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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

Conserve the environment

by listening to wind, observing soil

and thinking of our future

ロゴマークの背景にある薄青色の部分は空、白い部分は雲あるいは水、緑色の部分は生物をそれぞれ

イメージしている。また、NIAESという当所の英語略称を茶色で描くことで土をイメージしている。

あわせて、農業環境研究の対象領域を表している。



は し が き

農業環境技術研究所は、農業と環境の関わりにおいて時空を超えた問題を研究することを使命として、２００１

年４月に独立行政法人として新たに組織された。これに併せて、２００５年を目標年次とする５カ年計画が立て

られた。この計画は、安全・安心、制御、継承を基本理念として、３つの研究ミッションを定めた。それは

次の通りである。

１）気候変動の下で、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。

２００４年度は、この５カ年計画の目標を達成する上で極めて重要な年であった。過去３年間における成果と

目標達成度の的確な評価を基礎として年次計画をたて、その着実な遂行を図った。そのために、私たちは、

研究所の運営において基本となる機能として定めた次の９の機能を吟味し、それらが達成されているか常に

点検しながら研究所の運営に当たった。

受信（社会・専門・政策）／研究（自己増殖・成長）／連携（MOU・専門・行政）／討論（セミナー・

啓発）／貯蔵（インベントリー・醗酵）／評価（業績・課題・運営・機関）／発信（専門・一般・パブリッ

クアセスメント）／提言（リスク評価・マスタープラン）／宣伝（新聞・ＴＶ・雑誌・インターネット）

研究プロジェクト「外来植物のリスク評価と蔓延防止策」を平成１７年度科学技術振興調整費に応募し採択

されたこと（受信）、カドミニウムで汚染された水田を修復するための土壌洗浄法を開発したこと（研究）、

昨年度MOUを締結したドイツ、中国および韓国の農業環境研究機関に加えて、新たにラオスとMOUを結

んだこと（連携）、アジア・太平洋外来生物データベースシステム（APASD）を構築したこと（貯蔵）、第

３回国際窒素会議において「窒素管理のための南京宣言」を発したこと（提言）などをはじめとして、ここ

にお届けする２００４年度年報には、数多くの活動を報告している。

この年報が農業環境研究をさらに発展させるために、あるいは農業環境問題を解決するために少しでも役

立つことができるならば所員一同にとって大きな喜びである。なお、巻末には所員の研究成果リストを掲載

した。必要な資料のご請求をいつでも歓迎いたします。

平成１７年１２月

独立行政法人農業環境技術研究所理事長

佐藤 洋平
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１．地球環境部

地球環境部は、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、食料生産予測チーム、

フラックス変動評価チームで構成され、「地球規模での

環境変化と農業生態系との相互作用の解明」および「生

態学・環境科学研究に係わる基礎的・基盤的研究」をテ

ーマとした課題を担当している。前者については、地球

規模の環境変動が農業生態系に及ぼす影響の解明および

農業が地球環境に及ぼす影響解明と対策技術の開発を、

後者については、環境資源情報の計測・解析技術の高度

化をそれぞれ目標とし、以下の小課題を実施している。

気象研究グループでは、地球環境変化によって生じる

農業生態系への影響の予測と大気質変化を明らかにする

ことを目的に３つの小課題を実施している。

「気候変化や二酸化炭素の濃度上昇による農業気候資

源量の変動特性の解明と影響評価」は、気候変化による

水循環の変動が東・東南アジア地域の農業生産に与える

影響を明らかにすることを目的としている。この課題で

は、これまで構築したユーラシア大陸東部を対象とする

大陸スケールの水循環モデルに、高度化した灌漑サブモ

デルを組み込むことによって、流出量や土壌水分量を適

切に推定することができるようになった。そのモデルに、

１９０１年から２０００年までの気象データを入力し、小流域毎

に、作物が生育するのに必要な最低限の給水量の指標で

ある灌漑要水量と、利用可能な水資源量の指標である流

域流出量との比率である水需給比率（＝灌漑要水量÷利

用可能な水資源量で、値が大きいほど利用可能な水資源

の多くの割合を灌漑のために消費し、水が逼迫している

ことを示す）の分布を図示した。この水需給比率の値が

大きい地域は、農耕地が集中し、かつ、降水量が比較的

少ない中央アジア、パキスタン、インド西部、中国華北

に分布した。また、各種水文要素を主要な河川流域全体

で集計すると、灌漑農地面積あたりの灌漑要水量（値が

大きいほど灌漑水が多く必要）はインダス川（２４３mm）、

ガンジス川（１６５mm）、黄河（１２３mm）、メコン川（６２mm）、

長江（２１mm）の順、水需給比率はインダス川（０�３２８）、

黄河（０�０９５）、ガンジス川（０�０５７）、長江（０�００３）、メ

コン川（０�００１）の順となり、インダス川流域が最も農

業水資源の逼迫度が大きいことが示され、河川流域毎の

農業水需給関係の空間分布特性が明らかになった。これ

らにより、広域において、農業生産に必要な水需要量と

供給可能な水資源量を評価することが可能となった。

「二酸化炭素の濃度上昇がアジアのコメ生産性に及ぼ

す影響のモデル化」では、大気 CO２の増加がアジアのコ

メ生産に及ぼす影響を的確に予測することを目的にし

て、FACE（開放系大気 CO２増加）及びチヤンバー実験

を行い、高 CO２濃度による物質代謝・生長・熱収支など

各プロセスの応答の変化を解析している。個葉の光合成

過程の高 CO２応答から群落光合成を精度良く推定するた

めに、生化学的反応を考慮した Farquharモデルを導入

して群落光合成を推定し、人工気象室の高 CO２濃度実験

における実測値と比較した。その結果、前年度の光－光

合成曲線に基づくモデルに比べて高い適合度を示し、推

定精度を大幅に向上することができた。また、昨年度開

発した群落熱収支モデルの気孔の環境応答に品種特性値

を導入することによって、日本（岩手県雫石町）と中国

（江蘇省無錫）の開放系大気 CO２増加（FACE）実験に

おけるイネ群落蒸散量の地域、年次間比較を可能にした。

その結果、生育期間の積算蒸散量は、地域、年次間で１�７

倍に及ぶ差異が認められたが、高 CO２による蒸散抑制程

度は４～１２％と比較的小さい範囲にあることがわかっ

た。イネ成長プロセスでは、従来のモデルMACROS

（Modeles of an Annal CROp Simulator）がイネの葉面積

の高 CO２影響を過大評価したことを修正するために、吸

収窒素に基づく葉面積モデルを導入するとともに、群落

光合成をより良く再現できる Farquharの光合成モデル

を導入した。また、土壌物質代謝プロセスでは、生物地

球化学モデルの一つである DNDCモデルに湛水条件の

Fe還元過程を新たに取り入れた。以上の各プロセス・

モデルの改良により、高 CO２がイネの光合成、成長、水

利用および土壌炭素・窒素代謝プロセスに及ぼす影響を

包括的に推定することが可能となった。ただし、現在の

ところ本モデルは FACE実験で実測した葉面積、乾物

重、土壌からのメタンフラックスの季節・年次変動を概

ね再現するが、乾物重、収量の高 CO２応答はやや過大に

推定する傾向にある。

「農業生態系における炭化水素、花粉、ダスト等大気

質の放出・拡散過程の解明」では、農業生態系から放出

�．研究実施の概要

１



される微量ガス、砂塵や花粉の大気中への放出拡散量を

評価する手法を開発するとともに、放出・拡散過程にお

いて作用する主たる要因を明らかにすることを目的に行

っている。イネモミ残渣燃焼ガスの成分組成および発生

動態について、気象条件の中でも特に燃焼状態への影響

が大きいと考えられる風速との関係を調べる燃焼実験を

行い、各炭素系ガスの全炭素系ガスに対する放出量比率

に着目して解析した。風速の増加にともなって CO２の比

率が増え、CH４を含む炭化水素系ガスの比率が減少した。

逆に、風速が弱いほど CO２の比率は減少し、それを補う

ように炭化水素系ガスの比率が増加した。一方、COの

放出量比率は、風速の強弱によってあまり変化しなかっ

た。従来までの一般論とは異なり、CO２の増減と補完関

係にあるのは COよりも CH４を含む炭化水素系ガスであ

ることが明らかになった。ダストに関しては、中国敦煌

における地表面が異なる地表面（ゴビ砂漠、灌木がある

荒漠地、オアシス農地）の３地点（各地点間の距離は約

１０km）における観測とデータ解析から、オアシス農地、

荒漠地、ゴビ砂漠があると想定した小領域（１０km×１０

km）におけるダストの水平および鉛直輸送フラックス

（単位面積・単位時間あたりの物質の移動量）を推定す

る方法を開発した。小領域内でのゴビ砂漠における砂の

水平フラックスは、オアシス農地より数十倍高く、２００２

年の年間の正味通過量は約４�７トン／ｍと推定されたが、

ダスト鉛直フラックスは農地の１／１０�０００にしかならな

いことがわかった。 （野内 勇）

生態システム研究グループでは、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や空間構造の特性に

及ぼす影響の解明、および、環境資源情報の計測・解析

技術の高度化に関する研究を行なっている。

「窒素負荷の増大等による農業生態系の酸性化と窒素

等の動態把握手法の開発」では、窒素の土壌内での動態

を明らかにするため、関東周辺多地点での林床からの N２

O発生量、および全国渓流水調査結果を用いて、大気か

らの窒素負荷との関係を検討した。渓流水窒素濃度も N２

O発生量も大気からの窒素負荷と最も相関が高く、自然

流域における窒素動態に大気からの窒素負荷が重要な影

響を与えていることが分かった。さらに、土壌内での窒

素浄化を考慮したモデルや統計モデルにより、大気窒素

負荷量から、渓流水中硝酸濃度や N２O発生量の地域的

な分布がおよそ再現された。

次に、東アジアを対象に、農耕地や市街地を含む領域

の窒素循環を、１９６１年から現在まで１kmスケールで推

定した。施肥量の多い中国東部や韓国で大きな負荷が見

られた。特に大都市など人口密集地への負荷が大きく、

さらに近年の農村から都市への人口移動により、経年的

な増加も著しいことが分かった。全領域での窒素負荷量

の増加は４０年間に３�８倍、人口密集地では６�２倍となって

いた。面積あたりの窒素負荷がもっとも大きいのはシン

ガポール、インドネシア、韓国、中国の大都市であった。

「物質収支算定システムの構築と環境負荷の定量化手

法の開発」では、これまで行なってきた１９９７年までの５

年ごとの窒素養分算定結果に、１９９８年から２０００年の算定

結果を加え、その後の変遷傾向を検討した。この３年間

は、輸入量と国産量の両者が１９９７年の量より若干減少し、

ほぼ同じ状態で推移している。その中で、輸入畜産物の

増加と飼料消費量の減少は依然として続いている。畜産

物全体の消費量にはほとんど変化はないことから、国内

の飼養家畜頭数の減少とそれを補う輸入畜産物の増加の

結果と解釈できる。そのため、家畜ふん尿の発生量が減

少し畜産業からの環境への排出量はかなりの減少を示し

た。しかし食生活からの環境への排出量にはほとんど変

化が認められなかった。また、全国版養分収支算定シス

テムの拡充のため、１９９７年の窒素養分収支の算定結果を

用いて、加工業からの環境への排出量の内容について検

討した。昨年度までの算定において、加工業から環境へ

の排出量１５４千 tのうち、算定システムで評価できない

量は７０千 tであった。今年度、新たに、果汁かす、澱粉

かす等の計８品目の副産物に関するデータを整備し、昨

年度までの未評価量のうち、１１�３千 tを明らかにした。

「GISを活用した農業生態系の空間構造変動の定量的

把握手法の開発」では、前年度まで実施していた迅速測

図（１８８０年代）と現存植生図（１９８０年代）の２時期のみ

の比較を拡張し、今年度は地形図と航空写真から新たに

３時期（１９００年代、１９５０年代、２０００年代）のデータを加

え、１８８０年代から２０００年代にかけて５時期の土地利用変

化の経過を解析する手法を確立した。この手法を用いて

牛久市周辺地域の約１２０年間の土地利用変化を解析した

ところ、１８８０年代～１９００年代および１９００年代～１９５０年代

の期間に発生した土地利用変化はその殆どが農業的なも

のであったのに対し、１９５０年代以降には都市化が顕著に

なったことが分かった。５時期に起きた土地変化の回数

により調査地域内を分類すると、土地利用の変化が４回

あった地域は０�７％の面積を占めていた。以下、３回の

地域は１４�６％、２回の地域は３０�７％、１回の地域は３１�０％

で、無変化の地域は２３�０％を占めていた。

「衛星情報のデータベース化と画像解析手法の高度化」

では、昨年度構築したデータベースに改良を加え、施肥
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量などの量的要素も収録できるようにするとともに、

FAOが公開する中国の主要農作物を追加収録した。こ

のデータベースの RDBMS（リレーショナルデータベー

ス部分）には、プログラミング言語よりアクセスできる

ことを確認した。衛星画像に関しては、２００１年７月～２００３

年１２月のタイ受信MODISのデータ約３０００件を処理し、

地表面分光反射率画像を作成した。さらに、RADARSAT

衛星搭載の合成開口レーダ（SAR）の２時期のデータと

数値地図２５０００を用い、雲に障害されることなく水田を

抽出する方法を開発した。また、航空機搭載の多波長・

多偏波 SARによる１時期の観測データから水田を抽出

する手法も開発した。

「リモートセンシングによる植被動態の広域的検出・

評価手法の開発」では、光合成に関連する特性値（光量

子収率、飽和光合成速度、暗呼吸、および光利用効率）

と、同時測定したハイパースペクトル計測による反射特

性との相関分析を行い、５３１nmと５７０nmを用いたスペ

クトル指数と光利用効率の間に特に密接な関係があるこ

とを見出した。この関係を利用して光利用効率を推定す

るモデルを考案した。群落構造特性の評価に関しては、

反射率・偏光度等を入力とするニューラルネットモデル

をイネ等３作物についての実測値で検証し、平均葉面傾

斜角の遠隔計測法としてニューラルネットモデルがある

程度の一般性（相関係数０�８７）を持つことを確認した。

また、出穂期コムギ個体群の赤バンド偏光反射率により、

茎立期追肥の施用効果を早期検出できる可能性を明らか

にした。衛星データに関しては、MODIS画像の植生指

数の季節変化を抽出・補間する手法を開発し、季節変化

曲線の特徴点（最大値等）の自動抽出により、田植、出

穂、刈取日を平均２乗誤差９�０～１２�１日で推定できるこ

とを示した。

「環境資源・環境負荷データの分類手法及び多変量解

析手法の開発」では、巨大系統樹推定のために新たに開

発したソフトウェア BOGENを生物の遺伝子情報（塩基

配列）に適用し、未知の機能性をもつ物質や生物を探索

する方法を開発した。例として、アオコ毒分解機能をも

つ細菌の探索に適用し、系統関係を考慮しない探索に比

べ、極めて効率的に目的とする機能をもつ生物を発見で

きることを示した。また、回帰分析や分散分析において

基本となる非心 F分布に関して、前年度近似精度を証

明した変数変換を用いることにより、３つ以上の処理を

比較するための従来の多重比較法が適用できることを明

らかにした。 （三輪哲久）

温室効果ガスチームでは、「農地の利用形態と温室効

果ガス等の発生要因の関係解明及び発生制御技術の開発

に関する研究」を実施している。

平成１６年度は、国内と中国において土地利用や有機物

・肥培管理をかえて温室効果ガス発生削減試験を行っ

た。温室効果ガス発生制御施設で行った過去２年間の田

畑転換試験（水稲継続、陸稲への転換、大豆－小麦二毛

作への転換）の結果、トレードオフ関係にあるメタンと

亜酸化窒素の発生量を地球温暖化ポテンシャル値で比較

すると、いずれの場合も１００ g CO２ m－２ 程度であった。

また、二酸化炭素を加えた３種類の温室効果ガスの地球

温暖化ポテンシャル値は陸稲区のみで排出、水稲区およ

び二毛作区では吸収であった。さらに、今年度、転換畑

に再び水稲を栽培したところ栽培期間中のメタン発生量

が連作水田にくらべて顕著に低かった。次に、文献を基

に施肥をした世界の水田を対象として亜酸化窒素発生量

のデータベースを構築・解析した結果、常時湛水田より

も中干しあり水田の方が発生量の平均値は大きかった

が、施肥量に対する排出係数については水管理の違いに

よる有意な差はなく、その平均値は０�３１±０�３１％であっ

た。この値は、現在の IPCCにおける農耕地全体の排出

係数デフォルト値１�２５％よりも低く、水田における発生

量はそれほど高くないことが明らかとなった。また、中

国瀋陽のトウモロコシ畑では硝化抑制剤入り緩効性尿素

肥料を用いることにより、亜酸化窒素発生量を６０％程度

に削減できた。農地における土地利用と肥培管理に伴う

温室効果ガス等の発生要因の解明と発生抑制技術の開発

については、バイオマス燃焼による温室効果ガス等の発

生量推定手法を開発するための燃焼実験を行い、燃焼温

度に基づいた推定が可能であることを示した。また、施

用有機物の C／N比が小さいほど、N２Oおよび NOの発

生量が大きいことを定量的に示した。栽培管理技術およ

び土壌保全技術を利用した温室効果ガスの合理的排出削

減技術の開発では、田畑輪換栽培圃場と不耕起栽培畑圃

場における CO２、CH４、N２Oフラックスの通年変化を測

定し、農業からの温室効果ガス排出の削減技術として、

不耕起栽培が有効であることを示した。

食料生産予測チームでは、「地球規模の環境変動に伴

う生育阻害要因を考慮した東アジアのコメ生産力の変化

予測」、「中国における砂漠化に伴う環境資源変動評価の

ための指標の開発に関する研究」を行っている。

２１００年の気温が１�４～５�８℃上昇すると予測している最

新の全球気候モデルの中で、中庸な予測値をもつ英国ハ

ドレーセンターのモデルを用いて、月平均気温、降水量

および日射量等を、全球では０�５°、日本域では１０kmメ
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ッシュに線形内挿し、本課題の共通データとした。同様

に、日本域については、気象庁の気候統一シナリオを、

１０kmメッシュに展開し、共通データとした。統計的ダ

ウンスケーリング手法（SDSM）によって、日本におけ

る降水量変動を予測する手法を確立し、２０３０～２０５０年に

おいては夏季の降水量が日本海側では増加するのに対

し、太平洋側では減少することを明らかにした。また、

気温上昇に伴うニカメイガによる水稲の減収率を見積る

推定式を確立し、２０３０～２０５０年の平均減収率は、本州中

央部ですでに４～８倍になることを予測した。この結果、

気候シナリオに加えて、水稲生育阻害要因となる水資源、

害虫に関する影響予測手法が確立され、水稲栽培適地の

変動を予測する準備できた。

中国における砂漠化研究については、内蒙古半乾燥地

域の草地における４１地点の土壌・植生の同時調査結果を

解析した。地形・地質などをもとに調査地の景観タイプ

を沙地（ホルチン沙地・ホンシャンダク沙地・ムウス沙

地・クブチ砂漠）と沙地以外の草原（内蒙古高原・黄土

高原）の２つに大きく分けた上で、この２つの景観タイ

プ内において、砂漠化程度の違いにより沙地を２段階、

沙地以外の草原を３段階に分類した。そして、それぞれ

の砂漠化程度の違いによって特徴的な群落を構成する標

徴種が認められ、それらが砂漠化程度を示す指標として

有効であることが明らかとなった。このほか、土壌の粒

径組成・有機炭素・全窒素・pH・電気伝導率・可給態

リン酸と植生の群落高・被度・地上部乾重を比較した結

果、土壌では粒径組成と有機炭素含量が、植生では種組

成、群落高・被度・地上部乾重が、各砂漠化程度に応じ

て有意に変化しており、これらが砂漠化程度を表す指標

として有効であると考えられた。

フラックス変動評価チームでは、「農耕地や自然生態

系におけるフラックス変動の評価」に関する研究を実施

している。

湛水期間をもつ水田および自然湿地を対象として、単

位時間内に単位面積を通って大気との間で輸送される

CO２、メタンおよび熱の量であるフラックスを継続観測

し、解析している。今年度は、２０００－２００２年に釧路湿原

で実施したフラックス観測の結果を、水田と対比しなが

ら解析することにより、ヨシが優占する湛水した低層湿

原、地表面にミズゴケ層が発達する高層湿原、稲単作水

田の各生態系の温室効果ガス収支と熱収支の特徴を明ら

かにした。温室効果ガス収支については、植物の生育開

始時期の違いを反映して、高層湿原よりも低層湿原の方

が CO２放出から吸収に移行する時期が遅れ、低層湿原で

は春季に大きな CO２放出が観測された。生育期間中の

CO２吸収量は、低層・高層湿原とも水田より小さく、高

層湿原は水の消費量の割に炭素固定量が小さな生態系で

あることがわかった。さらに、高層湿原では冬季もメタ

ンの放出が継続するため、温室効果ガス係数から見た年

間収支では CO２吸収とメタン放出がほぼ均衡していた。

熱収支については、低層・高層湿原とも顕熱フラックス

の占める割合が水田に比べて大きく、湛水の有無による

差は小さかった。 （今川俊明）

２．生物環境安全部

生物環境安全部は、植生、昆虫、微生物・小動物の３

研究グループおよび組換え体チームから構成される。当

部では、生態系機能を活用した農業生態系の安定化と生

物環境の安全性を確保するため、遺伝子組換え生物や侵

入・導入生物の環境影響評価、生物間相互作用の解明、

生物多様性の評価と保全等について、遺伝子レベルから

農業生態系レベルまでの広範な視点から研究を推進して

いる。

組換え体チームが取り組む遺伝子組換え作物の環境影

響評価については、平成１６年２月に施行された「遺伝子

組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保

に関する法律（通称、カルタヘナ法）」および同時期に

農林水産省が定めた「第１種使用規程承認組換え作物栽

培実験指針」に沿って、組換え作物の花粉飛散に関わる

遺伝子流動やモニタリング等に関わる研究を実施した。

また、平成１７年３月には、アジア太平洋地域食糧肥料技

術センター（FFTC）と共同して、国際ワークショップ

「アジア太平洋地域における侵入生物に対するデータベ

ース構築」を台湾で開催し、情報の共有化に向けた今後

のデータベース構築と連携・協力体制について参加８ヵ

国間で協議した。 （岡 三徳）

植生研究グループでは、大括りにいうと、「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」（中期計画・中課題名）について研究を実施

している。一方、その中身を具体的にみると、「スルホ

ニルウレア系水田除草剤施用が水田周辺の植物群落の種

多様性に及ぼす影響」、「農地管理形態の変化に伴う農地

及び周辺植生の変動予測」、「カテコール関連化合物を放

出する植物の導入が周辺の植物や土壌環境に及ぼす影響

の解明」（中期計画・小課題名）等を中心に、幅広な内

容になっている。

スルホニルウレア系水田除草剤（SU剤）は、我が国を
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はじめ韓国などでも広く使用され、水田生態系を生息地

とする水生植物群集の生存に、大きなインパクトを与え

ている。１６年度は、絶滅危惧水生種子植物であるスブタ

を用いて、ベンスルフロンメチルに対する暴露試験を行

ったところ、本剤はスブタの種子発芽を阻害しなかった。

また、スブタの幼根伸長を指標とした本剤の無影響濃度

と半数影響濃度は、それぞれ１�０ mg／Lと４�０ mg／Lで

あると推定した。これらの濃度は、昨年度評価した水生

シダ植物（サンショウモ、オオアカウキクサ）の実験結

果より著しく高かった。一方、わが国の代表的な SU剤

３種に対するサンショウモの感受性を比較したところ、

ベンスルフロンメチルとイマゾスルフロンに対してはほ

ぼ同等の高い感受性であった。また、ピラゾスルフロン

エチルに対しては、それらよりやや高い感受性であった。

農地及び周辺植生の変動予測では、休耕・耕作放棄に

伴う管理粗放化が水田生態系における周辺植生の空間分

布と水生生物に及ぼす影響の解明、農業生態系における

植生及び植物分布の変動を把握するための調査・解析シ

ステムの開発を行っている。１５年度までに、桜川・小貝

川水系の「下流域低地水田景観」と「下流域台地谷津田

景観」に属する休耕田及び放棄水田は９つの群落タイプ

に区分され、これらは自然立地単位との間に一定の対応

関係があることを明らかにした。しかし、「谷底平野（低

地域）－灰色低地土域」および「谷底平野（台地域）－

多湿黒ボク土域」の２自然立地単位では、自然立地特性

よりむしろ管理形態の差異を反映すると考えられた。そ

こで、１６年度は、この２つの自然立地単位を中心に、地

権者を対象とした当該水田の管理履歴等に関するヒアリ

ングを実施し、土地利用・管理履歴を把握した。統計的

解析の結果、９つの群落タイプのうち７タイプは、耕起

の頻度、引水、客土の有無と土壌水分条件との関係によ

って成立すると推定された。これらのことから、休耕お

よび耕作放棄地における植生変化を定性的に予測するこ

とが可能となった。一方、植生分布及びその変化を推定

するための調査・解析システムを構築するために、利根

川流域の植生・土地被覆モニタリング地区において、秋

期の畦畔の植生調査を継続し、秋期の種組成、種ごとの

高さ及び被度等をデータベースとして蓄積した。また、

昨年度までに作成した土地被覆データベースを利用し、

チョウ類の分布と関係が深い「水田（または放棄水田）

－草地－樹林地」の組み合わせからなる景観に着目して、

これらの接する境界長の最近２５年間における変化を解析

した結果、谷津田型の景観において、樹林－水田の境界

長の減少が顕著であることを示した。

生物群集の遺伝的な多様性については、タンポポ属植

物を対象として、DNAの塩基配列などを指標に８７０個体

の雑種判定を行い、セイヨウタンポポや雑種個体の全国

分布図を作成した。また、関東地方でみられるタンポポ

の４割が４倍体雑種の単一クローンであり、その分布域

が関東全域に及ぶことを明らかにした。これらの成果は、

外来植物の生態系影響を評価するための有用情報となる

ので、所の主要成果として公表した。

カテコール化合物等の生理活性物質は、自然界や農業

生態系に生存する多くの植物種から放出され、アレロパ

シー活性を有するものが多い。１６年度は、新たに約８００

種の導入植物等について、サンドイッチ法で他感作用の

検定を行い、クラウンベッチ、ツノアイアシ、オオサン

ショウモ等の他感作用が強いことを見いだした。また、

他感物質として、ニセアカシアから（－）－カテキン、ユ

キヤナギからシス－ケイ皮酸グルコシド、リュウノヒゲ

からサリチル酸を同定した。さらに、他感作用が強い植

物の活用に関する圃場試験を行い、リュウノヒゲとコン

フリー等が雑草抑制用の被覆植物として有効であること

を明らかにした。一方、ムクナから放出される他感物質

L－ドーパの土壌中における挙動を調査・解析し、L－ド

ーパは土壌による吸着反応および腐植様物質への変換反

応によって急速に消失し、これらの消失反応には L－ド

ーパのカテコール構造が深く関わっていることを明らか

にした。以上の内、ユキヤナギ、リュウノヒゲ、ニセア

カシア等に関する情報は、農業に使用する化学農薬を削

減して環境を保全するために有用な情報になるので、こ

れらを所の主要成果として公表した。 （小川恭男）

昆虫研究グループでは、３つの小課題の下で７つの実

行課題を実施したほか、農林水産ジーンバンク事業の下

で１つの実行課題を実施した。さらに、地球環境部食料

予測チーム、植生研究グループ、組換え体チームの小課

題の下で、実行課題を分担実施した。以下、そのうちの

主な課題について述べる。

小課題「ハモグリバエ等に対する導入寄生蜂等が非標

的昆虫に及ぼす影響の評価」では、海外から導入した天

敵が土着天敵等の非標的昆虫に及ぼす影響を評価するた

めの試験を実施した。ハモグリバエの土着寄生蜂ササカ

ワハモグリコマユバチと導入寄生蜂ハモグリコマユバチ

の寄主範囲、性比、産卵数を比較したところ、両種の生

態的特徴には大きな差はなく、導入種が土着種に対して

優位となる生態的要因は得られなかった。さらに、導入

内部寄生蜂の寄主範囲は土着内部寄生蜂と同様に狭いこ

とから、希少種を加害する可能性は少なく、生態影響は
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低いと考えられる。また、クリタマバチの土着・導入寄

生蜂間の交雑性を核およびミトコンドリア DNAマーカ

ーを用いて詳しく調査したところ、種間雑種の後代と思

われる個体が５％程度検出された。

また、侵入・導入生物に関して、「アジア・太平洋外

来生物データベースシステム」を構築し、わが国に侵入

・導入した外来種を中心に、アジア諸国の外来種を含め

データ入力を行い、インターネット公開した。さらに、

生物拡散を一層的確に予測するために、従来のブラウン

運動モデルの問題点を改善した。すなわち、ブラウン運

動モデルにおいてはランダムウオークの際の１歩の長さ

が一定と仮定されていたが、この１歩が一般化ガンマ分

布をする確率分布に従って変動すると仮定した新たな拡

散予測式を開発した。この予測モデルを用いて、トウモ

ロコシの花粉の拡散・交雑を予測したところ、従来の式

よりも現実的で的確な予測を行うことができた。

小課題「寄主植物の空間分布がハムシ等の個体群動態

に与える影響の解析」では、室内実験でブタクサハムシ

の産卵期の雌成虫の食害が大きいことを明らかにし、ま

た、成虫の飛翔離脱に及ぼす餌条件を明らかにした。こ

れまでに得られた成果を基に、生息地の空間配置を考慮

した本種個体群のシミュレーションモデルを構築した。

シミュレーションの結果、発生量、発生時期とも実際の

データとよく一致した。

小課題「カメムシ、ハマキガ等の放出物が周辺昆虫に

及ぼす影響の解明」の下で、昆虫個体群の動態に関係す

る化学的基盤を解明するために、化学交信物質の構造と

機能について取り組んだ。チャノコカクモンハマキの交

信攪乱剤に対する感受性、抵抗性両系統の雄成虫の触角

に対して低濃度の（Z）－１１－tetradecenyl acetateを連続的

に流した状態で、０�１μgの４成分から成る合成性フェロ

モンを両系統の雄成虫の触角に吹き付けたところ、抵抗

性系統は感受性系統に比べて、合成性フェロモンに対す

る EAG応答が有意に大きく、反応性が高いことが明ら

かとなった。さらに、オオトゲシラホシカメムシ雄成虫

の放出物を捕集し、各種の機器を用いて分析したところ、

分子量が２２０で C１５H２４Oの元素組成のアルコールである

ことが明らかとなった。

中課題「昆虫・微生物の収集・特性評価とジーンバン

ク登録」の下で、「昆虫ジーンバンク」を実施し、天敵

バンカー用昆虫ムギクビレアブラムシおよび天敵餌用昆

虫エンドウヒゲナガアブラムシを新規導入し、検定用昆

虫トビイロウンカ・バイオタイプ bph－4をアクティブコ

レクションに移行・登録した。また、新規導入種の特性

評価項目を作成するとともに、既に導入した種・系統の

４２項目の特性について評価した。 （松井正春）

微生物・小動物研究グループでは、農業生態系に生息

する微生物・小動物を対象に、農業生態系の維持増進に

関わる生物間相互作用の解明、個体群動態を規定してい

る環境要因の解明、農業生産活動が農業生態系の微生物

・小動物の生物多様性に及ぼす影響の解明等に関する調

査研究を行い、農業環境の安全性確保に資する制御技術

の開発並びに有用機能の利用技術の開発を目的としてい

る。この研究目的のため、「環境要因が微生物の増殖、

個体群変動に及ぼす影響の解明（中課題）」の下で、「土

壌微生物相等の環境要因が菌核性糸状菌等の動態に及ぼ

す影響の解析」、「微生物及び植物の二次代謝物等が微生

物の増殖に及ぼす影響の解析」の２つの小課題を、「畑

地及びその周辺に生息する線虫の動態解明（中課題）」

の下で、小課題として「畑地及びその周辺に棲息する線

虫の属・種構成の解明並びに昆虫病原性線虫等の特性解

明」を、また、「昆虫・微生物の収集・特性評価とジー

ンバンク登録（中課題）」等の研究を実施している。以

下に、当研究グループが実施する小課題毎に、平成１６年

度に得られた成果を整理して示す。

土壌消毒等の人為的なかく乱が土壌微生物相に及ぼす

影響を評価・解明することを目的とした「土壌微生物相

等の環境要因が菌核性糸状菌等の動態に及ぼす影響の解

析」の課題では、次の成果を得た。紋羽病菌菌糸には、

しばしば Trichoderma が随伴しているが、Trichoderma

にはさらに Gliocladium catenulatum が二次的に随伴して

いる。G. catenulatum は T. atroviride の白紋羽病菌に対

する拮抗作用を抑止するが、その効果を顕微鏡的な変化

としてはとらえることはできなかった。また、G. catenu-

latum は PDA上では白紋羽病菌に対し、拮抗性を示さ

なかった。紫紋羽病発生リンゴ園土壌の糸状菌数や細菌

数はクロルピクリン処理後、直ちに処理前の数に回復し

たが、残留性の強い殺菌剤フロンサイドは糸状菌数を低

下させたままであった。しかし、土壌被覆培養法により、

両剤はともに土壌微生物相の紫紋羽病菌に対する生育抑

制効果を低下させることが明らかになった。また、土壌

から抽出した DNAを用いた PCR－DGGE解析法により、

くん蒸処理した圃場における土壌微生物群集構造の変化

をモニターすることができた。これらの方法は、土壌微

生物相に対する人為的な撹乱の影響を評価するのに利用

できる。白絹病菌菌核表面に付随する Pantoea 属細菌に

特異的な蛍光プローブを作成した。これを用いた蛍光 in

situ ハイブリダイゼーション（FISH）法により、白絹病
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菌菌糸の周囲の Pantoea 属細菌の集塊を蛍光顕微鏡観察

することが可能になった。

微生物や植物の産生する二次代謝物が共存する微生物

の増殖・抑制等の生物間相互作用に及ぼす影響を明らか

にするため「微生物及び植物の二次代謝物等が微生物の

増殖に及ぼす影響の解析」の課題を実施している。１種

類以上の抗菌物質を産生する Pseudomonas 属細菌株を

単独または混合処理した場合、コムギ立枯病の発病抑制

に及ぼす効果は、必ずしも後者で大きいとは限らず、根

圏定着能や物質産生量との関係が示唆された。ゲル化種

子による拮抗細菌の固定は、種子への細菌懸濁液の直接

処理に比べて、発病抑制効果が向上し、根圏への定着に

有効であることが示された。また、拮抗性 Pseudomonas

属細菌に GFP（緑色蛍光たんぱく質）遺伝子マーカー

を挿入した変異株を作製し、無菌コムギ種子に接種して、

発芽後の細菌の動態を観察した結果、根部伸長に伴って

根面を移行することが確認された。これらの成果は、根

圏における導入微生物をモニタリングする手法の確立に

寄与する。

セパシア菌群（Burkholderia cepacia complex）は日和

見感染菌としても知られ、、臨床由来株は１６SrDNA遺

伝子および recA 遺伝子の RFLPパターンに基づき、こ

れまで１０以上の遺伝子型に類別されている。しかし、農

業環境に由来するセパシア菌群についての情報は少ない

ため、臨床由来株と比較した。農業環境由来のセパシア

菌群は、１６SrDNA及び recA 遺伝子の RFLP解析により

遺伝子型�と�－B型に類別された。また、ピロールニ

トリン生合成関連遺伝子と伝染系統マ－カ－の両遺伝子

を持つ菌株も存在した。Agrobacterium / Rhizobium 群細

菌の系統関係を明らかにすることを目的に、分子系統解

析に必要な指標を選抜することを試みた。その結果、染

色体上に共通して１コピーのみ存在しており、基本的生

命活動に関連した機能を有している遺伝子である recA、

atpD、dnaK および rpoD を解析のための指標の候補と

して選ぶことができた。さらに、各遺伝子ごとに予備的

に系統樹を作成したところ、科レベルの菌種のまとまり

についてはいずれの系藤樹でも類似したパターンが確認

できた。

種々の環境に生息する線虫の多様性を解明するための

基準作成やその活用のため、また、主要な線虫の特性を

解明して生態の解明やその利用に資するため、「畑地及

びその周辺に棲息する線虫の属・種構成の解明並びに昆

虫病原性線虫等の特性解明」の課題を実施している。細

菌食性線虫では Deontolaimus 属および Oigolaimella 属を

同定し、このグループの属レベルの同定を完了した。

Tylenchida目糸状菌食性線虫では、Anguinidae科から食

道の形態や受精嚢の中の精子の大きさなどによって

Ditylenchus 属 と Safianema 属 を、Tylenchidae科 か ら

Filenchus 属を同定した。未同定だった Aphelenchoides

属の１種は、尾端の形状が特異で未記載種と考えられた。

Wilsonema 属などの細菌食性線虫について、大腸菌など

での増殖を調査したが、増殖は見られず、分離系統を得

ることはできなかった。また、Tylencholaimus parvus の

増殖率を、９種糸状菌を用いて Aphelenchus avenae と比

較したところ、増殖は認められることが多かったが、増

殖率は A. avenae より有意に低かった。土壌線虫の多様

度や機能を評価するのに適した各種多様度指数などの得

失について検討を加えた。これらの生態学的な知見は、

土壌線虫が農業生態系において果たしている役割の解明

や指標生物としての利用の基礎となる。

微生物ジーンバンク事業にサブバンクとして参画し、

農業環境研究から得られる微生物および環境と食料の安

全性研究に役立つ微生物を主な対象として収集・保存

し、それらの特性を評価している。今年度は農作物の病

原微生物、生物防除資材関連微生物及びイネ科植物常在

菌を主な対象として計１２１株を収集した。ワサビの新害

虫頭とび病（仮称）起因線虫 Aphelenchoides fragariae を

ジーンバンクに初めて登録した。特性評価は形態等の分

類学的形質、遺伝子、病原性、窒素固定能、酵素生産能、

抗糸状菌性等の１９３特性について６７１株を調査し、計３�２５７

特性を解明した。また、糸状菌１１１株、細菌２００株、放線

菌１０株をセンターバンクへ移管した。 （塩見敏樹）

組換え体チームの担当する課題は、「遺伝子組換え作

物の栽培が農業生態系における生物相に及ぼす影響評価

並びに導入遺伝子の拡散に関する遺伝学的解析手法の開

発と遺伝子拡散の実態解明」（中期計画・小課題名）で

ある。この小課題には、生物環境安全部内外の関連研究

グループやユニットが連携して合計１４の実行課題が含ま

れている。これらの実行課題は、その研究目的と対象生

物によって大きく、次の４つの分野に区分される。１）遺

伝子拡散の実態・メカニズムの解析、２）生物相への影響

の実態と評価手法の開発、３）組換え微生物の実用化に向

けた基礎的研究、４）情報の整理と保管である。

１）組換え作物の花粉飛散と交雑との関係を、トウモロ

コシ及びイネなどの作物を対象に圃場における交雑率の

変動や年次間の差異を解析し、交雑に関与する主要な要

因を抽出することを目的に研究が行われた。トウモロコ

シの種子親圃場において高さ別に花粉飛散数と群落の葉
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層の分布調査を行った結果、葉面積指数の高い箇所では

花粉の流れは悪くなるものの群落内部においても水平方

向の風に乗って花粉が拡散していることを明らかにし

た。胚乳の色に発現するキセニアを用いた交雑率の解析

からは、花粉親からの距離が増すほどに低下し、過去３

年間の交雑率の比較から、ほぼ同様の傾向で交雑が生じ

ていたことを明らかにした。また、開花前の雌穂に袋掛

け処理を行い、雌穂の花粉曝露期間と交雑率との関係を

調査した。

イネの花粉飛散については、胚乳のウルチ性とモチ性

（キセニア）を活用した結果を用いて、花粉親からの距

離と交雑率との変化について解析した。その結果、開花

の推移と気象要因との変動をデータとして組み込んだ数

理モデルによる予想値と実測値が比較的よく一致するこ

とが明らかとなり、開花と受粉のメカニズムをよりよく

反映するモデルへと発展させる手がかりを得た。

２）平成１３年度より行われている組換えダイズとナタネ

の長期栽培による生物相への影響調査では、組換え体栽

培区と非組換え体栽培区間で、いずれの生物相でもこの

５年間において共通した差異は認められなかった。また、

今年度より新たに開始された訪花昆虫相のモニタリング

研究では、昆虫の体に付着した花粉量で訪花昆虫のラン

ク付けを行った。その結果、ナタネではハナアブ科、コ

ハナバチ科、ミツバチ科の昆虫が主な花粉媒介昆虫であ

ることが明らかとなった。

環境修復を目的とした組換え植物のアレロパシー作用

検出手法の開発に関しては、これまでに開発した３つの

アレロパシーの作用経路ごとに生物検定法を確立し、チ

トクロームＰ４５０遺伝子を導入したイネのアレロパシー

活性をこれらの手法で検定した。その結果、プラントボ

ックス法、サンドイッチ法では、元のイネよりも阻害活

性がやや低くなる傾向がみられたが、根圏土壌法では有

意差がないことが判明した。

組換え根粒菌の土壌中での動態把握することを目的に

ダイズおよびレンゲの組換え根粒菌に特異的なプライマ

ーおよび TaqManプローブを設計し、定量 PCRにおい

て高い特異性と定量性が得られることを確認した。

遺伝子組換え作物栽培による土壌微生物の多様性を

DGGEパターンで比較した結果、播種前の非組換えダ

イズ区において、細菌16S rDNA DGGEパターンに関す

る同一サンプリング地点におけるサンプル間差はほとん

ど見られなかった。また、各地点より１サンプルずつを

用いて DGGEパターンを組換え体栽培区と非組換え体

栽培区で比較したところ、播種時には両者で明瞭な違い

がみられた。しかし、この違いは開花後期、収穫期と時

間を経るにつれ消失した。

３）組換え植物や組換え微生物を感染させた植物体が産

生する可能性のある新たな二次代謝物質が、植物根圏等

に共存する微生物の動態に及ぼす影響を生物学的および

分子生物学的手法等により評価、解析する目的で、薬剤

耐性マーカーを導入したレンゲソウ根粒菌の組換え体を

モデルとして実験を行った。まず、根粒菌の動態をモニ

タリングするための選択培地の作製を行うとともに、同

組換え根粒菌を接種したレンゲソウからの増殖抑制物質

の産生性について検討した。その結果、組換え根粒菌

［MTL4およびゲンタマイシン（Gm）耐性遺伝子（aacC1）

を保有］を土壌から分離するためには、Gmを添加した

TY培地が有効であることが明らかになった。

キチナーゼ遺伝子導入根圏細菌の土壌中での生残性、

根圏微生物相への影響調査等、組換え根圏微生物の環境

リスク評価を行う一連の研究の中で、今年度に検討した

キチナーゼ遺伝子のうち Alteromonas sp.由来のキチナー

ゼ遺伝子 chi9を組み込んだ組換え Pseudomonas putida

株で高いキチナーゼ生産が認められ、作物病原菌 Rhizoc-

tonia solanii の菌糸成長阻害能が高まることが明らかに

なった。

マーカー遺伝子を利用した組換え病原性欠損フザリウ

ム菌のモニタリング法を確立し、組換え病原性欠損フザ

リウム菌の土壌及び作物根圏における動態を明らかにす

ることを目的に、GFP－REMI10を接種したキャベツ根圏

へ UV照射して調べたところ、本菌はキャベツ根圏で生

育し、菌糸を伸長して、キャベツ根への定着能を維持し

ていると推測された。また、GFP－REMI10を接種したキ

ャベツ根の断面を蛍光顕微鏡で観察したところ、本菌は

根の内皮までにしか侵入がなく、根より上部には進展で

きないことが明らかになった。

自然界で組換え微生物に侵入し得るプラスミドの特性

を解明することを目的に、農環研構内枠圃場のジクロロ

安息香酸汚染土壌および非汚染土壌から採集した3CB

分解菌を解析した結果、ジクロロ安息香酸汚染土壌由来

の3CB分解菌群のおよそ半数が IncPプラスミドを保有

することが示唆された。

４）組換え作物について懸念されている環境および生態

系へのリスクについて、科学的知見に基づき、これらの

リスクが実際に起こりうる程度を明らかにする目的で、

文献情報によるリスク・ベネフィット分析と課題点の整

理を行った。まず、我が国における輸入から始まりナタ

ネ油の生産・消費、併産されるナタネかすの消費に至る
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までの物質フローを作成し、国内の流通消費構造を分析

した。

また、生態リスクを評価するための事例研究として農

業資材など（ナタネ油材料、濃厚飼料）の水揚げ港であ

る鹿島港周辺においてこぼれ落ち種子由来のセイヨウナ

タネ個体群の分布と生育状況調査を行った。その結果、

鹿島港周辺において、低頻度ながら開花個体がほぼ一年

を通じて生育することを明らかにした。また、生育して

いるナタネ個体の除草剤耐性も合わせて調べた結果、グ

リホサート耐性、グルホシネート耐性および両除草剤に

耐性を有する個体が生育することを確認した。

（松尾和人）

３．化学環境部

化学環境部は有機化学物質、重金属、栄養塩類の３研

究グループとダイオキシンチームから構成され、食料の

安全性確保と農業生態系の維持を目標に“リスク評価”、

“リスク軽減”、“環境修復”をキーワードに、農業環境

中における環境負荷物質の動態解明と制御技術の開発に

関わる研究を行っている。

有機化学物質研究グループでは、農薬等化学物質のリ

スク評価、リスク軽減および環境修復を目的に研究を実

施している。

小課題「水田用除草剤の水系における拡散経路の解明

と藻類等水生生物に対する影響評価法の開発」において

は、トリアジン系除草剤に対して感受性の異なる珪藻

Nitzschia palea２株の混合比率を変えた生長阻害試験の

結果から河川における珪藻の低感受性株の比率を算出す

る方法を提案した。さらに下流地点の珪藻の半数生長阻

害濃度は上流地点より高く推移し、低感受性株の出現率

は３～７％と推定された。下流地点で検出されるトリア

ジン系除草剤の濃度が低感受性個体を出現させる濃度レ

ベルよりも低いことから、下流地点に生息する低感受性

の珪藻は、水田から流出して河川において定着した可能

性が高いと考えられた。

コガタシマトビケラの累代飼育法の開発では、餌や酸

素供給等を工夫することにより、生存率が向上し、F３

世代までの累代飼育と１齢幼虫を用いた急性毒性試験法

（４８時間）が可能となった。このトビケラの終齢幼虫に

対する有機リン系殺虫剤（フェニトロチオン）の急性毒

性試験の結果は、流域に農耕地が少ない天竜川本流で採

集した個体群の感受性が最も高かった。

残留性有機汚染物質（POPs）のマルチメディアモデ

ルの開発では、既存モデルを用いた感度分析の結果、オ

クタノール－水分配係数、各媒体中の半減期、および大

気と淡水・海洋水の滞留時間が、各物質の環境残留性や

分配割合に重要であることが明らかとなった。さらに北

極域の環境試料から検出事例のある有機化学物質のうち

１０２物質について、モル体積・密度の推定およびデータ

セットの整備を行うとともに、原子団の寄与による推算

方法により評価した。また農薬類（２５）および多環芳香

族化合物（５４）の環境動態予測計算に必要な物性値のデ

ータベースを作成した。

小課題「新規資材による生体防御機能等の活性化機構

の解明」においては、アシベンゾラルＳメチル（ASM）

のナシ黒星病に対する全身抵抗性誘導の初期過程に活性

酸素種の生成・消去に関わる各種酵素、シグナル伝達に

関わるタンパク質リン酸化酵素等の遺伝子発現が増大す

ることを明らかにした。罹病性品種の ASM処理による

抵抗性の誘導・発現機構には、抵抗性品種が本来具備す

る抵抗性機構と多くの共通点があることを裏付けた。さ

らに ASMにより全身抵抗性を誘導したキュウリでは、

炭疽病菌の接種後にスーパーオキサイドディスムターゼ

やカロース合成酵素の遺伝子発現が速やかに増大するこ

とを示すとともに、同処理により通常の薬剤散布に比べ

て２分の１程度散布回数を削減することが可能と判断し

た。またキュウリの場合、ASMの種子浸漬処理、播種

時散布、土壌混和、あるいは幼苗移植時の根部浸漬は、

発病抑制効果と薬害回避の点で、植物体への直接散布の

代替方法として有望と考えられた。

赤かび病菌を特異的に識別するプライマーを用いた

PCRや、種特異的プローブによる PCR－Luminex法で、

本菌の種を迅速に同定する技術を開発し、青森県産のチ

オファネートメチル耐性菌を Fusarium culmorum と同定

した。また各地から採集したキュウリうどんこ病菌株は

全てアゾキシストロビン耐性であり、全国に広く分布す

ることを示唆するとともに、菌株によっては耐性菌に特

異的な遺伝子変異が見られない野生型配列のものがある

ことを示した。

一方、アブラムシの生殖型転換に関わる遺伝子探索で

は、短日処理によって発現が減少した完全生活環型系統

の遺伝子１８TL１について cDNAの全塩基配列を決定し

た。またこの遺伝子は完全生活環型では連続暗期処理期

間が長くなるほど発現量が減少するが、不完全生活環型

ではほとんど変化が見られず、本遺伝子が有性生殖発現

に何らかの関わりを持つ可能性を示唆した。

小課題「クロロ安息香酸分解菌等の分解能解析技術の

�．研究実施の概要 ９



開発」においては、PCR－DGGE法を用いて３－クロロ

安息香酸（３CB）添加土壌で優勢化する安息香酸ジオ

キシゲナーゼ（benA）遺伝子および１６SrDNAを検出し

遺伝子配列を明らかにした。また、３CBを反復添加し

た土壌の優占 DGGEバンドに相当する細菌を１４株分離

し、このうち６株が３CB分解能を持つことを確認した。

さらに分解遺伝子の転写調節因子 CbnRのアミノ酸配列

に変異を導入しその効果を解析することにより、プロモ

ーター領域への結合に関与する４つのアミノ酸残基と、

転写活性化機能の発現に重要な２つのアミノ酸残基を明

らかにした。一方で、２�４－D分解遺伝子を有するプラ

スミドの複製開始領域を解析するための形質転換体を複

数作出した。

また、放線菌の分泌酵素生産を制御する蛋白質に結合

する Gbs蛋白質遺伝子のアンチセンス RNAを高発現さ

せた株でキチナーゼの分泌量が低下したことから、Gbs

が放線菌の分泌酵素の誘導に関与することが示唆された。

小課題「木質炭化素材を用いたトリアジン系除草剤汚

染環境への分解菌接種技術の開発」においては、シマジ

ン分解菌群とペンタクロロニトロベンゼン分解菌群を高

密度で集積した木質炭化素材を利用することにより、シ

マジン、アトラジン、ペンタクロロフェノールが土壌中

で極めて速やかに分解除去されることを示した。また

PCR－DGGE法により、これら分解菌群の木質炭化素材

における動態追跡が可能であることを明らかにした。さ

らにチオメチル基を持つトリアジン系農薬のみを選択的

に分解（共役代謝）する分解菌を、液体培養法を利用して

土壌から単離・同定し、この菌をシマジン分解細菌群と

組み合わることで同剤を無機化できることを示唆した。

また全国４箇所のドリン汚染土壌を用いた土壌／木炭

環流法によるディルドリン分解菌集積試験を行ったとこ

ろ、環流土壌中でのディルドリン分解がアセトンを C

源とした共役代謝による脱塩素分解の可能性を示した。

（與語靖洋）

重金属研究グループでは、中期目標である「農耕地土

壌におけるカドミウム等微量重金属の集積実態の解明及

びイネ、ダイズによる微量元素の吸収・移行の解明」の

達成に向けて、三つの小課題を実施している。

小課題「カドミウム等の土壌中における存在形態と吸

収抑制機構の解明」においては、土壌の可給態カドミウ

ムを０�０５～０�１Mの塩酸で抽出した場合、抽出される量

は土壌乾燥の影響をほとんど受けないが、それ以下の濃

度の塩酸で抽出した場合には、土壌の乾燥によって、湿

潤原土に比べ、抽出されるカドミウムの量が増加するこ

とを明らかにした。この知見は、土壌中でのカドミウム

の存在形態の解明を進め、より的確な可給態カドミウム

評価法を確立するために利用できる。また、全国実態調

査から提供された試料を基に構築したデータベースの多

変量解析に基づいて、大豆の子実カドミウム含量と土壌

特性との関係式を導き、カドミウムの汚染リスク予測図

を作成した。さらに、土壌洗浄法では前年の塩化カルシ

ウムに比べて塩化第二鉄の洗浄効率が高いことを明らか

にし、洗浄を行った現地水田で玄米のカドミウム濃度が

大幅に低下することを検証した。

小課題「農耕地におけるカドミウム等の負荷量の評価

とイネ・ダイズ等による吸収過程の解明」においては、

おがくず等の副資材を含む下水汚泥肥料は、リン酸あた

りのカドミウム濃度はやや高いが、いずれも肥料取締法

の許容基準（５mg kg－１）未満であることを明らかにし

た。また、つくば市の降雨水中の溶存態カドミウム濃度

のモニタリングを２年間にわたって行い、降雨水のカド

ミウム濃度の平均は０�０７４ μg L－１で、年間の降雨由来の

降下量は０�７０g ha－１程度であること、またこの量は、一

般の水田において河川水から潅漑水として流入する量

（０�１８g ha－１）より多いことを明らかにした。これらの

成果は、構築中の重金属フローモデルのデータベースと

して活用された。さらに土壌中に負荷されたカドミウム

の子実への移行蓄積性が最も高い時期は、水稲では開花

から乳熟期、ダイズでは着莢盛期から粒肥大盛期である

ことを明らかにした。なお、水田転換畑の初年目にはダ

イズのカドミウム濃度が高くなる傾向があるが、この原

因としてダイズが前作イネの刈株にあるカドミウムを吸

収している可能性が示唆された。

小課題「カドミウム吸収能の低いイネ・ダイズ品種の

検索」においては、土壌のカドミウム汚染レベルにかか

わらず、ダイズ子実のカドミウム濃度は根から子実への

転流率の品種特性が大きな要因であり、また子実のカド

ミウム濃度は幼植物時のカドミウム濃度を用いて推定可

能であることを示した。水稲品種「LAC２３」の玄米カド

ミウム濃度は栽培条件にかかわらず極めて低く、その一

因は茎葉から玄米へのカドミウム移行性が低いためであ

ることを明らかにした。さらに「カサラス」と「コシヒ

カリ」間の染色体置換系統の玄米カドミウム濃度等を調

査し、系統間差異と遺伝子型の比較から、玄米カドミウ

ム濃度に係わる遺伝子座は、第３、６、８染色体上にあ

ることを明らかにした。カドミウム高吸収イネ品種を使

ったファイトレメディエーション後の土壌のカドミウム

濃度は、土壌のほぼ全ての画分で有意に減少し、またこ
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れらの土壌で栽培したダイズ子実中のカドミウム濃度

は、ファイトレメディエーションによって有意に低下す

ることを明らかにした。

一方、本研究グル－プでは上記三つの小課題以外に、

「土壌粒子によるダイオキシン類吸着特性の解明と懸濁

物質凝集促進剤の検索・評価」、「有機態窒素の作物によ

る直接吸収」の実行課題をそれぞれ担当した。「土壌粒

子によるダイオキシン類吸着特性の解明と懸濁物質凝集

促進剤の検索・評価」では、代掻き時に凝集剤として塩

化カルシウムまたは塩化カリウムを施用することで、田

面水の懸濁物質（SS）を速やかに沈降させ、SSに吸着

しているダイオキシン類の水田系外への流出を大幅に軽

減できることを二種類の土壌で検証した。また「有機態

窒素の作物による直接吸収」では、アブラナ科作物およ

びアカザ科作物において、根から分泌する有機酸が土壌

の有機態窒素を溶出し、土壌窒素の無機化を促進してい

ることを明らかにした。 （小野信一）

栄養塩類研究グループでは、農業排水系における水質

特性の変動、なかでも硝酸性窒素の動態解明、負荷軽減

技術の開発、流域を対象としたモニタリング手法の開発

および流域水質解析・評価システムの開発に関する研究

を行っている。

小課題「硝酸性窒素の土層内における動態解明」では、

矢作川下流沿岸の台地上の茶園及び隣接する階段状水田

群を対象に、深さ４～７mまでの砂礫質及び粘土質土

層の分布を調べると共に、深さ１～３�５mまでの深さ別

圧力水頭を経時的に測定し、圧力損失の大きい深さ２～

４m付近の粘土質土層が難透水層となっていること、

水田耕盤層と難透水層の間に被圧地下水帯が形成されて

いることを明らかにした。次に、調査地域内における浅

層地下水の移動を、地表面と難透水層の標高を考慮し、

定常状態を仮定した地下水流式で表し、全水頭の面的な

分布を求めた。それにより、水田群下層にある硝酸性窒

素を含む浅層地下水の水平移動による平均置換時間は

２２１日、平均置換面積は５９ m２／日と見積もられた。こ

れらの結果は、地形連鎖系内を台地から水田地帯へ移動

する浅層地下水の形成に及ぼす土層層序の影響、並びに

硝酸性窒素の移動速度を明らかにしたものであり、脱窒

による硝酸性窒素の除去過程の解明に役立てることがで

きる。

小課題「各種資材等の評価による負荷軽減技術の開

発」においては、アブラナ科作物およびアカザ科作物が、

１）クエン酸・シュウ酸を根から多量に分泌し、土壌の

有機態窒素を遊離させ無機化を促進すること、２）有機

酸を分泌しないトウモロコシと混作するとトウモロコシ

の窒素吸収量を増加させることを明らかにした。これら

の作物は家畜ふん堆肥等に含まれる有機態窒素の利用率

が高く、有機質資材の施用条件下でこれらの作物を栽培

すれば、化学肥料の施用量を削減できる可能性が高い。

また、地表面養分収支データベースを用いて、日本の水

田における窒素、リン酸、カリの養分収支を算出すると

ともに、養分収支に基づき流域における養分負荷に関わ

るライフサイクルアセスメントを実施した。こうした手

法は地域レベルでの養分負荷軽減に活用できる。

小課題「硝酸性窒素の中規模流域におけるモニタリン

グ手法の開発」では、昨年来調査してきた茨城県の桜川

に加えて、愛知県豊橋市近郊の梅田川支流も対象として、

モニタリング手法の高度化・自動化を進めた。桜川では

降雨後の濁水発生時に、河川断面の水深・流速の分割測

定と分割採水を行い、河川中心部と両岸の懸濁濃度差が

測定サイトの状況により異なることを示した。さらに、

１）各種計測機器の最適な設置場所を選定したこと、２）

台風時の現場において極大の流量データを取得できたこ

とにより、水位と流量の関係式が改善され、モニタリン

グの高度化・自動化が大きく進展した。また、台地―谷

津田集水域に設置した試験用井戸を用いて浅層地下水の

水質成分のモニタリングを継続し、台地中部の井戸にお

いて溶存の亜酸化窒素（N２O）濃度が高いこと、水質中

の無機成分と窒素・酸素安定同位体比の変動が地下水位

の変動と関係していることを見出した。さらに、δ１５N―δ１８

Oマッピングによって、降雨による表層畑土壌から地下

浸透した肥料成分由来の「軽い（安定同位体比の低い）」

N２Oと、近傍の養豚農家の素堀りから水平移動した家畜

ふん尿由来の「重い（安定同位体比の高い）」N２Oが混

合していることを明らかにした。

小課題「硝酸性窒素の負荷流出予測モデルの中規模流

域への適用」においては、土壌窒素ターンオーバーモデ

ルを基本に、気象、土壌統、肥培管理等の指定により、

畑ほ場の窒素動態・収支を算出するシステムを改良し、

精度向上を図った。土壌環境基礎調査の多変量解析結果

から、土壌の可給態窒素発現は、１）土壌の全窒素含量

にほぼ比例すること、２）土壌の炭素／窒素（C／N）比

が約２０までは C／N比が１�３５倍増で約１／２に低下する

が、C／N比が低いほど低下率は大きいこと、３）リン

酸吸収係数が大きいほど低下することが分かった。また、

我が国の主要な畑土壌である黒ボク土では、有機物の分

解が遅延することが知られているので、リン酸吸収係数

が１０倍増で約１／３に低下するように分解速度係数を補
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正し、システムを最適化した。本システムを使用し、矢

作川流域の畑地における窒素の動態・収支を長期変動の

観点から解析した。本システムは、公立試験研究機関に

おいて耕種基準を作成する際、作物生産に必要な窒素と

環境へ負荷流出する窒素を定量的に評価し、負荷軽減技

術を選択するために活用できる。

他に、当グループは、運営費交付金プロジェクト研究

として、水系を一括りとして管理指針等を策定する「森

林・農地・水域を通ずる自然循環機能の高度な利用技術

の開発」（前期平成１２～１４年度、後期１５～１７年度）、並び

に日韓両国における農業生態系の水質保全と農業活動に

伴う水質影響を解明する「農業生態系における水質保全

とその環境影響評価に関する国際共同研究」（平成１５～

１９年度）の推進を担っている。 （菅原和夫）

ダイオキシンチームでは、農業環境におけるダイオキ

シン類の起源推定、汚染程度の将来予測、および系外へ

の拡散防止を目的として、作物および農耕地土壌中のダ

イオキシン類の消長解析、および水田からの流出抑制技

術の開発を行っている。

小課題「イネ等におけるダイオキシン類の吸収、移行

特性の解明」において、昨年度までに作物体のダイオキ

シン類濃度の増減は、栽培地点における大気中ガス態の

濃度変動の影響が大きいことを見出し、トウモロコシの

観測結果から、この現象が大気ガス態の濃度・組成と各

異性体の物性値（KOA）によると推定してきた。今年度

は、ダイズ、コマツナおよびチャにおいても、作物およ

び大気ガス態のダイオキシン類異性体毎の濃度比と、各

異性体のオクタノール－大気分配係数（KOA）との相関

が成立することを確認し、各異性体の KOAをパラメー

ターとして大気ガス態のダイオキシン類組成から作物体

のダイオキシン類組成を推定することが可能となった。

また、これまで農業環境技術研究所内試験水田におけ

る実測値と各種文献値を基に、上記水田におけるダイオ

キシン類の年間収支を試算し、今後の水田土壌中ダイオ

キシン類の汚染動向を推定した。それによると、１m２

あたりの水田土壌へのダイオキシン類の年間負荷量は

５�３ng－TEQ、同消失量は６８６ng－TEQと見積もられ、現

在の残留量２４�６００ng－TEQと比較すると、その増減割

合はごくわずかであり、今後大幅なダイオキシン類濃度

の変動はなく、きわめて緩慢に減少していくものと予想

された。

水田土壌中のダイオキシン類の消長を、異性体毎の物

理化学的性質との関係から解析するため、ダイオキシン

類の全異性体の定量を進め、２地点の水田土壌（１９６０年

から１９９９年）中のダイオキシン類全異性体（１～８塩素

化物）を分析し、濃度が減少傾向にある異性体は４～８

塩素化物であることが分かった。水田土壌におけるダイ

オキシン類（４～８塩素化物）の減少速度は大きく２段

階に分けられ、基準年（異性体毎に最高濃度が検出され

た年）～１９８４年ではその半減期が１０年以下と比較的速い

が、その後（１９８４年～１９９９年）の減少は極めて緩慢ない

しほとんど減少していないという傾向が認められた。

代かき時の土壌流亡に伴う系外へのダイオキシン類の

流出を抑制するため、土壌粒子が分散しやすい細粒黄色

土水田において、凝集剤によるダイオキシン類流出抑制

技術の現地実証試験を行った。

黄色土および灰色低地土の水田において、代掻き時に

塩化カルシウムまたは塩化カリウム資材を施用すること

により、田面水中の懸濁物質、ダイオキシン類、および

DDT代謝物（DDE）やヘキサクロロシクロヘキサンの

濃度が大きく低下することを確認し、凝集剤による水田

系外への汚染拡散防止効果を実証した。

また、ダイオキシン類の吸着除去を目標に、各種の資

材の物理化学的特性とそれに影響を及ぼす要因について

検討した。その結果、資材の比表面積、反応 pHおよび

土壌粒子の分散状態がダイオキシン類の吸着に関与する

ことを明らかにし、顆粒状活性炭が吸着資材として有望

であることを示した。 （齋藤雅典）

４．農業環境インベントリーセンター

農業環境インベントリーセンターは、インベントリー

研究官（１６年１０月新設）、土壌分類研究室、昆虫分類研

究室、および微生物分類研究室の３研究室から構成され、

土壌・昆虫・微生物の各標本館をも活用して、中課題「農

業環境資源の分類・同定及び機能の解明に基づくインベ

ントリーフレームの構築」ならびに「昆虫・微生物の収

集・特性評価とジーンバンク登録」に関する研究に取り

組んでいる。これらの課題は、中期計画の「試験及び研

究ならびに調査」の柱「生態学・環境科学研究に係る基

礎的・基盤的研究」の大課題「農業環境資源情報の集積」

に位置づけられている。

小課題 C－３－１－１「機能に基づく土壌の分類及びイン

ベントリーのためのフレームの構築」では、中期計画の

最終目標として、土壌資源に関する情報の迅速な利用、

土壌を介する環境負荷のモニタリングや実態の迅速な解

明等に寄与することを掲げている。具体的には、水質浄

化などの機能を持ち、一方、土壌粒子の流出によって環
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境負荷物質の二次的汚染源にもなっている農耕地土壌

を、深層を含めた機能に基づいて評価・分類するため、

土壌資源の標本・試料・情報資料を収集・データベース

（DB）化し、これらをWeb上で総合的に利用できるシ

ステム、すなわち、土壌インベントリーフレームを構築

しようとしている。１６年度には、思川集水域の地形連鎖

に沿って採取した深層土壌における硝酸イオン含量の垂

直分布を解析した結果、硝酸イオン流出の機能に基づく

分類のために、粘土含量に代表される土性、比表面積や

吸着能を左右する粘土鉱物組成などの要因の追加が必要

と判断した。また、各種調査事業による調査データのデ

ジタル化と DBテーブルの設計を行い、全国の土壌中の

４種の微量重金属含量を DB化して基本統計量を求め

た。さらに、土壌資源情報利用システムの原型を開発し、

土壌インベントリーフレームの基本構造を、各種 DBな

らびに土壌図情報および地理情報を軸とする面的・時系

列的解析システムとすることを決定した。

小課題 C－３－１－２「所蔵タイプ標本等のデータベース

化及びインベントリーのためのフレームの構築」では、

中期計画の最終目標として、農業環境昆虫情報の迅速な

利用、侵入等昆虫の速やかな同定、昆虫多様性変動の迅

速な解明などに寄与することを掲げている。具体的には、

農業環境における昆虫に関する情報を農業環境昆虫イン

ベントリーとしてWeb上で整備するため、昆虫の標本

・情報資料を収集・整理し、標本の画像情報を含めて

DB化し、これらを総合的に利用できるシステム、すな

わち、昆虫インベントリーフレームを構築しようとして

いる。１６年度は、カメムシ目などのタイプ標本１３５種に

ついて公開用の画像を決定し、既公開の２７９種とともに、

わが国でレコード件数最多のタイプ標本画像データベー

ス（DB）としてWeb公開し、件数の多いオサムシ科タ

イプ標本 DBに検索機能を追加した。また、ヤガ科キヨ

トウ属４４種のうち、４３種の雌成虫について、交尾器の形

態などにより識別形質を初めて抽出し、小蛾類３０科の成

虫について、頭部（２３項目）、胸部（２６項目）および腹

部（３項目）の形質一覧表を初めて作成した。さらに、

昆虫インベントリーフレームの構造を決定し、標本や文

献の DBから、多項目の組み合わせで情報を検索する機

能とこれらの DBを管理する機能を設計した。

小課題 C－３－１－３「主要イネ科植物に常在する微生物

相の分類・同定と機能の解析及びインベントリーのため

のフレームの構築」では、中期計画の最終目標として、

農業環境微生物の標本や試料および情報の迅速な利用、

イネ科植物に生息する微生物の速やかな同定、機能の活

用および多様性変動の迅速な解明等に寄与することを掲

げている。具体的には、健全に生育している主要なイネ

科植物に常在する細菌や糸状菌を収集・同定するととも

に、群集構造・生態・機能を解明して DB化し、Web上

で総合的に利用できるシステム、すなわち、農業環境微

生物インベントリーフレームを構築しようとしている。

１６年度には、健全なイネなどから約３０００株の細菌と糸状

菌を継続して分離し、植物種ごとに優占微生物群や密度

が安定し、特徴的なことを確認した。また、環境ホルモ

ンのノニルフェノールを減少させる細菌を見い出すとと

もに、マーカー遺伝子導入の微生物を作出し、葉面にお

ける詳細な定着部位を解明した。所蔵している微生物寄

生の植物標本約２０００点のラベル記載情報などを DB化し

た。さらに、Web上で公開した微生物情報を効率的に

利用するため、情報の検索や系統解析など多機能なソフ

トを開発し、CD－ROM版を作成し、全国の関係機関に

配布した。微生物標本インベントリーの内容が充実し、

これを基盤として、民間や大学などとの共同研究が進展

し、国際的な共同研究が計画されている。

中課題「昆虫・微生物の収集・特性評価とジーンバン

ク登録」は、中期計画の最終目標として、ジーンバンク

事業連絡協議会が策定する「農業生物資源ジーンバンク

事業計画、動物部門、微生物部門」の年次計画に従って、

天敵等有用昆虫を飼育し、特性を評価し、ジーンバンク

に登録し、また、栽培ならびに野生植物体上の常在なら

びに病原微生物を分離・同定し、特性を評価して、ジー

ンバンクに登録することを掲げている。昆虫分類ならび

に微生物分類の研究室が、この事業に参画している。内

容については、生物環境安全部の昆虫研究ならびに微生

物・小動物研究の両グループの紹介を参照願いたい。

以上のほかに、小課題 A－１－２－１で「土壌中における

微量重金属の移動分布の解明」と「土壌環境基礎調査デ

ータを基に玄米中のカドミウム濃度と土壌理科学性の関

係解明」、B－２－３－４で「パキスタンにおける砂漠化プロ

セスの解明と指標化に関する研究」、A－２－１－１で「組換

え体のダイズならびにナタネ区と非組換え体区における

昆虫相・訪花昆虫相のモニタリング」、A－３－３－１で「た

め池を中心とする水辺環境に特徴的な指標昆虫の選定」

を分担している。 （上沢正志）

５．環境化学分析センター

環境化学分析センターは環境化学物質分析研究室と放

射性同位体分析研究室から成り、ダイオキシン類、農薬、
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重金属および放射性同位元素等の分析法の開発と環境中

におけるこれら物質の動態に関する調査研究を行ってい

る。

小課題 C－１－１－１「塩素化ダイオキシン類等有機化学

物質の超微量分析法の開発」では微量のダイオキシンを

迅速で、かつ精度良く分析するため、多層シリカゲルカ

ラムに Carboxenミニカラムを連結した自家製カラムを

作成、さらに送液ポンプを用いて、ダイオキシンの精製

法の半自動化を可能にした。さらに野菜試料については

ダイオキシン精製過程において珪藻土カラムを通すこと

によって水洗浄過程でエマルジョンが生成せず迅速な精

製が可能となった。

また、POPsは難分解性で生物濃縮性高く、長距離移

動性も高いため、地球規模での環境汚染が懸念されてい

る。POPsには多くの化合物が含まれており、質量検出

器付きガスクロマトグラフ（GC－MS）でうまく分離し

て測定するにはこれまで１点に約１時間を要していた。

そこで、POPsを迅速に分析するためガスクロマトグラ

フの各種カラムについて検討したところ、ENV－８MS

（３０m）を用いることにより２３分以内で POPsを十分分

離できることが分かった。さらに、Mirex及び生物濃縮

性に高い３種の Toxaphenについて GC－MSによる分析

条件を検討し、両剤とも pptレベルでの測定が可能と思

われた。

農薬取締法の改正により、農薬の使用についての規制

が厳しくなり、マイナー作物に対する農薬登録問題がク

ローズアップされて来ている。マイナー作物は生産量が

３万トン以下とされており、全国レベルで見れば生産量

が少なく、農薬製造業者、輸入業者はそれらの農作物に

対する農薬登録に積極的でない場合が多い。しかし、地

域的に見た場合にはその生産量や、生産金額が無視でき

ず、地域経済における重要な作物になっている場合も多

い。このためこれら作物に対する農薬登録を容易にする

ため、農作物の類型化を図ることが考えられている。そ

こでウリ科作物の類型化の可能性を検討するため、キュ

ウリ、ニガウリ、ズッキーニを取り上げこれらの果菜類

における農薬の消失速度、付着濃度等を検討した。平成

１６年度は浸透移行性が比較的低いと考えられるイプロジ

オン、クロルフェナピル、トリフミゾール、及びペルメ

トリンを取り上げた。イプロジオン、クロルフェナピル、

トリフミゾールはこれらウリ科における農薬の消失速

度、付着濃度に大きな違いはなく、農薬残留に関しては

類似の農作物として類型化できる可能性が高いと考えら

れた。

また、最近、食品の安全・安心に対する関心が高まり、

農産物の出荷前に残留農薬をチェックしようという気運

も生まれて来ている。残留農薬の分析は、現在は主とし

て機器分析によっている。機器分析は分析精度は高いが、

精度良く分析するためには抽出・精製を必要とするため

多くの時間と熟練、さらに高額な分析機器を要する。こ

のため、さほど熟練を要せず、高額な機器も必要としな

い、簡易で迅速な分析法の開発が求められている。抗原

抗体反応を利用した免疫化学的な農薬の分析法はそのニ

ーズに合った手法であり、平成１６年度は殺虫剤のフェニ

トロチオン用およびクロルフェナピル用キット自身の農

薬検出能の特性を類似化合物を用いて検討したところ、

フェニトロチオン用キットは EPNに対し４２％、パラチ

オン及びパラチオンメチルに対して１２％の交差性を示し

た。したがって当該のフェニトロチオン用キットを使用

して農薬を測定した場合には前述の有機リン剤を同時に

測り込んでいる可能性があることを考慮しておく必要が

ある。クロルフェナピル用キットは他の類似薬剤にも交

差性はほとんど示さず、特異性の高い試薬キットである

ことが明らかとなった。これらのキットを農産物のリン

ゴ、モモ等に適用し、その有効性を明らかにした。また、こ

れらの農作物における測定結果は GC－MSによる測定結

果とほぼ一致しており、この ELISAキットによる測定は

簡便でかつ精度も高いことが分かり、出荷前農産物にお

ける農薬残留チェックに十分利用できると考えられた。

最近、茨城県神栖町の一部で地下水に有機ヒ素化合物

が検出され、その地下水を潅漑に利用した圃場で生産さ

れた米の汚染が懸念されている。このため小課題 C－１－

１－２「農業環境中のカドミウム等の微量分析法の開発」

では主としてこの有機ヒ素化合物の分析法について検討

した。HPLC－ICP－MSを用いることによりヒ酸、亜ヒ酸、

メチルアルソン酸、ジメチルアルシン酸、フェニルアル

ソン酸、ジフェニルアルシン酸を同時に分析できる条件

を見いだした。この分析法の検出限界は０�１ppbで、１

検体を１０分と短時間で分析できるようになった。今後は、

土壌からイネ体への移行等について詳細に検討していく

予定である。

また、玄米、大豆、玄麦中のカドミウムを簡易に分析

するため、レーザーアブレーション－ICP－MSを用いた

分析法を検討した。穀類を粉砕して試料とする時、粉砕

が十分でない試料の場合はディスクが壊れやすく、取り

扱いが困難な上、測定値の変動が大きいことが明らかと

なった。玄米、大豆の場合は酸分解により溶液化後の ICP

－MSによる測定値と酸分解を経ないレーザーアブレー
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ション－ICP－MSによる測定値の間に高い相関が見られ

