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報告内容
「環境報告書2011」は、独立行政法人農業環境技術

研究所（農環研）が「環境情報の提供の促進等による
特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関
する法律」（環境配慮促進法）に基づき発行する第7
回目の環境報告書として、2010年度のデータをもと
に報告します。

報告対象期間
2010年4月～ 2011年3月。

報告対象組織
農環研（茨城県つくば市）の施設を報告の対象範囲

とします。なお、農環研の構内には他の試験研究独
立行政法人の一部が所在して資源を共有しているた
め、「電力」「都市ガス」「上水」「井水」の使用量、「電力」

「都市ガス」「高温水」の使用によるCO2（二酸化炭
素）の排出量ならびに「下水」の排出量には、他の試験
研究独立行政法人が使用した量、または排出した量
も含まれます。

数値の端数処理
表示桁未満を四捨五入しています。

参考にしたガイドライン
「環境報告書ガイドライン（2007年度版）」（環境省）

発行日
2012年2月（次回発行予定　2012年11月、前回発

行　2010年11月）

【作成部署】
独立行政法人農業環境技術研究所
企画戦略室／総務管理室／財務管理室

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

基本的情報：BI BI-1：経営責任者の緒言 ごあいさつ

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

編集方針

BI-2-2：報告対象組織の範囲と環境負荷の補足状況 （該当項目なし）

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

BI-4：環境報告の概要
BI-4-1：主要な指標等の一覧

農業環境技術研究所の紹介、環境負荷の全体像

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

環境負荷の全体像、環境負荷低減の取り組み

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

環境負荷の全体像

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

環境配慮の基本方針

MP-1-2：環境マネジメントシステムの状況 環境安全衛生マネジメント

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

MP-3：環境会計情報 （該当項目なし）

MP-4：環境に配慮した投融資の状況 （該当項目なし）

MP-5：サプライチェーンマネジメント等の状況 （該当項目なし）

MP-6：グリーン購入・調達の状況 グリーン調達

MP-7：環境に配慮した新技術、DfE等の研究開発の状況 研究トピックス

MP-8：環境に配慮した輸送に関する状況 （該当項目なし）

MP-9：生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況 リサーチプロジェクト（RP）

MP-10：環境コミュニケーションの状況 環境安全衛生マネジメント

MP-11：環境に関する社会貢献活動の状況 環境負荷低減の取り組み、環境放射能モニタリング

MP-12：環境負荷低減に資する製品・サービスの状況 （該当項目なし）

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

OP-2：総物質投入量及びその低減対策 （該当項目なし）

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

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

OP-5：総製品生産量又は総商品販売量 （該当項目なし）

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

OP-7：大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 （該当項目なし）

OP-8：化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 化学物質の管理

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

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

環境効率指標：EEI 環境配慮と経営との関連状況 環境負荷の全体像

社会パフォーマンス指標：SPI 社会的取組の状況 社会的取り組みの状況

環境報告書ガイドライン（2007 年度版）による記載項目との対応表
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2011年は、東日本大震災と原子力発電所事故という、とてつもない複合災害に見舞われました。犠牲者・
行方不明者の数は2万人にも及び、多くの方が住居や生活基盤を失いました。津波は農業や水産業の場
を破壊し、また原発事故では、放出された多量の放射性物質が農耕地を始め環境を広く汚染しました。地
元の仮設住宅で暮らし、あるいは地元を離れて生活している多くの方々が、一日も早く新しい生活を始めら
れるよう、心よりお祈り申し上げます。

今回の大地震による農業環境技術研究所（以下、農環研）の被害は、幸いなことにごく軽微なもので済み
ました。これは、建物自体にほとんど損害がなかったことに加え、室内の棚の転倒防止等の地震対策をここ
数年重点的に進めてきたことによる効果といえます。このため、水道・電気等の公共インフラの復旧とと
もに業務を再開することができました。実験系の研究が多い研究機関にとっては環境・安全管理は社会
的な責務でもあり、今回の震災を教訓に、自然災害への対策も含めより一層の環境・安全管理に努めてい
く所存です。

こうして短期間のうちに業務を再開できたことから、原子力発電所の事故直後から、国や県と連携して農
産物や土壌の放射性物質濃度の測定に取りかかることができ、出荷自粛要請等の一連の緊急の施策に貢
献することができました。その後、事態の進展に応じて、土壌調査と土壌の汚染マップ作り、さらには福島
の一部地域で発生した23年産のコメの暫定規制値超えの原因究明まで、様々な問題に関し、専門研究機
関として国や県からの要望に応えてきています。

また、こうした緊急対応とともに、50年以上にわたり実施してきた環境放射能調査の情報が活用されて
います。農環研の環境放射能研究の歴史は、終戦後間もない1950年、前身の農業技術研究所（以下、農技
研）の時代に、日本で初めて人工放射性同位元素（RI）の利用が開始された時にまで遡ることができます。
1953年には日本で初めてとなるRI実験施設が農技研に完成し、当時最新の分析機器とともに実験体制が

独立行政法人 農業環境技術研究所　理事長

ごあいさつ
Greeting
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農環研玄関前にある「筑波石」製モニュメント。

「風にきく 土にふれる そして
　はるかな 時をおもい 環境をまもる」
という、農環研のモットーが刻まれています。

整備されました。ところがその翌年の1954年、ビキニ環礁で行われた米国の水爆実験によりマグロ漁船
第五福竜丸が放射性降下物に被災するという事件が発生し、大気圏内原水爆実験による環境汚染・食品
汚染が社会的に大問題となりました。こうした状況を受け、放射性同位元素研究の施設、機器、人材が揃っ
ていた農技研が環境放射能調査研究を開始していったのです。1959年には全国15カ所に定点観測網を
設け、以後今日に至るまで、その調査は継続されています。その間、1986年のチェルノブイリ原発事故や
1999年のJCO臨界事故を経験し、今回の福島第一原子力発電所の事故という事態に至りました。これら
のことは、環境を守るためには継続的な基盤研究がいかに重要であるかを示しています。

今回の事故による汚染問題は現在進行形であり、対策は急を要しますが、同時に放射性物質の環境中の
動態については中長期的な監視が必要です。農環研は1950年代からの研究の蓄積を踏まえ、汚染問題
の解決に向け、最大限の努力をしていきたいと考えています。

東日本大震災と原発事故により、国民の科学に対する信頼が揺らいでいるといわれています。しかしそ
の一方で、現代の社会は科学と深く結びついており、震災の復興はもとより日本再生のためにも科学の力
が大いに期待されています。農環研は、今世紀人類に突き付けられた大きな課題である、農業・食糧問題
と環境問題を対象とした唯一の公的専門研究機関です。地球温暖化への対応、生物多様性の保全、有害
化学物質による食品汚染等、いずれも緊急を要する課題です。農環研は、社会のための科学という視点を
より一層明確にし、研究所の基本理念にあるように、自然、社会、人間の調和と共存を目指す高い水準の研
究を推進し、世界の食料問題と環境問題の克服に貢献することをめざします。その際、環境問題は多くの
ステークホルダーが関与しているグローバルな問題であることから、国内・国外の諸機関・諸団体との連
携協力を追究します。

この報告書は、平成22年度に実施してきた研究所の環境配慮の取り組みとともに、一般向けのシンポジ
ウム・セミナーや各種イベントへの出展、さらには専門家の派遣や技術相談等、社会貢献をめざす様々な
活動をとりまとめたものです。また、中期計画課題を推進するリサーチプロジェクトの概要や研究トピック
スについても紹介しています。皆様にはご一読の上、忌憚のないご意見を頂ければ幸甚です。
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農業環境技術研究所（以下、「農環研」と言います。）は、自然と社会と人間との調和をめざした高い水準の研究
活動によって世界の食料および環境問題の克服に貢献することを基本理念としています。そして、農業生産の対
象となる生物の‥生育環境に関する技術上の基礎的な調査および研究等を行うことにより、その生育環境の保全お
よび改善に関する技術の向上に寄与することを目的としています。

この目的を遂行するための第Ⅱ期5年間の研究計画では、私たちは、農業生産環境の安全性を確保するための
基礎的な調査および研究に重点を置いた3つの目標を掲げて、明確な使命感のもと、高い水準の研究を行うこと
をめざしました。

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

理念・憲章・指針
農環研は、カドミウム、残留農薬、放射性物質などによる農産物の汚染、遺伝子組換え作物や外来生物の環境影

響、地球規模の環境変動と農業の関係など、農業にかかわる多様な環境問題の解決に努めてきました。人の健康
や環境に対するリスクへの関心はますます高まっており、リスクの評価と管理に関する基礎的・基盤的研究により、
リスクを低減する技術を開発し、得られた研究成果を広く社会に還元するとともに、行政や国際機関の施策に貢献
することが求められています。

世界の食料と環境問題の克服に貢献することを目的としたこれらの研究活動を推進するにあたり、農環研職員
が高い倫理観と社会的責任を自覚して行動し、さらに、環境の保全、改善に取り組むため、研究所の基本理念、行動
憲章、環境憲章を定めています。

環境マスタープラン
農環研は、平成19年7月に、環境負荷軽減のための取り組み項目と数値目標、研究所が取り組む事項、職員が

取り組む事項等を定めた研究所の環境マスタープランを新たに策定・公表し、これに基づく取り組みを開始し
ました。

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

行動憲章
行動理念

安全・安心な社会の構築と、次世代に継承すべき農業環境の保全に向けて、高い倫理観と社会的良識のもと
に行動し、活動による成果を広く社会に還元する。

行動指針
◦環境研究の推進

農業環境技術研究所は国内外の農業環境研究を先導する研究所として、農業生産に関連した環境問題を解決
するため、高い水準の研究活動を積極的に推進する。

◦法令遵守
関係法令、社会的規範を遵守して健全で安全な職場環境を確保し、社会の構成員として倫理、良識に従って
事業活動に取り組む。特に、研究活動を通じた不正はあってはならない。さらに、社会との連携を図り、公明、
公正、中立を堅持して透明性を確保し、信頼性を高める。

