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第Ｉ章 独立行政法人農業環境技術研究所の概要 
 
１ 業務の目的及び内容 
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）業務の範囲 
（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 第 11 条） 
 

２ 事業所の所在地 
〒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 
独立行政法人農業環境技術研究所の資本金は平成 18 年度末で 34,353,270 千円となっている（表Ｉ－

1）。平成 18 年度においては、｢独立行政法人農業環境技術研究所法｣附則第 5 条に基づき、平成 13 年

度に国から、現物出資を受けた 34,353,270 千円相当の土地・建物等を維持した。 
 
  表Ｉ－1 資本金の内訳                        （単位：円） 

平成18年度中        
 増 減 

平成18年度末 
 

備考 
 

 
 政府出資金 
              

 
       0 
               

 
       0 
               

 
 34,353,269,524 
               

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）

 
４ 役員の状況 

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 7 条） 
 

理事長   佐藤 洋平  
任  期：平成 17 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日 
 
理 事   上路 雅子 
任  期：平成 17 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日 
 
監 事    松井 武久 
任  期：平成 17 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日 
 
監 事（非常勤）   堀  雅文 
任  期：平成 17 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日 

 

５ 職員の状況 
平成 19 年 1 月 1 日現在の常勤職員数は 186 名である。 
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６ 設立の根拠となる法律名 
 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 年農事試験場として発足し、昭和 25 年に農業技術研究所となる。昭和 58 年農業技術研究

所の再編で農業環境技術研究所となり、平成 11 年に閣議決定された「国の行政組織等の減量、効率

化等に関する基本計画」により、平成 13 年 4 月に独立行政法人農業環境技術研究所となった。平成

18 年 4 月に非特定独立行政法人となった。 
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第 II 章 平成 18 年度に係る業務の実績 
 
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。 

 
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 
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。）の取り組みを行うとともに、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。 
 
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。 
 

大項目実績 

運営費交付金を充当して行う事業について、業務の見直しおよび効率化を進めた。平成 18 年度の

一般管理費については、対前年度比 97%に、業務経費については、対前年度比 99%に削減した。また、

人件費については、削減後の予算（対前年度比 99.0％（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。）の範囲内において、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行った。 
 なお、業務の効率化に関する詳細については、「第３ 予算」の項を参照されたい。 

 
 
１．評価・点検の実施と反映 
 

中期目標 

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。 
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。 

 

中期計画 

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。その実施にあたっては、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。 
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
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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。 

 

 

中項目実績 

①自己評価・点検の体制整備 
●研究課題の構成 

第 II 期中期計画に基づく研究課題の構成は、3 小分野－6 大課題－8 中課題－16 小課題である（資

料 1）。研究課題を推進するために、小課題ごとに「リサーチプロジェクト（RP）」を設けた。各

RP においては、複数の研究領域・センター（２（３）組織の項を参照）から必要な人材が集結し、

共通の目標に向け、連携して研究を推進した。 
第 II 期中期目標期間の開始に伴い、第Ｉ期の経験を踏まえ、自己点検評価を強化するために、「課

題評価実施要領」（資料 2）を改訂し、「課題評価会議」においてピアレビューによる小課題の進捗

状況の点検と評価を行うこととした。第 II 期における課題の進行・評価の流れは以下のとおりであ

る。 
設計検討会においては、小課題の具体的な推進と、小課題間の連携・協力等について検討を行う。

また、この際、課題評価会議における評価結果とコメントを反映させる。 
その後の課題推進においては、評議会及び平成 17 年度に係る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」）での評価結果の反映に努める。 
年度末の RP 成績検討会議においては、1 年間の成果のとりまとめと次年度計画の検討を行う。 
課題評価会議においては、所内及び所外の評価者によるピアレビューにより、研究課題の評価を

行う。評価結果は、次年度の交付金予算の配分や、研究計画の具体的な設計や運営に反映させる。

また、普及に移しうる成果の選定を行う。 
評議会においては、業務の質の向上とより一層の効率的な運営を目的に、中課題レベルの研究推

進を含む業務の推進状況について、外部の有識者による評価・点検を行う。その結果は業務実績報

告書に反映され、農業技術分科会に提出される。 
 

●課題評価実施状況 
平成 18 年度は、新しい体制のもとでの初年度であるため、4 月に RP 単位で設計検討会議を開催

し、具体的な研究計画と RP の運営等について検討を行った。 
課題評価・点検については、「RP 成績検討会議」における小課題担当者による成果の検討、外部

評価委員を含めた「課題評価会議」におけるピアレビューによる小課題レベルの評価・点検を実施

し、その後、評議会での中課題レベルの評価を含む業務実績の評価を行った。 

具体的には、平成 19 年 1 月に「RP 成績検討会議」を開催し、小課題の成果のとりまとめと次年

度の計画の検討を行った。RP 成績検討会終了後、小課題報告書を提出させた。 
課題評価会議は平成 19 年 2 月 6～7 日に開催し、役員、研究統括主幹、研究コーディネータ、領

域長、センター長に外部評価委員（大学教授）4 名を加えて小課題報告書等の資料および各小課題

推進担当者（RP リーダー）による発表をもとに各小課題の進捗状況の点検および評価を行った。

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」、「４．研究課題全般」

とし、それぞれ 5 段階で評価した。各評価項目の評価をもとに総合評価を行った（表 II－1－1）。 
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図Ⅱ－1－1 課題評価の流れ 

 

 

表 II－1－1 平成 18 年度「課題評価会議」による小課題評価結果 
 

総合評価（5 点満点） 課題数 
S：4.5 点以上 
A：3.5 点以上 
B：2.5 点以上 
C：1.5 点以上 
D：1.5 点未満 

2 課題 
13 課題 
1 課題 
0 課題 
0 課題 

 

 
●評議会（指標 1－1－ア） 

評議会の評議員は行政、大学、マスコミ、県および関係する独立行政法人研究機関の代表等の計

11 名で構成されている（表 II－1－2）。 
 

 
  

設計検討会議 

業務実績の評価 6 月 農業技術分科会 

業務実績の評価 4 月 評議会 

小課題のピアレビュー評価 

普及に移しうる成果の選定 
2 月 課題評価会議 

成果のとりまとめ 

次年度計画検討 
1～2月 RP 成績検討会議 

具体的な計画、小課題間の連

携・協力等 
4 月 
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表 II－1－2 平成 18 年度（独）農業環境技術研究所評議員一覧 

 

木村 眞人 名古屋大学大学院生命農学研究科教授 

古在 豊樹 千葉大学学長 

永田 徹 前茨城大学農学部教授 

藤原 俊六郎 神奈川県農業技術センター副所長 

松永 和紀 サイエンスライター 

山崎 洋子 NPO 田舎のヒロイン・わくわくネットワーク理事長 

大塚 柳太郎 独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 

秋山 敏男 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 

末松 広行 農林水産省大臣官房環境政策課長 

 
 
平成 17 年度の業務実績については、平成 18 年 4 月 27 日に評議会を開催し、中期計画及び平成 17

年度計画に基づき、評議員による評価を実施した。評議会の概要については平成 18 年 6 月 1 日に農

業環境技術研究所（農環研）Web サイト上の「情報：農業と環境 No.62」で公開した。また、評議会

における評価結果は、農業技術分科会による評価の際の参考資料として提出した（資料 3）。 
 平成 18 年度については、平成 19 年 4 月 26 日に評議会を開催し評価・点検を行った。評議会の結

果については農環研 Web サイト「情報：農業と環境 No.74」で概要を報告した。 
 

②研究内容の評価・点検 
●研究資源の投入と成果の分析 

農業技術分科会における、「研究資源の投入とアウトプットの分析結果を研究資源の効率的な配分

に活用することを期待する」という指摘を受け、まず中課題レベルで解析し、さらに可能な範囲で小

課題レベルで解析した結果を評価の参考とした。中課題ごとの研究資源の投入と成果を、表 II－1－3

に示した。これによると、論文 1 報あたりに要する投入資金の課題による違いは 2 倍程度であった。 
課題評価実施要領による評価項目のうち、「3．波及効果の可能性」については、生産者、消費者、

地域住民および行政部局等への社会貢献を図る観点から、産業化、技術化、知財化、施策への反映等

の可能性について評価を行った。技術の移転、成果の普及が強く求められていることを受け、平成 18
年度より、「普及に移しうる成果」を「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」と定義し、位置づけを明確にした。成果の内容について課題評価会議にお

いて検討を行い、5 件を普及に移しうる成果として選定した。また、研究所の成果として積極的に広

報を行うべき成果を「主要研究成果」と位置づけ、広報委員会を中心に 19 件を選定した。選定され

た普及に移しうる成果および主要成果は、「研究成果情報（第 23 集）」として刊行した（資料 4）。 
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表 II－1－3 平成 18 年度中課題ごとの投入資源および成果一覧 
 
投入資源 

予算（千円） 
成果  

中

課

題

番

号 

 
研究内容 

運営費交
付金（領域
配分＋小
課題強化
費） 

受託プロジ
ェクト（農水
受託、競争
的資金等）

予算 
合計 

 
担当

者数

（人）

特許 査読
付き
論文
数 

普及
に移
しう
る成
果 

その
他論
文等

A11 有害化学物質 45,990 112,836 158,826 20 4 37 2 158
A21 外来生物・遺伝子組換え生物 26,876 112,129 139,005 15 0 24 0 151
B11 生物多様性 29,411 58,839 88,251 12 0 17 0 89
B12 情報化学物質 24,558 24,240 48,798 11 3 11 0 72
B21 地球環境変動影響 31,443 31,722 63,165 9 0 15 0 80
B22 物質循環 62,051 60,143 122,195 15 0 31 3 117
C11 モニタリング 21,847 88,697 110,544 11 1 21 0 67
C21 インベントリー 63,713 36,213 99,926 20 2 36 0 192

合計 305,890 524,819 830,709 113 10 192 5 926
注 1）予算は予算額で算出（平成 18 年 4 月 17 日時点） 

   注 2）担当者数は、常勤研究員のエフォート×人数の合計で算出 
   注 3）いずれも小数点は四捨五入で計算 

 
 
●研究成果の普及・利用状況の把握 

研究成果の普及・利用状況の把握のため、技術会議事務局の「近年の研究成果の普及・活用状況

に関する調査」の一環として、平成 13 年から平成 16 年度の 4 年間に公表した「普及に移しうる成

果」の普及・利用状況の調査を行った（資料 27）。その結果、「耐虫性遺伝子組換えトウモロコシの

花粉に含まれる Bt トキシンの生物検定法」が国の標準評価法として採用される等、行政機関によ

り利用されている成果が比較的多いことが明らかになった。また、データベースについては利用件

数が順調に増加していることも明らかになった。 
 
③評価・点検結果の反映 
●一般市民に分かりやすい研究成果情報の提供 

評議会での指摘を受け（資料 3）、一般市民に分かりやすく研究成果に関する情報を提供するため、

広報情報委員会を新たに設置するとともに広報担当の研究コーディネータを置き、積極的に広報活

動に取り組む体制を構築する等、業務運営へ反映させた。 
 
●評価結果の業務運営への反映 

評価結果の反映方針を明確にした上で、業務運営へ反映させた。例えば、研究資源の効率的な配

分を考慮し、第 II 期より、課題評価会議において、課題ごとの投入資源を明示した上で課題評価を

行った。さらに、インセンティブの付与を目的に、課題評価会議の評価結果は次年度の交付金研究

費の配分に反映させることとし、基準配分額に係数（S：0.3、A：0.2、B：0.1、C または D：0）
を上乗せし、平成 19 年度において配分することとした。進捗状況に遅延がみられる課題について

は、小課題強化経費による契約職員の雇用をするなどのフォローアップを実施し、また、課題間の

連携を強化することとした。 
 

④職員の業績評価 
●研究職員の業績評価  

研究者の資質の向上及び研究の活性化並びに研究所の運営に役立てることを目的として、研究業

績、研究所運営への貢献、行政への貢献等の評価項目について、平成 15 年度より導入した評価シ

ステムにより評価を行った。 
被評価者が作成した研究業績報告書をもとに、評価者である管理職が面談を行い、研究業績評価

票を作成した。平成 19 年 3 月に業績審査委員会を開催し、評価を行った。 
研究管理職員については平成 16 年度からその評価結果の処遇への反映することを開始した。研
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究職員の評価結果は表 II－1－4のとおりである。 
 

表 II－1－4 平成 18 年度研究業績評価結果 
 

業績審査委員会における評価 平成 18 年度の状況 平成 17 年度の状況 
S：極めて優れている 
A：大変優れている 
B：優れている 
C：一定の実績が認められる 
D：なお努力が必要 

14 名 
55 名 
47 名 
7 名 
0 名 

14 名 
52 名 
54 名 
5 名 
0 名 

 
 

平成 15 年度に導入した現行の評価システムは、評価項目を広げることで様々な活動を 評価する

とともに、客観性、透明性、納得性を高めることを目的に、評価項目（対象）とそれぞれの配点を

詳細に定め、各種データを多用している。そうしたメリットの一方、今までの評価結果を解析した

結果、評価項目間の配点の見直しや、研究業績評価に質の視点を加える必要があること等が明らか

となった。このため、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の指摘等も踏まえながら、研究の

活性化の視点からの検証が必要と考え、一般研究職員も参加する「業績評価検討ワーキンググルー

プ」を立ち上げ、評価の基本的な考え方を明確にした上で、システムの検討を行っている。平成 19
年度には、シミュレーション等を行いながら、新たな業績評価システムを策定し、実施するととも

に、研究の活性化に役立つような評価結果の反映方法を検討し、できるだけ早い時期に、「処遇へ

の反映の実施」を目指す。 
 

●一般職員の業績評価 
組織の活性化と実績の向上を図る観点から、平成 18 年度においては一般職員の人材育成プログ

ラムの策定を行った。平成 19 年度は評価システムの試行を実施する。 
 
 

評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
1－１ A 

自己評価・点検体制を適切に整備し、実施した。特に、研究資源の

投入とアウトプットの分析結果を資源の配分に活用したことは評価で

きる。業績評価手法については、昨年度の指摘に対応して見直しを行

っている。今後、業績評価に基づく研究職員の処遇への反映及び一般

職員の評価の試行を進める。 
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２．研究資源の効率的利用及び充実・高度化 
 
中期目標 

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。 

（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。 

 
中期計画 

（１）研究資金 

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、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。 
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中項目実績 
 

（１）研究資金 
①運営費交付金 
●第 II 期中期目標期間の開始にあたり、運営費交付金については、独立行政法人評価委員会農業技

術分科会において「研究資源の投入と成果との関係を分析し、分析結果を研究資源の効果的な配

分に活用することを期待する」との指摘を受けたことに対応し、「課題評価会議」の評価結果を

翌年度の交付金配分に反映させることとした。 
●運営費交付金による研究推進費のうち「小課題強化費」について、RP リーダーからの申請に基

づき審査を行い、7 件（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

価手法の開発等、総額 39,026 千円）を採択し、重点的に課題に配分した。この中で、特別研究

員 9 名を雇用し、小課題の重点的な推進を図った。また、「国際会議開催経費」により、3 件（11,629
千円）の国際会議を開催した（資料 5）。所内競争的資金として位置づけている「法人プロジェ