たが、玄麦では両者の間で高い相関は認められなかった。

この原因については１７年度以降検討する予定である。

小課題 C１－２－１「リスク評価のための１３７Cs等放射性同

位元素の平常時モニタリング」では大気圏内核爆発実験

や原子炉事故等により大気中に放出された放射性同位元

素の環境汚染レベルを把握し、放射能によるリスク評価

をするため、国内各地の農業研究機関との連携のもとに

農耕地土壌や農作物を収集、それらに含まれる放射能汚

染レベルを測定した。平成１５年度に全国１５カ所の定点か

ら採取した米、小麦における１３７Csの濃度はそれぞれ２

～６９（全国平均１２）、１～８４（全国平均３１）mBq／kgで

地域差が若干認められた。畑土壌、水田土壌における１３７Cs

の濃度はそれぞれ３�５～１６�１（全国平均は７�６）、１�２～１３�８

（全国平均は６�５）Bq／kgであった。これらの穀類、土

壌における放射性同元素濃度は、平均的には日本海側の

地域の方が太平洋側の地域より若干高い傾向を示した。

この他、農業環境技術研究所内で栽培したホウレンソウ、

ニラなどを採取、野菜における放射能調査も行ったが、
１３７Cs濃度は検出限界以下であった。

また、水田圃場における９０Sr、１３７Csの垂直分布を調べ

た結果、鳥取県農業試験場の圃場では９０Srの１５％、１３７Cs

の５３％が作土層に存在したが、粘土含量率が高い宮城県

農業センターの圃場では９０Srの２１％、１３７Csの３４％が作土

層に存在した。一般に Csは土壌の粘土鉱物に強く保持

されると考えられており、宮城土壌では微細な粘土粒子

に保持された１３７Csが亀裂等を介して移動した可能性が

考えられた。

核燃料再処理施設から環境中への漏洩が懸念される放

射性同位元素のうち１２９Iは１６００万年の半減期を持ってい

るため、長年の蓄積による環境汚染が懸念される。この

ため、環境中における微量な１２９Iを検出するための手法

を検討した。多量の土壌、植物を測定試料として取り扱

えるヨウ素燃焼抽出装置試作し、それと液体シンチレー

ションカウンターを組み合わせることにより低濃度の
１２９Iの測定が可能になった。また、水田土壌におけるヨ

ウ素の形態変化過程を解明するため、大型放射光施設ス

プリング８を利用しＸ線吸収スペクトル微細構造の解析

を試みた。その結果、Ｘ線吸収端近傍構造により IO３－、

I２、I－のヨウ素を区別できることが分かった。各種形態

のヨウ素を湛水土壌に添加し、経時的に測定、解析を行

ったところ土壌中の IO３－は還元の進行に伴い、I－に変化

することが明らかとなった。

フッ素は歯状斑の原因になるなど人の健康に係わると

して水質の環境基準項目（８００μg／L）に指定された。フ

ッ素はリン酸肥料に含まれており、農業環境中での動態

把握が求められている。そこで簡易ライシメータを作成

し、ハスと水稲を栽培した。当初田面水のフッ素濃度上

昇はハス栽培区より水稲栽培区の方が顕著であったが、

水稲の中干し後は同レベルとなった。土壌中のフッ素は

土壌の酸化還元電位の影響を比較的敏感に受けて、一部

が田面水へ溶出することが示唆された。しかし、生育期

間を通じ水質基準の８００μg／Lを超えなかった。また野外

調査として、北海道地域の表流水中フッ素濃度を調査し

た。水田地帯を流れる石狩川のフッ素濃度は平均５５μg／

Lと畑地帯を流れる十勝川のフッ素濃度３４μg／Lよりも

高い値を示した。しかし、フッ素濃度を高める要因とし

て地質や海水の影響も考えられた。

「中性子放射化分析の新利用法と高度化技法の開発」

では臭素同位体の放射化分析法を検討し、８１Brを対象に

した場合には０�０１ngの差を検出できる測定系を確立し

た。また、同測定法を利用し臭素同位体を用いて土壌浸

透水の動きを追跡する手法の有効性について圃場レベル

で検討した。その結果、水田でも臭素同位体のピークは

認められ、臭素同位体を水のトレーサーとして圃場レベ

ルでも利用できることを明らかにした。ただ、陰イオン

置換容量の大きい土壌では、移動速度の低下を係数等に

より補正することが必要になると考えられた。

土壌フルボ酸を重金属の安定同位体で標識化する方法

を開発した。同法により作製した金属標識フルボ酸は高

い安定性を示すことを明らかにした。金属元素の安定同

位体を用いて有機金属を作製すれば、有機金属の土壌中

での動態解明にトレーサーとして使用できること考えら

れた。そこで、作製したフルボ酸カドミウムを水耕液に

添加し、イネによる吸収を調べた。その結果、イネ体内

のカドミウム濃度は茎＞根＞葉の順となり、無機のカド

ミウムを添加した場合の根＞茎＞葉の順とは異なり、フ

ルボ酸カドミウムは茎に移行し易いと考えられた。

釧路湿原では近年、ハンノキを主体とする林地の拡大

が進んでおり、湿原は減少傾向にある。湿原減少要因や

その年代を明らかにするため「釧路湿原における土壌環

境変化と植生変化の関係解明」では久著呂川近傍とチル

ワツナイ川近傍の土壌を深度別に採取し、それぞれの深

度における土壌中１３７Cs等の濃度を測定、 解析を行った。

その結果、久著呂川流域では１９６０年以降に土砂の流入の

増加があったと考えられたが、チルワツナイ川流域では

いずれの時期にも土砂の流入はほとんどなかったと考え

られた。 （遠藤正造）
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１．年度計画研究課題一覧

�．平成１６年度研究課題

Ａ 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
Ａ―１ 環境負荷物質の動態解明と制御技術の開発

A―１―１ ダイオキシン類のイネ等による吸収、移行及び特定集水域水田土壌から農業排水系への流出実態の解明
A―１―１―１ イネ等におけるダイオキシン類の吸収、移行特性の解明 化学環境部ダイオキシンチーム

重金属研究グループ
環境化学分析センター

A―１―２ カドミウム等微量元素の土壌集積経路及びイネ・ダイズ子実への移行過程の解明
A―１―２―１ カドミウム等の土壌中における存在形態と吸収抑制機構の解明 重金属研究グループ
A―１―２―２ 農耕地におけるカドミウム等負荷量の評価とイネ・ダイズ等による吸収過程の解明 重金属研究グループ

栄養塩類研究グループ
A―１―２―３ カドミウム吸収能の低いイネ・ダイズ品種の検索 重金属研究グループ

A―１―３ 土壌・水系における硝酸性窒素等の動態解明と流出予測モデルの開発
A―１―３―１ 硝酸性窒素等の土層内移動の解明 栄養塩類研究グループ
A―１―３―２ 各種資材等の評価による負荷軽減技術の開発 栄養塩類研究グループ
A―１―３―３ 硝酸性窒素の中規模流域におけるモニタリング手法の開発 栄養塩類研究グループ
A―１―３―４ 硝酸性窒素の負荷流出予測モデルの中規模流域への適用 栄養塩類研究グループ

生態システム研究グループ
A―１―４ 難分解性有機化合物分解微生物の分解能解析技術の開発及び汚染環境中への分解菌接種技術の開発

A―１―４―１ クロロ安息香酸分解菌等の分解能解析技術の開発 有機化学物質研究グループ
A―１―４―２ 木質炭化素材を用いたトリアジン系除草剤汚染環境への分解菌接種技術の開発 有機化学物質研究グループ

A―１―５ 農薬の水生生物等に対する影響評価法の開発
A―１―５―１ 水田用除草剤の水系における拡散経路の解明と藻類等水生生物に対する影響評価法の

開発
有機化学物質研究グループ
地球環境部食料生産予測チーム

A―１―５―２ 新規資材による生体防御機能等の活性化機構の解明 有機化学物質研究グループ
Ａ―２ 人為的インパクトが生態系の生物相に及ぼす影響の評価

A―２―１ 遺伝子組換え生物による生態系かく乱機構の解明と影響評価手法の開発
A―２―１―１ 組換え作物の栽培が農業生態系における生物相に及ぼす影響評価並びに導入遺伝子の 生物環境安全部組換え体チーム

拡散に関する遺伝学的解析手法の開発と遺伝子拡散の実態解明 気象研究グループ
植生研究グループ
微生物・小動物研究グループ
昆虫研究グループ
有機化学物質研究グループ
農業環境インベントリーセンター

A―２―２ 導入寄生蜂等による生態系かく乱の実態とかく乱機構の解明
A―２―２―１ ハモグリバエ等に対する導入寄生蜂等が非標的昆虫に及ぼす影響の評価 昆虫研究グループ

Ａ―３ 農業生態系の構造と機能の解明
A―３―１ 環境要因が微生物の増殖、個体群変動に及ぼす影響の解明

A―３―１―１ 土壌微生物相等の要因が菌核性糸状菌等の動態に及ぼす影響の解析 微生物・小動物研究グループ
A―３―１―２ 微生物及び植物の二次代謝物等が微生物の増殖に及ぼす影響の解析 微生物・小動物研究グループ

A―３―２ 昆虫の個体群動態に及ぼす餌資源、昆虫放出物の影響の解明
A―３―２―１ 寄主植物の空間分布がハムシ等の個体群動態に与える影響の解析 昆虫研究グループ
A―３―２―２ カメムシ、ハマキガ等の放出物が周辺昆虫に及ぼす影響の解明 昆虫研究グループ

A―３―３ 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
A―３―３―１ スルホニルウレア系水田除草剤施用が水田周辺の植物群落の種多様性に及ぼす影響 植生研究グループ
A―３―３―２ カテコール関連化合物を放出する植物の導入が周辺の植物や土壌環境に及ぼす影響解

明
植生研究グループ
環境化学分析センター

A―３―３―３ 農地管理形態の変化に伴う農地及び周辺植生の変動予測 植生研究グループ
A―３―４ 畑地及びその周辺に生息する線虫の動態解明

A―３―４―１ 畑地及びその周辺に生息する線虫の属・種構成の解明並びに昆虫病原性線虫等の特性
解明

微生物・小動物研究グループ
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Ｂ 地球規模での環境変化と農業生態系との相互作用の解明
Ｂ―１ 地球規模の環境変動が農業生態系に及ぼす影響解明

B―１―１ 地球規模の環境変動に伴うコメ生産地域の生産力変動予測手法の開発
B―１―１―１ 地球規模の環境変動に伴う生育阻害要因を考慮した東アジアのコメ生産力の変化予測 地球環境部食料生産予測チーム

気象研究グループ
昆虫研究グループ

B―１―２ 気候変化、二酸化炭素の濃度上昇に伴う農業生産への影響の解明
B―１―２―１ 気候変化や二酸化炭素の濃度上昇による農業気候資源量の変動特性の解明と影響評価 気象研究グループ

法の開発 地球環境部食料生産予測チーム
生態システム研究グループ

B―１―２―２ 二酸化炭素の濃度上昇がアジアのコメ生産性に及ぼす影響のモデル化 気象研究グループ
B―１―３ 気候変化が生態系のフラックス変動に及ぼす影響の解明

B―１―３―１ 農耕地や自然生態系におけるフラックス変動の評価 地球環境部フラックス変動評価チーム
Ｂ―２ 農業が地球環境に及ぼす影響解明と対策技術の開発

B―２―１ 農業活動が温室効果ガスへ及ぼす影響解明と対策技術の開発
B―２―１―１ 農地の利用形態と温室効果ガス等の発生要因の関係解明及び発生抑制技術の開発 地球環境部温室効果ガスチーム

生態システム研究グループ
気象研究グループ

B―２―２ 農業生態系における炭化水素、花粉、ダスト等大気質の放出・拡散過程の解明
B―２―２―１ 農業生態系における炭化水素、花粉、ダスト等大気質の放出・拡散過程の解明 気象研究グループ

B―２―３ 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及び空間構造の特性に及ぼす影響の解明
B―２―３―１ 窒素負荷の増大等による農業生態系の酸性化と窒素等の動態把握手法の開発 生態システム研究グループ

地球環境部食料生産予測チーム
B―２―３―２ 物質収支算定システムの構築と環境負荷の定量化手法の開発 生態システム研究グループ
B―２―３―３ ＧＩＳを活用した農業生態系の空間構造変動の定量的把握手法の開発 生態システム研究グループ

昆虫研究グループ
B―２―３―４ 中国における砂漠化に伴う環境資源変動評価のための指標の開発 地球環境部食料生産予測チーム

環境化学分析センター

Ｃ 生態学・環境科学研究に係る基礎的・基盤的研究
Ｃ―１ 環境負荷物質の分析技術の高度化

C―１―１ 農業環境中におけるダイオキシン類等化学物質の超微量分析法の高度化
C―１―１―１ 塩素化ダイオキシン類等有機化学物質の超微量分析法の開発 環境化学分析センター
C―１―１―２ 農業環境中のカドミウム等の超微量分析法の開発 環境化学分析センター

重金属研究グループ
C―１―２ 作物・農耕地土壌における１３７Cs等放射性同位元素のモニタリング

C―１―２―１ リスク評価のための１３７Cs等放射性同位元素の平常時モニタリング 環境化学分析センター
Ｃ―２ 環境資源情報の計測・解析技術の高度化

C―２―１ 農業生態系の広域的計測手法及び多変量解析手法の高度化
C―２―１―１ 衛星情報のデータベース化と画像解析手法の高度化 生態システム研究グループ
C―２―１―２ リモートセンシングによる植被動態の広域的検出・評価手法の開発 生態システム研究グループ
C―２―１―３ 環境資源・環境負荷データの分類手法及び多変量解析手法の開発 生態システム研究グループ

Ｃ―３ 農業環境資源情報の集積
C―３―１ 農業環境資源の分類・同定及び機能の解明に基づくインベントリーフレームの構築

C―３―１―１ 機能に基づく土壌の分類及びインベントリーのためのフレームの構築 農業環境インベントリーセンター
C―３―１―２ 所蔵タイプ標本等のデータベース化及びインベントリーのためのフレームの構築 農業環境インベントリーセンター
C―３―１―３ 主要イネ科植物に常在する微生物相の分類、同定及び機能解析並びにインベントリー 農業環境インベントリーセンター

のためのフレームの構築
C―３―２ 昆虫・微生物の収集・特性評価とジーンバンク登録 農業環境インベントリーセンター

昆虫研究グループ
微生物・小動物研究グループ
有機化学物質研究グループ
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２．受託プロジェクト研究等一覧

分 類 プロジェクト略称 プロジェクト名

運営費交付金プロジェクト 自然循環 森林・農地・水域を通ずる自然循環機能の高度な利用技術の開発

食料変動予測 地球規模の環境変動に伴う食料変動予測に関する技術開発

形態・生理 形態・生理機能の改変による新農林水産生物の創出に関する総合研究

日韓水質保全 農業生態系における水質保全とその環境影響評価に関する国際共同研究

農林水産省受託プロジェクト （ジーンバンク事業） 微生物ジーンバンク

昆虫ジーンバンク

地球温暖化 地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発

自然共生 流域圏における水循環・農林水産生態系の自然共生型管理技術の開発

（水・物質循環）

（生態系）

有害化学物質 農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発

（カドミウム）

（有機化学物質）

水循環変動 地球規模水循環変動が食料生産に及ぼす影響の評価と対策シナリオの策定

鳥獣害 野生鳥獣による農林業被害軽減のための農林生態系管理技術の開発

バイオリサイクル 農林水産バイオリサイクル研究

カドミウムリスク予測 農用地土壌のカドミウムによる農作物汚染リスク予測技術の開発

残留農薬評価 残留農薬評価のための地域特産作物の分類法及び迅速検出法の開発

果樹類紋羽病 病原菌を病気にする果樹類紋羽病生物防除法の開発

ブランドニッポン 新鮮でおいしい「ブランド・ニッポン」農産物提供のための総合研究

組換え体総合研究 遺伝子組換え生物の産業的利用における安全性確保に関する総合研究

食品総合 食品の安全性及び機能性に関する総合研究

協調システム データベース・モデル協調システムの開発

多面的機能 土地改良調査計画事業 多面的機能維持増進調査

生物機能 生物機能を活用した環境負荷低減技術の開発

遺伝子診断 遺伝子診断法による殺菌剤耐性菌簡易検出技術の開発

土壌病害防除 土壌消毒と生物防除による施設野菜・花きの土壌病害の複合防除技術の開発

ナス有機栽培 土着天敵を温存した有機 JAS規格に合うナス害虫防除体系の確立

国際研究調査「窒素循環」 東アジアの農業生態系における窒素循環：流出負荷と抑制技術

DDS ドラッグデリバリーシステム技術の農林水産技術への応用に関する産業化・実用化のための可能性調査

環境省受託プロジェクト 微量重金属 農耕地における微量重金属負荷量の評価に関する研究

導入昆虫 海外から導入する農業用昆虫類の希少種、在来種等への環境評価手法と導入指針の作成に関する研究

FACE 大気 CO２増加が農業生態系に及ぼす影響の FACE実験による解明と予測

POPs POPs等難分解性物質による農耕地土壌の汚染実態解明と将来変動予測

湿原生態系 自然と人の共存のための湿原生態系保全および湿原から農用地までの総合的管理手法の確立に関する研究

ため池 ため池とその周辺環境を含む地域生態系の水循環と公益的機能の評価に関する研究

ぜい弱性（B11） 地球温暖化の生物圏への影響、適応、脆弱性評価に関する研究

流域物質循環（C6） 流域の物質循環調査に基づいた酸性雨による生態系の酸性化および富栄養化の評価手法に関する研究

炭素収支（S1） ２１世紀の炭素管理に向けたアジア陸域生態系の統合的炭素収支研究

温室効果ガス（S2） 陸域生態系の活用・保全による温室効果ガスシンク・ソース制御技術の開発

地球温暖化対策（B62） ２０１３年以降の地球温暖化対策促進に向けた国際合意のための方法に関する研究

砂漠化（G2） 北東アジアにおける砂漠化アセスメント及び早期警戒体制（EWS）構築のためのパイロットスタディ

オゾン変動（FS11） 日本におけるオゾンとその前駆物質の季節内・年々変動に及ぼす地域気候変化の影響に関する予備的研究

文部科学省受託プロジェクト 風送ダスト� 風送ダストの大気中への供給量評価と気候への影響に関する研究

カドミ吸収遺伝子 イネのカドミウム吸収関連遺伝子座の同定

放射化分析 中性子放射化分析法の環境影響元素・物質研究に対する新利用法と高度化技法の開発

放射性核種 放射性核種の農作物への吸収移行および農林生産環境における動態解明

（萌芽研究） 界面活性剤による水質汚染が水生植物の種子散布に及ぼす影響の解明

（若手研究Ｂ） 開放系温暖化実験法開発のための群落微気象モデリングと数値流体力学実験

（若手研究Ｂ） 黄砂に含まれる放射性セシウムの起源推定

（基盤研究Ｂ） 大気 CO２増加に対する水稲の器官形成応答機構の解明

（基盤研究Ｂ） 農業生態系における人畜共通病原微生物の動態解明と環境リスクデータベースの作成

（基盤研究Ｃ） 分子進化および比較ゲノム学的手法による植物病原細菌の遺伝的多様性の解明

その他受託プロジェクト 日米共同研究（JSPS） 大気二酸化炭素の増加が農業生態系の炭素・窒素循環に及ぼす影響のモデリング

戦略的創造研究（JST） アジア域の広域大気汚染による大気粒子環境の変調について

導入侵入植物（JST） 農業生態系における導入、侵入植物の化学生態的な安全性評価

温室効果ガス DB（JST） COP６の政府間協議を支援する生態系温室効果ガス収支データの蓄積とデータベースの展開に関する研究

（民間受託） グラウンドカバー緑地 グラウンドカバー緑地のアレロパシー効果に関する研究

植栽雑草抑制 植栽による雑草抑制技術に関する研究

化学負荷軽減作物 環境負荷化学物質のモニタリング用植物及び負荷軽減型作物の実用化研究

モニタリング植物 ダイオキシン類汚染土壌を用いたモニタリング植物の評価

水生生物影響 水生昆虫等水生生物に対する農薬等化学物質の影響評価法の開発

農業環境技術研究所年報 平成１６年度１８



再委託先リスト

委 託 内 容 委 託 先

１ 露地野菜地域の養分収支の解明による小河川を対象とした養分管理技術の開発 愛知県農業総合試験場東三河農業研究所

２ 水田－地下水系における窒素浄化機能の評価と適用条件の解明 愛知県農業総合試験場環境基盤研究部

３ 休耕田および水稲収穫跡地の脱窒能の評価と水質浄化技術への活用 静岡県農業試験場

４ 放線菌の二次代謝制御機構の効率的物質生産への有効利用 東京大学大学院農学生命科学研究科

５ 高 CO２濃度下における農作物群落内微気象の計測とモデリング 愛媛大学農学部地域環境水文学研究室

６ 農林水産業分野における温暖化影響に関する総合評価手法の開発 株式会社三菱総合研究所

７ 天水田水収支・生育予測モデル構築のためのタイ東北部水田圃場観測 コンケン大学農学部農学科

８ 長期連用水田及び畑におけるカドミウム収支の解明 �独農業・生物系特定産業技術研究機構
中央農業総合研究センター

９ 作物吸収と相関の高い土壌交換性カドミウムの解明 �独農業・生物系特定産業技術研究機構
北海道農業研究センター

１０ 土壌溶液中のカドミウム濃度による水稲に吸収されるカドミウム濃度の推定 秋田県農業試験場生産環境部

１１ 小麦・大豆・ホウレンソウ等可食部のカドミウム濃度と土壌理化学性との関係
のほ場での検証

北海道立中央農業試験場

１２ 水稲のカドミウム吸収能に関する品種間差異のほ場における検証 富山県農業技術センター農業試験場

１３ ホウレンソウのカドミウム吸収能の品種間差異の検証 埼玉県農業総合研究センター

１４ ホウレンソウのカドミウム吸収能の品種間差異の検証 茨城県農業総合センター農業研究所

１５ 貧栄養流域における酸性物質の動態と収支の推定 信州大学理学部物質循環学科

１６ 流域における窒素、イオウの循環プロセスの解明 東京農工大学農学部環境資源科学科

１７ 貧栄養流域における酸性物質の動態と収支の推定 名古屋大学大学院環境科学科

１８ 植生－土壌プロセスに基づく流域スケールの物質循環モデルの開発 東京大学大学院農学生命科学研究科

１９ 貧栄養流域における酸性物質の動態と収支の推定 北海道大学北方生物圏フィールド科学
センター

２０ 温暖化影響の変動性・地域性を考慮した農業生態系のリスク評価手法の開発に
関する研究

京都大学大学院農学研究科

２１ 土壌炭素フラックスの時空間変動の定量的評価 岐阜大学流域圏科学研究センター

２２ 土壌炭素フラックスの時空間変動モデルの構築と広域推定手法の開発 岐阜大学流域圏科学研究センター

２３ 土壌炭素フラックスの時空間変動の定量的評価 都留文科大学文学部

２４ 土壌炭素収支におけるプロセスの相互作用と時空間変動 玉川大学農学部

２５ 土壌炭素フラックスの時空間変動の定量的評価 山梨県環境科学研究所

２６ 土壌炭素収支におけるプロセスの相互作用と時空間変動 筑波大学生物科学系

２７ 農耕地生態系における炭素収支 岡山大学環境理工学部

２８ 東北地域のカドミウム高吸収イネの選抜と効率的栽培体系の確立 秋田県農業試験場生産環境部

２９ 九州地域のカドミウム高吸収イネの選抜と効率的栽培体系の確立 福岡県農業総合試験場生産環境研究所

３０ 修復作物処理のための効率的システム技術の開発 �植物工学研究所

３１ 中山間地カドミウム汚染農耕地の修復一貫システムの確立 �小泉環境事業部

３２ 兵庫・瀬戸内地域におけるイネ等のカドミウム吸収を最大化するための栽培管
理技術の開発

兵庫県立農林水産技術総合センター

３３ 九州中部地域における高吸収イネのカドミウム吸収を最大化するための栽培管
理技術の確立

熊本県農業研究センター生産環境研究
所

３４ 九州北部地域の高吸収イネ－高吸収ムギ体系におけるカドミウム吸収を最大化
するための栽培管理技術の開発

福岡県農業総合試験場生産環境研究所
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委 託 内 容 委 託 先

３５ 北陸地域の高吸収イネ－高吸収大麦体系におけるカドミウム吸収を最大化する
ための栽培管理技術の開発

福井県農業試験場生産環境部

３６ イネのカドミウム吸収特性の解明と検定法の確立 秋田県農業試験場生物工学部

３７ 遺伝子発現制御によるイネのカドミウム高吸収機構の解明 秋田県立大学生物資源科学部

３８ 遺伝子群の発現量からみたイネのカドミウム吸収能の差異の解析 東北大学大学院生命科学研究科

３９ 農家圃場を対象とした土壌洗浄システムの開発 太平洋セメント�中央研究所

４０ 洗浄法とファイトレメディエーションを組み合わせた修復技術の検証試験 長野県農業総合試験場

４１ 二条大麦の低吸収・低蓄積機構の解明 栃木県農業試験場

４２ 小麦の低吸収・低蓄積機構の解明 群馬県農業技術センター

４３ 東北地域における野菜類の低吸収・低蓄積機構の解明 岩手県農業研究センター

４４ 中部地域における野菜類の低吸収・低蓄積機構の解明 岐阜県農業技術研究所

４５ 山陰地域における野菜類の低吸収・低蓄積機構の解明 島根大学生物資源教育研究センター

４６ 汚染土壌修復目標値の現地検証試験 山形県立農業試験場

４７ 水産系廃棄物のリスク評価とリスク軽減策の開発 北海道立道南農業試験場

４８ 都市廃棄物のリスク評価とリスク軽減策の開発 北海道立中央農業試験場

４９ 畜産廃棄物のリスク評価とリスク軽減策の開発 北海道立天北農業試験場

５０ 堆きゅう肥等のリスク評価とリスク軽減策の開発 熊本県農業研究センター生産環境研究所

５１ 北陸西部地域における営農対策技術の確立 富山県農業技術センター農業試験場

５２ 山陰地域における営農対策技術の確立 鳥取県農業試験場

５３ 北陸東部地域における営農対策技術の確立 新潟県農業総合研究所

５４ 関東地域における営農対策技術の確立 埼玉県農業総合研究センター

５５ 九州地域における営農対策技術の確立 熊本県農業研究センター生産環境研究所

５６ 動態モデル開発のための水田用農薬の動態解明 岩手県農業研究センター

５７ 果樹用農薬の河川への流出実態の解明 長野県農業総合試験場

５８ 茶園等傾斜地での農薬使用による動態解明 愛知県農業総合試験場

５９ 農薬の環境水中濃度予測モデルの開発 豊橋技術科学大学建設工学系

６０ ノニルフェノールの土壌、農作物における動態と水系流出機構の解明 埼玉県農業総合研究センター

６１ マルチメディアモデル開発のための散布農薬の大気移行・拡散量評価 �エスコ環境事業部

６２ 模擬環境を用いた各種媒体（土壌、水など）における農薬等の分解・消失速度
の温度依存性の解析

�化学物質評価研究機構安全性評価技
術研究所 東京事業所環境技術部

６３ 水域の微生物生態系に及ぼす化学物質の影響評価試験方法の開発 島根大学生物資源科学部

６４ アルキルフェノール関連物質の土壌及び河川底質、河川水での動態及び生成さ
れる物質の内分泌かく乱活性の検定

福岡工業大学工学部機能材料工学科

６５ 異物代謝酵素系を利用した難分解性有機汚染物質の負荷軽減技術の開発 神戸大学遺伝子実験センター環境遺伝
子機能制御研究分野

６６ 植物－根圏微生物共生系を利用した化学物質の分解除去技術の開発 �独理化学研究所植物科学研究センター

６７ 有機塩素系化合物分解菌の分子育種 九州大学大学院農学研究院応用微生物
学講座

６８ ダイオキシン類・DDT分解酵素系の解析と効率的分解系の開発 長岡技術科学大学微生物工学研究室

６９ ダイオキシン分解能の自然界での伝播と環境浄化への応用 東京大学生物生産工学研究センター
生物制御工学部門

７０ ドリン類吸収抑制資材の開発と性能向上のための製剤化技術の開発 大塚化学�鳴門研究所
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委 託 内 容 委 託 先

７１ 北陸地域の沖積土壌におけるドリン類吸収抑制剤と低吸収品種利用技術の現地
実証試験

新潟県農業総合研究所園芸研究センター

７２ 東北地域の沖積土壌におけるドリン類吸収抑制剤と低吸収品種利用技術の現地
実証試験

山形県立農業試験場

７３ 関東北部地域の火山灰土壌におけるドリン類吸収抑制剤と低吸収品種利用技術
の現地実証試験

埼玉県農業総合研究センター

７４ 関東南部地域の火山灰土壌におけるドリン類吸収抑制剤と低吸収品種利用技術
の現地実証試験

東京都農業試験場

７５ 土壌凝集剤および吸着剤を用いた化学物質の汚染拡散防止技術の実証 愛知県農業総合試験場

７６ ダイオキシン類動態制御のための新規強疎水性資材の開発 大阪大学大学院薬学研究科生体機能分
子化学分野

７７ 生物機能を利用したダイオキシン類の分解技術の実用化 出光興産�中央研究所

７８ 化学物質汚染土壌の対策技術に対するリスク経済評価手法の開発 名古屋大学難処理人工物無害化処理研
究グループ

７９ 地域特産イネ科、セリ科、シソ科農作物における農薬残留濃度の減衰要因の解析 �日本植物防疫協会

８０ モノクロナール抗体を用いた ELISA用試薬キットの開発 �ホリバ・バイオテクノロジー

８１ 組換え体 scFV抗体の大量生産とアフィニティーカラムの開発 福山大学生命工学応用生物化学科

８２ 農業生産現場における ELISA用試薬キット使用のための技術開発（葉菜・根
菜類）と評価システムの現地実証

埼玉県農業総合研究センター

８３ 農業生産現場における ELISA用試薬キット使用のための技術開発（果菜類） 福島県農業試験場

８４ 農業生産現場における ELISA用試薬キット使用のための技術開発（穀類） 宮城県農業・園芸総合研究所

８５ わが国とアジア諸国の農耕地における CH４、N２Oソースデータベースの構築と
削減効果の広域評価

�独海洋研究開発機構

８６ わが国とアジア諸国の農耕地における CH４、N２Oソースデータベースの構築と
削減効果の広域評価

北海道立上川農業試験場

８７ わが国とアジア諸国の農耕地における CH４、N２Oソースデータベースの構築と
削減効果の広域評価

北海道大学北方生物圏フィールド科学
センター

８８ わが国とアジア諸国の農耕地からの実効的 CH４、N２Oソース制御技術の開発 千葉大学園芸学部

８９ 移動耕作生態系のシンク機能増強のための資源循環的輪作システム開発・導入 京都大学大学院農学研究科

９０ 農村地域における炭素収支の定量的評価と費用対効果に関する研究 豊橋技術科学大学工学部

９１ GPSによる野生ニホンザルの行動追跡技術の開発 NTTアドバンステクノロジ�アクセ
スネットワーク事業本部

９２ 農耕地土壌中多環式芳香族炭化水素の消長の解明 愛媛大学農学部

９３ サイレンシングサプレッサーを発現する形質転換植物における Cucumovirusの
組換え能力

北海道大学大学院農学研究科

９４ 病原菌の収集と薬剤耐性菌発生状況のモニタリング 全国農業協同組合連合会

９５ 「病原菌の収集と薬剤耐性菌発生状況のモニタリング」、「イチゴ及びウリ類う
どんこ病菌における DMI剤耐性機構の解明と遺伝子診断技術の開発」、「灰色
かび病菌の複合耐性遺伝子診断技術の開発」

栃木県農業試験場

９６ 「病原菌の収集と薬剤耐性菌発生状況のモニタリング」、「イチゴ及びウリ類う
どんこ病菌における DMI剤耐性機構の解明と遺伝子診断技術の開発」、「灰色
かび病菌の複合耐性遺伝子診断技術の開発」

神奈川県農業総合研究所

９７ 灰色かび病菌の複合耐性遺伝子診断技術の開発 学校法人東洋大学生命化学部生命科学科
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３．法人プロジェクト研究課題一覧

タイプ 研 究 課 題 名 担当研究単位

独立 野生ニホンザルの生息域変動定量化手法の評価と高精度化 地球環境 生態管理 U

独立 農耕地における亜酸化窒素の放出に対する植物体の寄与の解明 地球環境 温室効果ガス T

独立 台風１５号による農作物被害の広域的評価手法の開発 地球環境 気候資源 U

独立 （１５Ｎ２）シアナミドを利用した高精度シアナミド定量法の開発 生物安全 化学生態 U

独立 微細土壌粒子の分散性と土層内移動性に影響する化学的要因の解明 化学環境 土壌物理 U

独立 亀裂の発達した転換畑からの懸濁態負荷物質の年間流出量とその起源の解明 化学環境 土壌物理 U

独立 大気からの窒素化合物の沈着量の推計 化学環境 水質保全 U

独立 作物体に沈着したダイオキシン類の大気への消失速度の推定 化学環境 ダイオキシン T

独立 土壌中 α－HCHの光学異性体の分離・定量法の確立 化学環境 ダイオキシン T

独立 アルキルフェノール類の ELISA分析法の最適化 環境分析 化学分析研

独立 XANESによる水田土壌中ヨウ素の形態変化の解明 環境分析 放射分析研

連携
ハイパースペクトルを活用した河川・湖沼の汚濁実態のモニタリング手
法の開発

地球環境
化学環境

環境計測 U
水動態 U

連携 リモートセンシングによる水田における炭素フラックスの空間分布評価 地球環境
フラックス T
環境計測 U

連携
湿地植生を活用したバイオジオフィルターの水質浄化機能の評価とビオ
トープの造成・管理手法の確立

生物安全 植生Ｇ長

連携 アブラナ科野菜のＦ１採種系統間の他殖率に及ぼす個体密度の影響 生物安全
植生生態 U
組換え体 T

連携
イネの花粉流動と交雑を予測するための基礎的研究：交雑予測モデルの
構築を目指して

生物安全
地球環境

組換え体 T
大気保全 U

連携 農作物中の鉛同位体比を測定するための分析技術の開発 化学環境 重金属動態 U

運営 農地利用の変遷経過が植物の多様性に及ぼす影響の解明 生物安全 景観生態 U

運営
農業環境中におけるカドミウム等有害化学物質のリスク評価手法の確立
と汚染修復技術の開発

化学環境 土壌化学 U
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平成１６年度のプロジェクト研究等課題分担一覧

（推）：推進リーダ
（TL）：チームリーダ
（SL）：サブリーダ
（参）：Ｇ長等の参画

予算区分 プロジェクト等略称 研究期間 主査、リーダ、課題代表者等

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
センター気象研究 G 生態システム研究 G

温
室
効
果
ガ
ス
T

食
料
生
産
予
測
T

フ
ラ
ッ
ク
ス
変
動
評
価
T

植生研究 G 昆虫研究 G
微生物・
小動物研究 G

組
換
え
体
T

有機化学
物質研究 G

重金属研究
G

栄養塩類研究 G

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
T

気
候
資
源
U

生
態
系
影
響
U

大
気
保
全
U

環
境
計
測
U

環
境
統
計
U

物
質
循
環
U

生
態
管
理
U

リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
U

植
生
生
態
U

景
観
生
態
U

化
学
生
態
U

導
入
昆
虫
影
響
U

個
体
群
動
態
U

昆
虫
生
態
U

微
生
物
評
価
研
究
官

微
生
物
生
態
U

微
生
物
機
能
U

線
虫
・
小
動
物
U

農
薬
動
態
評
価
U

農
薬
影
響
軽
減
U

土
壌
微
生
物
利
用
U

重
金
属
動
態
U

土
壌
化
学
U

土
壌
生
化
学
U

土
壌
物
理
U

養
分
動
態
U

水
動
態
U

水
質
保
全
U

イ
ン
ベ
ン
ト
リ
ー
研
究
官

土
壌
分
類
研
究
室

昆
虫
分
類
研
究
室

微
生
物
分
類
研
究
室

環
境
化
学
物
質
分
析
研
究
室

放
射
性
同
位
体
分
析
研
究
室

運営費交付金 自然循環 １２－１７ 主査 化学環境部長 （推）栄養塩類Ｇ長 （SL）水動態Ｕリーダ ● ● ●
食料変動予測 １３－１７ 主査 地球環境部長 （推）食料生産予測Ｔ長 （推）生態系影響Ｕリーダ ● ● ● ● ● ●
形態・生理 １０－１９ （SL）土壌微生物利用リーダ ●
日韓水質保全 １５－１９ 主査 化学環境部長 （推）栄養塩類Ｇ長 （SL）植生、気象、重金属Ｇ長 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ジーンバンク事業（農） 微生物ジーンバンク S６０－ 窓口 微生物・小動物研究Ｇ長 ● ● ● ● ● ●
昆虫ジーンバンク １２－ 窓口 昆虫研究Ｇ長 ● ● ●

環境研究（農） 地球温暖化 １４－１８ （推）地球環境部長 （TL）気象Ｇ長 ● ● ● ● ● ●
自然共生 （水・物質Ｔ） １４－１８ ● ● ● ● ● ● ●

（生態系Ｔ） （TL）植生Ｇ長 ● ● ●
有害化学物質（カドミウムＴ） １５－１９ （推）化学環境部長 （TL）重金属Ｇ長 （SL）土壌生化Ｕリーダ・養分動態Ｕリーダ ● ● ● ●

（有機化学物質Ｔ） （TL）有機化学物質Ｇ長 （SL）環境化学分析 C長 （SL）ダイオキシンＴ長 ● ● ● ● ● ●
水循環変動 １５－１９ ● ● ● ●
鳥獣害 １５－１６ ●
バイオリサイクル １５－１７ ● ●

作物対応研究（農） ブランド・ニッポン １５－１７ ● ●
生物機能 １６－２０ ● ● ● ● ●

バイテク先端技術（農） 組換え体総合研究 １１－１７ 主任主査 生物部長 （推）微Ｇ長（副推）植Ｇ長（TL）化生、微機、土微リ、組換Ｔ長 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
食品総合 １３－１８ ●

総合研究（農） 協調システム １３－１７ 主査 インベントリーＣ長 ● ●
高度化事業（農） カドミウムリスク予測 １４－１６ 研究総括者 化学環境部長 副研究総括者 重金属Ｇ長 ● ● ●

残留農薬評価 １５－１７ 研究総括者 環境化学分析Ｃ長 ●
果樹類紋羽病 １５－１７ ●
遺伝子診断 １６－１８ 研究総括者 石井 農薬影響軽減Ｕリーダ ●
土壌病害防除 １６－１８ ●
ナス有機栽培 １６－１８ ●

国際農研基盤調査（農） 国際研究調査「窒素循環」 １６－１７ 中課題総括 斎藤 化学環境部長 ●
戦略的アセス調査（農） DDS １６ 研究代表者 松井 昆虫研究Ｇ長 ●
農村振興局（農） 多面的機能 １６ ●
環境保全・地球（環） FACE １４－１６ 課題代表 長谷川 生態系影響Ｕリーダ ● ●
環境保全・公害防止（環） 微量重金属 １２－１６ 主任主査 化学環境部長 課題代表 小野 重金属研究Ｇ長 ● ● ● ●

導入昆虫 １５－１７ 課題代表 望月淳 導入昆虫Ｕリーダ ●
POPs １６－１８ 課題代表 清家 ダイオキシン研究Ｔ ● ●
湿原生態系 １６－１９ ●
ため池 １６－１８ ●

地球環境（環） ぜい弱性（Ｂ１１） １４－１６ サブ課題代表 今川 地球環境部長 ● ● ●
流域物質循環（Ｃ６） １４－１６ 課題代表 新藤 物質循環Ｕ ● ●
炭素収支（Ｓ１） １４－１８ ● ● ● ●
温室効果ガス（Ｓ２） １５－１９ テーマリーダ 八木 温室効果ガスＴ長、 井上 環境計測Ｕリーダ ● ● ●
地球温暖化対策（Ｂ６２） １５－１７ サブ課題代表 中井 土壌分類研室長 ●
砂漠化（Ｇ２） １６－１８ サブ課題代表 白戸 食料生産予測Ｔ ● ●
オゾン（FS１１） １６－１７ ●

科振調・総合研究（文） 風送ダスト� １５－１６ ●
若手任期付研究員（文） カドミ吸収遺伝子 １５－１７ 課題代表 石川 土壌生化学Ｕ ●
原子力（文） 放射化分析 １２－１６ 課題代表 木方 放射性同位体分析研室長 ● ●
放調費（文） 放射性核種 S３２－ 課題代表 木方 放射性同位体分析研室長 ●
科研費（文） 萌芽研究（１４６５８１６４） １４－１６ 課題代表 池田 植生生態Ｕリーダ ●

若手研究Ｂ（１４７６０１６９） １４－１６ 課題代表 吉本 生態系影響Ｕ ●
若手研究Ｂ（１６７１００３８） １６－１８ 課題代表 藤原 放射性同位体分析研 ●
基盤研究Ｂ（１４３６０００８） １４－１６ 課題代表 長谷川 生態系影響Ｕリーダ ●
基盤研究Ｂ（１６３８０２２４） １６－１８ 課題代表 土屋 微生物機能Ｕリーダ ●
基盤研究Ｃ（１６５８００３２） １６－１７ 課題代表 澤田 微生物機能Ｕ ●
基盤研究Ａ（１５２０８００８） １５－１７ 参画 平舘 化学生態Ｕ ●

日米共同研究（JSPS） １５－１６ 研究代表 八木 温室効果ガスＴ長 ● ●
戦略的創造研究（JST） APEX １１－１６ 参画 八木 温室効果ガスＴ長 ●
重点研究支援（JST） 導入侵入植物 １２－１７ 研究代表 藤井 化学生態Ｕリーダ ●

温室効果ガスDB １２－１７ 研究代表 宮田 フラックス変動評価Ｔ長 ●
その他受託 グラウンドカバー緑地 １６－１７ 課題代表 藤井 化学生態Ｕリーダ ●

植栽雑草抑制 １６ 課題代表 藤井 化学生態Ｕリーダ ●
化学負荷軽減作物 １６ 課題代表 荒尾 環境化学分析研室長 ●
モニタリング植物 １６ 研究代表 荒尾 環境化学分析研室長 ●
水生生物影響 １６ 研究担当 大津 農薬動態評価Ｕ ●

２３～２４

（農）：農林水産省所管、（環）：環境省所管、（文）：文部科学省所管、（JSPS）：日本学術振興会所管、（JST）：科学技術振興機構所管



１．農業水利用を考慮した新しい大陸スケ
ールの水循環モデルの開発

はじめに

水循環とは、降水が河川を経て海洋に至り、さらに蒸

発した水が再び降水となる一連の水の循環である。水は

農業を営む上で欠かすことのできない要素であり、また

利用可能な水資源の大半は農業によって消費されてい

る。そのため、気候変動に伴う水循環の変動は、世界の

食料生産にかかわる大きな問題を引き起こす可能性があ

る。その一方で、不適切な農業水利用が原因と考えられ

る水資源の枯渇や、それによる環境破壊も世界各地で報

告されている。それゆえ、農業における安定かつ持続可

能な水利用は、食料を安定的に供給するのみならず、自

然および生活環境を保全する上でも極めて重要である。

安定かつ持続可能な水利用を推進するためには、変動

する気候条件下での農業地帯における水の過不足を把握

することが必要である。本研究では、乾燥・半乾燥地域

を多く含み、農業生産において水資源への依存度が特に

大きいと考えられるユーラシア大陸東部を対象領域とし

て、農業における水需給の関係について、広域の気象情

報から時間的・空間的な特徴を明らかにできる大陸スケ

ールの水循環モデルを開発した。

水循環モデルの概要

対象領域は、図１に示されるような小流域と河道網で

表される。水循環モデルは、鉛直方向の水収支を小流域

毎に計算するための「流域流出モデル」と、各々の小流

域からの流出量を流路網に従い下流へ流下させる「河道

流下モデル」の２つで構成される。この２つのモデルを

結合することによって、広域での水循環と、河道から農

耕地への灌漑（かんがい）水の供給を含んだ農業的な水

循環の再現が可能になっている。

各小流域を土地被覆の種類によってサブ領域（河川・

湖沼などの水体、灌漑水田、非灌漑水田、灌漑畑地、非

灌漑畑地、草地、森林、裸地）に分割し、サブ領域毎に

人工衛星データから得られる植生の季節変化を考慮して

�．研究成果と展望

図１ ユーラシア大陸東部を対象とした大陸スケールの水循環モデルの概念土地被覆別に分割したサブ領域毎に算定された流出量は、小流域全
体で積算され、対応する河道に入力され、河道網に従って上流から下流方向へと流下する。土地被覆分布データ、流域境界データおよび
河道網データは、USGS（U.S. Geological Survey）より入手した。

２５



水収支が計算される。本モデルでは、農耕地における作

物が水分不足によるストレスなく十分に生育できるため

に必要な水の量（灌漑要水量）と、農耕地に供給可能な

水資源量が算定できる。灌漑要水量は、灌漑水田と灌漑

畑地のみを対象としてFAOの灌漑量算定手法に従って

算定する。

灌漑要水量と供給可能水資源量の算定結果

長期間（１９０１～２０００）の広域気象データを入力値とし

てモデルを実行し、出力された灌漑要水量の３０年間の累

年平均値（１９６１～１９９０）の分布図を作成すると（図２）、

灌漑要水量の値が高い領域は、乾燥・半乾燥地域である

中央アジア、パキスタン、インド西部に分布している。

また、インドシナ半島や中国華北、黄河流域でも比較的

高く算定されている。次に、農業に供給可能な水資源量

（ここでは、小流域からの流出量）に対する農耕地にお

ける灌漑要水量の割合を、農業における水需給関係を表

す指標として、その分布図を作成した（図３）。値が高

い地域は、農耕地が集中して存在し、降水量が比較的少

ない中央アジア、パキスタン、インド西部、中国華北に

分布している。値が１を超過し（灌漑要水量＞供給可能

水資源量）、作物が水分不足によるストレスを受けない

で生育するために必要な最低限の水を、当該の小流域で

供給可能な水資源のみではまかなえない地域が存在する

ことがわかる。

おわりに

２１世紀中に予測される地球温暖化がグローバルな水循

環に影響を与えると懸念されている。今後、将来の気候

予測値を本モデルの入力データとして使用することによ

り、温暖化などの気候変化が農業における水需給関係に

与える影響を評価する予定である。

（気候資源ユニット 石郷岡康史）

２．衛星搭載レーダで雲の影響を受けず
精度良く水稲作付地を検出する技術

はじめに

日本では、毎年、約４万カ所の標本圃場を調査するこ

とによって水稲作付面積が統計的に求められており、そ

の算出には多大な労力を必要としている。そのため、衛

星画像を用いるリモートセンシング技術で広域の水稲作

付地を一度に把握し、面積調査を省力化することが期待

されている。

しかしながら、太陽の光を利用する光学センサを用い

る従来の技術は、雲に遮られた地表面は観測できないと

いう欠点を持っているため、毎年、確実に作付面積を求

めることが難しい。そこで、雲の影響を受けない合成開

口レーダ（SAR）センサを搭載した衛星の画像を用い

て高い精度で水稲作付地を検出する技術を開発した。

合成開口レーダ（SAR）とは？

SARはマイクロ波と呼ばれる電磁波を使ったレーダ

である。マイクロ波は、光より波長が長いため、雲を透

過し、曇天や雨天でも地表面を観測することができる。

衛星から斜め下方にマイクロ波を照射し、地表面にぶつ

かって散乱したもののうち、衛星に戻ってきた強さ（後

方散乱強度）を測定し画像化する。

水稲作付地の検出

水面や平らな地面では、衛星から斜めに照射されたマ

図３ 農耕地における、小流域毎の灌漑要水量と供給可能水資
源量の比の分布（１９６１～１９９０年の３０年平均）

農業における水の需給関係を表している。この値が１を超え
る地域では、作物の生育に必要な最低限の水が、その地域に存
在する水資源のみではまかなえないことになる。

図２ 農耕地における、小流域毎の灌漑要水量分布
（１９６１～１９９０年の３０年平均）

値が高い地域では、作物を水分不足によるストレスなく生育
させるために、多量の水を供給する必要がある。

農業環境技術研究所年報 平成１６年度２６



イクロ波が鏡面反射し、衛星に戻ってこない（図１上）。

これに対し、作付けされた水田では、稲の生長に伴って

後方散乱強度が増加する。開発した技術では、田植期と

生長期に撮影された２枚の SAR画像を比較し、田植期

に鏡面反射をして生長期に大きな後方散乱をする場所を

作付地として検出する（図１下）。この方法では、近年

増加しつつある雑草対策に水を張っておくが作付けを行

わない「調整水田」と呼ばれる水田を除外できる。

地図データとの重ね合わせ

天候に左右されない SARであるが、原理的制約から

傾斜地における誤検出が避けられない。そこで、水稲が

作付けされる可能性がほとんどない地域を示す地理情報

システム（GIS）データを作成し、SARにより検出した

水稲作付地にこのGIS データを重ね合わせることで誤

検出を取り除き、精度を向上させる（図２）。なお、日

本全国にわたって均質なGIS データを作成するために、

「数値地図２５�０００（地図画像）」を活用する。

水稲作付面積の算出結果

２０００年７月２日と２０００年７月２７日の２時期の SAR画

像（RADARSATデータ、Cバンド：波長約６cm、ス

タンダードモード：地上解像度１２�５m）を用いて佐賀平

野の２６市町村の水稲作付面積を本技術で算出し、現行の

標本圃場調査（統計的手法）と比較した。その結果、総

面積比１０２�１％、平均二乗誤差では ８５ha であり、現行

の統計的手法と同等の精度であった（図３）。２００１年に

おいても総面積比１０１�５％、平均二乗誤差 ５４ha と精度

が高く、再現性が高いことが分かった。

おわりに

米は日本のみならずアジアの主食であり、その生産量

を把握することは重要である。本研究で開発した水稲作

付地検出技術は海外にも適用できる。単位面積あたりの

収穫量に、本技術で求めた正確な作付面積を掛け合わせ

ることで、広域の水稲生産量を求めることができる。

近々打ち上げが予定されている、日本の陸域観測技術

衛星（ALOS）には新しいタイプの SARセンサが搭載

される。今後、これを利用した１時期 SAR画像での作

図２ GIS データによるマスキング処理
水田がない地域を示すGIS データを用いて SAR画像での誤検
出を除外することにより精度を向上させる。

図１ ２時期 SAR画像による水稲作付地の検出
上の２枚の写真から田植期に鏡面反射をし（暗い部分）、生長
期に大きな後方散乱を示す部分を水稲作付地（赤い部分）とす
る。画像右下の黒い部分は、水を張っておくが作付を行わない
調整水田。（佐賀平野）
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付地の検出技術の開発など、さらなる研究を行っていく

予定である。

（リモートセンシングユニット 石塚直樹

大野宏之）

３．渦相関法による二酸化炭素フラックス
測定のためのデータ処理プログラム

はじめに

最近、「渦相関法で二酸化炭素のフラックスを観測し

たいので、方法を教えてください。」というような相談

を受ける機会が多い。渦相関法というのは、超音波風速

温度計と赤外線ガス分析計を用いて、大気中の乱流によ

る二酸化炭素の輸送量（フラックス）を直接測定する方

法で、森林や農耕地が一定期間に吸収・放出する二酸化

炭素の量を測定するために使用する（図１）。渦相関法

による二酸化炭素フラックスの測定は、我が国の研究者

の多大な貢献もあり、１９８０年頃に実用化された。１９９０年

代後半以降は、主要な温室効果ガスである二酸化炭素の

地球規模での収支を把握するため、世界中の様々な陸域

生態系で、渦相関法による二酸化炭素フラックスの長期

観測が行われている。また、渦相関法は植物・土壌と大

気間のガスフラックスを測定する標準的な方法として、

周辺分野でも利用者が増えている。

渦相関法の技術的問題点

渦相関法を用いて二酸化炭素フラックスの観測を行う

ためには、場所の選定、測器の使用法と保守、データ処

理など、修得しなければならない技術が多い。このうち、

測定に関わる作業については、赤外線ガス分析計の性能

が向上したため、一世代前のように測器の保守に苦労す

ることは少なくなった。

最近では、これに代わって、データ処理が利用者の負

担になってきている。これは、主に二つの理由による。

第一に、観測の長期化に伴って処理すべきデータ量が増

加したこと、第二に、測定法や測器が完璧ではなく、測

定条件も必ずしも理想的とは言えないなかで、得られた

データから目的とする二酸化炭素の吸収・放出量をでき

るだけ正確に求めるために、複雑な処理が行われるよう

になったことである。近年、渦相関法のデータ処理は著

しく進歩し、１０年前は標準的であった処理法が、現在で

は不適切とされているような例もある。その一方で、渦

相関法のデータ処理には未解決の問題も残されており、

現在でも多くの研究が行われている。

渦相関法のデータ処理は、測器からの出力を専用の記

録計やパソコンを用いてデジタル記録し、実験室に持ち

帰って演算処理するという方法が普通である。しかし、

その演算処理のためのプログラムが公開されている例は

多くない。その理由として、上述のようにデータ処理法

が未だ発展途上であり、各研究グループがそれぞれの考

え方に従ってデータ処理を行っていることや、データ処

理には観測点固有の地形や気象条件による部分も多く、

汎用化できる部分が限られていることがあげられる。

データ処理プログラムの開発

このような状況ではあるが、冒頭で書いたような要望

に応える必要もあり、渦相関法のデータ処理の最初の部

分、つまり観測点の条件にあまり左右されない部分につ

いて、専門外の方でも利用可能な処理プログラム（図２）

を作成した。利用者は、計算で得られたフラックス値の

信頼性や誤差の程度を判断し、異常値を除去して、実用

図３ 本技術と現行法の比較
SAR画像・GIS データを用いる技術で求めた佐賀平野の２６

市町村の水稲作付面積と、現行の標本圃場調査（統計的手法）
による面積との比較（２０００年）。両手法による面積が一致する
と、◇が直線上に位置する。

図１ 渦相関法による二酸化炭素フラックスの観測の様子
（つくば市真瀬の水田）
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的なフラックスのデータセットを作成できる。ただし、

このプログラムはユーザーインターフェースやマニュア

ルの整備がまだ不十分なので、プログラムの利用者は作

成者から直接説明を受ける必要がある。

もう一つの問題は補完である。年間の炭素収支の算定

を目的とする観測では、年間で数十パーセントに達する

欠測値や異常値を何らかの推定値で置き換える、いわゆ

る補完の作業が必要となる。しかし、補完法は観測点固

有の条件による部分が大きいので、本プログラムの一部

として提供するには至っていない。渦相関法のデータ処

理にお困りの方は、このような事情をご承知いただいた

うえで、本プログラムの利用についてお問い合わせいた

だきたい。

（フラックス変動評価チーム 宮田 明・間野正美）

４．関東地方にみられるタンポポの４割は
単一のクローン

はじめに

近年、外来生物に対する社会的関心が高まるなか、景

観生態ユニットでは農業生態系に侵入する外来植物の動

態について研究をおこなっている。ここでは雑種タンポ

ポを材料とした最近の研究成果を紹介したい。

現在、日本列島のいたるところに雑種タンポポが広が

っている。「身近な生きもの調査（環境省・２００１）」で全

国から収集された形態的にセイヨウタンポポと見なされ

る８４４個体を解析したところ、全体の約８５％に相当する

７１３個体がセイヨウタンポポ（３倍体）を花粉親、日本

産タンポポ（２倍体）を種子親とした雑種個体であった。

これらの雑種個体は倍数性やゲノム構成の点から、さら

に４倍体雑種（５５％）、３倍体雑種（２１％）、雄核単為生

殖雑種（９％）の３型に大別することができた。

今ではすっかりありふれた存在となった雑種タンポポ

だが、少数の雑種個体から、徐々に個体数を増やしたと

考えられる。では、どのようにして雑種タンポポは点か

ら面へと分布域を拡大したのであろうか？ 解決の糸口

を得るために、我々は３型に大別した雑種タンポポ個体

の由来をさかのぼることを試みた。

無融合生殖によるクローンの増殖

雑種タンポポ集団を解析する場合に、まず念頭におか

なければならないのが「無融合生殖」という生殖法であ

る。無融合生殖とは減数分裂を省略した胚発生で、親の

体細胞と同数の染色体をもつ卵細胞が形成され、花粉の

精核と受精することなく胚が種子へと発生する。そのた

め、ある個体が生み出した子孫は、すべて遺伝的に同一

な個体（クローン）となる。セイヨウタンポポは無融合

生殖をおこなう種として有名で、この生殖法を武器に少

数の侵入個体からの集団形成を図ってきたと考えられ

る。一方、日本産の２倍体タンポポは他家受粉による種

子生産をおこなうので、遺伝的に多様な子孫が生み出さ

れる。

これまでの観察から、雑種タンポポはセイヨウタンポ

図２ 渦相関法のデータ処理プログラム
座標軸変換、周波数補正、密度補正などの基本的な処理・補正を施した後の

フラックス値が、品質検査情報やランダム誤差とともに出力される。
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ポの生殖法を受け継いで、無融合生殖により種子を生産

することがわかっている。そのため、雑種タンポポ集団

をクローン単位に整理すれば、交雑によるクローンの誕

生回数やその後の分布拡大過程を明らにできると考え

た。そこで、雑種タンポポの「マイクロサテライト」と

よばれる遺伝的変異性の高いDNA領域を解析すること

により、塩基配列の違いをマーカーとして雑種個体をク

ローン単位に整理した。

巨大クローンの出現

前述の「身近な生きもの調査」で、関東地方の１都６

県から採集されたタンポポに着目すると、形態的にセイ

ヨウタンポポとみなされる個体が全体の６０％を占め、そ

のうち７１％が４倍体雑種、２４％が３倍体雑種、４％が雄

核単為生殖雑種、２％が純粋なセイヨウタンポポという

内訳であった。そこで、個体数が特に多い４倍体雑種２６３

個体と３倍体雑種８９個体について、タンポポ用に開発さ

れた３種類のマイクロサテライト・マーカーを用いたク

ローン分析をおこなった。

その結果、４倍体雑種からは１６型のクローンが認めら

れ、そのうち９４％（２４６個体）はひとつのクローン（表

１の cl�１）に属することが判明した。つまり、関東地方

から採集された全タンポポの４０％（＝０�６×０�７１×０�９４

×１００）が、ある一つの雑種個体の子孫ということにな

る。さらに、この cl�１の採集地点を地図上にプロットす

ると、その分布は関東平野全域に及んでいて、巨大クロ

４倍体雑種 ３倍体雑種

サンプル数
クローン番号

サンプル数
クローン番号

都県名 cl�１ cl�２ cl�１ cl�２ cl�３ cl�４ cl�５ cl�６ cl�７ cl�８ cl�９ cl�１０ cl�１１ cl�１２ cl�１３ cl�１４
茨城県 ３４ ３０ ０ ３ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

栃木県 ８ ８ ０ ８ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ２ ２ ０ ０ ０ ０

群馬県 ７ ７ ０ ４ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

埼玉県 ２９ ２６ ０ ２８ ２０ １ ０ ０ ２ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ １

千葉県 ４６ ４２ １ １０ ０ ０ ２ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

東京都 ５０ ４７ １ ２３ １ ６ ４ １ ２ ０ １ １ ０ ０ １ ２ １ １

神奈川県 ８９ ８６ １ １３ １ ０ ０ １ １ １ １ ２ ０ ０ １ ０ ０ ０

関東地方計 ２６３ ２４６ ３ ８９ ２３ ７ ６ ５ ５ ３ ３ ３ ２ ２ ２ ２ ２ ２

表１ 関東地方１都６県における４倍体雑種および３倍体雑種のクローン分析の結果

注１）４倍体では cl�３～cl�１６がそれぞれ１個体。３倍体では cl�１５～cl�３６がそれぞれ１個体。
注２）クローン分析に用いた３種類のマーカーの識別能は、それぞれ０�９８、０�９８、０�９０で、これら３つを組み合わせた場合の平均排除率は、

０�９７５であった。

図１ 関東地方における４倍体雑種性タンポポのクローンの分布
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ーンが出現していることが明らかになった（図１）。一

方、３倍体雑種からは３６型のクローンが認められ、４倍

体雑種よりも遺伝的多様性が高いことが明らかとなった

（表１）。このうち最も個体数の多いクローンは全体の

２６％に相当する２３個体から構成されていたが、その分布

域は４倍体雑種の巨大クローンに比べて非常に狭い。

交雑による侵入性の強化

すでに述べたように、雑種タンポポはセイヨウタンポ

ポを花粉親、日本産の２倍体タンポポを種子親とした雑

種個体である。したがって、雑種タンポポが誕生するた

めには、花粉を運ぶ訪花昆虫の活動範囲内に、両者が共

存していなければならない。「身近な生きもの調査」ほ

かの結果によると、日本産タンポポの生育地でセイヨウ

タンポポに出会うことは皆無であるが、かつては雑種タ

ンポポの両親種が共存した時期があったはずである。現

在のセイヨウタンポポと日本産の２倍体タンポポの分布

域を比較すると、前者は東北以北に分布の中心があるの

に対して、後者は関東以南に分布の中心がある。セイヨ

ウタンポポは約１００年前に日本列島の各地に侵入したと

考えられるが、生育に不適な環境に侵入したセイヨウタ

ンポポは、その遺伝子を日本産タンポポに託し、自らの

定着には失敗したのかもしれない。

さらに興味深いことは、４倍体雑種と日本産の２倍体

タンポポの生育環境が全く異なることである。４倍体雑

種は造成地などのオープンな場所に生育するのに対し

て、日本産の２倍体タンポポは二次林等の林縁環境に多

く出現する。仮説の域を出ないが、４倍体雑種の巨大な

クローンは両親種がもつ生存に有利な生理・生態的特性

を併せもつことによって高い侵入性を獲得し、これまで

両親種が生育できなかった人為的攪乱の強い都市的環境

への侵入・定着を果たしたのではないだろうか。

引き続き、雑種タンポポの研究を深化させることによ

り、外来植物の分布拡大に果たす交雑の役割を明らかに

していきたい。

（景観生態ユニット 井手 任・芝池博幸）

５．アジア・太平洋地域の外来生物に関す
るデータベースシステムの構築

はじめに

近年、世界的に物や人の移動が著しく拡大するととも

に、世界各国で昆虫を含む動物、植物、微生物などの侵

略的外来生物が増加し、これらが農作物に直接被害を与

えるだけでなく、わが国固有の生物多様性や生態系に対

するかく乱要因にもなっている。このため、わが国では

植物防疫法によって海外からの病害虫の侵入が防止され

ているが、さらに２００５年６月には、生態系リスクや人へ

の危害等を含めた「特定外来生物による生態系等に係る

被害の防止に関する法律」が施行された。こうした中で、

外来生物の生物学的な特性と生態リスクに関する情報の

収集と蓄積が必要となっている。

一方、侵略的外来生物は、わが国のみならず近隣のア

ジア・太平洋地域においても重要な問題となっており、

大きな被害を及ぼしている。この地域における外来生物

の実態を把握し、蔓延防止および経済的・生態的被害の

軽減対策に関する情報を蓄積する必要がある。

こうしたことから、外来生物が多く、それらの知見が

比較的よく蓄積されているわが国からアジア・太平洋地

域に対して、外来生物に関わる最新情報をデータベース

化し、インターネットにより発信するとともに、各国か

らの情報も収集して情報の共有化を進めるなどの国際貢

献を果たしていくことが重要となっている。

データベースシステムの内容

本データベースは、アジア・太平洋外来生物データベ

ース（Asian-Pacific Alien Species Database（略称

APASD））と呼称する。本システムは、大量のデータ

を比較的容易に入力、検索、閲覧できるリレーショナル

データベース（使用ソフト：Postgre SQL）であり、web

用ソフト（PHP、Apache）によって、パソコン画面で

操作ができる。

本データベースシステムは、�インターネットによっ

て自由に閲覧ができる一般閲覧者用機能、�データを入

図１ アジア・太平洋外来生物データベースシステムにおける
入力・閲覧・管理の流れ
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力するための登録者用機能、および�全体を統括するた

めの管理者用機能（生物名などのマスターテーブルの管

理、パスワードの管理、仮登録されたデータを精査して

本登録システムへ移す管理など）に分割して制御されて

いる（図１）。

本データベースに掲載する対象種は、アジア・太平洋

地域の農業生態系に国境を越えて非意図的あるいは意図

的に導入された外来生物（植物、動物、微生物等）とし、

日本およびアジア地域を中心にデータを収集している。

本データベースには、外来生物の分類名、形態的特徴、

定着状況、分布拡大、経済的および生態的被害、繁殖・

生育特性、防除対策、文献、写真等が入力され、これら

を検索および閲覧できる。同一種に対して各国から入力

できるので、各国の情報を蓄積し、把握しやすいシステ

ムとなっている。閲覧者画面上部の「Comparing data」

から入っていくと、例えば、「スクミリンゴガイ」で「分

布拡大」という項目を選択すると各国の情報を同一ペー

ジに並列して比較することができる（図２）。なお、本

データベースの構築と情報収集にを推進するために、

２００３年および２００４年に外来生物とデータベース構築に関

する国際共同ワークショップを開催した。

おわりに

本データベースへの入力データ数は、２００５年５月現在

で、昆虫、植物を中心に、４３種であるが、今後、入力件

数を増やすとともに掲載内容を一層充実させていくこと

が課題である。今後とも、国内外の専門家の協力を仰ぐ

とともに、各国の植物検疫機関における事実確認との整

合性を取りながら進めていく必要がある。本データベー

スには、http://apasdniaes.dc.affrc.go.jp/あるいは、農

環研ホームページのトップページの「研究・技術情報」

からアクセスが可能である。

（昆虫研究グループ長 松井正春）

６．環境 DNAで土壌くん蒸処理の微生物
影響をみる

はじめに

近年、様々な環境汚染の生物に対する影響が懸念され

ており、これらの評価が求められている。環境中の生物

のうち、微生物は物質循環など生態系で基礎となる重要

な役割を果たしているが、土壌などに生息する微生物は、

大部分が従来の培養法では培養できず、環境影響を測る

上で手法上の問題があった。最近、培養という作業を経

ないで土壌から直接抽出したDNA（環境DNA）を用

いて、土壌中の微生物を調べる方法が注目を集めている。

ここでは、病害虫防除のための土壌くん蒸剤が防除対象

図２ 各国から入力された同一種のデータを同一画面上に並列表示できる
（例：スクミリンゴガイの分布拡大を検索）
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以外の土壌微生物に与える影響について、環境DNAを

用いた手法で解析し、手法の有用性を検討した結果を紹

介する。

環境 DNAを用いた解析手法

対象とする土壌は、殺虫・殺菌剤のクロルピクリン、

D－D（１�３－ジクロロプロペン）のいずれかで土壌くん

蒸処理を行った土壌とした。これらの土壌くん蒸剤は、

臭化メチルの廃止に伴い、代替薬剤として使用増大が予

想され、非標的生物に及ぼす影響が懸念されている。ホ

ウレンソウ畑で年１回これらの薬剤による土壌くん蒸処

理を行い、２年間にわたり、土壌中の微生物相の変化を

細菌と糸状菌それぞれについて、環境DNAを用いた手

法（PCR－DGGE解析）で追跡した。

土壌から直接抽出したDNAは、理論上、土壌中に存

在する全ての生物（細菌・糸状菌・小動物・植物など）

の遺伝子の混合物である。ここでは、細菌あるいは糸状

菌のみの群集構造を調べるため、特異的なプライマーを

用いた PCRによりそれぞれの生物の遺伝子を増幅した。

この PCR産物には、さらに様々な種類の細菌あるいは

糸状菌由来のものが含まれているので、変性剤勾配ゲル

電気泳動（DGGE）という手法で分離した。この手法で

は、配列の違いにより遺伝子が一つ一つのバンドとして

分離され、微生物の種類によりリボゾームRNA遺伝子

配列は異なるために、PCR－DGGEバンドパターンか

ら、微生物群集の多様性や、群集構造の変化を検出する

ことができる。

また、このバンドの塩基配列を調べることで、存在す

る微生物の分類群を推定することが可能となる。例えば、

細菌相についての解析では、無処理土壌のDNAバンド

（図１左）には、培養できない未知の細菌と推定される

細菌DNAのバンドが存在した。しかし、クロルピクリ

ン処理の土壌では、これらのバンドは消失し、新たに出

現・増大するバンド（図１右）の塩基配列は培養可能な

細菌の配列と一致した。このことは、この手法によれば、

従来の培養法では評価できなかった培養困難な菌を含め

て、薬剤処理が及ぼす影響を解析できることを示してい

る。

各種薬剤の影響評価

PCR－DGGE解析の結果、クロルピクリン処理あるい

はD－D処理が、微生物群集構造に影響を与えることが

明らかになった。

まず、作物に病害を起こす細菌や糸状菌の防除を目的

としたクロルピクリン処理の影響を解析した。DGGE

パターンのバンドの濃さを数値データに変換し、これか

らシャノンウィナーの多様性指数を計算したところ、処

理により土壌微生物の多様性は大きく減少した（図２）。

さらに、バンドパターン由来の数値データを多変量解析

手法の多次元尺度解析することにより、群集構造の変化

を２次元上に表した（図３）。クロルピクリン処理によ

り群集構造は大幅に変動し、この影響は、処理後１年を

経過しても回復しなかった。

一方、植物寄生性線虫の防除を目的としたD－D処理

の影響は、クロルピクリン処理よりも土壌微生物に及ぼ

す影響は少ない。しかし、D－D処理後２年目に、糸状

菌相において多様性が低下し（図２）、また細菌相につ

いては無処理区にはない細菌DNAのバンドが増大した

図１ 土壌くん蒸処理による細菌１６S rDNA DGGEパターンの変化
ホウレンソウ畑で農薬を１年に一度処理しており、２年目（２回目）の処理から１ヶ月後の土壌を解析。特にクロルピクリン処理区では培

養できない細菌が消失し、培養可能な細菌が増えてくる。（ ）内はデータベース上の最も近い配列との相同性（％）。
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（図１）。このように、D－Dにおいても処理を繰り返す

ことにより微生物相に影響が現れることが明らかになっ

た。

環境 DNAを用いた生物影響評価法の活用について

土壌から直接抽出した環境DNAを用いる解析法は、

農業現場における土壌微生物相の変化をとらえることが

できるので、化学物質や有機物施用などが環境に及ぼす

影響評価に利用できると期待される。環境DNAは理論

上土壌中に存在する全ての生物の遺伝子を含んでいるた

め、本解析法では、目的とする生物に応じてプライマー

を使い分けることにより、例えば細菌や糸状菌など、同

じ環境DNAサンプルから個別に解析できる。さらに、

機能性遺伝子を対象に解析することで、特定の機能を持

つ群集の解析にも応用できる。

（微生物生態ユニット 星野（高田）裕子）

７．農薬生態毒性評価のためのコガタシマ
トビケラの室内人工飼育法

はじめに

現在我が国の農薬登録制度においては、農薬の水系（陸

水）生態系への影響を評価するために生態系の各段階を

代表する魚類（高次消費者）、ミジンコ（一次消費者）、

藻類（生産者）の通称３点セットによる急性毒性試験の

実施が求められている。しかし、陸水は河川から湖沼ま

で幅広く、生息する生物種も多いため、実際の水系に生

息している生物種を試験対象に加え、より実環境に近い

影響評価を行うことが望ましい。そこで、新たな試験生

物を選定し、飼育法を開発した。

試験生物の選定

日本の陸水生態系は河川や用水路の流水域が多いこと

が特徴的である。１次消費者を考えた場合、流水域の生

態系においては止水域を好むミジンコは少なく、水生昆

虫が重要な役割を果たしており、水生昆虫の中では、ト

ビケラ、カゲロウが優占することが多い。カゲロウには

ライフサイクルの中に亜成虫があるなど生態が複雑で飼

育が困難と考えられた。そこで、トビケラ類を試験生物

として選定することにした。トビケラ類の中では、実際

の農薬暴露可能性の高い水田地域の河川、用水路に多く

生息するコガタシマトビケラを試験生物として選定し、

試験生物化を試みることとし、その第一歩として室内環

境での飼育法を開発した。

コガタシマトビケラの特徴

コガタシマトビケラ（Cheumatopsyche brevilineata）

は、日本全国の若干富栄養化し、河床に礫が存在する河

川中流域・水田用水路等に広く生息している。幼虫はい

も虫状で自らの吐き出した糸で網を造り流下してくる藻

類・有機物を摂食している。成熟した５齢幼虫は水中で

繭（まゆ）を作り蛹（さなぎ）になる。羽化した成虫は

蛾に似ており、交尾後水中の石表面に卵塊を産卵する。

野外では一年に２－３世代繁殖し、幼虫で越冬すること

が知られている（図１）。

図２ 土壌くん蒸処理による細菌と糸状菌の多様性変化
無処理（■■）、D－D処理（■■）、クロルピクリン処理（■■）

１

図３ クロルピクリン処理による細菌群集構造の変化
無処理（■）、クロルピクリン処理（●）
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室内人工飼育法の開発

コガタシマトビケラの室内環境での飼育法を検討した

結果、図２のような飼育系で飼育が可能になり、現在最

長６世代までの累代飼育に成功している。

飼育系開発上あったいくつかの問題点は、以下の様に

解決した。第一に、幼虫は酸素不足に弱いことがわかっ

たため、マグネチックスターラーで攪拌（かくはん）し

て水流を作り、エアーポンプでの給気を組み合わせるこ

ととした。第二に、当初飼育の困難だった１齢幼虫には

餌として藻類（乾燥クロレラ粉末）を給餌し、水流を弱

くすることで生存率を高めることができた。２齢以降は

通常の魚用飼料を粉末にしたもので飼育できた。第三に、

羽化した成虫の逃亡を防ぐため羽化専用の網ケージを開

発し、飼育水槽ごとケージへ移動することとした。第四

に、羽化成虫の交尾・産卵環境を検討し、産卵用に専用

の水槽を開発した。水槽内に水深８cm程度の水を張り、

中に産卵に適した石（５cm程度の立方体に加工した黒

色岩石）を設置することで安定的に交尾・産卵を行わせ

図１ コガタシマトビケラのライフサイクル

図２ コガタシマトビケラ室内飼育系
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ることができるようになった。

おわりに

日本の河川や用水路に生息する水生昆虫等が水系生態

系において魚等の餌として重要な役割を果たしているに

もかかわらず、それらの生物に対して農薬等化学物質が

与える影響についてはこれまで知見が少なかった。コガ

タシマトビケラ幼虫を試験生物に用いることで、より正

確に農薬生態毒性を評価することが可能になると期待さ

れる。

（農薬動態評価ユニット 大津和久・横山淳史）

８．玄米のカドミウム濃度に係わる遺伝子座

はじめに

FAO/WHO合同食品規格委員会（コーデックス委員

会）では、食品を通して摂取されるカドミウム（以下Cd

と略す）量の大幅な低減を図るために、農作物等の統一

的な国際基準値を検討している。このような情勢の中、

日本人の主食であるコメのCd濃度を減らす新たな技術

開発が求められている。

コメ（玄米）のCd濃度は、品種・系統間で異なって

おり、その違いを遺伝解析することで、既存品種よりも

玄米Cd濃度の低い品種の育成を効率的に進めることが

できる。しかしながら、玄米のCd濃度を支配する遺伝

子座の存在は、これまで明らかでない。そこで本研究は、

玄米Cd濃度の低い品種の育成・導入を目指し、その基

礎となる遺伝情報を得る目的で、玄米のCd濃度に係わ

る遺伝子座の染色体上の位置を推定した。

遺伝子座の位置を推定するための実験材料

玄米収量、草丈、穂数等、計量・計数的に測られ連続

的な変異を示す形質を量的形質といい、その形質に係わ

る遺伝子座を量的形質遺伝子座（以下QTLと略す）と

言う。玄米のCd濃度も量的形質であると言える。QTL

の位置を推定するには、遺伝解析用の実験材料が不可欠

である。本研究では、（独）生物資源研究所で作出され

た染色体置換系統群を利用した。これは、日本型品種「コ

シヒカリ」の遺伝的背景に、インド型品種「カサラス」

の染色体の一部を導入し、３９系統で供与親である「カサ

ラス」の全ゲノムをカバーするように選抜した系統のセ

ットである。図１は導入された染色体領域を図示したグ

ラフ遺伝子型データである。

図１ 染色体置換系統群のグラフ遺伝子型（Ebitani et al.,２００５の一部改変）
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染色体置換系統群をQTL解析に用いる利点は、１）

雑種第２代や組換え自殖系統に比べて、少ない系統数で

効率よく形質評価ができること、２）他の染色体領域の

影響を排除することによって、導入された領域のみの遺

伝効果を評価できること、３）QTL解析用のプログラ

ムは使わず、地図上から容易にQTLを特定できること、

４）特定されたQTLを含む準同質遺伝子系統の育成に

かかる期間を短縮できること、など多数ある。

染色体置換系統群の玄米 Cd濃度

親品種と３９の染色体置換系統群を、Cd汚染土壌（灰

色低地土、０�１M HCl 抽出 Cd濃度：１�８mg kg－１）を

充填したポットを用いて、Cd吸収が促進されやすい節

水条件下で栽培した。コシヒカリと染色体置換系統群の

玄米Cd濃度の差異は、統計的手法（ダネットの多重検

定、有意水準１０％）で判定した。

節水栽培であったため、親品種・染色体置換系統群と

もに比較的高い玄米Cd濃度（＞１ mg kg－１）であった

（図２）。コシヒカリよりも玄米Cd濃度が有意に低い

系統は、SL－２０７、SL－２０８、SL－２２４であった。また、SL

－２２３は、有意水準をやや超していたが、SL－２２４に近い

低Cd濃度を示した。一方、コシヒカリよりも有意に高

い系統は、SL－２１５、SL－２１７、SL－２１８であった。

玄米の Cd濃度に係わる遺伝子座

図１に示したグラフ遺伝子型と図２に示した各系統群

図２ 染色体置換系統群の玄米Cd濃度

図３ 玄米のCd濃度に係わる遺伝子座
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の玄米Cd濃度を比較して、玄米のCd濃度に係わる

QTLの染色体上の位置を推定した（図３）。第３染色体

が置換された SL－２０７と SL－２０８は、コシヒカリよりも

有意に低い玄米Cd濃度を示したので、それらの共通置

換領域に玄米のCd濃度を低くするQTLがあると推定

した（DNAマーカー S１５１３～R６６３の区間）。また、第

８染色体が置換された３系統の中で、SL－２２３と SL－２２４

はコシヒカリよりも玄米Cd濃度が低く、SL－２２５は統

計的に全く有意性を示さなかった。それゆえ、SL－２２５

の置換領域を含まず、かつ SL－２２３と SL－２２４との間で

共通に置換された染色体領域（DNAマーカーC３９０～C

１１２１の区間）に玄米Cd濃度を低くするQTLがあると

推定した。一方、第６染色体が置換された４系統のうち

３系統の玄米Cd濃度は、有意にコシヒカリよりも高か

った。それゆえ、３系統間で共通に置換された染色体領

域（DNAマーカーR２１７１～R２５４９の区間）に玄米濃度

を高くするQTLが存在すると推定した。

今後の課題と展望

遺伝解析に用いた染色体置換系統群は、日本人に最も

好まれているコシヒカリと９０％以上同一のゲノムを持

つ。それゆえ、今回見つかった玄米Cd濃度が低い置換

系統を育種の出発材料に利用すれば、玄米Cd濃度が低

いコシヒカリを短期間に、効率よく作出できる。玄米Cd

濃度の低い品種の導入は、経済的かつ環境負荷の少ない

Cd汚染低減化技術として有効であろう。今後、玄米Cd

濃度に係わるQTLの遺伝効果を評価するため、栽培条

件（水管理、圃場、地域、施肥、土壌等）や気象条件（気

温、日照量、降水量等）が異なる環境下での玄米Cd濃

度の検討が必要である。

（土壌生化学ユニット 石川 覚）

９．亀裂の発達した粘土質転換畑の暗渠
（あんきょ）からの懸濁態リンの流出

はじめに

農耕地からのリンの流出は、湖沼などの閉鎖系水域の

富栄養化の大きな原因の一つに挙げられている。リンは

一般に土壌粒子に吸着されやすく、水に対する溶解度が

比較的小さいため、土層内を下方に浸透流出する割合は

小さく、表面流出が主な流出経路であるとされてきた。

しかし、リンのような難溶性物質も土壌粒子自体が土層

内を移動すれば、それらに吸着されたまま懸濁態として

輸送されうる。このような現象は“コロイド担体輸送

（colloid-facilitated transport）”と呼ばれており、環境

中での難溶性物質の動態に大きな影響を及ぼす場合のあ

ることが広く認識されるようになっている。

粘土質転換畑土壌では、水田からの畑転換に伴う乾燥

により下層土に亀裂が発達していることが多く、亀裂を

通じた懸濁態でのリンの土層内下方移動と暗渠（あんき

ょ：地下排水路）流出が懸念される。しかし、このよう

な転換畑におけるリンの流出実態はほとんど明らかにさ

れていない。そこで、亀裂の発達した転換畑において、

リンの暗渠流出の実態を調べた。

圃場測定の概要

中央農研北陸研究センターの転換畑圃場において、

２００４年５月２６日～１０月１９日の大豆作付け期間に測定を行

った。土壌は膨潤性の粘土鉱物（スメクタイト）を主成

分とし、細粒質斑鉄型グライ低地土に分類される。この

圃場は１９９６年に畑転換され、耕盤層と下層土には亀裂が

発達している。また、排水対策として、深さ６５cmの地

中に５m間隔で暗渠を、圃場の周縁部に表面排水溝を

設置している。５月２６日に耕起・播種と同時に施肥を行

い、１２kg－P ha－１のリンを施用した。

土壌水の圧力ポテンシャルおよび体積含水率を連続測

定するとともに、降雨時の暗渠および表面流出水量を測

定した。また、暗渠流出水と表面流出水を採取し、懸濁

態（粒径＞０�１μm）および溶存態リン濃度を測定した。

亀裂を通じた暗渠への水の流出

降雨により作土－耕盤層境界（深さ２０cm）の土壌水

の圧力ポテンシャルが上昇し正になると、暗渠から急激

な水の流出が始まった（図１）。また、いったん暗渠流

出が始まると、暗渠流出水の流量は降雨強度の変化に直

ちに応答した。このとき、下層土の体積含水率に変化は

図１ 降雨時の作土と耕盤層の境界付近（深さ２０cm）の土壌
水の圧力ポテンシャルおよび暗渠流出流量の変化
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ほとんど見られなかった。これらの結果は、降雨時に耕