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

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

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

環境憲章
環境理念

農業環境問題にかかわる研究活動を強力に推進するとともに、環境の保全・改善と持続可能な循環型社会の
構築に寄与するため積極的に行動する。

環境行動指針
◦環境への意識向上

環境管理のため組織・制度を整備するとともに、環境に対する意識の向上を図る。
◦環境への配慮

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

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

◦社会との共生
地域社会および国際社会の一員として、社会との協力・共生関係を築くとともに、環境保全活動を積極的に推
進する。
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Agenda for Environmental Consciousness

環境配慮の基本方針

取組項目と数値目標 18年度までの取り組み 所が取り組む事項 職員が取り組む事項 達成状況

地
球
温
暖
化
・
オ
ゾ
ン
層
破
壊
防
止

①CO2 排出量削減
［2006～2010年度中期計画
期間中の年間二酸化炭素排
出量を2001年度排出量の2％

（270t＊）以上削減］

◦節電の励行
◦空調管理
◦自動点灯装置の導入
◦太陽光・風力発電外灯の

導入
◦低公害車の導入

◦冷暖房施設の改修
◦冷暖房、照明管理
◦省エネ照明器具の導入
◦低公害車の導入

◦省エネタイプの機器の購
入

◦節電の励行（昼休みや夜
間は照明を消灯しPCを停
止、OA機器は終日節電機
能を利用）

◦冷暖房機器の調節による
室温設定

◦休日の登庁の自粛

◦2006～2010年度の5ヶ年
平均排出量（11,275t-CO2）
で、対2001年度比16.2%削
減

②フロン対策 ◦特定フロン使用の空調機
の更新

◦特定フロン使用の冷蔵庫、
冷凍庫、分析機器の更新

特定フロン使用機器を更新

循
環
型
社
会
形
成
・
廃
棄
物
対
策

③省資源（上水使用量の削
減）

［2010年度までに2001年度
比10%以上削減］

◦水量調節弁の調整
◦感知式洗浄弁、自動水栓

の導入
◦洗浄水の再利用

◦水量調節弁の調整
◦漏水検査の実施
◦洗浄水の利用

◦水道のこまめな開け閉め ◦2010年度で、対2001年度
比43.3%削減

④省資源（用紙等使用量の
削減）

［2010年度までにコピー用
紙の購入量を2001年度比
20％以上削減］

◦両面コピー機の導入
◦裏紙利用の奨励

◦両面コピー機、プリンタ導
入

◦両面コピー、裏紙利用によ
る使用量削減

◦2010年度で、対2001年度
比32.8%削減

⑤廃棄物の削減◦適正処理
［2010年度までに可燃ゴミ
2001年度比10%以上削減、
産業廃棄物2002年度比10%
以上削減）］

◦イントラネットを利用した
再利用促進

◦食堂の生ゴミコンポスト
製造機の導入

◦イントラネットを利用した
情報の提供による再利用
促進

◦ゴミ処理マニュアルの作
成

◦食堂の生ゴミのコンポス
ト化と圃場等への利用

◦ゴミ分別の徹底
◦文具購入時に再利用・分

別しやすい製品の選定

◦2010年度で、対2001年度
比(産業廃棄物は2002年
度比)

　①一般廃棄物‥43.7%削減
　②産業廃棄物‥19.5%増

⑥廃水の適正処理
［実験廃水について条例の
排水基準濃度の50％以下］

◦実験廃液の保管・処理、実
験廃水の処理についてマ
ニュアルの作成

◦実験廃水の処理前検査の
実施

◦実験廃水の処理前検査の
実施

◦実験廃水の適正な取り扱
いの厳守

◦2010年度で、CODほか全
項目で目標達成

⑦グリーン購入の推進
［100%調達］

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

◦グリーン商品、バイオマス
プラスチック製品、木製品
の購入の促進

◦2010年度で、概ね達成

⑧化学物質の適正使用、適
正管理

◦化学物質の適正な使用と
廃棄のためのマニュアル
の作成

◦毒劇物の適正管理
◦ダイオキシン類のPRTR法

による適正管理

◦毒劇物の適正管理
◦ダイオキシン類のPRTR法

による適正管理

◦化学物質の適正な使用と
廃棄の厳守

⑨所内緑化の推進 ◦防風林、緑地の管理 ◦防風林、緑地の管理 ◦ミニ農村、生態系保存実
験圃場、土壌生成調査圃
場等の管理

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

⑩役職員の意識向上 ◦屋外環境整備の実施
◦環境保全に対する取り組

みの提案募集、対応

◦環境保全に対する取り組
みの提案募集、対応

◦屋外環境整備の実施
◦環境保全に対する取り組

みの提案

⑪情報の開示 ◦環境報告書の発行とWeb
公開

◦環境に関する成果の公表
（研究成果情報、プレスリ
リース、研究会等）

◦環境報告書の発行とWeb
公開

◦環境に関する成果の公表
（研究成果情報、プレスリ
リース、研究会等）

環境マスタープラン（2007 ～ 2010年度）

＊‥平成22年3月に、温室効果ガス排出量算定に使用される排出係数等が改正されたのに伴い、排出量削減目標値は改正後の数値を使用して再計算しました。そのため、
環境報告書2009以前の数値と異なっています。
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年次 沿革

明治26年（1893） 農商務省農事試験場として東京西ヶ原に設置される

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

明治35年（1902） 園芸部が新設される

明治36年（1903） 肥料鉱物調査所の事業が移される

明治37年（1904） 養畜部が新設される

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

大正5年（1916） 畜産試験場の創設に伴い養畜部が廃止される

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

大正10年（1921） 園芸試験場の創設に伴い園芸部が廃止される

昭和19年（1944） 生理部と農業気象部が新設される

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

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

昭和45年（1970） 放射線育種場が農業技術研究所の所属となる

昭和55年（1980） 西ヶ原から筑波研究学園都市に移転する

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

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

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

農業環境技術研究所の沿革
History of NIAES

農業環境技術研究所の歩み

農業環境技術研究所は、明治26年（1893年）に設立された農商務省農事試験場に始まり、農業技術研究所、
農業環境技術研究所への改組を経て、平成13年（2001年）に特定独立行政法人となりました。そして、平成18年

（2006年）4月1日に非特定独立行政法人として装いを新たにしました。
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2010 年度の組織図

農業環境技術研究所の紹介
Introduction of NIAES

農業環境技術研究所は、平成18年（2006年）4月1日、第Ⅱ期中期目標期間の開始にあたり、従来の多段階の
組織構成をフラットな構成へと再編しました（下図）。研究組織は、各専門分野の研究者が集まり、将来の新たな展
開を見据えた実力養成を目指す研究領域・センターと、各研究課題の達成に必要な人材が分野横断的に集まった
リサーチプロジェクト（RP）からなっています。研究領域・センターとリサーチプロジェクトは互いに縦横に交わっ
たマトリックス構造を作っています。

リサーチプロジェクト（RP）
14のリサーチプロジェクトを設け、重点研究課
題を推進しています。リサーチプロジェクトに
は研究領域・センターの研究員が参加します。

理事長

監査室

理事

監事

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

研究統括主幹
企画戦略室

連携推進室

広報情報室

研究情報システム管理室

安全管理室

研究技術支援室

業務統括主幹
総務管理室

財務管理室

研究コーディネータ

大気環境研究領域

物質循環研究領域

土壌環境研究領域

有機化学物質研究領域

生物多様性研究領域

生物生態機能研究領域

生態系計測研究領域

農業環境インベントリーセンター

2010年4月1日現在



10

農環研では、2001年4月からの独立行政法人化
後、理事長、理事、常勤監事、非常勤監事の4‥名の役員
を置いています。理事長は研究所を代表し、その業
務を統一して管理します。理事は理事長を補佐し、研
究所の業務全般を掌握します。監事は、研究所の業
務を監査し、監査結果に基づき、理事長に意見を提出
することによって、研究所の運営の健全化に努めてい
ます。

この役員および研究統括主幹、業務統括主幹、研究
コーディネータ、センター長などからなる最高決定機
関の役員会において、重要事項を審議し、あわせて内
部統制および業務企画の基礎的検討を行います。研
究所の運営については、役員会メンバーに研究領域
長、室長などを加えたメンバーからなる所議において
審議し、結果を全職員に連絡しています。

個々の業務運営に合議が必要な場合は、職員の代
表によって構成される専門委員会を設置し、検討結果
を所議で報告しています。また、農環研の運営と調
査・研究活動について外部の視点から総合的に検討
をおこない、助言を得ることを目的とした評議会を設
置し、外部専門家・有識者からの客観的な評価と意
見を取り入れています。

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

大垣眞一郎 （独）国立環境研究所理事長

堀江　武 （独）農業・食品産業技術総合研究機構理事長

鈴木　和夫 （独）森林総合研究所理事長

高柳　和史 （独）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

人員の推移（年度毎） マネジメントシステム

収入・支出の推移（年度毎）
【収入】

【支出】

評議会委員（2010年度）

*‥ 役職員は、役員・一般職員・技術専門職員・研究職員‥の合計

**‥ 契約職員は、ポスドク・パートタイマーの合計

課題評価会議

（人）

役職員* 契約職員**
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有機化学物質リスク管理  リサーチプロジェクト
汚染された土壌を微生物、植物、化学資材を使って

現場で修復する技術の開発。水田から流域の農薬濃
度予測モデルおよび有機化学物質のさまざまな環境
領域への移動と残留を評価するマルチメディアモデ
ルの開発。水生節足動物を用いた水稲用農薬の環
境毒性評価手法の開発。

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

よびこれら物質の作物吸収リスクの評価。カドミウ
ム汚染土壌の化学洗浄法や植物を利用した修復技術

（ファイトレメディエーション）の開発。汚染の程度
に応じた有害元素汚染土壌管理マニュアル作成。

外来生物生態影響  リサーチプロジェクト
外来植物の生育・繁殖や植物生育阻害物質の産

生性などの特性の解明と侵入経路の調査などによる
生態系リスクの数値化。侵入初期の外来植物の拡散
や被害の予測とまん延防止策の提示。外見による判
別が難しい外来天敵昆虫や、外来種との交雑個体の
分子マーカー利用による識別技術の開発。

