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Environmental Sustainability Report

2013 年度の組織図

農業環境技術研究所の紹介
Introduction of NIAES

農環研の研究組織は、各専門分野の研究者が集まり、将来の新たな展開を見据えた実力養成を目指す研究領
域・センターと、各研究課題の達成に必要な人材が分野横断的に集まったリサーチプロジェクト（RP）からなって
います。研究領域・センターとRP は互いに縦横に交わったマトリックス構造を作っています。

リサーチプロジェクト（RP）
10のリサーチプロジェクトを設け、重点研究課
題を推進しています。リサーチプロジェクトに
は研究領域・センターの研究員が参加します。

理事長

監査室

理事

監事

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

研究統括主幹
企画戦略室

連携推進室

広報情報室

研究情報システム管理室

安全管理室

研究技術支援室

業務統括主幹
総務管理室

財務管理室

研究コーディネータ

大気環境研究領域

物質循環研究領域

土壌環境研究領域

有機化学物質研究領域

生物多様性研究領域

生物生態機能研究領域

生態系計測研究領域

農業環境インベントリーセンター

2013 年 4月1日現在

（百万円）■流動資産 ■固定資産
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2001 年 4月からの独立行政法人化後、理事長、理
事、常勤監事、非常勤監事の 4 名の役員を置いていま
す。理事長は研究所を代表し、その業務を統一して
管理します。理事は理事長を補佐し、研究所の業務
全般を掌握します。監事は、研究所の業務を監査し、
監査結果に基づき、理事長に意見を提出することに
よって、研究所の運営の健全化に努めています。

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

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

大沼あゆみ 慶應義塾大学経済学部教授

古在　豊樹 NPO 植物工場研究会理事長、千葉大学名誉教授

三枝　正彦 豊橋技術科学大学先端農業・バイオリサーチセンター特任教授

金子　文宜 千葉県農林総合研究センター長

森田　満樹 ライター・消費生活コンサルタント

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

大木　美智子 （財）消費科学センター代表理事

人員の推移（年度毎）

マネジメントシステム

収入・支出の推移（年度毎）
【収入】

【支出】

【資産】

評価委員会委員（2013 年度）

*  役職員は、役員・一般職員・技術専門職員・研究職員の年度末在職者数の

合計

** 契約職員は、ポスドク・パートタイマーの合計

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

い研究者・依頼研究員・技術講習生などの合計

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

ルギー供給施設改修工事（894 百万円）を含む

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

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

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

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

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

【食料生産変動予測 リサーチプロジェクト】
全球・地域気候モデルによる気候変化シナリオの

ダウンスケーリング技術の開発とデータの提供。作
物の環境応答メカニズムに基づいた日本全国および
モンスーンアジア・世界スケールでの食料生産量予

測モデルの開発。異常気象や極端現象、水資源変動
および土地利用変化を考慮した気候変動に対する中
長期での食料生産力の脆弱性評価手法の開発。

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

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

【遺伝子組換え生物・外来生物影響評価 リサーチプ
ロジェクト】

不良環境耐性 GM 作物等の個体群存続性の評価、
近縁野生種の生態情報の収集。開花重複度や交雑
率推定指標等を活用した遺伝子組換え作物の適正管
理手法の開発。外来植物の分布と土壌環境との関係
解明、外来緑化植物の管理優先度評価法の開発。外
来生物の分布拡大状況の把握、各種データベースを
活用した潜在分布域推定手法の開発。GM 作物や外
来生物の隔離や防除に必要な統計手法の構築等。

農業環境技術研究所の紹介
Introduction of NIAES

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

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

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

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

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

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

【農業空間情報・ガスフラックスモニタリング リサーチ
プロジェクト】

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

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

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

O

O

Isoprenyl 5-methylhexanoate

マツモトコナカイガラムシ
Crisicoccus matsumotoi

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

難脱粒性、耐倒伏性を有する実用的
ファイトレメディエーション用新規イネ系統の育成

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

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

特定外来生物ナガエツルノゲイトウ

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

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

土壌の CO2 吸収「見える化」サイト
http://soilco2.dc.affrc.go.jp

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

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

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

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

【食料生産変動予測 リサーチプロジェクト】
全球・地域気候モデルによる気候変化シナリオの

ダウンスケーリング技術の開発とデータの提供。作
物の環境応答メカニズムに基づいた日本全国および
モンスーンアジア・世界スケールでの食料生産量予

測モデルの開発。異常気象や極端現象、水資源変動
および土地利用変化を考慮した気候変動に対する中
長期での食料生産力の脆弱性評価手法の開発。

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

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

【遺伝子組換え生物・外来生物影響評価 リサーチプ
ロジェクト】

不良環境耐性 GM 作物等の個体群存続性の評価、
近縁野生種の生態情報の収集。開花重複度や交雑
率推定指標等を活用した遺伝子組換え作物の適正管
理手法の開発。外来植物の分布と土壌環境との関係
解明、外来緑化植物の管理優先度評価法の開発。外
来生物の分布拡大状況の把握、各種データベースを
活用した潜在分布域推定手法の開発。GM 作物や外
来生物の隔離や防除に必要な統計手法の構築等。

農業環境技術研究所の紹介
Introduction of NIAES

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

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

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

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

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

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

【農業空間情報・ガスフラックスモニタリング リサーチ
プロジェクト】

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

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

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

O

O

Isoprenyl 5-methylhexanoate

マツモトコナカイガラムシ
Crisicoccus matsumotoi

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

難脱粒性、耐倒伏性を有する実用的
ファイトレメディエーション用新規イネ系統の育成

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

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

特定外来生物ナガエツルノゲイトウ

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

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

土壌の CO2 吸収「見える化」サイト
http://soilco2.dc.affrc.go.jp

新規育成系統