盤層・下層土内を下方移動する水のほとんどがこれらの

層の基質（土の部分、マトリックス）を迂回し、亀裂を

通じて暗渠に流出したことを示唆している。

リンの暗渠流出と表面流出

流出水中のリン濃度は、暗渠・表面流出とも降雨時の

流出初期に高く、その後、流出流量が次第に減少するに

つれて徐々に低下する傾向があった（図２）。

暗渠流出水中のリン濃度は最高１�３mg－P L－１に達し

た（図３）。リン濃度が０�２mg－P L－１を超えた暗渠流出

水について見ると、リンの８０％以上が懸濁態として存在

していた。一方、表面流出水中のリン濃度は最高０�６９

mg－P L－１であり、懸濁態リンの占める割合も暗渠流出

水より低い傾向にあった（図３）。

これらの測定結果に基づき、大豆作付け期間を通じた、

調査圃場からのリンの流出量を推定した（図４）。暗渠

および表面を通じたリンの全流出量は年間施用量の７％

にあたる０�８４kg－P ha－１と見積もられた。このうち６８％

（０�５７kg－P ha－１）が暗渠を通じて流出し、その９０％は

懸濁態であったと推定される。一方、表面流出したリン

は全流出リンの３２％（０�２７kg－P ha－１）であり、うち懸

濁態は７８％と見積もられた。

以上の結果から、亀裂の発達した粘土質転換畑では、

下層土の亀裂を通じた懸濁態での暗渠への流出が表面流

出を上回るリンの流出経路になりうることが明らかにな

った。

おわりに

分散土壌粒子などのコロイドを担体とした環境負荷物

質の輸送は、今回焦点を当てたリンだけでなく、ダイオ

キシンや重金属など他の難溶性物質の流出にも大きな影

響を与えていると考えられる。今後も、懸濁態での環境

負荷物質の流出実態とその動態について研究を進めてい

く予定である。

（土壌物理ユニット 鈴木克拓）

１０．国内で広範囲に発生していた侵入害虫
Opogona sacchari（Bojer）（新和名：
クロテンオオメンコガ）

はじめに

明治以降に日本へ侵入してきた外来昆虫は、約４５０種

（植物寄生性ダニ、クモ、センチュウを含む）と言われ

ている（外来種ハンドブック、日本生態学会、２００２）。

近年農作物の輸入量が増え、海外産の害虫が侵入するリ

図３ 暗渠および表面流出水中のリン濃度とリンに占める懸濁
態リンの割合の関係

図２ 降雨時における暗渠および表面流出流量と流出水中のリ
ン濃度の変化

図４ 大豆作付け期間（２００４年５月２６日～１０月１９日）を通じた
粘土質転換畑圃場からのリンの流出量
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スクが高まっているが、多くの害虫は植物検疫により、

国内に入ってくる前に水際で侵入が阻止されている。そ

れでも網の目をかいくぐり、海外から侵入してくる場合

もある。

侵入蛾の研究の発端と和名の命名

我々は近年、ドラセナやパキラなどの観賞用植物を中

心に発生した蛾類の一種の同定依頼を頻繁に受けるよう

になってきた。同定の結果、本種はヒロズコガ科に属す

Opogona sacchari（Bojer）であることが分かった（図１）。

本種の和名はこれまでなかった。昆虫類の場合、学名

は他の動物と同じく現行の「国際動物命名規約」に従っ

て名付けられているが、和名に関しては特にこのような

規約はない。学名だけあって和名の付いていない昆虫は

実は日本には多数いる。しかし、それでは学名に慣れて

いない人には不便であると思われたので、本種を“クロ

テンオオメンコガ”と命名した。この和名は、ヒロズコ

ガ科メンコガ亜科に属し、前翅中央に黒紋（＝クロテン）

がある本亜科中の大型（＝オオ）の蛾であることに由来

する。

日本での発生・定着状況

本種は、アフリカ、中南米、ヨーロッパに主に分布し、

最近北米に侵入した害虫である。そこで、大阪府立大学

と協力して、わが国における本種の同定依頼記録、加害

植物や発生実態の情報を収集し、発生状況を明らかにす

るとともに日本での定着状況について検討した。

従来のわが国における本種の侵入や発生について公表

されている記録は１９８６年の植物検疫での発見例と１９９９年

９～１０月の小笠原父島での採集例の２件のみであった

が、同定依頼の記録や標本を改めて整理したところ、本

州から沖縄に至る１３地点で発生していたことを新たに確

認し、合計１５件の発生記録となった（表１）。今回確認

した発生状況などから、本種は少なくとも本州の新潟以

南、四国、九州、沖縄で発生を繰り返しており、わが国

に定着したと考えられる。

被害が認められた植物と今後の注意

今回の調査によると、わが国では観賞用植物での発生

事例が多かったが、他に熱帯果樹にも被害があった。ま

た、家畜飼料での発生も記録されていた（表１）。海外

ではさらにサツマイモやナスなどの作物での被害も確認

されている。

年月 採集地 加害植物と加害物質：加害部位 個体数c

１９８６年７月a 福岡県関門港 ドラセナ：幹 ４

１９８８年 千葉県君津市 パキラ（施設内）：新梢先端部 １♀

１９９２年７月 沖縄本島恩納村 ベンジャミン：接ぎ木部 ２♂４♀

１９９３年１０月 岐阜県海津郡海津町 アナナス：新芽、地際部、芯 １

１９９３年１月 茨城県潮来町 ユッカ：木部 ２♀

１９９４年９月～１９９５年２月

奈良市今市町 シンビジウム（施設内）：培養土 １♂

１９９５年３月 奈良市今井町 シンビジウム（施設内）：培養土 １２♂７♀，２； 幼虫５

１９９７年４月 熊本県上益城群益城町 ドラセナ：木部、セローム：塊根、 １♂３♀； 幼虫４５

チューリップ・ユリ：球根

１９９７年４月 沖縄県玉城村 ドラセナ：枝 ３♂１１♀

１９９８年８月 茨城県玉造町 パキラ：表皮内と髄部 １♂７♀，２

１９９８年１０月 茨城県鹿島郡神栖町 パキラ苗（施設内） ２♂３♀

１９９９年４月 高知県土佐市 デンドロビウム：培養土、根、バルブ ３♀

１９９９年９～１０月b 小笠原諸島父島 鶏用の飼料 報告無し

２０００年～ 新潟県北蒲原郡 ベゴニア：球根、アロエ、バナナ、 多数

パッションフルーツ

２００１年９月 東京都八丈島 ドラセナ、オーガスタ、 １♂１♀

テーブルヤシ属の１種

図１ Opogona sacchari（Bojer）（新和名：クロテンオオメンコガ）成虫

表１ クロテンオオメンコガの日本における侵入、発生の記録

a 馬場（１９９０）が報告した植物検疫での発見記録。
b 高橋ほか（２０００）が報告したトラップでの採集記録。
c ♂♀は全て成虫、数字だけ示したのは雌雄識別不能な成虫を示す。
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本種は、冬場でも栽培施設内では発生しており、それ

が次年度の発生に結びつくこともあると考えられる。ま

た、今回は発生が確認されなかった北海道や東北地方で

も、特に施設栽培での注意が必要である。

おわりに

近年、農作物を含む物流が盛んになって、海外からわ

が国へ害虫が侵入するリスクは高くなっている。海外産

の昆虫は、農業害虫などのように比較的よく知られてい

る種であっても、利用できる参考文献や比較標本が限ら

れているため、正確に同定することは必ずしも容易では

ない。また、海外ではなんら害をもたらさない“ただの

虫”がわが国へ侵入し、新たな環境の中で初めて害虫化

するような事例もある。そのような場合は利用可能な情

報はさらに少ないため、同定はより困難となる。

当研究室では、所蔵標本や文献などのデータベース化

を現在進めており、また様々な昆虫関連情報を統合した

“昆虫インベントリー”の構築に取り組んでいる。今後

は、国内外の関連機関とも連携し、各機関が蓄積してい

る昆虫情報の相互利用を通して、昆虫同定の迅速化や昆

虫相の解析等に活用できるネットワークを構築したいと

考えている。

（昆虫分類研究室 吉松慎一・安田耕司）

１１．イムノアッセイで農作物中の残留農薬イ
ミダクロプリドを迅速かつ簡便に測定する

はじめに

近年、国民の食の安全性に対する関心が高まる中、農

作物中に残留する農薬の濃度レベルの把握が緊要となっ

ている。従来から残留農薬の測定は、ガスクロマトグラ

フィー（GC）や高速液体クロマトグラフィー（HPLC）

といった方法で行われてきた。しかし、農作物の収穫か

ら出荷までの流通を円滑に行う上では、測定までに多く

の時間と労力を要するこれらの方法は適していない。

一方、抗原－抗体反応を用いたイムノアッセイは、迅

速かつ簡便に農作物中の残留農薬を検出できる測定技術

として、関心が高まっており、近年、我が国では、種々

の残留農薬測定用イムノアッセイキットが市販されるよ

うになった。しかし、これらのキットを実際の農作物に

応用する際、農作物に起因する種々の夾雑物の影響を受

けることが多く、測定結果の信頼性に欠ける。そこで、

使用頻度の高いネオニコチノイド系殺虫剤イミダクロプ

リドの検出用に市販されているイムノアッセイキットを

用い、農作物中の残留イミダクロプリド濃度を迅速、簡

便かつ正確に測定できる方法を検討した。

イムノアッセイキットの基本特性

イミダクロプリド測定用イムノアッセイキット（�ホ

リバ・バイオテクノロジー社製 SmartAssay シリーズ）

の測定可能な濃度範囲は、１～３９ppb であった（図１）。

農作物に設定されている残留基準値は１０００～５０００ppb

（１～５ppm）であり、残留基準値近傍の濃度を把握す

る上では、本キットが充分な感度を備えていることが明

らかになった。

試料をミキサーで磨砕

メタノールを加え、手で３～５分間、振る

上澄み液（１mL程度）をろ過

水で希釈

酵素標識化抗原と等量混和

イムノアッセイによる測定

図１ イムノアッセイにおける検量線

図２ イムノアッセイ分析における前処理の手順
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分析の前処理とイムノアッセイキットによる農作物中の

イミダクロプリドの測定

本イムノアッセイキットでは、抗原となるイミダクロ

プリドに対して高い選択性を持つ抗体を用いているた

め、農作物に適用する場合、分析の前処理を簡便にする

ことが可能である。図２に示すように農作物からのメタ

ノール抽出及び抽出液の希釈のみで、イミダクロプリド

を測定することが可能とされている。そこで、夾雑物の

影響を受けない適切な希釈条件を検討した。リンゴ、キ

ュウリ及びナスについては、それぞれの抽出液を１０倍に、

レタスでは４０倍に、ピーマンでは８０倍に水で希釈するこ

とで、個々の農作物に起因する夾雑物の影響を最小限に

抑えることが可能となった。

この希釈条件に基づき、既知濃度のイミダクロプリド

を添加した農作物を分析して回収率を調べた（表１）。

その結果、回収率は８３～１１０％となり、本イムノアッセ

イキットは、各農作物に存在するイミダクロプリドを、

必要とされる正確さで測定できることが明らかになっ

た。さらに、本イムノアッセイ及び信頼性が高いHPLC

によって同一試料を分析し、得られた測定値を比較した

ところ、両法による測定値はほぼ一致し、本イムノアッ

セイキットによる測定値の高い信頼性が証明された（図

３）。

おわりに

我が国では、最近、使用頻度や検出頻度の高い約３０種

類の農薬を対象にイムノアッセイキットが開発されてい

る。これらのキットは測定原理が全く同一であり、使用

する抗体が異なっているだけである。そのため、今回、

使用したキット以外のものでも、試料の希釈条件に注意

を払えば、信頼性の高い測定ができると推定される。た

だし、それぞれのキットについての確認が必要である。

（環境化学物質分析研究室 渡邉栄喜）

試料 添加濃度（ppm） 検出濃度（ppm） 回収率（％）

リンゴ １ ０�９３±０�０１５＊ ９３

キュウリ １ １�１±０�０６ １１０

ナス １ ０�８８±０�１０ ８８

レタス ２ １�７±０�１４ ８３

ピーマン ５ ４�４±０�３８ ８８

図３ イムノアッセイとHPLCによる測定値の比較
５種類の農作物（リンゴ、キュウリ、ナス、レタス、ピーマン）試料３４
点の測定値。両法による測定値が一致すると、○が直線上に位置する。

表１ イムノアッセイキットによるイミダクロプリドの回収率

＊±の後の値は標準偏差を示す。
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�．研究成果の発表と広報

平成１６年度中に発表された研究成果をつぎのとおり５つに分類した。

� 農業環境技術研究所の刊行物

� 学術刊行物（査読制度有）

� 学会等講演要旨集

� 著書・商業誌等刊行物

� その他

なお、この研究成果は、それぞれ組織順に研究部（センター）別とし、部（センター）ごとに筆頭著者のアルファベ

ット順に掲載した。（＊印は、外部所属者で、配列から除外してある。）

２ 広 報

� 所主催によるシンポジウム・研究会

� 刊行物一覧

� 情報：農業と環境

� 個別取材一覧

� 新聞記事

� テレビ・ラジオ等
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Ikeda, Hiroaki Evolution of sulfonylurea resistance in scirpus hun-
coides var. ohwianus

NIAES Annual Report 2004
４０―４１

２００５．３

Fujii, Yoshiharu
Hiradate, Syuntaro
Araya, Hiroshi

A new method for the bioassay of allelopathic activ-
ity in rhizosphere soils

NIAES Annual Report 2004
４１

２００５．３

Fujii, Yoshiharu
Hiradate, Syuntaro
Araya, Hiroshi
Iqbal, Zahida＊

Allelopathic activity of buckwheat: isolation and
characterization of allelochemicals

NIAES Annual Report 2004
４１―４２

２００５．３

Hiradate, Syuntaro
Fujii, Yoshiharu
Araya, Hiroshi

Sources of carbon in humic substances in some Japa-
nese volcanic ash soils, as determined by the carbon
stable isotopic ratio, δ13C

NIAES Annual Report 2004
４２

２００５．３

Tanaka, Koichi Expansion of distribution of the ragweed beetle
Ophraella communa, an exotic insect in Japan

NIAES Annual Report 2004
４３―４４

２００５．３

Noguchi, Hiroshi
Sugie, Hajime

Selection of a resistant strain of the smaller tea tor-
trix (Adoxophyes orana honmai, Tortricidae, Lepi-
doptera) against a communication disruptant

NIAES Annual Report 2004
４４―４５

２００５．３

Nishiyama, Koushi Improvement of preservation medium to reduce Ioss
of viability through repeated thawing and re-freezing

NIAES Annual Report 2004
４６―４７

２００５．３

Sawada, Hiroyuki Comparison of the 16S rDNA sequences of legume
symbionts and their neighboring nonsymbionts

NIAES Annual Report 2004
４７

２００５．３

Ishihara, Satoru Use of native algal species bioassay to assess effects
of herbicide on algal communities

NIAES Annual Report 2004
５１―５３

２００５．３

Morimoto, Sho
Ogawa, Naoto
Hasebe, Akira
Fujii, Takeshi

Detection of 3-chlorobenzoate-degrading bacteria in
soil by PCR-DGGE

NIAES Annual Report 2004
５３―５４

２００５．３

Saito, Takayuki Cadmium input from rainfall into fields in the city of
Tsukuba

NIAES Annual Report 2004
５４―５５

２００５．３

Oda, Hisao
Kawasaki, Akira

Identification of production origin of Welsh onions
using strontium isotope ratios

NIAES Annual Report 2004
５５―５６

２００５．３

Eguchi, Sadao Travel times of water and nitrate to shallow and deep
aquifers

NIAES Annual Report 2004
５６―５７

２００５．３

Mishima, Shin―ichiro
Matsumori, Makoto＊

Inoue, Tsunehisa

Database system for estimating the nutrient balance
associated with agricultural production in administra-
tive districts

NIAES Annual Report 2004
５７―５８

２００５．３

Seike, Nobuyasu
Otani, Takashi

Temporal change in dioxin accumulation in Japanese
paddy fields

NIAES Annual Report 2004
５９

２００５．３

Makino, Tomoyuki
Otani, Takashi
Seike, Nobuyasu
Sugahara, Kazuo

Use of flocculation aids to prevent dioxin outflow
from paddy fields

NIAES Annual Report 2004
６０

２００５．３
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Nakatani, Yukinobu
Yasuda, Koji
Yoshimatsu, Shin-ichi

Publication list and images of NIAES insect type
specimens on the Web

NIAES Annual Report 2004
６１―６２

２００５．３

Tsushima, Seiya
Yoshida, Shigenobu
Shinohara, Hirosuke

Constructuion of a microbial inventory and its exhi-
bition on the Web

NIAES Annual Report 2004
６２

２００５．３

Baba, Koji Direct determination of cadmium content in rice by
LA-ICP-MS

NIAES Annual Report 2004
６３

２００５．３

Watanabe, Eiki Rapid and simple immunochemical analysis for resid-
ual imidacloprid in agricultural products

NIAES Annual Report 2004
６４

２００５．３

Yamaguchi, Noriko Method of predicting radioactive contamination lev-
els in rice and wheat in case of contingencies

NIAES Annual Report 2004
６４―６５

２００５．３

藤井義晴 根圏土壌を用いた他感作用の検定手法の開発 農環研ニュース 
６３
３―４

２００４．７

江口定夫 黒ボク土畑における水と硝酸性窒素の地下水到達
時間と流出経路

農環研ニュース 
６３
５―６

２００４．７

織田健次郎 わが国における１９８０年代以降の窒素収支の変遷 農環研ニュース 
６４
４―５

２００４．１０

野口 浩・杉江 元 チャノコカクモンハマキの交信撹乱剤に対する抵
抗性系統の確立

農環研ニュース 
６４
６―７

２００４．１０

村上政治 カドミウム高吸収特性を示すイネ品種を利用した
汚染水田土壌の修復技術

農環研ニュース 
６４
８―９

２００４．１０

鳥谷 均・石郷岡康史
大野宏之

衛星画像を用いたモンスーンアジアでの主要穀物
の栽培期間の推定

農環研ニュース 
６５
３―４

２００５．１

土屋健一 ショウガ科植物に寄生する青枯病菌の新規系統は
外来性である

農環研ニュース 
６５
５―６

２００５．１

中谷至伸 農業環境技術研究所が所蔵する昆虫タイプ標本一
覧表ならびに画像のWeb公開

農環研ニュース 
６５
７―８

２００５．１

川島茂人 トウモロコシ花粉飛散量の連続的自動計測 農環研ニュース 
６６
３―４

２００５．３

石原 悟 日本産珪藻および藍藻を用いた OECD藻類生長
阻害試験法の改良

農環研ニュース 
６６
５―６

２００５．３

馬場浩司 一粒の玄米中のカドミウムを測定する 農環研ニュース 
６６
７―８

２００５．３

上垣隆一・清家伸康
大谷 卓

水田土壌におけるダイオキシン類の年間収支の推
定

農業環境研究成果情報 第２１集
２―３

２００５．３

菅原和夫・牧野知之
櫻井泰弘

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

農業環境研究成果情報 第２１集
４―５

２００５．３

牧野知之・前島勇治
菅原和夫・櫻井泰弘
高野博幸＊・神谷 隆＊

小津 博＊・伊藤 正＊

関谷尚紀＊

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

農業環境研究成果情報 第２１集
６―７

２００５．３

川崎 晃・織田久男 水耕栽培したダイズにおけるカドミウムの移行特
性

農業環境研究成果情報 第２１集
８―９

石川 覚・阿江教治＊

矢野昌裕＊・杉山 恵
村上政治・阿部 薫

玄米のカドミウム濃度に関わる遺伝子座の検索 農業環境研究成果情報 第２１集
１０―１１

２００５．３

鈴木克拓・足立一日出＊

関口哲生＊・吉田修一郎＊

中野恵子・江口定夫
加藤英孝

亀裂の発達した粘土質転換畑の暗渠からのリンの
流出

農業環境研究成果情報 第２１集
１２―１３

２００５．３

駒田充生・瀧 典明＊

三島慎一郎
畑土壌からの嫌気的な亜酸化窒素発生に脱窒菌以
外の微生物が関わっている

農業環境研究成果情報 第２１集
１４―１５

２００５．３

中島泰弘・松森堅治*
藤原英司・神田健一
坂西研二

台地畑における浅層地下水中の亜酸化窒素の由来 農業環境研究成果情報 第２１集
１６―１７

２００５．３

竹内 誠・板橋 直
林健太郎

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

農業環境研究成果情報 第２１集
１８―１９

２００５．３

小川直人・藤井 毅
長谷部亮

クロロカテコール分解酵素の基質特異性は３つの
アミノ酸によって決定される

農業環境研究成果情報 第２１集
２０―２１

２００５．３

高木和広・原田直樹＊ シマジン分解細菌群 CD７の構成種とその機能 農業環境研究成果情報 第２１集
２２―２３

２００５．３

大津和久 農薬生態毒性評価のためのコガタシマトビケラの
室内人工飼育法

農業環境研究成果情報 第２１集
２４―２５

２００５．３

石井英夫 アシベンゾラルＳメチルは葉面糸状菌相に影響を
及ぼさない

農業環境研究成果情報 第２１集
２６―２７

２００５．３

鈴木 健 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

農業環境研究成果情報 第２１集
２８―２９

２００５．３

山村光司 環境のゆらぎを考慮した花粉拡散距離の推定法 農業環境研究成果情報 第２１集
３０―３１

２００５．３

�．研究成果の発表と広報 ４５
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松井正春・山中武彦
西山幸司・岡部郁子
小沼弘明

アジア・太平洋外来生物データベースシステムの
構築

農業環境研究成果情報 第２１集
３２―３３

２００５．３

星野（高田）裕子
松本直幸・岡部郁子

土壌抽出 DNAを用いた土壌くん蒸処理の微生物
群集への影響評価

農業環境研究成果情報 第２１集
３４―３５

２００５．３

土屋健一・對馬誠也
古屋成人＊

農業環境に由来するセパシア菌群（Burkholderia
cepacia complex）の遺伝子型

農業環境研究成果情報 第２１集
３６―３７

２００５．３

平舘俊太郎・荒谷 博
藤井義晴・杉江 元
森田沙綾香＊・原田二郎＊

ユキヤナギに含まれる高活性植物生育阻害物質の
発見

農業環境研究成果情報 第２１集
３８―３９

２００５．３

藤井義晴
Iqbal, Zahida＊

古林章弘＊・荒谷 博
平舘俊太郎

日本在来の被覆植物リュウノヒゲの他感作用と他
感物質としてのサリチル酸の発見

農業環境研究成果情報 第２１集
４０―４１

２００５．３

藤井義晴・平舘俊太郎
荒谷 博・西原英治＊

ムクナの根から放出される L―ドーパに対する植
物の抵抗性機構

農業環境研究成果情報 第２１集
４２―４３

２００５．３

藤井義晴
Iqbal, Zahida＊

Nasir, Habib＊

荒谷 博・平舘俊太郎

外来植物ニセアカシアのアレロパシー活性と作用
物質

農業環境研究成果情報 第２１集
４４―４５

２００５．３

藤井義晴・中島江理＊

Iqbal, Zahida＊

平舘俊太郎・荒谷 博
濱野満子＊

間伐材から抽出された植物生育促進物質１,２―プ
ロパンジオール

農業環境研究成果情報 第２１集
４６―４７

２００５．３

芝池博幸・井出 任
大黒俊哉・楠本良延
吉村泰幸・清水矩宏＊

黒川俊二＊・植竹朋子＊

矢野初美＊

関東地方でみられるタンポポの４割は単一のクロ
ーンである

農業環境研究成果情報 第２１集
４８―４９

２００５．３

荒城雅昭・岡田浩明 くん蒸処理が畑の土壌線虫の種数および密度に及
ぼす影響と回復の内容

農業環境研究成果情報 第２１集
５０―５１

２００５．３

石郷岡康史・桑形恒男
後藤慎吉・鳥谷 均
大野宏之

農業水利用を考慮した新しい大陸スケールの水循
環モデルの開発

農業環境研究成果情報 第２１集
５４―５５

２００５．３

間野正美・宮田 明 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

農業環境研究成果情報 第２１集
５６―５７

２００５．３

西村誠一・秋山博子
須藤重人・八木一行

メタン発生の多い水田での畑転換は有効な温室効
果ガス発生抑制技術である

農業環境研究成果情報 第２１集
５８―５９

２００５．３

渡辺栄喜・馬場浩司
殷 �洙・荒尾知人

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

農業環境研究成果情報 第２１集
６２―６３

２００５．３

大野宏之・石塚直樹＊

齋藤元也＊

水稲作付地を衛星搭載レーダと地理情報を用いて
確実に精度よく検出する技術

農業環境研究成果情報 第２１集
６４―６５

２００５．３

井上吉雄 リモートセンシングと生態プロセスモデルの協働
による CO２フラックスの動的評価手法

農業環境研究成果情報 第２１集
６６―６７

２００５．３

吉松慎一・安田耕司
広渡俊哉＊・宮本泰行＊

侵入害虫クロテンオオメンコガ（新称）の国内に
おける広範囲での発生確認

農業環境研究成果情報 第２１集
６８―６９

２００５．３

糟谷真宏＊・荻野和明＊

今川正弘＊・坂西研二
丘陵地野菜畑地帯の河川における窒素、リンの流
出

農業環境研究成果情報 第２１集
７６―７７

２００５．３

谷山一郎 農業生態系のもつ多面的機能 農業環境研究叢書 第１６号
５―１９

２００５．３

野内 勇 農業分野における温室効果ガスの放出削減 農業環境研究叢書 第１６号
２０―４１

２００５．３

今川俊明 空間情報に基づく農業環境資源のモニタリングと
評価

農業環境研究叢書 第１６号
５２―６４

２００５．３

齋藤雅典 農業生態系における物質循環 農業環境研究叢書 第１６号
６５―７９

２００５．３

上路雅子・小野信一 化学物質の動態と生物影響 農業環境研究叢書 第１６号
８０―１０２

２００５．３

松井正春・小川恭男 侵入・導入生物による農業生態系への影響 農業環境研究叢書 第１６号
１０３―１２５

２００５．３

長谷部亮 生物を活用した持続的農業技術 農業環境研究叢書 第１６号
１２６―１４７

２００５．３

廉澤敏弘 統計解析と情報システムの開発と利用 農業環境研究叢書 第１６号
１４８―１５７

２００５．３

上沢正志・塩見敏樹 農業環境インベントリー 農業環境研究叢書 第１６号
１５８―１７７

２００５．３

Minami, Katsuyuki Global nitrogen and carbon cycles, agriculture-related
disruption of these cycles, and the environmental
consequences

NIAES series ５
１―１６

２００５．３
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Hayashi, Yousay Agro-climatological backgrounds for impact assess-
ment in East Asia and speculation about future re-
sources

NIAES series ５
３５―４３

２００５．３

Kobayashi, Kazuhiko FACE: a window through which to observe the re-
sponses of agricultural ecosystems to future atmos-
pheric conditions

NIAES series ５
５７―６７

２００５．３

Shirato, Yasuhito
Yokozawa, Masayuki

Estimating carbon sequestration in Japanese arable
soils using the Rothamsted carbon model

NIAES series ５
６９―７５

２００５．３

Itahashi, Sunao
Takeuchi, Makoto

Development of a comprehensive system for the
analysis and evaluation of water quality in medium―
sized watersheds

NIAES series ５
８９―１０２

２００５．３

Seike, Nobuyasu
Otani, Takashi

Temporal changes in dioxin levels in Japanese paddy
fields

NIAES series ５
１１９―１２８

２００５．３

Sugahara, Kazuo
Makino, Tomoyuki
Sakurai, Yasuhiro

Development of a crop―soil database for evaluation
of the risk of cadmium contamination in staple crops

NIAES series ５
１２９―１３５

２００５．３

Kobara, Yuso Estimating methyl bromide emissions due to soil fu-
migation, and techniques for reducing emissions

NIAES series ５
１３７―１４９

２００５．３

Mochizuki, Atsushi Methods for assessing the indirect effects of intro-
duced hymenopteran parasitoids on Japanese agricul-
tural ecosystems

NIAES series ５
１６７―１７３

２００５．３

Obara, Hiroshi
Ohkura, Toshiaki
Togami, Kazuki
Nakai, Makoto

Construction and use of a Soil inventory by NIAES,
Japan

NIAES series ５
１９９―２０６

２００５．３

Yasuda, Koji
Yoshimatsu, Shin-ichi
Nakatani, Yukinobu

Construction of an insect inventory and its utilization
by Japan’s NIAES

NIAES series ５
２０７―２１３

２００５．３
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濱田 洋平＊・藪崎 志穂＊

田瀬 則雄＊・谷山 一郎
田面水の水素・酸素安定同位対比とそれに及ぼす
蒸発の影響

日本水文科学会誌
（日本水文科学会）

３４（４）
２０９―２１６

２００４．１２

著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元） 巻（号）
ページ 発行年	月

Akiyama, Hiroko
McTaggart, Iain P.＊

Ball, Bruce C.＊

Scott, Albert＊

Effect of soil water content on N２O, NO, and NH３
emissions from soil after the application of organic
fertilizers and urea

Water, Soil and Air Pollution
（Kluwer Academic Publishers）

１５６
１１３―１２９

２００４．８

Cheng, Weiguo＊

Tsuruta, Haruo＊

Chen, Guangxiong＊

Akiyama, Hiroko
Yagi, Kazuyuki

N２O and N２ production potential in various Chinese
agricultural soils by denitrification

Soil Science and Plant Nutrition
（日本土壌肥料学会）

５０（６）
９０９―９１５

２００４．１２

Cheng, Weiguo＊

Tsuruta, Haruo*
Chen, Guangxiong*
Yagi, Kazuyuki

N２O and NO production in various Chinese agricul-
tural soils by nitrification

Soil Biology and Biochemistry
（Elsevier）

３６（６）
９５３―９６３

２００４．７

杜 明遠・陳 洪武*
任 宜勇*

タクラマカン沙漠の最近の気候変動 沙漠研究
（日本沙漠学会）

１４（１）
５３―６０

２００４．６

Li, Rengying＊

Yang, Hao＊

Tang, Xiangyu＊

Wu, Chunyan＊

Du, Mingyuan

Distribution of Cs―137 and organic carbon in particle
size fractions in an alumi―haplic acrisol of Southern
China

Soil Science
（Lippincott Williams & Wilkins）

１６９（５）
３７４―３８４

２００４．５

Genxu, Wang＊

Tuo, Wanquan＊

Du, Mingyuan

Flux and composition of wind―eroded dust from dif-
ferent landscapes of an arid inland river basin in
northwestern China

Journal of Arid Environments
（Elservier）

５８（３）
３７３―３８５

２００４．８

Shen, Yanbo＊

Shen, Zhibao＊

Du, Mingyuan
Wang, Wanfu＊

Studies on dust emission in Gobi and oasis surfaces
of northwest China

China Environmental Science
（中国科学出版社）

２４（４）
３９０―３９４

２００４．８
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真木太一＊・杜 明遠
米村正一郎
Quilang, Eduardo Jimmy P.＊

沈 志宝＊・汪 萬福＊

中国敦煌の沙漠とオアシスにおける黄砂の舞い上
がり特性

沙漠研究
（日本沙漠学会）

１４（２）
８１―９０

２００４．９

Maki, Taichi＊

Takemasa, Akira＊

Du, Mingyuan

Micrometeorological improvement of arid sandy
lands and protection of yellow sand by straw―mat
network

Journal of Arid Land Studies
（日本沙漠学会）

１４（S）
１３―１６

２００４．１０

Shen, Yanbo＊

Shen, Zhibao＊

Du, Mingyuan
Wang, Wanfu＊

Calculation of dust emission by wind erosion in
Dunhuang Gobi surface

Plateau Meteorology
（中国科学出版社）

２３（５）
６３８―６５３

２００４．１０

Du, Mingyuan
Kawashima, Shigeto
Yonemura, Seiichiro
Zhang, Xianzhou＊

Chen, Shenbin＊

Mutual influence between human activities and cli-
mate change in the Tibetan plateau during recent
years

Global and Planetary Change
（Elservier）

４１（３―４）
２４１―２４９

２００４．７

Zhao, Liang＊

Gu, Song＊

Du, Mingyuan
Kato, Tomomichi＊

Tang, Yanhong＊

Li, Yingnian＊

Zhao, Xinquan＊

The seasonal variable of radiation budget and com-
munity biomass in Haibei alpine meadow

ACTA Agrestia Sinica
（中国科学出版社）

１２
６６―６９

２００４．４

Li, Yingnian＊

Yu, Shenghu＊

Guan, Dingguo＊

Wang, Qinxue＊

Du, Mingyuan
Zhao, Liang＊

The Mat―acryic cambisols ground temperature and its
influence on Herbage yield in South and North Qing-
hai

Journal of Mountain Science
（中国科学出版社）

２２（６）
６４８―６５４

２００４．１１

Kato, Tomomichi＊

Tang, Yanhong＊

Gu, Song＊

Hirota, Mitsuru＊

Cui, Xiaoyong＊

Du, Mingyuan
Li, Yingnian＊

Zhao, Xingquan＊

Oikawa, Takehisa＊

Seasonal patterns of gross primary production and
ecosystem respiration in an alpine meadow ecosys-
tem on the Qinghai―Tibetan Plateau

Journal of Geophysical Research
（American Geophysical Union）

１０９
D１２１０９

２００４．６

Kato, Tomomichi＊

Tang, Yanhong＊

Gu, Song＊

Cui, Xiaoyong＊

Hirota, Mitsuru＊

Du, Mingyuan
Li, Yingnian＊

Zhao, Xingquan＊

Oikawa, Takehisa＊

Carbon dioxide exchange between the atmosphere
and an alpine meadow ecosystem on the Qinghai―Ti-
betan Plateau, China

Agricultural and Forest Meteorology
（Elservier）

１２４（１―２）
１２１―１３４

２００４．７

Xu, Shixiao＊

Zhao, Xinquan＊

Li, Yingnian＊

Zhao, Liang＊

Yu, Guirui＊

Cao, Guangmin＊

Tang, Yanhong＊

Gu, Song＊

Wang, Qinxue＊

Du, Mingyuan

Analysis of CO２ fluxes during growing and non―
growing season in an alpine shrub ecosystem on the
Qinghai―Tibet Plateau

Science in China（D―Earth Science）
（中国科学出版社）

３４（S）
１１８―１２４

２００４．１２

Hasegawa, Toshihiro
Okada, Masumi＊

Inoue, Meguru＊

Shimono, Hiroyuki＊

Does elevated CO２ concentration affect lamina length
of irce cultivars?

New directions for a diverse planet: Pro-
ceedings for the 4th International Crop
Science Congress, Brisbane, Australia,
26 September ― 1 October 2004.
(4th International Crop Science Con-
gress)

4th
www.crop
science.org .
au

２００４．９

Inoue, Yoshio
Olioso, Albert＊

Synergistic linkage between remote sensing and bio-
physical models for estimating plant ecophysiological
processes

日本リモートセンシング学会誌
（日本リモートセンシング学会）

２４（１）
１―１７

２００４．４

Inoue, Yoshio
Olioso, Albert＊

Synergy of remote sensing and biophysical process―
based modeling for estimating dynamics of CO２ flux
in agro―ecosystems

農業気象
（農業気象学会）

６０（５）
５６１―５６４

２００５．２

Qi, Jiaguo＊

Wang, Cuizhen＊

Inoue, Yoshio

Synergy of microwave and optical remote sensing in
agricultural applications

Journal of Microwave Scattering ５（２）
１０１―１１５

２００５．３
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Olioso, Albert＊

Inoue, Yoshio
Ortega―Farias, Samuel＊

Demarty, Jérome＊

Wigneron, Jean―Pierre＊

Braud, Isabelle＊

Jacob, Frédéric＊

Lecharpentier, Patrice＊

Ottlé, Catherine＊

Calvet, Jean―Christop＊

Brisson, Nadine＊

Assimilation of remote sensing data into crop simula-
tion models and SVAT models

Irrigation and Drainage Systems
（Kluwer）

１９（１）
２０１―２１５

２００５．３

Inoue, Yoshio
Olioso, Albert＊

Choi, Wineng＊

Dynamic change of CO２ flux over bare soil field and
its relationship with remotely sensed surface tempera-
ture

International Journal of Remote Sensing
（Taylor & Francis）

２５（１０）
１８８１―１８９２

２００４．５

Inoue, Yoshio
Olioso, Albert＊

Estimating dynamics of CO２ flux in agro―ecosystems
based on synergy of remote sensing and process
modeling ― a methodological study ―

Global Environmental Change in the
Ocean and on Land
（Terrapub）

３７５―３９０
２００４．８

Ishigooka, Yasushi
Kuwagata, Tsuneo
Goto, Shinkichi
Ohno, Hiroyuki
Toritani, Hitoshi

Assessment of agricultural water resources in East
Eurasia by using continental scale water dynamics
model

Journal of Agricultural Meteorology
（Society of Agricultural Meteorology of
Japan）

６０（５）
４２１―４２４

２００５．２

Ishitsuka, Naoki＊

Saito, Genya＊

Ouchi, Kazuo＊

Uratsuka, Seiho＊

Observation of Japanese rice paddy fields using multi
wavelength and full polarimetric SAR ―remote sens-
ing sensor on nest generation satellite―

Advances in the Astronautical Sciences
（American Astronautical Society）

１１７
５６５―５７５

２００４．８

Saito, Genya＊

Ogawa, Shigeo＊

Nagatani, Izumi＊

Ishitsuka, Naoki＊

Chen, Jinhua＊

Kosaka, Naoko＊

Shiokawa, Masanori＊

Application of hyper spectral data for agricultural
field ―Remote sensing sensor on next generation sat-
ellite―

Advances in the Astronautical Sciences
（American Astronautical Society）

１１７
５７７―５８６

２００４．８

岩崎亘典
スプレイグ・デイビッド
竹ノ下祐二＊

中・小型ほ乳動物用 GPSテレメトリの性能評価 GIS ―理論と応用
（日本 GIS学会）

１２（２）
１０７―１１３

２００４．１２

川島茂人・松尾和人
芝池博幸・井上 聡
岡 三徳・杜 明遠
高橋裕一＊・米村正一郎

気象条件が花粉飛散を介してトウモロコシの交雑
率に与える影響

農業気象
（農業気象学会）

６０（２）
１５１―１５９

２００４．６

川島茂人・藤田敏男＊

松尾和人・芝池博幸
トウモロコシ花粉モニターの開発 日本花粉学会会誌

（日本花粉学会）
５０（１）
５―１４

２００４．９

山本奈美＊・川島茂人
村上暁信＊・渡辺達三＊

メキシコマンネングサを用いた屋上緑化において
植栽密度及び潅水の有無が屋上の熱環境に与える
影響

日本造園学会誌 ランドスケープ研究
（日本造園学会）

６７（５）
４４３―４４６

２００４．１０

Yasuda, Yukio＊

Watanabe, Tsutomu＊

Ohtani, Yoshikazu＊

Mizoguchi, Yasuko＊

Mano, Masayoshi

Quality Control of Flux Data Measured above a De-
ciduous Forest

Journal of Agricultural Meteorology
（日本農業気象学会）

６０（５）
７７７―７８０

２００５．２

Minaka, Nobuhiro
Suemura, Takashi＊

Asano, Takehiro＊

Yamamoto, Haruo＊

Machii, Kouki＊

BOGEN: A faster parsimony program for computing
larger phylogenetic trees

Cladistics
（The Willi Hennig Society）

２０（１）
８９

２００４．２

Miwa, Tetsuhisa A normalising transformation of noncentral F vari-
ables with large noncentrality parameters

COMPSTAT 2004 ――
Proceedings in Computational Statistics:
16th Symposium held in Prague
（Physica―Verlag)

１４９７―１５０１
２００４．８

Nishimura, Seiichi
Sawamoto, Takuji＊

Akiyama, Hiroko
Sudo, Shigeto
Yagi, Kazuyuki

Methane and nitrous oxide emissions from a paddy
field with Japanese conventional water management
and fertilizer application

Global Biogeochemical Cycles
（American Geophysical Union）

１８（２）
GB２０１７
１０．１０２９／
２００３GB
００２２０７

２００４．６

Koga, Nobuhisa＊

Tsuruta, Haruo＊

Sawamoto, Takuji＊

Nishimura, Seiichi
Yagi, Kazuyuki

N２O emission and CH４ uptake in arable fields man-
aged under conventional and reduced tillage cropping
systems in northern Japan

Global Biogeochemical Cycles
（American Geophysical Union）

１８（４）
GB４０２５
１０．１０２９／
２００４GB
００２２６０

２００４．１２

Cui, Xiaoyong＊

Tang, Yanhong＊

Gu, Song＊

Shi, Shengbo＊

Nishimura, Seiichi
Zhao, Xinquan＊

Leaf orientation, incident sunlight, and photosynthe-
sis in the Alpine species Suassurea superba and
Gentiana straminea on the Qinghai―Tibet plateau

Arctic, Antarctic, and Alpine Research
（University of Colorado）

３６（２）
２１９―２２８

２００４．５
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烏 云娜＊・岡本勝男 中国内蒙古草原における植生退行と土地沙質荒漠
化

植生情報 ８
１７―２５

２００４．３

烏 云娜＊・程 雲湘＊

岡本勝男・谷山一郎
中国内蒙古半乾燥草原における放牧強度による植
物群落構造の変化

システム農学
（システム農学会）

２０（２）
１６０―１６７

２００４．１０

Okamoto, Katsuo
Yokozawa, Masayuki
Kawashima, Hiroyuki＊

Changes in Productivity of East and South Asian
Countries in the 21st Century: Regional Trends Ac-
cording to Climate Change

Global Environmental Change in the
Ocean and on Land
（TERRAPUB）

３９１―３９９ ２００４．１０

Sakai, Hidemitsu
Kim, Han―Yong＊

Hasegawa, Toshihiro
Kobayashi, Kazuhiko＊

Rice yield enhancement by elevated CO２ negatively
correlates with hastened occurrence of heading
―Results from five years chamber studies―

New directions for a diverse planet: Pro-
ceedings for the 4th International Crop
Science Congress, Brisbane, Australia,
26 September ― 1 October 2004.
（4th International Crop Science Congress）

www.crop
science.org .
au

２００４．９

Shibayama, Michio Seasonal profiles of polarized reflectance and leaf in-
clination distribution of wheat canopies

Plant Production Science
（日本作物学会）

７（４）
３９７―４０５

２００４．１２

小島千穂＊・川島博之＊

新藤純子・岡本勝男
戸田任重＊・茅原一之＊

ベトナムにおける食料生産と窒素フロー 環境科学会誌
（環境科学会）

１７（１）
１５―２４

２００４．１

新藤純子・岡本勝男
郭 一令＊・戸田任重＊

川西琢也＊・田中恒夫＊

川島博之＊

流域窒素循環モデルを用いた東アジアの窒素負荷
の現状と環境影響の評価

地球環境
（国際環境研究協会）

９（１）
９３―９９

２００４．８

新藤純子 人間活動に伴う窒素負荷の増大と生態系影響 地球環境
（国際環境研究協会）

９（１）
３―１０

２００４．８

戸田任重＊・椎名未季枝＊

平林 明＊・新藤純子
川島博之＊・沖野外輝夫＊

千曲川における窒素化合物の由来 地球環境
（国際環境研究協会）

９（１）
４１―４８

２００４．８

波多野隆介＊・犬伏和之＊

澤本卓治＊・白戸康人
中原 治＊・松森堅治＊

環境負荷予測への土壌学的展開 日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

７５
２８３―２８９

２００４．４

Shirato, Yasuhito
Paisancharoen, Kobkiet＊

Sangtong, Prapit＊

Nakviro, Chumpol＊

Yokozawa, Masayuki
Matsumoto, Naruo＊

Testing the Rothamsted Carbon Model against data
from long―term experiments on upland soils in Thai-
land

European Journal of Soil Science
（Blackwell）

５６
１７９―１８８

２００５．４

Zhang, Tonghui＊

Zhao, Halin＊

Li, Fengrui＊

Shirato, Yasuhito
Ohkuro, Toshiya
Taniyama, Ichiro

Comparison of different measures for stabilising
moving sand dunes in the Horqin Sandy Land of In-
ner Mongolia, China

Journal of Arid Environments
（Elservier）

５８（２）
２０２―２１３

２００４．７

Shirato, Yasuhito
Taniyama, Ichiro
Zhang, Tonghui＊

Changes in Soil Properties afrer Afforestation in Hor-
qin Sandy Land, North China

Soil Scence and Plant Nutrition
（日本土壌肥料学会）

５０（４）
５３７―５４３

２００４．８

Shirato, Yasuhito
Zhang, Tonghui＊

Ohkuro, Toshiya
Fujiwara, Hideshi
Taniyama, Ichiro

Changes in topographical features and soil properties
after exclosure combined with sand―fixing measures
in Horqin Sandy Land, Northern China

Soil Scence and Plant Nutrition
（日本土壌肥料学会）

５１（１）
６１―６８

２００５．２

Sprague, David
Kabaya, Hajime＊

Hagiwara, Ko＊

Field testing a global positioning system (GPS) collar
on a Japanese monkey: reliability of automatic GPS
positioning in a Japanese forest

Primates
（日本霊長類学会）

４５
１５１―１５４

２００４．４

Matsubara, Miki＊

Sprague, David
Mating tactics in response to costs incurred by mating
with multiple males in wild female Japanese macaques

International Journal of Primatology
（International Primatological Society）

２５（４）
９０１―９１７

２００４．８

Li, Zhong＊

Yagi, Kazuyuki
Rice root―derived carbon input and its effect on decom-
position of old soil carbon pool under elevated CO２

Soil Biology and Biochemistry
（Elsevier）

３６（１２）
１９６７―１９７３

２００４．１２

Chu, Haiyan＊

Hosen, Yasukazu＊

Yagi, Kazuyuki

Nitrogen oxide emissions and soil microbial activities
in a Japanese Andisol as affected by N―fertilizer
management

Soil Science and Plant Nutrition
（日本土壌肥料学会）

５０（２）
２８７―２９２

２００４．４

People, Mark B.＊

Boyer, Elizabeth W.＊

Goulding, Keith W.T.＊

Heffer, Patrick＊

Ochwoh, Victor A.＊

Vanlauwe, Bernard＊

Wood, Stanley＊

Yagi, Kazuyuki
Cleemput, Oswals van＊

Pathways of nitrogen loss and their impacts on hu-
man health and the environment

Agriculture and the Nitrogen Cycle
（SCOPE and Island Press） ５３―６９

２００４．９

Tao, Fulu＊

Yokozawa, Masayuki
Risk Analysis of Rice Yield to Seasonal Climate
Variability in China

Journal of Agricultural Meteorology
（日本農業気象学会）

６０（５）
８８５―８８７

２００５．３

Yokozawa, Masayuki
Tao, Fulu＊

Sakamoto, Toshihiro

Risk analysis of cropland suitability in China under
climatic variability and change

Crop, Environment and Bioinformatics
（Chinese Society of Agrometeorology）

１（４）
２６４―２７１

２００４．１２
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Tao, Fulu＊

Yokozawa, Masayuki
Zhang, Zhao＊

Hayashi, Yousay＊

Grassl, Hartmut＊

Fu, Congbin＊

Climatological and agricultural production variability
in China in association with East Asia summer mon-
soon and El Nino southern oscillation

Climate Research
（Inter―Research）

２８（１）
２３―３０

２００４．１２

Tao, Fulu＊

Yokozawa, Masayuki
Hayashi, Yousay＊

Lin, Erda＊

A perspective of water resources in China: Inerac-
tions between climate and soil degradation

Clmatic Change
（Kluwer）

６８
１６９―１９７

２００５．３

Tao, Fulu＊

Yokozawa, Masayuki
Zhang, Zhao＊

Xu, Yinlong＊

Hayashi, Yousay＊

Remote sensing of crop production in China by pro-
duction efficiency models: models comparisons, esti-
mates and uncertainties

Ecological Modelling
（Elsevier）

１８３
３８９―３９６

２００５．３

杉浦俊彦＊・横沢正幸 年平均気温の変動から推定したリンゴおよびウンシ
ュウミカンの栽培環境に対する地球温暖化の影響

園芸学会雑誌
（日本園芸学会）

７３（１）
７２―７８

２００４．１

Watanabe, Tsutomu＊

Yokozawa, Masayuki
Emori, Seita＊

Takata, Kumiko＊

Sumida, Akihiro＊

Hara, Toshihiko＊

Developing a multilayered integrated numerical
model of surface physics―growing plants interaction,
MINoSGI

Global Change Biology
（Blackwell）

１０（６）
９６３―９８２

２００４．６

Prasad, Krishna V.＊

Badarinath, K.V.S.＊

Yonemura, Seiichiro
Tsuruta, Haruo＊

Regional inventory of soil surface nitrogen balances
in Indian agriculture（２０００―２００１）

Journal of Environmental Management ７３（３）
２０９―２１８

２００４．１０

著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元） 巻（号）
ページ 発行年	月

Mashimo, Y.＊

Sekiyama, Yasuyo＊

Araya, Hiroshi
Fujimoto, Yoshinori＊

Biosynthesis of agglomerin A: stereospecific incorpo-
ration of pro―R ― and pro―S ―hydrogens at sn―C―3 of
glycerol into the branched C3 moiety

Bioorganic and Medicinal
Chemistry Letters

１４
６４９―６５１

２００４

Araya, Hiroshi Allelopathic Activities in Litters of Mushrooms New Discovery of Agrochemicals
（ACS）

８９２
６３―７２

２００５．３

Ebina, Masumi＊

Nakagawa, Hitoshi＊

Yamamoto, Toshiya＊

Araya, Hiroshi
Tsuruta, S.＊

Takahara, M.＊

Nakajima, Kosuke＊

Co―segregation of AFLP and RAPD Markers to
Apospory in Guineagrass
（Panicum maximum Jacq．）

Grassland Science
（日本草地学会）

５１（１）
４１―４８

２００５

Parvez, Mohammad Masud＊

Tomita―Yokotani, Kaori＊

Fujii, Yoshiharu
Konishi, Tatsuo＊

Iwashina, Tsukasa＊

Effects of quercetin and its seven derivatives on the
growth of Arabidopsis thaliana and Neurospora
crassa

Biochemical Systematics and Ecology
（Elsevier）

３２（７）
６３１―６３５

２００４

藤井義晴・津田久美子＊

高村典子＊

アオコを抑制する植物検索のためのバイオアッセ
イ法の検討

国立環境研究所報告
（国立環境研究所）

１８３
９８―１０１

２００４．９

中村ゆり＊・梅宮善章＊

増田欣也＊・井上博道＊

藤井義晴・森口卓哉＊

グルカナーゼ遺伝子またはキチナーゼ遺伝子を導
入した組換えキウイフルーツがアレロパシー物質
の生産性および土壌微生物相に及ぼす影響

園芸学研究
（日本園芸学会）

３（４）
３４９―３５４

２００４．１２

牧 浩之＊・渡辺和彦＊

藤井義晴
改良型プラントボックス法におけるムクナの他感
作用の活性炭による軽減

日本土壌肥料学会誌
（日本土壌肥料学会）

７５（６）
６９７―７００

２００４．１２

服部眞幸＊・平舘俊太郎
荒谷 博・西原英治＊

藤井義晴

主要な在来・帰化およびブラジル産雑草のアレロ
パシー活性のプラントボックス法による検定

雑草研究
（日本雑草学会）

４９（３）
１６９―１８３

２００４．９

Hiradate, Syuntaro
Uchida, Natsuyo＊

Effects of soil organic matter on pH―dependent phos-
phate sorption by soils

Soil Science and Plant Nutrition
（日本土壌肥料学会）

５０（５）
６６５―６７５

２００４．１

Hiradate, Syuntaro
Morita, Sayaka＊

Furubayashi, Akihiro＊

Fujii, Yoshiharu
Harada, Jiro＊

Plant growth inhibition by cis―cinnamoyl glucosides
and cis―cinnamic acid

Journal of Chemical Ecology
（Springer）

３１（３）
６０３―６１３

２００５．３

Shindo, Haruo＊

Ushijima, Natsuko＊

Hiradate, Syuntaro
Fujitake, Nobuhide＊

Honma, Hiromi＊

Production and several properties of humic acids dur-
ing decomposition process of charred plant materials
in the presence of H２O２

Humic Substances Research
（日本腐植物質学会）

１（１）
２９―３７

２００４．８
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Hiradate, Syuntaro Speciation of aluminum in soil environments: appli-
cation of NMR technique

Soil Science and Plant Nutrition
（日本土壌肥料学会）

５０（３）
３０３―３１４

２００４．６

Aida, Miki＊

Itoh, Kazuyuki＊

Ikeda, Hiroaki
Harada, Naokuni
Ishii, Yasuo
Usui, Kenji＊

Susceptibilities of some aquatic ferns to paddy herbi-
cide bensulfuron methyl

Weed Biology and Management
（日本雑草学会）

４（３）
１２７―１３５

２００４．９

Iqbal, Zahida＊

Hiradate, Syuntaro
Araya, Hiroshi
Fujii, Yoshiharu

Plant growth inhibitory activity of Ophiopogon ja-
ponicus Ker―Gawler and role of phenolic acids and
their analogues: a comparative study

Plant Growth Regulation
（Kluwer）

４３（３）
２４５―２５０

２００４．７

Takeuchi, Yayoi＊

Ichihara, San―ei＊

Konuma, Akihiro
Tomaru, Nobuhiro＊

Niiyama, Kaoru＊

Lee, Soon Leong＊

Muhammad, Norwati＊

Tsumura, Yshihiko＊

Comparison of the fine―scale genetic structure of
three dipterocarp species

Heredity
（Nature Publishing Groupe）

９２（４）
３２３―３２８

２００４．４

Tanakashi, Tomokazu＊

Konuma, Akihiro
Ohkubo, Tatsuhiro＊

Taira, Hideaki＊

Tsumura, Yoshihiko＊

Comparison of spatial genetic structure in Fagus cre-
nata and Fagus japonica by the use of microsatellite
markers

Silvae Genetica
（Sauerländer’s Verlag）

５２（５―６）
２８７―２９１

２００３

Ikeda, Ken―ichi＊

Nakamura, Hitoshi＊

Arakawa, Masao＊

Matsumoto, Naoyuki

Diversity and vertical transmission of double―
stranded RNA elements in root rot pathogens of
trees, Helicobasidium mompa and Rosellinia necatrix

Mycological Research
（英国菌学会）

１０８（６）
６２６―６３４

２００４．６

Osaki, Hideki＊

Nomura, Kinya＊

Matsumoto, Naoyuki
Ohtsu, Yoshihiro＊

Characterization of double―stranded RNA elements
in the violet root rot fungus Helicobasidium mompa

Mycological Research
（英国菌学会）

１０８（６）
６３５―６４０

２００４．６

Nakamura, Hitoshi＊

Ikeda, Ken―ichi＊

Arakawa, Masao＊

Akahira, Tomoya＊

Matsumoto, Naoyuki

A comparative study of the violet root rot fungi,
Helicobasidium brebissonii and H. mompa, from Ja-
pan

Mycological Research
（英国菌学会）

１０８（６）
６４１―６４８

２００４．６

Kanematsu, Satoko＊

Arakawa, Masao＊

Oikawa, Yuri＊

Onoue, Mari＊

Osaki, Hideki＊

Nakamura, Hitoshi＊

Ikeda, Ken―ichi＊

Kuga―Uetake, Yukari＊

Nitta, Hiromichi＊

Sasaki, Atsuko＊

Suzaki, Kouichi＊

Yoshida, Koji＊

Matsumoto, Naoyuki

A reovirus causes hypovirulence of Rosellinia neca-
trix

Phytopathology
（米国植物病理学会）

９４（６）
５６１―５６８

２００４．６

Wei, Chuan Zhao＊

Osaki, Hideki＊

Iwanami, Toru＊

Matsumoto, Naoyuki
Ohtsu, Yoshihiro＊

Complete nucleotide sequences of genome segments
1 and 3 of Rosellinia anti―rot virus in the famili Re-
oviridae

Archives of Virology
（Springer）

１４９（４）
７７３―７７７

２００４．４

Ikeda, Kenichi＊

Nakamura, Hitoshi＊

Arakawa, Masao＊

Koiwa, Toshiyuki＊

Matsumoto, Naoyuki

Dynamics of double―stranded RNA segments in a
Helicobasidium mompaclone from a tulip tree planta-
tion

FEMS Microbiology Ecology
（Elsevier）

５１（２）
２９３―３０１

２００５．２

Mochizuki, Atsushi
Mitsunaga, Takayuki＊

Non―target impact assessment of the introduced
green lacewing, Chrysoperla carnea (Stepehns)
(Neuroptera: Chrysopidae) on the indigenous sibling
species, C. nipponensis (Okamoto) through inter-
specific predation

Applied Entomology and Zoology
（日本応用動物昆虫学会）

３９（２）
２１７―２１９

２００４．５

望月雅俊・木村佳子＊

望月 淳
青森県農業総合研究センターりんご試験場へ放飼
された導入カブリダニ類の土着カブリダニ類への
影響評価

北日本病害虫研究会報
（北日本病害虫研究会）

５５
２５９―２６１

２００４．１１

Nakano, Hiroshi＊

Nakajima, Eri＊

Fujii, Yoshiharu
Shigemori, Hideyuki＊

Hasegawa, Koji＊

Structure―activity relationships of alkaloids from
mesquite (Prosopis juliflora (Sw.) DC.)

Plant Growth Regulation
（Kluwer）

４４（３）
２０７―２１０

２００５．３

Nakajima, Eri＊

Iqbal, Zahida＊

Araya, Hiroshi
Fujii, Yoshiharu

Isolation and identification of a plant growth promo-
tive substance from mixture of essential oils

Plant Growth Regulation
（Kluwer）

４５（１）
４７―５１

２００５．３
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Okada, Hiroaki
Harada, Hiroki＊

Kadota, Ikuo＊ ．

Application of diversity indices and ecological indi-
ces to evaluate nematode community changes after
soil fumigation

Japanese Journal of Nematology
（日本線虫学会）

３４（２）
８９―９８

２００４．１２

姜 賢敬＊・大黒俊哉
新國聖子＊・粟生田忠雄＊

有田博之＊

中山間地における耕作放棄水田の植生遷移に影響
を及ぼす要因に関する研究―岐阜県恵那市におけ
る事例―

農村計画学会誌
（農村計画学会）

２３（１）
６３―７０

２００４．６

小原達二＊・澤田宏之
畔上耕児＊

メンブレンフィルターを利用した増菌 PCR法に
よる農業環境からのイネもみ枯細菌病菌の検出

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

７０（２）
１１５―１２２

２００４．７

Suzuki, Fumihiko＊

Sawada, Hiroyuki
Azegami, Koji＊

Tsuchiya, Kenichi

Molecular characterization of the tox operon in-
volved in toxoflavin biosynthesis of Burkholderia
glumae

Journal of General Plant Pathology
（Springer）

７０（２）
９７―１０７

２００４．４

Ngom, Amy＊

Nakagawa, Yasuyoshi＊

Sawada, Hiroyuki
Tsukahara, Junzo＊

Wakabayashi, Shiro＊

Uchiumi, Toshiki＊

Nuntagij, Achara＊

Kotepong, Somsak＊

Suzuki, Akihiro＊

Higashi, Shiro＊

Abe, Mikiko＊

A novel symbiotic nitrogen―fixing member of the
Ochrobactrum clade isolated from root nodules of
Acacia mangium

Journal of General and Applied Microbi-
ology
（Microbiology Research Foundation）

５０（１）
１７―２７

２００４．１

Suzaki, Kouichi＊

Yoshida, Kouji＊

Sawada, Hiroyuki

Detection of tumorigenic Agrobacterium strains from
infected apple saplings by colony PCR with im-
proved PCR primers

Journal of General Plant Pathology
（Springer）

７０（６）
３４２―３４７

２００４．１２

Kawaguchi, Akira＊

Sawada, Hiroyuki
Inoue, Kouji＊

Nasu, Hideo＊

Multiplex PCR for the identification of Agrobacte-
rium biovar 3 strains

Journal of General Plant Pathology
（Springer）

７１（１）
５４―５９

２００５．２

Takahashi, Hideki＊

Shimizu, Ayano＊

Arie, Tsutomu＊

Rosmalawati, Syofi＊

Fukushima, Sumire＊

Kikuchi, Mari＊

Hikichi, Yasufumi＊

Kanda, Ayami＊

Takahashi, Akiko＊

Kiba, Akinori＊

Ohnishi, Kohei＊

Ichinose, Yuki＊

Taguchi, Fumiko＊

Yasuda, Chihiro＊

Kodama, Moroichiro＊

Egusa, Mayumi＊

Masuta, Chikara＊

Sawada, Hiroyuki
Shibata, Daisuke＊

Hori, Koichi＊

Watanabe, Yuichiro＊

Catalog of Micro―Tom tomato responses to common
fungal, bacterial and viral pathogens

Journal of General Plant Pathology
（Springer）

７１（１）
８―２２

２００５．２

山野美鈴＊・芝池博幸
井手 任

茨城県つくば市における在来タンポポ及び雑種タ
ンポポの分布と景観構造の関連解析

ランドスケープ研究 ６７（５）
５８７―５９０

２００４．５

芝池博幸 無融合生殖種と有性生殖種の出会い －日本に侵
入したセイヨウタンポポの場合－

生物科学
（農文協）

５６（２）
７４―８２

２００５．１

Hoya, Akihiro＊

Shibaike, Hiroyuki
Morita, Tatsuyoshi＊

Ito, Motomi＊

Germination and seedling survivorship characteristics
of hybrids between native and alien species of dan-
delion（Taraxacum）

Plant Species Biology
（The Society for the Study of Species
Biology）

１９（２）
８１―９０

２００４．８

Kurokawa, Shunji＊

Shibaike, Hiroyuki
Akiyama, Haruka＊

Yoshimura, Yoshinori＊

Molecular and morphological differentiation between
the crop and weedy types in velvetleaf (Abutilon the-
ophrasti Medik.) using a chloroplast DNA marker:
seed source of the present invasive velvetleaf in Ja-
pan

Heredity
（The Genetical Society of Great Britain）

９３（６）
６０３―６０９

２００４．１２

白井洋一 害虫抵抗性遺伝子組換え作物が非標的節足動物に
及ぼす影響（総説）

日本生態学会誌
（日本生態学会）

５４（２）
４７―６５

２００４．５

白井洋一・高橋真実＊ Effects of transgenic Bt corn pollen on a non―target
lycaenid butterfly, Pseudozizeeria maha

応用動物昆虫学会誌
（応用動物昆虫学会）

４０（１）
１５１―１５９

２００５．２

Amemura―Maekawa, Junko＊

Hayakawa, Yoichi＊

Sugie, Hajime
Moribayashi, Atsuko＊

Kura, Fumiaki＊

Chang, Bin＊

Wada, Akihito＊

Watanabe, Haruo＊

Legioliulin, a new isocoumarin compound responsi-
ble for blue―white autofluorescence in Legionella
(Fluoribacter) dumoffii under long―wavelength UV
light

Biochemical and Biophysical Research
Communications
（Elsevier）

８（３）
９５４―９５９

２００４．８
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Hiradate, Syuntaro
Morita, Sayaka＊

Sugie, Hajime
Fujii, Yoshiharu
Harada, Jiro＊

Phytotoxic cis―cinnamoyl glucosides from Spiraea
thunbergii

Phytochemistry
（Elsevier）

６５（６）
７３１―７３９

２００４．３

Takada―Hoshino, Yuko
Matsumoto, Naoyuki

An improved DNA extraction method using skim
milk from soils that strongly adsorve DNA

Microbes and Environments
（日本微生物生態学会・日本土壌微生
物学会）

１９（１）
１３―１９

２００４．４

Murata, Kouhei＊

Tanaka, Koichi
Spatial interaction between spiders and prey insects:
horizontal and vertical distribution in a paddy field

Acta Arachnologica ５３（２）
７５―８６

２００４．１２

Koga―Ban, Yasunori＊

Tabei, Yutaka＊

Ishimoto, Masao＊

Nishizawa, Yoko＊

Tsuchiya, Kenichi
Imaizumi, Nobuyuki＊

Nakamura, Hidemitsu＊

Kayano, Toshiaki＊

Tanaka, Hiroshi＊

Biosafety assessment of transgenic plants in the
greenhouse and the field ―A case study of trans-
genic cucumber―

JARQ（Japan Agricultural Research
Quarterly）
（国際農林水産業研究センター）

３８（３）
１６７―１７４

２００４．７

Seo, Sang―Tae＊

Tsuchiya, Kenichi
Murakami, Ritsuko＊

Characterization and differentiation of Erwinia caro-
tovora strains from mulberry trees

Journal of General Plant Pathology
（Springer）

７０（２）
１２０―１２３

２００４．４

Tsuchiya, Kenichi
Horita, Mitsuo＊

Boonsuebsakul, Wong＊

Villa, Joselito E.＊

Mulya, Karden＊

Genetic diversity of Ralstonia solanacearum strains
in Japan and the southeast asian countries

Proceedings of the Tenth International
Congress for Culture Collections
（日本微生物資源学会・世界微生物保
存連盟）

２４１―２４５ ２００４．１０

Seo, Sang―Tae＊

Furuya, Naruto＊

Iiyama, Kazuhiro＊

Takeshita, Minoru＊

Takanami, Yoichi＊

Tsuchiya, Kenichi
Lim, Chun―Keun＊

Characterization of an antibacterial substance pro-
duced by Erwinia carotovora subsp. carotovora Ecc
32

Journal of General Plant Pathology
（Springer）

７０（５）
２７３―２７７

２００４．１０

Horita, Mitsuo＊

Yano, Kazutaka＊

Tsuchiya, Kenichi

PCR―based specific detection of Ralstonia solana-
cearum race 4 strains

Journal of General Plant Pathology
（Springer）

７０（５）
２７８―２８３

２００４．１０

Seo, Sang―Tae＊

Tsuchiya, Kenichi
PCR―based identification and characterization of
Burkholderia cepacia complex bacteria from clinical
and environmental sources

Letters in Applied Microbiology
（The Society for Applied Microbiology,
UK）

３９（１１）
４１３―４１９

２００４．１１

Villa, Joselito, E.＊

Tsuchiya, Kenichi
Horita, Mitsuo＊

Natural, Marina＊

Opina, Nenita＊

Hyakumachi, Mitsuro＊

Phylogenetic relationships of Ralstonia solanacearum
complex strains from Asia and other continents based
on １６S rDNA, endoglucanase, and hrpB gene se-
quences

Journal of General Plant Pathology
（Springer）

７１（１）
３９―４６

２００５．２

Yamaguchi, Noriko
Hiradate, Syuntaro
Mizoguchi, Masaru＊

Miyazaki, Tsuyoshi＊

Disappearance of Aluminum Tridecamer from Hy-
droxyaluminum Solution in the Presence of Humic
Acid

Soil Science Society of America Journal
（Soil Science Society of America）

６８（６）
１８３８―１８４３

２００４．１１

Yamamura, Kohji Dispersal distance of corn pollen under fluctuating
diffusion coefficient

Population Ecology
（The Society of Population Ecology and
Springer―Verlag Tokyo）

４６（１）
８７―１０１

２００４．４

Akino,Toshiharu＊

Yamamura, Kohji
Wakamura, Sadao＊

Yamaoka, Ryohei＊

Direct behavioral evidence for hydrocarbons as nest-
mate recognition cues in Formica japonica
（Hymenoptera: Formicidae）

Applied Entomology and Zoology
（日本応用動物昆虫学会）

３９（３）
３８１―３８７

２００４．８

Arakaki, Norio＊

Sadoyama, Yasutsune＊

Kishita, Mitsunobu＊

Nagayama, Atsushi＊

Oyafuso, Akira＊

Ishimine, Masato＊

Ota, Moriya＊

Akino, Toshiharu＊

Fukaya, Midori＊

Hirai, Yoshio＊

Yamamura, Kohji
Wakamura, Sadao＊

Mating behavior of the scarab beetle Dasylepida ishi-
gakiensis（Coleoptera: Scarabaeidae）

Applied Entomology and Zoology
（日本応用動物昆虫学会）

３９（４）
６６９―６７４

２００４．１１

Yara, Kaori Relationship between the introduced and indigenous
parasitoids Torymus sinensis and T. beneficus (Hy-
menoptera: Torymidae) as inferred from mt―DNA
(COI) sequences

Applied Entomology and Zoology
（日本応用動物昆虫学会）

３９（３）
４２７―４３３

２００４．８

Yoshimura, Yasuyuki
Kubota, Fumitake＊

Ueno, Osamu＊

Structural and biochemical bases of photorespiration
in C4 plants: quantification of organelles and glycine
decarboxylase

Planta
（Springer―Verlag）

２２０
３０７―３１７

２００４．１２
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Kobashi, Yuri＊

Hasebe, Akira
Nishio, Michinori＊

Antibiotic―resitant bacteria from feces of livestock,
farmyard manure,and farmland in Japan ―case re-
port―

Microbes and Environment
（日本微生物生態学会）

２０
５３―６０

２００５．３

Hayashi, Kentaro
Nakagawa, Ai＊

Itsubo, Norihiro＊

Inaba, Atsushi＊

Expansion of Damage Function for Stratospheric
Ozone Depletion to Cover Major Endpoints Regard-
ing Life Cycle Impact Assessment

International Journal of Life Cycle As-
sessment

http://dx.
doi.org/10.
1065/lca
2004.11.189

２００４．１１

Ishii, Hideo Potential of novel resistance inducers in crop disease
control

Annual Review of Plant Pathology
（Indian Society of Mycology and Plant
Pathology）

２
１２９―１４４

２００３

石井英夫 植物病原糸状菌の薬剤耐性に関する研究 日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

７０（３）
１４９―１５１

２００４．８

矢野和孝＊・石井英夫
深谷雅子＊・川田洋一＊

佐藤豊三＊

ベンズイミダゾール系薬剤中等度耐性ナシ炭疽病
菌［Colletotrichum gloeosporioides（Glomerella cin-
gulata）］の発生

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

７０（４）
３１４―３１９

２００４

Ishi, Hideo Studies on fungicide resistance in phytopathogenic
fungi

Journal of General Plant Pathology
（日本植物病理学会）

７０（６）
３７９―３８１

２００４．１２

Ishikawa, Satoru
Ae, Noriharu＊

Sugiyama, Megumi
Murakami, Masaharu
Arao, Tomohito

Genotypic Variation in Shoot Cadmium Concentra-
tion in Rice and Soybean in Soils wity Different
Levels of Cadmium Contamination

Soil Science and Plant Nutrition
（日本土壌肥料学会）

５１（１）
１０１―１０８

２００５．１

駒田充生・竹内 誠 陽イオン交換平衡に基づく陽イオン選択係数およ
び交換性陽イオン含量の測定法

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

７５（２）
２１７―２２１

２００４．４

川崎 晃・織田久男 カドミウム安定同位体（１１３Cd濃縮体）トレーサ
ーのダイズ土耕ポット試験への適用

日本土壌肥料学会誌
（日本土壌肥料学会）

７５（６）
６６７―６７２

２００４．１２

Maejima, Yuji
Matsuzaki, Hiroyuki＊

Nakano, Chuichiro＊

１０Be concentrations of Red soils in Southwest Japan
and its possibility of dating

Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research B
（Elsevier）

２２３―２２４
５９６―６００

２００４．８

Matsuzaki, Hiroyuki＊

Nakano, Chuichiro＊

Ymashita, Hiroshi＊

Maejima, Yuji
Miyairi, Yousuke＊

Wakasa, Sachi＊

Horiuchi, Kazuho＊

Current status and future direction of MALT, The
University of Tokyo

Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research B
（Elsevier）

２２３―２２４
９２―９９

２００４．８

石黒宗秀＊・服部保誠＊

牧野知之・赤江剛天＊

吸着等温線によるアロフェン質火山灰土の硫酸イ
オン吸着機構の考察

農業土木学会論文集
（農業土木学会）

７２
１８７―１９２

２００４．４

神谷 隆＊・高野博幸＊

小津 博＊・牧野知之
水田土壌を対象とした化学洗浄法によるカドミウ
ム汚染水田の浄化

太平洋セメント研究報告
（太平洋セメント株式会社）

１４７
３９―４６

２００４

Mishima, Shin―ichiro
Kimura, Ryosuke
Inoue, Tsunehisa

Estimation of cadmium load on Japanese farmland
associated with the application of chemical fertilizers
and livestock excreta

Soil Science and Plant Nutrition
（日本土壌肥料学会）

５０（２）
２６３―２６７

２００４．４

三島慎一郎・松森 信＊

井上恒久
都道府県・市町村単位での窒素収支算出を行うデ
ータベースの構築

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

７５（２）
２７５―２８１

２００４．４

Faize, Mohamed＊

Faize, Lydia Faize＊

Koike, Nobuyo＊

Ishizaka, Masumi
Ishii, Hideo

Acibenzolar―S―methyl―induced resistance to Japa-
nese pear scab is associated with potentiation of mul-
tiple defense responses

Phytopathology
（American Phytopathological Society）

９４（６）
６０４―６１２

２００４．６

Faize, Mohamed＊

Sugiyama, Tomoko＊

Faize, Lydia＊

Ishii, Hideo

Polygalacturonase―inhibiting protein (PGIP) from
Japanese pear: possible involvement in resistance
against scab

Physiological and Molecular Plant Pa-
thology
（Elsevier）

６３（６）
３１９―３２７

２００４．６

織田久男
箭田（蕪木）佐衣子＊

川崎 晃

水耕栽培ダイズの生育時期別に曝露したカドミウ
ムの子実への移行特性

Biomedical Research on Trace Elements
（日本微量元素学会）

１５（３）
２８９―２９１

２００４．１０

Kojima, Tomoko＊

Sawaki, Hiromichi＊

Saito, Masanori

Detection of arbuscular mycorrhizal fungi, Ar-
chaeospora leptoticha, and related species colonizing
in plant roots by the specific PCR primer

Soil Science and Plant Nutrition ５０
９５―１０１

２００４．５

Saito, Katsuharu＊

Kuga―Uetake, Yukari＊

Saito, Masanori

Acidic vesicle in living hyphae of an arbuscular my-
corrhizal fungus, Gigapspora margarita

Plant and Soil ２６１
２３１―２３７

２００４

Aono, Toshihiro＊

Maldonado―Mendoza, I. E＊.
Dewbre, G.＊

Harrison, M. J.＊

Saito, Masanori

Expression of alkaline phosphatase genes in arbuscu-
lar mycorrhiza

New Phytologist １６２（２）
５２５―５３４

２００４．６

化学環境部
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Minamisawa, Kiwamu＊

Nishioka, K.＊

Miyaki, T.＊

Ye, Bin＊

Miyamoto, T.＊

You, Mu＊

Saito, A.＊

Saito, Masanori
Barraquio, W. L.＊

Teaumroong, Neung＊

Sein, Than＊

Sato, T.＊

Anaerobic nitrogen―fixing consortia consisting of
clostridia isolated from gramineous plants

Appliend and Environmental Microbiol-
ogy

７０
３０９６―３１０２

２００４．８

Ohtomo, Ryo＊

Sekiguchi Y.＊

Mimura, T.＊

Saito, Masanori
Ezawa, Tatsuhiro＊

Quantification of polyphosphate: different sensitivity
between enzymatic and colorimetric methods to short
―chain polyphosphate as revealed by ion chromatog-
raphy

Analytical Biochemistry ３２８
１３９―１４６

２００４．８

Kojima, Tomoko＊

Saito, Masanori
Possible involvement of hyphal phosphatase in phos-
phate efflux from intraradical hyphae isolated from
mycorrhizal roots colonized by Gigaspora margarita

Mycological Research １０８
６１０―６１５

２００４．９

Ohtomo, Ryo＊

Minato, Keiko＊

Saito, Masanori

Survival of Escherichia coli in a field amended with
cow feces slurry

Soil Science and Plant Nutrition
（日本土壌肥料学会）

５０
５７５―５８１

２００４．１０

Oba, Hirosuke＊

Shinozaki, Naoto＊

Oyaizu, Hiroshi＊

Tawaraya, Keitaro＊

Wagatsuma, Tadao＊

Barraquio, W. L.＊

Saito, Masanori

Arbuscular mycorrhizal fungal community associated
with some pioneer plants in the lahar of Mt. Pi-
natubo, Philippines

Soil Science and Plant Nutrition
（日本土壌肥料学会）

５０
１１９５―１２０３

２００４．１２

Yokoyama, Kazuhira＊

Tateishi, Takahiro＊

Saito, Masanori
Marumoto, Takuya＊

Application of a molecular identification method for
a Gigaspora margarita isolate released in a field

Soil Science and Plant Nutrition
（日本土壌肥料学会）

５１
１２５―１２８

２００５．２

箭田（蕪木）佐衣子＊

織田久男・川崎 晃
水耕栽培ダイズの生育時初期に曝露したカドミウ
ムの子実への移行経路

Biomedical Research on Trace Elements
（日本微量元素学会）

１５（３）
２９２―２９４

２００４．１０

Guruge, Keerthi S.＊

Seike, Nobuyasu
Yamanaka, Noriko＊

Miyazaki, Shigeru＊

Polychlorinated dibenzo―p―dioxins, ―dibenzofurans,
and biphenyls in domestic animal food stuff and their
fat

