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編集方針
Editorial policy

報告内容
「環境報告書 2006」は、独立行政法人農業環境技術研究所（農環研）が、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境

に配慮した事業活動の促進に関する法律」（環境配慮促進法）に基づき発行する第 2回目の環境報告書として、2005 年度のデー

タをもとに報告します。

報告対象期間
2005 年 4 月～ 2006 年 3月。

年次変化等を記載する項目（人員、収入・支出、エネルギー使用量、用水使用量、排水量、温室効果ガス排出量、廃棄物排出量等）

は対象期間以前のデータも用い、また 2006 年 4月の組織改編とそれに伴う変更事項に関しても記述されています。

報告対象組織
農環研（茨城県つくば市）の施設を報告の対象範囲とします。

なお、農環研の構内には他の独立行政法人の研究所の一部が所在して資源を共用しているため、「電力」「都市ガス」「高温水」「上

水」「井水」の使用量、「電力」「都市ガス」「高温水」の使用による CO2（二酸化炭素）の排出量ならびに「下水」の排出量には、

他の独立行政法人の研究所が使用した量、または排出した量も含まれます。

数値の端数処理
表示桁未満を四捨五入しています。

参考にしたガイドライン
「環境報告書ガイドライン（2003 年度版）」（環境省）

発行日・次回発行予定
2006 年 12 月発行。2007 年度版は、2007 年 12 月発行の予

定です。

分野 ガイドライン項目 本報告書記載内容
基本的項目 経営責任者の緒言（総括及び誓約を含む） ごあいさつ

報告に当たっての基本的要件（対象組織・期間・分野） 編集方針
事業の概況 農業環境技術研究所の紹介、研究トピックス

事業活動における
環境配慮の方針・
目標・実績等の総
括

事業活動における環境配慮の方針 環境配慮の基本方針、環境保全に対する取り組み
事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画及び実績等の総括 環境保全に対する取り組み、環境負荷の全体像
事業活動のマテリアルバランス 環境負荷の全体像
環境会計情報の総括 （該当項目なし）

環境マネジメント
に関する状況

環境マネジメントシステムの状況 環境安全衛生マネジメント、快適な職場環境づくり
環境に配慮したサプライチェーンマネジメント等の状況 （該当項目なし）
環境に配慮した新技術等の研究開発の状況 研究トピックス、農環研に復活した農業生態系
環境情報開示、環境コミュニケーションの状況 環境安全衛生マネジメント、コミュニケーション
環境に関する規制遵守の状況 廃水処理、廃棄物処理、化学物質の管理、グリーン調達
環境に関する社会貢献活動の状況 環境保全に対する取り組み、農環研に復活した農業生態系

事業活動に伴う環
境負荷及びその低
減に向けた取組の
状況

総エネルギー投入量及びその低減対策 環境負荷の全体像、環境負荷低減の取り組み
総物質投入量及びその低減対策 環境負荷の全体像、環境負荷低減の取り組み
水資源投入量及びその低減対策 環境負荷の全体像、環境負荷低減の取り組み
温室効果ガス等の大気への排出量及びその低減対策 環境負荷の全体像、環境負荷低減の取り組み
化学物質排出量・移動量及びその低減対策 化学物質の管理
総製品生産量または販売量 （該当項目なし）
廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 環境負荷低減の取り組み、廃棄物処理
総排水量及びその低減対策 環境負荷低減の取り組み、廃水処理
輸送に係る環境負荷の状況びその低減対策 （該当項目なし）
グリーン購入の状況及びその推進方策 グリーン調達
環境負荷の低減に資する商品、サービスの状況 （該当項目なし）

社会的取組の状況 社会的取組の状況 コミュニケーション、農環研に復活した農業生態系
信頼性向上 外部からの意見、環境報告書に対する監事監査意見書
その他 表紙、交通案内、対応表

環境報告書ガイドライン（2003 年度版）による記載項目との対応表

【作成部署】
独立行政法人農業環境技術研究所
環境・安全委員会環境保全推進部会：
企画戦略室／総務管理室／財務管理室
【連絡・問い合わせ先】
本報告書に関するご意見、ご質問は下記までお願いいたし
ます。
〒 305-8604 茨城県つくば市観音台 3-1-3
農業環境技術研究所
Tel. 029-838-8148（代表）　　Fax. 029-838-8199
E-mail: www@niaes.affrc.go.jp
http://www.niaes.affrc.go.jp/
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自然、社会、人間の調和と共存をめざして

　人間活動が依拠する地球システムは、空間と時間の広

大なスケールの中で太陽エネルギーによってもたらされ

る生物学的、地質学的、化学的循環の複合的相互作用を

中核とする極めて頑強なシステムであり、自己修復的でし

た。しかし、豊かさへの欲望と人口の増大により、人間活

動は許容量を超えて拡大し、地球システムの危機が叫ば

れるようになりました。人間の利益のためにたくさんの動

植物種を制御することを本質とする農業も、生態系に影

響を及ぼし、地球システムの自己修復性を脅かすことに

ついて、例外ではありません。

　農業は、太陽光のもとで、二酸化炭素、酸素、水、養

分を吸収し成長する植物の循環機能を活用し食料を生産

する産業です。農業の本質である動植物種の制御とは、

農業が自然の循環機能をどのように活用するかであり、そ

れは地球システムの自己修復性を維持することと強く関

係しています。植物の成長を促し豊かな実りを得るため

大量に肥料を投入することが水質を汚染させ、生態系に

負の影響を与えていることなどはその一例です。

　農業環境技術研究所は、農業技術研究所を前身とし、

昭和58年の再編によって新たに組織されて以来、私たち

研究所が掲げる基本理念が述べているように、自然、社会、

人間の調和と共存を目指す高い水準の研究を推進し、世

界の食糧問題と環境問題の克服に貢献することを使命に、

農業生産の対象となる生物の生育環境の保全及び改善に

関する基礎的な調査及び研究を行なっています。具体的

には、安全な農業環境を維持し保全するための監視機能

の発揮、自然循環機能を活用した農業環境の保全、温暖

化など農業生産に及ぼす影響の解明とその対策技術の開

発、土・水・大気・生物の健全な姿での次世代への継承、

などの研究を行っています。

　さらに、私たちは、「環境」を冠する研究所として、私

たち研究所が掲げる基本理念のもとに、環境憲章を定め、

環境への意識向上、環境への配慮、活動の公開、社会と

の共生を内容とする行動指針を所内外に明示し、環境に

配慮した行動をとることを常に心がけています。その一端

は、温暖化防止対策委員会や施設委員会のもとに、契約

電気量を低減するなどによる管理経費の大幅な節減を実

現していること、当研究所の役職員一人一人が「私の環

境保全に対する取り組み」を明示し、環境に配慮した行

動を実践していること、などからお読み取りいただけるも

のと思います。

　本報告書は、昨年度はじめて取りまとめた環境報告書

につづく2年度目の報告書です。私たち研究所の研究成

果は、農業環境に関わる科学の発展に大きく貢献をして

いるのみならず、日本の行政機関はもとより、経済協力開

発機構（OECD）、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

など国際機関から高い評価を得るなど、農業環境に関わ

る科学ならびに農業環境政策のための科学を担う研究所

として、着実に成果を上げています。また、研究推進の

一環として、つくば研究学園都市に所在する環境関係の

研究機関との連携はもとより、国内外の農業環境関連の

大学、研究機関等と協定覚書（MOU）を結び共同研究を

行なうなど、密なる連携体制を構築しています。さらに、

環境の保全と安全の確保、法規の遵守（コンプライアン

ス）、情報の公開に努め、国内外の農業環境研究を先導す

る研究所として、私たちは、絶えざる挑戦と革新に励ん

でいます。昨年度の環境報告書で報告したそうした活動

について、本年度の報告書においても記載し、私たちの

活動の進捗状況が把握できるように本報告書を取りまと

めました。

　この報告書を通して、農業環境技術研究所における環

境保全の取り組みと、農業環境技術研究が究極の目標と

する農業環境の安全性と持続性の追及に向けた私たちの

研究活動をみなさんに理解いただくとともに、みなさん

から建設的なご意見、ご提言などをいただくことができま

すれば誠に幸に存じます。また、みなさんのそうしたご意

見とともに、本報告書が私たちに世阿弥が述べる「離見」

を与えるものとなることによって、私たちは環境配慮への

取り組みを一層向上させていきたいと思っています。

独立行政法人　農業環境技術研究所　理事長

佐藤  洋平

ごあいさつ
Greeting
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農業環境技術研究所の歩み

年次 沿革

明治 26 年（1893） 農商務省農事試験場として東京西ヶ原に設置される

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

明治 35 年（1902） 園芸部が新設される

明治 36 年（1903） 肥料鉱物調査所の事業が移される

明治 37 年（1904） 養畜部が新設される

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

大正 5 年（1916） 畜産試験場の創設に伴い養畜部が廃止される

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

大正 10 年（1921） 園芸試験場の創設に伴い園芸部が廃止される

昭和 19 年（1944） 生理部と農業気象部が新設される

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

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

昭和 45 年（1970） 放射線育種場が農業技術研究所の所属となる

昭和 55 年（1980） 西ヶ原から筑波研究学園都市に移転する

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

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

平成 18 年（2006） 第Ⅱ期中期目標期間の開始にあたり、組織を研究分野ごとの領域・センター制に改組

沿革   

農業環境技術研究所の沿革
History of NIAES

農環研玄関前にある「筑波石」製モニュメント。

「風にきく 土にふれる そして

　はるかな時をおもい 環境をまもる」
という、農環研のモットーが刻まれています。
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環境配慮の基本方針
Agenda for environmental consciousness

ミッション
　農業環境技術研究所の設立目的は、「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）と

定められています。この目的を達成するために、技術上の基礎的な調査・研究、関連する分析・鑑定・講習等を行い、次の三

つの任務を果たすことを目標としています。

１）気候変動のもとで、食料を安定して供給するための戦略を立てる。

２）農業生態系がもつ自然循環機能によって食料と環境の安全性を確保する。

３）健全な農業環境資源を次世代に継承する。

理念・憲章・指針
　農業環境技術研究所は、ダイオキシン、放射性物質、カドミウムなど有害化学物質による農産物の汚染、遺伝子組換え作物

や外来生物の環境影響、地球規模の環境変動と農業の関係など、農業にかかわる多様な環境問題の解決に努めてきました。人

の健康や環境に対するリスクへの関心はますます高まっており、科学的な知見に基づく解決策を提示していくことが求められ

ています。

　当所は平成 18 年 4月から第Ⅱ期中期目標期間に入り、農業生産を支える環境の安全性を確保するため、農業環境におけるリ

スク研究を重点的に推進することになりました。リスクの評価と管理に関する基礎的・基盤的研究によりリスクを低減する技

術を開発し、得られた研究成果を広く社会に還元するとともに行政や国際機関の施策に貢献します。

　新たな中期目標および中期計画のもとで研究活動を推進するにあたり、所員が高い倫理観と社会的責任を自覚して行動し、

さらに、環境の保全・改善に取り組むため、研究所の基本理念、行動憲章、環境憲章を以下のように定めました。

基本理念
農業環境技術研究所は、自然、社会、人間の調和と共存を目指す高い水準の研究を推進し、

世界の食料問題と環境問題の克服に貢献する。
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行動憲章
（行動理念）

安全・安心な社会の構築と、次世代に継承すべき農業環境の保全に向けて、高い倫理観と社会的良識のもとに行動し、

活動による成果を広く社会に還元する。

（行動指針）

・環境研究の推進

農業環境技術研究所は国内外の農業環境研究を先導する研究所として、農業生産に関連した環境問題を解決するため、

高い水準の研究活動を積極的に推進する。

・法令遵守

関係法令、社会的規範を遵守して健全で安全な職場環境を確保し、社会の構成員として倫理、良識に従って事業活動

に取り組む。特に、研究活動を通じた不正はあってはならない。さらに、社会との連携を図り、公明、公正、中立を

堅持して透明性を確保し、信頼性を高める。

・技術移転

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

境を整備する。

・広報・情報の公開

調査・研究の成果を出版、講演会などを通じ積極的に発信し広報・啓発することにより、安全な食料と農業環境の確

保にむけた技術の普及を図るとともに、事業活動に関わる情報の公開に努める。

・協力・連携・国際貢献

産学官との連携・協働を強化し共同研究や研究協力を推進するとともに、その成果を広く社会に還元する。また、行

政や国際機関における農業環境政策に貢献する。

環境憲章
（環境理念）

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

するため積極的に行動する。

（環境行動指針）

・環境への意識向上

環境管理のため組織・制度を整備するとともに、環境に対する意識の向上を図る。

・環境への配慮

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

活動を徹底する。

・活動の公開

事業活動における環境保全や安全衛生の向上を目指し、環境報告書の作成やWeb への掲載などにより、環境保全活

動の成果を広く公開する。

・社会との共生

地域社会および国際社会の一員として、社会との協力・共生関係を築くとともに、環境保全活動を積極的に推進する。
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2005年度の組織図

