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国民の皆さんへ 

 

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

まる中、独立行政法人農業環境技術研究所は、自然と社会と人間との調和をめざした高い水

準の研究活動によって世界の食料及び環境問題の克服に貢献することを基本理念としていま

す。そして、農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究

等を行うことにより、その生育環境の保全及び改善に関する技術の向上に寄与することを目

的としています。 

 この目的を遂行するため、第２期中期目標期間（平成 18～22 年度の５年間）では、本研

究所は、農業生産環境の安全性を確保するための基礎的な調査及び研究に重点を置いた次の

３つの目標を掲げて、明確な使命感のもと、高い水準の研究を行うことをめざしています。 

１）農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発 

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

３）農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究 

 近年の研究成果としては、例えば、カドミウムで汚染された土壌を化学洗浄や植物で修復

する技術を開発しました。この技術は、我が国においては実証・普及段階に入り、海外（中

国）においても昨年度に特許出願を行いました。また、農耕地からの温室効果ガスの排出量

の算定方法に関する研究成果は IPCC（気候変動に関する政府間パネル）のガイドラインに

採用され、農耕地の温室効果ガス排出抑制技術や土壌炭素蓄積に関する知見は農林水産省の

実証事業などに活用されています。私たちは、このような社会に貢献する研究成果の創出を

目指して研究活動を行っています。 

第２期中期計画の３年目となる平成 20 年度には、キュウリのディルドリン濃度を予測す

る土壌抽出法、カボチャのヘプタクロル汚染低減技術などを開発しました。これらは、過去

に農薬として使用された残留性有機汚染物質（POPs）の農作物への移行の防止に役立つこ

とが期待されます。また、非常に高い生分解性プラスチック分解活性を持つカビ（不完全菌

類）を発見しました。これは、農業生産はもとより、それ以外の分野にも大きな波及可能性

がある研究成果です。 

研究を効果的・効率的に進めるための業務改善にも取り組みました。独立行政法人整理合

理化計画（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）に基づき「研究課題の重点化に向けた点検」を

行い、その結果を踏まえ本研究所の研究推進体制（リサーチプロジェクト）を再編しました。

また、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 20 年 10 月 31 日内閣総理大臣決定）

を踏まえ自己評価方法を改善しました。さらに、環境政策の重要な部分が国際的枠組みで決

定される傾向が強まっていることから、モンスーンアジア農業環境研究コンソーシアム

（MARCO）の国際ワークショップの開催、MOU に基づく共同研究などを通じて、海外の

研究機関との連携の強化や国際舞台で活躍できる研究者の育成にも力を入れました。 

本報告書には、以上のような平成 20 年度の業務実績について、それに対する自己評価を

添えて記載しています。この報告書が皆様に有用な情報を提供し役立つことを願うとともに、

皆様からの忌憚のないご意見によって本研究所の業務の改善を図る所存です。 

後に、私たちは、次の標語を心に、世界の農業環境技術研究を先導する研究所として、

絶えざる挑戦と革進を続けていきたいと考えています。 

 

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

 

第１ 基本情報 

 １ 法人の概要 

（１）目的 

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

行うことにより、その生育環境の保全及び改善に関する技術の向上に寄与する。 

 （独立行政法人農業環境技術研究所法第 3 条） 

（２）業務内容 

 本研究所は、独立行政法人農業環境技術研究所法第 11 条の目的を達成するため以下

の業務を行う。 

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

  これに関連する分析、鑑定及び講習を行うこと。 

 ②前号の業務に附帯する業務を行うこと。 

 

 ２ 事業所（研究所）の所在地 

研究所 〒305-8604 茨城県つくば市観音台 3 丁目 1 番 3 号 

    電話 029-838-8148（代表） 

    Fax 029-838-8199 

    Web サイト http://www.niaes.affrc.go.jp 

 

 ３ 資本金の状況 

本研究所の資本金は平成 20 年度末で 34,353 百万円となっている（表Ⅰ-1）。 

 

表Ⅰ-1 資本金の内訳                        （単位：百万円） 

平成20年度中        

 増 減 

平成20年度末 

 

備  考 

 
 
 政府出資金 
              

 
       0 
               

 
       0 
               

 
         34,353 
               

根拠法令 
独立行政法人農業環境技術研

究所法 
（平成 11 年法律第 194 号） 
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 ４ 役員の状況  

役  職  氏  名  任    期  経   歴  
理事長 佐藤 洋平 自 平成 17 年 4 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 
 

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

理 事 宮下 淸貴 自 平成 20 年 4 月 1 日 
至 平成 21 年 3 月 31 日 
 

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

監 事 松井 武久 自 平成 19 年 4 月 1 日 
至 平成 21 年 3 月 31 日 
 

昭和 63 年 8 月  三菱化成(株)黒崎工場部長  
平成 12 年 7 月  三菱化学ＭＫＶ(株)監査役  
平成 15 年 4 月  (独)農業生物資源研究所監事(非常勤) 
平成 17 年 4 月  (独)農業環境技術研究所監事  

監 事 
(非常勤) 

堀 雅文 自 平成 19 年 4 月 1 日 
至 平成 21 年 3 月 31 日 
 

平成 9 年 10 月 (株)三菱総合研究所科学技術研究本部
部長  

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

（参考）定数：４人（理事長１、理事１、監事２） 

「研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。研究所に、役員

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

 

 ５ 常勤職員の状況 

常勤職員は平成 21 年１月１日現在において 180 人（前期比９人減少、4.8％減）で

あり、平均年齢は 43.8 歳（前期末 42.5 歳）となっている。このうち、国等（国、他法

人及び地方公共団体）からの出向者は 58 人（内訳は国 19 人、他法人 39 人）、民間か

らの出向者は０人である。 

（注）前期比とは平成 18 年１月１日（前中期目標期間 終年度）との比較である。また、独立行政法人化 

（平成 13 年４月１日）以後、平成 21 年１月１日までの転入者を出向者としている。 

 

 ６ 設立根拠法 

独立行政法人農業環境技術研究所法（平成 11 年法律 194 号） 

 

 ７ 主務大臣 

 農林水産大臣 

 

 ８ 沿革  

明治 26 年   農商務省農事試験場として発足 

昭和 25 年   改組により農業技術研究所となる。 

昭和 58 年   改組により農業環境技術研究所となる。 

平成 13 年 4 月 独立行政法人農業環境技術研究所（特定独立行政法人）となる。 

平成 18 年 4 月 非特定独立行政法人となる。 
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第２ 経営方針（指標 3-ア） 

本研究所は農業環境に関する基礎的な研究を担う独立行政法人として、「農業環境のリ

スクの評価及び管理技術の開発」、「自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機

能の解明と管理技術の開発」、「農業生態系の機能を支える基盤的研究」を推進する。こ

れらに関する研究成果の、行政や国際機関における政策立案や施策実施での活用、また、

大学、他独法、検査機関、農業現場等での活用を目指す。研究成果は海外を含め広く発信

し、国民にわかりやすく広報を行う。また、専門分野を生かし、各種の社会貢献のための

活動を実施する。 

これらの業務を効率的に実施するため次のような取組を行う。 

① 外部専門家等を活用した的確な自己評価を実施し、その結果を、独立行政法人評価

委員会の評価結果等と併せて、業務運営に反映させる。 

② 運営費交付金の重点配分、競争的研究資金等外部資金の獲得等研究資源の効率的利

用及び充実・高度化に努める。 

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

強化、海外機関等との連携強化を図る。 

④ 広報活動、社会貢献のための活動を推進する。また、関係法令、社会的規範を遵守

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

動に取り組む。 

上記の方針に沿って、平成 20 年度には、以下の取組を重点的に実施した。 

① 独立行政法人整理合理化計画（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）に基づき「研究課

題の重点化に向けた点検」を行い、その結果を踏まえ平成 21 年度当初に本研究所の

研究推進体制（リサーチプロジェクト）を再編した。「国の研究開発評価に関する大

綱的指針」（平成 20 年 10 月 31 日内閣総理大臣決定）を踏まえ、評価指針の策定、評

価の経緯や結果の公表など自己評価方法を改善した。研究職員の業績評価の処遇への

反映に向けた取り組みを進め、処遇反映の時期と方法を決定した。 

② 競争的研究資金等に積極的に応募し、外部資金の獲得を図った。また、若手を中心

とした人材育成を推進するため、本研究所の若手研究者奨励賞を創設した。 

③ 意見交換会等を通じて国や県の行政部局と連携の強化を図った。２件の国際ワーク

ショップ・シンポジウム、多数のＭＯＵ等を通じて、海外の研究機関との連携の強化

等を図った。 

④ 各種の広報イベント、シンポジウム等を通じて、本研究所の活動が広く国民に理解

されるようわかりやすい情報提供に努めた。専門分野を活かした各種の社会貢献のた

めの活動を推進した。また、化学物質の管理体制の強化のため、薬品管理システムの

導入準備（平成 21 年度の導入予定）、全職員に対する講習会の開催等を行った。 
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第２章 平成 20 年度に係る業務の実績 

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

中期目標の期間 

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

する。 

 

 

 

大項目実績 

運営費交付金を充当して行う事業について、業務の見直し及び効率化を進めた。平成 20

年度の一般管理費については、321,017 千円となり前年度実績（280,040 千円）から 40,977

千円（約 14.6％）の増加となった。光熱水料の増加等により、対前年では増加したが、前

期との比較では、毎年度３％削減された場合の水準を下回っている。なお、光熱水料の増

加は平成 20 年度における燃料費高騰の影響を受けたものであり、省エネ等の取り組みによ

り、使用量では前年度を下回っている。 

業務経費については、899,940 千円となり、研究用機械の購入額の減などにより、前年度

実績（929,546 千円）から 29,606 千円（約 3.2％）の減少となった。 

中期計画 

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

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

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

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

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

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

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

見直しを進める。 

中期目標 

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

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

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

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

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

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

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

る。 



 6 

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訂部分を除く。）の範囲

内において、国家公務員の給与構造改革（俸給月額の引き下げ、級の見直し、号俸の分割、

調整手当の廃止、地域手当の新設等）を踏まえて、役職員の給与について必要な見直しを

行った結果、平成 20 年度の削減対象人件費（給与、報酬等支給総額（人件費のうち、退職

金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）を除いたもの）のうち総人件費改革の

取組の削減対象の人件費から除くこととされたものを除いた額）は、1,472,743 千円となり、

前年度実績（1,520,097 千円）から 47,354 千円（約 3.1%）の減少となった。 

なお、業務の効率化に関する詳細については、「第３ 予算、収支計画及び資金計画」の

項を参照されたい。 

 

当中期目標期間 前中期目標期

間 終年度 平成18年度 平成19年度 平成 20 年度 

 

区 分 

金額 金額 金額 金額 前年度比 前期比(注 1) 

一般管理費 396,803 309,369 280,040 321,017 114.6％ 80.9％ 

業務経費 949,985 912,920 929,546 899,940 96.8％ 94.7％ 

人件費(注３) 1,607,805 1,573,381 1,548,556 1,524,692 98.5％ 94.8％ 

削減対象人件

費(注４) 

1,557,363 1,533,867 1,520,097 1,472,743 96.9％ 94.6％ 

（注１）前期比は前中期目標期間 終年度（平成 17 年度）に対する比率である。 

（注２）本表は支出決算ベースで作成している。 

（注３）人件費は退職金及び福利厚生費を除いた給与、報酬等総額である。 

（注４）削減対象人件費が人件費（財務諸表附属明細書「役員及び職員の給与費の明細」）の金額と異なる

理由は、独立行政法人における総人件費改革について（20 年 8 月 27 日付行政改革推進本部事務局、

総務省行政管理局及び財務省主計局事務連絡）２．（２）の措置に伴い、同事務連絡５．に基づく行政

改革推進本部事務局、総務省行政管理局及び財務省主計局との事前調整が整ったことから、総人件費

改革の取組における削減対象人件費を変更したためである。 

   （参考）独立行政法人における総人件費改革について（20 年 8 月 27 日付行政改革推進本部事務局、

総務省行政管理局及び財務省主計局事務連絡） 

    ２．このため、研究開発法人における任期付研究員のうち、以下に該当する者に係る人員及び人

件費については、行政改革の重要方針及び行政推進法に基づく、総人件費改革の取組の削減対

象の人員及び人件費からは除くこととする。 

    （２）運営費交付金により雇用される任期付研究員のうち、国策上重要な研究課題（第三期科学

技術基本計画（平成 18 年 3 月 28 日閣議決定）において指定されている戦略重点科学技術を

いう。）に従事する者及び若手研究者（平成 17 年度末において 37 歳以下の研究者をいう。） 
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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。その実施に当たっては、外部専門家・有識者の活用等によ

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

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

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

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

及・利用状況の把握を行う。 

③評価・点検結果は、独立行政法人評価委員会の評価結果と併せて、基本的考え方や具体的方法

を明確化して、的確に業務運営に反映させる。 

④研究職員については、業績評価を行い、評価結果を研究資源配分及び処遇に反映する。また、

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

入する。 

 

指標*) 

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

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

1-1-イ 研究資源の投入と成果の分析が適切に実施されているか。 

1-1-ウ 研究成果の普及・利用状況の把握が適切に行われているか。 

1-1-エ 評価・点検結果の反映方針が明確にされているか。また、実際に反映されているか。 

1-1-オ 研究職員の業績評価が適切に行われているか。また、処遇等への反映に向けた取り組みが行われているか。 

1-1-カ 一般職員を対象とした評価制度の導入に向けた取り組みが行われているか。 
*） 独立行政法人農業環境技術研究所の各事業年度に係る業務の実績に関する評価基準（農林水産省独立行政法

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

中項目実績 

● 自己評価・点検（指標 1-1-ア） 

 独立行政法人整理合理化計画（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）で講ずべき措置とされた研究

課題の重点化に向けた点検を、理事長をトップとする重点化検討委員会を中心に実施した。その

結果、すべての研究課題（小課題）の必要性は確認されたものの、一部の研究課題では役割分担

明確化の措置が必要であること、計画以上に進捗している研究課題や進捗に問題のある研究課題

があること等が明らかとなった。点検結果として、研究課題の重点化方向とあわせ重点化のため

の措置をとりまとめ、平成 21 年度の研究推進体制（RP 構成）の再編、年度計画の内容等に反映

させた。（P 参考-１ 資料１参照） 
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表 1-1-ア-1 研究課題の重点化に向けた点検の概要 

独立行政法人整理合理化計画の内容 

 他の研究開発型の独立行政法人、大学、都道府県及び民間との役割分担を図りつつ、農業生産環境の安全性を

確保するための研究課題の重点化に向けた点検を平成 20 年度中に実施する。 

Ⅰ．点検の基本的考え方と実施方法 

研究推進単位となっている研究課題（RP：小課題）ごとに、①情勢変化を踏まえた課題の必要性、②他の研究

機関との役割分担、③研究課題の進捗状況と計画達成可能性の 3 つの視点から実施し、研究課題の重点化方向及

び重点化のための措置をとりまとめた。 

点検結果は、平成 20 年 6 月から平成 21 年 3 月にかけて、理事長をトップとする重点化検討委員会、同委員

会の下に設置した研究分野別のワーキンググループでの検討、評議会における外部専門家・有識者の意見聴取等

を経てとりまとめた。 

Ⅱ．点検結果 

 中期計画策定当初より必要性が高まっていると考えられる研究課題がかなりあること、一部の研究課題では役

割分担明確化の措置が必要であること、計画以上に進捗している研究課題や進捗に問題のある研究課題があるこ

と等が明らかとなった。こうした状況を踏まえ、研究課題の重点化方向を具体的に示すとともに、RP の再編、

小課題目標の明確化、小課題工程表の改訂、資源配分等の重点化のための措置をとりまとめた。 

＜研究課題の重点化方向及び重点化のための措置の事例＞ 

① 重金属リスク管理 RP 

カドミウム汚染対策について、イネを対象とした研究は基盤技術の開発を概ね達成したことから、都道府県等

による現場適応・普及を促進することとし、農環研の研究は畑作物に重点化することとした。 

② 温室効果ガス RP 及び炭素・窒素収支広域評価 RP の再編 

地球温暖化対策の必要性が高まっており、農地からの温室効果ガス発生抑制技術、土壌炭素蓄積等の研究を重

点化するとともに、連携を強化して総合的な対策を研究するため、関係する 2 つの RP を統合することとした。 

③ 農業環境リスク指標 RP 及び環境資源分類・情報 RP の課題調整 

環境資源分類・情報 RP で実施している土壌情報システム及び包括的土壌分類試案の公開に向けた研究の進捗

が十分でないことから、これらの研究を加速化することとし、土壌情報システム関係の課題を農業環境リスク指

標 RP に移行し、2 つの RP でそれぞれの研究を重点的に行う体制とした。 

 

10 月末に「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（内閣総理大臣決定）（以下、「大綱的指針」

という。）が改定され、研究開発機関が明確な評価のルールを定めること、研究開発の評価は自己

点検を活用した外部評価にすること、評価結果等を公表することなどが示された。これを踏まえ、

評議会の評価指針を策定し評価方法を明確化するとともに、業務実績報告書の公表にあわせ、自

己評価の経緯や結果を公表した。また、研究課題評価要領についても、平成 21 年度実績評価から

の適用に向け、大綱的指針に沿った評価項目の設定等を行うための検討を進めている。なお、評

議員及び研究課題評価会議の外部評価委員の一部改選を実施した。 

平成 20 年度実績評価は図 1-1-アの手順で実施した。20 年度の新たな取組として、年度計画を

設定してから年度末の評価までの間のチェックを強化するため、業務運営に関する中間点検を 10

月に実施した。また、研究課題評価段階を含めた自己評価結果を公表した。平成 19 年度に研究所

自らのチェックを強化するために設けた自己評価会議での検討、自己評価結果を次年度計画に反

映し易くするための評議会の年度内開催は平成 19 年度と同様に実施した。（P 参考-13 資料 2 参

照） 
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表 1-1-ア-2 評議員及び研究課題評価会議外部委員一覧 

（評議員） 
区分 氏 名 役       職 

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副所長 
松永 和紀 サイエンスライター 

外部専門家 
・有識者 

山崎 洋子 NPO 法人田舎のヒロインわくわくネットワーク理事長 
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 
玉井 恭一 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 

関係機関 

西郷 正道 農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長 

（研究課題評価会議の外部評価委員） 
区分 氏 名 役       職 

秋山 侃 岐阜大学流域圏科学研究センター教授 
○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 
矢原 徹一 九州大学大学院理学研究院教授（生態科学研究室） 

外部専門家 
・有識者 
 

山本 廣基 島根大学理事 

(注)◎印：評議会委員長、○印研究課題評価会議座長 

 

　　③RP成績検討会議

　　④課題評価会議

自　己　評　価　会　議　（＊平成19年度に新設）

評　議　会　（＊平成19年度から３月に実施（それまでは４月））

（　研究課題の推進　） （　業務運営全般　）

自己評価の決定

研究課題の設計・進捗管理
　①内部設計会議
　②RP中間検討会議

各種業務の実施

　・次年度計画への反映
　・業務実績報告書（自己評価含む）の提出

業務運営の中間点検
＊平成20年度に新設

各種業務の実施

 
 

図 1-1-ア 評価の流れ図 
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表 1-1-ア-3 平成 20 年度業務実績評価の実施経緯 
対象 評価関係作業 実施時期 内     容 

①RP 設計会議 4 月上中旬 RP ごとに平成 20 年度の課題設計を検討。 

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

て検討。 
③RP 成績検討会議 12 月 平成 20 年度の成果と問題点の把握、平成 21 年度計画の検討を実

施。成績検討会議の後に各 RP リーダーが小課題報告書を作成。同

報告書に自己評価欄を設け、問題点の摘出を図った。 

研究 

④課題評価会議 平成 21 年１

月 29 日～30
日 

小課題毎に平成 20 年度における進捗状況と成果について、外部

評価委員４名と本研究所の内部評価委員（研究管理職）が、「進捗

状況」、「研究のレベル」、「波及効果」等の観点から 5 段階で評価（ピ

アレビュー）。 
業 務

運営 
業務運営の中間点

検 
平成 20 年 
10 月 

業務運営（研究部分除く）の進捗状況を企画戦略室が確認し、進

捗に問題がある場合には担当部署に注意喚起等を実施。 
自己評価会議 平成 21 年 

３月 2 日 
役員、研究管理職、総務･財務部門の室長等をメンバーとし、業

務運営については中項目等、研究部分については中課題等を単位と

して、実績の確認及び評価を実施。 
評議会 3 月 19 日 外部委員 11 名をメンバーとし、自己評価会議の検討を踏まえて

作成した業務実績報告書（自己評価案を含む）を基に評価を実施。 

全体 

自己評価の決定 6 月  評議会の評価結果について所内で検討の上、役員会で審議し、本

研究所の評価結果とした。 

 
●研究資源の投入と成果の分析（指標 1-1-イ） 
研究課題ごとに平成 20 年度の投入資源及び成果を算出し、その結果を課題評価会議での参考資

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

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

を促した。 

表 1-1-イ 投入資源の投入と成果の関係 
（百万円）

運営費
交付金

受託プ
ロ等

総額

A11
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

18.5 4.3 42.1 176.1 218.2 80.7 11.8 32 2 5 7 6.8 1.4

A21
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

13.7 3.4 35.7 69.9 105.6 66.2 7.7 22 0 3 0 4.8 1.3

B11
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

8.2 2.7 18.8 27.6 46.4 59.5 5.7 12 0 1 0 3.9 1.1

B12
農業生態系機能の発現に関与する情報化学
物質の解明

10.5 2.0 24.8 56.6 81.4 69.5 7.8 18 2 0 5 4.5 1.4

B21
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

8.6 4.2 38.5 54.3 92.9 58.5 10.9 16 0 1 0 5.8 1.3

B22 農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明 20.7 6.4 58.2 77.7 135.9 57.2 6.6 26 1 2 0 5.2 1.0

C11
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

9.6 2.0 27.1 60.5 87.6 69.1 9.1 18 0 1 0 4.9 1.6

C21
農業環境資源インベントリーの構築と活用手
法の開発

19.1 1.4 46.7 51.4 98.2 52.4 5.2 23 2 3 1 4.3 1.1

108.7 26.3 292.0 574.2 866.2 66.3 8.0 167 7 16 13 5.2 1.2

投入資源 成果
論文
１報
当た
りの
資金

総エ
フォー
トあた
りの論
文数

特許
出願
数

普及
に移
しうる
成果
数

主要
成果
数

合　計

（注1）運営費交付金は、領域配分、RP経費、小課題強化経費、交付金プロジェクト、法人プロジェクト経費の合計であり、
　　　中課題に分類できない共通的経費は含まれていない。

中
課
題
番
号

研究内容
１人
当た
り金
額

査読
論文
数

担当者
数（人）

ポス
ドク
数

(人）

予算

受託
／総
額(%)
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●研究成果の普及・利用状況の把握（指標 1-1-ウ） 

研究成果の普及・活用状況の把握のため、平成 14～18 年度に公表した「普及に移しうる成果」

について利活用状況の追跡調査を実施した。その結果、成果公表後 5 年程度の間に約半数の成果

が活用されていることが確認され、特に、温暖化ガス排出関係の成果、重金属（カドミウム）及

び残留性有機汚染物質（POPs）リスク関係の研究成果等が国際機関や国の政策に大きな貢献をし

ていることが明らかになった。一方、現場活用が十分確認できていない成果も約半数あり、それ

らについては RP や改良により普及を進めることが必要である。追跡調査結果は、栄養塩類リス

ク研究について現場活用に向けた研究に重点化する等、研究課題の重点化に向けた点検結果にも

反映されている。（P 参考-29 資料 3 参照） 

 

表 1-1-ウ-１ 追跡調査結果の概要 

 

１．普及活用のランク分布 

A（経済活動等で活用されている）            ：１３件（５２％） 

B（近い将来、経済活動等で活用される可能性がある）   ： ９件（３６％） 

C（現時点での経済活動等で活用されていない（B を除く） ： ３件（１２％） 

２．普及活用の優良事例 

①温暖化ガス排出関係 

「2006年版IPCCガイドラインに採用された水田から発生するメタンの新しい算定方法」等２件が、

IPCCが発行するガイドライン、環境省等の発行する日本国温室効果ガスインベントリ報告書等に活用

され、地球温暖化対策に貢献した。 

②重金属（カドミウム）リスク関係 

「畑条件で栽培するイネはカドミウム汚染水田の修復に 適である」等５件が、農林水産省消費・安全

局が実施するカドミウム・リスク管理対策のマニュアルに反映され、対策事業の重要な柱として活用

されている。 

③残留性有機汚染物質（POPs）リスク関係 

「イネは土壌からダイオキシンを吸収しない」等３件が、ダイオキシン汚染等の問題が発生した際、食

品安全委員会、都道府県等の政策決定に活用された。 

 

 

研究成果の追跡調査については、平成 18 年度から現在の方法で実施しており、「普及に移しう

る成果」の活用状況は概ね明らかになった。しかし、例えば、遺伝子組換え生物の生態系影響に

関する研究が「第１種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」に反映されているように、「普及に

移しうる成果」以外の成果の中にも社会で広く活用されているものがあり、これらを含む研究成

果の普及・活用状況の全体像を把握することは今後の課題である。 

本研究所の「普及に移しうる成果」及び「主要研究成果」は、冊子「研究成果情報」にまとめ

るとともに、研究所 Web サイトで閲覧できるようにしている。本研究所の研究成果情報公開ペー

ジへの訪問回数は年々増加しており、平成 20 年度は前年度の約 2 倍になっている。（P66 表 2-2-

ア-2 参照） 
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●評価・点検結果の反映方針（指標 1-1-エ） 

研究課題重点化点検結果に明記した重点化のための措置に基づき、平成 21 年度初頭に RP の再

編、名称変更等を行った。また、重点化の方向に沿った平成 21 年度計画を設定するとともに、全

RP で重点化の方向に沿った工程表を作成した。 

平成 20 年度業務実績評価に関しては、評議会を年度内に開催し、評価で明らかになった問題点

等への対策の検討を年度内から開始し、可能なものについては平成 21 年度計画に反映した。対策

の検討に時間を要するものについては、業務運営の実施場面で適宜反映することとしている。 

また、研究課題については、小課題ごとの評価結果を翌年度の RP への一般研究費配分額に反

映させることとしており、平成 20 年度の課題評価会議の小課題ごとの評価結果に応じ、平成 21

年度の RP への一般研究費を配分した（P15 指標 1-2-ア参照）。 

 

●研究職員の業績評価と処遇等への反映（指標 1-1-オ） 

一般研究職員の平成 19 年度業績評価を、平成 20 年 2 月に改訂した評価規程及び評価マニュ

アルに基づき、4～6 月に実施した。評価作業は円滑に実施され、詳細な評価基準を示し客観性

を高めた点、研究成果の「質」の視点を導入した点、特記事項として様々な成果や貢献を評価

できるようにした点などが改善されたと考えられた。平成 20 年度業績評価においては、評価マ

ニュアル等を基本的に継承するとともに、処遇反映に向けスケジュールを早期化して作業を進

め、5 月中に評価作業を完了した。 

一般研究職員の業績評価の処遇への反映に関しては、所内に「研究業績評価結果の処遇反映に

関する WG」を設置して検討を進め、組合との合意を経て、業績評価結果を勤勉手当に反映さ

せることを、平成 21 年 3 月に決定した。具体的には、現在実施している勤勉手当の成績率の決

定基準の一部を調整し、業績評価加算とすることとした（業績評価加算割合は、15／100 から 0

／100（加算なし）の範囲）。また、実施時期については、平成 21 年度業績評価から、翌年度の

処遇に反映させることとした。 

研究管理職員については、平成 19年度業績評価を 4～6月に従来と同様の方法により実施し、

勤勉手当に反映させた。平成 20 年度業績評価については、目標管理型の評価システムとするた

め、平成 20 年 4 月に評価規程及び評価マニュアルを改定し、これに基づき 5 月に研究管理職員

の目標設定を行った。評価作業は 3 月より開始し、評価結果の処遇への反映はこれまでと同様

に実施することとしている。 

 

●一般職員を対象とした評価制度の導入（指標 1-1-カ） 

一般職員を対象とした新たな人事評価制度導入に向けて、平成 19 年度に一般職の管理職員等の

うち総務部門に所属する室長及びグループリーダーを対象に第１次試行を行った。本年度は、一

般職員及び技術専門職員全員を対象に、平成 20 年 9 月～21 年 1 月を評価期間とした平成 20 年

度人事評価の試行を実施した。試行の実施にあたっては、評価者訓練研修及び被評価者講習会を

行った。試行結果を踏まえつつ、引き続き段階的な取組を検討する。 
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評価ランク コメント  

自己評価 

中項目 

1－1 
A 

研究課題の重点化に向けた点検において、 近の政策の方向性や

研究の進捗状況を考慮し、重点化の方向性に加え、重点化のため

の措置を明示し、RP の再編等を実行したことは評価できる。「国

の研究開発に関する大綱的指針」を踏まえ、評価方法の改善を進

めていること、反映を重視した自己評価・点検が定着しつつある

ことも評価できる。今後の独法評価の方法の変更をにらみ、研究

課題に関する自己評価を学術的観点、社会貢献の観点の双方から、

より客観的なものとする取組を着実に進めることを期待する。 

研究資源の投入と成果の分析、成果の普及利用状況の調査が行わ

れ活用されつつあることは評価できる。過去の研究成果のうち「普

及に移しうる成果」となっていないものについても社会貢献につ

ながっている例も多いとみられ、研究所の社会貢献の全体像の把

握が期待される。 

一般研究職員について、客観性の高い業績評価が実施され、処遇

への反映方法が決定されたことは評価できる。本中期目標期間に

処遇反映がなされるよう着実な取組が期待される。研究管理職員

の業績評価の目標管理型への移行、一般職員の人事評価制度につ

いて着実な取組が進められていることは評価できる。 

 

評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

1－1 

Ａ 

前年度の指摘を踏まえ、自己評価の主体が農業環境技術研究所

にあることを明確化するとともに、反映できるタイミングで行う

など、自己評価方法を改善した。評価・点検結果をそのまま資源

配分に反映するとの方針が明確になっており、実施されている。

自己評価・点検に成果の普及利用状況や資源投入の有効性分析を

加味し、効果的効率的な業務運営を実現することを期待する。研

究職員について、マニュアルに従い透明性の高い業績評価を実施

し、管理職については処遇へ反映させ、また、一般職員の業績評

価については試行を行うなど進展があったが、管理職以外の研究

職員の業績評価の処遇への反映については特段の進展がなかっ

た。 
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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、
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研究所の活動を効率的に運営するための管理体制を整備する。 
（４）職員の資質向上と人材の育成 

①人材育成プログラムを策定して計画的な人材育成を図る。 

②研究職員に対し競争的・協調的環境を醸成し、インセンティブを効果的に付与する。

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

な雇用制度を活用し研究職員のキャリアパスを開拓する。 

③若手研究職員の育成プログラムを策定し、計画的な人材育成を図るとともに、博士号

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

在外研究を計画的に実施する。 

④各種研修制度等を活用し、研究所のミッション遂行に必要な研究マネジメントに優

れ、かつ高度な専門的知識を有する研究管理者を育成する。 

⑤一般職員及び技術専門職員が高度な専門技術・知識を要する業務を行うために必要な

資格や能力を獲得するための研修等を実施する。 

 
指標 
1-2-ア 運営費交付金の重点配分、国の委託プロジェクト研究の重点実施が行われているか。 
1-2-イ 競争的研究資金等の外部資金の獲得に向けた十分な取り組みが行われ、獲得金額が増加している

か。 
1-2-ウ ミッションの達成に向けた施設・設備の計画的整備が行われているか。 
1-2-エ 研究施設・設備の共同利用の促進の取り組みが適切に行われているか。 
1-2-オ 環境化学物質分析施設等に関する情報をインターネット等を介して公開し、利用促進が図られてい

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

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

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

 

中項目実績 

●運営費交付金の重点配分、国の委託プロジェクト研究の重点実施（指標 1-2-ア） 
運営費交付金については、所内競争的資金と位置づけられる研究推進費（平成 20 年度予

算額：約 180 百万円）を活用し、所内で募集を行い配分すること等により、重要な研究や

国際会議等への重点配分を図った。また、運営費交付金の一般研究費（平成 20 年度予算額：

約 193 百万円）については、その約４割を RP に配分し、残り 6 割は研究領域・センター

に配分している。RP への配分に関しては、平成 19 年度課題評価会議における評価結果を

反映した（研究職員エフォートに基づく基準値に、評価結果による係数（S：1.3、A：1.2、
B：1.1、C または D：1.0）を乗じた額を配分）。 
国の委託プロジェクト研究については、農林水産省、環境省、文部科学省の研究制度に

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

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

研究のコーディネートを行った。また、本年度は、「土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術

実証普及事業」など 3 件の実証事業等を農林水産省の行政部局から受託し実施した。これ

は、これまで蓄積してきた研究成果の普及と社会貢献につながる取組といえる。 
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表 1-2-ア-1 研究推進費等による重点配分事例 

区分 
(平成 20 年度予算額) 

 
資 金 の 趣 旨 

 
配 分 状 況 

 
小課題強化経費 
( 75 百万円 ) 

小課題の推進に特に必要な経費及びポスドクの

雇用に配分（RP リーダーが申請）。 
小課題の推進のため

の経費 7 件、ポスドク

雇用 14 人を採択。 
法人プロジェクト

経費 
( 28 百万円 ) 

国際的な視点で見た新規性及び革新性があるシ

ーズ研究、成果をさらに発展させるフォローアップ

研究等に配分。 

16 課題を採択。 

スタートアップ資

金 
( 6 百万円 ) 

任期付き研究員として新規採用された者が、仕事

の開始にあたり必要となる経費に支給。 
3 件を採択 

 
 
 
直

接

研 
究 
費 

 
高額機械整備費 
( 45 百万円 ) 

高額機器、大型機器のうち、戦略的に整備すべき

もの、コストに見合った成果が期待できるもの等へ

の支出に配分。 

4 件を採択 

国際対応経費 
( 20 百万円 ) 

国際会議の開催、MARCO のもとでの研究者招へ

い、国際共同研究等に配分。 
国際会議 2 件、研究者

招へい 1 件、国際共同

研究 1 件を採択。 

研

究

運

営

費 
理事長裁量経費 

( 10 百万円 ) 
理事長の裁量により機動的に配分。 3 件（IPCC、UＮFC

ＣC への派遣等）を実

施。 

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

 
表 1-2-ア-2 受託研究の事例 

委託元 研 究 課 題 研究期間 

地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響の評価と高度対策技術の開発 H 18～22 

土壌微生物相の解明による土壌生物性の解析技術の開発 H 18～22 

遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究 H11～25 

農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法開発 H20～24 

生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技

術の開発 

H20～24 

土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業 H 20～24 

水稲植物浄化品種－通常品種間のカドミウム移行特性にかかわる比較栽培 H20 

農林 

水産省 

 

 

 

 

平成 20 年度気候変動に伴う温室効果ガス発生量検討委託事業 H20 

東アジアにおける生態系の酸性化・窒素流出の集水域モデルによる予測に関

する研究 

H 20～24 環境省 

農耕地土壌における有機ヒ素化合物の動態と作物吸収に関する研究 H 18～20 

作物生育モデルと遺伝モデルの連携による作物環境応答の生態遺伝的メカ

ニズムの解明 

H 19～21 

多地点モニタリング調査に基づく農薬の順応的管理法の開発 H 20～22 

文 部 科

学 省 ・

JST 

放射性核種の農作物への吸収移行及び農林生産環境における動態解明 H19～20 
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●競争的研究資金等の外部資金の獲得（指標 1-2-イ） 
中期目標の達成に有効な外部資金について、引き続き積極的に応募し、前年度からの継

続実施も含め、計 85 件、約 17 億 2,300 万円を獲得した。うち、競争的資金については 52
件、約 2 億 5,900 万円となっており、課題件数は 4 件増加したが、科学技術振興調整費に

おける大型プロジェクトの終了により金額では減少した。 
平成 20 年度の応募・採択の状況については、農林水産省、文部科学省、環境省等の競争

的資金に係る 6 事業に対して、代表提案として 51 課題、参画提案として 40 課題に応募

し、代表提案として９課題、参画提案として 9 課題が採択された。その他の公募型、企画

競争型プロジェクトを含めると、代表提案 12 課題、参画提案 12 課題が採択された。 
なお、これら外部資金獲得に向けた新たな取組として、外部講師による科学研究費補助

金応募に関する所内説明会を開催した。また、平成 19 年度に引き続き、予算管理・運営委

員会や研究管理職による応募計画のブラッシュアップを実施した。今後とも、より適切な

提案がなされるよう指導していく。 

 
表 1-2-イ-1 平成 20 年度外部資金獲得状況 

  配 分 機 関 件 数 
獲得予算 

（百万円） 

分担機関への

配分（百万円）

競争的研究資金 （全機関） 52 259  56 

農林水産省 19 1,353  1,003 

環境省 8 47  9 

公募型 

  

  文部科学省・JSPS・JST 3 52  0 

その他 民間・財団・他独法等 3 12  0 

合計   85 1,723  1,069 

 
表 1-2-イ-2 競争的資金獲得状況の推移 

件 数 （件） 予 算 額 （百万円） 配分

機関 

事業名 

H16 H17 H18 H19 H20 H16 H17 H18 H19 H20 

先端技術を活用した農林

水産研究高度化事業 

6 7 10 7 5 104 125 79 64 52 農林

水産

省・

NARO 

新技術・新分野創出のた

めの基礎研究推進事業 

- - - 2 4 - - - 39 78 

科学研究費補助金 7 6 10 31 37 19 14 29 70 67 

科学技術振興調整費 2 3 2 2 0 12 126 138 133 0 

重点地域研究開発推進プ

ログラム 

- - - 1 0 - - - 2 0 

文部

科学

省・

JSPS

・JST 

戦略的国際科学技術協力

推進事業 

- - - - 1 - - - - 1 

環境

省 

地球環境研究総合推進費 7 7 6 5 5 129 144 141 119 62 

合計 22 23 28 48 52 263 409 387 426 259 

 



 18 

 
表 1-2-イ-3 平成 20 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 

  代表提案 参  画 

  採択件数 応募件数 採択率 採択件数 応募件数 採択率 

競争的研究資金 9 51 18% 9 40 23% 

その他外部資金 3 15 20% 3 5 60% 

総数 12 66 18% 12 45 27% 

 
●施設・整備の計画的整備（指標 1-2-ウ） 
平成 20 年度には、インフラの老朽化対策として、電力関連設備改修、微生物生態実験棟

改修等を実施した（Ｐ100、101 指標 7-1 参照）。 

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

打ち出し、平成 19 年度には 500 万円以上の高額機器については、イントラネットを通じて

職員に周知し、相互利用の促進を図った。また、独法間の研究協定に基づき、他法人の研

究者による機器の利用を認めるとともに、4,000 万円以上の高額機器については、インター

ネットによる情報提供も実施している。 
研究所内の別棟については、年度当初に全別棟に関する利用希望を募集し、各別棟の責

任者が利用希望を調整することにより年間の利用計画を作成し、有効利用を図っている。

特に、RI 実験棟を本研究所と同じ敷地内に研究室を持つ農業生物資源研究所等に開放し、

施設の利用の効率化を図っている。 
民間企業 2 社から隔離ほ場の利用申請があったため、大臣承認の取得を確認するととも

に、所内の隔離ほ場組換え植物安全管理委員会において栽培実験計画を精査し、平成 20 年

度の利用を許可した。 

 
●環境化学物質分析施設等の利用促進（指標 1-2-オ） 
環境化学物質分析施設の機器類は、インターネットにより公開し、施設の運営要領にし

たがって利用に供している。使用者（登録者）に占める外部者の比率は平成 20 年度は約 58％
（平成 19 年度は約 56％）であった。 

 
●研究基本組織の配置、研究体制の構築、組織の見直し（指標 1-2-カ） 
第Ⅱ期における研究組織は、各専門分野の研究者が集まる研究領域・センターと、課題

推進のために領域・センターから分野横断的に研究者が集まった RP とが、縦横に交わるマ

トリックス構造となっている。研究領域による研究職員の管理・人材育成等、RP による研

究課題の推進というそれぞれの役割が定着し効率的に機能しつつある。 
独立行政法人整理合理化計画に記された研究課題重点化の趣旨を考慮して、年度当初の

RP 計画設計を策定することとし、年度当初に畑土壌生物多様性 RP を完了するとともに、
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各 RP の研究計画や研究職員のエフォートの一部変更を実施した。さらに、研究課題重点化

に向けた点検結果を踏まえ、平成 21 年度初頭に RP の再編を実施した。 
また、本研究所は、独立行政法人整理合理化計画において、平成 23 年 4 月に、農業生物

資源研究所及び種苗管理センターと統合することとなっている。これに向けた準備として、

関係する 3 つの独立行政法人の理事・部長級で構成する 3 法人検討打合せ会議を月 2 回程

度開催し、新法人の理念・ミッション、新法人が担う業務の方向、新法人の組織及び運営

の基本的考え方等について検討を行い、平成 21 年 3 月に「3 法人統合に関する基本方針」

（案）をとりまとめた。 

 
●人材育成の取組（指標 1-2-キ） 
研究職員の自己啓発を促進し、自らのキャリアビジョンの描出と自発的キャリアアップ

の遂行を図るため、平成 19 年度に人材育成プログラムを策定した。これに基づき、各研究

職員が「中長期的な研究及び自己研鑽の計画」及び「年間の目標」を研究管理者と面談の

上で作成し、年度末に達成度を確認した。 
研究者の国際的な活動を促進し、国際経験の蓄積を図るため、国際機関や国際研究集会

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

流制度（在外研究）への応募を奨励した（P31 指標 1-5-イ参照）。 
また、若手研究者に対し、学位の取得を奨励し、新たに 3 名が博士号を取得したことに

より、研究職員中の博士号取得者の割合は 77.1％となった。新任の研究管理職は研究管理

のための研修に参加させた。行政、他独法、大学との人事交流を実施した。 

 
表 1-2-キ 行政、他独法、大学との人事交流等の状況 

転 入 （人） 転 出 （人）  

研究職員 一般職員 研究職員 一般職員 

農林水産省 ３ ３ － １ 
農業・食料産業技術総合研究機構 １ ４ １ ５ 
農業生物資源研究所 － ２ － １ 
種苗管理センター － １ － － 
森林総合研究所 － － － １ 
大学 － － １  
新規採用（参考） ５（パーマネント１人、任期付き４人） 

 
なお、19 年度に、育児短時間勤務及び自己啓発等休業の導入に伴う研究所の関連規程を

改訂し、大学等における修学のための休業（2 年）や国際貢献活動のための休業（3 年）を

認めることとしている（20 年度に実績はなかった）。 

 
●研究職員へのインセンティブ付与（指標 1-2-ク） 
研究職員のインセンティブを高めるため、新たに若手の農環研職員（ポスドク含む）を

対象とした所内表彰（農環研若手研究者奨励賞）を設けることとし、関係要領の策定、所

内への募集、選考作業等を経て、11 月に 3 名の研究者を表彰した。 
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写真 1-2-ク 農環研若手研究者奨励賞授賞式 

 
上記の他、研究所内の競争的研究資金と位置づけられる研究推進費の活用、前年度の小

課題ごとの評価結果を RP の予算配分に反映させる仕組み等により、競争的環境の醸成を図

った（P15 指標 1-2-ア 参照）。また、研究職員の業績評価結果の処遇への反映方法と時期

を決定した（P12 指標 1-1-オ 参照）。 

 
●各種研修の実施、資格取得の支援（指標 1-2-ケ） 
職員の資質向上及び資格取得を図るため、科学英語研修、ネットワーク情報セキュリテ

ィ研修、簿記検定のための学習会等の所内研修を実施するとともに、農林水産関係研究リ

ーダー研修、評価・監査中央セミナー等外部研修に職員を参加させた。商業簿記検定（３

級）合格、危険物取扱者試験乙合格など研修の成果もみられる。なお、最近の所内での化

学物質管理上の問題を受け、全研究員を対象として、外部講師による化学物質管理に関す

る講習会を実施した（Ｐ109 指標 7-4-イ参照）。 

 
表 1-2-ケ 主な研修・講習等の開催状況 

種

別 
研修・講習会等の名称 実施機関 実施日 

参

加  

人

数

新規採用者研修 農環研 H20.4.1～4 他 26

農業環境技術研究所 RI 施設における

放射線障害防止のための教育･訓練 

農環研 H20.5.23 4

簿記検定のための学習会 農環研 H20.6.4～

11.11(全 27回) 

3

新たな人事評価のための評価者訓練

研修 

農環研 H20.9.2 15

科学英語研修 農環研 H20.9.5 26

被評価者講習会 農環研 H20.9.9～10 48

新規採用者研修（10 月採用者） 農環研 H20.10.1～3 3

救命講習会 農環研 H20.12.4 33

所

内

研

修 

ﾈｯﾄﾜｰｸ情報ｾｷｭﾘﾃｨ研修 農環研 H20.12.8、

12.11(全 2 回) 

約

180



 21 

 化学物質管理に関する講習会 農環研 H20.12.15 約

120

第 31 回研究交流ｾﾝﾀｰ英語研修 文部科学省（研究交流ｾﾝﾀｰ） H20.4.21～

12.8(全 50 回) 

6

危険物取扱者保安講習会 (社)茨城県危険物安全協会連合会 H20.7.10 2

農林水産関係研究リーダー研修 農林水産省(農林水産技術会議事務

局) 

H20.6.25～27 1

主査等Ⅰ研修 (独)農業・食品産業技術総合研究機構 H20.6.26～27 1

情報公開・個人情報保護制度の運営に

関する研修会 

総務省（関東管区行政評価局） H20.8.27 1

人事・労務担当者講習会 内閣府（男女共同参画局） H20.9.9 1

評価・監査中央セミナー 総務省（行政評価局） H20.9.11～12 3

係員研修 (独)農業・食品産業技術総合研究機構 H20.9.25～26 1

農林水産関係若手研究者研修 農林水産省(農林水産技術会議事務

局) 

H20.10.1～3 1

第 19 回消費税中央セミナー 全国間税会総連合会 H20.11.17 1

障害者雇用セミナー (独)農業・食品産業技術総合研究機構 H20.11.20 2

農林水産関係中堅研究者研修 農林水産省(農林水産技術会議事務

局) 

H20.13.3～5 2

地球観測衛星ﾃﾞｰﾀ利用ｾﾐﾅｰ(入門ｺｰｽ) 文科省（研究開発局） H20.12.5 1

交通安全講習会 農林水産省（筑波事務所） H20.12.9 12

危険物取扱者保安講習会 (社)茨城県危険物安全協会連合会 H20.12.11 1

官民人材交流センター説明会 内閣府(官民人材交流ｾﾝﾀｰ準備室) H21.1.8 1

英語研修 Winter English Class 文部科学省（研究交流ｾﾝﾀｰ） H21.1.19～

3.23(計 10 回) 