Chemosphere
（Elsevier）

５８（７）
８８３―８８９

２００５．１

Guruge, Keerthi S.＊

Seike, Nobuyasu
Yamanaka, Noriko＊

Miyazaki, Shigeru＊

Accumulation of polychlorinated naphthalenes in do-
mestic animal related samples

Journal of Environmental Monitoring
（The Royal Society of Chemistry）

６
７５３―７５７

２００４．８

Si, Y.＊

Zhang, L.＊

Takagi, Kazuhiro

Application of coupled liquid chromatography―mass
spectrometry in hydrolysis studies of the herbicide
ethametsulfuron―methyl

International Journal of Environmental
and Analytical Chemistry
（Taylor＆Francis）

８５（２）
７３―８８

２００５．２

鈴木克拓・足立一日出＊

関口哲生＊・吉田修一郎＊

中野恵子・加藤英孝

亀裂の発達した転換畑における懸濁物質およびリ
ンの暗渠流出

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

７６（１）
４３―４７

２００５．２

Murata, Tomoyoshi＊

Takagi, Kazuhiro
Ishizaka, Masumi
Yokoyama, Kazunari＊

The effects of mefenacet and pretilaclor application
on phospholipid fatty acid profiles of soil microbial
community in rice paddy soil

Soil Science and Plant Nutrition
（日本土壌肥料学会）

５０（３）
３４９―３５６

２００４．５

戸上和樹・中井 信
小原 洋

斑鉄周辺の微量重金属の集積 日本土壌肥料学会誌
（日本土壌肥料学会）

７５（６）
７０１―７０５

２００４．１２

Uegaki, Ryuichi
Seike, Nobuyasu
Eun, Heesoo
Ueji, Masako

Polychlorinated Dibenzo―p―dioxins, Dibenzofurans,
and Coplanar Polychlorinated Biphenyls (Dioxins) in
Silage Corn: the Influence of Contaminated Soil and
Air

Grassland Science
（日本草地学会）

５０（２）
１３２―１３８

２００４．６
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Hsin, Chung Wen＊

Tsukiboshi, Takao＊

Kakishima, Makoto＊

Morphological and phylogenetic analyses of Uromy-
ces appendiculatus and U. vignae on legumes in Ja-
pan

Mycoscience
（日本菌学会）

４５（４）
２３３―２４４

２００４．８

篠原弘亮・上原勝江＊

門田育生＊・西山幸司
對馬誠也

Ralstonia solanacearum によるニガウリ青枯病の
発生

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

７１（１）
２０―２２

２００５．２

農業環境インベントリーセンター

農業環境技術研究所年報 平成１６年度５６



著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元） 巻（号）
ページ 発行年	月

Yamauchi, Akira＊

Togami, Kazuki
Chaudry, Ashraf M.＊

Sayed, A. Mounir EL＊

Characterization of charged film of fluorocarbon
polymer(Nafion) and blended fluorocarbon polymer
(Nafion)/Collodion composite membranes by electro-
chemical methods in the presence of redox sub-
stances

Journal of Membrane Science
（Elsevier）

２４９
１１９―１２６

２００５．２

戸上和樹・中井 信
小原 洋

まだら鉄周辺の微量重金属の集積 日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

７５（６）
７０１―７０５

２００４．１２

Tsukiboshi, Takao＊

Hsin, Chung Wen＊

Yoshida, Shigenobu

Cochliobolus heveicola（Bipolaris heveae）causes
brown stripe of bermudagrass and Zoysia grass

Mycoscience
（日本菌学会）

４６（１）
１７―２１

２００５．２

月星隆雄＊ 北海道でのイネ科植物寄生性 Biplaris, Drechslera,
Exserohilum 族菌の収集

微生物遺伝資源探索収集調査報告書
（農業生物資源研究所）

１７
１―６

２００５．２

塩谷純一朗＊・對馬誠也
篠原弘亮・吉田重信
月星隆雄＊・根岸寛光＊

陶山一雄＊

圃場に栽培したトマト葉における細菌群集構造の
解析とこれら細菌の α―トマチンに対する感受性

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

７０（３）
３０３―３０４

２００４．８

村上弘治＊・對馬誠也
秋元孝行＊・畔柳有希子＊

宍戸良洋＊

Quantitative studies on the relationship between
plowing into soil of clubbed roots of receding crops
caused by Plasmodiophora brassicae and disease se-
verity in succeeding crops

Soil Science and Plant Nutrition
（日本土壌肥料学会）

５０（８）
１３０７―１３１１

２００４．１２

村上弘治＊・對馬誠也
片平光彦＊・秋元孝行＊

宍戸良洋＊

根こぶの熱処理が根こぶ病菌の病原力に及ぼす影
響

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

７５（６）
７０７―７１０

２００４．１２

Yoshida, Shigenobu
Suzuki, Fumihiko＊

Tsukiboshi, Takao＊

Shinohara, Hirosuke

Cloning and characterization of a gene rpg1 encoding
polygalacturonase of Rhizopus oryzae

Mycological Research
（The British Mycologycal Society）

１０８（１２）
１４０７―１４１４

２００４．１２

吉松慎一・宮本泰行＊

広渡俊哉＊・安田耕司
クロテンオオメンコガ（新称）Opogona sacchari
（Bojer）の日本における発生状況

日本応用動物昆虫学会誌
（日本応用動物昆虫学会）

４８（２）
１３５―１３９

２００４．５

Yoshimatsu, Shin―ichi A synopsis of Mythimna (Sablia) griseofasciata
(Moore)(Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae) and
a close relative with a new replacement name

Transactions of the Lepidopterological
Society of Japan
（日本鱗翅学会）

５５（４）
３０７―３１４

２００４．９
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Baba, Koji
Okamura, Taka―aki＊

Yamamoto, Hitoshi＊

Yamamoto, Tetsuo＊

Ohama, Mitsuo＊

Ueyama, Norikazu＊

Monooxomolybdenum（IV）Complex with Extremely
Bulky Dithiolate Ligands － Acceleration of O―
atom Transfer by Distorted Square Pyramidal Con-
formation

Chemistry Letters
（The Chemical Society of Japan）

３４（１）
４４―４５

２００５．１

Eun, Heesoo
Watanabe, Eiki
Narita, Itsumi＊

Nakamura, Kouji＊

Ishii, Yasuo
Ueji, Masako

CompariIsons of dioxin levels of cucumber varieties
and cultivation periods

Organohalogen Compounds ６６
２１１２―２１１６

２００４．９

Watanabe, Eiki
Eun, Heesoo
Baba, Koji
Sekino, Tadashi＊

Arao, Tomohito
Endo, Shozo

PCDD/Fs and dioxin―like PCBs in the Tone River,
Japan

Organohalogen Compounds ６６
１４１４―１４１９

２００４．９

Watanabe, Eiki
Eun, Heesoo
Baba, Koji
Arao, Tomohito
Ishii, Yasuo
Endo, Shozo
Ueji, Masako

Evaluation and validation of a commercially avail-
able enzyme―linked immunosorbent assay for the
neonicotinoid insecticide imidacloprid in agricultural
samples

Journal of Agricultural and Food Chem-
istry
（American Chemical Society）

５２（１０）
２７５６―２７６２

２００４．５

Watanabe, Eiki
Eun, Heesoo
Baba, Koji
Arao, Tomohito
Ishii, Yasuo
Endo, Shozo
Ueji, Masako

Rapid and simple screening analysis for residual imi-
dacloprid in agricultural products with commercially
available ELISA

Analytica Chimica Acta
（Elsevier）

５２１（１）
４５―５１

２００４．９

環境化学分析センター

�．研究成果の発表と広報 ５７



 学会等講演要旨集

地球環境部
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Akiyama, Hiroko
Tsuruta, Haruo＊

Yagi, Kazuyuki

Effect of organic fertilizer application to Japanese
Andisol on N２O and NO emissions

Programme and Abstract, The Third In-
ternational Nitrogen Conference ２０４―２０５

２００４．１０

Akiyama, Hiroko
Yagi, Kazuyuki
Yan, Xiaoyuan＊

N２O emissions from agricultural fields 日中ワークショップ「農業生態系にお
ける窒素循環とその環境負荷」 CD―ROM

２００４．１０

秋山博子・八木一行 日本の農耕地からの亜酸化窒素排出量インベント
リー

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１９７

２００４．９

Cheng, Weiguo＊

Sudo, Shigeto
Tsuruta, Haruo＊

Yagi, Kazuyuki

Temporal and spatial variations of N２O emission
from Chinese cabbage field as affected by type of
fertilizer and application

Programme and Abstract, The Third In-
ternational Nitrogen Conference ２０６

２００４．１０

Cheng, Weiguo＊

Yagi, Kazuyuki
Inubushi, Kazuyuki＊

Kobayashi, Kazuhiko＊

Sakai, Hidemitsu
Kim, Han Yong＊

Okada, Masumi＊

Impact of rising atmospheric CO２ on CH４ emission
from rice paddy

Abstract of the World Rice Research
Conference ３６９

２００４．１１

Cheng, Weiguo＊

Yagi, Kazuyuki
CO２, N２O and CH４ emissions from submerged soil Abstract of the Eurosoil ２００４ Confer-

ence ４５６
２００４．９

Du, Mingyuan
Lei, Jiaqiang＊

Xu, Xuxingwen＊

He, Qing＊

Shen, Yanbo＊

Green amenity in the central part of the Taklimakan
Desert, China ― Change of the living condition by
tree planting

The 6th International Symposium on
Plant Responses to Air Pollution and
Global Changes, Oct. 19―22, 2004,
Tsukuba, Japan. Program and Abstracts

１６７
２００４．１０

Du, Mingyuan
Li, Yingnian＊

Gu, Song＊

Kato, Tomomichi＊

Tang, Yanhong＊

Kawashima, Shigeto
Zhao, Xingquan＊

Relationship between climate warming, livestock pro-
duction and CO２ flux of the Alpine meadow ecosys-
tem on the Tibetan plateau

Abstracts of the 4th International Sympo-
sium on the Tibetan Plateau １８２

２００４．８

Du, Mingyuan
Yonemura, Seiichiro
Chen, Hongwu＊

Shen, Zhibao＊

Shen, Yanbo＊

Global warming and aeolian dust occurrence in East
Asia

The XVth GLOBAL WARMING Inter-
national Conference & Expo (GWXV),
April 19―22, 2004, San Francisco, USA

１５
４３

２００４．４

Du, Mingyuan
Yonemura, Seiichiro
Shen, Zhibao＊

Shen, Yanbo＊

Wang, Wanfu＊

Yamada, Yutaka＊

Maki, Taichi＊

Kawashima, Shigeto
Inoue, Satoshi

Dust storm process, sand transport and dust emission
from desert and cropland in Dunhuang, China

International symposium on sand and
dust storm. Sep. 12―14, 2005, Beijing
China. Abstracts

１０１―１０４
２００４．９

Du, Mingyuan
Yonemura, Seiichiro
Shen, Zhibao＊

Shen, Yanbo＊

Wang, Wanfu＊

Yamada, Yutaka＊

Maki, Taichi＊

Kawashima, Shigeto
Inoue, Satoshi

Tillage effects on aeolian dust emission in bare agri-
cultural fields at Dunhuang, China

Abstracts of International Symposium
FPEC 2004 ３９―４０

２００４．９

Du, Mingyuan
Yonemura, Seiichiro
Tian, Shaofen＊

Shen, Zhibao＊

Shen, Yanbo＊

Kawashima, Shigeto
Inoue, Satoshi

Climate change and aeolian dust occurrence in East
Asia

International symposium on sand and
dust storm. Sep. 12―14, 2004, Beijing
China. Abstracts

１００
２００４．９

Du, Mingyuan
Yonemura, Seiichiro
Wang, Wanfu＊

Yamada, Yutaka＊

Shen, Zhibao＊

Shen, Yanbo＊

Maki, Taichi＊

Evaluation and prevention of sand transportation to
the Mogao Grottoes

Conservation of Ancient Sites on the
Silk Road ― Second international confer-
ence on the conservation of grotto sites,
2004.6.28―7.3, Dunhuang, China

１４
２００４．６
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Gu, Song＊

Tang, Yanhong＊

Cui, Xiaoyong＊

Du, Mingyuan
Kato, Tomomichi＊

Li, Yingnian＊

Zhao, Xingquan＊

Effects of temperature on the CO２ exchange between
the Qinghai―Titetan Plateau

The XVth GLOBAL WARMING Inter-
national Conference & Expo (GWXV),
April 19―22, 2004, San Francisco, USA

１５
４９

２００４．４

Gu, Song＊

Tang, Yanhong＊

Cui, Xiaoyong＊

Du, Mingyuan
Kato, Tomomichi＊

Li, Yingnian＊

Zhao, Xingquan＊

Energy exchange associated with CO２ and H２O
fluxes in a meadow ecosysytem on the Qinghai―Ti-
bet Plateau

The 6th International Symposium on
Plant Responses to Air Pollution and
Global Changes, Oct. 19―22, 2004,
Tsukuba, Japan. Program and Abstracts

２３７
２００４．１０

Maki, Taichi＊

Du, Mingyuan
Characteristics of meteorological alleviation by a
reed straw―mat network in summer and autumn at
Dunhuang desert in China

International symposium on food produc-
tion and environmental conservation in
the face of global environmental deterio-
ration. Sep. 7―11, 2004, Fukuoka, Japan.
Abstracts

３６
２００４．９

Quilang, Eduardo Jimmy P.＊

Maki, Taichi＊

Du, Mingyuan

Behavior of Meteorological parameters during dust
storm in Dunhuang, China

日本沙漠学会第１５回学術大会講演要旨
集

１５
５３―５４

２００４．５

Quilang, Eduardo Jimmy P.＊

Maki, Taichi＊

Du, Mingyuan

Dust storm monitoring in spring at Dunhuang, China International symposium on food produc-
tion and environmental conservation in
the face of global environmental deterio-
ration. Sep. 7―11, 2004, Fukuoka, Japan.
Abstracts

４０
２００４．９

真木太一＊・杜 明遠 中国の砂漠化と黄砂および農業微気象改良 農業環境工学関連学会２００４年合同大会
講演要旨集 ２７２―２７３

２００４．９

杜 明遠・古 松＊

趙 亮＊・川島茂人
米村正一郎・井上 聡
加藤知道＊ ・唐 艶鴻＊

李 英年＊・趙 新全＊

チベットにおける最近の気候変化、畜産生産と
CO２フラックスの関係について

２００４ 年度日本農業気象学会・北陸支
部関東支部合同例会講演要旨集, 日
本農業気象学会 関東支部会誌 電子
媒体版

１
２５

２００４．１２

杜 明遠・川島茂人
真木太一＊

中国の乾燥と半乾燥地域における最近の気候変動
と農牧業

農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講演要旨集 ２７０―２７１

２００４．９

杜 明遠・米村正一郎
山田 豊＊・真木太一＊

沈 志宝＊・申 彦波＊

汪 万福＊

サルテーションフラックスの鉛直プロファイル ２００４日本気象学会年度秋季大会講演予
稿集
（日本気象学会）

８６
１６９

２００４．１０

杜 明遠・米村正一郎
汪 万福＊・真木太一＊

沈 志宝＊・申 彦波＊

最近４６年間中国におけるダストストーム発生回数
と気温変化の関係

日本沙漠学会第１５回学術大会講演要旨
集

１５
４１―４２

２００４．５

Fumoto, Tamon
Kobayashi, Kazuhiko＊

Li, Changsheng＊

Modeling Soil Processes of Rice Paddy under Ele-
vated Atmospheric CO２

Abstract of the 6th APGC Symposium
６７

２００４．１０

魏 永芬＊・小原裕三
西森基貴

EQCモデルを用いた有機化学物質の残留性に及
ぼす土壌深さの影響に関する検討

環境科学会２００４年会
１４―１５

２００４．９

魏 永芬＊・小原裕三
西森基貴

マルチメディアモデルを用いた HCHの環境動態
に及ぼす移流の影響評価

第７回環境ホルモン学会研究発表会
１６４

２００４．１２

魏 永芬＊・小原裕三
西森基貴

有機化学物質の環境動態に及ぼす放出シナリオの
影響評価

システム農学会２００４年度秋季大会
１０１―１０２

２００４．１１

Goto, Shinkichi
Kuwagata, Tsuneo
Ohno, Hiroyuki

Measuring Crop Evapotranspiration from the Upland
Field using Compact Lysimeter in Jpapan

The 6th International Symposium on
Plant Responses to Air Pollution and
Global Changes
― Program and Abstract ―
（APGC2004 Organizing Committees）

２２７
２００４．１０

Han, Gwang Hyun＊

Yoshikoshi, Hisashi＊

Nagai, Hideyuki＊

Yamada, Tomoyasu＊

Ono, Keisuke＊

Mano, Masayoshi
Miyata, Akira
Harazono, Yoshinobu＊

Isotopic air sampling in a rice paddy to characterize
CO２ and CH４ gas exchanges

関東の農業気象 E―Journal
（日本農業気象学会関東支部）

１
１０

２００４．１１

Han, Gwang Hyun＊

Yoshikoshi, Hisashi＊

Nagai, Hideyuki＊

Yamada, Tomoyasu＊

Ono, Keisuke＊

Miyata, Akira
Harazono, Yoshinobu＊

Isotopic disequilibrium between carbon fixed and re-
leased in a rice paddy as influenced by methanogene-
sis from CO２ under anaerobic conditions

Abstract of American Geophysical Union
Fall Meeting held in San Francisco, USA B５１C―０９５７

２００４．１２

�．研究成果の発表と広報 ５９
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Yoshikoshi, Hisashi＊

Han, Gwang Hyun＊

Nagai, Hideyuki＊

Yamada, Tomoyasu＊

Miyata, Akira
Harazono, Yoshinobu＊

Measurement of methane emission from rice paddy
field in Japan by eddy correlation technique

Abstract of the International Symposium
on Food Production and Environmental
Conservation in the Face of Global Envi-
ronmental Deterioration（FPEC）

１１３
２００４．９

Hasegawa, Toshihiro
Kobayashi, Kazuhiko＊

Lieffering, Mark＊

Kim, Han―Yong＊

Sakai, Hidemitsu
Shimono, Hiroyuki＊

Yamakawa, Yasuhiro＊

Yoshimoto, Mayumi
Okada, Masumi＊

Impact of increased source capacity on rice yield:
Case study with CO２ enrichment

Abstracts of World Rice Research Com-
ference 2004, Rice is Life. Tsukuba, Ja-
pan
（MAFF, NARO, NIAS, NIAES, NIRE,
NFRI, JIRCAS, IRRI, APO, Japanese
Committee for International Year of Rice
2004）

２８
２００４．１１

Hasegawa, Toshihiro
Okada, Masumi＊

Inoue, Meguru＊

Shimono, Hiroyuki＊

Kobayashi, Kazuhiko＊

Development and morphological responses of rice to
elevated CO２ differ among genotypes

Abstracts of the 6 th international sym-
posium on plant responses to Air Pollu-
tion and Global Changes (APGC) 2004,
Tsukuba, Japan
（APGC 2004 Organizing Committees）

１３５
２００４．１０

Kobayashi, Kazuhiko＊

Kim, Han―Yong＊

Lieffering, Mark＊

Okada, Masumi＊

Miura, Shu＊

Hasegawa, Toshihiro

Number of spikelets is the key determinant of rice
yield response to CO２ enrichment under interaction
with nitrogen availability and temperature

Abstracts of the 6 th international sym-
posium on plant responses to Air Pollu-
tion and Global Changes (APGC) 2004,
Tsukuba, Japan
（APGC 2004 Organizing Committees）

１３２
２００４．１０

Morita, Shigenori＊

Sakagaichi, Takeo＊

Abe, Jun＊

Kobayashi, Kazuhiko＊

Okada, Masumi＊

Shimono, Hiroyuki＊

Yamakawa, Yasuhiro＊

Kim, Han―Yong＊

Hasegawa, Toshihiro

Structure and function of rice root system under
FACE condition

Abstracts of international symposium on
Food Production and Environmental
Conservation in the face of global envi-
ronmental deterioration (FPEC) 2004,
Fukuoka, Japan
（Society of Agricultural Meteorology of
Japan）

１４２
２００４．９

Shimono, Hiroyuki＊

Yamakawa, Yasuhiro＊

Okada, Masumi＊

Hasegawa, Toshihiro
Kobayashi, Kazuhiko＊

Genotypic variations in biomass production of rice
plants under free air CO２ enrichment（FACE）

Abstracts of the 6 th international sym-
posium on plant responses to Air Pollu-
tion and Global Changes (APGC) 2004,
Tsukuba, Japan
（APGC 2004 Organizing Committees）

１３４
２００４．１０

下野裕之＊・岡田益己＊

山川泰弘＊・小林和彦＊

長谷川利拡

大気 CO２濃度上昇による水稲の乾物生産促進にお
ける品種間差異

日本作物学会紀事 ７４（別１）
１０８―１０９

２００５．３

下野裕之＊・岡田益己＊

山川泰弘＊・小林和彦＊

長谷川利拡

大気 CO２濃度上昇は水稲の倒伏を軽減する 日本作物学会紀事 ７４（別１）
３２―３３

２００５．３

長谷川利拡・下野裕之＊

酒井英光・岡田益己＊

井上めぐる＊・実山 豊＊

小林和彦＊

一穂穎花数が異なるイネ品種の高 CO２濃度に対す
る成長の応答

日本作物学会紀事 ７４（別１）
２６８―２６９

２００５．３

Inoue, Satoshi
Kawashima, Shigeto
Du, Mingyuan
Yonemura, Seiichiro

Seasonal change of H２O and CO２ flux linked with
withering progress

AMS Meetings ２６th Conference on
Agricultural and Forest Meteorology p．１．１４

２００４．８

Inoue, Yoshio Remote sensing and GIS for precision crop manage-
ment

Proc. Symposium Remote Sensing and
Crop Modeling for Site Specific Crop
Management, May 24―26, 2004, Nanjing
Agriculrtural University Nanjing

１―１０
２００４．５

Inoue, Yoshio
Olioso, Albert＊

Suivi des echanges de CO２ entre un champ cultivet
et l’atmorsphere; Validation d’un modele de proces-
sus de surface utilise en synergie avec des mesures
de teltedetection

Proc. Workshop on Atmospheric Model-
ing, Meteo France
（Meteo France）

５１―５５
２００４．１１

Inoue, Yoshio
Olioso, Albert＊

Synergy of remote sensing and biophysical process―
based modeling for estimating dynamics of CO２ flux
in agro―ecosystems

Proc. International Symposium on Food
Production and Environmental Conserva-
tion in the Face of Global Environmental
Deterioration, Fukuoka
（農業気象学会）

２０１―２０２
２００４．９

Inoue, Yoshio
Olioso, Albert＊

Synergy of thermal and optical remote sensing signa-
tures with biophysical models for estimating dynamic
change of biomass and CO２ flux in agricultural eco-
systems

The 11th SPIE International Symposium
on Remote Sensing．
（SPIE）

１０１―１０８
２００４．９

Olioso, Albert＊

Ravalland, Vincent＊

Inoue, Yoshio
Ortega―Farias, Samuel＊

Jacob, Frédéric＊

Wigneron, Jean―Pierre＊

Validation 1D et 2D de ISBA au moyen de measures
in situ et de teledetection

Proc. Workshop on Atmospheric Model-
ing, Meteo France
（Meteo France）

５６―６０
２００４．１１
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井上吉雄
Dabrowska―Zielinska, Kataryna＊

黒須隆志＊・前野英生＊

浦塚清峰＊・古津年章＊

マイクロ波後方散乱係数による水稲群落特性の推
定－多周波・多偏波散乱計による連続観測データ
のモデル解析－

農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講演要旨集 １２２

２００４．５

井上吉雄
Dabrowska―Zielinska, Kataryna＊

黒須隆志＊・前野英生＊

浦塚清峰＊・古津年章＊

多周波マイクロ波後方散乱係数と水稲群落生長特
性の基礎的関係－長期連続観測データの相関分析
とモデル解析－

日本リモートセンシング学会３６回学術
講演会論文集

３６（１１１）
１１２

２００４．５

井上吉雄
Penuelas, Josep＊

スペクトル画像の空中計測による作物・圃場状態
の診断と予測．第８報 作物の生化学的光利用効率
とハイパースペクトル反射指数の関係について

日本作物学会紀事 ７４（別１）
９０―９１

２００５．３

井上吉雄
Qi, Jiaguo＊

Dabrowska―Zielinska, Kataryna＊

地空間情報の統合による流域圏農耕地生態系の動
態解析 第１報 農業生態系地空間情報システム
の構築について

日本リモートセンシング学会３７回学術
講演会論文集

３７
１１―１２

２００４．１２

井上吉雄
Qi, Jiaguo＊

Dabrowska―Zielinska, Kataryna＊

流域圏農耕地生態系の動態解析．第２報 地空間
情報解析システム構築および域内作付と水質の関
係に関するケーススタディ

日本作物学会紀事 ７３（別２）
２１２―２１３

２００４．１０

井上吉雄
Qi, Jiaguo＊

Olioso, Albert＊

スペクトル画像の空中計測による作物・圃場状態
の診断と予測．第７報 水稲群落の光合成有効放
射吸収率 fAPARの簡易広域評価とその利用につ
いて

日本作物学会紀事 ７３（別２）
２１４―２１５

２００４

井上吉雄・Qi, Jiaguo＊

斎藤和樹＊・堀江 武＊

白岩立彦＊

Douangsavanh, Linkham＊

清野嘉之＊・落合幸人＊

陸域食糧生産生態系の変動解析－ラオス移動耕作
生態系における土地利用・植被動態解析［１］

日本リモートセンシング学会３７回学術
講演会論文集

３７
１７１―１７３

２００４．１２

井上吉雄・Qi, Jiaguo＊

堀江 武＊・斎藤和樹＊

浅井英利＊・清野嘉之＊

落合幸人＊・白岩立彦＊

Douangsavanh, Linkham＊

陸域食糧生産生態系の変動モニタリングと構造解
析 第３報 土地利用・生態系管理技術からみた
ラオス焼畑生態系の生態系―大気間炭素収支の試
算

日本作物学会紀事 ７４（別１）
９２―９３

２００５．３

井上 聡・広田知良＊

岩田幸良＊

十勝平野における１２月の積雪期間の推定と分布 ２００４年度日本農業気象学会 北陸支部
関東支部合同例会講演要旨集 ２１

２００４．１２

Ishigooka, Yasushi
Kuwagata, Tsuneo
Goto, Shinkichi
Ohno, Hiroyuki
Toritani, Hitoshi

Assessment of agricultural water resources in East
Eurasia by using continental scale water dynamics
model

Abstract of International Symposium on
Food Production and Environmental
Conservation in the Face of Global Envi-
ronmental Deterioration
（Society of Agricultural Meteorology of
Japan）

２１―２２
２００４．９

石郷岡康史・鳥谷 均
桑形恒男・後藤慎吉
大野宏之

２０世紀の気候変動に伴うアジアにおける灌漑要求
水量の時空間分布特性

日本気象学会２００４年春季大会講演予稿
集 ２５９

２００４．５

Ishitsuka, Naoki＊

Saito, Genya＊

Ogawa, Shigeo＊

Ohno, Hiroyuki
Sakamoto, Toshihiro

Measurement of the reduction in rice planted area in
Japan using SAR

25th ASIAN CONFERENCE ON RE-
MOTE SENSING & 1st ASIAN SPACE
CONFERENCE (Proceedings)

２００４．１１

Iwasaki, Nobusuke
Sprague, David

Urbanization and rural land use change around the
Kanto Plain in the recent 100 years

IGC―UK 2004 Abstract (CD―Rom)
（International Geographical Congress）

２００４．８

岩崎亘典・渡邊眞紀子＊

杉山真二＊・横田川毅＊

デイビッド・スプレイグ

迅速測図と植物珪酸体分析による土地利用履歴の
復元

日本ペドロジー学会２００４年度大会講演
要旨集 ３４

２００４．４

横田川毅＊・岩崎亘典
渡邊眞紀子＊・杉山真二＊

比重分画法による火山灰土壌の有機物特性 日本ペドロジー学会２００４年大会講演要
旨集 ３３

２００４．３

岩崎亘典
デイビッド・スプレイグ

ニホンザルの生息域選択性推定のための累積コス
ト距離モデルの検証

第５２回日本生態学会大会講演要旨集
３２４

２００５．３

岩崎亘典
デイビッド・スプレイグ

土地利用に基づくニホンザル生息域拡大の GIS
モデルとその検証

第５１回日本生態学会大会講演要旨集
２３１

２００４．８

岩崎亘典
デイビッド・スプレイグ

土地利用変化に着目した房総半島中部におけるニ
ホンザル生息域変化の推定

２００４年度農村計画学会春期学術研究発
表会要旨集 ３―４

２００４．４

柴田直樹＊・吉田正夫＊

岩崎亘典・渡邊眞紀子＊

土地利用履歴の異なる土壌腐植物質の炭素起源に
関する研究

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１９３

２００４．９

Kawashima, Shigeto
Fujita, Toshio＊

Matsuo, Kazuhito
Shibaike, Hiroyuki
Du, Mingyuan
Inoue, Satoshi
Yonemura, Seiichiro

Development of an Automatic Corn Pollen Monitor
for environmental assessment of genetically modified
crops

Abstracts of the XI International Paly-
nological Congress ８６―８７

２００４．７

�．研究成果の発表と広報 ６１
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Kawashima, Shigeto
Fujita, Toshio＊

Matsuo, Kazuhito
Shibaike, Hiroyuki
Du, Mingyuan
Inoue, Satoshi
Yonemura, Seiichiro

Variation feature of airborne corn pollen number ob-
tained by the automatic pollen monitor

Abstracts of International Symposium
FPEC 2004 １６１―１６２

２００４．９

Sasaki, Yuka＊

Kawashima, Shigeto
Hayasaka, Megumi＊

Kasai, Toshiyuki＊

Kakuda, Kenichi＊

Ishida, Tomoyuki＊

Ando, Ho＊

Effect of meteorological elements on regional―scale
variation of rice growth during early stage

Abstracts of the 7th International Confer-
ence on Precision Agriculture １６９

２００４．７

佐々木由佳＊・葛西俊之＊

石田智之＊・川島茂人
角田憲一＊・安藤 豊＊

鶴岡市沖積水田の水稲初期生育予測 日本土壌肥料学会 講演要旨集 ５０
１２３

２００４．９

川島茂人 気象からみた庄内の米づくり 平成１５年度 庄内水田フォーラム 講
演資料 ９―２８

２００４．３

川島茂人・井上 聡
杜 明遠・米村正一郎

地上気温分布は地表面状態でどの程度説明できる
か？ 水田のもつ気候緩和機能の評価

日本気象学会２００４年度春季大会講演予
稿集 １９９

２００４．５

小林義和＊・宮田 明
永井秀幸＊・間野正美

多重代入法を用いた渦相関フラックスデータの欠
測補完と年間値の評価

関東の農業気象 E―Journal
（日本農業気象学会関東支部）

１
２７

２００４．１１

Kuwagata, Tsuneo
Murai, Mari＊

A method for measuring osmotic water permeability
of plasma― and vacuolar membrane for modeling
water transport in higher plants. (1) Theoretical con-
sideration

13th International Workshop on Plant
Membrane Biology
（Organized committee of Plant Mem-
brane Biology）

１００
２００４．７

Kuwagata, Tsuneo
Murai, Mari＊

Hamasaki, Takahiro＊

Effect of root temperature on water uptake and tran-
spiration of vegetation and its relation with
aquaporins

The 6th International Symposium on
Plant Responses to Air Pollution and
Global Changes
― Program and Abstract ―
（APGC 2004 Organizing Committees）

１０７
２００４．１０

Murai, Mari＊

Kuwagata, Tsuneo
A method for measuring osmotic water permeability
of plasma― and vacuolar membrane for modeling
water transport in higher plants. (2) Experimental Re-
sults on Radish (Raphanus sativus L.) root cells

13th International Workshop on Plant
Membrane Biology
（Organized committee of Plant Mem-
brane Biology）

１００
２００４．７

Murai, Mari＊

Kuwagata, Tsuneo
Osmotic water permeability of plasma― and vacuo-
lar―membrane in protoplasts isolated from plant tis-
sues

The 6th International Symposium on
Plant Responses to Air Pollution and
Global Changes
― Program and Abstract ―
（APGC 2004 Organizing Committees）

１８８
２００４．１０

丸山篤志＊・桑形恒男
大場和彦＊・黒瀬義孝＊

プラントキャノピーアナライザによる葉面積指数
の測定誤差とその葉傾斜角への依存性

農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講演要旨集 ３２

２００４．９

丸山篤志＊・桑形恒男
渡辺 力＊・大場和彦＊

群落微気象モデルによる葉面結露のシミュレーシ
ョン

日本気象学会２００４年度秋季大会講演予
稿集 ２３８

２００４．１０

桑形恒男・石郷岡康史
長谷川利拡・米村正一郎
横沢正幸・川村 宏＊

辻本浩史＊

局地気象モデルを活用した水田の水温・地温の広
域的な推定手法の開発

農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講演要旨集 ４２

２００４．９

桑形恒男・石郷岡康史
長谷川利拡・米村正一郎
横沢正幸・川村 宏＊

辻本浩史＊

局地気象モデルを利用した水稲生産環境の広域的
推定法

第１回気候緩和研究会要旨集
（中央農業総合研究センター） ２１―２３

２００４．１２

桑形恒男・小林和彦＊

村井麻理＊

「アクアポリンから植物の水利用戦略まで」
―オーガナイザーより―

農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講演要旨集 ２５７

２００４．９

桑形恒男・濱嵜孝弘＊ 日平均の地表面熱収支計算におけるバルク輸送係
数に関する検討

日本気象学会２００４年度春季大会講演予
稿集 １９８

２００４．５

村井麻理＊・桜井淳子＊

桑形恒男
細胞膜と液胞膜の水透過とアクアポリンの役割 第４６回日本植物生理学会年会要旨集

８８
２００５．３

Harazono, Yoshinobu＊

Mano, Masayoshi
Miyata, Akira
Yoshimoto, Mayumi
Zulueta, Rommel C.＊

Kwon, Hyojung＊

Oechel, Walter C.＊

Seasonal and Inter―annual variations of methane flux
at wet tundra in North Slope, Alaska

Abstract of American Geophysical Union
Fall Meeting
（American Geophysical Union）

B４３B―０１５９
２００４．１２

Harazono, Yoshinobu＊

Mano, Masayoshi
Ueyama, Masahito＊

Miyata, Akira
Oechel, Walter C.＊

Temporal and spatial differences of methane emis-
sion and uptake at arctic and sub―arctic tundra in
Alaska

Third International Symposium on the
Arctic Research and Seventh Ny―Åle-
sund Scientific Seminar
（国立極地研究所）

１１４
２００５．２

農業環境技術研究所年報 平成１６年度６２
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Mano, Masayoshi
Miyata, Akira
Nagai, Hideyuki＊

Yamada, Tomoyasu＊

Ono, Keisuke＊

Han, Gwang Hyun＊

Yoshikoshi, Hisashi＊

Saito, Makoto＊

Interannual variability in growing season carbon
budget at a customarily cultivated rice paddy field in
central Japan

Abstract of American Geophysical Union
Fall Meeting held in San Francisco, USA
（American Geophysical Union）

B５１C―０９６２
２００４．１２

間野正美・宮田 明
永井秀幸＊・山田智康＊

小野圭介＊・齊藤 誠＊

２００４夏季高温年の茨城県つくば市真瀬における水
稲単作田の CO２収支

関東の農業気象 E―Journal
（日本農業気象学会関東支部）

１
９

２００４．１１

間野正美・宮田 明
原薗芳信＊

背の低い群落上で測定した渦相関データへの
Quality Controlの適用結果

農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講演要旨集 ２３０

２００４．９

Maoka, Tetsuo＊

Minaka, Nobuhiro
The phylogeny of the tea ceremony procedure The 2004 International Conference on

O―CHA (Tea) Culture and Science
２００４．１１

Minaka, Nobuhiro
Suemura, Takashi＊

Asano, Takehiro＊

Yamamoto, Haruo＊

Machii, Kouki＊

BOGEN: An improved software for estimating larger
Steiner trees in phylogenetics

The 23th Annual Meeting of the Willi
Hennig Society, Abstracts
（The Willi Hennig Society）

２００４．７

三中信宏 共通ツールとしての歴史生物地理方法論 日本生物地理学会大会第５９回年次大会
講演要旨集 ９

２００４．４

三中信宏 共通祖先への遡及：体系学的推論の観点から 日本進化学会第６回大会（東京大学）
講演予稿集 ７０

２００４．８

三中信宏 生物地理学史を推定する理論とその哲学 第５１回日本生態学会大会，北海道教育
大学釧路校舎，講演要旨集 ２１

２００４．８

Iwata, Hiroyoshi＊

Miwa, Tetsuhisa
Ninomiya, Seishi＊

HyDRAS: Hyper―dimensional regression analysis
service on the Internet

Proceedings of AFITA/WCCA２００４
４０３―４０８

２００４．８

三輪哲久・小倉昭男＊

伊藤一幸＊

生育時期の影響を考慮した大豆の開花期予測モデ
ル

システム農学 ２０（別２）
６７―６８

２００４．１１

神田英司＊・小林 隆＊

三輪哲久・桑形恒男
長谷川利拡

水稲の障害不稔予測モデルの２００３年冷害圃場への
適用

日本作物学会紀事 ７４（別１）
８２―８３

２００５．３

神田英司＊・小林 隆＊

鳥越洋一＊・三輪哲久
水稲の障害不稔予測モデルの作成 日本作物学会紀事 ７２（別１）

１２２―１２３
２００４．４

Miyata, Akira
Han, Gwang Hyun＊

Mano, Masayoshi
Harazono, Yoshinobu＊

Yamada, Tomoyasu＊

Nagai, Hideyuki＊

Ono, Keisuke＊

Yoshikoshi, Hisashi＊

Baten, Md. A.＊

Saito, Makoto＊

Carbon budget at a single rice cropping paddy field
in central Japan

The FLUXNET 2004 Open Workshop
held in Firenze, Italy

２００４．１２

Miyata, Akira
Iwata, Tohru＊

Nagai, Hideyuki＊

Yamada, Tomoyasu＊

Yoshikoshi, Hisashi＊

Mano, Masayoshi
Ono, Keisuke＊

Han, Gwang Hyun＊

Harazono, Yoshinobu＊

Ohtaki, Eiji＊

Baten, Md. A.＊

Inohara, Sachiko＊

Takimoto, Takahiro＊

Saito, Makoto＊

Seasonal variation of carbon dioxide and methane
fluxes at single cropping paddy fields in central and
western Japan

Abstract of the 6th International Sympo-
sium on Plant Responses to Air Pollution
and Global Changes（APGC）

１２５
２００４．１０

Ueyama, Masahito＊

Hatrazono, Yoshinobu＊

Okada, Ryusuke＊

Ohtaki, Eiji＊

Miyata, Akira

Micrometeorological measurements of methane flux
at boreal forest in central Alaska

Third International Symposium on the
Arctic Research and Seventh Ny―Ale-
sund Scientific Seminar
（国立極地研究所）

４１
２００５．２

齊藤 誠＊・浅沼 順＊

宮田 明・永井秀幸＊

山田智康＊・小野圭介＊

水田フラックス観測における低周波変動寄与 農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講演要旨集 ２４４

２００４．９

宮田 明・永井秀幸＊

山田智康＊・間野正美
小野圭介＊・吉越 恆＊

原薗芳信＊

渦相関法による水稲単作田の年間 NEEの測定誤
差に関する系統的検討

農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講演要旨集 ４４

２００４．９

宮田 明・吉越 恆＊

山田智康＊・小野圭介＊

永井秀幸＊・間野正美

４成分型放射収支計による入射短波・長波放射の
測定精度の検討

関東の農業気象 E―Journal
（日本農業気象学会関東支部）

１
２２

２００４．１１

�．研究成果の発表と広報 ６３
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永井秀幸＊・山田智康＊

齊藤 誠＊・吉越 恆＊

小野圭介＊・韓 光鉉＊

宮田 明・Baten, Md.A＊

原薗芳信＊

慣行栽培された稲単作水田上での乱流フラックス
と微気象の季節変化と年変動について

関東の農業気象 E―Journal
（日本農業気象学会関東支部）

１
１１

２００４．１１

永井秀幸＊・山田智康＊

吉越 恆＊・韓 光鉉＊

宮田 明・原薗芳信＊

慣行単作水田で測定された乱流フラックス２点観
測の比較結果

農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講演要旨集 ２３３

２００４．９

西森基貴 地球温暖化と農業・食料生産の危機 「地球温暖化防止フォーラム－地球温
暖化は本当に起こっているのか！－」
資料集
（ひょうご環境創造協会）

１３―１７
２００４．１２

西森基貴・鬼頭昭雄＊ 地球温暖化と降水量の変化―統計的ダウンスケー
リング手法を用いた予測の試み

四万十・流域圏学会第４回学術研究発
表会講演予稿集 １７―１８

２００４．５

西森基貴・鬼頭昭雄＊ 統計的ダウンスケーリング手法による温暖化時の
日本域夏季降水予測－降水の頻度と強度－

日本気象学会２００４年秋季大会講演予稿
集

８６
４５４

２００４．１０

西森基貴・鬼頭昭雄＊ 統計的ダウンスケーリング手法による東アジア域
の気候予測

農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講演予稿集 ８４

２００４．９

加藤京子＊・小林 剛＊

西村誠一・植村 滋＊

高橋耕一＊・石井弘明＊

小野清美＊・隅田明洋＊

原登志彦＊

北海道北部のダケカンバ林に対する林床チシマザ
サ除去の影響
－林冠構造、林内光環境そして林冠木の動態－

第１１５回日本林学会大会講演要旨集
４９８

２００４．４

西村誠一・秋山博子
須藤重人・澤本卓治＊

八木一行

灰色低地土転換畑からの温室効果ガス発生 日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１９９

２００４．９

西村誠一・岡本雄太郎＊

八木一行・北 和之＊

農耕地における N２Oの放出に対する植物体の寄
与を解明するための予備的研究
チャンバー内に作物を含む場合と含まない場合と
での N２Oフラックスの比較

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１９９

２００４．９

西村誠一・米村正一郎
澤本卓治＊・秋山博子
須藤重人・八木一行

水田および転換畑における、CO２フラックスの季
節変化および炭素収支の比較

第５１回日本生態学会大会講演要旨集
２６０

２００４．８

Nouchi, Isamu
Yonemura, Seiichiro

N２O, CO２ and CH４ fluxes from soybean and barley
double cropping in relation to tillage in Japan

Abstract of the 6th International Sympo-
sium on Plant Respeneses to Air Pollu-
tion and Global Changes

２２４
２００４．１０

織田健次郎 わが国の１９８０年代以降の窒素収支の変遷 第２２回土・水研究会資料
（農業環境技術研究所） ３―１０

２００５．２

横山宏太郎＊・小南靖弘＊

川方俊和＊・大野宏之
井上 聡

冬期降水量の捕捉損失補正計算 ２００４年度日本雪氷学会講演予稿集
９１

２００４．９

大野宏之 融雪の分布と強さを宇宙から知る 第３回サイエンス・フロンティアつく
ば（ポスター発表）
（つくばサイエンス・アカデミー）

１
２００４．１１

大野宏之・石郷岡康史
鳥谷 均・坂本利弘
石塚直樹＊

農事暦の数値データベース化 農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講演要旨集 １２１

２００４．９

Okamoto, Katsuo
Yokozawa, Masayuki

Impacts of environmental change to food production
in Asia

Proceedings of the International Work-
shop on Prediction of Food Production
Variation in East Asia under Global
Warming
（農業環境技術研究所）

６７―６８
２００４．３

烏 云娜＊・岡本勝男
川島博之＊

衛星データを用いた中国内蒙古半乾燥地域のバイ
オマス変動解析

システム農学会２００４年度春季シンポジ
ウム・一般研究発表会要旨集「農業－
生態系－環境のシステム思考」

２０（別号１）
９３―９４

２００４．５

Ono, Keisuke＊

Miyata, Akira
Yamada, Tomoyasu＊

Nagai, Hideyuki＊

Yoshikoshi, Hisashi＊

Mano, Masayoshi

Downward CO２ flux observed over a bare field by
the eddy covariance method using an open―path in-
frared gas analyzer

Abstract of American Geophysical Union
Fall Meeting held in San Francisco, USA
（American Geophysical Union）

B５１C―０９６５
２００４．１２

小野圭介＊・宮田 明 裸地上で観測された下向き CO２フラックスの原因
について

関東の農業気象 E―Journal
（日本農業気象学会関東支部）

１
２６

２００４．１１

小野圭介＊・宮田 明
山田智康＊・間野正美
吉越 恆＊・永井秀幸＊

齊藤 誠＊

裸地上で観測された下向きの CO２フラックスにつ
いて

農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講演要旨集 ２３１

２００４．９

Oura, Noriko
Shindo, Junko
Fumoto, Tamon
Toda, Hidehige＊

Kawashima, Hiroyuki＊

Effect of nitrogen deposition on nitrogen cycle in the
plant―soil system and N２O emissions from the forest
floors

Program and abstracts N2004 The Third
International Nitrogen Conference １６４

２００４．１０

大浦典子・新藤純子
麓 多門・鈴木啓助＊

戸田任重＊・川島博之＊

乗鞍岳における窒素循環特性 環境科学会年会要旨集
３０―３１

２００４．９

農業環境技術研究所年報 平成１６年度６４
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Sakai, Hidemitsu
Hasegawa, Toshihiro
Kobayashi, Kazuhiko＊

Increased rice canopy respiration by elevated CO２
and its relation to canopy carbon gain

Abstract of the 6th International Sympo-
sium on Plant Responses to Air Pollution
and Global Cnanges (CAGC) 2004,
Tsukuba
（APGC 2004 Organizing commitees）

２６１
２００４．１０

坂本利弘・横沢正幸
鳥谷 均・芝山道郎
石塚直樹・大野宏之

MODIS画像時系列解析による水稲の生育モニタ
リング

システム農学 ２０（別号２）
４７―４８

２００４．１１

坂本利弘・横沢正幸
鳥谷 均・芝山道郎
石塚直樹・大野宏之

多時期衛星画像を用いた水稲生育ステージの推定
手法の開発

日本写真測量学会 平成１６年度秋季学
術講演会発表論文集 ２１―２２

２００４．１１

Homma, Kohzo＊

Shingu, Hirokimi＊

Yamamoto, Hiromichi＊

Shibayama, Michio
Sugahara, Kazuo

Flight evaluation of hyperspectral and multi―polariz-
able imaging spectropolarimeter

SPIE Fourth International Asia―Pacific
Environmental Remote Sensing Sympo-
sium
（SPIE）

６８
２００４．１１

Shingu, Hirokimi＊

Homma, Kohzo＊

Yamamoto, Hiromichi＊

Shibayama, Michio
Sugahara, Kazuo
Itano, Shiro＊

Agro―environment observation using near―infrared
LCTF spectropolarimeter

SPIE Fourth International Asia―Pacific
Environmental Remote Sensing Sympo-
sium
（SPIE）

６７
２００４．１１

Yamamoto, Hiromichi＊

Homma, Kohzo＊

Shingu, Hirokimi＊

Shibayama, Michio
Sugahara, Kazuo

Monitoring of water pollution using hyperspectral
imaging spectropolarimeter

SPIE Fourth International Asia―Pacific
Environmental Remote Sensing Sympo-
sium
（SPIE）

６７
２００４．１１

芝山道郎 偏光反射特性とニューラルネットを利用した作物
個体群の平均葉面傾斜角度推定の試み

日本リモートセンシング学会 第３６回
学術講演会論文集 １４１―１４２

２００４．５

芝山道郎・渡邊好昭＊ 偏光反射特性の測定による作物個体群の葉群構造
推定 第２報 コムギの偏光反射率の季節変化と
栽培条件の影響

日本作物学会記事 ７３（別号２）
２１８―２１９

２００４．１０

芝山道郎・渡邊好昭＊

本間幸造＊・新宮博公＊

山本浩通＊

偏光反射特性の測定による作物個体群の葉群構造
推定 第３報 コムギ個体群の施肥条件と６６０nm
バンド反射率および偏光反射率

日本作物学会記事 ７３（別号２）
２２０―２２１

２００４．１０

芝山道郎・坂本利弘 NDVIおよび５６０nm／２２００nm反射率比の季節変化
特性とその作物判別への応用

日本リモートセンシング学会 第３７回
学術講演会論文集 １６９―１７０

２００４．１２

Shindo, Junko
Okamoto, Katsuo
Toda, Hideshige＊

Kawashima, Hiroyuki＊

Estimation of nitrogen load to the terrestrial ecosys-
tems and its effects on the regional water quality
based on a nitrogen balance model for watersheds in
East Asia

Proceedings of N2004: The Third Inter-
national Nitrogen Conference １９８―１９９

２００４．１０

Toda, Hideshige＊

Takatsu, T.＊

Wakahara, K.＊

Kaneko, H.＊

Inatomi, Motoko＊

Koizumi, Hiroshi＊

Shindo, Junko
Okamoto, Katsuo
Kawashima, Hiroyuki＊

Effect of nitrogen addition to forest floor on nitrate
concentration of soil water

Proceedings of N2004: The Third Inter-
national Nitrogen Conference １３８―１３９

２００４．１０

木平英一＊・新藤純子
吉岡崇仁＊

全国規模の渓流水質調査 環境科学会年会要旨集
１９６―１９７

２００４．９

木平英一＊・新藤純子
吉岡崇仁＊

全国渓流調査の概要 ―JaLTERとその他の観測
の協力体制について―

林学会要旨集
（日本林学会）

１１５
C１７

２００４．４

新藤純子・木平英一＊

岡本勝男・戸田任重＊

川島博之＊

我が国の窒素負荷量分布と全国渓流水・河川水質
の推定

環境科学会２００４年会講演要旨集
１９８―１９９

２００４．１０

新藤純子・岡本勝男
川島博之＊

東アジアにおける食料生産・供給による窒素フロ
ーとその水環境への影響評価モデル

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
２０７

２００４．９

Shirato, Yasuhito
Taniyama, Ichiro

Modifying a soil carbon turnover model considering
unique properties of Andisols

2nd International Workshop on Inte-
grated Field Science New Perspectives of
Volcanic Ash Soils in the Integrated
Ecosystems ―Circum Pacific Volcanic
Zone―

９
２００４．８

白戸康人・横沢正幸 土壌炭素動態モデル RothCの水田への適用の試
み

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１３

２００４．９

Sprague, David Historical GIS analysis of rural land use structure in
the northern Kanto Plain of Meiji Era Japan

IGC―UK 2004 Abstract (CD―Rom)
（International Geographical Congress） CD―ROM

２００４．８

Sprague, David Management is protection: nature conservation
through satoyama maintenance in suburban Japan

AJJ 7th Annual Meeting Program
（Anthropologists Of Japan In Japan） ４

２００４．１１

Sprague, David ヒト再発見：生活史理論で探るヒトの特異性 第３４回ホミニゼーション研究会プログ
ラム
（京都大学霊長類研究所）

２
２００５．３

�．研究成果の発表と広報 ６５
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Sprague, David
Iwasaki, Nobusuke

The Rapid Survey Maps: Japan’s first modern topo-
graphic maps and the GIS analysis of historical land
use in the Kanto Plain

第２４回国際研究集会：世界の歴史空間
を読む－GISを用いた文化・文明研究
予稿集
（国際日本文化研究センター）

７９―８０
２００５．２

Sprague, David
Iwasaki, Nobusuke

GPS collar for monkey: the state of technology Program of the 73nd Annual Meeting of
the American Association of Physical
Anthropologists
（American Association of Physical An-
thropologists）

１６８
２００４．４

デイビッド・スプレイグ 大正・昭和・平成各時期の地形図に基づく屋久島
全体の土地利用の変遷

「持続的森林利用オプションの評価と
将来像」ワークショップ要旨集
（総合地球環境学研究所）

４０
２００４．１２

デイビッド・スプレイグ
岩崎亘典

ニホンザル生息地内の農地の空間構造 霊長類研究（第２０回日本霊長類学会大
会予稿集）

２０
３９

２００４．７

デイビッド・スプレイグ
岩崎亘典

無線通信による野生動物早期警戒および農地管理
システム

アグリビジネス創出フェア
（アグリビジネス創出フェア事務局） １４

２００４．１０

デイビッド・スプレイグ
岩崎亘典

無線通信による野生動物早期警戒および農地管理
システム

第４回つくばテクノロジーショーケース
（つくばサイエンス・アカデミー） １０７

２００５．１

松原 幹＊

デイビッド・スプレイグ
岩崎亘典
バサボセ・カニュニ＊

篠沢由美子＊・山極寿一＊

空から見た類人猿の住む森―コンゴ民主共和国カ
フジ・ビエガ国立公園の３０年間における植生変化

SAGA7 シンポジウム発表要旨集
（Support for African/Asican Great Apes）３６

２００４．１１

Sudo, Shigeto
Yonemura, Seiichiro
Tsuruta, Haruo＊

Saharjo, B. H.＊

Hayasaka, H.＊

Limin, S.＊

Murdiyarso, D.＊

Fire quality and gas chemical property of Indonesian
biomass burning

Abstract of AGU Fall Meeting in San
Francisco CD―ROM

B１１B―０１４０

２００４．１２

Sudo, Shigeto
Yonemura, Seiichiro
Tsuruta, Haruo＊

Saharjo, Bambang Hero＊

Limin, Suido H.＊

Hayasaka, Hiroshi＊

Murdiyarso, Daniel＊

Emission potential of N２O from Asian biomass burn-
ing

Abstract for 3rd International Nitrogen
Conference １７４

２００４．１０

須藤重人・米村正一郎
鶴田治雄＊・中島映至＊

野島邦一＊・佐野 到＊

向井苑生＊

APEX期間に実施した大気微量成分の観測結果に
ついて

第６回 APEXワークショップ講演要
旨集（CD―ROM収録） CD―ROM

２００４．６

須藤重人・米村正一郎
八木一行・西村誠一
秋山博子・鶴田治雄＊

バイオマス燃焼による大気微量ガスの発生機構の
解明に向けて

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１９５

２００４．９

鶴田治雄＊・須藤重人
米村正一郎・白砂裕一郎＊

平野耕一郎＊・前田高尚＊

世良耕一郎＊・二ッ川章二＊

斉藤義弘＊

奄美大島で春期に採取した大気エアロソル中の金
属元素の時系列変化とその発生源推定

第１１回 NMCC共同利用研究成果発表
会講演要旨集

２００４．５

程 為国＊・八木一行
酒井英光・小林和彦＊

CH４ and CO２ entrapped in rice soil as Influenced by
elevated CO２

日本土壌微生物学会２００４年度大会講演
要旨集

５８
１２２

２００４．６

程 為国＊・八木一行
酒井英光・小林和彦＊

安定同位体法を用いた二酸化炭素濃度上昇が水田
からのメタン発生に及ぼす影響の研究（その２）
土壌水および田面水からのメタンフラックスの同
位体分別

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１９０

２００４．９

程 為国＊・八木一行
酒井英光・小林和彦＊

大気二酸化炭素増加が水田土壌からのメタンおよ
び亜酸化窒素の放出に及ぼす影響

日本土壌肥料学会関東支部会講演要旨
集 ２４

２００４．６

Toritani, Hitoshi
Ishigo’oka, Yasushi
Ohno, Hiroyuki

Crop calendar of main grains in East and Southeast
Asia using satellte data

Abstracts of the 6th international sympo-
sium on plant pesponses to air pollution
and global change from molecular biol-
ogy to plant production and ecosystem
（APGC 2004 Organizing Commitees）

３０５
２００４．１０

Toritani, Hitoshi
Ohno, Hiroyuki
Sakamoto, Toshihiro
Kuwagata, Tsuneo
Ishigooka, Yasushi
Goto, Shinkichi
Hasegawa, Toshihiro

Evaluating Interactions between water cycle change
and demand for water for food production

Proceedings of international workshop on
global―scale change on water cycles and
food production
（農業工学研究所）

７―１４
２００４．１１

鳥谷 均・石郷岡康史
大野宏之・桑形恒男

広域水収支モデルを使用したアジアの農業水資源
の評価

平成１６年度農業土木学会大会講演会講
演要旨集 １４２―１４３

２００４．９

鳥谷 均・大野宏之
石郷岡康史・岡田周平＊

原 政直＊・山本義春＊

SPOT―NDVIを用いた東,東南アジアの主要穀物の
栽培期間の評価

農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講演要旨集 １２３

２００４．９

農業環境技術研究所年報 平成１６年度６６



著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元） 巻（号）
ページ 発行年	月

Xu, Minggang＊

Li, Jumei＊

Qin, Daozhu＊

Li, Dongchu＊

Hosen, Yasukazu＊

Yagi, Kazuyuki

Effect of controlled release fertilizer on N use effi-
ciency and NH３ volatilization from paddy field in red
soil regions of Southern China

Programme and Abstract, The Third In-
ternational Nitrogen Conference １２０―１２１

２００４．１０

Yagi, Kazuyuki Brief introduction of results of JIRCAS Japan―China
project

日中ワークショップ「農業生態系にお
ける窒素循環とその環境負荷」

２００４．１０

Yagi, Kazuyuki
Minami, Katsuyuki

Challenges of reducing excess nitrogen in Japanese
agroecosystems

Programme and Abstract, The Third In-
ternational Nitrogen Conference ６１

２００４．１０

Zhang, Rui＊

Zuo, Yubao＊

Yagi, Kazuyuki
Hosen, Yasukazu＊

Li, Zhejie＊

Xiao, Xiaohong＊

The effects of different urea application on N effi-
ciency and impacts

Programme and Abstract, The Third In-
ternational Nitrogen Conference １０１

２００４．１０

八木一行 土壌生態系からの温室効果ガス放出 日本学術会議公開シンポジウム、土壌
資源の秘めたる可能性と未来
（土壌・肥料・植物栄養学研究連絡委
員会）

４１―４４
２００４．１１

山田智康＊・永井秀幸＊

小野圭介＊・宮田 明
裸土壌における渦相関法とチャンバ法による CO２
フラックスの比較測定

農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講演要旨集 ２３８

２００４．９

Lee, Jaeseok＊

Suh, Sangiuk＊

Chae, Namyi＊

Kim, Joon＊

Yokozawa, Masayuki
Lee, Mi―Sun＊

Automated chamber system for measuring continuous
soil respiration and its application on deciduous for-
est floor in Kwangneung, South Korea

The 6th International Symposium on
Plant Responses to Air Pollution and
Global Changes
― Program and Abstract ―
（APGC 2004 Organizing Committees）

２４７
２００４．１０

Tao, Fulu＊

Yokozawa, Masayuki
Hayashi, Yousay＊

Lin, Erda＊

Future agricultural water resources and agricultural
production in China ―― Interaction between cli-
mate change and soil

The 6th International Symposium on
Plant Responses to Air Pollution and
Global Changes
― Program and Abstract ―
（APGC 2004 Organizing Committees）

１７３
２００４．１０

Tao, Fulu＊

Yokozawa, Masayuki
Zhang, Zhao＊

Hayashi, Yousay＊

Grassl, Hartmut＊

Fu, Congbin＊

Climatological and agricultural production variability
in China in association with East Asia summer mon-
soon and El Nino southern oscillation

Abstract of International Symposium on
Food Production and Environmental
Conservation in the Face of Global Envi-
ronmental Deterioration
（Society of Agricultural Meteorology of
Japan）

１２４
２００４．９

Yokozawa, Masayuki
Shirato, Yasuhito

Modeling soil carbon dynamics of natural and agri-
cultural ecosystems in Japan

The 6th International Symposium on
Plant Responses to Air Pollution and
Global Changes
― Program and Abstract ―
（APGC 2004 Organizing Committees）

１２７
２００４．１０

Yokozawa, Masayuki
Tao, Fulu＊

Risk Analysis of Cropland Suitability in China under
Climate Variability and Change

International Symposium on Global Cli-
mate Change and Agricultural Disasters
Mitigation Techniques (2004 GCAD)
― Symposium Program and Abstract
（Chinese Society of Agrometeorology）

１６
２００４．１０

関川清広＊・木部 剛＊

横沢正幸・小泉 博＊

鞠子 茂＊

プロセスアプローチによる農地生態系の炭素収支
比較

第５１回日本生態学会大会講演要旨集
１２４

２００４．８

戸田 求＊・渡辺 力＊

横沢正幸・高田久美子＊

江守正多＊・隅田明洋＊

原登志彦＊

環境変化が１００年後における森林の群落動態・物
質収支に及ぼす影響

日本気象学会２００４年春季大会講演予稿
集 ２２３

２００４．５

戸田 求＊・渡辺 力＊

横沢正幸・高田久美子＊

江守正多＊・隅田明洋＊

原登志彦＊

高 CO２が森林生態系に及ぼす影響のシミュレーシ
ョン研究

第５１回日本生態学会大会講演要旨集
１２２

２００４．８

横沢正幸・白戸康人 植生の動態を考慮した土壌炭素収支モデル 農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講演要旨集 ８８

２００４．９

Yonemura, Seiichiro
Du, Mingyuan
Shen, Zhibao＊

Shen, Y.＊

Wang, Wangfu＊

Maki, Taichi＊

Kawashima, Shigeto
Inoue, Satoshi

Time series analyses of dust concentrations measured
at Dunhuang Gobi desert site

Abstracts of International Symposium
FPEC 2004 １６６―１６７

２００４．９

Yonemura, Seiichiro
Sandoval―Soto, Lesseth＊

Kesselmeier, Juergen＊

COS uptake and DMS emission by/from some plants Abstract of the 6th International Sinpo-
sium on Plant Responses to Air Pollution
and Global Chenges
（APGC 2004 organizing cmmitees）

６０
２００４．１０
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佐藤弘樹＊・北 和之＊

荻野慎也＊・東 永祥＊

鎌田義紀＊・鶴田治雄＊

米村正一郎・須藤重人
Peng, Leong Chow＊

Chan, Chuen―Yu＊

オゾンゾンデ観測による対流圏オゾンの インド
シナ域から東・東南アジア域への輸送の研究

第１４回大気化学シンポジウム
１５７―１６０

２００４．１

Ikawa, Hiroki＊

Oue, Hiroki＊

Yoshimoto, Mayumi
Kobayashi, Kazuhiko＊

Okada, Masumi＊

Effects of FACE on rice leaf photosynthesis and
transpiration in a paddy field. ―Changes of parame-
ters in Farquhar and Ball―Berry models under ele-
vated CO２―

Abstracts of international symposium on
Food Production and Environmental
Conservation in the face of global envi-
ronmental deterioration (FPEC) 2004,
Fukuoka, Japan
(Society of Agricultural Meteorology of
Japan)

６３―６４
２００４．９

Ikawa, Hiroki＊

Oue, Hiroki＊

Yoshimoto, Mayumi
Kobayashi, Kazuhiko＊

Okada, Masumi＊

Model―aided analysis of FACE effects on rice can-
opy photosynthesis and transpiration

Abstracts of the 6 th international sym-
posium on plant responses to Air Pollu-
tion and Global Changes (APGC) 2004,
Tsukuba, Japan
（APGC 2004 Organizing Committees）

１３８
２００４．１０

Oue, Hiroki＊

Yoshimoto, Mayumi
Kobayashi, Kazuhiko＊

Effects of FACE (Free―Air CO２ Enrichment) on leaf
and panicle temperature of rice at heading ahd flow-
ering stage

Abstracts of the 6 th international sym-
posium on plant responses to Air Pollu-
tion and Global Changes (APGC) 2004,
Tsukuba, Japan
（APGC 2004 Organizing Committees）

１３７
２００４．１０

Shimono, Hiroyuki＊

Yoshimoto, Mayumi
Yamakawa, Yasuhiro＊

Okada, Masumi＊

Hasegawa, Toshihiro
Kobayashi, Kazuhiko＊

Genotypic variations in radiation / water use effi-
ciency of rice plants under free air CO２ enrichment
(FACE)

Abstracts of the 6 th international sym-
posium on plant responses to Air Pollu-
tion and Global Changes (APGC) 2004,
Tsukuba, Japan
（APGC 2004 Organizing Committees）

２６４
２００４．１０

Yoshimoto, Mayumi Numerical simulation of plant canopy microclimate
under 4 different methods of ecosystem―warming

Abstracts of the 6 th international sym-
posium on plant responses to Air Pollu-
tion and Global Changes (APGC) 2004,
Tsukuba, Japan
（APGC 2004 Organizing Committees）

２６３
２００４．１０

Yoshimoto, Mayumi
Oue, Hiroki＊

Kobayashi, Kazuhiko＊

The effects of FACE (Free―Air CO２ Enrichment) on
temperature and transpiration of rice panicles at flow-
ering stage

Abstracts of World Rice Research Com-
ference 2004, Rice is Life. Tsukuba, Ja-
pan
（MAFF, NARO, NIAS, NIAES, NIRE,
NFRI, JIRCAS, IRRI, APO, Japanese
Committee for International Year of Rice
2004）

９９
２００４．１１

Yoshimoto, Mayumi
Oue, Hiroki＊

Takahashi, Noriko＊

Kobayashi, Kazuhiko＊

The effects of FACE (Free―Air CO２ Enrichment) on
temperature and transpiration of rice panicles at flow-
ering stage

Abstracts of international symposium on
Food Production and Environmental
Conservation in the face of global envi-
ronmental deterioration (FPEC) 2004,
Fukuoka, Japan
（Society of Agricultural Meteorology of
Japan）

６４―６５
２００４．９

Yoshimoto, Mayumi
Shimono, Hiroyuki＊

Oue, Hiroki＊

Kobayashi, Kazuhiko＊

Effects of FACE （Free―Air CO２ Enrichment）
on energy balance and water use of rice canopy in

two years of contrasting weather

Abstracts of the 6 th international sym-
posium on plant responses to Air Pollu-
tion and Global Changes (APGC) 2004,
Tsukuba, Japan
（APGC 2004 Organizing Committees）

１３６
２００４．１０

伊川浩樹＊・大上博基＊

吉本真由美・小林和彦＊

岡田益己＊

FACEが水田の光合成・蒸散に及ぼす影響―高
CO２濃度環境による Farquharモデルと Ball―Berry
モデルのパラメータの変化―

農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講要 ４８

２００４．９

吉本真由美 高 CO２濃度が水稲の高温不稔を増やす？―FACE
圃場における穂温の計測とモデリング―

２００４年度日本農業気象学会 北陸支部
関東支部合同例会 シンポジウム「水
稲栽培への温暖化影響」講要
（日本農業気象学会北陸支部関東支部）

３０―３４
２００４．１２

吉本真由美 群落微気象モデルによる開放系温暖化手法開発の
ための数値実験

農業環境工学関連４学会２００４年合同大
会講要 ４３

２００４．９

Zhao, Liang＊

Li, Yingnian＊

Fu, Yuling＊

Yu, Guirui＊

Zhao, Xingquan＊

Gu, Song＊

Du, Mingyuan
Xua, Shixiao＊

Tang, Yanhong＊

Carbon dioxide exchange between the atmosphere
and an alpine shrub meadow in growing season on
the Qinghai ― Tibetan Plateau

The 6th International Symposium on
Plant Responses to Air Pollution and
Global Changes, Oct. 19―22, 2004,
Tsukuba, Japan. Program and Abstracts

２４０
２００４．１０

農業環境技術研究所年報 平成１６年度６８
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Komatsuzaki, M.＊

Yinghui, M.＊

Araki, Masaaki
Ohta, H.＊

Tillage and Cover Crop Affect Field Rice Yields
and Soil Biological Diversity

American Society of Agronomy 96th
Annual Meeting Abstracts of Papers
（American Society of Agronomy）

３２７４
２００４．１０

荒城雅昭 各種多様度指数による土壌線虫の多様度の比較と
評価

日本動物学会第７５回大会予稿集
２３３

２００４．９

荒城雅昭 不耕起・堆肥連用圃場の土壌線虫の多様性（第８
報）―細菌食性線虫の属レベルのリスト―

日本線虫学会第１２回大会講演予稿集
１５

２００４．９

牟 英輝＊・小松崎将一＊

森泉昭治＊・太田寛行＊

楠本理香＊・兼平藍子＊

荒城雅昭・荒木 肇＊

平田聡之＊

オカボ栽培でのカバークロップ利用と耕うんシス
テムが作物生産性に及ぼす影響

農作業研究
（農作業学会）

４０（別号）
９７―９８

２００５．３

牟 英輝＊・小松崎将一＊

森泉昭治＊・太田寛行＊

荒城雅昭・荒木 肇＊

平田聡之＊

オカボ栽培でのカバークロップ利用と耕うんシス
テムが土壌物理性に及ぼす影響

農作業研究
（農作業学会）

４０（別号）
９９―１００

２００５．３

荒谷 博・平舘俊太郎
藤井義晴・関谷 敦＊

きのこが有する植物成長阻害活性（１） 日本きのこ学会第８回大会講演要旨集 ８
１１３

２００４．９

荒谷 博・関谷 敦＊

平舘俊太郎・藤井義晴
高等菌類子実体のアレロパシー 雑草研究

（日本雑草学会）
４９（別）
１７６―１７７

２００４．４

Araya, Hiroshi
Hiradate, Syuntaro
Fujii, Yoshiharu

Investigation of allelochemicals from rice on the ba-
sis of total activity

World Rice Research Conference 2004
abstract
（IRRI）

３４７
２００４．１１

荒谷 博・平舘俊太郎
藤井義晴

赤米等のアレロパシー活性とアレロケミカルの探
索

雑草研究
（日本雑草学会）

４９（別）
１７４―１７５

２００４．４

藤井義晴 天然生理活性物質研究会 東京農業大学総合研究所研究会 ２００４．１１

Fujii, Yoshiharu Isolation and identification of allelochemicals from
Japanese and Asian traditional plants and their utili-
zation for safe food production

第１回中国アレロパシー会議 ２００４．５

Fujii, Yoshiharu
Nasir, Habib＊

Iqbal, Zahida＊

Tamura, Hideo＊

Araya, Hiroshi
Hiradate, Syuntaro

Allelopathy of invader plants and isolation of al-
lelochemical

XVTH INTERNATIONAL PLANT
PROTECTION CONGRESS

２００４．５

Fujii, Yoshiharu
Nasir, Habib＊

Iqbal, Zahida＊

Araya, Hiroshi
Hiradate, Syuntaro

Allelopathy of Invader Plants and Isolation of Al-
lelochemicals

第２回欧州アレロパシー会議 ２００４．６

村重友香＊・笹本浜子＊

藤井義晴
アレロパシー作用物質を有する植物の細胞培養 日本植物学会第６８回発表記録 ６８

１７８
２００４．９

藤井義晴 アレロパシー活性の強い植物の検索と、他感物質
の単離・同定

アグリビジネス創出フェア
B―２０

２００４．１０

藤井義晴 インド原産のマメ科植物ムクナの機能と 農業へ
の応用

第２回インド機能食品素材研究会セミ
ナー

２００４．８

藤井義晴 インド原産のマメ科植物ムクナの機能と農業への
応用

第２回インド機能性植物研究会 ２
６―１２

２００４．８

藤井義晴・小原直美＊

中島江理＊・平舘俊太郎
松山 稔＊・牧 浩之＊

田代眞一＊・畑中顯和＊

植物から放出される揮発性他感物質の同定と 他
に及ぼす影響

第８回みどりの香りノーブルフォーラ
ムシンポジウム

２００４．１２

藤井義晴・中島江理＊

Iqbal, Zahida＊
植物由来の植物成長促進物質・阻害物質とその農
業利用

第４回つくばテクノロジーショーケー
ス P―９２

２００５．１

富田―横谷香織＊

藤井義晴・橋本博文＊

山下雅道＊

宇宙農業を目的とした微少重力環境でのアレロパ
シー活性検定法

第３回サイエンスフロンティアつくば
２３

２００４．１１

Fujii, Yoshiharu
Araya, Hiroshi
Hiradate, Syuntaro

Screening of allelopathic activity from rice cultivars
by bioassay and field test

World Rice Research Conference 2004
abstract
（IRRI）

２００４．１１

Fujii, Yoshiharu
Iqbal, Zahida＊

Kamo, Tsunashi＊

Nakano, Hiroshi＊

Nakajima, Eri＊

Araya, Hiroshi
Hiradate, Syuntaro

Natural Bioactive Products from Allelochemicals in
Agro―Ecosystems

XVTH INTERNATIONAL PLANT
PROTECTION CONGRESS

２００４．５

藤井義晴・中島江理＊

加茂綱嗣＊・古林章弘＊

荒谷 博・平舘俊太郎

ヘアリーベッチに含まれるシアナミドが各種植物
の成長に及ぼす影響

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１４２

２００４．９

生物環境安全部
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藤井義晴・堀元栄枝＊

荒木 肇＊・嶺田拓也＊

ヘアリーベッチを利用した雑草防除法と今後の展
望－とくにヘアリーベッチ不耕起稲作について－

第１６回関東雑草研究会報告 ２００４．８

Fujii, Yoshiharu
Iqbal, Zahida＊

Nasir, Habib＊

Hattori, Masayuki＊

Hiradate, Syuntaro

Screening of Asian traditional plants for allelopathic
activity by “Plant Box Method” and “Sandwich
Method” and isolation of allelochemicals from the
potential allelopathic plants

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
“MEDICINAL PLANTS: LINKAGES
BEYOND NATIONAL BOUNDARIES”

２００４．９

藤井義晴・中島江理＊

畑中顕和＊

植物体から放出される植物生育阻害作用が強い揮
発性物質の分析と cis―３―hexenalの同定

雑草研究
（日本雑草学会）

４９（別）
１０４―１０５

２００４．４

藤井義晴・牧 浩之＊ 炭によるアレロパシー軽減効果の改良プラントボ
ックス法,ディッシュパック法による評価

雑草研究
（日本雑草学会）

４９（別）
１０６―１０７

２００４．４

藤井義晴・中島江理＊

松山 稔＊・牧 浩之＊

ディッシュパック法による植物体から放出される
揮発性他感物質の分析・同定

雑草研究
（日本雑草学会）

４９（別）
１０２―１０３

２００４．４

Furubayashi, Akihiro＊

Hiradate, Syuntaro
Fujii, Yoshiharu

Adsorption and transformation of L―DOPA in acidic
soils
（The Phytopathological Society of Japan）

Proceedings of the ６th international
symposium on plant―soil interactions at
low pH
（International Streering Committee on
Plant―Soil Interactions at Low pH and
Japanese Society of Soil Science and
Plant Nutrition）

６
１５４―１５５

２００４．８

浦口晋平＊・渡邉 泉＊

石井美和子＊・大場香奈＊

久野勝治＊・古林章弘＊

藤井義晴

根圏土壌法およびプラントボックス法による他感
作用活性の比較

雑草研究
（日本雑草学会）

４９（別）
１０８―１０９

２００４．４

古林章弘＊・平舘俊太郎
藤井義晴

土壌中における L―DOPAの動態に及ぼすカテコ
ール構造の役割

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１９

２００４．９

古林章弘＊・梅田陽子＊

川上 泰＊・本條秀子＊

藤井義晴

ソバ等の植栽による雑草の粗放管理技術の開発 雑草研究
（日本雑草学会）

４９（別）
４６―４７

２００４．４

浜崎健児＊・山中武彦
中谷至伸・田中幸一

ため池のトンボの種構成に及ぼす環境要因の影響 第５１回日本生態学会大会講演要旨集
１５７

２００４．８

浜崎健児＊・山中武彦
中谷至伸・田中幸一

モノサシトンボの生息に及ぼす環境要因の影響 第５２回日本生態学会大会講演要旨集
２０８

２００５．３

服部眞幸＊・藤井義晴 外来雑草と在来雑草のアレロパシー活性のプラン
トボックス法,サンドイッチ法による比較

雑草研究
（日本雑草学会）

４９（別）
１１０―１１１

２００４．４

Hiradate, Syuntaro Strategies for searching bioactive compounds: Total
activity vs. specific activity

Abstracts, The 227th ACS National
Meeting
（American Chemical Society）

２２７
AGFD７

２００４．３

Ooshiro, Atsushi＊

Hiradate, Syuntaro
Natsume, Masahiro＊

Takaesu, Kazuko＊

Fujii, Yoshiharu
Takaesu, Yoshihumi＊

Iraha, Yoshikazu＊

Uehara, Mika＊

The control of common scab of potato by Geranium-
carolinianum L．

Novel Aproaches to the Control of Po-
tato Scab ３４９―３５０

２００４．９

福井彩子＊・平舘俊太郎
竹迫 紘＊

山岳ポドゾル土壌における低分子有機酸とフルボ
酸様物質について

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
２０

２００４．９

Hiradate, Syuntaro
Ito, Toyoaki＊

Characterization of Andisols using solid―state MAS
１３C―,２７Al―, and２９Si―NMR

Proceedings of the 6th international sym-
posium on plant―soil interactions at low
pH
（International Streering Committee on
Plant―Soil Interactions at Low pH and
Japanese Society of Soil Science and
Plant Nutrition）

６
１２８―１２９

２００４．８

Yanagisawa, Osamu＊

Takatsu, Satoshi＊

Hiradate, Syuntaro
Morita, Akio＊

Chemical forms of aluminum in root of tea plant
（Camellia sinensis L．）

Abstracts of International Conference on
O―cha (tea) Culture and Science
（The Organizing Committee of the 2004
International Conference on O―cha (Tea)
Culture and Science）

８０
２００４．１１

山本洋子＊・山口峰生＊

力石早苗＊・平舘俊太郎
松本英明＊

イネ細胞のアルミニウム耐性機構の解析 Plant and Cell Physiology
（日本植物生理学会）

４５（Sup．）
S５５

２００４．３

平舘俊太郎・平井英明＊

橋本 均＊

固体 NMRスペクトルおよび炭素同位体比による土
壌特性解析：栃木県のアロフェン黒ぼく土を例に

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
２９

２００４．９

高橋 正＊・南條正巳＊

平舘俊太郎
人工アルミニウム－腐植複合体の植物根伸長への
影響

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
２３

２００４．９

平舘俊太郎・米澤拓也＊

竹迫 紘＊

土壌の腐植物質保持メカニズムから考えた親水性
フルボ酸画分の分離・精製法について

日本腐植物質学会第２０回講演会講演要
旨集

２０ ２００４．１１

星野（高田）裕子
松本直幸

１８S rDNAを用いた PCR―DGGE解析による土壌
消毒の菌類群集構造に対する影響

土と微生物
（日本土壌微生物学会）

５８（２）
１３１

２００４．１０

Hoshino, Yuko Takada
Matsumoto, Naoyuki

Impact of soil fumigation on soil bacterial communi-
ties and its recovery with time as revealed by PCR―
DGGE

