルスセルフケア」を配付した。 
本研究所には多数の職員が勤務しているとともに、多数の来所者があることから、緊急事態による生

命に関わる状況への対処とともに災害等緊急の場合に対処出来るようにするため、本年度はつくば市南

消防署員を講師に招き、救命講習会（AED 操作方法・心肺蘇生法及び救護訓練（止血法・搬送法））を

開催した。この講習会には、消防計画に定める自衛消防組織の救護班全員が参加し、そのほかの職員と

ともに修了証の交付を受けた。（P22 表 1-2-ケ参照） 
 さらに、研究管理等の点検で整備した危機管理マニュアルや危機管理フロー図等を危機管理のカテゴ

リーにまとめ、関係者が閲覧できるように掲示し、緊急時の対応を強化した。 
また、大規模災害を想定した避難訓練や消火訓練についても、前年度に引き続き構内に勤務する他法

人の職員を含む自衛消防組織を中心に 354 人の参加者で実施した。 
本研究所には多数の研究用別棟があるが、これらは老朽化が進むとともに、危機管理や維持コストの

問題は大きくなりつつある。そのため、平成 21 年度に、別棟利用の一層の集中化を進める方針を決定

し、職員に周知するとともに、別棟利用申請、利用報告の手続きを変更し、企画戦略室の所内調整機能

を強化した。また、平成 22 年度に、「研究用別棟管理規程」を策定し、研究用別棟の管理責任者を研

究管理職員とし、その責任と権限を明確に規定するとともに、危機管理上の情報の流れを明確にした。 
さらに、研究管理等の点検で整備した危機管理マニュアルや危機管理フロー図等を危機管理のカテゴ

リーにまとめ、関係者が閲覧できるように掲示し、緊急時の対応を強化した。 
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自己評価 
中項目 
7－4 

評価ランク コメント  

A 

平成 22 年度から施行された改正省エネ法に対応するため、特定事業

者等の指定を受けてエネルギー管理組織の見直しを行った。また、環

境負荷軽減と安全管理のため、老朽化した実験機器等の調査と更新を

進めた。さらに、受水槽・高架水槽の改修による節水対策を実施した。

毎年度のこうした省エネ等の取組の結果、第２期の期間に、消費電力

量や CO2排出量が削減されたことは評価できる。 
 化学薬品の管理強化のため、４月に安全管理室を設置し体制を強化

した。化学薬品管理システムにより研究所内の薬品量を把握し、削減

の取組を行ったことは評価できる。なお、委託先の廃棄物処理専門業

者の作業員の過失による事故が起こっており、さらなる取組の推進が

望まれる。 
安全衛生委員会と産業医による定期的な職場環境の点検を徹底する

とともに、自営消防組織の見直しと震災を想定した避難訓練の実施、

危機管理マニュアルの策定等が行われたことは評価できる。 
 

前年度の独

法評価委員

会評価 
中項目 
7－4 

評価ランク コメント  

A 

環境負荷軽減に取り組み、電力使用量を 3.8％、CO2排出量を 6.0％
削減していることは評価できる。化学薬品については、薬品管理のオ

ンラインシステムが導入されたこと、使用予定のない薬品の廃棄を進

めたことは評価できる。引き続き、安全管理を強化するため、業務体

制の整備を進めることを期待する。 
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【資料１】

自 己 評 価 関 係 資 料

平成22年度業務実績及び第２期中期目標期間業務実績に関する自己評価の決定に至る主

な経緯は以下のとおり。

１．課題評価会議

（１）評価の実施

研究課題評価実施要領（別添3）に基づき、小課題毎に平成22年度及び第２期中期目標

期間（第２期）の進捗状況と成果について、外部評価委員4名と研究所の内部評価委員

（研究管理職）がピアレビューを実施した。また、あわせて、平成22年度普及に移しうる

成果の検討を行った。その概要は以下のとおり。

①研究課題評価会議の開催

・日時：平成23年2月1日(火)9：00～17：30、2日(水)9：00～15：30

・場所：農環研

・評価委員

（外部評価委員：4名） （五十音順、敬称略）

三枝 正彦 豊橋技術科学大学 先端農業・バイオリサーチセンター特任教授

田辺 信介 愛媛大学沿岸環境科学研究センター教授

矢原 徹一 九州大学大学院理学研究院教授（生態科学研究室）

渡邉 紹裕 総合地球環境学研究所 研究推進戦略センター 教授

（内部評価委員：12名）

研究統括主幹、研究コーディネータ、農業環境インベントリーセンター長、

研究領域長

・検討手順

小課題の評価については、RPリーダーが、小課題報告書に沿って平成22年度

及び第２期の成果について報告（20分）し、質疑応答（20分）を行った。

普及に移しうる成果の検討については、成果候補1件ごとに、RPリーダーまた

は成果担当者が成果の内容を発表（5分）し、質疑応答（5分）を行った。その後、

各委員が成果認定の可否の評価（可否の判断と理由の記入）を行い、その結果を

会議の場で回収し、成果認定の可否を審議・決定した。

②小課題の評価結果の集約

研究課題評価会議後、各委員が評価（ランク及びコメントの記入）を行い、その

結果を企画戦略室が集約した。

（２）評価結果

各小課題ごとの評価ランクは別添1のとおりとなった。主要な評価コメントは以下のとお

りである。普及に移しうる成果候補（10件）については、8件が認定された。

課題評価会議における主要な評価コメント

項 目 ランク 評 価 コ メ ン ト
(参考)

参考－1



平成22年度実績

小課題A21a外来生物生態 A 成果が国際誌に掲載されていること、多くの競争的研究資金を
影響RP 獲得していることは評価できる。土壌改良材の投入によってセイ

タカアワダチソウ群落をチガヤ群落に導く技術は特に注目すべき
成果であり、大きな波及効果の可能性がある。

小課題B21a気候変動影響R Ａ 利用可能なデータ、モデルを活用して目標を達成した。個々の
P 成果はIPCCのAR５等で国際的に高い評価を得られるだろう。つく

ばみらいFACE研究を順調に開始させたこと、統合情報システム開
発につながる先駆け的な成果をRP連携で進めたことは評価でき
る。

小課題C21a農業空間情報R A 最終年度にRPのまとめとして国際ワークショップを開催し、ﾘﾓｾ
P ﾝガイドブックを作成するなど意欲的な取組は高く評価できる。今

後の研究成果の活用、連携に関して、さらに推進を期待する。

第２期実績
小課題A11a有機化学物質 S 投入資源に比べて、普及成果、主要成果、プレスリリース、特
リスク管理RP 許出願、査読論文の各項目で万遍なく出ており、社会的波及性の

高い成果が多いことは高く評価できる。重点化点検に対応してPOP
sのリスク低減技術を大幅に進捗させた。

小課題A21b遺伝子組換え A 実際の遺伝子組換え植物が使えない中で、工夫をこらし目的を
生物生態影響RP 達成している。波及効果が大きく成果公表の仕方が難しい課題で

あるが、投入資源に比べて、査読論文数が低い点は課題である。
小課題B22b温暖化緩和策R S IPCCの排出量データ作成に大きく貢献し、学術論文、国際シン
P ポジウム、機器の開発などにも大きな成果があった。メタン排出

に関する中干し延長の効果、農地の吸収源機能の全国評価は大き
な成果であり、行政への貢献も大きい。

小課題B22c栄養塩類リス A 水質汚染リスク軽減効果の予測を流域レベルで得たことは評価
ク評価RP できる。どのような地域に適用できるか、適用範囲を明らかにす

ることが期待される。
(注)表中の評価ランクは小課題の評価ランクである。

（３）研究課題評価会議での評価結果の取り扱い

研究課題評価会議での各小課題の評価ランクや主要な評価コメントを基に、企画戦略室

において、中課題や大課題ごとの評価結果案を作成し、自己評価会議に諮った。普及に移

しうる成果8件については、研究成果情報等での広報を進めることとした。

２．自己評価会議

（１）評価の実施

研究所の役員、研究管理職、総務・財務部門の室長等をメンバーとし、業務運営につい

ては中項目等、研究部分については中課題及び大課題を単位として、実績の確認及び評価

を実施した。

○自己評価会議の開催

・日時：平成21年3月1日(月)13：30～17：15

・場所：農環研

・会議での検討手順

平成22年度及び第２期の業務実績及び自己評価案については、企画戦略室より、

評価単位ごとに説明を行い、質疑応答。各評価単位の評価ランク、評価コメント、

実績記述の加筆・修正内容を決定した。

（２）評価結果

評議会に諮る評価単位ごとの評価ランクを決定した。その他、評価コメント、業務実績

参考－2



について必要な修正を加えることとした。

（３）評価結果の取り扱い

自己評価会議の評価結果を所内の自己評価として、農環研評議会に諮った（書面評価）。

３．評議会

（１）評価の実施

当初3月17日（木）に評議会の開催を予定していたが、3月11日（金）の東日本大震災の

影響で開催を中止し、評議員による書面評価に変更し、評価を実施した。詳細は以下のと

おり。

①評議員

農環研評議員は以下のとおりである。

［外部専門家・有識者］（五十音順、敬称略、○印：委員長）

大沼 あゆみ 慶應義塾大学経済学部教授

○古在 豊樹 千葉大学 環境健康フィールド科学センター教授

三枝 正彦 豊橋技術科学大学 先端農業・バイオリサーチセンター特任教授

根本 久 埼玉県農林総合研究センター 水田農業研究所長

松永 和紀 サイエンスライター

山崎 洋子 NPO田舎のヒロインわくわくネットワーク理事長

［関係研究機関・行政機関］（敬称略）

大垣 眞一郎 独立行政法人国立環境研究所理事長

堀江 武 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長

鈴木 和夫 独立行政法人森林総合研究所理事長

高柳 和史 独立行政法人水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所長

西郷 正道 農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長

②書面評価の実施

書面評価は、平成22年度及び第２期の業務実績報告書（案）等を資料として、評

議会の評価指針（別添４）に基づき実施した（期間：平成23年３月17日～27日）。

提出された書面評価結果について、評議会事務局（農環研企画戦略室）においてと

りまとめ、平成23年3月に震災に伴い発生した福島原発事故への対応として実施し

た取組に関する評価コメントの追記及び関係する評価ランクの一部修正を行った上

で、評議員（議決権を持つ外部専門家・有識者評議員）に諮り、評価結果を決定し

た。

福島原発事故への対応として実施した取組を踏まえ追記・修正した評価コメント

項 目 ランク 評価コメントの追記・修正
平成22年度実績
中項目１－２「研究資源の効率 Ａ→S 今般の福島原発事故に伴う放射能汚染調査について、農林水産省

的利用及び充実・高度化」 の協力要請により、県から農林水産省に分析要請のあった農作物及

び土壌の放射能濃度（ヨウ素131、セシウム134、セシウム137）を

順次、測定・報告し、農作物の出荷制限や稲の作付に関する考え方

に活用されたことは、専門分野を活かした著しい社会貢献として評

価できる。

参考－3



小課題C1「農業に係わる環境の Ａ→S 放射能モニタリングについては、Web公開した米、麦、農耕地

長期モニタリング」 土壌を対象としたセシウム濃度のモニタリングデータが、今般の福

島原発事故に伴う「稲の作付に関する考え方（平成23年4月8日原

子力災害対策本部）」における「（別添）水田土壌中の放射性セシウ

ムの米への移行の指標」の算定に活用されたことは高く評価でき

る。

第２期実績
中項目１－２「研究資源の効率 A→A 今般の福島原発事故に伴う放射能汚染調査について、農林水産省

的利用及び充実・高度化」 の協力要請により、県から農林水産省に分析要請のあった農作物及

び土壌の放射能濃度（ヨウ素131、セシウム134、セシウム137）を

順次、測定・報告し、農作物の出荷制限や稲の作付に関する考え方

に活用されたことは、専門分野を活かした著しい社会貢献として評

価できる。

小課題Ｃ１「農業に係わる環境 A→A 放射能モニタリングについては、Web公開した米、麦、農耕地

の長期モニタリング」 土壌を対象としたセシウム濃度のモニタリングデータが、今般の福

島原発事故に伴う「稲の作付に関する考え方（平成23年4月8日原

子力災害対策本部）」における「（別添）水田土壌中の放射性セシウ

ムの米への移行の指標」の算定に活用されたことは高く評価でき

る。

（２）評価結果

各評議員の評価ランクは別添２のとおりであった。なお、平成22年度評価において福島

原発事故への対応によりS評価とした項目（中項目1-2及び小課題C1)を除き、評議員の評

価ランクの平均値に該当するランクが最終的な評価ランクとなっている。

各評議員の評価コメントを踏まえ、以下のとおり自己評価を修正した。

評議会（書面評価）における評価コメントの主な修正点

項 目 ランク 評価コメントの修正
(参考)

平成22年度実績
中項目１－２「研究資源の効率 A 緊急のミツバチ不足対策研究に理事長裁量経費が支出さ
的利用及び充実・高度化」 れるなど資金が柔軟に運用されている点も評価できる旨追