クト（総額 20,740 千円、17 件）」、「外国出張対応経費（総額 14,239 千円、37 件）」につい

ては、申請内容を「予算・管理運営委員会」において審査し、配分を行った（資料 5、資料 6）。

特に「法人プロジェクト」においては、若手のスタートアップ研究に重点的な配分を行った。 

 
②農政上および科学技術政策上の重要課題 
●農政上およ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は

引き続き重点的に実施した。平成 18 年度は、農林水産省等の 33 件の受託研究を実施した。 
 
③競争的資金 
●中期目標の達成に有効な競争的資金について、引き続き積極的に応募した。平成 18 年度は、科

学研究費補助金等の競争的資金に関する説明会を開催するとともに、予算・管理運営委員会にお

いて、提案内容・様式等のブラッシュアップを行い、外部資金の獲得に努める等により研究資金

の充実を図った。その結果、文部科学省、環境省、農業・食品産業技術総合研究機構等の競争的

資金に係る 7 事業に対して、代表提案として 26 課題、参画提案として 35 課題、合計 61 課題に

応募し、代表提案として 5 課題、参画提案として 11 課題、合計 16 課題が採択された。またその

他の公募型プロジェクトを含めると、合計 21 課題が採択された（表 II－1－5、資料 7）。農林水

産省、文部科学省および環境省の競争的資金等として平成 18 年度は 421,930 千円を獲得した。

昨年に比べると若干減少したが、課題件数では 5 件増加した (表 II－1－6)。今後とも所属領域

長・センター長並びに予算・管理運営委員会において提案書のブラッシュアップを行う等、より

適切な提案がなされるよう指導していく。 

 

表 II－1－5 平成 18 年度における公募型プロジェクト研究等への応募・採択状況 

提案数 採択数 採択率 提案数 採択数 採択率

競争的資金*1 26 5 19% 35 11 31%

その他外部資金
*2 13 1 8% 6 4 67%

合計 39 6 15% 41 15 37%

＊１
競争的資金：総合科学技術会議の競争的研究資金制度一覧に従った。

＊２
外部資金：科学技術振興調整費 戦略的国際科学技術協力推進事業、科学技術振興調整費

　　　21世紀地球変動予測革新プログラム、環境省　地球環境保全等試験研究費等

代表提案 参画提案

 
 



 11

表 II－1－6 主な競争的資金等の獲得状況の推移 

実施
件数

獲得予
算

実施
件数

獲得予
算

実施
件数

獲得予
算

実施
件数

獲得予算
（千円）

実施
件数

獲得予算
（千円）

農林水産省 先端技術を活用した農林水
産研究高度化事業

2 40,535 3 90,252 6 103,940 7 124,853 10 78,792

新技術・新分野創出のため
の基礎研究推進事業

2 16,920 1 1,200 － － － － － －

文部科学省 科学研究費補助金 2 3,400 4 4,644 7 18,600 6 13,700 10 29,340
科学技術振興調整費 3 49,172 3 40,079 2 11,543 3 126,424 2 137,754

環境省 地球環境保全等試験研究費
（地球環境保全試験研究費）

1 3,114 1 3,112 1 3,070 2 4,158 3 10,205

地球環境保全等試験研究費
（公害防止等試験研究費）

1 11,800 2 18,910 5 49,136 5 30,217 4 24,627

地球環境研究総合推進費 9 141,992 7 137,633 7 128,772 7 143,851 6 141,212
20 266,933 21 295,830 28 315,061 30 443,203 35 421,930

18年度
所　管 制　度

合　　計

16年度 17年度14年度 15年度

 
 
（２）研究施設・設備 

●研究施設の効率的利用 
研究施設の効率的利用を図るため、平成 18 年度においては、新たな組織体制による領域・セン

ターごとに居室および実験室等の利用状況を調査し、研究の実態に即した適正な配置および使用面

積となるように配置換えを行った。また、会議室等の共通スペースを拡大し、イントラネットによ

る予約システムを活用して効率的な利用を図った。申請に基づき別棟の利用計画を作成し、別棟及

び研究機器の効率的利用を図った。 
●研究施設・設備 

 高額機器の効率的利用と保守経費等の効率化を図るため、平成 18 年度は研究用機器の利用実態

調査を行い、その調査結果をもとに、保守経費の見直しを行った。500 万円以上の研究用機器につ

いて所内研究者の効率的利用を促進するため、イントラネットに研究用機器リストを掲載すること

とした。また、4,000 万円以上の高額機器については農環研 Web サイトに機器リストを掲載し、外

部研究者の利用促進を図ることとした。 
●高額機器購入等 
 機械整備については、研究推進費の「機械整備費」として公募を行い、「予算・管理運営委員会」

において中期計画に基づいて必要性等を考慮して審査し、計画的な導入を行った（7 件、49,898 千

円）。 
 

（３）組織 
●第 II 期中期計画におけるミッションを重点的かつ効率的に推進するために、平成 18 年 4 月に組織

再編を行った。権限と責任の明確化、意思疎通の迅速化等を図るため、従来の多段階の組織構成を

廃してフラットな組織とした。研究組織は、部－グループ－ユニット制を廃し、代わりに各専門分

野の研究者が集まる研究領域およびセンターを設け、基本単位を大型化した。また、第 II 期中期計

画に基づく研究課題を推進するために、研究課題ごとにリサーチプロジェクト（RP）を設けた。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。各研究領域・センターでは、RP の活動

をサポートしつつ、人材育成や将来の新たな展開をも見据えた専門家集団としての実力養成を目指

す。すなわち、領域・センターといった研究組織を横軸に、研究課題をプロジェクトとして推進す

る RP を縦軸にした、マトリックス構造の組織運営とした。 
●さらに、各分野の研究の総括・とりまとめと研究戦略立案および、効率化、国際関係、RP 運営、

広報等の所の運営を担当する研究統括主幹、研究コーディネータを設け、理事長のリーダーシップ

のもとで機動的な推進が可能となる体制を整えた。 
●企画調整部門においては、研究企画科を企画戦略室、研究交流科を連携推進室、情報資料科を広報

情報室に改編し、新たな業務への対応と重点化を図った。総務部門は庶務課を総務管理室、会計課

を財務管理室に改編し、室の内部は、複数の係長が細分化した業務を分担する第Ｉ期の運営方法か

ら、グループリーダーの下、協力して弾力的に業務を行い、事務処理の迅速化や業務の繁閑への対

応（業務の平準化）が可能となるグループ体制とした。また、新たに、監査室を設け、経理監査、

業務監査等内部監査制度の充実、所全体のコンプライアンス（法令遵守）の徹底を図った。 
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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

　　研究技術支援室

　　研究情報システム専門役

業務統括主幹

　　総務管理室

　　財務管理室

研究コーディネータ

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評価RP
重金属リスク管理RP
外来生物生態影響RP
遺伝子組換え生物生態影響RP
水田生物多様性RP
畑土壌生物多様性RP
情報化学物質生態機能RP
作物生産変動要因RP
温室効果ガスRP
炭素・窒素収支広域評価RP
栄養塩類リスク評価RP
温暖化モニタリングRP
農業空間情報RP
農業環境リスク指標RP
環境資源分類・情報RP

 
 
（４）職員の資質向上と人材の育成 
①人材育成プログラムの策定 
●第 II 期中期目標期間の開始にあたり、第３期科学技術基本計画における基本姿勢である、「人材育

成と競争環境の重視～モノから人へ、機関における個人の重視」等に対応し、計画的に人材の育成

を進め、研究の活性化を図るために、「人材育成プログラム－人材開発の方針」を策定した。また、

この中では、一般職員及び技術専門職員の人材育成に関しても、方針を明らかにした（資料 8）。 
 
②競争的・協調的環境の醸成および人材交流 
●人材交流 

他の独立行政法人を含む研究機関等との人材交流を図り、平成 18 年度は、一般職員 1 名、研究

職員 5 名が（独）農業・食品産業技術総合研究機構に、研究職員 1 名が（独）農業生物資源研究所

に転籍した。また、大学へ研究職員 1 名が出向した。一般職員 2 名、研究職員 1 名が（独）農業・

食品産業技術総合研究機構から、一般職員 1 名、研究職員 2 名が（独）農業生物資源研究所から転

籍した。また、任期付任用制度については、積極的な活用を図った。 
●競争的・協調的環境の醸成 

組織の基本単位をユニット・室から研究分野ごとの領域やセンターに大型化し、またリサーチプ

ロジェクト（RP）による分野横断的なつながりを作ることにより、相互刺激的であり、かつ協調

的な環境の醸成を図った。 
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③研究職員の人材育成 
●若手研究職員の人材育成 
 若手研究職員について、研究職員の「人材育成プログラム」に基づき、博士号取得のための指導

や在外研究の奨励等を通じて人材育成を図った。その結果、平成 18 年度は新たに 4 名が博士号を

取得し、研究職員中、博士号取得者の占める割合は 73％となった。また、各種制度による研究職員

の在外研究を奨励し、平成 18 年度は所独自の留学制度により 1 名がアメリカ・ペンシルバニア大

学において長期在外研究を行った。新たに採用した若手研究職員に対し、研究推進費よりスタート

アップ資金を配分し若手研究者の自立の支援を図った。また、「海外出張対応経費」を利用して、

若手研究職員を国際学会に派遣した。数理統計短期集合研修等の研修に若手研究職員 3 名が参加し

た。新規採用者に対しては、所の組織活動方針等を十分理解させるための所内研修を行った。また、

所員の英会話能力の向上のための英会話研修を行った。 
 
●受賞等 
 本年度は、理事長が国際農業工学会功労賞(CIGR Merit Award)を受賞したほか、文部科学大臣表

彰科学技術賞（若手科学者賞）（1 名）の表彰を受けた。また、システム農学会優秀発表賞(北村賞)
（1 名）、第 11 回国際農薬化学会議（11th IUPAC ICPC）ポスター賞（銀賞）（1 名）、日本草地学

会研究奨励賞（1 名）、日本植物病理学会平成 18 年度論文賞（1 名）を受賞した。 
 
④研究管理者の人材育成 
●「人材育成プログラム」に基づき、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ため、領域長・センター長及び RP リーダー等

を対象とした「研究リーダーのための研究チームマネジメント研修」を外部の機関に委託して実施

した。また、新たに研究管理者となった職員（２名）が農林水産省関係研究リーダー研修に参加し

た。 
 
⑤一般職員および技術専門職員の人材育成 
●一般職員の人材育成 
 一般職員については、「人材育成プログラム」に基づき、各階層に必要となる能力及び業務の複

雑化・高度化に対応する必要な専門的な知識を得るため、「主査等研修」「管理監督者研修」「労

働法関係研修」、「エネルギー管理員新規講習」等の研修を受講させるなど、人材育成を図った（資

料 9）。 
●技術専門職員の人材育成 

「人材育成プログラム」に基づき、組換え体作物の特性調査等の高度な業務へ対応可能な人材の

育成を図った。また、「車両系建設機械運転技能講習」等、4 名が研修を受講した。さらに業務上必

要な資格取得であるけん引免許を１名が取得した。  
 

 
評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
1－2  A 

農政上およ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は引き続き重点的に実施した。外部資金の

獲得件数は着実に増加させた。運営効率化のために、組織改編を行っ

た。今後は研究部門におけるマトリックス構造による運営円滑化のノ

ウハウの蓄積に期待する。「人材育成プログラム」を作成し、職員の資

質向上に取り組んだ。農業の現場から課題を発見するという基本的な

姿勢を身につけさせるような、若手研究者の育成も今後は行いたい。
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３．研究支援部門の効率化及び充実・高度化 
 

中期目標 

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。 

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。 

 
中期計画 

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。 
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。 
 
 

 

中項目実績 

第 II 期中期目標期間の開始にあたり、研究施設・設備の効率的利用、研究情報の収集・提供および

研究・管理業務の効率化、経費節減等研究所全体の効率化を推進するため、「業務効率化推進規程」

を整備し、「業務効率化推進委員会」を設置して「業務効率化推進基本計画」と平成 18 年度の実施計

画を策定した。この計画に基づき着実な実施に努めているところである。職員からの業務改善提案の

内容を「業務効率化推進委員会」において検討し、業務の効率化を図った。 
 
①管理事務業務の効率化および充実・高度化 
●第 II 期中期目標期間の開始にあたり、総務部門についても組織を見直し、グループリーダーの下、

グループ全体で協力して弾力的に業務を行うことにより、事務処理の迅速化や業務の繁閑（業務の

平準化）への対応が可能な体制を確保した。 
 
②技術専門職の業務の効率化および充実・高度化 
●第 II 期中期目標期間の開始にあたり、技術専門職の行う研究支援部内についても、組織の見直しを

行い、従来の 4 つの班から 2 つのグループに再編することで、業務の繁閑を緩和し、機動的・効率

的な支援が可能な体制とした。また、業務内容も、調査、研究業務の高度化に対応して技術専門職

員が担うべきコア業務への重点化を図り、その結果、試料採取装置の試作・調整、組換え作物の栽

培試験、ビオトープ管理および環境資源試料の採取等の高度な専門技術・知識を要する業務の割合

が増加してきている。 
 
③施設・設備、機械等の保守管理の外部委託 
●平成 18 年度においては、外部委託を行っている研究本館・実験棟等の運転保守管理、清掃業務、

庁舎警備等業務についてコスト分析を行った結果、外部委託により経費の削減が図れたことが明ら

かになった。 
●引き続きアイソトープ施設、実験廃水処理施設等の保守管理について、研究職員の負担の軽減及び、

経費の適正化を図るため、外部委託を実施した（資料 10）。 
●分析機器等のうち高精度な性能の維持のために専門的な管理を必要とするもの（23 点）について保

守契約を結び、機器の性能の維持による効率的な研究の推進に資した（資料 11）。また、環境化学

物質分析施設に設置してある ICP 質量分析計、二重収束質量分析装置について、研究職員の機械操
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作およびメンテナンスにかかる負担を軽減するため、研究オペレーターを雇用し機器のメンテナン

スや使用者の指導にあたらせた。 
 
④研究支援部門全体の合理化 
●「業務効率化推進基本計画」に基づき、常勤職員が担うべき業務、契約職員が担う方が効率的な事

務及びアウトソーシングすべき業務を整理し、具体化に向け検討を行った。また管理事務業務の点

検整理を行い、業務見直し案を作成して適正な業務体制および人件費抑制に伴う要員の合理化につ

いて各部門内で検討を行った。 
 
⑤研究情報の収集・提供業務の効率化および充実 
●研究雑誌については、電子ジャーナルでの購読を拡大し、情報収集の効率化を推進した。 
●新たに得られた研究成果、各種データベース、プロジェクト報告書、その他刊行物等の情報を研究

所 Web サイトに掲載し、研究情報の提供業務の効率化、充実・強化を図った。また、「情報：農業

と環境」（資料 12）を毎月更新し、時々の研究会・ワークショップ等の開催案内・報告、環境問題

の解説、最新の知見の紹介等、情報提供の充実に努めた。その結果、「情報：農業と環境」への平

成 18 年度のアクセス数は 182,000 回（月約 15,000 回）で平成 17 年度の 149,000 回から約 25%増

加した（図 II－1－2）。 
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図 II－1－2 農環研 Web サイトアクセス数の推移 