理事長 企画調整部

総務部

地球環境部

生物環境安全部

化学環境部

農業環境インベントリーセンター

環境化学分析センター

研究企画科

研究交流科

研究情報システム科

情報資料課

業務科

庶務課

会計課

気象研究グループ

生態システム研究グループ

温室効果ガスチーム

食糧生産予測チーム

フラックス変動評価チーム

植生研究グループ

昆虫研究グループ

微生物・小動物研究グループ

組換え体チーム

有機化学物質研究グループ

重金属研究グループ

栄養塩類研究グループ

ダイオキシンチーム

理事

監事

2005 年 4 月 1日現在

農業環境技術研究所の紹介
Introduction of NIAES
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マネジメントシステム
　農環研では、2001年4月からの独立行政法人化後、理事長、

理事、常勤監事、非常勤監事の 4名の役員を置いています。

理事長は、研究所を代表し、その業務を統一して管理しま

す。理事は理事長を補佐し、研究所の業務全般を掌握します。

監事は、研究所の業務を監査し、監査結果に基づき、理事

長に意見を提出することによって、研究所の運営の健全化

に努めています。

　この役員および部長・センター長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・決定するとともに、

研究所の運営については役員会メンバーに科長、課長、研

究グループ長を加えたメンバーからなる所議において審議

し、結果を全職員に連絡しています。

　個々の業務運営に合議が必要な場合は、職員の代表によっ

て構成される専門委員会を設置し、検討結果を所議で報告

しています。

　また、農環研の運営と調査・研究活動について外部の視

点から総合的に検討をおこない、助言を得ることを目的と

した評議会を設置し、外部専門家・有識者からの客観的な

評価と意見を取り入れています。

永田　徹 前茨城大学農学部教授

中村　雅美 日本経済新聞社科学技術部編集委員

木村　眞人 名古屋大学大学院生命農学研究科教授

小川　吉雄 茨城県農業総合センター園芸研究所長

藤田　和芳 大地を守る会会長

大塚　柳太郎 独立行政法人国立環境研究所理事長

三輪　睿太郎 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構理事長

大熊　幹章 独立行政法人森林総合研究所理事長

秋山　敏男 独立行政法人水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所長

塚本　和男 農林水産省大臣官房環境政策課長

佐藤　洋平 独立行政法人農業環境技術研究所理事長

人員の推移

収入・支出の推移
【収入】

【支出】
評議会委員（2005 年度）
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概要
　農環研では、1999 年に策定された「食料・農業・農村基

本法」およびその理念や施策の基本方向を具体化した「食

料・農業・農村基本計画」並びに「農林水産研究基本目標」

に示された研究開発を推進するため、次の三つの研究を重

点的に推進しています。

1． 農業生態系の持つ自然循環機能に基づいた食料と環境の

安全性の確保

2． 地球的規模での環境変化と農業生態系との相互作用の解明

3．生態学・環境科学を支える基盤研究

　上記の研究を推進するため、地球環境部、生物環境安全部、

化学環境部、農業環境インベントリーセンター、環境化学

分析センターをおいています。各部とセンターが推進する

主な研究は次のとおりです。

地球環境部
○温暖化にともなう東アジア地域のコメ生産変動予測

○地球規模の気候変動に伴う農業生態系への影響評価

○農業活動が温室効果ガス・大気

質などへ及ぼす影響と対策

○人間活動に伴う環境変動が農業生

態系における物質循環および空間

構造の特性に及ぼす影響評価

○農業生態系の広域的計測手法お

よび多変量解析手法の開発

生物環境安全部
○遺伝子組換え生物による生態系の影響評価

○導入・侵入生物による生態系かく乱機構の解明

○農業生態系機能の維持増進にかかわる生物間の生育阻害・

促進要因の解明

○農業生産活動が農業生態系の生物群集の構造と多様性に

及ぼす影響の評価

化学環境部
○ダイオキシン類のイネなど農作物による吸収・移行およ

び農業排水系への流出の解明

○カドミウムなど微量重金属の土壌集積経路とイネ・ダイ

ズ子実への移行抑制

○難分解性有機化学物質および水系における硝酸性窒素な

どの動態と流出予測モデルの開発

○有害化学物質分解微生物の分解能解析技術および汚染環

境中への接種技術の開発

○農薬の水生生物などに対する影響評価

農業環境インベントリーセンター
○農業環境資源の分類・同定および機能の解明に基づくイ

ンベントリーフレームの構築

○昆虫・微生物の分類・同定および特性の評価とジーンバ

ンク登録

環境化学分析センター
○農業環境中におけるダイオキシン類など化学物質の超微

量分析法の開発

○作物・農耕地土壌における 137Cs など放射性同位体元素の

モニタリング

農業環境技術研究所の紹介
Introduction of NIAES
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新体制～新たな研究組織

　2006 年は、農環研にとって独立行政法人移行後初めての中期目標期間 5年間が終わる年であると同時に、新たに設定した 5

か年の中期目標の達成に向けて新たな研究を開始する年でもあります。そのため、2005 年度に新組織を検討するため「推進方

策委員会」を立ち上げました。その検討の結果、2006 年 4月からは図のような組織で研究を推進することといたしました。

　研究組織の基本単位は、大型化して各専門分野の研究者が集まる研究領域およびセンターのみからなるフラットな組織構造

としました。また、研究組織とは独立して、新たに設定した研究課題を推進するために、研究課題毎に「リサーチプロジェク

ト（RP）」を設けました。各 RP では、その課題の達成に必要な人材が複数の研究領域・センターから集まり、共通の目標に向

けて連携して研究を推進することとなります。各研究領域・センターでは、RPの活動をサポートしつつ、将来の展開を見据え

た先端的シーズ研究を行うこととし、専門家集団としての実力養成を目指します。つまり、領域・センターといった研究組織

を横軸に、目的を共有する研究者集団である RPを縦軸にしたマトリックス構造として運営することになります。

理事長 研究総括主幹
企画戦略室

連携推進室

広報情報室

研究技術支援室

研究情報システム専門役

業務統括主幹
総務管理室

財務管理室

研究コーディネータ

監査室

理事

監事

15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・センターから

参加します。

有機化学物質リスクRP

重金属リスク管理RP

外来生物生態影響RP

遺伝子組換え生物生態影響RP

水田生物多様性RP

畑土壌生物多様性RP

情報化学物質生態機能RP

作物生産変動要因RP

温室効果ガスRP

炭素・窒素収支広域評価RP

栄養塩類リスク評価RP

温暖化モニタリングRP

農業空間情報RP

農業環境リスク指標RP

環境資源分類・情報RP

リサーチプロジェクト（RP）

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

2006 年 4 月 1日現在
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環境保全に対する取り組み

　農環研では、毎日の生活において環境の保全・改善に対し、積極的な取り組みを行うため、各自が環境保全に関するモットー

を提示し、各自の行動を自己点検するとともに、環境に配慮した生活をおくるための意識向上を目指しています。

　環境配慮に関して職員にアンケートを行い、各自の取り組みを以下のようにまとめました。元になったアンケートの生回答

は 11 ～ 12 ページに掲載されています。

Environmental Preservation

（１）
  省エネ・地球温暖化
  防止対策
  636

（2）
省資源対策
218

（3）
  省資源・再利用
  393

（4）
  環境保全
  　139

（5）
 グリーン購入   

  22   

（6）その他   
  　　46

「環境保全に関する取組み」について（所内アンケート集約結果）
アンケート : 私の「環境保全に関する取組み」について、の提出者：約 378 名中 369 名（97.6%）

1. 省エネルギー対策等の項目別取組み（総件数 1454: 複数回答あり）
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缶・瓶
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環境問題
への
意識付け

落ち葉等の
自然物

水
（湖・沼）

乾電池タバコ石けん
洗剤

ゴミ
（食品残渣含む）

37

28
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15

6

41
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取り組みの具体例
（１）省エネ・地球温暖化防止対策
　　・研究居室等のこまめな電気機器、照明機器の電源OFF
　　・クールビズ 
（２）省資源対策
　　・買い物時にマイバックを使用する
　　・トイレ備え付けのペーパータオルは使用しない（ハンカチ使用）
（３）省資源・再利用対策
　　・試し刷りの際には、裏紙を利用する
　　・古紙・ビン等資源ゴミを分別廃棄する
（４）環境保全
　　・洗剤の使用量を減らす
　　・庭の落ち葉、雑草の腐葉土化
（６）その他
　　・使用済み切手を慈善団体に寄付する
　　・「もったいない」をいつも頭に入れておく

（１）省エネ・地球温暖化防止対策（636 件）の内訳 （２）省資源対策（218 件）の内訳

（３）省資源・再利用（393 件）の内訳 （４）環境保全（139 件）の内訳
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○電気について
・始業時前の電灯は必要最小限
・研究居室等のこまめな電気機器、
照明機器の電源OFF

・使用しない機械の電源をぬく
・走査電子顕微鏡等は、使用時以外
は、真空ポンプ等を止めておく

・所内圃場観測で太陽電池を使用
する

・昼休みにパソコンを消す
・不在時はパソコンを消す
・昼休みは消灯する
・待機時消費電力を抑えるため、差
し込み口にON／OFFできるスイッ
チの付いたコンセントを付ける

・白熱電球の代わりに蛍光ランプを
使用する

・トイレをはじめ、使用しない部屋
の電気をこまめに切る

・トイレの洗面所電灯の常時消灯
・不用なトイレ便座の電源を切る
・エアコンの設置温度の調節
・空調している部屋の出入り口を開
放しておかない

・出来るだけエレベータを使用せず
階段を使用する

・ブラインドを閉めて断熱効果をあ
げる

・人力携帯充電器使用
・ノー残業日
・夏期は勤務時間を早める（自己夏
時間）

・次年度からは仕事を効率的に進め、
夜遅くまで残業や土日の出勤をな
くしたい。このことによって、研
究所の光熱水料を削減したい

・自分が一階にたどり着いた場合で
も、上の階で階段を利用している
人がいるかもしれないので、階段
の電灯を消す場合は、必ず声をか
けて利用者がいないことを確かめ
て利用する。トイレも確認して消
灯する

・クールビズを実践する
・衣類での調節をし、暖房・冷房の
使用温度をひかえる

・濡れタオルや膝掛けなどで暑さ、
寒さ対策をとる

○自動車・自転車について
・自転車通勤を心がける
・週１回の自転車通勤でガソリンの
消費を２割削減

・近所への買い物は自転車又は徒
歩で行くようにし、車の使用を
控える

・農林団地内の移動には自転車を使
用する

・通勤は、なるべく小型車（軽自動
車）に切り替える

・自動車を購入するときは、燃費の
いい車種を選定する

・自動車をなるべく使用せず代替の
交通手段を利用する

・車のアイドリング停止
・燃料消費を抑えるため、自動車
は制限速度を守り、急発進、急ブ
レーキ使用を自粛（発進時に燃料
の３割程度を消費するので、ガソ
リン等の消費を抑えるため、ゆる
やかに発進する。）

・長い信号待ちの時は、エンジンを
止める

・遠出の時は公共交通機関を利用
する

・遠出を控えている
・同じ場所へ行く場合は、乗り合わ
せをする

・目的のない楽しみのためのドライ
ブはしない

・ハイブリッド車に乗る
・通勤に公共交通機関を利用する
・低公害車の利用
・車のタイヤ空気圧の調整
・車のクーラは使用しない
・フレックスタイム利用による通勤
時間短縮