記した。

中項目１－５「海外期間及び国 A MARCOについて、今後学術的な媒体（モノグラフ等）の
際機関等との連携の促進・強 発刊を期待する旨追記した。
化」

中項目７－３「情報の公開と保 A Webサイトについて、内容は充実しているものの、トップ
護」 ページから見つけにくいものもあり、工夫の余地がある旨

追記した。

第２期実績
中項目１－２「研究資源の効率 A 若手研究者を育成しつつ、競争的環境を醸成している点
的利用及び充実・高度化」 を評価する旨追記した。

中項目１－５「海外機関及び国 A 環境政策での国際的な基準作りに貢献することを期待する
際機関等との連携の促進・強 旨追記した。
化」

（３）評価結果の取り扱い

評価結果を踏まえ、可能なものについては平成23年度計画に反映させた（評価結果の決

定前から、概ね合意が得られていると判断された部分については反映させた）。対策の検討

に時間を要するものについては、業務運営の実施場面で適宜反映することとしている。

参考－4



委員 総合点
1.研究の
進捗状況

2.研究の
レベル

3.波及効果
の可能性

4.研究
課題全

般

内部 4.10 4.00 4.17 4.08 4.00

外部 4.40 4.25 4.75 4.25 4.25

内部 4.40 4.33 4.33 4.42 4.50

外部 4.50 4.25 4.50 4.75 4.50

内部 4.00 4.00 3.92 4.17 4.00

外部 4.40 4.00 4.50 4.50 4.50

内部 3.90 3.92 3.83 3.83 3.92

外部 3.90 4.00 4.00 3.50 4.00

内部 4.00 4.17 3.83 3.92 4.00

外部 4.00 3.75 4.00 4.25 4.00

内部 4.30 4.25 4.25 4.33 4.17

外部 4.60 4.50 4.75 4.50 4.50

内部 4.10 4.08 4.17 4.17 4.08

外部 4.10 4.00 4.25 4.25 4.00

内部 4.50 4.33 4.42 4.50 4.58

外部 4.30 4.00 4.50 4.50 4.25

内部 3.80 3.92 3.67 3.75 3.83

外部 3.80 4.00 3.67 3.67 4.00

内部 3.80 3.91 3.73 3.73 3.82

外部 3.90 4.00 3.75 3.75 4.00

内部 3.80 3.75 3.42 4.08 3.92

外部 3.80 3.75 3.75 3.75 3.75

内部 4.10 4.08 4.25 4.00 3.92

外部 4.10 3.75 4.25 4.25 4.00

内部 4.00 4.08 3.67 4.25 3.92

外部 4.00 4.00 3.75 4.25 4.00

内部 4.40 4.58 3.83 4.42 4.58

外部 4.30 4.25 3.75 4.75 4.50

(別添1-1）

課題評価会議評価結果（小課題ランク整理表）（平成22年度）

柱
大
課
題

中
課
題

小　課　題
総合
ランク

総合
評価
点

内部・外部別、項目別評価点

Ａ　農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発

１）農業生態系における有害化学物質のリスク管理技術の開発

（１）農業環境中における有害化学物質のリスク評価手法及びリスク管理技術の開発

a 農薬等の環境リスク評価手法及びリスク低減技術の開発
（有機化学物質リスク管理RP）[A11a] A 4.25

b 重金属汚染リスク評価手法及び汚染土壌修復技術の開
発（重金属リスク管理RP）[A11b] A 4.45

２）農業生態系における外来生物及び遺伝子組換え生物のリスク管理技術の開発

（１）外来生物及び遺伝子組換え生物の生態系影響評価とリスク管理技術の開発

a 外来生物の生態系影響評価とリスク管理技術の開発（外
来生物生態影響RP）[A21a] A 4.20

b 遺伝子組換え生物の生態影響評価とリスク管理技術の
開発（遺伝子組換え生物生態影響RP）[A21b] A 3.90

Ｂ　自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明と管理技術の開発

１）農業生態系の構造・機能の解明と評価

（１）農業生態系を構成する生物群集の動態と生物多様性の解明

a 農業活動が水田と周辺域に生息する生物相とその多様
性に及ぼす影響の解明（水田生物多様性RP）[B11a] A 4.00

（２）農業生態系機能の発現に関与する情報化学物質の解明

a 情報化学物質による生物間相互作用及び生態系機能発
現機構の解明（情報化学物質生態機能RP）[B12a] A 4.45

２）農業生態系の変動メカニズムの解明と対策技術の開発

（１）地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測と生産に対するリスク評価

a 気候変動に対する水田生態系応答のモデル化とコメ生
産の広域リスク評価手法の開発（気候変動影響RP）[B21a] A 4.10

（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明

a 温室効果ガス発生抑制、土壌炭素蓄積を含む総合的な
温暖化緩和策の定量的評価（温暖化緩和策RP）[B22ab] A 4.40

c 土壌圏から水域への栄養塩類の流出動態の解明に基づ
く流域水質汚染リスク評価手法の開発（栄養塩類リスク評価
RP）[B22c]

A 3.80

Ｃ　農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究

１）農業に関わる環境の長期モニタリング

（１）農業環境の長期モニタリングと簡易・高精度測定手法の開発

a 地球温暖化に関する物理環境・ガスフラックスの変動の
検知とモニタリング技術の高度化（温暖化モニタリングRP）
[C11a]

A 3.85

b 作物・土壌中における放射性物質等の長期モニタリング
と微量化学物質の簡易・高精度測定手法の開発（化学分
析・モニタリングRP）[C11b]

A 3.80

２）環境資源の収集・保存・情報化と活用

（１）農業環境資源インベントリーの構築と活用手法の開発

a リモートセンシング・地理情報システムを用いた農業環境
資源の情報化と活用（農業空間情報RP）[C21a] A 4.10

（注）総合ランクと総合評価点の関係は、４．５以上：Ｓ 、 ３．５以上４．５未満：Ａ 、 ２．５以上３．５未満：Ｂ 、 １．５以上２．５未満：Ｃ 、 １．５未満：Ｄ

b 農業環境リスク指標の策定手法の開発と土壌情報等農
業環境情報の利用法の開発（農業環境情報・指標RP）
[C21b]

A 4.00

c包括的土壌分類試案の策定及び農業環境資源の分類・
データベース公開（環境資源分類RP）[C21c] A 4.35
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委員 総合点
1.研究の
進捗状況

2.研究の
レベル

3.波及効果
の可能性

4.研究
課題全

般

内部 4.60 4.50 4.50 4.75 4.67

外部 4.80 4.75 4.75 4.75 5.00

内部 4.70 4.75 4.42 4.83 4.75

外部 4.80 4.50 4.75 5.00 4.75

内部 4.30 4.00 4.42 4.50 4.33

外部 4.70 4.50 4.75 4.75 4.75

内部 3.90 4.00 3.50 4.00 3.92

外部 3.90 3.75 4.00 3.75 4.00

内部 4.00 4.00 3.83 4.08 3.92

外部 4.40 4.00 4.50 4.75 4.25

内部 4.50 4.33 4.33 4.75 4.50

外部 4.90 5.00 5.00 4.75 5.00

内部 4.20 4.17 4.17 4.17 4.25

外部 4.30 4.00 4.50 4.75 4.00

内部 4.70 4.67 4.58 4.75 4.67

外部 4.80 4.50 5.00 5.00 4.75

内部 3.50 3.50 3.50 3.58 3.58

外部 3.80 4.00 3.67 3.67 4.00

内部 4.00 3.91 4.18 3.91 3.91

外部 3.80 4.00 3.75 3.50 4.00

内部 3.90 3.92 3.58 4.25 4.00

外部 3.80 4.00 3.75 3.75 3.75

内部 4.00 4.08 4.33 3.75 4.00

外部 4.30 4.25 4.25 4.25 4.25

内部 4.00 4.08 3.58 4.42 3.92

外部 4.00 4.00 3.75 4.25 4.00

内部 4.10 4.08 3.83 4.33 4.17

外部 4.30 4.25 4.00 4.50 4.25

S 4.75

a 気候変動に対する水田生態系応答のモデル化とコメ生
産の広域リスク評価手法の開発（気候変動影響RP）[B21a] A 4.25

（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明

a 温室効果ガス発生抑制、土壌炭素蓄積を含む総合的な
温暖化緩和策の定量的評価（温暖化緩和策RP）[B22ab]

（１）農業生態系を構成する生物群集の動態と生物多様性の解明

（２）農業生態系機能の発現に関与する情報化学物質の解明

２）農業生態系の変動メカニズムの解明と対策技術の開発

（１）地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測と生産に対するリスク評価

A 4.20

Ｂ　自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明と管理技術の開発

１）農業生態系の構造・機能の解明と評価

b 重金属汚染リスク評価手法及び汚染土壌修復技術の開
発（重金属リスク管理RP）[A11b] S 4.75

4.50

b 遺伝子組換え生物の生態影響評価とリスク管理技術の
開発（遺伝子組換え生物生態影響RP）[A21b]

２）農業生態系における外来生物及び遺伝子組換え生物のリスク管理技術の開発

（１）外来生物及び遺伝子組換え生物の生態系影響評価とリスク管理技術の開発

A 3.90

a 外来生物の生態系影響評価とリスク管理技術の開発（外
来生物生態影響RP）[A21a] S

Ａ　農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発

柱
総合
ランク

総合
評価
点

大
課
題

中
課
題

小　課　題

内部・外部別、項目別評価点

c 土壌圏から水域への栄養塩類の流出動態の解明に基づ
く流域水質汚染リスク評価手法の開発（栄養塩類リスク評価
RP）[B22c]

A 3.65

a リモートセンシング・地理情報システムを用いた農業環境
資源の情報化と活用（農業空間情報RP）[C21a] A 4.15

１）農業に関わる環境の長期モニタリング

（１）農業環境の長期モニタリングと簡易・高精度測定手法の開発

２）環境資源の収集・保存・情報化と活用

（１）農業環境資源インベントリーの構築と活用手法の開発

3.85

a 地球温暖化に関する物理環境・ガスフラックスの変動の
検知とモニタリング技術の高度化（温暖化モニタリングRP）
[C11a]

A 3.90

A 4.20

b 農業環境リスク指標の策定手法の開発と土壌情報等農
業環境情報の利用法の開発（農業環境情報・指標RP）
[C21b]

A 4.00

(別添1-2）

（注）総合ランクと総合評価点の関係は、４．５以上：Ｓ 、 ３．５以上４．５未満：Ａ 、 ２．５以上３．５未満：Ｂ 、 １．５以上２．５未満：Ｃ 、 １．５未満：Ｄ

Ｃ　農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究

b 作物・土壌中における放射性物質等の長期モニタリング
と微量化学物質の簡易・高精度測定手法の開発（化学分
析・モニタリングRP）[C11b]

A

a 農業活動が水田と周辺域に生息する生物相とその多様
性に及ぼす影響の解明（水田生物多様性RP）[B11a]

課題評価会議評価結果（小課題ランク整理表）（第２期）

a 情報化学物質による生物間相互作用及び生態系機能発
現機構の解明（情報化学物質生態機能RP）[B12a] S 4.70

１）農業生態系における有害化学物質のリスク管理技術の開発

（１）農業環境中における有害化学物質のリスク評価手法及びリスク管理技術の開発

a 農薬等の環境リスク評価手法及びリスク低減技術の開発
（有機化学物質リスク管理RP）[A11a] S 4.70

c包括的土壌分類試案の策定及び農業環境資源の分類・
データベース公開（環境資源分類RP）[C21c]
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ランク 点数 S A B C D 計
小

課題
ウェイト ランク

１－１　評価・点検の実施と反映 中項目１－１ A 3.09 1 10 0 0 0 11 A

１－２　研究資源の効率的利用及び充実・高度化 中項目１－２ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

１－３　研究支援部門の効率化及び充実・高度化 中項目１－３ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

１－４　産学官連携、協力の促進・強化 中項目１－４ A 3.09 1 10 0 0 0 11 A

１－５　海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化 中項目１－５ A 3.00 0 10 0 0 0 11 A

A11a 0.11

A11b 0.13

A21a 0.07

A21b 0.04

１）農業生態系の構造・機能の解明と評価 大課題Ｂ１ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

（1）農業生態系を構成する生物群集の動態と生物
多様性の解明［B11］

（中課題Ｂ１１） A 3.00 0 11 0 0 0 11 A B11a 0.07

（２）農業生態系機能の発現に関与する情報化学物
質の解明［B12］

（中課題Ｂ１２） A 3.00 0 11 0 0 0 11 A B12a 0.08

２）農業生態系の変動メカニズムの解明と対策技術の開発 大課題Ｂ２ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

（１）地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測
と生産に対するリスク評価［B21］

（中課題Ｂ２１） A 3.00 0 11 0 0 0 11 A B21a 0.09

B22ab 0.12

B22c 0.04

C11a 0.05

C11b 0.06

C21a 0.04

C21b 0.03

C21c 0.07

２－２　研究成果の公表、普及の促進 中項目２－２ A 3.18 2 9 0 0 0 11 A

２－３　専門研究分野を活かしたその他の社会貢献 中項目２－３ A 3.18 2 9 0 0 0 11 S

大項目３ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

７－１　施設及び設備に関する計画 中項目７－１ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

７－２　人事に関する計画 中項目７－２ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

７－３　情報の公開と保護 中項目７－３ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

７－４　環境対策・安全管理の推進 中項目７－４ A 2.91 0 10 1 0 0 11 A

評議会評価結果（ランク整理表）（平成22年度） (別添2-1）

評　価　項　目 項目略称
評議員平均 評議員ランク分布 所内

自己
ランク

小課題評価結果

第１　業務運営の効率化に関する目標を達成するために取る
べき措置

第２　国民に対して提供するｻｰﾋﾞｽその他の業務の質の向上
に関する目標を達成するためとるべき措置

２－１　試験及び研究並びに調査

Ａ　農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発

１）農業生態系における有害化学物質のリスク評価手法及びリスク管理技術の
開発

（１）農業環境中における有害化学物質のリスク評
価手法及びリスク管理技術の開発［A11］

大課題Ａ１
（中課題Ａ１１） A 3.09 1 10 0 0 0 11 A

２）農業生態系における外来生物及び遺伝子組換え生物のリスク管理技術の
開発

（１）外来生物及び遺伝子組換え生物の生態系影響
評価とリスク管理技術の開発［A21］

大課題Ａ２
（中課題Ａ２１） A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

Ｂ　自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明と管理技術の開発

-

-

（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明
［B22］

（中課題Ｂ２２） A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

Ｃ　農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究

１）農業に関わる環境の長期モニタリング

（１）農業環境の長期モニタリングと簡易・高精度測
定手法の開発［C11］

大課題Ｃ１
（中課題Ｃ１１） A 3.00 0 11 0 0 0 11 S

２）環境資源の収集・保存・情報化と活用

（１）農業環境資源インベントリーの構築と活用手法
の開発［C21］

大課題Ｃ２
（中課題Ｃ２１） A 3.00 0 11 0 0 0

（注）評価点の平均値とランクの関係は、３．５以上：Ｓ 、 ２．５以上３．５未満：Ａ 、 １．５以上２．５未満：Ｂ 、 ０．５以上１．５未満：Ｃ 、 ０．５未満：Ｄ

11 A

第３　予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金
計画

第７　その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等
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ランク 点数 S A B C D 計
小

課題
ウェイト ランク

１－１　評価・点検の実施と反映 中項目１－１ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

１－２　研究資源の効率的利用及び充実・高度化 中項目１－２ A 3.09 1 10 0 0 0 11 A

１－３　研究支援部門の効率化及び充実・高度化 中項目１－３ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

１－４　産学官連携、協力の促進・強化 中項目１－４ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

１－５　海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化 中項目１－５ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

A11a 0.11

A11b 0.13

A21a 0.07

A21b 0.04

１）農業生態系の構造・機能の解明と評価 大課題Ｂ１ A 3.09 1 10 0 0 0 11 A

（1）農業生態系を構成する生物群集の動態と生物
多様性の解明［B11］

（中課題Ｂ１１） A 3.00 0 11 0 0 0 11 A B11a 0.07

（２）農業生態系機能の発現に関与する情報化学物
質の解明［B12］

（中課題Ｂ１２） A 3.09 1 10 0 0 0 11 A B12a 0.08

２）農業生態系の変動メカニズムの解明と対策技術の開発 大課題Ｂ２ A 3.18 2 9 0 0 0 11 A

（１）地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測
と生産に対するリスク評価［B21］

（中課題Ｂ２１） A 3.18 2 9 0 0 0 11 A B21a 0.09

B22ab 0.12

B22c 0.04

C11a 0.05

C11b 0.06

C21a 0.04

C21b 0.03

C21c 0.07

２－２　研究成果の公表、普及の促進 中項目２－２ A 3.18 2 9 0 0 0 11 A

２－３　専門研究分野を活かしたその他の社会貢献 中項目２－３ A 3.09 1 10 0 0 0 11 A

大項目３ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

７－１　施設及び設備に関する計画 中項目７－１ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

７－２　人事に関する計画 中項目７－２ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

７－３　情報の公開と保護 中項目７－３ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

７－４　環境対策・安全管理の推進 中項目７－４ B 2.45 0 5 6 0 0 11 B

１）農業生態系における有害化学物質のリスク評価手法及びリスク管理技術の
開発

２）農業生態系における外来生物及び遺伝子組換え生物のリスク管理技術の
開発

Ｂ　自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明と管理技術の開発

２）環境資源の収集・保存・情報化と活用

第３　予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金
計画

第７　その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等

11 0 0 0

第１　業務運営の効率化に関する目標を達成するために取る
べき措置

第２　国民に対して提供するｻｰﾋﾞｽその他の業務の質の向上
に関する目標を達成するためとるべき措置

２－１　試験及び研究並びに調査

Ａ　農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発

Ｃ　農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究

１）農業に関わる環境の長期モニタリング

（１）農業環境中における有害化学物質のリスク評
価手法及びリスク管理技術の開発［A11］

大課題Ａ１
（中課題Ａ１１） S 4.00

評議会評価結果（ランク整理表）（第２期）　　　　　　　

評　価　項　目 項目略称
評議員平均 評議員ランク分布 所内

自己
ランク

0 11 S

小課題評価結果

-

（１）外来生物及び遺伝子組換え生物の生態系影響
評価とリスク管理技術の開発［A21］

大課題Ａ２
（中課題Ａ２１） A 3.09 1 10

0

0 0 0 11 A

0

-

（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明
［B22］

（中課題Ｂ２２） A 3.18 2 9 0 0

0

11 A

（１）農業環境の長期モニタリングと簡易・高精度測
定手法の開発［C11］

大課題Ｃ１
（中課題Ｃ１１） A 3.18 2 9 0 0 11 A

（１）農業環境資源インベントリーの構築と活用手法
の開発［C21］

大課題Ｃ２
（中課題Ｃ２１） A 3.09 1 10

（注）評価点の平均値とランクの関係は、３．５以上：Ｓ 、 ２．５以上３．５未満：Ａ 、 １．５以上２．５未満：Ｂ 、 ０．５以上１．５未満：Ｃ 、 ０．５未満：Ｄ