 

●平成 17 年度に導入したグループウェアに役員会議議事録や所議資料を掲載するとともに、各部門

の掲示板を増やすなど研究所全体の情報共有化を促進することにより、配布・回覧書類を削減し、

業務の効率化を図った。 
●ネットワークやコンピュータで取扱われる情報資産を適切に保護するため、「ネットワークにおけ

る情報セキュリティ対策基準」を作成した。 
 

評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
1－3 A 

技術専門職の業務の効率化に対応した取り組みを行った。研究支援

部門の業務の効率化と法人全体での情報共有の促進を進めた。特に，

施設・機械の保守管理の外部委託や電子ジャーナルによる研究雑誌の

購読の拡大，Web サイトを用いた各種研究情報の提供を行った。業務

効率化のため、今後も，アウトソーシング化、施設・機械の必要性の

見直し等を進める。 
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４．産学官連携、協力の促進・強化 
 

中期目標 

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。 

 

中期計画 

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。 

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。 

 

 

 

 

中項目実績 

①共同研究と交流 
●共同研究 

成果の実用化等を目的に、平成 18 年度は、共同研究契約に基づく 21 件の共同研究を実施した。

相手先は公立試験研究機関 3 件、独立行政法人 2 件、大学 3 件、民間 16 件であった（1 件の共同

研究で複数の相手先のある場合があるため、相手先件数の合計と総計件数は一致しない、（図 II－1

－3））。民間企業と行った共同研究の中で、「塩素化、メチルチオ化およびメトキシ化トリアジン系

農薬を資化分解可能な新規微生物」等、計 5 件の特許出願等の成果があった。また、農林水産関係

他独法との研究協力に関する協約書に則り、共同研究を推進した。 
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図 II－1－3 共同研究契約に基づく共同研究の件数の推移 

 

 

●受託及び委託プロジェクト研究 
平成 18 年度には、他独法から 3 件、大学から 1 件、民間から 3 件のプロジェクト研究等を受託

し、連携・協力を図った（資料 13）。また、農林水産省、環境省、文部科学省のプロジェクト研究

課題に関しては、大学、公立試験研究機関、民間等に一部委託（100 件）し、効率的な推進を図る

とともに、連携・協力を促進した。 
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●依頼研究員、技術講習生等 
関係機関との連携の強化や大学教育等への社会的貢献を目的に、平成 18 年度は、受入研究員を 4

名、依頼研究員を 6 名、技術講習生を 56 名、それぞれ受け入れた（資料 14）。  

●指定試験協議会、各種事業との連携 
指定試験との連携を強化するために、指定試験協議会との密接な連絡をとり、研究業務や研究課

題についてのアドバイスを行った。農林水産省生産局所管で公立試験研究機関が実施している土壌

保全対策事業について、農業環境インベントリーセンターで調査結果のとりまとめやデータベース

化等の支援を担当するとともに、農業環境インベントリーセンター長等が要請に基づき、土壌保全

対策事業全国会議やブロック会議等 6 件の会議に出席し助言を行った。植物防疫に関する技術連絡

会議等の出席要請に基づき、2 件 4 名が会議に出席し助言を行った。講習会等への講師派遣の要請

に基づき、独立行政法人に 3 件、社団法人 2 件、民間 5 件の講師派遣を行った。 
 
②関係機関との連携に関する会議等の開催 
●平成 19 年 2 月 23 日に「農業環境研究連携推進会議」を開催し、関係独立行政法人、行政部局、都

道府県等との相互の連携・協力を図った。行政部局等からは、大臣官房統計部、消費・安全局、生

産局、農村振興局、農林水産技術会議事務局、(独)肥飼料検査所および(独)農薬検査所が出席し、情

勢報告および農業環境技術研究所に対する要望を出した。また農業環境技術研究所からは主な成果

を紹介した後、重要検討問題として「農業環境におけるリスク評価」を取り上げて講演および今後

の研究の方向について討論を行った（資料 15）。 
農林水産関係の環境に関する研究所（森林総合研究所・水産総合研究センター・農業環境技術研

究所）の間で、相互に情報を交換・共有し、農・林・水の分野で一体的な環境研究の推進を図る目

的で、平成 12 年に設立した｢三所連絡会｣において、平成 18 年 10 月に(独)水産総合研究センター

養殖研究所で第 5回連絡会を開催し、各研究所の研究成果発表と今後の協力体制について議論を行

った。 

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（現在 13 機関）で結成

している環境関係研究機関連絡会において、平成 18 年度は連絡会を 2 回開催し、連携・協力につ

いて検討した。また、平成 18 年 11 月につくば国際会議場において第 4回成果発表会を開催し、「広

がる環境研究フロンティア」をテーマとして各研究機関を代表した研究成果の講演発表が行われ、

専門分野を超えた情報交換を通じて環境研究の推進に向けての共通認識を得ることができた。 

 
③大学等との連携 
●連携大学院 

筑波大学、東京大学、東京工業大学および東京農業大学とは、連携大学院方式による教育研究協

力に関する協定が結ばれている。平成 18 年度は、合計 19 名の客員教員を派遣した。また、教育研

究研修生として東京工業大学より 1 名、筑波大学 6 名、東京農業大学 2 名の大学院生を受け入れ、

論文作成の指導を行った（資料 14）。 
●連携講座 
 平成 18 年度は新たに東京大学大学院農学生命科学研究科と連携講座（エコロジカル・セイフテ

ィー学）を設置し、教授および助教授として 5 名を派遣した。また、豊橋技術科学大学と連携推進

協定を締結し、連携・協力を開始した。 
●(財)農民教育協会鯉淵学園 

鯉淵学園との間に締結した「環境保全・循環型農業の実証研究」に関する教育研究協力に関する

MOU に基づいて、当所から客員研究員 8 名を派遣して講義を実施し、実証ほ場での試験・研究を

継続した。さらに、当所の新任研究職員の研修を鯉淵学園に依頼する等、連携・協力を推進した。 
●大学への委託 

 受託研究プロジェクトについては大学へ 39 件を委託するとともに、1 件の研究課題を受託した。

さらに、1 件の共同研究契約に基づく共同研究を実施し、連携研究を強化した。 
●非常勤講師派遣 

お茶の水大学等へのべ 17 名の非常勤講師を派遣し、講義や実習を行った。 
非特定独立行政法人化に伴い、兼業の承認が所轄庁の長等から法人の長に変更となった。これに

伴って、兼業規程を改訂し、規制が緩和されたため、大学の非常勤講師の兼業が、平成 17 年度の 1
件から平成 18 年度は 10 件へと増加し、大学との連携が進んだ。また、利益相反や責務相反が将来

起こりうることを未然に防ぐため、利益相反マネジメント基本方針および規程を新たに整備した。 
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④農林水産関係他独法との共同研究の推進 
（独）国際農林水産業研究センターの研究プロジェクトに対して研究員を派遣した。 

 
 

評価ランク コメント  
自己評価 
中項目 
1－4 A 

大学および公的研究機関等との連携を積極的に進めている。今後は、

急激に様変わりした農業の現場を改めて見直すため、農業現場との連

携についても検討していく。 
 
 
５．海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化 

 

中期目標 

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り組

みを強化する。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。 

 

中期計画 

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。 

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り組

みを推進する。 

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。 

 

 

中項目実績 

①国際研究コンソーシアムの構築 
●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、NIAES 国際シンポジウム「モンスーンアジ

アにおける持続的農業のための農業資源の評価と有効利用 －国際研究協力に向けて－」を平成 18
年 12 月に開催し、モンスーンアジア農業環境研究コンソーシアム（MARCO）を新たに設立した。

コンソーシアムでは、農業環境技術研究所が中心となって、国際シンポジウムの開催、コンソーシ

アム Web サイトの立ち上げ等を推進していくこととしている（資料 16）。 

 

②世界の研究機関・研究者との連携強化 
国際機関が開催した会議への協力として、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）ガイドライ

ン執筆者会合、IGBP（地球圏－生物圏国際協同研究計画）科学推進委員会、OECD 農業委員会に

7 名、FAO（世界食糧機構）が開催した「遺伝子組換え農作物の環境影響評価体制の確立」の地域

協議会に派遣した（資料 6）。 

平成 13 年に MOU を締結した大韓民国農村振興庁農業科学技術院とは、運営費交付金プロジェ

クト「農業生態系における水質保全とその環境影響評価に関する国際共同研究」（平成 15 年～18
年）による共同研究を行った。中国科学院土壌科学研究所とは平成 14 年度に MOU を締結し、「温

室効果ガスの動態解明」や｢地球温暖化に伴う食料生産変動予測｣に関する共同研究を実施した。ド

イツ・ボン大学開発研究センターとは平成 16 年より、MOU の締結関係にある。平成 18 年度は理

事長が訪問し、情報交換を行った。 
ラオス国立農林業研究センターと｢東南アジアにおける移動耕作生態系の CO2 シンク・ソース制

御および食糧生産持続性を強化するための農学的・地球科学的研究｣に関する共同研究を推進し、

データの交換や研究者の相互訪問等を行った。 
アメリカのニューハンプシャー大学と「地球温暖化影響予測モデルの開発」に関する研究協力を

行った。 



 19

平成 18 年は新たにランドケア研究ニュージーランド社との MOU を締結し、生物多様性、外来

生物等に関する研究協力を開始した。 

 

③国際的に活躍する人材の養成および人的交流 
国際的に活躍する人材を養成するため、各種制度による研究職員の在外研究を奨励し、平成 18

年度は研究推進費により 1 名がアメリカ・ペンシルバニア大学において長期在外研究を行った。 
平成 18 年度は研究推進費の外国出張対応経費により、50 名を国際学会に派遣した。さらに受託

プロジェクト等の調査等により、のべ 53 名を海外に派遣した（資料 6）。 

国際学会等において、6 件の招待講演を行った（資料 6）。 

諸外国の研究機関から 37 名の研究者を招へいする等、国際的な人的交流を推進した（資料 14）。 

 
 
 

評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
1－5 A 

海外及び国際機関等との連携の促進・強化を，精力的に図っている。

特に，MARCO の設立は，農業環境研究のイニシアチブを確保する積

極的な対応として評価できる。今後，連携によって有益な成果が生ま

れることを期待する。IPCC（気候変動に関する政府間パネル）ガイド

ライン執筆者会合出席、IGBP（地球圏－生物圏国際協同研究計画）科

学推進委員会、OECD 農業委員会、FAO（世界食糧機構）が開催した

「遺伝子組換え農作物の環境影響評価体制の確立」の地域協議会等の

派遣によって、国際機関との連携を強化している。 
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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 
 

中期目標 

（１）重点研究領域 

新たな中期目標を定めるにあたり、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

発にあたっては、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あたって、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 
 

中期目標 

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。 

 
 

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 

 

中期目標 

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。 
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。 

 

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。 
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大課題実績（中課題実績） 

農薬等の有機化学物質については、水田用農薬について親化合物のみならず代謝分解物も対象とした

水田中濃度予測モデルを開発した。土壌中での有機塩素系農薬の消失速度は、物質の疎水性を示す特性

値 Kow と土壌中炭素含量に依存することを明らかにするとともに、これら農薬のわが国の農耕地にお

ける時系列での分布の解析・予測を行った。コガタシマトビケラを指標生物として各種殺虫剤に対する

感受性の傾向を把握し、薬剤によっては OECD 指標生物であるミジンコ類と大きく感受性が異なるこ

とを明らかにした。ヘキサクロロベンゼン（HCB）を好気的に無機化できる細菌（Nocardioides sp. 
PD653）の単離・同定に世界で初めて成功した。高吸収植物（ズッキーニ）による、ディルドリン汚染

土壌の修復効果をポットレベルで調べた結果、ズッキーニ栽培跡地土壌ではキュウリ幼植物のディルド

リン吸収量が大きく低下することを示した（図 II－2－1）。またカドミウム汚染土壌については、化学

洗浄法を田面水の水深を深くして行うことでカドミウム除去率が向上することを現地で確認した。カド

ミウム低吸収性品種の検索を進め、ナスについて、トルバム種台木が他の台木に比べ 3 割程度にナス果

実カドミウム濃度を抑制することを明らかにした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  図 II－2－1 ズッキーニ連作による汚染土壌からのディルドリンのクリーニング効果 

 
 

評価ランク コメント  

自己評価 
大課題 A1 
中課題 A11 A 

残留性有機塩素系農薬の土壌中経年変化を明らかにしたことは汚

染土壌対策に有効な基礎データとなる。コガタシマトビケラとミジン

コ類（OECD 指標生物）の農薬感受性の相違を明らかにしたことは現

行の生物影響評価法への問題提起として重要である。また、ズッキー

ニによる土壌中ディルドリンの除去効果を明らかにしたことは、有機

化学物質のファイトレメディエーション技術の開発の可能性を示す

ものである。このほか、農薬の環境中挙動予測モデル開発において対

象物質を代謝物にまで拡張できたこと、カドミウムの化学洗浄法の技

術開発が進んだこと等、中期計画に沿って順調に進捗している。 
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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 
（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 

 
中期目標 

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。 
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。 

 

 

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

カー等により組換えダイズとツルマメ等、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、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） 

外来生物の生育・繁殖特性の解明、及び被害の実態把握を進め、外来植物の出現頻度と植物群落タイ

プの関係を解析した結果、人為的かく乱の高い植物群落に外来種が侵入しやすいことを明らかにした。

またアレチウリは在来種を、オオフサモとコカナダモは絶滅危ぐ種を抑圧し、生物多様性への影響が大

きいことを明らかにした。一部の外来植物は他感作用を示す物質の産生性が高く、ギンネムからミモシ

ン、アオキから酒石酸、コンフリーからロスマリン酸等を同定した。 
外来生物が在来種に及ぼす影響の解明のため、外来天敵昆虫（チュウゴクオナガコバチ、ヒメクサカ

ゲロウ）と在来種、及び、侵略的外来植物寄生菌 Phytophthora cinnamomi と在来類縁種を識別する

DNA マーカーの開発を進めた。利水施設の運用や在来生態系に悪影響を及ぼすため特定外来生物に指

定されたカワヒバリガイの霞ヶ浦における分布を調査したところ、湖岸の約 1/2 に分布を広げているこ

と、その侵入が 2004 年まで遡れることを明らかにした。 
遺伝子組換え作物の生態系影響評価として、組換えダイズに開花期をそろえたツルマメを巻きつかせ

て栽培し（図 II－2－2a）、遺伝子組換え作物と非組換え植物の交雑を検出した。その結果、ツルマメ種

子 32,502 個から 1 個の自然交雑個体が見いだされた（図 II－2－2b）。自動花粉計測機によって測定し

た花粉飛散量は、標準的な花粉計測法による計測値と高い相関を示した。交雑抑制技術として、トウモ

ロコシに隣接してカーテン状の散水あるいはソルガム防風植生を設置することにより、花粉親から 10m
における交雑率を低下させることができた。 
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ツルマメ 