１０th International symposium on micro-
bial ecology BOOK OF ABSTRACTS
（国際微生物生態学会）

１５４
２００４．８
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星野（高田）裕子
松本直幸

土壌燻蒸処理後の細菌群集構造の DNA及び
RNAレベルでの変化－Competitor利用による土
壌からの核酸抽出法を用いて－

第２０回日本微生物生態学会講演要旨集
８０

２００４．１１

井手 任・楠本良延
大黒俊哉・井本郁子＊

能勢かおり＊

放棄水田及び畦畔における外来植物の分布状況
－利根川流域の事例－

平成１６年度日本造園学会関東支部大会
事例・研究報告集 ３３―３４

２００４．１０

池田浩明 茨城県小貝川流域に分布する絶滅危惧水生植物の
種子浮遊性

第５２回日本生態学会大会講演要旨集
２１１

２００５．３

相田美喜＊・池田浩明
石坂眞澄・伊藤一幸＊

臼井健二＊

水生シダの生長に対する水稲除草剤間の影響比較 雑草研究
（日本雑草学会）

４９（別）
１９６―１９７

２００４．４

Ikeda, Hiroaki
Aida, Miki＊

Luo, Xiao―Yong＊

Do rice herbicides have adverse effects on threatened
aquatic plants in Japan？

Proceedings of the 1st EAFES Interna-
tional Congress ７９

２００４．１０

Ikeda, Hiroaki
Luo, Xiao―Yong＊

Effects of rice herbicides on seed germination and
seedling growth of a threatened plant species Pentho-
rum chinense

Abstracts of the 47th Annual Symposium
International Association of Vegetation
Science

８４
２００４．７

池田浩明・羅 小勇＊ 絶滅危惧植物タコノアシの発芽と実生生長に及ぼ
す水田除草剤の影響

第５１回日本生態学会大会講演要旨集
２２５

２００４．８

Iqbal, Zahida＊

Nasir, Habib＊

Hiradate, Syuntaro
Fujii, Yoshiharu

Role of allelopathy invasion of an exotix plant Rob-
inia pseudo―acacia L．

雑草研究
（日本雑草学会）

４９（別）
９８―９９

２００４．４

Kawabe, Masato＊

Nakamura, Nobuhiro＊

Yoshida, Takanobu
Teraoka, Touru＊

Tsuchiya, Kenichi
Arie, Tsutomu＊

FCD1, a gene encoding cellobiose: quinone oxidore-
ductase in Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

The 2004 KSPP Annual Meeting & In-
ternational Symposium Program and
Abstructs
（韓国植物病理学会）

１３４―１３５
２００４．１０

川部眞登＊・勝部和則＊

吉田隆延・有江 力＊

土屋健一

日本産ホウレンソウ萎凋病菌の系統解析 日本植物病理学会報 ７１（１）
３５

２００５．２

長谷暢一＊・堀崎敦史＊

小沼明弘・大澤 良＊

松浦誠司＊・新倉 聡＊

Brassica rapa L．の花弁におけるフラボノイドの
遺伝変異

育種学研究
（日本育種学会）

６（別冊２）
１６８

２００４．９

石塚大悟＊・堀崎敦史＊

新倉 聡＊・小沼明弘
アブラナ科野菜Ｆ１採種系を用いた実験生態学
－開花フェノロジーと訪花頻度が系統間交配に及
ぼす影響の評価

第５１回日本生態学会大会講演要旨集
２７２

２００４．８

石塚大悟＊・堀崎敦史＊

新倉 聡＊・平 英彰＊

小沼明弘

アブラナ科野菜Ｆ１採種における応用生態学的研
究 IV．種子収量に影響を及ぼす要因の探索

育種学研究
（日本育種学会）

６（別冊２）
１６５

２００４．９

石塚大悟＊・堀崎敦史＊

新倉 聡＊・小沼明弘
アブラナ科野菜Ｆ１採種における応用生態学的研
究 V．送粉昆虫の訪花選好性の時間的敵変化

育種学研究
（日本育種学会）

６（別冊２）
１６６

２００４．９

内藤洋子＊・神崎 護＊

沼田真也＊・小沼明弘
西村 千＊・太田誠一＊

津村義彦＊・奥田敏統＊

Lee, S. L.＊

Muhammad, N.＊

Shorea acuminata の繁殖戦略：不定期に大量開
花／結実することの適応的意義

第５１回日本生態学会大会講演要旨集
１４５

２００４．８

小沼明弘・堀崎敦史＊

田中紀史＊・新倉 聡＊

アブラナ科植物における開花個体密度の異系統間
交配率に対する影響

第５２回日本生態学会大会講演要旨集
１５７

２００５．２

楠本良延 温暖化に伴う潜在自然植生の変化 日本生態学会第５０回大会講演要旨集
１５

２００４．８

Matsui, Masaharu
Nishiyama, Koushi
Ogawa, Yasuo
Shiomi, Toshiki
Yasuda, Koji
Okubo, Toshikazu＊

Suzuki, Masayuki＊

The development of the Asian―Pacific Alien Species
Database（APASD）

International Conference on Assessment
and control of biological invasion risks,
Yokohama, Japan
（横浜国立大学）

２９
２００４．８

Matsui, Masaharu
Nishiyama, Koushi
Ogawa, Yasuo
Shiomi, Toshiki
Konuma, Akihiro
Yasuda, Koji

Development of the Asian―Pacific Alien Species Da-
tabase（APASD）

International Workshop on the Develop-
ment of Database for Biological Invaion
in the Asian and Pacific Region
（NIAES・FFTC・ARI・BAPHIQ）

２００４．１１

星野 保＊

Tkachenko, Oleg. B.＊

川上 顕＊・藤原峰子＊

松本直幸

北海道－サハリン間に分布する雪腐黒色小粒菌核
病菌クローンの年齢は１万歳以上である

平成１６年度日本植物病理学会大会プロ
グラム・講演要旨予稿集 ２７２

２００４．３

松本直幸 菌類ウイルスを利用した病害防除－果樹類紋羽病
に対する取り組み

第２回農薬バイオサイエンス研究会・
理研シンポジウム
（日本農薬学会）

２７―３１ ２００４．１１

�．研究成果の発表と広報 ７１
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中村 仁＊・赤平知也＊

大崎秀樹＊・松本直幸
吉田幸二＊

非病原性紫紋羽病菌 Helicobasidium brebissonii に
よるリンゴ台木における紫紋羽病の発病抑止

平成１６年度日本植物病理学会大会プロ
グラム・講演要旨予稿集 ３４２

２００４．３

Matsuo, Kazuhito
Amano, Katsunori＊

Shibaike, Hiroyuki
Yoshimura, Yasuyuki
Kawashima, Shigeto
Uesugi, Shinichi＊

Misawa, Takashi＊

Miura, Yoshinori＊

Ban, Yoshiyuki＊

Oka, Mitsunori

Pollen dispersal and outcrossing in Zea mays popula-
tions: A simple identification of hybrids detected by
xenia using conventional corn in simulation of trans-
gene dispersion of GM corn

Proceedings of the 8th International
Symposium on the Biosafety of Geneti-
cally Modified Organisms, Montpellier,
France
（ISBR, INRA and CIRAD）

２８２
２００４．９

Yano, Eiji＊

Jiang, N.＊

Hemerik, L.＊

Mochizuki, Masatoshi
Mitsunaga, Takayuki＊

Shimoda, Takeshi＊

Effect of prey density on leaving tendency of Orius
sauteri attacking Thrips palmi on an eggplant leaf

XXII International Congress of Entomol-
ogy S４W７５

２００４．８

Mochizuki, Masatoshi
Mochizuki, Atsushi

Environmental risk assessment of introduced phyto-
seiid mites in Japan

XXII International Congress of Entomol-
ogy S１７M０７

２００４．８

望月 淳・中 秀司＊

光永貴之＊・春山直人＊

野村昌史＊

海外からの導入天敵による生態影響の評価－導入
天敵ヒメクサカゲロウ Chrysoperla carnea と土着天
敵ヤマトクサカゲロウ C. nipponensis の相互関係

第４９回日本応用動物昆虫学会講演要旨
６８

２００５．３

望月雅俊・望月 淳 導入カブリダニを放飼したナス・ピーマンにおけ
る土着天敵の発生消長

第４９回日本応用動物昆虫学会講演要旨
１７６

２００５．３

春山直人＊・野村昌史＊

望月 淳・中 秀司＊

分子系統学的アプローチを用いたクサカゲロウ科
種間系統解析と生態的特性比較

第４９回日本応用動物昆虫学会講演要旨
９６

２００５．３

望月雅俊 ダイズにおけるキイカブリダニとアザミウマ類の
発生消長

日本ダニ学会誌 １３（１）
１０１

２００４．５

Mochizuki, Atsushi
Naka, Hideshi＊

Yara, Kaori
Mochizuki, Masatoshi

Introduction of exotic natural enemies and the non―
target impact assessment in Japan

XXII International Congress of Entomol-
ogy PS１S１

７０６

２００４．８

中 秀司＊・春山直人＊

野村昌史＊・光永貴之＊

望月 淳

ヤマトクサカゲロウと海外より導入された同胞種
の生殖隔離

日本動物行動学会 第２３回大会発表要
旨集 ２５

２００４．１２

中 秀司＊・若杉亮平＊

中澤知威＊・猪俣伸一＊

安藤 哲＊・望月 淳
有田 豊＊

スカシバガの性フェロモン（II）：ヒメアトスカシ
バの性フェロモンと配偶行動

第４９回日本応用動物昆虫学会講演要旨
５９

２００５．３

中島江理＊・平舘俊太郎
加茂綱嗣＊・藤井義晴

ヘアリーベッチに含まれるシアナミドの植物成長
抑制作用

雑草研究
（日本雑草学会）

４９（別）
１７８―１７９

２００４．４

小原直美＊・津田久美子＊

荒谷 博・平舘俊太郎
高村典子＊・藤井義晴

藻類増殖抑制を行うアレロパシー物質の探索 日本農芸化学会２００５年度大会講演要旨
集 ７―２９B０３５a

２００５．３

岡部郁子 Exotic plant pathogens in Japan Proceedings of international workshop on
the development of database for biologi-
cal invasion in the Asian and Pacific re-
gion
（Food and Fertilizer Technology Center
for the Asian and Pacific Region）

１２６―１３４
２００４．１１

Okabe, Ikuko
Hoshino, Yuko T．
Matsumoto, Naoyuki

In situ detection of Pantoea sp. colonizing Scle-
rotium rolfsii mycelia

Proceedings of international symposium
on identification and use of microbial re-
sources for sustainable agriculture, 2004
（九州沖縄農業研究センター）

６６―６７
２００４．７

岡部郁子
星野（高田）裕子
松本直幸

白絹病菌菌糸に付着した Pantoea agglomerans の
FISH法による観察

土と微生物
（日本土壌微生物学会）

５８（２）
１３０

２００４．１０

Okada, Hiroaki
Harada, Hiroki＊

Kadota, Ikuo＊

Application of diversity and ecology indices to
evaluate nematode community changes after fumiga-
tion

Programs and Abstracts of the 43rd an-
nual meeting, Society of Nematologists．
（Society of Nematologists）

７４
２００４．８

岡田浩明 どちらが食べられる？－捕食性糸状菌と線虫との
多様な関係－

微生物をめぐる生物間相互作用に関す
る小集会 第１０回大会講演要旨集
（微生物をめぐる生物間相互作用に関
する小集会）

３
２００４．１２

岡田浩明・原田啓基＊

門田育生＊

栽培管理の違いが土壌線虫群集の構造におよぼす
影響

日本線虫学会第１２回大会 講演要旨集
１６

２００４．９

岡田浩明 土壌線虫の生態と環境科学への利用 岡山大学昆虫学土曜セミナー第２０３回
開催案内
（岡山大学昆虫生態学研究室）

１
２００４．１０

岡田浩明・原田啓基＊

門田育生＊

燻蒸後の畑における土壌線虫の群集指数の変化 日本土壌動物学会第２７回大会講演要旨
集 １７

２００４．５
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Okuro, Toshiya
Fujiwara, Hideshi
Taniyama, Ichiro
Zao, H.＊

Imagawa, Toshiaki

Evaluation of the Changes in Environmental Re-
sources caused by Desertification in the Northeast
China

Workshop on Land Cover Mapping and
Change Assessment ― Application, poli-
cies and networks in support of sustain-
able development, Florence, Italy

７
２００４．９

Okuro, Toshiya
Vlek, P.＊

Minami, Katsuyuki
Szarzynski, J.＊

Tia, L.＊

The estimation of tree distribution and dynamics us-
ing high spatial resolution images in Burkina Faso

Abstracts der Desertifikationsforschung
und Entwicklung in Deutschland － Soll
und Haben, Bonn, Germany

４６―４７
２００４．１２

Szarzynski, J.＊

Vlek, P.＊

Okuro, Toshiya

Impact of climate variability and land cover dynam-
ics on desertification and natural resource manage-
ment in West Africa（GLOWA Volta / BIOTA West
Africa research network）

Abstracts der Desertifikationsforschung
und Entwicklung in Deutschland － Soll
und Haben, Bonn, Germany

２４―２５
２００４．１２

Okuro, Toshiya
Vlek, P.＊

Minami, Katsuyuki
Szarzynski, J.＊

Tia, L.＊

The estimation of distribution and dynamics of sa-
vanna vegetation using high spatial resolution images
in south―western Burkina Faso

International Conference on Integrated
Assessment of Water Resources and
Global Change: A North―South Analysis,
Bonn, Germany

７
２００５．２

Parvez, Mohammad Masud＊

Parvez, Syeda Shahnaz＊

Gemma, Hiroshi＊

Fujii, Yoshiharu

Involvement of Tamarindus indica L. root in plant
growth relgulation through allelopathy

雑草研究
（日本雑草学会）

４９（別）
９６―９７

２００４．４

Parvez, Mohammad Masud＊

Parvez, Syeda Shahnaz＊

Hagiwara, Shoji＊

Fujii, Yoshiharu

L―DOPA mediated bioluminescence responses of dif-
ferent plant species

日本農芸化学会２００５年度大会講演要旨
集 ７―２９B０３２b

２００５．３

Someya, Nobutaka＊

Sato, Yuko＊

Ichiman, Yukari＊

Akutsu, Katsumi＊

Sawada, Hiroyuki
Tsuchiya, Kenichi
Yamaguchi, Isamu＊

Hamamoto, Hiroshi＊

Rhizobacteria promote the plant growth and tolerance
to heavy metal nickel

International Biomicrocosmos Workshop
―for the Enhancement of Rhizosphere
Research― Program & Abstracts
（北海道大学）

２２
２００５．２

Someya, Nobutaka＊

Ichiman, Yukari＊

Akutsu, Katsumi＊

Sawada, Hiroyuki
Tsuchiya, Kenichi
Yamaguchi, Isamu＊

Hiroshi Hamamoto＊

Plant growth―promoting rhizobacteria induce sys-
temic disease resistance in plants

International Biomicrocosmos Workshop
―for the Enhancement of Rhizosphere
Research― Program & Abstracts
（北海道大学）

２３
２００５．２

Sawada, Hiroyuki
Uchiumi, Toshiki＊

Abe, Mikiko＊

Hayatsu, Masahito＊

Ichiman, Yukari＊

Akutsu, Katsumi＊

Yoshida, Takanobu
Tsuchiya, Kenichi

Phylogenetic analysis of bacterial nitrogen―fixing
legume symbionts

Proceedings of the Tenth International
Congress for Culture Collections ―In-
novative Roles of Biological Resource
Centers―
（Japan Society for Culture Collections
& World Federation for Culture Collec-
tions）

６３６―６３７
２００４．１０

澤田宏之・源河浩之＊

馬場知哉＊・津田雅孝＊

金谷重彦＊・森 浩禎＊

吉田隆延・土屋健一

Pseudomonas syringae 群細菌の多様化には遺伝子
の水平移動も関与している？ ―植物毒素の産生
遺伝子群を含む genomic islandの発見―

日本進化学会第６回大会プログラム・
講演要旨集 １２０―１２１

２００４．８

保谷彰彦＊・芝池博幸
森田竜義＊・伊藤元巳＊

２倍体在来種と３倍体外来種から生じた雑種タン
ポポの生殖様式 ～有性生殖と無融合種子生殖の
部分的な遺伝～

日本進化学会第６回大会プログラム・
公演要旨集 ９６

２００４．８

保谷彰彦＊・芝池博幸
森田竜義＊・伊藤元巳＊

雑種タンポポの生殖様式 ～条件的無融合生殖種
の検証～

日本植物学会第６８回大会研究発表記録
１３４

２００４．９

矢野初美＊・芝池博幸
井手 任

つくば研究学園都市におけるシラカシの遺伝的多
様性と緑化用植物としての生産・流通経路

平成１６年度日本造園学会関東支部大会
事例・研究報告集

２２
３７―３８

２００４．１０

植竹朋子＊・芝池博幸
楠本良延・吉村泰幸
矢野初美＊・井手 任

西那須野町における雑種タンポポ集団の遺伝的構
造と生育地特性の解析

日本植物分類学会第４回大会研究発表
要旨集 ３６

２００５．３

芝池博幸・植竹朋子＊

楠本良延・吉村泰幸
矢野初美＊・井手 任

関東地方に分布する雑種性タンポポの区クローン
分析―４倍体雑種と３倍体雑種の比較―

日本植物分類学会第５回大会研究発表
要旨集

８０ ２００５．３

Shibaike, Hiroyuki
Yamamo, Misuzu＊

Hamaguchi, Tetsuichi＊

Morita, Tatsuyoshi＊

Ide, Makoto

Agamospermous triploids（Taraxacum officinale）
meet sexual diploids in Japan

International Symposium 2004 Asian
Plant Diversity and Systematics Program
& Abstract
（International Symposium 2004 Asian
Plant Diversity and Systematics）

３３
２００４．７

Morita, Tatsuyoshi＊

Ito, Motomi＊

Shibaike, Hiroyuki
Peng, Shin―I.＊

Pak, Jae―Hong＊

Polyploid speciation through hybridization in East―
Asian Taraxacum

International Symposium 2004 Asian
Plant Diversity and Systematics Program
& Abstract
（International Symposium 2004 Asian
Plant Diversity and Systematics）

３３
２００４．７

�．研究成果の発表と広報 ７３
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白井洋一 遺伝子組換え植物の生態系への影響、きちんと分
けて考えよう

第５１回日本生態学会講演要旨集
２７８

２００４．８

白井洋一 遺伝子組換え植物の生態系への影響、（２）必要な
研究、実現可能な研究

第５２回日本生態学会講演要旨集
１３１

２００５．３

白井洋一 病害虫防除（作物保護）における遺伝子組換え作
物の利用可能性

第４９回日本応用動物昆虫会講演要旨集
１８７

２００５．３

Kakizaki, Masashi＊

Sugie, Hajime
Female sex pheromone & communication disruption
in the rice leaf bug, Trigonotylus caelestialium
(Kirkaldy) (Heteroptera: Miridae)

国際昆虫学会講演要旨
９―９０５

２００４．８

滝田雅美＊・杉江 元
田端 純・平舘俊太郎

オオトゲシラホシカメムシ雄成虫に起因する誘引
物質の精製と化合物の推定

第４９回日本応用動物昆虫学会講演要旨
９４

２００５．３

田端 純・杉江 元
野口 浩・沼田智歩＊

戒能洋一＊

チャノコカクモンハマキの交信撹乱剤に対する抵
抗性とオスの EAG応答の関係

第４９回日本応用動物昆虫学会講演要旨
１１７

２００５．３

高橋真実・石川浩一＊

早野由里子＊・望月淳子＊

吉田隆延・澤田宏之
土屋健一

イネ縞葉枯ウイルスの茎頂への感染と増殖 日本植物病理学会報 ７１（１）
３２

２００５．２

田中幸一 外来昆虫ブタクサハムシの飛翔活動性における遺
伝変異：遺伝様式の推定

日本昆虫学会第６４回大会講演要旨集
７６

２００４．９

田中幸一・山口卓宏＊

山中武彦
ブタクサハムシによるブタクサの摂食：摂食量の
推定と食い尽くしの予測

第４９回日本応用動物昆虫学会大会講演
要旨集 １５４

２００５．３

Tsuchiya, Kenichi
Sawada, Hiroyuki
Takahashi, Mami
Yoshida, Takanobu

Invasion, transmission and adaptation of new race
strains of Ralstonia solanacearum, causal pathogens
of bacterial wilt of Zingiberaceae plants

Phytopathology
（米国植物病理学会）

９４（６）
１０４

２００４．６

Seo, Sang―Tae＊

Tsuchiya, Kenichi
Lee, Jung―Sup＊

Park, J. H.＊

Han, K. S.＊

Jang, Han―Ik＊

Genomovar status and distribution of Burkholderia
cepacia complex bacteria from clinical and environ-
mental sources

The 2004 KSPP Annual Meeting & In-
ternational Symposium Program and
Abstructs
（韓国植物病理学会）

９８
２００４．１０

Seo, Sang―Tae＊

Tsuchiya, Kenichi
Lee, Jung―Sup＊

Jang, Han―Ik＊

Molecular characterization of Burkholderia cepacia
complex bacteria from clinical and natural environ-
mental sources in Japan and Thailand

2004 International Meeting of the Fed-
eration of Korean Microbiological Socie-
ties
（韓国微生物学会）

１４６
２００４．１０

Tsuchiya, Kenichi
Seo, Sang―Tae＊

Fujitani, Chika＊

Sawada, Hiroyuki
Takahashi, Mami
Yoshida, Takanobu

PCR―based genomovar identification and characteri-
zation of Burkholderia cepacia complex strains iso-
lated from diverse origins

Proceedings of the Tenth International
Congress for Culture Collections
（日本微生物資源学会・世界微生物保
存連盟）

６３４
２００４．１０

津田久美子＊・高村典子＊

藤井義晴
導入・侵入水生植物等が藍藻類に及ぼすアレロパ
シー活性評価手法の検討

雑草研究
（日本雑草学会）

４９（別）
１８０―１８１

２００４．４

山村光司 リスク評価と管理 日本学術会議,第８回植物保護・環境
シンポジウム講演要旨集 ２８―３７

２００４．１１

山村光司 拡散係数の確率変動を考慮したトウモロコシの花
粉拡散距離の推定

第５１回日本生態学会大会講演要旨集
２８９

２００４．８

根本 久＊・長谷川さやか＊

樫浦夏美＊・中山真代＊

瀬山 明＊・山村光司

有機ナス栽培害虫防除体系に於ける害虫発生に及
ぼす天敵類の役割

第４９回日本応用動物昆虫学会大会講演
要旨 １８１

２００５．３

根本 久＊・長谷川さやか＊

樫浦夏美＊・中山真代＊

瀬山 明＊・山村光司

有機 JAS規格ナス栽培害虫防除体系に於ける害
虫発生に及ぼす天敵類の役割

第１４回天敵利用研究会―宮崎大会―講演
要旨 １０

２００４．１１

山村光司・守屋成一＊

田中幸一
離散型ランダムウォークモデルによるブタクサハ
ムシ拡散過程の解析

第４９回日本応用動物昆虫学会大会講演
要旨集 １５５

２００５．３

新垣則雄＊・岸田光史＊

永山敦士＊・舞木紀玲＊

山村光司

交信かく乱によるオキナワカンシャクシコメツキ
の防除

第４９回日本応用動物昆虫学会大会講演
要旨集 １８６

２００５．３

山中武彦・田中幸一 ブタクサハムシの飛翔行動を誘発する食草条件の
検討

第４９回日本応用動物昆虫学会大会講演
要旨集 １５４

２００５．３

山中武彦・田中幸一 外来昆虫ブタクサハムシのメタ個体群モデル 第５１回日本生態学会大会講演要旨集
１７３

２００４．８

屋良佳緒利 クリマモリオナガコバチの早期・晩期羽化型に関
する一考察

第４９回日本応用動物昆虫学会講演要旨
１３６

２００５．３

山村光司・横沢正幸 水田害虫の長期個体群動態解析にもとづく温暖化
影響の予測

２００４年度個体群生態学会研究集会要旨
集２ ７

２００４．６

杉沢真吾＊・吉田隆延
土屋健一・澤田宏之
高橋真実・松山宣明＊

マーカー遺伝子を利用した拮抗性 Pseudomonas
fluorescens の動態解析

土と微生物
（日本土壌微生物学会）

５８（２）
１３２

２００４．１０

農業環境技術研究所年報 平成１６年度７４
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Yoshida, Takanobu
Kawabe, Masato＊

Sawada, Hiroyuki
Takahashi, Mami
Arie, Tsutomu＊

Tsuchiya, Kenichi

Cloning and disruption of Ras gene from Fusarium
oxysporum f.sp. conglutinans

The 2004 KSPP Annual Meeting & In-
ternational Symposium Program and
Abstructs
（韓国植物病理学会）

１３４
２００４．１０

有本 裕＊・森 翔吾＊

根岸寛光＊・吉田隆延
寺岡 徹＊・有江 力＊

キャベツ萎黄病菌病原性欠損変異株のフザリン酸
産生能について

平成１６年度日本植物病理学会関東部会
講演要旨集

７１（１）
３７

２００４．９

上野 修＊・吉村泰幸 イネ科Ｃ４植物における光呼吸オルガネラと
GDCの量的比較

植物学会第６８回研究発表記録
１７２

２００４．９

上野 修＊・吉村泰幸
千徳直樹＊

イネ科Ｃ４植物における光呼吸 能の種間差：グ
リコール酸オキシダーゼ活性と維管束鞘葉緑体グ
ラナの発達程度との関係

日本作物学会第２１９回講演会要旨・資
料集 ２７２―２７３

２００５．３

Yosimura, Yasuyuki
Matsuo, Kazuhito
Shirai, Yoichi
Ikeda, Hiroaki
Itoh, Kazuyuki＊

Tsuchiya, Kenichi
Yoshida, Takanobu
Yasuda, Kouji

Effect of consecutive cultivation of glyphosate―toler-
ant soybean on vegetation, composition of insects
and soil microorganisms in Japan

Proceedings of the 8th International
Symposium on the Biosafety of Geneti-
cally Modified Organisms
（International Society for Biosafety Re-
search（ISBR））

２７１
２００４．９
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Sasaki, Yuka＊

Banzai, Kenji
Saito, Masanori

Characteristics of suspended solid in a river with ref-
erence to nitrogen dynamics

The third international nitrogen confer-
ence １５５―１５６

２００４．１０

坂西研二・佐々木由佳＊

神田健一・中島泰弘
中規模流域における農耕地等から流出する懸濁物
質の実態把握

平成１６年度農業土木学会大会講演会要
旨集 ６３６―６３７

２００４．９

坂西研二・中村 乾＊ 石垣島宮良川からの赤土流出と環境問題 JIRCAS 2005 国際シンポジウム in 石
垣 講演要旨集
（国際農林水産業研究センター）

２２―２３
２００５．３

糟谷真宏＊・荻野和明＊

坂西研二・山田良三＊

今川正広＊

丘陵野菜地からの窒素、リンの流出 日本陸水学会東海支部会第７回研究発
表会要旨集 ８

２００５．２

Chung, Wen―Hsin＊

石井英夫
Deepak, Saligrama Adavigowda＊

アシベンゾラル Sメチル及び数種殺菌剤の作物
葉面糸状菌相に及ぼす影響

日本植物病理学会大会講演要旨予稿集
１２２

２００５．３

Chung, Wen―Hsin＊

石井英夫・西村久美子＊

深谷雅子＊・矢野和孝＊

梶谷祐二＊

各種果樹から分離された炭疽病菌の薬剤感受性検
定と rDNA―ITSの解析

日本植物病理学会関東部会講演要旨予
稿集 ７

２００４．９

Deepak, Saligrama Adavigowda＊

Park, Pyo Yun＊

Ishii, Hideo

Acibenzolar―S―methyl activates callose synthase and
superoxide dismutase gene expression in cucumber
during fungal pathogenic stress

日本植物病理学会大会講演要旨予稿集
４３

２００５．３

Eguchi, Sadao
Sawamoto, Masae＊

Shiba, Masahiko＊

Field―scale water and nitrate flux through an uncon-
fined aquifer below a cropped Andosol

Abstracts of Soil and Water Conserva-
tion Society 59th Annual Conference
（Soil and Water Conservation Society,
USA）

２８
２００４．７

江口定夫・長谷川周一＊ 黒ボク土畑における硝酸態窒素の地下水到達時間 日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
３

２００４．９

Faize, Mohamed＊

Faize, Lydia＊

Ishii, Hideo

Molecular mechanisms associated with acibenzolar―S
―methyl―induced resistance to Japanese pear scab

Proceedings of the 15th International
Plant Protection Congress ７２

２００４．５

藤井 毅・孔 恵淑＊

梶原敏子＊・伊藤絵美＊

齋藤明広＊・宮下�貴＊

放線菌 Streptomyces lividans のキチナーゼ生産変
異株の解析

日本農芸化学会大会講演要旨集（２００５
・札幌） ２４５

２００５．３

齋藤明広＊・賀来華江＊

南 栄一＊・藤井 毅
宮下�貴＊

Streptomyces coelicolor A３（２）におけるキチン分解
産物輸送系遺伝子の探索

キチン・キトサン研究
（日本キチンキトサン学会）

１０（２）
１０４―１０５

２００４．３

Kobashi, Yuri＊

Hasebe, Akira
Fujii, Takeshi
Nishio, Michinori＊

Distribution of tet genes among tetracycline―resistant
bacteria isolated from Japanese animal husbandry and
farmland

ISME―10 Microbial planet: sub―surface
to space Book of abstracts
（International Society for Microbial
Ecology）

２１７
２００４．８

Hayashi, Kentaro
Okazaki, Masanori＊

Relationships between the high aluminum concentra-
tion and other chemical properties of acidic soil in
Kumagaya, central Japan

Proceedings of the 6th International
Symposium on Plant―Soil Interactions at
Low pH

１４―１５
２００４．８

�．研究成果の発表と広報 ７５
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Hayashi, Kentaro
Noguchi, Izumi＊

Ohizumi, Tsuyoshi＊

Aikawa, Masahide＊

Takahashi, Akira＊

Tanimoto, Hiroshi＊

Matsuda, Kazuhide＊

Minami, Yukiya＊

Hara, Hiroshi＊

Wet deposition of inorganic nitrogen in Japan ―
Findings from the Japanese Acid Deposition Survey

3rd International Nitrogen Conference ２００４．１０

林健太郎・大泉 毅＊

北村守次＊・藍川昌秀＊

野口 泉＊・皆巳幸也＊

高橋 章＊・谷本浩志＊

松田和秀＊・羽染 久＊

原 宏＊

湿性沈着量の空間的分布 第４５回大気環境学会年会講演要旨集
１２６―１２９

２００４．１０

林健太郎 土壌―大気系のアンモニアの循環 第２１回酸性雨問題研究会シンポジウム
講演要旨集
（日本化学会酸性雨問題研究会）

８―１３
２００４．１０

林健太郎 有機態窒素の大気沈着の予備研究 第４５回大気環境学会年会講演要旨集
５７４

２００４．１０

Ishii, Hideo
Park, Pyo Yun＊

Kurihara, Takayuki＊

Faize, Mohamed＊

Faize, Lydia＊

Systemic disease resistance in plants induced by aci-
benzolar―S―methyl: possible involvement of active
oxygen species as a mobile signal in resistance in-
duction

Proceedings of the 8th Asia―Pacific Con-
ference on Electron Microscopy １１５０―１１５１

２００４．６

Son, Vu Hong＊

渡邊裕純＊・石原 悟
上路雅子・田中宏明＊

Monitoring pesticide fate and transport in surface
water in japanese paddy field watershed

CHALLENGES AND OPPORTUNI-
TIES FOR SUSTAINABLE RICE―
BASED PRODUCTION SYSTEMS

５００―５２１
２００４．９

石原 悟・堀尾 剛
石坂眞澄・小原裕三
大津和久・横山淳史＊

遠藤正造

水田除草剤の流出実態と藻類に及ぼす影響評価 日本陸水学会第６９回大会
８６

２００４

石原 悟 Hazard assessment of rice herbicides to freshwater al-
gae in Japan

The 2nd International Conference of Ja-
pan―Korea Research Cooperation Pro-
ceedings
（農業環境技術研究所）

８３―９０
２００５．３

石原 悟・小原裕三
大津和久・横山淳史＊

遠藤正造

野外付着珪藻の薬剤感受性検定法 日本農薬学会第３０回大会要旨集
６７

２００５．３

Phong, Thai Khanh＊

Nguyen, My Hoang Tra＊

Komany, Souphasay＊

Vu, Son Hong＊

渡邊裕純＊・石原 悟
Tournebize, Julien＊

Simetryn Fate and Transport in Paddy Field with
Deferent Drainage gate Height

日本農薬学会第３０回大会要旨集
１０９

２００５．３

Ishii, Hideo Recent outbreaks of fungicide resistance and studies
on disease―resistance inducers in Japan

中華民国植物病理学会年会論文摘要
７

２００３．１２

姜 山＊・朴 杓允＊

石井英夫
アシベンゾラルＳメチル処理したニホンナシ葉に
おけるナシ黒星病菌の感染行動に関する電子顕微
鏡解析

日本植物病理学会大会講演要旨予稿集
４３

２００５．３

姜 山＊・朴 杓允＊

栗原孝行＊・石井英夫
ナシ葉に接種したナシ黒星病菌の感染器官におけ
る H２O２生成と匍匐菌糸の死滅に関する電子顕微
鏡解析

日本植物病理学会関西部会講演要旨予
稿集 ２３

２００４．１０

石井英夫
Chung, Wen―Hsin＊

PCR―Luminex法によるコムギ赤かび病菌の迅速
同定

日本植物病理学会大会講演要旨予稿集
８９

２００５．３

石井英夫 コムギ赤かび病菌の薬剤感受性と薬剤作用点たん
ぱく質遺伝子の解析状況

赤かび病研究会資料 ２００４．８

石井英夫
Chung, Wen―Hsin＊

Deepak, Saligrama Adavigowda＊

金子 功＊

アシベンゾラルＳメチルによるキュウリうどんこ
病・べと病抵抗性の誘導と散布回数の削減効果

日本植物病理学会関東部会講演要旨予
稿集 ２４

２００４．９

Ishii, Hideo
Tanoue, Junko＊

Oshima, Michiyo＊

Yamaguchi, Junichirou＊

Nemoto, Fumihiro＊

So, Kazuhiro＊

Application of PCR―Luminex system for molecular
diagnosis of Magnaporthe grisea isolates resistant to
dehydratase inhibitors in melanin biosynthesis (MBI―
D)

Abstracts of the 14th International Rein-
hardsbrunn Symposium

２００４．５

Ishii, Hideo Fungicide resistance: a factor limiting integrated dis-
ease control

Proceedings of the 15th International
Plant Protection Congress ２１６

２００４．５

後藤知昭＊・石塚美帆＊

中山喜一＊・石井英夫
イチゴ萎黄病 Fusarium oxysporum f. sp. fragariae
の特異的プライマーによる PCR診断

日本植物病理学会大会講演要旨予稿集
８９

２００５．３

間佐古将則＊・米田義弘＊

島津 康＊・石井英夫
カンキツ灰色かび病菌のストロビルリン系薬剤耐
性菌の出現

日本植物病理学会大会講演要旨予稿集
１１４

２００５．３
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對馬由記子＊・石井英夫
福士好文＊・赤平知也＊

リンゴ斑点落葉病菌のクレソキシムメチル剤に対
する感受性とチトクローム b 遺伝子のシークエ
ンス解析

日本植物病理学会大会講演要旨予稿集
１１４

２００５．３

阿江教治＊・石川 覚
杉山 恵・村上政治

重金属集積植物 Brassica junceaはファイトレメデ
ィエーションに利用できるのか？

日本土壌肥料学雑誌講演要旨集 ５０
８１

２００４．９

Ishikawa, Satoru Promising technologies for reducing cadmium con-
tamination in rice

Abstract of World Rice Research Confer-
ence ６５

２００４．１１

石川 覚・阿江教治＊

矢野昌裕＊

イネのカドミウム関連遺伝子座の検索 日本土壌肥料学雑誌講演要旨集 ５０
８４

２００４．９

Itahashi, Sunao Estimating Agricultural Contribution to Nitrogen
Loading in Watersheds

International Symposium on Manage-
ment Strategies for Agricultural and Ru-
ral Nonpoint Source Pollution

１９―３４
２００４．９

Itahashi, Sunao Tools for analysis of nitrogen dynamics on watershed
scale

3rd International Nitrogen Conference
１２５

２００４．１０

板橋 直・林健太郎
竹内 誠

数値地図を利用した水質モニタリングデータの解
析

日本土壌肥料学会 講演要旨集 ５０
７

２００４．９

Iwasaki, Akio＊

Takagi, Kazuhiro
Yoshioka, Yuuichi＊

Harada, Naoki＊

Monitoring of a simazine―degrading bacterium dur-
ing In situ bioremediation study by the use of spe-
cific DNA probes

Proceedings of 2nd International Confer-
ence on Soil Pollution and Remediation
（Nanjing Institute of Soil Science, Chi-
nese Academy of Science）

２３５―２３６
２００４．１１

神田健一・坂西研二
中島泰弘

人工降雨により発生した表面流去水中の懸濁物質
の粒径とりん含量との関係

第４６回土壌物理学会講演要旨集
３２

２００４．１１

神田健一・坂西研二
中島泰弘

土壌のリンと小型降雨装置により表面流去したリ
ンとの関係

２００４年度本土壌肥料学会関東支部大会
講演要旨集 ２３

２００４．６

金子 功＊・石井英夫 ムギ類赤かび病菌のストロビルリン系薬剤処理に
よる alternative oxidase遺伝子の発現誘導

日本植物病理学会大会講演要旨予稿集
８５

２００５．３

Katou, Hidetaka
Uchimura, Koji＊

Anion transport in an Andisol subsoil strongly acidi-
fied by heavy fertilization

The 3rd International Nitrogen Confer-
ence, Abstracts １５１―１５２

２００４．１０

家田浩之＊・加藤英孝
塩沢 昌＊

CEC・AECの測定にもとづく黒ボク土表土にお
ける Ca２＋および Cl－の移流速度の予測

平成１６年度農業土木学会大会講演会講
演要旨集 ２８０―２８１

２００４．９

川崎 晃・織田久男 土壌中のストロンチウム同位体比について（その
２），畑土壌とネギ中のストロンチウム同位体比
の関係

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１０８

２００４．９

川崎 晃・織田久男 ストロンチウム同位体比を利用したネギの産地国
判別

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１０８

２００４．９

望月 証＊・織田久男
川崎 晃・平田岳史＊

ストロンチウム同位体比を用いたタマネギの産地
判別方法の検討

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１０７

２００４．９

Kawasaki, Akira
Oda, Hisao

Determination of Rice Provenance using Strontium
and Boron Isotope Ratios of Rice

World Rice Research Conference 2004
Abstract ２５９

２００４．１１

織田久男・川崎 晃
有山 薫＊

農産物の産地判別研究の最先端,元素組成と Sr同
位体比によるネギの産地国別・判別技術の開発

第４回つくばテクノロジー・ショーケ
ース プログラム＆アブストラクト ７６

２００５．１

川崎 晃・織田久男 土壌と作物中の Sr同位体比の関係 第３回安定同位体科学研究会
１２

２００５．３

Kobara, Yuso
Ishihara, Satoru
Ohtsu, Kazuhisa
Horio, Takeshi
Endo, Shozo

An estimation method for the fumigation gas perme-
ability rate through plastic films by a cup method

International Conference on Controlled
Atmosphere and Fumigation in Stored
Products, 2004

９
２００４．８

Kobara, Yuso
Ishihara, Satoru
Ohtsu, Kazuhisa
Horio, Takeshi
Endo, Shozo

Atmospheric 1,3―dichloroppropene in the Kanto area
(Japan) after a ban on methyl bromide

2004 Annual International Research Con-
ference on Methyl Bromide Alternatives
and Emissions Reductions

８４―１
２００４．１０

村山重俊＊・Sataton, I.＊

駒田充生・齋藤貴之
馬場浩司
Cameron, W. McLeod＊

最上川水系河川水の春季、夏季における微量重金
属元素濃度―カドミウム、銅、鉛、亜鉛の溶存態
および全量濃度―

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１６９

２００４．９

藤井國博＊・青木典子＊

駒田充生
茨城県稲敷台地の地下水における窒素・リン濃度 日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０

２８４
２００４．９

村山重俊＊・Staton, I.＊

駒田充生・馬場浩司
Cameron, W. McLeod＊

最上川水系河川水のカドミウム等の微量重金属元
素濃度

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
２９５

２００４．９

前島勇治・松崎浩之＊

中野忠一郎＊

南西諸島,喜界島の隆起サンゴ礁段丘上の土壌の
Be同位体比とその年代測定への可能性

日本ペドロジー学会講演要旨集
３７

２００４．４

浅野眞希＊・田村憲司＊

前島勇治・川田清和＊

東 照雄＊

モンゴル国ヘルレン川流域のステップに分布する
土壌の諸性質

日本ペドロジー学会講演要旨集
２９

２００４．４

浅野眞希＊・田村憲司＊

東 照雄＊・前島勇治
モンゴル国北東部のステップにおけるカスタノー
ゼムの諸性質と気候の関係

地球惑星科学関連学会２００４年合同大会
予稿集
（地球惑星科学合同大会運営機構）

H０７６―０１０
２００４．５

前島勇治・松崎浩之＊

中野忠一郎＊

日本に分布する赤黄色土の絶対生成年代に関する
研究（第３報）－土壌中の宇宙線生成核種１０Be
の存在形態

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１１６

２００４．９

�．研究成果の発表と広報 ７７
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浅野眞希＊・田村憲司＊

前島勇治・松崎浩之＊

及川武久＊・東 照雄＊

放射性炭素年代測定法によるカスタノーゼム炭酸
塩集積層の生成速度について

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１１６

２００４．９

佐藤寛之＊・前島勇治
松崎浩之＊・小林孝行＊

藤嶽暢英＊・太田寛行＊

渡邊眞紀子＊

森林土壌から検出される土壌菌核粒子の１４Ｃ年代 日本腐植物質学会第２０回講演会講演要
旨集 ３９―４０

２００４．１１

伊藤 正＊・関谷尚紀＊

高野博幸＊・神谷 隆＊

小津 博＊・前島勇治
菅原和夫・牧野知之

水田土壌を対象とした化学洗浄法によるカドミウ
ム汚染の洗浄（第６報）－塩化第二鉄を薬剤とし
た土壌洗浄効果の検証

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
２６

２００４．９

高野博幸＊・神谷 隆＊

小津 博＊・伊藤 正＊

関谷尚紀＊・前島勇治
菅原和夫・牧野知之

水田土壌を対象とした化学洗浄法によるカドミウ
ム汚染の洗浄（第５報）－塩化第二鉄を薬剤とし
た土壌洗浄システムの開発

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
２６

２００４．９

牧野知之・大谷 卓
清家信康・菅原和夫

凝集剤による水田からダイオキシン類の放出抑
制,

第１３回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会）

１３
２５０―２５１

２００４．７

Makino, Tomoyuki History of heavy metal pollution in Japan and devel-
opment of promising technologies for reducing Cad-
mium contamination in staple crops

2nd French-Japanese Seminar on “Food
Safety and Novel Food” １７

２００４．６

Makino, Tomoyuki
Sakurai, Yasuhiro
Sugahara, Kazuo

Size―fractionation of paddy soils by continuous―flow
ultra―centrifugation

Proceedings of the 6th International sym-
posium on Plant―Soil Interactions at Low
pH

１２６―１２７
２００４．８

最上怜奈＊・石黒宗秀＊

牧野知之・服部保誠＊

アロフェン質火山灰土への硫酸イオン・硝酸イオ
ン吸着機構

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
３０

２００４．９

牧野知之・前島勇治
菅原和夫・櫻井泰弘
高野博幸＊・神谷 隆＊

小津 博＊・伊藤 正＊

関谷尚紀＊

水田土壌を対象とした化学洗浄法によるカドミウ
ム汚染の洗浄（第４報）－金属塩によるカドミウ
ムの抽出

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
２５

２００４．９

三島慎一郎・谷口 悟＊

駒田充生
有機性資源を代替した場合の化学肥料削減の効果
と重金属負荷の変化

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１６５

２００４．９

三島慎一郎 農業生産に共なう農地への重金属負荷の推定 日本生態学会大会講演要旨集 ５１
２６０

２００４．８

Mishima, Shin―ichiro
Matusumori, Makoto＊

Inoue,Tsunehisa

Database system for assessing environmental load by
agricultural nutrient use

The 6th International Conference on
Ecobalance ４３５―４３６

２００４．１０

Mishima, Shin―ichiro Recent trend of nitrogen balance on agricultural pro-
duction in Japan and mitigation plan

The 3rd International Nitrogen Confer-
ence ６８

２００４．１０

三島慎一郎・谷口 悟＊

駒田充生
地域農業へのライフサイクルアセスメントの適用
―水田地域におけるケーススタディ―

日本生態学会大会講演要旨集 ５２
１８２

２００５．３

Morimoto, Sho
Ogawa, Naoto
Hasebe, Akira
Fujii, Takeshi

Analysis of bacterial community structure in 3―chlo-
robenzoate(3CB)―contaminated soil by PCR―DGGE
targeting benzoate―1,2―dioxygenase gene

ISME―１０ Microbial planet: sub―surface
to space Book of abstracts
（International Society for Microbial
Ecology）

１５８
２００４．８

Morimoto, Sho
Ogawa, Naoto
Hasebe, Akira
Fujii, Takeshi

Detection of 3―chlorobenzoate(3CB) degrading bac-
teria in the environment by PCR―DGGE and their
isolation

Environmental Genomics and Environ-
mental Metagenomics
（European Science Foundation）

４７
２００４．１１

森本 晶・藤井 毅 リアルタイム PCR法による土壌細菌の定量 日本微生物生態学会講演要旨集 ２０
１４４

２００４．１１

Murakami, Masaharu
Ae, Noriharu＊

Otani, Takashi

Enhancement of phosphorus leaching by soybean
cultivation especially in Brazilian Oxisol

Proceedings of the 6th International
Symposium on Plant―Soil Interactions at
Low pH
（International Steering Committee on
Plant―Soil Interactions at Low pH and
Japanese Society of Soil Science and
Plant Nutrition）

１３６―１３７
２００４．８

村上政治・阿江教治＊ 作物栽培における土壌中重金属（Cu、Pb、Zn）
の存在形態の変化 ―ファイトレメディエーショ
ンを目指して（２）―

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１７５

２００４．９

中島泰弘・西村誠一
澤本卓治＊・秋山博子
須藤重人・坂西研二
神田健一・八木一行

ライシメーター排水中の溶存温室効果ガスについ
て

２００４年度日本土壌肥料学会関東支部大
会講演要旨集 ２４

２００４．６

Nakajima, Yasuhiro
Sawamoto, Takuji＊

Fujiwara, Hideshi
Matsumori, Kenji＊

Kanda, Kennichi
Banzai, Kenji
Tsuruta, Haruo＊

Dynamics of dissolved N２O in underground water in
upland field and estimation of indirect N２O emission

The third international nitrogen confer-
ence ２０５―２０６

２００４．１０

Nakajima, Yasuhiro Nitrogen emission from ground water in agro―eco-
system

Sino―Japan workshop on nutrient cycling
in rice―based ecosystems and their envi-
ronmental impact

２００４．１０
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Iswandi, Anas＊

Gultom, T.＊

Ishizuka, Shigehiro＊

Nakajima, Yasuhiro
Muldiyarso, D.＊

Tsuruta, Haruo＊

Seasonal variation of soil nitrifiers and denitrifiers
population at four land―use types in Jambi province,
Indonesia

The third international nitrogen confer-
ence ９５―９６

２００４．１０

Sawamoto, Takuji＊

Nakajima, Yasuhiro
Yagi, Kazuyuki
Tsuruta, Haruo＊

The evaluation of emission factor for indirect N２O
emission originated from leaching in agro―ecosystem
by recent field experiments

Programme and Abstract, The Third In-
ternational Nitrogen Conference １８６

２００４．１０

澤本卓治＊・中島泰弘
八木一行・鶴田治雄＊

農地生態系の N溶脱由来による間接的亜酸化窒
素（N２O）排出
最近の現地調査結果による排出係数の再評価

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
９

２００４．９

中野恵子・鈴木克拓
加藤英孝

Ca及びMgが分散土壌粒子の下方移動・流出現
象に及ぼす影響

平成１６年度農業土木学会大会講演会講
演要旨集 ３００―３０１

２００４．９

Nakano, Keiko
Suzuki, Katsuhiro
Katou, Hidetaka

Clay particle transport enhanced by the initial pres-
ence of electrolytes: Findings from layered soil col-
umns

The 3rd International Conference “Inter-
faces Against Pollution”, Abstract ６

２００４．５

中野恵子・鈴木克拓
加藤英孝

蒸留水浸透による分散土壌粒子とリンの流出に対
する陽イオン種の影響

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
３

２００４．９

織田久男
箭田（蕪木）佐衣子＊

川崎 晃

水耕栽培ダイズに生育時期別に曝露したカドミウ
ムの子実への移行特性

第１５回日本微量元素学会講演抄録集
（Biomedical Research on Trace Ele-
ments）

１５（２）
１８８

２００４．７

織田久男・川崎 晃
関口哲生＊

水質中のホウ素安定同位体比分析と汚染源探査へ
の利用

第４１回理工学における同位元素・放射
線研究発表会要旨集
（日本アイソトープ協会）

４１
５５

２００４．７

小川直人・劉 生浩＊

田中悠輔＊・酒井順子
長谷部亮・宮下�貴＊

グラム陰性細菌のクロロカテコールジオキシゲナ
ーゼの多様性と基質特異性

日本土壌肥料学会大会講演要旨集 ５０
４１

２００４．９

小川直人・森本 晶
酒井順子・千田俊哉＊

藤井 毅・長谷部亮

細菌のクロロカテコール分解遺伝子群と単環芳香
族塩素化合物分解能獲得戦略

第２０回日本微生物生態学会講演要旨集 ２０
２４６

２００４．１１

千田俊哉＊・木村成伸＊

小川直人・石田哲夫＊

宮内啓介＊・政井英司＊

福田雅夫＊

PCB／ビフェニル分解代謝系を構成するタンパク
質群の構造と機能

第２７回日本分子生物学会年会講演要旨
集

２７
３９１

２００４．１２

Ogawa, Naoto
Senda, Toshiya＊

Francisco, Jr., Perigio B.＊

Miyashita, Kiyotaka＊

Promoter characteristics that differentiate the ortho―
cleavage pathway of catechol and chlorocatechol

7th biennial international symposium on
environmental biotechnology abstract
book

３７
２００４．６

小川直人・山本裕子＊

宇田川真由美＊

村岡 真＊・千田俊哉＊

Ralstonia eutropha NH９株の LysRタイプ発現調節
因子 CbnRの DNA結合領域の解析

日本農芸化学会大会講演要旨集（２００５
・札幌） ２３６

２００５．３

永田聡子＊・鈴木勝久＊

伊勢崎由佳＊・奥村幸司＊

小川直人

新規トランスクリプトーム解析手法を用いた
Burkholderia sp. NK8の３クロロ安息香酸分解経
路の解析

日本生物工学会大会講演要旨集
１４３

２００４．９

小原裕三 マルチメディアモデルを用いた農薬などの化学物
質の環境動態予測

土水生態環境工学研究会
１―１０

２００５．２

小原裕三・西森基貴
魏 永芬＊・石原 悟
大津和久・横山淳史＊

農薬等半揮発性有機化学物質の大気除去過程にお
ける雲粒や雨滴等の水粒子表面収着の評価

第３０回日本農薬学会大会 ３０
５４

２００５．３

與語靖洋＊・小原裕三 圃場に設置した風洞を利用した土壌処理型畑作除
草剤の初期大気移行量の測定

第３０回日本農薬学会大会 ３０
５３

２００５．３

大谷 卓・清家伸康
上垣隆一・桑原雅彦＊

水田土壌および玄米中のダイオキシン類汚染の実
態

日本土壌肥料学会大会講演要旨集 ５０
１６５

２００４．９

大谷 卓・清家伸康 ドリン類吸収能の作物間差異（２） 土壌中ドリン
類吸収能におけるウリ科作物の特異性

日本農薬学会第３０回大会講演要旨集 ３０
１２８

２００５．３

大津和久・横山淳史＊

石原 悟・小原裕三
堀尾 剛・遠藤正造

トビケラ幼虫を用いた河川における農薬の影響評
価
―コガタシマトビケラの試験生物化の試み―

日本陸水学会第６９回大会講演要旨集 ６９
８９

２００４．９

齋藤貴之・村山重俊＊ 河川水中のカドミウム濃度の決定要因 日本土壌肥料学会関東支部大会講演要
旨集 ２０

２００４．６

齋藤貴之 カドミウムの農耕地への降雨水からの負荷―つく
ば市の事例―

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１９５

２００４．９

齋藤雅典 共生微生物等の機能を利用した荒廃土壌の修復を
目指して

日本土壌微生物学会２００４年度大会講演
要旨集 １０―１１

２００４．５

Sakai, Yoriko
Ogawa, Naoto
Miyashita, Kiyotaka＊

Fujii, Takeshi
Sugahara, Kazuo
Hasebe, Akira

The diversity of tfdA, tfdB and tfdC of 2,4―D de-
grading bacteria isolated from Japanese paddy field.

ISME―１０ Microbial planet: sub―surface
to space Book of abstracts
（International Society for Microbial
Ecology）

１９５
２００４．８

�．研究成果の発表と広報 ７９
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櫻井泰弘 土壌溶液中における重金属の化学形態の計測 日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
２１２

２００４．９

清家伸康・上垣隆一
大谷 卓・上田守男＊

東條俊樹＊

クスノキ葉中ダイオキシン類の蓄積特性 第１３回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会）

１３
５９６―５９７

２００４．７

Kawano, Masahide＊

Nakatsu, Takeru＊

Seike, Nobuyasu
Matsuda, Muneaki＊

Wakimoto, Tadaaki＊

PCDD/Fs and Coplanar―PCBs in Freshwater and
Marine Fish from Japanese Waters

Proceedings of China―Japan Joint Sym-
posium on Environmental Chemistry
（Japan Society of Environmental
Chemistry）

２６１―２６２
２００４．１０

Kashima, Yuji＊

Seike, Nobuyasu
Matsui, Mitsuaki＊

Mizukami, Mifue＊

Ueda, Yuko＊

Hamada, Noriaki＊

Honda, Katsuhisa＊

Interactive effect on dioxin―like activity by various
pollutants in paddy soil

日本内分泌撹乱化学物質学会第７回研
究発表会要旨集

７
２４６

２００４．１２

Seike, Nobuyasu
Eun, Heesoo
Otani, Takashi

Temporal Change of Dioxin Sources in Japanese
Paddy Field

Proceedings of China―Japan Joint Sym-
posium on Environmental Chemistry
（Japan Society of Environmental
Chemistry）

５０―５１
２００４

Kashima, Yuji＊

Seike, Nobuyasu
Matsui, Mituaki＊

Sakai, Haruya＊

Okabe, Toshiko―Y.＊

The induction equivalency factors on xenobiotic re-
sponsible element (XRE)―mediated gene expression
by 1,3,6,8― and 1,3,7,9―TCDD in HepG2 cells

日本内分泌撹乱化学物質学会第７回研
究発表会要旨集

７
３９５

２００４．１２

清家伸康・殷 �洙
関野 禎＊・大谷 卓

水田土壌中ダイオキシン類全異性体の推移 第１３回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会）

１３
５９４―５９５

２００４．７

清家伸康・殷 �洙
大谷 卓

水田土壌中のダイオキシン類の起源の推移 日本土壌肥料学会大会講演要旨集 ５０
１６６

２００４．９

清家伸康・大谷 卓 ドリン類吸収能の作物間差異（３）
接木キュウリのドリン類吸収に及ぼす台木・穂木
品種の影響

日本農薬学会第３０回大会講演要旨集 ３０
１２９

２００５．３

水上美笛＊・上田祐子＊

濱田典明＊・本田克久＊

清家伸康

日本農耕地土壌における PAHs残留の経時的変化 第１３回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会）

１３
３９８―３９９

２００４．７

箭田（蕪木）佐衣子＊

織田久男・川崎 晃
水耕栽培ダイズの生育初期に曝露したカドミウム
の子実への移行特性

第１５回日本微量元素学会講演抄録集
（Biomedical Research on Trace Ele-
ments）

１５（２）
１８８

２００４．７

箭田（蕪木）佐衣子＊

織田久男・川崎 晃
カドミウム安定同位体（１１３Cd）のダイズ水耕栽培
試験への適用,ダブルトレーサーによる試験規模の
節減とMoによる分光干渉の簡易除去法の開発

第３回安定同位体科学研究会 ３
１１

２００５．３

蕪木佐衣子＊・川崎 晃
織田久男

ICP―MSによる Cd測定に及ぼすMoの干渉 ―陽
イオン交換樹脂を用いた簡易な干渉除去法―

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１６８

２００４．９

Si, Youbin＊

Takagi, Kazuhiro
Iwasaki, Akio＊

Influence of Surface and Subsurface Soil Properties
on Metolachlor Sorption and Degradation in Japanese
Andosol

日本農薬学会第３０回大会講演要旨集 ３０
５９

２００５．３

Si, Youbin＊

Takagi, Kazuhiro
Iwasaki, Akio＊

Microbial activity and potential for metolachlor deg-
radation in unsaturated subsoils of Japanese andosol

Proceedings of 2nd International Confer-
ence on Soil Pollution and Remediation
（Nanjing Institute of Soil Science, Chi-
nese Academy of Science）

２３１―２３２
２００４．１１

杉山 恵・阿江教治＊

羽鹿牧太＊

子実カドミウム蓄積性が異なるダイズ品種はカド
ミウムの転流も異なる

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
８２

２００４．９

赤木 右＊・斎藤さくら＊

渡部慎一＊・杉山 恵
阿江教治＊

希土類元素群を指標にした植物による土壌中ケイ
酸鉱物の選択吸収

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
８６

２００４．９

Suzuki, Katsuhiro
Sekiguchi, Tetsuo＊

Adachi, Kazuhide＊

Yoshida, Shuichiro＊

Katou, Hidetaka

Discharge of suspended particles and associated
phosphorus to tile drains in a “ex―paddy” lowland
field having subsoil cracks

Abstract proceedings of 8th international
conference on diffuse/nonpoint pollution
（International Water Association and
Japan Society on Water Environment）

８２
２００４．１０

鈴木克拓・足立一日出＊

関口哲生＊・吉田修一郎＊

中野恵子・加藤英孝

亀裂の発達した転換畑における懸濁物質・リンの
暗渠流出

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
４

２００４．９

鈴木 健 A gene which decreases its expression in the short―
photoperiod treated cotton aphid（Aphis gossypii
Glover）

生化学
日本生化学会

７６（８）
８７０

２００４．１０

鈴木 健 有機リン剤抵抗性および感受性ワタアブラムシの
カルボキシルエステラーゼ mRNA５’末端非翻訳
領域の塩基配列には相同性が見られない

日本応用動物昆虫学会大会講演要旨予
稿集 １２１

２００５．３

鈴木 健 有機リン殺虫剤抵抗性ワタアブラムシを PCR法
で定性的に識別する技術

第４回つくばテクノロジーショーケース
（つくばサイエンス・アカデミー） １２０

２００５．１

農業環境技術研究所年報 平成１６年度８０
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Toutnebize, Julien＊

Watanabe, Hirozumi＊

Takagi, Kazuhiro
Nishimura, Taku＊

New coupled model of pesticide fate and transport in
paddy field

Proceedings of the Conference Chal-
lenges and Opportunities for Sustainable
Rice―Based Production Systems
（Faculty of Agriculture, University of
Torino）

４９７―５０７
２００４．９

Son, Vu Hong＊

Watanabe, Hirozumi＊

Takagi, Kazuhiro

Simplification of PCPF―1 model for evaluation pesti-
cide concentration in paddy water― application for
mefenacet and pretilachlor―

日本農薬学会第３０回大会講演要旨集 ３０
１０８

２００５．３

渡邊裕純＊・高木和広
Son, Vu Hong＊

水田農薬動態予測モデル（改良型 PCPF―１）に
よる４薬剤の動態及び流出評価

日本農薬学会第３０回大会講演要旨集 ３０
１０７

２００５．３

Takagi, Kazuhiro
Yoshioka, Yuichi＊

Iwasaki, Akio＊

In situ bioremediation of pesticide―contaminated soil
by using charcoal enriched with consortium of de-
grading bacteria

Proceedings of 2nd International Confer-
ence on Soil Pollution and Remediation
（Nanjing Institute of Soil Science, Chi-
nese Academy of Science）

２２８―２３０
２００４．１１

Takagi, Kazuhiro
Si, Youbin＊

Iwasaki, Akio＊

Pedo―climate variations and microbial activity in re-
lation to pesticide degradation in unsaturated subsoils
of Japanese Andosol

Abstracts of the 4th International Sympo-
sium on Environmental Aspects of Pesti-
cide Microbiology
（Aristotle University fo Thessaloniki）

７９―８０
２００４．９

高木和広・司 友斌＊ 農薬の不飽和下層土と地下帯水層における微生物
分解に関する研究－地下５mまでの下層土環境
と各層位の理化学・生物性の調査・解析

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
４２

２００４．９

高木和広・吉岡祐一＊

岩崎昭夫＊

複合分解菌集積炭化素材の開発（１）－多農薬同時
分解の試み－

日本農薬学会第３０回大会講演要旨集 ３０
１０６

２００５．３

竹内 誠 霞ヶ浦流域の窒素流出とその削減 自然共生プロジェクトシンポジウム講
演集 １―４

２００４．１１

竹内 誠・板橋 直
林健太郎・駒田充生

地域水質解析・評価システム －畑地からの窒素
流出シミュレーター－

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
７

２００４．９

竹内 誠・板橋 直
林健太郎・駒田充生

地域水質解析・評価システム －農耕地における
窒素動態・収支解析・評価システム－

日本土壌肥料学会関東支部大会講演要
旨集 ８

２００４．６

Senda, Toshiya＊

Muraoka, Shin＊

Yamamoto, Yuko＊

Udagawa, Mayumi＊

Ogawa, Naoto

Crystal structure of CbnR, an LysR type transcrip-
tional regulator derived from 3―chlorobenzoate de-
gradative bacterium Ralstonia eutropha NH9

7th biennial international symposium on
environmental biotechnology abstract
book

５０
２００４．６

Uegaki, Ryuichi
Kurokawa, Shunji＊

Yoshimura, Yoshinori＊

Cai, Yimin＊

Seike, Nobuyasu
Otani, Takashi

Polychlorinated Dibenzo―p―dioxins (PCDDs), Poly-
chlorinated Dibenzofurans (PCDFs), and Coplanar
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in Crops: the In-
fluence of Atmospheric Levels and Time of Harvest

Proceedings of the 11th Animal Science
Congress the Asian―Australasian Asso-
ciation of Animal Production Societies
（the Asian―Australasian Association of
Animal Production Societies）

１１
４４１―４４３

２００４．９

上垣隆一・黒川俊二＊

吉村義則＊・清家伸康
大谷 卓

飼料作物と大気のダイオキシン類の関係 第１３回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会）

１３
５８８―５８９

２００４．７

Yimin, Cai＊

Ennahar, Säid＊

Xu, Chuncheng＊

Uegaki, Ryuichi
Ogawa, Masuhiro＊

Kurokawa, Shunji＊

Screening and application of lactic acid Proceedings of the 11th Animal Science
Congress the Asian―Australasian Asso-
ciation of Animal Production Societies
（the Asian―Australasian Association of
Animal Production Societies）

１１
３５５―３５７

２００４．９

横山淳史＊・大津和久
石原 悟・小原裕三
堀尾 剛・遠藤正造

トビケラ幼虫を用いた農薬の影響評価法
－コガタシマトビケラ１齢幼虫を用いた殺虫剤の
急性毒性試験－

日本農薬学会第３０回大会講演要旨集 ３０
６６

２００５．３

横山淳史＊・大津和久
石原 悟・小原裕三
堀尾 剛・遠藤正造

トビケラ幼虫を用いた農薬の影響評価法
－各種トビケラ幼虫の殺虫剤感受性－

第１０回バイオアッセイ研究会・日本環
境毒性学会合同研究発表会 講演要旨
集

２７
２００４．９
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Hsin, Chung Wen＊

Tsukiboshi, Takao＊

Ono, Yoshitaka＊

Kakishima, Makoto＊

Morphological and molecular studies of three Uro-
myces species on legumes in Japan

Abstract of the IV Asia―Pacific Myco-
logical Congress & the IX International
Marine and Fishwater Mycology Sympo-
sium
（International Mycological Association
Committee for Asia）

８０
２００４．１１

三浦憲蔵＊・草場 敬＊

中井 信
定点調査データによる主要土壌タイプの理化学性
と大豆収量の地域間比較

日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１１８

２００４．９

中井 信・小原 洋
河津日和佐＊

農耕地土壌における資材投入量の変動 日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１１８

２００４．９

�．研究成果の発表と広報 ８１
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中谷至伸 ヒメヒラタナガカメムシ亜科の交尾器形態につい
て近縁な分類群との比較

日本昆虫学会第６４回大会講要 ６４
２８

２００４．９

大倉利明・石川佑一＊

中井 信・松本 聰＊

パキスタン中部の塩類集積土壌 日本ペドロジー学会２００４年度大会講演
要旨集 ３１

２００４．４

石川祐一＊・大倉利明
中井 信・角張嘉孝＊

松本 聰＊

パキスタン畑作地における塩類化の進行と EPIC
モデルによる生物生産量評価

日本沙漠学会第１５回学術大会 １５ ２００４．５

Shinohara, Hirosuke
Enya, Jyuntichiro＊

Tsushima, Seiya
Yoshida, Shigenobu
Tsukiboshi, Takao＊

Bacterial flora on leaf sheaths and panicles of intact
rice plants

The 10th international congress for cul-
ture collections
（Japan Society for Culture Collections
and Wold Federation for Culture Collec-
tions）

６３２―６３３
２００４．１０

Shinohara, Hirosuke
Enya, Jyuntichiro＊

Tsushima, Seiya
Yoshida, Shigenobu
Tsukiboshi, Takao＊

Grouping of bacteria isolated from leaf sheaths and
panicles of intact rice plants

International Workshop on Genetic Re-
sources of the Agricultural Microorgan-
isms
（農業生物資源研究所）

２００４．１０

生長陽子＊・篠原弘亮
對馬誠也・太田寛行＊

イネ葉面より分離された Sphingomonas属細菌に
おけるアルキルフェノール系化合物の分解性

第２０回日本微生物生態学会講演要旨集 ２０
１１３

２００４．１１

菅野英二＊・篠原弘亮
對馬誠也・尾形 正＊

福島県で発生したモモせん孔細菌病の病原細菌と
発生状況

日本植物病理学会報 ７０（３）
２８３

２００４．８

藤永真史＊・小木曽秀紀＊

篠原弘亮・對馬誠也
西村範夫＊・外側正之＊

斉藤英毅＊・野末雅之＊

レタス根腐病菌各レースの rDNA―IGS領域の塩
基配列に基づく系統解析

日本植物病理学会報 ７１（１）
３５

２００５．２

篠原弘亮・上原勝江＊

松浦貴之＊・對馬誠也
西山幸司

Erwinia sp.によるパパイア黒腐病（新称）の発生 日本植物病理学会報 ７０（３）
２８２

２００４．８

戸上和樹・中井 信
小原 洋

赤黄色土の段丘における重金属分布 日本ペドロジー学会２００４年度大会講演
要旨集 ３５

２００４．４

戸上和樹・中井 信
小原 洋

東海地方における段丘土壌の重金属分布 日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
１１８

２００４．９

戸上和樹 土壌の斑紋形成と重金属の移動集積 日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０
２１３

２００４．９

Moriwaki, Jouji＊

Sato, Toyozo＊

Tsukiboshi, Takao＊

Noguchi, Masako＊

Hirayae, Kazuyuki＊

Morphology and Molecular Taxonomy of Colletot-
richum destructivum and related species

Proceedings of the 10th International
Congress for Culture Collections
（Japan Society for Culture Collections
and Wold Federation for Culture Collec-
tions）

６４０
２００４．１０

Tsukiboshi, Takao＊

Hsin, Chung Wen＊

Yoshida, Shigenobu

Taxonimic and phylogenetic study of Bipolaris fungi
from Japan

Proceedings of the 10th International
Congress for Culture Collections
（Japan Society for Culture Collections
and Wold Federation for Culture Collec-
tions）

６３９
２００４．１０

山口健一＊・月星隆雄＊

Auld, Bruce＊

尾崎克巳＊

アゼガヤに葉枯を起こす Exserohilum sp.とその分
生子生産について

日本植物病理学会報 ７０（３）
２５８

２００４．８

鍾 文�＊・月星隆雄＊

小野義隆＊・柿島 真＊

マメ類に寄生する日本産 Uromyces appendiculatus
および U. vignae の形態学的および系統学的解析

２００４年度日本菌学会大会講演要旨集
P―０１

２００４．５

森脇丈治＊・月星隆雄＊

佐藤豊三＊

ヒエおよびメヒシバから分離された Colletot-
richum 属菌の形態および分子分類

日本植物病理学会報 ７０（３）
２１７

２００４．８

渡部佐知子＊・小板橋基夫＊

對馬誠也・篠原弘亮
イチゴ葉の細菌群集構造の解析とこれら分離菌の
イチゴうどんこ病発病抑制効果

日本植物病理学会報 ７０（３）
３０４

２００４．８

伏見典晃＊・對馬誠也
篠原弘亮

ウンシュウミカン果実上の細菌群集構造に及ぼす
薬剤の影響

日本植物病理学会報 ７０（３）
３０４

２００４．８

對馬誠也・安達理恵＊

篠原弘亮・吉田重信
雨宮良幹＊

コムギ、オオムギ葉鞘、穂における細菌群集構造
と生息細菌の赤かび病菌拮抗能および DON分解
能

平成１６年度赤かび病研究会講演
（九州沖縄農業研究センター）

２００４

安達理恵＊・對馬誠也
篠原弘亮・吉田重信
宇佐見俊行＊・宍戸雅宏＊

雨宮良幹＊

コムギ、オオムギの細菌群集構造と分離細菌の赤
かび病菌に対する拮抗能および DON分解能

日本植物病理学会報 ７０（３）
３０３

２００４．８

對馬誠也 微生物インベントリーの利用法を探る 農業環境技術研究所研究成果発表会
２００４講演要旨集
（農業環境技術研究所）

１９―２８
２００４．４

古賀保徳＊・森中洋一＊

蒲池伸一郎＊・大竹祐子＊

對馬誠也・松岡 信＊

田中宥司＊・田部井豊＊

遺伝子導入により草型を変更したイネの閉鎖系温
室、非閉鎖系温室における安全性評価

育種学研究
（日本育種学会）

６
２３３

２００４．９

安藤杉尋＊・蒲池伸一郎＊

對馬誠也・萩尾高志＊

小川泰一＊・土生芳樹＊

田部井豊＊

アブラナ科野菜根こぶ病によるハクサイ根こぶ病
形成時における BrNIT2遺伝子の転写とその Bras-
sica 属における普遍性について

育種学研究
（日本育種学会）

６
１３４

２００４．９

農業環境技術研究所年報 平成１６年度８２
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田部井豊＊・浅野貴博＊

安藤杉尋＊・蒲池伸一郎＊

萩尾高志＊・小川泰一＊

土生芳樹＊・對馬誠也

アブラナ科野菜根こぶ病菌の試験管内培養法の開
発

日本植物病理学会報 ７０（３）
１９８―１９９

２００４．８

安藤杉尋＊・蒲池伸一郎＊

對馬誠也・萩尾高志＊

小川泰一＊・土生芳樹＊

田部井豊＊

アブラナ科野菜根こぶ病によるハクサイ根こぶ病
形成時における BrNIT２遺伝子の短い転写産物の
産生機構

日本植物病理学会報 ７０（３）
１９９

２００４．８

安田耕司 ヤマノイモコガ（チョウ目,アトヒゲコガ科）の
寄主植物について：続報

第４９回日本応用動物昆虫学会大会講要
１１６

２００５．３

吉田重信 Bacillus属細菌が分泌する抗菌成分による炭疽病
菌の生育抑制作用

第２４回農業環境技術研究所シンポジウ
ム・第７回植生研究会講演要旨集
（農業環境技術研究所）

９１―１００
２００４．１２

吉田重信・Kinkel, Linda L.＊

篠原弘亮・小板橋基夫＊

沼尻将宜＊・塩谷純一郎＊

陶山一雄＊・根岸寛光＊

平館俊太郎・對馬誠也

健全コムギ穂に生息する細菌群集における N―
acylhomoserine lactone化合物の生産能

平成１７年度日本植物病理学会大会要旨
集

２００５．３

吉松慎一 食菌性の鱗翅類とその食性の進化 日本昆虫学会第６４回大会講要
３５

２００４．９

著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元） 巻（号）
ページ 発行年	月

荒尾知人・殷 �洙
関野 禎＊・渡邉栄喜
馬場浩司・遠藤正造

ディルドリンの作物吸収抑制資材の開発 � 日本農薬学会第３０回記念大会講演要旨
集 １２７

２００５．３

馬場浩司・渡邉栄喜
殷 �洙・荒尾知人

レーザーを利用した玄米中カドミウムの迅速分析 第１３回 環境化学討論会 講演要旨集
（日本環境化学会） ８２―８３

２００４．７

藤原英司・白戸康人
大黒俊哉・木方展治

中国北部における１３７Csの分布 第４１回理工学における同位元素・放射
線研究発表会要旨集
（日本アイソトープ協会）

４１
１０７

２００４．７

木方展治・藤原英司 肥料中フッ素の放射化分析による分析法 第４１回理工学における同位元素・放射
線研究発表会
（日本アイソトープ協会）

４１
１５９

２００４．７

木方展治・藤原英司 臭素同位体の野外での水トレーサ適用可能性 日本土壌肥料学会関東支部大会講演要
旨集 ２４

２００４．６

結田康一＊・木方展治
市橋秀樹＊

自然環境（林地、畑地、水田）中の安定ヨウ素に
よる土層・地層－
土壌水・地下水間における分配係数

第４１回理工学における同位元素・放射
線研究発表会
（日本アイソトープ協会）

４１
１１６―１１７

２００４．７

木方展治・藤原英司
結田康一＊

北海道の河川水ヨウ素の濃度分布 ヨウ素
（ヨウ素利用研究会）

７
８５―８６

２００４．１１

結田康一＊・木方展治
市橋秀樹＊・藪崎志穂＊

藤原英司

陸水・灌漑水・土壌水中ヨウ素の季節変動からみ
た土壌蓄積性と浸透性－筑波台地上の林地・畑地
・水田の事例－

ヨウ素
（ヨウ素利用研究会）

７
８３―８４

２００４．１１

殷 �洙・関野 禎＊

渡邉栄喜・清家伸康
馬場浩司・荒尾知人
遠藤正造

カートリッジカラムを用いたダイオキシン類精製
操作の簡便化

第１３回環境化学討論会
（日本環境化学会） ３３０―３３１

２００４．７

殷 �洙・權 五慶＊

崔 達洵＊・洪 秀明＊

韓国水田土壌におけるダイオキシン類の実態 日本農薬学会第３０回記念大会講演要旨
集 １１０

２００５．３

殷 �洙
Hong, Su―Myeong＊

Choi, Dal―Soon＊

Song, Buyng―Hoon＊

Jung, Kyu―Hyuk＊

Park, Chang―Young＊

Kwon, Oh―Kyung＊

Ryu, Jae―Chon＊

韓国畑土壌におけるダイオキシン類の経年変化 第１３回環境化学討論会
（日本環境化学会） １６４―１６５

２００４．７

河上強志＊・殷 �洙
上路雅子・荒尾知人
遠藤正造・宮崎淳司＊

田村憲司＊・東 照雄＊

湖沼における懸濁物質および底質表層コア試料中
の農薬変動について

第１３回環境化学討論会
（日本環境化学会） ７５６―７５７

２００４．７

殷 �洙・関野 禎＊

渡邉栄喜・馬場浩司
荒尾知人・遠藤正造

野菜におけるダイオキシン類の新規精製法の開発
�

第７回環境ホルモン学会研究発表会
１６６

２００４．１２

殷 �洙・河上強志＊

渡邉栄喜・馬場浩司
荒尾知人・遠藤正造

一般農家におけるダイオキシン類の残留実態 第１３回環境化学討論会
（日本環境化学会） ５７４―５７５

２００４．７

�．研究成果の発表と広報 ８３



� 著書・商業誌等刊行物

企画調整部

地球環境部

著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元） 巻（号）
ページ 発行年	月

殷 �洙・渡邉栄喜
馬場浩司・荒尾知人
遠藤正造

根菜類農作物におけるダイオキシン類に関する研
究（�）

第１３回環境化学討論会
（日本環境化学会） ３３２

２００４．７

殷 �洙・関野 禎＊

渡邉栄喜・馬場浩司
荒尾知人・遠藤正造

POPs指定農薬の超微量分析法の開発 日本農薬学会第３０回記念大会講演要旨
集 １２６

２００５．３

殷 �洙・荒尾知人
外窪周子＊・遠藤正造
上路雅子・石井康雄＊

地域特産農作物の農薬の残留特性からみた類型化
－うり科野菜類

日本農薬学会第３１回記念大会講演要旨
集 １３１

２００５．３

殷 �洙・渡邉栄喜
清家伸康・馬場浩司
荒尾知人・遠藤正造

ドリン系農薬の分析法の開発 第１３回環境化学討論会
（日本環境化学会） ５７６―５７７

２００４．７

池中良徳＊・渡辺栄喜
殷 �洙・宮原裕一＊

諏訪湖底質柱状試料から見たダイオキシン類、多
環芳香族炭化水素類の発生源に関する研究

第１３回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） １６２―１６３

２００４．７

渡辺栄喜・殷 �洙
馬場浩司・荒尾知人
遠藤正造

ダイオキシン類の GPC精製法に関する検討（III） 第１３回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） ５４６―５４７