(別添2-2）

0 0 11 A
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（別添３）

独立行政法人農業環境技術研究所研究課題評価実施要領

１７農環研第９００号

平成１８年３月３１日

最終改正 ２２農環研第１０２５０７号

平成２２年１０月２５日

（目的）

第１条 独立行政法人農業環境技術研究所（以下「研究所」という。）の中期目標・中期計画推進に

おいて適正かつ効率的な運営を確保するために、この要領の定めるところにより研究課題評価を実

施することを目的とする。

（課題評価会議）

第２条 中期計画における調査及び研究の評価は小課題を基本単位とし、課題評価会議において次の

とおり行う。

一 開催時期は、原則として毎年１月とする。

二 開催責任者は、理事長とする。

三 参集範囲は、外部評価委員、役員、研究統括主幹、業務統括主幹、研究コーディネータ、領域

長、センター長及びリサーチプロジェクト（以下「ＲＰ」という。）リーダーとする。

四 課題評価会議においては、外部評価委員及び内部評価委員（研究統括主幹、研究コーディネー

タ、領域長及びセンター長）のピアレビューによる研究課題の評価及び次年度計画の検討を行う

ものとする。

五 評価の基準は、別紙のとおりとする。

六 中期目標期間の最終年度には、当該年度の実績の評価とあわせ、中期目標期間の実績の評価を

行うものとする。また、第４号及び次条に定める次年度計画の検討を行う必要はないものとする。

（RP 成績検討会議）

第３条 RP リーダーは、課題評価会議に先立ち、RP メンバーの出席を得て、当該事業年度の成果及

び次年度計画を検討するための会議を開催することとする。

２ 前項に定める会議には、RP メンバー以外の者が参加することができるものとする。

（事務局）

第４条 課題評価会議の事務局を企画戦略室に置く。

附 則

この要領は、平成１８年４月１日から実施する。

附 則（平成１９年２月５日１８農環研第７６２号）

この要領は、平成１９年２月５日から実施する。

附 則（平成１９年１２月４日１９農環研第１２０４０６号）

この要領は、平成１９年１２月４日から実施する。

附 則（平成２２年１０月２５日２２農環研第１０２５０７号）

この要領は、平成２２年１１月１日から実施する。
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（別紙）

評価の基準

課題評価会議における評価は、以下により行うものとする。

１ 評価単位は、小課題とする。

２ 外部評価委員（3 名以上）及び内部評価委員（研究統括主幹、研究コーディネータ、領域長及び

センター長）を評価者とする。

３ 評価項目は、「（１）進捗状況」、「（２）研究のレベル」、「（３）波及効果の可能性」及び「（４）

研究課題全般」とし、それぞれ下記の５段階で評価する。

（評価項目）

（１）研究課題の進捗状況（中期計画に対する当該年度の進捗状況（中期目標期間の実績の評価の

場合には中期目標期間を通じた進捗状況））

ｓ：目標を大幅に上回る業績が上がっている。

ａ：計画に対して業務が順調に進捗している。

ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている。

ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている。

ｄ: 計計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている。

（２）研究のレベル（質、難易度及び先進性等）

ｓ: かなり高いレベルにある。

ａ: 妥当なレベルにある。

ｂ: やや低いレベルにある。

ｃ: 低いレベルにある。

ｄ: かなり低いレベルにある。

（３）波及効果の可能性（生産者、消費者、地域住民及び行政部局等への社会的貢献を図る観点か

らの波及効果の可能性）

ｓ：可能性が極めて高い。

ａ：可能性が高い。

ｂ：可能性がやや低い。

ｃ：可能性が低い。

ｄ: 可能性は極めて低い。

（４）研究課題全般（小課題としてのフレームワーク、内外との連携、副次的成果等及び任意の評価

軸による評価）

ｓ：極めて優れている。

ａ：概ね良好である。

ｂ：努力を要する。

ｃ：不十分である。

ｄ: 極めて不十分である。

４ ｓ：５点、ａ：４点、ｂ：３点、ｃ：２点、ｄ：１点とし、課題ごとに評価点の合計を「評価者

数×４」で除し、小数点以下２桁目を四捨五入した数値を総合評価点とする。評価点は、外部評価

委員と内部評価委員ごとに算出し、両者の評価点の合計に２分の１掛けで得た数値を総合的な評価

点とする。

総合評価点

4.5 点以上：Ｓ

3.5 点以上：Ａ

2.5 点以上：Ｂ

1.5 点以上：Ｃ

1.5 点未満：Ｄ

５ 評価者は、評価に関するコメントを付す。
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（別添４）

各事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関する評価指針

平成２１年３月１９日

平成２３年３月２８日改訂

農業環境技術研究所評議会

第１ 趣旨

国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成 20 年 10 月 31 日内閣総理大臣決定）、農業技術分科

会における独立行政法人の評価基準の考え方について（平成 14 年３月 13 日農林水産省独立行政法

人評価委員会農業技術分科会（以下「農業技術分科会」という。）決定）、独立行政法人農業環境

技術研究所の各事業年度に係る業務の実績に関する評価基準（農業技術分科会決定）、独立行政法

人農業環境技術研究所の中期目標に係る業務の実績に関する評価基準（平成 23 年３月９日農業技

術分科会決定）等の趣旨を踏まえた適切な各事業年度及び中期目標期間の業務実績評価を実施し、

独立行政法人農業環境技術研究所（以下「研究所」という。）の中期目標・中期計画の適正かつ効

率的な運営を確保するため、独立行政法人農業環境技術研究所評議会規定第６条に基づき評価指針

を定める。

第２ 評価単位、評価指標及び評価ランク

（１）評価単位

評価単位は原則として、中期計画の中項目とする。

ただし、「第３ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画」、「第４ 短期借入金の

限度額」、「第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画」及び「第

６ 剰余金の使途」については、大項目を評価単位とする。なお、第４、第５及び第６については、

実績があった場合に評価を行う。

また、中項目「第２－１ 試験及び研究並びに調査」（以下「試験研究部分」という。）につい

ては、大課題及び中課題を評価単位とする。

上記に基づき設定した評価単位を付表に示す。

（２）評価指標

評価指標は農業技術分科会の定める評価指標とする。

なお、試験研究部分については、指標を定めず、年度計画に掲げられた内容を参考としつつ、中

期計画に掲げられた内容に照らして評価を行う。

（３）評価ランク

以下の５段階評価を基本とする。

Ｓ：目標を大幅に上回る業績が上がっている。

Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している。

Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている。

Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている。

Ｄ：計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている。

なお、評価ランクの定量的な目安及び定量的な評価指標等が設定されている場合の達成度合いの

基準は以下のとおりとする。
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Ｓ：達成度合い１２０％以上

Ａ：達成度合い９０％以上１２０％未満

Ｂ：達成度合い６０％以上９０％未満

Ｃ：達成度合い３０％以上６０％未満

Ｄ：達成度合い３０％未満

第３ 評価手順

評価手順は次のとおりとする。なお、必要に応じ、以下の手順の一部を書面での調整により行う

ことができるものとする。

（１）各評議員による評価

各評議員は、業務実績を確認し、評価単位ごとの評価を行う。この際、試験研究部分につい

ては、別途、独立行政法人農業環境技術研究所研究課題評価実施要領に基づく外部評価が行わ

れているため、その評価結果を十分活用して行う。それ以外の部分については研究所内で行わ

れた自己評価を参考にして行う。

（２）評議員の評価結果の集約

事務局は、各評議員の評価結果を集約し、評価結果（案）を作成する。その際、各評価単位

の評価ランクは以下のとおり算出する。

ア 各評議員の総合評価ランクを以下により点数化する。

Ｓ：４点 Ａ：３点 Ｂ：２点 Ｃ：１点 Ｄ：０点

イ アにより算出した評議員の評価点の平均値を以下によりランク分けする。

３．５以上：Ｓ ２．５以上３．５未満：Ａ １．５以上２．５未満：Ｂ

０．５以上１．５未満：Ｃ ０．５未満：Ｄ

（３）評議会の評価結果の決定

委員長は事務局が作成した評価結果（案）に必要な修正を加えた後、各評議員に諮り、評議

会の評価結果をとりまとめる。

最終的に、評価結果は、評議員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところ

によるものとする。なお、この際、評議員のうち、農環研と関係する機関の役職にあることに

より委員委嘱を受けている者については議決権を有しないものとする。

第４ 評価に関する留意事項

（１）評価の根拠の明示について

評価者は評価を下した理由を明確にするよう留意する。特に、各評価単位でＡ以外の評価ラン

クとする場合には、その理由を評価コメントとして記述する。

（２）評価ランクの決定について

評価ランクについては、第３の（２）において算出されたものを参考とするが、各評議員のコ

メントを十分考慮し、必要な議論を行った上で決定する。
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付表

コ　メ　ン　ト

第２　国民に対して提供するｻｰﾋﾞｽその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１）農業生態系における有害化学物質のリスク評価手法及びリスク管理技術の開発

（１）農業環境中における有害化学物質のリスク評価手法及び
リスク管理技術の開発［A11］

２）農業生態系における外来生物及び遺伝子組換え生物のリスク管理技術の開発

（１）外来生物及び遺伝子組換え生物の生態系影響評価とリス
ク管理技術の開発［A21］

Ｂ　自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明と管理技術の開発

（1）農業生態系を構成する生物群集の動態と生物多様性の解
明［B11］

※

（２）農業生態系機能の発現に関与する情報化学物質の解明
［B12］

※

２）農業生態系の変動メカニズムの解明と対策技術の開発

（１）地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測と生産に対
するリスク評価［B21］

※

（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明［B22］ ※

（１）農業環境の長期モニタリングと簡易・高精度測定手法の開
発［C11］

（１）農業環境資源インベントリーの構築と活用手法の開発
［C21］

（注）評価ランク欄に※印がある区分が評価単位

第７　その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等

評　価　単　位

７－４　環境対策・安全管理の推進

７－２　人事に関する計画

７－３　情報の公開と保護

７－１　施設及び設備に関する計画

２－２　研究成果の公表、普及の促進

２－３　専門研究分野を活かしたその他の社会貢献

第３　予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

第６　剰余金の使途

第５　重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

第４　短期借入金の限度額

Ａ　農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発

１）農業生態系の構造・機能の解明と評価

評価ランク

※

※

※

第１　業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

１－１　評価・点検の実施と反映

１－２　研究資源の効率的利用及び充実・高度化

１－３　研究支援部門の効率化及び充実・高度化

１－４　産学官連携、協力の促進・強化

※

※

※

※

※

※

２）環境資源の収集・保存・情報化と活用

Ｃ　農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究

１）農業に関わる環境の長期モニタリング

１－５　海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化

※

※

※

２－１　試験及び研究並びに調査

※

※

※

※

※

※
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【資料２】

年度-
番号

成果名
利用
分野

H21ラ
ンク

H22ラ
ンク

備考

16-6 渦相関法によるCO2フラッ
クス計算用の実用的プロ
グラム

研究 A A ○現在10機関で研究に活用されており、利用機関は徐々に増加傾向。英
語版のマニュアルが整備できれば、さらに普及が見込まれる。

※

19-7 水稲の温暖化影響評価の
ための「モデル結合型作物
気象データベース」

研究 A A ○H21.3～H22.11のデータダウンロード＆モデル利用件数（合計）が約5600
件、トップページへのアクセス件数が約30万件（前回調査：半年間で３万
件）となっている。主として大学や自治体の研究者に利用されており、論文
引用もあり。今後、最新データのリアルタイム更新機能の追加により利用
者の増加が見込まれる。

16-1 ダイズ子実のカドミウム濃
度を土壌属性から予測す
るための手法

行政 A A ○農林水産省の技術指針に反映され、消費安全局の調査に活用されてい
る（土壌の理化学データに基づく農作物カドミウム汚染リスク予測技術確立
実証調査計画指針　他）

16-3 畑ほ場における窒素動態・
収支シミュレーションシステ
ム

行政 C C ○近年、研究現場に同様の機能を有する他ソフトウエアの普及が進んでい
るため、本成果の今後の普及は困難と考えられる。

17-1 中規模河川における懸濁
性水質サンプルの採取位
置による濃度差は小さい

研究 A A ○環境省プロジェクト（平成20年度地球環境保全等試験研究費（公害防止
等試験研究費）：H20～23年度）の水質調査で利用されている。

17-8 農耕地からの亜酸化窒素
の排出係数は現在のIPCC
デフォルト値よりも低い

研究 Ａ A ○気候変動に関する政府間パネル（IPCC)の発行する国別温室効果ガス
インベントリ作成のためのガイドラインの改訂版（IPCC, 2006年）にデフォル
ト値として採用された。この排出係数のデフォルト値は、今後約10年にわた
り、水田を有する世界各国政府において温室効果ガスの国別インベントリ
作成の作業に用いられる。

18-3 2006年版IPCCガイドライン
に採用された水田から発
生するメタンの新しい算定

行政 Ａ A ○気候変動に関する政府間パネル（IPCC)の発行する国別温室効果ガス
インベントリ作成のためのガイドラインの改訂版（IPCC, 2006年）にデフォル
ト値として採用された この排出係数のデフォルト値は 今後約10年にわた

研究成果の普及・利用状況（平成22年度追跡調査）

生するメタンの新しい算定
方法

ト値として採用された。この排出係数のデフォルト値は、今後約10年にわた
り、水田を有する世界各国政府において温室効果ガスの国別インベントリ
作成の作業に用いられることになる。平成２２年度には、IPCCで作成が進
められている排出係数データベース（EFDB）へ登録された。

18-4 京都議定書第一約束期間
の開始を前に、農耕地から
発生する亜酸化窒素の新
しい排出係数を算定

行政 Ａ A ○環境省および国立環境研究所の発行する「日本国温室効果ガスインベ
ントリ報告書」に採用され、国連気候変動枠組み条約事務局（UNFCCC）へ
の日本からの温室効果ガス発生量の報告に貢献した。