○住について
・毎日がエコ生活となる太陽光発
電・太陽熱温水器など自然エネル
ギー装置の利用促進に努める

・湯沸かし器は太陽熱と併用して
いる

・価格が高くても、省エネタイプの
家電製品を購入する

・家電製品は可能なものに関して未
使用時元栓からプラグを抜く

・就寝前には電化製品のコンセント
を抜く

・就寝時間を早める
・テレビを持たない
・家庭の空調や給湯の温度を下げ、
風呂はなるべく短時間に入浴する

・冬季に衣類を一枚多く重ね着して
いる

・夕方、シヤッターを閉めて、暖房
効果をあげる

・夏はすべての窓にすだれをして打
ち水をする

・風呂は水量を少なくする
・シャワーの使用時間を短くする
・風呂のフタ使用によるエネルギー
節約

・冷凍食品は、自然解凍する
・共同食事、共同お風呂
・ガスを使用した製品を使用しない
・洗濯はなるべく乾燥機を使用し
ない

・生ごみを捨てる際、水分をよく切
る事により燃焼時間の短縮を図る

・スーパーでの買い物に保冷バック
を使用する

・野菜はレンジで何品かまとめて熱
を通す

○水について
・器具洗浄では節水を心がけ、水を
流しっぱなしにしない

・水道の蛇口に節水コマを取り付
ける

・トイレの水道タンクにペットボト
ルを入れる

・歯磨き、顔を洗うとき、水を流し
たままで洗わない

・洗車にはバケツとぞうきんを使用
し、ホース洗いをしない

・水、洗剤の使用量削減のため食器
洗浄機を購入した実験器具は食器
洗浄機で洗う

・節水型の洗濯機を使用する
・洗車は、バケツ洗いにし、ホース
洗いはしない

・洗車をしない
・節水のため、トイレ用擬音装置を
利用

○食について
・食料品の買い物はできるだけこま
めに（毎日）行い無駄のないよう
にする

・食堂での昼食は、ご飯の量を注文
して、食べ残さない

・食事を食べ残すほど作らないよう
にして、生ゴミの排出を減らす

・冷蔵庫の点検を定期的に行い、食
品廃棄物を出さないようにする

・できるだけ外食を避ける
・アルコールはなるべく飲まない
・缶ビールではなく、ビンビールを
購入する

・主食の穀物は、米を主体に食べる
・季節毎の旬の収穫を楽しむ

○住について
・石けん、シャンプーを手作りして
いる

・出来るだけ生協で買い物し、その
際にはマイバックを持参している

・顔見知りの店舗での買い物の際、
タッパー等を利用し備え付けの
パックを極力利用しない

・詰め替え商品の利用
・サランラップをできるだけ使用せ
ず、タッパーを使う

・昼食時に割り箸を使用せず、箸を
持参する

・飲み会は、マイカップ持参で参加
する

・食器洗浄の際に洗剤を必要としな
いスポンジを使用している

・モノを大切にして長く使おう家
具・家電

・調理の時、タイマーを利用して、
ガスを節約する

・牛乳パックをまな板代わりにする
・鉛筆でなく、シャープペンシルを
使う

・高断熱住宅の利用

・物を購入する時は、本当に必要な
物かどうかよく考える

○紙について
・印刷は最小限に行う
・両面印刷による省資源
・会議資料を削減する
・所内LANを積極的に使用すること
で不用なコピー、プリントアウト
の削減
・洋書を購入する際には、オンライ
ン版があるものについてはオンラ
イン版を購入する
・パソコンからの印刷は、なるべく
縮小印刷し紙を節約する
・データーを残す場合は、FDやMO
に入力する
・雑誌は買わず、図書館を利用して
いる
・汚れていない付箋紙は、再利用
する
・ティッシュなどは無駄に使わない
・台所用水切り袋を市販品から新聞
紙を折ったのにかえる
・トイレットペーパーは再生紙
100%のものを使用している
・トイレットペーパーは芯なしを
使う
・無駄な包装を断る
・トイレ備え付けのペーパー・タオ
ルは使用しない。ハンカチを携帯
する

「環境保全に対する取り組みについて」集約表（その 1）

省エネルギー・地球温暖化防止対策 省資源対策（資源の有効利用・物品の効率的利用）
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○水について
・風呂の残り湯を洗濯やトイレ掃除
に使う

○住について
・リサイクルショップを活用する
・衣類・雑貨を、フリーマーケット
の中古品を購入する

・使った油を利用して石けんを作る
・使ったお茶の出がらし、コーヒー、
レモンなど、掃除・脱臭などに使
用する

・古紙、ビンなど資源ゴミを分別廃
棄している

・古着やタオル等を慈善団体に寄付
する

・お米のとぎ汁を植木の水に利用
する

・雨水を利用する（植木等への灌
水）

・作物残渣等の有機質資材を有効利
用する

・子供の衣類のお下がりを利用する
・子供服などリサイクルで補う
・要らなくなった服を再利用する
・布類は捨てる前に雑巾として利用
する

・使い捨てのポット（植物移植用）
は再利用する

・牛乳パック、発泡スチロールトレ
イ、ペットボトルを回収する

○紙について
・試し刷りの際は裏紙を利用する｡
また､文献などの印刷は裏表印刷
し､紙資源を有効利用する

・裏紙、片面白紙の新聞折り込み用
紙をメモ用紙に再利用する

・古新聞、雑誌はリサイクルにま
わす

・使用した封筒を再利用する
・広告紙等、白い紙はメモ用紙に
使う

・汚れていない付箋紙は、再利用
する

・ティッシュなどは無駄に使わない
・台所用水切り袋を市販品から新聞
紙を折ったのにかえる

・トイレットペーパーは再生紙
100%のものを使用している

・トイレットペーパーは芯なしを
使う

・無駄な包装を断る
・トイレ備え付けのペーパー・タオ
ルは使用しない、ハンカチを携帯
する

○住について
・生ゴミを減らす
・生ゴミのコンポスト堆肥化
・庭の落ち葉、雑草の腐葉土化
・ゴミになるものをなるべく購入し
ない

・Ni-Cd（ニカド）電池によるカド
ミウムの環境汚染拡大を避けるた
め、電池は絶対に捨てないように
する

・洗剤の使用量を減らすため、衣類
は洗面器に入れて浸け置き洗いし
た後、洗濯機ですすいでる

・洗剤に石けんを使用する
・生分解性の良い洗剤を使う
・料理の盛りつけを工夫し、洗う皿を
減らし、洗剤の使用を少なくする

・瓶ビールを購入する
・水筒を利用し、ペットボトル商品
を買わない

・ペットボトルより、紙パックの
ジュース等を買う

・使用済食用油をはじめ台所の排水
になるべく汚水を流さない工夫を
する

・油汚れは先に拭き取ってから洗う
・てんぷら油の処理は、新聞紙を
使う

・充電式電池の利用
・電池の廃棄は、専門の回収箱を利
用する

・洗い物はゴム手袋を使用し、お湯
を使わない

・家で洗濯できる服を着る
・リンスは酢を利用している
・木製品を有効利用する
・使い捨てのチューブ（5 0m l、
150ml）、チップ（50ml）のリサ
イクル

・釣りに行ったら、ゴミを回収する
・エコ釣リングの実践
・ホールピペットとピペットマン（使い
捨て）の使い分けを心がける

・タバコの吸い殻、ゴミのポイ捨て
禁止

・犬の散歩はマナーを守る
・道路のゴミを拾う
・水質浄化の国産葦をつかって、空
調エネルギーを節約する

○環境問題への意識向上
・自分の行動による環境影響を意識
する
・職場や家庭からのゴミの排出をで
きるだけ少なくするように心がける
・外出先でのゴミは持ち帰る
・電化製品を新規に購入する際は、
環境に配慮したものを選ぶ
・煙草を吸わない
・喫煙の本数を減らすよう努力する
・輸送のためのエネルギー消費を少
なくするため、野菜などの食料品
はなるべく国産・地元産のものや
減農薬のものを購入する
・パン・うどんはなるべく、国産小
麦使用のものを購入する
・市町村で行っているリサイクル事
業に積極的に取り組む
・温暖化は警告する、技術改革とわ
れわれの日常行動を：Warming  
Warning
・クールビズやウォームビズはあた
りまえ
・農耕地に温室効果ガス発生の少な
い安定な炭素をためよう
・ガンジーは偉い。「私が使える
水は、１日にバケツ３杯。たとえ、
水資源が豊富でも
・なるべく数値に表わして理解す
る。例えば、牛乳パック１本は、
0.16－CO2に相当する。これによ
り、牛乳パックを再利用した場合
のCO2削減効果がわかる

○グリーン購入
・文房具、家電製品、OA機器等を
購入する場合、環境にやさしいも
のを購入する

○衣について
・家で洗濯できる着物を着る
・出来るだけドライクリーニングを
避ける

○食について
・家庭菜園で無農薬野菜を作り、市
販の野菜をなるべく買わない

・生活習慣病におちいらないように
食事内容に留意し、無駄なエネル
ギーと費用を浪費しないように努
める

・国内農産物の自給率40％を引き上
げることを常に念頭において生活
する

・主食の穀物はコメを主体に食べる
ようにする

・肉類、魚介類、野菜、果物は国産
品、それも地産地消でなるべく近
くで獲れたものを中心に食べるよ
うにする

・ファーストフードなど外国産原料
を多く使った食品をできるだけ食
べない

○ボランティア
・使用済切手を慈善団体等に寄付す
る

・使用済テレホンカードを慈善団体
に寄付する

・使用済みの切手､プリペイドカー
ドなどは回収箱に収める

・貯めたエコポイントを環境保護団
体に寄付する

・貧困撲滅のため、ユニセフ・カー
ドの年賀状を使用している

・国際援助も金銭のみでなく、技術
指導などのノウハウを授ける

・ベルマークを集める
・ボーナスをもらったら、ユニセフ
へ寄附する

・古着などを慈善団体に寄附する
・農村環境（里山、湿地）などの再
生、整備事業（NPO活動）を行っ
ている

・河川や道路の清掃作業に参加する

○環境対策とリスクについて
・ 常にリスクと比較して行動する。
たとえば研究所の階段では、１階
から３階までに40ワットの蛍光
灯が５本使われている。この200
ワットの電力を節約するよりも、
暗闇の階段から転倒するリスクが
大きいので、階段を利用する時は
必ず蛍光灯を点灯する

「環境保全に対する取り組みについて」集約表（その 2）

省資源・再利用対策 環境保全 グリーン購入その他

環境保全に対する取り組み
Environmental Preservation
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コラム：環境保全の３Ｒ

　環境保全や廃棄物対策の方面では、「3つのR」が大切だと多く説かれています。廃棄物を出さないようにするReduce（発

生抑制）、捨てる前に使い道をもう一度探ってみる Reuse（再利用）、ゴミではなく新しい物品として生まれ変わらせよ

うという Recycle（再資源化）の 3つ。いずれも日常の職場や家庭におけるちょっとした取り組みの積み重ねが重要です。

　ちなみに、職員アンケートの回答から 3Rの項目に結びつくものをいくつか例として挙げてみましょう。

Reduce:

食料品の買い物はできるだけこまめに（毎日）行い無駄のないようにする

物を購入する時は、本当に必要な物かどうかよく考える

データーを残す場合は、FDやMOに入力する

Reuse:

風呂の残り湯を洗濯やトイレ掃除に使う

使い捨てのポット（植物移植用）は再利用する

裏紙、片面白紙の新聞折り込み用紙をメモ用紙に再利用する

Recycle:

使った油を利用して石けんを作る

生ゴミのコンポスト堆肥化

庭の落ち葉、雑草の腐葉土化

研究所としての取り組み

　農環研では環境の保全に強く取り組む立場から、省エネを推進

するための制度として節電実施担当者の設置などを行っています。

また、11 ～ 12 ページのアンケートは職員個人の回答ですが、所全

体としても具体的な対策として既に実施しているもの、改善措置

を予定しているものがあります。

１：省エネ・省資源対策として実施しているもの

（1）トイレの洗面所電灯の常時消灯

（2）エアコンの設置温度の調整

（3）できるだけエレベーターを使用せず、階段を使用する

（4）クールビズを実践する

２：省エネのため改善措置を予定しているもの

（1） 使用しない機械の電源を抜く。長期間使用見込みのない機械

等については、コンセントを抜くことを周知の上、職場巡回

で確認等を行う

（2）研究本館階段照明の感知器の設置を行う

墮

侑丶珠替漓叩梭傚傀倥傍
些推墫傲珠漓叩梭填埴乂供寅侑樹 依寅侔侑樹亜

些侑亜珠漓咽棣傲携栩傳丸侒依棣儘品尞傔偕丸嗹境咽僻儁侒 侔棣栄偂做儂丹

些侒亜替漓咽棣傲携栩傳丸侒侏棣儘戴尞傔做儂丹

些侔亜卲氓嫉果唔楯徼傚傳丸曇榴嫉果傳唔楳偏健備倥丹

些侖亜洸況牌備儼儡兊凄些榠傚尢渤儼儡兊凄亜傲彎爿儘崖倪儂丹

些侘亜哦墜傚倬偆儂宝斧傲珣嶢儘嶢倨丹

侒丶儼决冓亅入亅叩梭傚傀倥傍些供寅侑樹些娼亜燻溺倭儀怡彷亜
些侑亜愁獷淡椹傲叩毘匯嗹丸幼塒儁傲嗟働傳儼决冓亅入亅儘彎爿偕備倥丹

些侒亜渉樹傳丸侖塊傲倨偶侒塊儘彿僥儂丹些潘椡丿樛椡噤侑塊亜

些侔亜外樹傳丸侖塊傲倨偶侔塊儘彿僥儂丹些樛椡傲侑塊傲僞唔楳亜

侔丶懶椨傲珣嶢傚傀倥傍
些侑亜瑤品傲梹境傲卲涜些毒淦框棣亜懶椨儘嶢倨丹

些侒亜杉外僞徼埴傳丸奈怖傲梹椨傲懶椨儘嶢倨丹

些侔亜杉外僞徼埴傳丸彎爿偕備倥冉兢兊凄傲梹境儘搨儂丹

些侖亜兵儲决傲撫炮晢傲梹椨傚傀倥傍傳將旌情樹懶椨做儂丹

侖丶懿儼冀寫夭塵塁椹傲嶸樽傚傀倥傍

侘丶摂梹怡彷曙椰恐傲携朝傚傀倥傍
丶噤怖傲唆将搓橈恐儘京摂梹怡彷曙椰恐亭傔偕丸忝儀摂梹埆狒儘怡彷做儂丹

侚丶偰傲昇
些侑亜委瀧儘定啣桶傚慕狒偕丸傑倹儂偵偆敵偂塹晳做儂丹

些侒亜屡屮侘徼匯巍傲奈怖椹傲懽灸傳丸況牌幼憫尞傔做儂丹

些侑拙偕倭倥備倥涜咨傑丸擴涜傲懽灸儘傀偆備倥偈傔丹亜

些侔亜兊再亅傲獷傳況牌幼憫尞傚做儂丹

些侖亜洸彎爿徼傚傳冑冱凄入亅丸榠傚决亅免亅冑冱凄入亅傲梹對儘搨儂丹

些侘亜晒東徼丸兊再亅塵椹傲梹對儘搨儂丹

亳檸垬寫丶喉定啀亶

丶渉掟侑供橸棣傚倬偆儂摂梹昮廳傚傀倥傍丸品墮傲傔倬儁怡彷偕僚做傲傑嗅爻傲偉奮獻溺
僻儉偕偂倬場倥偕僚做丹

丶尤偂傍晤獷傚梹境儘懶沆做儂崎咽塁丸珠旃尺備傘傳岻狭桶備懿儼冀入儲冑傚歃倥坿倪傍
倥偂丹些塵單匿厖喉傔奮獻偕傍怡彷做儂丹亜

檸委垬妁壓感寫夭慙傚倬偆儂摂梹昮廳傚傀倥傍

所内に周知した、節電を呼びかけるポスター。

特に個々人で取り組むべき項目を赤字で示しました。
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研究トピックス
Research topics

施肥量に対して発生する亜酸化窒素の量は
現在の IPCCの見積よりも低い

世界の発生量データベースの解析から推定

地球環境部

温室効果ガスである亜酸化窒素（N2O）の全発生量の

24％は、農耕地土壌から発生したものと推定されており、

その発生量の正確な評価が地球温暖化防止の施策決定上重

要です。2006 年には、国別温室効果ガス排出量の算定基準

となっている「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」の

国別温室効果ガス発生目録ガイドライン（IPCC ガイドライ

ン）が見直され、改訂が行われます。しかしながら、現在

の算定方法では、水田から直接発生するN2O の排出係数は

畑や草地の排出係数と同じとされています。また、農耕地

から溶脱により間接発生するN2O については現在の排出係

数が過大評価である可能性があります。

そこで、世界の水田における N2O 発生の実測データ 149

件を収集し、解析した結果、窒素肥料に由来する N2O の平

均発生率は施肥窒素量の 0.31% であり、現在の IPCC ガイ

ドライン値（1.25%）よりも著しく低いことが明らかにな

りました（下表）。また、間接発生についても、地下水や

表面流去水における亜酸化窒素の発生率は、硝酸態窒素量

の 0.24% と推定され、現在の推定値（1.5%）よりも著しく

低い値でした。この値に、河川および沿岸域における既存

の排出係数（それぞれ、0.75％および 0.25％）を加えた溶

脱による N2O 間接発生の排出係数は 1.24% と見積もられ

ました。

東・東南アジアでは、最近の 40 年間に人口が 2倍に増

加し、また近年の経済発展により食料需要が増大していま

す。この間、窒素肥料使用量が 20 倍に増加し、これにより

人口増加率を上回る作物生産量の増加が実現しました。し

かし、窒素肥料の多用は、一部の地域において深刻な地下

水の硝酸汚染、河川・湖沼の富栄養化をもたらしています。

私たちは、FAOなどの統計データと窒素収支モデルに基づ

いて、各国の窒素負荷量と水質汚染を推定し、また、将来

の食物需要に関する予測モデルを作成して、この地域の将

来の窒素負荷の変化を試算しました。

食料生産・消費は人口の変化に加えて経済的な変化に大

きく支配されます。東アジアの多くの国において、一人当

たりの肉消費量はGDP の増加に伴って増加し、一方米の消

費はGDP の増加と共に減少しています。これらの傾向に基

づいて、国毎、食料の種類毎に一人当たりの消費量と GDP

から推定する式を作成し、更に 2020 年までの人口の増加、

GDP成長の予測に基づいて、2020 までの窒素収支を見積も

りました。2020 年には、畜産品消費量、作物生産量が大き

く増加し、必要な窒素肥料は 1.41 ～ 1.61 倍に増加すると

推定され、深刻な汚染地域が広範囲に拡大すると予測され

ました（下図）。

食料生産・消費拡大がもたらす
東・東南アジアの水質変動の予測

世界の水田からのN2O の発生係数（%）*
水管理 平均発生率（%） データ数
常時湛水 0.22 16
中干しあり 0.37 23
すべての水管理 0.31 39
* 施肥した窒素に由来するN2O の発生割合

0　　  10　　  20　　  30　　  40　　  50　　  60
（mgN/L）

地下水中窒素濃度分布の 2000 年の推定 （a）
および 2020 年の予測 （b）

（a） （b）
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農業景観調査情報システム（RuLIS）による
農業生態系のタイプ区分（利根川流域の水田を中心とした地域）

導入天敵昆虫等の生態系影響評価 1次基準

生物環境安全部

農業景観調査情報システム
生物多様性を客観的に評価するためのフレーム

都市近郊における農林地の改廃や、過疎化・高齢化・兼

業化による里山や水田など二次的自然の管理放棄など、農

林業の衰退によって多くの生物種が絶滅に瀕していると言

われ、生物多様性の保全という視点から適切な農林業のあ

り方が模索されています。すなわち、国土全体を対象に、

農林業と生物多様性の関係を、その変化に基づいて包括的

かつ客観的に評価する必要があります。しかし、わが国の

国土は南北に長く、多様な風土のもと様々な動植物が見ら

れるため、国土全体の生物多様性を評価することが難しく、

個別の地域、個別の生物種を対象とした検討が進められて

いるに過ぎません。

このような問題意識に基づいて、農林業と生物多様性

の関係を包括的かつ客観的に評価するためのフレームとし

て、農業景観調査情報システム RuLIS（Rural Landscape 

Information System）を構築しました。RuLIS は、国土全体

の生態系を統計的な手法により 60 の景観タイプ（クラス）

に区分し、各景観タイプの代表的な地点を統計的に抽出し

てモニタリング地区を定め、各地区において種、生態系、

景観にわたる詳細なデータを体系的、効果的に収集・蓄積・

利用するための枠組みです。現在、利根川流域の水田を中

心とした生態系を対象に RuLIS を用いた調査・解析を進め

ています。その結果、例えば、利根川下流の台地谷津田景

観（クラス 67）では、最近の約 25 年間で、チョウ類の生

息に重要な「水田－のり面（草地）ー森林」の組み合わせ

からなる景観構造が顕著に減少していることなどがわかっ

てきました。

近年、外来生物の生態系に与える影響が問題となってい

ますが、外来生物の中には、多くの農作物やミツバチなど

のように、私たちの生活に必要な生物がいます。導入天敵

昆虫等（ダニ類を含む）も、海外からの侵入害虫を防除す

るために輸入・利用していますが、外来生物であることから、

わが国の生態系影響を評価すべきです。そこで、導入天敵

昆虫類の生態系影響の定量的評価法を開発し、輸入の判断

基準を提示しました。

生態系影響を評価するため、「定着、分散性、寄主範囲」

の評価項目からなる 1次基準と、「稀少種や地域固有種への

直接影響、近縁天敵との競争、近似種との交雑」の項目か

らなる 2次基準を作成しました。各項目は、可能性（L）と

程度（M）に分割した 5段階評価です。1次基準による L×

Mの和が 1次指標、 2 次基準による L×Mとの総和が総合

指標です。各種導入天敵の指標を計算すると、生態系影響

の報告がない種は、1次指標が 40 以下で、影響がある種は

総合指標が 80 を超えていました。そこで、1次指標が 40

以下の種は、輸入可能とする、1次指標が 40 を超える種に

ついては、2次基準に従い評価を行い、総合指標が 80 以下

の種は、注意して使用し、80 を超える種は、輸入禁止か、

野外に逃げない対策を取るとの判断を提示します。

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

導入天敵昆虫等の輸入・利用の判断基準を提示

クラス64 内陸部水田景観

クラス66 下流域低地水田景観

クラス67 下流域台地谷津田景観

クラス68 下流域台地市街化景観

凡例

導入天敵昆虫等の生態系影響評価 2次基準

L:生態系影響の可能性
L 定着（可能性） 分散性（導入ステージの余命） 寄主範囲（天敵の摂取量 体長）
1 越冬、越夏不能 1週間未満 1mm未満
2 年 1化、休眠性なし 1週間以上 2週間未満 1mm以上 3mm未満
3 年 2化以上、休眠性なし 2週間以上 3週未満 3mm以上 5mm未満
4 年 1化。休眠性有り 3週間以上 4週間未満 5mm以上 10mm未満
5 年 2化以上。休眠性有り 1ヶ月以上 10mm以上
M: 生態系影響の程度
M 定着 分散性（導入ステージの移動速度） 寄主範囲（標的種との関係）
1 ごく限られた地域だけ 10cm/s 未満（無風、以下同じ） 同属の種
2 10%未満の地域 10cm/s 以上 50cm/s 未満 同科の種
3 10 以上 25%未満の地域 50cm/s 以上 1m/s 未満 同目の種
4 25 以上 50%未満の地域 1m/s 以上 2m/s 未満 同綱の種
5 50%以上の地域 2m/s 以上 門内あるいは門をまたがる

L: 生態系影響の可能性
L 稀少種や地域固有種への直接影響 近縁天敵との競争 近似種との交雑
1 生息場所・時期が異なる 寄主範囲が重ならない なし
2 生息場所・時期が重なることがある 寄主範囲が一部重複 種間交雑率が低い
3 生息場所・時期が常に一部重なる 寄主範囲が 50％程度重複 種間交雑率高、雑種性比が偏る
4 生息場所・時期が 5割程度重なる 寄主範囲が大部分重複 種間交雑率高、雑種性比は 1：1
5 生息場所・時期が完全に一致する 寄主範囲がほぼ一致 種間雑種は、親より強勢
M: 生態系影響の程度
M 稀少種や地域固有種への直接影響 近縁天敵との競争 近似種との交雑
1 希少種等は寄主となりえない 常に勝敗に優劣なし /劣勢 形態的な差が大きい
2 希少種等の近縁種+30 種以上が寄主 寄主の存在下で共存 雌雄交信信号に種間差がある
3 希少種等の近縁種+10 以上 30 種未満が寄主 1-2 種に対しては勝利 近似種の雌が多回交尾可能
4 希少種等の近縁種+10 種未満が寄主 数種の相手に勝利 近似種の雌が 1世代に 2-3 回交尾
5 標的種より希少種の近縁種を好む 広い範囲の相手に勝利可 近似種の雌は 1世代に 1回交尾
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化学環境部