遺伝子組換えダイズ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

評価ランク コメント  

自己評価 
大課題 A2 
中課題 A21 A 

外来植物の侵入しやすい植物群落タイプが明らかになったことで、

定着リスクを検討するための評価フレームを作成することができたと

考える。また外来植物の被害実態の把握を進め、生物多様性影響が大

きい種を解明したことは、外来種の被害予測を行う上で重要な成果で

ある。社会的関心の高い組換え作物の生態系影響に関して、組換えダ

イズとツルマメの自然交雑率は極めて低いこと、トウモロコシの花粉

飛散の具体的抑制方法とその効果を示したことなど、中期計画に照ら

してほぼ順調に進捗している。 

図 II－2－2a 遺伝子組換えダイズ

(40－3－2 系統)及びツルマメの栽培

状況 

 
つる性ツルマメをダイズに巻きつかせて栽

培した。 

図 II－2－2b 遺伝子組換えダイズとツルマメの

自然交雑個体（左）及び莢と種子（右中央） 

 
交雑種子を栽培して得られた莢と種子は、大きさや色に

関して中間的形質を示した。 
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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 
 

中期目標 

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。 

 

１）農業生態系の構造・機能の解明と評価 
 

中期目標 

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。

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。 

 
大課題実績 

ため池の管理が生物多様性に及ぼす影響を解明するため、ため池に生息するトンボ類の種構成に基づ

いて、すべてのため池を序列化し、環境要因との相関関係を解析することにより、トンボの種構成に影

響する主要環境要因を明らかにした。また、農村景観データベース「調査・情報システム（RuLIS）」
に基づいて鳥類調査を行い、景観構造から鳥類の個体数を推定するモデルを構築するとともに、

「RuLIS」が様々な生物種群の生息ポテンシャルの評価に有効であることを確認した。さらに、農地の

管理方法が土壌生物の動態に及ぼす影響を培養法によらず調査するため、土壌抽出 DNA から

PCR-DGGE 法を用いて効率的に土壌細菌や糸状菌を検出する際の最適条件を検討し、標準手法として

マニュアル化した。 
53 種類のバラ科薬用植物（乾燥葉）や 65 種類のバラ科植物（生葉）等の葉や根から出る植物生育阻

害物質の全活性を定量的に評価した。フキノメイガの性フェロモン成分比の個体群内変異が遺伝的に強

く支配されていること、また、難分解性芳香族化合物分解土壌細菌の分解関連遺伝子群のプロモーター

の発現がプロモーターごとに異なる芳香族化合物によって誘導されることを明らかにした。さらに、リ

グニン等を食べる昆虫から、主要な生分解性プラスチックである PBS、PBSA を同時に分解する真菌を

初めて分離した。 
 

評価ランク コメント  

自己評価 
 

大課題 B1 
 

A 

「調査・情報システム（RuLIS）」は、その汎用性が確認されたこ

とにより、様々な生物種群と水田及び周辺域の利用管理方法との関係

を総合的に評価するための基盤としての利用が期待される。トンボ類

の生息に影響するため池の環境要因を抽出したことは、地理情報に基

づいたトンボの生息予測モデルの構築につながる成果である。また土

壌微生物等の PCR-DGGE 法を標準化し、マニュアル化することによ

り、異なる環境における土壌微生物相の相互比較を行う上での必要不

可欠な技術を確立できた。 
バラ科植物が産生する生育阻害物質の活性の定量的把握やフキノ

メイガの性フェロモン成分比率個体群内変異の遺伝的解析、難分解性

芳香族化合物分解土壌細菌の分解関連遺伝子の誘導物質の解明は、生

物間および生物・非生物間相互作用に関する重要な知見である。また

生分解性プラスチック分解菌の成果は特許申請が行われ、普及が期待

される。 
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（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。 

 

中課題実績 

ため池の管理が生物多様性に及ぼす影響を解明するために、ため池に生息するトンボ類の種構成に基

づいてため池を類型化し、各ため池グループのトンボ指標種群を選定した（表 II-2-3）。また、すべて

のため池を序列化した結果と環境要因との相関からトンボの種構成に影響する主な環境要因を明らか

にした（図 II-2-3）。 
景観構造や水田周辺植生の管理方法の変化が生物多様性に及ぼす影響を明らかにするために、当所で

開発した農村景観データベース「調査・情報システム（RuLIS）」のモニタリング地区において鳥類調

査を行い、特定の鳥類タイプの生息と関連性が強い土地被覆特性を明らかにし、景観構造から鳥類の個

体数を推定するモデルを構築するとともに、RuLIS が様々な生物種群の生息ポテンシャルの評価に有効

であることを確認した。また谷津田林縁部における植生調査の結果、谷津田周辺の草刈りが植物群落の

多様性を保全する上で重要であることを明らかにした。 
農地の管理方法が土壌生物の動態に及ぼす影響を培養法によらず調査するために、土壌から直接

DNA を抽出し、PCR-DGGE 法（PCR で増幅後、変性剤濃度勾配ゲル電気泳動法（DGGE）で解析）

によって土壌生物相を効率的に検出する最適な解析条件（PCR、プライマー、電気泳動等）を細菌及び

糸状菌について検討し、その結果を標準手法としてマニュアル化した。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

グループ１ （種数 12.2） 

 ノシメトンボ 

 コヤマトンボ 

 シオカラトンボ 

 コシアキトンボ 

グループ４ （種数 15.8）

 クロイトトンボ 

 オオイトトンボ 

 アオモンイトトンボ 

 アジアイトトンボ 

 コフキトンボ 

 ショウジョウトンボ 

 ウチワヤンマ 

 ギンヤンマ 

 オオヤマトンボ 

グループ２ （種数 11.0） 

 モノサシトンボ 

 オオシオカラトンボ 

 ヒガシカワトンボ 

 クロスジギンヤンマ 

グループ６ （種数 6.0）
 なし 

グループ３ （種数 7.23） 

 なし 

グループ５ （種数 6.9）
 なし 

表Ⅱ－2－3 各ため池グルー

プの指標種群 

ため池はトンボの種構成が類似した６

グループに分けられた。各グループの指

標種と1つの池あたりに生息するトンボ

の平均種数（括弧内数字）を示す。 

第１軸

第２軸

グループ１

グループ２

グループ３

グループ４

グループ５

グループ６

1 24

水生植物多い

コンクリート護岸

周囲が開放地
池面積大きい

周囲が樹林
堆積物多い

第１軸

第２軸

グループ１

グループ２

グループ３

グループ４

グループ５

グループ６

1 24

第１軸

第２軸

グループ１

グループ２

グループ３

グループ４

グループ５

グループ６

1 2244

水生植物多い

コンクリート護岸

周囲が開放地
池面積大きい

周囲が樹林
堆積物多い

図Ⅱ－2－3 トンボ出現傾向から見たため池の類型及び 

指標種群と環境の関係（多次元尺度構成法による序列化）

図中の楕円（水色、赤色、黄色）で囲まれた池は、それぞれ、右表

で指標種が選ばれたグループ１，２，４を示す。橙色の矢印と枠内

の説明は、環境の傾向を示す。図中の写真はグループ２と４の典型

的な池を示す。 
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評価ランク コメント  

自己評価 
中課題 B11 A 

「調査・情報システム（RuLIS）」の汎用性が確認されたことによ

り、様々な生物種群と水田及び周辺域の利用管理方法との関係を総合

的に評価するための基盤として，今後このシステムが活用されるもの

と期待できる。トンボ類の生息に影響するため池の環境要因を抽出し

たことは、地理情報に基づいたトンボの生息予測モデルの構築につな

がる成果である。また土壌微生物等の PCR-DGGE 法を標準化し、マ

ニュアル化することにより、異なる環境における土壌微生物相の相互

比較を行う上での必要不可欠な技術を確立できた。以上のことから、

中期計画に沿っておおむね順調に進捗していると評価できる。 
 

 
 

 
（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 

 
中期計画 

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。 
 
中課題実績 

生物間相互作用に関与する情報化学物質の解明を進め、53 種類のバラ科薬用植物（乾燥葉）、65 種類

のバラ科植物（生葉）等の葉や根から出る植物生育阻害物質の全活性を定量的に評価し、バクチノキ等

が強い活性を示すことを明らかにした（表 II－2－1）。フキノメイガの性フェロモン成分比を解析・評

価し、成分比に大きな個体群内変異があり、遺伝的に強く支配されていることを解明した。難分解性芳

香族化合物分解土壌細菌 Burkholderia sp. NK8 株の分解に関連する遺伝子群の 2 種類のプロモーター

の発現は、プロモーターごとに異なる芳香族化合物によって誘導されることを明らかにした。さらに、

生分解性プラスチック分解菌に関して、リグニン等を食べる昆虫から、主要な生分解性プラスチックで

ある PBS と PBSA を同時に分解する真菌を初めて分離した。 
 

表 II－2－1 バラ科薬用植物 53 種の植物生育阻害活性のサンドイッチ法による検定（乾燥葉 10mg） 
 

植物名 和名 幼根 胚軸 植物名 和名 幼根 胚軸

Prunus zippeliana Miq. バクチノキ 5 0 Fragaria virginiana Duch. 70 141
Prunus persica Batsch ゲンペイモモ 13 29 Spiraea cantoniensis Lour. コデマリ 70 116
Spiraea thunbergii Sieb. ユキヤナギ 15 53 Rosa chinensis Jacq. コウシンバラ 72 127
Chaenomeles japonica (Thunb.) Spach クサボケ 24 63 Fragaria vesca L. エゾヘビイチゴ 73 131
Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino シャリンバイ 30 87 Rosa hirtula (Regel) Nakai サンショウバラ 73 125
Prunus glandulosa Thunb. ニワザクラ 35 54 Prunus incisa Thunb. キンキマメザクラ 73 132
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. ホザキナナカマド 36 50 Aruncus dioicus (Walt.) Fernald ヤマブキショウマ 74 104
Stranvaesia davidiana Decne. 36 91 Prunus spinosa L. 75 141
Chaenomeles speciosa Nakai ボケ 39 87 Prunus domestica L. セイヨウスモモ 75 134
Fragaria vesca L. シロミノエゾヘビイチゴ 45 103 Rubus buergeri Miq. フユイチゴ 76 134
Rubus fruticosus L. セイヨウヤブイチゴ 45 82 Spiraea nervosa Fr. et Sav. イブキシモツケ 78 125
Prunus jamasakura Sieb. ex Koidz. ヤマザクラ 55 106 Sanguisorba parviflora (Maxim.) Takeda コバナワレモコウ 80 125
Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino シロヤマブキ 58 118 Exochorda racemosa (Lindl.) Rehd. リキュウバイ 83 123
Spiraea henryi Hemsl. 59 97 Pyracantha crenulata (D. Don) M. J. Roemヒマラヤピラカンサス 86 123
Rubus laciniatus Willd. 61 115 Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino マルバノシャリンバイ 86 121
Chaenomeles sinensis (Thunb.) Koehne カリン 62 114 Rubus suavissimus S. K. Lee テンチャ 87 125
Prunus brigantina Vill. 63 123 Rubus occidentalis L. クロミキイチゴ 89 136
Quillaja saponaria Molina シャボンノキ 64 132 Pyrus betulifolia Bunge ホクシマメナシ 96 129
Prunus avium L. セイヨウミザクラ 64 109 Prunus ogawana Makino ワカギノサクラ 98 134
Spiraea bella Sims 64 78 Spiraea salicifolia L. ホザキシモツケ 100 105
Eriobotrya japonica Lindl. ビワ 66 125 Fragaria chiloensis (L.) Duch. 100 151
Prunus tomentosa Thunb. ユスラウメ 66 133 Spiraea nervosa Fr. et Sav. ホソバノイブキシモツ 101 165
Rubus strigosus Ｍichx. 68 113 Rosa rugosa Thunb. ハマナス 103 136
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. セイヨウナツユキソウ 68 107 Rosa primula Bouleng. 105 130
Prunus grayana Maxim. ウワミズザクラ 69 110 Cydonia oblonga Mill. マルメロ 107 154
Kerria japonica (L.) DC. フイリヤマブキ 69 140 Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. アメリカテマリシモツケ 110 143
Crataegus cuneata Sieb. et Zucc. サンザシ 70 121
1) 活性は、10mgで検定した結果を示す。
2) 活性は、対照区に対する伸長率でしめす（値が小さいほど阻害が大）

植物名 和名 幼根 胚軸 植物名 和名 幼根 胚軸

Prunus zippeliana Miq. バクチノキ 5 0 Fragaria virginiana Duch. 70 141
Prunus persica Batsch ゲンペイモモ 13 29 Spiraea cantoniensis Lour. コデマリ 70 116
Spiraea thunbergii Sieb. ユキヤナギ 15 53 Rosa chinensis Jacq. コウシンバラ 72 127
Chaenomeles japonica (Thunb.) Spach クサボケ 24 63 Fragaria vesca L. エゾヘビイチゴ 73 131
Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino シャリンバイ 30 87 Rosa hirtula (Regel) Nakai サンショウバラ 73 125
Prunus glandulosa Thunb. ニワザクラ 35 54 Prunus incisa Thunb. キンキマメザクラ 73 132
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. ホザキナナカマド 36 50 Aruncus dioicus (Walt.) Fernald ヤマブキショウマ 74 104
Stranvaesia davidiana Decne. 36 91 Prunus spinosa L. 75 141
Chaenomeles speciosa Nakai ボケ 39 87 Prunus domestica L. セイヨウスモモ 75 134
Fragaria vesca L. シロミノエゾヘビイチゴ 45 103 Rubus buergeri Miq. フユイチゴ 76 134
Rubus fruticosus L. セイヨウヤブイチゴ 45 82 Spiraea nervosa Fr. et Sav. イブキシモツケ 78 125
Prunus jamasakura Sieb. ex Koidz. ヤマザクラ 55 106 Sanguisorba parviflora (Maxim.) Takeda コバナワレモコウ 80 125
Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino シロヤマブキ 58 118 Exochorda racemosa (Lindl.) Rehd. リキュウバイ 83 123
Spiraea henryi Hemsl. 59 97 Pyracantha crenulata (D. Don) M. J. Roemヒマラヤピラカンサス 86 123
Rubus laciniatus Willd. 61 115 Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino マルバノシャリンバイ 86 121
Chaenomeles sinensis (Thunb.) Koehne カリン 62 114 Rubus suavissimus S. K. Lee テンチャ 87 125
Prunus brigantina Vill. 63 123 Rubus occidentalis L. クロミキイチゴ 89 136
Quillaja saponaria Molina シャボンノキ 64 132 Pyrus betulifolia Bunge ホクシマメナシ 96 129
Prunus avium L. セイヨウミザクラ 64 109 Prunus ogawana Makino ワカギノサクラ 98 134
Spiraea bella Sims 64 78 Spiraea salicifolia L. ホザキシモツケ 100 105
Eriobotrya japonica Lindl. ビワ 66 125 Fragaria chiloensis (L.) Duch. 100 151
Prunus tomentosa Thunb. ユスラウメ 66 133 Spiraea nervosa Fr. et Sav. ホソバノイブキシモツ 101 165
Rubus strigosus Ｍichx. 68 113 Rosa rugosa Thunb. ハマナス 103 136
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. セイヨウナツユキソウ 68 107 Rosa primula Bouleng. 105 130
Prunus grayana Maxim. ウワミズザクラ 69 110 Cydonia oblonga Mill. マルメロ 107 154
Kerria japonica (L.) DC. フイリヤマブキ 69 140 Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. アメリカテマリシモツケ 110 143
Crataegus cuneata Sieb. et Zucc. サンザシ 70 121
1) 活性は、10mgで検定した結果を示す。
2) 活性は、対照区に対する伸長率でしめす（値が小さいほど阻害が大）  
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評価ランク コメント  