２００４

渡辺栄喜・殷 �洙
馬場浩司・荒尾知人
石井康雄＊・上路雅子
遠藤正造

アルキルフェノール類に対する特異的イムノアッ
セイの開発

環境ホルモン学会第７回研究発表会要
旨集 １４２

２００４．１２

渡辺栄喜・馬場浩司
殷 �洙・荒尾知人
石井康雄＊・上路雅子
遠藤正造

有機リン系殺虫剤フェニトロチオン用 ELISAキ
ットの性能評価及び果物中残留分析への応用

日本農薬学会第３０回記念大会講演要旨
集 １２１

２００５．３

Yamaguchi, Noriko
Hiradate, Syuntaro

Role of organic ligands in reducing Al tridecamer in
soils solution

Proceedings of the 6th international sym-
posium on plant―soil interactions at low
pH
（International Streering Committee on
Plant―Soil Interactions at Low pH and
Japanese Society of Soil Science and
Plant Nutrition）

６
１０６―１０７

２００４．８

Yamaguchi, Noriko
Makino, Tomoyuki
Kihou, Nobuharu

Uranium distribution in agricultural soils in Japan Soil Science Society of America, Agron-
omy abstract
（Soil Science Society of America）

CD―ROM
２００４．１１

山口紀子・中野政詩＊

谷田 肇＊・江村修一＊

土壌鉱物表面におけるヨウ素吸脱着特性の
EXAFS/XANESによる解析

理工学における同位元素・放射線研究
発表会
（日本アイソトープ協会）

４１
１５１

２００４．６

山口紀子・田中治夫＊

中島暢陽＊・木方展治
農業環境中におけるウランの動態 日本土壌肥料学会講演要旨集 ５０

２７
２００４．９

阿部勇児＊・山口紀子
溝口 勝＊・井本博美＊

宮崎 毅＊

有機酸が土壌中のカドミウムの移動に与える影響
について

農業土木学会講演要旨集 ３
１１６

２００４．９

著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元） 巻（号）
ページ 発行年	月

白井一則*・井上恒久
今川正弘*・山田良三*

鉱質土壌畑での全量基肥栽培における施肥位置
が秋冬作キャベツの生育に及ぼす影響

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

７５（２）
２５１―２５６

２００４．４

井上恒久 ２．６施肥の実態、２．７肥料成分の土壌影響 環境保全型農業事典
（丸善） ２２７―２３５

２００５．２

著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元） 巻（号）
ページ 発行年	月

長谷川利拡 収量予測 新農業情報工学－２１世紀のパースペクティブ
（農業情報学会編 養賢堂） １０６

２００４．８

井上吉雄 環境・生態情報 新農業情報工学
（農業情報学会編） １３１―１３２

２００４．８

Kawashima, Shigeto Aerobiology in the world. Japan International Aerobiology Newsletter ５９
２―３

２００４．６

桑形恒男 起伏地形の熱的効果 局地気象学
（森北出版） １０３―１１０

２００４．１１

農業環境技術研究所年報 平成１６年度８４
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三中信宏 太田邦昌氏の系統分類学理論：体系学史におけ
る位置づけと限界

生物科学
（農山漁村文化協会）

５５（４）
２２９―２３３

２００４．５

三中信宏 基礎統計学,実験計画（項目分担執筆） 新農学大辞典
（養賢堂）

２００４．５

三中信宏 系統学関連（項目分担執筆） 鳥類学辞典
（昭和堂）

２００４．９

三中信宏 非生物だって進化する：歴史推定の普遍的方法
論について

遺伝
（裳華房）

５９（１）
９７―１０３

２００５．１

西森基貴 集中豪雨 日本の気候 II－気候気象の災害・影響・利
用を探る－
（二宮書店）

１―６
２００４．１１

西村誠一・八木一行
秋山博子・須藤重人

水管理と施肥管理による水田からのメタンと亜
酸化窒素の発生抑制

農業および園芸
（養賢堂）

８０（３）
３７７―３８０

２００５．３

Okamoto, Katsuo
Shindo, Junko
Toda, Hideshige＊

Kawashima, Hiroyuki＊

Environmental changes and food production in
Asia

JIRCAS International Symposium Series:
Prospects for Food Security and Agricultural
Sustainability in Developing Regions: New
Roles of International Collaborative Research
（Japan International Research Center for Ag-
ricultural Sciences（JIRCAS））

１２
５５―６２

２００４．６

佐竹研一＊・新藤純子 序文：森林と渓流・河川の生物地球化学 地球環境
（国際環境研究協会）

９（１）
１―２

２００４．８

新藤純子 地球の窒素循環と農業 環境保全型農業辞典
（丸善） ８２０―８２３

２００５

佐竹研一＊・新藤純子 森林と渓流の生物地球化学 環境科学会誌 １７（３）
１９９―２００

２００４．５

白戸康人 地球の炭素循環と農業 環境保全型農業の百科事典
（丸善） ８１０―８１４

２００５．１

Sprague, David Research and policy on agri―biodiversity Proceedings of the International Workshop on
Harmonious Coexistence of Agriculture and
Biodiversity
（Japan FAO Association）

６９―７７
２００４．１２

デイビッド・スプレイグ サルの生涯、ヒトの生涯 サルの生涯、ヒトの生涯
（京都大学学術出版会）

２００４．５

Sprague, David
Iwasaki, Nobusuke

History of woodland structure and composition on
the Inashiki Plateau of southern Ibaraki Prefecture,
Japan

Proceedings of IUFRO International Work-
shop on Landscape Ecology 2004: Conserva-
tion and Management of Fragmented Forest
Landscapes
（Forestry and Forest Products Research Insti-
tute, Japan）

３４―３７
２００４．１０

鳥谷 均 気候指数
日本の気候

山崎耕宇、久保祐雄、西尾敏彦、石原 邦
（監修）新編『農学大事典』
（養賢堂）

２８４―２８５
２００４．３

鳥谷 均 菅平の冷気流 堀口郁夫・小林哲夫・塚本 修・大槻恭一
（編著）『局地気象学』
（森北出版）

２１７―２２２
２００４．１１

鳥谷 均 冷気湖・冷気流の調査 西沢利栄（編）『気候のフィールド調査法』
（古今書院） ２４―２８

２００５．１

鳥谷 均 気候・気象と農業生産 西沢利栄（編）『気候のフィールド調査法』
（古今書院） ９２―９５

２００５．１

鳥谷 均 地球の水資源と農業 石井龍一（編）環境保全型農業事典
（丸善） ８２８―８３３

２００５．２

Toritani, Hitoshi
Ohno, Hiroyuki
Sakamoto, Toshihiro
Kuwagata, Tsunao
Ishigo’oka, Yasushi
Goto, Shinkichi
Hasegawa, Toshihiro

Evaluation interactions between water cycle
change and demand for water for food production

Proceedings of internatioal workshop on
global―scale change on water cycles and food
production．
Mita House Main Hall, Tokyo, Japan．
（National Institute for Rural Enginneering）

７―１６
２００４．１１

Ito, Osamu＊

Yagi, Kazuyuki
Matsumoto, Naruo＊

Watanabe, Takeshi＊

Case study in development of the sustainable agri-
cultual system for various agroecosystems through
assessment of nitrogen flow

Sustainable Agricultural Systems in Asia
（名古屋大学出版会） ４７―５２

２００４．１０

小林和彦＊・八木一行
程 為国＊・犬伏和之＊

土壌生態圏の未来：人間活動が大気と土壌生態
圏に及ぼす影響

化学と生物
（日本農芸化学会）

４２（８）
５３０―５３６

２００４．８

吉本真由美・小林和彦＊ 開放系高 CO２（FACE）実験による水田生態系
の熱・水収支変化の解明

月刊「海洋」流体力学から見た大気と海洋
－木村龍治教授退官記念論文集－
（海洋出版株式会社）

３８
１２１―１２６

２００４．１０
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荒城雅昭・小坂 肇＊ ２００１年線虫関係国内文献目録 日本線虫学会誌 ３４（１）
４３―７２

２００４．６

鳥居雄一郎＊・荒城雅昭
石井ちか子＊

イチゴセンチュウによるワサビ頭とび病（仮称） 植物防疫 ５８（１２）
５２０―５２２

２００４．１２

藤井義晴 ソバ属植物のアレロパシーとソバを利用した植
生管理

農業技術
（農業技術協会）

６０（２）
６３―６８

２００５．２

藤井義晴 第１５回国際植物保護会議 雑草研究
（日本雑草学会）

４９（３）
２６０―２６１

２００４．９

藤井義晴 第２回欧州アレロパシーシンポジウム 雑草研究
（日本雑草学会）

４９（３）
２６２―２６４

２００４．９

藤井義晴 草生栽培で雑草を抑えるアレロパシー効果
－ヘアリーベッチによる草生栽培－

フルーツひろしま
（広島県果実農業協同組合連合会）

２４（９）
１０―１４

２００４．９

藤井義晴 植物によるシアナミドの生成－ヘアリーベッチ
のアレロパシーと他感物質としてのシアナミド
の発見について－

季刊肥料
（肥料協会新聞部）

９９
１１―１５

２００４．１０

藤井義晴 遺伝子組換え作物の生態系への影響－他感物質
の検出技術ー

農業および園芸
（養賢堂）

８０（１）
１７２―１７７

２００５．１

藤井義晴 アレロパシー 新農学大事典
（養賢堂） ４１３―４１７

２００４．４

藤井義晴 他感作用の検定法の開発と他感作用候補物質の
同定

日本土壌肥料学会誌
（日本土壌肥料学会）

７５（５）
５５７―５６０

２００４．１０

藤井義晴 他感物質とその農業利用（生物的条件と生理活
性）

環境保全型農業大事典
（農山漁村文化協会）

２ ２００５．３

藤井義晴 他感作用（生物的条件と生理活性） 環境保全型農業大事典
（農山漁村文化協会）

２ ２００５．３

星野（高田）裕子 eDNA（環境 DNA）を用いた微生物群集構造
解析による環境影響評価を目指して

Science＆Technonews Tsukuba
（株式会社つくば研究支援センター／イセブ）

７０
１３―１５

２００４．４

星野（高田）裕子 難培養微生物研究のための土壌からの DNA抽
出法

Techno Innovation
（農林水産先端技術産業振興センター）

１５（１）
１９―２３

２００５．１

星野（高田）裕子 スキムミルクを用いた土壌からの DNA抽出改
良法とその活用について

農業技術
（農業技術協会）

６０（３）
１２７―１３０

２００５．３

Ikeda, Hiroaki Impact assessment of herbicide runoff from paddy
fields on threatened aquatic plants in Japan

Proceedings of the International Workshop on
the Impact Assessment of Farm Chemicals
Runoff from Paddy Fields and Biodiversity
Conservation
（農業技術協会）

９１―１００
２００５．３

Konuma, Akihiro
Nishida, Tomoko＊

Current status of invasive plants in Japan Proceedings of International Workshop on the
Development of Database for Biological Inva-
sion in the Asian and Pacific Region
（International Workshop on the Development
of Database for Biological Invasion in the
Asian and Pacific Region）

１３１―１４３
２００４．１１

楠本良延 生物・社会調査のための統計解析 調査・研究
の現場から（その７）－判別する（判別分析・
数量化�類）

農業土木学会誌
（農業土木学会）

７３（２）
１３３―１３８

２００５．２

Matsui, Masaharu
Nishiyama, Koushi
Ogawa, Yasuo
Shiomi, Toshiki
Konuma, Akihiro
Yasuda, Koji

Development of the Asian―Pacific Alien Species
Database（APASD）

Proceedings of International Workshop on the
Development of Database for Biological Inva-
sion in the Asian and Pacific Region
（International Workshop on the Development
of Database for Biological Invasion in the
Asian and Pacific Region）

４４―５５
２００４．１１

松本直幸 Population biology of individualistic plant patho-
genic fungi and its application to disease control

Journal of General Plant Pathology
（日本植物病理学会）

７０（６）
３８２―３８４

２００４．１２

松本直幸 病原糸状菌の個体群解析とその防除への応用 日本植物病理学会報 ７０（３）
１５２―１５５

２００４．８

松尾和人 遺伝子組換え作物の生態系への影響、―他殖性作
物の花粉飛散と交雑：ナタネとトウモロコシ―

農業および園芸
（養賢堂）

８０（１）
１５０―１５７

２００５．１

望月 淳・春山直人＊ オオクサカゲロウを山梨県小淵沢町で採集 昆虫と自然
（ニューサイエンス社）

３９（１３）
１８

２００４．１１

西山幸司 植物病原細菌の簡易同定 作物の細菌病－病徴診断と病原の同定－
（日本植物防疫協会）

２００４．８

小川恭男 遺伝子組換え作物の生態系への影響 農業および園芸
（養賢堂）

８０（１）
１３７―１３９

２００５．１

岡 三徳 遺伝子組換え作物と新たな生物多様性影響評価 農業および園芸
（養賢堂）

８０（１）
９１―９２

２００５．１

農業環境技術研究所年報 平成１６年度８６



化学環境部

著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元） 巻（号）
ページ 発行年	月

Sawada, Hiroyuki
Uchiumi, Toshiki＊

Abe, Mikiko＊

Hayatsu, Masahito＊

Ichiman, Yukari＊

Akutsu, Katsumi＊

Yoshida, Takanobu
Tsuchiya, Kenichi

Phylogeny and taxonomy of bacterial nitrogen―fix-
ing legume symbionts

Proceedings of the 12th NIAS International
Workshop on Genetic Resources
（農業生物資源研究所）

１００―１０１
２００５．１

澤田宏之・土屋健一 Agrobacterium 属細菌の分類の現状 植物防疫
（日本植物防疫協会）

５８（９）
３９７―４０２

２００４．９

芝池博幸・吉村泰幸 遺伝子組換え作物の生態系への影響、―自殖性
作物の花粉飛散と交雑：イネとダイズ―

農業および園芸
（養賢堂）

８０（１）
１４０―１４９

２００５．１

白井洋一 遺伝子組換え作物 農薬の環境科学最前線
（ソフトサイエンス社） ３２８―３３８

２００４．８

白井洋一 害虫抵抗性遺伝子組換え作物の環境影響に関す
る最近の動向

植物防疫
（植物防疫協会）

５９（１）
１９―２４

２００５．１

Tsuchiya, Kenichi Molecular biological studies of Ralstonia solana-
cearum and related plant pathogenic bacteria

Journal of General Plant Pathology
（Springer）

７０（６）
３８５―３８７

２００４．１２

土屋健一 ナス科植物青枯病菌及び関連植物病原細菌の分
子生物学的研究

日本植物病理学会報 ７０（３）
１５６―１５８

２００４．８

Tsuchiya, Kenichi
Horita, Mitsuo＊

Boonsuebsakul, Wong＊

Villa, Joselito E.＊

Mulya, Karden＊

Genetic diversity of Ralstonia solanacearum
strains in Japan and the southeast asian countries

Proceedings of the 12th NIAS International
Workshop on Genetic Resources
（農業生物資源研究所）

２２―２７
２００５．１

Tsuchiya, Kenichi
Seo, Sang―Tae*
Fujitani, Chika*
Sawada, Hiroyuki
Yoshida, Takanobu
Takahashi, Mami

PCR―based genomovar identification and charac-
terization of Burkholderia cepacia complex strains
isolated from diverse origins

Proceedings of the 12th NIAS International
Workshop on Genetic Resources
（農業生物資源研究所）

９０―９１
２００５．１
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Banzai, Kenji
Sugahara, Kazuo
中村 乾＊

Red soil runoff and its control in Island Basins Participatory strategy for soil and water con-
servation
（ERECON）

４９―５４
２００４．１１

林健太郎 アンモニア研究の最新動向を第３回国際窒素会
議に探る

資源環境対策 ４１（２）
８９―９４

２００５．２

板橋 直・竹内 誠 流域を単位とした懸濁物質流出負荷量の推定 農業技術
（農業技術協会）

５９（７）
３２２―３２６

２００４．７

川崎 晃・服部浩之＊ 重金属の土壌中の挙動と作物生育への影響 下水汚泥の農地・緑地利用マニュアル 平
成１７年版
（日本下水道協会）

１２１―１３４
２００５．２

前島勇治 口絵 日本の土壌［２２］石灰質土壌（２）典型的
グルムソル様土

農業および園芸
（養賢堂）

７９（４）
口絵

２００４．４

牧野知之 洗浄法によるカドミウム汚染土壌の修復 季刊肥料 ９８
５２―５５

２００４．６

松森 信＊・三島慎一郎 養分収支算出システムを用いた熊本県市町村の
窒素収支

九州農業研究 ６６
７０

２００４．５

三島慎一郎・木村龍介 環境保全型農業生産と慣行農業生産における農
地での窒素・リン酸収支の比較と考察

農業技術
（農業技術協会）

５９（２）
８６―８９

２００４．２

小原裕三 土壌くん蒸剤の大気環境濃度予測と大気放出低
減化技術

農薬環境科学研究 １２
２９―３８

２００４．１０

Ogawa, Naoto
Chakrabarty, A. M.＊

Zaborina, Olga＊

Degradative plasmids Plasmid Biology
（American Society for Microbiology） ３４１―３７６

２００４．４

齋藤雅典 共生微生物等の機能を利用した荒廃土壌の修復
を目指して

土と微生物 ５８
９９―１０８

２００４．１０

西山雅也＊・橋床泰之＊

江沢辰広＊・大崎 満＊

Zhang, Fusuo＊

齋藤雅典

根圏環境：機能解明から制御へ 日本土壌肥料学会誌
（日本土壌肥料学会）

７５
４０５―４１０

２００４．８

後藤逸男＊・藤原俊六郎＊

齋藤雅典・羽賀清典＊

鈴木浩之＊・飯田和子＊

渡辺和彦＊・片山新太＊

山本克巳＊

有機物資源利用の魅力と限界 日本土壌肥料学会誌
（日本土壌肥料学会）

７５
５１９―５２８

２００４．１０

�．研究成果の発表と広報 ８７
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齋藤雅典・岩瀬剛二＊

大熊盛也＊

微生物の寄生と共生：その進化と適応 微生物生態学会誌 １９
５４―５６

２００４．１０

齋藤雅典 あらためて窒素を考える 季刊 肥料 １００
８―１０

２００５．１

齋藤雅典 絶対共生微生物・アーバスキュラー菌根菌 難培養微生物研究の最新技術―未利用微生
物資源へのアプローチ―
（シーエムシー出版）

１８６―１９２
２００４．８

櫻井泰弘・木方展治 安定同位体による土壌有機物中重金属の標識化 研究炉利用における研究成果集（平成１４年度）
（日本原子力研究所） ４７９

２００４．８

清家伸康 POPs等難分解性物質による農耕地土壌の汚染
実態解明と将来変動予測

かんきょう
（環境省）

３０（１）
４２―４３

２００５．１

清家伸康 農耕地における残留性有機汚染物質（POPs）
の消長

THE CHEMICAL TIMES
（関東化学株式会社）

１９２（２）
２―５

２００４．４

杉山 恵・阿江教治＊ カドミウム高吸収イネ品種を利用した汚染土壌
の修復

季刊肥料
（肥料協会新聞部）

９８
４７―５１

２００４．６

高木和広 PCPF―１モデルともみ殻成形炭粉末を用いた水
稲用除草剤の系外流出削減－ゼロエミッション
・循環型水田農業を目指して－

植調
（日本植物調節剤研究協会）

３８（７）
９―１５

２００４．１０

高木和広 農薬等有機化合物の動態制御による環境リスク
の削減

農薬環境科学研究
（日本農薬学会）

１２
６７―７７

２００４．１０

高木和広・岩崎昭夫＊

吉岡祐一＊

複合微生物系集積木質炭化素材を用いた農薬汚
染の原位置バイオレメディエ―ション

農業技術
（農業技術協会）

５９（１０）
１７―２１

２００４．１０

高木和広 分解細菌と木質炭化素材を組み合わせて環境ホ
ルモンを分解除去（１）－バイオレメディエーシ
ョン－

理科通信サイエンスネット
（数研出版株式会社）

２０
１４―１５

２００４．５

高木和広 分解細菌と木質炭化素材を組み合わせて環境ホ
ルモンを分解除去（２）－バイオレメディエーシ
ョン－

理科通信サイエンスネット
（数研出版株式会社）

２１
１４―１５

２００４．９

岩崎昭夫＊・高木和広 複合微生物系を用いたトリアジン系除草剤汚染
の原位置バイオレメディエーション

ブレインテクノニュ―ス
（生物系特定産業支援センタ―）

１０７
３１―３４

２００５．１

高木和広 モミガラ成形炭粉末による農薬の水田系外流出
削減

稲作大百科
（農村漁村文化協会）

３
５９５―６０５

２００４．４

竹内 誠 汚濁負荷の削減に向けて －農業による負荷と
対策－

資源環境対策 ４１（２）
５８―６４

２００５．２
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駒村美佐子・津村昭人＊ わが国における米と小麦の９０Srと１３７Csによる
放射能汚染

農業技術
（農業技術協会）

５９
２７―３２

２００４．６

中井 信 世界の土壌分類体系と農林業への応用 日本土壌肥料学会誌
（日本土壌肥料学会）

７５（６）
７２３―７２７

２００４．１２

中谷至伸 カメムシ類の多様性調査・解析法 昆虫と自然
（ニューサイエンス社）

３９（１４）
１９―２０

２００４．１２

松浦貴之＊・塚本貴敬＊

水野明文＊・篠原弘亮
對馬誠也

Erwinia amylovora biovars１―３及び E. pyrifoliae
からの１６SrDNA PCR―RFLPを用いた E．amylo-
vora biovar 4の特異的識別

植物防疫所調査研究報告
（横浜植物防疫所）

４０
１０７―１１１

２００４．３

上沢正志 農業技術のライフサイクルアセスメント 環境保全型農業事典
（丸善） １０１

２００５．２

吉田重信 quorum sensingと quorum quenching ―植物病
原細菌のユニークな発病戦略とその防除のため
の利用―

新しい作物保護の展開―バイオサイエンス
へのかけはし―
（ソフトサイエンス社）

９０―９２
２００５．２
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遠藤正造 農薬の種類 殺虫剤（分担執筆） 新編農薬大事典
（養賢堂） １４０８―１４１０

２００４．３

遠藤正造 薬剤抵抗性 殺虫剤（分担執筆） 新編農薬大事典
（養賢堂） １４２０―１４２１

２００４．３

遠藤正造 選択性農薬（分担執筆） 環境保全農業事典
（丸善） ５６０―５６３

２００５．２

西村宏一*・木方展治
宮本 進*

家畜・家禽の糞中の土壌特有元素の定量 研究炉利用における研究成果集（平成１４年度）
（日本原子力研究所） ４８７

２００４．８

木方展治・藤原英司 土壌水を追跡するための臭素同位体比測定法の
野外適用

研究炉利用における研究成果集（平成１４年度）
（日本原子力研究所） ４６６―４６７

２００４．８

農業環境技術研究所年報 平成１６年度８８
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殷 �洙・荒尾知人
外窪周子＊・遠藤正造
上路雅子・石井康雄＊

地域特産農作物の農薬の残留特性からみた類型
化―うり科野菜類（キュウリ,ニガウリ,ズッキニ）
の場合―

第２７回農薬残留分析研究会講演資料集
（日本農薬学会農薬残留分析研究会） ２５３―２６２

２００４．１１
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桑形恒男・石郷岡康史
後藤慎吉

農業環境技術研究所における総合気象観測データ インベントリー
（農業環境技術研究所）

３
３７―３８

２００４．４

長谷川利拡 大気 CO２増加が農業生態系に及ぼす影響の FACE
実験による解明と予測

地球温暖化研究イニシアチブシンポジウ
ム「気候変動研究の現在と将来戦略」研
究成果報告集
（地球温暖化研究イニシアチブ（気候変
動研究分野）総合科学技術会議）

１９５―１９６
２００４．１１

長谷川利拡・吉本真由美 微気象と高温登熟障害 平成１６年度関東東海北陸地域農業試験研
究推進会議関東東海・水田畑作物部会栽
培研究会会議資料
（4th International Crop Science Congress）

１０―１１
２００４．８

Miyata, Akira
Liang, Naishen＊

Post―Workshop Field Trip to ChinaFLUX sites in
southern China

AsiaFlux News Letter
（AsiaFlux事務局）

９
５―６

２００４．４

Yamamoto, Susumu＊

Ito, Akihiko＊

Miyata, Akira

Report on The FLUXNET 2004 Open Workshop;
Celebrating 10 years since La Thuile and Planning
for the Future

AsiaFlux News Letter
（AsiaFlux事務局）

１２
１０―１２

２００５．１

宮田 明・永井秀幸＊

山田智康＊・吉越 恆＊

小野圭介＊・大滝英治＊

三浦健志＊・岩田 徹＊

岩田拓記＊・滝本貴弘＊

伊野部京子＊・大場和彦＊

丸山篤志＊・黒瀬義孝＊

中本恭子＊・柳 博＊

農耕地生態系における炭素収支 地球環境研究総合推進費平成１５年度研究
成果―中間成果報告集― （IV／全６分冊）
戦略的研究開発領域 S１
（環境省地球環境局研究調査室）

１１５―１２２
２００５．２

宮田 明・山本 晋＊

間野正美
アジアフラックスデータベースネットワークのデ
ータ整備

地球環境研究総合推進費平成１５年度研究
成果―中間成果報告集― （IV／全６分冊）
戦略的研究開発領域 S１
（環境省地球環境局研究調査室）

１４９―１５５
２００５．２

八木一行・秋山博子
横沢正幸・細野達夫＊

徳田進一＊・犬伏和之＊

波多野隆介＊・木村園子＊

甲田裕幸＊・三枝俊哉＊

三浦 周＊・櫻井道彦＊

熊谷勝巳＊・菅野忠教＊

中山秀貴＊・白鳥 豊＊

郡司掛則昭＊・水上浩之＊

顔 暁元＊

わが国とアジア諸国の農耕地における CH４, N２O
ソース制御技術の開発と広域評価

環境省地球環境研究総合推進費平成１５年
度研究成果―中間成果報告書―
（環境省地球環境局研究調査室）

６
４４８―４６０

２００５．１

Yagi, Kazuyuki Emissions of methane and nitrous oxide from agro―
ecosystems

JICA集団研修「地球温暖化対策コース」
テキスト
（JICA）

CD―ROM
２００５．１

井上 聡・横山宏太郎＊ 冬期降雪深の変化 どうなるどうする�地球温暖化
（環境省地球環境局） １１

２００４．７

井上 聡・川島茂人
杜 明遠・米村正一郎

日本における気候変化予測データ［降積雪］ インベントリー
（農業環境インベントリーセンター）

３
３９―４０

２００４．７

新藤純子 C―６ 流域物質循環調査に基づいた酸性雨によ
る生態系の酸性化および富栄養化の評価手法に関
する研究

地球環境研究総合推進費平成１５年度研究
成果―中間成果報告集―III
（環境省地球環境局研究調査室）

１５３―１５８
２００５．２

戸田任重＊・鈴木啓助＊

大浦典子・波多野隆介＊

中原 治＊・木平英一＊

貧栄養流域における酸性物質の動態と収支の推定 地球環境研究総合推進費平成１５年度研究
成果―中間成果報告集―III
（環境省地球環境局研究調査室）

１５９―１７２
２００５．２

新藤純子・岡本勝男
坂本利弘・川島博之＊

木平英一＊

植生－土壌プロセスに基づく流域スケールの物質
循環モデルの開発

地球環境研究総合推進費平成１４年度研究
成果―中間成果報告集―III
（環境省地球環境局研究調査室）

１８４―１９６
２００５．２

Inoue, Yoshio
Qi, Jiaguo＊

Ranatunge, Ranga＊

Saito, Kazuki＊

Horie, Takeshi＊

Shiraiwa, Tatsuhiko＊

Douangsavanh, Linkham＊

Estimating dynamic change of the slash and burn
rice―production ecosystems in mountaneous regions
of Laos

「モンスーンアジアにおける気候変動と
地球温暖化が稲生産に与える影響の評価
・予測研究」（科研費プロジェクト最終
報告書）
（京都大学）

５５―７０
２００５．３

�．研究成果の発表と広報 ８９
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井上吉雄
デイビット・スプレイグ
岩崎亘典

CGIを活用した土地・水利用変遷の実態解明と生
態系動態の空間シミュレーションシステムの開発

「流域圏における水環境・農林水産生態
系の自然共生型管理技術の開発」第１期
研究成果報告書
（農林水産技術会議事務局）

６４―６７
２００５．３

井上吉雄
Ranatunge, Ranga＊

リモートセンシング等による移動耕作生態系の変
動と立地環境の解明

環境省地球環境研究総合推進費平成１５年
度研究成果－中間成果報告書－
（環境省地球環境局研究調査室）

６
４６９―４８５

２００５．３

松浦庄司＊・堀江 武＊

白岩立彦＊・井上吉雄
中川博視＊・松井 勉＊

リモートセンシングによる水稲生産機能評価の理
論、システムおよび品種評価への適応

「リモートセンシングによる水稲の生産
機能評価および品種スクリーニングシス
テムの開発」
（科研費プロジェクト成果報告書（京都
大学））

１―１９
２００５．３

三中信宏 〈ベイズ進化学〉シンポジウム報告 日本進化学会ニュース ５（２）
２５―２６

２００４．１０

三中信宏 “みなか”の書評ワールド（２） 生物科学
（農村漁村文化協会）

５５（２）
１２３―１２８

２００４．１

三中信宏 進化学の〈オリジン〉はどのような社会・文化・
学問的な環境にあったのか―ダーウィンをめぐる
歴史学のスタンスを問う

図書新聞
（図書新聞社）

２６６３
５―５

２００４．１

三中信宏 “みなか”の書評ワールド（３） 生物科学
（農村漁村文化協会）

５５（３）
１８６―１９２

２００４．２

三中信宏 “みなか”の書評ワールド（４） 生物科学
（農村漁村文化協会）

５５（４）
２５１―２５５

２００４．５

杉浦則夫＊・三中信宏 生物の進化推定を利用した画期的な新種生物・機
能探索法の開発：最節約法分子系統樹ソフトを用
いた新奇な機能性生物の探索

文部科学省研究交流センターでの記者ク
ラブ発表

２００４．６

杉浦則夫＊・三中信宏 世界最速の進化系統探索ソフト開発：農環研と筑
波大

常陽新聞 ２００４．６

杉浦則夫＊・三中信宏 生物の近縁解析：１年を１日に短縮 日刊工業新聞 ２００４．６

三中信宏 “みなか”の書評ワールド（５） 生物科学
（農文協）

５６（１）
５８―６４

２００４．１０

三中信宏 “みなか”の書評ワールド（６） 生物科学
（農文協）

５６（２）
１２３―１２８

２００５．１

三中信宏 応用統計学概論（生物統計学の各種手法について） 神奈川県水産総合研究所研究人材活性化
対策事業研究推進支援研修テキスト １―１０

２００４．２

三中信宏 Ｒによる統計解析 平成１６年度中央畜産技術研修会・畜産統
計処理 II（農水省生産局主催）研修テキ
スト

１―８０
２００４．１０

三中信宏 統計学概論 数理統計短期集合研修（基礎編）
１―１０

２００４．１１

三中信宏 実験計画法 数理統計短期集合研修（基礎編）
８９―１３３

２００４．１１

三中信宏・二宮正士＊

岩田洋佳＊

Ｒによる統計解析 数理統計短期集合研修（基礎編）
２２３―２５２

２００４．１１

三中信宏 多変量解析概論 数理統計短期集合研修（応用編）
１―１６

２００４．１１

三中信宏 Diseno de experimentos para investigacion agricola 筑波国際協力センター・キューバ特設稲
作コース統計研修テキスト １―２０

２００４．４

三輪哲久 分散分析特論－多重比較法 国立保健医療科学院平成１６年度専門課程
生物統計分野テキスト １―４８

２００４．６

Miwa, Tetsuhisa Statistical Analysis of Experimental Data（Analysis
of Variance）

JICA Rice Research Technique Course
2004 Text １―１８

２００４．６

Miwa, Tetsuhisa Calculations of Analysis of Variance by MS Excel JICA Rice Research Technique Course
2004 Text １―１５

２００４．９

三輪哲久 多重比較 数理統計短期集合研修（基礎編）テキス
ト １６３―１９７

２００４．１１

著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元） 巻（号）
ページ 発行年	月

荒城雅昭 植物寄生性線虫の分類 平成１５年度植物防疫官専門研修（線虫コ
ース）資料
（横浜植物防疫所）

１―３６
２００４．７

藤井義晴・平舘俊太郎
荒谷 博・土屋健一

遺伝子組換え植物が農業生態系に及ぼす作用の検
出のための化学生態学的手法の開発

研究成果４２８,「遺伝子組換え体の産業利
用における安全性確保総合研究」
（農林水産技術会議）

５８―６３
２００５．３

藤井義晴 アイラトビカズラの謎 日本農業新聞 ５月２０日 ２００４．５

農業環境技術研究所年報 平成１６年度９０



著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元） 巻（号）
ページ 発行年	月

藤井義晴 世界の雑穀身近に 日本農業新聞 ８月１２日 ２００４．８

藤井義晴 メスキートの逸話 日本農業新聞 ９月９日 ２００４．９

藤井義晴 最強の他感作用 日本農業新聞 １０月７日 ２００４．１０

藤井義晴 古代植物が未来食に 日本農業新聞 １１月４日 ２００４．１１

藤井義晴 アレロパシーの強い植物の探索と農業への利用 第２４回農業環境シンポジウム・第７回植
生研究会資料
（農業環境技術研究所）

２４
１２―４４

２００４．１２

平舘俊太郎 火山灰土壌の有機汚染物質吸着特性 第４回有機化学物質研究会資料：土壌中
における POPsの残留メカニズムとリス
ク低減技術：土壌吸着現象の原理と利用
（農業環境技術研究所）

４
３７―４６

２００４．９

藤井義晴 「刈り敷き」の再評価を 日本農業新聞 ４月１５日 ２００４．４

藤井義晴 植物で地球を覆おう 日本農業新聞 ６月１７日 ２００４．６

藤井義晴 植物との不思議な関係 日本農業新聞 １２月２日 ２００４．１２

藤井義晴 熱も制するリュウノヒゲ 日本農業新聞 ２月３日 ２００５．２

藤井義晴 アオコ対策の切り札 日本農業新聞 ７月２９日 ２００４．７

藤井義晴 膨らむ炭への期待 日本農業新聞 １月６日 ２００５．１

藤井義晴 熱も制するリュウノヒゲ 日本農業新聞 ２月３日 ２００５．２

藤井義晴 コンフリーを被覆植物に 日本農業新聞 ３月３日 ２００５．３

藤井義晴 お花見とアレロパシー 日本農業新聞 ３月３１日 ２００５．３

藤井義晴・平舘俊太郎
荒谷 博・土屋健一

遺伝子組換え植物が農業生態系に及ぼす作用検出
のための化学生態的手法の開発

研究成果４２８「遺伝子組換え体の産業利
用における安全性確保総合研究」
（農林水産技術会議事務局）

５９―６３
２００５．３

井手 任・楠本良延 植生図と植生調査 第２０回水土技術セミナー資料
（農業土木学会） ４５―５６

２００４．９

井手 任 生物多様性保全のための地理情報の活用 平成１６年度専門技術員専門研修テキスト
（農業環境技術研究所） ４５―５４

２００４．９

澤田宏之・吉田隆延
土屋健一

植物表生菌における遺伝子の水平移動・ゲノムの
再編成の分子機構の解明

研究成果４２８「遺伝子組換え体の産業利
用における安全性確保総合研究」
（農林水産技術会議事務局）

１９７―２０５
２００５．３

岡 三徳 遺伝子組換え作物の環境安全性評価 平成１６年度革新的農業技術習得研修「高
度先進技術研修」資料 農業生態系の保
全に配慮した農業技術
（農業環境技術研究所）

１―１２
２００４．９

松本直幸 日本土壌微生物学会５０周年記念大会レポート 新農林技術新聞
（新農林技術新聞社） １

２００４．７

松尾和人 遺伝子組換え作物の花粉飛散と交雑 平成１６年度革新的農業技術習得研修「高
度先進技術研修」資料 農業生態系の保
全に配慮した農業技術
（農業環境技術研究所）

１３―１９
２００４．９

松尾和人 （２）国民が安心して組換え体を利用していくため
の取組
�組換え体の環境安全性に関する科学的指摘を

解明するための研究
ア 組換え体の栽培に関して指摘事項を解明す

るための研究

研究成果４２８「遺伝子組換え体の産業利
用における安全性確保総合研究」
（農林水産技術会議事務局）

１９―２１
２００５．３

松尾和人・小林俊弘＊

田部井豊＊

組換え体植物の開放系での利用に伴う遺伝子拡散
のリスク評価のための基礎的研究

研究成果４２８「遺伝子組換え体の産業利
用における安全性確保総合研究」
（農林水産技術会議事務局）

１６１―１６８
２００５．３

白井洋一 鱗翅目昆虫に対する害虫抵抗性遺伝子導入トウモ
ロコシの安全性評価

研究成果４２８「遺伝子組換え体の産業利
用における安全性確保総合研究」
（農林水産技術会議事務局）

１５７―１６１ ２００５．３

土屋健一 （２）国民が安心して組換え体を利用していくため
の取組
�組換え体の環境安全性に関する科学的指摘を

解明するための研究
ウ 組換え技術に関する指摘事項を解明するた

めの研究

研究成果４２８「遺伝子組換え体の産業利
用における安全性確保総合研究」
（農林水産技術会議事務局）

１８６
２００５．３

�．研究成果の発表と広報 ９１
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著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元） 巻（号）
ページ 発行年	月

津田雅孝＊・永田裕二＊

澤田宏之
セパシア菌ゲノムの構造と多様化・進化に関する
研究

文部科学省科学研究費特定領域研究「ゲ
ノム」４領域２００４年度合同班会議資料
（文部科学省）

A１３４
２００４．８

土屋健一 植物関連細菌の診断・検出・同定 平成１６年度植物防疫官専門研修（植物病
理コース）講義資料
（横浜植物防疫所）

１―１０
２００４．１２

田中幸一 水田の生物多様性 平成１６年度革新的農業技術習得研修資料
（農業環境技術研究所） ３７―４４

２００４．９

山村光司 一般化線形モデル １６年度数理統計短期集合研修（応用編）
テキスト
（農生機構）

１８７―２３９
２００４．１１

吉村泰幸・松尾和人
白井洋一・池田浩明
土屋健一・吉田隆延
安田耕司・伊藤一幸＊

組換え農作物の長期栽培による環境への影響モニ
タリング（ナタネ）

研究成果４２８「遺伝子組換え体の産業利
用における安全性確保総合研究」
（農林水産技術会議事務局）

１２６―１３０
２００５．３

吉村泰幸・松尾和人
白井洋一・池田浩明
土屋健一・吉田隆延
安田耕司・松井正春
伊藤一幸＊

組換え農作物の長期栽培による環境への影響モニ
タリング（ダイズ）

研究成果４２８「遺伝子組換え体の産業利
用における安全性確保総合研究」
（農林水産技術会議事務局）

１３０―１３５
２００５．３

著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元） 巻（号）
ページ 発行年	月

大谷 卓 農作物とダイオキシン 小さな芽
（メディカルパースペクティブス）

７
３３―３７

２００４．５

川崎 晃・木村龍介 廃水処理汚泥中の微量元素の存在形態 インベントリー
（農業環境技術研究所）

３
１５―１６

２００４．４

川崎 晃 文献紹介「種々の下水汚泥中の重金属の単抽出お
よび逐次抽出」

再生と利用
（日本下水道協会）

２７（１０４）
８５

２００４．６

川崎 晃 文献紹介「長期汚泥連用土壌における有機炭素の
動きとカドミウムの挙動のモデル化」

再生と利用
（日本下水道協会）

２７（１０５）
１０４

２００４．９

川崎 晃 文献紹介「アイソトープ交換反応速度論を用いた
カドミウム汚染土壌でのカドミウム可給性評価」

再生と利用
（日本下水道協会）

２７（１０６） ２００４．１２

川崎 晃 文献紹介「下水汚泥中の全量および可給性元素濃
度の傾向：１８年前の調査との比較」

再生と利用
（日本下水道協会）

２８（１０７）
９４

２００５．３

川崎 晃 重金属による水質汚濁の農作物への影響 第１０回鉱害環境情報交換会
（（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構）

２００４．１１

川崎 晃 土壌中の重金属賦存量と汚泥肥料等の施用に伴う
重金属負荷

有機物施用と重金属問題
（近畿中国四国農業研究センター）

２００５．１

齋藤雅典 LCAプロジェクトの成果と今後の展開方向 研究調査室小論集「農業生産活動の活動
影響評価に関する FS研究会」
（農業・生物系特定産業技術研究機構、
総合企画調整部、研究調査室）

２３―３０
２００４．１２

坂西研二・芝野和夫＊ 農村集水域河川の水質モニタリングとそのデータ
ベース

インベントリー
（農業環境技術研究所） ３５―３６

２００４．４

小原裕三 Environmental Sciences and Emission Reduction of
Methyl Bromide ―Estimating Methyl Bromide
Emissions due to Soil Fumigation, and Techniques
for Reducing Emissions―

JICA平成１６年度オゾン層保護対策・代
替技術セミナー １―１２

２００５．１

小原裕三 機能性被覆資材による土壌くん蒸剤の大気環境負
荷軽減技術

アグリビジネス創出フェア ２００４．１０

石井英夫 作物の誘導抵抗性を利用した病害防除 革新的農業技術習得研修「高度先進技術
研修」資料
（農業環境技術研究所）

５９―６７
２００４．９

三島慎一郎・松森 信＊

井上恒久
都道府県市町村単位で養分収支を求めるデータベ
ースシステム

インベントリー
（農業環境技術研究所）

３
１７―１８

２００４．４

板橋 直・竹内 誠
駒田充生

流域水質解析・評価システム インベントリー
（農業環境技術研究所）

３
２９―３４

２００４．４

牧野知之 水田からのダイオキシン類等 POPs流出防止技術
の開発

第４回有機化学物質研究会資料
（農業環境技術研究所）

４
６０―６６

２００４．９

清家伸康 過去４０年間における農耕地土壌中 POPsの推移 第４回有機化学物質研究会資料
（農業環境技術研究所）

４
１５―２２

２００４．９

農業環境技術研究所年報 平成１６年度９２
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大倉利明 フィリピン土壌分類法の策定にあたって（抄訳） ペドロジスト
（日本ペドロジー学会）

４８（１）
４０―４５

２００４．６

大倉利明・上沢正志 下水汚泥肥料施用の土壌への影響 下水汚泥の農地・緑地利用マニュアル―
２００５年―
（下水汚泥資源利用協議会）

２００５．２

中井 信・小原 洋
大倉利明

土壌情報の一元的収集システムの開発 インベントリー
（農業環境技術研究所）

３
９―１０

２００４．４

中井 信・大倉利明
神山和則＊・後藤尚弘＊

農村地域における炭素収支の定量的評価と費用対
効果に関する研究

地球環境研究総合推進費平成１５年度研究
成果―中間成果報告集―

� ２００５

中井 信・小原 洋
大倉利明・戸上和樹

土壌モノリス館 インベントリー
（農業環境技術研究所）

３
４７―５０

２００４．４

中井 信・小原 洋
大倉利明・戸上和樹

土壌資源情報インベントリー ペドロジスト
（日本ペドロジー学会）

４８（１）
３３―３９

２００４．６

對馬誠也 サトウキビ白すじ病菌の探索・収集 微生物遺伝資源探索収集報告書
（農業生物資源研究所）

１６
１６―２１

２００４．３

月星隆雄＊・吉田重信
篠原弘亮・對馬誠也

日本野生植物寄生・共生菌類目録」の作成とWeb
公開について ～２．「日本産糸状菌類図鑑」の
公開と追録（２）

インベントリー
（農業環境技術研究所）

３
４１―４５

２００４．４

對馬誠也・月星隆雄＊

吉田重信・篠原弘亮
長谷部亮・酒井順子
小川直人・土屋健一

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公開

インベントリー
（農業環境技術研究所）

３
１３―１４

２００４．４

駒村美佐子・木方展治 放射能測定のための主要穀類および農耕地土壌の
保存試料

インベントリー
（農業環境技術研究所）

３
１９―２４

２００４．４

駒村美佐子・木方展治 主要穀類および農耕地土壌の９０Srと１３７Cs分析デ
ータ集

インベントリー
（農業環境技術研究所）

３
２５―２８

２００４．４

中谷至伸・安田耕司
吉松慎一

昆虫標本館 ―所蔵標本の管理と活用について― インベントリー
（農業環境技術研究所）

３
５３―５４

２００４．４

中谷至伸・安田耕司
吉松慎一

研究トピックス：農業環境技術研究所が所蔵する
タイプ標本
一覧ならびに画像のWeb公開

インベントリー
（農業環境技術研究所）

３
１１―１２

２００４．４

上沢正志 水処理後の再生可能な資源に含まれる「リン」あ
れこれ

再生と利用
（日本下水道協会）

１０７
７３

２００５．３

上沢正志 農業環境インベントリー研究の現在と将来展望 散策と思索
（農業環境技術研究所） １３１―１３２

２００５．３

上沢正志 インベントリーセンター３年間の成果と今後の発
展方向 －３号の発刊に当たって－

インベントリー
（農業環境技術研究所）

３
１―２

２００４．４

安田耕司・吉松慎一
中谷至伸

昆虫標本館 ―最近の寄贈標本について― インベントリー
（農業環境技術研究所）

３
５１―５２

２００４．４

著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元） 巻（号）
ページ 発行年	月

遠藤正造 マイナー作物のグループ化に向けた検討状況 新農林技術新聞
（新農林技術新聞社） ３

２００４．１２

山口紀子・駒村美佐子
栗島克明＊・藤原英司
木方展治

土壌および米麦子実中の放射能調査 環境放射能調査論文抄録集（平成１５年度）
（文部科学省）

４６
１５―１６

２００４．１２

山口紀子・駒村美佐子
栗島克明＊・藤原英司
木方展治

９０Sr、１３７Csの土壌中深度分布の実態調査 環境放射能調査論文抄録集（平成１５年度）
（文部科学省）

４６
１７―１８

２００４．１２

藤原英司・山口紀子
木方展治

緊急時に対応するための野菜等の農作物および土
壌の放射能調査

環境放射能調査論文抄録集（平成１５年度）
（文部科学省）

４６
９７―９８

２００４．１２

木方展治・藤原英司
山口紀子

地表水中ヨウ素の濃度レベルと動態の把握 環境放射能調査論文抄録集（平成１５年度）
（文部科学省）

４６
２３―２４

２００４．１２

木方展治・藤原英司
結田康一＊

世界の土壌・植物系における１２７Ｉの蓄積レベル
と動態の把握－アメリカおよびメキシコ－

環境放射能調査論文抄録集（平成１５年度）
（文部科学省）

４６
１９―２０

２００４．１２

山口紀子・藤原英司
木方展治

土壌および土壌構成成分のヨウ素収着能 環境放射能調査論文抄録集（平成１５年度）
（文部科学省）

４６
２１―２２

２００４．１２

�．研究成果の発表と広報 ９３



２．広 報

� 所主催によるシンポジウム・研究会

会議・研究会名 開催期日 開催場所 備 考

研究成果発表会２００４

「安心・安全な農業環境をめざして」

１６	４	１２ つくば国際会議場 参加者１７５名

第２回環境研究機関連絡会成果発表会 １６	９	２２ つくば国際会議場 参加者１６６名

第４回有機化学物質研究会

「土壌中における POPsの残留メカニズムとリスク低減技術

－土壌吸着現象の原理と利用－」

１６	９	２９ 農業環境技術研究所 参加者１４１名

第２１回農薬環境動態研究会

「農薬散布におけるドリフトの環境リスク管理」

１６	９	３０ 農業環境技術研究所 参加者１２７名

鯉淵学園総合研究

「環境保全・循環型農業の実証研究」・平成１６年度シンポジュウム

「ビオトープとバイオジオフィルター」

１６	１０	８ ４年制農業・生活専

門学校 鯉淵学園

参加者６７名

第３回国際窒素会議 １６	１０	１１－１６ ヒルトンホテル

（中国南京市）

参加者約５００名

日中ワークショップ

「農業生態系における窒素循環とその環境負荷」

１６	１０	１６－１７ 中国科学院南京土壌

研究所（中国南京市）

参加者約５０名

第６回エコバランス国際会議

「ライフサイクル思考に基づくエコバランスツールの育成と体系化」

１６	１０	２５－２７ つくば国際会議場 参加者約４００名

「世界イネ研究会議」つくばシンポジウム １６	１１	５－７ つくば国際会議場 参加者１２３５名

国際共同ワークショップ

「アジア太平洋地域における侵入生物に対するデータベース構築」

１６	１１	１６－１９ 台湾農業研究所

（台湾台中市）

参加者約４０名

自然共生プロジェクトシンポジウム １６	１１	１９ JAビル

（東京都千代田区）

参加者７１名

第２４回農業環境シンポジウムおよび第７回植生研究会

「農業生態系の保全に向けた生物機能の活用」

１６	１２	１０ 農業環境技術研究所 参加者１４４名

気候変動に関する日中韓国際シンポジウム １７	２	２１ 韓国農村振興庁国際

会議場（韓国水原市）

参加者約１５０名

第２２回土・水研究会

「有機質資源リサイクルとその環境への影響評価」

１７	２	２４ 農業環境技術研究所 参加者２９８名

第２１回気象環境研究会

「黄砂（風送ダスト）問題と農林水産業」

１７	３	３ 農業環境技術研究所 参加者６４名

日韓共同国際ワークショップ

「水田から流出する化学資材が生物多様性の保全に及ぼす影響の評価」

１７	３	１６ つくば国際会議場 参加者１１２名

農業環境技術研究所年報 平成１６年度９４



 「情報：農業と環境」１６年度目次

＊「情報：農業と環境」は当所のホームページ（http://www.niaes.affrc.go.jp）に掲載している。


４８（２００４	４	１）

石井英夫氏、松本直幸氏および土屋健一氏：２００４年度日本植物病理学会賞受賞

ボン大学開発研究センターと科学技術協力に関するMOUを締結

農業環境技術研究所が平成１６年度に開催する研究会とシンポジウム

農業環境技術研究所と農林水産省農村振興局資源課農村環境保全室との連絡会が開催された

農業環境技術研究所と農林水産省統計部との連絡会が開催された

農業環境研究成果情報－第２０集－が刊行された

国際ワークショップ「地球温暖化に伴う東アジアの食料変動予測」が開催された

論文の紹介：生態系の保全におけるアンブレラ種の有用性

農業環境研究：この国の２０年（３）化学物質の動態と生物影響

農業環境技術研究所案内（１２）：記念碑と記念樹

本の紹介１３７：Paddy Soil Science�Kazutake KYUMA, Kyoto University Press（２００４）

本の紹介１３８：農業生態系における炭素と窒素の循環、独立行政法人農業環境技術研究所編、農業環境研究叢書第１５

号

環境被害の防止および修復についての環境責任に関する欧州議会と理事会の指令を採択することを目指して理事会が

採択した２００３年９月１８日の共通の立場（EC）No58/2003 －その１－


４９（２００４	５	１）

藤井義晴氏：第４９回日本土壌肥料学会賞を受賞

� 刊行物一覧

平成１６年度中に当所が出版した刊行物は次のとおりである。

なお、年報、報告等に収録した論文名等は「�の１の�農業環境技術研究所の刊行物」に掲載した。

種 類 発 行 月 頁 数 発 行 数

農業環境技術研究所年報 平成１５年度（
２１） ２００４	１２ １５１ １�４００部

農業環境研究成果情報 第２１集 ２００５	３ ７７ １�０００部

農業環境研究叢書 第１６号 ２００５	３ ２２７ １�２００部

NIAES Series 
５ ２００４	１２ ２１３ ３００部

農環研ニュース 
６３ ２００４	７ ２４ １�６００部

農環研ニュース 
６４ ２００４	１０ ２２ １�６００部

農環研ニュース 
６５ ２００５	１ ２２ １�６００部

農環研ニュース 
６６ ２００５	３ １８ １�６００部

Annual Report ２００４ ２００５	２ ９８ ９００部

散策と思索 ２００５	３ １６０ １�５００部

農業環境研究の最前線 ２００５	３ １１３ １�０００部

要覧（和文、３つ折り）増刷 ２００５	２ １�０００部

概要（和文、Ａ４）増刷 ２００４	７ １２ ２�０００部

概要（英文、Ａ４） ２００４	１１ １２ １�０００部

�．研究成果の発表と広報 ９５



山口紀子氏：第２２回日本土壌肥料学会奨励賞を受賞

農業環境技術研究所成果発表会２００４ －安心・安全な農業環境をめざして－ が開催された

第２回農業環境技術研究所「友の会」が開催された

平成１５年度農業環境研究推進会議が開催された

わが国の環境を心したひとびと（６）：吉岡金市

農業環境研究：この国の２０年（４）：侵入・導入生物による農業生態系への影響

さまようセイヨウタンポポ

論文の紹介：導入生物を使って有害な侵入生物を防除する

本の紹介１３９：植生と大気の４億年－陸域炭素循環のモデリング－、ディビッド・ベアリング、イアン・ウッドワー

ド著、及川武久監修、地球フロンティア責任企画、京都大学学術出版会（２００３）

環境被害の防止および修復についての環境責任に関する欧州議会と理事会の指令を採択することを目指して理事会が

採択した２００３年９月１８日の共通の立場（EC）No58/2003 －その２－


５０（２００４	６	１）

平成１６年度農業環境技術研究所評議会が開催された

農業環境研究：この国の２０年（５）生物を活用した持続的農業技術

わが国の環境を心したひとびと（７）：岡田 温（ゆたか）

論文の紹介：食う－食われるの関係を系統発生上の制約と適応によって説明する

本の紹介１４０：プランＢ エコ・エコノミーをめざして、レスター・ブラウン著、北城恪太郎監訳、ワールドウォッ

チジャパン（２００４）

本の紹介１４１：環境時代の構想、竹内和彦著、東京大学出版会（２００３）


５１（２００４	７	１）

第４回有機化学物質研究会 －土壌中における POPs 残留メカニズムとリスク低減技術：土壌吸着現象の原理と利用－

第２１回農薬環境動態研究会 －農薬散布におけるドリフトの環境リスク評価－

農業環境研究：この国の２０年（６）農業分野における温室効果ガスの放出削減

農業環境研究：この国の２０年（７）統計解析と情報システムの開発と利用

農業環境技術研究所報告 第２３号が刊行された

論文の紹介：ハワイなどの太平洋の島々に侵略的な有害植物を導入しないためのリスク判定システム

本の紹介１４２：食料と環境、環境学入門７、大賀圭治著、岩波書店（２００４）

本の紹介１４３：身近な水の環境科学、安富六郎・土器屋由紀子・楊 宗興・三原真智人著、環境修復保全機構（２００４）

本の紹介１４４：地球白書 ２００４－０５、クリストファー・フレイヴィン編著、エコ・フォーラム２１ 世紀日本語版監

修、地球環境財団／環境文化創造研究所（２００４）

２００３年１２月１７日の理事会の結論文書「有機食品および有機農業のための欧州行動計画に向けた基本方針」


５２（２００４	８	１）

「サイエンスキャンプ２００４」が開催される

つくばリサーチギャラリー夏休み特別公開

保護者の職場参観が開催された

つくば科学出前レクチャー 中学生向け特別授業：「大気の汚れを植物で測る」

農業環境研究：この国の２０年（８）農業生態系における物質循環

農業環境技術研究所案内（１３）：気象観測装置

わが国の環境を心したひとびと（８）：岸本良一

論文の紹介：高二酸化炭素濃度の条件下における泥炭地帯からの溶存有機炭素の流出

農業環境技術研究所年報 平成１６年度９６



論文の紹介：窒素を固定する植物が硝酸化成作用もする

論文の紹介：生態学的なリスク評価のためのコンピュータ・シュミレーションモデルの開発と利用

本の紹介１４５：サンクト・ペテルブルク断章 －遺伝研究者のロシア滞在記－、山田 実著、未知谷（２００４）

本の紹介１４６：昭和農業技術史への証言 第三集、昭和農業技術研究会、西尾敏彦編、人間選書２５７、農文協（２００４）

本の紹介１４７：環境漁業宣言 矢作川漁協１００年史、矢作川漁協百年史編集委員会編、風媒社（２００３）

本の紹介１４８：「健康な土」「病んだ土」、岩田進午著、新日本出版社（２００４）

資料の紹介：季刊肥料２００４年夏、肥料協会新聞部（２００４）

資料の紹介：欧州委員会農業総局ファクトシート「農業と環境」


５３（２００４	９	１）

第２４回農業環境シンポジウム・第７回植生研究会の開催 農業生態系の保全に向けた生物機能の活用－天然生理活性

物質と生物間相互作用－

鯉淵学園主催のシンポジウム「ビオトープとバイオジオフィルター」に共催で参加

農業生態系における窒素循環とその環境負荷に関する日中ワークショップの共催

杜 明遠氏：日本沙漠学会進歩賞を受賞

三中信宏氏：日本進化学会教育啓蒙賞を受賞

わが国の環境を心したひとびと（９）：古在由直

農業環境研究：この国の２０年（９）農業環境インベントリー

論文の紹介：地球規模の気候変動が土壌炭素の蓄積と食料生産に及ぼす影響

論文の紹介：個体群存続可能性分析による絶滅危惧昆虫の回復基準の設定

地球温暖化の「加速」－アメリカの新予測モデルで試算－

本の紹介１４９：私的環境論 わたしのかんきょう、増島 博著、自費出版（２００４）

本の紹介１５０：緑の沙漠を夢見て Greening of Deserts、真木太一著、自費出版（２００４）

本の紹介１５１：持続不可能性－環境保全のための複雑系理論入門－、サイモン・レヴィン著、重定南奈子・高須夫悟

訳、文一総合出版（２００３）


５４（２００４	１０	１）

平成１６年度革新的農業技術習得研修「農業生態系の保全に配慮した農業技術」が開催された

第２回環境研究機関連絡会成果発表会 －持続可能な社会をめざして－ が開催された

茨城県神栖町の農業用井戸水および米などのジフェニルアルシン酸の分析結果

農業環境研究：この国の２０年（１０）空間情報に基づく農業環境資源のモニタリングと評価

わが国の環境を心したひとびと（１０）：外山八郎

農業環境技術研究所案内（１４）：残された遺産 －９６年前からの公害汚染植物－

論文の紹介：人間活動と野生生物保護の利害対立の解決策を探るための意志決定モデルの利用

本の紹介１５２：環境危機をあおってはいけない －地球環境のホントの実態－、ビョルン・ロンボルグ著、山形浩生

訳、文藝春秋（２００３）

資料の紹介：「インベントリー」第３号、（独）農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター刊

資料の紹介：有機食品と有機農業のための欧州行動計画 －その１－


５５（２００４	１	１）

アジア太平洋地域における侵入生物に対するデータベース構築に関する国際ワークショップの開催

第３回国際窒素会議が開催された

日中ワークショップ「農業生態系における窒素循環とその環境負荷」が開催された

第４回「環境研究三所連絡会」が開催された

�．研究成果の発表と広報 ９７



第４回有機化学物質研究会が開催された

第２１回農薬動態研究会が開催された

鯉淵学園との共催シンポジウムが開催された

免疫化学的手法による残留農薬測定法講習会が開催された

林 健太郎氏：環境科学会論文賞を受賞

農業環境研究：この国の２０年（１１）農業生態系のもつ多面的機能

わが国の環境を心したひとびと（１１）：司馬遼太郎

温暖化がもたらす二つの局面：エコ・エコノミーと軍事衝突

農林水産技術会議事務局「研究成果」シリーズの紹介（１）：全リスト、「アイソトープ利用研究１０年の成果」、「アイソ

トープ利用研究の成果」

論文の紹介：西アマゾン熱帯林の保全計画のための簡易植物インベントリーの検討

資料の紹介：有機食品と有機農業のための欧州行動計画 －その２－


５６（２００４	１２	１）

世界イネ研究会議が開催された

第６回エコバランス国際会議が開催された

韓国農村振興庁長官が農業環境技術研究所を訪問

オープンセミナー「農環研の化学生態研究：トピックスと将来方向」が開催された

アジア・太平洋外来生物データベースの公開

ダイズのカドミウム吸収抑制のための対策技術

農業環境研究：この国の２０年（１２）－終章－

農林水産技術会議事務局「研究成果」シリーズの紹介（２）：１７．水質汚濁に関する研究の成果

農林水産技術会議事務局「研究成果」シリーズの紹介（３）：６４．大気汚染による農作物被害の測定方法に関する研究

論文の紹介：内モンゴル草原における生態系の安定性と補償作用

本の紹介１５３：農薬と食：安全と安心－農薬の安全性を科学として考える、梅津憲治著、ソフトサイエンス社（２００３）

本の紹介１５４：文明の環境史観、安田喜憲著、中公叢書（２００４）


５７（２００５	１	１）

新しい年を迎えて：「環境問題の真髄」と「専門と豊かさ」

第２１回気象環境研究会：黄砂（風送ダスト）と農林業

第２２回土・水研究会：有機質資源リサイクルとその環境への影響評価

平成１６年度農業環境研究推進会議の開催

平成１６年度農業環境技術研究所依頼研究員懇談会が開催された

古瀬の自然と文化を守る会（茨城県谷和原村）が田園自然再生活動コンクールで農林水産大臣賞を受賞

農業環境研究：この国の２０年（１３）これからの農業環境研究

農業環境技術研究所案内（１５）：残された遺産 －農事試験場における肥料依頼分析の記録－

農林水産技術会議事務局「研究成果」シリーズの紹介（４）：６５ 農薬残留の緊急対策に関する調査研究

農林水産技術会議事務局「研究成果」シリーズの紹介（５）：７１ 水質汚濁が農林作物被害に及ぼす影響の解析に関す

る研究

農林水産技術会議事務局「研究成果」シリーズの紹介（６）：７３ 家畜ふん尿の処理・利用に関する研究

本の紹介１５５：誇り高い技術者になろう－工学倫理ノススメ、黒田光太郎・戸田山和久・伊勢田哲治編、名古屋大学

出版会（２００４）

農業環境技術研究所年報 平成１６年度９８




５８（２００５	２	１）

「情報：農業と環境」へのアクセスが３１１，１１１件目の方に記念品を贈呈！

写真展の紹介「アジアを歩く－農とくらしの風景－」

「環境ホルモン戦略計画 SPEED'９８」の改訂

農業環境研究：この国の２０年（１４）将来の夢

農林水産技術会議事務局「研究成果」シリーズの紹介（７）：９２．農用地土壌の特定有害物質による汚染の解析に関す

る研究

論文の紹介：加工用トマト栽培に使用された農薬の環境影響評価

本の紹介１５６：環境リスク学－不安の海の羅針盤－、中西準子著、日本評論社（２００４）

本の紹介１５７：世界食料農業白書２００３－２００４、FAO編、国際食糧農業協会訳、農山漁村文化協会（２００４）

本の紹介１５８：世界分類学イニシアティブの手引き、志村純子・松浦啓一編著、東海大学出版会（２００４）

本の紹介１５９：農業本論、新渡戸稲造著、東京裳華房発行、明治３１年（１８９８）

資料の紹介：必然としての生物多様性－その保全と持続可能な利用－

欧州環境庁と国連環境計画欧州地域事務所の共同報告書「自然的価値の高い農地－その特徴、動向および政策課題－」


５９（２００５	３	１）

京都議定書の発効

気候変動に関する日中韓国際シンポジウムが開催された

農業環境技術研究所年報－平成１５年度－が刊行された

NIAES Series No. 5: Material Circulation through Agro-Ecosystems in East Asia and Assessment of its Environ-

mental Impact, Edited by Yousay Hayashi が出版された

農業環境技術研究所編「農業環境研究の最前線」（３月刊行予定）

農業環境技術研究所編「農業環境研究２０年の歩み」（３月刊行予定）

農業環境技術研究所編「散策と思索」（３月刊行予定）

論文の紹介：外来種の影響を減少させるための研究方向

本の紹介１６０：Acquiring Genomes; A Theory of the Origins of Species, Lynn Margulis and Dorion Sagan, Basic

Books（２００２）

� 個別取材一覧

取材日 報道日 件 名 取材機関 対応者

１６	４	９ １６	４	１５「刈り敷き農法」の再評価について 日本農業新聞 藤井 義晴

１６	４	７ 農耕地からのメタン・亜酸化窒素発生について（「地球観測サ
ミット」関係の番組制作に関連しての事前取材）

NHK 八木 一行

１６	５	８ １６	５	２０「アイラトビカズラの謎」について 日本農業新聞 藤井 義晴

１６	６	１０ １６	８	２２ 地球温暖化が進むなかで、水田と環境の関わりについて
（テレビ朝日「素敵な宇宙船地球号」）

クリエイティブ
ネクサス

林 陽生・
宮田 明

１６	６	１４ 「温暖化が農作物にあたえる影響」について 朝日新聞社 野内 勇

１６	６	１４ １６	６	１７「植物で地球を覆おう」 日本農業新聞 藤井 義晴

１６	６	１５ 「アラスカの湿地ツンドラにおけるガスフラックスの長期観測」
について

しんぶん赤旗 宮田 明

１６	６	２５ １６	６	２８ アレロパシー研究の紹介 常陽新聞社 藤井 義晴

�．研究成果の発表と広報 ９９



取材日 報道日 件 名 取材機関 対応者

１６	６	２９ １６	６	２９ 植物色素アントシアニンと土壌に含まれるアルミニウムイオン
の関与について
（テレビ朝日「報道ステーション：お天気コーナー」）

テレビ朝日 平舘俊太郎

１６	７	２０ １６	７	２９「アオコ対策の切り札」 日本農業新聞 藤井 義晴

１６	７	２０ １６	８	２８ 隔離圃場及びモニタリング圃場の撮影
（TBC東北放送「知ってなっとく�バイテク新発見」）

TBC東北放送 岡 三徳

１６	７	２８ １６	８	２２ 水田のCO２フラックスの観測について（追加取材）（テレビ朝
日「素敵な宇宙船地球号」－地球温暖化に対する田んぼの役割
の特集－）

クリエイティブ
ネクサス

宮田 明

１６	８	５ １６	８	１２「世界の雑穀身近に」 日本農業新聞 藤井 義晴

１６	８	１０ １９	９ 「異常気象・地球温暖化と農業への影響」について �農業技術通信社 横沢 正幸

１６	８	１０ １６	８	２５
１６	９	３

「ニームオイルのイネミズゾウムシに対する摂食阻害効果に関
する研究」について

環境農業新聞日
本ニーム協会

望月 淳

１６	８	２６ 「地球温暖化が日本の農業に及ぼす影響」について 全国農業新聞 野内 勇

１６	８	３０ １６	９	３「地球温暖化が日本の農業に及ぼす影響」について 全国農業新聞 横沢 正幸

１６	９	４ １６	９	９「メスキートの逸話」 日本農業新聞 藤井 義晴

１６	９	１３ 「地球温暖化が農業生産に及ぼす影響」について 週刊金曜日 岡本 勝男

１６	９	２１ １６	９	２２「地球温暖化に伴う食料生産予測」について 共同通信社 野内 勇

１６	９	２７ １６	１１	２８「里地里山の現状とその保全方向」について
（NHK-BS1「ディベートアワー」）

NHK 井手 任

１６	９	２９ 「温暖化時の水不足の可能性とコメ生産への影響」について 日本経済新聞 井上 聡

１６	９	３０ １６	１０	７「最強の他感作用」（麻とその近縁種） 日本農業新聞 藤井 義晴

１６	９	３０ １６	１１	４「古代植物が未来食に」（イシクラゲ） 日本農業新聞 藤井 義晴

１６	１０	２５ 「地球温暖化によるコメへの影響」について 愛媛新聞社 野内 勇

１６	１１	９ 「乾燥に強いＣ４植物について」 �シネマ同人 吉村 泰幸

１６	１１	２５ １６	１２	２「植物との不思議な関係」（コーヒーのカフェインやマタタビの
成分）

日本農業新聞 藤井 義晴

１６	１２	６ １６	１２	１５「マイナー作物のグループ化の検討状況」について 新農林技術新聞社 遠藤 正造

１６	１２	２４ １７	１	６「膨らむ炭への期待」 日本農業新聞 藤井 義晴

１７	１	７ 「ファイトレメディエーションの研究内容」について 日本経済新聞 小野 信一

１７	１	１７ １７	１	１９「分解菌集積木質炭化素材を用いたシマジン汚染土壌の原位置
バイオレメディエーション」について
（日経産業新聞・日経ネットインタラクティヴ）

日本経済新聞 高木 和広

１７	１	２７ １７	２	３「熱も制するリュウノヒゲ」 日本農業新聞 藤井 義晴

１７	２	１５ 「農耕地からのメタン・亜酸化窒素発生」について 日本農業新聞 八木 一行

１７	２	２４ 「もみ殻形成炭粉末を用いた水稲用除草剤の系外流出削減技術」
について

全国農業新聞 高木 和広

１７	２	２４ １７	３	３「コンフリーを被覆植物に」 日本農業新聞 藤井 義晴

農業環境技術研究所年報 平成１６年度１００



� 新聞記事

取材日 報道日 件 名 取材機関 対応者

１７	３	４ １７	３	２７「ワサビの成分とワサビが周辺の植物に及ぼす影響」について
（日本テレビ「所さんの目がテン」）

クリエイティブ
ネクサス

藤井 義晴

１７	３	１０ １７	３	１１「キャッサバの作物としての特性と生産・加工状況など」につ
いて（フジテレビ「目覚ましテレビ」）

フジテレビ 岡 三徳

１７	３	２４ １７	３	３１「アレロパシーと化学生態学」（仮題） 日本農業新聞 藤井 義晴

１７	３	２８ １７	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取材 日本経済新聞社 長谷川利拡

日 付 見 出 し 発 表 媒 体

１６	４	１５ 「刈り敷き」の再評価を 日本農業新聞

１６	５	１５ 遺伝子組み換え農作物の栽培 ５研究機関が実施へ つくば、牛久、河内で
実験 一般ほ場はなし

常陽新聞

１６	５	１５ モニタリングの今年度計画公表 遺伝子組み換え大豆長期栽培 毎日新聞

１６	５	２０ アイラトビカズラの謎 日本農業新聞

１６	５	２９ 大豆畑トラスト運動 生産者グループ茨城が全国最多 朝日新聞

１６	６	９ 温暖化 このまま進めば…５６年後 リンゴ ミカン 特産地北上 「早急な
対策必要」つくばの研究機構

毎日新聞

１６	６	１５ 世界最速の進化系統探索ソフト開発 農環研と筑波大 常陽新聞

１６	６	１７ 植物で地球を覆おう 日本農業新聞

１６	６	２１ 除草剤シマジンを分解 バイオレメディエーション開発 化学工業日報

１６	６	２０ 氷の大地で温暖化監視 農業環境技研チーム しんぶん赤旗

１６	６	２８ 植物のアレロパシーを農業に利用 除草剤に頼らずに雑草を抑える －注目
株はヘアリーベッチ－作用物質シアナミドを発見 生物が作り出す化学物質

常陽新聞

１６	７	２ 「ミニ農村」の田植え 日本農業新聞

１６	７	２９ アオコ対策の切り札 日本農業新聞

１６	７	２９ 温暖化すすめば １００年後の関東 南九州の暑さ 米栽培に影響も 朝日新聞

１６	８	１２ 遺伝子組み換えトウモロコシ 未許可の種子が混入、栽培 農環研隔離ほ場
試験中止、すべて刈り取る

常陽新聞

１６	８	１２ 無許可の遺伝子組み換え種子 誤って試験栽培 つくばで米系石化企業 読売新聞

１６	８	１２ 国内未許可 組み換え作物混入 つくば トウモロコシ栽培中止 茨城新聞

１６	８	１３ 未許可種が混入栽培 遺伝子組み換えトウモロコシ つくばで試験中止 朝日新聞

１６	８	１３ トウモロコシ誤って「組み換え」栽培 茨城の試験場 未承認の種子が混入 毎日新聞

１６	８	１３ 種子に混入か 未承認ＧＭ栽培 ダウ・ケミカル日本 日本農業新聞

１６	９	２ 農環研 組み換えナタネ実験 来月から 除草剤に耐性持つ 毎日新聞

１６	９	３ 地球温暖化 農業はどうなる？ 全国農業新聞

１６	９	５ 遺伝子組み換えナタネ栽培試験へ つくば 周辺植物への影響調査 常陽新聞

�．研究成果の発表と広報 １０１



� テレビ・ラジオ等

日 付 見 出 し 発 表 媒 体

１６	９	９ メスキートの逸話 日本農業新聞

１６	９	１５ つくば・組み換え作物実験 明日初の意見交換会 毎日新聞

１６	９	１７ 環境研究最前線 一般に合同紹介 日本経済新聞

１６	９	２２ 温暖化ならコメ１０％減２０９０年の国内収穫量 成熟不十分に 農業環境研予測 日本経済新聞

１６	９	２３ 日本の米収量 温暖化で１０％減 ６０年後を予測 日本農業新聞

１６	１０	２ 遺伝子組み換えのナタネについて つくばの農業環境技術研究所で一般説明
会開く

常陽リビング

１６	１０	６ ８日、公開シンポ ビオトープ見学も 茨城新聞

１６	１０	７ 最強の他感作用 日本農業新聞

１６	１０	１３ LCAテーマに国際会議 日経産業新聞

１６	１２	４ 古代植物が未来食に 日本農業新聞

１６	１１	１４ カエルの悲劇 日本農業新聞

１６	１２	２ 植物との不思議な関係 日本農業新聞

１６	１２	１５ マイナー作物のグループ化に向けた検討状況 新農林技術新聞

１７	１	１５ 農業環境研究に思うこと 新農林技術新聞

１７	１	１９ 土壌中の除草剤細菌使い浄化 木炭中で育成 埋設後も効果２年 日経産業新聞

１７	１	２１ 次世代技術 本命を争う 土壌浄化 上 日本経済新聞

１７	２	３ 熱も制するリュウノヒゲ 日本農業新聞

１７	２	９ 転換期の堆肥利用 ５．適正施用 －勘に頼らず土壌診断を－ 日本農業新聞

１７	３	３ コンフリーを被覆植物に 日本農業新聞

１７	３	２５ 日本農薬学会・農薬レギュラトリーサイエンス研究会シンポを開催 生態影
響評価の新制度と今後の検討課題など

新農林技術新聞

１７	３	３１ お花見とアレロパシー 日本農業新聞

日 付 見 出 し 発 表 媒 体

１６	６	２９ 「報道ステーション：お天気コーナー」 －植物色素アントシアニンと土壌
に含まれるアルミニウムイオンの関与について

テレビ朝日

１６	８	２２ 「素敵な宇宙船地球号」 －地球温暖化に対する田んぼの役割－ テレビ朝日

１６	８	２８ 「知ってなっとく！！バイテク新発見」 TBC東北放送

１６	１１	２８ 「ディベートアワー」－自然再生・里地里山保全の問題点と今後の保全対策
のあり方について

NHK BS1

１６	３	１１ 「目覚ましテレビ」－キャッサバについて フジＴＶ

１７	３	２７ 「所さんの目がテン」－ワサビの成分とワサビが周辺の植物に及ぼす影響に
ついて

日本テレビ
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１．会議等

�．研究・技術協力

会議・研究会名 開催期日 開催場所 備考

○評議会・研究推進会議

平成１６年度独立行政法人農業環境技術研究所評議会 １６�４�２６ 農業環境技術研究所

平成１６年度農業環境研究推進会議 １７�２�２４ 農業環境技術研究所

○主要成果検討会・課題検討委員会

平成１６年度農業環境技術研究所主要成果検討会 １７�１�２５～２６ 農業環境技術研究所

平成１６年度農業環境技術研究所課題検討委員会 １７�２�１～２ 農業環境技術研究所

○プロジェクト研究推進評価会議

地球環境総合（環境省） １６�５�１１ 農業環境技術研究所
「陸域生態系の活用・保全による温室効果ガスシンク・ソース制御技術の開発
－大気中温室効果ガス濃度の安定化に向けた中長期的方策－」
「テーマ３ｂ 東南アジア山岳地帯における移動耕作生態系管理法と炭素
蓄積機能の改善に関する研究」検討会

環境研究
「農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発」（カドミウム）
についての現地検討会

１６�１０�２７～２９ 熊本県農業研究セン
ター 他

環境研究 １６�１２�９ 農業環境技術研究所
「地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発」
陸域系チーム中間検討会

バイテク先端技術 １７�２�８～９ 農業環境技術研究所
「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」

地球環境保全（環境省） １７�２�９ 農業環境技術研究所
「農耕地における微量重金属負荷量の評価に関する研究」

環境研究 １７�２�１０ 農業環境技術研究所
「農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発」（リスク低減）

運営費交付金 １７�２�１０ 農業環境技術研究所
「地球規模の環境変動に伴う食料変動予測に関する技術開発」

運営費交付金 １７�２�１４～１５ 農業環境技術研究所
「森林・農地・水域を通ずる自然循環機能の高度な利用技術の開発」

地球環境総合（環境省） １６�１０�８～９ 愛知県水産研究所
「流域の物質循環調査に基づいた酸性雨による生態系の酸性化および富栄養化
の評価手法に関する研究」

高度化事業 １７�２�１６ 農業環境技術研究所
「農用地土壌のカドミウムによる農作物汚染リスク予測技術の開発」

環境研究 １７�２�１６ 技会筑波事務所
「地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発」

環境研究 １７�２�１７～１８ 農業環境技術研究所
「農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発」（カドミウム）

環境研究 １７�２�２２ 農業環境技術研究所
「農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発」（リスク評価）

地球環境保全（環境省） １７�３�８ 農業環境技術研究所
「POPs等難分解性物質による農耕地土壌の汚染実態解明と将来変動予測」

高度化事業 １７�３�９ 農業環境技術研究所
「残留農薬評価のための地域特産作物の分類法および迅速検出法の開発」

１０３



２．海外出張者

会議・研究会名 開催期日 開催場所 備考

地球環境保全（環境省） １７�３�９～１０ 東北農業研究センタ
ー「大気 CO２増加が農業生態系に及ぼす影響の FACE実験による解明と予測」

地球環境総合（環境省） １７�３�１４ 経済産業省別館
「陸域生態系の活用・保全による温室効果ガスシンク・ソース制御技術の開発
－大気中温室効果ガス濃度の安定化に向けた中長期的方策－」
「テーマ３ａ 農業生態系における CH４、N２Oソース抑制技術の開発と評
価」第３回検討会