珪藻の除草剤感受性検定のための従来法と
開発した方法の所要期間の比較

トリアジン系除草剤の無毒化の模式図

珪藻の除草剤感受性を簡単に検定する技術
珪藻の群集をそのまま使う

農薬は、農業において病害虫や雑草を防除するために、

とても大切な道具です。しかし、それが一旦農地から自然

生態系に流れ出ると、そこに住んでいる生物たちに悪い影

響を与える危険性があります。このように自然環境を汚染

する農薬をどのようにしたら無害化（環境修復）できるで

しょうか。このため、土壌中の微生物（細菌）を利用した

環境修復技術の開発に取り組みました。

除草剤として使われているトリアジン系農薬にはいくつ

かの種類があります。この農薬を連続的に土壌に添加する

「土壌環流法」を利用して、メチルチオトリアジンを分解す

る細菌（FJ 株）とクロロトリアジンを分解する細菌（CDB21

株）を単離しました。FJ 株は、メチルチオトリアジンを 2-

ヒドロキシ体にまで分解できます。しかし、二酸化炭素な

どの無機化合物まで分解できませんし、クロロトリアジン

も分解できません。一方、CDB21 株は、クロロトリアジン

系除草剤を無機化合物まで分解できます。そこで、それら

2つ細菌を、特殊に加工した木炭の中に一緒に住まわせて、

これら 2種類のトリアジン系農薬を同時に分解・無機化す

ることができるようにしました。今後は、さらに有効な細

菌の探索とともに、実用場面での環境修復技術として確立

していきます。

農薬の河川や湖沼などの生態系への影響は、世界共通の

単一の藻類（緑藻）を用いた急性毒性試験で評価しています。

しかし、水田と直結したわが国の河川における重要な藻類

は、緑藻ではなく珪藻であり、複数の種（群集）が住んで

います。また、その群集も河川によって大きく異なります

ので、現在の方法では、実際の生態系への農薬の影響を正

しく判断するのは難しいと考えられます。さらに、単一の

藻類を使うためには、単離や培養のための複数の作業が必

要なので、多大な労力と時間が必要です。そこで、河川や

水田の珪藻を群集のまま使って、除草剤感受性を簡単に検

定する技術を開発しました。

河川の場合は、珪藻の群集を石の表面からこすり取って、

遠心分離や洗浄をした後、直接除草剤感受性を検定します。

水田の場合は、土壌中の珪藻を短期間前培養してから、同

様に感受性を検定します。除草剤の感受性検定は、処理し

て 1~3 日後の珪藻の生長速度の阻害をクロロフィル aの吸

光度で測定します。この方法により、従来法の試験期間が、

1~2 ヶ月以上かかっていたのに対して、河川では 1週間、

水田でも 2週間以内であり、労力も合わせて大幅に効率化

できるとともに、簡単に検定することができます。また、

この方法によって得られた結果は、従来法で得られたもの

と同様の傾向を示すこともわかりました。

トリアジン系農薬を完全分解できる
微生物の組み合わせ

土壌中の微生物の力で農薬を無害なものにする

培養株の調整
（1～2ヶ月）

採集 感受性検定

感受性検定

採集 前培養 感受性検定

（4日）

（1日） （4日）

（1日） （10日） （4日）
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ページ表示画面

農業環境インベントリーセンター 環境化学分析センター

「三橋ノート」の画像データベースの作成と公開
明治時代から昭和20年代までの昆虫文献情報のWeb公開

農業環境インベントリーセンターには、故三橋信治氏 *

がその生涯をかけて作成した文献目録「三橋ノート」（全

474 冊、推定 50,000 ページ）が保管されています。この目

録は、明治時代から昭和 20 年代後半までの昆虫に関する

国内の主要な文献中に記載され昆虫の学名および和名と文

献の書誌情報を、昆虫の分類群毎に整理したものです。最

近のデータベースでは入手することができない明治期以来

の情報を得ることができるので、昆虫の分布や発生状況の

変遷などを調べるうえで今日においても有用です。また、

古い文献情報を必要とする分類研究においては特に利用価

値は高いものです。その有効活用を図るため、トンボ類約

300 種、チョウ類約 650 種、ガ類約 5,300 種について、明

治時代から昭和 20 年代後半までの文献書誌情報（著者名、

タイトル、書名、巻、号、頁、発行年など）の画像データベー

スを作成し、キーワードによる検索機能を付加してWeb上

（http://mitsuhashi.niaes.affrc.go.jp）に公開しました。今後、

残りの情報を順次公開する予定です。

*三橋信治（1878~1952）: 明治 32 年 6 月札幌農学校入学、同校に勤務、同 40

年青森県農事試験場技手、大正元年から昭和 24 年まで東大農学部に勤務し、昆

虫分類の研究に従事。その間、農商務省農事試験場（現 農業環境技術研究所）

に嘱託として一時籍を置いたことがある。

 放射性ヨウ素は甲状腺に蓄積し、人体に放射線障害をも

たらす最も危険な放射性同位元素のひとつです。水田土壌

では畑や森林に比べ、ヨウ素濃度が低い傾向にあります。

ヨウ素は存在形態によって挙動が大きく異なることから、

水田では動きやすい形態になっている可能性が考えられま

す。そこで大型放射光施設 SPring-8 で X 線吸収スペクトル

近傍構造（X-ray absorption near-edge structure, XANES）

という手法を使い、水田土壌にヨウ素酸イオンとして添加

したヨウ素が形態変化するかを調べました。ヨウ素の酸化

数が異なると、吸収スペクトルの形が異なるので、スペク

トルの形から土壌中ヨウ素がどの形態で存在しているかが

わかります。

 水田土壌でヨウ素濃度が低いのは、湛水期に微生物活動

によって酸素が消費され、土壌が還元状態になることが原

因であることがわかりました。土壌が還元状態になると、

ヨウ素酸イオン（IO3-）が土壌に保持されにくいヨウ化物イ

オン（I-）の形態となることから、ヨウ素が土壌水に溶脱し

てしまうのです。このような形態変化は、土壌を滅菌する

とおこりません。以上の結果は、原子力施設の事故等の緊

急時に放射性ヨウ素が環境をどのように汚染していくかを

予測するための基礎データとして活用できます。

XANESを用いた非破壊形態分析による
水田土壌中ヨウ素溶脱機構の解明

IO3- I2
+土壌有機物

水系に流出

I-

Eh低下

IO3-
ヨウ素の降下

I-
（蓄積）

有機態ヨウ素

湛水状態の水田土壌におけるヨウ素の形態変化
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環境憲章の制定
　農環研では、研究所としての事業活動における環境配慮の

方針を明確化するため、2006 年 4 月に環境憲章を制定いた

しました（本書 5ページに記載）。

環境報告書の発行
　農環研の事業活動における環境配慮の取組方針・状況を

外部に公開するために、2005年 12 月に「環境報告書 2005」

を所として初めて発行いたしました。

環境管理のための委員会
　農環研における環境と安全に関する諸問題の改善・解決の

ために、関係する以下の委員会を設置して取り組んでいます。

1. 安全衛生委員会

　研究所における安全および衛生に関する事項（①職員の危

険および健康障害を防止するための対策、②安全および衛生

に係る労働災害の原因究明および再発防止対策、③職員の健

康の保持増進を図るための対策など）について調査・審議す

る。

2. 毒物・劇物安全管理対策委員会

　毒物および劇物の適切な管理・維持に必要な事項を審議す

るほか、管理責任者および使用者に対し、安全管理について

の改善措置などを指導する。

3. 防災対策委員会

　防災管理業務運営上基本的な事項（①消防計画の立案・変

更、②防火対象物、避難施設および消防用設備などの維持管

理、③自衛消防隊の設置および装備の点検など、④防災教育

および訓練、⑤消防施設の整備・改善、⑥地震対策）につい

て審議し、防災管理の適正な運営を図る。

4. アイソトープ委員会

　研究所におけるアイソトープの利用研究、放射線障害防止

および緊急放射能調査について必要な事項を審議する。

5. 温暖化防止対策委員会

　省エネルギー、太陽・バイオマス・雨水・風・緑などの資

源の有効活用、ごみの減量化など、地球温暖化防止などに有

効な事項の具体的対策について検討する。

6. グリーン調達推進委員会

　「国等における環境物品等の調達の推進等に関する法律第

7条第 1項及び同条第 3項」に定める環境物品などの調達の

推進を図るための方針の作成および方針に基づく物品などの

調達をおこなう。

7. 環境報告書委員会

　環境憲章の策定および毎年度の当所の事業活動に係る環境

配慮などの状況を環境報告書として公表することについて検

討する。

＊なお、これらの委員会は、2006 年 4月に再編成されました。

教育・訓練の受講、資格取得
資格取得

　第一種衛生管理者免許：3名

　危険物取扱主任者免状（乙種四類）：2名

講習会派遣

　第一種衛生管理者試験準備講習：2名

　危険物取扱者保安講習会：2名

教育訓練

　放射線障害防止のための教育訓練：12名

環境安全衛生マネジメント

防災訓練の模様。職員一人一人が常に安全意識を保つように心が
けています。

Environmental health & safety management
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汚染物質排出量*5

　COD  307.697kg

　全クロム  0.314kg

　水銀  0.001kg

　鉛  0.283kg

　ヒ素  0.062kg

　亜鉛  1.246kg

大気排出物
温室効果ガス排出量：
 11,748t－CO2

　購入電力： 7,841t－CO2
　化石燃料：  219t－CO2
　高温水： 3,681t－CO2
　水　田：  5t－CO2

　化学肥料：  2t－CO2

廃棄物
廃棄物排出量
　一般廃棄物： 30t
　産業廃棄物： 24t

水域排出物
下水道への総排水量：
 85,846m3

　うち実験廃水処理施設
　からの排水量：
　 38,704m3

水田・畑への潅漑等
 156,760m3

研究開発

研究成果

エネルギー
購入電力：
 20,744,364kWh

都市ガス： 73,100m3

灯油： 16,820L

軽油： 3,462L

ガソリン： 9,521L

高温水 *1： 13,125Gcal

物　質
研究用装置・機器
　分析機器、パソコン、
　ガラス器具など 

研究資材 *2
　試薬、溶剤、農薬、
　肥料、昆虫など

生活資材
　事務用品など

水
上水道： 165,385m3

井　水： 77,221m3

*3

*4

　農環研は試験研究が主な業務であるため、製品を製造・

販売することはありません。しかしながら、研究活動を行

なうために必要な施設、設備や実験機器などの稼働、水田

や畑などの管理のために多くのエネルギーや資源を消費し、

その結果として、環境に負荷を与える物質を排出していま

す。農環研の活動による主な環境影響は、温室効果ガスや

廃棄物の排出によるものです。

　そのため、事業活動に伴い生じる環境負荷の状況を把握

することは、環境保全に配慮した活動をおこない、環境へ

の負荷の低減を図るうえで重要です。農環研の 2005 年度の

事業活動に関わるエネルギー、水および物質の投入と排出

による環境負荷の状況は図のようになります。

　環境に与える負荷を減らす努力をしながら、一方で環境

を守るための多くの研究成果を発信し、社会に貢献してい

ます。

全体エネルギー消費量
　農環研でのエネルギー消費は、エネルギー量に換算する

と 133,549GJ（原油換算 3446kl）です。内訳では消費電力

によるものが 57%と全体の半分以上を占めています。

環境負荷の全体像

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

供給を受けています。

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

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

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

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

Environmental impact

高温水

軽油

灯油

ガソリン

都市ガス

電力

74680

54942

■132

■617
■329
■2848 2005 年度種目別エネルギー使用量

（単位：GJ）
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環境負荷低減の取り組み
Environmental Impact Reduction

エネルギー個別使用量
　最大の消費要因である電力使用量は2001年度より4.7%減

少しています。2005年度の購入電力量は、前年度と比較し90

千 kw程度の節電にとどまりましたが、累年の節電対策によっ

て、契約電力量を4,500kWhから4,300kWhに見直すことがで

きました。

　都市ガス使用量は31%増。燃料は、灯油が20.6%減（2004

年度に激減あり）、軽油が 27.6%減（2005 年度に激減）。ガ

ソリンは 9.6%増。都市ガスと燃料を合わせた化石燃料消費

量は、エネルギーベースで 10.6% 増加してしまいました。

消費エネルギー全体に対する割合が 2%とあまり高くない

ので、全体の環境負荷に大きな影響を与えるまでには至り

ませんでしたが、さらなる取り組みが必要です。

水資源使用量・排出量
　上水使用量は2001年度から24%減。井水使用量（15%減）

とともに減少傾向が続いています。

　下水排水量は 34%減。特に実験排水は 42%減と半減に

近くなっています。無駄遣いをしないことが徹底され始め

ているようです。
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ペーパーレスへの取り組み
　農環研では、情報伝達手段として電子メールの利活用、

コピー用紙の再利用や両面コピーを徹底周知することなど

でペーパーレス化を進めてきました。さらに 2005 年度に

はイントラネットを利用した新たなグループウェアを導入

し、業務の簡素化や効率化、情報の迅速な提供を行なうこ

とにより、さらなるペーパーレス化を図りました。その結果、

2005 年度には、購入金額ベースで 2001 年度より 37%の紙

資源使用量削減がなされています。
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地球温暖化防止
　地球温暖化は、人が活動することによって発生する温室