18-5 「水環境保全のための農
業環境モニタリングマニュ
アル改訂版」の発行

行政 B B ○環境省水・大気環境局を含む26機関からの要請に応じて合計46冊を献
本した。佐鳴湖清流ルネサンスⅡ計画の佐鳴湖浄化対策専門員会資料に
引用されるなど、多方面で活用が検討され始めている。

19-8 温室効果ガス3成分自動
同時分析計の開発

行政 A A ○農林水産省生産局事業（水田土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実
証普及事業）において温室効果ガスの分析機として活用され、25,000件
（全国８県９カ所の調査地点のうち３県分）の分析が本機でなされた。また、
２件（20検体）の依頼分析を受託。

新
※

20-5 温室効果ガスの可搬型自
動サンプリング装置の開発

行政 - A ○本装置は民間企業において実用化されて市販されている。温室効果ガ
スの効率的なサンプリングが可能になることから、試験研究機関への本装
置の導入が進みつつある。これまでの販売台数22台。

16-2 カドミウムで汚染された水
田を修復するための土壌
洗浄法

行政 Ａ A ○農林水産省消費安全局の施策（食の安全・安心確保交付金）で実証事
業が１県で実施されている。

※

18-2 イムノクロマトアッセイを用
いた玄米等のカドミウム濃
度簡易測定法

農業 Ａ A ○共同研究をした開発企業より製品が販売され、県試験場、大学、農協、
食品加工メーカー等で利用されている（10数カ所、7000キット程度（前回調
査1000キット））。公定法と比較して精度は落ちるが、特別な施設・機械が
不用で分析が容易で安価なため、簡易分析やスクリーニングの手段として
活用。

19-4 スズメノナスビを台木として
ナス果実中カドミウム濃度
を低減

農業 B B ○新聞・雑誌で紹介されている。ナスを含む果菜類のカドミウム含有量に
は国際基準値があるが、現在は国内基準値が設定されていない。3-5年後
には設定される可能性があり、国内基準が設定されれば、すぐに対応でき
る。
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年度-
番号

成果名
利用
分野

H21ラ
ンク

H22ラ
ンク

備考

16-7 農作物中の殺虫剤イミダク
ロプリドは簡易かつ迅速に
分析できる

行政 B B ○活用を想定している都道府県農試やJA等における普及には温度差があ
り、農産物の安全性確保に資するための当該技術の活用をより加速化さ
せるために、委託事業研究でその利用方法を進めることを検討している。

17-2 クロロ及びメチルチオトリア
ジン系農薬を完全分解で
きる複合微生物系

研究 B B ○特許6件出願、その内本年度特許2件取得。現在製品化及び事業化に
向けて関連企業と協議中。分解菌の種類が少なく対応できる有機汚染物
質の種類が限定されるため、メラミン分解菌も単離同定し、特許出願した。

17-3 珪藻の除草剤感受性を群
集レベルの生育速度によ
り簡易に検定する

研究 A A ○農薬メーカー１社が本研究所で技術を取得しスクリーニング等に活用し
ている。また、２大学が研究開発に活用。なお、本成果は、平成21年度日
本農薬学会賞(奨励賞)を受賞(平成21年3月)。

18-1 ディルドリンを吸収しにくい
カボチャ台木を用いてキュ
ウリ果実中の残留濃度を
低減

農業 Ａ A ○農林水産省が「平成19年農業技術の基本方針」に活用（H19）。関連論
文が，ＥＵの諮問を受けた欧州食品安全機関（EFSA）による作物残留基準
引き上げに関する意見書で活用。農林水産省消費安全局事業（残留農薬
対策事業）で活用。

19-1 コガタシマトビケラ１齢幼虫
を用いた農薬の急性毒性
試験法マニュアル

研究 B B ○環境省「水産動植物登録保留基準の運用・高度化検討会」の依頼により
マニュアルを提供した。環境省の平成23年度予算要求（農薬環境影響対
策費の概算要求）の参考資料として、本研究成果が引用されている。本成
果は、農薬登録保留基準値設定においても活用が期待されるが、そのた
めには行政部局との調整が必要。

19-2 環境への負荷がより小さ
い低濃度エタノールを用い
た低コストの新規土壌消毒
法の開発

研究 B B ○共同研究機関により上市の準備中。都道府県農業試験場、企業、ＪＡ、
農家等からの問い合わせ多数あり。

19-3 ゼロエミッションを目指した
もみ殻ガス化残渣の有効
利用

企業 B B ○特許３件出願し、その内１件特許取得。現在製品化、事業化に向けて関
連企業と協議中。

新

20-1 キュウリのディルドリン残
留濃度を予測できる土壌
抽出法

行政 - B ○特許公開中（特開2010-038613）。アグリビジネスフェア2010への出展，
シンポジウムや講演会において成果を公表。また、現地圃場で土壌診断
法としての有効性を確認。圃場内のPOPs残留濃度分布が多様であり、現
場適用に向けた多検体同時判定法の確立、統計学を基礎とした最適サン場適用に向けた多検体同時判定法の確立、統計学を基礎とした最適サン
プリング数の提示について検討中。また、土壌診断法としての費用および
分析時間の縮減が必要。

新

20-2 カボチャのヘプタクロル類
汚染対策技術

行政 - B ○現地圃場で低吸収性品種および活性炭による吸収抑制効果を検証中。
低吸収品種の形状（尻凸）が生産者に嫌われている。また、問題が顕在化
している北海道の粗放的な輪作体系においては、活性炭は、費用の面で
採用困難。

※

16-4 解毒酵素遺伝子塩基配列
の違いを利用した有機リン
剤抵抗性ワタアブラムシの
識別法

研究 B C ○現在，アブラムシ類に対してはネオニコチノイド系殺虫剤が効果を示して
おり，有機リン系殺虫剤抵抗性が大きな問題になっていない。

16-5 アジア・太平洋外来生物
データベースシステムの構
築

研究 A A ○H20年度のデータベース更新（システムの修正、データ追加等）、国際シ
ンポジウムでのアピール等によりアクセス数が年平均10万件以上に増加し
た。H16～H22.11のアクセス数37万件。

17-4 アオコの増殖抑制植物を
検定する「リーフディスク
法」の開発

研究 B B ○２～３の研究機関（島県立総合技術研究所環境センター、福井県衛生研
究所、海外（アメリカ合衆国）でも活用例がある。

17-5 固体ＮＭＲによるアロフェ
ン・イモゴライトの検出とAl
配位数解析

研究 A A ○多数の論文引用（26報）があり、技術が活用されていると考えられる。

17-6 高感度・高精度・迅速なシ
アナミド定量法

研究 A A ○論文引用（5報）があり、技術が活用されていると考えられる。

17-7 導入天敵昆虫等の新たな
生態系影響評価方法と導
入判断基準

農業 C C ○農林水産省だけでなく環境省を含めた他省庁との行政面での擦り合わ
せ，現制度上の問題点など研究機関では対応できない事柄が多くあるた
め。

新

20-4 性フェロモンを利用したナ
シマダラメイガの発生予察
用誘引剤

農業 - B ○特許公開段階。対象害虫の発生を調査する誘引剤として市販に向けて
品質の確認の検討が進められている。誘引剤として商品化に必要な事項
の検討は順調に進んでおり、供試品による実用性の確認後、商品が販売
される予定である。
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年度-
番号

成果名
利用
分野

H21ラ
ンク

H22ラ
ンク

備考

19-5 土壌DNAによる土壌生物
相解析マニュアル

研究 A A ○本マニュアルは2009年1月からweb公開されており、農水プロジェクト研
究（eDNAプロ）に参画する独法、県試験場、大学の共通マニュアルとして
14機関で活用されている。現在、このマニュアルに基づいて得られたデー
タのデータベース化が進められており、その活用事例は今後も増えること
が予想される。

19-6 葉の表面に棲む生分解性
プラスチック分解酵母

研究 B B ○特許公開段階。民間会社の問い合わせ、持ち込み試料分析の対応等が
多数ある。他省庁プロジェクト予算を獲得し、現場適用のための改良研究
実施中。

新

20-3 植物の葉から採れたカビ
が生分解性プラスチックを
強力に分解

研究 - B ○特許公開段階。民間会社の問い合わせ、持ち込み試料分析の対応等が
多数ある。他省庁プロジェクト予算を獲得し、現場適用のための改良研究
実施中。

16-8 水稲作付地を衛星搭載
レーダと地理情報を用いて
確実に精度良く検出する
技術

行政 A A ○農林水産省大臣官房統計部が平成21年度より実施中の「水稲作付面積
調査における衛星画像活用事業」において，本成果で開発した手法が活
用されている。

※

19-9 広域的な栽培歴情報を集
積し、共用するためのWeb
データベース

研究 B A ○アクセス数は直近４週間で約13,800件（前年同時期：約7,700）となり順調
に増加している。

新
※

20-6 明治時代初期の関東地方
の土地利用をインターネッ
トで閲覧できるシステムを
開発

研究 - A ○アクセス数（直近１ヶ月のGoogleAnalyticsでの統計データのセッション
数）は約2400。九州大学、農研機構（近中四）の研究で活用されている。

新
※

20-7 北海道内の広域で発生し
た新害虫はヘリキスジノメ
イガだった

農業 - A ○成果は直ちに植物防疫情報として生産者、農業関係者に周知され、対
策が行われた。その後も行政の要請に基づき調査・指導等の対応を実施
した。

（注）※：普及・活用の変化があるもの（活用拡大、ランク変化等）。　新：今回が初めての調査
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【資料 3】 

平成 22 年度「普及に移しうる成果」及び「主要成果」一覧 

 

 

普及に移しうる成果*                                                             

 1. 塩化鉄によるカドミウム汚染水田の実用的土壌洗浄技術                              

 2. 生物多様性に関する情報を収集、蓄積、提供するための WEB 版農業景観調査情報 

システム（RuLIS WEB）                                      

 3. イネ群落内の微気象を捉える自立型気象観測パッケージ「MINCER」                       

 4. 気象、土壌、農地利用、温室効果ガスに関する情報をまとめて取得できる web システム        

 5. イムノクロマトキットを用いた農産物のカドミウム濃度の簡易測定手法              

 6. 南西諸島で多発生した害虫は日本初発生のアフリカシロナヨトウである  

 7. 昆虫インベントリー統合データベースシステム                                           

 8. 全国土を詳細に区分できる包括的土壌分類第１次試案                                      

 

主要成果                                                                         

 1. ディルドリン汚染地では、ウリ科作物、根菜類、イモ類の栽培を避けるのが適切            

 2. 水田で使用する農薬の河川における濃度変化を予測し地図上に表示するシミュレーション 

モデルの開発                       

 3. 土壌中におけるジフェニルアルシン酸の化学形態変化とイネへの移行                    

 4. スズメノナスビの根によるカドミウム吸収抑制を可視化                

 5. 農作物中のカドミウム低減対策技術集                                                 

 6. 西オーストラリアからの輸入小麦に混入していた除草剤抵抗性雑草種子                      

 7. 天敵昆虫ナミテントウの幼虫に対する農地周辺植生に生息するアブラムシの餌適性を解明      

 8. 特定外来生物ナガエツルノゲイトウは水田に侵入し拡散する                      

 9. ダイズ花粉の空中飛散量は少なく、飛散距離も短い                                         

10. 道路沿いのセイヨウナタネは草刈りなどの攪乱の多い環境に生育しやすい                        

11. 大規模圃場で水稲の自然交雑率を実測しました                                

12. 防風ネット・防風植生による交雑抑制効果を評価する数値モデル                  

13. 有機・減農薬栽培は水田の水生昆虫にプラスの効果があり、その効果は周辺の環境によって違う   

14. 水田、休耕田、河川における湿性多年草タコノアシの個体群動態に及ぼす除草剤の影響        

15. 日本原産のシランのアレロパシーとそのアレロケミカルの同定  

16. コナガの天敵である寄生蜂コナガサムライコマユバチが寄主探索で利用する植物揮発性成分        
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17. 国際観測ネットワークでイネの高温障害を解明する                

18. 広域水収支モデルにより天水田地帯の水稲作付面積を推定する           

19. イネ生育期間中の CO2・温度上昇は水田からのメタン発生量を大幅に増加させる                  

20. 「三次メッシュ気象値ファイル」の WEB ブラウジング化プログラム                           

21. 日本の水田と黒ボク土畑に適合する改良 RothC モデル                                  

22. 化学肥料の施肥由来のアンモニア発生インベントリー                  

23. 日本の農地土壌の物理的性質データベース SolphyJ の作成                   

24. 窒素・酸素安定同位体自然存在比を用いた地下水中の硝酸イオンの起源推定と脱窒過程の評価  

25. 浅層地下水を通じた環境負荷物質の混合・減衰と濃度分布を面的に予測するための 

GIS モデル MacT の開発  

26. 農地由来の硝酸性窒素による地下水汚染リスク評価システム RealN の開発      

27. ガスフラックスのモニタリングにもとづくイネ単作田の年間炭素収支とその年次間変動       

28. 温度が土壌からの温室効果ガスの発生と吸収に及ぼす影響を自動連続測定できる実験装置      

29. チベット高原における草原生存極限（草線）の気候条件                                  

30. WEB 上で手軽に実行できる渦相関法データ処理システム                  

31. 「谷津田」に代表される枝流水田の分布状況の空間指標としての役割               

32. 赤かび毒デオキシニバレノールを分解する細菌 Nocardioides sp. WSN05-02 株を 

ムギ栽培圃場から分離                  

33. 昆虫文献目録「三橋ノート」全 476 冊の画像の完全公開           

34. 土生コレクション・オサムシ科の標本目録                  

35. オサムシ科標本情報閲覧システム                           

36. 微地形区分による農地の精密土壌図の作成                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

*「普及に移しうる成果」とは、行政部局、検査機関、民間、他の試験研究機関（他独法、大学等）および農業現場等で活用

されることが期待され、研究所として積極的に広報活動および普及活動を行うべき重要な成果を選定したものです。 
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番号
小課題
番号

成果タイトル 掲載誌名 IF

1 A11a
Biodegradation of dieldrin by a soil fungus isolated from a soil
with annual endosulfan applications

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND
TECHNOLOGY

4.6

2 A11a
Dieldrin-dissolving abilities of the xylem saps of several plant
families, particularly Cucurbita pepo L.

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND
CHEMISTRY

2.6

3 A11a
Recent technology on bio-remediation of POPs and presistemt
pesticides

JARQ-JAPAN AGRICULTURAL
RESEARCH QUARTERLY

0.4

4 A11a

Determination of imidacloprid in paddy water and soil by liquid
chromatography electrospray ionization-tandem mass
spectrometry

JOURNAL OF ANALYTICAL
CHEMISTRY

0.6

5 A11a
Clean up of petroleum-hydrocarbon contaminated soils using
enhanced bioremediation system: laboratory feasibility study

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
ENGINEERING-ASCE

1.0

6 A11a
Biological soil disinfestation using ethanol: effect on Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici and soil microorganisms

JOURNAL OF GENERAL PLANT
PATHOLOGY

0.0

7 A11a
A new endosulfan-degrading fungus, Mortierella species,
isolated from a soil contaminated with organochlorine pesticides JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE 0.9