自己評価 
中課題 B12 A 

バラ科植物が産生する生育阻害物質の活性の定量的把握、フキノメ

イガの性フェロモン成分比率個体群内変異の遺伝的解析、難分解性芳

香族化合物分解土壌細菌の分解関連遺伝子の誘導物質などの解明が進

み、計画に沿って順調に進捗している。さらに生分解性プラスチック

分解菌の成果は特許申請が行われ、普及効果は高いと評価できる。 
 

 
 

 
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 

 
中期目標 

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。 

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。 

 
大課題実績 

 水田生態系応答モデルとして、土壌の炭素・窒素の動態，イネの成長，群落水熱収支の 3 要素からな

る水田生態系応答モデルのシステム構成を設計した。土壌の炭素・窒素動態を表す DNDC モデルと窒

素栄養を考慮した成長モデルを組み合わせることにより，生育・収量に及ぼす有機物連用や窒素施肥の

影響を再現できた。温暖化・高 CO2環境に対する作物応答をほ場条件で解明するために，雫石と中国江

蘇省で実施されたイネ開放系大気 CO2増加（FACE）実験の生育・収量・気象要素のデータベースを構

築した。 
温室効果ガスに関して、中国における温室効果ガス発生抑制技術のほ場試験から、水稲－小麦作付け

体系における有機物管理と畑栽培における硝化抑制剤の使用の有効性がコスト面も含めて示された。ま

た、わが国の農耕地 N2O 発生データベースを整備・解析した結果得られた各排出カテゴリーの排出係

数改訂値が、わが国温室効果ガスインベントリ報告書に盛り込まれた。さらに、昨年度までの成果であ

る、世界の水田から発生するメタンの新しい算定法とデフォルト値が 2006 年 IPCC 改訂ガイドライン

に採用された。 
炭素・窒素広域収支モデルと有機物動態統合モデルから構成される炭素・窒素フローモデルの基本設

計を行った。土壌データに基づくモデル検証を行い、稲わら持ち出しと有機物施用のシナリオを用いて

全国の水田炭素蓄積量の変化を試算し、有機物施用が炭素蓄積に有効であることを示した。また有機物

分解の温度応答性を明らかにするため、ほ場において土壌加温試験を行う手法を開発した。 
流域における窒素の流出について、脱窒活性が高い土層が洪積・沖積土壌の境界付近に局所的に分布

すること、また下層土を通じたリンの流出に関しては、粘土質転換畑では大部分が作土－耕盤層境界に

停滞した懸濁態リンが亀裂を通じて運ばれたものであるが、黄色土茶園ではほとんどが溶存態であるこ

とを明らかにした。 
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評価ランク コメント  

自己評価 
大課題 B2 A 

DNDC とイネ成長モデルの連携により、気象だけでなく有機物・施

肥管理などの技術要因を取り入れた収量予測が可能となり、日本の広

範な地域における作況変動の要因解析に利用できるめどがついたと評

価できる。また同一作物を対象とした FACE 実験の試験地間解析は世

界で初めての試みであり、将来の高 CO2濃度環境におけるアジアのイ

ネ生産性を予測するための重要なステップである。 
中国の農耕地でその有効性が確認された温室効果ガス発生抑制技術

は、今後普及の段階に進めることが可能である。N2O 排出係数改定値

が日本温室効果ガスインベントリ報告書に採用されたこと、また昨年

度までのメタンに関する成果が2006年 IPCC改訂ガイドラインに採用

された点は高く評価できる。炭素・窒素フローモデルの基本設計が完

了したことにより、今後のモデルの作成と統合の基礎が得られた。ま

た有機物施用が土壌炭素蓄積量に及ぼす影響の定量化や土壌加温実験

のシステムの確立は、農耕地土壌における人為的管理変化や気候変化

による土壌炭素蓄積量の変化を予測する上で重要な成果である。流域

における脱窒活性の高い部位が局所的に分布すること、また、リンの

流出形態が土壌類型により著しく異なることを明らかにしたことは、

水質汚染に対する脆弱性を評価するための重要な成果である。 
 
 
（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、稲品種および栽

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、それら結果をもとに

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。 
 
中課題実績 

 水田生態系応答モデルとして、土壌の炭素・窒素の動態，イネの成長，群落水熱収支の 3 要素からな

る水田生態系応答モデルのシステム構成を設計した。土壌の炭素・窒素動態を表す DNDC モデルと窒

素栄養を考慮した成長モデルを組み合わせることにより，生育・収量に及ぼす有機物連用や窒素施肥の

影響を再現できた（図 II－2－4）。成長モデルが作況変動に及ぼす気象要因，栽培技術要因の解析に有

効であることを全国 8 箇所における検証から示した。イネ収量の変動予測を目的に、温暖化・高 CO2

環境に対する作物応答をほ場条件で解明するために，雫石と中国江蘇省で実施されたイネ開放系大気

CO2増加（FACE）実験の生育・収量・気象要素のデータベースを構築した。 
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図 II－2－4 富山県土壌環境基礎調査の稲わら連用三要素区および窒素無施用区におけるイネの地上

部乾物重と籾収量の実測値とモデルによる推定値。RMSE は二乗平均平方根誤差。 

 

 

評価ランク コメント  

自己評価 
中課題 B21 A 

DNDC とイネ成長モデルの連携により、気象だけでなく有機物・施

肥管理などの技術要因を取り入れた収量予測が可能となり、日本の広

範な地域における作況変動の要因解析に利用できるめどがついたと評

価できる。また同一作物を対象とした FACE 実験の試験地間解析は世

界で初めての試みであり、将来の高 CO2濃度環境におけるアジアのイ

ネ生産性を予測するための重要なステップである。以上のように中期

計画の達成に向けて着実に進捗している。 
 

 
（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明 

 
中期計画 

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、東アジアの流域また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。 
 
中課題実績 

温室効果ガスに関して、中国における温室効果ガス発生抑制技術のほ場試験から、水稲－小麦作付け

体系における有機物管理と畑栽培における硝化抑制剤の使用の有効性がコスト面も含めて示された。ま

た、わが国の農耕地 N2O 発生データベースを整備・解析し、各排出カテゴリーの排出係数改訂値を提

案し、わが国温室効果ガスインベントリ報告書に盛り込まれた（表 II－2－2）。さらに、昨年度までの

成果である、世界の水田から発生するメタンの新しい算定法とデフォルト値が 2006 年 IPCC 改訂ガイ
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ドラインに採用された。 
炭素・窒素広域収支モデルと有機物動態統合モデルから構成される炭素・窒素フローモデルの基本設

計を行った。土壌有機物動態に関して、土壌データに基づくモデル検証を行い、稲わら持ち出しと有機

物施用のシナリオを用いて全国の水田炭素蓄積量の変化を試算し、有機物施用が炭素蓄積に有効である

ことを示した（図 II－2－5）。また有機物分解の温度応答性を明らかにするため、ほ場において土壌加

温試験を行う手法を開発した。さらに中国の省・地区別統計、土壌炭素データ等を収集整備した。 
流域における窒素の流出について、茶園－水田土地利用連鎖系内の脱窒活性が高い土層は洪積・沖積

土壌の境界付近に局所的に分布することを明らかにした。下層土を通じたリンの流出について、粘土質

転換畑から暗渠流出する流出リンの大部分は作土－耕盤層境界に停滞した懸濁態リンが亀裂を通じて

運ばれたものであるが、黄色土茶園では流出リンのほとんどが溶存態であることを明らかにした。 
 

表 II－2－2 わが国の農耕地土壌からの N2O 排出係数 

 

排出係数 不確実性

(kgN2O-N/kgN) (kgN2O-N/kgN)

水稲 0.31% ±0.31%

茶 2.90% ±1.8%

その他作物 0.62% ±0.48%

1.25% ±0.25-6% IPCCデフォルト値

1.00% ±0.5% IPCCデフォルト値

1.24% ±0.6-2.5% 文献1，3

排出源区分＊ 作物種 出典・根拠

間接発生（溶脱・流出）＃＃

文献1,2
合成肥料および

有機肥料

作物残渣

間接発生（大気沈降）＃

 
＊有機質土壌の耕起については、IPCC デフォルト値（排出係数：8 kg N2O-N/ha/yr；不確実性：1-80 
kg N2O-N/ha/yr)の使用を提案した。 
＃間接発生（大気沈降）とは、施肥した窒素が大気中に揮散したあとふたたび地上に沈着して発生す
る N2O を示す。 
＃＃間接発生（溶脱・流出）とは、地下水を経由して河川から海洋へ輸送される過程で発生する N2O
を示す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 II－2－5 水田土壌の有機炭素変動推計の計算条件、及び九州地域における炭素量の増減 

（白いセルは 20 年間で減少した場所、黒いセルは増加した場所を示す） 
初期条件：地力保全基本調査・代表断面データベースに基づいて作成した土壌炭素量分布 

シナリオ：環境保全型農業（稲作）推進農家の経営分析調査報告（2004)より抽出 

Ａ：稲ワラ持ち出し 切り株、根（67kgC/10a）のみ投入 

Ｂ：有機物施用 稲ワラ、切り株、根（174kgC/10a）、堆肥（32kgC/10a） 

 

シナリオＡ シナリオＢ 
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評価ランク コメント  

自己評価 
中課題 B22 A 

 中国の農耕地でその有効性が確認された温室効果ガス発生抑制技術

は、今後普及の段階に進めることが可能である。N2O 排出係数改定値

が日本温室効果ガスインベントリ報告書に採用されたこと、また昨年

度までのメタンに関する成果が2006年 IPCC改訂ガイドラインに採用

された点は高く評価できる。 
 炭素・窒素フローモデルの基本設計が完了したことにより、今後の

モデルの作成と統合の基礎が得られた。また有機物施用が土壌炭素蓄

積量に及ぼす影響の定量化や土壌加温実験のシステムの確立は、農耕

地土壌における人為的管理変化や気候変化による土壌炭素蓄積量の変

化を予測する上で重要な成果である。 
 流域における脱窒活性の高い部位が局所的に分布すること、また、

リンの流出形態が土壌類型により著しく異なることを明らかにしたこ

とは、水質汚染に対する脆弱性を評価するための重要な成果である。

以上のことから、おおむね中期計画に沿って順調に進捗している。 
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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 
 
中期目標 

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。 
 
１）農業に関わる環境の長期モニタリング 

 
中期目標 

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。 

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） 

アジアフラックススネットワークの中で農環研が担当しているモンスーンアジアの農耕地・草地生態

系の 5 地点で取得した二酸化炭素フラックス等のモニタリングデータを統一的な手法で解析し、各生態

系及び地点間の二酸化炭素収支の特徴を明らかにした。これらのフラックス観測点に加えて、バングラ

デシュ等の新規観測点においても観測を開始し、観測体制を強化した。 
放射性物質モニタリングでは全国の放射能基準ほ場における平成 17 年度産の米・麦とその栽培土壌

の 90Sr及び 137Cs濃度は平成 16年度と同レベルであった。北朝鮮の核実験に伴う緊急調査を行ったが、

葉菜類から人工放射性核種は検出されなかった。畑作土からの放射性ストロンチウム減少速度は土壌の

陽イオン交換能で決まることが長期モニタリングデータより明らかとなった。 
有機ヒ素で汚染された土壌およびその土壌を用いて栽培された稲わら、玄米中の有機ヒ素化合物の定

量法を確立した（図 II－2－6）。 
 

 
 

図 II－2－6  各種ヒ素化合物の同時定量 

 MAA と DMAA を除くヒ素化合物に関して溶液濃度 0.1～1.0μg/L の検出限界で定量可能 
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評価ランク コメント  

自己評価 
大課題 C1 
中課題 C11 

 
A 

これまで得られたガスフラックスに関する 5 地点のデータを統一的

手法を用いて再解析することにより、研究に不可欠なデータベースの

更新が行われた。また二酸化炭素フラックスの観測地点が増強された

ことで、中期計画の達成に必要なガスフラックスモニタリングの基盤

が整備された。土壌中放射性物質の長期モニタリングは、異常を検出

するためのバックグラウンドデータとして重要である。また、畑作土

からの放射性ストロンチウム減少速度が土壌の陽イオン交換能で決ま

ることを明らかにしたことは、90Sr が環境中に放出された際の長期的

影響を推定する上で重要な知見である。有機ヒ素の定量法の確立は農

耕地土壌及び稲等農作物中のヒ素モニタリング及び動態解明の研究に

貢献するものと評価できる。以上のように中期計画に沿って順調に進

捗している。 
 
 
２）環境資源の収集・保存・情報化と活用 

 
中期目標 

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。 

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 

 
中期計画 

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。 
 
大課題実績（中課題実績） 

MODIS を主とする時系列衛星画像と栽培暦・現地調査データ等の収集・処理を進めるとともに、土

地利用タイプが単純な広域水田地域であるメコンデルタを解析域に設定して、高頻度観測データによる

湛水域・水稲作付様式・土地利用の広域的な変動の抽出アルゴリズムを開発した（図 II－2－7）。農業

環境指標の策定に資するため、農耕地の生態的役割や環境負荷評価の基礎となる空間情報を一元的に集

積・管理し、評価と予測を行う汎用的空間情報プラットフォームを完成した。さらに、生物生息域変動

に関する指標開発のため日本ザルに関するデータの収集・GIS 化を進めた。インベントリーデータ等を

効率的に活用することによって、既往の研究成果等を参考に土壌侵食リスク指標を策定し（表 II－2－3）、

この指標による 1km メッシュのリスクマップを作成した（図 II－2－8）。 
土壌や昆虫等の個別データベースを連携して主題図作成を行うシステムを開発するとともに、地名か

ら緯経度を割り出した昆虫等の GIS データを農業環境インベントリーに追加登録した。また環境資源の

個別データの拡充として、土壌統設定調査 1,300 点をデータベース化し、土壌調査関係資料を Web 公

開、微生物については、難分解性物質分解菌（133 菌株）、2,4D 分解菌（30 菌株）、Burkholderia cepacia
近縁菌（30 菌株）など、昆虫については、チョウ類標本（1800 点）、オサムシ標本（1600 点）などに

関するデータをインベントリーに追加登録した。 
ジーンバンク事業において、微生物については 67 株の来歴・取扱いに関するデータシートと 244 株

に関するのべ 1243 特性のデータシートを作成し、細菌 100 株を増殖してセンターバンクに移管すると
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ともに、昆虫については 5 種 13 項目の特性評価調査と 8 系統 13 項目の維持特性調査を実施した。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 

  
10 

67 
123 

180

  
7/19 

9/17 
11/16 

1/16

  
4/20 

6/10 
8/1 

9/22

湛水開始日

湛水終了日

湛水期間(日)