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

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

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

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

情報化学物質生態機能  リサーチプロジェクト
雑草の生育を抑制する植物由来の生理活性物質

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

第Ⅱ期中期計画に基づく研究課題を推進するために、研究課題毎にリサーチプロジェクト（RP）を

設けました。各RPでは、課題の達成に必要な人材が複数の研究領域・センターから分野横断的

に集まり、RPリーダーのリーダーシップのもと、共同して研究を推進することとしました。

リサーチプロジェクト（RP）
Research Project

湿地林で見られるウラゴマダラシジミ
（農業環境技術研究所構内にて）
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気候変動影響  リサーチプロジェクト
温暖化や異常気象に対するイネの収量変動をほ場

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

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

化）、メタン、亜酸化窒素など温室効果ガス発生のメ
カニズム解明、それに基づく発生モデルの開発や発
生削減技術の開発、削減効果や削減可能量の日本や
アジアにおける定量的かつ総合的な広域評価。

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

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

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

室効果ガスの収支（フラックス）の長期モニタリング。
フラックス測定における変動要因の解析およびリ
モートセンシング技術との融合による測定の高度化。

化学分析・モニタリング  リサーチプロジェクト
農業環境中における化学物質の動態解明および

作物汚染リスクの早期予測にむけた簡易分析法の開
発。有機ヒ素化合物の形態別高精度分析法の開発。
土壌・作物に含まれる放射能の長期モニタリング。

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

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

農業環境情報・指標  リサーチプロジェクト
栄養塩類の収支、土壌侵食など農業環境に関する

指標の算出手法の開発とその地図化に必要な基盤的
地理情報の効率的整備・収集手法の開発。土壌情
報システムおよび昆虫・微生物等の個別インベント
リーを連携するシステムの開発。

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

価に活用するための、土壌調査データの収集、耕地・
非耕地の包括的土壌分類試案の策定、微生物インベ
ントリーシステムの拡充、昆虫など所蔵標本のデータ
ベース化と未同定標本の分類同定作業など。

つくばみらい市に整備した
開放系大気CO2増加（FACE）実験施設
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研究トピックス
Research Topics

イネ群落内の微気象を精密、簡便に測る
自立型気象観測パッケージMINCER

近年、高温によるイネの生育障害が顕在化してお
り、不稔や登熟障害のように穂に関連する高温スト
レス現象の発生実態の正確な把握と、対策技術の
開発が急務となっています。このため、イネ群落内
の微気象、とくに穂の周辺の気温と湿度を精密かつ
簡便に観測できる装置が求められています。そこ
で、私たちはイネ群落内の気温・湿度の観測に必
要な機能を一体化した自立型気象観測パッケージ、
MINCER‥（Micrometeorological‥Instrument‥for‥Near‥
Canopy‥Environment‥of‥Rice）を開発しました。

MINCERには煩わしい配線作業はいっさい不要で、
三脚ごと水田に設置するだけで観測を開始できま
す。イネ群落内の気温・湿度を正確に測定するため
に、太陽電池と充電池で駆動するファンによって、温
湿度センサーを格納した通風筒内を常時通風し、そ
の排気は群落上に放出します。

MINCERは作物栽培分野の研究者や普及指導員が
手軽に利用できる装置です。また、世界各地の水田
の微気象やイネの高温ストレス現象の発生実態把握
のための国際観測ネットワークでも、MINCERが活用
されています。

硝酸性窒素による地下水汚染はわが国に広く見ら
れる環境問題ですが、その原因の一つは農地に施用
される化学肥料や有機物に含まれる窒素と考えられ
ています。しかし、農地土壌から地下水にいたる窒素
の動きを広域で把握することは困難なため、どのよう
な地域でどのような農業を行ったときに地下水汚染
が起きやすいかはよく分かっていません。そこで、統
計資料やGISデータに数値モデルを組み合わせるこ
とで、農業による地下水汚染リスクを広域的に評価す
るシステムRealNを開発しました。

このシステムを農業の盛んなある地域に適用した
ところ、その地域の主要な作物を施肥基準に従って
栽培した場合、地下水中硝酸性窒素濃度は環境基準
値（10mg-N/L）を下回ることがほとんどなく、汚染リス
クが高いと予測されました。これに対し、作物収穫後
にクリーニングクロップを栽培して余剰な窒素を除去
すること、或いは化学肥料や有機物による窒素投入量
を平均46％削減することにより、作物による窒素吸収
量を維持しながら汚染リスクを効果的に低下させるこ
とができると予測されました。

農業地域の地下水汚染は解決の困難な環境問題
の一つですが、このような手法を用いて環境への負荷
の小さい施肥体系を構築していくことが、水環境の保
全に役立つと期待されます。

地下水の硝酸汚染リスクを広域で評価する

農業地域の地下水の硝酸汚染リスク評価図
硝酸汚染リスクは「硝酸性窒素濃度の年平均値が環境基準値を超える確
率」と定義しています。

MINCERの外観とイネ群落内への設置状況
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各種作物におけるディルドリンの基準値超過指標値

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

米のカドミウム基準値が2011年2月に改正され、
客土法に代わる汚染水田の修復法の開発が必要で
す。当所で開発した土壌洗浄法を改良し、カドミウム
除去効率が高く、環境にやさしい実用的な土壌浄化
技術を確立しました。まず汚染水田に塩化鉄（Ⅲ）を
溶かした用水を入れ、土壌と水をよく混合します。次
に、カドミウムが溶出した水を排水し、溶存するカド
ミウムを現場に設置した処理装置によって回収しま
す。更に塩化鉄を含まない用水で水洗浄を2～3回
行い、水田に残っているカドミウムや塩素を除去しま
す。洗浄水と土壌を混合する際には、作土層の攪拌
効率を高め耕盤の破壊を最小限に抑えるため、レベ
ルセンサーなどでトラクターの作業深度を管理し、水
面から耕盤までの作土懸濁層の水深を40cm以上と
することで、土壌からのカドミウム除去効率が高まり
ます。それにより、未処理の水田と比べ作土中のカド
ミウム濃度は60-80％、生産される米のカドミウム濃
度は70-90％低減し、玄米収量はほとんど減少しませ
ん。現場設置の処理装置から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
さないことも確認しています。本技術は新たな基準
をクリアするための対策の一つとして期待されます。

キュウリからディルドリンが残留基準値を上回る濃
度で検出された場合、代替作物の作付けがリスク回
避として有効です。しかし、ディルドリンの残留基準
値が作物ごとに異なるため、作物を選定する際には
基準値の大小を考慮する必要があります。そこで、土
壌から作物体可食部へのディルドリンの移行率を算
出し、残留基準値と比較することにより、代替作物とし
ての適用性を明らかにしました。

ディルドリン残留ほ場で8科18作物を栽培、各作
物の可食部および株元土壌を分析し、可食部への移
行率（可食部中濃度/土壌中濃度）を比較すると、ウリ
科作物で高く、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りました。これまでに、ウリ
科は土壌中のディルドリンを特異的に地上部に吸収
するのに対し、ウリ科以外の作物は根を通したディル
ドリンの吸収が極めて少ないことがわかっています
が、残留基準値が低いと土壌の付着等によりこれを超
過する可能性があります。そこで、可食部への移行率
を各作物の残留基準値（不検出の場合は0.005ppm
とした）で除し、基準値超過指標値を算出しました。
ダイコンやバレイショの可食部への移行率はウリ科
よりも低いですが、残留基準値が低いため、指標値は
カボチャやズッキーニと同程度となります。従って、
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）は避けるのが
適切です。

ディルドリン汚染地での栽培作物の選定
ウリ科、根菜類、イモ類は避けるのが適切

開発した水田土壌の化学洗浄法のフロー図

薬剤施用（塩化鉄溶液） かく拌（カドミウムの抽出）
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研究トピックス
Research Topics

天敵寄生蜂は害虫に食害された植物が出す
揮発性物質を手掛かりに寄主を探索する

アブラナ科野菜の重要害虫コナガの天敵寄生蜂コ
ナガサムライコマユバチは、植物が害虫による食害
を受けた時にだけ多く放出する揮発性成分を手掛か
りとして、寄主であるコナガの存在する植物を見つけ
出していることを実験により明らかにしました。

まず、ポット植えコマツナの健全株、コナガ幼虫に1
日食害させた食害中株、食害させた後に幼虫を除い
て1日放置した食害後株を準備し、これらに対する寄
生蜂の反応を調べたところ、好みの順は食害中株＞
食害後株＞健全株となり、蜂はコナガが食害中の株
を他の株から明らかに見分けていました。次に植物
の揮発性成分を捕集し化学分析した結果、様々な成
分が検出されましたが、なかでもベンジルシアニドと
ジメチルトリスルフィドの2成分は、食害中にのみ多
く放出され、コナガ除去後に減少しました。各検出成
分の化学合成品を添加した処理株と無処理株の間で
寄生蜂の好みを調べたところ、上記2成分の処理株の
みが寄生蜂に対する高い誘引性を示しました。この
結果、寄主が存在している植物を効率良く発見するた
めに寄生蜂は上記2成分を利用していると考えられま
した。今後、このように寄生蜂を誘引する植物揮発性
成分を利用した新たな害虫管理技術の開発が期待さ
れます。

農業は、土壌微生物の働きに大きな影響を受けて
います。例えば、農耕地に施用した肥料成分の分解
や作物の病害、あるいは農耕地からの温室効果ガス
の発生等は、土壌微生物の働きによるものです。こう
した微生物の働きをうまく利用しコントロールするこ
とができれば、環境に優しい新しい農業技術の開発
に利用することが期待できます。しかし、土壌微生物
の多く（約99%）が培養できないことから、土壌の中で
微生物がどのような働きをしているかを知ることは、
これまでほとんど不可能でした。

当研究所では、土壌中で微生物がどのような働きを
しているかを知る手段として、微生物が活動するとき
に細胞内で作られるRNAに着目しました。RNAはタ
ンパク質の設計図となることから、RNAを調べれば、
土の中で微生物がどのようなタンパク質を使って働い
ているかを知ことができるわけです。我々は、土壌か
ら直接、高純度の微生物RNAを抽出・精製する手法
を開発しました。さらに、土壌から直接抽出したRNA
を解析することで、土の中で生育している微生物がど
のようなタンパク質を作っているかを調べることに成
功しました。