8 A11a
In-situ growth rate of Microcystis spp. and their growth-limiting
factors: use of cellular RNA content LIMNOLOGY 1.0

9 A11a
Bioconversion of dieldrin by wood-rotting fungi and metabolite
detection PEST MANAGEMENT SCIENCE 2.2

10 A11a
Chalcone suppresses lignin biosynthesis in illuminated soybean
cells WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT 0.7

11 A11a

Chlorothalonil degradation by Ochrobactrum lupini strain TP-D1
and identification of its metabolites

WORLD JOURNAL OF
MICROBIOLOGY AND
BIOTECHNOLOGY

1.1

12 A11a
コムギ作における各種作付体系がカラスムギの動態に及ぼす影
響：ポット試験による評価 雑草研究 0.0

13 A11a
リグニン生合成系制御に関する生理生化学的研究

雑草研究 0.0

14 A11a
ジクワット･パラコート液剤処理および麦桿の被覆がカラスムギ種
子の出芽に及ぼす影響 雑草研究 0.0

15 A11a
ネズミムギに対する主要ムギ類用土壌処理型除草剤の防除効果

雑草研究 0.0

16 A11a
11種の水稲用除草剤の確率的生態リスク評価

日本リスク研究学会誌 0.0

17 A11b
Detection of a QTL for accumulating Cd in rice that enables
efficient Cd phytoextraction from soil BREEDING SCIENCE 1.4

18 A11b
単一検出器型高分解能誘導結合プラズマ質量分析装置を用い
る穀物のストロンチウムと鉛の同位体比分析 BUNSEKI KAGAKU （分析化学） 0.4

19 A11b
Physiological role of sodium in the growth of the halophyte
suaeda salsa (L.) pall. under high-sodium conditions CROP SCIENCE 1.7

20 A11b
Cadmium distribution in the root tissues of solanaceous plants
with contrasting root-to-shoot Cd translocation efficiencies

ENVIRONMENTAL AND
EXPERIMENTAL BOTANY

3.2

21 A11b
Effects of arsenic compound amendment on arsenic speciation
in rice grain

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND
TECHNOLOGY

4.6

22 A11b
Air-drying and liming effects on exchangeable cadmium
mobilization in contaminated soils: A repeated batch extraction

d

GEODERMA 2.5

23 A11b
Air-drying and liming effects on exchangeable cadmium
mobilization in contaminated soils: A repeated batch extraction
t d

GEODERMA 2.5

24 A11b

Transformation of diphenylarsinic acid in agricultural soils
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
QUALITY

2.3

25 A11b
Reduction of cadmium uptake in spinach (Spinacia oleracea L.)
by soil amendment with animal waste compost

JOURNAL OF HAZARDOUS
MATERIALS

4.1

査読付論文一覧（Ｈ22）
【資料４】
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番号
小課題
番号

成果タイトル 掲載誌名 IF

26 A11b
Heavy metal contamination of agricultural soil and
countermeasures in Japan PADDY AND WATER ENVIRONMENT 0.0

27 A11b
Heavy metal pollution of soil and risk alleviation methods based
on soil chemistry PEDOLOGIST 0.0

28 A11b
Effects of nitrogen fertilizer ph and electrical conductivity on
the solubility of cadmium in soil solution PEDOLOGIST 0.0

29 A11b

Developing of a simple method for screening soybean seedling
cadmium accumulation to select soybean genotypes with low
seed cadmium

PLANT AND SOIL 2.5

30 A11b
EXAFS speciation and phytoavailability of Pb in a contaminated
soil amended with compost and gypsum

SCIENCE OF THE TOTAL
ENVIRONMENT

2.9

31 A11b

Possible chemical forms of cadmium and varietal differences in
cadmium concentrations in the phloem sap of rice plants (Oryza
sativa L.)

SOIL SCIENCE AND PLANT
NUTRITION

1.0

32 A21a

Evaluation of total allelopathic activity of heartseed walnut
(Juglans ailanthifolia Carr.) and its potential to control black
locust (Robinia pseudo-acacia L.)

ALLELOPATHY JOURNAL 0.8

33 A21a

Influence of irradiation on dispersal ability and survival rate in
the sugarcane click beetle Melanotus okinawensis Ôhira
(Coleoptera: Elateridae)

APPLIED ENTOMOLOGY AND
ZOOLOGY

0.6

34 A21a
Estimation of the dispersal ability of Melanotus okinawensis
(Coleoptera: Elateridae) larvae in soil

APPLIED ENTOMOLOGY AND
ZOOLOGY

0.6

35 A21a

Influence of aphid–host plant pairs on the survivorship and
development of the multicolored Asian ladybird beetle:
implications for the management of vegetation in rural
landscapes

ECOLOGICAL RESEARCH 1.5

36 A21a
Unusually high levels of bio-available phosphate in the soils of
Ogasawara Islands, Japan: Putative influence of seabirds GEODERMA 2.5

37 A21a

Estimation of the process invaded by accidentally introduced
strains of Abutilon theophrasti into Japan: Temporal change of
chloroplast DNA haplotype frequencies across a century

JARQ-JAPAN AGRICULTURAL
RESEARCH QUARTERLY

0.4

38 A21a
Adaptive management of sika deer populations in Hokkaido,
Japan: theory and practice POPULATION ECOLOGY 1.5

39 A21a
Contamination of internationally traded wheat by herbicide-
resistant Lolium rigidum WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT 0.7

40 A21b
Three-dimensional prediction of maize pollen dispersal and
cross-pollination, and the effects of windbreaks

ENVIRONMENTAL BIOSAFETY
RESEARCH

0.0

41 A21b
Hybridization between GM soybean (Glycine max (L.) Merr.) and
wild soybean (Glycine soja Sieb. et Zucc.) under field conditions

ENVIRONMENTAL BIOSAFETY
RESEARCH

0.0

42 A21b
Presistence of feral opulations of Brasica napuso originated
from spilled seeds around the Kashima seaport in Japan

JARQ-JAPAN AGRICULTURAL
RESEARCH QUARTERLY

0.4

43 A21b
Wind tunnel and field assessment of pollen dispersal in Soybean
[Glycine max (L.) Merr.] JOURNAL OF PLANT RESEARCH 1.5

44 A21b
イネの穂ばらみ期冷温による不稔発生条件下における遠隔距離
と交雑率の関係 日本作物学会記事 0.0

45 B11a

A framework for monitoring the status of populations: An
example from wader populations in the East Asian–Australasian
flyway

BIOLOGICAL CONSERVATION 3.2

46 B11a

Early-stage impacts of sika deer on structure and function of
the soil microbial food webs in a temperate forest: A large-scale
experiment

FOREST ECOLOGY AND
MANAGEMENT

2.0

47 B11a

Propagation of Aphelenchus avenae Bastian (Aphelenchidae)
and Filenchus misellus Andrassy (Tylenchidae) on seven fungal
isolates of Rhizoctonia solani as food source

NEMATOLOGICAL RESEARCH（日本線
虫学会誌）

0.0

48 B11a
Seasonal and sexual differences in migration timing and fat
deposition in the Greater White-fronted Goose ORNITHOLOGICAL SCIENCE 0.0

49 B11a
Silent night in Japanese rice fields? A population decline in the
greater painted snipe ORNITHOLOGICAL SCIENCE 0.0

参考－20



番号
小課題
番号

成果タイトル 掲載誌名 IF

50 B11a
Limitations on tree seedling establishment across ecotones
between abandoned fields and adjacent broad-leaved forests in
eastern Japan

PLANT ECOLOGY 1.6

51 B11a
A 250-year index of first flowering dates and its response to
temperature changes

PROCEEDINGS OF THE ROYAL
SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES

4.9

52 B11a
関東地域における特定外来生物カワヒバリガイの現状と侵入･拡
大プロセス SESSILE ORGANISMS 0.0

53 B11a
Landform type and land improvement intensity affect floristic
composition in rice paddy fields from central Japan WEED RESEARCH 2.0

54 B11a
農村の生物多様性　Origins and development of research on
biodiversity in rural landscape ランドスケープ研究 0.0

55 B11a マクロ生態学：生態的特性に注目して 日本生態学会誌 0.0

56 B12a
Cyclolavandulyl butyrate: an attractant for a mealybug
parasitoid, Anagyrus sawadai (Hymenoptera: Encyrtidae)

APPLIED ENTOMOLOGY AND
ZOOLOGY

0.6

57 B12a

Orientation of the parasitic wasp, Cotesia vestalis (Haliday)
(Hymenoptera: Braconidae), to visual and olfactory cues of field
mustard flowers, Brassica rapa L. (Brassicaceae), to exploit food
sources

APPLIED ENTOMOLOGY AND
ZOOLOGY

0.6

58 B12a
Evaluation of methods of determining humic acids in nucleic
acid samples for molecular biological analysis

BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND
BIOCHEMISTRY

1.3

59 B12a

Production and characterization of a large population of cDNA-
overexpressing transgenic rice plants using Gateway-based full-
length cDNA expression libraries

BREEDING SCIENCE 1.4

60 B12a
Host-searching responses to herbivory-associated chemical
information and patch use depend on mating status of female
solitary parasitoid wasps

ECOLOGICAL ENTOMOLOGY 1.7

61 B12a

Females of Cotesia vestalis, a parasitoid of diamondback moth
larvae, learn to recognise cues from aphid-infested plants to
exploit honeydew

ECOLOGICAL ENTOMOLOGY 1.7

62 B12a
The sex pheromone of the lima bean pod borer Etiella
zinckenella (Treitschke)

JARQ-JAPAN AGRICULTURAL
RESEARCH QUARTERLY

0.4

63 B12a

Biological control of Rhizoctonia damping-off of cucumber by a
transformed Pseudomonas putida strain expressing a chitinase
from a marine bacterium

JARQ-JAPAN AGRICULTURAL
RESEARCH QUARTERLY

0.4

64 B12a

Ethanol production from ensiled rice straw and whole-crop
silage by the simultaneous enzymatic saccharification and
fermentation process

JOURNAL OF BIOSCIENCE AND
BIOENGINEERING

1.7

65 B12a

Present or past herbivory: a screening of volatiles released from
Brassica rapa under caterpillar attacks as attractants for the
solitary parasitoid, Cotesia vestalis

JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY 2.4

66 B12a
Development of an in vitro system for the evaluation of
allelopathic activities of asparagus calluses

JOURNAL OF THE JAPANESE
SOCIETY FOR HORTICULTURAL
SCIENCE (園芸学会雑誌)

1.0

67 B12a
Male killing and incomplete inheritance of a novel spiroplasma in
the moth Ostrinia zaguliaevi MICROBIAL ECOLOGY 3.3

68 B12a Carbon sources of natural cyanamide in Vicia villosa subsp.
i

NATURAL PRODUCT RESEARCH 0.8

69 B12a Phytotoxic studies of medical plant species of Pakistan PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY 0.5

70 B12a
Microarray analysis of Arabidopsis plants in response to
allelochemical L-DOPA PLANTA 3.4

71 B12a
Variation in courtship ultrasounds of three Ostrinia moths with
different sex pheromones PLOS ONE 4.4

72 B12a
Herbivore-specific, density-dependent induction of plant
volatiles: honest or "cry wolf" signals? PLOS ONE 4.4

73 B12a
Contribution of militarine and dactylorhin A to the plant growth-
inhibitory activity of a weed-suppressing orchid, Bletilla striata WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT 0.7

74 B12a
Quantitative evaluation of allelopathic potentials in soils: Total
activity approach WEED SCIENCE 1.5
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番号
小課題
番号

成果タイトル 掲載誌名 IF

75 B21a

Combined effects of elevated [CO2] and high night temperature
on carbon assimilation, nitrogen absorption, and the allocations
of C and N by rice (Oryza sativa L.)

AGRICULTURAL AND FOREST
METEOROLOGY

3.2

76 B21a
Coupling land surface and crop growth models to estimate the
effects of changes in the growing season on energy balance and
water use of rice paddies

AGRICULTURAL AND FOREST
METEOROLOGY

3.2

77 B21a
The lowland paddy weed Monochoria vaginalis emits N2O but
not CH4

AGRICULTURE ECOSYSTEMS &
ENVIRONMENT

3.1

78 B21a

Trasits reposible for variation in pollination and seed set among
six rice cultvars grown in a miniature paddy field with free air at
a hot, humid spot in China

AGRICULTURE ECOSYSTEMS &
ENVIRONMENT

3.1

79 B21a
Potential predictability of local paddy rice yield variation using a
crop model with local areal information

Agricultural Information Research (農業
情報研究）

0.0

80 B21a
Probabilistic evaluation of climate change impacts on paddy rice
productivity in Japan CLIMATIC CHANGE 3.6

81 B21a
Microbial biomass carbon and methane oxidation influenced by
rice cultivars and elevated CO2 in a Japanese paddy soil

EUROPEAN JOURNAL OF SOIL
SCIENCE

2.1

82 B21a
Response of the floating aquatic fern Azolla filiculoides to
elevated CO2, temperature, and phosphorus levels HYDROBIOLOGIA 1.8

83 B21a

Variations in water resources in the Vietnamese Mekong Delta
in response to climate change and their impacts on rice
production

JOURNAL OF AGRICULTURAL
METEOROLOGY (農業気象)

0.0

84 B21a
Estimation of water saturated areas in Northeast Thailand using
a Large-scale water balance model

JOURNAL OF AGRICULTURAL
METEOROLOGY (農業気象)

0.0

85 B21a

Diagnostics of Climate Model Biases in Summer Temperature
and Warm-Season Insolation for the Simulation of Regional
Paddy Rice Yield in Japan

JOURNAL OF APPLIED
METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY

1.9

86 B21a

Estimation and verification of daily surface shortwave flux over
China

JOURNAL OF THE
METEOROLOGICAL SOCIETY OF
JAPAN　（気象集誌）

1.1

87 B21a
Effects of low root temperature on dry matter production and
root water uptake in rice plants PLANT PRODUCTION SCIENCE 0.9

88 B21a
Dangerous levels of climate change for agricultural production in
China

REGIONAL ENVIRONMENTAL
CHANGE

1.3

89 B21a
日本で使用された有機塩素系農薬類の北極域への移動に関す
るマルチメディアモデル解析 環境工学研究論文集 0.0

90 B21a
Projection of Effects of Climate Change on Rice Yield and Keys
to Reduce Its Uncertainties

作物、環境と生物情報学（Crop,
Environment & Bioinformatics ）

0.0

91 B22ab
Limited ammonia volatilization loss from upland fields of
Andosols following fertilizer applications

AGRICULTURE ECOSYSTEMS &
ENVIRONMENT

3.1

92 B22ab
Deposition velocity of PM2.5 sulfate in the summer above a
deciduous forest in central Japan ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 3.1

93 B22ab
Effects of free-air CO2 enrichment (FACE) and soil warming on
CH4 emission from a rice paddy field: impact assessment and
stoichiometric evaluation

BIOGEOSCIENCES 3.2

94 B22ab

Effect of timing of joint application of hydroquinone and
dicyandiamide on nitrous oxide emission from irrigated lowland
rice paddy field

CHEMOSPHERE 3.3

95 B22ab

Evaluation of effectiveness of enhanced-efficiency fertilizers as
mitigation options for N2O and NO emissions from agricultural
soils: meta-analysis