4

危険物取扱者試験 準備講習会 (社)茨城県危険物安全協会連合会 H21.1.22～23 1

外

部

研

修 

MapServer2008 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ (株)オークニー H21.2.2～3 2
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評価ランク コメント  

自己評価 
中項目 
1－2 A 

外部資金については、引き続き高い水準にあり評価できる。 
運営費交付金については、所内の競争的資金と位置づけられ

る研究推進費の活用、小課題単位の研究課題評価結果の予算へ

の反映等の重点配分を実施している。今後、交付金の重点配分

等の措置により重点化方向に沿った研究を促進することを期

待する。 
農環研若手研究者奨励賞の創設など新たな人材育成の取組

を進めていることについても評価できる。平成 20 年に制定さ

れた「研究開発力強化法」の趣旨を踏まえ、人材活用等に向け

た取組強化の検討を進めることが期待される。 
また、農業環境問題の解決のためには、領域横断的研究分野

をカバーできる人材や融合プロジェクト研究が必要となって

おり、長期的視野を持って、こうした点を強化することが期待

される。 

 
 

評価ランク コメント  

前年度の

独法評価

委員会評

価 
中項目 
1－2 

A 

予算の重点配分、事業の重点実施を行っている。その成果は

外部資金への応募件数増加につながり、実際に獲得件数が増加

したことは評価できる。獲得した研究プロジェクト等におい

て、他の研究機関のコーディネートを的確に行い、それらの能

力を活用しつつ、農業環境研究の発展につながる基盤的研究成

果を創出することを期待する。第 2 期から導入した研究領域・

センターと RP のマトリックス構造の組織運営については、さ

らに改善を進めている。 
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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。 

 
指標 
1-3-ア 総務部門について、管理事務業務の効率化が図られているか。 
1-3-イ 技術専門職の業務を高度な専門技術・知識を要する分野に重点化するための見直し、アウトソー

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

れているか。 

 

中項目実績 

●総務部門の管理事務業務の効率化（指標 1-3-ア） 

所内グループウエア（所内情報）を積極的に活用し、事務マニュアル及び各種様式並びに各種

案内等について、電子媒体を活用した情報の伝達、共有化することで事務の効率化を進めた。 

また、競争入札促進のため、平成 19 年 10 月に改正を行った契約事務取扱規程に基づき、年間

を通して随意契約から一般競争へ移行した結果、平成 19 年度の一般競争契約 39 件、390,373 千

円から平成 20 年度では 49 件、466,744 千円へと推移した。 
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●技術専門職の業務の重点化、アウトソーシング推進等の取組（指標 1-3-イ） 

技術専門職については、第 2 期よりグループ制に再編し、機動的・効率的な体制とするととも

に、高度な専門技術、知識を要する分野に重点化しつつ業務を実施している。具体的には、遺伝

子組換え作物の栽培試験を、関連規則を周知徹底し、法令を遵守しつつ作業を実施し、組換え体

隔離ほ場の外部機関への貸し出しに当たっては安全管理の技術的助言を行った。また、植生管理

の知識を活用したビオトープ管理、研究に用いる土壌、水、植物、昆虫等の環境資源資料の採取

等の技術支援を実施している。一方、このような専門技術を必要としない業務については契約職

員での対応を進めた。以上の業務重点化の取組等により、技術専門職については、平成 20 年度末

に 2 人を減員した。なお、平成 21 年度の文部科学大臣表彰科学技術賞（理解増進部門）において、

「ミニ農村の創造・展示による農村の生物多様性の理解増進」により本研究所の研究者が授賞さ

れているが、受賞者にはミニ農村の管理を担当していた技術専門職１名が含まれている。（P75 指

標 2-3-イ参照） 

 アウトソーシング推進等の取り組みに関しては、本研究所の図書・刊行部会において、広報誌

「農環研ニュース」の外部委託の検討を行った。その結果、全面委託は経費的に困難であること

から、専門性が高く、難解であると思われる研究成果についての解説記事の外部委託を平成 21

年度に行うこととした。 

 

● 法人全体での情報共有促進の取組（指標 1-3-ウ） 

研究所内グループウェアの契約ユーザ数を追加し、利用者の範囲を契約職員にまで拡大した。

これにより、研究所内の各種通知、共有すべき情報が職員全員に直接伝えられるようになった。

現在、所内への日常的な連絡に利用され、役員・管理職員等の在席状況・スケジュール表、会議

室・自動車の予約状況、役員会・所議ほかの議事録・資料、提出書類の様式、新聞記事情報など

の情報共有が進展した。また、平成 19 年度の取り組みとして、本研究所が購入する外国雑誌の平

成 20 年１月以降の契約において、冊子体購入からオンライン購読への切り替え、随意契約から一

般競争入札への移行を進めたが、これにより、平成 20 年度の研究情報収集の効率化が進展し、対

象とした外国雑誌購入経費が削減された。 

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

ータベース（研究管理データベース）については、各研究員の論文などの研究成果、分析・鑑定、

国際機関や行政部局への協力などの所内外への貢献等のデータベースへの登録方法を体系化し、

本研究所の業務実績報告書の作成や研究者の業務実績の整理に活用できるシステムに改善し、効

率化が進展した。 
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評価ランク コメント  

自己評価 

中項目 

1－3 
Ａ 

技術専門職について、その業務を高度な専門技術、知識を要する

分野に重点化することにより 2 名を減員したことは評価できる。

また、所内グループウェアや研究管理データベースの活用により

情報共有が進展している。また、随意契約から一般競争入札への

移行を進めている点は評価できる。 

総務部門の管理事務業務の効率化については、さらに取組を進め

その効果を示す必要がある。 

 

評価ランク コメント  
前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

1－3 

A 

さまざまな取組みにより一般管理費を削減している。アウトソ

ーシングを増やして効率化を加速することを期待する。本研究所

のデータベースを作成し、一部活用を開始したことならびに所内

の研究情報の共有が進展したことは評価できる。技術専門職につ

いては業務の高度化を進めている。 
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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。 

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

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

の連携は十分に行われているか。 

 

中項目実績 

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

ア、指標 1-4-ウ） 

産学官連携を進めるため、新たに資金提供型共同研究制度及び連携推進アドバイザー制

度を創設した。今後、これらの制度も有効に活用し産学官連携を推進する。 

共同研究契約に基づく共同研究、他独法との協定研究を実施した。これら共同研究等の

成果として 11 件の特許出願（うち１件は海外特許。すべて民間企業等との共同出願）がな

された。（P 参考-37 資料 6 参照） 

大学等との包括的協力協定（連携講座、連携大学院等）に基づき、多数の客員教員の派

遣、教育研究研修生等の受入を行った。また、平成 19 年度に創設したインターンシップ制

度により学生を受け入れた。 

以上の他、他の研究機関と連携して多数のプロジェクト研究を実施した（P15 指標 1-2-

ア 参照）。また、他独法、大学との人事交流を推進した（P19 指標 1-2-キ 参照）。 
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表 1-4-ア-1 資金提供型共同研究制度及び連携推進アドバイザー制度の概要 

制度名 制 度 概 要 備  考 

資金提供型共同研

究制度 

 共同研究の実施において必要がある場合、共同研究実施

者から研究資金の提供を受けることができる。（これまで

は、共同研究の費用は、共同研究の分担に応じ、農環研と

共同研究機関が分担。） 

H20.9.24 創設（農環研

共同研究実施規定改定） 

連携推進アドバイ

ザー制度 

 高度な専門的知識・経験又は優れた見識を有する者をア

ドバイザー（非常勤）として委嘱。アドバイザーは、本研

究所の産学官連携業務の推進に関し、協力・助言を行う。 

H20.5.7 創設（農環研連

携推進アドバイザー取

扱規程決定） 

 

表 1-4-ア-2 他機関との共同研究・人材交流（国内等） 
項目 件数・人数 

（H20 年度） 
備考 

共同研究契

約 
27 件 共同研究相手は、公設試 4、独法 6、大学等 6、民間 18（延

べ数）。 
共同研究 

協定研究 4 件 農林水産関係他独法との研究協力に関する協約書に則っ

て実施する研究。 
JSPS 特別研

究員 
5 人 

 
 

依頼研究員 3 人  

技術講習生 46 人  

教育研究研

修生 
7 人 連携講座（東京大学）、連携大学院方式による協力協定（筑

波大学、東京工業大学、東京農業大学）による受入。 

研究員等

受入 

その他 1 人  
大学との包

括的協力協

定等 

49 人 連携講座（東京大学）、連携大学院方式による協力協定（筑

波大学、東京工業大学、東京農業大学）、教育研究協力の MOU
等による教授、准教授、客員研究員等の派遣 

教員派遣 
等 

大学との兼

業 
7 人 非特定独法化に伴い平成 18 年度に兼業承認の簡素化を実

施。 
インターンシップ制度 7 人 学生に実際の研究業務を体験させることにより、職業適性の

見極めを支援し、高い就業意識を育成するとともに、農業と

環境に関係する研究に理解を深めてもらうことを目的とし

て平成 19 年度に整備。 

（注１）国内を主な対象とする共同研究、人材交流等（海外を主な対象とするものはＰ32 表 1-5-イ） 

 

●研究推進会議等（指標 1-4-イ） 

都道府県との連携を強化する新たな取組として、9 月に福島県と共催で現地セミナー「農

業環境技術公開セミナーin 福島」を開催した。また、行政部局（国及び都道府県）や関係

研究機関との連携を図るため、農業環境技術研究所連携推進会議を平成 21 年 3 月に東京で

開催した。多方面からの参加を得て、本研究所の主要な研究成果、産学官・国際連携の取

組等について説明し、意見交換を行った。 
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写真 1-4-イ 農業環境セミナーin 福島（写真は福島県農業技術センター提供） 

 

また、行政への技術情報の提供と行政ニーズの把握のため、農林水産省の環境政策の担

当課等と意見交換会を開催した。近年のこうした取組もあり、地球温暖化対策や食の安全

など比較的新しい政策分野で本研究所の研究成果が生かされつつある。 

研究機関との連携の関係では、環境研究を行う 13 研究機関で結成している環境研究機関

連絡会、農林水産地球温暖化対策研究推進会議等を開催した。環境研究機関連絡会では、「無

駄のない社会をつくる－資源循環の『見える』化－」をテーマとして成果発表会を行った。

この発表会では、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とともに、

環境問題に関心のある研究者や行政関係者、市民、報道関係者に広く気候変動に関する

新の研究成果や対策技術を発信することができた。 

 

表 1-4-イ 連携推進のための会議等の開催状況 

会 議 名 内  容 開催日(場所) 

農業環境技術研究所連

携推進会議 

行政部局（国及び都道府県）、関係独立行政法人、公設試験研究

機関の参加の下、農環研の研究成果や産学官連携の取組を説明する

とともに意見交換等を実施。 

H21.3.6 

(東京都) 

農林水産省大臣官房環

境バイオマス政策課と

の意見交換会 

 環境バイオマス政策課から 近の環境政策の動向と喫緊の課題、

農環研から農地土壌への炭素蓄積、生物多様性指標等の研究成果に

ついての説明を行うとともに意見交換を実施。 

H20.11.10 

(東京都：農

林水産省) 

農林水産省農村振興局

企画部資源課農村環境

保全室との意見交換会 

 農村環境保全室より農業農村整備事業における温室効果ガス対

策と生物多様性保全手法、農環研より農耕地からの温室効果ガス発

生と外来植物のリスクに関する 近の知見についての説明を行う

とともに意見交換を実施。 

H20.7.2 

(つくば市：

農環研) 

環境研究機関連絡会及

び同連絡会成果発表会

（第６回） 

環境省、国土交通省、文部科学省、経済産業省等の環境関係の研

究機関 13 機関で結成。連絡会を２回開催し、連絡会の成果発表会

（無駄のない社会をつくる－資源循環の『見える』化－）を実施。

農環研からは 8 件のポスター発表を実施。成果発表会参加人数 266

人。 

成果発表会

H20.11.20 

(東京都) 
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農林水産業にかかる環

境研究の三所連絡会

（第８回） 

森林総合研究所、水産総合研究センター及び農環研それぞれか

ら、活動内容や研究成果の説明を行うとともに、今後の協力可能性

について意見交換を実施。 

H20.10.8 

(岩手県) 

農林水産地球温暖化対

策研究推進会議 

地球温暖化対策研究連絡協議会（地球温暖化対策研究に係る研究

機関との情報交換や共同研究の実施等のため、農水独法等と平成

19 年 11 月に設立）の活動の一環として、農林水産省等を含め情報

交換を実施。 

H21.3.16 

(つくば市：

農環研) 

 

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

農業・食品産業技術総合研究機構からの受託を受け「地域活性化のためのバイオマス利

用技術の開発」等の研究を連携し実施した。 

また、国際農林水産業研究センターが実施する国際共同研究「中国食料の生産と市場の

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

 

評価ランク コメント  

自己評価 

中項目 

1－4 
A 

民間等との連携強化のため資金提供型共同研究制度を創設

したこと等産学連携の取組が進められており評価できる。産学

連携は今後一層重要となる分野であり、我が国の農業環境問題

の解決に資する成果を生み出し、地域での活用につなげるた

め、生産現場や公設試験研究機関との連携強化を含め、引き続

き積極的な取組を行うことが期待される。 

関係機関との連携会議も回を重ね、地球温暖化対策、食の安

全など比較的新しい政策分野で本研究所の成果が生かされつ

つあることは評価できる。環境分野はレギュラトリーサイエン

スが必要な分野であり、現在、政策への反映が十分でない分野

を含め、意見交換の場などを活用し、政策提言を積極的に行う

ことが期待される。 

 

評価ランク コメント  前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

1－4 

A 

共同研究を拡大させるとともに、新たな研究推進会議を開催

するなど連携を強化している。今後とも、外部機関との連携や

人事交流を強化するとともに、こうした連携の強化が農業環境

技術研究所の研究の効率的実施に寄与することを期待する。 

 

 



 30 

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

究への取組を強化する。このため、環境科学分野での国際的イニシアチブの確保、国内外

の研究機関との連携を積極的に推進する。 

 

中期計画 

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

力等の取組を推進する。 

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

等、国際的な人的交流を進める。 

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

 

中項目実績 

●国際研究コンソーシアムの構築（指標 1-5-ア） 

モンスーンアジア農業環境研究コンソーシアム（MARCO）の活動の一環として、土壌情

報システムに関する国際ワークショップの開催等を実施した。このワークショップでは、

新の研究開発に関する情報交換、東・東南アジア共通のプラットホームの構築について

の協議が行われ、今後の研究推進に有効な知見が得られた。また、我が国の土壌情報シス

テムの公開が海外に比べ立ち後れていることを認識したことから、研究課題重点化に向け

た点検の中で対応を検討し、研究を加速化する方向を打ち出した。また、イベントや研究

者招聘に関する情報掲載、メンバー機関のリンク構築など MARCO ホームページの充実を

図った。なお、海外との連携協力関係の現状調査を行い、MARCO への参加の働きかけを

実施したこと等により、MARCO のメンバー研究機関が 12 機関から 17 機関に増加した。 

農業環境問題の解決に向けアジア地域の国際連携が重要性を増していること、また、平

成 19 年度業務実績に関する農林水産省独立行政法人評価委員会の指摘等を踏まえ、

MARCO を中心とした国際連携の推進について所内で検討を実施した。 

 

表 1-5-ア MARCO を中心とした国際連携の推進について 

  

モンスーンアジア農業環境研究コンソーシアム（MARCO）を中心とした国際連携の推進については、以下

のとおり。なお、今後の具体的な方針等については、役員会で検討を進める。 



 31 

背景等 

・ アジアを対象とした国際共同研究、国際連携の重要性の増大 

・ 農林水産技術会議の国際研究戦略（国際研究推進のために講ずべき方策で MARCO の例示） 

・ 独法評価委員会の評価（戦略的推進の必要性を指摘） 

MARCO の主旨 

・ 多くの共通点を有するモンスーンアジア地域の農業環境問題の解決に向け、国際協力関係を構築する。

そのために関係機関が自主的に参加する、緩い形態のコンソーシアム。 

MARCO の活動の強化に向けて 

・ 国際シンポジウムの開催（2～3年に一度。） 

・ ウエブサイト等を通じた情報提供の強化。 

シンポジウム・ワークショップ等のイベント情報、研究者招聘に関する情報の早い時期からの提

供。メンバー機関のウエブサイトへのリンク。関連情報の提供。 

2009 年 MARCO シンポジウム（案） 

「モンスーンアジアにおける農業環境問題と研究の挑戦」 

“Challenges for Agro-Environmental Research in Monsoon Asia” 

開催日 ：平成 21 年 10 月 5 日（月）～7 日（水） 

開催場所：つくば国際会議場（Tsukuba International Congress Center, Epochal Tsukuba） 

全体セッション 10 月 5 日（月）09:00～17:00、7 日（水）13:00～15:00 

ワークショップ 10 月 6 日（火）09:00～7 日（水）12:00 

【ワークショップ１】植物機能を利用した重金属汚染土壌修復技術の開発（仮題） 

【ワークショップ２】地球温暖化に伴う農作物高温障害の発生、予測と適応戦略 

【ワークショップ３】モンスーンアジアの植物資源とアレロケミカルの探索 

【ワークショップ４】水田を中心としたモンスーンアジアの農業生態系と生物多様性 

【ワークショップ５】Development of Metagenomics analysis toward Agro-Environment（邦題未定） 

 

 

●国際研究機関や研究者との共同研究、連携強化（指標 1-5-イ） 

国際会議の開催、多数の MOU に基づく国際共同研究、海外機関からの研究者受入を行

った。また、国際的人材育成のため 4 人を長期在外研究に派遣するなど国際研究機関等へ

の研究者の派遣を実施した。台湾において開催した「アジア・太平洋地域における農業環

境で問題となる有害植物・昆虫に関する国際セミナー」では、セミナーのまとめとして、

農作物に大きな被害を与える侵略的な有害植物・昆虫の管理技術を構築するため、同地域

での連携強化、本研究所のデータベースである APASD への情報集積の促進等が提案され、

意義あるものとなった。また、4 カ国共同研究「水系における医薬品類、ニトロソアミン類、

ホルモン類及び残留性有機汚染物質の多成分分析法の開発」では、4 カ国の協力により、広

範な化学物質の分析マニュアルを効率的に作成することができた。 

なお、中国科学院南京土壌研究所の研究者が、「耕地に対する温室効果ガス放出目録の開

発とその影響評価」の業績により、平成 20 年度若手外国人農林水産研究者表彰（農林水産

省及び JIRCAS 主催）を受賞した。これは、長期にわたる本研究所との共同研究の成果が

評価されたものである。 



 32 

 

表 1-5-イ 他機関との共同研究・人材交流等（海外等） 

項 目 件数・人数 

(H20 年度) 

備  考 

①MARCO 国際ワークショップ「アジアにおける自然資源管理のため

の土壌情報システムの新しい取り組み」 

日本、アメリカ、韓国、マレーシアなど８カ国の研究者で、欧米及

び東・東南アジアにおける土壌情報システムの研究開発と現場への普

及について情報交換、意見交換を実施。（H20.10.14-15：つくば市：

参加 81 人）。 

国際シンポジウム

等 

2 件 

②アジア・太平洋地域における農業環境で問題となる有害植物・昆虫

に関する国際シンポジウム 

 日本、台湾、タイ、インドネシアなど８カ国の研究者が参集し、ア

ジア・太平洋地域における外来生物の現状等について意見交換を実施

し、APASD への情報集積の促進等を提案。（H20.11.11～14：台北、

参加約 40 人）（亜太糧食肥料技術中心（FFTC）と共催） 

共同研究契約に基

づく国際共同研究 

 

1 件 

（4 機関） 

○韓国、アメリカ、ドイツとの４カ国共同研究「新規水質汚染物質に

対する多成分残留分析法開発」 

 ４カ国の研究機関で分担し、POPs22 種の化学物質の水系での分析

マニュアルを作成。 

(注) 平成 20 年６月までは、「水系における医薬品類、ニトロソアミン

類、ホルモン類及び残留性有機汚染物質の多成分分析法の開発」とし

て実施。 

ＭＯＵに基づく研

究協力 

5 件 ①農村振興庁農業科学技術院、水原、韓国 

  共同研究実施。年に一度合同検討会議を開催。 

②中国科学院南京土壌研究所、南京、中国 

  戦略的国際科学技術協力推進事業（JST）に共同で提案・採択。 

③New Zealand's foremost environmental research organization, 

Auckland, New Zealand 

  共同研究実施。OECD 国際共同研究プログラムで研究者１名を６

ヶ月間派遣。 

④ International Arctic Research Center: IARC,  

University of Alaska Fiarbanks, USA 

⑤The Center for Development Research (ZEF),University in 

Bonn, Germany 

研究者招

聘 

17 人 セミナー講演、共同研究打合せ等のための招聘 

フェロー

シップ 

１人 エコフロンティアフェローによる受入 

研究

員受

入 

その他 2 人 MARCO による招聘等 

国際機関

への派遣 

7 人 (注)内訳はＰ77 表 2-3-エ参照 研究

員派

遣 国際学会 79 人 ６人の招待講演あり 
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への派遣  

中期・長期

在外研究 

4 人 JSPS 長期在外研究派遣、OECD 国際共同研究プログラム、農環研の

若手研究者派遣制度による在外研究 

（注）海外を主な対象とする共同研究、人材交流等。国内を主な対象とするものはＰ27 表 1-4-ア-2 

 

 

評価ランク コメント  

自己評価 

中項目 

1－5 
A 

 国際ワークショップや MOU を積極的に活用し、国際的な

研究情勢を把握しつつ研究を進めている点は高く評価できる。

MARCO の活用についても検討が進められている。基礎研究

においては、国際レベルの研究成果を創出することの重要性が

増しており、国際舞台で活躍できる人材育成も重要である。こ

うしたことから国際連携の取組の強化、研究開発評価を国際水

準で行うための国際的ベンチマークに取り組むことが期待さ

れる。特に、今後開始される IPCC 第５次報告書の作成、来年

10 月に名古屋で開催される生物多様性条約第 10 回締約国会

議において農環研のプレゼンスを発揮できるよう、戦略的な取

組を行うことが期待される。 

 

評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

1－5 

A 

共同研究の実施や独自の外国人研究者招へい、外国人研究者

の受入など国際研究機関や研究者との協力、連携は継続してい

る。また IPCC から感謝状が贈られた事実は、農業環境技術研

究所のこれまでの貢献の実績が IPCC のノーベル平和賞受賞

につながったことを示している。他に先駆けてこの問題の重要

性に目を向け、取り組んできたこれまでの業績が国際的に高く

評価されたことは、誇るべき成果であろう。平成 18 年度に設

立したモンスーンアジア農業環境コンソーシアム（MARCO）

について、国際シンポジウムの開催、研究者の招へい等順調に

活動を開始している。しかし、その理念・戦略の策定・明確化、

他のコンソーシアムとの比較、効果の評価などが進んでいな

い。早急に全体像を示すなどにより関係研究者に対する農業環

境技術研究所のイニシアティブを確保し、着実にモンスーンア

ジアにおける農業環境問題を解決していくことを期待する。 
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第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

１．試験及び研究並びに調査 

中期目標 

（１）重点研究領域 

新たな中期目標を定めるに当たり、研究所の独自性を発揮する観点から農業生産環

境の安全性を確保するための基礎的な調査及び研究への特化・重点化を図りつつ、食

料・農業・農村基本計画に対応して策定した「農林水産研究基本計画」に示された研究

開発を推進するため、「農業環境のリスクの評価及び管理に向けた研究開発」、「自然

循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明」及び「農業生態系の機能の解

明を支える基盤的研究」を重点的に実施する。なお、研究開発に当たっては、安全性及

び研究推進への国民の理解の確保に努める。 

 

（２）研究の推進方向 

研究に係る目標の作成に当たって、次のように定義した用語を主に使用して段階的

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

に示す。 

 

解明する：原理、現象を科学的に明らかにすること。 

開発する：利用可能な技術を作り上げること。 

確立する：技術を組み合わせて技術体系を作り上げること。 

 

Ａ 農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発 

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 

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。 
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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 

（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 

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

（POPs）等の化学物質による汚染リスクを低減するため、それらの動態を解明するととも

に、リスク低減技術を開発する。農薬等の有機化学物質については、環境中挙動予測モデ

ルを開発するとともに、水生節足動物等への暴露試験等により、環境リスク評価手法を開

発する。また、有害化学物質で汚染された土壌を化学洗浄、バイオレメディエーション等

の手法で修復する技術や、これらの物質に対する低吸収性品種の利用技術等を開発する。 

 

大課題実績（中課題実績） 

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

ア 農薬等の環境リスク評価手法及びリスク低減技術の開発 

［研究の背景］ 

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

過去に農薬として使用されたものなどが農地に残留し、農作物から検出される場合がある。

また、農薬は、農業の生産性の向上に役立っているが、周辺環境への拡散により環境に影

響を及ぼすことも心配されている。このため、本課題では、農業環境中の残留性有機汚染

物質（POPs）や農薬のリスク評価手法及びリスク管理技術の開発のための研究を実施して

いる。 

 

［主な成果］ 

①有機化学物質のリスク評価手法の開発 

平成 19年度開発した有機化学物質の地球規模での汚染拡散を評価できるマルチメディア

モデル（NIAES-MMM）の空間解像度を向上（緯度 15º×経度 30º／グリッド→緯度 5º×経

度 15º／グリッド）させ、モデルの精緻化を進めた。 

また、各種水稲用除草剤及びその代謝分解物の河川中での濃度を経時的に測定したとこ

ろ、一部の除草剤で代謝分解物の濃度が親化合物の濃度を上回る薬剤があり、生態系への

影響評価には代謝分解物についても考慮することが必要と考えられた。そのため、河川水

中農薬濃度予測モデル（PADDY-Large）を改良して、代謝分解物の挙動をも予測可能とし、

桜川中流域でのモニタリングデータとの照合によりその妥当性を確認した。 
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②有機化学物質のリスク低減技術の開発 

（普及に移しうる成果：キュウリのディルドリン残留濃度を予測できる土壌抽出法、カボ

チャのヘプタクロル汚染対策技術） 

 近年、キュウリから残留基準値を上回る濃度でディルドリンが検出され、産地では生産

の自粛等の対応を余儀なくされている。このため、栽培前にキュウリのディルドリン残留

濃度を予測する手法を検討し、50％メタノール・水（v/v）抽出により得られた土壌中ディ

ルドリン濃度が、土性が異なっていてもキュウリ植物体中ディルドリン濃度の差異を反映

することを明らかにした。この成果は、キュウリ栽培の適否を判定する方法として活用が

期待され、現在、地域の農業研究機関と共同で実証試験を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、近年、カボチャから残留基準値を上回るヘプタクロル類が検出されている。ヘプ

タクロルは土壌中での消失速度が遅く、農薬（殺虫剤）の失効（1975 年）から 30 年以上

経過した現在でも農地に残留している。このため、キュウリのディルドリン対策として効

果が認められた低吸収作物への転換、低吸収品種の選択、吸収資材による吸収抑制技術に

ついて、カボチャのヘプタクロル対策としての適用性を検討し、これらが適用可能である

ことを明らかにした。 

 

表 各種溶媒抽出における土壌中ディルドリン濃

度とキュウリ茎葉部中ディルドリン残留濃度との関

係 

50％メタノール・水混液による抽出で得

られる土壌中ディルドリン濃度がキュウ

リ中ディルドリン濃度の差異を最も良く

表現しています。これを応用して、栽培前

に土壌中濃度を知ることにより、栽培の適

否が判定できます。この技術は特許出願中

です。 

図 50％メタノール・水により抽出し

た土壌とキュウリ中ディルドリン残留

濃度との関係 

溶媒 割合（％） 傾き 切片 r2 P値

メタノール 0 13 0.050 0.123 0.355
メタノール 10 7.7 0.470 0.166 0.277
メタノール 25 3.0 0.038 0.321 0.112
メタノール 50 0.62 0.015 0.918 0.0001
メタノール 100 0.31 0.020 0.719 0.004
アセトン 100 0.21 0.024 0.735 0.003

キュウリのディルドリン残留濃度を予測できる土壌抽出法 

土壌中ディルドリン濃度*
（mg/kg-乾重）

*50%メタノール・水抽出
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土壌の種類が異なっても本法の適用が可能です。な

お、キュウリ台木品種が異なるとディルドリンの残留

濃度が異なるため、濃度予測する場合は台木品種ごと

に回帰式を作成する必要があります。 
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図１ 残留土壌で生育させた各種作物幼植物の茎葉部・根部ヘプタクロル類濃度 

I: 標準誤差（n = 3） 

ウリ科ではヘプタクロル類が茎葉部から顕著に検出されましたが、ウリ科以外は極めて低濃

度でした。これはディルドリンの植物吸収と同様の現象であり、ヘプタクロル類においてもウ

リ科作物の吸収特異性が明らかとなりました。 

図２ 残留土壌で生育させたカボチ

ャ幼植物茎葉部ヘプタクロル類濃度

の品種間差   I: 標準誤差（n = 3）

 

カボチャのヘプタクロル類吸収に

は品種間差があり、低吸収性品種の利

用によって汚染低減がある程度期待

できます。 
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カボチャのヘプタクロル汚染対策技術 

図３ 吸着資材の土壌混和によるカボチャのヘプタクロル類吸収抑制効果 

 I: 標準誤差（n = 3） 

活性炭資材は、キュウリにおけるディルドリンの場合と同様に、カボチャのヘプタクロル類

吸収においても抑制効果を発揮します。 
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イ 重金属汚染リスク評価手法及び汚染土壌修復技術の開発 

［研究の背景］ 

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

出されたものが土壌に蓄積し、農作物に移行する場合がある。近年、CODEX 委員会で米、

野菜等のカドミウム国際基準値が合意され、これを受けて我が国の食品中の規格基準値の

改訂が進められるなど、国内外において安全性に対する意識・関心は高まっている。この

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

リスク低減技術の開発のための研究を実施している。 

 

［主な成果］ 

①重金属リスク評価手法の開発 

安定同位体カドミウム(111Cd)を添加した土壌のカドミウム同位体比から、土壌中の可溶

性カドミウム総量を推定できる手法を開発した。本成果は、土壌中カドミウムの作物への

吸収リスクを評価することに活用できる。 

 

②重金属リスク低減技術の開発 

麦や野菜など畑作物のカドミウム汚染対策として、水田土壌で確立したカドミウム化学

洗浄法の転換畑における効果を検証するため、平成 18 年度に化学洗浄を実施した水田ほ場

において、小麦の現地栽培試験を行うとともに、同ほ場の土壌を用いたポット試験(オクラ

を栽培)を実施した。その結果、洗浄ほ場において土壌 Cd 浄化効果はほぼ維持され、無洗

区に対する洗浄区の玄麦 Cd 含量低減率は約 50％、ポット試験のオクラでは約 54%と土壌

Cd 除去率に近い値となり、化学洗浄法による Cd 吸収リスク低減効果が確認された。 

カドミウム汚染畑地土壌のファイトレメディエーション技術の開発のため、イネ（品種：

IR8、長香穀）とソルガム（品種：G ソルゴー、H ソルゴー）を畑条件で栽培し、地上部カ

ドミウム吸収量の品種間比較を行った。地上部カドミウム吸収量が も高かった畑栽培イ

ネの長香穀が、畑ほ場の修復作物として有望な品種であると考えられた。 

重金属低吸収品種利用技術の開発のため、農研機構・東北農研センターと共同で玄米カ

ドミウム濃度が低く、かつ栽培特性が向上した羽系５系統を選抜した。これら５系統の玄

米 Cd 濃度は一般品種の半分程度であり、カドミウム低吸収品種としての活用が期待される。 
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評価ランク コメント  

自己評価 

大課題 A1 

(中課題 A11) 

A 

（A11：A） 

有機化学物質のリスク評価及びリスク低減技術の開発

については、キュウリのディルドリン濃度を予測する土

壌抽出法、カボチャのヘプタクロル汚染低減技術など、

現場ニーズに即した成果を出す一方、国際誌へ多くの論

文を発表するなどレベルの高い研究成果を出しており、

顕著な実績として高く評価できる。 

重金属汚染リスクの評価手法及び対策技術の開発につ

いては、順調に進捗している。特に、安定同位体カドミ

ウムを用いた土壌中の可溶性カドミウムの評価法を開発

したこと、玄米カドミウム濃度が低い稲系統を開発し、

プレスリリースを行ったことは評価できる。 

以上より、全体としては順調に進捗していると判断で

きる。なお、近年、この分野では、農業現場での実証・

普及が進展しているカドミウムの汚染土壌修復技術をは

じめとして、実際の活用につながっている成果が多く生

み出されており、高く評価できる。 

 

評価ランク コメント  

前年度の独法評

価委員会評価 

大課題 A1 

(中課題 A11) 

S 

農業環境における化学物質による汚染リスク低減研究

に関しては、農薬等の環境中挙動予測モデルや、水生節

足動物を用いた環境リスク評価手法、カドミウム汚染土

壌の修復技術や低吸収性品種の利用技術等の主要技術が

本年度に開発され、４件が「普及に移しうる成果」に選

定された。特に、低濃度エタノールによる土壌消毒法は、

臭化メチルの代替技術として期待されており、2007 年農

林水産研究成果 10 大トピックスに選定されるなど、特筆

すべき成果である。また、カドミウム汚染土壌の化学洗

浄やバイオレメディエーション等による修復技術の有効

性と持続性が示されるなど、本年度の成果として高く評

価できる。今後も、成果の早期公表や国際的なアピール

に努めるとともに、行政や生産現場のニーズを踏まえて、

現場で実証できる技術開発に期待する。 
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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 

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 

（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 

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） 

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

ア 外来生物の生態系影響評価とリスク管理技術の開発 

［研究の背景］ 

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

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

外来生物被害防止法が制定され、外来生物対策が進められているが、規制・排除すべき外

来生物を決定する基準の明確化等が求められている。そのため、本課題では、我が国の農

業生態系に影響を与える可能性のある外来生物の特性や定着実態の把握、リスク評価法の

開発等を実施している。 

 

［主な成果］ 

①特定外来生物の定着実態 
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現地調査により、千葉県印旛沼周辺の水田で、特定外来生物ナガエツルノゲイトウが畦

畔、田面、小水路に蔓延し農業被害を与えていること、またこれら水系から離れた谷津田

部分にも分布していることを明らかにした。この分布拡大には、各ほ場での農法の影響が

大きいことが推定された。ナガエツルノゲイトウは中国で蔓延が大きな問題となっており、

注意が必要である。 

利根川の河口から群馬県烏川の合流点までの特定外来生物カワヒバリガイの分布状況を

明らかにした。利根川では河口から 116km の調査点まで生息が確認され、利根川本川のみ

ならず、周辺河川・湖沼・水路・導水施設などにも広く生息していることが明らかになり、

茨城県・千葉県・群馬県では利水施設の運用での被害が確認された。 

 

②外来植物の分布と土壌化学性との関係 

北関東の農地周辺の草本群落を対象に調査を行い、表層土壌の pH が高い場所や有効態リ

ン酸の高い土壌で外来植物の侵入が頻発していることを明らかにした。 

 

③外来植物のリスク評価手法 

導入前植物のリスク評価法（新たに我が国へ導入される植物を対象に、我が国で雑草化

する植物とそうでない植物を判別する手法）として国際的に定評があるオーストラリア式

雑草リスク評価法が我が国へ適用できることを明らかにした。また、雑草判別基準につい

て、従来の雑草判別率に基づいて決定する方法に加え、経済的利益等の外部要因と評価法

の精度も考慮して決定する方法を提案した。これらの成果については、外来生物法の担当

省庁である環境省など行政機関での活用が期待される。 

 

イ 遺伝子組換え生物の生態影響評価とリスク管理技術の開発 

［研究の背景］ 

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

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

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

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

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

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

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

している。 

 

［主な成果］ 

①生物多様性影響評価研究（野生化、交雑性研究） 

鹿島港を始めとした国内の幾つかの港で、輸入されたセイヨウナタネのこぼれ落ち種子に由来
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する遺伝子組換えナタネの生育が報告されているため、セイヨウナタネが他種を駆逐して分布を拡

大してゆくかどうかを確認する目的で、ほ場でセイヨウナタネの播種時期と刈り取り条件を変えて他

の雑草との競合実験を行った。その結果、播種時期と刈り取りの有無は、セイヨウナタネの発生に

大きな影響を及ぼしたが、いずれの試験区においても他雑草の繁茂によりセイヨウナタネの発生は

抑制され、少数の個体の発生と消滅を繰り返した。こうしたことから、セイヨウナタネが他の雑草種を

駆逐する可能性は低いと考えられた。 

遺伝子組換えダイズが栽培された場合、我が国に自生している近縁野生種であるツルマメ

との交雑の可能性が指摘されている中、農環研ほ場で開花期を出来るだけ重複するように調

整し、両者が絡み合うほどの距離で栽培した場合でもその交雑率は極めて低いことが明らか

になっている。交雑の頻度は両者の開花期重複の程度に影響を受けるため、開花期の重複

に基づく交雑可能性予測モデルを作成する目的で、ツルマメの開花特性の地理的変異につ

いて検討した。その結果、北海道、秋田、茨城、佐賀、宮崎の５系統のツルマメの開花開始日

は、宮崎系統を除けば、日長時間より有効積算温度によって決定され、南の系統ほど要求有

効積算温度が高いこと、開花最盛日、開花終了日は、南の系統ほど、より短い日長に反応し、

それらが、日長時間によって決定されていることを明らかにした。 

 

②共存研究（交雑抑制研究） 

大規模圃場におけるイネ花粉の長距離飛散と交雑の実態を明らかにする目的で交雑予測

モデルを用いて、種子親圃場における交雑率予測図を作成して大量の試料を効率的に採取

し、花粉親からの距離と交雑率との関係を明らかにした。 

トウモロコシ等風媒性作物の花粉飛散を制御し、交雑抑制技術を開発するため、防風植

生や散水による交雑抑制効果試験を行った。3 年間の交雑率の結果を比較すると、花粉親か

ら 10ｍ以上離れると交雑抑制効果はほとんどなくなり、交雑抑制効果は防風ネットと同様

に限定的であることが分かった。 

  

評価ランク コメント  

自己評価 

大課題 A2 

(中課題 A21) 
A 

（A21：A） 

外来植物の生態系影響評価に関する研究については、

順調に進捗している。特定外来生物であるナガエツルノ

ゲイトウやカワヒバリガイの分布状況や被害の確認など

研究の面でも社会的インパクトの面でも重要な成果が得

られており、国際誌にも多くの論文を発表している。新

たに導入される植物のリスク評価法であるオーストラリ

ア式雑草リスク評価法が我が国でも適用できることを明

らかにするなどの成果もでており、このような研究成果

の施策への反映を期待する。 

遺伝子組換え生物の生態系影響に関する研究について
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 は、遺伝子組換えダイズと我が国に自生している近縁野

生種であるツルマメの交雑は極めて起こりにくいことを

明らかにし、国民に向けプレスリリースを行った。また、

イネの花粉飛散と交雑に関する成果など多くの成果が

「第１種使用規定承認組換え作物の栽培実験指針」の改

正や生物多様性影響評価検討会での議論に反映されてい

る。こうした点は評価できる。 

 

評価ランク コメント  

前年度の独法評

価委員会評価 

大課題 A2 

(中課題 A21) 
A 

外来生物の被害実態については、特定外来種であるカ

ワヒバリガイが霞ヶ浦だけではなく、利根川にも分布し

ていることを明らかにし社会的にも注目された。外来生

物の侵入確率の評価については、FAO の雑草性リスク評

価法を改良し、新たな外来危険植物を提案するとともに、

昆虫等外来天敵の分子マーカー等による同定技術の開発

を進めた。また、遺伝子組換え生物については、除草剤

耐性遺伝子組換えダイズとツルマメの自然交雑抑制のメ

カニズム解明、輸送中に道路に落下したセイヨウナタネ

の周辺群落への影響解明、イネ花粉の動態に基づく交雑

モデルの高度化等を推進するなど、研究は全体として順

調に進捗している。今後も、リスク管理技術の開発を進

め、いくつかの生物種について確実に目標が達成される

ことを期待する。 
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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。 

 

中期計画 

（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 

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

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

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

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

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

より、個体群の安定化要因を解明する。 

（２）農業生態系機能の発現に関与する情報化学物質の解明 

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

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

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

の発現を制御している物質等を明らかにし、その機能を解明する。 

 

大課題実績（中課題実績） 

（１）農業生態系を構成する生物群集の動態と生物多様性の解明 (B11) 

［研究の背景］ 

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

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

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

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

究を実施している。具体的には、調査情報システム RuLIS（Rural Landscape Information 

System）を開発している。これは、我が国の農業生態系を客観的かつ階層的に類型化し、

各類型から任意に抽出したモニタリング地区で、植生、景観構造等のデータを収集・分析

することにより、全国的な農業生態系の動態や農業が生物多様性に及ぼしている影響の把

握及び予測を行うことができるシステムである。また、農業活動の変化が指標昆虫や水生

植物の種構成や多様性に及ぼす影響の研究を実施している。 

 

［主な成果］ 

①調査情報システムの開発と景観構造と生物多様性の関係解明 

調査情報システム RuLIS について、農業生態系区分を改善するとともに、農業生態系区

分データ（全国を 60 クラスに分類）を公開するため、Web-GIS を利用したシステムを構築

した。また、全国統一基準で複数年度整備されている国土数値情報 1/10 細分土地利用メッ

シュデータ（１辺約 100m）から３次メッシュ（１辺約 1km）内の土地利用の混在度を算

出し、それを水田-森林境界域など重要な景観構造の指標として活用できることを明らかに

した。 

 

②ため池・水田と周辺の環境が指標昆虫の生息に及ぼす影響の解明 

トンボ類にとってのため池の配置の重要性を、池内の環境、池周辺の土地利用の影響と

比較して評価した。その結果、飛翔力のあまり強くない種では、ため池の配置が も重要

であること、トンボ類全体では、ため池の配置は、池内の環境、池周辺の土地利用の影響

と同程度に重要であることが明らかになった。この成果は、灌漑施設や栽培技術が変化す

る中で、指標昆虫（環境の指標となる昆虫）の一つとなっている農村地域に生息する多様

なトンボ類の保全を図るための取組を効果的に進める上で重要な知見である。 

 

③化学資材使用等の農法の変化が水田周辺の水生植物群集に及ぼす影響の解明 

 除草剤利用等の農法が水田周辺の水生植物群落に及ぼす影響を解明するため、水田周辺

水路で除草剤濃度と水生植物群落の同時モニタリングを行った。除草剤が も散布される

時期（5 月）に沈水植物（エビモ等）で顕著な影響が見られ、抽水植物のガマとヨシはほと

んど影響を受けないことを明らかにした。また、農業水路におけるエビモ個体群は、消滅

と再生というサイクルを繰り返している可能性が示唆された。 
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（２）農業生態系機能の発現に関与する情報化学物質の解明（B12） 

［研究の背景］ 

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

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

機能を解明することは、農業生態系機能の維持・向上に資する様々な技術開発につなげる

上で重要である。そのため、本課題では、そのような技術開発につながる可能性が高い、

バラ科植物が産生する生理活性物質（アレロパシー物質）、ノメイガ類など昆虫のフェロモ

ン、生分解性プラスチック分解微生物などの機能解明を進め、技術開発につなげている。 

［主な成果］ 

①バラ科植物等が産生する生理活性物質の機能解明 

ユキヤナギに含まれるシス－ケイ皮酸グルコシドが示す植物生育阻害活性は、沖積土壌

の存在下ではほとんど変動しなかった。火山灰土壌及び石灰質土壌の存在下では 1/2～1/10

程度まで低下するが、その場合でも、生態系において機能を発揮しうる高い活性レベルに

あることを明らかにした。今後、さらに研究を進め、新しい雑草抑制技術の開発や生態系

の生物多様性の理解の深化につながる知見を得ることを目指している。 

 

②ノメイガ類等昆虫の増殖に関わる情報化学物質の機能解明（普及に移しうる成果） 

ツワブキノメイガのメスから性フェロモンを抽出し、フェロモン有効成分の候補につい

てオスの反応性を調査し、オスの誘引活性に必須な３成分を明らかにした。また、ナシマ

ダラメイガの雌成虫から性フェロモンを抽出し、誘引成分を解明するとともに、野外試験

で活性成分、比率、担持量、持続期間の検討を行い、発生予察用誘引剤を開発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性フェロモンを利用したナシマダラメイガの発生予察用誘引剤 

写真２ 性フェロモントラップに捕獲されたナイマダラメイガ雄 

トラップに捕獲された虫の数を調べることで、成虫の発生の有無や

時期がわかります。このような情報をもとに、殺虫剤散布等の防除を

効率的に行うことができます。 

写真１ 性フェロモントラップ 

性フェロモン成分をゴムに浸み込ませたものを誘引

源としてこのトラップの内側に設置します。誘引され

た虫は内側下面に敷いた粘着板に捕獲されます。 
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③生分解性プラスチック分解微生物の機能解明（普及に移しうる成果） 

イネ科作物の葉の表面などに生息する 1,500 株以上の候補菌株から、特に高い生分解性

プラスチック（以下、「生プラ」と略）分解活性を持つ不完全菌類に属するカビ（菌株名 47-9）

を選抜すると共に、その酵素活性が も高くなる条件を明らかにした。このカビは、培養

液中に高純度で生プラ分解酵素のみを生産する優れた特性があり、この菌の酵素液を市販

の培養土の上に敷いた生プラフィルム（PBSA：ポリブチレンサクシネート／アジペート）

に散布処理すると、処理後６日間で全体の 91.2％(重量換算)が分解された。 

この成果は、使用済み生プラ製品の分解を促進する新しい技術開発につながることが期

待される重要な知見である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 培地に処理した47-9菌株によるPBSA膜及びPBS（ポリブチレン 

サクシネート）膜の分解 

生プラフィルムはこの菌によって分解され、ほとんど残っていません。 

       

   

 

図２ 培養土への酵素処理による生プラフィルム（PBSA）の分解 

     （ 左：無処理10日後 中：処理６日後  右：処理10日後 ）  

培養土上の生プラフィルムが分解され、下の培養土が見えるようになります。 

 

PBSA膜 PBS膜 PBSA膜 PBS膜

植菌
10日後

PBSA膜 PBS膜 PBSA膜 PBS膜

植菌
10日後

処 理 前                 処 理 後    

植物の葉から生分解性プラスチックを強力に分解するカビを発見 
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評価ランク コメント  