運営費交付金 １７�３�１７ 農業環境技術研究所
「国際共同研究・農業生態系における水質保全とその環境影響評価」

○その他

第４回環境関係三所連絡会 １６�１０�６ 森林総合研究所
北海道支所

平成１６年度 農業環境技術研究所と資源課農村環境保全室の連絡会 １７�３�２ 農林水産省本省

氏 名 所 属 出張先 渡 航 用 務 渡航期間

大黒 俊哉 生物環境安全部 ドイツ 流域圏における土地利用変化が植生動態及び水資源に及ぼす影響
の解明

１６�３�２５
～１７�８�２５

David
SPRAGUE

地球環境部 アメリカ アメリカ自然人類学会第７３回大会に出席 １６�４�１３
～１６�４�１７

杜 明遠 地球環境部 アメリカ 第１５回地球温暖化国際会議に出席 １６�４�１９
～１６�４�２４

石井 英夫 化学環境部 ドイツ 第１４回ラインハーツブルン国際シンポジウムに出席 １６�４�２４
～１６�４�２９

齋藤 雅典 化学環境部 フィリピン 東南アジアにおける環境修復に関わる研究情報の収集と交換 １６�４�２８
～１６�５�１

石井 英夫 化学環境部 中国 第１５回国際植物保護会議に出席 １６�５�１０
～１６�５�１６

藤井 義晴 生物環境安全部 中国 第１５回国際植物保護会議、および第１回中国アレロパシー会議に
出席

１６�５�１０
～１６�５�２２

小川 恭男 生物環境安全部 マレーシア アセアン拠出金事業「農業の多面的機能に関する計量的調査研究
及び普及事業」におけるフォローアップに係る指導及び現地調査

１６�５�１７
～１６�５�２０

中野 恵子 化学環境部 ドイツ 第３回汚染防止に向けた界面科学国際会議に出席 １６�５�２２
～１６�５�２８

井上 吉雄 地球環境部 中国 国際ワークショップ「作物生育のモニタリング手法」に出席 １６�５�２３
～１６�５�２８

菅原 和夫 化学環境部 ミャンマー アセアン拠出金事業「農業の多面的機能に関する計量的調査研究
及び普及事業」におけるフォローアップに係る指導及び現地調査

１６�５�３０
～１６�６�５

八木 一行 地球環境部 モーリシャス IPCCガイドライン第２回執筆者会合出席 １６�５�３１
～１６�６�５

清家 伸康 化学環境部 韓国 日韓共同研究のための農耕地土壌サンプリングおよび研究打合せ １６�６�１
～１６�６�４

織田 久男 化学環境部 韓国 日韓共同研究に関わる調査情報交換のため １６�６�１
～１６�６�４

藤井 義晴 生物環境安全部 ポーランド 第２回欧州アレロパシー会議に出席 １６�６�１
～１６�６�７

殷 �洙 環境化学分析センター 韓国 日韓共同研究のための研究打合せおよびダイオキシン類分析法に
基づく土壌分析

１６�６�１
～１６�６�１２

岡 三徳 生物環境安全部 韓国 遺伝子組換え体の環境安全性評価セミナーに出席 １６�６�２
～１６�６�４

松井 正春 生物環境安全部 韓国 遺伝子組換え体の環境安全性評価セミナーに出席 １６�６�２
～１６�６�４
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氏 名 所 属 出張先 渡 航 用 務 渡航期間

石郷岡康史 地球環境部 タイ 農業水資源変動による食料生産への影響の解明と予測手法の開発
のための観測装置の設置と研究打ち合わせ

１６�６�６
～１６�６�１１

後藤 慎吉 地球環境部 タイ 農業水資源変動による食料生産への影響の解明と予測手法の開発
のための観測装置の設置と研究打ち合わせ

１６�６�６
～１６�６�１１

小川 直人 化学環境部 アメリカ 第７回国際環境バイオテクノロジー学会出席 １６�６�１７
～１６�６�２３

横沢 正幸 地球環境部 中国 中国における生態系炭素循環モデルに関する研究会合への出席 １６�６�２０
～１６�６�２７

白戸 康人 地球環境部 モンゴル モンゴルにおける土壌調査および長期連用試験データ収集 １６�６�２１
～１６�７�８

杜 明遠 地球環境部 中国 風送ダストの大気中への供給量評価と気候への影響に関する研究 １６�６�２１
～１６�７�５

藤原 英司 環境化学分析センター モンゴル モンゴルにおける砂漠化程度評価のための土壌調査 １６�６�２１
～１６�７�８

八木 一行 地球環境部 フィンランド IGBP-iLEAPS（統合陸域生態系－大気プロセス研究計画）科学推
進委員会出席のため

１６�６�２６
～１６�７�１

陽 捷行 理事長 中国 「作物生産における面的汚染源の政策フォーラムに関する国際会
議」における講演

１６�６�２７
～１６�６�３０

牧野 知之 化学環境部 フランス 日仏セミナー「食品の安全性と新規食品」出席 １６�６�２７
～１６�７�４

川島 茂人 地球環境部 スペイン 第１１回国際花粉学会に出席 １６�７�４
～１６�７�９

桑形 恒男 地球環境部 フランス 第１３回国際植物細胞生物学ワークショップにおける研究発表と情
報交換

１６�７�５
～１６�７�１２

鳥谷 均 地球環境部 タイ 「農業水資源変動による食料生産への影響の解明と予測手法の開
発」に関する研究打ち合わせとデータ収集

１６�７�１２
～１６�７�１７

三中 信宏 地球環境部 フランス ウィリ・へニック学会第２３回年次大会への参加 １６�７�１８
～１６�７�２５

池田 浩明 生物環境安全部 アメリカ 国際植生学会第４７回大会への出席 １６�７�１８
～１６�７�２５

江口 定夫 化学環境部 アメリカ 米国土壌・水保全学会２００４年次大会への出席 １６�７�２４
～１６�７�３０

杜 明遠 地球環境部 中国 「温帯高山草原生態系における生物気象環境の時間的空間的変動
の解明」に関する調査研究

１６�７�２５
～１６�８�９

土屋 健一 生物環境安全部 アメリカ アメリカ植物病理学会２００４年次大会に出席 １６�７�３０
～１６�８�６

岡本 勝男 地球環境部 タイ、カンボジ
ア

農業と水環境に関する現地調査と情報収集 １６�８�１
～１６�８�７

新藤 純子 地球環境部 タイ、カンボジ
ア

流域窒素循環に関する情報収集及び現地調査 １６�８�１
～１６�８�８

鳥谷 均 地球環境部 中国 メッシュ気象値の作成に関する相手国機関との詳細な打ち合せ １６�８�１
～１６�８�７

石郷岡康史 地球環境部 中国 メッシュ気象値の作成 １６�８�１
～１６�８�２５

岡田 浩明 生物環境安全部 アメリカ アメリカ線虫学会第４３回大会出席 １６�８�７
～１６�８�１２

小原 裕三 化学環境部 オーストラリア 貯蔵における雰囲気制御とくん蒸に関する国際研究集会参加 １６�８�７
～１６�８�１４

白戸 康人 地球環境部 モンゴル モンゴルにおける砂漠化程度評価のための土壌調査 １６�８�１０
～１６�８�１６

藤原 英司 環境化学分析センター モンゴル モンゴルにおける砂漠化程度評価のための土壌調査 １６�８�１０
～１６�８�１６

岩崎 亘典 地球環境部 スコットランド 第３０回国際地理学会に出席 １６�８�１０
～１６�８�１８

David
SPRAGUE

地球環境部 スコットランド 第３０回国際地理学会に出席 １６�８�１４
～１６�８�２０

望月 雅俊 生物環境安全部 オーストラリア 第２２回国際昆虫学会議参加 １６�８�１４
～１６�８�２１

�．研究・技術協力 １０５



氏 名 所 属 出張先 渡 航 用 務 渡航期間

望月 淳 生物環境安全部 オーストラリア オーストラリアにおける侵入・導入生物検疫の実態調査 １６�８�１４
～１６�８�２１

長谷部 亮 化学環境部 メキシコ 第１０回国際微生物生態シンポジウムに出席 １６�８�２２
～１６�８�２９

酒井 順子 化学環境部 メキシコ 第１０回国際微生物生態シンポジウムに出席 １６�８�２２
～１６�８�２９

森本 晶 化学環境部 メキシコ 第１０回国際微生物生態シンポジウムに出席 １６�８�２２
～１６�８�２９

星野（高田）
裕子

生物環境安全部 メキシコ 第１０回国際微生物生態シンポジウムに出席 １６�８�２２
～１６�８�２９

井上 聡 地球環境部 カナダ 第２６回農業および森林気象学大会に出席 １６�８�２２
～１６�８�２８

三輪 哲久 地球環境部 チェコ 第１６回国際計算統計学会シンポジウムに出席 １６�８�２３
～１６�８�２９

長谷川利拡 地球環境部 中国 中国 FACE水田における出穂期生育調査および研究打ち合わせ １６�８�２６
～１６�８�３０

高木 和広 化学環境部 フランス、ドイ
ツ、ギリシャ

国際会議参加と仏・独におけるバイオレメディエーション及び農
薬動態研究の調査

１６�８�２８
～１６�９�１０

菅原 和夫 化学環境部 フィリピン 「フィリピン国農民参加によるマージナルランドの環境及び生産
管理計画」終了時評価

１６�８�３０
～１６�９�１１

新藤 純子 地球環境部 中国 東アジアにおける窒素負荷と水質への影響に関する資料の収集と
現況調査

１６�９�２
～１６�９�１２

岡本 勝男 地球環境部 中国 土地利用変化に関する資料の収集と現況調査 １６�９�２
～１６�９�１２

上垣 隆一 化学環境部 マレーシア 第１１回アジア太平洋畜産学会参加 １６�９�５
～１６�９�９

殷 �洙 環境化学分析センター ドイツ 第２４回有機ハロゲン及び難分解有機公害物質国際討論会出席 １６�９�５
～１６�９�１１

渡辺 栄喜 環境化学分析センター ドイツ 第２４回有機ハロゲン及び難分解有機公害物質国際討論会出席 １６�９�５
～１６�９�１１

板橋 直 化学環境部 韓国 農業と農村面源汚染の管理に関する国際シンポジウムに出席 １６�９�７
～１６�９�１１

石原 悟 化学環境部 韓国 研究打ち合わせ及び調査 １６�９�７
～１６�９�１０

中島 泰弘 化学環境部 韓国 研究打ち合わせ及び調査 １６�９�７
～１６�９�１０

林 健太郎 化学環境部 韓国 研究打ち合わせ及びサイトの確認 １６�９�７
～１６�９�１０

藤井 義晴 生物環境安全部 パキスタン 薬用植物に関する国際シンポジウムに出席 １６�９�７
～１６�９�１０

井上 吉雄 地球環境部 スペイン 国際光技術学会 国際リモートセンシングシンポジウムに出席 １６�９�１１
～１６�９�１８

杜 明遠 地球環境部 中国 地表面条件と風送ダスト発生の関係解析に関する調査研究 １６�９�１１
～１６�１０�３

大黒 俊哉 生物環境安全部 イタリア 土地被覆図化および変動評価に関するワークショップ参加 １６�９�２０
～１６�９�２４

長谷川利拡 地球環境部 オーストラリア 第４回国際作物学会議参加 １６�９�２５
～１６�１０�２

酒井 英光 地球環境部 オーストラリア 第４回国際作物学会議参加 １６�９�２５
～１６�１０�２

松尾 和人 生物環境安全部 フランス 第８回遺伝子組換え生物の安全性評価に関する国際シンポジウム
参加

１６�９�２５
～１６�１０�２

吉村 泰幸 生物環境安全部 フランス 第８回遺伝子組換え生物の安全性評価に関する国際シンポジウム
参加

１６�９�２５
～１６�１０�２

八木 一行 地球環境部 中国 環境省地球環境研究総合推進費課題Ｓ－２に関する調査研究 １６�９�２８
～１６�９�３０

殷 �洙 環境化学分析センター 韓国 日韓共同研究課題「農耕地へのダイオキシン類の蓄積実態の解明」
の実施

１６�１０�３
～１６�１０�１６
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鳥谷 均 地球環境部 タイ 「農業水資源変動による食料生産への影響の解明と予測手法の開
発」に関する研究打ち合わせとデータ収集

１６�１０�４
～１６�１０�１０

長谷川利拡 地球環境部 タイ 「農業水資源変動による食料生産への影響の解明と予測手法の開
発」に関する研究打ち合わせとデータ収集

１６�１０�５
～１６�１０�１０

吉田 隆延 生物環境安全部 韓国 ２００４年韓国植物病理学会国際シンポジウムに出席 １６�１０�６
～１６�１０�９

小野 信一 化学環境部 韓国 日韓共同研究におけるセミナーの実施および現地視察 １６�１０�７
～１６�１０�１０

白戸 康人 地球環境部 モンゴル モンゴルにおける砂漠化程度評価のための土壌調査 １６�１０�７
～１６�１０�２０

藤原 英司 環境化学分析センター モンゴル モンゴルにおける土地利用および土壌調査 １６�１０�７
～１６�１０�２０

陽 捷行 理事長 中国 第３回国際窒素会議および農業生態系における窒素循環とその環
境負荷に関する日中ワークショップに出席

１６�１０�１３
～１６�１０�１７

八木 一行 地球環境部 中国 第３回国際窒素会議および農業生態系における窒素循環とその環
境負荷に関する日中ワークショップに出席

１６�１０�１１
～１６�１０�２０

齋藤 雅典 化学環境部 中国 農業生態系における窒素循環に関わる研究情報の収集と交換 １６�１０�１１
～１６�１０�１８

米村正一郎 地球環境部 中国 第３回国際窒素会議および農業生態系における窒素循環とその環
境負荷に関する日中ワークショップに出席

１６�１０�１１
～１６�１０�１８

新藤 純子 地球環境部 中国 第３回国際窒素会議および農業生態系における窒素循環とその環
境負荷に関する日中ワークショップに出席

１６�１０�１１
～１６�１０�１８

大浦 典子 地球環境部 中国 第３回国際窒素会議および農業生態系における窒素循環とその環
境負荷に関する日中ワークショップに出席

１６�１０�１１
～１６�１０�１８

加藤 英孝 化学環境部 中国 第３回国際窒素会議および農業生態系における窒素循環とその環
境負荷に関する日中ワークショップに出席

１６�１０�１１
～１６�１０�１８

中島 泰弘 化学環境部 中国 第３回国際窒素会議および農業生態系における窒素循環とその環
境負荷に関する日中ワークショップに出席

１６�１０�１１
～１６�１０�１８

板橋 直 化学環境部 中国 第３回国際窒素会議および農業生態系における窒素循環とその環
境負荷に関する日中ワークショップに出席

１６�１０�１１
～１６�１０�１８

三島慎一郎 化学環境部 中国 第３回国際窒素会議に出席 １６�１０�１１
～１６�１０�１７

林 健太郎 化学環境部 中国 第３回国際窒素会議に出席 １６�１０�１１
～１６�１０�１６

須藤 重人 地球環境部 中国 環境省地球環境研究総合推進費課題Ｓ－２に関する調査研究 １６�１０�１１
～１６�１０�２０

秋山 博子 地球環境部 中国 環境省地球環境研究総合推進費課題Ｓ－２に関する調査研究 １６�１０�１１
～１６�１０�２０

池田 浩明 生物環境安全部 韓国 研究打ち合わせおよび東アジア生態学会連合第１回大会に出席 １６�１０�１９
～１６�１０�２４

清家 伸康 化学環境部 中国 日中環境化学連合シンポジウム２００４に出席 １６�１０�２０
～１６�１０�２３

横沢 正幸 地球環境部 台湾 気候変化と農業災害の逓減技術に関する国際シンポジウム（２００４
GCAD）に出席

１６�１０�２４
～１６�１０�３０

山口 紀子 環境化学分析センター アメリカ 食の安全と環境の科学－２００４年 ASA-CSSA-SSSAカナダ土壌科
学会国際会議年会に出席

１６�１０�３０
～１６�１１�５

小原 裕三 化学環境部 アメリカ ２００４年度臭化メチルの代替技術と放出抑制に関する国際研究集会
に出席

１６�１０�３０
～１６�１１�５

芝山 道郎 地球環境部 アメリカ SPIE第４回アジア太平洋環境リモートセンシング国際シンポジ
ウムに出席

１６�１１�７
～１６�１１�１３

横沢 正幸 地球環境部 中国 土壌炭素収支の時空間モデル構築のための研究打ち合わせと現地
調査

１６�１１�８
～１６�１１�１６

米村正一郎 地球環境部 中国 土壌炭素収支の時空間モデル構築のための研究打ち合わせと現地
調査

１６�１１�８
～１６�１１�１６

吉田 隆延 生物環境安全部 韓国 ２００４年韓国植物病理学会国際シンポジウムに出席 １６�１０�６
～１６�１０�９

高木 和広 化学環境部 中国 第２回国際汚染土壌修復会議に出席 １６�１１�９
～１６�１１�１５
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井上 吉雄 地球環境部 ラオス リモートセンシング等による移動耕作生態系の変動と立地環境の
解明に関する調査

１６�１１�１４
～１６�１１�２１

齋藤 雅典 化学環境部 韓国 日韓共同研究のための研究打合せ １６�１１�１５
～１６�１１�１７

菅原 和夫 化学環境部 韓国 日韓共同研究のための研究打合せ １６�１１�１５
～１６�１１�１７

鳥谷 均 地球環境部 韓国 日韓共同研究推進のための協議 １６�１１�１５
～１６�１１�１７

陽 捷行 理事長 台湾 アジア・太平洋地域における侵入生物のためのデータベース構築
に関する国際ワークショップにおける講演

１６�１１�１６
～１６�１１�１８

岡 三徳 生物環境安全部 台湾 アジア・太平洋地域における侵入生物のためのデータベース構築
に関する国際ワークショップへの参加と運営

１６�１１�１５
～１６�１１�２０

松井 正春 生物環境安全部 台湾 アジア・太平洋地域における侵入生物のためのデータベース構築
に関する国際ワークショップへの参加と講演

１６�１１�１５
～１６�１１�２０

岡部 郁子 生物環境安全部 台湾 アジア・太平洋地域における侵入生物のためのデータベース構築
に関する国際ワークショップに出席

１６�１１�１５
～１６�１１�２０

小沼 明弘 生物環境安全部 台湾 アジア・太平洋地域における侵入生物のためのデータベース構築
に関する国際ワークショップに出席

１６�１１�１５
～１６�１１�２０

藤井 毅 化学環境部 スペイン 「環境ゲノミクスと環境メタゲノミクスに関するワークショップ」
に出席

１６�１１�１６
～１６�１１�２１

大野 宏之 地球環境部 ベトナム メコンデルタにおける塩水害・洪水害に関する研究調査のため １６�１１�２１
～１６�１１�２８

坂本 利弘 地球環境部 ベトナム メコンデルタにおける塩水害・洪水害に関する研究調査のため １６�１１�２１
～１６�１１�２８

小原 裕三 化学環境部 イギリス POPsのマルチメディアモデルの開発 １６�１２�４
～１６�１２�１２

清家 伸康 化学環境部 イギリス 水田土壌におけるダイオキシン類の消失特性の解明 １６�１２�４
～１６�１２�１２

宮田 明 地球環境部 イタリア FLUXNET２００４ ワークショップ参加 １６�１２�１２
～１６�１２�１８

須藤 重人 地球環境部 アメリカ アメリカ地球物理学連合（AGU）２００４年秋季大会に出席 １６�１２�１２
～１６�１２�１９

間野 正美 地球環境部 アメリカ アメリカ地球物理学連合（AGU）２００４年秋季大会に出席 １６�１２�１２
～１６�１２�１９

長谷部 亮 化学環境部 台湾 eDNA利用技術等に関する講演及び情報交換 １６�１２�１３
～１６�１２�１７

杜 明遠 地球環境部 中国 「温帯高山草原生態系における生物気象環境の時間的空間的変動
の解明」に関する調査研究

１６�１２�１６
～１６�１２�２３

新藤 純子 地球環境部 中国 東アジアにおける窒素負荷と水質への影響に関する資料の収集と
現況調査

１６�１２�１８
～１６�１２�２１

岡本 勝男 地球環境部 中国 土地利用変化に関する資料の収集と現況調査 １６�１２�１８
～１６�１２�２１

桑形 恒男 地球環境部 タイ 「農業水資源変動による食料生産への影響の解明と予測手法の開
発」のための観測装置の設置と研究打ち合わせ

１７�１�４
～１７�１�１１

石郷岡康史 地球環境部 タイ 「農業水資源変動による食料生産への影響の解明と予測手法の開
発」のための観測装置の設置と研究打ち合わせ

１７�１�４
～１７�１�１１

後藤 慎吉 地球環境部 タイ 「農業水資源変動による食料生産への影響の解明と予測手法の開
発」のための観測装置の設置と研究打ち合わせ

１７�１�４
～１７�１�１１

八木 一行 地球環境部 フィリピン IPCCガイドライン第6回執筆者会合に出席 １７�１�１０
～１７�１�１４

對馬 誠也 農業環境インベントリ
ーセンター

オランダ、イギ
リス

ヨーロッパにおける生物を対象としたインベントリーシステムの
開発に関する情報の収集

１７�１�１６
～１７�１�２４

安田 耕司 農業環境インベントリ
ーセンター

オランダ、イギ
リス

ヨーロッパにおける生物を対象としたインベントリーシステムの
開発に関する情報の収集

１７�１�１６
～１７�１�２４

鳥谷 均 地球環境部 タイ 「農業水資源変動による食料生産への影響の解明と予測手法の開
発」に関する研究打ち合わせとデータ収集

１７�１�２３
～１７�１�２７

齋藤 雅典 化学環境部 タイ 「開発のための農業科学技術に係わる国際的アセスメント」に関
する会合

１７�１�３０
～１７�２�４
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加藤 英孝 化学環境部 韓国 栄養塩類の移動過程と流失実態の解明に関する研究打合せ １７�２�２
～１７�２�４

鈴木 克拓 化学環境部 韓国 栄養塩類の移動過程と流失実態の解明に関する研究打合せ １７�２�２
～１７�２�４

藤原 英司 環境化学分析センター モンゴル 土壌侵食観測装置設置 １７�２�１４
～１７�２�２１

横沢 正幸 地球環境部 中国 気候変動に対する中国の農業環境および生産量の脆弱性評価に関
する研究打ち合わせ

１７�２�１７
～１７�２�２３

鳥谷 均 地球環境部 中国 メッシュ気象値の作成に関する相手国機関との詳細な打合せ １７�２�１９
～１７�２�２３

陽 捷行 理事長 韓国 気候変動に関する日中韓シンポジウム出席 １７�２�２０
～１７�２�２２

八木 一行 地球環境部 韓国 気候変動に関する日中韓シンポジウム出席 １７�２�２０
～１７�２�２４

井上 吉雄 地球環境部 フランス、スペ
イン

リモートセンシングと生態プロセスモデルの協働手法に関する調
査研究

１７�２�２０
～１７�３�６

米村正一郎 地球環境部 韓国 「大気中の物質循環に及ぼす人間活動の影響の解明」に関する東
アジア各国との測定法比較のためのモニタリング及びエアロゾル
サンプリング

１７�３�４
～１７�３�１３

新藤 純子 地球環境部 中国 遼寧省での水需給に関する調査・情報収集 １７�３�６
～１７�３�１１

岡本 勝男 地球環境部 中国 水需給に関する資料の収集と情報交換、現況調査 １７�３�６
～１７�３�１１

杜 明遠 地球環境部 中国 風送ダストの大気中への供給量評価と気候への影響に関する研
究：地表面からの風送ダスト鉛直輸送量�の調査研究

１７�３�１６
～１７�３�３１

米村正一郎 地球環境部 中国 風送ダストの大気中への供給量評価と気候への影響に関する研
究：地表面からの風送ダスト鉛直輸送量�の調査研究

１７�３�１６
～１７�３�３１

三輪 哲久 地球環境部 カナダ 農業環境リスク指標策定に関する視察・研究打合わせ １７�３�２０
～１７�３�２５

菅原 和夫 化学環境部 カナダ 農業環境リスク指標策定に関する視察・研究打合わせ １７�３�２０
～１７�３�２５

前島 勇治 化学環境部 韓国 日韓共同研究におけるセミナーの実施、カドミウム汚染地の視察、
および他の重金属汚染（鉛、ヒ素等）に関する情報収集

１７�３�２３
～１７�３�２５

石川 覚 化学環境部 韓国 日韓共同研究におけるセミナーの実施、カドミウム汚染地の視察、
および他の重金属汚染（鉛、ヒ素等）に関する情報収集

１７�３�２３
～１７�３�２５

川崎 晃 化学環境部 韓国 日韓共同研究におけるセミナーの実施、カドミウム汚染地の視察、
および他の重金属汚染（鉛、ヒ素等）に関する情報収集

１７�３�２３
～１７�３�２５

殷 �洙 環境化学分析センター 韓国 試料採集及び研究打合せ １７�３�２６
～１７�３�２９
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３．産官学の連携

� 共同研究
○国内

都道府県 １件

民間 １０件

大学 １件

独立行政法人 ６件

○MOU（協定覚え書き）

民間 １件

大学 １件

海外 ３件

� 行政との連携

１）行政機関等の主催する委員会への派遣

平成１６年度行政機関等が設置する常設委員会委員名簿（集計表）

農林水産省 専門技術員資格試験審査委員会 委員
農林水産省 環境と調和のとれた作物生産の確保に関する懇談会適正施肥専門グループ 委員
農林水産省 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第１３条第１項の規

定に基づく拡散防止措置の確認に先立ち意見を聴く学識経験者 学識経験者
農林水産省 研究計算システム特定調達委員会技術専門部会 委員
農林水産省 拡散防止措置確認会議 委員
農林水産省 農林交流センター運営協議会 運営委員
農林水産省 植物防疫に関する技術連絡会議 委員
内閣府 環境研究開発推進プロジェクトチーム生物・生態系研究開発調査検討ワーキンググループ 委員
内閣府 環境研究開発推進プロジェクトチーム地球観測調査検討ワーキンググループデータ部会 委員
内閣府総合科学技術会議 化学物質リスク総合管理技術研究イニシャチブタスクフォース委員会 委員
環境省 生物多様性影響評価検討会 委員
環境省 平成１６年度酸性雨対策検討会（生体影響分科会） 検討員
環境省 ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会 検討委員
環境省 平成１６年度環境測定分析検討会 検討員
環境省 平成１６年度農薬登録保留基準設定技術検討会 検討員
環境省 特定外来生物等専門家会合 学識経験者
環境省 平成１６年度水産動植物登録保留基準設定検討会 委員
環境省 中央環境審議会 臨時委員
文部科学省 地球観測国際戦略策定検討会実施計画部会 委員
文部科学省 科学技術・学術審議会（生命倫理・安全部会） 専門委員
文部科学省 科学技術・学術審議会（研究計画・評価分科会） 専門委員
厚生労働省 薬事・食品衛生審議会 専門委員
国土交通省 「風送ダストの大気中への供給量評価と気候への影響に関する研究」平成１６年度課題委員会 課題委員
人事院 試験専門委員 委員
�独農業・生物系特定産業技術研究機構 平成１６年度つくばリサーチギャラリー運営委員会 委員
�独農業・生物系特定産業技術研究機構 遺伝子組換え生物等第二種使用実験安全委員会 委員
�独農業生物資源研究所 ジーンバンク動物部会 委員
�独森林総合研究所 研究評議会 委員
�独食品総合研究所 組換え DNA実験安全委員会 委員
�独国際農林水産業研究センター 英文誌 JARQ編集委員会 編集委員
�独農薬検査所 平成１６年度�独農薬検査所調査研究推進委員会 委員
�独農林水産消費技術センター ISO/TC34/WG7（遺伝子組換え体分析法）専門分科会 委員
�独肥飼料検査所 肥料等技術検討会 検討委員
�独科学技術振興機構 科学技術振興調整費評価ワーキンググループ 委員
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�独科学技術振興機構 科学技術振興調整費審査ワーキンググループ 委員
�独国際協力機構 「フィリピン国農民参加によるマージナルランドの環境および生産管理計画」に係る対処方針

会議 国内支援委員
�独国際協力機構 「フィリピン国マージナルランドの環境および生産管理計画」終了時評価調査団派遣前検討会

検討委員
�独国際協力機構 「フィリピン国農民参加によるマージナルランドの環境および生産管理計画終了時評価調査団

調査団員
�独国立環境研究所 平成１６年度地球環境モニタリング・データベース検討会 委員
�独産業技術総合研究所 インパクト評価手法開発推進委員会 委員
�独新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） テーマ公募型事業事前評価委員会 事前評価者
�独日本学術振興会 熱帯生物資源研究基金運営委員会 委員
�独日本学術振興会 科学研究費委員会 専門委員
�独日本学術振興会 特別研究員等審査会専門委員会 専門委員
�国北海道大学 北方生物圏フィールドセンター外部評価委員会 外部評価委員
�東海大学情報技術センター 地球環境変動観測ミッション（GCOM）委員会 委員
�東海大学情報技術センター GPM利用検討委員会 委員
東京農業大学総合研究所 天然生理活性物質研究部会 部会長
東京農業大学総合研究所 平成１６年度学術フロンティア共同研究プロジェクト外部評価委員会 委員
水文・水資源学会 編集出版委員会 委員
水文・水資源学会 気候変動が水資源に与える影響評価委員会 委員
IGBP（国際地球生物圏研究プログラム） IGBP Global Land Project移行チーム 委員
日本ユネスコ国内委員会 IHP分科会トレーニング・コースＷＧ委員会 委員
埼玉県 農産物安全技術専門委員会 委員
北海道環境生活部環境室 エゾシカ保護管理検討会 委員
筑波放射線安全交流会 幹事会 幹事
	環境科学技術研究所 土壌系動態評価委員会 委員
	地球・人間環境フォーラム 平成１６年度北東アジアにおける砂漠化・干ばつ対策検討委員会 委員
	日本環境衛生センター 土壌・植生タスクフォース国内支援グループ 検討委員
	日本植物調整剤研究協会 生物多様性影響管理委員会 委員
	日本植物調節剤研究協会 環境残留試験委員会 委員
	日本土壌協会 水田等を活用した浄化技術検討委員会 委員
	日本土壌協会 平成１６年度水田等を活用した浄化技術検討委員会 委員
	日本土壌協会 土壌・施肥管理システム開発委員会 委員
	日本農業研究所 平成１６年度環境負荷低減農業技術確立実証事業企画・管理委員会 委員
	日本農業土木総合研究所 平成１６年度物質循環モデル作成委員会（国内窒素循環モデル） 委員
	日本農業土木総合研究所 平成１６年度世界水土システム構想検討会 会員
	農業技術協会 「農業技術」誌編集委員会 委員
	農産業振興奨励会 農産物含有物質簡易分析システム等実用化事業専門部会 委員
	農産業振興奨励会 農業生産総合対策新技術実用化委員会 委員
	農林水産奨励会 平成１６年度事業効果評価分析手法開発に関する調査検討委員会 委員

国際農林業協力・交流協会 「アセアン地域農業の多面的機能に関する調査研究・普及事業」国内検討委員会 委員

国際農林業協力・交流協会 農業の多面的機能に関する計量的調査研究・普及事業国内検討委員会 委員

日本アイソトープ協会 ライフサイエンス部会安定同位元素専門委員会 委員

日本下水道協会 「再生と利用」編集委員会 編集委員

日本下水道協会 下水汚泥コンポスト利用促進連絡会 委員

日本下水道協会 下水汚泥の農地・緑地利用マニュアル改訂委員会 委員

日本下水道協会 下水汚泥緑農地利用促進連絡会 委員

日本原子力産業会議 アジア原子力協力フォーラム（FNCA）バイオ肥料運営グループ 委員

日本施設園芸協会 平成１６年度第一回穀類 GAP委員会 委員

日本草地畜産種子協会 環境に配慮した草地管理に係る調査事業における環境保全推進検討委員会 委員

日本草地畜産種子協会 環境に配慮した草地管理に係る調査事業における環境保全調査・作業委員会 委員

日本草地畜産種子協会 平成１６年度草地の地球温暖化防止機能調査検討委員会 委員

農山漁村文化協会 農業者向け地球温暖化影響パンフレット政策検討会 検討委員

農林水産技術情報協会 平成１６年度融合新領域研究戦略的アセス調査：DDS技術の農林水産技術への応用に関する産

業化・実用化のための可能性調査委託事業 調査委員

農林水産技術情報協会 平成１７年度先端技術を活用した農林水産研究高度化事業 専門評価委員

農林水産技術情報協会 平成１６年度農林水産業・食品産業等先端産業技術開発事業の「水と緑のやすらぎ生活空間創造

技術の開発」における実行委員会 実行委員

農林水産航空協会 情報化による精密航空防除散布システム開発成績委員会 委員

農林水産先端技術産業振興センター 民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業」研究推進会議 委員
�UFJ総合研究所 森林等の吸収源問題に関するワーキング・グループ 委員
日本原子力研究所 炉内中性子照射専門部会 専門委員
日本大気公害防止関係団体連合会 地域清空会議アジア太平洋地域会議国内組織委員会 委員
有機質肥料生物活性利用技術研究組合 「有機肥料等の低コスト生産基盤技術の開発」実行委員会 委員
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平成１６年度 行政機関等が設置する常設委員会委員名簿（個人別一覧表）

用 務 委 託 者
担当者の所属

氏 名
部 グループ等

平成１６年度農薬登録保留基準設定技術検討会 検討員 環境省 企画調整部 部長 上路 雅子

平成１６年度水産動植物登録保留基準設定検討会 委員 環境省 企画調整部 部長 上路 雅子

中央環境審議会 臨時委員 環境省 企画調整部 部長 上路 雅子

薬事・食品衛生審議会 専門委員 厚生労働省 企画調整部 部長 上路 雅子

科学技術・学術審議会専門委員（研究計画・評価分科
会） 専門委員

文部科学省 企画調整部 部長 上路 雅子

農林交流センター運営協議会 運営委員 農林水産省 企画調整部 部長 上路 雅子

平成１６年度�独農薬検査所調査研究推進委員会 委員 �独農薬検査所 企画調整部 部長 上路 雅子

科学技術振興調整費評価ワーキンググループ 委員 �独科学技術振興機構 企画調整部 部長 上路 雅子

科学技術振興調整費審査ワーキンググループ 委員 �独科学技術振興機構 企画調整部 部長 上路 雅子

農産物安全技術専門委員会 委員 埼玉県 企画調整部 部長 上路 雅子

環境残留試験委員会 委員 	日本植物調節剤研究協
会

企画調整部 部長 上路 雅子

情報化による精密航空防除散布システム開発成績委員
会 委員


農林水産航空協会 企画調整部 部長 上路 雅子

農業資材審議会 専門委員 農林水産省 企画調整部 部長 上路 雅子

専門委員 医薬品医療機器総合機構 企画調整部 部長 上路 雅子

環境残留試験委員会 委員 
日本植物防疫協会・	
日本植物調整剤研究協会

企画調整部 部長 上路 雅子

下水汚泥緑農地利用促進連絡会 委員 
日本下水道協会 企画調整部 研究企画科 駒田 充生

平成１６年度つくばリサーチギャラリー運営委員会 委
員

�独農業・生物系特定産業
技術研究機構

企画調整部 情報資料課長 長岡 進一

特別研究員等審査会専門委員会 専門委員 �独日本学術振興会 地球環境部 部長 林 陽生

農業者向け地球温暖化影響パンフレット政策検討会
検討委員


農山漁村文化協会 地球環境部 部長 林 陽生

農業気象委員会 委員 世界気象機関（WMO） 地球環境部 気象研究グループ長 野内 勇

温室効果ガス排出量算定方法検討会「農業分科会」
委員

環境省 地球環境部 気象研究グループ長 野内 勇

関東地域農業気象協議会 委員 農林水産省 地球環境部 気象研究グループ長 野内 勇

「風送ダストの大気中への供給量評価と気候への影響
に関する研究」平成１６年度課題委員 課題委員

国土交通省 地球環境部 気象研究グループ 杜 明遠

２００４年システム特定調達委員会技術専門部会 委員 農林水産省 地球環境部 気象研究グループ 井上 聡

２００４年システム設計作業部会 委員 農林水産省 地球環境部 気象研究グループ 井上 聡

「農業技術」誌編集委員会 委員 	農業技術協会 地球環境部 生態システム研究グ
ループ長

今川 俊明

平成１７年度先端技術を活用した農林水産研究高度化事
業 専門評価委員


農林水産技術情報協会 地球環境部 生態システム研究グ
ループ長

今川 俊明

IHP分科会トレーニング・コースＷＧ委員会 委員 日本ユネスコ国内委員会 地球環境部 生態システム研究グ
ループ

大野 宏之

GPM利用検討委員会 委員 �東海大学情報技術セン
ター

地球環境部 生態システム研究グ
ループ

大野 宏之

水文・水資源学会 編集出版委員 水文・水資源学会 地球環境部 生態システム研究グ
ループ

大野 宏之

平成１６年度酸性雨対策検討会（生体影響分科会） 検
討員

環境省 地球環境部 生態システム研究グ
ループ

新藤 純子
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用 務 委 託 者
担当者の所属

氏 名
部 グループ等

土壌・植生タスクフォース国内支援グループ 検討委
員

	日本環境衛生センター 地球環境部 生態システム研究グ
ループ

新藤 純子

課題評価委員会 委員 千葉県 地球環境部 生態システム研究グ
ループ

新藤 純子

平成１６年度物質循環モデル作成委員会（国内窒素循環
モデル） 委員

	日本農業土木総合研究
所

地球環境部 生態システム研究グ
ループ

織田健次郎

平成１６年度物質循環モデル作成委員会（国内窒素循環
モデル） 委員

日本農業土木総合研究所 地球環境部 生態システム研究グ
ループ

織田健次郎

科学研究費委員会専門委員 専門委員 �独日本学術振興会 地球環境部 生態システム研究グ
ループ

三輪 哲久

省力調査技術確立検討会 検討委員 農林水産省 地球環境部 生態システム研究グ
ループ

井上 吉雄

平成１６年度環境負荷低減農業技術確立実証事業企画・
管理委員会 委員

	日本農業研究所 地球環境部 温室効果ガスチーム
長

八木 一行

環境に配慮した草地管理に係る調査事業における環境
保全推進検討委員会 委員


日本草地畜産種子協会 地球環境部 温室効果ガスチーム
長

八木 一行

IGBP-iLEPS Scientific Steering Committee委員 IGBP（国際地球生物圏
研究プログラム）

地球環境部 温室効果ガスチーム
長

八木 一行

環境負荷低減農業技術確立実証事業 企画委員 	日本農業研究所 地球環境部 温室効果ガスチーム
長

八木 一行

環境に配慮した草地管理に関わる調査委託事業 評価
委員

日本草地畜産種子協会 地球環境部 温室効果ガスチーム
長

八木 一行

IGBP/LUCC国内小委員会 委員 IGBP（国際地球生物圏
研究プログラム）

地球環境部 食料生産予測チーム
長

鳥谷 均

環境研究開発推進プロジェクトチーム地球観測調査検
討ワーキンググループデータ部会 委員

内閣府 地球環境部 食料生産予測チーム
長

鳥谷 均

地球観測国際戦略策定検討会実施計画部会 委員 文部科学省 地球環境部 食料生産予測チーム
長

鳥谷 均

気候変動が水資源に与える影響評価委員会 委員 水文・水資源学会 地球環境部 食料生産予測チーム
長

鳥谷 均

水資源部委託 水文・水質学会 気候変動が水資源に
与える影響評価委員会 委員

国土交通省 地球環境部 食料生産予測チーム
長

鳥谷 均

地球規模水循環変動研究イニシアティブ地球水循環観
測プログラム会合 メンバー

総合科学技術会議 地球環境部 食料生産予測チーム
長

鳥谷 均

平成１５年度農学情報資源システム運営会議 運営委員 農林水産省 地球環境部 食料生産予測チーム
長

鳥谷 均

平成１６年度北東アジアにおける砂漠化・干ばつ対策検
討委員会 委員

	地球・人間環境フォー
ラム

地球環境部 食料生産予測チーム 白戸 康人

地球環境変動観測ミッション（GCOM）委員会 委員 �東海大学情報技術セン
ター

地球環境部 食料生産予測チーム 岡本 勝男

平成１６年度世界水土システム構想検討会 会員 	日本農業土木総合研究
所

地球環境部 食料生産予測チーム 岡本 勝男

地球環境変動観測ミッション（GCOM）委員会 委員 �独宇宙航空研究開発機構 地球環境部 食料生産予測チーム 岡本 勝男

衛星リモートセンシング推進委員会 委員 	リモート・センシング
技術センター

地球環境部 食料生産予測チーム 岡本 勝男

森林等の吸収源問題に関するワーキング・グループ
委員

�UFJ総合研究所 地球環境部 食料生産予測チーム 横沢 正幸

環境に配慮した草地管理に係る調査事業における環境
保全調査・作業委員会 委員


日本草地畜産種子協会 地球環境部 フラックス変動評価
チーム長

宮田 明

Asia Flux運営委員及び幹事 Asia Flux 地球環境部 フラックス変動評価
チーム長

宮田 明

平成１６年度地球環境モニタリング・データベース検討
会 委員

�独国立環境研究所 地球環境部 フラックス変動評価
チーム長

宮田 明
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用 務 委 託 者
担当者の所属

氏 名
部 グループ等

特定外来生物等専門家会合 学識経験者 環境省 生物環境安全部 部長 岡 三徳

環境研究開発推進プロジェクトチーム生物・生態系研
究開発調査検討ワーキンググループ 委員

内閣府 生物環境安全部 部長 岡 三徳

英文誌 JARQ編集委員会 編集委員 �独国際農林水産業研究セ
ンター

生物環境安全部 部長 岡 三徳

熱帯生物資源研究基金運営委員会 委員 �独日本学術振興会 生物環境安全部 部長 岡 三徳

平成１６年度事業効果評価分析手法開発に関する調査検
討委員会 委員

	農林水産奨励会農林水
産政策情報センター

生物環境安全部 部長 岡 三徳

「アセアン地域農業の多面的機能に関する調査研究・
普及事業」国内検討委員会 委員


国際農林業協力・交流
協会

生物環境安全部 部長 岡 三徳

総合科学技術会議生物・生態系研究会調査ワーキング
グループ 委員

内閣府 生物環境安全部 部長 岡 三徳

「アセアン地域農業の多面的機能に関する調査研究・
普及事業」国内検討委員会 委員


国際農林業協力・交流
協会

生物環境安全部 植生研究グループ長 小川 恭男

農業の多面的機能に関する計量的調査研究・普及事業
国内検討委員会 委員


国際農林業協力・交流
協会

生物環境安全部 植生研究グループ長 小川 恭男

隔離圃場安全委員会 委員 	日本植物調整剤研究協
会

生物環境安全部 植生研究グループ長 小川 恭男

生物多様性影響管理委員会 委員 	日本植物調整剤研究協
会

生物環境安全部 植生研究グループ長 小川 恭男

平成１６年度学術フロンティア共同研究プロジェクト外
部評価委員会 外部評価委員

東京農業大学総合研究所 生物環境安全部 植生研究グループ 藤井 義晴

平成１６年度農林水産業・食品産業等先端産業技術開発
事業の「水と緑のやすらぎ生活空間創造技術の開発」
における実行委員会 実行委員


農林水産技術情報協会 生物環境安全部 植生研究グループ 藤井 義晴

「平成１６年度融合新領域研究戦略的アセス調査：DDS
技術の農林水産技術への応用に関する産業化・実用化
のための可能性調査委託事業 調査委員


農林水産技術情報協会 生物環境安全部 昆虫研究グループ長 松井 正春

ISO/TC34/WG7（遺伝子組換え体分析法）専門分科会
委員

�独農林水産消費技術セン
ター

生物環境安全部 昆虫研究グループ 山村 光司

エゾシカ保護管理検討会 委員 北海道 生物環境安全部 昆虫研究グループ 山村 光司

科学技術・学術審議会専門委員（生命倫理・安全部会）
専門委員

文部科学省 生物環境安全部 微生物・小動物研究
グループ長

塩見 敏樹

植物防疫に関する技術連絡会議 委員 農林水産省 生物環境安全部 微生物・小動物研究
グループ長

塩見 敏樹

ジーンバンク動物部会 委員 �独農業生物資源研究所 生物環境安全部 微生物・小動物研究
グループ長

塩見 敏樹

生物多様性影響評価検討会 委員 環境省 化学環境部 有機化学物質研究グ
ループ長

長谷部 亮

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様
性の確保に関する法律第１３条第１項の規定に基づく拡
散防止措置の確認に先立ち意見を聴く学識経験者 学
識経験者

農林水産省 化学環境部 有機化学物質研究グ
ループ長

長谷部 亮

拡散防止措置確認会議 委員 農林水産省 化学環境部 有機化学物質研究グ
ループ長

長谷部 亮

民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業」研究推
進会議 委員


農林水産先端技術産業
振興センター

化学環境部 有機化学物質研究グ
ループ長

長谷部 亮

「有機肥料等の低コスト生産基盤技術の開発」実行委
員会 委員

有機質肥料生物活性利用
技術研究組合

化学環境部 有機化学物質研究グ
ループ長

長谷部 亮

生物多様性影響評価検討会 委員 環境省・農水省 化学環境部 有機化学物質研究グ
ループ長

長谷部 亮

化学物質リスク総合管理技術研究イニシアティブ会合
委員及び運営連絡会委員

内閣府 化学環境部 有機化学物質研究グ
ループ長

長谷部 亮
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用 務 委 託 者
担当者の所属

氏 名
部 グループ等

カルタヘナ法に基づく拡散防止措置確認会議 委員 農林水産省 化学環境部 有機化学物質研究グ
ループ長

長谷部 亮

STAFFニュースレター編集委員会 委員 
農林水産先端技術産業
振興センター

化学環境部 有機化学物質研究グ
ループ長

長谷部 亮

中央農業総合研究センター遺伝子組換え生物等第二種
使用実験安全委員会 委員

�独農業・生物系特定産業
技術研究機構

化学環境部 有機化学物質研究グ
ループ

藤井 毅

民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業」研究推
進会議 委員


農林水産先端技術産業
振興センター

化学環境部 有機化学物質研究グ
ループ

藤井 毅

「平成１６年度融合新領域研究戦略的アセス調査：DDS
技術の農林水産技術への応用に関する産業化・実用化
のための可能性調査委託事業 調査委員


農林水産技術情報協会 化学環境部 有機化学物質研究グ
ループ

石井 英夫

平成１６年度農林水産業・食品産業等先端産業技術開発
事業の「水と緑のやすらぎ生活空間創造技術の開発」
における実行委員会 実行委員


農林水産技術情報協会 化学環境部 有機化学物質研究グ
ループ

高木 和広

試験専門委員 委員 人事院 化学環境部 有機化学物質研究グ
ループ

堀尾 剛

肥料等技術検討会 検討委員 �独肥飼料検査所 化学環境部 重金属研究グループ
長

小野 信一

平成１６年度第一回穀類 GAP委員会 委員 
日本施設園芸協会 化学環境部 重金属研究グループ
長

小野 信一

食品安全委員会 「肥料・飼料専門委員会」 委員 内閣府 化学環境部 重金属研究グループ
長

小野 信一

「再生と利用」編集委員会 編集委員 
日本下水道協会 化学環境部 重金属研究グループ 川崎 晃

下水汚泥の農地・緑地利用マニュアル改訂委員会 委員 
日本下水道協会 化学環境部 重金属研究グループ 川崎 晃

「フィリピン国マージナルランドの環境および生産管
理計画」終了時評価調査団派遣前検討会 検討委員

�独国際協力機構 化学環境部 重金属研究グループ 菅原 和夫

「アセアン地域農業の多面的機能に関する調査研究・
普及事業」国内検討委員会 委員


国際農林業協力・交流
協会

化学環境部 重金属研究グループ 菅原 和夫

農業の多面的機能に関する計量的調査研究・普及事業
国内検討委員会 委員


国際農林業協力・交流
協会

化学環境部 重金属研究グループ 菅原 和夫

「フィリピン国農民参加によるマージナルランドの環
境および生産管理計画終了時評価調査団 調査団員

�独国際協力機構 化学環境部 重金属研究グループ 菅原 和夫

「アセアン地域農業の多面的機能に関する調査研究・
普及事業」国内検討委員会 専門委員

農林水産省 化学環境部 重金属研究グループ 菅原 和夫

「国際水田・水環境ネットワーク（INWEPF）国内委
員会」 委員

農林水産省 化学環境部 重金属研究グループ 菅原 和夫

下水汚泥コンポスト利用促進連絡会 委員 
日本下水道協会 化学環境部 重金属研究グループ 杉山 恵

「フィリピン国農民参加によるマージナルランドの環
境および生産管理計画」に係る対処方針会議 国内支
援委員

�独国際協力機構 化学環境部 栄養塩類研究グルー
プ長

齋藤 雅典

環境と調和のとれた作物生産の確保に関する懇談会適
正施肥専門グループ 委員

農林水産省 化学環境部 栄養塩類研究グルー
プ長

齋藤 雅典

科学研究費委員会専門委員 専門委員 �独日本学術振興会 化学環境部 栄養塩類研究グルー
プ長

齋藤 雅典

下水汚泥の農地・緑地利用マニュアル改訂委員会 委
員


日本下水道協会 化学環境部 栄養塩類研究グルー
プ長

齋藤 雅典

アジア原子力協力フォーラム（FNCA）バイオ肥料運
営グループ 委員


日本原子力産業会議 化学環境部 栄養塩類研究グルー
プ長

齋藤 雅典

総量規制専門委員会 委員 環境省 化学環境部 栄養塩類研究グルー
プ長

齋藤 雅典

湖沼環境保全専門委員会 委員 環境省 化学環境部 栄養塩類研究グルー
プ長

齋藤 雅典

英文誌 JARQ編集委員会 編集委員 �独国際農林水産業研究セ
ンター

化学環境部 栄養塩類研究グルー
プ長

齋藤 雅典
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用 務 委 託 者
担当者の所属

氏 名
部 グループ等

「持続的な消費」食品に関する研究会 委員 
未踏科学協会 化学環境部 栄養塩類研究グルー
プ長

齋藤 雅典

インパクト評価手法開発推進委員会 委員 �独産業技術総合研究所 化学環境部 栄養塩類研究グルー
プ

林 健太郎

試験専門委員 委員 人事院 化学環境部 ダイオキシンチーム
長

大谷 卓

ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会 検
討委員

環境省 化学環境部 ダイオキシンチーム 清家 伸康

ライフサイエンス部会安定同位元素専門委員会 委員 
日本アイソトープ協会
ライフサイエンス部会

化学環境部 ダイオキシンチーム 上垣 隆一

水田等を活用した浄化技術検討委員会 委員 	日本土壌協会 農業環境インベン
トリーセンター

センター長 上沢 正志

平成１６年度水田等を活用した浄化技術検討委員会 委
員

	日本土壌協会 農業環境インベン
トリーセンター

センター長 上沢 正志

平成１６年度環境負荷低減農業技術確立実証事業企画・
管理委員会 委員

	日本農業研究所 農業環境インベン
トリーセンター

センター長 上沢 正志

「再生と利用」編集委員会 編集委員 
日本下水道協会 農業環境インベン
トリーセンター

センター長 上沢 正志

下水汚泥の農地・緑地利用マニュアル改訂委員会 委
員


日本下水道協会 農業環境インベン
トリーセンター

センター長 上沢 正志

土壌系動態評価委員会 委員 	環境科学技術研究所 農業環境インベン
トリーセンター

土壌分類研究室 中井 信

土壌・施肥管理システム開発委員会 委員 	日本土壌協会 農業環境インベン
トリーセンター

土壌分類研究室 中井 信

平成１６年度草地の地球温暖化防止機能調査検討委員会
委員


日本草地畜産種子協会 農業環境インベン
トリーセンター

土壌分類研究室 中井 信

�独食品総合研究所組換えＤＮＡ実験安全委員会 委員 �独食品総合研究所 農業環境インベン
トリーセンター

微生物分類研究室 對馬 誠也

平成１６年度環境測定分析検討会 検討員 環境省 環境化学分析セン
ター

センター長 遠藤 正造

農産物含有物質簡易分析システム等実用化事業専門部
会 委員

	農産業振興奨励会 環境化学分析セン
ター

センター長 遠藤 正造

農業生産総合対策新技術実用化委員会 委員 	農産業振興奨励会 環境化学分析セン
ター

センター長 遠藤 正造

平成１７年度先端技術を活用した農林水産研究高度化事
業 専門評価委員


農林水産技術情報協会 環境化学分析セン
ター

センター長 遠藤 正造

雑誌「植物防疫」編集委員会 委員 
日本植物防疫協会 環境化学分析セン
ター

センター長 遠藤 正造

林業薬剤調査委員会 委員 林業薬剤協会 環境化学分析セン
ター

センター長 遠藤 正造

２）国際機関への協力

内 容 期 間 場 所 所 属 氏 名

農業の多面的機能に関する計量調査研究及び普及事業
（ASEAN）におけるフォローアップに係る指導

１６�５�１７
～１６�５�２０

マレーシア（クアラルンプ
ール）

生物環境安全部 小川 恭男

農業の多面的機能に関する計量調査研究及び普及事業
（ASEAN）におけるフォローアップに係る指導

１６�５�３０
～１６�６�５

ミャンマー（ヤンゴン） 化学環境部 菅原 和夫

IPCCガイドライン第２回執筆者会合に出席 １６�５�３１
～１６�６�５

モーリシャス（ルモルネ） 地球環境部 八木 一行

IGBP-iLEAPS（統合陸域生態系－大気プロセス研究計画）
科学推進委員会に出席

１６�６�２６
～１６�７�１

フィンランド（ヘルシンキ） 地球環境部 八木 一行
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内 容 期 間 場 所 所 属 氏 名

土地被覆図化および変動評価に関するワークショップ
（FAO、UNEP等共催）に出席

１６�９�２０
～１６�９�２４

イタリア（フィレンツェ） 生物環境安全部 大黒 俊哉

IPCCガイドライン第６回執筆者会合に出席 １７�１�１０
～１７�１�１４

フィリピン（マニラ） 地球環境部 八木 一行

開発のための農業科学技術に係わる国際的アセスメントに
関する会合（IAASTD）に出席

１７�１�３０
～１７�２�４

タイ（バンコク） 化学環境部 齋藤 雅典

３）研究会等への講師派遣

氏 名 所 属 講師派遣の内容 依 頼 者 期 間

藤井 義晴 生物環境安全部
植生研究グループ

南部アフリカ地域特設「野菜・畑作技術」
コース講師

独立行政法人国際協力事業団 １６�５�２７

清家 伸康 化学環境部
ダイオキシンチーム

ダイオキシン類環境モニタリング研修（基
礎課程第１回）講師

環境省環境調査研究所 １６�５�２８

三輪 哲久 地球環境部
生態システム研究グループ

生物統計学（分散分析特論）講師 国立保健医療科学院 １６�６�９

大倉 利明 農業環境インベントリーセンター 平成１６年度係員技術研修（第１班）講師 農林水産研修所 １６�６�１６
～１６�６�１７

田中 幸一 生物環境安全部
昆虫研究グループ

持続的営農機械化システムコースに係る講
義（防除・農薬概論）講師

独立行政法人国際協力事業団 １６�７�２

野内 勇 地球環境部
気象研究グループ

つくば科学出前レクチャー講師 つくば市 １６�７�３

荒城 雅昭 生物環境安全部
微生物・小動物研究グループ

平成１６年度植物防疫官専門研修（線虫コー
ス）講師

農林水産省横浜植物防疫所 １６�７�５

西森 基貴 地球環境部
食料生産予測チーム

平成１６年度係員技術研修（第１班）講師 農林水産研修所 １６�７�１３

村上 政治 化学環境部
重金属研究グループ

「土壌圏は環境修復にいかに寄与するか」
に関する講師

東京大学大学院農学生命科学研
究科

１６�７�１５

松井 正春 生物環境安全部
昆虫研究グループ

平成１６年度植物貿易観専門研修（害虫コー
ス）講師

農林水産省横浜植物防疫所 １６�９�３

藤井 義晴 生物環境安全部
植生研究グループ

南アフリカ共和国国別研修地域特設「野菜
栽培」コースに関する講師

独立行政法人国際協力事業団 １６�９�２４

織田 久男 化学環境部
重金属研究グループ

平成１６年度都道府県農林水産関係研究員短
期集合研修講師

独立行政法人農業生物資源研究
所

１６�１０�５

三中 信宏 地球環境部
生態システム研究グループ

平成１６年度中央畜産技術研修（畜産統計処
理（�））講師

農林水産省生産局 １６�１０�５
～１６�１０�８

西森 基貴 地球環境部
食料生産予測チーム

平成１６年度係員技術研修（第２班）の講師 農林水産研修所 １６�１０�１３

石井 英夫 化学環境部
有機化学物質研究グループ

鳥取大学大学院連合農学研究科共通研究セ
ミナー講師

鳥取大学大学院連合農学研究科 １６�１０�１９
～１６�１０�２１

三中 信宏 地球環境部
生態システム研究グループ

２１世紀 COE連続セミナー「進化認知科学
の新展開」講師

東京大学大学院総合文化研究科 １６�１０�２７
～１６�１０�２８

廉沢 敏弘 企画調整部
研究情報システム科

平成１６年短期集合研修（数理統計（基礎編）
・（応用編））講師

独立行政法人農業・生物系特定
産業技術研究機構

１６�１１�８
～１６�１１�１９

横沢 正幸 地球環境部
気象研究グループ

平成１７年短期集合研修（数理統計（基礎編）
・（応用編））講師

独立行政法人農業・生物系特定
産業技術研究機構

１６�１１�８
～１６�１１�１９

三輪 哲久 地球環境部
生態システム研究グループ

平成１８年短期集合研修（数理統計（基礎編）
・（応用編））講師

独立行政法人農業・生物系特定
産業技術研究機構

１６�１１�８
～１６�１１�１９

三中 信宏 地球環境部
生態システム研究グループ

平成１９年短期集合研修（数理統計（基礎編）
・（応用編））講師

独立行政法人農業・生物系特定
産業技術研究機構

１６�１１�８
～１６�１１�１９

新藤 純子 地球環境部
生態システム研究グループ

平成２０年短期集合研修（数理統計（基礎編）
・（応用編））講師

独立行政法人農業・生物系特定
産業技術研究機構

１６�１１�８
～１６�１１�１９
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� 外部研究者の受入

氏 名 所 属 講師派遣の内容 依 頼 者 期 間

山村 光司 生物環境安全部
昆虫研究グループ

平成２１年短期集合研修（数理統計（基礎編）
・（応用編））講師

独立行政法人農業・生物系特定
産業技術研究機構

１６�１１�８
～１６�１１�１９

竹内 誠 化学環境部
栄養塩類グループ

自然共生プロジェクトシンポジウム講師 独立行政法人農業工学研究所 １６�１１�１９

土屋 健一 生物環境安全部
微生物・小動物研究グループ

平成１６年度植物防疫官専門研修（植物病理
コース）講師

農林水産省横浜植物防疫所 １６�１２�７

中井 信 農業環境インベントリーセンター 筑波実験植物園「植物園セミナー」講師 独立行政法人国立科学博物館筑
波研究資料センター

１７�２�６

村上 政治 化学環境部
重金属研究グループ

安全な米作り営農技術ワークショップ講師 滋賀大学環境総合研究センター １７�２�２８
～１７�３�１

西森 基貴 地球環境部
食料生産予測チーム

「第５回ソバ研究会」講師 筑波大学農林技術センター １７�３�１９

制度名 派遣元 受入研究室 研 究 課 題 期 間

依頼研究員 宮城県古川農業試験場 養分動態ユニット 有機物を施用した転換畑圃場における窒素動態の解
明

１６�６�１
～１６�８�３１

長崎県総合農林試験場 微生物機能ユニット 環境微生物の多様性および機能の解析 １６�７�１
～１６�９�３０

福島県農業試験場 微生物分類研究室 野菜、花きから分離される糸状菌・細菌の遺伝子診
断による同定

１６�９�１
～１６�１１�３０

鹿児島県農業試験場 微生物生態ユニット 植物病原菌のマーキング手法による動態解析 １６�９�２７
～１６�１２�２４

岐阜県西濃地域農業改良
普及センター

環境化学物質分析研究室 農業環境中の有害化学物質の簡易分析 １６�１０�１
～１６�１１�３０

宮城県病害虫防除所 微生物分類研究室 各種作物からの病原菌の分類同定と診断手法の開発 １６�１０�１
～１６�１２�２８

JSPS外国人
特別研究員

フランス国立農業研究所 農薬影響軽減ユニット 植物の生体防御機能の活性化による農薬削減技術の
開発

１４�７�１３
～１６�７�１２

中国内蒙古大学 食料生産予測チーム 地球規模の温暖化や降雨変動が東アジアの食料生産
に及ぼす影響の数値予測手法の開発

１４�１１�２６
～１６�１１�２５

中国安徽大学 土壌微生物利用ユニット 農薬の不飽和下層土および地下帯水層における微生
物分解に関する研究

１５�４�１
～１７�３�３１

インド マイソール大学 農薬影響軽減ユニット 植物多価ワクチンにより誘導される防御応答遺伝子
の発現解析と DNA作出

１６�４�９
～１８�４�８

中国科学院南京土壌研究
所

土壌微生物利用ユニット 分子生物学的解析法を用いた亜酸化窒素放出に関与
する土壌微生物群集構造の解析

１６�１０�２０
～１８�１０�１９

中国科学院生態環境研究
センター

土壌物理ユニット 亀裂の発達した下層土を通じたコロイド吸着態およ
び溶存態カドミウムの移動

１６�１０�２５
～１８�１０�２４

中国科学院南京土壌研究
所

温室効果ガスチーム 重窒素トレーサー法を用いた土壌微生物による亜酸
化窒素発生機作の解明

１６�１１�１
～１８�１０�３１

エコフロンティ
ア・フェロー

環境計測ユニット インドシナ半島周辺における降水量分布変動と山岳
地帯の農業土地利用との関係解明

１６�４�１
～１７�３�３１

中国農業科学院農業気象
研究所

気候資源ユニット 東アジアにおける農業生産量変動に対するリスク評
価

１６�４�１
～１７�３�３１

温室効果ガスチーム 水田からのメタン発生量広域評価を目指した水田土
壌化学性のパラメーター化

１６�４�１
～１７�３�３１

外国人招へい研
究者

韓国農業科学技術院 土壌物理ユニット 日韓共同研究「農耕地における栄養塩類の移動過程
と流出実態の解明」

１６�８�２４
～１６�９�７

アメリカ イリノイ大学 生態系影響ユニット 大気 CO２増加が農業生態系に及ぼす影響予測のため
の FACE研究

１６�１０�１８
～１６�１０�２６

中国 南京農業大学 生態系影響ユニット 大気 CO２増加が農業生態系に及ぼす影響予測のため
の FACE研究

１６�１０�１９
～１６�１０�２６

農業環境技術研究所年報 平成１６年度１１８



制度名 派遣元 受入研究室 研 究 課 題 期 間

外国人招へい研
究者

韓国 建国大学 気候資源ユニット 陸域生態系における土壌有機炭素のフローとストッ
ク

１６�１０�１９
～１６�１０�２３

タイ コンケン大学 食料生産予測チーム 農業水資源変動による食料生産への影響の解明と予
測手法の開発

１６�１０�３１
～１６�１１�４

韓国農村振興庁 環境化学分析センター 日韓共同研究「農業生態系におけるダイオキシン類
と残留性有機汚染物質のリスク評価と分析」

１６�１１�２７
～１６�１２�４

中国江蘇州農学院食用作
物研究所

生態系影響ユニット 大気 CO２増加が農業生態系に及ぼす影響予測のため
の FACE研究

１６�１１�３
～１６�１１�９

中国科学院蘭州寒区旱区
環境与行程研究所

大気保全ユニット 「地表面条件と風送ダスト発生の関係解明に関する
研究」についての研究打ち合わせ

１７�１�１８
～１７�１�２４

中国科学院蘭州寒区旱区
環境与行程研究所

大気保全ユニット ワークショップ「風送ダストの供給量評価と気候へ
の影響に関する研究」に出席、意見交換

１７�１�１８
～１７�１�３０

中国科学院蘭州寒区旱区
環境与行程研究所

大気保全ユニット ワークショップ「風送ダストの供給量評価と気候へ
の影響に関する研究」に出席

１７�１�２５
～１７�１�３０

中国敦煌研究院保護研究
所

大気保全ユニット ワークショップ「風送ダストの供給量評価と気候へ
の影響に関する研究」に出席

１７�１�２５
～１７�１�３０

中国北京師範大学 大気保全ユニット ワークショップ「風送ダストの供給量評価と気候へ
の影響に関する研究」に出席、意見交換

１７�１�２５
～１７�１�３０

韓国農業科学技術院 農薬動態評価ユニット 日韓共同研究「農耕地からの農薬類の流出実態の解
明と藻類等水性生物に対する影響」

１７�２�２８
～１７�３�１８

中国上海交通大学 化学環境部 国際ワークショップ「水田から流出する化学資材が
生物多様性の保全に及ぼす影響の評価」、日韓共同
ブロジェクト研究ジョイントミーティングに出席

１７�３�１５
～１７�３�１８

中国上海食料穀物局 化学環境部 国際ワークショップ「水田から流出する化学資材が
生物多様性の保全に及ぼす影響の評価」、日韓共同
ブロジェクト研究ジョイントミーティングに出席

１７�３�１５
～１７�３�１８

韓国農業科学技術院 化学環境部 国際ワークショップ「水田から流出する化学資材が
生物多様性の保全に及ぼす影響の評価」、日韓共同
ブロジェクト研究ジョイントミーティングに出席

１７�３�１５
～１７�３�１８

韓国農業科学技術院 化学環境部 国際ワークショップ「水田から流出する化学資材が
生物多様性の保全に及ぼす影響の評価」、日韓共同
ブロジェクト研究ジョイントミーティングに出席

１７�３�１５
～１７�３�１８

韓国農業科学技術院 化学環境部 国際ワークショップ「水田から流出する化学資材が
生物多様性の保全に及ぼす影響の評価」、日韓共同
ブロジェクト研究ジョイントミーティングに出席

１７�３�１５
～１７�３�１８

韓国農業科学技術院 化学環境部 国際ワークショップ「水田から流出する化学資材が
生物多様性の保全に及ぼす影響の評価」、日韓共同
ブロジェクト研究ジョイントミーティングに出席

１７�３�１５
～１７�３�１８

韓国農業科学技術院 化学環境部 国際ワークショップ「水田から流出する化学資材が
生物多様性の保全に及ぼす影響の評価」、日韓共同
ブロジェクト研究ジョイントミーティングに出席

１７�３�１５
～１７�３�１８

ドイツ バイエルクロッ
プサイエンス

化学環境部 国際ワークショップ「水田から流出する化学資材が
生物多様性の保全に及ぼす影響の評価」、日韓共同
ブロジェクト研究ジョイントミーティングに出席

１７�３�１５
～１７�３�１８

アメリカ 環境保護庁 化学環境部 国際ワークショップ「水田から流出する化学資材が
生物多様性の保全に及ぼす影響の評価」、日韓共同
ブロジェクト研究ジョイントミーティングに出席

１７�３�１５
～１７�３�１８

招へい研究者
（国内）

兵庫県立農林水産技術総
合センター

化学生態ユニット 「ため池とその周辺環境を含む地域生態系の水循環
と公益的機能の評価」に係る研究打合わせと中間と
りまとめに係る打ち合せ

１６�１２�７
～１６�１２�９
１６�１２�１４
～１６�１２�１８

兵庫県立農林水産技術総
合センター

化学生態ユニット 「ため池とその周辺環境を含む地域生態系の水循環
と公益的機能の評価」に係る研究打合わせ

１６�１２�７
～１６�１２�１０

北海道大学大学院農学研
究科

生態系影響ユニット 「大気 CO２増加に対する水稲の器官形成応答機構の
解明」に係る研究打合わせ

１７�１�１８
～１７�１�１９

�．研究・技術協力 １１９



制度名 派遣元 受入研究室 研 究 課 題 期 間

招へい研究者
（国内）

九州大学大学院農学研究
院

フラックス変動評価チー
ム

「陸域生態系の温室効果ガス収支の機構解明とモニ
タリング」に係る研究打合せ

１７�１�１６
～１７�１�２２
１７�２�１３
～１７�２�１９

岡山大学大学院自然科学
研究科

フラックス変動評価チー
ム

草原・農耕地における炭素収支に関する研究会 １７�３�１４
～１７�３�１６

岡山大学環境理工学部 フラックス変動評価チー
ム

草原・農耕地における炭素収支に関する研究会 １７�３�１５
～１７�３�１６

九州大学大学院農学研究
院

フラックス変動評価チー
ム

草原・農耕地における炭素収支に関する研究会 １７�３�１４
～１７�３�１７

外国人受入研究
者

国際稲研究所 土壌生化学ユニット 低リン酸耐性イネにおける遺伝子解析 １６�５�２２
～１６�６�２
１６�９�２１
～１６�９�２９

韓国農業科学技術院 水動態ユニット、温室効
果ガスチーム

日韓共同研究「栄養塩類の流出に伴う温室効果ガス
の間接発生の実態解明」

１６�７�５
～１６�７�１８

韓国農業科学技術院 養分動態ユニット 日韓共同研究「農耕地からの栄養塩類の流出実態の
解明：養分収支からのアプローチ」

１６�７�１２
～１６�７�２３

タイ エネルギーと環境
に関する連携大学院大学

温室効果ガスチーム 日本とタイの水田における土壌微生物の動態とガス
交換過程に関する研究協力打ち合わせ

１６�１０�９
～１６�１０�１５

タイ モンク王工科大学 温室効果ガスチーム 日本とタイの水田における土壌微生物の動態とガス
交換過程に関する研究協力打ち合わせ

１６�１０�９
～１６�１０�１５

韓国農業科学技術院 養分動態ユニット 日韓共同研究「農耕地からの栄養塩類の流出実態の
解明：養分収支からのアプローチ」

１６�１０�１９
～１６�１０�２６

韓国農業科学技術院 養分動態ユニット 日韓共同研究「農耕地からの栄養塩類の流出実態の
解明：養分収支からのアプローチ」

１６�１０�１９
～１６�１０�２６

受入研究者
（国内）

農研機構野菜茶業研究所 微生物分類研究室 青枯病抵抗性トマト根圏の微生物相研究 １６�４�１８
～１６�４�２４

重点研究支援協
力員

フラックス変動評価チー
ム

COP6の政府間協議を支援する生態系温室効果ガス
収支データの蓄積とデータベースの展開

１６�４�１
～１７�３�３１

フラックス変動評価チー
ム

COP6の政府間協議を支援する生態系温室効果ガス
収支データの蓄積とデータベースの展開

１６�４�１
～１７�３�３１

フラックス変動評価チー
ム

COP6の政府間協議を支援する生態系温室効果ガス
収支データの蓄積とデータベースの展開

１６�４�１
～１７�３�３１

フラックス変動評価チー
ム

COP6の政府間協議を支援する生態系温室効果ガス
収支データの蓄積とデータベースの展開

１６�４�１
～１７�３�３１

化学生態ユニット 農業生態系における導入，侵入植物の化学生態的な
安全性評価

１６�４�１
～１７�３�３１

化学生態ユニット 農業生態系における導入，侵入植物の化学生態的な
安全性評価

１６�４�１
～１７�３�３１

化学生態ユニット 農業生態系における導入，侵入植物の化学生態的な
安全性評価

１６�４�１
～１７�３�３１

化学生態ユニット 農業生態系における導入，侵入植物の化学生態的な
安全性評価

１６�４�１
～１７�３�３１

化学生態ユニット 農業生態系における導入，侵入植物の化学生態的な
安全性評価

１６�４�１
～１６�１２�３１

化学生態ユニット 農業生態系における導入，侵入植物の化学生態的な
安全性評価

１７�１�１
～１７�３�３１
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� 大学との連携

１）非常勤講師の派遣

東洋大学

お茶の水女子大学

愛媛大学農学部

千葉大学大学院自然科学研究科

千葉大学理学部

東京大学大学院農学生命科学研究科

東京農工大学農学部

宇都宮大学

北里大学獣医畜産学部

東京都立大学

佐賀大学

東京農業大学

筑波大学大学院

山形大学大学院農学研究科

北海道大学大学院農学研究科

信州大学理学部

２）客員教授・助教授の派遣

東京農業大学大学院農学研究科

筑波大学大学院生命環境学研究科

３）連携助教授の派遣

東京工業大学大学院総合理工学研究科

４）兼任教員の派遣

東京大学大学院農学生命科学研究科

�．研究・技術協力 １２１



４．研修等

� 技術講習

派 遣 元 受入研究室 研 究 課 題 期 間

新潟大学大学院教育学研究科 組換え体チーム マイクロサテライト・マーカーを用いた人里植物のク
ローン分析

１６�４�１
～１６�４�５
１６�９�１３
～１６�９�１６
１６�１１�２２
～１６�１１�２６

東京大学大学院農学生命科学研究科 土壌物理ユニット 土壌中の交換性 Alの測定 １６�４�１
～１６�５�３１

筑波大学大学院農学研究科 植生生態ユニット 絶滅危惧植物に対する除草剤の影響評価に関する手法 １６�４�１
～１６�６�３０
１６�９�１
～１７�２�２８

東京農業大学農学部 微生物分類研究室 微生物の分類・同定および生態研究に関する技術講習 １６�４�１
～１６�７�３０
１６�９�１
～１７�３�３１

日本大学文理学部 土壌物理ユニット 茶園土壌の物理的特性の計測および計測結果の解析手
法の習得

１６�４�１
～１６�８�３１

�IBEX 化学生態ユニット ヒガンバナに含まれる他感物質の分析法 １６�４�１
～１６�９�３０

筑波大学大学院生命環境科学研究科 フラックス変動評価チーム 渦相関法による水田上の二酸化炭素・水・熱フラック
スの観測に関する高度技術修得

１６�４�１
～１７�３�３１

茨城大学大学院農学研究科 微生物機能ユニット 土壌細菌の多様性解析のための DNA取り扱い技術の
修得

１６�４�１
～１７�３�３１

東京農業大学大学院農学研究科 微生物機能ユニット 環境微生物の多様性解析技術の修得 １６�４�１
～１７�３�３１

茨城大学農学部 線虫・小動物ユニット カバークロップ利用と線虫の種別増殖に関する研究・
調査

１６�４�１
～１７�３�３１

茨城大学大学院農学研究科 土壌微生物利用ユニット キチナーゼ遺伝子導入細菌によるバイオコントロール
技術の修得

１６�４�１
～１７�３�３１

茨城大学農学部 微生物分類研究室 糸状微生物の分類と同定に関する技術講習 １６�４�１
～１７�３�３１

筑波大学大学院生命環境科学研究科 環境化学物質分析研究室 河川および湖沼底質の農薬分析技術の取得 １６�４�１
～１７�３�３１

信州大学大学院工学系研究科 環境化学物質分析研究室 河川および湖沼における底質、水、大気、生物中のダ
イオキシン類の分析技術の習得

１６�４�１
～１７�３�３１

東京大学大学院農学生命科学研究科 放射性同位体分析研究室 放射性核種測定のための技術習得 １６�４�１
～１７�３�３１

福井県立大学大学院生物資源学研究
科

化学生態ユニット 天然生理活性物質の単離・同定・構造決定 １６�４�２０
～１６�５�２０
１６�１０�１２
～１６�１０�３１

�天野エンザイム 微生物機能ユニット 遺伝子組換え微生物の安全性評価技術の修得 １６�４�２１
～１６�９�１７

茨城大学大学院理工学研究科 温室効果ガスチーム 農耕地における温室効果ガス発生量の測定法 １６�４�３０
～１６�６�３０
１６�１０�１
～１７�３�３１

国立科学博物館筑波実験植物園 土壌分類研究室 土壌一般理化学性分析 １６�５�１７
～１７�３�３１

東京農業大学大学院農学研究科 微生物機能ユニット 環境微生物の多様性解析技術の修得 １６�５�２０
～１７�３�３１

明治大学大学院農学研究科 化学生態ユニット 腐植物質および粘土鉱物の精製と NMRによるキャラ
クタリゼーション

１６�５�２７
～１７�３�３１
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派 遣 元 受入研究室 研 究 課 題 期 間

愛媛大学大学院連合農学研究科 微生物分類研究室 微生物の分類・同定 １６�６�１４
～１６�６�２５

神戸大学大学院自然科学研究科 環境化学物質分析研究室 遺伝子組換え植物のダイオキシン類測定 １６�６�２８
～１７�３�３１

千葉大学大学院自然科学研究科 導入昆虫影響ユニット 導入天敵類の生態系への影響評価 １６�７�１
～１７�３�３１

石川県農業総合研究センター 土壌分類研究室 デジタル土壌図と定点調査データを活用した土壌情報
システム

１６�７�５
～１６�７�１４

千葉大学大学院自然科学研究科 温室効果ガスチーム ガス試料の安定同位体比分析 １６�７�２２
～１６�９�３０

兵庫県農林水産技術総合センター 重金属動態ユニット 高精度なストロンチウム同位体比分析方法の習得及び
外国産タマネギ等の同位体比分析

１６�７�２６
～１６�７�３０

農研機構近畿中国四国農業研究セン
ター

微生物機能ユニット 電子顕微鏡試料の薄切技術の習得 １６�８�２
～１６�８�６

福島工業高等専門学校 土壌微生物利用ユニット 微生物を利用した遺伝子操作技術 １６�８�２
～１６�８�１３

徳島県立農林水産総合技術センター 土壌分類研究室 GISソフトを利用した県内土壌の有機物分解能主題図
作成技術の習得

１６�８�２３
～１６�８�２７

静岡大学大学院農学研究科 化学生態ユニット 植物体内のアルミニウムの精製と NMRによるキャラ
クタリゼーション

１６�９�２７
～１６�１２�２８

長岡技術科学大学工学部 土壌微生物利用ユニット 有機塩素化合物分解菌の遺伝子解析 １６�１０�４
～１７�１�３１

東京農工大学大学院農学研究科 農薬動態評価ユニット 汚染されたサンプル水からの除草剤の抽出方法及びガ
スクロマトグラフによる分析方法

１６�１０�１２
～１６�１０�２２

新潟県農業総合研究所 ダイオキシンチーム ドリン系残留農薬分析方法 １６�１０�１
～１６�１０�７

	日本きのこセンター菌蕈研究所 重金属動態ユニット 乾しシイタケ中のストロンチウム同位体比分析方法の
習得

１６�１０�１８
～１６�１０�２２

農水省名古屋植物防疫所 昆虫分類研究室 植物検疫で発見されるウンカ・ヨコバイ類の識別 １６�１１�１６
～１６�１２�１５

�TAステビア 化学生態ユニット 天然生理活性物質の単離・構造解析 １７�２�１
～１７�３�３１

�ズコーシャ 化学生態ユニット アレロパシー物質に関する検定方法等 １７�２�７
～１７�２�１５

東京大学大学院 微生物生態ユニット 土壌からの RNA抽出法 １７�２�２５

� 外国人研修

制 度 名 派 遣 元 受入研究室 研 究 課 題 期 間

JICA研修員 ネパール ツリブバン大学自然歴史博物
館

昆虫分類研究室 昆虫の分類・同定技術 １６�７�１２
～１５�８�２０

JICA研修員 中国農業科学院農業環境与持続発展研究
所

微生物機能ユニット 大豆土壌病害の生物的防除技術 １６�９�２０
～１６�１１�１８

JICA研修員 フィリピン農業省土壌・水管理局 土壌物理ユニット 土壌侵食特性理論と解析実験 １６�１０�４
～１６�１１�２５
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� 職員研修