 

図Ⅱ-2-7 2000～2004 年の洪水における湛水開始日、終了日、期間の推定 

 歴史的大洪水であった 2000 年は、その湛水開始時期が最も早く、湛水期間も最も長い。 

図Ⅱ－2－8 わが国の 

 土壌侵食リスクマップ 

クラス 
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評価ランク コメント  

自己評価 
大課題 C2 
中課題 C21 

 
A 

高頻度時系列画像を用いた広域評価アルゴリズムは、アジアの主要

なコメ生産地帯における稲作や水資源に関する変動を広域的に把握す

る上で有力な方法である。また空間情報プラットフォームは農業と環

境に関する情報の集積と広域評価の基盤システムとして多方面での活

用が期待できる。土壌侵食リスクマップは、今後さらにデータを整備

することで土壌保全対策が必要な地域や将来の土地利用変化に注意す

べき地域などを提示することが可能となる。農業環境インベントリー

については、個別データベースの拡充が進み、活用環境が整備されて

きた。地名データを経緯度に変換する手順を開発したことで、GIS を

共通のプラットフォームとした土壌、昆虫等の個別データベースを連

携させることができた。ジーンバンク事業については事業計画通りに

業務を行った。以上、中期計画に照らして順調に進捗している。 

 

表 II－2－3 土壌侵食のリスク指標（案） 

クラス 土壌侵食の程度 土壌侵食量 
 (t ha-1 y-1) 

面積割合*
(%) 

Ｉ 軽微 ＜ 1 46 
II 少ない 1 - 5 30 

III 少～中、 
許容範囲内 5 - 10 9 

IV 中～多、 
許容範囲を超える

10 - 30 10 

Ｖ 多い 30 - 50 3 
Ⅵ 非常に多い 50 ≦ 2 

*面積割合は1kmメッシュ土壌侵食リスクマップに基づい

て計算した。 
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２．研究成果の公表、普及の促進 
 
中期目標 

（１）国民との双方向コミュニケーションの確保 
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り組み、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づけ、

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。 

 

中期計画 

（１）国民との双方向コミュニケーションの確保 
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はじめとしたインベントリー情報の利便性を高め、

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。 
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（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り組みを推進する。 
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。 

 

 

中項目実績 

 
（１）国民との双方向コミュニケーションの確保 
①広報戦略及び体制 
●広報情報室及び広報担当研究コーディネータを設置し、研究成果の積極的な広報活動に取り組む体

制を構築した。さらに、新たに広報情報委員会を設置し、計画的な広報活動を展開した。また、研

究職員に対してはイベント等各種広報活動への参加やプレスリリースを働きかける等の指導を通

じ、意識改革を図った。 

一方で、広報活動に関する問題点も明らかとなった。一例としては、「凝集剤による水田からの

ダイオキシン類の流出防止法」に関する成果があげられる。これについては農地の下流にある養魚

場への流出防止のため、すでに 4 つの営農組合で採用されている。しかしながら、ダイオキシン類

に関する風評被害が懸念されることから、これら営農組合でも本成果の利用については公表してい

ない。こうした公表の判断も踏まえて、今後とも、普及・広報活動に取り組んでいきたい。 
 

 
②双方向コミュニケーションの確保 

成果発表会 2006「農業と環境を考える」を平成 18 年 9 月に東京で開催し、企業、大学、他の独

立行政法人等から 221 名の参加を得た。参加者からのアンケート結果及び発表への質問と回答につ

いて、農環研 Web サイトに掲載した（資料 17）。 
一般向けの公開セミナー「外来生物のリスクを調べてその蔓延を防止する」を、岡山（平成 18

年 8 月）、福岡（10 月）及び東京（12 月）において、計 3 回開催し、外来生物の適切な管理の重

要性について講演するとともに、セミナーで受け付けた質問への回答を農環研 Web サイトに掲載

し、国民への理解の促進に努めた（資料 17）。 
平成 18 年 5 月に「農業環境技術研究所で行う組換えダイズの栽培実験について」のプレスリリ

ースを行った後、6 月に一般説明会を開催することにより、パブリックアクセプタンスの確保に努

めた。また、組換え作物栽培ほ場の見学者に対しても情報提供を行った。 
一般向けの公開シンポジウムとして、平成 18 年 10 月に「多様な生物を育む農林水産業へ向けて

－自然共生プロジェクト生態系チームシンポジウム－」を、12 月に「自然共生プロジェクトシンポ

ジウム－恋瀬川流域の水・生態環境－自然と共生する農林水産業の確立に向かって」を共催した（資

料 17）。 
平成 18 年 11 月に、農業生産者 NPO「田舎のヒロインわくわくネットワーク」との意見交換・

交流会を開催した。農環研からは農業現場に関わりの深い環境問題に関する研究を紹介し、NPO
からは農業現場を踏まえた鋭くかつ深みのある問題提起を得て、広く意見交換ができた。 
農環研 Web サイト用の代表メールアドレス宛に届いた依頼、問い合わせ、質問のメール（180

件）に対し、それぞれの内容に応じた担当者が適切に対応した。 
 

（２）成果の利活用の促進 

①普及に移しうる成果 
普及に移しうる成果については、各種イベントにおいて PR を図った。第 II 期に入ってからは、

「普及に移しうる成果」の定義を見直し、「行政部局、検査機関、民間、他の試験研究機関（他独

法、大学等）及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及び普

及活動を行うべき重要な成果」とした。成果の内容について課題評価会議において外部委員（大学

教授 4 名）を含めて検討し、5 件を普及に移しうる成果として選定した。年度計画における目標値

（6 件）には至らなかったが、成果の普及・利活用の視点を明確にして研究を推進することにより、
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中期目標期間中の目標値（30 件）の達成を目指す。また、研究所の成果として積極的に広報を行う

べき成果を「主要研究成果」とし、広報委員会を中心に 19 件を選定した。選定された普及に移し

うる成果及び主要成果は、「研究成果情報（第 23 集）」として平成 19 年 3 月に刊行するとともに

Web サイトにも掲載した（資料 4）。 
 

 
②普及に移しうる成果の追跡調査 

研究成果の普及・利用状況の把握のため、技術会議事務局の「近年の研究成果の普及・活用状況

に関する調査」の一環として、平成 13 年度から平成 16 年度の 4 年間に公表した普及に移しうる成

果の普及・利用状況を調査した（資料 27）。その結果、「耐虫性遺伝子組換えトウモロコシの花粉に

含まれる Bt トキシンの生物検定法」が国の標準評価法として採用される等、行政機関に利用され

ている成果も多いことが明らかになった。また、データベースの利用件数が順調に増加しているこ

とも明らかになった。これらの調査結果を参考に、普及・広報活動に取り組んでいく方針である。 
 

③研究成果情報及びインベントリー情報の提供 
研究所の Web サイト上で、現在までに発表されたすべての研究成果情報を公開した。さらに検

索を可能にすることにより利便性の向上を図った。また、「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」を公表した。 
農業環境インベントリー情報として、土壌図等土壌調査関係資料（約 8,400 件）の Web 公開を

開始した。また微生物については約 200 菌株に関する新たな情報、昆虫については日本産カスミカ

メ族の図説検索等を農環研 Web サイトに追加登録した。さらに微生物さく葉標本目録に検索機能

を新たに追加し、利便性を高めた。現在公開している主要データベースの平成 18 年度アクセス数

は以下である（表 II－２－４）。 

 

表 II－２－４ 農業環境技術研究所における主要な公開 

データベースの平成 18 年度アクセス数 

────────────────────────── 

エコシステムデータベース   55,628 

アジア・太平洋外来生物データベース（APASD）  1,678 

微生物インベントリー（microForce）   15,075 

日本産糸状菌類図鑑     10,333 

微生物さく葉標本目録      6,926 

昆虫標本館所蔵タイプ標本    23,466 

三橋ノート画像データベース     1,756 

────────────────────────── 

 
 

④共同研究の推進 
他法人や民間等と 21 件の共同研究契約に基づき、共同研究を行った。民間企業と行った共同研

究の中で、「塩素化、メチルチオ化及びメトキシ化トリアジン系農薬を資化分解可能な新規微生物」

等、計 5 件の特許を出願した。 
 

（３）成果の公表と広報 

①研究成果の論文等による公表 
平成 18 年度は、国内外の学会やシンポジウム等で 538 件の発表を行い、530 報の論文を学術雑

誌、機関誌等に公表した。そのうち 192 報は査読論文で、年度計画における目標値（162 報）を達

成した（図 II－2－9）（資料 18）。また、第Ｉ期中期目標期間においては、論文数のみを目標と

してきたが、第 II 期は論文の質も重視することとし、新たに論文のインパクトファクター（IF）の

目標合計値を中期計画に定めている。平成 18 年度の全発表論文のインパクトファクター（IF）総

合計値は 186 であり、年度計画における目標値（100）を達成した。 
 



 39

0 200 400 600 800 1000 1200

18年度

17年度

16年度

15年度

14年度 査読付き論文

その他論文

口頭発表

件数  
図 II－2－9 成果の公表数の推移 

 
 

②成果の普及活動 
過去に発行された研究成果情報の Web サイトへの掲載を完了した。また、平成 18 年度に発行さ

れた研究資料 2 件及び環境報告書 2006 を Web 公開した。 
平成 18 年 9 月に東京において、成果発表会 2006「農業と環境を考える」を開催し、企業、大学、

他の独立行政法人等から 221 名の参加を得た。 
平成 18 年 12 月に NIAES 国際シンポジウム「モンスーンアジアにおける持続的農業のための環

境資源の評価と有効利用 －国際研究協力に向けて－」（農業環境シンポジウムとして開催）を開

催し、276 名の参加を得た。 
平成 18 年 9 月に日韓共同国際シンポジウム「農業生態系における窒素の動態と有効な窒素管理

手法」及び「データベース構築のための国際ワークショップ－侵入生物に対するアジア・太平洋外

来生物データベースの構築」を主催した。 
  平成 18 年 10 月に「第 6 回有機化学物質研究会」と「第 22 回農薬環境動態研究会」、平成 19
年 2 月に「第 24 回土・水研究会」、3 月に「第 23 回気象環境研究会」を開催した。 
一般向けの公開セミナー「外来生物のリスクを調べてその蔓延を防止する」を、岡山（平成 18

年 8 月）、福岡（10 月）及び東京（12 月）において開催し、外来生物の適切な管理の重要性につ

いて講演を行った。 
一般向けの公開シンポジウムとして、平成 18 年 10 月に「多様な生物を育む農林水産業へ向けて

－自然共生プロジェクト生態系チームシンポジウム－」を、12 月に「自然共生プロジェクトシンポ

ジウム－恋瀬川流域の水・生態環境－自然と共生する農林水産業の確立に向かって」を共催した。 
平成 19 年 3 月に公開シンポジウム「未来型農業都市社会と食農産業クラスターの構築に向けて」

を豊橋技術科学大学と共催した。 

上記の各種研究会及びシンポジウム等の講演要旨や議論の内容について農環研 Web サイトに掲

載し、研究内容の普及に努めた。 
アグリビジネス創出フェア 2006（10 月）、TX テクノロジー・ショーケース・イン・ツクバ 2007

（平成 19 年 1 月）等で特許を取得している研究成果を中心に、成果の普及活動に努めた結果、民

間企業と新たな共同研究契約の締結に至った。 

 

③様々な広報手段を活用した広報活動 
●刊行物の発行 

「農業環境技術研究所研究資料第 30 号」、「農業環境技術研究所研究資料第 31 号」、「農業環

境技術研究所年報平成 17 年度版」、「Annual Report 2006」、農環研ニュース（4 回）、「環境

報告書 2006」、「研究成果情報第 23 集」を発行した（資料 19）。また、農業環境技術研究所の研

究内容を紹介するために、様々な配布対象者に向けた日本語版及び英語版（概要版、標準版、詳細

版の各 3 種類）のパンフレットを作成した。 
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●研究成果の展示 
「農業環境インベントリー展示館」に「肥料・煙害展示室」を追加整備し、平成 18 年度の来訪

者は 397 名であった。玄関展示を「農業環境と生物の関わり」に更新し、生物多様性や外来生物

等に関する研究についてパネル展示を行った。「昆虫展示室」（来訪者 33 名）、「組換え植物隔

離ほ場」（来訪者 65 名）、「組換えダイズ栽培実験ほ場」(来訪者 71 名）等の公開を通して積極

的な情報提供に努めた。 
●見学者対応 

平成 18 年 4 月 19 日に、科学技術週間の一環として、「未来につなげよう 安全な農業と環境」

をテーマに所内を一般に公開し、1,233 名の見学者を迎えた。 
●研究所訪問等 

7～8 月に小中学生を対象に「つくばちびっこ博士」を実施し、157 名（父兄除く）の小中学生の

訪問を受けた。日本科学技術振興財団との共催により、高校生・高等専門学校生のための科学技術

体験合宿プログラムであるサマーサイエンスキャンプを実施し、12 名の高校生を受け入れた。つく

ば市及び牛久市の中学生を対象とした職場参観を 8 月に実施し、職場環境や研究活動の紹介及び職

場体験を行った。その他の一般見学者は国内外を合わせて 709 名であった（資料 20）。 
●公開イベント等 
 つくばリサーチギャラリーの夏休み特別公開、つくばサイエンスツアーバス対応特別展示、アグ

リキッズ科学教室「冬をすごす昆虫のすがた」等のイベントに協力した。平成 18 年 7 月に「日本

応用動物昆虫学会 50 周年記念 夏休み昆虫教室」を共催し、講師を派遣した。 

●プレスリリース等 
平成 18 年度は、広報担当の研究コーディネータを配置する等の措置を講じた上で、積極的なプ

レスリリースを行った。その結果、平成 17 年度は 4 件（うち 1 件は共同発表）であったプレスリ

リースの数が、平成 18 年度は 9 件（うち 2 件は共同発表）と大幅に増加し、年度計画における目

標値（6 件（共同発表を含む））を達成した。また、マスコミに 39 件の情報を提供した（資料 21）。 
 

④国際的な情報発信 
平成 18 年 9 月に日韓共同国際シンポジウム「農業生態系における窒素の動態と有効な窒素管理

手法」を開催した。 
平成 18 年 9 月に「データベース構築のための国際ワークショップ－侵入生物に対するアジア・

太平洋外来生物データベースの構築」を開催した。 
平成 18 年 12 月に NIAES 国際シンポジウム「モンスーンアジアにおける持続的農業のための環

境資源の評価と有効利用 －国際研究協力に向けて－」を 15 カ国から 276 名の参加を得て開催し、

成果を発表するとともに、アジア農業環境研究コンソーシアム(MARCO)設立の提案を行い、確認

された。 
第 II 期中期目標期間の開始にあたり、英語版 Web サイトを全面的に更新し、国際的な情報発信

の充実を図った。 
 

（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の強化 
●知的財産戦略 

 知的財産に係る戦略を強化するため、知的財産権基本方針、技術移転基本方針、利益相反マネジ

メント基本方針及び関連規程の策定を行った。農林水産大臣が認定した技術移転機関（TLO）であ

る農林水産情報協会等を活用し、移転に努めた。当所で保有する 26 件の国内特許、3 件の外国特

許(重複 1 件あり、出願中は除く)については、Web サイトで公表した（資料 22）。また、平成 18
年度より、Web サイトに「知的財産・技術移転に関する情報」のページを新たに設け、情報提供を