自己評価 

 

大課題 B1 

(中課題 B11) 

(中課題 B12) 

Ｓ 

 

(B11：Ａ) 

(B12：Ｓ) 

生物多様性の解明に関しては、RuLIS について、農業生

態系区分データの Web 公開に向けたシステムが構築され、

生態系指標の改善が行われるなど実用化に向けた進捗がみ

られ評価できる。また、ため池や水田の位置関係とトンボ

相との関係の定量的評価は、重要な手法として評価できる。

生物多様性研究においては、 近の も大きな変化である

耕作放棄地や休耕田の増加に伴う生物多様性の予測研究を

強化することを期待する。また、 近高度化された一般化

線形モデルを基本にしたモデル選択についても検討するこ

とを期待する。 

情報化学物質の機能解明に関する研究については、アレ

ロパシー物質、昆虫フェロモン、生分解性プラスチック分

解微生物など、それぞれの研究で、精力的な研究が展開さ

れ社会的インパクトのある特筆すべき成果が得られてお

り、高く評価できる。２件の普及に移しうる成果が得られ、

このうち、生分解性プラスチック分解微生物については、

2008 年度農林水産研究成果 10 大トピックスに選定される

など、農業生産はもとより、それ以外の分野にも大きな波

及可能性のある特筆すべき成果があがっている。また、「植

物のアレロパシー現象とその作用物質の解明に関する研

究」が平成 21 年度文部科学大臣表彰（研究部門）を受賞し

ている。 

以上より、この分野では中期計画を大幅に上回る業績が

上がっていると評価できる。 

 

評価ランク コメント  

前年度の独法

評価委員会評

価 

大課題 B1 

A 

植生等の生物相調査データや景観構造等のデータを統合

した「調査・情報システム」の構築は、大きく前進し、OECD、

スイス、韓国等、国際的に注目された。また、PCR-DGGE

法を用いた土壌生物相評価法を確立し、土壌生物解析マニ

ュアルとして公表した。さらに、自然界からの多くの生分

解性プラスチック分解菌の分離や新たな性フェロモン成分

の発見等に成功する等、生物機能利用の基盤となる成果も

得られており、研究は中期計画に沿って順調に進捗してい
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 る。今後は、これまで開発した予測モデル、マニュアル等

の公表を進めるとともに、生分解性プラスチック分解菌等

については、実用化に向けた技術開発の推進を期待する。 
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２）農業生態系の変動メカニズムの解明と対策技術の開発 

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。 

中期計画 

（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 

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

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

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

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

変動が食料生産に及ぼす影響予測シナリオを構築する。 

（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明 

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

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

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

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

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

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

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

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

流出動態を解明し、水質汚染に対する脆弱性を評価するための手法を開発する。 

 

大課題実績 

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

［研究の背景］ 

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

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

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

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

域スケールの影響評価）。 

［主な成果］ 

①ほ場スケールでの影響評価（水田生態系応答モデルの開発） 

 FACE（開放系大気 CO2増加実験）・温暖化実験では、CO2増加（+200ppm）と水温上昇（+2℃）処
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理の影響は、2 ヵ年を通してほぼ一貫した結果が得られた。すなわち、加温・高 CO2 処理は乾物重を増

加させるが、その程度は生育ステージの経過とともに低下した。また、これに関連する光合成及び 大

カルボキシル化速度の応答低下は、主として光合成関連タンパクの減少を介したものであることがわか

った。これらは、作物モデルの基本構造の妥当性を開放系条件で示した実証的データである。 

 環境制御チャンバー(クライマトロン)で、 開花期頃の夜温がイネの受精過程に及ぼす影響を調査した。

過去のチャンバー実験から、開花時の温度が 35℃を超えると不稔が発生することが知られているが、本

研究では昼の温度が 32℃程度でも、高夜温に遭遇すると、葯が裂開しにくくなって不稔が多発すること、

その発生閾値が夜温で 28℃～30℃にあること、高夜温条件での不稔率に顕著な品種間差異があること

を明らかにした。 

  

②地域スケールでの影響評価 

日本全国での影響評価に関しては、近年の気候変化傾向が、日本各地の水稲生育に及ぼした影響につ

いて、8 地点の水稲品種の長期ほ場試験結果を解析した。その結果、移植～出穂日までの日数は、ほぼ

全国的に顕著に短縮（平均すると 25 年間で約 7 日）していることが明らかとなった。一方、有意な収

量低下傾向は認められなかった。また、これまでに開発したほ場スケールモデルが、以上の長期変動を

妥当に再現したことから、実態の再解析及び将来予測に有効であると考えられる。 

東・東南アジアを対象とした影響評価に関しては、平成 19 年度開発した地域レベルの収量モデルを

東アジア広域（中国の省収量）に適用したところ、気象、窒素投入、品種の違いから、地域収量の時空

間変動の再現・予測にも利用できる可能性が示された。また、東北タイの天水田地域を対象としたモデ

ルでは、降水量に基づく作付面積の推定値が、農業統計資料による作付面積の変動を定性的に良く説明

することが明らかとなった。作付面積予測モデルと生育収量予測サブモデルを結合することにより、水

資源の変動からグリッド毎の作付面積、収量、生産量の変動を算定することが可能となった。 

 

（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明 (B22) 

ア 農耕地における温室効果ガス発生抑制技術の定量的評価 

［研究の背景］ 

農耕地と農業活動は温室効果ガスの発生源となっており、特にメタン（CH4）と亜酸化窒素（N2O）

については、水田、反すう動物の消化活動、畜産廃棄物、窒素肥料の施用などが重要な発生源と考えら

れている。一方、地球温暖化対策が重要性を増し、温室効果ガスの発生量の評価と排出削減への寄与が

求められている。そのため、本課題では、温室効果ガス発生抑制技術の定量評価、温室効果ガスの総合

収支データベースの構築、温室効果ガスの発生量の予測モデルの開発等を行っている。 

 

①温室効果ガス発生抑制技術の定量的評価（普及に移しうる成果） 

 中干し期間の前倒しや期間延長などの水田水管理による CH4 発生抑制技術の実証試験を全国 9 地点

で実施した。多くの地点において、中干しの延長等の改良水管理により、CH4発生量を効果的に削減で

きたが、中干し期間の多量の降雨（愛知）や CH4発生が栽培期間後期に集中する場合（徳島及び鹿児島）、

CH4 削減につながらなかった。また、水管理にともなう N2O 発生増加が少ないことを明らかにし、水

稲収量と品質等への影響に関するデータも集積した。 

 農耕地から発生する温室効果ガスの可搬型自動サンプリング装置を開発した。これは、各地域での高
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頻度・通年の温室効果ガス測定を可能とし、農耕地からの温室効果ガスフラックスのより正確な推定を

可能とするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②温室効果ガス総合収支データベースの構築と広域予測モデルの開発 

1985～2005 年までの 5 年ごとの、農業生産に伴う都道府県別窒素フローデータベースを完成し、N2O

発生量を IPCC ガイドライン Tier 2 手法に従って求めた。1990 年と 2005 年に関して比較すると、地

域により N2O 発生量が減少した場合と増加した場合が見られたが、多くの場合、地域において農地へ

の窒素施用量が減っても発生する家畜ふん尿窒素が増えていれば、N2O 発生量は増加していることが明

らかとなった。日本全体で見た場合、畜産セクタから発生する N2O 量は耕種セクタより多く、家畜ふ

ん尿の処理に伴う N2O 発生が地域の発生量をより強く制御していると考えられた。 

また、DNDC-Rice モデルによる CH4 発生量の広域推定のため、土地利用基盤整備基本調査（1993

年度）の GIS データに基づいて各土壌群の排水性（地表水排除速度と地下水位）の内訳を計算しデータ

ベースを構築した。さらに、土性と地下水位から土壌水のフラックスを計算するように DNDC-Rice モ

デルを修正し、地下水位による CH4発生量の変化を推定できることを確かめた。 

 

③高 CO2濃度・温暖化環境が水田からの CH4発生に及ぼす影響 

高 CO2 濃度・温暖化環境が水田からの CH4 発生に及ぼす影響をほ場条件で明らかにするために、前

年度に引き続き、岩手県雫石町で FACE(外気+200ppm)及び水温上昇（+2℃）実験を行った。CH4フラ

ックスに及ぼす処理の影響は両年とも同様であり、大きな加温効果（+29～+59%）と、有意ではないも

のの過去の試験と同程度の FACE 効果（+6～+39%）が観測された。 

温室効果ガスの可搬型自動サンプリング装置の開発 

 

写真 2 可搬型自動サンプリング装置 

設定時刻に自動的にサンプリングを行う装置の開

発により、大幅に効率化しました。手動サンプリングと

比較した必要時間は 1/10 以下になります。 

装置は自動開閉チャンバーと組み合わせて使用し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 手動のサンプリング風景 

これまで主流だった手動のサンプリ

ング法では、チャンバーの設置やガス

のサンプリングなど一連の作業をす

べて人力で行うため、多大な労力が

かかっていました。 

自動開閉チャンバー 

サンプリング装置 
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イ 農業活動等に伴う炭素・窒素収支の広域評価手法の開発 

［研究の背景］ 

堆肥などの有機資材の投入等による農耕地土壌への炭素蓄積は、地球温暖化対策の手法として期待さ

れている。一方、窒素肥料や有機資材の過剰な投入は、地下水汚染や湖沼の富栄養化の原因となり、我

が国ばかりでなく東アジア地域で大きな問題となりつつある。こうしたことから、炭素・窒素収支を正

確に見積もり、適切な施肥量や有機資材の投入量を算定することは、地球環境を健全に維持する上で極

めて重要である。このため、本課題では、土壌有機物動態モデルの作成とそれを用いた土壌炭素蓄積量

の全国推計、窒素の広域循環モデルの作成とそれを用いた環境負荷の解明のための研究を行っている。 

 

［主な成果］ 

①土壌有機物動態モデルの広域検証と土壌炭素蓄積量変化の全国推定 

土壌有機物動態モデル（改良 RothC）の信頼性の広域的評価とモデルパラメータの改良手法の開発の

ため、土壌環境基礎調査（定点調査）の畑地 2,844 地点（非黒ボク土壌 1,251 地点、黒ボク土壌 1,592

地点）、水田 5,285 地点のデータを用いて、モデルによる土壌炭素蓄積量の推定値と実測値とを比較し

た。モデルの推計値は、概ね妥当であった。 

土壌有機物動態モデル（改良 RothC）を全国の農耕地に適用し、堆肥や緑肥の投入による土壌炭素蓄

積効果を見積もった。1990 年時点での炭素蓄積量を初期値とし、1）堆肥として全ての水田に 1.0ｔC/ha/

年、水田以外の農地に 1.5 tC/ha/年を投入した場合(堆肥シナリオ)、2)全ての水田で裏作に麦を作付し、

麦の残渣 0.7 tC/ha/年を緑肥として投入した場合(水田二毛作シナリオ)、及びその併用について、炭素

蓄積量の変化を 25 年間計算し、投入しない場合(有機物未投入シナリオ)との差から投入による土壌炭素

蓄積効果を評価した。25 年間に堆肥シナリオでは 3,200 万 t、水田二毛作シナリオでは 1,100 万 t の炭

素が有機物未投入シナリオに比べて増加した。 

  

②窒素の広域循環及び環境への負荷の解明 

 食料に加えて、バイオ燃料のための作物生産による窒素の広域収支及び水環境への影響の推定を行う

ため、穀物の単収増加により生産余力の見込まれる東南アジア 5 カ国（インドネシア、ミャンマー、フ

ィリピン、タイ、ベトナム）を対象とし、穀物の単収変化や食料需要に関するシナリオの下に余剰農地

を算定し、3 種の作物（サトウキビ、キャッサバ、アブラヤシ）によるバイオ燃料生産可能量、窒素負

荷量を見積もった。その結果、2030 年には現在の穀物作付面積の 20％程度において、3～4 千万 kL のバ

イオ燃料の生産が可能と見積もられたが、窒素負荷量は 800 万 tN 程度に増大することが明らかになっ

た。また、2005 年の負荷量は 340 万 tN、食料のみ生産する場合の 2030 年の推定負荷量は約 610 万 tN

であり、余剰農地を生み出すための穀物単収増加とエネルギー作物生産のために、更に 1.3～1.5 倍の窒

素負荷となると予測された。 

 

ウ 土壌圏から水域への栄養塩類の流出動態の解明に基づく流域水質汚染リスク評価手法の開発 

［研究の背景］ 

農耕地への肥料や有機質資材の施用は安定した食料生産に不可欠であるが、それらに由来する窒素・

リン等の栄養塩類による水系汚染も引き起こすことから、農耕地から流出した窒素・リン等の水質汚染
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リスクを的確に評価し、効果的な流出負荷低減対策を選択するための技術的知見が求められている。そ

のため、本課題では、農耕地土壌から地下水や河川などの水域にいたる窒素・リンの動きを解明し、栄

養塩類による水質汚染リスクの評価手法を開発するための研究を実施している。 

 

［主な成果］ 

①浅層地下水流動過程における脱窒による硝酸性窒素除去量の評価 

平成 19 年度確立した硝酸イオン（NO3–）の窒素及び酸素の安定同位体比を用いた分析法を活用して、

台地上の畑地・樹園地と低地水田からなる地形連鎖系（茨城県石岡市集水域）において、集水域内各地点

における脱窒による NO3–の除去率を推定した。また、得られた除去率と浅層地下水中の NO3–濃度から

初期（脱窒前）NO3–濃度を求め、集水域内における年間脱窒量を推定した。その結果、集水域内の NO3–

のほとんどは化学肥料由来 NH4+の硝化により生成したと推定された。また、NO3–除去率は約 10~70%

の範囲にあり、NO3–の地下水流入濃度は 0.6~95 mg-N L–1と推定された。これらの結果をもとに、集水

域内の調査地域（調査井戸のある 5.0 ha）では、85.1 kg-N ha–1 y–1のNO3–が地下水に負荷され、うち 22.8 

kg-N ha–1 y–1が地下水中で脱窒により除去されると推定された。 

 

②表面流出及び下層土を通じた流出によるリンの水域への流出量の推定 

傾斜枠を用いて表面流出水中のリン濃度及び流出量の土壌による違いを観測した。黒ボク土からの流

出率（＝流出水量/降雨量）は平均で 0.3%と小さく、流出リン濃度、リン負荷量とも黄色土の約 1/10 以

下となった。黄色土では堆肥施用により流出水量は低下したが、流出リン濃度は高まる傾向があった。 

カラムを用いた降雨浸入実験により、カラム流出水中の溶存態リン濃度はたかだか 0.01 mg-P L–1で、

下方流出リンの 90％以上は懸濁態であることを明らかにした。また、土壌の透水性改善と分散性低下の

ために、堆肥施用は必ずしもリンの表面流出を増加させなかった。 

 

③流域レベルでの栄養塩類による地下水・表面水汚染リスクの評価 

営農情報に基づいた流域負荷窒素推定値と地下水硝酸性窒素濃度の関係を解析した。熊本・栃木両県

についての解析結果では、1 km または 5 km メッシュ単位で算出した窒素ポテンシャル濃度（NPC）

は、当該地区の地下水硝酸性窒素濃度観測値とよい対応を示さなかった。地下水中硝酸性窒素濃度は対

数正規分布を示し、NPC が増すにつれて任意の基準値（10mgL-1）を超過する確率が増加した。地下水

硝酸性窒素濃度が 10 mg L–1を超える確率と NPC との関係は両県で異なり、地域的要因の関与が示唆

された。水辺域での浅層地下水中硝酸性窒素濃度の低下に影響する要因として土壌類型を取り上げ、水

辺域を含む集水域（桜川上流）の浅層地下水中硝酸性窒素濃度の面的推定を試みた。 

これらの手法は、今後さらに改良を重ねたうえで、硝酸性窒素による水質汚染に対する環境脆弱性評

価図及び水質汚染リスク評価図の作成を目指す。 

 

評価ランク コメント  自己評価 

大課題 B2 

(中課題 B21) 

(中課題 B22) 

Ａ 

(B21：Ａ) 

(B22：Ａ) 

地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測と生産に対するリスク

評価に関しては、全体としては順調に進捗している。特に、FACE に

よる世界的にも極めて重要な実証的データに基づく温暖化影響の実態
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 解析とモデルの妥当性の検証がなされたこと、夜温の不稔誘発に関す

る新知見を得たことは評価できる。地域スケールの影響評価でも、天

水田地域の生産量の変動要因となる作付面積の推定モデルを構築する

など影響・リスク評価の準備が順調に整いつつある。 

農業活動等が物質循環に及ぼす影響についても全体としては順調に

進捗している。 

温室効果ガス発生抑制技術の定量的評価に関しては、特に、水田水

管理による CH4発生抑制技術が全国的な実証段階に進み、順調に研究

が進展していることは評価できる。また、国際誌に多くの論文が発表

されており、国際的な評価も高いと言える。今後、CO2や N2O 発生へ

の影響、生態系への影響なども考慮した総合的な提言を期待する。 

農業活動等に伴う炭素・窒素収支の広域評価手法の開発に関しては、

特に、土壌炭素蓄積に関しては多点のデータによる有効性の検証が行

われ、予備的なシナリオではあるが土壌有機物動態の全国推定を行

い、栽培管理の土壌炭素蓄積に関する効果を定量的に示すなど着実な

進展がみられる。今後、有機物投入の効果と環境負荷とのトレードオ

フを含め検討を行いポスト京都後の地球温暖化対策として提示する

ための知見の蓄積を期待する。 

栄養塩類の流出動態の解明に基づく流域水質汚染リスク評価手法の

開発に関しては、窒素及び酸素安定同位体比を用いた分析法により、

地下水を含めた集水域内の硝酸イオンの起源と脱窒を含む動態を明ら

かにした点は評価できる。しかし、リンの動態解明や水系汚染リスク

の評価手法については、降雨出水時のデータの蓄積が不十分であり、

中期計画の達成に向けた進捗が十分ではない。 

 

評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 

大課題 B2 

A 

気象と栽培試験を連携させた「モデル結合型作物気象データベー

ス」を開発し、イネの温暖化影響を定量的に評価することが可能にな

ったことは評価できる。また、農業活動が環境に与える影響を評価す

るため、可搬型温室効果ガスフラックスモニタリングシステムを開発

するとともに、DNDC モデル（農耕地における炭素及び窒素循環を

予測するモデル）の改良により、栽培管理やほ場管理によるメタン発

生削減効果を精度よく推定することが可能になった。その他、東南ア

ジアにおける窒素フローの解析、同位体比を使った浅層地下水の硝酸

イオン解析法等の開発が進むなど、多様な研究が中期計画に沿って順

調に進捗している。今後は、成果の分かりやすい公表と、これまで得

られた成果が一体となって中期目標に掲げた開発目標を達成するこ

とを期待する。 
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Ｃ 農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究 

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。 

 

中期計画 

（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 

農業環境資源の変動を早期に検知するため、農業生態系におけるベースラインとなる物理環境や二酸

化炭素・メタン等温室効果ガスフラックス及び作物・土壌中の 137Cs、210Pb 等についての長期モニタリ

ングを行う。また、作物を含む環境中の有機ヒ素等微量化学物質の分析法及びモニタリングのための簡

易・高精度測定手法の開発を行う。 

 

大課題実績（中課題実績） 

（１）農業環境の長期モニタリングと簡易・高精度測定手法の開発（C11） 

ア 地球温暖化に関する物理環境・ガスフラックスの変動の検知とモニタリング技術の高度化 

［研究の背景］ 

 地球温暖化の進行は農業生態系に様々な影響を及ぼすことが予想される。また、農作物や農耕地土壌

は CO2などの温室効果ガスを吸収・放出し、地球温暖化の進行に関与している。このような地球温暖化

と農業生態系との相互関係を理解することは、地球温暖化の将来予測と温暖化の影響評価のために重要

である。このため、本課題では、国内外の研究機関と共同で、アジア各地の農業生態系の物理環境（気

象等）、温室効果ガスフラックスのモニタリングを実施している。 

 

［主な成果］ 

①温室効果ガスフラックスのモニタリング 

気象条件や作付け体系が異なる４ヶ所の水田サイト（つくば市真瀬：イネ単作、岡山：イネ・オオム

ギ二毛作、中国江蘇省江都：イネ・コムギ二毛作、バングラデシュ・マイメンシン：イネ二期作）で、

ガスフラックスの観測を継続した。これまでに収集したデータから、イネ単作田（真瀬）では、耕作期

間の純生態系生産量（NEP）の半分以上に相当する CO2が、年間の 2/3 を占める非耕作期間に生態系呼

吸量（RE、非生育期間は土壌呼吸量に等しい）として放出されていること、イネ・ムギ二毛作田（岡
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山、江都）では非耕作期間が短いため、ほぼ年間を通じて CO2が吸収されていること等各サイト（作付

け体系）の特徴が明らかになった。また、世界の様々な生態系の NEP と各サイトの NEP を比較する

と、真瀬は、様々な生態系の中央値付近に位置するのに対し、その他の 3 つの水田サイトは上位 10%以

内に分布した。すなわち、イネ・ムギ二毛作田やイネ二期作田は、世界的にみても NEP が大きな生態

系といえる。 

国内牧草地 4 サイト（中標津、静内、那須塩原、小林）において 4 年目の温室効果ガスフラックス観

測データを蓄積した。各サイトの堆肥非施用区の 2005 年～2007 年の NEP は、年次間変動は大きい（150

～360 gC m-2 year-1）が、3 年間の平均値はイネ単作田とイネ・ムギ二毛作田の中間に分布し、概ね牧

草の生育期間の長さとともに NEP が増加する傾向を示した。 

 

②物理環境のモニタリング 

観測データが僅少であったチベット高原植生限界付近で、詳細な気象データを蓄積するとともに、降

水量データの解析を行った。その結果、降水はモンスーン期（6 月～9 月）に集中しており、降水量の

ピークは中腹の 5,100m 付近に現れることを明らかにした。山岳では、日中、斜面に沿う気流の断熱膨

張で水滴が形成されるため、降水量の極大値が中腹に現れることが知られているが、同様の現象が標高

4,000m を越えるチベット高原でも観測された。 

 

イ 作物・土壌中における放射性物質等の長期モニタリングと微量化学物質の簡易・高精度測定手法の

開発 

［研究の背景］ 

 農業環境中の放射性物質は、大気圏核実験が盛んに行われていた 1960 年代をピークとして減少傾向

にあるが、近隣国で原子炉などの核関連施設は増加しており、原子炉事故などの緊急時に農作物の安全

性を判断するためには、平時の環境放射能の調査が必要である。また、農業環境には環境化学物質や重

金属などさまざまな有害物質が微量には含まれており、農作物の安全性を確保するためには、これらを

精度よく測ることや短時間で簡易に分析することが求められている。このため、本課題では、農作物や

農地土壌に存在する放射性物質の長期モニタリングを行っている。また、我が国において食品の汚染が

懸念される有機ヒ素化合物、カドミウム、残留性有機汚染物質（POPs）について、これらの農業環境

中からの超微量分析方法の開発を行っている。 

 

［主な成果］ 

①農業環境中の放射性物質の長期モニタリング 

平成 19 年産の全国各地の基準ほ場における米・小麦及びその栽培土壌の放射性ストロンチウム（90Sr）、

放射性セシウム（137Cs）を分析したところ、平成 18 年産と同レベルであり、顕著な濃度変化は認めら

れなかった。また、本研究所内の環境放射能調査ほ場におけるホウレンソウ、ニラ及び茶について放射

性物質を分析したところ、ウラン系列核種の 214Bi が 0.1 Bqkg-1以下、210Pb が茶葉では 3 Bqkg-11 程度、

他は 1Bqkg-1以下で検出された。131I、134Cs、 137Cs は検出されず、継続して測定しているホウレンソウ

は平成 18 年産と同レベルであり、顕著な濃度変化は認められなかった。。 

畜産物の放射能分析体制の再構築の準備のため、牛乳試料の 90Sr について、畜産草地研究所（畜草研）

とのクロスチェック分析を開始した。 
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②農業環境における微量化学物質の簡易、高精度分析法の開発 

有機ヒ素化合物は農業環境中に様々な形態で存在し、それぞれ異なる毒性や特性を持つため、形態別

分析法の高度化を進めた。ICP-MS の前処理として液体クロマトグラフィーを用いる分析法について検

討し、還元が進んだ土壌において存在した未知有機ヒ素化合物をジメチルフェニルアルシンスルフィド

及びメチルジフェニルアルシンスルフィドと同定した。 

残留性有機汚染物質（POPs）の多成分分析法の開発については、国際共同研究（日本、韓国、ドイ

ツ、米国の４カ国）の成果として水系における POPs 分析法のマニュアルを作成した。この分析法は標

準業務手順書に沿って開発が行われ、多成分（22 種）の POPs 分析のための具体的な方法を示すもの

である。 

 

評価ランク コメント  

自己評価 

大課題 C1 

(中課題 C11) 

 

A 

全体としては順調に進捗している。地球温暖化モニタリングに関し

ては、国内の牧草地サイト等でのガスフラックス観測データの蓄積に

は遅れがみられるものの、全体としては、各調査地点で長期観測デー

タが蓄積されつつある。また、水田サイトで CO2収支の調査地点間差

や年次間変動の大きさが把握できたことは評価できる。データベース

の公開・活用に向けたデータ解析等を進めるとともに、観測データの

意義や活用方法を国民にわかるように示すことが期待される。 

放射性物質のモニタリング及び微量化学物質の分析法の開発につい

ては、POPs の分析法のマニュアルが国際共同研究により効率的に作

成されており評価できる。関係行政部局の標準マニュアルへの反映な

ど活用・普及が行われることを期待する。 

 

評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 

中課題 C11 

A 

CO２のフラックスモニタリングついては、装置等の改良により国内

外において概ね順調に複数年のデータを蓄積できる体制となった。ま

た、土壌及び野菜中の放射性物質の長期モニタリングを継続し、137Cs

の大気降下の主要な起源を特定した。さらに、イムノクロマトによる

カドミウム分析法を土壌に適用するためにはより詳細な検討が必要で

あることが明らかになるなど、農業環境資源の変動を早期に検知する

ための長期モニタリングは、中期計画に沿って順調に進捗している。

今後、得られた成果を積極的に公表、普及することを期待する。 
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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） 

（１）農業環境資源インベントリーの構築と活用手法の開発（C21） 

ア リモートセンシング・地理情報システムを用いた農業環境資源の情報化と活用 

［研究の背景］ 

人工衛星や航空機に搭載したセンサーから対象物を計測するリモートセンシング技術やコンピュー

タを利用して各種の地理情報を扱う地理情報システム（GIS）については近年著しい進歩がみられ、土

地利用など重要な農業環境に関して、地球上のあらゆる地域に関する均質の情報、情報が乏しい地域を

含む広域の情報、 新あるいは過去からの経時的な情報等を解析し、わかりやすく表示することが可能

となっている。このため、本課題では、マイクロ波計測や高時間分解能衛星センサ（MODIS）等のリ

モートセンシングデータの解析技術や GIS 等の解析技術を活用して、農業的土地利用状況把握手法の開

発を実施している。 

 

［主な成果］ 

①リモートセンシング解析技術による広域的な農業的土地利用状況把握手法の開発 

高時間分解能衛星センサ（MODIS）データから、インドシナ半島域、黒竜江省域、日本及び朝鮮半

島域を対象に汎用的な基本データセット（2004-2007 年；解像度 500m と 250m）を作成し、地表面状

態を評価するための各種指数の時系列データセット（6 日間隔）を構築した。また、インドシナ半島を

対象として、画素ごとの時系列変化パターンを用いた分類法により、水田域に着目した農業的土地利用

区分図を作成し、現地調査による土地利用区分図やメコンデルタでの詳細な分類結果と照合し妥当性を

確認した。これらは土地利用や作付に関する広域的な情報を面的に把握する上で有用であり、データセ
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ットはすでに日韓国際共同研究や農研機構における生産性広域評価等に活用されつつある。 

 新の衛星画像の解析から、ラオス焼畑地帯の土地利用変化と生態系炭素量の 新実態を明らかにし

た。焼畑面積は依然として減少していないことが示された。詳細な土地利用・作付シナリオ間比較を通

して、生態系炭素蓄積と収益性からみて有望な土地利用・作付システムを明らかにした。本成果につい

てはドイツ技術協力公社（GTZ）等国際的開発・環境機関の関心が高い。  

 

②GIS解析技術による農業的土地利用状況把握手法の開発 

（普及に移しうる成果：歴史的農業環境閲覧システム（ＨＡＢＳ）の開発） 

過去に遡って土地利用を解析するため進めていた明治初期に測量された地図（迅速測図）の GIS デー

タ化を完成し、Web 上で公開した。この成果は、水田生物多様性研究における生物調査のベースマップ

として活用されるなど、大学、研究機関等での利用が進んでいるとともに、里地里山の保全活動の基礎

資料などとしても活用が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省現存植生図と農業統計データによる分析から、谷津田を構成する狭小水田（幅約 100m 以内）

が、面積は小さいながらも関東地方に広く分布し、周長距離が長く樹林地に隣接する傾向が高いため、

谷津田景観の維持に非常に重要な役割を果たすことを明らかにした。また、「耕作放棄地（田）」面積と

狭小水田面積の比率を指標として、関東地方において谷津田景観が集落から消失する危険性の分布図を

作成した。 

 

イ 総合的なインベントリーの構築と利用法の開発 

［研究の背景］ 

 農業環境に関する研究、農業環境施策の立案、土壌管理や病害虫防除などの作物生産対策等を効率的

歴史的農業環境閲覧システム（ＨＡＢＳ）の開発 

図 歴史的農業環境閲覧

システム（HABS）の初期

画面

(http://habs.dc.affrc.

go.jp）。 

Web ブラウザー上で迅

速測図の閲覧や現在の土

地利用との比較ができま

す。表示される地図につ

いての情報は、「歴史的農

業環境閲覧システム FAQ」

に記述されています。 
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に行うためには、土壌、微生物、昆虫などの農業環境資源に関する情報が必要である。そのため、本課

題では、土壌、微生物、昆虫などの各種のデータベースシステムの構築と高度化を行うとともに、これ

らの情報を総合的に活用するため、地理情報システム（GIS）を利用して個別のデータベースを連携す

る手法を開発している。また、土壌分類については、現在の分類体系が農耕地と林野で異なっているこ

とから、両者を包括する土壌分類試案の策定を進めている。さらに、インベントリーデータ等を効率的

に活用するため、全国をカバーする均質な情報を収集・整備し、農業活動が環境へ及ぼす影響を全国一

律の視点で評価できる指標（農業環境リスク指標）の策定を進めるとともに、基盤的な統計手法及びそ

の結果の視覚化手法等を開発している。 

  

［主な成果］ 

①個別インベントリーの拡充と総合的農業環境インベントリーの構築 

GIS を共通基盤として、土壌、昆虫などの各種個別農業環境資源データベースを地図上に統一して標

示する農業環境インベントリーシステムについて、操作性と画面の改良を行い、所内への公開を行った。

セキュリティの改良とシステムの運用管理のためのマニュアルの整備を行い、一般への公開を目指して

いる。その他、土壌、微生物、昆虫関係のインベントリーについても新たなデータの追加等の拡充を実

施した。 

 

②包括的土壌分類試案の策定 

包括的土壌分類試案策定のため、土壌代表断面設定調査を、全国６点で実施し、断面の形態記載、一

般理化学性分析、粘土鉱物分析を行った。また、1/5 万土壌図 2 図幅について、林地を含めた土壌調査

を行い、農耕地土壌分類第３次改定版（３次案）及び日本ペドロジー学会統一的土壌分類体系第二次案

の比較を行い、対応関係や相違点を明らかにした上で、林地を含む土壌図を作成した。さらに、分類試

案作成のための共有データとして、1992 年版全国農耕地土壌図を作成し、畑土壌統設定基準データと

水田土壌統設定基準データを整備し、その一部を公開した。 

 

③土壌侵食、農薬等農業環境リスク指標の策定 

土壌侵食ポテンシャル量と過去に行われた９地点の実測データの比較を行ったところ、両者には有意

な相関が認められた（r2=0.63、P<0.05）。一方、集水域ごとに集計した平均土壌侵食ポテンシャル量と

対応する集水域の水質観測地点における５年間の平均 SS（懸濁物質）濃度には明確な関係は認められ

なかった。 

水田以外（畑地や果樹園等）で使用されている農薬を対象に、環境リスク指標に重要と考えられる要

因（暴露及び毒性）を明らかにするとともに、河川水中濃度を算出するための評価環境（面積 100 km2

のモデル流域内に 750 ha の畑地と河川を配置）を設定した。 

 

④基盤的な統計手法の開発 

前年度までに開発した系統学的多様度を計算するソフトウェアを改良し、新尺度である「グロモフ距

離」を計算するとともに従来の系統学的尺度を並行して計算できるようにした。DNA 塩基配列データ

に対して、このソフトウェアを用いて、実際に特定の単系統群の系統学的多様度を計算した。 
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⑤ジーンバンク事業 

平成 20 年度事業計画に従って、微生物については、トマトすすかび病菌やナツツバキ炭そ病菌等の

新規 MAFF 菌株を 15 株登録し、微生物の特性を 217 点について調査した。昆虫については、事業計画

に加えて新規１系統（トビイロウンカ抵抗性品種に加害性なし、殺虫剤感受性）を導入し、2 種 10 項

目の特性評価を実施した。 

 

評価ランク コメント  

自己評価 

大課題 C2 

(中課題 C21) 

 

A 

一部に進捗の遅れがみられるが、全体としては順調に進捗している

と判断される。 

リモートセンシング・GIS の活用手法の開発に関しては、HABS の

開発と公開は評価できる。データの解析で得られた結果については、

他の研究機関のデータや他の方法で出された結果との比較による妥当

性の検証を十分行うとともに、精度の向上を期待する。 

総合的なインベントリーの構築については、微生物、昆虫などの個々

のデータベースの充実及び農業環境インベントリーシステムの公開に

向けた作業が進展したことは評価できる。それらの活用による成果を

具体的に示すことにより、その有効性をアピールすることを期待する。

包括的土壌分類試案の策定のための作業の進捗には遅れが見られ、加

速化することが必要である。農業環境リスク指標の開発については、

指標の妥当性の検証について研究を深化させる必要がある。 

 

評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 

大課題 C2 

 

A 

時系列衛星画像データセットを構築するともに、栽培暦データベー

スを予定通り完成した。また、基盤的データとして 1km メッシュ単位

の作物別面積データを算出し、データベースとして取りまとめた。さ

らに、農業環境インベントリーとして、昆虫インベントリーや深層土

壌調査データ等の追加を行うなど、農業資源の総合的なインベントリ

ーの構築と活用手法に関する研究は、順調に進捗している。これらイ

ンベントリーの蓄積は、環境研究において重要な基盤研究であり、研

究内容や成果について積極的にアピールするとともに、国内外の研究

者がより広く活用できるようなデータベースの構築を期待する。 
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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付け、

研究者及び関連部門によるこれらの活動が促進されるように努める。 

研究成果は、第Ⅰ期中期目標期間で得られたものを含めて、データベース化やマニュアル作成、

応用研究との連携等により積極的に利活用の促進を図る。普及に移し得る成果の件数については、

数値目標を設定して創出に取り組む。 

（３）成果の公表と広報 

研究成果は、積極的に学術雑誌等への論文掲載、学会での発表等により公表するとともに、主要

な成果については各種手段を活用し、積極的に広報を行う。査読論文の数及びそのインパクトファ

クター（IF）については、数値目標を設定して成果の公表に取り組む。 

（４）知的財産権等の取得と利活用の促進 

重要な研究成果については、我が国の農業の振興に配慮しつつ、国際出願も含めた特許権等の迅

速な取得により権利の確保を図るとともに、民間等における利活用を促進する。 

特許出願件数については、数値目標を設定して取り組む。 

 

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始めとしたインベントリー情報の利便性を高め、
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効果的な提供に努める。 

④他法人や民間等の高い応用開発能力を活用した共同研究等により、研究成果の利活用を図る。 

（３）成果の公表と広報 

①研究開発の成果を科学的、技術的知見として広く社会に周知公表し、学界等に大きな波及効果を

及ぼすことを目的として成果を発信する。論文については、水準の向上を図りつつ、中期目標の

期間内に 810 報以上の査読論文を公表する。中期目標期間中に全発表論文のインパクトファクタ

ー（IF）総合計値 500 を目指す。 

②研究開発の成果を積極的に普及するため、報告書のホームページへの掲載等に加え、各種のシン

ポジウム、講演会、イベントを開催するとともに、外部機関が催すこれらの行事に参加する。 

③記者発表による 新情報の発信をはじめとするマスメディアを通じた広報、広報誌等の印刷物、

インターネット、インベントリー展示館やその他の具体的な展示等の様々な広報手段を活用し、

効率的かつ効果的な広報活動を推進する。中期目標期間中に 30 件以上のプレスリリースを行う。 

④国際シンポジウムの開催及び国際的なメディアを通じた情報提供等、国内外に対する研究所の情

報発信機能の強化を図る。 

（４）知的財産権等の取得と利活用の促進 

①知的財産に係る戦略及び体制を強化し、実用的で社会への波及効果の大きい知的財産の創出に努

めるとともに、その管理を適正に行い、農林水産大臣が認定した技術移転機関（TLO）の活用等

により、有効かつ迅速に社会に移転させるための取り組みを推進する。 

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。 

 

指標 
2-2-ア 分かりやすい情報提供の観点から広報活動の見直し・強化が図られているか。 
2-2-イ 農業環境のリスク評価・管理等について、国民との双方向コミュニケーションが図られているか。 
2-2-ウ 普及に移しうる成果に関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。また、追跡調査は適切に行われているか。 
2-2-エ 研究成果に関する情報提供と公開は適切に行われているか。 
2-2-オ 論文の公表やＩＦに関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。 
2-2-カ プレスリリースに関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。 
2-2-キ 知的財産に関する情報提供、ＴＬＯの活用など知的財産の利用促進の取り組みは適切に行われたか。 
2-2-ク 特許出願に関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。 
2-2-ケ 実施許諾拡大に向けた取り組みは十分に行われているか。 

 

中項目実績 

●広報活動の見直し・強化（指標 2-2-ア） 

研究所の活動が広く国民に理解されるよう、各種のイベントの開催、イベントへの参加等を通じて、

わかりやすい情報提供に努めた。対象を明確にした企画を行うよう留意し、一般向け・青少年向けのイ

ベントでは体験型・対話型イベントの実施、技術展示イベントでは、パソコンによるデータベース実演、

わかりやすい技術解説パネルの作製などに配慮した。 
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表 2-2-ア-1 広報関連イベントの概要 

種類 名称 内  容 開催日 

(開催場所) 

研究所一般

公開 

科学技術週間の一環として実施。研究所を公開し、「水のコーナー」や

「温暖化と作物」などの展示・体験コーナーを設置。また、「食と農の科

学館」での特別展示として、「歴史的農業環境閲覧システム」の実演・体

験、研究成果ポスターに関するクイズを実施。農環研来所者約 600 人。 

H20.4.18 

(農環研) 

4.19 

(食と農の科学館) 

一般市民

向けイベ

ント 

サイエンス

アゴラ 2008 

独立行政法人科学技術振興機構が主催する「サイエンスアゴラ 2008 研

究者と語るミニトーク」に研究者を派遣し、「温暖化でお米はどう変わ

る？」をテーマに、サイエンスカフェ形式で研究紹介と参加者との対話を

実施。来場者約 20 人。 

H20.11.23 

日本科学未来館

(東京都) 

つくばちび

っ 子 博 士

2008 

つくば市が夏休み時期に小・中学生を対象として実施するイベント「つ

くばちびっ子博士」に協力し、農環研において展示見学（土壌、微生物、

昆虫等）、昆虫採集体験教室等を実施。参加児童数 187 人 

H20.7.23、8.3、

8.20(農環研) 

つくばエキ

スポセンタ

ー 講演会 

つくば科学万博記念財団が運営する科学館「つくばエキスポセンター」

の特別展「小さな地球」に協力。小学生やその家族を対象に、実験や観察

を交えた講演会「赤外線放射温度計でイネの体温をはかってみよう」と「私

たちの食べ物を作る大切な＜土＞のお話」を実施。参加者約 60 人。 

H20.8.2～3 

つくばカピオ（つ

くば市） 

つくば科学

フェスティ

バル 

つくば市などが主催する青少年対象の科学体験イベント「つくば科学フ

ェスティバル」に参加し、「土の不思議」をテーマとして、家族連れや小・

中学生向けに展示、実験・観察、クイズ等の企画を実施。入場者約 16,000

人、農環研クイズ参加者約 840 人。 

H20.11.8～9 

つくばカピオ（つ

くば市) 

青少年向

けイベン

ト 

（ サマー・サイエンス・キャンプをＰ75 表 2-3-イに記載 ） 

北海道洞爺

湖サミット

記念環境総

合展 2008 

北海道や北海道大学等を含む実行委員会が主催し、農林水産省等が後援

する「北海道洞爺湖サミット記念環境総合展 2008」に参加し、地球温暖

化対策研究についてのブースで、土壌モノリス、堆肥やフラックス測定装

置などの実物や FACE などの研究紹介ビデオ・パネルの展示・説明を実

施。入場者 83,742 人。 

H20.6.19～21 

札幌ドーム（札幌

市） 

アグリビジ

ネス創出フ

ェア 2008 

農林水産省等が主催する技術交流展示会「アグリビジネス創出フェア

2008」に参加し、「未来につなげよう 安全な農業と環境」をテーマとし

て、 近の研究成果８件について、ブース展示と技術プレゼンテーション

を実施。入場者約 11,000 人 

H20.10.29～30 

東京国際フォー

ラム展示ホール

(東京都) 

テクノロジ

ー・ショー

ケース in つ

くば 2009 

つくばサイエンス・アカデミー主催の「テクノロジー・ショーケース

in つくば 2009」に共催機関として参加し、「地球温暖化と食料」をテー

マとしたミニシンポ、 近の研究成果のポスター発表を実施。入場者 645

人。 

H21.1.23～24 

農林水産技術会

議事務局筑波事

務所(つくば市) 

技術展示

イベント 

いばらき産

業大県フェ

ア 2008 

いばらき産業大県フェア 2008 実行委員会（茨城県等で構成）が主催す

る「いばらき産業大県フェア 2008」に参加し、 近の研究成果のパネル

展示、資料配付等を実施。入場者約 13,000 人 

H20.7.30～31 

東京ビッグサイ

ト(東京都) 

見学対応 研究所を見学する団体・個人に対して、研究所紹介 DVD の視聴、イン

ベントリー展示館見学、研究施設見学、研究者による講義などを組み合わ

せ、要望に合わせた見学プログラムを作成し対応した。また、韓国からの

見学・訪問者に対応するため、研究所紹介 DVD の韓国語版を追加作成し

た。来所者約 703 人（一般公開除く） 

通年（農環研） 
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研究所 Web サイトについては、音声による閲覧や携帯電話での閲覧をしやすくするとともに、関心

を持つ研究分野の情報に利用者がアクセスしやすいよう、各研究領域・センターのページから、所属す

る研究者の情報、関連する主要成果やプレスリリースなどに移動できるようにした。また、Web マガジ

ン「情報：農業と環境」を毎月公開し、時々の研究会・公開セミナー、イベント等の開催案内と報告、

環境問題の解説、 新の知見の紹介など、情報提供の充実に努めた。 

 研究所 Web サイトのトップページ及び Web マガジンへの PC による訪問回数は前年並みかやや減少

したが、これは、カウントの対象にならない携帯電話からの閲覧が増えたことなどによる。研究成果情

報への訪問数は増え続けている。 

 

表 2-2-ア-2 研究所の公開 Web サイトへの訪問者数の推移 

ア ク セ ス 数 （ 千 回 ） 種     類 

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

日本語トップページ 156 192 210 229 232 研究所 Web

サイト 研究成果情報 － 27 43 95 166 

Web マガジン 情報：農業と環境 118 149 182 188 170 

 

●国民との双方向コミュニケーション（指標 2-2-イ） 

4 月に実施した本研究所の一般公開において、農業の河川水質への影響に関するミニ講演、外来植物

の展示、温暖化による作物影響の実演、農薬の影響を受ける水生生物の観察など実演・体験型の企画に

より、農業環境におけるリスクを多くの人にわかりやすく説明した。また、「サイエンスアゴラ 2008 研

究者と語るミニトーク」に参加し、サイエンスカフェ形式で、比較的少人数ではあるがテーマに関心の

ある参加者と高いレベルの意見交換を実施できた（Ｐ65 表 2-2-ア-1 参照）。 

遺伝子組換え作物の環境影響については、過去 3 年の組換えダイズとツルマメの交雑試験の結果を記

者レクチャーによってプレスリリースし、研究所 Web サイトでも公開した。 

その他、農環研の研究成果発表会、農業環境シンポジウムについては、一般の参加を促進するため、

平成 19 年度から東京において公開で実施している（Ｐ67 表 2-2-エ-2 参照）。 

 

写真 2-2-イ サイエンスアゴラ 2008「研究者と語るミニトーク」 
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●普及に移しうる成果（指標 2-2-ウ） 

課題評価会議において外部委員を含めて選定した「普及に移しうる成果」（行政部局、検査機関、民

間、他の試験研究機関、農業現場等で活用されることが期待され、積極的に広報活動及び普及活動を行

うべき重要な成果）は 7 件であり、中期計画の目標値の 1/5（6 件）を上回った。今後も成果の普及・

利活用の視点を明確にして研究を推進することにより、中期計画の目標値（30 件）の達成を目指す。ま

た、「普及に移しうる成果」には該当しないものの重要な成果と認められる「主要研究成果」を 16 件選

定した。選定された普及に移しうる成果及び主要研究成果は、「研究成果情報（第 25 集）」として刊行

するとともに Web サイトにも掲載した。（P 参考-31 資料４参照） 

なお、平成 14 年度～17 年度に公表した「普及に移しうる成果」について追跡調査を実施した（P11 

指標 1-1-ウ参照）。 

 

● 研究成果に関する情報提供と公開（指標 2-2-エ） 

農業環境技術研究所報告、農環研ニュース、農業環境技術研究所年報等を刊行し、Web サイトでも公

開した。また、Web サイトで公開されなかった過去の主要な刊行物について電子化・Web 公開を行っ

た。 

表 2-2-エ-1 主 要 な 刊 行 物 

誌名 巻号等 発行年月 発行部数 備 考 

農業環境技術研究所報告 No.25、26 H20.7、H21.3 各 950  

農環研ニュース No.79～82 H20.6～21.3 各 1,600  

農業環境技術研究所年報 No.25 H20.12 1,400  

NIAES Annual Report 2008 H21.3 900  

環境報告書 2008 H20.12 1,000  

研究成果情報 第 24 集 H20.5 1,600  

 