効果ガスの濃度の増加に伴い、地表および大気の温度が上

昇することです。地球温暖化は、生態系および人類に悪影

響を及ぼし、その予想される影響の大きさなどから、きわ

めて重要な環境問題となっています。

　この地球温暖化に対処するため、わが国は、温暖化防止

京都会議（COP3）で決められた 2008 年から 2012 年の第 1

約束期間に 1990 年比で 6%の温室効果ガスの排出削減に向

けて努力することが義務づけられています。

　農環研では、温暖化防止対策委員会（2006 年から環境・

安全委員会）を設置し、省エネルギー対策を計画・実施し、

積極的に温暖化防止に取り組んでいます。

温室効果ガス排出量の推移
　農環研では、エネルギー使用量を削減することで、温室

効果ガスの排出量抑制に努力しています。

　下図は農環研の第Ⅰ期中期計画期間（2001 ～ 2005 年度）

におけるエネルギー消費量を温室効果ガスの排出量に換算

して示したものです。

　全体的な温室効果ガス排出量は 2001 年度と比較して

11.8%の削減がなされました。

廃棄物
　産業廃棄物は 2002 年と比較して（2001 年データなし）

減少はしていますが、年次変動が大きすぎて一概に削減傾

向にあるとは言い難いようです。一般廃棄物は横ばい状態

でなかなか減らせていません。

自然エネルギーの利用
　農環研では、屋外の照明の一部に、太陽光および風力に

より発電した電力を利用しています。2005 年度は、新たに

駐輪場の照明用に太陽光発電を取り入れました。

　将来的には、屋外の

すべての照明について

は、太陽光や風力によ

り発電した電力を利用

することも検討してい

ます。

ミニコラム：t-CO2とは何のこと

　地球温暖化には二酸化炭素以外にも多くの種類のガス（メタ

ン（CH4）、亜酸化窒素（N2O）等）が影響しており、まとめて「温

室効果ガス」と呼ばれています。これらの温室効果ガスが「ど

のくらい発生しているか」を直接測るのには専門的な方法が必

要で、簡単にできることではありません。

　そこで、「二酸化炭素は物を燃やすと発生する」というとこ

ろに目をつけて、「何をどのくらい燃やしたからどれだけの二

酸化炭素が発生した（筈だ）」を計算する方法があります。例

えば 1g の炭素を燃やすと 3.67g の二酸化炭素が発生しますの

で、炭素の重さに 3.67 を掛けたものが「二酸化炭素に換算し

た量」ということになります。

　この数値は物質によって当然異なりますが、実は「地球温暖

化対策の推進に関する法律施行令」という法令によって、物質

ごとに計算のための数値が定められており、「何をどれだけ使っ

た」かによって二酸化炭素の排出量を計算することができるよ

うになっています。

　この法令では、物を燃やす以外にもさまざまなケースから発

生する温室効果ガスについて算出方法や排出係数が定められて

います。多くの温室効果ガスは大抵の場合二酸化炭素より温室

効果の威力は大きく（メタンなら21倍、亜酸化窒素なら310倍、

一部のフロン類だと 10000 倍以上）、これらのガスについては、

それぞれ別に定められた係数を用いて「二酸化炭素ならこの量

に換算される」量を計算します。この「換算された」量の単位

が二酸化炭素何トン分かで表わされるので、t-CO2 と書かれる

のです。

　つまり、「さまざまな活動に伴う温室効果ガスの排出量（環

境への負荷量）を、横並びで比較できるように二酸化炭素の量

に換算したもの」が t-CO2 ということなのです。

0

3000

6000

9000

12000

15000

高温水化石燃料購入電力合計

13
30
9

82
28

14
23
8

80
76

12
64
7

77
48
78
77

13
35
9

11
74
1

58
41

48
83 5
90
7

46
59 52
37

36
81

19
8
25
5

24
0

24
7

21
9

2005年度

2004年度

2003年度

2002年度

2001年度

年次別 CO2 排出量（単位：t）

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

において、冷凍機や空調設備などの改修（更新）を行うと

ともに、これらの設備の運転方法を変更することにより電

力および高温水の消費量を削減し、温室効果ガスの排出量

を、2001 年度と比較して約 2％（約 270t-CO2）の削減を目

指します。

昼間の太陽光エネルギーで夜間照
明を行う自転車置き場
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廃水処理の概要
　実験室より排出される一般実験廃水を、実験廃水処理施

設において、茨城県研究学園都市下水道条例に基づく汚水

排出基準に適合する水質として排出しています。

　主な処理対象物質は、シアン化合物、無機水銀、6価ク

ロム、カドミウム、鉛、ヒ素などです。

　処理プロセスは、処理施設へ流入する一般実験廃水は沈

砂池へ導入し、砂およびゴミを除去した後汚水槽へ導入し、

ポンプアップしてさらに貯留槽へ導入します。

モニタリングシステム
　貯留槽が満水になるとサンプリングを開始し、モニタリ

ング設備によりシアン、クロム、無機水銀などの項目につ

いて放流基準が満たされていれば排水ポンプにより放流を

行います。

　また、放流基準を越えている項目があれば処理をして放

流基準以下を確認し放流します。

項目 単位 排水基準
2005 年度実績

最大値 最小値 年間平均値
水温 ℃ 45℃未満 24.8 13.2 19.57

pH（水素イオン濃度） 5～ 9 7.9 6.8 7.17

COD（化学的酸素要求量） mg／ℓ 600 未満 16.0 1 7.95

SS（浮遊物質量） mg／ℓ 600 未満 11.0 0.1 6.1

シアン含有量 mg／ℓ 不検出 不検出

全クロム含有量 mg／ℓ 1.0 以下 0.018 不検出 0.0081

6 価クロム含有量 mg／ℓ 0.05 以下 0.006 不検出 0.0019

総水銀含有量 mg／ℓ 0.0005 以下 0.0002 不検出 0.000025

鉛含有量 mg／ℓ 0.01 以下 0.009 不検出 0.0073

ヒ素含有量 mg／ℓ 0.01 以下 0.004 不検出 0.0016

亜鉛含有量 mg／ℓ 5.0 以下 0.13 0.002 0.0322

研究棟より
流入水

pH調整槽

沈殿槽

バースクリーン シアン・クロム処理槽汚水槽 貯留槽
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第二鉄

苛性
ソーダ

次亜塩素酸
ソーダ硫酸

汚泥濃縮貯留槽へ→脱水機

苛性
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中和槽

逆洗水槽

処理水槽
A,B

放流

砂ろ過塔

分離水槽

活性炭塔

キレート
樹脂塔

硫酸
苛性
ソーダ

逆洗水

逆洗水
逆洗排水

逆洗排水

廃水水質測定結果

廃水処理施設のフロー

廃水処理
Wastewater disposal
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廃棄物の排出量
　農環研から排出する廃棄物は、一般廃棄物（燃えるごみ・

燃えないごみ）と産業廃棄物（廃棄物品類を含む）に大別

されます。一般廃棄物は分別して回収され、つくば市クリー

ンセンターへ運搬した後処理されています（運搬は外部業

者に委託）。また、産業廃棄物は構内の集積場に回収し、運

搬および処理は外部業者に委託しています。

特別管理産業廃棄物
　特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、

毒性、感染性その他の人の健康や生活環境に被害を及ぼす

おそれのある性状を有するものをいいます。農環研では主

に、廃薬品類、強酸性廃液などがこれに該当します。これ

らの廃棄物は担当者の監督のもとで回収をおこない、運搬

および処理は外部業者に委託しています。

リサイクル
○家電・パソコン等

　特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）により

小売業者に引き取りを依頼しています。また、2005 年度か

らはパーソナルコンピュータ等についても専門の業者に引

き取りを依頼しています。

○古紙

　古紙は、コピー用紙、図書類、新聞紙、ダンボール紙な

どに分類して回収をおこない、運搬および処理は外部業者

に委託しています。職員一人ひとりが分別排出に心がける

とともに、紙利用の削減および古紙回収率の向上に努めて

います。

○生ゴミ

　農環研では、食堂から排出される食品残さのリサイクル

のために、2005 年 3 月に生ゴミ処理機を導入しました。こ

れにより一般廃棄物の排出量が削減できます。また、生ゴ

ミ処理機で作られた堆肥は圃場で利用することもできます。

廃棄物の適正処理
　産業廃棄物の運搬および処理を委託した業者に対しては、

処理業者の許可証の確認、産業廃棄物管理票（マニフェスト）

により適正処理の確認を行い、不法投棄などがないよう監

視しています。

再利用の促進
　不要となったものでもただちに捨てたりせず、所内のグ

ループウェア等で希望者を募るなど、物品の再利用も促進

しています。

生ゴミ処理機（写真上）で処理された生ゴミは、専用の堆肥置き
場（写真下）に置かれます。この日は使われていたせいかあまり
保管されていませんでした。

種類別排出量（単位：t）

特別管理産業廃棄物の排出量（単位：kg）

2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度

廃薬品類 0 41 19 37 85

汚泥（特別管理） 0 15 4 1 4

計 0 56 23 38 89

家電リサイクルの実績（単位：台）

2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度

テレビ - 8 8 - 3

冷蔵庫 - 9 7 - 12

エアコン - 2 - - -

洗濯機 - 3 2 - -
パソコン及び周辺機器 - - - - 175

廃棄物処理
Waste disposal
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毒物・劇物の管理
　農環研では、試験・分析を行うため多くの薬品を使用し

ます。その中でも毒物・劇物に該当する薬品は保管場所ご

とに管理責任者を指名し、使用および保管の状況を常に把

握し、安全の確保に努めています。

　また、管理責任者には、定期的に薬品の管理状況の報告を

義務づけ、毒物・劇物安全管理対策委員会（2006 年 4 月よ

り安全衛生委員会）で報告内容の点検をおこなっています。

特定化学物質の排出量および移動量
　農環研では、ダイオキシン類を研究対象としている施設

を有していることから、「特定化学物質の環境への排出量の

把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（PRTR 法）に

基づき、年間の排出量および移動量を把握した上で届出を

おこなっています。

　なお、2001 年度から 2005 年度までの実績は、大気・公

共水域・土壌への排出量および下水道への排出量ともゼロ

です。

　また、年間の購入量（使用量）は 1t 未満ですが、PRTR

法対象 354 化学物質（群）のうち、69 化学物質（群）の使

用実績があります。

実験室からの廃気を処理するスクラバ群。
細かいところにも安全と環境汚染防止に対して気を配ります。

実験排水は専用の施設で細心の注意を払って処理されています

PRTR 対象化学物質使用量（2005 年度実績上位 10 物質）

化学物質（群）名 使用量

トルエン 387kg

アセトニトリル 92kg

クロロホルム 85kg

ジクロロメタン 55kg

フッ化水素及びその水溶性塩 13kg

ジメチルホルムアミド 11kg

四塩化炭素 4kg

ホルムアルデヒド 4kg

クロロピクリン 3kg

フェノール 2kg

ミニコラム：PRTR 法 とは？
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の

改善の促進に関する法律」（1999年制定、2001年施行）

のことで、英語では Pollutant Release and Transfer 

Register（環境汚染物質排出移動登録）法となり、こ

れを略して PRTR 法と呼んでいます。

　この法律は、人や環境への有害性が判明している

化学物質について、環境への排出量の把握に関する

措置（これを PRTR と呼ぶ）ならびに化学物質の性

状および取り扱いに関する情報の提供に関する措置

（MSDS と言います）を講ずることにより、事業者に

よる化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境

の保全上の支障を未然に防止することを目的として

います。

　具体的には、ダイオキシン類や農薬、重金属など

354 種の第一種化学物質を取り扱っている特定の事

業者が、環境中への排出量及び廃棄物としての移動

量について届け出ることを義務づけられています。

　農環研では対象化学物質全体の取扱量は 1t 未満で

すが、ダイオキシン類を取り扱っている研究施設が

あるために、届出対象事業者となっています。

化学物質の管理
Management of chemical substances
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グリーン調達への取り組み
　農環研では、研究開発をおこなうために必要な製品・部品・