この研究成果は、自然環境下で肥料の分解や作物
病害、地球温暖化に関与する土壌微生物の働きを解
析するための大きな突破口を開くものです。

RNAを用いて土壌微生物の働きを解析する

異なる4種類の土壌から抽出したDNAとRNA
ほとんど同じ量のDNAが抽出されることから、調べた4種類の土壌には、ほ
ぼ同じ量の微生物が存在していることが判ります。市販のキットでRNAを抽
出すると黄色土からしかRNAはとれませんでしたが、我々が開発した方法
では全ての土壌から効率よくRNAを得ることができました。

害虫に食害された植物が放出する匂い（揮発性成分）
を手掛りに寄主害虫を探索する寄生蜂
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全国土を詳細に区分できる包括的土壌分類
第１次試案

谷津田をGIS 手法でとらえる
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

谷津田は、米の生産という農業活動によって形成さ
れた農業生態系であり、その多様性に富む土地利用
により、水域・樹林・草地といった複数の異なる環境
を必要とする生き物にとって重要な景観を提供して
います。しかし、この谷津田を地図上で客観的・定量
的に把握することは困難でした。

私たちは、谷津田においては、枝のように伸びてい
る幅の狭い水田が特徴的であることに着目しました。
そこで、幅約100メートル以内の狭い水田域を「枝流
水田」と定義し、これを地図データから抽出するGIS手
法を開発しました。次に、このGIS手法を用いて環境
省現存植生図から全国の枝流水田を地図化し、枝流
水田の全国分布状況を分析しました。

谷津田の一つの特徴は樹林地と水田が接している
状態とされています。枝流水田は全国の水田面積の
約11％にすぎませんが、水田周長距離の約33％、そ
して樹林－水田接長距離の約44％を占めることが分
かりました。また関東地方においては、枝流水田割合
の高い地域において耕作放棄地割合も高くなってい
ることが示唆されました。

このようなGIS手法に基づく空間指標は、現状の把
握とともに、耕作放棄の防止や、農村景観・生物多様
性を保全する政策への貢献が期待されます。

わが国では、土地利用に左右されず土壌の種類を
判定することができる土壌分類法の整備が遅れてい
ました。これまで用いられてきた旧土壌分類法では
非農耕地（林野など）と農耕地の境界域で2種類以上
の分類を使用する必要があり、林野と農耕地の境界
域が入り組んだ市町村レベルでの土地利用の計画・
立案の際に支障を来していました。

そこで、日本全国のあらゆる土地利用において使
用でき、農業・環境問題に関する取り組みに適した
土壌の区分を提供できる「包括的土壌分類、第1次試
案」を作成しました。この分類では全国各地の土壌の
種類・名前を、現地調査データと限られた分析データ
から検索・同定することができます。

これにより、様々な土地利用が混在する地域の環境
問題に対しても土地利用を問わず共通の土壌情報を
提供できるようになり、炭素蓄積、国土保全機能、生物
多様性への影響評価等、多様な環境研究や行政ニー
ズに答える基盤となります。

包括的土壌分類第１次試案における土壌分類

千葉県北部の「谷津田」
左図:‥航空写真にみる樹林に囲まれた「谷津田」
右図:‥GIS解析で抽出した枝流水田
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環境憲章の制定
農環研では、研究所としての事業活動における環

境配慮の方針を明確化するため、2006年4月に環境
憲章を制定しました。

環境マスタープランの制定
農環研における環境負荷軽減を目的とし、①地球温

暖化・オゾン層破壊防止、②循環型社会形成・廃棄
物対策、③役職員の意識向上・情報開示を取組目標
として定めた「環境マスタープラン」を2007年7月に
策定し、これに基づく取組みを開始しました。

環境報告書の発行
農環研の事業活動における環境配慮の取組方針・

状況を外部に公開するために、2010年11月に「環
境報告書2010」を発行しました。

環境管理のための委員会
農環研における環境と安全に関する諸問題の改善・

解決のために、関係する以下の委員会を設置して取り
組んでいます。

1. 安全衛生委員会
農環研における安全および衛生に関する事項（①

職員の危険および健康障害を防止するための対策、
②安全および衛生に係る労働災害の原因究明および
再発防止対策、③職員の健康の保持増進を図るため
の対策）を審議します。

2. 環境・安全委員会
農環研における環境の保全、放射線障害の防止並

びに震災などにおける安全の確保などを図ることを
目的とし、
①環境保全に有効な事項の具体的対策に関すること
②‥研究所の事業活動に係る環境配慮などの状況の公

表資料（環境報告書）の作成に関すること
③‥環境物品などに係る調達の方針の作成および当該

物品などの調達に関すること
④‥原子力の利用研究、放射線障害の防止および緊急

放射能調査に関すること
⑤消防計画、防火管理、安全対策などに関すること、
について審議し、安全・衛生・防災管理の適正な運
営を図ります。環境・安全委員会には、以下の部会
を設置しています。
1．環境保全推進部会（①～③に関する事項）
2．アイソトープ部会（④に関する事項）
3．防災対策部会（⑤に関する事項）

教育・訓練の受講、資格取得
資格取得
　第Ⅰ種衛生管理者：1名
　危険物取扱者試験（乙４類）：1名
講習会派遣
　エネルギー管理者資質向上講習：2名
　第Ⅰ種衛生管理者受験準備講習会：1名
　危険物取扱者試験準備講習会：1名
教育訓練
　放射線障害防止のための教育・訓練：22名

環境安全衛生マネジメント

12月に実施された防災訓練

Environmental Health & Safety Management
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汚染物質排出量*5
　COD  106.368kg
　全クロム 0.221kg
　水銀 0.005Kg
　鉛  0.122kg
　ヒ素  0.122kg
　亜鉛 1.572kg
　窒素 18.170kg
　リン 2.659kg

大気排出物
温室効果ガス排出量：
 10,764t--CO2
  電　　力： 7,927t--CO2
  化石燃料： 209t--CO2
  高 温 水： 2,623t--CO2
  水　　田： 4t--CO2
  化学肥料：  1t--CO2

廃棄物
廃棄物排出量
　一般廃棄物： 18t
　産業廃棄物： 42t

水域排出物
下水道への総排水量： 73,765m

3

　うち実験廃水処理施設
　からの排水量： 26,592m

3

水田・畑への潅漑等
 175,392m

3

研究開発

研究成果

エネルギー
電　　力： 18,963,562kWh
都市ガス： 86,384m

3

灯　　油： 0ℓ
軽　　油： 300ℓ
ガソリン： 9,980ℓ
高温水 *1： 46,013GJ

物　質
研究用装置・機器
　分析機器、パソコン、
　ガラス器具など 
研究資材 *2

　試薬、溶剤、農薬、
　肥料、昆虫など
生活資材

水
上　水： 123,143m

3

井　水： 60,064m
3

*3

*4

査読論文159報、学会発表約694件
特許出願4件（2010年度実績）

農環研は試験研究が主な業務であるため、製品を
製造したり販売するのではなく、論文・学会発表や特
許出願などの成果によって、付加価値を社会に向けて
発信しています。しかしながら、研究活動を行うため
に必要な施設、設備や実験機器などの稼働、水田、畑
などの管理のために、多くのエネルギーや資源を消費
し、その結果として、環境に負荷を与える物質を排出し
ています。農環研の活動による主な環境への負荷は、
温室効果ガスや廃棄物の排出によるものです。

そのため、事業活動に伴い生じる環境負荷の状況を
把握することは、環境保全に配慮した活動を行い、環
境への負荷の低減を図るうえで重要です。農環研の
2010年度の事業活動に関わるエネルギー、水および
物質の投入と排出による環境負荷の状況は図のよう
になります。

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

全体エネルギー消費量
農環研でのエネルギー消費は、エネルギー量に換

算すると232,975GJです。内訳では電力の消費によ
るものが79％と全体の約8割を占めています。

環境負荷の全体像

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

から供給を受けています

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

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

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

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

Environmental Impact

2010年度種目別エネルギー使用量（単位：GJ）

温室効果ガス排出量は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver.‥2.4）」（平成21年3月‥環境省・経済産業省）
に示された数値に基づき算定しました。（なお、平成22年3月31日に改正された温室効果ガス算定排出量の排出
係数等については、改正後の数値に基づき算定しました。）

高温水

軽油

灯油

ガソリン

都市ガス

電力

182,921

46,013
■11
■0
■345
■3,685
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エネルギー個別使用量
最大の消費要因である電力使用量は、2001年度

と比較して12.9％、前年度と比較して1.1％、約206千
kWhの使用量が減少しました。この使用量減少が
一過性のものとならないよう今後も引き続き節電へ
の取り組みを一層強化する必要があります。（なお、
2010年度の使用量には、2010年1月から研究を開
始したFACE施設（つくばみらい市）分を含んでいま
す。）

都市ガス使用量は2001年度に比べて54.8％増加、
燃料は、軽油が93.9％減少、ガソリンが14.6％増加で

（灯油の2010年度使用量はゼロ）、都市ガスと燃料を
合わせた化石燃料全体の消費量は、エネルギーベー
スで11.1％増加してしまいました。消費エネルギー
全体に対する割合が約2％とあまり高くないので、環
境負荷に大きな影響を与えるまでにはいたりません
でしたが、省エネへのさらなる取り組みが必要です。

水資源使用量・排出量
上水使用量は2001年度に比べて43.3%、井水使用

量では33.8%とともに減少傾向が続いています。ま
た、熱源として使用している温水の余剰水は中水（雑
用水）として再利用しています。

下水排水量は、2001年度との比較では43.6%減
少しています。また、前年度との比較では7.8%減少
しました。

ペーパーレスへの取り組み
農環研では、情報伝達手段として電子メールやグ

ループウェアの利活用、コピー用紙の再利用や両面コ
ピーを徹底することによりペーパーレス化を図りまし
た。その結果、コピー用紙の購入量は、2001年度と
比較して32.8%（約87万枚）減少し、前年度との比較
では8.7%（約17万枚）減少しました。コピー用紙の
使用量を減らすため、職員一人一人が、ペーパーレス
化等の取組に一層努力する必要があります。