研究者や研究成果の利用者向けに研究成果発表会、シンポジウム、研究会等を積極的に実施した。ま

た、これらについて、開催案内だけでなく、講演要旨や議論の概要を Web サイトで公表し、研究成果

の情報を広く提供することに努めた。 

  

表 2-2-エ-2 シンポジウム、公開セミナー、研究会等の開催状況 
種類 名称 参加者 開催日 

(開催場所) 
第 30 回農業環境シンポジウム「温室効果ガス排出をど

う削減できるのか－農林水産分野における地球温暖化

防止対策－」 

328 人 H20.5.14 
（東京） 

農業環境シンポ

ジウム 

第 31 回農業環境シンポジウム「穀物の争奪戦が食卓を

襲う－世界の穀物と環境問題－」 
約 600 人 H20.6.5 

（東京） 
研究成果発表会 農業環境技術研究所研究成果発表会２００８「未来につ

なげよう安全な農業と環境」 
207 人 H20.11.28 

（東京） 
農業環境技術公開セミナーin 福島 （福島県農業総合セ

ンターと共催） 
約 100 人 H20.9.18 

（福島） 
公開セミナー 

農業環境技術研究所公開セミナー「農業分野におけるメ

タゲノム解析技術の応用の可能性」 
117 人 H20.12.17 

（つくば） 
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 農業環境技術研究所公開セミナー「新規アレロケミカル

の探索と利用」 
25 人 
 

H21.1.18 
（つくば） 

生態系計測研究会「農業と生態系をとらえる空間情報解

析技術」 
143 人 
 

H20.5.30 
（つくば） 

第８回有機化学物質研究会「農薬由来の POPs による土

壌汚染の環境修復に関する 近の動向」 
118 人 
 

H20.9.17 
（つくば） 

第 25 回農薬環境動態研究会「後作物における農薬残留

問題」 
65 人 H20.9.18 

（つくば） 
第 26 回土・水研究会「窒素・リンによる環境負荷の削

減に向けた取り組み」 
208 人 H21.2.25 

（つくば） 

研究会 

第 25 回気象環境研究会「開放系大気 CO2 増加（FACE）

実験―過去、現在、未来―」 
115 人 H21.2.27 

（つくば） 

 

平成 20 年度に、環境中の DNA（eDNA）によって土壌微生物相を比較・解析するための「標準 eDNA

解析マニュアル」及び「歴史的農業環境閲覧システム」等のデータベース・システムを新たに Web サ

イトで公開した。 

表 2-2-エ-3 新たに公開したマニュアル及びデータベース 

名   称 内   容 

標準 eDNA 解析マニュアル 
環境中の DNA（eDNA）によって土壌微生物相を比較・解析するた

めのマニュアル 

歴史的農業環境閲覧システム 120 年前と現在の農業環境を地図上で比較できるデータベース 

栽培暦データベース 世界各地の栽培暦を広く収集・公開したデータベース 

モデル結合型作物気象データベース 水稲への温暖化影響の推定等に活用できるデータベース 

 

これまでに公開したデータベースについては、民間企業との共同研究や生分解性プラスチック分解微

生物の探索等につながっている微生物インベントリー（microForce）、国際シンポジウムの開催等を通

じて、利用が拡大しているアジア・太平洋外来生物データベースシステム（APASD）の例などがある。

しかし、全体的な活用状況や効果の把握は十分とはいえず今後の課題である。 

 

表 2-2-エ-4 本研究所の公開データベースの活用状況（事例） 
データベース名称 データベースの内容 活用状況 

微生物インベントリ

ー（microForce） 
 

農業環境中の微生物の形態性状、生物機

能、遺伝子情報等の情報を蓄積しており、

これらは微生物に関する研究に活用でき

る。 

 アクセス数：約 2 万件（インベントリーを

構成する各項目の合計） 
データベース情報を契機に民間企業３社

と共同研究を実施（H20）。生分解性プラス

チック分解微生物の探索にも貢献。 
アジア・太平洋外来

生物データベースシ

ステム（APASD） 

アジア・太平洋地域の農業生態系に生息

する外来生物の分類名、定着状況、被害、

繁殖・生育特性、防除対策等の情報を蓄積

しており、これらは外来生物に関する研

究、防除の取組等に活用できる。 

 アクセス数約 8 万件。 
国際シンポジウムの開催、システム改善に

よりアクセス数が飛躍的に増加している（平

成 19 年度末：約 9 千件）。 

昆虫標本館所蔵タイ

プ標本 
 

農業環境技術研究所が昆虫標本館に所

蔵しているタイプ標本（生物種の基準にな

る標本）約 500 種について、学名、和名、

採集日時、場所などのラベル情報と標本の

画像をデータベース化して公開している。

これらは昆虫の分類研究に活用できる。 

 アクセス数約 3 万件。 
国内外からのタイプ標本の借用依頼の際

に、事前参照情報としてデータベース画像が

活用されている。 
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●論文の公表・インパクトファクター（IF）（指標 2-2-オ） 

平成 20 年度の査読付論文の公表件数は 169 件であり、中期計画の目標値の 1/5（162 件）を達成した。

研究成果の質を重視するため第 2 期から目標として導入したインパクトファクター（IF）の合計値は

221 となり、中期計画の目標値の 1/5（100）を大幅に上回った。（P 参考-32 資料５参照） 

 

●プレスリリース等（指標 2-2-カ） 

平成 20 年度中に 12 件（うち共同発表 1 件）のプレスリリースを実施した。これは、中期計画の目標

値の 1/5（6 件）を上回っている。また、研究成果のプレスリリースの多くで記者レクチャーを実施し、

報道機関への丁寧な情報提供に努めた。その結果、特定外来生物カワヒバリガイの生息確認、生分解性

プラスチックを分解するカビ等の研究成果に大きな関心が寄せられ、マスメディアで報道された。特に、

後者の成果は、平成 20 年 3 月にプレスリリースを行った生分解性プラスチック分解微生物（酵母）の

研究成果と合せて、農林水産省が報道関係者の協力を得て選定する「2008 年農林水産研究成果 10 大ト

ピックス」の 1 つに選ばれた。 

また、常陽新聞のコラム「ふしぎを追って－研究室の扉を開く－」（24 回連載）、日本農業新聞のコラ

ム「サイエンス（農薬働く仕組み：除草剤編）」（8 回連載）等により、農業・環境問題とその研究に関

する理解を促進した。 

 

表 2-2-カ 研究成果等に関する主な報道 

研 究 成 果 等 報道時期及び主な報道 

2007 年夏季異常高温下での水稲不稔率の増加を確認 3～7 月（朝日新聞、日本経済新聞他） 

明治初期の関東地方の土地利用を閲覧できるシステムを公開 4 月（日本経済新聞、科学新聞、日本農業新聞他） 

衛星画像で東南アジア山岳焼畑地帯の炭素蓄積量の実態を明らかに 7～8 月（NHK ニュース、東京新聞他） 

特定外来生物カワヒバリガイの利根川河口から 120km 上流までの

生息を確認 

8 月（NHK ニュース、読売新聞他） 

農環研が植物の葉から生分解性プラスチックを強力に分解するカビ

を発見 

10～11 月（朝日新聞、日本農業新聞他） 

稲のカドミウム吸収に品種間差異があることを明らかにし、玄米カ

ドミウム濃度が低い系統を開発 

12～H21.１月（NHK ニュース、日本農業新聞他） 

農業環境研究全般 

 

10～H21.3 月（常陽新聞のコラム「ふしぎを追っ

て―研究室の扉を開く―」で 24 回連載） 

（注）24 回連載の 後の３回は平成 21 年 4 月 

農薬（除草剤）関係全般 

 

6～7 月（日本農業新聞のコラム「サイエンス（農

薬働く仕組み：除草剤編）」で 8 回連載） 

カドミウム土壌汚染対策全般 H21.2 月（日本農業新聞のコラム「カドミ対策

前線」で 3 回連載） 

 

●知的財産の利用促進の取組（指標 2-2-キ） 

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を平成 18 年度に策定し、研究成果の知的財産化とその利用の取組を推進して

いる。しかし、知的財産に関する研究所内の認識には温度差があるとみられ、特許の出願等が一部の研
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究者に偏っている。このような点を踏まえ、平成 20 年度には、役員会、所議等の会議において、知的

財産に関する検討を行い認識の共有化を進めた。また、農林水産技術情報協会 AFFTIS アイピー等 TLO

の活用による特許出願前の先行特許調査の実施、職務発明審査会の運営方法の改善等を行うこととし、

所内に周知した。 

その他、資金提供型共同研究制度及び連携推進アドバイザー制度の創設（P27 表 1-4-ア-1 参照）、研

究成果の情報提供（P67 指標 2-2-エ参照）、特許の実施許諾拡大に向けた取組（P70 指標 2-2-ケ参照）

を実施した。 

 

●特許出願に関する数値目標（指標 2-2-ク） 

知的財産権の確保により研究成果の円滑な移転を推進するため、実施許諾等の活用の可能性を考慮し

た上で、平成 20 年度は 12 件の国内特許出願（うち 1 件は平成 19 年度の国際出願（PCT）の国内移行）、

1 件の外国特許出願を行った。これは、中期計画の目標値の 1/5（国内特許出願５件）を上回る水準で

ある。第 2 期に入ってからの 3 年間では 26 件となり、中期計画の目標値の 3/5 を上回っている。（P 参

考-37 資料 6 参照） 

 

●実施許諾拡大に向けた取組（指標 2-2-ケ） 

本研究所で保有する特許については、本研究所の Web サイトの「知的財産・技術移転に関する情報」

のページで情報提供を行っている。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、移転に努めた。また、茨城県

中小企業振興公社知的所有権センターが実施する技術移転推進事業に参画し、特許情報をセンターの

Web サイトや冊子で広報した。 

「アグリビジネス創出フェア 2008」、「いばらき産業大県フェア 2008」などの技術展示イベントにお

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。ブース展示では、研究担当

者が参加者との議論を通して情報の提供を行った（Ｐ65 表 2-2-ア-1 参照）。 

平成 20 年度の実施許諾件数は平成 19 年度と同じ 7 件、実施料収入については、収入の大部分を占め

ていた特許が平成 20 年 8 月に消滅したため 39 千円に減少した（平成 19 年度 285 千円）。実施料収入

が低い水準にあることは、特許の新規許諾に至っていないことが主な原因であると考えられ、実施許諾

拡大の取組を強化することは今後の重要な課題である。 
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評価ランク コメント  

自己評価 

中項目 

2－2 
A 

 多くのシンポジウムや公開セミナー、広報関連イベントを実施ある

いは参加している。このような取組において、一般の参加を促すため

の東京での開催、都道府県と共同でのセミナー開催、一般・青少年の

理解増進のための体験型・対話型のイベントの企画など本研究所の工

夫と努力が続けられており高く評価できる。一方、こうした取組の負

担も大きいこと、新たな取組において、必ずしも期待した効果が得ら

れるとは限らないことから、事後検証を行い、効果的な取組を重点的

に行うことに期待する。 

12 件のプレスリリースを実施しており、これらは中期計画の目標の

1/5 を上回っている。また、こうした活動が新聞、テレビ等の報道にも

つながっており評価できる。近年、環境問題や食の安全・安心に関す

る国民の関心は非常に高まっており、それらに応えるため、今後も、

研究成果等関連情報を国民にわかりやすく伝えるための取組を進める

ことが期待される。 

 査読付論文数は 169 件で、中期計画の目標の 1/5 を達成し、インパ

クトファクターは中期計画の目標値の 1/5 を上回った。国際学術誌等

に多く掲載されている点も評価できる。普及に移しうる成果は７件で

あり、中期計画の目標の 1/5（6 件）を上回った。 

国内特許出願は 12 件で、中期計画の目標の 1/5（5 件）を上回った。

特許の出願等が一部の研究者に偏っており、知的財産に関する全所的

な意識改革と取組を進めることが期待される。 
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評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

2－2 

A 

広報活動を見直し、手段や頻度を強化した。シンポジウム・公開セ

ミナーを積極的に実施し、ホームページを整備し、プレスリリースを

行い、来所者、シンポジウム参加者、ホームページアクセス数等を伸

ばしている。今後、コミュニケーション活動や刊行物の発行において、

対象者や目的等を明確にして、より一層推進することを期待する。特

に、農業環境技術研究所のミッションとの関係の説明や参加者あるい

は国民全体の関心に応える説明が十分ではなく、広報の効果は限定的

である。扱うトピックについて国民がどんな意識を持っているか把握

し、今後の農業環境技術研究所の研究推進に貢献できるよう目的意識

をもって適切なプログラムを企画し運営することを期待する。普及に

移しうる成果、査読付論文、インパクトファクター、プレスリリース

に関する目標は達成した。国内特許出願は 4 件で、中期計画の目標の

1／5（5 件）をやや下回ったが、2 年間の合計では目標値を上回り、ま

た、国内特許とは別な内容で外国出願も 1 件出願しており、順調な進

捗状況である。しかしながら成果の普及に関し、ホームページの更新

に遅れがあり、また新規の知財許諾先は獲得できなかった。実施許諾

件数と実施料収入の拡大に取り組むことを期待する。世界的に環境技

術の重要性が改めて注目され、環境分野の知的財産についても、未活

用の特許を企業が相互開放するなど多様な取組が始まっている。農業

環境技術研究所においても、研究課題に関連する知的財産権の諸外国

や他機関による取得状況を把握するなど知財関連活動を活性化するこ

とを期待する。 
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３．専門研究分野を活かしたその他の社会貢献 

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・研究の成果を基に、農林水産省等における環境関連政策の立案・実施に対して

積極的に貢献する。このため、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）に基づく農業環境汚染

等への緊急対応を含めて、随時、行政等への技術情報の提供を行うとともに、行政が主催する委

員会等へ専門家の派遣を行う。また、行政等への技術情報の提供のための情報交換会を開催する。

行政等からの要請による委員会（国の要請、公共団体等の受託による。）への参加件数（委員会

数）について中期目標期間内に 500 件以上を目指す。 

（４）国際機関、学会等への協力 

我が国を代表する農業環境研究に係わる研究機関として、国際機関や内外の学会の役員や委員

に専門家を派遣して、その運営に協力するとともに、情報の発信と収集を図る。特に、IPCC（気

候変動に関する政府間パネル）、IGBP（地球圏－生物圏国際協同研究計画）等が開催する国際
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会議に積極的に職員を派遣する。 

 
指標 
2-3-ア 行政等の依頼に応じ、専門知識を必要とする分析・鑑定・技術相談が適切に行われたか。 
2-3-イ 講習、研修等の開催、国等の委託講習の受託や講師派遣講習会への協力、研修生の受け入れ等が積極的に行わ

れたか。講演会等の総受講者数に関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。 
2-3-ウ 行政が行う委員会への専門家の派遣、情報交換会の開催が積極的に行われているか。行政等の委員会への参加

に関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。 
2-3-エ ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）、ＩＧＢＰ（地球圏・生物圏国際協同研究計画）等への職員派遣

など国際機関等への協力が適切に行われているか。 

 

中項目実績 

●分析・鑑定・技術相談（指標 2-3-ア） 

行政・各種団体・大学等からの依頼に応じて、研究所が有する高度な専門的知識が必要とされ他の機

関では実施が困難な昆虫及び植物の分析・鑑定（22 件）を実施するとともに、農業環境にかかわる様々

な技術相談（200 件以上）に対応した。特に、分析鑑定に関しては、8 月から 9 月にかけて北海道内の

広域で発生した新害虫（ヘリキスジノメイガ）を同定し、関係者に注意喚起を行った。 

なお、本研究所の「依頼を受けて行う分析及び鑑定実施要領」（H19.3.27 決定）により、平成 19 年

度から、原則として対価を徴収しており、その総額は 52 千円となっている。 

 

写真 2-3-ア 北海道で発生した新害虫ヘリキスジノメイガ 

 

表 2-3-ア 分析・鑑定及び技術相談の事例 

区 分 内      容 依頼者 

遺伝子組換えナタネの種の同定 農林水産省 

北海道内で各種作物を加害している鱗翅目幼虫及び羽化成虫等の同定 公設試 

きくの新葉を摂食し問題となっているヤガの同定 病害虫防除所 

露地ギクの下葉枯れ上がりほ場の土壌から検出された未知センチュウの同

定 

農業改良普及セ

ンター 

分析・鑑定 

食品混入昆虫の同定等 民間企業 

農薬の作物残留濃度推定について 公設試 

サトイモ中の元素濃度について 民間企業 

農業のライフサイクルアセスメントについて 民間企業 

技術相談 

 

のぞましい畑地かんがい用水の水質について 農林水産省 



 75 

衛星データを活用した面積把握について 農林水産省 

野外調査における GPS 利用 大学 

 

昆虫形態に基づく系統推定法 大学 

 

●講習、研修等の開催、講師派遣、研修生の受入等（指標 2-3-イ） 

研究所外の者を主な対象として３件の講習、研修等を実施し、開催件数と受講者数は中期計画の目標

値の 1/5（2 件、40 名）を上回った。特に、土壌調査法現地研修会では、IPCC ガイドラインで定めら

れた深さ 30cm までの土壌層の炭素含量を測定するための調査・サンプリング手法の取得を主な目的と

して実施し、土壌断面記載法や土壌試料採取法について全都道府県の研究者間で共通認識を持つことが

できた。なお、本研修は、都道府県から多数の参加希望があったため、当初の予定より大幅に規模を拡

大して開催した。（研究所内の者を主な対象とした研修は P20 指標 1-2-ケ参照）。 

 

表 2-3-イ 本研究所が実施する所外向け講習会・研修会等 

講習会・研修会

等名称 

講習会・研修会の内容等 開催日（場所） 受講者（人） 

土壌調査法研

修会 

温暖化対策に資するため土壌層の炭素含量を測定するた

めの調査・サンプリング手法の取得等を実施。土壌保全調査

事業全国協議会との共催。 

H20.10.30～31 

(岡山県) 

76 人 

(公設試等) 

基礎編  H20.11.10

～11.14（つくば市） 

51 人(公設試

等) 

数理統計短期

集合研修 

農林水産研究における数理統計手法の基礎、応用に関する

講義・演習を実施。農業・食品産業技術総合研究機構主催、

農業生物資源研究所及び農環研共催で実施。 応用編  H20.11.17

～11.21（つくば市） 

23 人 ( 公設

試・独法) 

サマーサイエ

ンスキャンプ 

高校生等のための科学技術体験合宿プログラムで、独立行

政法人科学技術振興機構主催、本研究所等共催で実施。農環

研では「体験してみよう土の不思議」、「アレロパシーによる

植物間相互作用を調べてみよう」の２テーマで実施。 

H20.7.30～8.1 

（農環研） 

8 人（高校生） 

 

また、技術講習制度及び依頼研究員制度により、他の試験研究機関、大学、民間等から、講習生や研

究員を受け入れ、平成 19 年度創設したインターンシップ制度により就業体験者を受け入れた（P27 表

1-4-ア-2 参照）。また、海外から研究員を受け入れた（P32 表 1-5-イ参照）。 

なお、平成 20 年度及び平成 21 年度の文部科学大臣表彰科学技術賞（理解増進部門）において、本研

究所の研究者が受賞を果たした。平成 20 年度の受賞「土壌モノリスを活用した土の理解増進」（平成

20 年４月）は、土壌モノリス（土壌断面標本）の作成法の開発、その後 30 年に渡る国内外の関係者へ

の普及や指導活動が評価されたものであり、平成 21 年度の受賞「ミニ農村の創造・展示による農村の

生物多様性の理解増進」（平成 21 年４月）は、本研究所におけるビオトープなどの農村環境の創造と展

示が、全国でのビオトープの普及や生物多様性の理解増進に大きな役割を果たしたことが評価されたも

のである。これらは、平成 20 年４月に、IPCC のノーベル平和賞受賞への貢献により授与された賞状（平

成 19 年度業務実績報告書に記載）とあわせ、本研究所の研究者の長年の取組が評価されたものと言え

る。 
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土壌モノリスによる理解増進の受賞者（左）と農環研インベントリー展示館の土壌モノリス（右） 

 

 

ミニ農村の創造・展示による理解増進の受賞者（左）と農環研ミニ農村の谷津田（右） 

写真 2-3-イ-2 文部科学大臣表彰受賞 

 

●行政が行う委員会への専門家の派遣、情報交換会の開催（指標 2-3-ウ） 

国（農林水産省、環境省等）、地方公共団体、他の独立行政法人、各種団体等から委嘱を受け委員会

等に専門家の派遣を行った。委員会等への参加件数（委員会数）は 121 件となり、中期計画の目標値の

1/5（100 件）を達成した。 

 

表 2-3-ウ 行政の委員会等への専門家派遣の事例 

委 員 会 等 名 称 依 頼 元 

食品安全委員会（専門委員） 内閣府（食品安全委員会） 

生物多様性影響評価検討会 農林水産省、環境省 

地球環境問題に関する有識者会議 農林水産省（環境バイオマス政策課） 

中央環境審議会専門委員会（専門委員） 環境省 

佐鳴湖浄化対策専門委員会 静岡県（浜松土木事務所） 

滋賀県農業・水産業温暖化対策検討委員会 滋賀県（農林水産部） 

 

また、行政への技術情報の提供と行政からの研究ニーズの把握のため、農林水産省の関係課との情報

交換会、農業環境技術研究所連携推進会議の開催（P27 指標 1-4-イ参照）、「後作物における農薬残留

問題」をテーマとした農薬環境動態研究会など行政ニーズを踏まえた研究会を開催した（P67 表 2-2-
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エ-2 参照）。 

 

●IPCC、IGBP 等への職員派遣など国際機関等への協力（指標 2-3-エ） 

国際機関等への協力として、経済協力開発機構（OECD）農業委員会、気候変動に関する政府間パネ

ル、国際連合気候変動枠組み条約（UNFCCC）COP14 等に延べ 7 名の研究職員の派遣を実施した。 

 

表 2-3-エ 国際機関等への協力 

内       容 参加者（人） 

経済協力開発機構（OECD）農業委員会 1 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）専門家会合 1 

国際連合気候変動枠組条約（UNFCCC）COP14 1 

国際連合気候変動枠組条約（UNFCCC）LULUCF 1 

国際連合気候変動枠組条約（UNFCCC）SB28 1 

地球圏－生物圏国際協同研究計画(IGBP-iLEAPS）科学推進委員会 1 

アジア生産性機構（APO）専門家会合 1 
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評価ランク コメント  

自己評価 

中項目 

2－3 
Ｓ 

昆虫や植物の分析・鑑定、多数の技術相談に対応した。また、研修

等を開催し、都道府県の研究者の指導や学生の教育に貢献している。

このように研究者が自らの専門知識を生かし社会貢献を行うことは重

要であり評価できる。特に、北海道で発生した新害虫の同定は早期の

防除につながることが期待される。また、「土壌モノリスを活用した

土の理解増進」及び「ミニ農村の創造・展示による農村の生物多様性

の理解増進」の活動が文部科学大臣表彰（理解増進部門）されたこと

は、長年に渡る地道な取組が評価されたものである。 

 行政が行う委員会等への専門家の派遣については中期計画の目標値

の 1/5 を概ね達成した。多様な分野の重要な委員会への専門家派遣が

行われており、環境問題への関心の高まりを背景に地方公共団体への

専門家派遣もみられる。これは、委員会等の場で政策決定に貢献する

とともに、現場のニーズを把握し研究にフィードバックすることにつ

ながるものであり評価できる。 

 国際連合気候変動枠組み条約締約国会議等の国際機関の活動に 10

名の委員等を派遣した。環境政策の重要な部分が国際的枠組みの中で

決定されていく傾向が強まる中、国際機関への専門家派遣は研究成果

を政策に反映していく上で非常に重要である。したがって、今後も専

門家派遣を積極的に行うとともに、国際舞台で活躍できる研究者の育

成に力を入れることが期待される。 

 以上、本研究所では、各方面からの依頼に基づく鑑定や技術相談、

他の研究機関の研究者の指導、国際機関・国・地方公共団体への協力

等を積極的に行っているが、昨年以降、長年の取組の成果が、IPCC

のノーベル平和賞受賞に関する感謝状、2 件の文部科学大臣表彰（理

解増進部門）という形で認められた。こうした状況を踏まえ、本項目

については想定以上の顕著な実績があがっていると認めるとともに、

各研究員が社会貢献の意識を強く持ち、一層の活躍を行うことを期待

する。 
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評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

2－3 

A 

専門的知識を必要とする昆虫や植物の分析・鑑定及び多数の技術相

談に対応した。講習会の開催数、受講生の人数、行政が行う委員会等

への専門家の派遣数は目標値を上回る実績をあげた。土壌保全対策事

業の推進などの行政施策に貢献しており評価できる。OECD の共同研

究プログラム管理委員会委員等の国際機関へ 8 名の委員等を派遣し

た。また IPCC から感謝状が贈られた事実は、農業環境技術研究所の

これまでの貢献の実績が IPCC のノーベル平和賞受賞につながったこ

とを示している（1－5 再掲）。 
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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。 

 
指標 
3-ア 法人経営に係る具体的方針が明確にされているか。また、方針どおりに実行され、改善効果が現れているか。 
3-イ 法人予算全体の人件費（業績評価を勘案した役員報酬を含む）、業務経費、一般管理費等法人運営における予算配

分の方針について、重点配分方針を打ち出すなど明確にされているか。 
3-ウ 競争的研究資金等の外部資金の獲得に向けた十分な取り組みが行われ、獲得金額が増加しているか。  

【指標１－２のイと同じ】 
3-エ 法人における知的財産権等実施料収入等自己収入増加に向けた取り組みが行われ、その効果が現れているか。 
3-オ 法人における運営費交付金及び受託収入の外部委託費の内訳と委託に係る成果、外部委託に係る考え方が明記さ

れているか。 
3-カ 利益剰余金についてその財源ごとに発生要因を明確にし、適切に処理されているか。目的積立金の申請状況と申

請していない場合は、その理由が明確にされているか。 
3-キ 人件費削減目標の達成に向けた具体的な取り組みが行われているか。その実績等から目標達成の見通しはどうか。 
3-ク 法人の給与水準は適切か。国の水準を上回っている場合、その理由が明確にされているか。 
3-ケ 法人における業務経費、一般管理費の削減に向けた取り組みが行われ、その効果が現れているか。 
3-コ 保有資産の見直しについて、減損会計による経理事務が適切に行われているか。 
3-サ 官民競争入札の活用について、検討が適切に行われているか。 
3-シ 一般競争入札等の範囲拡大や契約の見直し、契約に係る情報公開は適切に行われているか。 
3-ス 特定関連会社、関連公益法人等に対する個々の委託の妥当性、出資の必要性が明確にされているか。 
3-セ 法人におけるコンプライアンスの整備状況（倫理行動規程の策定、第三者を入れた倫理委員会等の設置、監事に

よる内部統制についての評価の実施、研究上の不正に関する適切な対応など）が明確にされているか。 
3-ソ 会計検査院、政独委等からの指摘に適切に対応しているか。（他の評価指標の内容を除く） 

 

１．予算配分方針（指標 3-イ） 

業務運営における運営費交付金については、業務の見直し及び効率化を進め、事業費は前年度比で一

般管理費 3%、業務経費 1%以上の削減、人件費は 5 年間で 5%以上の削減を行うことを基本とし、これ

らの効率化等を実施しつつ、平成 20 年度計画の効果的・効率的な達成を図った。 

予算配分については研究所の予算・管理運営委員会において包括的な協議を行い決定している。平成

20 年度については、所内における競争的研究資金と位置づけられる研究推進費を拡充し競争的環境の熟

成を図った。また、平成 21 年 3 月に、本研究所の予算管理・運営委員会において、研究課題の重点化

に向けた点検結果に沿って交付金の重点配分（例：新規採用者の重点配置、研究員の RP エフォート変

更、小課題強化費ポスドクの重点配置、研究推進費等の重点配分）を図ることとする「平成 21 年度運

営費交付金予算配分方針」を決定した。 

 

２．外部資金の獲得（指標 3-ウ） 

中期目標の達成に有効な競争的資金等外部資金について、引き続き積極的に応募し、外部資金を獲得

した（P17 指標 1-2-イ参照）。 
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３．自己収入増加（指標 3-エ） 

自己収入の増加を図るため、平成 20 年度には、隔離ほ場及び隔離ほ場調査実験棟の外部機関への貸

し付けに際して不動産貸付料を徴収することとし、1,418 千円の収入を得た。なお、今後の適切な貸付

料徴収のため関係要領の一部改正を実施している。また、平成 18 年度から、依頼研究員の受入、分析・

鑑定について対価を徴収することとしており、平成 20 年度はそれぞれ、630 千円（依頼研究員等受入）

及び 52 千円（分析・鑑定）となった。知的財産権実施料収入については、新たな実施許諾に至らず 39

千円となった。  

 

４．予算、収支計画及び資金計画 

（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。 
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運営費交付金＝｛（前年度一般管理費－Ａ）×α×δ｝ 

＋｛（前年度業務経費－Ｂ）×β×δ｝ 

＋人件費 ±ε－諸収入 

人件費＝｛前年度人件費（退職手当除く）｝×0.99 以下 

＋退職手当＋労働保険料 

Ａ＋Ｂ＝勧告の方向性を踏まえて効率化する額 

諸収入＝運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積額 

α：一般管理費の効率化係数（0.97） 

β：業務経費の効率化係数（0.99） 

δ：消費者物価指数（平成 16 年度全国平均）（0.999） 

ε：平成 18 年度の業務の状況等に応じて増減する経費 

 

２．平成 19 年度以降については、次の算定ルールを用いる。 

運営費交付金（ｙ）＝｛Ａ（ｙ－１）×α×δ｝＋｛Ｂ（ｙ－１）×β×δ｝ 

＋｛人件費（退職手当、福利厚生費を除く。）×γ 

＋退職手当＋福利厚生費｝±ε － 諸収入 

Ａ（ｙ－１）：直前の年度における一般管理費相当分 

Ｂ（ｙ－１）：直前の年度における業務経費相当分 

α：一般管理費の効率化係数 

β：業務経費の効率化係数 

γ：人件費抑制係数 

δ：消費者物価指数 

ε：各年度の業務の状況に応じて増減する経費 

諸収入：運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう自己収入の見積

額 

人件費＝基本給等＋休職者給与・国際機関派遣職員給与 

基本給等＝前年度の（基本給＋諸手当＋超過勤務手当）×（１＋給与改定率） 

諸収入＝直前の年度における諸収入×ω 

ω：収入政策係数（過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該

事業年度における具体的な係数値を決定。） 

 

（注） 消費者物価指数及び給与改定率については、運営状況等を勘案した伸び率とする。ただし、

運営状況等によっては、措置を行わないことも排除されない。 

［注記］前提条件 

１．期間中の効率化係数を一般管理費については年 97％、業務経費については年 99％と推定。なお、

人件費抑制係数については、年 99％と推定。 

２．給与改定率及び消費者物価指数についての伸び率をともに 0％と推定。 

３．収入政策係数についての伸び率を 1.8％と推定。 

４．勧告の方向性を踏まえて効率化する額は、26,491 千円とする。 
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平成 20 年度予算及び決算    （単位：百万円） 

区 分 予算額 決算額 
収入   

前年度より繰越金 0 0 
運営費交付金 3,306 3,306 
施設整備費補助金 55 48 
受託収入 931 1,671 
諸収入 3 3 
計 4,296 5,028 

支出   
業務経費 870 900 
施設整備費 55 48 
受託経費 931 1,655 
試験研究費 838 1,598 
管理諸費 93 57 

一般管理費 368 321 
人件費 2,071 1,955 
計 4,296 4,879 

 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 

 （注 1）施設整備費補助金の予算額に対する差額は、割当内示（予算）に対し、額確定による執行済み額であり、繰越

額は発生していない。 

 （注 2）受託収入決算額の内訳は、次のとおりである。 

（１）受託研究収入  1,654 百万円 （平成 19 年度  1,584 百万円）  

①政府受託研究収入  1,518 百万円 （平成 19 年度  1,472 百万円） 

②その他の受託研究収入  136 百万円 （平成 19 年度   112 百万円）  

（２）政府外受託出張収入     2 百万円 （平成 19 年度    2 百万円） 

（３）その他受託収入     14 百万円 （平成 19 年度    15 百万円） 

 （注 3）受託収入及び受託経費が予算額を上回っているのは、受託契約額が増えたためである。 
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（２）収支計画 

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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平成 20 年度収支計画及び決算     （単位：百万円） 
区 分 計画額 決算額 

費用の部 4,392 4,891 
経常費用 4,392 4,887 

人件費 2,071 1,955 
業務経費 804 954 
受託経費 894 1,655 
一般管理費 368 95 
減価償却費 254 227 

財務費用 0 0 
雑損 0 1 
臨時損失 0 4 

収益の部 4,376 4,867 
運営費交付金収益 3,240 3,009 

当年度運営費交付金収益 3,240 2,916 
繰越運営費交付金収益 0 92 

諸収入 3 2 
受託収入 931 1,671 
資産見返負債戻入 201 180 
臨時利益 0 5 

   
純損失（△） △16 △24 
前期中期目標期間繰越積立金取崩額 32 43 
総利益 16 19 

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
（注）受託収入及び受託経費が計画額を上回っているのは、受託契約額が増えたためである。 

 
（３）資金計画 

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］ 
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１．資金計画は、予算ベースで作成した。 
２．「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。 
３．「業務活動による収入」の「その他の収入」は、諸収入額を記載した。 

 
平成 20 年度資金計画及び決算    （単位：百万円） 

区 分 計画額 決算額 
資金支出 4,296 5,437 
業務活動による支出 4,135 4,759 
投資活動による支出 159 196 
財務活動による支出 2 1 
国庫納付金の支払額 0 0 
次年度への繰越金 0 481 

資金収入 4,296 5,437 
前年度よりの繰越金 0 557 
業務活動による収入 4,240 4,850 
運営費交付金による収入 3,306 3,306 
受託収入 931 1,481 
その他の収入 3 63 

投資活動による収入 55 29 
施設整備費補助金による収入 55 29 
有形固定資産の売却による収入 0 1 

財務活動による収入 0 0 
無利子借入金による収入 0 0 
その他の収入 0 0 

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
（注）受託収入及び業務活動による支出が計画額を上回っているのは、受託契約額が増えたためである。 

 
（４）予算・決算の概況 
 
平成 20 年度以前 5 年間の推移         （単位：百万円） 

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 
区 分 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 
収入            
前年度よりの繰越金 － － － － － － － － － －  
運営費交付金 3,264 3,264 3,106 3,106 3,280 3,280 3,142 3,142 3,306 3,306  
施設整備費補助金 106 106 123 119 153 101 100 97 55 48  
施設整備費貸付償還時補助金 960 960 － － － － － － － －  
無利子借入金 － － － － － － － － － －  
受託収入 908 921 1,056 1,048 931 1,060 931 1,601 931 1,671 受託研究契約額の増 

諸収入 2 1 2 1 3 2 3 1 3 3  
臨時収入 － － － － － 11 － － － －  

計 5,240 5,252 4,287 4,274 4,367 4,454 4,176 4,842 4,296 5,028  
支出            
業務経費 931 933 920 950 886 913 877 930 870 900  
施設整備費補助金 106 106 123 119 153 101 100 97 55 48  
受託経費 908 919 1,056 1,047 931 1,058 931 1,585 931 1,655 受託研究契約額の増 
借入償還金 960 960 － － － － － － － －  
一般管理費 412 405 406 397 392 309 379 280 368 321  
人件費 2,230 2,008 1,982 1,895 2,005 1,931 1,889 1,991 2,071 1,955  

    計 5,547 5,331 4,487 4,408 4,367 4,312 4,176 4,883 4,296 4,879  
百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
（注 1）平成 19 年度における人件費の決算額が予算額を上回っているのは、退職手当支給者が増えたためである。 
（注 2）受託収入及び受託経費が予算額を上回っているのは、受託契約額が増えたためである。  
（注 3）平成 18 年度における｢臨時収入｣11 百万円は、過年度特許実施補償料収入である。 
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（５）外部委託費の内訳と委託に係る成果、外部委託に係る考え方（指標 3-オ） 
運営費交付金を財源とした外部委託としては、従前からの施設保守に関する業務の外部委託を引き続

き実施した。また、広報業務や会議等開催支援業務、データベース構築業務、分析業務等についても外

部委託し外部の人材の活用を図った。 

研究については、様々な研究機関との連携協力を推進し、研究委託により、普及に移しうる成果１件、

査読付き論文 51 件の研究成果が得られた。 

 

表 3-オ-1 平成 20 年度研究委託により得られた成果 

  
再委託先成果件数 

（本研究所職員共著を除く） 

本研究所職員が 

著者に含まれる分 

知的財産権出願 ０ ０ 

普及に移しうる成果 １ ０ 

査読付論文 ５１ ２ 

（注）査読付論文のうち本研究所職員が著者に含まれる分については P69 指標 2-2-オの査読付論文 

公表件数にも含まれている。 

 

５．簡潔に要約された財務諸表 

 

①賃借対照表（財務諸表 P.1 を参照）    （単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 
流動資産 689 流動負債 673 

現金及び預金 481 運営費交付金債務 237 
未収金 207 未払金 324 
その他 0 未払費用 92 

固定資産 33,625 その他 20 
有形固定資産 33,588 固定負債 884 
無形固定資産 37 資産見返負債 884 

特許権 0 負債合計 1,557 
その他 37 純資産の部  

  資本金 34,353 
  政府出資金 34,353 
  資本剰余金 －1,743 
  利益剰余金 147 
  純資産合計 32,757 

資産合計 34,314 負債純資産合計 34,314 
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②損益計算書（財務諸表 P.2 を参照） 
（単位：百万円） 

 金額 
経常費用(A) 4,887 
研究業務費 4,519 
人件費 2,003 
減価償却費 219 
その他 2,297 

一般管理費 368 
人件費 284 
減価償却費 8 
その他 76 

財務費用 0 
雑損 1 

経常収益(B) 4,862 
運営費交付金収益 3,009 
自己収入等 1,673 
その他 180 

臨時損益(C) 1 
その他調整額(D) 43 
当期総利益(B-A+C+D) 19 

 
③キャッシュ・フロー計算書（財務諸表 P.3 を参照） 

（単位：百万円） 
 金額 
Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 91 
人件費支出 －2,334 
運営費交付金収入 3,306 
自己収入等 1,544 
その他収入・支出 －2,425 

Ⅱ投資活動によるキャシュ・フロー(B) －166 
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) －1 
Ⅳ資金増加額(D=A+B+C) －76 
Ⅴ資金期首残高(E) 557 
Ⅵ資金期末残高(F) 481 

 
④行政サービス実施コスト計算書（財務諸表 P.4 を参照） 

(単位：百万円） 

 金額 
Ⅰ業務費用 3,225 
損益計算書上の費用 4,891 
（控除）自己収入等 －1,666 

（その他の行政サービス実施コスト）  
Ⅱ損益外減価償却等相当額 715 
Ⅲ損益外減損損失相当額 68 
Ⅳ引当外賞与見積額 2 
Ⅴ引当外退職給付増加見積額 12 
Ⅵ機会費用 442 
Ⅶ行政サービス実施コスト 4,464 
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■ 財務諸表の科目 
① 貸借対照表 

現 金 及 び 預 金 ：現金、小口現金、預金など 
有 形 固 定 資 産 ：土地、建物、車両運搬具、工具器具備品など当法人が長期にわたって使

用または利用する有形の固定資産 
無 形 固 定 資 産 ：特許権、ソフトウェア、電話加入権、工業所有権仮勘定など具体的な形

態を持たない無形固定資産等が該当 
運営費交付金債務：独立行政法人の業務を実施するために国から交付された運営費交付金

のうち、未実施の部分に該当する債務残高 
資 産 見 返 負 債 ：中期計画の想定の範囲内で、運営費交付金により独立行政法人があらか

じめ特定し、当該資産の償却に対応して取り崩される債務残高 
政 府 出 資 金 ：国からの出資金であり、独立行政法人の財産的基礎を構成 
資 本 剰 余 金 ：国から交付された施設費や寄付金などを財源として取得した資産で独

立行政法人の財産的基礎を構成するもの 
利 益 剰 余 金 ：独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額 
 

② 損益計算書 
研 究 業 務 費 ：独立行政法人の研究業務に要した費用 
人 件 費 ：給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の職員等に要する経費 
減 価 償 却 費 ：業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわたって費用とし

て配分する経費 
財 務 費 用 ：リース資産の支払利息に要する経費 
運営費交付金収益：国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識した収益 
自 己 収 入 等 ：事業収益、受託収入などの収益 
臨 時 損 益 ：固定資産の除売却損益等 
そ の 他 調 整 額 ：目的積立金の取崩額等が該当 

 
③ キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキャッシュ・フロー：独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を
表し、サービスの提供等による収入、原材料、商品またはサービスの購
入による支出、人件費支出等が該当 

投資活動によるキャッシュ・フロー：将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活
動に係る資金の状態を表し、固定資産の取得・売却による収入・支出が
該当 

財務活動によるキャッシュ・フロー：ファイナンス・リースの返済による支出が該当 
 

④ 行政サービス実施コスト計算書 
業 務 費 用 ：独立行政法人が実施する行政サービスコストのうち、独立行政法人の損

益計算書に計上される費用 
その他の行政サービス実施コスト：独立行政法人の損益計算書に計上されないが、行政サー

ビスの実施に費やされたと認められるコスト 
損益外減価償却相当額：償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されない

ものとして特定された資産の減価償却費相当額（損益計算書には計上し
ていないが、累計額は貸借対照表に記載されている） 

損益外減損損失相当額：独立行政法人が中期計画等で想定した業務を行ったにもかかわらず
生じた減損損失相当額（損益計算書には計上していないが、累計額は貸
借対照表に記載されている） 

引当外賞与見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合の賞与引当
金見積額（損益計算書には計上していないが、仮に引き当てた場合に計
上したであろう賞与引当金見積額を貸借対照表に注記している） 

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合の
退職給付引当金増加見積額（損益計算書には計上していないが、仮に引
き当てた場合に計上したであろう退職給付引当金見積額を貸借対照表に
注記している） 

機 会 費 用 ：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸した
場合の本来負担すべき金額などが該当 
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６．財務情報 

（１）財務諸表の概況  
① 経常費用、経常利益、当期総損益、資産、負債、剰余金及びキャッシュ・フローなどの主要な

財務データの経年比較・分析(内容・増減理由) 
 
（経常費用） 

平成 20 年度の経常費用は 4,887 百万円と、前年度比 77 百万円増(1.6％増)となっている。

これは、受託収入が増加したことに対応し、外部委託費が 164 百万円（16.7％増）増加した

ことが主な増加の要因である。また、図書印刷費について、外国雑誌の契約を随意契約から

一般競争契約に変更したこともあり、全体で対前年度比 22 百万円減（18.3％減）となってい

る。 
（経常収益） 

平成 20 年度の経常収益は 4,862 百万円と、前年度比 86 百万円増(1.8％増）となっている。

受託収入において、受託契約に伴う契約額が 70 百万円（4.4％増）増加したことが主な要因で

ある。競争的資金等の獲得における自己収入の増加の取組が顕著に表れた。 
（当期総損益） 

上記経常損益の状況及び臨時損失として固定資産除却損 4 百万円、臨時利益として資産見

返負債戻入 4 百万円の計上を行った。また、前中期目標期間繰越積立金を 43 百万円取崩し、

終的な当期総利益は 19 百万円、前年度比 4 百万円増（28.9％増）となっている。 
（資産） 

平成 20 年度末現在の資産合計は 34,314 百万円と、前年度末比△665 百万円減(△1.9％減)
となっている。これは、法人税法の改正に伴い、残存価額に到達した資産の残存価額と備忘

価額との差額を５年均等償却していることにより、既存資産の減価償却累計額が増加し、有

形固定資産の減少△787 百万円(△2.3％減）となったことが主な要因である。 
（負債） 

平成 20 年度末現在の負債合計は 1,557 百万円と、前年度末比 93 百万円増(6.4％増)となっ

ている。これは、運営費交付金債務が対前年度比 145 百万円増（156.9％増）となったこと

が主な要因である。 
（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 20 年度の業務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは 91 百万円と、前年度比 196 百万円減（68.2％
減）となっている。これは、政府受託収入の一部が精算請求となり未収金となったため、

平成 20 年度期末時における受託収入が対前年度比 125 百万円減（7.8％減）となった。ま

た、原材料、商品又はサービスの購入による支出の減 164 百万円（7.7％減）が主な要因で

ある。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 20 年度の投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは△166 百万円と、前年度比 9 百万円増(5.3％増)
となっている。これは、平成 20 年度における固定資産の取得による支出額が前年度比 65
百万円（25.4%減）の支出減となったことが主な要因である。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
平成 20 年度の財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは△1 百万円と、前年度比 2 百万円増(68.1％増)

となっている。これは、平成 20 事業年度中において、終了したリース資産に伴う支出減が

主な要因である。 
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表 主要な財務データの経年比較 
（単位：百万円） 

区 分 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

経常費用 4,247 4,282 4,313 4,810 4,887 
経常収益 4,249 4,421 4,280 4,776 4,862 
当期総利益 3 139 49 15 19 
利益剰余金 663 665 156 156 147 
資産 36,288 35,758 35,079 34,979 34,314 
負債 1,629 1,215 1,343 1,463 1,557 
業務活動によるキャッシュ・フロー 256 49 －215 287 91 
投資活動によるキャッシュ・フロー －228 －246 －129 －175 －166 
財務活動によるキャッシュ・フロー －28 －29 －27 －3 －1 
資金期末残高 1,045 820 449 557 481 

（注 1） 平成 19 年度の「経常費用」「経常収益」の増は、受託研究契約額の増に伴うものである。 

（注 2） 平成 18 年度｢業務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰには、国庫納付金△578 百万円が含まれている。 

（注 3） 平成 17 年度の当期総利益は、第 1 期中期目標期間 終年度に伴う運営費交付金債務残高相当額 131 百万

円が含まれている。 

 

② セグメント事業損益の経年比較・分析 

 当法人は、単一セグメントとしており、該当ありません。 

 

③ セグメント総資産の経年比較・分析 

 当法人は、単一セグメントとしており、該当ありません。 

 