材料を購入するときは、品質や価格だけでなく環境も考慮

して、環境負荷ができる限り小さい製品・サービスを優先

して選ぶグリーン調達を進めています。

特定調達品目の調達目標
　農環研では、グリーン調達を促進するため、「国等による

環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）

に基づいて、「環境物品等の調達の推進を図るための方針」

を定め公表しています。

　また、農環研では、地球温暖化の防止や資源循環型社会

の形成に資するとの観点から、バイオマス（再生可能で生

物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの）製品や間伐

材を利用した紙製品・事務机などについても積極的に調達

し、環境への負荷低減に努めています。

　2005 年度は新たにインクジェットプリンター用紙、OHP

フイルムのグリーン調達率が 100%に到達しました。

推進体制
　農環研内に総務部長を委員長とする「グリーン調達推進

委員会」（2006年4月から環境安全委員会環境保全推進部会）

を設けて、グリーン調達の推進に努めています。

2005 年度の主な特定調達品目＊の調達実績

 * 特定調達品目は、重点的に調達を推進する環境物品などの種類

分野 品目 目標値 総調達量 特定調達物品等 目標達成率

紙類 コピー用紙 100% 8694kg 8379kg 93%

フォーム用紙 100% 589kg 589kg 100%

インクジェットカラープリンター用塗工紙 100% 353kg 353kg 100%

印刷用紙（カラー用紙を除く） 100% 290kg 290kg 100%

印刷用紙（カラー用紙） 100% 175kg 175kg 100%

トイレットペーパー 100% 21kg 21kg 100%

ティッシュペーパー 100% 222kg 222kg 100%

文具類 ボールペン 100% 1130 本 1130 本 100%

マーキングペン 100% 1518 本 1518 本 100%

鉛筆 100% 538 本 538 本 100%

OHP フイルム 100% 2370 個 2370 個 100%

ファイル 100% 6374 冊 6374 冊 100%

事務用封筒（紙製） 100% 28740 枚 28740 枚 100%

ノート 100% 910 冊 910 冊 100%

タックラベル 100% 143 個 143 個 100%

インデックス 100% 211 個 211 個 100%

付箋紙 100% 864 個 864 個 100%

機器類 椅子 100% 52 脚 52 脚 100%

机 100% 40 台 40 台 100%

棚 100% 65 連 65 連 100%

ローパーティション 100% 11 台 11 台 100%

OA機器 コピー機等（購入） 100% 4 台 4台 100%

プリンター等（購入） 100% 40 台 40 台 100%

ファクシミリ（購入） 100% 5 台 5台 100%

スキャナ（購入） 100% 14 台 14 台 100%

磁気ディスク装置（購入） 100% 183 台 183 台 100%

ディスプレイ（購入） 100% 31 台 31 台 100%

家電製品 電気冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫 100% 15 台 15 台 100%

照明 蛍光管（ラピッドスタート型またはスタータ型） 100% 2761 本 2633 本 95%

自動車等 一般公用車：ハイブリッド自動車（購入） 100% 1 台 1台 100%

制服・作業服 作業服 100% 51 着 51 着 100%

作業手袋 作業手袋 100% 572 組 572 組 100%

グリーン調達
Green procurement
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　農環研では、研究成果や研究所の活動の内容を、様々な

メディアを通じて外部にお知らせしています。

講演・展示
　シンポジウム「モンスーン・アジアの農業とフード・セキュ

リティー」を、レスター・ブラウン氏（アースポリシー研究所長）

を基調講演者として招いて、2005年 11月 3日に東京で開催

いたしました。これは、フード・セキュリティーについて多

角的に議論することによって、人類社会が持続可能な発展を

遂げるためモンスーン・アジアの農業に期待される役割や内

在する課題に対して日本の農学・農業技術は何をなしうるか

考えることを目的として行われたものです。

　参加者の総数は 321 名で大学関係者や民間の方の多くの

参加をいただきました。

　公開セミナー「外来植物のリスクを調べて、その蔓延を

防止する」を 2005 年 12 月 18 日につくば、2006 年 3 月 5

日に倉敷で開催いたしました。ここでは、2005 年 6 月に施

行された「外来生物被害防止法」の概要をわかりやすくお

話しするとともに、外来植物に的をしぼって、さまざまな

リスクと防除に関する研究成果を紹介し、多くの参加者と、

外来植物の功罪について活発な意見交換を行いました。皆

さんからいただいたご意見は、私どもの今後の研究計画の

糧として、活かしていきます。

　農環研の一般ほ場では遺伝子組換えダイズと非組換えダ

イズやツルマメとの交雑実験が行われていますが、実験開

始に先立つ 2005 年 6 月 4日に、農林水産省局長通達「第 1

種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」に基づいた一般

説明会が行われました。ここでは実験の概要についての説

明と、参加者からの質疑応答が行われました。

　農水省関係の独法の成果・技術を公開している「つくば

リサーチギャラリー」において、当所の関係する展示内容

を随時更新し、最新の活動を分かりやすく紹介する工夫を

行っています。本年度は特に、7月 30 日に「夏休み特別公

開」、1月 21 日～ 22 日に「つくばサイエンスツアーバス対

応特別展示」という常設とは別の特別展示・体験教室・実

演が行われました。

　学校等からの講師派遣要請にも応じています。2005 年度

は長野県塩尻志学館高校の依頼により「微生物バイオテク

ノロジー」のテーマで講義を行いました。

基調講演を行うレスター・ブラウン氏

コミュニケーション
Communication

おかげさまで多くの方にご来場いただきました

つくばリサーチギャラリー：夏休み特別公開

つくばリサーチギャラリー：サイエンスツアーバス対応特別展示
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ホームページ
　農環研の公式ホームページは 1995 年に開設され、その

後コンテンツは着実に増えてきています。2005 年度には

192,000アクセスをいただきました。「情報：農業と環境」の

ページでは、研究会・ワークショップなどのお知らせや報告、

最新の知見の紹介などを行っており、2005 年度は 149,000

アクセスをいただき、2001年度の 34,000 アクセスから4倍

以上に増えています。「お知らせ」のページでは、研究所の

活動に関する最新情報を提供しています。また、書籍刊行物

の「成果情報」「研究所報告」「研究所資料」「農環研ニュース」

のpdf 形式のファイルを掲載し、詳しい研究成果が自由に閲

覧できるようにしています。さらに、特許情報や各種のマニュ

アル、データベースを公開し、当所で得られた研究成果を広

く活用して頂けるようにしています。

出版物
　定期的な刊行物として、「農業環境技術研究所年報」と

「Annual Report」を毎年発行して、最新の研究成果をそれ

ぞれ日本語と英語で公表しています。また、「農環研ニュー

ス」を年 4回発行し、研究所の成果や日常の活動を判りや

すい形で紹介しています。さらに、「農業環境研究成果情報」

を毎年発行し、新知見・技術を公表して成果を社会へ還元

することを目指しています。

　この他 2005 年度には、「農業環境研究叢書第 17 号：農

業生態系の保全に向けた生物機能の活用」、「農業環境技術

研究所資料第 28 号：わが国の米、コムギおよび土壌におけ

る 90Sr と 137Cs 濃度の 1959 年から 2000 年にわたるモニタ

リング調査（英文）」、「農業環境技術研究所資料第 29 号：

土壌モノリスの収集目録およびデータ集」、「農業環境技術

研究所報告第 24 号：わが国の米、小麦および土壌における
90Sr と 137Cs 濃度の長期モニタリングと変動解析；日本およ

びタイの農耕地における土壌有機物動態モデルの検証と改

良；水稲作付面積計測レーダ（SAR）の利用」が刊行され

ています。

研究成果の技術移転
　2005 年 9 月 21 日～ 22 日に、「TXテクノロジー・ショー

ケース　ツクバ・イン・アキバ 2005」が東京・秋葉原で行

われ、2日間で 1750 名の参加者があり、盛況となりました。

当所は研究所紹介および研究成果のパネルを出展（ベスト

ポスター賞受賞）いたしました。

　2005 年 10 月 6 日～ 7日に、農林水産省主催の「アグリ

ビジネス創出フェア 2005」が東京国際フォーラムで開催さ

れ、これを共催するとともに、研究成果の展示やミニセミ

ナーに参加いたしました。

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

TX テクノロジー・ショーケース
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一般公開
　農環研では毎年一回、科学技術週間に合わせて一般公開

を実施しています。2005 年度の公開は 4月 20 日に「次世

代につなげよう、豊かな大地と環境」のメインテーマのも

とで行われ、午後には雨が降り出すあいにくの天気ながら

1000 名を超える参観者でにぎわいました。特設会場ではさ

まざまな研究成果が紹介・展示されたほか、土や昆虫・微

生物の標本展示や観察体験、圃場における野菜の収穫体験

や小松菜の試食などが実施されました。また、「農業と環境

を支える土と水」というテーマで講演会が開かれ、最新の

成果が分かりやすい語り口で解説されました。

　なお、「農業環境インベントリー展示館」や「組換え植物

隔離圃場」などの当所の施設は、科学技術週間以外でも一

般の見学を受け付けており、当所の成果や活動を広く紹介

することに努めています。見学を希望される方は、事前に

当所の広報情報室（電話 029-838-8191）にご連絡ください。

特に関心のある分野について早めにお知らせいただくと、

その分野に詳しい職員がガイド役として同行することも可

能です。

キッズコミュニケーション
　「つくばちびっ子博士」は、小中学生が研究所で最先端の

科学技術に触れることにより、科学技術に対する関心を高

め、夢と希望に満ちた未来を考えるための手がかりにして

もらうことを目的に行われているものです。2005 年度は 7

月～ 8月を実施期間とし、当所は期間中の毎週水曜日の午

後 2時から午後 4時までを見学時間として、昆虫展示室の

見学を実施しました。

　さらに、当所ではつくば市内の中学生を対象として「職場

参観」を毎年実施しています。職員が働く様子やいろいろな

実験設備の見学、最新の研究についての説明などを行い、当

所の活動や成果について分かりやすく紹介しています。

マスコミ
　新聞・雑誌・テレビ等において 35 件の研究情報が報道さ

れました。

　代表的なものは下記のとおりです。

コミュニケーション
Communication

一般公開：小松菜の収穫体験

一般公開：微生物標本館

つくばちびっこ博士：昆虫標本を見てみよう

報道日 件名 相手先

2005.5.22 組換え体研究の難しさと面白さ、
研究職を選んだ経緯について

東京新聞

2005.4.17 地球規模の気候変動がコメの収
量に及ぼす影響について

日本経済新聞

2005.6 水稲を利用したカドミウム汚染
田のファイトレメディエーショ
ンについて

日経 BP社

2005.5.24 ミニ農村について
自然と共生する環境づくりに関
する研究実施

NHK水戸放送局

2005.5.30 東北地方の里山における昆虫観
察について

日本テレビ

7月 19 日号 地球温暖化が農業地図を塗り替
える」世界の穀物について

毎日新聞社
（週刊エコノミスト）

2006.1.25 気候変動が世界の農業に及ぼす
影響について

読売新聞社
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安全衛生活動
　職員の安全および健康を確保し、快適な職場環境の形成

を促進するため、以下の活動を実施しています。

1. 法の遵守および自主基準の設定と徹底

2. 安全衛生委員会の開催

3. 巡視活動による危険・有害要因の排除

4. 作業環境測定の定期的な実施

5. 健康診断の定期実施と受診の徹底

6. メンタルヘルスケアや各種ハラスメント防止対策の恒常

的な実施

安全巡視の取り組み
　産業医、衛生管理者および安全衛生委員による職場巡視

を定期的に実施し、巡視記録を作成・保管するとともに、

職場における安全・衛生面の問題点を明らかにし、快適な

職場環境の形成と事故の予防措置を図っています。

　巡視の結果は環境改善に反映され、分煙の徹底（後項）や、

アスベスト除去のための改修工事等が随時行なわれていま

す。

健康管理の取り組み
　一般定期健康診断および特殊健康診断を定期的に実施し、

職員の健康障害や疾病の早期発見に努めています。

　また、健康診断実施後の事後措置として、有所見者に対

して産業医との面談の実施および書面通知による定期的な

フォローをおこなっています。健康相談なども随時受け付

け、職員の健康の保持増進に努めています。

　さらに、健康に関するアンケートを実施し、健康診断結

果とあわせた集計に基づき、産業医による生活習慣病に関

しての講演会を実施するとともに、健康づくりの一環とし

て生活習慣病の冊子を配布し、健康への関心が高まるよう

努めています。

分煙への取り組み
　職場における受動喫煙を防止するため、分煙方式をとり、

各階に備えてある集煙装置の一部更新をおこないました。

メンタルヘルスの取り組み
　メンタルヘルスの事業として実施されている、相談など

を活用しています。

1. メンタルヘルス相談

　農林水産技術会議事務局筑波事務所において、職員が抱

える悩み事を相談することで精神的なストレス・疲れを癒

し、心身のリフレッシュを図り、普段から心の健康状態を

良好に保つための対策として、毎月 2 回定期的に実施。

2. カウンセリング室

　外部医療機関の医師による直接相談を共済組合筑波支部

で実施。

3. 無料電話健康相談

　職員の健康・疾病・メンタルヘルスなどのあらゆる健康

に関する悩みについて、保健師・看護師・カウンセラーな

どの専門スタッフが答えてくれる無料電話相談を農林水産

省共済組合で実施。

4. メンタルヘルス講演会

　農林水産技術会議事務局筑波事務所が年 1 回実施してい

る外部講師による講演会へ職員の参加を呼びかけ。

セクシュアル・ハラスメント防止の取り組み
　セクシュアル・ハラスメントの防止などに関しては、規

程を整備し、相談員が苦情相談に当たり、迅速に解決する

体制を整えています。

　また、相談員会議を実施し、良好な勤務環境を確保する

ため、アンケート調査による実態調査およびパンフレット

を配布し、防止に努めています。

労働災害の状況
　農環研では、圃場管理のため、大型農機具を使っての作

業が少なくありません。

　また、多種類の薬品・ガスなども実験に多く使われてい

るため、研究機関特有の危険・有害要因が、潜在的に数多

く存在しています。

　そのため、「安全はすべてに優先する」をモットーに事故

を未然に防止し、健康的な職場環境を実現するための活動

を推進しています。

快適な職場環境づくり
Creating a comfortable work environment
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農業環境技術研究所に復活した農業生態系
Agricultural ecosystems restored at NIAES