行った。 
 
②知的財産の確保と研究成果の移転 
●特許出願 

 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、平成 18 年度は 10 件の国内特許出願を行い、年度計画における目標値（国内

特許出願 5 件）を達成した。 
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●許諾件数増加の取り組み 
 特許の実施許諾件数の増加に向けた取り組みのため、平成 18 年 7 月には「いばらき産業大県フ

ェア 2006」、8 月には農林水産省等が後援する「農林水産環境展」、10 月には農林水産省や当所

が共催する「アグリビジネス創出フェア 2006」及び滋賀環境ビジネスメッセ実行委員会が主催す

る「びわ湖環境ビジネスメッセ 2006」、平成 19 年 1 月にはつくばサイエンスアカデミー主催の「TX
テクノロジーショーケース」において、特許情報のブース展示を行うとともに特許情報を配布し普

及に努めた。特に、最近取得した特許についてはポスター展示を行い、参加者との議論を通して情

報の提供を行った。また、外部 TLO 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。平成 18 年度の実施許諾件数は 7 件であり、実施料収入 301,961 円であった。 

 
評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
2－2 A 

おおむね計画通り、成果の公表・普及が行われていると判断できる。

組織改変を行って、広報情報室の設置等、広報体制を強化した。また、

他地域でのシンポジウム開催や、NPO との交流等に積極的に行った。

今後は、特許の実施許諾件数を増やす努力を行う。 
 
 
３．専門分野を活かしたその他の社会貢献 
 
中期目標 

（１）分析、鑑定の実施 
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。 

 
中期計画 

（１）分析、鑑定 
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・研究の成果をもとに、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
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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

に積極的に職員を派遣する。 

 

 

中項目実績 

（１）分析、鑑定 
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（14 件）、昆虫や微生物等の鑑定（41 件）を実施するとともに、

農業環境に係る様々な技術相談（255 件）に対応した（資料 23）。 

平成 18 年度より分析・鑑定費用の徴収に関する要領を整備し、所定の対価の徴収を開始するこ

ととした。 
 

（２）講習、研修等の開催 

①講習会の開催 
農林水産省経営局からの委託を受け、平成 18 年 11 月に革新的農業技術習得研修として「農業環

境の情報把握と管理のためのリモートセンシング・地理情報システムの利用技術」を開催し、9 名

の参加を得た。 
平成 18 年 8 月に土壌保全全国評議会等との共催で「土壌調査法現地研修会」（参加者 56 名）を

愛知県で開催し、公立農業試験研究員に土壌断面調査法を指導した。 
平成 18 年 11 月に農業・食品産業技術総合研究機構及び農業生物資源研究所と共催で「数理統計

短期集合研修 基礎編」（参加者約 30 名）、「数理統計短期集合研究 応用編」（参加者 21 名）

を開催した。 
 

②研修生等の受入れ 
大学および民間からの受入研究員 5 名、依頼研究員として公立研究機関から 6 名、技術講習とし

て国立検査機関、公立研究機関、大学及び民間等から 56 名を受け入れ、人材育成、技術水準の向

上及び技術情報の移転を図った（資料 14）。 
日本学術振興会（JSPS）外国人特別研究員 9 名、環境省エコフロンティアフェロー2 名、JICA

の研修生 1 名を受け入れた。また、プロジェクトにおける研究協力に応じて、外国人研究者の研修

を受け入れた。 

 

（３）行政との連携 

農林水産省大臣官房環境政策課及び農村振興局資源課からの要請に基づき、ハビタットマトリッ

クス法（OECD 農業環境指標における「生物多様性」に関する定量的、客観的な評価手法としてカ

ナダが提案している）の日本への適用可能性及び日本版の生物多様性の定量的評価手法について農

業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所との共同で検討を行った。当研究所で開発した鳥類

生息ポテンシャル評価手法を、水田農業をも評価しうる手法として提案した。当該成果は平成 19
年 3 月にワシントン DC（米国）で開催された OECD の農業環境指標に関するワークショップにお

いてルームドキュメントとして提出し、当該ワークショップにおける環境政策課の報告の根拠とし

て活用された。 
農林水産省消費安全局の事業の指針において、農耕地土壌のカドミウム汚染に関する研究成果が

用いられた。『ダイズのカドミウム吸収抑制のための技術確立マニュアル』（農林水産省 HP19 年

4 月改訂公開）、『植物による土壌のカドミウム浄化技術（ファイトレメディエーション）確立実

証調査計画指針（二次案）』の作成のためのデータを提供し、共同で作成した。また、ファイトレ

メディエーションを事業化するためのデータの提供とアドバイスを行った。 
行政（国及び県）からの要請に基づき、研修会等にのべ 11 名の講師を派遣した。 
行政等への技術情報の提供のため、平成 18 年度は、農林水産省技術会議事務局、大臣官房環境

政策課、農村振興局資源課、消費安全局農産安全管理課との情報交換会を開催した（資料 24）。 
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平成 18 年度は、農林水産省、環境省、厚生労働省、文部科学省及び人事院等の所管する委員会

行政等（国の要請及び国から委託を受けた公共団体等からの要請）について 131 件（委員会数）の

派遣を行い、年度計画の目標値（100 件）を達成した。そのほか、各種関係団体の専門委員会等に

委員あるいは評価者を出し、貢献している（資料 25）。 

茨城県神栖町の作物及び土壌の有機ヒ素の汚染問題では、行政からの要請に基づいて、引き続き

有機ヒ素の分析法の開発を行うとともに、汚染経路の解明のための研究を推進した。 
 

（４）国際機関、学会等への協力 

国際機関が開催した会議として、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）ガイドライン執筆者

会合、IGBP（地球圏－生物圏国際協同研究計画）科学推進委員会、OECD 農業委員会に 7 名、FAO
（世界食糧機構）が開催した「遺伝子組換え農作物の環境影響評価体制の確立」の地域協議会に 1
名を派遣した（資料 6）。 

学会等に対しては、国際アレロパシー学会会長のほか、日本土壌物理学会および日本生物地理学

会で副会長を務めているのをはじめ、30 以上の学会で委員等を務めている。さらに学会発表等を通

して、科学技術に関する国際協力・交流に協力した。 
平成 18 年 5 月に地球惑星科学合同大会運営機構が主催する「地球惑星科学関連学会 2006 年合同

大会」を後援した。 
平成 18 年 7 月に「日本応用動物昆虫学会 50 周年記念 夏休み昆虫教室」を共催し、講師を派遣

した。 

平成 18 年 8 月に第 11 回 IUPAC 農薬化学国際会議を協賛した。 
平成 18 年 9 月に第 4 回サイエンス・フロンティアつくば「真のイノベイティブな研究成果をつ

くばから出すには：創薬を例に」を共催した。 
 

評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
2－3 A 

分析・鑑定及び技術相談を適切に行い、講習・研修の開催及び受講

生の数は年度計画を満たした。OECD 指標やカドミウム事業をはじめ

として、行政との連携も密接であり、国際会議及び学会等における活

動も活発に行った。特に、IPCC 等国際機関への貢献は外部からの評

価も高い。 
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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 
 

中期目標 

１．予算 
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。 

 

１．予算 
 

中期計画 

平成 18 年度～平成 22 年度予算 

                     （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。 
 

［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｝ 
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＋｛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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中項目実績 

 
 

表 II－3－1平成 18年度予算決算 

（単位：百万円）  

 

区   分 

 

予算額 

 

決算額 

 

備  考 

 

収入 

   運営費交付金 

   施設整備費補助金 

   受託収入 

  諸収入 

    臨時収入 

 

   計 

 

 

３，２８０

１５３

９３１

３

－

４，３６７

 

 

３，２８０

注1)  １０１

注2)１，０６０

２

注3)   １１

４，４５４

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出 

   業務経費 

    施設整備費 

    受託経費 

     試験研究費 

      管理諸費 

  一般管理費 

  人件費 

 

  計   

 

 

８８６

１５３

９３１

８３８

９３

３９２

２，００５

４，３６７

 

 

 

９１３

１０１

１，０５８

９８０

７８

３０９

１，９３１

４，３１２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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             1,057 百万円 （平成 17 年度  1,046 百万円） 

            ①政府受託研究収入       1,019 百万円 （  〃      1,003 百万円） 

            ②その他の受託研究収入      38 百万円 （   〃          43 百万円） 

 

   （２）政府外受託出張収入          3 百万円 （平成 17 年度    2 百万円） 

 

注３ 臨時収入 11 百万円は、過年度特許権実施料収入である。 
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①法人経営の具体的方針 
中期計画、年度計画で定めた業務については、役員会、所議において重要事項を審議・決定し、職

員への周知を図り推進してきた。また、所の運営、人事、予算、安全衛生等を適正で効率的に推進

するために、各種委員会を設置し、内部統制を図ってきた。また、契約については、一般競争を可

能な限り行い、契約の透明性、競争性の確保に努めた。 
 

②予算重点配分等 
研究の活性化を目的に、運営費交付金を財源とした所内の競争的資金としての「研究推進費」

（190,100 千円（当初予算ベース））を運用し、当所が主催する独自の国際会議の開催（11,629 千

円、3 件）、国際研究集会等への参加（15,223 千円、50 件）および所内独自の法人プロジェクト（20,740
千円）等に充当し、研究の活性化と効率的な推進を図った。 
投入資源と研究成果については、II－１「評価点検」の項を参照のこと。 

 
③外部資金等 
●外部資金獲得への取り組み 
中期目標達成に有効な競争的資金への積極的な応募を促進するため、科学研究費補助金等の競争的

資金の説明会を開催した。「予算・管理運営委員会」において、申請書類のブラッシュアップを行

った。その結果、文部科学省、環境省等の競争的資金について、代表提案 6 課題、参画提案 15 課

題が採択され、自己資金の獲得を図ることができた（表 II-1-5）。これらにより平成 18 年度の受

託収入は 1,060,047 千円となった。 
●鑑定費用等の徴収 

平成 18 年度より分析・鑑定費用及び研究員受入経費の徴収に関する規定を整備し、所定の対価の

徴収を開始することとした。 
 

④特許実施許諾 
平成 18 年度の実施許諾件数は 7 件であり、実施料収入 301,961 円であった。なお、公開特許に関

しては、各種イベントにおける積極的な情報提供に努めた。 
 
⑤経費の節約等 
  電気料等の管理経費については、所議を通じて定期的に使用状況を通知し管理運営コスト等を職

員に周知し、コスト意識、節電対策等を徹底することとともに、階段等の照明装置への人感センサ

ー設置、水栓バルブへの節水コマ等による節水対策、給湯用熱交換機の余剰水の再利用等を行い経

費削減に努めた。 
電気料については、平成 18 年度は第 2 期中期計画期間の初年度であり、温室等の実験施設の稼

働率が上昇したために漸増しているので、今後はその要因の解析を行い節減に努める。 
上下水道料については、過去 4 年間、ほぼ横ばいであり、従前より使用量の削減が認められたが、

下水道単価の上昇があったため経費は増となった。 
コピー料については、漸減傾向にあり、ペーパーレス化が浸透しつつある。 
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図 II－3－1 管理経費の節減の推移 

 

 

 

⑥経営管理体制（内部統制、監査体制、契約方針、監督・検査体制を含む）の方針及び実績 
●内部統制等 
 平成 18 年度は、基本理念・行動憲章を新たに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」及び「内部通報に関する規程」を制定し、コンプライアンス委員会を設

置し役職員等への周知を徹底した。また、コンプライアンス相談窓口を設置した。さらに研究倫理

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」を策定した。 
●監査体制 
 業務の適性かつ能率的な運営に資するとともに、会計経理の適正を期するために、平成 18 年度

より新たに監査室を設置した。常勤監事、非常勤監事及び監査室により、業務及び会計監査を実施

した。所の重要事項を審議・決定する役員会及び所議に出席し、公正不偏の立場から意見を述べて

きた。所の運営に関する重要な文書、決議書も日常的に監査した。また、会計監査法人による監査

も実施した。 
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●監査等実績 
・平成 18 年度監事監査（業務及び会計監査） 

平成 18 年 5 月 22 日～6 月 2 日 
・監事の役員会及び所議への出席 
平成 18 年度は合計 48 回出席した。 

・監査室による期中内部監査（業務及び会計監査） 
平成 18 年 10 月 27 日～12 月 6 日 

・会計監査法人による監査期中、期末監査を実施した。 
●会計検査 
  会計検査院による決算検査報告に指摘事項はないが、業務請負契約の積算に関して他機関での指

摘等を踏まえて積算の見直しを行った。 
●契約方針 
  契約の競争性と公平性を図るため、一般競争入札を可能な限り行い、併せて契約方式の見直しも

進め、従来随意契約としていた実験廃水処理施設運転保守管理契約の一般競争契約への移行準備を

実施した。また会計規程及び契約事務取扱規程に基づき随意契約とすることができる範囲の契約に

ついても、Web サイトへの掲載により随意契約希望者を公募することにより、見積競争契約として

の競争性の確保を図った。一般競争及び随意契約の契約概要を、研究所ホームページに掲載し、情

報の公開にも努めた。一方、一般競争の範囲の拡大については、事務簡素化と効率化推進の方策を

含めて検討をした（資料 26）。 
 
２．収支計画 

 
中期計画 

平成 18 年度～平成 22 年度収支計画 

                     （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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中項目実績 

 
表 II－3－2平成 18年度収支計画決算 

（単位：百万円）  

 

区   分 

 

計画額 

 

決算額 

 

備 考 

 

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 

  施設費収益 

  諸収入 

 受託収入 

  資産見返負債戻入 

  臨時利益 

 

純損失 

目的積立金取崩額 

前中期繰越積立金取崩額 

総損失・(総利益) 

 

 

４，３０９

４，３０８

２，００５

８１０

８６７

３６４

２６２

１

０

４，２９３

３，２０４

－

３

９３１

１５５

０

１６

０

－

注6)   １６

 

 

４，３２６ 

４，３１２ 

１，９３１ 

１，０１３ 

１，０１３ 

１０３ 

２５２ 

注1)        １ 

注2)   １３ 

 

４，３０５ 

３，０２７ 

注3)   ３８ 

１ 

１，０６０ 

１５３ 

注4）   ２５ 

 

２１ 

０ 

注5)   ７０ 

注6)   ４９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各計上の計数は百万円表記による端数処理のため、各合計と一致しない場合がある。） 

 

注 1 財務費用決算額 

当期における財務費用は、リース資産に係る支払利息分である。 1 百万円 

 

 

注 2 臨時損失 

当期における臨時損失は、承継資産(国からの無償譲渡物品(工具器具備品))８点及び運営費交付

金による取得資産(車両運搬具)１点の除却により発生した固定資産除却損である。 

  13 百万円 

 