④ 目的積立金の申請・承認の内容、取崩内容等 

当期総利益の主な発生要因は、当年度受託収入を財源として取得した資産の額から、当中期目

標期間中に受託収入を財源として取得した固定資産に係る減価償却費を控除した額 15 百万円及

び諸収入の未使用額 4 百万円である。諸収入の未使用額には、外部の者への隔離圃場の土地・建

物貸付収入 1 百万円及び公用車 1台を売り払ったことによる不用物品売払収入 1 百万円が含まれ

ている。平成 20 年度における諸収入の決算額は、年度計画における予算額を上回るもののその

収入の性質から目的積立金として申請していない。 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 43 百万円は、前中期目標期間に取得した資産相当額であり、

当中期目標期間において費用計上されることに伴い、損益均衡を図るため、取り崩すべき積立金

として平成 18 年 6 月 30 日付けにて農林水産大臣から承認を受けた 227 百万円から取り崩した

ものである。 

 

⑤ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析（内容・増減理由） 

平成 20 年度の行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄは 4,464 百万円と、前年度比 600 百万円増(15.5％増)となっ

ている。これは、法人税法の改正に伴い、有形固定資産の減価償却方法を定額法から新定額法に

変更したことから、出資財産及び施設整備費財源の財産について、減価償却額が対前年度比 439

百万円（167％増）の大幅な増加が主な要因である。 
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表 行政サービス実施コストの経年比較 
（単位：百万円） 

区 分 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

業務費用 3,349 3,264 3,247 3,208 3,225 
うち損益計算書上の費用 4,272 4,316 4,323 4,814 4,891 
うち自己収入 －923 －1,051 －1,076 －1,606 －1,666 

損益外減価償却等相当額 383 374 269 284 715 
損益外減損損失相当額 － － 1 － 68 
引当外賞与見積額 － － － －8 2 
引当外退職給付増加見積額 －96 16 68 －47 12 
機会費用 457 599 555 426 442 

行政サービス実施コスト 4,093 4,254 4,140 3,864 4,464 
（注 1）平成 20 年度計上の「損益外減価償却等相当額」は、法人税法の改正に伴い、残存価額に到達した資産の残

存価額と備忘価額との差額を５年均等償却していることにより、既存資産の減価償却累計額が増加したこと

によるものである。 

（注 2）平成 20 年度計上の「損益外減損損失相当額」は、建物及び構築物について使用しない決定を行った部分（建

物 4 件、構築物 1 件）について、減損を認識したため増加したものである。 

（注 3）平成 19 年度計上の「引当外賞与見積額」は、会計基準の変更に伴う計上で、平成 19 年度末の引当外賞与

見積額から平成 18 年度末の引当外賞与見積額を控除し計算している。 

（注 4）平成 19 年度計上の「機会費用」の減少は、算出における利率（10 年もの国債利回り）が対前年度 0.375 ポ

イント減少したことによるものである。 

（注 5）平成 19 年度より、｢引当外退職給付増加見積額｣は、事業年度末に在職する役職員について、当期末の退職

給付見積額から前期末の退職給付見積額を控除した額から、退職者に係る前期末退職給付見積額を控除して

計算する方法に変更している。 

（注 6）平成 18 年度計上の「損益外減損損失相当額」は、会計基準の変更に伴う減損会計の処理にによる計上で、

電話加入権に係るものである。 
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（２）経費削減及び効率化目標との関係 

●人件費の削減（指標 3-キ） 

人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律等に基づき、

平成 18 年度以降の５年間で５％以上の削減を行うことを基本としており、法人として「中期目標期間

における人員計画」を策定している。役職員の給与について必要な見直しを行った結果、平成 20 年度

の削減対象人件費（給与、報酬等支給総額（人件費のうち、退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法

定外福利費）を除いたもの。）のうち総人件費改革の取組の削減対象の人件費から除くこととされたも

のを除いた額）は、1,472,743 千円となり、前年度実績（1,520,097 千円）から 47,354 千円（3.1%）の

削減となった。 

 

●法人の給与水準（指標 3-ク） 

給与は、国家公務員の職員給与を規定している「一般職の職員の給与に関する法律」に準拠して策定

した独立行政法人農業環境技術研究所職員給与規程に基づき支給しており、国家公務員とほぼ同水準と

なっている（HP：http://www.niaes.affrc.go.jp/lawopen/090630/kyuyosuijun.pdf にて公表）。 

研究職員の対国家公務員指数が 100 を若干超える原因については、その算出の詳細が不明なため法人

毎に判断できるものではないが、当法人の特徴を踏まえれば、つくば地区の勤務者に支給される地域手

当の他に研究員調整手当（支給基準は国と同じ）を支給されていることが推察される。 

 なお、国と異なる手当は定めておらず、支給していない。 

 
 事務・技術職員 研究職員 

対国家公務員指数（平成20年度） 96.2 100.5 

対前年比 +0.1 ▲0.8 

     （注）対国家公務員指数（ラスパイレス指数）とは、法人の職員の給与を国家公務員の給与と 

比較し、法人の年齢階層別人員構成をウエイトとして用いて人事院にて算出された指数。 

 

●法人における業務経費、一般管理費の削減に向けた取組（指標 3-ケ） 

当期中期目標期間終了年度における経費について、前中期目標期間の 終年度に比べて業務経費５％、

一般管理経費 15%を削減することとしている。 

業務経費に関しては、平成 19 年度に見直しを行った精密機器類の保守契約の継続等により高精度機

器保守費を引き続き低い水準に抑えるとともに、研究用機械の整備費を抑制するなどの取組を行い、削

減目標達成に向け進捗している。一般管理費に関しては、平成 20 年度における燃料費高騰の影響を受

けた光熱水料の増加により対前年で増加したが、前期との比較では、毎年度 3%削減された場合の水準

を下回っている。光熱水料については、空調施設の老朽化に伴う省エネ機器への改修、古く消費電力が

多い冷蔵庫・フリーザーなどの低消費電力機器への更新、節電や節水などの所内への呼びかけ等の取組

を実施し、使用量では前年を下回っている。また、管理事務費等については、引き続き印刷用紙の両面

使用など節約執行を行っている。なお、国において、「レクレーション経費の取扱について」（平成 20

年７月 30 日付け総人恩総第 774 号）が発出され、レクリエーション経費を支出しないものとされたこ

と等を踏まえ、本研究所においても、国の取扱に準じ、レクリエーション経費の支出を行わないことと

した。 
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（単位：千円） 

当中期目標期間 前中期目標期

間 終年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

 

区 分 

金額 金額 金額 金額 対前年度 対前期(注 1) 

業務経費 949,985 912,920 929,546 899,940 96.8％ 94.7％ 

 うち高精度機器保守費 84,508 69,486 49,042 50,181 102.3％ 59.4％ 

一般管理費 396,803 309,369 280,040 321,017 114.6％ 80.9％ 

 うち光熱水料 120,711 160,450 151,576 184,538 121.7％ 152.9％ 

 うち管理事務費 46,587 30,616 33,712 23,384 69.4％ 50.2％ 

（注 1）対前期は前中期目標期間 終年度（平成 17 年度）に対する比率である。 

（注 2）本表は支出決算ベースで作成している。 

 

●保有資産の見直し（指標 3-コ） 

平成 19 年度に実施した施設・設備の利用状況等実態調査において、要検討と判断された施設につい

て、費用対効果や維持管理費削減等を総合的に勘案し、平成 20 年度に、一部の施設について利用目的

の変更及び廃止計画の策定を行った（要検討となった他の施設については引き続き検討）。また、廃止

や利用計画の変更を要する施設については、減損の兆候が見られるものとして、減損の処理を実施した。 

（Ｐ101 表 7-1-3 参照） 

 

●官民競争入札の活用（指標 3-サ） 

官民競争入札の導入については独立行政法人整理合理化計画の策定時に検討を行ったが、施設の管理

業務や広報業務等外部への委託が可能なものはすでに実施しており、個々の業務を包括的に官民競争や

外部委託とすることは、効率性や費用対効果の観点からも馴染まないとの結論となった。 

外部委託が可能な業務についての検討を引き続き実施している。 

 

７．事業の説明 

（１）事業の目的 

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

その生育環境の保全及び改善に関する技術の向上に寄与する。 

 

（２）事業の財源（予算構成）財務データとの関連  

事業費については、主に、運営費交付金（平成 20 年度 3,306 百万円）、受託収入（平成 20 年度 1,671

百万円）、事業収益として諸収入（3 百万円）、施設整備費補助金（48 百万円）となっている。事業費

については、一般管理費として 378 百万円（運営費交付金 307 百万円、受託収入 57 百万円、科研費間

接経費から充当分 13 百万円）、業務経費として 2,498 百万円（運営費交付金 900 百万円、受託経費 1,598

百万円）を執行している。 

 

（３）業務実績との関連  

上記の業務経費 2,498 百万円のうち、1,056 百万円は他の独立行政法人、大学、公立試験研究機関、

民間企業等に再委託されている。これらを除いた残り 1,442百万円の研究事業費を投入し、本研究所は、

農業環境研究に関する査読論文 169 報、特許出願 13 件（うち 1 件は外国特許出願）、普及に移しうる成

果 7 件等の実績をあげることができた。なお、研究課題に直接関連づけられる経費とその成果の関係を

中課題単位で分析した結果については（P10 指標 1-1-イ）を参照されたい。 
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８．経営管理体制 

●一般競争入札、契約に係る情報公開（指標 3-シ） 

平成 19 年度で改正した契約事務取扱規程に基づき、平成 20 年度は年度当初から国と同一の基準によ

る一般競争入札に取組み、一般競争入札の件数は 49 件に拡大した（平成 19 年度 39 件）。 

随意契約の総件数は 230 件となった。このうち 212 件は競争的資金等受託研究の再委託契約であり、

事前に国等による審査が行われている。また、本研究所で企画競争・公募を行ったものが 1件、不落随

意契約が 6 件となっている。これらを除いた 11 件は、水道やガス供給事業者あるいは電子ジャーナル

の購読契約等供給者が限定されており、他に供給可能となる者が存在せず、真にやむを得ない随意契約

と考えられる。なお、これらの随意契約について、契約先から第三者への再委託はない。 

ただし、一般競争入札の公告を実施したにもかかわらず、入札参加者が 1 者となったものが 30 件と

多くを占める結果となった。この要因としては、すでに導入されている研究用機器・製品に対する保守

や仕様が限定されている製品の購入などについては、専門性が高く事実上相手方が限定されてしまうこ

とが推察される。今後,仕様書の内容の精査と公募や企画競争、総合評価方式など多様な契約方式の導

入、公告期間の拡大などを検討することとしている。 

なお、平成 19 年 12 月に策定した「随意契約見直し計画」、そのフォローアップ、その他の契約に係

る情報は本研究所 Web サイトで公表している。 
（掲載 URL） http://www.niaes.affrc.go.jp/dadmini/choutatsu/choutatsu.html 

 
ア 平成 20 年度に締結した契約の状況  

    一般競争契約  49 件 
    随意契約  230 件（国等の委託元による審査済み 212 件、企画競争・公募 1 件、 

不落随意契約 6 件、その他 11 件） 
     （掲載 URL） http://www.niaes.affrc.go.jp/dadmini/choutatsu/choutatsu.html 

競 争 入 札 
応札者数 

総件数 
総金額（千円） 計 一般競争 指名競争 

1 者 2 者以上 
193) 9) ( 4.7%) 9  ( 4.7%) 0) (0.0%) 0) 0.0  ) 9) 100.0) ) 

(283) (39) (13.8%) (39) (13.8%) (0) (0.0%) (23) (59.0%) (16) (41.0%) 
件

数 
279) 49) (17.6%) 49  (17.6%) 0  ( 0.0%) 30) (61.2%) 119) (38.8%) 

1,002,575) 215,260) (21.5%) 215,260) (21.5%) 0) (0.0%) 0) 0.0  ) 215,260) 100.0 )) 
(1,675,074) (390,373) (23.3%) (390,373) (23.3%) (0) (0.0%) (880,373) (74.8%) (295,920) (25.2%) 

金

額 
1,653,169) 466,744) (28.2%) 466,744) (28.2%) 0) (0.0%) 130,653) (28.0%) 336,091) (72.0%) 

 
随 意 契 約 

そ の 他 計 
企画競争・公募 不落随意契約 

国等の委託元による審査済み その他 
184) (95.3%) 0) (0.0%) 0) (0.0%) 100) (54.3%) 84) (45.7%) 

(244) (86.2%) (1) (0.4%) (1) (0.4%) (171) (60.4%) (71) (25.1%) 
230) (82.4 %) 1) (0.4%) 6) (2.2%) 212) (76.0%) 11) (3.9%) 

787,315) (95.3%) 0) (0.0%) 0) (0.0%) 393,253) (49.9%) 394,062) (50.1%) 
(1,284,701) (76.7%) (7,770) (0.5%) (47,355) (2.8%) (869,713) (51.9%) (359,863) (21.5%) 
1,186,424) (71.8%) 1,178) (0.1%) 34,268) (2.1%) 1,048,186) (63.4%) 102,792) (6.2%) 

 
  （注 1）上段は平成 18 年度、中段（ ）は平成 19 年度、下段は平成 20 年度実績。 

（注２）「国等の委託元による審査済み」とは委託元の企画競争や競争的研究資金の公募に際し、共同研究グループ

の中核機関として応募し､採択された後､当該研究グループに所属する共同研究機関に対し､再委託を実施し

たもの即ち、随意契約であるが、透明性は確保されている。 
（注３）対象とする契約及び契約金額は、工事・製造（250 万円以上）、財産の買い入れ（160 万円以上）、物件の借

り入れ（予定年額賃借料又は総額が 80 万円以上）、役務契約（100 万円以上）。  
  （注４）（ ％）内の数字は、総件数・総金額に占める割合。（小数点第 2 位を四捨五入） 

（注５）「随意契約見直し計画」の策定時、フォローアップ時では調査対象の定義が一部異なっているが、本表では

３カ年の継続性を鑑み件数及び金額を整理したことから、フォローアップとは数値が一致しない部分がある。 
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  イ 随意契約から競争入札に移行した事務  
 

役務等の名称 
契約金額 

（千円） 

予定価格 

（千円） 
落札率 

農林研究７・８号団地研究実験施設等電気設備・機械設備

運転保守管理業務 

127,990 － － 

  （注）予定価格及び落札率については、契約業務上影響がでるため記載していない。 
 
 ウ 随意契約によることとした理由 
 

                  事   例 
随意契約によることとした理由 件数      役務等の名称      契約金額(千円) 見積合わせ

参加業者数 

契約の性質又は目的が競争を許さない

もの 11 
外国雑誌オンライン購読（

Springer Linkコンソーシア

ム版） 1式 
6,184 １ 

一般競争入札に付した結果、落札者が

ないため不落により随意契約 6 
全炭素・全窒素分析装置 1
式 10,175 １ 

企画競争により決定した会計監査人候

補者名簿を主務大臣に提出し､主務大

臣が選任（独立行政法人通則法第40条
） 

１ 平成20事業年度監査契約 5,500 ３ 

国等による審査済み 212 

「農業に有用な生物多様性

の指標及び評価手法の開発」

（指標の候補を選抜するた

めの研究） 1式 

2,500 － 

 
 
エ 契約に関する内部統制 

契約に関する内部統制のため10月に契約審査委員会を設置し、①指名競争契約に参加する者の指名、

随意契約に関すること、②特定調達物品等の調達の仕様、技術審査に関すること、③ 低価格の入札者

を契約の相手方としない契約に関すること等について審査を行っている（10月までは予算管理・運営委

員会で同様の審査を実施）。また、入札結果等の関係書類を監事に回付し契約事務の適正化に努めてい

る。 
 
●特定関連会社、関連公益法人等に対する委託（指標 3-ス） 

 
特定関連会社、関連公益法人等に対する委託はない。 
 

 

●コンプライアンスの整備状況（指標 3-セ） 

本研究所では、理事長をトップとする所のコンプライアンス委員会を中心にコンプライアンス推進の

取り組みを進めている。本年度の新たな取り組みとして、6 月に全職員を対象にハラスメントに関する

アンケート調査を実施し、職員の意識啓発と所内の状況の把握を行った。また、契約に関しては、10

月に契約審査委員会を設置し、事務の増加に対応しつつ適切な審査を確保できる体制を整備した（P95

指標 3-シ参照） 

監査については、平成 20 年度監査室監査計画に基づき、監査室長が、年度計画の達成状況、諸規定

の遵守状況、会計の処理状況等の内部監査を実施した。また、平成 20 年度監事監査の基本方針等に基
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づき、監事が、業務及び会計経理について、各部門に対する書面及び対面での調査、役員会や所議等重

要会議への出席、理事長や幹部からの職務執行状況聴取、重要な決裁書類の閲覧等による監事監査を実

施した。 

経費の適正な執行のため、資金種別を問わず全ての経理を会計規程に基づいて執行し、経費執行面か

らの不正防止に努めている。 

 

●会計検査院、政独委等からの指摘への対応（指標 3-ソ） 

 政策評価・独立行政法人評価委員会の「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」（平成 21

年３月 30 日）を踏まえ、平成 20 年度業務実績報告書において、「独立行政法人整理合理化計画」（平成

19 年 12 月 24 日閣議決定）、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 20 年 10 月 31 日内閣総理

大臣決定）等の政府方針に対する対応の記述、契約に関する記述等を充実させている。 
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評価ランク コメント  

自己評価 

大項目 

3 
A 

競争的研究資金等外部資金については、全体として、引き続き高い

水準を維持している。 

運営費交付金を充当して行う事業について、業務の見直し及び効率

化を進め、一般管理費、業務経費及び人件費の削減目標に向け削減の

取組が進んでいる。給与水準は国の水準とほぼ同等である。 

随意契約に関しては、随意契約の件数は多いものの、その大部分は

国等での審査済みであり、それを考慮すれば、一般競争契約への移行

の取り組みが進展している。また、詳細な情報をウェブサイトで公表

していることも評価できる。ただし、一般競争入札の多くで入札参加

者が 1 者となっており、仕様書の内容の改善など競争性を確保する取

組を進めることを期待する。 

また、監査室及び監事による監査が確実に行われている点も評価で

きる。 

 

評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 

大項目 

3 

A 

効率化を進め支出を削減した。また、外部資金については、応募件

数、金額とも増加し、特に若手の応募件数と採択数が高い水準となっ

たことは評価できる。特許許諾については、新規の許諾先を開拓でき

ず、許諾収入は僅かながら減少した。競争入札促進のため、平成 19

年 10 月に関係規定を改正し随意契約限度額を国の基準額と同額に改

正しており、入札・契約に係る事務は監事等が適正に監査している。

今後、一般競争入札への移行を加速させ、競争性、透明性、公平性が

高められ、経費節減効果が現れることを期待する。 
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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 

 
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 

 
中期計画 

なし 
 
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。 
 
 該当なし 
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第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 

１．施設及び設備に関する計画 

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 

 
指標 
7-1 ミッションの達成に向けた施設・設備の計画的整備が行われているか。（指標 1-2-ウと同じ） 

 

（１）施設等投資の状況（重要なもの）（指標 7-1(1-2-ウと同じ)） 

①当事業年度中に完成した主要施設等 

研究本館をはじめとする各施設は、建設から 30 年を経過し施設や設備に老朽化が進んでおり、年々

インフラや基盤的な施設の修繕・改修を計画的に実施する必要が増している。このような状況の中で、

施設整備費補助金や運営費交付金による修繕計画を策定し、研究環境の維持や整備を実施している。 

平成 20 年度には、施設整備費補助金により電力関連設備改修（直流電源装置の更新）を実施した。

この際、契約差額による残額が発生したことから、平成 21 年度に整備を予定している微生物生態実験

棟改修のうち冷房設備の一部を前倒しで実施し、効率的な予算執行を図った。 
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表 7-1-1 平成 20 年度に実施した施設整備費補助金の概要 

施設・設備の内容 金額（百万円） 備考 

電力関連設備改修（直流電源設備） ２８ 施設整備費補助金 

微生物生態実験棟改修（空調設備） ２０ 施設整備費補助金 

 

②当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 

運営費交付金により、計画的修繕の 3 年目として前年に引き続き研究本館の空調設備の一部改修を行

った。この空調設備改修にあたってはインバーター制御機器への更新を行い、省エネ化と運転経費の削

減を図った。また、セキュリティー対策強化のための入館管理設備、広報活動強化のための農業環境イ

ンベントリー展示館のセミナー室設置を実施した。 

 

表 7-1-2 平成 20 年度に実施した運営費交付金による改修工事の概要 

施設・設備の内容 金額（百万円） 備考 

研究本館空調機改修工事 ６９ インバーター制御機器への更新 

研究本館入館管理設備改修工事 １５ ＩＣカード利用による入館管理設備への改修 

農業環境インベントリーセンター改修工事 １１ 見学者等が利用するセミナー室設置 

 

③ 当事業年度中に処分した主要施設等 

 施設・設備の利用状況等実態調査を行い、費用対効果や維持管理費削減等を総合的に勘案し、一部の

施設について利用目的の変更及び廃止計画の策定を行った（一部の施設については引き続き検討中）。

これに伴い、廃止を要する施設については、独立行政法人会計基準に定められた固定資産の減損の兆候

が見られるものとして、減損の処理を実施した。 

 

表 7-1-3 減損処理の状況 

資産名称 用途 種類 減損額（千円） 

建物 600,911 ライシメーター 研究業務用 

建物附属設備 16,669,966 

群落用ライシメーター 研究業務用 構築物 4,038,946 

建物 4,648,353 環境調節実験温室 研究業務用 

建物附属設備 8,299,051 

風洞装置 研究業務用 建物附属設備 29,551,648 

回転床等 研究業務用 建物附属設備 3,990,693 

 

（２）施設等の状況（指標 7-1(1-2-ウと同じ)） 

①平成 19 年度に整備した施設の使用状況 

平成 19 年度に整備を実施した恒温温室の冷暖房装置とガラスの改修工事は、機能回復のみならず、

省エネの推進及び施設運転経費の削減も目指した改修とした。この結果、本施設にエネルギーの供給を

行っている第１機械棟における電力消費量は、改修前の平成 18 年度（4～12 月）と比較し、平成 20 年

度（4～12 月）は 35.5%、24.5 万 kwh の削減となり、省エネの効果が見られた。 
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②平成 20 年度に整備した施設の概要 

平成 20 年度に改修工事を実施した電力関連設備（直流電源装置）は、受変電設備の操作用電源、非

常用照明などの電源、中央監視装置用の電源等として使用している。これらは、施設の安定稼働のため

に欠かすことのできないものであり、改修により設備の運転の信頼性の向上に寄与した。 

 

（３）その他（指標 7-1(1-2-ウと同じ)） 

高額機械の整備や高精度機器の保守については、本研究所の予算管理・運営委員会により課題遂行の

ための必要性や今後の研究方向針等の審議を経て重点的な整備と効率的な保守管理経費の執行を図っ

た。 

また、独立行政法人整理合理化計画において、平成 20 年度実施予定としていた公用自動車の削減計

画に関して、乗用自動車１台の売り払いを実施し削減を行った。 

 

評価ランク コメント  
自己評価 

中項目 

7－1 
A 

セキュリティ対策強化、見学者の利便性向上等のため計画的に施設

の修繕・改修が実施されている。また、省エネの点での効果もみられ

評価できる。 

 

評価ランク コメント  前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

7－1 

A 

計画に沿って施設の修繕・改修が実施されており、評価できる。整

備した施設が有効に活用され、研究の効率的な推進、快適な執務環境

の維持がなされるよう、計画的な施設整備が継続することを期待する。 
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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 

研究職員の採用に当たっては、任期制の一層の活用等、雇用形態の多様化及び女性研究者の積極

的な採用を図りつつ、中期目標達成に必要な人材を確保する。研究担当幹部職員については公募

方式等を積極的に活用する。 

 

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。 

 
指標 
7-2-ア  法人内の役割分担の見直し、組織再編・人員配置が適切に行われているか。 
7-2-イ  期末の常勤職員数が、期初職員相当数を上回っていないか。 
7-2-ウ  任期付雇用、公募等を活用し、長期的視点に立った人材確保の取り組みを行っているか。 
7-2-エ  女性研究者の応募に占める割合と採用に占める割合でかい離が生じていないか。 
7-2-オ  仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備に向けた取り組みが行われているか。 

 

中項目実績 

●法人内の役割分担の見直し、組織再編・人員配置（指標 7-2-ア） 

平成 18 年度に組織再編を行い、新しい体制のもとで効率的・効果的な業務推進に努めている。平成

20 年度には、前年度の業務実績評価結果等を踏まえ、4 月に、評価システムを有効に活用して本研究所

の業務改善につなげるため企画部門を増員し、6 月に、本研究所における化学物質等の安全管理を推進

するため安全管理専門役を新設した（P109 指標 7-4-イ参照）。 
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また、独立行政法人整理合理化計画に記された研究課題重点化の趣旨を考慮して、年度当初の RP 計

画設計を策定することとし、年度当初に畑土壌生物多様性 RP を完了するとともに、各 RP の研究計画

や研究職員のエフォートの一部変更を実施した。さらに、研究課題重点化に向けた点検結果を踏まえ、

平成 21 年度当初に RP の再編等を実施した（P18 指標 1-2-カにも記述）。 

 

●期末の常勤職員数（指標 7-2-イ） 

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律等に基づき、平成 18 年度以降 5

年間で 5%以上の削減を行うことを基本としており、法人として「中期目標期間における人員計画」を

策定し、毎年 2 人削減することとしている。平成 21 年 3 月 31 日現在の常勤職員数は 180 人であり、

期初の相当数（193 人）を下回っている。 

 

●任期付雇用、公募等の活用・長期的視点に立った人材確保の取組（指標 7-2-ウ） 

研究職員の採用は博士号取得者を対象とした公募によることとし、若手研究員については原則として

任期制を適用している。平成 20 年度はパーマネント 1 人、任期付き 4 人の研究職員を採用した。また、

平成 19 年度にテニュアトラック制を導入し、平成 18 年度以前に採用された任期付き研究員にも適用す

ることとした。平成 20 年度には、任期終了予定者 2 人を対象に、外部審査委員を含むテニュア審査委

員会、採用・給与等審査委員会において審査を行い、この 2 人の採用を決定した。さらに、平成 21 年

4 月採用に向け、本研究所では初めてとなる研究管理職１人の採用を含め、研究職員の公募を実施した。 

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

に関する法律（平成 20 年法律第 63 号）」（以下、「研究開発力強化法」という。）が制定され、第 24 条

に基づく「内閣総理大臣の定める基準」が 10 月に定められたことを踏まえ、本研究所においても同法

同条に基づく「人材活用等に関する方針」を作成し、取組を進めることが必要である。 

 

●女性研究者の応募に占める割合と採用に占める割合（指標 7-2-エ） 

本研究所の Web サイトに、引き続き、女性応募者向けのページ「研究者を志望する女性の方へ」を

設け、研究職員の採用について説明している。 

平成 20 年度の研究員の新規採用（パーマネント及び任期付き）において、102 人の応募者のうち 18

人が女性（応募に占める女性の割合 18%）であった。採用者 5 人のうち 1 人が女性となり（採用に占め

る女性の割合 20%）、採用時の女性の割合は応募時の割合とほぼ同じであった。 

本研究所の研究職員（パーマネント及び任期付の計）のうち女性数は 15 人、女性比率は 11.8%（平

成 20 年 4 月 1 日）となっている。（期初（平成 18 年 4 月 1 日）は女性数 14 人、女性比率 10.3%）。 

 

●仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備（指標 7-2-オ） 

9 月に理事を委員長とする男女共同参画推進委員会を設置し、男女共同参画社会基本法及び次世代育

成支援対策推進法の趣旨を踏まえた取組を推進するための所内体制を強化した。同委員会での検討を踏

まえ男女共同参画に関する所内アンケートを実施した。また、文部科学省（科学技術振興調整費）の女

性研究者支援モデル育成事業への課題提案（タイトル「双方向キャリア形成プログラム農環研モデル」）

を実施した（平成 21 年 5 月に採択決定）。また、平成 19 年度入会した（独）産業総合技術研究所ダイ

バーシティ・サポート・オフィスから得られる男女共同参画関連の情報を所内に広く周知した。 
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また、平成 21 年 1 月に「民間託児所又はベビーシッターによる支援制度」を導入するとともに、子

育て支援制度の拡充や新設を実施した。 

 

表 7-2-オ 男女共同参画等の推進のための制度の整備 

 項   目 内   容 

新

設 

民間託児所又はベビーシッターに

よる支援制度 

農環研が契約する民間託児所に子を預け、又は農環研が契約するベビーシッ

ター派遣会社から派遣を受けた時、利用料金の一部を農環研が助成。 

拡

充 

勤務時間（終業時刻、休憩時間）

の特例についての対象範囲の拡充 

対象を「中学校就学の始期に達するまでの子のある職員」に拡大（現行は、

「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」）。 

拡

充 

早出遅出勤務の対象範囲の拡大 対象を「中学校就学の始期に達するまでの子のある職員」に拡大（現行は、

「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」）。 

拡

充 

育児を行う職員の深夜勤務及び時

間外勤務の制限の対象範囲の拡大 

同上 

拡

充 

子の看護休暇の対象範囲及び日数

の拡大 

対象範囲については同上。日数については子が複数の場合、7 日に拡充（現

行は 5 日）。 

新

設 

乳幼児の健康診査に伴う職務専念

義務の免除を新設 

母子保健法に基づき、市町村が事業として実施する健康診査を受診させる場

合に職務専念義務を免除。 

新

設 

子の予防接種のための職務専念義

務の免除 

予防接種法に基づき市町村が事業として実施する予防接種を受診させる場合

の職務専念義務を免除。 

 

 

評価ランク コメント  

自己評価 

中項目 

7－2 
A 

研究職員の採用は公募によることとし、若手研究者については任期

制を積極的に活用するとともに、テニュアトラック制の導入、研究管

理職の公募の導入など人材確保の取組を着実に進めていることは評価

できる。 

所内に男女共同参画委員会を設置し、子育て支援制度の拡充・新設

を実施したことは評価できる。また、採用に占める女性の割合は応募

者に占める女性の割合とほぼ同じとなった。 

なお、期末の常勤職員数は 180 人で、期初のそれを下回っている。 

 

評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

7－2 

A 

研究職員の採用は公募によることとし、若手研究者については任期

制を積極的に活用している。平成 19 年度にテニュアトラック制の導入

等を含む研究職採用の方針を決定する等長期的視点に立って人材確保

の取組を進めている。平成 19 年度には女性研究者の採用はなかった

が、平成 19 年度から導入した育児短時間勤務制度などにより雇用環境

を整備し優秀な女性の応募を増やし、第 2 期計画期間を通じての目標

達成を期待する。 
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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。 

 
指標 
7-3-ア 社会への説明責任の観点から、情報提供の充実の取り組みが行われているか。また、開示請求に適切に対応して

いるか。 
7-3-イ 個人情報の取扱いは適切になされているか。 

 

中項目実績 

●情報提供の充実への取組・開示請求への対応（指標 7-3-ア） 

法定公開情報等については、研究所 Web サイト等で公開している。今年度は情報開示請求がなかっ

たが、開示請求があった場合は迅速に対応できるよう関連規程を整備している。また、情報公開や個人

情報保護に関する 近の動向を把握するため、総務省が主催する研修や連絡会議に担当者を参加させた

（Ｐ20 表 1-2-ケ参照）。 

新たな情報提供の取組としては、平成 20 年 10 月に改定された大綱的指針において、研究開発機関が

実施した評価情報の国民への積極的な発信について規定されたことを踏まえ、平成 20 年度実績に関し

て本研究所が実施した自己評価の経緯や結果に関する資料を公表した。 

なお、契約については、透明性、公平性、経済性を図るため、一般競争入札公告・落札公示、企画競

争に関する情報に加え、契約に関する情報（入札結果、随意契約情報）等を Web サイトで公表してい

る（P95 指標 3-シ参照）。研究情報については、「研究所年報 第 25 号」、「環境報告書 2008」などの

刊行・配布、研究所 Web サイトの改善、Web マガジンの公開等を実施した（P67 指標 2-2-エ参照）。  

 

●個人情報の取扱い（指標 7-3-イ） 

所内グループウェアを通じて、「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」（平成 19 年 3 月制定）を周知するとともに、ノートパソコンや USB メモリ等の所外持ち出しによ

る情報漏洩を防止するため、「モバイル PC 等の情報セキュリティ実施手順」を作成した。また、所内の

ネットワークを利用する全職員を対象として情報セキュリティ研修を実施した。 
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評価ランク コメント  

自己評価 

中項目 

7－3 
A 

法定公開情報については研究所 Web サイト等で公開し、平成 20 年

度は情報開示請求はなかったが、対応する体制は整備されている。 

個人情報の保護については、モバイル PC 等の情報セキュリティ実施

手順の作成など対策を進めている。 

 

評価ランク コメント  前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

7－3 

A 

独法の諸活動に関する情報をホームページ等で適切に公表してい

る。平成 19 年度には情報開示請求はなかったが、対応する体制は整備

されている。個人情報も適切に管理されている。 
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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。 

 
指標 
7-4-ア  資源・エネルギー利用の節約、廃棄物の減量化とリユース及びリサイクルの徹底など環境負荷軽減の取り組みを

積極的に行っているか。 
7-4-イ  放射性同位元素、遺伝子組換え生物、化学物質等の管理が適正に行われているか。 
7-4-ウ  職場環境の点検・巡視等の安全対策が適切に行われているか。 

 

中項目実績 

●環境負荷軽減の取組（指標 7-4-ア） 

平成 19 年度に策定した「環境マスタープラン」、本研究所の環境・安全委員会（環境保全推進部会）

の提言等に基づいて、設備機器類の省電力・省エネルギー型への改修や導入、水資源の節減やコピー用

紙等紙資源の削減対策を実施した。エネルギー使用量の把握、解析についても引き続き行い、エネルギ

ー使用量等の内容を四半期毎に職員に周知した。このような取組により電力使用量は前年度に比べ約

587 千 kwh（約 2.9%）の削減となった。また都市ガスや石油燃料、高温水等を含むエネルギー総使用

量として CO2換算での排出量では対前年度比 1.2%の削減となった。一方、廃棄物の抑制と物品等のリ

ユース及びリサイクルについては、グループウェアの掲示板にリサイクル情報を掲載し物品の有効活用

を図るとともに廃棄物の抑制にも努めた。また、廃棄物の分別の周知や定期的な処分委託を行い環境負

荷低減に取り組んだ。 

 

表 7-4-ア 環境負荷軽減の取組の概要 
項 目 内   容 

研究本館空調機改修工事 老朽設備を新たな運転制御（インバーター制御）機器へ更新し、電力使用量の削

減を実施した。（P101 表 7-1-2） 
冷蔵庫等更新 老朽化した冷蔵庫やフリーザーをフロン対策も見据えて、新たな省エネ型機器に

更新し電力使用量の削減を実施した。 
研究所内省エネ対策の策定と周知 環境保全推進部会において「農業環境技術研究所における省エネ対策について

（平成２０年度）」を策定し、職員等への周知を実施し意識の向上を図った。 
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●放射性同位元素、遺伝子組換え生物、化学物質等の管理（指標 7-4-イ） 

 安全管理専門役を設置し化学物質の安全管理の取組を進めているところであるが、平成 20 年度にお

いても、本研究所内での特定毒物（パラチオン、メチルパラチオン）の不適正な保管が発見された。当

該薬品の所持や発見に至る経緯等は表 7-4-イ-1 に示すとおりである。発見後は、関係監督官署に報告し、

薬品を廃棄した。一連の経緯や対応について Web サイトで公表を行った。 

 

表 7-4-イ-1 特定毒物問題の経緯 

１．発見の経緯 

他機関における特定毒物の所持・使用にかかる報道を受け、平成 20 年 10 月同様の事例がないか、薬品等管理

状況の点検を実施。 

２．不適正に所持されていた薬品名及び保有量 

（１）ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト（別名：パラチオン） 

10ml 瓶×１本（残量 1 ml）【分析標準品】 

（２）ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト（別名：メチルパラチオン） 

10ml 瓶×１本（残量 2 ml）【分析標準品】 

３．薬品の所持に至る経緯 

当研究所がつくばに移転した昭和 55 年以前より所持していたと考えられるが、詳しい経緯は不明。特定毒物

研究者の許可を得ることなく保管。 

４．使用の有無 

   少なくとも過去 15 年間の使用実績なし。 

５．薬品の措置 

   監督官署の指導に従い廃棄（平成 20 年 12 月 26 日改善報告書提出） 

 

さらに、平成 19 年度以降の化学薬品管理に関する問題を踏まえ、平成 20 年度には、再発防止検討チ

ームの設置、化学薬品管理規程の制定、化学薬品の取扱場所の管理状況立ち入り調査、全職員を対象と

した外部講師による講習会の開催、実験室における標識・表示の徹底等を実施した。また、全所説明会

を開催し、経緯と問題点、再発防止に向けた本研究所の方針について説明し、問題意識の共有化を図っ

た。こうした取り組みにより、本研究所における化学薬品管理の状況は従来と比較すると大きく改善さ

れた。 

 しかしながら、研究所内の薬品管理を一元的に把握できるシステムが構築されていないこと、研究所

内の整理・整頓・清掃が不徹底であり、古い薬品類が数多くあることが化学薬品管理を困難にしている。 

こうした点を踏まえ、本研究所にあるすべての化学薬品を一元的に把握できるオンラインシステムを

平成 21 年度に導入することとして準備を進め、再発防止検討チームでシステムの仕様等を策定した。 

 

表 7-4-イ-2 化学物質管理強化の取組 

項 目 内  容 

推進体制整備等 ○化学物質等の安全管理に関する業務を専門的に行う安全管理専門役を設置（20 年 6 月） 

○再発防止検討チームを設置（20 年 10 月）。定期的に会合をもち、薬品管理体制強化のため

の下記の各種施策を実施した。 

取扱規程の整備 ○化学薬品管理規程の制定（21 年 3 月）とそれに伴う毒劇物管理要領の改正等を行い、化学

薬品管理の仕組みを強化 

特定毒物総点検 ○研究所内すべての毒劇物保管場所を巡回し、保管状況及び受け払い簿の管理状況を点検（20

年 12 月～21 年 1 月） 
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化学物質管理に関す

る講習会 

○外部講師による講習会（化学薬品管理講習会（20 年 12 月）、毒劇物取扱講習会（21 年 3 月））

を開催 

実 験 室 に お け る 標

識・表示の徹底 

○有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に定められた実験室における標識の表

示・掲示の状況を確認した。 

危険物の保管量調査 ○研究所内すべての部屋における有機溶剤等危険物の保管量を調査（21 年 2 月）。 

薬品管理システムの

導入準備 

○薬品管理体制の仕組みを検討するとともに、それと整合するオンラインによる薬品一括管理

システムの仕様を決定し、一般競争入札による公募を実施（21 年 3 月）。 

実験室等における整

理整頓清掃の徹底 

○薬品管理強化の一環として、研究所内の古い薬品類を一掃するため、居室・実験室・別棟の

整理整頓清掃の徹底と不要品の廃棄を指示（21 年 1 月～3 月） 

 

●職場環境の点検・巡視等の安全対策（指標 7-4-ウ） 

毎月、職場環境等の点検のため、安全衛生委員会の委員及び産業医が職場巡視を行い、問題点につい

て領域長等を通じ改善を指示し、巡視結果については所議に報告した。また、労働災害や事故等の未然

防止の取組として、新たに、ヒヤリ・ハット報告を集め、安全衛生員会委員及び産業医と現場確認を行

った。 

本研究所には多数の職員が勤務し、また、多数の来所者があることから、生命に関わる緊急事態に対

処するため、AED の取扱を含む救命講習会を開催し、多数の職員が受講した（Ｐ20 表 1-2-ケ参照）。 
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評価ランク コメント  

自己評価 

中項目 

7－4 
B 

引き続き、環境配慮促進法の趣旨に則った「環境報告書」の作成・

公表、「環境マスタープラン」に基づき環境負荷軽減対策を進めてい

ることは評価できる。 

しかし、本年度も、研究所内から不適切な形での化学物質の所持や

使用が発見された。すみやかに当局に報告し、その指示に従って必要

な措置が実施されたが、公的な研究機関として、また、環境関係の研

究機関として、化学物質の管理については特に厳重に行う必要があり、

十分な対応策が求められる。 

再発防止策として、外部講師による全職員に対する化学物質取扱の

講習会の開催、化学物質取扱場所の管理状況立ち入り調査の実施など、

従来以上の取組が行われている。しかし、現時点では、安全管理の仕

組みが整い、職員間に意識が浸透したと判断できる状況ではないこと

から、外部の人材も活用し、薬品管理に関する規程に基づいた管理を

徹底するとともに、薬品の保管状況を一元的に把握できるオンライン

システムの導入など管理体制を強化することが必要である。 

 

評価ランク コメント  

前年度の独

法評価委員

会評価 

中項目 

7－4 

B 

従前に引き続き環境配慮促進法の趣旨に則った「環境報告書」の作

成・公表を行ったほか、新たに、本研究所の環境負荷低減のための取

組項目と数値目標、研究所が取り組む事項、職員が取り組む事項等を

定めた「環境マスタープラン」を策定し環境負荷軽減対策を進めたこ

とは評価できる。しかしながら、研究所内から不適切な形で化学物質

の所持や使用が発見されている。すみやかに当局に報告の上、その指

示に従って必要な措置を実施し、法令遵守状態に復帰していることは

評価できるものの、今後は、化学物質等を管理する専門職員を配置す

るなど有効な再発防止策を策定、実施し、厳重に管理する必要がある。 
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【資料１】

平成21年３月31日

農業環境技術研究所

研究課題重点化に向けた点検結果のとりまとめ

独立行政法人整理合理化計画（平成 年 月 日閣議決定）において 「他の研究開19 12 24 、

発型の独立行政法人、大学、都道府県及び民間との役割分担を図りつつ、農業生産環境の

安全性を確保するための研究課題の重点化に向けた点検を平成 年度中に実施する 」と20 。

されたことを踏まえ、研究課題重点化に向けた点検を行った。その結果は以下のとおりで

ある。

Ⅰ．点検の基本的考え方と実施方法

１．点検の基本的考え方

第２期中期目標期間の開始（平成 年４月）から３年近くが経過した。この間に研究18
を取り巻く情勢には様々な変化があり、また、研究課題の進捗も必ずしも一様ではない。

こうした状況を踏まえ、独立行政法人農業環境技術研究所（以下 「農環研」という ）に、 。

おいて研究推進単位（リサーチプロジェクト（ＲＰ ）となっている研究課題（小課題））

ごとに、

①研究課題を取り巻く情勢の変化と課題実施の必要性

②研究課題の他独法、大学、都道府県、民間との役割分担の明確化

③研究課題の進捗状況と計画達成可能性

の３つの視点から点検を実施し、研究課題の重点化方向及び重点化のための措置をとりま

とめた。

なお、独立行政法人整理合理化計画が決定された平成 年度の農環研の研究課題構成19
（以下 「現行研究課題構成」という ）は別添１のとおりである。、 。

２．点検の実施方法

（１）実施体制

研究課題重点化に向けた点検は、重点化検討委員会及びその下に設置した研究分野（環

境リスク研究、生態系構造研究、変動メカニズム研究、基盤研究の４分野）ごとのワーキ

ンググループ（ ）で実施した。それらの構成は次のとおりである。WG
重点化検討委員会 ：理事長、理事、研究統括主幹、業務統括主幹、全研究領域長・

センター長等で構成

ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ（ ：理事、研究統括主幹、関係する研究領域長・センター長、WG）

リーダー等で構成RP
（２）検討経緯

平成 年６月～９月までの間に、２回の重点化検討委員会及び各ＷＧごとに２～４回20
の 会合を開催し、 月に重点化検討委員会において ごとの検討結果をとりまとWG 10 WG
めた。その後、さらに重点化検討委員会及び役員会等での審議を行い、農環研としての点

。 、 。検結果をとりまとめた なお 以上の研究課題重点化の検討経緯は別添２のとおりである
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Ⅱ．点検結果

１．点検の視点に関する現状と分析

３つの点検の視点（Ⅰの１の①～③）に関する現状は次のとおりであった（詳細は別添

３参照 。）

①研究課題を取り巻く情勢の変化と課題実施の必要性

以下のとおり、情勢の変化により、当初より必要性が高まっていると考えられる小課題

が７課題あった。例えば、地球温暖化問題に関する社会の関心の高まり等を踏まえ、農林

水産分野における地球温暖化緩和策や温暖化影響予測に関する小課題について、研究の必

要性が高まっていると考えられた。

・必要性が高まっている ：７課題

・必要性に大きな変化なし（当初と同様に必要性あり） ：９課題

・必要性が低下している ：０課題

②研究課題の他独法、大学、都道府県、民間との役割分担の明確化

以下のとおり、役割分担に大きな変化がないもの（当初と同様に他の研究機関との役割

分担がなされているもの）が多かったが、幾つかの研究課題では、研究の進捗等により、

役割分担を明確にする措置が必要と考えられた（一部実施済み 。例えば、重金属のリス）

ク管理研究に関する小課題では、カドミウム汚染対策について、イネを対象とした研究は

基盤技術の開発を概ね達成したことから、都道府県等による現場適応・普及を促進するこ

ととし、農環研の研究は畑作物に重点化することとした。

・役割分担に大きな変化なし（当初と同様に役割分担がなされている ：１３課題）

・役割分担明確化の措置が必要（一部実施済み） ： ３課題

・役割分担が不明確 ： ０課題

③研究課題の進捗状況と計画達成可能性

以下のとおり、計画以上の進捗と考えられる小課題、進捗に問題があると考えられる小

課題があった。例えば、有機化学物質のリスク評価研究に関する小課題では、中期計画で

、 。 、目標とする技術開発の核となる技術が多数開発され 計画以上の進捗と判断された 一方

環境資源の分類・情報研究に関する小課題では、関係者からのニーズが高い土壌情報シス

テム及び包括的土壌分類試案の公開に向けた研究の進捗が十分ではないと判断された。多

くの小課題の進捗は計画の範囲内にあると考えられたが、そのような小課題についても、

研究課題の重点化において留意すべき研究ステージの変化があった。

・計画以上の進捗 ： ３課題

・計画どおりの進捗 ：１１課題

・進捗に問題あり ： ２課題

２．研究課題の重点化方向

上記を踏まえた研究課題の重点化方向は次表のとおりである。なお、次表は便宜的に現

行研究課題構成に沿って整理しているが、一部、小課題（ ）の枠を越えた調整によりRP
対応する内容を含んでいる。
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中課題 小課題 重 点 化 方 向