－つくばの農村環境の保全にも貢献－

農村環境とは
　伝統的な平地の農村は、一見乱雑な土地利用が行われてい

るように見えますが、集落（ムラ）－田畑（ノラ）－二次林（ヤマ）

という農村環境の基本単位が並んで構成されています。そし

て、それぞれの基本単位には必ず用水路やため池といった水

辺がありました。基本単位はトンボ類やカエル類などの小動

物が移動可能な大きさでしたので、例えば池さらいでそこの

生き物が失われても、近くの池から移り住むことで農村の生

物相が維持されてきました。

　しかし、近年は農村の開発が進み、生き物のすみかとなる

ノラとヤマが減っています。さらに、農村環境の基本単位の

モザイクが不連続になってきました。こうなると、ある場所

に人の手が入った後の空き地に周りから生き物が移り住めな

くなってしまいます。これらの結果、農村でかつては普通に

見られた多くの生き物が姿を消していっているのです。

農村に見られる水辺の創造
　農環研では、農村環境の生物相を調べるほか、農業生態

系の保全に関する研究を行っています。ここでは農村環境

にかつて広くみられた水辺環境（湿性緑地）の創造とその

効果について紹介します。

　1980 年代の後半、所の敷地内に、池、用水路（を模した

池）、および谷津田を造成しました。蜻蛉（トンボ）池と名

づけられた池と周辺に創造された林は、社寺林とその中の

池を模しており、お稲荷さんも奉られています。谷津田で

は谷頭にため池も造成し、実際に毎年稲作を行っています。

造成前は植林地でした

水を入れ始めたところです（1986 年完成）

蜻蛉（トンボ）池とよばれています。

造成前は芝生でした

谷を模して地面を削っています（1989 年完成）

毎年稲作を行っています（田植えの直後）

池の造成 谷津田の造成

造

成

前

造

成

中

現

在

の

姿
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生き物の回復（トンボを例に）
　農環研に創造された湿性緑地に戻ってきた生き物のうち、

トンボについてまとめます。トンボの生息には幼虫（ヤゴ）

がすめる良好な水辺が欠かせません。また、トンボには多

くの種類がありますが、わずかな環境のちがいによって好

みが分かれます。さらに、完全な昆虫食のトンボは食物網

の高次に位置します。つまり、多種多数のトンボがみられ

るならば、そこには良好な湿性緑地があり、その環境は多

様であり、他の生物相も豊かであることを意味するのです。

　所内に湿性緑地を創造してすぐにトンボたちは戻ってき

ました。1989 年には 31 種のトンボの生息が確認されてい

ます。つくば学園都市の建設が始まる前、現在の洞峰沼で

確認されたトンボが 28 種でしたので、短期間に農村環境が

回復されたことになります。農環研の周囲に良好な農村環

境が残っていたことも効果的であったと考えられます。

　図に示すように、所内の湿性緑地でみられるトンボはわ

ずかな環境のちがいによって優占する種が異なります。水

生植物が豊かな水辺ほどトンボの個体数が多い傾向を示し

た一方で、コンクリートで作られた水辺では生息が確認さ

れませんでした。

　農環研における湿性緑地の創造は、実規模の環境での再

生実験として重要な知見が得られたとともに、わが国にお

けるビオトープのさきがけでもありました。現在、農環研

の湿性緑地は、開発が進むつくばにおいて貴重な農村環境

となっています。

＜開けた水辺が好き＞

オオイトトンボ

マユタテアカネ

ショウジョウトンボ

アジアイトトンボ オオアオイトトンボ

オオシオカラトンボ

クロイトトンボ

※長田ほか（1997）に基づき作成

農業環境技術研究所の水辺に見られるトンボたち
わずかな環境の違いで好みが分かれます

協力：山本勝利、中谷至伸、山中武彦

周りは木々
オオイトトンボ、クロスジギンヤンマ

周りは草地
シオカラトンボ、アジアイトトンボ

水中に立つ植物が多い
マユタテアカネ、マイコアカネ

＜木々に囲まれた水辺が好き＞

水中には植物が少ない
オオアオイトトンボ

水面に葉を浮かべる植物が多い
ショウジョウトンボ、

オオシオカラトンボ、クロイトトンボ、
アオイトトンボ、キイトトンボ

でも、植物が
ない水辺には
すめません
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外部の方からのご意見

農業環境技術研究所環境報告書
2005 年版を読んで
　このたびはじめて刊行された農業環境技術研究所環境報

告書 2005 年版を通覧した感想をのべたい。本機関はすでに

年報そのほかの広報出版物を定期的に刊行している。した

がって、本報告書の視点および対象とする読者の範囲は従

来の出版物とはっきりと区別されねばならない。いずれに

せよ読者としては、よりひろい範囲を対象にすることから、

まず全体像が容易に把握できてしかも取り付きやすいもの

でなくてならない。その目的はおおむね達成されていると

感じた。さらに詳しい情報を求められれば、別のアクセス

を提供すればよい。

　本書は全体としていわゆる環境報告書に求められる一般

的報告５原則に沿って簡潔に整理され、なかでも事業所の

活動，組織については要領よくまとめられている。これら

データは正確性、検証性などについて最初から詳しさを追

求すればあれもこれもときりがなく、もし不十分であれば

要望に応じて順次改善していけばよい。研究トピックス紹

介については、わかりやすい表現に向けた努力のあとが見

えるが、本報告書の目的からして研究内容ではなく、むし

ろ環境問題解決への貢献にくどいほど力点を入れて書き込

むべきであろう。

　つぎに事業活動にともなう環境負荷については、環境研

究を行う事業所であっても研究機関一般のレベルを大きく

逸脱していなければ可とせざるを得ないし，また内部努力

による負荷低減にも当然限界がある。むしろ、環境問題に

かかわる機関に対して社会が抱く期待は、環境負荷低減に

向けたより強い配慮と取り組みの姿勢である。

　そのためには本事業所のミッションである農業環境問題

の特性と重要性にかかわる記述を随所に埋め込み、より臨

場感に富む ｢読ませる ｣報告書とするようさらに工夫して

ほしい。末尾の生物多様性保全についても、ミニ農村や機

関が有する広大な試験圃場および緑地管理にも言及するこ

とで農業環境研究機関のカラーをより強く印象付けられる

のではないか。

　このように注文がエスカレートすると研究現場の仕事が

増えるが、細分化された課題に没入して大筋の目標がかす

んでしまったときに環境研究のあり方を問い直す効用もあ

ろう。本報告書は機関としての報告書であるが、やはり個

人レベルでの研究者の環境問題に対する姿勢が感じられる

ような表現を盛り込む工夫も必要である。これによって研

究者の思考回路へのプラスのフィードバックもありえよう。

公式な報告書一般に通じることであるが、基準に合わせる

と形式は整うが乾燥したものとなり、おおよそ外部の人に

は取り付きにくいものになる。普通の人を対象に発信した

いのであれば、｢読ませる ｣ ものという観点から ｢形式と

面白さのバランス」がだいじである。その点からはまだ他

機関のものを参照する余地がありそうだ。

　｢隗よりはじめよ ｣の言葉どおり、いやしくも環境研究

にかかわる機関がその事業所規模としては義務付けられて

はいないにもかかわらず、進んでこのような報告を公にす

ることには大きな意義がある。

環境報告書編集委員会より
　貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。

　2005 年度版では確かに研究内容紹介パンフレットの色彩

が強かったことから、今年度版では環境問題への取り組み

に関しての記述により力を入れて編集いたしました。特に、

「環境負荷低減への取り組み」においては具体的な数値デー

タを多く追加するなど、より環境報告書に相応しい部分を

強化することを目指しました。

　「環境配慮の基本方針」として新たに項目を立て、制定さ

れた環境憲章を掲載いたしました。「環境保全に対する取り

組み」の執筆にあたっては職員の協力を得てのアンケート

調査を行ない、個人レベルの環境問題に対する取り組みを

盛り込む努力をいたしました。また、生物多様性保全につ

きまして、本年度はミニ農村の中にある蜻蛉池とトンボに

ついての特集とし、ご指摘にもあります「読ませる」報告

書に近づくよう努力いたしました。

　初めての環境報告書の編集にあたって、「読んでの面白さ」

や「農環研らしさ」に物足りなさが感じられたのは大きな

反省点でありました。読んで面白いという理想の環境報告

書を一朝一夕にして作ることは、なかなか難しいのですが、

次年度以降も継続して発行していくことによって、少しで

も「理想」に近づくことができればと考えております。

前茨城大学農学部教授

永田　徹 様

Outside comment
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環境報告書に対する監事監査意見書
Auditors’ review

　当研究所では、環境報告書を開示する内容の信頼性を高

めるために、当研究所の監事による監事監査の一環としての

環境監査を経て環境報告書を発行しています。

　監事は、環境活動をとりまとめた環境報告書は理事長はじ

め幹部の環境に関する業務執行の結果であるとの認識のも

と、年間を通した環境監査を実施しており、環境報告書発行

にあたり環境監査結果を環境報告書に対する監事監査意見書

としてまとめています。
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技術研究所

農業環境
技術研究所

農林団地
中央

布袋池

バス

バス

【電車と路線バス】

◎ JR 常磐線・牛久駅西口より

　関鉄バス「つくばセンター」「谷田部車庫」「筑波大学病院」行き

　「農業環境技術研究所」下車徒歩 3分

◎つくばエクスプレス・みどりの駅より

　関鉄バス「農林団地循環」行き

　「農林団地中央」下車徒歩 12 分

◎つくばエクスプレス・つくば駅よりつくばバスセンター

　関鉄バス「牛久駅」行き

　「農業環境技術研究所」下車徒歩 3分

【自動車】

常磐自動車道谷田部 IC より約 5km

圏央道つくば牛久 IC より約 5km

国道 408 号線「布袋池」丁字路（農林団地入口）を曲がり

1つめの信号（観音台 2丁目）を左折、左側 2つめの入口（約 800m）

独立行政法人農業環境技術研究所
〒 305-8604 茨城県つくば市観音台 3-1-3
Tel. 029-838-8148（代表）　　Fax. 029-838-8199
E-mail: www@niaes.affrc.go.jp
http://www.niaes.affrc.go.jp/
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Communication
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独立行政法人農業環境技術研究所
環境報告書2006

2006年12月発行

この報告書の印刷には古紙配合率100％の再生紙と、
溶剤に植物性大豆油を使用したインキを使用しています。

本報告書に関するご意見やご質問は下記までご連絡下さい。

独立行政法人農業環境技術研究所
企画戦略室／総務管理室／財務管理室
〒305-8604　茨城県つくば市観音台3－1－3

Tel. 029－838－8148（代表）　Fax. 029－838－8199
E-mail：www@niaes.affrc.go.jp
ホームページ：http://www.niaes.affrc.go.jp/

【お問い合わせ先】

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

ロゴマークの青は空を、白は雲と水を、緑は生物を、
文字の茶色は土をイメージしています。
すなわち、当研究所のロゴマークには、農業環境研
究が対象とする領域が表されています。

 独立行政法人

農業環境技術研究所
National Institute for Agro-Environmental Sciences
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