GLOBAL CHANGE BIOLOGY 5.6

96 B22ab

Soil clone library analyses to evaluate specificity and selectivity
of PCR primers targeting fungal 18S rDNA for denaturing-
gradient gel electrophoresis (DGGE)

MICROBES AND ENVIRONMENTS 1.0

97 B22ab
Carbon resources of residue and manure in Japanese farmland
soils

NUTRIENT CYCLING IN
AGROECOSYSTEMS

1.4

98 B22ab
Effects of rice straw returning methods on N2O emission during
wheat-growing season

NUTRIENT CYCLING IN
AGROECOSYSTEMS

1.4
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番号
小課題
番号

成果タイトル 掲載誌名 IF

99 B22ab

Methane and nitrous oxide emissions from rice paddy soil as
influenced by timing of application of hydroquinone and
dicyandiamide

NUTRIENT CYCLING IN
AGROECOSYSTEMS

1.4

100 B22ab
Effect of water management on greenhouse gas emissions and
microbial properties of paddy soils in Japan and Indonesia PADDY AND WATER ENVIRONMENT 0.0

101 B22ab Validation and modification of soil organic matter model in Asia PEDOLOGIST(ペドロジスト) 0.0

102 B22ab

Humification processes of needle litters on forest floors in
Japanese cedar (Cryptomeria japonica) and Hinoki cypress
(Chamaecyparis obtusa) plantations in Japan

PLANT AND SOIL 2.5

103 B22ab
Atmospheric NH3 and NO2 concentration and nitrogen
deposition in an agricultural catchment of Eastern China

SCIENCE OF THE TOTAL
ENVIRONMENT

2.9

104 B22ab
Wheat straw management affects CH4 and N2O emissions from
rice fields SOIL BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 3.0

105 B22ab
Ammonia exchange on grasslands in an intensive dairying region
in central Japan

SOIL SCIENCE AND PLANT
NUTRITION

1.0

106 B22ab
Impact of long-term application of fertilizers on N2O and NO
production potential in an intensively cultivated sandy loam soil WATER AIR AND SOIL POLLUTION 1.7

107 B22ab 経済発展に伴う食料生産量変化と環境負荷：中国とインドの比較 現代インド研究 0.0

108 B22ab 北日本における亜硝酸ガス濃度と窒素酸化物由来成分の挙動 大気環境学会誌 0.0

109 B22c
REVIEW Vegetation-based wastewater treatment technologies
for rural areas in Japan

JARQ-JAPAN AGRICULTURAL
RESEARCH QUARTERLY

0.4

110 B22c
Behavior of zinc in a constructed wetland system receiving
domestic wastewater

JOURNAL OF WATER AND
ENVIRONMENT TECHNOLOGY

0.0

111 B22c
畜産業を伴う赤黄色土野菜畑地帯の河川における窒素，リンの
流出 日本土壌肥料学雑誌 0.0

112 B22c 東北タイで用いられているマルチ資材としての牛糞の性能評価 熱帯農業研究 0.0

113 C11a
Initial response of plant functional groups abundance to
simulated climatic change in alpine meadow ecosystems ACTA AGRESTIA SINICA　（草地学報） 0.0

114 C11a

Climatology characteristics and comparisons of long-wave
radiation on two Alpine vegetation types CHINESE JOURNAL OF

AGROMETEOROLOGY (中国農業気象)
0.0

115 C11a
Comparative analysis of soil heat flux between two alpine
meadow vegetation types at Haibei station, Qilian mountains CHINESE JOURNAL OF

AGROMETEOROLOGY (中国農業気象)
0.0

116 C11a
A study on the relationship between Atlantic sea surface
temperature and Amazonian greenness ECOLOGICAL INFORMATICS 1.3

117 C11a

More asymmetric tree competition brings about more
evapotranspiration and less runoff from the forest ecosystems:
A simulation study

ECOLOGICAL MODELLING 1.9

118 C11a
The effect of estimated PAR uncertainties on the physiological
processes of biosphere models ECOLOGICAL MODELLING 1.9

119 C11a

Changes in atmospheric environmental conditions following the
greening (tree planting) in the central part of the Taklimakan
Desert

JOURNAL OF ECOTECHNOLOGY
RESEARCH （エコテクノロジー研究）

0.0

120 C11a
Radiation partitioning and its relation to environmental factors
above a meadow ecosystem on the Qinghai-Tibetan Plateau

JOURNAL OF GEOPHYSICAL
RESEARCH

3.1

121 C11a
Rapid changes in δ13C of ecosystem-respired CO2 after
sunset are consistent with transient 13C enrichment of leaf
respired CO2

NEW PHYTOLOGIST 6.0

122 C11a
Short term response of functional plant groups abundance to
simulated climate change in alpine meadow ecosystem

草業学報 (ACTA PRATACULTURAE
SINICA)

0.0

123 C11a
Hydrothermal characteristics of the land-atmospheric system in
an alpine area of West Nyainqentanglha mountains

地理科学进展(PROGRESS IN
GEOGRAPHY)

0.0

124 C11a
Altitudinal distribution of air temperature over a southern slope
of Nyainqentanglha mountains, Tibetan Plateau 地理科学(Scientla Geographica Sinica) 0.0

125 C11b

Change of the Asian dust source region deduced from the
relationship between anthropogenic radionuclides in surface soil
and precipitation in Mongolia

ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND
PHYSICS

4.9
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番号
小課題
番号

成果タイトル 掲載誌名 IF

126 C11b
釧路湿原久著呂川後背湿地における土砂堆積履歴と堆積厚の
推定 日本生態学会誌 0.0

127 C21a

Testing genetic algorithm as a tool to select relevant
wavebands from field hyperspectral data for estimating pasture
mass and quality in a mixed sown pasture using partial least
squares regression

GRASSLAND SCIENCE 0.0

128 C21a
Assessing land-use and carbon stock in slash-and-burn
ecosystems in tropical mountain of Laos based on time-series
satellite images

INTERNATIONAL JOURNAL OF
APPLIED EARTH OBSERVATION AND
GEOINFORMATION

1.8

129 C21a

Potential for spectral indices to remotely sense phosphorus and
potassium content of legume-based pasture as a means of
assessing soil phosphorus and potassium fertility status

INTERNATIONAL JOURNAL OF
REMOTE SENSING

1.1

130 C21a
Detecting seasonal changes in crop community structure using
day and night digital images

PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING
AND REMOTE SENSING

1.1

131 C21a
Estimating paddy rice leaf area index with fixed point continuous
observation of near infrared reflectance using a calibrated
digital camera

PLANT PRODUCTION SCIENCE 0.9

132 C21a

A multiband polarimetric imager for field crop survey —
instrumentation and preliminary observations of heading-stage
wheat canopies—

PLANT PRODUCTION SCIENCE 0.9

133 C21a
The function of remote sensing in support of environmental
policy REMOTE SENSING 0.0

134 C21a
A two-step filtering approach for detecting maize and soybean
phenology with time-series MODIS data REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 3.6

135 C21a
The photochemical reflectance index (PRI) and the remote
sensing of leaf, canopy and ecosystem radiation use
efficiencies: A review and meta-analysis

REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 3.6

136 C21a
Mapping LAI of cropland and abandoned cropland using ground
observation data and classified QuickBird image システム農学 0.0

137 C21a
GIS解析によるHABSと図絵を用いた里山-社寺林ラインドスケー
プの復元及びその評価 ランドスケープ研究 0.0

138 C21a
時系列衛生データによる土地利用履歴と生態系炭素ストックの広
域評価-ラオス山岳熱帯農林生態系における事例から- 日本リモートセンシング学会誌 0.0

139 C21a
食糧-環境インテリジェンスのための生態系リモートセンシング-問
題解決に向けた信号データ利用法-

日本リモートセンシング学会誌 (J
REMOTE SENSING SOCIETY OF
JAPAN)

0.0

140 C21b
Differences in distribution patterns around river confluences
among hydrophilic vegetation groups ECOLOGICAL RESEARCH 1.5

141 C21b

Testing the spectral decomposition algorithm (SDA) for different
phytoplankton species by a simulation based on tank
experiments

INTERNATIONAL JOURNAL OF
REMOTE SENSING

1.1

142 C21b
Enhanced diversity at network nodes: River confluences
increase vegetation-patch diversity The Open Ecology Journal 0.0

143 C21b 線形モデルから一般化線形モデル(GLM)へ 雑草研究 0.0

144 C21b
1973年から2001年までの地目改変に伴う土壌群分布面積の変
動特性の解析 日本土壌肥料学雑誌 0.0

145 C21c
Nocardioides sp. strain WSN05-2, isolated from a wheat field,
degrades deoxynivalenol, producing the novel intermediate 3-
epi-deoxynivalenol.

APPLIED MICROBIOLOGY AND
BIOTECHNOLOGY

2.9

146 C21c
Biological control for rice blast disease by employing
detachment action with gelatinolytic bacteria BIOLOGICAL CONTROL 1.6

147 C21c
Method for simple and rapid enumeration of total epiphytic
bacteria in the washing solution of rice plants.

CANADIAN JOURNAL OF
MICROBIOLOGY

1.3

148 C21c
A new Euryarthrum (Coleoptera, Cerambycidae) from Sabah,
East Malaysia ELYTRA 0.0

149 C21c

A practical estimating method of the dose-response curve
between inoculum density of Plasmodiophora brassicae and the
disease severity for long-term IPM strategies

JARQ-JAPAN AGRICULTURAL
RESEARCH QUARTERLY

0.4
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番号
小課題
番号

成果タイトル 掲載誌名 IF

150 C21c
Analysis of genetic and biological characters of Japanese
potato strains of Ralstonia solanacearum

JOURNAL OF GENERAL PLANT
PATHOLOGY

0.0

151 C21c
Evolution of host utilization patterns in the seed beetle genus
Mimosestes Bridwell (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae)

MOLECULAR PHYLOGENETICS AND
EVOLUTION

3.6

152 C21c
わが国の赤黄色土における粘土集積層と風化変質層の分類学
的位置づけ ペドロジスト 0.0

153 C21c
詳細土壌区分図による農耕地土壌分類下位カテゴリーの細分-
群馬県利根郡片品村を事例として- ペドロジスト 0.0

154 C21c
コンクリート河川におけるゲンジボタルとカワニナの生息場所再生
の試み-簡易水制の設置方法と効果検証- 人と自然 0.0

155 C21c
ゲルと作成時の温度がDGGEのバンドラインの歪みに及ぼす影
響

土と微生物 0.0

156 C21c

ニッポンシロシンクイ(新称)の再発見とモモシンクイガの合成性
フェロモントラップに誘殺されるシンクイガ類(鱗翅目：シンクイガ
科)

日本応用動物昆虫学会誌 0.3

157 -

Interactive influences of climate and parent material on soil
microbial community structure in Bornean tropical forest
ecosystems

ECOLOGICAL RESEARCH 1.5

158 -

Effects of horse grazing on plant species richness and
abundance of Iris setosa in a boreal semi-natural grassland,
Japan

GRASSLAND SCIENCE 0.0

159 -

Occurrence of boscalid resistance in cucumber powdery mildew
in Japan and molecular characterization of the iron–sulfur
protein of succinate dehydrogenase of the causal fungus

JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 1.0

160 -
Distribution and molecular characterization of Corynespora
cassiicola isolates resistant to boscalid PLANT PATHOLOGY 2.4

IF合計 210.0
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【資料5】

<国内>

番号
小課題
番号

出願番号 特許名 出願年月 発明者

1 C21c 特願2010-086596 微粉砕機（発明届名称：簡易微粉砕器） H22.4.2
大倉利明、阿部勝男
 (株)藤原製作所（藤原基次他4名 ）
　　＊共同出願

2 C21c 特願2010-217463
イネ科植物の細菌性病害の防除剤および防
除方法並びに該防除剤をコートした種子

H22.9.28
對馬誠也
東京農大（篠原弘亮、根岸寛光）
　　＊共同出願

3 B12a 特願2011-044614 植生の制御方法 H23.3.2
平舘俊太郎, 楠本良延
山口大学（藤間充, 荒木陽子）
　　＊共同出願

4 A11a 特願2011-064905

環状ジエン系化合物分解細菌、環状ジエン系
化合物分解剤、および汚染環境の浄化装置
並びに環状ジエン系化合物の分解方法 (発明
届名称：環状ジエン系殺虫剤を分解する放線
菌）

H23.3.23
高木和広
東京農大（榊原風太）
　　＊共同出願

特　許　出　願　一　覧　（H22）
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【資料６】 

平成 21 年度実績評価に係る指摘事項とそれへの対応 
（農環研評議会） 

 
 指摘事項 指摘事項に対する対応状況・対応方針 

総合評価   

第１ 業務運営

の効率化に関す

る目標を達成す

るためにとるべ

き措置 

 （１－４で回答） 

 １ － １  評

価・点検の実

施と反映 ― ― 

１－２ 研究

資源の効率的

利 用 及 び 充

実・高度化 

次期に向け、新たな人材活用方針の策定を進

め、引き続き、的確な人材育成を推進すること

を期待する。 

近年導入した新たな人材育成の取組（キャリア形成プログラ

ム、テニュアトラック制、若手研究者表彰等）は、円滑に実施さ

れ定着しつつある。また、近年、若手を中心に多数の研究者が外

部の権威ある賞を受賞しており、博士号取得率の着実な向上がみ

られる。平成 23 年３月に、農林水産技術会議の「農林水産研究

における人材育成プログラムが改定されることとなっており、そ

れを踏まえ、本研究所の人材育成プログラム（人材活用方針の内

容を含む）を改定することしている（次期中期計画の位置づけ）。 

１－３ 研究

支援部門の効

率 化 及 び 充

実・高度化 

― ― 

１－４ 産学

官連携、協力

の促進・強化 

関係機関との連携強化に伴い、研究成果管理

の重要性が増しており、適切な仕組みの整備を

期待する。 

共同研究における実施および成果に関してその適切な管理を

図るため、管理共同研究の実施報告や共同研究者の受入等につい

て定めた「共同研究実施規程実施細則」を策定した。また、研究

所において作成した有用な研究試料の取扱いや他機関への提供

を適正に行うために、その手続きを定めた「研究試料取扱規程」

を策定した。 

引き続き、民間、都道府県等との連携を進め、

農業環境研究のナショナルセンターとして国

家的な課題解決や研究レベルの向上に寄与す

ることを期待する。 

資金提供型共同研究を促進するため、研究員にインセンティブ

を与えることとし、共同研究支援費を創設（試行）した。また、

他独法、都道府県、民間などの参加を得て 3 月に連携推進会議を

開催、12 月には熊本県と連携し現地セミナーを実施した。また、

11 月に環境研究機関連絡会（13 所連絡会）成果発表会を実施し

た。通年の共同研究、協定研究などを通して、人事交流、情報交

換、知的財産の普及を行っている。その他、農林水産省（消費安

全局農産安全管理課、生産局農業環境対策課、農村振興局農村環

境課）との連絡会を実施した。 

１－５ 海外

機関及び国際

機関等との連

環境対策においては国際的枠組みの重要性

が増しており、気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）、生物多様性と生態系サービスに関す

― 

参考－27



 指摘事項 指摘事項に対する対応状況・対応方針 

携の促進・強

化 
る政府間科学政策プラットフォーム（IPBES）、
農業温室効果ガスに関するグローバル・リサー

チ・アライアンス（GRA）等への貢献と農環研

のプレゼンスの向上に向けた取り組みの推進

を期待する。 

第２ 国民に対

して提供するｻｰ

ﾋﾞｽその他の業

務の質の向上に

関する目標を達

成するためとる

べき措置 

  