（注） （ ）RP

有害化 有 機 化 河川生態系への影響を適切に評価できる農薬の急性毒性試験法の開発

学物質 学 物 質 等のリスク評価手法を開発した。

のリス リ ス ク 今後、食の安全に関する社会的関心が強まり、研究の必要性が高まっ

ク管理 評価 ている残留性有機汚染物質（ ）のリスク低減技術開発に重点化すRP POPs
技術の る。

開発

重 金 属 イネのカドミウム対策技術開発については、汚染土壌の洗浄法等を開

リ ス ク 発し、研究ステージが基礎・基盤研究段階から現場適応・普及段階に移

管理 行したため、開発された技術の地域への移転を進める。RP
今後、食品基準値設定等を控え対策技術の必要性が高まっている畑作

物のカドミウム汚染対策技術開発に重点化する。

外来生 外 来 生 外来植物の生態系リスク評価法の開発が進展するとともに、外来天敵

物及び 物 生 態 昆虫（ﾁｭｳｺﾞｸｵﾅｶﾞｺﾊﾞﾁ）と近縁在来種の 識別技術開発等を達成しDNA
遺伝子 影響 た。RP
組換え 研究の進捗を踏まえ、今後、外来植物の生態系リスク評価法の確立、

作物の 将来問題となる可能性がある外来生物（緑化植物として活用されている

リスク 外国産在来種、除草剤抵抗性外来雑草、外来天敵昆虫等）のリスク管理

管理技 につながる研究に重点化する。

術の開

（ ）発 遺 伝 子 遺伝子組換え作物と非組換え作物の共存のための技術開発 共存研究

組 換 え に必要な花粉飛散状況の測定手法の開発等を達成するとともに、遺伝子

生 物 生 組換えダイズの交雑に関する研究等が進展した。

態 影 響 「遺伝子組換え農作物等の研究開発の進め方に関する検討会報告（平

成 年１月 」でおおむね５年後に実用化の目途が立ちそうな農作物がRP 20 ）

示されたことを踏まえ、今後、一般栽培を念頭においた共存研究、不良

環境耐性作物の評価研究に重点化する。

農業生 水 田 生 水田とその周辺域の景観構造の変動が生物多様性に及ぼす影響を解明

態系の 物 多 様 する研究を推進するための共通基盤的フレームとして農環研が開発して

構造・ 性 いる景観・植生調査情報システム（ ）のシステムとしての汎用性RP RuLIS
機能の の検証を達成した。

解明と 今後、 の実用化にむけた研究、 年に我が国で開催される生RuLIS 2010
評価 物多様性条約第 回締約国会議に向け必要性が高まっている生物多様10

性指標開発に重点化する。
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畑 土 壌 （環境 ）による土壌微生物相解析を開発し、標準法としe-DNA DNA
生 物 多 て提案した（標準 法 。PCR-DGGE ）

様性 今後、公設試験研究機関など全国の研究機関が本手法を活用して、デRP
ータ蓄積を行うこととなっている。こうした状況を踏まえ、残された課

題は他の小課題の中で実施することとし、本 は主要目標を達成し完RP
了する（平成 年度当初に実施済み 。20 ）

農業生 情 報 化 バラ科植物が持つ植物生育阻害物質の定量的把握と植物生育阻害作用

態系機 学 物 質 の原因物質の特定を達成した。

能に関 生 態 機 今後、農業現場等への大きな波及効果が見込まれる生分解性プラステ

与する 能 ィックの農業現場での分解制御技術、新規性のある農薬・農法の開発にRP
情報化 つながる生理活性物質の研究に重点化する。

学物質

の解明

地球環 作 物 生 作物生産変動モデルの基礎部分の構築について、圃場スケール、地域

境変動 産 変 動 スケールとも概ね達成した。

の影響 要因 大気 の増加などに伴う気候変動への適応策に対するニーズがよRP CO2
予測等 り高くなっていることを踏まえ、今後、適応策の評価・提言につながる

研究（開放系大気 増加実験（ 実験）の成果等を用いた精度CO2 FACE
の高いモデル解析に基づく適応策オプションの評価、想定される気候シ

ナリオの下での長期的な適応策の提示等）に重点化する。その際、温暖

化関係の他の との連携に留意する。RP

農業活 温 室 効 農耕地からの温室効果ガス（ ）可搬型モニタリングシステムのGHG
動が物 果 ガ ス 開発、 広域予測モデル開発等を概ね達成した。GHG
質循環 地球温暖化対策の必要性が高まっていることを踏まえ、今後、京都議RP
に及ぼ 定書第一約束期間以降に温暖化緩和策として実施可能な技術の普及に必

す影響 要な研究（ 発生抑制技術としての田畑輪換の評価、水管理によるGHG
GHG GHGの解明 水田からの 発生抑制技術の評価等）に重点化する。その際、

発生は土壌有機物管理との関係が深いことから、炭素・窒素収支広域評

価 が実施している土壌炭素蓄積に関する研究と連携し、研究を強化RP
するとともに総合的な温暖化緩和策を定量評価する。

炭 素 ・ 炭素・窒素フローモデルの基本設計等を概ね達成した。

窒 素 収 地球温暖化対策の必要性が高まっていることを踏まえ、今後、将来の

支 広 域 対策として大きな期待が寄せられている土壌炭素蓄積に関する研究（土

評価 壌炭素蓄積量変化の全国推計、有機物施用・肥培管理に関するシナリオRP
の検討等）など温暖化緩和策に寄与する研究に重点化する。その際、温

室効果ガス が実施している 発生抑制関係の研究と連携し、研RP GHG
究を強化するとともに総合的な温暖化緩和策を定量評価する。
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また、窒素収支の研究については、土壌炭素蓄積など温暖化緩和策の

環境影響の観点を中心に実施する。

栄 養 塩 栄養塩類の水質汚染抑制に関係する重要な現象である脱窒が浅層地下

類 リ ス 水中で生じる土壌・地形的条件の解明を概ね達成した。

ク 評 価 今後、研究の進捗状況を踏まえ、硝酸態窒素の環境脆弱性・水質汚染

リスク評価図の作成等研究成果の現場活用に向けた研究に重点化する。RP
リンについては動態解明を継続する。

農業に 温 暖 化 観測体制が整備され、データが蓄積されている。

関わる モ ニ タ 観測データの蓄積を踏まえ、今後、データベース公開に向けて、経年

環境の リ ン グ データの解析、データの実用性・付加価値向上のための欠測値補完法、

長期モ 光合成・呼吸分離法の改良等の研究に重点化する。RP
ニタリ

ング 化 学 分 カドミウム及びヒ素の分析法（作物や土壌に対する簡易法 、 の） POPs
析 ・ モ 多成分分析法の手法開発を概ね達成した。

ニ タ リ 研究の進展を踏まえ、今後、分析法のマニュアル化、データベースの

ング 構築と公開に向けた研究に重点化。また、放射能モニタリングについてRP
は、農研機構（畜草研）が実施していた放射能測定を農環研に移管し一

元化する。

環境資 農 業 空 高頻度時系列衛星（ ）データセット、栽培暦データベース等MODIS
源の収 間 情 報 の構築及び群落光合成特性評価指数の開発を達成した。

集・保 研究の進捗を踏まえ、今後、新規衛星データの解析手法の開発、農地RP
存・情 資源・環境の広域動態評価に向けた、リモートセンシング等による空間

報化と データの処理・活用方法の開発に重点化する。その際、成果の重要な活

活用 用先となる他の との連携に留意する。また、生物生息域に関する指RP
標開発においては、水田生物多様性ＲＰとの連携に留意する。

農 業 環 リスク指標に必要な基盤的 データの整備及び利用技術開発を達成GIS
境 リ ス した。

ク 指 標 研究の進捗を踏まえ、今後、環境資源情報を利用した全国版の環境指

標やポテンシャルマップの公開に向けた研究に重点化する。また、農業RP
環境インベントリーシステムの基本構造が構築されたことから、ニーズ

の高い土壌情報等の活用についても一体的に推進する。

環 境 資 農業環境インベントリーシステムの基本構造の構築、新しい農耕地土

源 分 類 壌図の作成等を概ね達成した。

・ 情 報 今後、高いニーズがあるものの進捗が十分でない土壌情報システムの

早急な公開に向けた抜本的な対策、全国土壌の包括的土壌分類試案の公RP
。 、 、開に向けた研究等に重点化する その際 土壌情報システムについては
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手法が類似している農業環境リスク指標 の環境指標研究と連携してRP
実施することにより、包括的土壌分類試案については、本 では分類RP
研究に集中することにより、それぞれの研究の加速化を図る。

（注）本表では、中課題名称は内容がわかる範囲で省略して記述している。

３．研究課題重点化のための措置

研究課題の重点化は以下の措置により、平成 年度研究開始時までに開始することを21
基本とする（ただし、整理合理化計画決定（平成 年 月）以降、個々の研究課題の採19 12
択や評価にあたり、合意が得られた部分については、平成 年度に既に開始している 。20 ）

なお、重点化方向に示した研究内容は、現行中期計画の範囲内であり、中期計画の変更は

要しないと考えられる。

（１）小課題（ ）の再編、小課題（ ）間の連携と調整の強化RP RP
重点化方向に示した研究内容のうち、現行の小課題（ ）の枠を越えた内容を効果的RP

に推進するため、以下の小課題（ ）の再編等を行う。その全体像は別添４のとおりでRP
あり、全体として小課題（ ）数は２課題減少する（ 課題→ 課題 。小課題（ ）RP 16 14 RP）

再編は、一部実施済みのものを除き、平成 年度当初に実施する。21
なお、小課題（ ）の再編等を行わない部分についても、２の重点化方向に示されたRP

内容については、小課題（ ）間の情報交換の緊密化等により連携を強化する。RP
①畑土壌生物多様性 の完了RP

主要目標を達成したため完了する（平成 年度当初に実施済み 。20 ）

（ ）②温暖化緩和策 の設置 温室効果ガス 及び炭素・窒素収支広域評価 の再編RP RP RP
温暖化緩和策の研究を重点強化するとともに総合的に推進するため、温室効果ガス

の課題と、土壌炭素蓄積など温暖化緩和策に寄与する課題に重点化した炭素・窒RP
素収支広域評価 のの課題を統合し、温暖化緩和策 を設置する。RP RP

③農業環境リスク指標 及び環境資源分類・情報 の課題の調整及び名称変更RP RP
土壌情報をはじめとする農業環境情報・指標の利用者への提供に向けた研究を加速

化するため、農業環境リスク指標 に環境資源分類・情報 の農業環境インベンRP RP
トリーシステム及び土壌情報システム関係の課題を移行し、 名称を農業環境情報RP
・指標 とする。RP

環境資源分類・情報 については、環境資源分類 とし、包括的土壌分類試案RP RP
の公開に向けた研究等を加速化する。

④ の名称変更RP
有機化学物質リスク評価 について、残留性有機汚染物質（ ）のリスク低減RP POPs

技術開発に重点化するとともに、研究内容を明確に示すため 名称を有機化学物質RP
リスク管理 に変更する。RP

また、作物生産変動要因 について、気候変動への適応策につながる研究に重点RP
、 。化するとともに 研究内容を明確に示すため 名称を気候変動影響 に変更するRP RP
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（２）小課題目標の明確化

、 、 、目標の明確性に欠ける小課題については 小課題工程表 小課題設計計画書等において

具体的な記述、数値目標の設定を行うこと等により、到達目標をより明確化する。

（３）小課題工程表の改訂

研究課題重点化のための点検の過程で、現行課題構成に基づく重点化の方向を示す重点

。 、 （ ）化検討のフローチャートを作成した 本フローチャートに沿って 再編した小課題 RP
ごとに、平成 年度以降の工程表を作成し研究を推進する。21

（４）資源配分

重点化の方向に沿って、研究資源の重点配分を図る （例：新規採用者の重点配置、研。

究員の再配置 エフォート変更 小課題強化費ポスドクの重点配置 研究推進費等 所、 、 、 （RP
内競争的資金、機械整備費など）の重点配分）

参考 - 7



別添１

大課題 中課題 小課題 RP

a 農薬等の環境リスク評価手法及び
リスク低減技術の開発

有機化学物
質リスク評
価RP

b 重金属汚染リスク評価手法及び汚
染土壌修復技術の開発

重金属リス
ク管理RP

a 外来生物の生態系影響評価とリス
ク管理技術の開発

外来生物生
態影響RP

b 遺伝子組換え生物の生態影響評価
とリスク管理技術の開発

遺伝子組換
え生物生態
影響RP

a 農業活動が水田と周辺域に生息す
る生物相とその多様性に及ぼす影響
の解明

水田生物多
様性RP

b 農業活動が畑土壌中の小動物・線
虫類と微生物の多様性に及ぼす影響
の解明

畑土壌生物
多様性RP

（２）農業生態系
機能の発現に関与
する情報化学物質
の解明

a 情報化学物質による生物間相互作
用及び生態系機能発現機構の解明

情報化学物
質生態機能
RP

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

a 気候変動に対する水田生態系応答
のモデル化とコメ生産の広域リスク
評価手法の開発

作物生産変
動要因RP

a 農耕地における温室効果ガス発生
抑制技術の定量的評価

温室効果ガ
スRP

b 農業活動等に伴う炭素・窒素収支
の広域評価手法の開発

炭素・窒素
収支広域評
価RP

c 土壌圏から水域への栄養塩類の流
出動態の解明に基づく流域水質汚染
リスク評価手法の開発

栄養塩類リ
スク評価RP

a 地球温暖化に関する物理環境・ガ
スフラックスの変動の検知とモニタ
リング技術の高度化

温暖化モニ
タリングRP

b 作物・土壌中における放射性物質
等の長期モニタリングと微量化学物
質の簡易・高精度測定手法の開発

化学分析・
モニタリン
グRP

a リモートセンシング・地理情報シ
ステムを用いた農業環境資源の情報
化と活用

農業空間情
報RP

b わが国における農業環境リスク指
標の策定手法の開発

農業環境リ
スク指標RP

c 総合的なインベントリーの構築と
利用法の開発

環境資源分
類・情報RP

（注１）大課題は農環研の中期目標での研究項目、中課題は中期計画での研究項目となっている。

　　　　小課題は中課題の下に設定する実際の研究推進の単位であり、小課題ごとにRPを設けている。

（注２）本表は独立行政法人整理合理化計画決定時（平成19年度）の研究課題構成である。

（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

（１）農業環境資
源インベントリー
の構築と活用手法
の開発

農環研の研究課題構成

（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

（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

（１）農業生態系
を構成する生物群
集の動態と生物多
様性の解明

（２）農業活動等
が物質循環に及ぼ
す影響の解明

Ａ　農業環境
のリスクの評
価及び管理技
術の開発

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

Ｃ　農業生態
系の機能の解
明を支える基
盤的研究

１）農業に関わる
環境の長期モニタ
リング

２）環境資源の収
集・保存・情報化
と活用

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

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）農業生態系の
構造・機能の解明
と評価

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

8
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別添２

研究課題重点化の検討経緯

時 期 会 議 名 検 討 内 容 等

H20. 6.17 第１回重点化検討委員会 検討事項、検討体制、検討スケジュール等の確認

6月下旬 （各WGを開催） 各WGごとに、検討事項（点検の３つの視点、重点化方向

～7月下旬 等）について検討を実施。

各WGごとの開催状況は以下のとおり。

WG1（環境リスク研究 ：第1回（6.30）第2回（7.15））

WG2（生態系構造研究 ：第１回（7.1））

WG3（変動メカニズム研究 ：第１回（7.9））

WG4（基盤研究 ：第１回（7.4））

7.29 第２回重点化検討委員会 各WGからの中間報告

8月～9月 （各WGを開催） 各WGごとに、引き続き検討を行い、WGの検討結果及び重

点化検討のフローチャート（工程表）を整理。

各WGごとの開催状況は以下のとおり。

WG1（環境リスク研究 ：第3回（9.3 、第4回（9.16）） ）

WG2（生態系構造研究 ：第2回（9.1））

WG3（変動メカニズム研究 ：第2回（8.21））

WG4（基盤研究 ：第2回（8.5））

10.7 第３回重点化検討委員会 各WGからの報告

10.21 第４回重点化検討委員会 点検結果のとりまとめについて

（研究課題の重点化方向を中心に検討）

11.4 第５回重点化検討委員会 点検結果のとりまとめについて

（研究課題重点化のための措置を中心に検討）

11.18 第６回重点化検討委員会 点検結果のとりまとめについて（全体とりまとめ）

第７回重点化検討委員会 点検結果のとりまとめについてH21.1.6

役員会 点検結果のとりまとめ（案）の決定H21.1.6

～ 月 （外部有識者・専門家と 農環研が開催する以下の会議で、外部有識者・専門家と1 3
の意見交換を実施） 点検結果のとりまとめ（案）について意見交換を実施。

研究課題評価会議（ ～ ）H21.1.29 30
連携推進会議（ ）H21.3.6
評議会（ ）H21.3.19

役員会 点検結果の決定H21.3.31
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別添３

類型 備考 類型 備考 類型 備考

有機化学物質リ
スク評価RP

Ａ
食の安全に関する関心
の高まり（POPs等）

Ａ Ａ

トビケラを用いた農薬の急性毒性試験
法などのリスク評価手法を開発。社会
的関心が高いPOPsリスク低減技術開
発研究の強化が課題。

重金属リスク管
理RP

Ａ

食の安全に関する関心
の高まり、食品基準値
設定（平成20年度予
定）

Ｂ

イネを対象としたカドミウ
ムの対策技術は、研究
ステージが基礎・基盤段
階から現場適応・普及段
階に移行。

Ａ

カドミウム対策では、イネについては土
壌洗浄法をはじめとする基盤技術を概
ね確立。一方、畑作物については今後
の研究強化が課題。

外来生物生態
影響RP

Ｂ Ａ Ｂ

外来生物の生態系リスク評価手法の開
発が進展、外来天敵昆虫のDNA識別技
術開発等を達成。今後問題となる可能
性がある外来生物のリスク管理につな
がる研究の強化が課題。

遺伝子組換え
生物生態影響
RP

Ａ

遺伝子組換え農作物等
の研究開発の進め方に
関する検討会報告
（H19）

Ａ Ｂ

風媒作物の花粉飛散測定手法開発を
達成。ＧＭダイズの交雑に関する研究
等が進展。共存研究や不良環境耐性
作物の評価研究の強化が課題。

水田生物多様
性RP

Ａ

農林水産省生物多様性
戦略、生物多様性条約
締約国会議（COP10）日
本開催等

Ａ Ｂ

景観・植生調査情報システム（RuLIS）
の汎用性の検証等を達成。RuLISの早
期実用化やCOP10に向けた生物多様
性指標開発研究の強化が課題。

畑土壌生物多
様性

Ｂ Ｂ

ｅＤＮＡ（環境DNA）によ
る土壌微生物評価法は
研究ステージが現場で
のデータ蓄積段階に移
行

Ｂ
ｅＤＮＡ（環境DNA）による土壌微生物評
価法の標準法を開発。2年間で当初の
主要目標を達成。

情報化学物質
生態機能RP

Ｂ Ａ Ｂ

バラ科植物が持つ植物生育阻害物質
の定量的把握等を達成。生分解性プラ
スチック分解技術、生理活性物質によ
る農薬・農法開発につながる優れた研
究シーズが得られており、これらの実用
化に向けた研究強化が課題。

作物生産変動
要因RP

Ａ

地球温暖化に関する関
心の高まり、農林水産
省「地球温暖化対策総
合戦略」（H19）

Ａ Ａ

モデルの基礎的部分の構築が概ね達
成。FACE実験の継続強化、温暖化適
応策の評価・提言につながる研究の強
化が課題。

温室効果ガス
RP

Ａ

地球温暖化に関する関
心の高まり、農林水産
省「地球温暖化対策総
合戦略」（H19）、実証事
業開始（H20）

Ａ Ｂ

GHGモニタリングシステムの開発等を
達成。ポスト京都に向けたGHG発生抑
制技術開発の強化が課題。
◎土壌炭素蓄積など炭素・窒素収支広
域評価の研究との連携強化が必要。

点　検　の　視　点　に　関　す　る　現　状

小課題

①研究課題を取り巻く情勢の
変化と課題実施の必要性

②研究課題の他独法、大学、
都道府県、民間との役割分担
の明確化

③研究課題の進捗状況と計画達成可能性

10
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類型 備考 類型 備考 類型 備考

小課題

①研究課題を取り巻く情勢の
変化と課題実施の必要性

②研究課題の他独法、大学、
都道府県、民間との役割分担
の明確化

③研究課題の進捗状況と計画達成可能性

炭素・窒素収支
広域評価RP

Ａ

地球温暖化に関する関
心の高まり、農林水産
省「地球温暖化対策総
合戦略」（H19）、温暖化
抑制策として土壌炭素
蓄積への期待

Ａ Ｂ

炭素・窒素循環に関するモデルの基本
設計が概ね達成。土壌炭素蓄積研究な
ど温暖化対策に寄与する研究の強化
が課題。
◎温暖化対策で温室効果ガスRPとの
連携を強化。

栄養塩類リスク
評価RP

Ｂ Ａ C

リンの環境脆弱性・水質汚染リスク評価
図作成に必要な動態解明の進捗が十
分でない。環境脆弱性・水質汚染リスク
評価図の作成が課題。

温暖化モニタリ
ングRP

Ｂ Ａ Ｂ
観測態勢の整備、観測データの蓄積が
進展。データの公開に向けた研究強化
が課題。

化学分析・モニ
タリングRP

Ｂ Ｂ
農研機構（畜草研）で実
施していた放射能測定
を農環研に移管

Ｂ

カドミウム及びヒ素の分析法等の手法
開発を達成。手法のマニュアル化、
データベースの構築・公開に向けた研
究の強化が課題。

農業空間情報
RP

Ｂ Ａ Ｂ
高頻度観測衛星画像データセット作成
等を達成。農地資源・環境の広域動態
評価に向けた研究の強化が課題。

農業環境リスク
指標RP

Ｂ Ａ Ｂ
基盤的GISデータの整備等が進展。全
国版リスクマップやポテンシャルマップ
公開が課題。

環境資源分類・
情報RP

Ｂ Ａ C

農業環境インベントリーの基本構造の
構築等が進展したが、土壌情報システ
ムの公開、包括的土壌分類試案の策
定は進捗が十分でなく、加速化が課
題。
◎土壌情報システムについては農業環
境リスク指標RPと連携し、包括的土壌
分類試案については本RPでの集中化
により加速化を図ることが必要。

類型の定義
Ａ：必要性が高まっている
Ｂ：必要性に大きな変化なし
Ｃ：必要性が低下している

Ａ：役割分担に大きな変化なし
Ｂ：役割分担明確化の措置が
必要（実施済み）
Ｃ：役割分担が不明確

Ａ：計画以上の進捗
Ｂ：概ね計画どうりの進捗
Ｃ：進捗に問題あり

11
参考 - 11



＜中期計画＞

中課題 小課題 RP RP 小課題

a 農薬等の環境リスク評価手法及びリスク
低減技術の開発

有機化学物質リ
スク評価RP

有機化学物質リ
スク管理RP

a 農薬等の環境リスク評価手法及びリスク
低減技術の開発

b 重金属汚染リスク評価手法及び汚染土壌
修復技術の開発

重金属リスク管
理RP

重金属リスク管
理RP

b 重金属汚染リスク評価手法及び汚染土壌
修復技術の開発

a 外来生物の生態系影響評価とリスク管理
技術の開発

外来生物生態影
響RP

外来生物生態影
響RP

a 外来生物の生態系影響評価とリスク管理
技術の開発

b 遺伝子組換え生物の生態影響評価とリス
ク管理技術の開発

遺伝子組換え生
物生態影響RP

遺伝子組換え生
物生態影響RP

b 遺伝子組換え生物の生態影響評価とリス
ク管理技術の開発

a 農業活動が水田と周辺域に生息する生物
相とその多様性に及ぼす影響の解明

水田生物多様性
RP

水田生物多様性
RP

a 農業活動が水田と周辺域に生息する生物
相とその多様性に及ぼす影響の解明

b 農業活動が畑土壌中の小動物・線虫類と
微生物の多様性に及ぼす影響の解明

畑土壌生物多様
性RP

農業生態系機能の発
現に関与する情報化
学物質の解明

a 情報化学物質による生物間相互作用及び
生態系機能発現機構の解明

情報化学物質生
態機能RP

情報化学物質生
態機能RP

a 情報化学物質による生物間相互作用及び
生態系機能発現機構の解明

地球環境変動が農業
生態系に及ぼす影響
予測と生産に対する
リスク評価

a 気候変動に対する水田生態系応答のモデ
ル化とコメ生産の広域リスク評価手法の開
発

作物生産変動要
因RP

気候変動影響RP a 気候変動に対する水田生態系応答のモデ
ル化とコメ生産の広域リスク評価手法の開
発

a 農耕地における温室効果ガス発生抑制技
術の定量的評価

温室効果ガスRP

b 農業活動等に伴う炭素・窒素収支の広域
評価手法の開発

炭素・窒素収支
広域評価RP

c 土壌圏から水域への栄養塩類の流出動態
の解明に基づく流域水質汚染リスク評価手
法の開発

栄養塩類リスク
評価RP

栄養塩類リスク
評価RP

b 土壌圏から水域への栄養塩類の流出動態
の解明に基づく流域水質汚染リスク評価手
法の開発

a 地球温暖化に関する物理環境・ガスフ
ラックスの変動の検知とモニタリング技術
の高度化

温暖化モニタリ
ングRP

温暖化モニタリ
ングRP

a 地球温暖化に関する物理環境・ガスフ
ラックスの変動の検知とモニタリング技術
の高度化

b 作物・土壌中における放射性物質等の長
期モニタリングと微量化学物質の簡易・高
精度測定手法の開発

化学分析・モニ
タリングRP

化学分析・モニ
タリングRP

b 作物・土壌中における放射性物質等の長
期モニタリングと微量化学物質の簡易・高
精度測定手法の開発

a リモートセンシング・地理情報システム
を用いた農業環境資源の情報化と活用

農業空間情報RP 農業空間情報RP a リモートセンシング・地理情報システム
を用いた農業環境資源の情報化と活用

b わが国における農業環境リスク指標の策
定手法の開発

農業環境リスク
指標RP

農業環境情報・
指標RP

b 農業環境リスク指標の策定手法の開発と
土壌情報等農業環境情報の利用法の開発

c 総合的なインベントリーの構築と利用法
の開発

環境資源分類・
情報RP

環境資源分類RP c 包括的土壌分類試案の策定及び農業環境
資源の分類・データベース公開

農業環境資源インベ
ントリーの構築と活
用手法の開発

農業環境中における
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

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

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

農業活動等が物質循
環に及ぼす影響の解
明

＜　重点化前　＞ ＜　重点化後　＞

重点化による小課題（RP）構成の見直し

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

（畑土壌生物多様性RPは完了）

温暖化緩和策RP a 温室効果ガス発生抑制、土壌炭素蓄積を含
む総合的な温暖化緩和策の定量的評価

別添４

12
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【資料２】

自 己 評 価 関 係 資 料

平成 20 年度業務実績に関する自己評価の決定に至る主な経緯は以下のとおり。

１．課題評価会議

（１）評価の実施

研究課題評価実施要領（別添４）に基づき、小課題毎に平成 20 年度の進捗状況と成果

について、外部評価委員４名と研究所の内部評価委員（研究管理職）がピアレビューを実

施した。また、あわせて、普及に移しうる成果の検討を行った。その概要は以下のとおり。

①研究課題評価会議の開催

・日時：平成 21 年 1 月 29 日(木)9：00 ～ 17：00、30 日(金)9：00 ～ 17：00

・場所：農環研

・評価委員

（外部評価委員：４名） （五十音順、敬称略）

秋山侃 岐阜大学教授

三枝正彦 豊橋技術科学大学特任教授

矢原徹一 九州大学大学院教授

山本廣基 島根大学理事

（内部評価委員：11 名）

研究統括主幹、研究コーディネータ、研究領域長、インベントリーセンター長

・検討手順

小課題の評価については、RP リーダーが、小課題報告書に沿って小課題の成

果、後期２年の方向（工程表）と 21 年度計画について報告（20 分）し、質疑応

答（20 分）を行った。

普及に移しうる成果の検討については、成果候補１件ごとに、RP リーダーま

たは成果担当者が成果の内容を発表（5 分）し、質疑応答（5 分）を行った。そ

の後、各委員が成果認定の可否の評価（可否の判断と理由の記入）を行い、その

結果を会議の場で回収し、成果認定の可否を審議・決定した。

②小課題の評価結果の集約

研究課題評価会議後、各委員が評価（ランク及びコメントの記入）を行い、その

結果を企画戦略室が集約した。

（２）評価結果

各小課題ごとの評価ランクは別添１のとおりとなった。主要な評価コメントは以下のと

おりである。普及に移しうる成果候補（７件）についてはすべて成果として決定された。
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課題評価会議における主要な評価コメント

項 目 ランク 評 価 コ メ ン ト
（参考）

小課題 A11a 水田生物多様 Ｓ 有機化学物質のリスク評価及びリスク低減技術の開発については、
性 RP（大課題 A1、中課題 現場ニーズに即した成果を出す一方、国際誌へ多くの論文を発表
A11） するなどレベルの高い研究成果を出している。
小課題 B11a 水田生物多様 Ａ 生物多様性研究においては、最近の最も大きな変化である耕作放
性 RP（大課題 B1、中課題 棄地や休耕田の増加に伴う生物多様性の予測研究を強化すること
B11） を期待する。また、最近高度化された一般線形モデルを基本にし

たモデル選択についても検討することを期待する。
小課題 B12a 情報化学物質 Ｓ 情報化学物質の機能解明に関する研究について、社会的インパク
生態機能 RP（大課題 B1、 トのある特筆すべき成果が得られている。
中課題 B12）
小課題 B22a 温室効果ガス Ａ 温室効果ガス発生抑制技術の定量的評価に関しては、今後、CO2

RP（大課題 B2、中課題 や N O 発生への影響、生態系への影響なども考慮した総合的な提2

B22） 言を期待する。
小課題 B22c 栄養 Ｂ リンの動態解明や水系汚染リスクの評価手法については、進捗が
塩類リスク評価 RP（大課 十分でない。
題 B2、中課題 B22）
小課題 C11a 温暖化モニタ Ａ 観測データの意義や活用方法を国民にわかるように示すことが期
リング RP（大課題 C2、中 待される。
課題 C11）
小課題 C21b 農業環境リス Ｂ 農業環境リスク指標の開発については、指標の妥当性の検証につ
ク指標 RP（大課題 C2、中 いて研究を深化させる必要がある。
課題 C21）
(注)表中の評価ランクは小課題の評価ランクである。

（３）研究課題評価会議での評価結果の取り扱い

研究課題評価会議での各小課題の評価ランクは平成 21 年度の交付金配分に反映させた。

また、各小課題の評価ランクや主要な評価コメントを基に、企画戦略室において、中課題

や大課題ごとの評価結果案を作成し、自己評価会議に諮った。この際、中課題や大課題全

体の評価ランクは、それを構成する小課題の評価ランクをウエイトにより加重計算するこ

とにより算出した。

普及に移しうる成果については、研究課題評価会議での検討を踏まえ７件を決定した。

２．自己評価会議

（１）評価の実施

研究所の役員、研究管理職、総務・財務部門の室長等をメンバーとし、業務運営につい

ては中項目等、研究部分については中課題及び大課題を単位として、実績の確認及び評価

を実施した。

○自己評価会議の開催

・日時：平成 21 年 3 月 2 日(月)13：30 ～ 17：15

・場所：農環研

・会議での検討手順

平成 20 年度業務実績及び自己評価案については、企画戦略室より、評価単位ご

とに説明を行い、質疑応答。各評価単位の評価ランク、評価コメント、実績記述の

加筆・修正内容を決定した。
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（２）評価結果

評議会に諮る評価単位ごとの評価ランクを決定した。その他、評価コメント、業務実績

について必要な修正を加えることとした。

（３）評価結果の取り扱い

自己評価会議の評価結果を所内の自己評価として、農環研評議会に諮った。

３．評議会

（１）評価の実施

評議会の評価指針（別添５）に基づき、平成 20 年度の業務実績報告書（案）を資料と

して評価を実施した。詳細は以下のとおり。

①評議会の開催

・日時：平成 21 年 3 月 19 日(木)13：10 ～ 17：30

・場所：農環研大会議室

・評議員

（外部専門家・有識者） （五十音順、敬称略）

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
こ ざ い と よ き

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
さいぐさ

根本 久 埼玉県農林総合研究センター副所長
ひさし

松永 和紀 サイエンスライター
わ き

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
よ う こ

（関係研究機関・行政機関） （敬称略）

大塚 柳太郎 独立行政法人国立環境研究所理事長
りゅうたろう

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

玉井 恭 一 独立行政法人水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所長
きょういち

西郷 正道 農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長
まさみち

・検討手順

平成 20 年度に係る業務実績報告書（案）を基に、研究統括主幹及び業務統括

主幹より、実績及び所内で行った自己評価について説明を行った後、質疑。

②書面評価の実施

評議会での検討を踏まえ、各評議員が書面評価を行った。評議会事務局（農環研

企画戦略室）において、書面評価結果をとりまとめ、評議員（議決権を持つ外部専

門家・有識者評議員）に諮り、評価結果を決定した。

（２）評価結果

各評議員の評価ランクは別添２のとおりとなった。なお、すべて、評議員の評価ランク

の平均値に該当するランクが最終的な評価ランクとなっている。

各評議員の評価コメントを踏まえ、以下のとおり自己評価を修正した。
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評議会における評価コメントの修正

項 目 ラ ン ク 評 価 コ メ ン ト
（参考）

中項目１－２「研究資源の効率 Ａ 領域横断的研究分野をカバーできる人材やプロジェクトの
的利用及び充実・高度化」 推進について追記した。
中項目１－４「産学官連携、協 Ａ 生産者や公設試との連携強化について追記した。
力の促進・強化」
中項目１－５「海外機関及び国 Ａ ＩＰＣＣ第５次報告書、生物多様性条約第 10 回締約国会議
際機関等との連携の促進・強 とそれに向けた取り組みについて追記した。
化」
大課題Ａ１［A11］「有害化学物 Ａ 近年の成果が現場で役立っているという点を追記した。
質のリスク評価手法・リスク管
理技術」
大課題 B １「農業生態系の構造 Ａ 平成 21 年４月 14 日に文部科学大臣表彰を受賞した旨追記
・機能の解明と評価」 した。
中項目２－３「専門研究分野を Ｓ 平成 21 年４月 14 日に文部科学大臣表彰を受賞した旨追記
活かしたその他の社会貢献 した。
中項目７－４「環境対策・安全 Ｂ 化学物質管理の厳格化について多くのコメントがあったた
管理の推進」 め、対策の必要性や具体策の記述を追記した。

以上の手順により、とりまとめられた評議会の評価結果は別添３のとおり。

（３）評価結果の取り扱い

評議会の評価結果を農環研の自己評価とした。この評価結果を踏まえ、可能なものにつ

いては平成 21 年度計画に反映させた（評議会の評価結果の決定は４月であるが、それ以

前に概ね合意が得られていると判断された部分については反映）。対策の検討に時間を要

するものについては、業務運営の実施場面で適宜反映することとしている。
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委員 総合点
1.研究の
進捗状況

2.研究の
レベル

3.波及効果
の可能性

4.研究
課題全

般

内部 4.4 4.36 4.09 4.55 4.45

外部 4.7 4.75 4.50 4.75 4.75

内部 4.2 4.18 4.09 4.36 4.27

外部 4.3 4.25 4.25 4.25 4.50

内部 4.2 4.00 4.18 4.18 4.27

外部 4.6 4.50 4.50 4.75 4.50

内部 3.7 3.45 3.73 3.73 3.73

外部 3.6 3.75 3.25 4.00 3.50

内部 4.0 4.00 3.91 4.18 3.91

外部 3.9 3.75 4.00 4.25 3.75

内部 4.5 4.18 4.18 5.00 4.45

外部 4.9 4.75 4.75 5.00 5.00

内部 4.1 4.00 4.36 4.00 4.09

外部 4.1 4.00 4.25 4.00 4.00

内部 4.1 3.91 4.18 4.27 4.18

外部 4.1 3.75 4.50 4.25 4.00

内部 3.9 3.91 4.00 3.82 3.82

外部 4.1 4.00 4.25 4.00 4.00

内部 3.5 3.36 3.73 3.45 3.27

外部 3.4 3.00 3.75 3.50 3.25

内部 3.9 3.80 4.00 3.70 4.00

外部 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00

内部 3.9 4.00 3.82 3.91 4.00

外部 3.9 4.00 3.75 4.00 4.00

内部 4.0 3.91 3.91 4.18 4.00

外部 4.1 4.00 4.25 4.25 3.75

内部 3.5 3.36 3.64 3.55 3.27

外部 3.4 3.00 3.50 3.75 3.50

内部 3.4 3.09 3.73 3.82 3.09

外部 3.6 3.50 3.75 3.50 3.50

(別添1）

（注）総合ランクと総合評価点の関係は、４．５以上：Ｓ 、 ３．５以上４．５未満：Ａ 、 ２．５以上３．５未満：Ｂ 、 １．５以上２．５未満：Ｃ 、 １．５未満：Ｄ

Ｃ　農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究

b 作物・土壌中における放射性物質等の長期モニタリング
と微量化学物質の簡易・高精度測定手法の開発（化学分
析・モニタリングRP）[C11b]

A

a 農業活動が水田と周辺域に生息する生物相とその多様
性に及ぼす影響の解明（水田生物多様性RP）[B11a]

課題評価会議評価結果（小課題ランク整理表）

a 情報化学物質による生物間相互作用及び生態系機能
発現機構の解明（情報化学物質生態機能RP）[B12a] S 4.70

3.65

a 外来生物の生態系影響評価とリスク管理技術の開発（外
来生物生態影響RP）[A21a] A

１）農業生態系における有害化学物質のリスク管理技術の開発

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

a 農薬等の環境リスク評価手法及びリスク低減技術の開発
（有機化学物質リスク評価RP）[A11a] S

a リモートセンシング・地理情報システムを用いた農業環境
資源の情報化と活用（農業空間情報RP）[C21a] A 4.05

c 総合的なインベントリーの構築と利用法の開発（環境資
源分類・情報RP）[C21c] A 3.50

b わが国における農業環境リスク指標の策定手法の開発
（農業環境リスク指標RP）[C21b] B 3.45

c 土壌圏から水域への栄養塩類の流出動態の解明に基
づく流域水質汚染リスク評価手法の開発（栄養塩類リスク
評価RP）[B22c]

B 3.45

b 農業活動等に伴う炭素・窒素収支の広域評価手法の開
発（炭素・窒素収支広域評価RP）[B22b] A 4.00

a 農耕地における温室効果ガス発生抑制技術の定量的
評価（温室効果ガスRP）[B22a] A 4.10

a 気候変動に対する水田生態系応答のモデル化とコメ生
産の広域リスク評価手法の開発（作物生産変動要因RP）
[B21a]

A 4.10

（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明

4.55

Ａ　農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発

柱
総合
ランク

総合
評価
点

大
課
題

中
課
題

小　課　題

内部・外部別、項目別評価点

Ｂ　自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明と管理技術の開発

１）農業生態系の構造・機能の解明と評価

b 重金属汚染リスク評価手法及び汚染土壌修復技術の開
発（重金属リスク管理RP）[A11b] A 4.25

4.40

b 遺伝子組換え生物の生態影響評価とリスク管理技術の
開発（遺伝子組換え生物生態影響RP）[A21b]

２）農業生態系における外来生物及び遺伝子組換え生物のリスク管理技術の開発

（１）外来生物及び遺伝子組換え生物の生態系影響評価とリスク管理技術の開発

A

（１）農業生態系を構成する生物群集の動態と生物多様性の解明

（２）農業生態系機能の発現に関与する情報化学物質の解明

２）農業生態系の変動メカニズムの解明と対策技術の開発

（１）地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測と生産に対するリスク評価

A 3.95

１）農業に関わる環境の長期モニタリング

（１）農業環境の長期モニタリングと簡易・高精度測定手法の開発

２）環境資源の収集・保存・情報化と活用

（１）農業環境資源インベントリーの構築と活用手法の開発

3.90

a 地球温暖化に関する物理環境・ガスフラックスの変動の
検知とモニタリング技術の高度化（温暖化モニタリングRP）
[C11a]

A 3.95
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ランク 点数 S A B C D 計
小

課題
ウェイト ランク

中項目１－１ A 3.09 1 10 0 0 0 11 A

中項目１－２ A 3.09 1 10 0 0 0 11 A

中項目１－３ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

中項目１－４ A 2.91 0 10 1 0 0 11 A

中項目１－５ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

A11a 0.10 S

A11b 0.11 A

A21a 0.07 A

A21b 0.06 A

１）農業生態系の構造・機能の解明と評価 大課題Ｂ１ S 3.63 7 3 0 0 0 10 S

（1）農業生態系を構成する生物群集の動態と生物多様性の解明［B11］ （中課題Ｂ１１） A 3.09 2 8 1 0 0 11 A B11a 0.06 A

（２）農業生態系機能の発現に関与する情報化学物質の解明［B12］ （中課題Ｂ１２） S 3.82 9 2 0 0 0 11 S B12a 0.10 S

２）農業生態系の変動メカニズムの解明と対策技術の開発 大課題Ｂ２ A 3.00 0 10 0 0 0 10 A

（１）地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測と生産に対するリスク評価［B21］ （中課題Ｂ２１） A 3.00 0 11 0 0 0 11 A B21a 0.09 A

B22a 0.07 A

B22b 0.06 A

B22c 0.05 B

C11a 0.03 A

C11b 0.06 A

C21a 0.04 A

C21b 0.03 B

C21c 0.08 A

中項目２－２ A 3.18 2 9 0 0 0 11 A

中項目２－３ S 3.64 7 4 0 0 0 11 S

大項目３ A 3.00 0 10 0 0 0 10 A

中項目７－１ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

中項目７－２ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

中項目７－３ A 3.00 0 11 0 0 0 11 A

中項目７－４ B 2.27 0 3 8 0 0 11 B

-

-

-

-

0 11 A

-

11 A

（１）農業環境資源インベントリーの構築と活用手法の開発［C21］
大課題Ｃ２

（中課題Ｃ２１） A 3.09 1 10 0 0

A

（１）農業環境の長期モニタリングと簡易・高精度測定手法の開発［C11］
大課題Ｃ１

（中課題Ｃ１１） A 2.91 0 10 1 0 0

（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明［B22］ （中課題Ｂ２２） A 3.09

0 0 10

1 10 0 0 0 11

１－５　海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化

第２　国民に対して提供するｻｰﾋﾞｽその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

Ｃ　農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究

２）環境資源の収集・保存・情報化と活用

2.73 0 10 0

A

A

２－３　専門研究分野を活かしたその他の社会貢献

７－１　施設及び設備に関する計画

７－２　人事に関する計画

７－３　情報の公開と保護

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

- -

第３　予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

７－４　環境対策・安全管理の推進

Ｂ　自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明と管理技術の開発

２－２　研究成果の公表、普及の促進

第１　業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

１）農業に関わる環境の長期モニタリング

- - -

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

大課題Ａ１
（中課題Ａ１１） A

（別添2）

評議会評価結果（ランク整理表）　　　　　　　　

小課題評価結果

２－１　試験及び研究並びに調査

項目略称評　価　項　目

１－１　評価・点検の実施と反映

１－２　研究資源の効率的利用及び充実・高度化

１－３　研究支援部門の効率化及び充実・高度化

１－４　産学官連携、協力の促進・強化

Ａ　農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発

１）農業生態系における有害化学物質のリスク評価手法及びリスク管理技術の開発

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

3.46 5 6 0

（注）評価点の平均値とランクの関係は、３．５以上：Ｓ 、 ２．５以上３．５未満：Ａ 、 １．５以上２．５未満：Ｂ 、 ０．５以上１．５未満：Ｃ 、 ０．５未満：Ｄ

評議員ランク分布評議員平均 所内
自己
ランク

0 0 11

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

大課題Ａ２
（中課題Ａ２１） A
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（別添３） 

農環研評議会 評価結果 

 

項目 ランク コメント 

 

 

 

 

 

 

 

中項目 

1－1 

 

 

 

 

 

 

 

A 

研究課題の重点化に向けた点検において、最近の政策の方向性や研究の進捗状

況を考慮し、重点化の方向性に加え、重点化のための措置を明示し、ＲＰの再編

等を実行したことは評価できる。「国の研究開発に関する大綱的指針」を踏まえ、

評価方法の改善を進めていること、反映を重視した自己評価・点検が定着しつつ

あることも評価できる。今後の独法評価の方法の変更をにらみ、研究課題に関す

る自己評価を学術的観点、社会貢献の観点の双方から、より客観的なものとする

取組を着実に進めることを期待する。 

研究資源の投入と成果の分析、成果の普及利用状況の調査が行われ活用されつ

つあることは評価できる。過去の研究成果のうち「普及に移しうる成果」となっ

ていないものについても社会貢献につながっている例も多いとみられ、研究所の

社会貢献の全体像の把握が期待される。 

一般研究職員について、客観性の高い業績評価が実施され、処遇への反映の時期

を示して調整が進められている。本中期目標期間に処遇反映がなされるよう着実

な取組が期待される。研究管理職員の業績評価の目標管理型への移行、一般職員

の人事評価制度について着実な取組が進められていることは評価できる。 

 

 

 

中項目 

1－2 

 

 

 

 

A 

外部資金については、引き続き高い水準にあり評価できる。 

運営費交付金については、所内の競争的資金と位置づけられる研究推進費の活

用、小課題単位の研究課題評価結果の予算への反映等の重点配分を実施してい

る。今後、交付金の重点配分等の措置により重点化方向に沿った研究を促進する

ことを期待する。 

農環研若手研究者奨励賞の創設など新たな人材育成の取り組みを進めている

ことについても評価できる。平成 20 年に制定された「研究開発力強化法」の趣

旨を踏まえ、人材活用等に向けた取組強化の検討を進めることが期待される。 

また、大きな農業環境問題の解決のためには、領域横断的研究分野をカバーで

きる人材や融合プロジェクト研究が必要となっており、長期的視野を持って、こ

うした点を強化することが期待される。 

 

 

中項目 

1－3 

 

 

 

Ａ 

技術専門職について、その業務を高度な専門技術、知識を要する分野に重点化

することにより２名を減員したことは評価できる。また、所内グループウェアや

研究管理データベースの活用により情報共有が進展している。また、随意契約か

ら一般競争入札への移行を進めている点は評価できる。 

総務部門の管理事務業務の効率化については、さらに取組を進めその効果を示

す必要がある。 

 

 

 

中項目 

1－4 

 

 

 