2010年度2009年度2008年度2007年度2006年度2005年度2001年度
0
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000
（GJ)

111

613

305

3,727

112

551

333

3,343

172

300

4
11

345

0

3,616 3,685

180

777

301

2,380

131

617

329

3,118

101

554

300

3,637

都市ガス
灯油
ガソリン
軽油

(kWh)

18,500,000

19,000,000

19,500,000

20,000,000

20,500,000

21,000,000

21,500,000

22,000,000

20,507,864

19,921,066

19,169,392

18,963,562

21,036,349

20,744,364

21,767,144

2010年度2009年度2008年度2007年度2006年度2005年度2001年度

環境負荷低減の取り組み
Environmental Preservation

年度毎の購入電力量

年度毎の化石燃料使用量（エネルギーベース）

（ｍ3)

136,557

55,845

133,635

62,172

123,143

60,064

171,826

66,102

168,610

75,578

上水
井水

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2010年度2009年度2008年度2007年度2006年度2005年度2001年度

217,043

90,679

165,385

77,221

取組項目 数値目標 2010年度実績
環境マスタープラン
③省資源（上水使用
量の削減）

2010年度までに
2001年度比‥
10%以上削減

2001年度比
43.3%削減

年度毎の水資源使用量

その他の排水量
実験廃水処理施設からの放水量

（m3）
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年度毎の排水量

※‥環境報告書2007の「都市ガス」の数値に誤りがありましたので修正し
ております。
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地球温暖化防止
地球温暖化は、人が活動することによって発生する

温室効果ガスの濃度の増加に伴い、地表および大気
の温度が上昇することで、生態系および人類に悪影響
を及ぼし、その予想される影響の大きさなどから、き
わめて重要な環境問題となっています。この地球温
暖化に対処するため、わが国は、温暖化防止京都会議

（COP3）で決められた2008年から2012年の第1約
束期間に1990年比で6%の温室効果ガスの削減に向
けて努力することが義務づけられています。農環研で
は、環境・安全委員会内に環境保全推進部会を設置
し、省エネルギー対策を計画・実施し、積極的に温暖
化防止に取り組んでいます。

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

度）において、冷凍機や空調設備などの改修（更新）を
行うとともに、これらの設備の運転方法を変更するこ
とにより電力および高温水の消費量を削減し、二酸化
炭素排出量を、2001年度と比較して約2％（約270t-
CO2）*1削減することを目指しました。

温室効果ガス排出量の推移
農環研では、エネルギー使用量を削減することで、

温室効果ガスの排出量抑制に努力しています。二
酸化炭素排出量は、2006～2010年度の5ヶ年平均
で、2001年度と比較して16.2%削減できました。な

お、温室効果ガス排出量を削減できた主な要因は、一
般空調設備をインバーター制御の高効率機器に更新

（年次計画による）したことにより電力消費量を節減
できたこと、また暖房設備の改修にあたり新たな燃料
（灯油から都市ガスへ）の設備に更新するとともに、
高温水熱源の温水も併行して利用可能とし負荷量に
対し弾力的かつ効率的な運転を行ったことにより、電
力消費量を大幅に削減できたことによるものです。

廃棄物
産業廃棄物は、老朽化した機器類等の廃棄を推進

していることから年次変動が大きく、2010年度は前
年度と比較して8.6トン増加しました。また、一般廃
棄物は、前年度と比べ4トン減少しました。

自然エネルギーの利用
農環研では、屋外の照明の一部に、太陽光および風力

により発電した電力を利用しています。将来的には、屋
外のすべての照明について、太陽光や風力により発電し
た電力を利用することも検討しています。

取組項目 数値目標 2010年度実績
環境マスタープラ
ン④省資源（用紙等
使用量の削減）

2010年度までにコ
ピー用紙の購入
量を2001年度比
20%以上削減

2001年度比
32.8%削減

取組項目 数値目標 2010年度実績
環境マスタープラン
①CO2排出量削減

2006 ～ 2010年 度
中期計画期間中の
年間二酸化炭素排
出量を2001年度排
出量の2%（270t）以
上削減

2006 ～ 2010年度
の5ヶ年平均排出
量で、2001年度比
16.2%（2,182t）削減
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年度毎のコピー用紙購入枚数

※環境報告書2007までの、「金額」から「枚数」に表記を変更しました。
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3,132
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12,031
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2,949

8,793
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2,670

8,572

11,498

234

2,849

8,327

11,410

212

2,497

8,013

10,722

209

2,623

7,927

10,759

年度毎のCO2排出量*1

*1‥‥二酸化炭素排出量は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver.‥3.0）」

（平成22年6月環境省・経済産業省）に基づき算定しました。

　なお、2008年度までの排出量についても同マニュアルにより再計算を行いま

したので、「環境報告書2009」以前に記載されている数値とは異なります。
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廃水処理の概要
実験室より排出される一般実験廃水を、実験廃水

処理施設において、つくば市下水道条例に基づく汚
水排出基準に適合する水質として排水しています。

主な処理対象物質は、シアン化合物、無機水銀、六
価クロム、カドミウム、鉛、ヒ素などです。

処理プロセスについては、処理施設へ流入する一
般実験廃水は沈砂池へ導入し、砂およびゴミを除去し
た後汚水槽へ導入し、ポンプアップしてさらに貯留槽
へ導入します。

モニタリングシステム
貯留槽が満水になるとサンプリングを開始し、モニ

タリング設備によりシアン、クロム、無機水銀などの項
目について放流基準を満たしているときは排水ポン
プにより下水道へ放流を行います。

また、放流基準を超えている項目があるときは処理
をして放流基準以下を確認し放流します。

なお、2010年度における排出水の各項目の平均
濃度は、排水基準濃度の50％未満となっています。

項目 単位 排水基準
2010 年度実績

最大値 最小値 年間平均値
水温 ℃ 45℃未満 24.1 13.8 18.4
pH（水素イオン濃度） 5～9 7.9 6.7 7.2
COD（化学的酸素要求量） mg ／ℓ 600未満 16.8 0.6 4.0
SS（浮遊物質量） mg ／ℓ 600未満 11.5 0.5 4.5
シアン含有量 mg ／ ℓ 不検出 不検出 –
全クロム含有量 mg ／ ℓ 1.0以下 0.0320 0.0000 0.0083
六価クロム含有量 mg ／ ℓ 0.05以下 0.0200 0.0000 0.0032
総水銀含有量 mg ／ ℓ 0.0005以下 0.0005 0.0002 0.0002
鉛含有量 mg ／ ℓ 0.01以下 0.0100 0.0003 0.0046
ヒ素含有量 mg ／ ℓ 0.01以下 0.0080 0.0010 0.0046
亜鉛含有量 mg ／ ℓ 5.0以下 0.2270 0.0080 0.0591
窒素含有量 mg ／ ℓ 240未満 1.5000 0.2000 0.6833
燐含有量 mg ／ ℓ 32未満 0.1000 0.1000 0.1000

研究棟より
流入水

pH調整槽

沈殿槽

バースクリーン シアン・クロム処理槽汚水槽 貯留槽
A, B, C

塩化
第二鉄

苛性
ソーダ

次亜塩素酸
ソーダ硫酸

汚泥濃縮貯留槽へ→脱水機

苛性
ソーダ

中和槽

逆洗水槽

処理水槽
A,B

放流

砂ろ過塔

分離水槽

活性炭塔

キレート
樹脂塔

硫酸
苛性
ソーダ

逆洗水

逆洗水
逆洗排水

逆洗排水

排水水質測定結果

廃水処理施設のフロー

廃水処理
Wastewater Disposal

取組項目 数値目標 2010年度実績
環境マスタープラン
⑥廃水の適正処理

実験廃水について
条例の排水基準濃
度の50%以下

各項目の平均濃度
は排水基準濃度
の50%以下
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廃棄物の排出量
農環研から排出される廃棄物は、一般廃棄物（燃え

るごみ・燃えないごみ）と産業廃棄物（廃棄物品類を
含む）に大別されます。一般廃棄物は分別し回収さ
れ、つくば市クリーンセンターへ運搬した後処理され
ています（運搬は外部業者に委託）。また、産業廃棄
物は構内の集積場に回収し、運搬および処理は外部
業者に委託しています。

2010年度の一般廃棄物の排出量は、2001年度
と比べて43.7%削減することができました。一方、
2010年度の産業廃棄物の排出量は2002年度（2001
年度は実績無し）と比べて19.5％増加しました。これ
は、老朽化した物品類の廃棄や薬品管理の適正化を
図る目的で、不要薬品類の廃棄を特に推進したことに
よります。

特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発

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

2010年度の特別管理産業廃棄物の排出量は、前年
度から約35%増加しました。これは薬品管理の適正
化を図る目的で不用薬品類の廃棄を推進したことに
よります。

リサイクル
○家電製品
　家電製品（テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機(衣
類乾燥機を含む)）については、特定家庭用機器再商
品化法（家電リサイクル法）にもとづき業者に引き取
りを依頼しています。