 ２－１ 試験

及び研究並び

に調査 
（別紙） － 

２－２ 研究

成果の公表、

普及の促進 

広報については、第２期において、取り組み

内容や職員の意識が大きく改善されている。一

方、本研究所の規模でこれらの多数の取り組み

を実施することは、研究支援部門、研究者とも

に相当の負担であり、今後は、取り組みの拡大

ばかりでなく、効果的な取り組みの実施に配慮

していくことが期待される。 

第２期には、東京でのシンポジウム開催、多数の広報イベント

等を実施するようになり、受託プロジェクト研究のシンポジウム

も増加している。研究成果のプレスリリースの大幅な増加や研究

者のプレゼン能力の向上もあり、情報の発信力は強化されたと考

えられる。今後は、国民へのアピールなど質的な面での向上に重

点を置き、より効果的な取り組みとなるよう努めたい。 

IF は重要な指標であるが、それにとらわれ、

国民に理解されない評価とならないよう留意

することが望まれる。 

研究課題評価会議、評議会等の評価会議においては、当該年度

の研究成果（普及に移しうる成果数、特許出願数、査読付き論文

数、IF 等の数値指標を含む）、研究課題ごとの投入資源（研究費、

エフォート）、過去の成果の活用状況等の資料を活用し、バラン

スがとれた国民に理解される評価となるよう努める。 

２－３ 専門

分野を活かし

たその他の社

会貢献 
－ － 

第３ 予算（人

件費の見積りを

含む。）、収支計

画及び資金計画 

― ― 

第４ 短期借入

金の限度額 
(該当なし） － 

第５ 重要な財

産を譲渡し、又

は担保に供しよ

う と す る と き

は、その計画 

(該当なし） － 
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 指摘事項 指摘事項に対する対応状況・対応方針 

第６ 剰余金の

使途 
(該当なし） － 

第７ その他農

林水産省令で定

める業務運営に

関する事項等 

  

 ７－１ 施設

及び設備に関

する計画 

本研究所の各施設は、建設から 30 年を経過

し、施設や設備に老朽化が進んでいる。自主点

検でも受変電施設等に相当数の指摘箇所が確

認されており、緊急措置が必要な部分について

は修繕を終えたものの、必要な改修を加速化し

推進することが期待される。 

― 

７－２ 人事

に関する計画 
女性研究者を支援する新たな取り組みが多

数整備され、実行に移されたことは評価でき

る。こうした取り組みが、農環研の女性研究者

のキャリア形成、研究と出産・育児等の両立、

女性研究者の裾野拡大につながることを期待

する。 
 

学生等の間で農環研の知名度が十分でないこと等が、女性の応

募が少なかったことにもつながっているのではないかと思われ

る。各種の広報活動により農環研の知名度の向上に努めるととも

に、平成 21 年度に開始した女性研究者支援モデル育成事業等に

よる女性研究者のキャリアアップ、研究と育児等の両立支援、次

世代育成活動などのアピールを行っている。平成 22 年度には、

女性研究者の応募、採用が増加した。 

７－３ 情報

の公開と保護 
情報のセキュリティ向上の取り組みに関し

ても努力がなされているが、他の独立行政法人

等でも情報セキュリティ管理上の問題が生じ

ていることなどを鑑み、一層の対策の強化が期

待される。 

情報セキュリティの強化を図るため、平成 22 年度には、新規

ネットワーク利用者のセキュリティ研修及び全職員を対象とし

たネットワーク研修を実施した。また、未登録のコンピュータを

システムから遮断するシステムを導入した。 

７－４ 環境

対策・安全管

理の推進 

化学薬品については、薬品管理のオンライン

システムが導入されたこと、使用予定のない薬

品の廃棄を進めたことは評価できる。引き続

き、安全管理を強化するため、業務体制の整備

を進めることを期待する。 
 

化学薬品の安全管理を強化するために、平成 22 年度当初に安

全管理専門役を振り替え、安全管理室を設置し、専任 1 名、併任

2 名体制に強化した。この体制で、薬品管理のオンラインシステ

ムの運用を行った。また、研究所内の老朽機器の調査と廃棄、所

内の巡視・点検を実施した。 
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区 分 評価結果 指摘事項に対する対応 

第２－１ 試験及び研究並

びに調査 
－ － 

 Ａ 農業環境のリスク

の評価及び管理技術の

開発 
－ － 

 

１）農業環境生態系

における有害化学物

質のリスク評価手法

及びリスク管理技術

の開発 

（有機化学 RP 関連）第２期の最終年で

ある来年度には、これまで蓄積した優れ

た成果を統括し、総合的なリスク管理技

術を提示することを期待する。 

農薬の河川生態系への影響評価については、河川水中農薬

濃度予測モデルを開発し、これまでに開発した水生生物に対

する急性毒性評価法と組み合わせることにより、H22 年度に

は初期生態リスク評価手法として確立した。 
POPs 農薬のウリ科野菜汚染低減技術については、第２期

の途中から土壌診断技術の開発を追加し、吸収抑制・汚染除

去技術と組み合わせたリスク管理技術の体系化を図ってい

るところである。この課題は第３期も継続し、現地実証試験

を通して実用化技術の確立を加速するとともに、委託研究・

事業等を通じ、行政と連携してほ場管理マニュアルの提示

等、政策への反映を図っていく予定である。 

 

２）農業生態系にお

ける外来生物及び遺

伝子組換え生物のリ

スク管理技術の開発 

多様な外来生物と在来生物の相互関

係についての成果を総括し、外来生物に

よる農業生態系のかく乱と被害の防止

にむけ、外来生物に対するリスク管理の

全体像を示すことを期待する。 

外来生物のリスク評価法として、外来昆虫では前期に提案

ずみであり、外来植物では２つの評価法を新たに提案し、リ

スクの全体像を示す方法を提示した。外来植物では、ナガミ

ヒナゲシやニセアカシア・ギンネムなど、とくに注意が必要

なものについて新聞等のマスコミで情報を発信した。外来生

物によるリスクを管理するために、昆虫では目で見て区別で

きないものを DNA で区別してモニタリングする手法を開発

し、植物でも遺伝マーカーを用いた識別手法で外来種と在来

種を比較した。植物では侵略的な外来植物の図鑑を作成しホ

ームページで公開した。アジア太平洋外来生物データベース

(APASD)を拡充し世界に向けて外来生物情報を発信してい

る。 

遺伝子組換え生物の生態系影響に関

する研究については、得られた成果を普

及に移しうる成果、主要成果、論文等と

してアピールするとともに学術的波及

効果を得ることを期待する。 

交雑抑制技術に関する研究や GM ダイズとツルマメとの

自然交雑に関する研究成果が論文として国際誌に掲載され

始めており、これらを主要研究成果としてまとめる予定であ

る。さらに行政部局を通じて栽培実験指針および生物多様性

影響評価に関する新たな検討資料として関係委員会に報告

されている。また、現在実用化が進められている環境耐性遺

伝子組換え作物の生物多様性影響評価法については、モデル

による予測を重視し、学会等で積極的に発表し独法や民間の

研究者に情報を提供している。 

Ｂ 自然環境機能の発

揮に向けた農業生態系

の構造・機能の解明と管

理技術の開発 

－ － 
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区 分 評価結果 指摘事項に対する対応 

 

１）農業生態系の構

造・機能の解明と評

価 

生物多様性に関する社会の関心は高

まっており、将来的に、生物多様性の指

標と農業生産の関係をわかりやすく発

信することを期待する。 

農業に有用な生物多様性の指標、すなわち環境保全型農業

への取り組みが生物多様性に及ぼす効果の指標については、

COP10 での発信に向けて農家や一般国民、諸外国が理解可

能となるように理論をわかりやすく再構築することを、農林

水産技術会議や他のプロジェクト参画機関とともに試みた。

今後、国内の農業現場での指標の利用、それを用いた国民理

解の増進に向けて、行政部局とも連携しながら、より簡便な

理論や評価手法の構築を図ることとしている。 

２）農業生態系の変

動メカニズムの解明

と対策技術の開発 

地球環境変動が農業生態系に及ぼす

影響予測に関しては、全国の研究者が活

用できるよう、新たな研究ニーズに対応

した測定装置やデータベースを開発し

たことも評価できる。こうした成果が気

候変動の影響評価・適応策研究に活用さ

れることを期待する。 

― 

対象地域全体の窒素負荷とその管理

についての全体像が明らかにされず、研

究内容のメッセージが明確でない。研究

の意義や出口を明確にした取り組みが

必要である。 

― 

 Ｃ 農業生態系の機能

の解明を支える基盤的

研究 
－ － 

 
１）農業に関わる環

境の長期モニタリン

グ 

地球温暖化モニタリングに関しては、

データベースの公開、観測データの意義

や活用方法を国民にわかるように示す

ことについては取り組みの強化が期待

される。 

以下のとおりデータベースの公開、活用の促進、理解の増

進を図ることとしている。 

・データベースで公開する年数やサイト数を増やす。 

・データベースを改修し、観測の目的やデータの活用事例を

加えたり、観測サイトの写真を増やすなど、利用者が理解

しやすいように工夫する。 

・真瀬サイトの実況画像と観測データの実況値を所の Webサ

イトに掲載するとともに、各種のアウトリーチ活動で利用

する。 

 

微量化学物質の分析法の開発につい

ては、分析法については出口を想定して

研究を進めることが期待される。 

微量化学物質の分析法の出口としては、分析の専門家向け

の分析方法の提示・情報提供、農業改良普及所や農協を念頭

に置いた分析の専門家以外の農業技術者向け（一部農家も含

む）の分析法の紹介に大きく分けられる。前者では、有機ヒ

素化合物の高精度形態別定量法や水系における POPs・オキ

ソン体有機リン系農薬分析法の開発を実施し、研究現場で使

用される一方、ＷＥＢ上で公開されたりしている。また農薬

の低エネルギーCID フラグメンテーションテーブルの作成
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区 分 評価結果 指摘事項に対する対応 

や ICP-MS によるヨウ素 129 のモニタリング用分析法の開

発等を実施中である。後者では、イムノクロマトによる作

物・土壌中のカドミウム分析法やボルタンメトリーによる作

物中のカドミウム及びヒ素の分析法の開発等を実施中であ

る。実施中の課題については、ＷＥＢ上での公開、マニュア

ル化等を進めている。 

２）環境資源の収

集・保存・情報化と

活用 

リモートセンシング･GIS の活用方法

の開発に関しては、高い研究ポテンシャ

ルを地球温暖化対策研究や生物多様性

研究で活かすため、所内及び所外連携を

強化することが期待される。 

所内外・国内外とさまざまなレベルでの連携協力を進めて

おり、それらは、①研究高度化のため共同研究、②手法・デ

ータの現場利用、③データ提供機関との協力など各方面にわ

たっている。今後さらにこのような多元的な連携関係の拡充

に努めたい。特に、温暖化や生物多様性、資源劣化問題、地

域スケールの産地管理など、空間情報技術の活用が不可欠あ

るいは有用な場面において、直接あるいは連携による取り組

みを進めており、「温暖化対策プログラム」への参画なども

進めている。主な連携先：〔所内〕４RP、〔国内〕10機関、〔国

際〕9カ国 11機関  
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【資料７】 

平成 21 年度実績評価に係る指摘事項とそれへの対応 
（独法評価委員会） 

 
 指摘事項 指摘事項に対する対応状況・対応方針 

総合評価   

第１ 業務運営

の効率化に関す

る目標を達成す

るためにとるべ

き措置 

関係機関との連携強化に伴い、適切な研究成

果管理の仕組みの整備を期待する。 
（１－４で回答） 

 １ － １  評

価・点検の実

施と反映 

研究評価を国際水準で行うため、次期におけ

る国際的ベンチマークの導入にむけた取組を

期待する。 
 

平成 22 年度に中国科学院南京土壌研究所との比較（人員、財

務、施設・大型機器、研究課題、研究目標と運営方針、研究開発

システム、研究活動と業績、連携・交流等）を行った。両研究所

は、研究分野に共通点が多く、規模も匹敵するものであったが、

研究開発システム等については直接のインタビュー調査が必要

であると思われた。次期中期目標期間中に国際的ベンチマークを

導入することとしている（次期中期計画に位置づけ）。 

１－２ 研究

資源の効率的

利 用 及 び 充

実・高度化 

人材育成の取組の成果を検証し、次期に向け

引き続き、的確な人材育成を推進することを期

待する。 

近年導入した新たな人材育成の取組（キャリア形成プログラ

ム、テニュアトラック制、若手研究者表彰等）は、円滑に実施さ

れ定着しつつある。また、近年、若手を中心に多数の研究者が外

部の権威ある賞を受賞しており、博士号取得率の着実な向上がみ

られる。平成 23 年３月に、農林水産技術会議の「農林水産研究

における人材育成プログラムが改定されることとなっており、そ

れを踏まえ、本研究所の人材育成プログラム（人材活用方針の内

容を含む）を改定することしている（次期中期計画の位置づけ）。 

１－３ 研究

支援部門の効

率 化 及 び 充

実・高度化 

1 者応札・1 者応募についての改善方策が検

討されたが、その対応を着実に進めることを期

待する。 

契約監視委員会の指摘を受けて、「1 者応札・1 者応募について

の改善方策」を改訂し、仕様書の見直しを実施し、実質的な競争

性を確保するように努めている。次期も引き続き取組を推進する

（次期中期計画の位置づけ）。 

１－４ 産学

官連携、協力

の促進・強化 

関係機関との連携強化に伴い、研究成果管理

の重要性が増しており、適切な仕組みの整備を

期待する。 

共同研究における実施および成果に関してその適切な管理を

図るため、管理共同研究の実施報告や共同研究者の受入等につい

て定めた「共同研究実施規程実施細則」を策定した。また、研究

所において作成した有用な研究試料の取扱いや他機関への提供

を適正に行うために、その手続きを定めた「研究試料取扱規程」

を策定した。 

引き続き、他独法、都道府県、民間とも連携

を進め、課題解決や研究レベルの向上を進める

ことを期待する。 
 

資金提供型共同研究を促進するため、研究員にインセンティブ

を与えることとし、共同研究支援費を創設（試行）した。また、

他独法、都道府県、民間などの参加を得て 3 月に連携推進会議を

開催、12 月には熊本県と連携し現地セミナーを実施した。さら

に、11 月に環境研究機関連絡会（13 所連絡会）成果発表会を実

施した。通年の共同研究、協定研究などを通して、人事交流、情

報交換、知的財産の普及を行っている。その他、農林水産省（消

費安全局農産安全管理課、生産局農業環境対策課、農村振興局農

村環境課）との連絡会を実施した。 
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 指摘事項 指摘事項に対する対応状況・対応方針 