注 3 施設費収益決算額 

施設費収益の決算額に計上した金額は、施設整備費補助金における「アスベスト対策経費」の修

繕費に計上した額である。 

  38 百万円 
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注 4 臨時利益 

当期における臨時利益として、注 2 に掲記した資産の除却に伴う見返収益 13 百万円及び過年度

特許権実施料収入 11 百万円である。 

  25 百万円 

 

注 5 前中期目標期間繰越積立金取崩額 

当期における積立金取崩額の内訳は、次のとおりである。 

      ①前渡金の費用計上額（監査報酬費用） 1 百万円 
      ②第１期中期目標期間中に取得した受託費資産の減価償却費用 69 百万円 

 

 

注 6 総損失・（総利益） 

計画時及び決算時に計上した金額については、それぞれ次のとおりである。 

   ①計画時計上額 総損失 16 百万円 

   ②決算時計上額                      総利益 49 百万円 

計画計上額との相違については、前中期目標期間繰越積立金の承認の時期が平成 18 年度計画

終了後であったため、注 5①、②で表記の積立金取崩額を見込めなかったためである。 

 

     なお、決算時計上の総利益 49 百万円の主な内容は次のとおりである。 

     ①受託収入人件費相当額 2 百万円 

民間受託収入及び政府外受託出張収入の人件費相当額は、当法人では運営費交付金に依存して

いるため、担当職員の人件費には充当せず、利益計上としている。 

   ②知的所有権収益(過年度臨時収入含む)                               6 百万円 

     ③自動車保険収入                                                   1 百万円 

   ④生産物売払収入                                              0.2 百万円 

     ⑤今年度受託費取得資産見合分(今期の減価償却費控除後の額）        42 百万円 

      ⑥消費税精算に伴う追加計上額                                     －3 百万円 
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３．資金計画 

 
中期計画 

平成 18 年度～平成 22 年度資金計画 

                     （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］ 
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。 

 
 



 53

中項目実績 

 
 

表 II－3－3 平成 18 年度資金計画決算＞ 

 
（単位：百万円）  

 

区    分 

 

計画額 

 

決算額 

 

備 考 

 

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 

  国庫納付金の支払額 

  次年度への繰越金 

 

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 

 前年度(前中期)からの繰越金 

 

 

４，９２４

４，０４７

２９３

２７

５５７

０

４，９２４

４，２１４

３，２８０

９３１

３

１５３

１５３

０

０

０

５５７

 

 

５，３２１ 

４，０３７ 

２３０ 

２７ 

５７８ 

注1)  ４４９ 

 

５，３２１ 

４，４００ 

３，２８０ 

１，０５９ 

注2)   ６１ 

１０１ 

１０１ 

０ 

０ 

０ 

８２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各計上の計数は百万円表記による端数処理のため、各合計と一致しない場合がある。） 

 

注１ 次年度への繰越金の主な内訳は、次のとおりである。 

        ①運営費交付金債務残高 136 百万円 

      ②未払金・未払費用・預り金等 306 百万円 

    ③今年度利益計上額(キャッシュベース） 7 百万円 

       ④前年度までのキャッシュ(預託金及びリース債務影響額) 2 百万円 

        ⑤未収金等 -2 百万円 

 

 

注２ 業務活動による収入のうち「その他の収入」には、文部科学省科研費収入 47 百万円及び臨時収

入 11 百万円を含む。 

 
 
●受託収入と再委託 

 農林水産省等からの受託プロジェクトによる受託収入の充実に努め、平成 18 年度の受託費分は

（1,060 百万円）と、総支出額の約 4 分の１を占めた（表 II－3－1）。また、プロジェクトの効率

的な推進のため、運営費交付金及び受託収入の一部(総額 394 百万円)を研究委託として外部に委託

した（表 II－3－4）。こうした連携協力の推進の結果、今年度、特許出願 1 件、普及に移しうる成

果 11 件、査読付き論文 46 件の研究成果をあげることができた（表 II－3－5）。 
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表 II－3－4 損益計算書の経常費用の勘定項目のうち財源が受託収入の内訳金額 

 

①平成 18 年度 受託研究費に係る損益計上内訳 

 

                     （単位：円） 
 損益計算計上額 うち受託費 備考 
経常費用  
研究業務費 
給与、賞与及び諸手当 1,371,579,246 0
法定福利費・福利厚生費  195,158,378 12,191,998
退職金 98,847,297 0
その他人件費 253,566,927 147,862,458
外部委託費 492,181,619 458,060,466
研究材料費 74,665,664 50,351,702
支払リース料 1,067,220 0
賃借料 7,379,422 3,852,387
減価償却費 241,858,385 71,787,146
保守・修繕費 370,279,260 15,345,185
水道光熱費 226,020,185 78,178,516
旅費交通費 98,179,873 40,263,568
（国内旅費） (61,447,343) (26,603,014)
（国外旅費） (36,732,530) (13,660,554)

消耗品費 234,755,970 149,984,108
備品費 67,524,309 15,459,831
諸謝金 9,279,801 2,869,040
支払手数料 2,692,282 40,000
図書印刷費 132,129,798 27,249,221
その他業務経費 32,017,192 11,400,334 左記受託費のうち未払消費税 8,265,306 円 

研究業務費計 3,909,182,828 1,084,895,960
一般管理費  
一般管理費計 403,136,010 0

財務費用  
支払利息 837,078 0

経常費用合計 4,313,155,916 1,084,895,960
  

受託費損益計算書計上出納額 1,013,108,814 (a)経常費用－減価償却費 

  
経常収益  

運営費交付金収益 3,027,475,379
施設費収益 38,048,010
事業収益 554,300
受託収入  

政府受託収入 1,019,165,699 1,019,165,699
その他受託収入 40,882,272 40,882,272

資産見返負債戻入 152,914,587
財務収益  
受取利息 51
雑益 1,441,129
経常収益合計 4,280,481,427
  

受託費収入額合計 1,060,047,971
  
臨時損失  

固定資産除却損 13,259,748
臨時利益  

資産見返負債戻入 13,259,748
その他の臨時利益 11,286,063

  

  
（受託経費支出額決算書内訳）  
損益計算書計上額(a)  1,013,108,814
今年度受託費取得資産  45,022,929  B/S 計上額 

受託費支出総額 1,058,131,743
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②上記、損益計算書計上の「外部委託費」の内容 

 
                    損益計上額 運営費交付金 受託費 

 

研究業務費・外部委託費        492,181,619 円 34,121,153 円 458,060,466 円

  うち 研究委託費 4,000,000 円 390,278,500 円

  うち 調査委託費 0 円 7,039,705 円

  うち 分析等業務費 2,406,495 円 36,380,022 円

  うち 照射測定等業務費 159,480 円 238,350 円

  うち データ等入力業務費 12,613,465 円 13,059,698 円

  うち その他委託（外注等）費 ※ 14,941,713 円 11,064,191 円

 

 

※「その他委託費」の主な内容は、国際会議開催に係る経費（招へい旅費含む）、外部の者に依頼する「英文校閲料」な

どである。 

 

 

 
 

表 II－3－5 平成 18 年度 研究委託により得られた成果 

（平成 18 年 4 月 1日から平成 19 年 3 月 31 日の期間に公表されたもの） 

 

 件 数 
うち農環研職員が著者等 

に含まれるもの* 

知 的 財 産 権 出 願 1 1 

普 及 に 移 し う る 成 果 11 0 

査 読 付 き 論 文 50 10 

  *農環研職員が論文著者等に含まれており、独法の数値目標としてカウントした件数であり、内数 

 
 
 
 

評価ランク コメント  

自己評価 
大項目 

3 A 

中期計画に沿って適切に執行されていると判断している。経営管

理体制においては、基本理念・行動憲章を新たに策定するとともに、

「コンプライアンス推進規程」及び「内部通報に関する規程」を制

定し、コンプライアンス委員会や新たに監査室を設置したことは高

く評価できる。管理経費の節約等に関しては、コスト意識や節電対

策等、適時、職員に周知しているが、さらなる努力を行う。 
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第４ 短期借入金の限度額  
 

中期計画 

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。 

想定される理由：運営費交付金の受入れの遅延 

 

大項目実績 

 

 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 

 

 

 

第６ 剰余金の使途 
 

中期計画 

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。 

 
 

大項目実績 

 
 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等 
 

１．施設及び設備に関する計画 
 

中期計画 

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。 

 

       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 

 
中項目実績 

●業務の適切かつ効率的な実施 

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った。平成 18 年度の年度計画に基づき、実験棟

へ冷房を供給している第１機械棟内の吸収式冷凍機が老朽化により機能が低下したため、改修を行

った。当該改修では、単なる機能回復のみならず各実験棟の利用状況に合わせた弾力的・効率的な

運用が可能となり、省エネとランニングコストの低減が見込まれる。また、平成 17 年度に緊急的

に調査を行った結果、アスベストの吹き付けが存在している第 2 作業棟ほか 9 箇所について、今年

度、除去工事を行った。 
 

評価ランク コメント  自己評価 
中項目 
7－1 A 既存設備・施設の老朽化にともなった計画的な整備を行った。 
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２．人事に関する計画 
 

中期目標 

（１）人員計画 

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 

研究職員の採用にあたっては、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。 

 

中期計画 

（１）人員計画 

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 名、期末の常勤職員数の見込み 183 名） 

（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。 

 
中項目実績 

（１）人員計画 

①方針 

平成 18 年度は効率的・効果的な業務の推進のため、研究管理支援部門の組織体制の見直しを行っ

た。また研究分野の重点化による研究組織体制の見直しを行った。（詳細は、「II－第 1－２－（３）

組織」の項を参照）。 
 
②人員に係る指標 

平成 18 年度末の常勤職員数は 186 名であった。 
（参考：期初の常勤職員相当数 193 名、期末の常勤職員数の見込み 183 名） 

 
（２）人材の確保 
①職員の採用及びポスト・ドクターの活用 
●平成 18 年度は採用計画に基づき、国家公務員試験制度による研究員 1 名を生物多様性研究領域に、

公募による任期付研究員 2 名を生物多様性研究領域に、公募によるパーマネント選考採用 4 名（物

質循環研究領域、土壌環境研究領域、生態系計測研究領域、有機化学物質研究領域に各 1 名ずつ）

を採用した。 
●公募においては、大学等関係機関への通知と併せ Web サイトで情報を公開し、広く人材を求めた。

なお、研究所 Web サイトの問い合わせ欄に「研究職員を目指す方のための Q＆Ａ」を掲載し、採

用を希望するものに対して便宜を図っている。 
●環境省及び文部科学省からの委託研究事業費によるポスト・ドクターを 20 名受け入れた。農林水

産省からの受託研究費によるポスト・ドクターを 2 名受け入れた。また、JSPS 外国人特別研究員

制度で 9 名、JSPS 特別研究員（国内）で 3 名、環境省エコフロンティアフェローシップ制度で 2
名及び運営費交付金による農環研特別研究員制度で 13 名のポスト・ドクターを受け入れた。 
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●平成 19 年度の採用計画については、領域長・センター長からの採用希望をもとにして、役員会で

決定した。 
●再雇用制度により 1 名を継続採用した。 

 

②女性研究者の採用 
●女性研究者の採用に関しては、応募者に占める女性割合が 20％、採用者に占める女性割合は 14％

であった。 
●平成 18 年度は研究所の Web サイトに「研究者を志望する女性の方へ」のページを新たに追加し、

研究者を目指す女性に対する情報提供を開始した。 

 

③幹部職の公募 
●研究担当幹部職の公募については、必要とする状況が発生しなかったため、平成 18 年度の実施は

なかった。 
 

④仕事と子育てを両立しやすい環境の整備 
●平成 17 年度に策定した次世代育成支援行動計画の周知を図った。また、休息時間の廃止等に伴う

勤務時間規程等の改正の際は、育児・介護等を行う職員に配慮するなど仕事と子育てを両立しやす

い雇用環境の整備に努めた。 

 
 

評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
7－2 A 

研究管理支援部門の組織体制の見直し、研究分野の重点化による研

究組織体制の見直しを行っている。人材の確保においては任期付雇用、

公募等が活用されると同時に、女性研究者に対して配慮しており、応

募者に対する女性研究者の採用率は適正である。今後も優秀な男女が

共に子育てしながら研究できる体制作りに努める必要がある。 
 
 
３．情報の公開と保護 

 

中期目標 

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。 

 

中期計画 

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。 

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。 

 

 

中項目実績 

①情報提供義務の充実 
●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、保有する研究成果、各種データベース等

の研究情報及び職員採用情報、所の活動に関する各種情報を、Web サイト等において提供した。ま

た、独立行政法人等情報公開法第 22 条に定める情報についても迅速に公開した。 
 
②個人情報の取扱い 
●個人の権利、利益を保護するため、「独立行政法人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」を策定し、ネットワーク等を経由した不正プログラムの侵入、不正アクセ

ス、個人情報の漏えい等の防止に努めた。 
 

 

 



 60

評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
7－3 A 

研究所の諸活動に関する情報公開や法定公開情報の開示について、適

切に行っている。ネットワーク経由の情報漏えい防止への取り組みも

適切である。 
 

 

 

４．環境対策・安全管理の推進 

 

中期目標 

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。 

 

中期計画 

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。 

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。 

 
中項目実績 

①環境負荷削減への取り組み及び環境報告書の発行 
●研究所の環境配慮および安全管理に対する基本的な考え方を明確にし、職員の意識向上を図るた

め、環境憲章を策定し、公開した。 
●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んだ。また、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た。 
●環境保全に対する意識を徹底させるため、全職員を対象として「私の環境保全に対する取り組み」

としてアンケート調査を行い、各人の環境保全に関する平成 18 年度の目標を設定し、年度末には

その取り組み結果を総括した。 
●平成 18 年度 12 月に「環境報告書 2006」を刊行し、研究所の事業活動に係わる環境配慮の状況を

公表した。 
 
②放射性同位元素、遺伝子組換え生物等の適正な使用 
●放射性同位元素の取扱いについては、平成 18 年 5 月に放射線取扱者を対象として教育訓練を行っ

た。 
●遺伝子組換え生物等の法令に基づく適正な管理を行った。 

 
③安全・衛生管理 
●事故及び災害を未然に防止するため、安全衛生委員会の開催及び当所嘱託産業医衛生管理者等によ

る職場巡視を行い、実験室に局所排気装置を設置するなど、職場環境の改善に努めた。また、研究

所から稲荷川に油が流出した事故を受けて、関係機関に相談の上、下流への拡大防止のためのオイ

ルフェンスの設置等、適切な対策を講じるとともに、再発防止に関する連絡体制整備を行い、さら

に、「共用施設・機器等の利用、安全衛生、各種事務手続きマニュアル」を作成し毒・劇物等各種

薬品類、危険物等の取扱い・管理等について周知を図った。 
●当所の嘱託産業医による毎月の健康相談及び講演会「職場のメンタルヘルス」を開催し、職員の健

康保持増進に努めた。 
●ハラスメントアンケートの実施及び苦情相談窓口の設置により、ハラスメントの発生を未然に防ぐ

よう努めた。 
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評価ランク コメント  自己評価 
中項目 
7－4 A 環境憲章を策定し、所の姿勢を明らかとし、職員の意識向上に努め

た。安全・衛生管理に関する対策を適切に講じた。 
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