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

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

廃棄物の適正処理
産業廃棄物の運搬および処理を委託した業者に対

しては、処理業者の許可証の確認、産業廃棄物管理票
（マニフェスト）により適正処理の確認を行い、不法
投棄などがないよう監視しています。

再利用の促進
不用となったものでもただちに捨てたりせず、所内

のグループウェア等で希望者を募るなど、物品の再利
用も促進しています。

年度毎の廃棄物別排出量

特別管理産業廃棄物の排出量（単位：kg）

家電等リサイクルの実績（単位：台）

廃棄物処理
Waste Disposal

取組項目 数値目標 2010年度実績
環境マスタープラン
⑤廃棄物の削減・適
正処理

2010年度までに可
燃ゴミ2001年度比
10%以上削減、産業
廃棄物2002年度比
10%以上削減

一般廃棄物2001年
度比43.7%削減、産
業廃棄物2002年度
比19.5%増加

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 （年度）

廃薬品類 33 3 168 86 383 588 1,847

汚泥（特別管理） 15 4 65 12 59 523 61

廃油（特別管理） 8 77 1,869 124 3,894 1,247 1,248

合計 56 84 2,102 222 4,336 2,358 3,181

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 （年度）

テレビ 8 3 – 6 12 9 19

冷蔵庫 9 12 6 4 13 10 20

エアコン 2 – 8 1 1 3 –

洗濯機 3 – 1 1 1 3 11

※‥環境報告書2007の2002～2006年度の数値に誤りがありましたので修正し
ました。

（t）
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32

32
30

31
29 29 22

3435

24

36
40

30

0

10

20

30

40

50

2010年度2009年度2008年度2007年度2006年度2005年度2002年度2001年度

18

42



23

Environmental Sustainability Report

化学薬品等安全管理委員会の設置
農環研では、化学薬品及び有害物質等の適切な管

理を図ることを目的に、理事を委員長とする化学薬品
等安全管理委員会を設置しています。

化学薬品等管理規程の施行
化学薬品等の取扱いに関しては、化学薬品等管理

規程を定めて、健康障害と災害の発生を防止し、さら
に研究所内及び周辺地域の環境の保全を確保してい
ます。毒物・劇物については毒物・劇物取扱要領を
定めて管理しています。

毒物・劇物の管理
保管場所ごとに管理責任者を指名して、使用量お

よび保管状況を常に把握し、盗難、紛失等が起こらな
いように安全な管理に努めています。また、管理責
任者は、定期的に薬品管理システムに登録されてい
る毒物・劇物が現存物と重量および保管場所が一致
しているかを、1本ずつ確認して、報告書を提出する
義務を課されています。これらの点検結果は化学薬
品等安全管理委員会に報告され、管理状況の確認を
行っています。

薬品管理システムによる薬品管理
所内にある化学薬品の総数は3月末時点で約

17,000本あります。これらの化学薬品には1本毎に
保有者、保管場所を記入したバーコードシールを貼
付して、その情報をオンラインで一元的に把握するた
め、薬品管理システムを導入しています。消防法に
該当する危険物については、貯蔵量の規制値を超え
ないように薬品管理システムにより、管理を行ってい
ます。

特定化学物質の排出量および移動量
農環研での「特定化学物質の環境への排出量の把

握及び管理の改善の促進に関する法律」（PRTR法）
に該当する化学薬品の年間使用量は、第一種指定化
学物質、特定第一種指定化学物質ともに届出が必要
な量以下です。2010年にはダイオキシン焼却施設を
廃止しました。なお、2010年度までの大気・公共水
域・土壌および下水道への排出量はありません。

薬品庫における事故
廃棄薬品の搬出処分は外部の専門業者に委託して

います。2010年11月12日、薬品庫内で処理業者の
作業員が廃棄薬品の仕分け作業中、硝酸とギ酸をポ
リタンクに投入後、密栓して放置した結果、発生した
二酸化炭素ガスのために内圧が上昇してタンクが破
裂し、飛散した酸性液を浴びた作業員一名が軽傷を
負いました。なお、この事故で化学物質が直接下水
及び土壌へ流出することはありませんでした。この事
故を受けて、農環研は廃棄薬品処理業者へ再発防止
対策を講じるように申し入れるとともに、職員に対し
ては、事故内容を周知して、化学薬品の一層の安全管
理に努めるように指導しました。

安全管理室の設置
2010年度から、化学薬品等の管理を強化するため

に、安全管理室を設置しました。安全管理室では、農
環研内で使用する化学物質等の安全管理に関する業
務を行います。

化学物質の管理
Management of Chemical Substances

現在の薬品庫
（外部からの視認性を改善するため入室扉は強化ガラスに改修）

薬品庫内に新たに掲示した注意事項
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分野 品目 目標値 総調達量 特定調達物品等の調達量 目標達成率

紙類 コピー用紙 100% 5,375kg 4,295kg 80%

トイレットペーパー 100% 2,110kg 2,110kg 100%

ティッシュペーパー 100% 292kg 292kg 100%

文具類 シャープペンシル 100% 101本 92本 91%

ボールペン 100% 394本 328本 83%

マーキングペン 100% 890本 409本 46%

ステープラー 100% 2個 2個 100%

消しゴム 100% 16個 16個 100%

クラフトテープ 100% 8個 8個 100%

製本テープ 100% 10個 10個 100%

ファイル 100% 2,828冊 2,585冊 91%

ファイリング用品 100% 270個 270個 100%

インデックス 100% 218個 218個 100%

事務用封筒（紙製） 100% 38,000枚 6,000枚 16%

付箋紙 100% 396個 281個 71%

オフィス家具等 いす 100% 23脚 22脚 96%

机 100% 5台 5台 100%

棚 100% 18連 8連 44%

OA機器 電子計算機（デスクトップ及びノートPC合計：購入） 100% 114台 76台 67%

プリンター（購入） 100% 20台 20台 100%

磁気ディスク装置（購入） 100% 121台 91台 75%

記録用メディア 100% 650個 470個 72%

一次電池又は小型充電式電池 100% 1,403個 1,121個 80%

電子式卓上計算機 100% 5個 5個 100%

トナーカートリッジ 100% 342個 245個 72%

インクカートリッジ 100% 461個 428個 93%

家電製品 電気冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫 100% 10台 8台 80%

照明 蛍光ランプ　　　　　ラピッドスタート形又はスタータ形 100% 1,160本 1,000本 86%

制服・作業服 作業服 100% 45着 45着 100%

作業手袋 作業手袋 100% 410組 253組 62%

役務 印刷 100% 104件 104件 100%

グリーン調達への取り組み
農環研では、研究開発を行うために必要な製品・

部品・材料を購入する際、品質や価格だけでなく環
境も考慮して、環境負荷ができる限り小さい製品・
サービスを優先して選ぶグリーン調達を進めてい
ます。

特定調達品目調達の目標
農環研では、グリーン調達を促進するため、「国等

による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グ
リーン購入法）に基づいて、「環境物品等の調達の推
進を図るための方針」を定め公表しています。

また、地球温暖化の防止や資源循環型社会の形成
に資するとの観点から、バイオマス（再生可能な、生
物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの）製品
や間伐材を利用した紙製品・事務机等についても積
極的に調達することとし、環境への負荷低減に努めて
います。‥

2010年度の主な特定調達物品の調達実績は下の
表のとおりです。達成率が100%に達しなかった品
目についても、環境負荷のより少ない製品を購入する
ことに努めていますが、今後達成率が100%となるよ
う一層努力する必要があります。

推進体制
環境・安全委員会内に環境保全推進部会を設けて、

グリーン調達の推進に努めています。

2010年度の主な特定調達品目＊の調達実績

グリーン調達
Green Procurement

取組項目 数値目標 2010年度実績
環境マスタープラ
ン⑦グリーン購入
の推進

100%調達 環境物品適合品が使用
できない機器が存在す
る等のため、目標値に達
しない品目があった

＊特定調達品目は、重点的に調達を推進する環境物品等の種類
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労働安全衛生・雇用・人権保護への取り組み
○雇用

研究職員の採用に当たっては、テニュア・トラック
制を導入し、任期制の一層の活用など雇用形態の多
様化を図りつつ、必要な人材を確保しています。女性
研究者の採用に関しては、応募者に占める女性割合
と、採用者に占める女性割合とでかい離が生じないよ
う努めています。2010年度の採用者数は、パーマネ
ント研究職員男性1名、任期付研究職員男性3名、同
女性2名でした。

○安全衛生活動
職員の安全および健康を確保し、快適な職場環境の

形成を促進するため、以下の活動を実施しています。
１.‥ 法の遵守および自主基準の設定と徹底
２.‥ 安全衛生委員会の開催
３.‥ 巡視活動による危険・有害要因の排除
４.‥ 作業環境測定の定期的な実施
５.‥ 健康診断の定期実施と受診の徹底
６.‥ ‥メンタルヘルスケアや各種ハラスメント防止対

策の恒常的な実施

○安全巡視の取り組み
産業医、衛生管理者、安全管理責任者、安全管理室

長および安全衛生委員会委員による職場巡視を定期
的に実施し、巡視記録を作成・保管するとともに、職
場における安全・衛生面の問題点を明らかにし、指
導を行うことにより、快適な職場環境の形成と事故の
予防措置を図っています。

2010年度は、研究室・実験室等の書庫・書棚等の
転倒防止等耐震対策を引き続き実施しました。

○健康管理の取り組み
一般定期健康診断および特殊健康診断を定期的に

実施し、職員の健康障害や疾病の早期発見に努めて
います。また、健康診断実施後の事後措置として、有
所見者に対して産業医との面談の実施および書面通
知による定期的なフォローをおこなっています。

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?―）」の開催、健康相談も随
時受け付け、職員の健康の保持増進に努めています。

○AEDの設置及び救命講習会の開催
‥‥心筋梗塞や脳卒中などにより、心臓と呼吸が突然止
まった者に応急手当をするため、研究本館にAEDを
設置するとともに消防署署員による救命講習会を実
施しています｡

○メンタルヘルスへの取り組み
農林水産省共済組合等で実施しているメンタルヘ

ルス事業を活用するとともに、研究所独自のメンタル
ヘルス相談も実施しています。

1．研究所メンタルヘルス相談
職場や仕事に対する孤独や不安な気持ち、家庭や

子供について、自らの生き方について等日頃抱いて
いる思いや悩みを話し、心身共に充実して仕事に取り
組めるように、毎月1回研究所内でカウンセラーがメ
ンタルヘルス相談を受け付けています。また、産業
医・助産師による健康相談においてもメンタルヘル
スに関する相談が可能となっています。
2．農林水産省共済組合等メンタルヘルス事業

（1）メンタルヘルス相談
農林水産技術会議事務局筑波事務所において、職

員が抱える悩み事を相談することで精神的なストレ
ス・疲れを癒し、心身のリフレッシュを図り、普段から
心の健康状態を良好に保つための対策として、毎月
２回定期的に実施しています。

（2）カウンセリング
外部医療機関の医師による直接相談を共済組合筑

波支部で実施しています。
（3）無料電話健康相談

職員の健康・疾病・メンタルヘルスなどのあらゆ
る健康に関する悩みについて、保健師・看護師・カ
ウンセラーなどの専門スタッフが答えてくれる無料電
話相談を農林水産省共済組合で実施しています。