A 

民間等との連携強化のため資金提供型共同研究制度を創設したこと等産学連携

の取組が進められており評価できる。産学連携は今後一層重要となる分野であ

り、我が国の農業環境問題の解決に資する成果を生み出し、地域での活用につな

げるため、生産現場や公設試験研究機関との連携強化を含め、引き続き積極的な

取組を行うことが期待される。 

関係機関との連携会議も回を重ね、地球温暖化対策、食の安全など比較的新し

い政策分野で本研究所の成果が生かされつつあることは評価できる。環境分野は

参考 - 19



8 

レギュラトリーサイエンスが必要な分野であり、現在、政策への反映が十分でな

い分野を含め、意見交換の場などを活用し、政策提言を積極的に行うことが期待

される。 

 

 

 

中項目 

1－5 

 

 

 

A 

 国際ワークショップや MOU を積極的に活用し、国際的な研究情勢を把握しつつ

研究を進めている点は高く評価できる。ＭＡＲＣＯの活用についても検討が進め

られている。 

基礎研究においては、国際レベルの研究成果を創出することの重要性が増して

おり、国際舞台で活躍できる人材育成も重要である。こうしたことから国際連携

の取組の強化、国際的ベンチマークに取り組むことが期待される。特に、今後開

始されるＩＰＣＣ第５次報告書の作成、来年 10 月に名古屋で開催される生物多

様性条約第 10 回締約国会議において農環研のプレゼンスを発揮できるよう、戦

略的な取り組みを行うことが期待される。 

 
 
 

 

 

大課題 A1 
(中課題 A11) 

 
 
 
 
 

A 
（A11：A） 

有機化学物質のリスク評価及びリスク低減技術の開発については、キュウリの

ディルドリン濃度を予測する土壌抽出法、カボチャのヘプタクロル汚染低減技術

など、現場ニーズに即した成果を出す一方、国際誌へ多くの論文を発表するなど

レベルの高い研究成果を出しており、計画を大幅に上回る進捗として高く評価で

きる。 

重金属汚染リスクの評価手法及び対策技術の開発については、順調に進捗して

いる。特に、安定同位体カドミウムを用いた土壌中の可溶性カドミウムの評価法

を開発したこと、玄米カドミウム濃度が低い稲系統を開発し、プレスリリースを

行ったことは評価できる。 

以上より、全体としては順調に進捗していると判断できる。なお、近年、この分

野では、農業現場での実証・普及が進展しているカドミウムの汚染土壌修復技術

をはじめとして、実際の活用につながっている成果が多く生み出されており、高

く評価できる。 

 
 
 

大課題 A2 
(中課題 A21) 
 

 
 
 

A 
（A21：A） 

外来植物の生態系影響評価に関する研究については、順調に進捗している。研

究の面でも社会的インパクトの面でも重要な成果が得られており、国際誌にも多

くの論文を発表している。外来植物の雑草性リスクを評価するモデルなど研究成

果の施策への反映を期待する。 

遺伝子組換え生物の生態系影響に関する研究については、適宜、成果を国民

に向けプレスリリースを行っている点は評価できる。また、成果は第１種使用

規定承認組換え作物の栽培実験指針の改正や生物多様性影響評価検討委員会で

の議論に反映されている点も評価できる。 

 
 
 
 

 

大課題 B1 
(中課題 B11) 

(中課題 B12) 

 
 
 
 
 

Ｓ 
(B11：Ａ) 

(B12：Ｓ) 

生物多様性の解明に関しては、RuLIS について、農業生態系区分データの Web

公開に向けたシステムが構築され、生態系指標の改善が行われるなど実用化に向

けた進捗がみられ評価できる。また、ため池や水田の位置関係とトンボ相との関

係の定量的評価は、重要な手法として評価できる。生物多様性研究においては、

最近の最も大きな変化である耕作放棄地や休耕田の増加に伴う生物多様性の予

測研究を強化することを期待する。また、最近高度化された一般化線形モデルを

基本にしたモデル選択についても検討することを期待する。 

情報化学物質の機能解明に関する研究については、アレロパシー物質、昆虫フ

ェロモン、生分解性プラスチック分解微生物など、それぞれの研究で、精力的な

研究が展開され社会的インパクトのある特筆すべき成果が得られており、高く評

価できる。２件の普及に移しうる成果が得られ、このうち、生分解性プラスチッ

ク分解微生物については、2008 年度農林水産研究成果 10 大トピックスに選定さ

参考 - 20



9 

れるなど、農業生産はもとより、それ以外の分野にも大きな波及可能性のある特

筆すべき成果があがっている。また、「植物のアレロパシー現象とその作用物質

の解明に関する研究」が平成 21 年度文部科学大臣表彰（研究部門）を受賞して

いる。 

以上より、この分野では中期計画を大幅に上回る業績が上がっていると評価で

きる。 

 
 
 
 
 
 
 

大課題 B2 
(中課題 B21) 

(中課題 B22) 

 
 
 
 
 
 
 

Ａ 
(B21：Ａ) 
(B22：Ａ) 

地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測と生産に対するリスク評価に関

しては、全体としては順調に進捗している。特に、FACE による世界的にも極めて

重要な実証的データに基づく温暖化影響の実態解析とモデルの妥当性の検証が

なされたこと、夜温の不稔誘発に関する新知見を得たことは評価できる。地域ス

ケールの影響評価でも、天水田地域の生産量の変動要因となる作付面積の推定モ

デルを構築するなど影響・リスク評価の準備が順調に整いつつある。 

農業活動等が物質循環に及ぼす影響についても全体としては順調に進捗して

いる。 

温室効果ガス発生抑制技術の定量的評価に関しては、特に、水田水管理による

CH4 発生抑制技術が全国的な実証段階に進み、順調に研究が進展していることは

評価できる。また、国際誌に多くの論文が発表されており、国際的な評価も高い

と言える。今後、CO2や N2O 発生への影響、生態系への影響なども考慮した総合的

な提言を期待する。 

農業活動等に伴う炭素・窒素収支の広域評価手法の開発に関しては、特に、土

壌炭素蓄積に関しては多点のデータによる有効性の検証が行われ、予備的なシ

ナリオではあるが土壌有機物動態の全国推定を行い、栽培管理の土壌炭素蓄積

に関する効果を定量的に示すなど着実な進展がみられる。今後、有機物投入の

効果と環境負荷とのトレードオフを含め検討を行いポスト京都後の地球温暖化

対策として提示するための知見の蓄積を期待する。 

栄養塩類の流出動態の解明に基づく流域水質汚染リスク評価手法の開発に関

しては、窒素及び酸素安定同位体比を用いた分析法により、地下水を含めた集水

域内の硝酸イオンの起源と脱窒を含む動態を明らかにした点は評価できる。しか

し、リンの動態解明や水系汚染リスクの評価手法については、降雨出水時のデー

タの蓄積が不十分であり、中期計画の達成に向けた進捗が十分ではない。 

 
 
 

大課題 C1 
(中課題 C11) 

 

 

 

 

A 

全体としては順調に進捗している。地球温暖化モニタリングに関しては、国内

の牧草地サイト等でのガスフラックス観測データの蓄積には遅れがみられるも

のの、全体としては、各調査地点で長期観測データが蓄積されつつある。また、

水田サイトで CO2収支の調査地点間差や年次間変動の大きさが把握できたことは

評価できる。データベースの公開・活用に向けたデータ解析等を進めるとともに、

観測データの意義や活用方法を国民にわかるように示すことが期待される。 

放射性物質のモニタリング及び微量化学物質の分析法の開発については、POPs

の分析法のマニュアルが国際共同研究により効率的に作成されており評価でき

る。関係行政部局の標準マニュアルへの反映など活用・普及が行われることを期

待する。 

 
 
 

大課題 C2 
(中課題 C21) 

 

 

 

A 

一部に進捗の遅れがみられるが、全体としては順調に進捗していると判断され

る。 

リーモートセンシング・GIS の活用手法の開発に関しては、HABS の開発と公開

は評価できる。データの解析で得られた結果については、他の研究機関のデータ

や他の方法で出された結果との比較による妥当性の検証を十分行うとともに、精
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 度の向上を期待する。 

総合的なインベントリーの構築については、微生物、昆虫などの個々のデー

タベースの充実及び農業環境インベントリーシステムの公開に向けた作業が進

展したことは評価できる。それらの活用による成果を具体的に示すことにより、

その有効性をアピールすることを期待する。包括的土壌分類試案の策定のため

の作業の進捗には遅れが見られ、加速化することが必要である。農業環境リス

ク指標の開発については、指標の妥当性の検証について研究を深化させる必要

がある 

 
 
 
 
 
 

中項目 
2－2 

 

 

 

 

 

 

 

A 

多くのシンポジウムや公開セミナー、広報関連イベントを実施あるいは参加し

ている。このような取組において、一般の参加を促すための東京での開催、都道

府県と共同でのセミナー開催、一般・青少年の理解増進のための体験型・対話型

のイベントの企画など研究所の工夫と努力が続けられており高く評価できる。一

方、こうした取組の負担も大きいこと、新たな取組において、必ずしも期待した

効果が得られるとは限らないことから、事後検証を行い、効果的な取組を重点的

に行うことに期待する。 

10 件(P)のプレスリリースを実施しており、これらは中期計画の目標の 1/5 を

上回っている。また、こうした活動が新聞、テレビ等の報道にもつながっており

評価できる。近年、環境問題や食の安全・安心に関する国民の関心は非常に高ま

っており、それらに応えるため、今後も、研究成果等関連情報を国民にわかりや

すく伝えるための取組を進めることが期待される。 

 査読付論文数は 142 件で、中期計画の目標の 1/5（162 件）を概ね達成し、イ

ンパクトファクターは 194 で中期計画の目標値の 1/5（100）を上回った。国際学

術誌等に多く掲載されている点も評価できる。普及に移しうる成果は７件であ

り、中期計画の目標の 1/5（６件）を上回った。 

国内特許出願は８件で、中期計画の目標の 1/5（５件）を上回った。特許の出願

等が一部の研究者に偏っており、知的財産に関する全所的な意識改革と取組を進

めることが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中項目 

2－3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

昆虫や植物の分析・鑑定、多数の技術相談に対応した。また、研修等を開催し、

都道府県の研究者の指導や学生の教育に貢献している。このように研究者が自ら

の専門知識を生かし社会貢献を行うことは重要であり評価できる。特に、北海道

で発生した新害虫の同定は早期の防除につながることが期待される。また、「土

壌モノリスを活用した土の理解増進」及び「ミニ農村の創造・展示による農村の

生物多様性の理解増進」の活動が文部科学大臣表彰（理解増進部門）されたこと

は、長年に渡る地道な取組が評価されたものである。 

 行政が行う委員会等への専門家の派遣については中期計画の目標値の1/5を概

ね達成した。多様な分野の重要な委員会への専門家派遣が行われており、環境問

題への関心の高まりを背景に地方公共団体への専門家派遣もみられる。これは、

委員会等の場で政策決定に貢献するとともに、現場のニーズを把握し研究にフィ

ードバックすることにつながるものであり評価できる。 

 国際連合気候変動枠組み条約締約国会議等の国際機関の活動に 10 名の委員等

を派遣した。環境政策の重要な部分が国際的枠組みの中で決定されていく傾向が

強まる中、国際機関への専門家派遣は研究成果を政策に反映していく上で非常に

重要である。したがって、今後も専門家派遣を積極的に行うとともに、国際舞台

で活躍できる研究者の育成に力を入れることが期待される。 

 以上、本研究所では、各方面からの依頼に基づく鑑定や技術相談、他の研究機
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関の研究者の指導、国際機関・国・地方公共団体への協力等を積極的に行ってい

るが、昨年以降、長年の取り組みの成果が、IPCC のノーベル平和賞受賞に関する

感謝状、２件の文部科学大臣表彰（理解増進部門）という形で認められた。こう

した状況を踏まえ、本項目については想定以上の顕著な実績があがっていると認

めるとともに、各研究員が社会貢献の意識を強く持ち、一層の活躍を行うことを

期待する。 

 

 

 

 

大項目 

3 

 

 

 

 

A 

競争的研究資金等外部資金については、全体として、引き続き高い水準を維持

している。 

運営費交付金を充当して行う事業について、業務の見直し及び効率化を進め、

一般管理費、業務経費及び人件費の削減目標に向け削減の取組が進んでいる。給

与水準は国の水準とほぼ同等である。 

随意契約に関しては、随意契約の件数は多いものの、その大部分は国等での審

査済みであり、それを考慮すれば、一般競争契約への移行の取り組みが進展して

いる。また、詳細な情報をウェブサイトで公表していることも評価できる。ただ

し、一般競争入札の多くで入札参加者が１者となっており、仕様書の内容の改善

など競争性を確保する取り組みを進めることを期待する。 

また、職務発明規定を整備した点、監査室及び監事による監査が確実に行われ

ている点も評価できる。 

  

中項目 

7－1 

 

A 

セキュリティ対策強化、見学者の利便性向上等のため計画的に施設の修繕・改

修が実施されている。また、省エネの点での効果もみられ評価できる。 

 
 

中項目 
7－2 

 

 

A 

研究職員の採用は公募によることとし、若手研究者については任期制を積極的

に活用するとともに、テニュアトラック制の導入、研究管理職の公募の導入など

人材確保の取り組みを着実に進めていることは評価できる。 

所内に男女共同参画委員会を設置し、子育て支援制度の拡充・新設を実施した

ことは評価できる。また、採用に占める女性の割合は応募者に占める女性の割合

とほぼ同じとなった。 

なお、期末の常勤職員数は○○人で、期初のそれを下回っている。 

 

中項目 

7－3 

 

A 

法定公開情報については研究所 Web サイト等で公開し、平成 20 年度は情報開示

請求はなかったが、対応する体制は整備されている。 

個人情報の保護については、モバイル PC 等の情報セキュリティ実施手順の作

成など対策を進めている。 

 

 

 

 

中項目 

7－4 

 

 

 

 

B 

引き続き、環境配慮促進法の趣旨に則った「環境報告書」の作成・公表、「環

境マスタープラン」に基づき環境負荷軽減対策を進めていることは評価できる。

しかし、本年度も、研究所内から不適切な形での化学物質の所持や使用が発見

された。すみやかに当局に報告し、その指示に従って必要な措置が実施されたが、

公的な研究機関として、また、環境関係の研究機関として、化学物質の管理につ

いては特に厳重に行う必要があり、十分な対応策が求められる。 

再発防止策として、外部講師による全職員に対する化学物質取扱の講習会の開

催、化学物質取扱場所の管理状況立ち入り調査の実施など、従来以上の取組が行

われている。しかし、現時点では、安全管理の仕組みが整い、職員間に意識が浸

透したと判断できる状況ではないことから、外部の人材も活用し、薬品管理に関

する規程に基づいた管理を徹底するとともに、薬品の保管状況を一元的に把握で

きるオンラインシステムの導入など管理体制を強化することが必要である。 

 

参考 - 23



12

(別添４）
独立行政法人農業環境技術研究所研究課題評価実施要領

１７農環研第９００号

平成１８年３月３１日

最終改正 １９農環研第１２０４０６号

平成１９年１２月４日

（目的）

第１条 独立行政法人農業環境技術研究所（以下「研究所」という。）の中期目標・中期計画推進に

おいて適正かつ効率的な運営を確保するために、この要領の定めるところにより研究課題評価を実

施することを目的とする。

（課題評価会議）

第２条 中期計画における調査及び研究の評価は小課題を基本単位とし、課題評価会議において次の

とおり行う。

一 開催時期は、原則として毎年１月とする。

二 開催責任者は、理事長とする。

三 参集範囲は、外部評価委員、役員、研究統括主幹、業務統括主幹、研究コーディネータ、領域

長、センター長及びリサーチプロジェクト（以下「ＲＰ」という。）リーダーとする。

四 課題評価会議においては、外部評価委員及び内部評価委員（研究統括主幹、研究コーディネー

タ、領域長及びセンター長）のピアレビューによる研究課題の評価及び次年度計画の検討を行う

ものとする。

五 評価の基準は、別紙のとおりとする。

第３条 RP リーダーは、課題評価会議に先立ち、RP メンバーの出席を得て、当該事業年度の成果及

び次期年度計画を検討するための会議を開催することとする。

２ 前項に定める会議には、RP メンバー以外の者が参加することができるものとする。

（事務局）

第４条 課題評価会議の事務局を企画戦略室に置く。

附 則

この要領は、平成１８年４月１日から実施する。

附 則（平成１９年２月５日１８農環研第７６２号）

この要領は、平成１９年２月５日から実施する。

附 則（平成１９年１２月４日１９農環研第１２０４０６号）

この要領は、平成１９年１２月４日から実施する。
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（別紙）

評価の基準

課題評価会議における評価は、以下により行うものとする。

１ 評価単位は、小課題とする。

２ 外部評価委員（3 名以上）及び内部評価委員（研究統括主幹、研究コーディネータ、領域長及び

センター長）を評価者とする。

３ 評価項目は、「（１）進捗状況」、「（２）研究のレベル」、「（３）波及効果の可能性」及び「（４）

研究課題全般」とし、それぞれ下記の５段階で評価する。

（評価項目）

（１）研究課題の進捗状況（中期計画に対する当該年度の進捗状況）

ｓ：目標を大幅に上回る業績が上がっている。

ａ：計画に対して業務が順調に進捗している。

ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている。

ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている。

ｄ: 計計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている。

（２）研究のレベル（質、難易度及び先進性等）

ｓ: かなり高いレベルにある。

ａ: 妥当なレベルにある。

ｂ: やや低いレベルにある。

ｃ: 低いレベルにある。

ｄ: かなり低いレベルにある。

（３）波及効果の可能性（生産者、消費者、地域住民及び行政部局等への社会的貢献を図る観点か

らの波及効果の可能性）

ｓ：可能性が極めて高い。

ａ：可能性が高い。

ｂ：可能性がやや低い。

ｃ：可能性が低い。

ｄ: 可能性は極めて低い。

（４）研究課題全般（小課題としてのフレームワーク、内外との連携、副次的成果等及び任意の評価

軸による評価）

ｓ：極めて優れている。

ａ：概ね良好である。

ｂ：努力を要する。

ｃ：不十分である。

ｄ: 極めて不十分である。

４ ｓ：５点、ａ：４点、ｂ：３点、ｃ：２点、ｄ：１点とし、課題ごとに評価点の合計を「評価者

数×４」で除し、小数点以下２桁目を四捨五入した数値を総合評価点とする。評価点は、外部評価

委員と内部評価委員ごとに算出し、両者の評価点の合計に２分の１掛けで得た数値を総合的な評価

点とする。

総合評価点

４．５点以上：Ｓ

３．５点以上：Ａ

２．５点以上：Ｂ

１．５点以上：Ｃ

１．５点未満：Ｄ

５ 評価者は、評価に関するコメントを付す。
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(別添５）
各事業年度に係る業務の実績に関する評価指針

平成２１年３月１９日

農業環境技術研究所評議会

第１ 趣旨

国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成 20 年 10 月 31 日内閣総理大臣決定）、農業技術分科

会における独立行政法人の評価基準の考え方について（平成 14 年 3 月 13 日農林水産省独立行政法

人評価委員会農業技術分科会（以下「農業技術分科会」という。）決定）、独立行政法人農業環境

技術研究所の各事業年度に係る業務の実績に関する評価基準（農業技術分科会決定）等の趣旨を踏

まえた適切な各事業年度の業務実績評価を実施し、独立行政法人農業環境技術研究所（以下「研究

所」という。）の中期目標・中期計画の適正かつ効率的な運営を確保するため、独立行政法人農業

環境技術研究所評議会規定第６条に基づき評価指針を定める。

第２ 評価単位、評価指標及び評価ランク

（１）評価単位

評価単位は原則として、中期計画の中項目とする。

ただし、「第３ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画」、「第４ 短期借入金の

限度額」、「第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画」及び「第

６ 剰余金の使途」については、大項目を評価単位とする。なお、第４、第５及び第６については、

実績があった場合に評価を行う。

また、中項目「第２－１ 試験及び研究並びに調査」（以下「試験研究部分」という。）につい

ては、大課題及び中課題を評価単位とする。

上記に基づき設定した評価単位を付表に示す。

（２）評価指標

評価指標は農業技術分科会の定める評価指標とする。

なお、試験研究部分については、指標を定めず、年度計画に掲げられた内容を参考としつつ、中

期計画に掲げられた内容に照らして評価を行う。

（３）評価ランク

以下の５段階評価を基本とする。

Ｓ：目標を大幅に上回る業績が上がっている。

Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している。

Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている。

Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている。

Ｄ：計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている。

なお、評価ランクの定量的な目安及び定量的な評価指標等が設定されている場合の達成度合いの

基準は以下のとおりとする。

Ｓ：達成度合い１２０％以上

Ａ：達成度合い９０％以上１２０％未満

Ｂ：達成度合い６０％以上９０％未満

Ｃ：達成度合い３０％以上６０％未満

Ｄ：達成度合い３０％未満
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第３ 評価手順

評価手順は次のとおりとする。なお、必要に応じ、以下の手順の一部を書面での調整により行う

ことができるものとする。

（１）各評議員による評価

各評議員は、業務実績を確認し、評価単位ごとの評価を行う。この際、試験研究部分につい

ては、別途、独立行政法人農業環境技術研究所研究課題評価実施要領に基づく外部評価が行わ

れているため、その評価結果を十分活用して行う。それ以外の部分については研究所内で行わ

れた自己評価を参考にして行う。

（２）評議員の評価結果の集約

事務局は、各評議員の評価結果を集約し、評価結果（案）を作成する。その際、各評価単位

の評価ランクは以下のとおり算出する。

ア 各評議員の総合評価ランクを以下により点数化する。

Ｓ：４点 Ａ：３点 Ｂ：２点 Ｃ：１点 Ｄ：０点

イ アにより算出した評議員の評価点の平均値を以下によりランク分けする。

３．５以上：Ｓ ２．５以上３．５未満：Ａ １．５以上２．５未満：Ｂ

０．５以上１．５未満：Ｃ ０．５未満：Ｄ

（３）評議会の評価結果の決定

委員長は事務局が作成した評価結果（案）に必要な修正を加えた後、各評議員に諮り、評議

会の評価結果をとりまとめる。

最終的に、評価結果は、評議員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところ

によるものとする。なお、この際、評議員のうち、農環研と関係する機関の役職にあることに

より委員委嘱を受けている者については議決権を有しないものとする。

第４ 評価に関する留意事項

（１）評価の根拠の明示について

評価者は評価を下した理由を明確にするよう留意する。特に、各評価単位でＡ以外の評価ラン

クとする場合には、その理由を評価コメントとして記述する。

（２）評価ランクの決定について

評価ランクについては、第３の（２）において算出されたものを参考とするが、各評議員のコ

メントを十分考慮し、必要な議論を行った上で決定する。
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付表

コ　メ　ン　ト

第２　国民に対して提供するｻｰﾋﾞｽその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１）農業生態系における有害化学物質のリスク評価手法及びリスク管理技術の開発

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

２）農業生態系における外来生物及び遺伝子組換え生物のリスク管理技術の開発

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

Ｂ　自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機能の解明と管理技術の開発

（1）農業生態系を構成する生物群集の動態と生物多様性の解
明［B11］

※

（２）農業生態系機能の発現に関与する情報化学物質の解明
［B12］

※

２）農業生態系の変動メカニズムの解明と対策技術の開発

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

※

（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明［B22］ ※

（１）農業環境の長期モニタリングと簡易・高精度測定手法の
開発［C11］

（１）農業環境資源インベントリーの構築と活用手法の開発
［C21］

（注）評価ランク欄に※印がある区分が評価単位

第７　その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等

評 価 単 位

７－４　環境対策・安全管理の推進

７－２　人事に関する計画

７－３　情報の公開と保護

７－１　施設及び設備に関する計画

２－２　研究成果の公表、普及の促進

２－３　専門研究分野を活かしたその他の社会貢献

第３　予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

第６　剰余金の使途

第５　重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

第４　短期借入金の限度額

Ａ　農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発

１）農業生態系の構造・機能の解明と評価

評価ランク

※

※

※

第１　業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

１－１　評価・点検の実施と反映

１－２　研究資源の効率的利用及び充実・高度化

１－３　研究支援部門の効率化及び充実・高度化

１－４　産学官連携、協力の促進・強化

※

※

※

※

※

※

２）環境資源の収集・保存・情報化と活用

Ｃ　農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究

１）農業に関わる環境の長期モニタリング

１－５　海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化

※

※

※

２－１　試験及び研究並びに調査

※

※

※

※

※

※

16
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＜利用分野が行政・農業・企業＞
15-3 畑条件で栽培するイネはカドミウ

ム汚染水田の修復に最適である
A

○消費安全局の施策として本成果の実証事業が行われている。実証事業実施県
数も増加傾向であり、平成19年度には、全体で20haを越える規模となっている。
・事業（食の安全・安心確保交付金（土壌有害物質リスク管理対策推進事業））実
施県６県（H15～20）。

16-2 カドミウムで汚染された水田を修
復するための土壌洗浄法

Ａ

○消費安全局の施策として実証事業が実施されている。（消費安全局の食の安
全・安心確保交付金H20年度１県で実施、「薬剤による土壌のカドミウム浄化技術
確立実証調査計画指針（一次案）」（平成19年７月：農林水産省、農業環境技術研
究所）作成）

18-2 イムノクロマトアッセイを用いた玄
米等のカドミウム濃度簡易測定
法

Ａ

○共同研究をした開発企業より製品が販売され、県試験場等で利用されている
（10数カ所、1000キット以上）。公定法と比較して精度は落ちるが、キット化され分
析が容易で安価なため、簡易分析として活用されている。

16-1 ダイズ子実のカドミウム濃度を土
壌属性から予測するための手法 A

○農林水産省の技術指針に反映され、行政部局の調査に活用されている。（「土
壌の理化学データに基づく農作物カドミウム汚染リスク予測技術確立実証調査計
画指針（一次案）（平成18年４月：農林水産省、（独）農業環境技術研究所））

15-4 子実カドミウム蓄積性が高いダイ
ズ品種は幼植物の段階で簡易に
検定できる

A

○農林水産省の技術マニュアルに反映（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（平成19年４月改訂：農林水産省、農環研）。

14-1 イネは土壌からダイオキシン類を
吸収しない Ａ

○食品安全委員会、都道府県等が政策決定の参考情報として活用。

15-1 凝集剤による水田からのダイオ
キシン類の流出防止法 Ａ

○近年は、毎年約60haの地域で成果が活用されている。(実施営農組合４組合
（H15～19）。実施面積63ha(H20))

18-1 ディルドリンを吸収しにくいカボ
チャ台木を用いてキュウリ果実中
の残留濃度を低減 Ａ

○農林水産省が「平成19年農業技術の基本方針」に活用（P33）。また、都道府県
からの問い合わせ多数あり。
○関連論文が，ＥＵの諮問を受けた欧州食品安全機関（EFSA）による作物残留基
準引き上げに関する意見書で活用。

18-3 2006年版IPCCガイドラインに採
用された水田から発生するメタン
の新しい算定方法 A

○温室効果ガスであるメタンについて、水田における発生量の新しい算定方法を
提案し、気候変動に関する政府間パネル（IPCC)の発行する国別温室効果ガスイ
ンベントリ作成のためのガイドラインの改訂版（IPCC, 2006年）にデフォルト値として
採用された。この算定方法は、今後約10年にわたり、水田を有する世界各国政府
において温室効果ガスの国別インベントリ作成の作業に用いられることになる。

18-4 京都議定書第一約束期間の開
始を前に、農耕地から発生する
亜酸化窒素の新しい排出係数を
算定

Ａ

○環境省および国立環境研究所の発行する「日本国温室効果ガスインベントリ報
告書」に採用され、国連気候変動枠組み条約事務局（UNFCCC）への日本からの
温室効果ガス発生量の報告に貢献した。

15-7 リンゴ火傷病が日本に侵入する
リスクの推定法 A

○農林水産省がWTOパネルの場で活用（本成果の内容を記した論文を日本側の
主張を裏付ける証拠書類として提出）。

15-6 PCR-Luminex法を用いてイネい
もち病菌のMBI-D剤耐性菌を遺
伝子診断する

Ａ

○県病害虫防除所における薬剤耐性菌の遺伝子診断に有効に活用された。（栃
木県、クレハ化学（農薬メーカー）が診断に活用し、その結果は使用薬剤の選択に
使われた。）

15-5 農業生産に伴う養分収支を都道
府県・市町村単位で算出するシ
ステム

A

○都道府県の農業試験場等１２機関で活用されている。平成19年度は新たに東京
大学と長野県農業試験場に算定プログラムを配布。

14-2 水質モニタリングデータの図形表
示・データ集約システムの作製 B

○改良研究実施中。なお、成果内容は研究者しか使えず、利用分野は行政より研
究が適当

15-9 わが国の食料供給システムにお
ける1980年代以降の窒素収支の
変遷

B
○書籍等での紹介が多数ある。また、これまでの算定では、最終年次が1997年と
古かったので、最近年版として、2003年の算定を追加した。

16-3 畑ほ場における窒素動態・収支
シミュレーションシステム B

○県からの要請を受け成果の改良中。（滋賀県農業技術振興センターより本シス
テムの水田での活用について要請があり、同センターに蓄積されたデータを活用し
て改良している。）

18-5 「水環境保全のための農業環境
モニタリングマニュアル改訂版」
の発行

B
○マニュアルについては環境省等外部からの配布要請が多数ある。また、具体的
に活用が検討されている地域がある。

17-7 導入天敵昆虫等の新たな生態系
影響評価方法と導入判断基準 B

○平成20年4月に「外来生物のリスク管理と有効利用」が出版され，この中で本成
果の内容を詳しく紹介。関係行政部局等での活用のため，改良研究実施中。

16-8 水稲作付地を衛星搭載レーダと
地理情報を用いて確実に精度良
く検出する技術

B

○行政部局での活用の検討、低コスト化の検討が行われている。（農林水産省
が、衛星リモートセンシング推進委員会農業WGにおいて活用の可能性を検討、
ALOSなど安価な日本の衛星データを用いる方法について改良研究を実施中）。

研究成果の普及・利用状況（平成20年度追跡調査結果概要）　　　　　　　　【資料３】

年度-
番号

ランク成果名 備         考

1参考 - 29



年度-
番号

ランク成果名 備         考

15-2 ストロンチウム同位体比を利用し
たネギの産地国判別 B

○同位体比法による乾しシイタケの産地国判別の研究をH20～22で実施。その中
で、ネギを含め分析を行う体制作りを整備する予定。

14-3 分解菌集積木質炭化素材を用い
たシマジンの現地におけるバイオ
レメディエーション

B

○国内特許3件、外国特許4件取得。特許2件出願。現在製品化及び事業化に向け
て関連企業と協議中。別に、大手ゼネコンから事業化へ問い合わせあり。

16-7 農作物中の殺虫剤イミダクロプリ
ドは簡易かつ迅速に分析できる B

○都道府県の試験研究機関で現場適応のための研究を実施中

15-
10

玄米に含まれるカドミウムのレー
ザーを利用した直接定量法の開
発

C
○現場適用のために多少データの蓄積が必要（担当者及び装置の時間的制約に
より対応できない）。

15-
11

土壌情報の一元的収集システム
の開発 C

○公開予定データの中に対象農家を特定でき個人情報に該当する可能性がある
部分があったこと、土壌図に誤りが発見されたこと、土壌図の著作権の問題等によ
り、当初目的とした機能が発揮できなかった。

14-4 メダカを使って化学物質の内分
泌かく乱作用を簡易に検出する

C

○化学物質の内分泌かく乱物質の魚類に対するリスクが小さいことが明らかとな
り，懸念が減少したという社会的な変化があったこと，またそれらの試験が，当試
験法に類似した魚類初期生活段階毒性試験（OECDテストガイドライン210に準拠）
が標準手法として採用されたため活用されなかった。

＜利用分野が研究＞
16-6 渦相関法によるCO2フラックス計

算用の実用的プログラム A
○８機関で研究に活用されている。また、平成２０年度内に改良したプログラムを
国際稲研究所（IRRI）のフラックス観測サイトに提供予定。

17-1 中規模河川における懸濁性水質
サンプルの採取位置による濃度
差は小さい

A

○平成20年度地球環境保全等試験研究費（公害防止等試験研究費）によるプロ
ジェクト（H20～23年度）のシーズとして活用（自らの研究グループ）。

17-8 農耕地からの亜酸化窒素の排出
係数は現在のIPCCデフォルト値
よりも低い

Ａ

○温室効果ガスである亜酸化窒素について、水田における新しい排出係数を提案
し、気候変動に関する政府間パネル（IPCC)の発行する国別温室効果ガスインベン
トリ作成のためのガイドラインの改訂版（IPCC, 2006年）にデフォルト値として採用さ
れた。この排出係数のデフォルト値は約10年にわたり、水田を有する世界各国政
府において温室効果ガスの国別インベントリ作成の作業に用いられることになる。
・利用分野が研究となっているが、IPCCで採用されたため、行政的に非常に大きな
貢献をした。

14-5 キセニアを利用したトウモロコシ
交雑率の簡易調査法 A

○組換え体の安全性確保研究プロジェクトで実施されている「共存」に関する研究
において使用されている。

16-5 アジア・太平洋外来生物データ
ベースシステムの構築 A

○多数のアクセス数がある。H19年度末にデータベースを更新（データ追加等）。

17-5 固体ＮＭＲによるアロフェン・イモ
ゴライトの検出とAl配位数解析 Ａ

○多数の論文引用あり（10報、ISI社の情報による(H20.7.25)）

17-6 高感度・高精度・迅速なシアナミ
ド定量法 Ａ

○論文引用あり（１報、ISI社の情報による(H20.7.25)）

14-6 スキムミルクを用いた黒ボク土か
らのDNA抽出法 A

○eDNAプロジェクトの標準手法として県農試、大学等で活用。

15-
12

分散型データベースによる「微生
物インベントリー」の構築とWeb上
での公開

A

○多数のアクセス数、微生物情報の利用依頼がある。19年度に有力な情報Webサ
イト(weblio)、テレビ（TBS：news23）などでも活用・紹介され、環境微生物情報の発
信に貢献している。

15-8 トウモロコシ花粉飛散量自動モニ
ター装置の開発 B

○トウモロコシ花粉を対象に開発された本装置について、イネ花粉の飛散モニター
にも利用できるよう改良中。

17-2 クロロ及びメチルチオトリアジン
系農薬を完全分解できる複合微
生物系

B

○特許6件出願、現在製品化及び事業化に向けて関連企業と協議中

17-3 珪藻の除草剤感受性を群集レベ
ルの生育速度により簡易に検定
する

B

○論文印刷中。農環研報告の作成・配布を実施。都道府県や農薬メーカーから問
い合わせがある。

16-4 解毒酵素遺伝子塩基配列の違い
を利用した有機リン剤抵抗性ワタ
アブラムシの識別法

Ｂ

○特許出願・公開段階。

17-4 アオコの増殖抑制植物を検定す
る「リーフディスク法」の開発 B

○県農業試験場からの照会等がある。

15-
13

凍結保存細菌の反復利用効率を
高めるための分散媒の改良 C

○成果は菌の保存に携わっている研究に役立つと思われるがそうした研究者数が
少ない（ユーザーが少ない）ことが原因と思われる。今後広く知ってもらうように宣
伝することが重要と考える。
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【資料４】

普及に移しうる成果
*

1 . キュウリのディルドリン残留濃度を予測できる土壌抽出法

2 . カボチャのヘプタクロル汚染低減技術

3 . 植物の葉から採れたカビが生分解性プラスチックを強力に分解

4 . 性フェロモンを利用したナシマダラメイガの発生予察用誘引剤

5 . 温室効果ガスの可搬型自動サンプリング装置の開発

6 . 明治時代初期の関東地方の土地利用をインターネットで閲覧できるシステムを開発

7 . 北海道内の広域で発生した新害虫は ヘリキスジノメイガだった

主要成果

1 . 河川における水稲用除草剤の分解物の消長と 藻類に対する急性毒性

2 . ヘキサクロロベンゼン(HCB)を好気的に分解・無機化する細菌の単離・同定と主要代謝経路の解明

3 . ズッキーニを利用した土壌残留ディルドリンのファイトレメディエーション

4 . 安定同位体を用いて植物に吸収されうるカドミウムの最大量を評価する

5 . イネ品種間差を利用して、玄米のカドミウム汚染を低減

6 . 日本における導入前雑草リスク評価法の構築

7 . 外来植物の侵入は土壌pHと有効態リン酸に関連している

8 . ミトコンドリア遺伝子の部分配列による土着天敵ヤマトクサカゲロウと外来近縁種との識別法

9 . ため池の多様なトンボ類を守るためには、池の環境だけではなく、池の配置も重要です

10 . 2007年夏季異常高温下での水稲不稔率の増加を確認

11 . 水田からのメタン放出に対する大気二酸化炭素濃度と夜温上昇の相互作用

12 . 東南アジアにおけるバイオ燃料増産による環境への窒素負荷の評価

13 . 極低温条件でも降水の量と継続時間を正確に長期間保守なしで実測できる測器の検証

14 . 東アジアの土地被覆・土地利用の時間的変化を広範囲で捉えるための植生指数データセット

15 . 農業環境インベントリーシステムのWeb公開

16 . 国内における線虫学関連文献目録の公開

*
「普及に移しうる成果」とは、行政部局、検査機関、民間、他の試験研究機関（他独法、大学等）および農業現場等で

活用されることが期待され、研究所として積極的に広報活動および普及活動を行うべき重要な成果を選定したものです。

平成20年度「普及に移しうる成果」及び「主要成果」一覧
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1 A11a
Short-term temporal variations in iron concentration and speciation in a canal
during a summer algal bloom

AQUATIC SCIENCES 1.6

2 A11a
Historical distribution of PCDDs, PCDFs, and coplanar PCBs in sediment core
of Ariake Bay, Japan

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL
CONTAMINATION AND TOXICOLOGY

1.6

3 A11a
Organochlorine pesticides in the sediment core of Gwangyang Bay, South
Korea

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL
CONTAMINATION AND TOXICOLOGY

1.6

4 A11a Simulated rainfall removal of tricyclazole sprayed on rice foliage
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL
CONTAMINATION AND TOXICOLOGY

0.6

5 A11a Differential uptake for dioxin-like compunds by zucchini subspecies CHEMOSPHERE 2.7

6 A11a
Monitoring of cholinesterase-inhibiting activity in water from the Tone canal,
Japan, as a biomarker of ecotoxicity

ECOTOXICOLOGY 2.4

7 A11a
Mass balance and long-term fate of PCDD/Fs in a lagoon sediment and paddy
soil, Niigata, Japan

ENVIRONMENTAL POLLUTION 3.1

8 A11a
Seasonal patterns and current source of DDTs, chlordanes,
hexachlorobenzene, and endosulfan in the atmosphere of 37 Chinese cities

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 4.4

9 A11a
Dioxin-and POP-contaminated sites-contemporary and future relevance and
challenges

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION
RESEARCH

3.9

10 A11a
An Application of the biotic ligand model to predict the toxic effects of metal
mixtures

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND
CHEMISTRY

2.3

11 A11a
Different substrate specificities of two triazine hydrolases (TrzNs) from
Nocardioides species

FEMS MICROBIOLOGY LETTERS 2.3

12 A11a
The characterization of PCDDs, PCDFs and coplanar PCBs during the past 50
years in Gwangyang Bay, South Korea

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 2.3

13 A11a
Simultaneous biodegradation of chloroand methylthio-s-triazines using
charcoal enriched with a newly developed bacterial consortium

JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE 0.7

14 A11a
Sensitivity difference to insecticides of a riverine caddisfly, Cheumatopsyche
brevilineata (Trichoptera: Hydropsychidae), depending on the larval stages and
strains

JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE 0.7

15 A11a
A useful new insecticide bioassay using first-instar larvae of a net-spinning
caddisfly, Cheumatopsyche brevilineata (Trichoptera: Hydropsychidae)

JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE 0.7

16 A11a
Quantification of microcystis in eutrophic lake by simple DNA extraction and
SYBR Green real-time PCR

Microbes and Environments 0.0

17 A11a
Development of global scale multimedia contaminant fate model: Incorporating
paddy field compartment

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2.2

18 A11a
Selective growth suppression of five annual plant species by chalcone and
naringenin correlates with the total amount of 4-coumarate: coenzyme A
ligase

WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT (print) 0.4

19 A11a 諏訪湖に生息する生物の多環芳香族炭化水素類汚染とその蓄積特性 環境化学 0.0
20 A11a 大気拡散モデルによる大気中アンチモン曝露解析 環境科学会誌 0.0

21 A11a
不確実性を考慮した農薬の確率的生態リスク評価：水稲用除草剤シメトリンの
ケーススタディー

日本農薬学会誌 0.0

22 A11b
Uptake of aromatic arsenicals from soil contaminated with diphenylarsinic acid
by rice

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 4.4

23 A11b
Phytoextraction by a high-Cd-accumulating rice: Reduction of Cd content of
soybean seeds

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 4.4

24 A11b
Potential for phytoextraction of copper, lead, and zinc by rice (Oryza sativa
L.), soybean (Glycine max [L.]Merr.), and maize (Zea mays L.)

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 2.3

25 A11b
Determination of labile cadmium in agricultural soils by isotope dilution plasma
mass spectrometry and a coprecipitation separation technique

JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE AND
TECHNOLOGY（日本原子力学会英文論文誌）

0.5

26 A11b
Determination of labile cadmium in lime-amended soils by isotope dilution
plasma mass spectrometry

JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE AND
TECHNOLOGY（日本原子力学会英文論文誌）

0.5

27 A11b
Relative abundance of Δ5-sterols in plasma membrane lipids of root-tip cells
correlates with aluminum tolerance of rice

PHYSIOLOGIA PLANTARUM 2.2

28 A11b
Novel cysteine-rich peptides from Digitaria ciliaris and Oryza sativa enhance
tolerance to cadmium by limiting its cellular accumulation

PLANT AND CELL PHYSIOLOGY 3.7

29 A11b Meteoric 10Be dating of highly weathered soils from fluvial terraces in Taiwan QUATERNARY INTERNATIONAL 1.5

30 A11b
Distribution of uranium in soil components of agricultural fields after long-
term application of phosphate fertilizers

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2.2

31 A11b
Reduction of cadmium translocation from roots to shoots in eggplant
(Solanum melongena) by grafting onto Soloanum torvum rootstock

SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 0.7

32 A11b
Enhancement of nitrate reduction by chlorine application in Suaeda salsa (L.)
pall

SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 0.7

33 A21a
Mitochondrial phylogeny of cryptic species of the lacewing Chrysoperla
nipponensis (Neuroptera: Chrysopidae) in Japan

ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY
OF AMERICA

1.1

34 A21a
Estimation of abundance and dispersal distance of the sugarcane click beetle
Melanotus sakishimensis Ohira (Coleoptera: Elateridae) on Kurima Island,
Okinawa, by mark-recapture experiments

APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY 0.8

35 A21a
Adsorption of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid onto volcanic ash soils: effects
of pH and soil organic matter

Environment Asia 0.0

36 A21a
Adaptation to the new land or effect of global warming? An age-structured
model for rapid voltinism change in an alien lepidopteran pest

JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY 3.7

37 A21a
Mating disruption for control of Melanotus okinawensis (Coleoptera:
Elateridae) with synthetic sex pheromone

JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY 1.2

査読付論文一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料５】
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38 A21a
Microarray expression profiling of Arabidopsis thaliana L. in response to
allelochemicals identified in buckwheat

JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 3.9

39 A21a
The crucial role of mitochondrial regulation in adaptive aluminium resistance in
Rhodotorula glutinis

MICROBIOLOGY 0.6

40 A21a
Characterization of root mucilage from Melastoma malabathricum, with
emphasis on its roles in aluminum accumulation

NEW PHYTOLOGIST 5.2

41 A21a
Harvest-based Bayesian estimation of sika deer populations using state-
space models

POPULATION ECOLOGY (Print) 1.3

42 A21a
Green lacewing phylogeny, based on three nuclear genes (Chrysopidae,
Neuroptera)

SYSTEMATIC ENTOMOLOGY 2.4

43 A21a Tissue culture system for in vitro tuber formation in Equisetum arvense WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT (print) 0.4
44 A21a 外来植物と在来植物の住み分け-これからの植生制御に向けて- 関東雑草研究会報 0.0

45 A21a
長野県内の近隣2地点におけるクリマモリオナガコバチ早期・晩期各羽化型の
羽化消長

関東東山病害虫研究会報 0.0

46 A21a 日本列島におけるナガミヒナゲシ(Papaver dubium L.)の生育地の拡大 雑草研究 0.0
47 A21a 数種在来多年生雑草の器官形成に及ぼす遮光と刈り取りの影響 雑草研究 0.0
48 A21a 利根川水系におけるカワヒバリガイ Limnoperna fortunei の分布状況 日本ベントス学会誌 0.0

49 A21a
栽培ヒエとイタリアンライグラスを組み合わせた水田放牧草地の植生と乾物生
産量

日本草地学会誌 0.0

50 A21a ヘアリーベッチ導入水田における中苗移植された稲の生育と収量
農作業研究　Japanese Journal of Farm Work
Research

0.0

51 A21a 外来植物による農業水利施設周辺への影響度評価手法の開発 農村計画学会誌 (print) 0.0

52 A21b
Environmental risk assessment of genetically modified chrysanthemums
containing a modified cry1Ab gene from Bacillus thuringiensis

Plant Biotechnology 0.0

53 A21b
Three-dimensional simulation of rice pollen dispersal and hybridization in field
scale

Proceedings of the 5th WSEAS International
Conference on MATHEMATICAL BIOLOGY and
ECOLOGY (MABE

0.0

54 A21b
Flowering phenologies and natural hybridization of genetically modified and
wild soybeans under field conditions

WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT (print) 0.4

55 B11a
Spatial and temporal variations in the use of rice-paddy dominated landscapes
by birds in Japan

BIOLOGICAL CONSERVATION 3.3

56 B11a
Genetic variation in flight activity of Ophraella communa
(Coleoptera:Chrysomelidae): Heritability estimated by artificial selection

ENVIRONMENTAL ENTOMOLOGY 1.5

57 B11a
Factors affecting flight activity of Ophraella communa (Coleoptera:
Chrysomelidae), and exotic insect in Japan

ENVIRONMENTAL ENTOMOLOGY 1.5

58 B11a Methods of predicting risk of wheat damage by white-fronted geese JOURNAL OF WILDLIFE MANAGEMENT 1.5

59 B11a
Evaluating the relative importance of patch quality and connectivity in a
damselfly metapopulation from a one-season survey

OIKOS 3.1

60 B11a 立地条件の異なるススキ型二次草地における埋土種子相と地上植生の比較 ランドスケープ研究 0.0
61 B11a これからの農村計画における新しい「生物多様性保全」の捉え方 農村計画学会誌 (print) 0.0
62 B11a 欧州における「自然的価値の高い農地」の選定プロセス 農村計画学会誌 (print) 0.0
63 B11a 農村における生物多様性の定量的評価に向けたインベントリーの構築 農村計画学会誌 (print) 0.0

64 B11b
Isolation of effective 3-chlorobenzoate-degraders in soil using community
analyses by PCR-DGGE

Microbes and Environments 0.0

65 B11b
Comparison of nematode community similarities assessed by polymerase
chain reaction-denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) and by
morphological identification

NEMATOLOGY 0.9

66 B11b
Comparison of 18S rDNA primers for estimating fungal diversity in agricultural
soils uising polymerase chain reaction-denaturing gradient gel electrophoresis

SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 0.7

67 B12a
Sex attractant pheromone of the limabean pod borer, Etiella zinckenella
(Treitschke)(Lepidoptera:Pyralidae), in Japan

APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY 0.8

68 B12a
Identification of a sex pheromone component of the Japanese mealybug,
Planococcus kraunhiae (Kuwana)

APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY 0.8

69 B12a
Sex pheromone communication from a population resistant to mating
disruptant of the smaller tea tortrix, Adoxophyes honmai Yasuda (Lepidoptera:
Tortricidae)

APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY 0.8

70 B12a
Identification of receptors of main sex-pheromone components of three
Lepidopteran species

EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE 3.7

71 B12a
Sex pheromone of Ostrinia sp. newly found on the leopard plant Farfugium
japonicum

JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY 1.0

72 B12a
Enhanced biofilm formation and 3-chlorobenzoate degrading activity by the
bacterial consortium of Burkholderia sp. NK8 and Pseudomonas aeruginosa
PA01

JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY 2.5

73 B12a
Attraction to herbivore-induced plant volatiles by the host-foraging parasitoid
fly Exorista japonica

JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY 1.9

74 B12a
Acibenzolar-S-methyl-induced systemic resistance against anthracnose and
powdery mildew diseases on cucumber plants without accumulation of
phytoalexins

JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY 0.9

75 B12a
Gene expression during acibenzolar-S-methyl-induced priming for potentiated
resposes to Venturia nashicola in Japanese pear

JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY 0.9

76 B12a
Do adult leaf beetles (Plagiodera versicolora) discriminate between odours
from intact and leaf-beetle-infested willow shoots?