１－５ 海外

機関及び国際

機関等との連

携の促進・強

化 

環境対策においては、IPCC など国際的な枠

組みの重要性が増しているため、平成 22 年に

我が国で開催される生物多様性条約 COP10 へ

の対応など、さらなる国際的貢献を期待する。 
 

COP10 への対応として、９月に２つの生物多様性に関するシ

ンポジウムを実施した。また、GRA に関しては、４月に開催さ

れた高級事務レベル会合において、日本が水田管理研究グループ

のコーディネート国となり、農環研がフォーカルポイントとなる

研究機関となった。また、９月に、つくば市で MARCO/GRA 合

同ワークショップと水田管理研究グループ会合が行われ、農環研

はこれらの中核的な機関として貢献した。 

第２ 国民に対

して提供するｻｰ

ﾋﾞｽその他の業

務の質の向上に

関する目標を達

成するためとる

べき措置 

  

 ２－１ 試験

及び研究並び

に調査 
（別紙） － 

２－２ 研究

成果の公表、

普及の促進 

国民との双方向コミュニケーションについ

ては、研究所見学の際に事前アンケートを行い

質問に答えるなど工夫が見られるが、研究に対

する国民の理解を得るため、さらなる取組を期

待する。 

平成 22 年度には、農環研の研究成果発表会において、外部の

科学ジャーナリストを司会として依頼し、国民の理解を深める取

組を行った。また、研究所一般公開など各種の広報イベントや刊

行物の発刊を実施した。総合科学技術会議でも国民との科学・技

術対話の推進が言われており、さらに取組を推進する。 

特許に関しては、昆虫フェロモン以外の分野

でも新規許諾に至っており、評価できる。引き

続き、実施許諾拡大に向けたさらなる取組を期

待する。 

研究成果を国民へ普及させ、産業界へ円滑に移転するために、

アグリビジネス創出フェア 2010 への参加、ホームページによる

「保有特許情報」の公開、農林水産技術情報協会 AFFTIS アイピ

ーの研究成果移転事業などを通じて、所有特許の実施許諾を積極

的に促進する。 

２－３ 専門

分野を活かし

たその他の社

会貢献 
－ － 

第３ 予算（人

件費の見積りを

含む。）、収支計

画及び資金計画 

非常勤監事の給与の計算方法については、見

直しが必要である。 
非常勤役員手当に関して、現行の算出方法により日額に差異が

生じた場合の手当の変更の有無については、常勤役員報酬・職員

給与の改正状況及び他法人の状況等も考慮し、判断していくこと

とする。 

第４ 短期借入

金の限度額 
(該当なし） － 

第５ 重要な財

産を譲渡し、又

は担保に供しよ

う と す る と き

は、その計画 

(該当なし） － 
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 指摘事項 指摘事項に対する対応状況・対応方針 

第６ 剰余金の

使途 
(該当なし） － 

第７ その他農

林水産省令で定

める業務運営に

関する事項等 

  

 ７－１ 施設

及び設備に関

する計画 

施設の老朽化対策として、変電施設や消防施

設の点検を行い、緊急措置が必要なものについ

て修繕を終えたものの、引き続き安全管理のた

めに老朽化施設の点検と改修を計画的に進め

ることを期待する。 

平成 21 年度に指摘のあった消防設備の不良箇所については、

概ね修繕を完了した。受変電設備については多額の経費を要する

ことから、平成 23 年度以降の施設整備計画を策定し予算要求を

実施している。受変電設備以外の電気設備については、原因の特

定された緊急を要する箇所から修繕するとともに、老朽機器の廃

棄・更新等により改善が進むと予想される。 

７－２ 人事

に関する計画 
新規採用に対する応募者 16 名中に女性が 1

名しかなかったことから、その原因を分析し、

改善策につなげることを期待する。 

学生等の間で農環研の知名度が十分でないこと等が、女性の応

募が少なかったことにもつながっているのではないかと思われ

る。各種の広報活動により農環研の知名度の向上に努めるととも

に、平成 21 年度に開始した女性研究者支援モデル育成事業等に

よる女性研究者のキャリアアップ、研究と育児等の両立支援、次

世代育成活動などのアピールを行っている。平成 22 年度には、

女性研究者の応募、採用が増加した。 

７－３ 情報

の公開と保護 
― ― 

７－４ 環境

対策・安全管

理の推進 

化学薬品については、薬品管理のオンライン

システムが導入されたこと、使用予定のない薬

品の廃棄を進めたことは評価できる。引き続

き、安全管理を強化するため、業務体制の整備

を進めることを期待する。 
 

化学薬品の安全管理を強化するために、平成 22 年度当初に安

全管理専門役を振り替え、安全管理室を設置し、専任 1 名、併任

2 名体制に強化した。この体制で、薬品管理のオンラインシステ

ムの運用を行った。また、研究所内の老朽機器の調査と廃棄、所

内の巡視・点検を実施した。 
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区 分 評価結果 指摘事項に対する対応 

第２－１ 試験及び研究並

びに調査 
－ － 

 Ａ 農業環境のリスク

の評価及び管理技術の

開発 
－ － 

 １）農業環境生態系

における有害化学物

質のリスク評価手法

及びリスク管理技術

の開発 

― ― 

 

２）農業生態系にお

ける外来生物及び遺

伝子組換え生物のリ

スク管理技術の開発 

多様な外来生物と在来生物の相互関

係についての成果を総括し、外来生物に

よる農業生態系のかく乱と被害の防止

にむけ、外来生物に対するリスク管理の

全体像を示すことを期待する。 

外来生物のリスク評価法として、外来昆虫では前期に提案

ずみであり、外来植物では２つの評価法を新たに提案し、リ

スクの全体像を示す方法を提示した。外来植物では、ナガミ

ヒナゲシやニセアカシア・ギンネムなど、とくに注意が必要

なものについて新聞等のマスコミで情報を発信した。外来生

物によるリスクを管理するために、昆虫では目で見て区別で

きないものを DNA で区別してモニタリングする手法を開発

し、植物でも遺伝マーカーを用いた識別手法で外来種と在来

種を比較した。植物では侵略的な外来植物の図鑑を作成しホ

ームページで公開した。アジア太平洋外来生物データベース

(APASD)を拡充し世界に向けて外来生物情報を発信してい

る。 

遺伝子組換え生物の生態系影響に関

する研究については、国際的に栽培、流

通する GM 作物が増えていることも踏

まえ、さらに研究の精度を高めつつ、科

学的知見の集積と研究成果の行政や民

間企業への提供に取り組むことを期待

する。 

交雑抑制技術に関する研究や GM ダイズとツルマメとの

自然交雑に関する研究成果が論文として国際誌に掲載され

始めており、これらを主要研究成果としてまとめる予定であ

る。さらに行政部局を通じて栽培実験指針および生物多様性

影響評価に関する新たな検討資料として関係委員会に報告

されている。また、現在実用化が進められている環境耐性遺

伝子組換え作物の生物多様性影響評価法については、モデル

による予測を重視し、学会等で積極的に発表し独法や民間の

研究者に情報を提供している。 

Ｂ 自然環境機能の発

揮に向けた農業生態系

の構造・機能の解明と管

理技術の開発 

－ － 

 
１）農業生態系の構

造・機能の解明と評

価 

国際的に評価の高い雑誌にも多くの

論文が掲載されており、10 月に名古屋

で開催される COP10 に向けたアピー

ルが期待される。 
 

農水省委託プロジェクト研究「農業に有用な生物多様性の

指標および評価手法の開発」において開発中の指標について

は、環境保全型農業への取り組みが生物多様性に及ぼす効果

の指標として、COP10 のサイド・イベント（Biodiversity 
Indicators of Agriculture）において国際的に発信（10/21）
するとともに、より詳細な内容について COP10 会場外の展

示ブースで発信した（10/11～30）。また、その他の研究成果、
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区 分 評価結果 指摘事項に対する対応 

とくに水田生態系の景観構造や、農業生態系における生物資

源の持続的な利用・管理（茶草場を含む）が生物多様性に及

ぼす正の効果については、PreCOP10（３月、名古屋大学）

をはじめ、COP10 に向けた発信を目指した多くのシンポジ

ウム、科学雑誌、商業雑誌、その他のマスコミなどでアピー

ルするとともに、日本政府が国連大学を通じて発信している

SATOYAMA イニシアティブに反映させている（里山里海サ

ブグローバル評価の国際レビューほか）。 

２）農業生態系の変

動メカニズムの解明

と対策技術の開発 

地球環境変動が農業生態系に及ぼす

影響予測と生産に対するリスク評価に

関しては、全国の研究者が活用できるよ

う、新たな研究ニーズに対応した測定装

置やデータベースを開発した。21 年の

夏季の日照不足に対して、早期に解析を

行い研究成果を速報として広く情報提

供した点も評価できる。今後は、こうし

た成果を本課題の目標である気候変動

の影響予測と生産リスク評価に資する

実用的な技術開発につなげていくこと

を期待する。 

モデル結合型データベースに関しては，速報性、利便性を

高めるための改良を年度内に実現する予定である。具体的に

は，異常気象の発生に即座に対応できるよう，気象データを

ほぼリアルタイムに取り入れるシステムに改良中である。 
 さらに，2010 年の記録的な猛暑が水稲に及ぼした影響に

関しては，（独）農業・食品産業技術総合研究機構・中央農

業研究センター，同・作物研究所の関連部署と協力し，現地

調査，気象解析を含む緊急調査を実施中である。本調査にお

いても気象データの取得・解析には，モデル結合型データベ

ースを有効活用しているところである。 
水稲群落の微気象観測装置に関しては，昨年度測定を開始

したインド，中国，スリランカ，ミャンマー，フィリピンな

ど中心に観測を継続し，国際的協調の下で温暖化影響を検

知・評価するための観測ネットワークを充実化させている。  
これらの取り組みは、気候変動の影響予測と生産リスク評

価研究に寄与することが期待される。 

温暖化緩和策を全国的に実証し、政策

貢献につなげていくことを期待する。 
全国を対象として、農地への有機物投入による CO2吸収機

能と、その場合の CH4および N2O 発生量変化を併せて評価

することで、緩和効果を全国規模で示す予定である。その際

の有機物投入シナリオを行政と共同で作成するなど既に行

政と連携をはかっているところであるが、研究成果の政策へ

の活用や普及についても連携を密にしていく予定である。 

今後は、対象地域全体の窒素負荷とそ

の管理についての全体像を明らかにす

るなど、生産現場への研究成果の還元に

むけた取組を期待する。 

対象地域について、現況及びいくつかの負荷削減シナリオ

の下での硝酸性窒素による水質汚染リスク評価図を作成す

る。それにより、地域内の窒素負荷の全体像を明らかにする

とともに、負荷削減効果の予測手法を提示した。 

 Ｃ 農業生態系の機能

の解明を支える基盤的

研究 
－ － 
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１）農業に関わる環

境の長期モニタリン

グ 

地球温暖化モニタリングに関しては、

順調に進捗している。各調査地点で長期

観測データが着実に蓄積されるととも

に、これまでのデータを活用した解析が

行われている。今後は、データベースの

公開、観測データの意義や活用方法を国

民にわかりやすく示すことが期待され

る。 

以下のとおりデータベースの公開、活用の促進、理解の増

進を図ることとしている。 

・データベースで公開する年数やサイト数を増やす。 

・データベースを改修し、観測の目的やデータの活用事例を

加えたり、観測サイトの写真を増やすなど、利用者が理解

しやすいように工夫する。 

・真瀬サイトの実況画像と観測データの実況値を所の Webサ

イトに掲載するとともに、各種のアウトリーチ活動で利用

する。 

２）環境資源の収

集・保存・情報化と

活用 

リモートセンシング･GIS の活用方法

の開発に関しては、概ね順調に進捗して

いる。新規 SAR 衛星データをイネ収量

評価につなげるための新知見を得てお

り評価できる。今後は、地球温暖化対策

研究や生物多様性研究と連携しつつ、こ

うした成果を広く活用していくことを

期待する。 

所内外・国内外とさまざまなレベルでの連携協力を進めて

おり、それらは、①研究高度化のため共同研究、②手法・デ

ータの現場利用、③データ提供機関との協力など各方面にわ

たっている。今後さらにこのような多元的な連携関係の拡充

に努めたい。特に、温暖化や生物多様性、資源劣化問題、地

域スケールの産地管理など、空間情報技術の活用が不可欠あ

るいは有用な場面において、直接あるいは連携による取り組

みを進めており、「温暖化対策プログラム」への参画なども

進めている。主な連携先：〔所内〕４RP、〔国内〕10機関、〔国

際〕9カ国 11機関  

総合的なインベントリーの構築に関

しては順調に推移している。今後は農業

環境リスク指標の開発に向けて、これら

の成果を発展させていくことを期待す

る。 

農業環境インベントリーは、農業環境リスク指標の開発だ

けでなく、国内外の農業環境研究の加速化につながるよう整

備を進める。 

 

参考－38



研究資源の投入と得られた成果　（Ｈ２２）

運営費
交付金

受託
プロ等

総額
受託／
総額(%)

１人
当たり
金額

A11a
有機化学物質リスク管
理RP 7.9 1.0 14 61 74 82 9.3 0 2 0 1 0 16 4.6 1.8

A11b 重金属リスク管理RP 9.9 2.0 21 91 113 81 11.5 1 3 1 0 0 15 7.5 1.3

A21a 外来生物生態影響RP 6.8 2.8 17 40 58 69 8.6 0 3 0 0 0 8 7.3 0.8

A21b
遺伝子組換え生物生態
影響RP 3.4 1.2 6 43 49 88 14.6 0 4 0 0 0 5 9.8 1.1

B11a 水田生物多様性RP 8.9 3.7 21 37 57 65 6.4 1 2 1 0 0 11 5.2 0.9

B12a
情報化学物質生態機能
RP 7.9 6.7 19 58 77 75 9.7 0 2 0 1 0 19 4.1 1.3

B21a 気候変動影響RP 7.3 3.9 24 85 109 78 14.9 2 2 0 0 0 16 6.8 1.4

B22ab 温暖化緩和策RP 10.0 5.2 31 63 95 66 9.5 0 4 0 0 0 18 5.3 1.2
H21に2RP
が統合

B22c 栄養塩類リスク評価RP 6.5 0.9 19 11 29 38 4.5 0 4 0 0 0 4 7.3 0.5

C11a 温暖化モニタリングRP 6.4 2.0 18 5 23 22 3.6 0 4 0 0 0 12 1.9 1.4

C11b
化学分析・モニタリング
RP 6.2 1.0 17 56 73 77 11.8 1 0 0 0 0 2 36.5 0.3

C21a 農業空間情報RP 6.1 0.0 13 19 32 59 5.3 0 1 0 0 0 13 2.5 2.1

C21b 農業環境情報･指標RP 6.5 0.0 15 10 25 40 3.9 0 0 1 0 0 5 5.0 0.8

C21c 環境資源分類RP 6.8 3.0 17 60 78 77 11.6 3 5 0 2 0 12 6.5 1.2

100.3 33.3 252 639 892 72 - 8 36 3 4 0 156 5.7 1.2

R　P

【資料8】

投　入　資　源 成　　果

（注1）運営費交付金は、領域配分、RP経費、小課題強化経費、交付金プロジェクト、法人プロジェクト経費の合計であり、中課題に分類で
きない共通的経費は含まれていない。

論文
１報
当たり
の資金

総エ
フォー
トあた
りの論
文数

計（幹部等は除く）

備考担当者
数（人）

ポス
ドク数
（人）

予　算　(百万円)
普及に
移しう
る

成果数

主要
成果数

プレス
リリー
ス

特許
出願数
(国内)

特許
出願数
(海外)

査読
論文数

小課
題番
号
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