（4）WEB健康相談
農林水産省共済組合専用の電子メールを利用した

相談窓口で、健康問題等についての悩みを受付けて
います。

（5）メンタルヘルス講演会
農林水産技術会議事務局筑波事務所が年１回実

施している外部講師による講演会へ職員の参加を呼
びかけています。

社会的取り組みの状況１
Social Performance
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○ハラスメント防止の取り組み
ハラスメント相談環境の改善方策として2008年に

「目安箱」を設置し、2010年には、苦情相談専用メー
ルアドレスを設置しました。ハラスメント防止など
に関しては、規程類を整備し、相談員が苦情相談に迅
速に対応する体制を整えています。また、苦情相談
員会議を実施し、良好な勤務環境を確保するため、ア
ンケート調査による実態調査を行うとともに、所内グ
ループウェアに苦情相談の仕方、相談を受け付けてい
る公的機関を掲載し、防止に努めています。

○労働災害防止の取り組み
農環研では、圃場管理のため、大型農機具を使って

の作業が少なくありません。また多種類の薬品・ガ
スなども実験に多く使われているため、研究機関特有
の危険・有害要因が、潜在的に数多く存在していま
す。そのため、「安全はすべてに優先する」をモットー
に事故を未然に防止し、健康的な職場環境を実現す
るための活動を推進しています。

男女共同参画への取り組み
農環研では、男女共同参画を推進する取り組みの

ひとつとして、女性研究者に対する支援活動を行って
います。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」（2009~2011）では、支援する
側と支援を受ける側の双方が、様々な支援活動を通じ
て同時にキャリアや経験を蓄積していくことを目指し
ています。このプログラムでは、女性研究者の「研究
キャリアの形成」と「仕事と生活の両立」、そして、「次
世代研究者の裾野拡大」を3つの柱に据え、下のよう
な支援活動を展開しています。

（1）メンター制度の実施
（2）ロールモデル講演会の実施
（3）支援研究員の雇用
（4）健康・メンタルヘルス相談窓口の開設
（5）‥アウトリーチ活動の実施（出前授業、サイエンス

カフェなど）
さらに、研究所のシステム改革の一環として女性研

究者支援経費を設け、女性研究者の海外出張や英語
論文作成の支援を行っています。農環研では、こうし
た様々な取り組みを通じて女性研究者の研究キャリ

アの形成を後押ししています。

地域および社会に対する貢献
農環研では、研究の成果や研究所の活動をさまざま

なメディアを通じて外部にお知らせするとともに、専門
分野を活かして地域や社会に貢献するための活動を
行っています。

○シンポジウム・公開セミナー等
2010年度には、2つの「農業環境シンポジウム」と

研究成果発表会を東京で開催し、温暖化影響など国
内外の農業環境が抱えるさまざまな課題、生物多様
性と農業のかかわり、食の安全などについて、農環研
の研究活動と研究成果を紹介したほか、代表機関とし
て進めている研究プロジェクトの成果発表会とシンポ
ジウム4件を農林水産省や他の研究機関と共催しま
した。

また、「農環研サイエンスカフェ」を2回開催し、大
気中二酸化炭素の増加と温暖化が進む中でのイネの
高温不稔の研究と、人工湿地などで水質を浄化する
研究を紹介して、中・高生や大学生、市民と意見を交
換しました。

さらに、「農業環境技術公開セミナー‥in‥熊本」を県
と共同開催し、地球温暖化対策について最新の成果
を農業関係者・市民に紹介しました。このほか、農
薬の作物残留と環境飛散の防止、温室効果ガスの発
生抑制、土壌インベントリーの活用など、さまざまな
分野の研究会や公開セミナーを開催し、研究成果の
発信や技術の普及に努めました。

国際的な取り組みでは、農環研が中心となって推
進しているモンスーンアジア農業環境研究コンソー

環研サイエンスカフェ「植物で水をきれいにする」
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シアム（MARCO）の活動として、国際セミナーやワー
クショップを国内で3件、国外（インドネシア）で1件
開催し、アジア各国からの参加者と情報・意見を交
換しました。

○研究成果の展示
「アグリビジネス創出フェア2010」および「テクノロ

ジー・ショーケース‥in‥つくば2011」に参加し、最新の
研究開発成果の紹介、機関広報ポスターの展示を行
いました。

○ホームページ
農環研は1995年に公式ウェブサイトを開設し、研

究所の概要、最新の研究成果等を紹介しています。
2010‥年度には、「農環研公式ウェブサイトのプライ
バシーポリシー」を作成するとともに、公開データベー
ス・画像情報の分野別索引と解説付き目次、環境化
学分析施設の紹介ページなどを公開しました。

2000年5月の公開から10年目となったウェブマガ
ジン「農業と環境」では、研究会・公開セミナーやイベ
ントの開催案内と報告、国際会議などへの参加報告、
最新の研究成果や文献の紹介のほか、農環研で行わ
れている研究をわかりやすく紹介する記事を連載す

るなど、内容の充実に努めました。農環研トップペー
ジと「農業と環境」記事への2010年度のべ訪問者数
は、それぞれ約21万人と約13万人でした。

○一般公開と見学
2010年度の研究所一般公開を「未来につなげよう‥

安全な農業と環境」を統一テーマとして4月に実施し
ました。研究所本館および農業環境インベントリー
展示館で「活性炭で水をキレイにする」や「農地の炭
素と温暖化」など多くの実演・体験展示と3件のミニ
講演を実施したほか、パネルによって多数の研究成
果を紹介しました。また、農林水産技術会議事務局
筑波事務所の特設会場では、パソコンによる実演展
示や実験体験コーナーを設け、パネルによる成果の
紹介とクイズを行いました。農業関係者、主婦、生徒・
学生など、2日間で1,700人をこえる方に来場いただ
きました。

社会的取り組みの状況２
Social Performance

研究所展示ブース（アグリビジネス創出フェア2010）

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

活性炭で水をキレイにする

水田管理と温室効果ガス発生・吸収に関する
ワークショップ参加者
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研究所の見学・視察を希望する学校や団体、個人
に、研究所紹介DVDの視聴、展示館や研究施設の見
学、研究者による研究紹介・講演など、多彩なプログ
ラムによって対応しました。2010年度の一般見学者
は約900人でした。農林水産省関係の研究成果や技
術を展示している「食と農の科学館」でも、研究所の
研究成果を紹介しています。

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

会に専門家の派遣を行いました。また、国際機関等
にも積極的に専門家の派遣を行っています。2010年
度は、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）などの会合に、
のべ8名の研究者が参加しました。

○技術相談・分析・鑑定への対応
農環研は、国、地方公共団体、各種団体、大学等か

らの依頼に応じて、農業と環境にかかわるさまざまな
技術相談に対応しています。2010年度は、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
数の技術相談がありました。また、分析・鑑定では、
南西諸島で大発生した新害虫（アフリカシロナヨトウ）
を同定し、関係者に注意喚起をしたほか、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
故に際しては、農林水産省からの要請で農作物と土
壌の放射能濃度（ヨウ素131、セシウム134、セシウム
137）を分析し、その結果が農産物の出荷規制や稲の
作付に関する考え方に反映されました。

農環研は各分野の技術講習や研修会など、技術の
普及や指導の活動を行っています。

○学習・体験型イベント
「つくばちびっ子博士」は、小中学生が研究所や大

学で科学技術に接する機会として、つくば市などが主
催して、夏休み期間に行われています。農環研では
昆虫採集教室と展示施設見学を実施し、216人の小
中学生が参加しました。

「サイエンスキャンプ」は、研究機関が高校生・高
等専門学校生を受け入れ、研究者・専門家の指導で
実験や実習を行う「科学技術体験合宿プログラム」で
す。農環研で開催されたサマー・サイエンスキャン
プには、「外来植物を探してみよう」のコースに6名
の高校生が参加し、研究者がどのようにして農業環境
研究に取り組んでいるかを体験しました。

農環研では、このほか「つくば科学フェスティバル」
への企画出展を行いました。

FACE実験模型によるCO2放出の解説
（つくば科学フェスティバル2010）

外来植物の野外調査
（サマーサイエンスキャンプ2010）

農業環境インベントリー‥
展示館の見学

（つくばちびっ子博士2010）

研究所構内での昆虫採集と標本づくり
（つくばちびっ子博士2010）
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企画戦略室長 事務局長 業務統括主幹
連携推進室長 事務局員 企画戦略室長
広報情報室長
研究情報システム管理室長
安全管理室長

総務管理室長

研究技術支援室長

財務管理室長

総務管理室長

庶　務 総務管理室

財務管理室長
研究領域長
農業環境インベントリーセンター長

コンプライアンス部門推進責任者 コンプライアンス推進事務局

コンプライアンス相談窓口

監 事
監査室

他の関係委員会・部会

相談窓口受付担当者
 （総務管理室長）

研究倫理相談員
 （研究統括主幹）

相談窓口責任者
 （業務統括主幹）

役 員 会

コンプライアンス委員会

委員長 理事長（統括推進責任者）
委員長代理 理事
委　員 研究統括主幹

業務統括主幹
研究コーディネータ
農業環境インベントリーセンター長

専門調査
チーム

社会的取り組みの状況３
Social Performance

研究所内におけるコンプライアンス推進体制
役職員が研究所の基本理念、行動憲章および環境

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

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

の周知を図るためのポスター等の作成、研究所の研
究・業務に関連する法令等の「共用施設・機器等の
利用、安全衛生各種事務手続マニュアル」への掲載な
ど、コンプライアンスに関する啓発活動に取り組んで
います。2010年度は、ハラスメントに関するアンケー
ト調査と管理者に対する研修を実施し、職員の意識
啓発と所内の状況の把握を行いました。