JOURNAL OF PLANT INTERACTIONS 0.0

77 B12a
First application of PCR-Luminex system for molecular diagnosis of fungicide
resistance and species indentification of fungal pathogens

Journal of General Plant Pathology 0.0
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78 B12a
Genetic analysis and PCR-based identification of major Fusarium species
causing head blight on wheat in Japan

Journal of General Plant Pathology 0.0

79 B12a The msiK gene, encoding the ATP-hydrolysing component of N, N MICROBIOLOGY-SGM 3.1

80 B12a
Antagonism between acibenzolar-S-methyl-induced systemic acquired
resistance and jasmonic acid-induced systemic acquired susceptibility to
Colletotrichum orbiculare infection in cucumber☆

PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT
PATHOLOGY

1.1

81 B12a
Ultrastructural study on acibenzolar-S-methyl-induced scab resistance in
epidermal pectin layers of Japanese pear leaves

PHYTOPATHOLOGY 2.4

82 B12a
Rice exonuclease-1 homologue, OsEXO1, that interacts with DNA polymerase
λ and RPA subunit proteins, is involved in cell proliferation

PLANT MOLECULAR BIOLOGY 3.8

83 B12a
Population size and specific nitrification potential of soil ammonia-oxidizing
bacteria under long-term fertilizer management

SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 2.6

84 B12a
ストロビルリン系薬剤耐性イチゴ炭疽病菌[Colletotrichum gloeosporioides
(Glomerella cingulata)]の発生

日本植物病理学会報 0.0

85 B21a Modeling water temperature in a rice paddy for agro-environmental research
AGRICULTURAL AND FOREST
METEOROLOGY

2.3

86 B21a
Modelling the impacts of weather and climate variability on crop productivity
over a large area: A new process-based model development, optimization, and
uncertainties analysis

AGRICULTURAL AND FOREST
METEOROLOGY

2.3

87 B21a
Parameter estimation and uncertainty analysis of a large-scale crop model for
paddy rice: Application of a Bayesian approach

AGRICULTURAL AND FOREST
METEOROLOGY

2.3

88 B21a
Diurnal and seasonal variation in bulk stomatal conductance of the rice
canopy and its dependence on developmental stage

AGRICULTURAL AND FOREST
METEOROLOGY

2.3

89 B21a Interactions of elevated [CO2] and night temperature on rice growth and yield
AGRICULTURAL AND FOREST
METEOROLOGY

2.3

90 B21a
Climate change, land use change, and China’s food security in the twenty-
first century: an integrated perspective

CLIMATIC CHANGE 2.9

91 B21a
The implication of heat and water balance changes in a lake basin on the
Tibetan Plateau

Hydrological Research Letters 0.0

92 B21a
Land surface phenology dynamics and climate variations in the North East
China Transect (NECT), 1982-2000

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE
SENSING (Print)

1.0

93 B21a
Regional consequences of seawater intrusion on rice productivity and land use
in coastal area of the Mekong river Delta

JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH
QUARTERLY

0.4

94 B21a
Genotypic variation in rice yield enhacement by elevated CO2 relates to
growth before heading, and not to maturity group

JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 3.9

95 B21a Climate Change Impact on Rice Insurance Payouts in Japan
Journal of Applied Meteorology and
Climatology

1.9

96 B21a
Effect of low root temperature on hydraulic conductivity of rice plants and the
possible role of aquaporins

PLANT AND CELL PHYSIOLOGY 3.7

97 B21a
地球温暖化の地域総合的な影響評価への取り組み-高知県における豪雨災害
と農業生産の視点から-

四万十・流域圏学会誌 0.0

98 B21a
Mesh climate change data of Japan ver.2 for climate change impact
assessments under IPCC SRES A1B and A2

農業気象(Journal of Agricultural Meteorology) 0.0

99 B21a
Sensitivity of salinity intrusion to sea level rise and river flow change in
Vietnamese Mekong delta-impacts on availability of irrigation water for rice
cropping

農業気象(Journal of Agricultural Meteorology) 0.0

100 B21a
Combines equations for estimating global solar radiation: Progection of
radiation field over Japan under global warming conditions by statistical
downscaling

農業気象(Journal of Agricultural Meteorology) 0.0

101 B22a
Estimating the three-dimensional structure of canopy foliage based on the
light measurements in a Betula ermanii stand

AGRICULTURAL AND FOREST
METEOROLOGY

2.3

102 B22a
Effect of land use change from paddy rice cultivation to upland crop
cultivation on soil carbon budget of a cropland in Japan

AGRICULTURE ECOSYSTEMS &
ENVIRONMENT

2.3

103 B22a
Short-term effects of wheat straw incorporation in to paddy field as affected
by rice transplanting time

AUSTRALIAN JOURNAL OF SOIL RESEARCH 1.3

104 B22a
Climate-crop yield relationships at provincial scales in China and the impacts
of recent climate trends

CLIMATE RESEARCH 1.3

105 B22a
Community structure of ammonia oxidizing bacteria and their potential to
produce nitrous oxide and carbon dioxide in acid tea soils

GEOMICROBIOLOGY JOURNAL 1.7

106 B22a
Effect of Elevated [CO2] on soil bubble and CH4 emission from a rice paddy:
A test by 13C pulse-labeling under free-air CO2 enrichment

GEOMICROBIOLOGY JOURNAL 1.7

107 B22a
Increased night temperature reduces the stimulatory effect of elevated
carbon dioxide concentration on methane emission from rice paddy soil

GLOBAL CHANGE BIOLOGY 4.8

108 B22a
CH4 emission with differences in atmospheric CO2 enrichment and rice
cultivars in a Japanese paddy soil

GLOBAL CHANGE BIOLOGY 4.8

109 B22a
Influences of chemical fertilizers and a nitrification inhibitor on greenhouse
gas fluxes in a corn (Zea mays L.) field in Indonesia

Microbes and Environments 0.0

110 B22a Modeling nitrate leaching on a cropped Andosol NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS 1.1

111 B22a Methane emission from paddy soils as affected by wheat straw returning mode PLANT AND SOIL 1.8

112 B22a
Methane flux characteristics in forest soils under an East Asian monsoon
climate

SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 2.6

113 B22a
N2O and NO emissions from an Andisol field as influenced by pelleted poultry
manure

SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 2.6
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114 B22a
Is burial of wheat straw in ditches a way to reduce CH4 emissions from rice
cultivation?

SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 0.7

115 B22a Mitigation options for N2O emission from a corn field in Kalimantan, Indonesia SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 0.7

116 B22a
家畜ふん尿堆肥に含まれる肥料成分の傾向と堆肥化に伴う窒素消失量の推
定

日本土壌肥料学雑誌 0.0

117 B22b
Seasonal contribution of C3 and C4 species to ecosystem respiration and
photosynthesis estimated from isotopic measurements of atmospheric CO2 at
a grassland in Japan

AGRICULTURAL AND FOREST
METEOROLOGY

2.3

118 B22b Spectral detection of grazing degradation in the Xilingol steppe, Inner Mongolia Journal of Integrated Field Science 0.0

119 B22b
Nature of the "occluded" low-density fraction in soil organic matter studies:
A critical review.

SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 0.7

120 B22b
Ammonia exchange between rice leaf blades and the atmosphere: Effect of
broadcast urea and chages in xylem sap and leaf apoplastic ammonium
concentrations

SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 0.7

121 B22b
インドネシアにおける食糧消費量推計と余剰水田を用いたエネルギー作物生
産

システム農学 0.0

122 B22b 2030年までの中国31省市自治区の食料需要予測 システム農学 0.0

123 B22b
乗鞍高原の森林生態系における物質循環-2.針葉樹林内と広葉樹林内におけ
る水循環と化学物質循環-

日本水文科学会誌 0.0

124 B22c
Denitrification during vertical upwelling at an alluvium-diluvium interface below
the upland perimeter of riparian paddy

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 2.3

125 B22c
Field scale determination of the aquifer-aquitard boundary in the Joso Clay by
cone penetrometry

SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 0.7

126 B22c
Efficiency of removal of nitrogen, phosphorus and zinc from domestic
wastewater by a constructed wetland system in rural areas: a case syudy

Water Science and Technology 1.2

127 C11a
Diagnosing recent CO emissions and ozone evolution in East Asia using
coordinated surface observations, adjoint inverse modeling, and MOPITT
satellite data

ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 4.9

128 C11a
Change in CO2 balance under a series of forestry activities in a cool-
temprate mixed forest with dense undergrowth

GLOBAL CHANGE BIOLOGY 4.8

129 C11a
Automated in situ analysis of volatile sulfur gases using a Sulfur Gas Analyser
(SUGAR) based on cryogenic trapping and gas-chromatographic separation

INTERNATIONAL JOURNAL OF
ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY

1.0

130 C11a Radiative impact of mixing state of black carbon aerosol in the Asian outflow JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH 3.0

131 C11a
Characterizing evapotranspiration over a meadow ecosystem on the Qinghai-
Tibetan Plateau

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH 3.0

132 C11a A review of tower flux observation sites in Asia Journal of Forest Research 0.5

133 C11a
Soil organic carbon pools in alpine to nival zones along an altitudinal gradient
(4400–5300 m) on the Tibetan Plateau

Polar Science 0.0

134 C11a
A numerical simulation of the influences of local circulation over complex
terrain on gas dispersion on the Tibetan Plateau

Proceedings of the 6th International
Conference on FLUID MECHANICS (FLUDS

0.0

135 C11a
Applicability of the planar fit technique in estimating surface fluxes over flat
terrain using eddy covariance

農業気象(Journal of Agricultural Meteorology) 0.0

136 C11a Evaluation of ozone uptake by the rice canopy with the multi-layer model 農業気象(Journal of Agricultural Meteorology) 0.0

137 C11a
Quality assessment of data from the Daegwallyeong Flux Measurement
Station (DFMS) based on short-term experiments

農業気象(Journal of Agricultural Meteorology) 0.0

138 C11a
Comparison of four instruments for measuring solid precipitation below the
freezing point condition

農業気象(Journal of Agricultural Meteorology) 0.0

139 C11a
Effects of one precipitation process on CO2 flux and thermal transportation in
alpine meadow of Qinghai-Tibetan plateau

Chinese Journal of Ecology　（生態学雑誌） 0.0

140 C11a
Growth analysis of three representative forages in different vertical zones of
the southern foot of east Qilian Mountains

Chinese Journal of Agrometeorology (中国農業
気象)

0.0

141 C11b
Arsenic speciation in rice and soil containing related compounds of chemical
warfare agents

ANALYTICAL CHEMISTRY 5.3

142 C11b
Simplified method for determinig cadmium concentrations in rice foliage and
soil by using a biosensor kit with immunochromatography

JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND
AGRICULTURE

1.3

143 C11b
Contribution of Asian dust to atmospheric deposition of radioactive cesium
(137Cs)

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2.2

144 C11b アイゴの耳石微量元素濃度の発育に伴う変化とその海域間比較 水産海洋研究 0.0

145 C21a
Biochar amendment techniques for upland rice production in Northern Laos: 1.
Soil physical properties, leaf SPAD and grain yield

FIELD CROPS RESEARCH 1.7

146 C21a
Estimating forage biomass and quality in a mixed sown pasture based on
partial least squares regression with waveband selection

Grassland Science　(print) 0.0

147 C21a
Reflectance characteristic of major land surfaces in slash-and-burn
ecosystem in Laos

International Journal of Remote Sensing
(online)

1.0

148 C21a
Testing polarization measurements with adjusted view zenith angles in varying
illumination conditions for detecting leaf orientation of wheat canopy

PLANT PRODUCTION SCIENCE (print) 0.7

149 C21a 定点カメラ画像による水稲の生育状況の推定 システム農学 0.0

150 C21a
ハイパースペクトル計測に基づく正規化分光反射指数NDSIマップおよび波長
選択型PLSによる植物・生態系変量の評価-米粒タンパク含有率・クロロフィル
濃度・バイオマス評価を事例として-

日本リモートセンシング学会誌(J Remote
Sensing Society of Japan)

0.0

151 C21a 多波長画像からの形態情報抽出法-細胞組織から生態系まで- 日本作物学会紀事 0.0
152 C21a 農村と都市・山地との境界領域で生じる軋轢と自然再生 農村計画学会誌 (print) 0.0
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番号
小課題
番号

成果タイトル 掲載誌名 IF

153 C21b
Recent trend in residual nitrogen on national and regional scales in Japan and
its relation with groundwater quality

NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS 1.1

154 C21b 多重検定の基礎理論 計量生物学 0.0

155 C21c
Growth promotion of lettuce (Lactuca sativa L.) by a rhizobacterium
Pseudomonas fluorescens strain LRB3W1 under iron-limiting condition

Environment control in biology 0.0

156 C21c
Biocontrol activity in a nonpathogenic REMI mutant of Fusarium oxysporum f.
sp. conglutinans and characterization of its disrupted gene

JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE 0.7

157 C21c
New cylindrocladium diseases of strawberry and coral bells caused by
Cylindrocladium canadense

Journal of General Plant Pathology 0.0

158 C21c
Biological and phylogenetic characterization of Fusarium oxysporum complex,
which causes yellows on Brassica spp., and proposal of F. oxysporum f. sp.
rapae, a novel forma specialis pathogenic on B., rapa in Japan

PHYTOPATHOLOGY 2.4

159 C21c
Induced rice resistance to blast varies as a function of Magnaporthe grisea
avirulence genes

PLANT DISEASE 1.8

160 C21c
Alternative transcription initiation of the nitrilase gene (BrNIT2) caused by
infection with Plasmodiophora brassicae Woron. in Chinese cabbage (Brassica
rapa L.)

PLANT MOLECULAR BIOLOGY 3.8

161 C21c
Two new species of Hainokisaruzo Yoshitake & Colonnelli from China, with a
checklist of the soecies of the genus (Coleoptera: Curculionidae:
Ceutorhynchinae)

ZOOTAXA 0.7

162 C21c
A new species of Augustinus Korotyaev from China, with a key to the species
groups of the genus (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae)

ZOOTAXA 0.7

163 C21c
A new Wagnerinus (Coleoptera: Curculionidae) from northern Japan:
description including a DNA barcode

ZOOTAXA 0.7

164 C21c
人工降雨下で形成された水田転換畑作土のクラストの性質と土壌の諸特性の
関係

土壌の物理性 0.0

165 C21c DNAバーコーディングにいよる同定支援システムとJBOLI構想 日本生態学会誌 0.0

166 C21c
Actus salvadoricus Baqri and Jairajpuri (Mononchida: Mylonchulidae) from
Japan with comment on the phylogenetic position of the genus Actus based
on 18S rDNA sequences

日本線虫学会誌（Japanese Journal of
Nematologｙ）

0.0

167 C21c 2006年線虫関係国内文献目録
日本線虫学会誌（Japanese Journal of
Nematologｙ）

0.0

168 Z Identification of the gene for disaggregatase from Methanosarcina mazei Archaea 0.0

169 Z
Participatory rural planning in Japan: promises and limits of neighborhood
associations

Paddy and water environment 0.0

220.6IF合計
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【資料６】

番号 登録・出願番号 特許名 出願年月 備考

＜国内＞

1 特願2008-199462

土壌中の塩素化シクロジエン系農薬の抽出分析方法、土
壌中の塩素化シクロジエン系農薬の抽出剤、土壌のウリ
類栽培適性鑑別方法および収穫するウリ類中の塩素化
シクロジエン系農薬濃度の予測方法

H20.8.1

2 特願2008-205253
ナシマダラメイガの性フェロモン物質及びこれを含む性誘
引剤

H20.8.8 共同出願

3 特願2008-514389
土壌還元消毒方法、土壌還元消毒剤、土壌湿潤化消毒
方法、土壌湿潤化消毒剤および土壌消毒剤潅注システ
ム

H20.9.18
共同出願、国際出願
（H19年度）の国内移行

4 特願2008-250869 新規微生物及び生分解性プラスチック分解酵素 H20.9.29

5 特願2008-261258 多機能水溶性シート H20.10.8 共同出願

6 特願2008-306279 植物由来の植物病害防除剤 H20.12.1 共同出願

7 特願2008-311318 アミノ－ｓ－トリアジン系化合物を分解する新規微生物 H20.12.5 共同出願

8 特願2009-22555 カドミウム含有水田土壌の浄化方法 H21.2.3 共同出願

9 特願2009-066711 酵母由来の植物病害防除剤 H21.3.18 共同出願

10 特願2009-070004 重金属含有土壌の浄化方法 H21.3.23 共同出願

11 特願2009-073116 植物体の生育変化の連続測定方法 H21.3.25 共同出願

12 特願2009-078020 生分解性プラスチック分解酵素の活性抑制剤 H21.3.27 共同出願

＜海外＞

1 200780016870.6号 重金属含有水田土壌の浄化方法 H20.11.6
共同出願、出願国：中
国

特　許　出　願　一　覧
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【資料７】

中項目 評価コメント 指摘事項に対する対応

研究課題の評価では、費用対報文数だけでなく、
さらにつっこんだ評価が必要であろう。

課題評価会議では、数量指標として、投入資源（人員、予算）
と成果（論文数、普及成果候補数、特許出願数）を示して評価
を行っている。また、成果の内容や発展・普及可能性のように
数量化しにくい部分についても外部委員を含め検討している。
今後も、総合的観点からの評価が行われるよう留意したい。

業務評価システムについて、合理的な方法の確立
を期待したい

研究職員の業績評価マニュアルを平成20年２月に改定し、多様
な成果や貢献を評価できるようになり、評価の客観性も向上し
た。本マニュアルにより平成20年度業績評価は円滑に行われ
た。

評価結果を所の運営や研究員の処遇に反映させる
方法についても検討が望まれる。

所の業務運営や研究課題に関する評価結果については、年度計
画や交付金配分等に反映させることが定着した。研究職員の業
績評価の処遇反映が課題であるが、21年度業績評価結果を22年
度の処遇に反映させることとして調整を進めている。

天候や社会情勢の変動に応じてさらに機動的な研
究もしてほしい。

時間をかけて研究できるテーマを持つことも大切
である。

農環研として社会的責務に鑑みた中長期的な人材
育成が不可欠である。農環研の中長期目標を明確
にし、その目標に沿った充実したプログラムの実
施を期待する。

若手の長期在外研究を督励し国際人材育成に努めるなど、中長
期的対策にも力を入れていきたい。

輸入食品の安全・信頼が疑われている。また、農
林水産業の現場に対する公益的機能の評価も活発
に行われている。このような情勢下、三所連絡会
のさらなる活動に期待したい。

三所連絡会を含め、関係機関との連携強化に努めたい。

温暖化によって何がおこりどう対応できるのか。
農業だけでなく食品、森林、水産に関係協議会が
連携して情報交換、対策、対応研究していくこと
から新たな視点が開かれると思う。研究分野だけ
でなく今後農林漁業の現場や食品企業などにも広
がりが必要である。

温暖化研究については、農林水の各分野を含むプロジェクト研
究（農林水産省受託研究）を農環研が代表機関となり実施して
いる。関係行政部局や農業現場との情報交換等に努めたい。

MARCOの取り組みで、もっと具体的な成果が望まれ
る。

平成20年度に実施したMARCO国際シンポジウムで土壌情報シス
テムの現状把握が進展するなど研究推進上の効果が現れ始めて
いる。MARCOの強化の検討を進めており、さらに大きな成果に
つなげていきたい。

アジアが重要な対象ではあるが、WARDAの活動への
関与もさらに進めていただきたい。

貢献できる内容があれば積極的にWARDAの活動に協力したい。

海外機関の及び国際機関等との連携の促進・強化
における要点は、共同研究の長期間の継続と人物
交流である。農環研の顔となるような若手研究者
の育成を希望する。

若手の長期在外研究を督励し国際人材育成に努めるなど、中長
期的対策にも力を入れていきたい。

普及できる技術が数多く確立されている。カドミウム対
策等は着実に成果が上がっている。個別技術につい
ては良い成果が得られているが、統合化した対策マ
ニュアル的なものの作成を望みたい。

様々な土壌、作目、栽培形態等について対策技術の有効性を実験
的に検証し、第２期終了時点では、土壌のカドミウム汚染レベルや土
壌タイプ、農作物品目別に適応できる対策技術をとりまとめ、総合的
な農作物のカドミウム低減技術マニュアルを作成する。

成果は特筆すべきと高く評価される。なお、農業環境
のリスク評価にあたっては、指標生物の先学は極めて
重要である。今後のリスク管理技術の開発のためにも、
我が国の農業環境に適応した指標生物リストの拡大を
望む。

コガタシマトビケラの他、藻類等水生生物やアマガエル等、わが国の
農業環境に適応した指標生物を選び、毒性試験法や評価法開発の
ための検討を進める。

普及に至る成果が多く、農業現場での実績の積み重
ねが楽しみ。貴重な成果なので、もう少し、農業者への
広報に努めたらどうか。農業者の安心感や意欲につな
がると思う。

得られた成果については、普及に移しうる成果として発信するととも
に、プレスリリースやアグリビジネスフェア、テクノロジーショーケースへ
の出展等を通じて、農業関係者へのアウトリーチに努めている。

平成19年度実績評価に係る評議会の指摘事項とそれへの対応

A-1（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

社会・経済情勢の変化に留意し、機動的に研究課題を検討して
いく。また、農環研のミッションに基づき中心的な研究につい
ては長期的視野で取り組んでいく。

１－５
海外機関及び
国際機関等と
の連携の促
進・強化

１－１
評価・点検の
実施と反映

１－２
研究資源の効
率的利用及び
充実・高度化

１－４
産学官連携、
協力の促進・
強化
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中項目 評価コメント 指摘事項に対する対応

Cdの汚染土壌の化学洗浄法など複数年にわたって現
場で効果が認められたものもあり評価できる。地域を変
えた実証試験により効果を再確認されたい。普及を意
識するのであれば、開発技術の経済性（採算性）も検
討すべきではないか。

できるだけ多くの地域で検証できるよう、県農試等との共同研究を
行っている。カドミウムの化学洗浄法の経済性（採算性）については、
従来の客土法と比べて低コストを目指しており、現場への普及にあ
たって十分採算性があると見込まれる。

外来生物への対応は重要な課題であるが、多大な労
力を必要とするため、調査手法を確立し、自治体や中・
高校を協力を得て調査する方法は考えられないか？

識別が容易な種を対象とする場合には、ＮＰＯや市民団体、中・高校
と連携できる仕組みを検討する。アジア太平洋外来生物データベー
ス（APASD）の拡充を行い、インターネットにより広く情報を収集するシ
ステムを確立する。また、外来雑草リスク評価手法については、評価
項目を簡便なものとし、一般向けに公表し協力を得ることで、効率的
なデータ収集を図る。

農業生態系における「外来植物」研究の目的・意義に
関して、社会の関心はなお低いように思われる。今後
は、研究成果とともに、研究実施の意義、社会の「外来
植物」へのさらなる関心の喚起が必要であろう。

迅速な周知が必要な場合には、プレスリリース等により注意を喚起す
る。アウトリーチ活動やイベントへの出展等を通じて、引き続き外来植
物のリスクを啓蒙していく。特に農作物や緑化植物、外国産在来緑化
植物など、実用性が高く研究要望の強い植物のリスク評価の研究に
重点化し、社会の関心を喚起していく。

遺伝子組換えの社会的需要につながる貴重な成果で
ある。PRにさらに努めてほしい。

ダイズ・ツルマメの自然交雑及び鹿島港周辺における遺伝子組換え
ナタネの発生消長に関する成果は、社会的関心の他、技術会議事
務局からの要望もあり、プレスリリースする予定である。共存研究につ
いても、PRに努める。また、これら成果については、国の生物多様性
影響評価検討会や「第１種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」
の見直し等への適切な貢献をめざす。

遺伝子組換え植物の自然交雑の研究はダイズ、ツルマ
メ以外、他の研究やデータがもっと必要ではないか。

生物多様性影響評価検討会での議論や技術会議事務局による「遺
伝子組換え農作物等の研究開発の進め方に関する検討会」最終取
りまとめ等を踏まえ、適切に対応していく予定。

農業の多面的機能の中で、農業生態系の生物多様性
の可能性や影響が解明されることは大きな評価ができ
るし、もっと解明されて公表してほしい。そのことにより
現場環境維持への農業に移行していくと思う。

平成20年度からの農水省委託プロジェクトにより、農法と生物多様性
の関係について都道府県及び独法研究機関と連携して研究する体
制が整った。これにより、農業活動による生物多様性への影響を把握
し、現場環境維持に貢献してまいりたい。

植生等の生物相調査と土壌微生物相調査が、それぞ
れ独立して研究が実施されていれる。今後は、高等生
物から微生物を同一の調査地点で研究を実施し、包括
的に農業生態系の構造・機能を解明することが望まれ
る。

土壌微生物相調査については、今年度より水田にも適用し有効性の
検証を開始した。植生種や水生昆虫、水田線虫等の調査結果を基
に、次年度以降、調査・情報システムRuLISによる統合的な解析を検
討する。

土壌微生物評価方法はよい成果をあげているため、土
壌生物相の診断技術となるよう、さらに研究をすすめて
ほしい。土壌生物相評価が農業現場において、どのよ
うに用いられるのか。わかりやすい広報、宣伝に努めて
ほしい。

土壌生物相解析マニュアルの利用法およびそれらにより得られた情
報については、公表し普及に努めるとともに、他中課題グループとの
連携により、農業現場への応用に関する情報収集を図る。

トンボの指標種の生息種、数予測モデル同様、カエル
やメダカの指標種、数予測モデルはできないか。カエ
ルもメダカも減っており、身近な生物の指標を出して、
都市の人々にみえない環境をみえるようにする指標が
大切。

引き続き、水田の栽培管理や周辺の景観構造がトンボなど水生昆虫
の種構成や個体数に及ぼす影響を解析し、生物多様性指標候補を
選抜していく。今後、カエルやメダカ等水路を中心とした生物相を担
当する機関と積極的に連携・協力を図る。

B-1（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

生分解プラスチックとは、土壌環境中でどのような物質
と考えられるか。今後、様々な資材の投入が予想され、
分解菌の分離・同定に加えて、生分解性プラスチック
の農林土壌生態系における高所からの評価を期待し
たい。

高い分解活性を示す生分解性プラスチック分解菌を分離・同定して
おり、今後、圃場レベル～分子レベルで分解酵素の分解能を評価し
ていく。

本成果はいずれも、モンスーンアジア諸国にとってもき
わめて重要な成果である。これら諸国との連携、共同
研究への発展（更なる展開）を期待したい。

イネの気候変動影響のモデル化と高温ストレスに関する研究につい
て、国際イネ研究所（IRRI）との共同研究を開始するなど、国際研究
機関と連携を強化している。

地球温暖化の農業への影響というタイムリーな課題に
迅速に成果を出している点を高く評価する。

平成19年度に引き続き、イネの不稔発生実態調査を実施するととも
に、特に調査水田における微気象観測網を充実化し、不稔発生実態
の解明を進めている。

A-2（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

B-1（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

B-2（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
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中項目 評価コメント 指摘事項に対する対応

開発したモデルの実際との比較検証を行い、モデルの
信頼性、有効性を高めることが望まれる。

プロットスケールおよび地域スケールで開発した各モデルについて
は、FACE・水温上昇実験結果や全国の水稲奨励品種試験データ、
中国や東北タイなどにおける作付面積統計値などとの比較を行い、
各モデルの精度や有効性を検証している。

炭素循環の研究は、一見社会の注目を浴びている研
究のように見受けられるが本来は極めて地味な研究で
ある。着実に分析データを集積することを重視し、その
データを基にモデルの作成、修正、農業環境の保全・
修復に役立てることを期待したい。

改良DNDCモデルによる水田からのメタン発生量の広域評価や、
RothCモデルによる土壌炭素蓄積量の全国推定の研究を行う上で、
生産現場における活動量のデータが不足しているので、都道府県と
も連携してデータの収集に努めて参りたい。

バイオ燃料用作物の拡大等により今後、想定以上の変
化がこの分野では起こるのではないか。もう少し社会情
勢に対応する目標に軌道修正できないか。

バイオ燃料用作物の拡大等に起因する、１）穀物の争奪戦が食卓を
襲う、2)窒素施肥の増大により水質汚濁が進むなど、バイオ燃料生産
が周辺の環境に及ぼす影響を解明するため、シナリオ分析やライフ
サイクル・インベントリー分析を進めて参りたい。

食料とバイオ燃料の関係の研究は積極的に進めてほ
しい。

東アジアの各国が必要な食料を確保した上で、どの程度のバイオ燃
料用作物を生産できるかどうかについて、複数のシナリオにより推計
した結果、3千万ｋL程度が生産可能であるが、環境への窒素負荷が
1.3-1.5倍に増加することを明らかにした（本年度の主要成果）。

継続的なモニタリングとともに、体系的な試料の採取と
保管にも留意されることを希望する。

引き続き農業環境中の放射性物質のモニタリングを継続するととも
に、放射性物質を測定した土壌、作物体については約50年間継続
的な保存を行っているところである。今後とも試料の収集・保存を継
続していく予定である。

モニタリングは、極めて重要であるのに社会では軽視さ
れがちである。いかに社会的に関心を喚起するか、研
究者にも考えていただきたい。

放射性物質のモニタリング結果についてはウェブサイトを通じて公開
を予定しているが、風評被害が起こるおそれがあるため、表示方法等
について慎重に検討を行っているところである。フラックスモニタリン
グのデータは、所内・所外のデータベースに登録してインターネットに
より広く公開し、モデルの検証やリモートセンシングの地上検証等に
供するとともに、温室効果ガスフラックスに関する社会的な関心を喚
起していく。

単に観測するだけでなく、フラックスの観測から、どのよ
うな新しい知見が得られたかを明らかにすべきである。

これまでに集積した多地点の長期的データから、様々な栽培管理や
気象条件の水田生態系における年間CO2収支の差異を明らかにし
ていく。

インベントリーデータの蓄積は、農業生産の基礎として
欠かせないので、是非継続させて欲しい。土壌図の作
成は生産の基盤なので継続実施をする必要がある。

土壌、昆虫、微生物、線虫の標本収集、土壌図・文献データの蓄積と
それらのデータベース化については今後も継続していく。農耕地土
壌分類第２次改訂版による1990年の土壌図については完成した。今
後は、それ以降の土地利用図をもとにした土壌図を更新するととも
に、農耕地土壌分類第３次改訂版による読み替え土壌図を作成中で
ある。

産学官との連携の必要な分野である。更なる連携を強
化し、農業生態系における環境資源に関する試料・情
報の中核的インベントリーの形成を期待したい。

標本やデータの収集・利用については、大学、独法研究機関、都道
府県試験研究機関、民間、個人との連携のもとに行っているところで
ある。農業環境技術研究所の特徴的なインベントリー研究を強化し、
インベントリー利用の拡大のためにデータベースシステムの拡充を
図っていく。

インベントリー充実も極めて重要である。農鐶研には、
一般市民が関心をもつ資料も多く収蔵されているの
で、上手に公開して、社会の関心を引き出してほしい。

土壌、昆虫、微生物、肥料等のインベントリーについては、一部を展
示館に展示し、広く一般に公開するとともに、さままざまデータベース
をウェブサイトで公開を行っている。また、児童・学生向けのさまざま
なイベントにも出展を行っているところである。これらのうち土壌モノリ
スを活用した土の理解増進に貢献したとして、平成２０年度の文部科
学大臣表彰を受賞した。今後とも、インベントリーを活用した社会貢献
を継続していく。

するリスク評価

B-2（２）
農業活動等が
物質循環に及
ぼす影響の解
明

C-1（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

C-2（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
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中項目 評価コメント 指摘事項に対する対応

小中学生向けのホームページは、余りにそっけな
い。魅力ある画面に改良するとともに、彼らが何
をホームページに期待しているのか、小中学校の
先生との話し合いが必要のように思われる。

小中学生向けの取り組みとして、平成20年度には体験型イベン
ト（つくばちびっ子博士、クイズ等）を強化した。ホームペー
ジについてはコンテンツの充実が必要と考えており、検討中で
ある。

今ひとつ現場からみえるものが少なく距離感があ
る。とても大切な研究が多いのに農業の現場との
パイプが見えないのは残念。

基礎的研究が多いという事情はあるが、温暖化研究など生産者
の関心が高いものなどを中心に、一般向けのアピールの強化を
進めたい。

土壌調査法研修会や数理統計研修は県研究者に非
常に役立っているので継続してほしい

これらについては、要望が根強いことから、継続の予定。

地球環境、地域環境への関心は今後も益々高まる
ものと思われる。次世代を念頭においた社会貢献
にもっと力を入れるべきであろう。

独法の役目として社会貢献に力を入れていきたい。

テニュアトラック制の運用は、十分に検討してほ
しい

平成19年度にテニュアトラック制を導入し、20年度に初めての
テニュア審査を実施した。

農業と現場のパイプを作るために視点を変え、研
究者や職員の方々の休暇を農山村で家族でリフ
レッシュという形はいかがか。農家とタイアップ
してグリーンツーリズムを取り入れてはどうです
か。

現在とりくんでいる職員もいると思われるが、こうした活動を
推奨したい。

化学物質等の管理について今後とも配慮を払い、
安全確保体制の整備に努めてほしい

問題が起きたとき、広報するかしないかは、あら
かじめ一定のガイドラインを定めておいた方がい
い。

７－２
人事に関する
計画

７－４
環境対策・安
全管理の推進

化学物質管理については、外部の人材も活用し、管理体制の抜
本的な強化を進めたい。

２－２
研究成果の公
表、普及の促
進

２－３
専門研究分野
を活かしたそ
の他の社会貢
献

4
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【資料８】

指摘事項 対応状況

○農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究におい
て、農業資源の総合的なインベントリーデータの蓄積
が行われている。環境研究の重要な基盤研究であり、
国内外の研究者が活用できるようなデータベースの構
築を期待する。
○モンスーンアジア農業環境コンソーシアム（ＭＡＲ
ＣＯ）において、モンスーンアジアにおける農業環境
問題を解決していくことを期待する。

○（２－１で回答）

○（１－５で回答）

○モンスーンアジア農業環境コンソーシアム（ＭＡＲ
ＣＯ）において、モンスーンアジアにおける農業環境
問題を解決していくことを期待する。

○（１－５で回答）

１－１　評
価・点検の実
施と反映

○自己評価・点検に成果の普及利用状況や資源投入の
有効性分析を加味し、効果的効率的な業務運営を実現
することを期待する。
○管理職以外の研究職員の業績評価の処遇への反映に
ついては特段の進展がなかった。

○研究課題ごとの投入資源と成果の資料を課題評価会
議で活用し、研究成果の普及・利用状況の資料を評議
会で活用した。これらは評価結果にも反映されてお
り、効果的・効率的な業務運営につなげるよう努力す
る。
○一般研究職員の業績評価の処遇反映に向けた取り組
みを進め、平成21年３月に処遇反映の時期と反映方法
を決定した。21年度業績評価を22年度の勤勉手当等に
反映することとしている。

１－２　研究
資源の効率的
利用及び充
実・高度化

○獲得した研究プロジェクト等において、他の研究機
関のコーディネートを的確に行い、それらの能力を活
用しつつ、農業環境研究の発展につながる基盤的研究
成果を創出することを期待する。

○外部資金の獲得と外部への委託は高い水準にあり、
これらのプロジェクトにおいて、研究リーダー等の役
割を果たしている。平成20年度に行政部局からの委託
により全国的な実証事業を新たに開始した。今後、長
期的視野をもって、領域横断的研究分野をカバーでき
る人材育成や融合プロジェクトの企画の強化を図りた
い。

１－３　研究
支援部門の効
率化及び充
実・高度化

○アウトソーシングを増やして効率化を加速すること
を期待する。

○技術専門職の業務において、専門的分野への重点
化、それ以外の業務を契約職員の対応とする方向で調
整を進め、平成20年度末に技術専門職２名を減員し
た。今後も、研究支援部門の効率化を進める。

１－４　産学
官連携、協力
の促進・強化

○今後とも、外部機関との連携や人事交流を強化する
とともに、こうした連携の強化が農業環境技術研究所
の研究の効率的実施に寄与することを期待する。

○連携強化の取り組みとして、平成20年度に資金提供
型共同研究制度を創設した。今後も成果の活用や政策
反映に向け関係機関との連携強化に努める。

１－５　海外
機関及び国際
機関等との連
携の促進・強
化

○モンスーンアジア農業環境コンソーシアム（ＭＡＲ
ＣＯ）について、国際シンポジウムの開催、研究者の
招へい等順調に活動を開始している。しかし、その理
念・戦略の策定・明確化、他のコンソーシアムとの比
較、効果の評価などが進んでいない。早急に全体像を
示すなどにより関係研究者に対する農業環境技術研究
所のイニシアティブを確保し、着実にモンスーンアジ
アにおける農業環境問題を解決していくことを期待す
る。

○平成20年度にはＭＡＲＣＯワークショップを開催し
た。また、参加研究機関が５機関増加し、17機関と
なった。役員会等において、今後の活動強化の検討を
行い、平成21年10月にＭＡＲＣＯシンポジウムを開催
することとし、準備を進めている。

２－１　試験
及び研究並び
に調査

（別紙） －

平成19年度実績評価に係る独立行政法人評価委員会の指摘事項とそれへの対応

○（２－１で回答）

総合評価

第１　業務運営
の効率化に関す
る目標を達成す
るためにとるべ
き措置

第２　国民に対
して提供するｻｰ
ﾋﾞｽその他の業
務の質の向上に
関する目標を達
成するためとる
べき措置

○農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究につい
ては、CO２のモニタリングや農業資源の総合的なイン

ベントリーの蓄積が順調に行われている。環境研究の
重要な基盤研究であり、国内外の研究者がより広く活
用できるようなデータベースの構築を期待する。
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指摘事項 対応状況

２－３　専門
分野を活かし
たその他の社
会貢献

－ －

○特許許諾については、新規の許諾先を開拓できず、
許諾収入は僅かながら減少した。
○一般競争入札への移行を加速させ、競争性、透明
性、公平性が高められ、経費節減効果が現れることを
期待する。

○（２－２で回答）
○引き続き、随意契約の一般競争入札への移行を進め
る。また、一般競争入札においても１者入札となって
いるものが多くあることから、仕様書の内容の精査等
を検討する。

(該当なし）

(該当なし）

(該当なし）

－ －

７－１　施設
及び設備に関
する計画

○整備した施設が有効に活用され、研究の効率的な推
進、快適な執務環境の維持がなされるよう、計画的な
施設整備が継続することを期待する。

○ミッションの達成に向け施設整備を計画的に進め
る。

７－２　人事
に関する計画

○平成19年度には女性研究者の採用はなかったが、平
成19年度から導入した育児短時間勤務制度などにより
雇用環境を整備し優秀な女性の応募を増やし、第2期
計画期間を通じての目標達成を期待する。

○文部科学省の女性研究者支援モデル育成事業で「双
方向キャリア形成プログラム農環研モデル」が採択さ
れ、平成21年度から実施することとなった。こうした
事業を活用し、男女共同参画の取り組みを推進する。

７－３　情報
の公開と保護

－ －

７－４　環境
対策・安全管
理の推進

○化学物質等を管理する専門職員を配置するなど有効
な再発防止策を策定、実施し、厳重に管理する必要が
ある。

○安全管理専門役を新設し管理強化の取り組みを進め
たが、平成20年度にも特定毒物の不適正な保管が発見
された。再発防止に向け、化学物質の管理体制の整
備、取扱規程の整備、全職員に対する講習会の開催等
を行った。今後、さらに薬品管理システムの導入等を
行う。

２－２　研究
成果の公表、
普及の促進

○平成20年度は、一般市民向け、青少年向け、技術展
示など対象者や目的を明確にし、広報関連イベントに
取り組んだ。また、サイエンスカフェなど新たな取組
も実施した。

○成果に関するホームページの更新を適宜実施するよ
う留意した。
○技術展示イベントの活用、外部ＴＬＯの事業等を活
用し、保有している特許のアピール等に努めた。ただ
し、平成20年度も新規の特許許諾先は獲得できなかっ
た。
○平成20年度には、特許出願前の先行特許調査の実
施、職務発明審査会の運営方法の改善等を実施した。
今後も、知財関連活動の活性化に努める。

第４　短期借入
金の限度額

○コミュニケーション活動や刊行物の発行において、
対象者や目的等を明確にして、より一層推進すること
を期待する。特に、農業環境技術研究所のミッション
との関係の説明や参加者あるいは国民全体の関心に応
える説明が十分ではなく、広報の効果は限定的であ
る。扱うトピックについて国民がどんな意識を持って
いるか把握し、今後の農業環境技術研究所の研究推進
に貢献できるよう目的意識をもって適切なプログラム
を企画し運営することを期待する。
○成果の普及に関し、ホームページの更新に遅れが
あった。
○新規の知財許諾先は獲得できなかった。実施許諾件
数と実施料収入の拡大に取り組むことを期待する。
○世界的に環境技術の重要性が改めて注目され、環境
分野の知的財産についても、未活用の特許を企業が相
互開放するなど多様な取り組みが始まっている。農業
環境技術研究所においても、研究課題に関連する知的
財産権の諸外国や他機関による取得状況を把握するな
ど知財関連活動を活性化することを期待する。

第３　予算（人
件費の見積りを
含む。）、収支
計画及び資金計
画

第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

第６　剰余金の
使途

第５　重要な財
産を譲渡し、又
は担保に供しよ
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評価結果 対応状況

－ －

－ －

１）農業環境生態系
における有害化学物
質のリスク評価手法
及びリスク管理技術
の開発

○今後も、成果の早期公表や国際的なアピールに
努めるとともに、行政や生産現場のニーズを踏ま
えて、現場で実証できる技術開発に期待する。

○カドミウムの土壌洗浄技術は多くの県で実証が
行われ、POPsのリスク管理技術もマニュアル等に
反映されている。引き続き、普及に移しうる成果
等のアピールに努めている。

２）農業生態系にお
ける外来生物及び遺
伝子組換え生物のリ
スク管理技術の開発

○遺伝子組換え生物については、研究は全体とし
て順調に進捗している。今後も、リスク管理技術
の開発を進め、いくつかの生物種について確実に
目標が達成されることを期待する。

○一般栽培を念頭においた共存研究などに重点化
し、目標の達成に努めている。

－ －

１）農業生態系の構
造・機能の解明と評
価

○これまで開発した予測モデル、マニュアル等の
公表を進めるとともに、生分解性プラスチック分
解菌等については、実用化に向けた技術開発の推
進を期待する。

○モデル、マニュアル等の公開は着実に推進す
る。平成20年度には調査情報システムRuLISの農業
生態系区分データ公開のためのWeb-GISシステムを
構築した。生分解性プラスティックの農業現場で
の分解制御技術については重点化し実施してい
る。

２）農業生態系の変
動メカニズムの解明
と対策技術の開発

○成果の分かりやすい公表と、これまで得られた
成果が一体となって中期目標に掲げた開発目標を
達成することを期待する。

○国民の関心が高い地球温暖化関係の成果を、一
般を含め広くアピールするなど分かりやすい広報
に努めた。これまでに得られた温室効果ガス発
生、土壌炭素蓄積に関する研究成果等を踏まえ、
総合的な温暖化緩和策の研究に重点化し中期目標
の達成に努めている。

－ －

１）農業に関わる環
境の長期モニタリン
グ

○得られた成果を積極的に公表、普及することを
期待する。

○フラックスモニタリングのデータは、所内・所
外のデータベースに登録し、インターネットによ
り公開し、モデルの検証等に供する。

２）環境資源の収
集・保存・情報化と
活用

○インベントリーの蓄積は、環境研究において重
要な基盤研究であり、研究内容や成果について積
極的にアピールするとともに、国内外の研究者が
より広く活用できるようなデータベースの構築を
期待する。

○土壌、昆虫、微生物、肥料等のインベントリー
については、一部を展示館に展示し、広く一般に
公開している。また、さままざまデータベースを
ウェブサイトで公開している。児童・学生向けの
さまざまなイベントにも出展を行っている。これ
らのうち土壌モノリスを活用した土の理解増進に
貢献したとして、平成２０年度の文部科学大臣表
彰を受賞した。今後とも、インベントリーを活用
した社会貢献を継続していく。

Ｃ　農業生態系の機能
の解明を支える基盤的
研究

区　　　分

第２－１　試験及び研究
並びに調査

Ｂ　自然環境機能の発
揮に向けた農業生態系
の構造・機能の解明と
管理技術の開発

Ａ　農業環境のリスク
の評価及び管理技術の
開発
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