所内研修 一般研修

派遣研修 一般研修

派遣研修 専門研修

研 修 課 題 期 間 参 加 者 所 属 参加者数

新規採用者研修 １６�４�１～１６�４�５ 企画調整部研究企画科 １

総務部庶務課 １

地球環境部フラックス変動評価チーム １

生物環境安全部植生研究グループ １

化学環境部重金属研究グループ １

英語研修 １６�５ ～１７�３ 企画調整部研究企画科 ４

総務部庶務課 １

地球環境部気象研究グループ １

地球環境部フラックス変動評価チーム １

生物環境安全部植生研究グループ １

生物環境安全部組換え体チーム １

生物環境安全部微生物・小動物研究グループ １

化学環境部有機化学物質研究グループ １

農業環境インベントリーセンター ２

放射線障害防止のための教育訓練 １６�５�１９ RI施設利用職員

研 修 課 題 期 間 参 加 者 所 属 参加者数

国家公務員合同初任者研修 １６�４�６～１６�４�８ 企画調整部研究企画科 １

�種試験採用者研修 １６�４�１４～１６�４�１８ 企画調整部研究企画科 １

�種試験採用者研修 １６�４�２０～１６�４�２３ 総務部庶務課 １

関東地区係長研修 １６�６�８～１６�６�１１ 総務部庶務課 １

農業機械化研修（大型特殊自動車及びけん
引操作基礎研修）

１６�１０�５～１６�１０�１４ 企画調整部業務科 ２

数理統計短期集合研修基礎編 １６�１１�８～１６�１１�１２ 地球環境部生態システム研究グループ １

生物環境安全部微生物・小動物研究グループ １

化学環境部ダイオキシンチーム １

数理統計短期集合研修応用編 １６�１１�１５～１６�１１�１９ 企画調整部研究企画科 １

生物環境安全部昆虫研究グループ １

化学環境部ダイオキシンチーム １

管理監督者研修 １６�１２�６～１６�１２�１０ 企画調整部情報資料課 １

研 修 課 題 期 間 参 加 者 所 属 参加者数

知的財産権研修 １６�１１�９～１６�１１�１２ 企画調整部研究企画科 １

地球観測衛星データ利用セミナー １６�７�１４～１６�７�１６ 地球環境部生態システム研究グループ １

英語研修在外研究員コース １６�４ ～１６�１２ 生物環境安全部植生研究グループ １
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研 修 会

講 習 会

研 修 課 題 期 間 参 加 者 所 属 参加者数

第一種衛生管理者試験準備講習会 １６�８�２～１６�８�４ 企画調整部研究企画科 ２

総務部会計課

放射線安全管理講習会 １６�１２�２１ 環境化学分析センター １

チェーンソー作業従事者特別教育訓練 １７�１�１８～１７�１�１９ 企画調整部業務科 ２

車輌系建設機械運転技能講習会 １７�２�２５～１７�２�２６ 企画調整部業務科 ２

甲種防火管理者資格取得講習会 １７�２�２４～１７�２�２５ 総務部会計課 １

研 修 課 題 期 間 参 加 者 所 属 参加者数

服務・懲戒処分実務研修会 １６�６�１０ 総務部庶務課 １

勤務時間・休暇関係実務研修会 １６�６�１１ 総務部庶務課 １

災害補償実務担当者研修会 １６�７�２１～１６�７�２３ 総務部庶務課 １

生態学基礎研修「植生調査の方法と実践」 １６�７�２６～１６�７�２８ 生物環境安全部植生研究グループ １

評価・監査中央セミナー １６�８�２６～１６�８�２７ 監事 １

総務部会計課 １

関東地区行政管理・評価セミナー １６�１０�２８ 総務部庶務課 ２

分限処分・懲戒処分実務研修会 １６�１２�１７ 総務部庶務課 １

農林水産省接遇研修 １７�１�１８～１７�１�２１ 総務部庶務課 １

任用実務担当者研修会 １７�１�２８ 総務部庶務課 １

PRTR事業者研修会 １７�２�８ 総務部会計課 １

項 目 分 析 鑑定・同定 技 術 指 導

昆 虫

微 生 物

土 壌

統 計

リモートセンシング

そ の 他

－

１

８

－

－

３

３１

１１

－

－

－

－

９

４０

２３

６４

２６

７７

５．分析・鑑定等
（件数）
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�．総 務

１．機 構

平成１６年度末における機構は次のとおりである。

研究企画科 企画推進班
研究調整係、研究推進係

研究交流科
企 画 調 整 部 研究情報システム科

情報資料課
管理係、広報係

業務科

庶務課 庶務班
総 務 部 庶務係、文書係、厚生係

労務班
人事係、職員係

会計課 経理班
予算係、支出係、審査係

用度班
検収管理係、契約係、施設管理係

気象研究グループ
気候資源ユニット、生態系影響ユニット、大気保全ユニット

生態システム研究グループ
地 球 環 境 部 環境計測ユニット、環境統計ユニット、物質循環ユニット、

生態管理ユニツト、リモートセンシングユニット
温室効果ガスチーム
食料生産予測チーム
フラックス変動評価チーム

植生研究グループ
植生生態ユニット、景観生態ユニット、化学生態ユニット

理事長 理 事 生物環境安全部 昆虫研究グループ
導入昆虫影響ユニット、個体群動態ユニット、昆虫生態ユニット

微生物・小動物研究グループ
微生物生態ユニット、微生物機能ユニット、
線虫・小動物ユニット

監 事 組換え体チーム

有機化学物質研究グループ
化 学 環 境 部 農薬動態評価ユニット、農薬影響軽減ユニット、

土壌微生物利用ユニット
重金属研究グループ
重金属動態ユニット、土壌化学ユニット、土壌生化学ユニット

栄養塩類研究グループ
土壌物理ユニット、養分動態ユニット、水動態ユニット、
水質保全ユニット

ダイオキシンチーム

インベントリー研究官
農業環境 土壌分類研究室
インベントリーセンター 昆虫分類研究室

微生物分類研究室

環境化学分析センター 環境化学物質分析研究室
放射性同位体分析研究室
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２．人 事
� 定 員

平成１６年度末各部定員は、次のとおりである。 （１７�３�３１現在）

１）役 員

２）職 員

� 人事異動（平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで）

役 職 名 常 勤 非 常 勤 計

理 事 長 １ １

理 事 １ １

監 事 １ １ ２

合 計 ３ １ ４

部 別
定 員

一 般 職 員 技術専門職員 研 究 職 員 計

企 画 調 整 部 １０ １３ ８ ３１

総 務 部 ２８ １ ２９

地 球 環 境 部 ３８ ３８

生 物 環 境 安 全 部 ３３ ３３

化 学 環 境 部 ４３ ４３

農業環境インベントリーセンター １２ １２

環 境 化 学 分 析 セ ン タ ー ８ ８

合 計 ３８ １４ １４２ １９４

（採 用）

年月日 氏 名 新 所 属

１６�４�１ 駒村美佐子 農業環境インベントリーセンター 再任用

１６�４�１ 田端 純 企画調整部研究企画科 新規採用

１６�４�１ 佐藤真由美 総務部庶務課（庶務班庶務係） 新規採用

１６�４�１ 間野 正美 地球環境部（フラックス変動評価チーム）（任期 平
成十九年三月三十一日まで）

選考採用（任期付研究員）

１６�４�１ 楠本 良延 生物環境安全部（植生研究グループ景観生態ユニット）
（任期 平成十九年三月三十一日まで）

選考採用（任期付研究員）

１６�４�１ 前島 勇治 化学環境部（重金属研究グループ土壌化学ユニット）
（任期 平成十九年三月三十一日まで）

選考採用（任期付研究員）

（転 入）

年月日 氏 名 新 所 属 旧 所 属

１６�４�１ 稲生 圭哉 企画調整部主任研究官（研究企画科） 農薬検査所検査部農薬環境検査課大気検査係長

１６�４�１ 中岩 祐美 企画調整部情報資料課管理係長 農業工学研究所企画調整部情報資料課管理係長

１６�４�１ 柴田 明子 企画調整部研究企画科（企画推進班研究調整係） 農林水産技術会議事務局筑波事務所総務課（用度係）

１６�４�１ 嶋田 博顯 総務部会計課長 農林水産技術会議事務局先端産業技術研究課課長補佐
（総務班担当）

１６�４�１ 野宮 勝彦 総務部会計課課長補佐（経理班担当） 農業・生物系特定産業技術研究機構東北農業研究センタ
ー総務部福島総務分室長

１６�４�１ 西村千津子 総務部会計課専門職（経理班支出係） 農林水産技術会議事務局筑波事務所厚生課共済福祉係主任

�．総 務 １２７



年月日 氏 名 新 所 属 旧 所 属

１６�４�１ 岡田 浩明 生物環境安全部主任研究官（微生物・小動物研究グル
ープ線虫・小動物ユニット）

農業・生物系特定産業技術研究機構東北農業研究センタ
ー畑地利用部主任研究官（畑病虫害研究室）

１６�１０�１ 飯野 宏幸 企画調整部業務科 農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究セ
ンター企画調整部（業務第２科）

１６�１０�１ 上田 義治 農業環境インベントリーセンターインベントリー研究
官

農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究セ
ンター農業情報研究部専門領域研究官

１６�１０�１ 小板橋基夫 農業環境インベントリーセンター主任研究官（微生物
分類研究室）

農業・生物系特定産業技術研究機構九州沖縄農業研究セ
ンター野菜花き研究部主任研究官（野菜花き保護研究チ
ーム）

１６�１０�１ 野口 雅子 生物環境安全部（微生物・小動物研究グループ微生物
機能ユニット）

農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究セ
ンター北陸水田利用部研究員（病害研究室）

１６�１０�１６ 大山 道弘 総務部会計課長 農林水産技術会議事務局研究開発課課長補佐（総務班担
当）

１６�１１�１ 阿部 薫 化学環境部重金属研究グループ研究リーダー（土壌生
化学ユニット）

農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究セ
ンター関東東海総合研究部主任研究官（総合研究第３チ
ーム）

（転 出）

年月日 氏 名 新 所 属 旧 所 属

１６�４�１ 道下 � 農業・生物系特定産業技術研究機構統括部会計監査室長 総務部会計課長

１６�４�１ 中谷 敬子 農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究セ
ンター企画調整部連絡調整室室長補佐（交流班担当）

企画調整部主任研究官（研究交流科）

１６�４�１ 吉田 睦浩 農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究
センター虫害防除部主任研究官（線虫害研究室）

生物環境安全部主任研究官（微生物・小動物研究グルー
プ線虫・小動物ユニット）

１６�４�１ 増田 昇利 農業・生物系特定産業技術研究機構作物研究所総務課
庶務係長

総務部庶務課庶務班厚生係長

１６�４�１ 月星 隆雄 農業・生物系特定産業技術研究機構花き研究所生産利
用部病害制御研究室長

農業環境インベントリーセンター主任研究官（微生物分
類研究室）

１６�４�１ 青木 隆之 農業・生物系特定産業技術研究機構近畿中国四国農業
研究センター企画調整部情報資料課専門職（司書）

企画調整部情報資料課管理係長

１６�４�１ 山根 理愛 農業・生物系特定産業技術研究機構九州沖縄農業研究
センター企画調整部情報資料課（管理係）

総務部会計課（経理班支出係）

１６�４�１ 鈴木まゆみ 農業生物資源研究所総務部庶務課専門職（庶務第２係） 総務部会計課専門職（用度班契約係）

１６�４�１ 渡辺 薫 国際農林水産業研究センター総務部庶務課専門職（労
務・人事）

総務部会計課課長補佐（経理班担当）

１６�４�１ 高橋 正史 国際農林水産業研究センター沖縄支所業務科 企画調整部業務科

１６�１０�１ 又川 速雄 農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究
センター企画調整部（業務第２科）

企画調整部業務科

１６�１０�１ �橋 真実 農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究
センター北陸水田利用部主任研究官（病害研究室）

生物環境安全部主任研究官（微生物・小動物研究グルー
プ微生物機能ユニット）

１６�１０�１６ 嶋田 博顯 農業・生物系特定産業技術研究機構近畿中国四国農業
研究センター庶務課長

総務部会計課長

（併 任）

年月日 氏 名 併 任 先 本 所 属

１６�７�１６ 大倉 利明 農林水産省農林水産技術会議事務局研究調査官 農業環境インベントリーセンター主任研究官（土壌分類
研究室）

農業環境技術研究所年報 平成１６年度１２８



� 受賞・表彰

日本土壌肥料学会賞（平成１６年４月２日）

藤井 義晴

「他感作用の検定法の開発と他感作用候補物質の同定」

日本土壌肥料学会奨励賞（平成１６年４月２日）

山口 紀子

「配位子とイオンの相互作用が土壌中の化学反応に及ぼす影響」

日本沙漠学会進歩賞（平成１６年５月１８日）

杜 明遠

「タクラマカン沙漠を中心とする中国乾燥地の気候と人間活動に関する研究」

日本進化学会教育啓蒙賞（平成１６年８月５日）

三中 信宏

「１０年にわたるEvolve-Ml の見事な運営」

環境科学会論文賞（平成１６年９月３０日）

林 健太郎

「酸性沈着による森林衰退の可能性に関する地域スクリーニング手法の開発－BC/A1比を指標とした南関

東におけるケーススタデイ－」

植物調節剤功労者表彰（平成１６年１２月１０日）

上路 雅子（企画調整部）

「環境中における除草剤の動態解明に関する研究」ほか

日本作物学会論文賞（平成１７年３月３０日）

井上 吉雄

Plant Production Science ６巻１号に掲載された総説

「Synergy of Remote Sensing and Modeling for Estimating Ecophysiological Processes in Plant Production」

（退 職）

年月日 氏 名 旧 所 属

１６�７�１５ 林 陽生 退職（勧奨） 地球環境部長

１７�３�３１ 上路 雅子 退職（勧奨） 企画調整部長

１７�３�３１ 西山 幸司 定年 生物環境安全部微生物・小動物研究グループ微生物評価
研究官

１７�３�３１ 竹内 誠 定年 化学環境部栄養塩類研究グループ研究リーダー（水質保
全ユニット）

１７�３�３１ 織田 久男 定年 化学環境部重金属研究グループ研究リーダー（重金属動
態ユニット）

１７�３�３１ 原田 直國 定年 生物環境安全部主任研究官（植生研究グループ植生生態
ユニット）

�．総 務 １２９



平成１６年度 永年勤続者表彰（平成１６年４月１日）

（３０年以上）

杉江 元（生物環境安全部昆虫研究グループ）

小野 信一（化学環境部重金属研究グループ）

坂西 研二（化学環境部栄養塩類研究グループ）

（２０年以上）

新関 幸子（企画調整部情報資料課）

國府田真紀（総務部庶務課）

野内 勇（地球環境部気象研究グループ）

宮田 明（地球環境部フラックス変動評価チーム）

澤田 宏之（生物環境安全部微生物・小動物研究グループ）

安田 耕司（農業環境インベントリーセンター）

小原 洋（ 〃 ）

平成１６年度 功績者表彰（平成１７年３月３１日）

岡 三�（生物環境安全部）

農業環境技術研究所年報 平成１６年度１３０



３．会 計

� 財務諸表

貸借対照表

（平成１７年３月３１日）

（単位：円）

資産の部
	 流動資産

現金及び預金 １
０４５
３４８
２０２
前渡金 １
２５０
０００
未収収益 ２２０
７７３
未収金 ５５
８３５
流動資産合計 １
０４６
８７４
８１０

� 固定資産
１ 有形固定資産

建物 ７
９７９
３２６
７７９
減価償却累計額 ７７２
２３５
３０９ ７
２０７
０９１
４７０

構築物 １
５３５
０８５
８３９
減価償却累計額 １０８
７２８
４９６ １
４２６
３５７
３４３

車両運搬具 １５
０４５
４６６
減価償却累計額 ７
３４４
３６５ ７
７０１
１０１

工具器具備品 ２
８４５
４１９
５０２
減価償却累計額 １
５８９
７１０
７８３ １
２５５
７０８
７１９

土地 ２５
２００
０００
０００
その他の有形固定資産 ９８
０６３
５４７
有形固定資産合計 ３５
１９４
９２２
１８０

２ 無形固定資産
ソフトウェア ４０
３２６
４１７
電話加入権 ２
１５３
１００
工業所有権仮勘定 １
７３７
６７１
無形固定資産合計 ４４
２１７
１８８

３ 投資その他の資産
預託金 ２
１５３
０００
投資その他の資産合計 ２
１５３
０００
固定資産合計 ３５
２４１
２９２
３６８
資産合計 ３６
２８８
１６７
１７８

負債の部
	 流動負債

運営費交付金債務 ２６７
１３７
８８４
リース債務 ２８
９９６
５２２
研究業務未払金 ３３
４９０
１５９
未払金 １８４
７４１
１１４
未払費用 １０５
２７９
５８９
未払消費税 １９１
０００
預り金 １１
０４４
９６０
その他の流動負債 ８５
６３７
流動負債合計 ６３０
９６６
８６５

� 固定負債
資産見返負債
資産見返運営費交付金 ６０６
７１８
８９５
資産見返寄付金 ５
８１０
７９８
資産見返物品受贈額 ３５２
３１３
０８４
工業所有権仮勘定見返運営費交付金 １
７３７
６７１ ９６６
５８０
４４８

リ－ス債務 ３１
５６６
３０８
固定負債合計 ９９８
１４６
７５６
負債合計 １
６２９
１１３
６２１

資本の部
	 資本金

政府出資金 ３４
３５３
２６９
５２４
資本金合計 ３４
３５３
２６９
５２４

� 資本剰余金
資本剰余金 １
３２５
９４９
１００
損益外減価償却累計額 －１
５４０
８５２
５４８
損益外固定資産除売却差額 －１４４
７５２
６３７
資本剰余金合計 －３５９
６５６
０８５

� 利益剰余金
積立金 ６６２
７２１
８９５
当期未処分利益 ２
７１８
２２３
（うち当期総利益） （ ２
７１８
２２３）
利益剰余金合計 ６６５
４４０
１１８
資本合計 ３４
６５９
０５３
５５７
負債資本合計 ３６
２８８
１６７
１７８

�．総 務 １３１



損益計算書

（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日）

（単位：円）

経常費用

研究業務費

給与、賞与及び諸手当 １
３９５
５１１
６４２
法定福利費・福利厚生費 １５６
１２７
８１０
退職金 １９７
３９７
９７７
その他人件費 １５６
００８
１３５
外部委託費 ４５９
８４０
８１０
研究材料費 ８８
４２０
７７０
支払リース料 １
０６７
２２０
賃借料 ５
３４３
３０５
減価償却費 ２４７
５３８
０１０
保守・修繕費 ３５１
４４２
５４６
水道光熱費 ２１８
００８
６７９
旅費交通費 ９３
０１９
７３０
消耗品費 ２４２
７２５
７９３
備品費 ７６
５２６
４９２
諸謝金 １
５０６
０２０
支払手数料 ８７５
０７４
図書印刷費 １１９
５１３
２６４
その他業務経費 ２８
２３６
３０６ ３
８３９
１０９
５８３

一般管理費

役員報酬 ４１
００５
７０４
給与、賞与及び諸手当 １８０
５３０
０４９
法定福利費・福利厚生費 ３０
１２８
４６７
退職金 ２３
７１５
０００
その他人件費 １６
８０８
９９５
賃借料 ３
０７０
７３３
減価償却費 ５
６９９
１２０
保守・修繕費 ５５
４８１
８５０
水道光熱費 １１
５５１
２０２
旅費交通費 ２
６８０
２３９
消耗品費 １０
４２４
２６０
備品費 ５
６６７
９４２
諸謝金 ６
６５９
０００
支払手数料 １
９８１
２７９
その他管理経費 １１
１４３
９９７ ４０６
５４７
８３７

財務費用

支払利息 ９５３
３８９ ９５３
３８９
経常費用合計 ４
２４６
６１０
８０９

経常収益

運営費交付金収益 ３
１５７
９６４
７１６
事業収益

その他事業収入 ８１１
６７２ ８１１
６７２
受託収入

政府受託収入 ８７１
０３６
０００
その他受託収入 ５０
０８７
３３９ ９２１
１２３
３３９

資産見返負債戻入 １６９
２０６
１０５
財務収益

受取利息 ３０
８８３ ３０
８８３
雑益 １９２
３１７
経常収益合計 ４
２４９
３２９
０３２
経常利益 ２
７１８
２２３

臨時損失

固定資産除却損 ２５
０２２
４４２ ２５
０２２
４４２
臨時利益

資産見返負債戻入 ２５
０２２
４４２ ２５
０２２
４４２
当期純利益 ２
７１８
２２３
当期総利益 ２
７１８
２２３
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キャッシュ・フロー計算書

（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日）
（単位：円）

行政サービス実施コスト計算書

（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日）
（単位：円）

	 業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料、商品又はサービスの購入による支出 －１
６９０
８２３
１９６
人件費支出 －２
１３１
２５４
６７１
その他の業務支出 －１０８
１６９
２００
運営費交付金収入 ３
２６４
１１１
０００
受託収入 ９２１
１０４
６１９
その他業務収入 １
６１４
９０４
小計 ２５６
５８３
４５６

利息の受取額 ３０
８８７
利息の支払額 －９５３
３８９

業務活動によるキャッシュ・フロー ２５５
６６０
９５４

� 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 －３２５
２６７
７１９
無形固定資産の取得による支出 －８
４１２
１０９
施設費による収入 １０５
９２７
０００

投資活動によるキャッシュ・フロー －２２７
７５２
８２８

� 財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 －２７
８９０
５５５
財務活動によるキャッシュ・フロー －２７
８９０
５５５

 資金増加額 １７
５７１
� 資金期首残高 １
０４５
３３０
６３１
� 資金期末残高 １
０４５
３４８
２０２

	 業務費用

� 損益計算書上の費用

研究業務費 ３
８３９
１０９
５８３
一般管理費 ４０６
５４７
８３７
財務費用 ９５３
３８９
臨時損失 ２５
０２２
４４２ ４
２７１
６３３
２５１

�（控除）自己収入等
受託収入 －９２１
１２３
３３９
その他事業収入 －８１１
６７２
資産見返寄付金戻入 －３５２
１７７
受取利息 －３０
８８３
雑益 －１９２
３１７ －９２２
５１０
３８８

業務費用合計 ３
３４９
１２２
８６３

� 損益外減価償却等相当額

損益外減価償却相当額 ３７４
５３５
３３４
損益外固定資産除却相当額 ８
３６２
３０８ ３８２
８９７
６４２
損益外減価償却等相当額合計 ３８２
８９７
６４２

� 引当外退職給付増加見積額 －９６
３４４
７９８

 機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 ４４４
２０８
４６２
無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用 １２
６６９
０７０ ４５６
８７７
５３２

� 行政サービス実施コスト ４
０９２
５５３
２３９

�．総 務 １３３



重要な会計方針

１．運営費交付金収益の計上基準
費用進行基準を採用しております。

２．減価償却の会計処理方法
� 有形固定資産

定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ５～５０年
構築物 ５～５０年
車両運搬具 ４～８年
工具器具備品 ５～１０年

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８６）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控
除して表示しております。
� 無形固定資産

定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいております。

３．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。
なお、行政サービス実施コスト計算書における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、当期末の自己
都合退職金要支給額から前期末の自己都合退職金要支給額を控除した額から、業務費用として計上されている退職給与の額を控除して
計算しております。

４．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
� 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
１０年利付国債の平成１７年３月末利回りを参考に１�３２０％で計算しております。

� 政府又は地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率
１０年利付国債の平成１７年３月末利回りを参考に１�３２０％で計算しております。

５．リース取引の処理方法
リース料総額が３００万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が３００万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

６．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

表示方法の変更
従来、研究用試薬等の研究用消耗品につきましては、消耗品としての形態的分類に基づいて、研究業務費の消耗品費として計上してお

りましたが、当事業年度より研究材料費に計上することに変更しております。
この変更は、研究用消耗品が研究材料としてのみ用いられる機能的側面を重視して行ったものであります。
なお、従来の表示方法を採用した場合、研究業務費の研究材料費は１
３４９
１３４円、消耗品費は３２９
７９７
４２９円であります。

貸借対照表の注記事項
運営費交付金から充当されるべき退職一時金見積額は、１
７４３
７４８
２２４円になっております。

キャッシュ・フロー計算書の注記事項
� 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳は、現金及び預金となっております。
� 重要な非資金取引
�当事業年度に新たに計上したファイナンスリース取引に係わる資産の額 ８
６３２
５９８円
�無利子貸付金の償還金と当該無利子貸付金に係る償還時補助金の相殺額 ９５９
７７８
０００円

行政サービス実施コスト計算書の注記事項
� 政府出資等の機会費用は、計上利率：１�３２０％（決算日における１０年もの国債（新発債）利回り）を適用し、｛（（期首政府出資金
３４
３５３
２６９
５２４円－資本剰余金１
０４２
５７０
５４３円）＋（期末政府出資金３４
３５３
２６９
５２４円－資本剰余金３５９
６５６
０８５円））／２｝×１�３２０％
で計上しております。
� 政府からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用は、計上利率：１�３２０％（決算日における１０年もの国債（新発
債）利回り）を適用し、平成１７年３月２９日に償還時補助金と相殺した長期借入金９５９
７７８
０００円×１�３２０％で計上しております。

行政サービス実施コストに準ずる費用関係
独立行政法人会計基準第２４の項目には該当しないが、行政サービス実施コストに準ずる費用は次のとおりです。
筑波共同利用施設から提供を受けている受益の費用 １７４
６７８
３６４円

農業環境技術研究所年報 平成１６年度１３４



利益の処分に関する書類

（単位：円）

附 属 明 細 書

（１） 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

（単位：円）

	 当期未処分利益 ２
７１８
２２３
当期総利益 ２
７１８
２２３

� 利益処分額

積立金 ２
７１８
２２３
独立行政法人通則法

第４４条第３項により

主務大臣の承認を受けようとする額

目的積立金 ０ ０ ２
７１８
２２３

（注１）利益の処分については、当期財務諸表についての主務大臣の承認を得た時点において、処理を行うこととなっ
ております。

資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
減価償却累計額

差引当期残高 摘要
当期償却額

有形固定
資産（償
却費損益
内）

建物 １５８
９１０
９６１ ６３
０９９
０６６ ０ ２２２
０１０
０２７ ２１
７８８
４５７ １３
６４２
４２５ ２００
２２１
５７０

構築物 １１
１５９
３８７ ７
９２９
７１０ ０ １９
０８９
０９７ １
１０９
３１０ ６８６
５４３ １７
９７９
７８７

車両運搬具 １３
１２０
４６６ １
９２５
０００ ０ １５
０４５
４６６ ７
３４４
３６５ ２
０９３
６０９ ７
７０１
１０１

工具器具備品 １
７４４
５６３
６５９ １７４
５１７
５１６ ３２
４４４
５１９ １
８８６
６３６
６５６ ９０６
９２４
２７３ ２２３
５１４
３３３ ９７９
７１２
３８３

計 １
９２７
７５４
４７３ ２４７
４７１
２９２ ３２
４４４
５１９ ２
１４２
７８１
２４６ ９３７
１６６
４０５ ２３９
９３６
９１０ １
２０５
６１４
８４１

有形固定
資産（償
却費損益
外）

建物 ７
６９６
２０１
２８８ ９８
６６７
１９５ ３７
５５１
７３１ ７
７５７
３１６
７５２ ７５０
４４６
８５２ ２１７
２１０
１１３ ７
００６
８６９
９００ �

構築物 １
５１６
５８７
３８４ ０ ５９０
６４２ １
５１５
９９６
７４２ １０７
６１９
１８６ ２８
１１７
６３３ １
４０８
３７７
５５６

工具器具備品 ９２０
９２４
９７６ ３７
８５７
８７０ ０ ９５８
７８２
８４６ ６８２
７８６
５１０ １２９
２０７
５８８ ２７５
９９６
３３６ �

計 １０
１３３
７１３
６４８ １３６
５２５
０６５ ３８
１４２
３７３ １０
２３２
０９６
３４０ １
５４０
８５２
５４８ ３７４
５３５
３３４ ８
６９１
２４３
７９２

非償却資
産

土地 ２５
２００
０００
０００ ０ ０ ２５
２００
０００
０００ ０ ０ ２５
２００
０００
０００

その他の有形固定資産 ９８
８８１
５４７ ０ ８１８
０００ ９８
０６３
５４７ ０ ０ ９８
０６３
５４７

計 ２５
２９８
８８１
５４７ ０ ８１８
０００ ２５
２９８
０６３
５４７ ０ ０ ２５
２９８
０６３
５４７

有形固定
資産合計

建物 ７
８５５
１１２
２４９ １６１
７６６
２６１ ３７
５５１
７３１ ７
９７９
３２６
７７９ ７７２
２３５
３０９ ２３０
８５２
５３８ ７
２０７
０９１
４７０

構築物 １
５２７
７４６
７７１ ７
９２９
７１０ ５９０
６４２ １
５３５
０８５
８３９ １０８
７２８
４９６ ２８
８０４
１７６ １
４２６
３５７
３４３

車両運搬具 １３
１２０
４６６ １
９２５
０００ ０ １５
０４５
４６６ ７
３４４
３６５ ２
０９３
６０９ ７
７０１
１０１

工具器具備品 ２
６６５
４８８
６３５ ２１２
３７５
３８６ ３２
４４４
５１９ ２
８４５
４１９
５０２ １
５８９
７１０
７８３ ３５２
７２１
９２１ １
２５５
７０８
７１９

土地 ２５
２００
０００
０００ ０ ０ ２５
２００
０００
０００ ０ ０ ２５
２００
０００
０００

その他の有形固定資産 ９８
８８１
５４７ ０ ８１８
０００ ９８
０６３
５４７ ０ ０ ９８
０６３
５４７

計 ３７
３６０
３４９
６６８ ３８３
９９６
３５７ ７１
４０４
８９２ ３７
６７２
９４１
１３３ ２
４７８
０１８
９５３ ６１４
４７２
２４４ ３５
１９４
９２２
１８０

無形固定
資産

ソフトウェア ６３
５２０
８０９ ７
５４１
７６５ ０ ７１
０６２
５７４ ３０
７３６
１５７ １３
３００
２２０ ４０
３２６
４１７

電話加入権 ２
０４６
０００ １０７
１００ ０ ２
１５３
１００ ０ ０ ２
１５３
１００

工業所有権仮勘定 ９７４
４２７ ７６３
２４４ ０ １
７３７
６７１ ０ ０ １
７３７
６７１

計 ６６
５４１
２３６ ８
４１２
１０９ ０ ７４
９５３
３４５ ３０
７３６
１５７ １３
３００
２２０ ４４
２１７
１８８

投資その
他の資産

預託金 ２
１５３
０００ ０ ０ ２
１５３
０００ ０ ０ ２
１５３
０００

計 ２
１５３
０００ ０ ０ ２
１５３
０００ ０ ０ ２
１５３
０００

注：摘要：�資産科目修正による減少３０
５９８
０６５円（工具器具備品へ）を含んでおります。
�資産科目修正による増加３０
５９８
０６５円（建物から）を含んでおります。

�．総 務 １３５



（２） たな卸資産の明細

（単位：円）

（３） 長期借入金の明細

（単位：円）

（４） 資本金及び資本剰余金の明細

（単位：円）

（５） 積立金の明細

（単位：円）

（６） 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

� 運営費交付金債務 （単位：円）

種 類 期 首 残 高

当 期 増 加 額 当 期 減 少 額

期 末 残 高 摘 要当期購入・
製造・振替 そ の 他 振出・振替 そ の 他

消 耗 品 ０ ３２
４００ ０ ３２
４００ ０ ０

副 産 物 ０ ３２６
０００ ０ ３２６
０００ ０ ０

計 ０ ３５８
４００ ０ ３５８
４００ ０ ０

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 平均利率（％） 返済期限 摘 要

長期借入金 ９５９
７７８
０００ ０ ９５９
７７８
０００ ０ ０
（Ｈ１６年度繰上償還）

無利子借入金

計 ９５９
７７８
０００ ０ ９５９
７７８
０００ ０

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘 要

資本金
政府出資金 ３４
３５３
２６９
５２４ ０ ０ ３４
３５３
２６９
５２４

計 ３４
３５３
２６９
５２４ ０ ０ ３４
３５３
２６９
５２４

資本剰
余金

運営費交付金 ２
１５３
０００ １０７
１００ ０ ２
２６０
１００ 災害補償預託金の預託、電話加入権

施設整備費補助金 ２５５
９３８
０００ １
０６５
７０５
０００ ０ １
３２１
６４３
０００ 注）

政府承継 ２
０４６
０００ ０ ０ ２
０４６
０００

計 ２６０
１３７
０００ １
０６５
８１２
１００ ０ １
３２５
９４９
１００

損益外減価償却累計額 ―１
１６６
３１７
２１４ ―３７４
５３５
３３４ ０ ―１
５４０
８５２
５４８

損益外固定資産除売却差額 ―１３６
３９０
３２９ ―８
３６２
３０８ ０ ―１４４
７５２
６３７

計 ―１
３０２
７０７
５４３ ―３８２
８９７
６４２ ０ ―１
６８５
６０５
１８５

差引計 ―１
０４２
５７０
５４３ ６８２
９１４
４５８ ０ ―３５９
６５６
０８５

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘 要

通則法４４条１項積立金 ６２４
２８５
１３１ ３８
４３６
７６４ ０ ６６２
７２１
８９５ 平成１５年度利益処分

計 ６２４
２８５
１３１ ３８
４３６
７６４ ０ ６６２
７２１
８９５

交付年度 期首残高 交付金当期
交 付 額

当期振替額

期末残高運営費交付
金 収 益

資産見返運
営費交付金

工業所有権仮勘定
見返運営費交付金 資本剰余金 小 計

平成１４年度 １０７
８９８
７６８ － １０７
８９８
７６８ ０ ０ ０ １０７
８９８
７６８ ０

平成１５年度 ２４０
６０８
４６３ － １２１
２６４
３７１ ０ ０ ０ １２１
２６４
３７１ １１９
３４４
０９２

平成１６年度 － ３
２６４
１１１
０００２
９２８
８０１
５７７ １８６
６４５
２８７ ７６３
２４４ １０７
１００３
１１６
３１７
２０８ １４７
７９３
７９２

合 計 ３４８
５０７
２３１３
２６４
１１１
０００３
１５７
９６４
７１６ １８６
６４５
２８７ ７６３
２４４ １０７
１００３
３４５
４８０
３４７ ２６７
１３７
８８４

注） 当期増加額の内訳
１．施設費による資産取得 １０５
９２７
０００円
２．無利子借入金返済に伴う増加 ９５９
７７８
０００円
合計 １
０６５
７０５
０００円
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� 運営費交付金収益

（７） 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

（単位：円）

（８） 役員及び職員の給与の明細

（単位：千円、人）

※注記 １．支給の基準

役員に対する支給の基準は、役員給与規程及び役員退職手当支給規程によっております。

職員に対する支給の基準は、職員給与規程及び国家公務員退職手当法によっております。

２．職員の給与支給人員数は、１２ヶ月の平均支給人員数によっております。

３．非常勤役員及び非常勤職員については、外数で（ ）で記載しております。

４．千円未満の端数は切り捨てて記載しております。

業務等区分 １４年度交付分 １５年度交付分 １６年度交付分 合 計

研究業務費 ９３
０５９
７４７ １５
５４７
７３８ ２
６４５
３２８
８０２ ２
７５３
９３６
２８７

一般管理費 １４
８３９
０２１ １０５
７１６
６３３ ２８２
５１９
３８６ ４０３
０７５
０４０

財 務 費 用 ０ ０ ９５３
３８９ ９５３
３８９

合 計 １０７
８９８
７６８ １２１
２６４
３７１ ２
９２８
８０１
５７７ ３
１５７
９６４
７１６

区 分 当期交付額
左の会計処理内訳

摘 要
建設仮勘定見返施設費 資本剰余金 その他

施設整備費補助金 １０５
９２７
０００ ０ １０５
９２７
０００ ０

無利子貸付金償還時補助金 ９５９
７７８
０００ ０ ９５９
７７８
０００ ０

計 １
０６５
７０５
０００ ０ １
０６５
７０５
０００ ０

区 分
報 酬 又 は 給 与 退 職 手 当

支 給 額 支 給 人 員 数 支 給 額 支 給 人 員 数

役 員
（４７５）
４０
５３１

（１）
３

（０）
２３
７１５

（０）
３

職 員
（１７２
８１７）
１
５７６
０４１

（１４５）
１９１

（０）
１９７
３９７

（０）
６

合 計
（１７３
２９２）
１
６１６
５７２

（１４６）
１９４

（０）
２２１
１１２

（０）
９
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� 決算報告書

（単位：円）

� 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

� 予算配分等

１５年度同様に研究の活性化を図る観点から、運営費交付金を財源とした所内の競争的資金としての「研究推進費」

の枠として２５４
９２６千円（１５年度３１４
７２３千円）を設けて、当所が主催する独自の国際会議の開催に１１
３７０千円（１５

年度６
８３９千円）、国際研究集会等への参加に１９
８２４千円（１５年度１６
２７９千円）及び所内独自の法人プロジェクトに

２８
２１９千円（１５年度２４
００６千円：原則として、個人ないしは単独研究単位で実施する独立型、複数の研究単位で実

施する連携型、所の主導で実施する運営型）を充当し、効率的な研究推進を図った。

� 経費の節約等

経費の節減に係わる方針についても、１５年度同様に業務経費については、中期計画内の研究機械の購入計画を立

てるとともに、所内の機械・機器の共用化を図り、経費の節減に取り組んだ。また、一般管理費についても、研究本

館内の不必要な電気の消灯及び研究用器具の洗浄時の節水に努め、光熱水・通信運搬費等の管理費の節約を図った。

機器等の購入に際してはグリーン購入法に基づき、省エネルギー製品を積極的に購入するとともに、所内連絡等

はインターネットを利用したメールの配布を利用し、さらに諸会議資料についてはペーパーレス化を図り、経費の

節減に努めた。

その結果、一般管理費のうち管理諸費について１５年度に比べ約４００万円の削減を図り、業務経費を充実させるこ

とができた。

� 外部資金等

自己収入増加に係る方針としては、中期目標達成に有効な競争的資金に積極的に応募し、研究資源の充実を図る

よう努めることとし、科学研究費補助金の応募の際には説明会を開催するとともに、「公募型プロジェクト検討委

区 分 予 算 額 決 算 額 差 額 備 考

収 入

運営費交付金 ３
２６４
０００
０００ ３
２６４
１１１
０００ １１１
０００
施設整備費補助金 １０６
０００
０００ １０５
９２７
０００ －７３
０００
施設整備資金貸付金償還時補助金 ９６０
０００
０００ ９５９
７７８
０００ －２２２
０００
無利子借入金 ０ ０ ０

受託収入 ９０８
０００
０００ ９２１
１２３
３３９ １３
１２３
３３９
諸収入 ２
０００
０００ １
０３４
８７２ －９６５
１２８

計 ５
２４０
０００
０００ ５
２５１
９７４
２１１ １１
９７４
２１１
支 出

業務経費 ９３１
０００
０００ ９３３
２４７
７３４ ２
２４７
７３４
施設整備費 １０６
０００
０００ １０５
９２７
０００ －７３
０００
受託経費 ９０８
０００
０００ ９１９
４８８
６４９ １１
４８８
６４９
借入償還金 ９６０
０００
０００ ９５９
７７８
０００ －２２２
０００
一般管理費 ４１２
０００
０００ ４０４
７０９
７８２ －７
２９０
２１８
人件費 ２
２３０
０００
０００ ２
００７
８０９
２７７ －２２２
１９０
７２３ ※支出予算額は、交付金受入

額及び繰越額の合計である。

計 ５
５４７
０００
０００ ５
３３０
９６０
４４２ －２１６
０３９
５５８

※差額の計算方法
収入については、決算額－予算額で計上しております。
支出については、決算額－予算額で計上しております。
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員会」を設置し、申請内容に助言を与え、各部・センターで応募戦略を検討させた。その結果、文部科学省、環境

省等の競争的資金に、代表提案８課題（１５年度４課題）、参画提案９課題（１５年度５課題）の合計１７課題（１５年度

９課題）が新たに採択され、２６７
５２８千円の収入を獲得することができたが、終了課題分との差により１５年度より

も７
４８０千円減収した。しかし、その他のプロジェクト研究課題の受託等により１６年度の受託研究費は９１８
４５８千円

と１５年度に比べて５０
６０４千円の増加となった。

１）予 算

平成１６年度予算決算

（単位：百万円）

区 分 予 算 額 決 算 額 備 考

収入

運営費交付金 ３
２６４ ３
２６４
施設整備費補助金 １０６ １０６

施設整備資金貸付金償還時補助金 ９６０ ９６０

無利子借入金 ０ ０

受託収入 ９０８ 注１） ９２１

諸収入 ２ １

版権及特許権等収入 ２ １

その他の収入 ０ ０

計 ５
２４０ ５
２５２
支出

業務経費 ９３１ ９３３

施設整備費 １０６ １０６

受託経費 ９０８ ９１９

試験研究費 ８１０ ８６５

管理諸費 ９８ ５４

借入償還金 ９６０ ９６０

一般管理費 ４１２ ４０５

研究管理費 １０７ １５０

管理諸費 ３０５ ２５５

人件費 ２
２３０ 注２）２
００８
計 ５
５４７ ５
３３１

注１ 受託収入決算額の内訳は、次のとおりである。
受託研究収入 ９２１百万円（平成１５年度 ８７８百万円）
�政府受託研究収入 ８７１百万円（ 〃 ８３０百万円）
�その他の受託研究収入 ４７百万円（ 〃 ４５百万円）
�政府外受託出張収入 ３百万円（ 〃 ３百万円）
・政府受託研究収入の増加は、「農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発」及び「公害防止等試験研究費」
の増額等が主な要因である。

注２ 人件費予算額と人件費決算額の差額は、人件費繰越額である。
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２）収支計画

平成１６年度収支計画決算

（単位：百万円）

区 分 計 画 額 決 算 額 備 考

費用の部 ４
７５３ ４
２７１
経常費用 ４
７５３ ４
２４５
人件費 ２
２３０ ２
００８
業務経費 ８５３ ９７２

受託経費 ９０８ ８６１

一般管理費 ４１２ １５１

減価償却費 ３５０ ２５３

財務費用 ０ 注１） １

臨時損失 ０ 注２） ２５

収益の部 ４
７５３ ４
２７４
運営費交付金収益 ３
４９３ ３
１５８
当年度運営費交付金収益 ３
１８６ ２
９２９
繰越運営費交付金収益 ３０７ ２２９

諸収入 ２ １

受託収入 ９０８ ９２１

資産見返運営費交付金戻入 １７９ ９９

資産見返物品受贈額戻入 １７１ ７０

臨時利益 ０ 注２） ２５

純利益 ０ ３

目的積立金取崩額 ０ ０

総利益 ０ 注３） ３

注１ 財務費用決算額
当期における財務費用は、リース資産に係る支払利息分である。 １百万円

注２ 臨時損失・臨時利益
当期における臨時損失は、資産の除却により発生した固定資産除却損であり、同額を資産見返負債戻入として収益化（利益）を図っ

たものである。 ２５百万円
注３ 純利益（総利益）決算額の内容は、受託収入人件費相当額、知的所有権収益、生産 物売払収入のキャッシュベースにおける収益が
５百万円、受託費購入財産の減価償却額（非キャッシュベース）が△２百万円となっている。 ３百万円
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３）資金計画

平成１６年度資金計画決算

（単位：百万円）

� 固定資産

１）有形固定資産

２）無形固定資産

区 分 計 画 額 決 算 額 備 考

資金支出 ６
２６３ ５
３３８
業務活動による支出 ４
４０３ ３
９３１
投資活動による支出 １８４ ３３４

財務活動による支出 ９６０ ２８

次年度への繰越金 ７１６ 注１） １
０４５

資金収入 ６
２６３ ５
３３８
業務活動による収入 ４
１７４ ４
１８７
運営費交付金による収入 ３
２６４ ３
２６４
受託収入 ９０８ ９２１

その他の収入 ２ ２

投資活動による収入 １
０６６ １０６

施設整備費補助金による収入 １
０６６ １０６

その他の収入 ０ ０

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

前年度からの繰越金 １
０２３ １
０４５

区 分 数 量

建物
建 面 積 ２９
５４５�
延 べ 面 積 ５８
０４６�

構 築 物 －

車 輌 運 搬 具 ７点

工 具 器 具 備 品 ７７６点

土 地 建 物 敷 地 ２０６
３４９�
水 田 ４２
９５０�
畑 １４９
６７０�

そ の 他 １７１
８９７�
計 ５７０
８６６�

立
木
竹

樹 木 ２
２９３本
立 木 ４３１�

区 分 数 量

ソ フ ト ウ エ ア ３６点

電 話 加 入 権 ２９回線

工業所有権仮勘定 ８件

注１ 次年度への繰越金の主な内訳は、次のとおりである。（計数は四捨五入のため、端数処理により合計とは一致しない）
�未払金・未払費用・預り金等 ３３５百万円
�運営費交付金債務 ２６７百万円
�現物出資に係る還付消費税及び還付消費税還付加算金 ４３７百万円
�その他利益計上額 ７百万円
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� 平成１６年度機械等購入

（運営費交付金財源）

機 械 名 型 式 名 購入金額（円） 研究室等名

ホイルローダ クボタ R－520D ３
４５４
５００ 業務科

多本架冷却遠心機 HITACHI CF12RX １
５８７
６００ 植生生態ユニット

固相抽出送液ユニット GLサイエンス SPE－8 １
７４８
２５０ ダイオキシンチーム

固相抽出送液ユニット GLサイエンス SPE－8 １
７４８
２５０ ダイオキシンチーム

メディカルフリーザー サンヨー MDF－U442 ６５９
４００ 微生物分類研究室

音波式ふるい器 SW=20AＴ形 防音カバー、シーブ含み ９９２
２５０ 放射性同位体分析研究室

薬用保冷庫 サンヨー MPR－720R ６８４
６００ 微生物生態ユニット

試料分解システム パーキンエルマー Multiwave3000 ７
３６１
０２５ 放射性同位体分析研究室

低倍率ズームレンズ キーエンス VH－Z05 無反射リング ５９１
１５０ 個体群動態ユニット

ポンプ（HPLCポンプ） SHISEIDO 3101 NANOSPACE SI－2 ９１８
９７２ 環境化学物質分析研究室

バイオマスバーニングガス測定システム 堀場 マツチガス分析計 汎用ガス分析計 ８
８１９
８９５ 大気保全ユニット

蛍光マイクロビーズアレイシステム DNAチップ研究所 K－W025－001 ９
２３７
９００ 農薬影響軽減ユニット

水ポテンシャル測定装置 明和商事 WP4－T １
４４７
４４６ 土壌物理ユニット

トラクター クボタ KB16FMARF12ドライブハロー １
５５１
３７５ 業務科

質量分析装置 Quattro micro API Mass Analyzer １８
８８２
１５０ 土壌微生物ユニット

運搬車 筑水キャニコム ELL801MPV ライガー ７３０
８００ 業務科

遠心分離器 日立 CF15RX ６５５
２００ 微生物生態ユニット

遺伝子増幅装置 TaKaRa Themal Cycler Dice TP600 ６８２
５００ 農薬影響軽減ユニット

分光光度計 日立 U－1800 ５４６
０００ 生態系影響ユニット

原子吸光分光光度計 バリアン SpectrAA 240Z １０
６８９
０００ 総務部

スピンコーターシステム アクティブ ACT－220D ８９２
５００ 環境化学物質分析研究室

ＤＮＡ増幅装置 アプライドバイオシステムズ ２７２０ ５６６
３７０ 昆虫生態ユニット

移動式物品棚 KONNGO社製 ZBLH672－656SM ３
５６８
９５０ 研究企画科

移動式書架 イトーキ EHM－7420D－TE ２
６２５
０００ 総務部

ウォールキャビネット ウチダ １－２７７－５４０２ ５１９
４３５ 総務部

生ゴミ処理装置 サンヨー GNS－30CD ２
１５２
５００ 総務部

穀粒判定器 静岡製機 ES－1000S ６０６
６７０ 組換え体チーム

LANアナライザー フルーク社 ES－LAN ８３７
９００ 研究情報システム科

データロガー キャンベル CR23X－1 ５５２
８２５ 水質保全ユニット

ジェット式器具洗浄機 サンヨー MJW－9020 １
２６０
０００ 水動態ユニット

ケルダール分解・蒸留装置 日本ビュッヒ KB－762S １
９９９
９９８ 生態系影響ユニット

無線 LANアナライザ 東陽テクニカ A－1250E ６５３
１００ 研究情報システム科

液体クロマトグラフ用オートサンプラー Agilent G1313A １
２６８
１９０ 昆虫生態ユニット

オートサンプラー 島津 SIL－10ADvp ９９７
５００ 養分動態ユニット

オートサンプラー 島津 SIL－10ADvp ９９７
５００ 養分動態ユニット

大容量地理情報処理装置 SunBlade 2500 １
９１７
５１０ リモートセンシングユニット

大会議室映像装置 Panasonic TH－D5500 １
２９３
６００ 研究企画科

総合気象観測装置 クリマテック CPR－CG4 １３
３３５
０００ 気候資源ユニット

コンピュータソフトウェア ABI PRISM3100ソフトウエア アプラドバイオ １
２００
０００ 微生物分類研究室

コンピュータソフトウェア 外来生物情報データベースの日本語版 １
０５０
０００ 昆虫研究グループ長室

コンピュータソフトウェア CADWe‘ll CAPEE2004 設備統合版 ９９７
５００ 総務部

コンピュータソフトウェア SIS ASC5 インフォマティクス社 １
４１１
２００ インベントリー研究官

小型貨物自動車 トヨタ トヨエース J/Lスチール １
９２５
０００ 業務科
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（受託等予算財源）

（施設費財源）

（リース契約・運営費交付金財源）

機 械 名 型 式 名 購入金額（円） 研究室等名

デジタル記録計 Campbell CR23X－4M－1 ７６８
２８５ フラックス変動評価チーム

二酸化炭素計 盟和商事 LI－7000 ２
９７０
８０７ 大気保全ユニット

安全キャビネット 十磁フィールド BIO－�－A/P １
２４３
２００ 土壌微生物利用ユニット

変性剤勾配ゲル電気泳動装置 バイオラッド 170－9085M １
４１７
５００ 微生物生態ユニット

細胞破砕装置 フナコシ Fast Prep 6001－100 ７３７
１００ 微生物機能ユニット

DNA増幅装置 アプライドバイオシステム 9700G １
１７１
８００ 微生物生態ユニット

群落微気象観測装置 キャンベル社 CR10X－2M－L １
９５８
２５０ 組換え体チーム

酸素安定同位対比測定用前処理装置 サーモエレクトロン GasBench � ９
９７５
０００ 放射性同位体分析研究室

電子天秤 メトラー MX－5型 ウルトラミクロ天秤 １
３３８
７５０ 植生生態ユニット

超純水製造装置 ミリポア Milli－Q Academic, Elix－UV 3 ９９３
５１０ 放射性同位体分析研究室

HPLCシステム GLサイエンス GL－7400series ２
４０５
０２５ ダイオキシンチーム

大型水盤 藤原製作所 FVS－330型 ９７６
５００ 放射性同位体分析研究室

マルチチャンネルアナライザ SEIKO EG&G MCA 7600 １
６６０
６００ 放射性同位体分析研究室

地理情報システム解析装置 ArcGIS9�0基本モジュールほか ９
０３０
０００ 食料生産予測チーム

遺伝子解析装置 BioRad iCycler 170－8720JA ８３１
６００ 植生生態ユニット

マイクロプレートウォッシャー 和光 コロンブス １
０７７
３００ 微生物機能ユニット

水分測定装置 太陽計器 SK－1 ９６５
７９０ 土壌物理ユニット

モニタリングガメラ キャノン VC－C4R ８００
１００ 組換え体チーム

エバポレーター ヤマト科学 RE71 ９８１
７５０ 土壌化学ユニット

遠心分離機 佐久間 SS－1500 ６６９
３７５ 農薬影響軽減ユニット

実体蛍光観察システム Leica MZ16FA－DFC ５
１７６
５００ 微生物機能ユニット

水循環モデル開発装置 富士通 hydro01 CELSIUS N430 １
５９９
９９０ 気候資源ユニット

土壌風食測定装置システム セネコム SEK－01 １
９４０
４００ 放射性同位体分析研究室

遺伝子増幅装置 BioRad iCycler 170－8720JA ８３１
６００ 微生物機能ユニット

遺伝子増幅装置 BioRad iCycler 170－8720JA ８３１
６００ 微生物機能ユニット

高速液体クロマトグラフ Waters 176800000JAS COMPONENT GRADIENT SYSTEM ４
４９９
７７５ 微生物機能ユニット

コンピュータソフトウェア 日京 NT－ACDDB ACD/pka DB, LogP DB Solubility DB ２
２６５
１６５ 農薬動態評価ユニット

コンピュータソフトウェア SEIKO EG&G DS－P240/W32 ６１７
９００ 放射性同位体分析研究室

機 械 名 型 式 名 購入金額（円） 研究室等名

超純水製造装置 ミリポア ZMQGR00KT １
６３２
８５５ 大気保全ユニット

低水蒸気発生装置 盟和 L1－610 １
５６８
９１０ 大気保全ユニット

グロースチャンバー 東京理化 インキュベーター CO２システム ２
３５４
５２０ 大気保全ユニット

グロースチャンバー 東京理化 インキュベーター システム １
７０３
５２０ 大気保全ユニット

機 械 名 型 式 名 購入金額（円） 研究室等名

電話交換機システム 構内電話交換機（IP－PBX） ８
６３２
５９８ 総務部
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� 特許等一覧表

１）国 内

発 明 の 名 称 発 明 者 出願年月 特許・出願番号 備考

土壌水分測定装置 粕淵 辰昭 Ｓ６０�４ 特許第１９０９２８３号

ジメチルカーバーメートよりなる殺虫協力剤 宍戸 孝、昆野 安彦 Ｓ６１�５ 特許第１６４６０４５号

カンシャノシンクイハマキ用性誘引剤 玉木 佳男、杉江 元
金城美恵子

Ｓ６２�２ 特許第２０８１６３９号

オクダカ－ジェン・テトライン－カルボン酸誘導体及びそ
の製造法

西山 幸司 Ｓ６２�８ 特許第２５００３１４号

（E）－７
９－デカジエニルアセタートを追加成分とする昆虫
誘引剤

玉木 佳男、杉江 元
長嶺 将昭、金城美恵子

Ｓ６３�７ 特許第１９０６５６５号 共同出願

９
１１－ドデカジェニルブチレートと９
１１－ドデカジエニル
ヘキサノエートを成分とする昆虫誘引剤

玉木 佳男、杉江 元
長嶺 将昭、金城美恵子

Ｓ６３�８ 特許第１９０６５６６号 共同出願

植物生育培地水分制御法 久保田 徹、岩間 秀矩
加藤 英孝、遅沢 省子

Ｓ６３�９ 特許第１６６１０５３号

（Z）－７－ドデセニルアセタートと（Z）－９－ドデセニルアセタ
ートを有効成分とする昆虫誘引剤

玉木 佳男、杉江 元
川崎建次郎、北村 実彬

Ｓ６３�９ 特許第１７７８７１１号

土壌病害防除・植物成長促進剤 小林 紀彦、飯島 宏一 Ｓ６３�１０ 特許第１８５５３８９号 共同出願

シュードモナス属細菌 P－４菌株、土壌病害防除剤及び土
壌病害防除方法

鈴井 孝仁、成田 勇 Ｈ１�２ 特許第２６１４９１３号 共同出願

シバツトガの配偶者行動攪乱剤 杉江 元、野口 浩
清水 喜一、河名 利幸
福田 寛、山本 昭
福本 毅彦、井原 俊明

Ｈ２�１２ 特許第２８５１４４３号 共同出願

宿主ベクター系 福本 文良、佐藤 守
美濃部侑三

Ｈ３�４ 特許第２６０００９０号

シバツトガの誘引剤 杉江 元、野口 浩
清水 喜一、河名 利幸
福田 寛、山本 昭
福本 毅彦、井原 俊明

Ｈ４�１ 特許第２７７９０９０号 共同出願

芝生害虫の配偶行動攪乱剤 杉江 元、野口 浩
清水 喜一、河名 利幸
福田 寛、山本 昭
福本 毅彦、井原 俊明

Ｈ４�１ 特許第２７９３７３６号 共同出願

ヨトウガの誘引剤 杉江 元、野口 浩
清水 喜一、河名 利幸
福田 寛、山本 昭
福本 毅彦、井原 俊明

Ｈ４�３ 特許第２７７９０９３号 共同出願

３次元自由局面設計装置 竹澤 邦夫 Ｈ４�１０ 特許第２６７４６７８号

ナガチャコガネの誘引剤 杉江 元、野口 浩
川崎建次郎、本間 健平
大泰司 誠、柿崎 昌史
鈴木 宏治、福本 毅彦

Ｈ７�４ 特許第２６５４５１４号 共同出願

チャバネアオカメムシの誘引剤 杉江 元、野口 浩
川崎建次郎、高木 一夫
守屋 成一、藤家 梓
福田 寛、大平 喜男
津田 勝男、山中 正博
堤 隆文、鈴木 宏治
福本 毅彦

Ｈ７�４ 特許第２７２０３７８号 共同出願

新規土壌凝集剤 高橋 義明、櫻井 泰弘
牧野 知之

Ｈ７�９ 特許第２７４１７４６号

薬剤の放出制御・抑制方法およびその資材 小原 裕三、石井 康雄 Ｈ８�３ 特許第２９８７４２２号

スルホキシド化合物及びそれを用いた植物成長阻害剤 藤井 義晴、原田 二郎
平舘俊太郎、佐野 禎哉
大東 肇、平井 伸博

Ｈ８�７ 特許第３１６３３７７号

カラム内濃縮が可能な毛細管電気泳動を誘導結合プラズマ
に接続するためのインターフェース及び接続方法

山崎 慎一、梅 二文 Ｈ８�１１ 特許第２８３８２００号

土壌中の有機汚染物質を分解する分解菌の集積方法及びそ
れを用いた分解菌の単離方法

高木 和広、吉岡 祐一 Ｈ９�２ 特許第３０３０３７０号 共同出願
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発 明 の 名 称 発 明 者 出願年月 特許・出願番号 備考

新規植物成分及びそれを含有する植物成長阻害剤 平舘俊太郎、箭田 浩士
杉江 元、藤井 義晴

Ｈ９�２ 特許第３０９９０５８号

タイワンレンギョウの新規植物成分及びそれを含有する植
物成長阻害剤

平舘俊太郎、中嶋 直子
箭田 浩士、藤井 義晴

Ｈ１０�２ 特許第２８８４５１１号

土壌中の有機塩素系化合物を好気的に分解する分解菌、そ
の分解菌の集積又は単離方法及びその分解菌を保持する分
解菌保持担体

高木 和広、吉岡 祐一 Ｈ１０�５ 特許第２９０４４３２号 共同出願

土壌の病害抑止性の評価方法 横山 和成、松本 直幸 Ｈ１０�１１ 特許第３０５１９２０号

病原性が低い紫紋羽病菌菌株分離株Ｖ－７０およびそれを含
む紫紋羽病防除剤

松本 直幸、岡部 郁子
須崎 浩一、吉田 幸二
植竹ゆかり

Ｈ１１�９ 特許第３２３１７４４号 共同出願

病原性低下因子を含む白紋羽病菌分離株Ｗ３７０ 松本 直幸、岡部 郁子
植竹ゆかり、荒川 征夫
中村 仁

Ｈ１３�１ 特許第３５９４９０５号 共同出願

単離した分解菌の集積方法及びその集積方法により得られ
た分解菌の保持担体、その分解菌保持担体を利用する汚染
土壌回復又は地下水汚染防止の方法

高木 和広、吉岡 祐一 Ｈ１１�６ 特願２００１－５０５６６８号 共同出願

凝集剤 牧野 知之、扇谷 浩 Ｈ１３�９ 特願２００１－２９８８２５号 共同出願

LysRタイプ蛋白質 CbnRの結晶構造 小川 直人、千田 俊哉 Ｈ１４�５ 特願２００２－１５８１７３号 共同出願

リゾプス属糸状菌のポリガラクツロナーゼおよびポリガラ
クツロナーゼ遺伝子

吉田 重信、鈴木 文彦
月星 隆雄、對馬 誠也
篠原 弘亮

Ｈ１４�６ 特願２００２－１７３０６８号

難分解性物質の分解方法 上垣 隆一、桑原 雅彦
上路 雅子、宮本 秀夫
川端 孝博、鈴木 源士

Ｈ１４�６ 特願２００２－１６８１４８号 共同出願

モミガラ成形炭粉末を利用した水稲用農薬の系外流出防止
システム

高木 和広、高梨誠三郎 Ｈ１４�９ 特願２００２－２８０７１２号 共同出願

植物成長促進剤 藤井 義晴、平舘俊太郎
荒谷 博、濱野 滿子

Ｈ１５�３ 特願２００３－９５３７５号 共同出願

新規農薬分解菌と複合微生物系による農薬分解法 高木 和広、吉岡 祐一
原田 直樹

Ｈ１５�７ 特願２００３－１９４３３０号 共同出願

農薬分解菌それを用いた浄化方法 高木 和広、原田 直樹 Ｈ１５�８ 特願２００３－３０１１８３号

非病原性細菌のファージ数維持機能を利用した植物細菌病
害防除法

土屋 健一、畔上 耕児
小原 達二

Ｈ１５�８ 特願２００３－３０７２３７号 共同出願

重金属汚染土壌の浄化方法 牧野 知之、菅原 和夫
高野 博幸、神谷 隆
佐々木宏太

Ｈ１５�１１ 特願２００３－３８８７２０号 共同出願

微量液体連続霧化装置及びこれを利用した標準ガス発生装
置

小原 裕三、遠藤 正造 Ｈ１５�１２ 特願２００３－４１５２３２号

微生物保存用分散媒体及び微生物保存容器 西山 幸司、篠原 弘亮 Ｈ１５�１２ 特願２００３－４１４６３２号

汚染土壌の浄化方法 牧野 知之、菅原 和夫
高野 博幸、神谷 隆
佐々木宏太

Ｈ１６�２ 特願２００４－２５３９３号 共同出願

殺虫剤抵抗性ワタアブラムシを識別するための PCRプラ
イマー

鈴木 健 Ｈ１６�６ 特願２００４－１８９５１８号 共同出願

植物成長調節剤、桂皮酸誘導体化合物、及びその製造方法 平舘俊太郎、荒谷 博
藤井 義晴

Ｈ１６�８ 特願２００４－２４３７１７号

重金属汚染土壌の浄化方法 牧野 知之、前島 勇治
菅原 和夫、高野 博幸
神谷 隆、佐々木宏太

Ｈ１６�９ 特願２００４－２６２１９０号 共同出願

もみ殻炭化物を利用した水稲の栽培方法及びこの方法によ
り生産された米

高木 和広、高梨誠三郎 Ｈ１６�１２ 特願２００４－３５７７０６号 共同出願

複合分解菌集積保持担体及びその製造方法、新規細菌、並
びに汚染環境の浄化方法及びその装置

高木 和広、吉岡 祐一
原田 直樹

Ｈ１７�１ 特願２００５－１８９０１号 共同出願

穀物の子実重量の推定方法及び装置 芝山 道郎 Ｈ１７�３ 特願２００５－０９０３８０号

大気ガスの測定方法及び装置 須藤 重人 Ｈ１７�３ 特願２００５－０９６９１８号
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２）外 国

発 明 の 名 称 発明者 出願年月 特許・出願番号 備考

リゾキシン（抗腫瘍剤及びそれを用いた腫瘍治療方法） カナダ 佐藤 善司
松田 泉
野田 孝人
奥田 重信
岩崎 成夫
古川 淳
小林 久芳

Ｓ５９�１０ 特許第１２３７６６７号

リゾキシン カナダ Ｓ６３�３ 特許第１３１１４３４号

３次元自由局面設計装置 カナダ 竹澤 邦夫 Ｈ５�３ 特許第２０９２２１７号

アメリカ Ｈ５�３ 特許第６５９０５７５号

ベルギー Ｈ５�３ 特許第５９４２７６号

スイス Ｈ５�３ 特許第５９４２７６号

ドイツ Ｈ５�３ 特許第６９３２６８６８�９－０８号

フランス Ｈ５�３ 特許第５９４２７６号

イギリス Ｈ５�３ 特許第５９４２７６号

イタリア Ｈ５�３ 特許第５９４２７６号

リヒテンシュタイン Ｈ５�３ 特許第５９４２７６号

オランダ Ｈ５�３ 特許第５９４２７６号

スウェーデン Ｈ５�３ 特許第５９４２７６号

形質転換されたイネ縞葉枯ウィルス抵抗性イネおよびその
製造方法

台 湾 鳥山 重光
早川 孝彦
朱 亜峰

Ｈ５�１ 特許第８２４２５号

韓 国 Ｈ４�１２ 特許第２５５４７４号 共同出願

中 国 Ｈ４�１２ 特許第９２１１５１７７�２号 共同出願

土壌中の有機塩素系化合物を好気的に分解する分解菌、そ
の分解菌の集積又は単離方法及びその分解菌を保持する分
解菌保持担体

オーストラリア 高木 和広
吉岡 祐一

Ｈ１１�５ 特許第７３５４１７号 共同出願

韓国 Ｈ１１�５ 特許第３３６１９５号 共同出願

EPC Ｈ１１�５ 特願９９９１８３６４号 共同出願

カナダ Ｈ１１�５ 特願２２９６６５８号 共同出願

好気的に PCNBを分解する分解菌の集積及び単離方法 アメリカ 高木 和広
吉岡 祐一

Ｈ１１�５ 特願０９／４６２８７７号 共同出願

土壌処理のため多孔質材に有機汚染物質を分解する分解菌
を集積する方法

アメリカ 高木 和広
吉岡 祐一

Ｈ１１�８ 特許第６４５１５８０ 共同出願

単離した分解菌の集積方法及びその集積方法により得られ
た分解菌保持担体、その分解菌保持担体を利用する汚染土
壌回復又は地下水汚染防止の方法

韓国 高木 和広
吉岡 祐一

Ｈ１１�６ 特願１０－２００１－７００１６６２号 共同出願

EPC Ｈ１１�６ 特願９９９２５４１８�８号 共同出願

アメリカ Ｈ１１�６ 特願０９／７４４９９６号 共同出願

カナダ Ｈ１１�６ 特願２３４２８０５号 共同出願

オーストラリア Ｈ１１�６ 特許第７５１８５０号 共同出願
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４．図 書

平成１６年度受入れ図書・資料数およびサービス件数は次のとおりである。

� 受入れ図書・資料冊数

� サービス

他機関へのコンテンツ・シートの提供 １誌（のべ １件）

農林水産省所管の機関（当所を除く）からの来館者 １３０人（コピー ２
２５６枚）

他省庁所管の機関からの来館者 ２９人（コピー ４２９枚）

一般（地方自治体、大学、民間など）来館者 １８５人（コピー ２
７７５枚）

筑波研究学園都市内の他機関を利用した当所職員 １１人

５．視察・見学者数

区 分 購 入 寄 贈 計

単行書
（冊）

和 ６４９ １３ ６６２

洋 ２４１ ９ ２５０

資料
（冊）

和 ０ １７６ １７６

洋 ０ ９７ ９７

雑誌
（種）

和 ８０ ８１２ ８９２

洋 １９０ １７７ ３６７

レファレンス 外部への複写依頼 外部からの複写依頼

省 内 ２７件 ９９７件 ２
０９３件
省 外 １０件 ６０４件 ３３件

計 ３７件 １
６０１件 ２
１２６件

区 分 農業関係者 一 般 学 生 公 務 員 外 国 人 計

年 月 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人

平成１６年４月 ２ １４ １ ４ ３ １８

５月 １ １９ ２ ８０ １ ２３ １ １ ５ １２３

６月 （４） ９ ４ ４５ ４ ５４

７月 （２） ４ ５ １００ ２ ３０ １ ３ ２ １６ １０ １５３

８月 ３ １２９ ５ ７９ １ ２ ９ ２１０

９月 （２） ２ １ ２４ １ １７ ２ ４ ４ ４７

１０月 （４） ７ ２ ４０ １ ９ ４ １６ ７ ７２

１１月 ２ １５ １ ８５ １ ２ （３） ７ ４ ２９ ８ １３８

１２月 １ １０ ３ ４９ ４ ５９

平成１７年１月 １ ９ １ ９

２月 （１） ２ １ １ １ ７ ２ １０

３月 （３） ５ １ ３６ １ １ ３ １５ ５ ５７

計 ２ ２８ １４ ４００ １９ ３３２ ６ ５７ ２１ １３３ ６２ ９５０

一 般 公 開 ５１ １
１５１ ６６ １０３ １
３７１

つくばちびっ子博士 ２０７ ２０７

合 計 ７９ １
５５１ ６０５ １６０ １３３ ２
５２８
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６．委員会

委 員 会 名 委 員 会 の 目 的 委員会委員構成
人 数
（含むオブ
ザーバー）

備 考

（事務局・庶務）

業績評価審査委員会 法人に勤務する研究管理職員及び研究職員の資質の向
上及び研究の活性化並びに法人の運営に役立てるため
に、法人における研究、運営及び科学技術への貢献等
の業績の評価及び審査を公正かつ透明に行うことを目
的とする

理事長、理事、部長、セン
ター長

９ （研究企画科）

公募型プロジェクト等
検討委員会

公募型プロジェクト等に、研究職員が応募しようとす
る際、申請書の記載事項について、法人の研究推進方
向との適合性を検討するとともに、申請内容に対する
助言を与えることを目的とする

部長、センター長、研究企
画科長、研究交流科長（派
遣規定に基づく研究職員派
遣の場合のみ）

９ （研究企画科）

研究推進費審査委員会 研究推進費の執行に関する審査を行い、法人の公正か
つ効率的運営に資することを目的とする

部長、センター長 ７ （研究企画科）

施設委員会 法人における施設・用地の利用及びエネルギ－対策等
の管理運営に関する事項を審議し、研究効率の向上に
資することを目的とする

部長、センター長、会計課
長、研究企画科長、施設管
理係長

１０ （研究企画科）

機械委員会 法人における研究用機械等の計画的な導入及び管理運
営に関する事項について審議し、研究効率の向上に資
することを目的とする

企画調整部長、研究企画科
長、業務科長、研究部長、
センター長

８ （研究企画科）

圃場委員会 圃場の管理運営に関する事項を審議し、調査及び研究
の円滑な推進を図ることを目的とする

企画調整部長、業務科長、
総括作業長、各部・センタ
ー職員

１０ （研究企画科）

アイソトープ委員会 法人における原子力の利用研究及び放射線障害防止並
びに緊急放射能調査について必要な事項を審議するこ
とを目的とする

企画調整部長、研究企画科
長、環境化学分析センター
長、庶務課長、会計課長、
放射線取扱主任者、放射線
業務総括者、開放研究室責
任者、開放研究室放射線管
理者

９ （研究企画科）

外国人招へい候補者選
考委員会

第３者機関が制度として実施する外国人招へい研究者
の候補者の選考を行うことを目的とする

企画調整部長、研究部長、
センター長

６ （研究交流科）

一般試験ほ場における
栽培実験に関する組換
え作物安全管理委員会

法人の一般試験ほ場における第一種使用規程承認組換
え作物の栽培実験に係る管理体制の整備を図るととも
に、栽培実験の安全かつ適切な実施を図ることを目的
とする

研究所内研究者、栽培実験
責任者、作業管理主任者、
情報提供主任者、業務科長

６ （企画調整部）

隔離ほ場における遺伝
子組換え植物の第一種
使用等に関する業務安
全管理委員会

法人の隔離ほ場試験施設において、法規に定める遺伝
子組換え生物の第一種使用等による生物多様性への影
響の評価等の試験に関する業務の安全かつ適切な実施
を図ることを目的とする

研究所外の学識経験者、研
究所内の組換え生物を扱う
研究者、業務管理者及び業
務安全主任者、企画調整部
長、総務部長

１１ （企画調整部）

遺伝子組換え生物等の
第二種使用等に関する
実験安全委員会

法人における遺伝子組換え生物等の第二種使用等の実
験の安全かつ適切な実施を図ることを目的とする

研究所外の学識経験者、研
究所内研究職員、遺伝子組
換え実験安全主任者、企画
調整部長、総務部長

１１ （企画調整部）

研究技術情報高度化委
員会

法人における研究技術情報高度化の推進方策等に関す
る事項について審議し、研究技術情報高度化に関する
業務の円滑な推進及び効率的な運営を図ることを目的
とする

企画調整部長、研究企画科
長、研究情報システム科長、
情報資料課長、各研究部・
センター職員、（必要に応
じて総務部職員）

９ （研究情報システ
ム科）

研究技術情報高度化委
員会情報部会

法人の電子計算機関係の共用室並びに共用機器の整備
と管理運営を円滑に行うことを目的とする

研究情報システム科長、企
画調整部職員、各研究部・
センター職員

６ （研究情報システ
ム科）

共用ネットワーク運営
会議

農林水産研究計算センターと接続するのに必要な共用
ネットワークが効率的に利用できるよう管理運営を図
ることを目的とする

研究技術情報高度化委員会
情報部会員、農林水産研究
技術情報運営協議会専門部
会員法人代表、（オブザー
バー：法人に居室等を有す
る他の独法職員）

６
（８）

（研究情報システ
ム科）

報告・資料投稿論文審
査委員会

農業環境技術研究所報告及び農業環境技術研究所資料
に投稿する論文等について審査を行い、その内容の質
的向上を図ることを目的とする

理事、企画調整部長、研究
部長、センター長、情報資
料課長

８ （情報資料課）
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委 員 会 名 委 員 会 の 目 的 委員会委員構成
人 数
（含むオブ
ザーバー）

備 考

（事務局・庶務）

図書委員会 法人における図書、資料（電子媒体によるものを含む）
の効率的な利用と適切な運営を図り、調査及び研究の
円滑な推進を図ることを目的とする

企画調整部長、情報資料課
長、各部・センター職員

９ （情報資料課）

広報委員会 法人における調査及び研究成果の広報活動並びに刊行
に関する事項を企画、審議し、効果的な研究推進に資
することを目的とする

企画調整部長、研究企画科
長、研究情報システム科長、
情報資料課長、総務部職員、
各研究部・センター職員

１０ （情報資料課）

温暖化防止対策委員会 地球温暖化対策推進大綱に則り、農業環境研究を所掌
する法人において目に見える地球温暖化防止対策活動
を推進することを目的とする

化学環境部長、総務部長、
研究交流科長、業務科長、
総務課課長補佐（庶務班担
当）、会計課課長補佐（経
理班担当）、各研究部・セ
ンター職員

１４ （総 務 部）

職員採用審査委員会 職員の採用に関する計画の立案及び採用審査を行い、
優れた人材を採用することを目的とする

理事、部長、センター長、
庶務課長

９ （庶 務 課）

研究職員等給与等審査
委員会

研究職員及び任期付研究員の給与の決定等にあたり、
適正な審査・評価を行うことを目的とする

理事、部長、センター長、
庶務課長

９ （庶 務 課）

安全衛生委員会 法人における職員の安全及び健康を確保し、快適な職
場環境の形成を促進することに必要な事項について調
査・審議し、理事長に意見を述べることを目的とする

総務部長、業務科長、庶務
課長、会計課長、産業医、
衛生管理者、安全及び衛生
に関し経験を有する職員

１３ （庶 務 課）

法人文書開示決定等審
査委員会

法人における情報公開事務処理の手引きに定める開示
請求文書の開示決定等を適正に行うことを目的とする

部長、センター長、研究企
画科長、庶務課長、会計課
長

１０ （庶 務 課）

防災対策委員会 防災管理（火災・震災その他の災害の予防及び人命の
安全並びに災害の防止）の適正な運営を図ることを目
的とする

部長、センター長、業務科
長、庶務課長、会計課長

１０ （会 計 課）

指名競争参加者選定委
員会及び随意契約審査
委員会

指名競争契約に参加する者の指名及び随意契約を行う
場合に開催し、審査することを目的とする

総務部長、会計課長、会計
課課長補佐（経理班担当）、
審査係長

４ （会計課施設管理
係）
建設工事契約及び
測量・建設コンサ
ルタント等契約
（会計課契約係）
建設工事契約及び
測量・建設コンサ
ルタント等契約以
外の契約

契約審査委員会 契約事務の適正な処理を図ることを目的とする （建設工事契約及び測量・
建設コンサルタント等契
約）
総務部長、会計課長、会計
課課長補佐（用度班担当）、
施設管理係長
（建設工事契約及び測量・
建設コンサルタント等契約
以外の契約）
総務部長、会計課長、会計
課課長補佐（用度班担当）、
契約係長

４ （会 計 課）

予算検討委員会 法人の予算の要求及び配分に関する検討を行い、もっ
て法人の研究効率の向上に資することを目的とする

総務部長、企画調整部長、
研究企画科長、会計課長、
予算係長

５ （会 計 課）

特定調達審査委員会 国の物品等の調達手続きの特例を定める政令の規程が
適用される物品等の調達に関する所要事項を審査し、
適正な予算の執行を図ることを目的とする

企画調整部長、総務部長、
会計課長、契約係長
（理事長の指名する若干名）

４ （会 計 課）

グリーン調達推進委員
会

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に
定める環境物品等の調達の推進を図るための方針の作
成及び方針に基づく物品等の調達の推進を図ることを
目的とする

企画調整部長、総務部長 ２ （会 計 課）

毒物・劇物安全管理対
策委員会

毒物及び劇物の適切な管理の維持に必要な事項を審議
するほか、管理責任者及び使用者に対し、安全管理に
ついての改善措置等を行うことを目的とする

会計課長、研究企画科長、
業務科長、各研究部・セン
ター職員、必要に応じ衛生
管理者及び産業医

１０ （会 計 課）

�．総 務 １４９
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