研究不正防止への取り組み状況
農環研では、研究倫理に関するガイドラインを定め

た「研究活動の不正防止に関する規準」を策定し、不
正行為の防止に努めています。動物実験、遺伝子組

換え実験および放射性同位元素を用いた実験などに
関しては、それぞれ専門の委員会を設置し、関係する
法令および諸規程を遵守しておこなうよう徹底してい
ます。

個人情報保護への取り組み状況
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ため、研究情報システム専門役
を振り替えて研究情報システム管理室を設置しまし
た。また規程類を整備し、保有する個人情報の適切
な管理に努めるとともに、個人の権利や利益を保護
するため、「ネットワークにおける情報セキュリティ
対策基準」を策定し、ネットワークなどを経由した不正
プログラムの侵入、不正アクセスおよび個人情報の漏
えいなどの防止に努めています。農環研主催のシン
ポジウムなどの参加登録情報についても流用を禁止
するとともに、漏えいしないよう適切に管理していま
す。2010年度は、ネットワーク利用者全員を対象とし
た情報セキュリティ研修や、新規利用者のための講習
会を開催しました。さらに、所内の保有個人情報ファ
イルの確認点検を実施しました。

コンプライアンス推進体制
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農業環境技術研究所では、核実験由来の放射性物
質による環境汚染や被ばくの問題が顕在化したこと
を契機として、1957年から農作物等の放射能モニタ
リングを実施しています。

世界最初の原子爆弾の実験が1945年7月にアメ
リカにおいて実施されて以来、世界各地で約2000回
の核実験が行われました。うち約500回は地上や空
中など大気圏内で実施され、実験場の周辺において
深刻な放射能汚染や被ばくを生じるとともに、飛散し
た放射性物質による世界的な影響をもたらしました。
例えば1954年の南太平洋における核実験では、付
近の住民や海上で操業中の漁民が深刻な被ばくを受
け、放射線障害による死者を出す結果となりました。
また大気圏内核実験により放出された放射性物質
は、成層圏を経由して地球全体に拡散し、日本でも放
射性セシウム（137Cs）や、放射性ストロンチウム（90Sr）
の飛来が確認されました。

こうした動向を背景に、わが国においては1950年
代後半から、環境放射能についての調査研究が緊急
を要する課題として、大学や行政機関等の幅広い分
野で行われるようになりました。その一環として農業
環境技術研究所は、全国公立農業試験研究機関の圃
場で採取された穀物および土壌中の137Csおよび90Sr
の調査を担当することになり、この調査は近年の予算
減少にともない規模を若干縮小させながらも、現在ま
で継続されています。このように長期間かつ多くの
定点を備える観測網によって、農作物および土壌の放
射能モニタリングが行われている例は、他に見られま
せん。

大気圏内核実験の最盛期であった1960年代前半
には、白米や玄麦から比較的高い濃度の137Csおよび
90Srが検出されました。以後水準は低下しています
が、近年でも検出されています。これは、過去に降下
した137Csおよび90Srが土壌中に残留しており、わず

環境放射能モニタリング
Monitoring of Environmental Radioactivity

玄米が暫定規制値以下となるための土壌中セシウムの上限濃度（5000Bq/kg）

穀類の放射性セシウム暫定規制値（500Bq/kg）
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環境放射能モニタリング
Monitoring of Environmental Radioactivity

かながら土壌から作物への吸収移行があったためと
考えられます。1986年には玄麦中137Cs濃度が一時
的に増大しましたが、これはチェルノブイリ原子力発
電所事故の影響です。この事故に由来する降下物に
は、137Csが多く含まれ90Srは少なかったことが判明
しています。また降下の時期は麦の子実形成時期と
一致し、付着した137Csが子実に取り込まれやすい状
況にあったとみられます。

これまでの調査により得られたデータは、行政機
関で活用されるとともに、一般へ公開されています。
2000年代後半までの主要なデータは、「環境放射線
データベース（文部科学省）」や「主要穀類および農
耕地土壌の90Srと137Cs分析データ一般公開システム

（農業環境技術研究所）」に収録されており、インター
ネットを経由して、誰でも、どこからでもアクセスが可
能です。

近年では、比較的寿命の長い137Csと90Srが、農作
物や土壌からごく微量に検出されるだけでしたので、
2011年3月に東京電力福島第一原子力発電所の事
故が起きるまで、環境中の放射性核種はほとんど問
題視されていませんでした。しかし事故直後に農作
物や飲料水の汚染が明らかになり、さらに福島県や
関東地方において、放射性セシウムによる土壌汚染
が深刻な問題となっています。農業環境技術研究
所が立地している茨城県南地域でも、原子力発電所
から150km程度離れているにも関わらず、土壌中に
50kBq/m2を超える放射性セシウムの蓄積が認めら
れます。当研究所が独自に実施した調査の結果、こ
の蓄積の大部分は3月21日から22日にかけての降
雨にともなう降下に起因すると判明しました。また降
下した放射性セシウムの大部分が、農耕地の場合は
地表から数cm以内の表土に、林地の場合は地表を
被覆する落葉に残留していました。

その後の調査によって、事故由来の放射性核種の
詳細な分布や土壌中の動きが解明されつつあります
が、土壌汚染問題の解決へつながる道筋は、まだ明確
ではありません。その可能性を見出すために、さらな
る研究や対策技術の開発が必要とされています。

放射能観測のための専用圃場

放射能測定室

調査前の試料（左）とゲルマニウム半導体検出器（右）
（検出器本体は、厚い鉛の中に格納されています）
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外部の方からのご意見
External Reviewer’s Comment

環境報告書 2011を読んで
独立行政法人の改革、統合が進行する中、農業環

境技術研究所の環境報告2011を読ませて戴き、その
基本理念、行動憲章、環境憲章を再認識すると共に、
改めて本研究所の役割の重要性を痛感しました。近
年、農学研究においても、細分化、専門化が進む反面、
総合化の重要性が指摘され、また基礎研究と応用研
究の隔離が問題となっていますが、これらは2者択一
ではなく、お互いに補完しあいながら進展することが
重要です。これまで農業環境技術研究所が国際的
にも国内的にも高いレベルの研究を展開してきたの
は、生産現場に精通したベテランと精力的な若手の
連携の下に、農業環境問題に特化してきたことが功を
奏したものと思います。反面、近年、他の研究機関や
行政機関との人的交流が少なくなり、生産現場の経験
者が少なくなったこともあって、生産現場の理解が不
十分な研究者も見受けられます。我国近代農学の祖
と言われる横井時政は「稲のことは稲に聞け、農業の
ことは農民に聞け」という名言と、「農業衰退し、農学
栄え」という警世の辞を残しておりますが、我国の農
業、農学の現状を見るとその傾向がますます強くなっ
ています。細分化、専門化と総合化、基礎と実学の補
完があってこそ農業も農学も大きく飛躍するものと思
います。独立行政法人においても専門に特化した組
織と専門機関を連携する組織の両者の存在が重要と
思われます。

本研究所は第Ⅱ期中期目標期間の開始にあたり、
研究分野ごとに領域・センターに改組され、リサーチ
プロジェクト（RP）リーダーの強いリーダーシップのも
とに研究が展開されてきました。研究内容は国際的

に高いレベルの地球環境問題や国民的関心の高い
食の安全、安心問題、地道な取り組みが要求される生
産環境や生活空間のモニタリングやデーターベース
化など多岐に亘っておりますが、まさに農業環境問題
に特化したもので高く評価されます。

環境マスタープランでは電力使用量や水資源使用
量・排出量、紙資源使用量などの削減は、すべての項
目で2010年度までの数値目標を大きくクリアしてお
ります。

また収入、支出面では多くの外部予算の獲得と適
切な運用が行われ、充分な業績に結び付いておりま
す。反面、国の方針とはいえ、役職員が削減され、契
約職員の比率が急増している点が気になります。将
来ある若手研究者や技術者が安定な職場環境でその
能力を十二分に発揮できるよう配慮を望みます。こ
の他、職場環境の改善、研究成果の公表や国内外に
おける社会貢献も積極的に取り組まれており心より
称賛致します。

東日本大震災に伴う、津波被害や放射能汚染の解
決には、土、水、大気を総合した長期的取り組みが必
要です。これまで多くの実績とノウハウのある「土、水、
大気を守る」農業環境技術研究所の大きな貢献を期
待します。

環境報告書編集委員会より
貴重なご意見、ご助言をありがとうございます。ご

指摘のように、近年は研究分野が細分化しており、各
専門について高度な研究が展開される一方、総合化
や分野間の連携が重要となっております。当研究所
では、連携・協働の強化や共同研究・研究協力の推
進を行動指針に掲げ、高い水準の成果を上げるべく
研究体制を整えています。

今後さらに、他の研究機関や行政機関、農業者との
連携協力を促進させるため、運営の改善を図るととも
に、研究成果を社会に還元するため努力します。

東日本大震災による被害への対応としましては、行
政の要請を受け、事故直後から農作物や土壌の放射
性核種分析を続けております。今後も、放射性セシ
ウムによる土壌汚染や農作物の暫定規制値超えなど
様々な問題に関し、専門研究機関として協力してゆく
所存です。

豊橋技術科学大学 特任教授

三枝  正彦 様
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環境報告書に対する監事監査意見書
Auditors’ Review

当研究所では、環境報告書を開示する内容の信頼性を高めるために、当研究所の監事による監事監査の一環と
しての環境監査を経て環境報告書を発行しています。

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



34

交通案内
Access

つ
く
ば
エ
ク
ス

プレ
ス

{[$)*

{[#%$
{[#%$

{[§
Ｊ
Ｒ
常
磐
線

荒川沖

つくば つくばセンター研究学園

万博記念公園

みどりの

みらい平

ひたち野うしく

つくば牛久IC

つくば中央IC
桜土浦IC

土浦学園線

つくばJCT

谷田部IC

牛久

常
磐
自
動
車
道

榎戸

上横場

上萱丸

至水海道

至土浦

至上野

至土浦

至秋葉原

観音台2丁目

圏央道

大井北

東
大
通
り

西
大
通
り

農業環境
技術研究所

農業環境
技術研究所

農林団地
中央

布袋池

バス

バス

サ
イ
エ
ン
ス
大
通
り

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

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

独立行政法人農業環境技術研究所
〒305-8604茨城県つくば市観音台3-1-3
Tel.‥029-838-8148（代表）　Fax.‥029-838-8199
E-mail:‥www@niaes.affrc.go.jp
http://www.niaes.affrc.go.jp/




