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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

人間の利益のために多くの動植物種を制御することを本質とする農業は、太陽の光をエネルギーに、大気

中の二酸化炭酸、土壌中の養分、水といった物質を取り込み循環させて、成長する植物の機能を利用して食

料を生産する産業です。自然のこうした物質循環機能を適切に活用する農業は環境に調和した持続的な産業

ですが、生産性の拡大による自然の循環機能の不適切な活用は、農業それ自体の存在を危ぶませ、私たちは

自らを扶養する能力を失うことにもなります。

謎に満ちたイースター島の文明の崩壊は生態系への過剰な圧力によるものであるといわれています。許容

量を超えた人口の増大は、陸鳥や海鳥の捕獲による絶滅と内海の漁業資源の捕りつくしをもたらし、島を覆

っていた椰子の森は農業によって破壊され土壌侵食が進み、その結果人口扶養力が失われた、というのです。

イースター島の悲劇は今日の私たちの社会とは異なる社会で起きたことだからといって見過ごすことはで

きません。私たちの社会でも食料生産は本質的な問題であり、農業による生態系への圧力は今日でも起きて

いることです。

周知のように私たちの研究所は、農業生産の対象となる生物の生育環境の保全および改善に関する技術の

向上に寄与することを目的としています。この目的を果たすために、私たちは、１）農業生態系の持つ自然

循環機能に基づいた食料と環境の安全性の確保、２）地球規模での環境変化と農業生態系との相互作用の解

明、３）生態学、環境科学研究に関わる基礎・基盤、に関する研究を第Ⅰ期中期計画に定め重点的に行って

きました。

平成17年度は第Ⅰ期中期計画を達成する最終年度に当たります。したがって、この報告書に記載されてい

る研究成果は、過去１年間の成果というよりは、それまでの４年間における年々の成果の上に積み重ねられ

た成果であるということができます。そうした意味で、本年度の年報は、第Ⅰ期中期計画の集大成であると

いう性格を一部備えています。なお、平成18年度から新たに開始する第Ⅱ期中期計画の策定と、その計画を

遂行するための体制整備の検討をも本年度に実施しました。

科学には、知識を深める科学（科学のための科学）と、社会が直面する課題を理解し解決策を提示する科

学（政策のための科学）の２つがあります。地球システムの危機の度合いが高まりつつある21世紀の今日、

それら２つの科学の発展が望まれる状況にあり、私たちの研究所は社会に対する責務としてこの両者に寄与

することを志向しています。これを遂行するためには、広い意味での生態系への農業による過剰な圧力を回

避・除去する知識の創造が必要であり、それには、ギボンズらが提起するように、農業環境技術に関わるデ

ィシィプリンを基礎とした知識生産を行うと同時に、多数のディシィプリンからの分野横断的な参画で行わ

れる知識生産を行うことが必要不可欠であると考えています。

本書が、「離見の見」をわれわれ自身に与え、また、読者諸賢からの忌憚のない批判を得る機会ともなり、

それらを通じて研究の更なる深化が図られるとともに、本書が皆様にとって有意義な情報になることを願っ

ています。

2006年10月

独立行政法人　農業環境技術研究所理事長

佐藤　洋平



基本理念

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

題と環境問題の克服に貢献する。

行動憲章

行動理念

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

もとに行動し、活動による成果を広く社会に還元する。

行動指針

・環境研究の推進

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

解決するため、高い水準の研究活動を積極的に推進する。

・法令遵守

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

って事業活動に取り組む。特に、研究活動を通じた不正はあってはならない。さらに、社会との連携を図

り、公明、公正、中立を堅持して透明性を確保し、信頼性を高める。

・技術移転

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

転に向けて環境を整備する。

・広報・情報の公開

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

農業環境の確保にむけた技術の普及を図るとともに、事業活動に関わる情報の公開に努める。

・協力・連携・国際貢献

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

る。また、行政や国際機関における農業環境政策に貢献する。

環境憲章

環境理念

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

会の構築に寄与するため積極的に行動する。



環境行動指針

・環境への意識向上

環境管理のため組織・制度を整備するとともに、環境に対する意識の向上を図る。

・環境への配慮

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

する日常的な活動を徹底する。

・活動の公開

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

環境保全活動の成果を広く公開する。

・社会との共生

地域社会および国際社会の一員として、社会との協力・共生関係を築くとともに、環境保全活動を積極

的に推進する。
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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」の課題では、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

れまでに、気候値に基づいた農業水資源量を評価するた

め、流域水収支モデル、河道流下モデルならびに灌漑サ

ブモデルからなる大陸スケールの水循環モデルを構築し

た。このモデルについて、河川流量の実測値および既存

の水文モデル出力値との比較により検証を行い、作物栽

培の水需要量を表す灌漑要水量と利用可能な水資源量を

表す流域流出量に基づく水需給率の時空間変動特性を明

らかにするとともに、灌漑サブモデルを組み込み、水需

要を河川取水によって満たされる領域を算出している。

平成17年度では、大陸スケールの水循環モデルに河川

取水アルゴリズムを組み込み、1901～2000年の気象デ

ータを入力値として純灌漑要水量（作物が水ストレスを

受けないで生育するための最低限の給水量）を東・東南

アジアで計算した。降水のみでは水供給が不足する地域

は中国華北やインド西部から中央アジアに分布し、流量

の多い河川に沿った一部の地域では灌漑により充足可能

であった。降水のみで充足可能な地域、灌漑により充足

可能な地域、いずれでも不足する地域の各面積を水系毎

に集計し面積比率の年次変動と、４種類の将来気候予測

値（CCSR/NIES-A2、CCSR/NIES-B2、HadCM3-A2、

HadCM3-B2）を入力値として水循環モデルを実行し、

農業水需給の推定を行った。結果の一例として、黄河水

系では面積比率の年次変化は非常に大きく、将来も水資

源の逼迫がより進行すると予測された。気候値を用いた

広域農業水資源量評価モデルからも水資源の逼迫が示さ

れた。

「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」の課題では、大気 CO2 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

として、FACE（開放系大気 CO2 増加）およびチャン

バー実験を行い、高 CO2 濃度による物質代謝・成長・

熱収支など各プロセスの応答の変化を解析し、大気

CO2 濃度上昇に対する水田生態系の応答を予測するモ

デルを開発することをめざしている。前年度までに、群

落光合成・呼吸、葉面積展開、気孔コンダクタンスの環

境応答を含むイネ成長モデルと、群落蒸散量を推定する

水田熱収支モデルを構築している。平成17年度の成果

では、環境制御チャンバーにおけるイネ群落の CO2 増

加実験から、高 CO2 濃度は夜間呼吸速度を光合成にほ

ぼ比例して増加させるが、出穂期以降の呼吸促進率は光

合成のそれよりも高いことがわかった。呼吸速度を、光

合成、温度、生育ステージ、現存乾物重の関数として表

す呼吸モデルは、実測の高 CO2 応答の傾向をよく再現

した。水田熱収支モデルの感度解析から、蒸散量には風

速・相対湿度・下向き長波放射量に加えて、気孔と葉面

積の高 CO2 応答が大きく影響することがわかった。こ

れらに基づき熱収支モデルを簡易化し、成長過程モデル

と統合したモデルは、日本と中国の FACE 実験で得ら

れた結果を合理的に説明できた。統合モデルのシミュレ

ーションから、200ppmの CO2 濃度の上昇により、群落

蒸散量は９～12％低下するのに対し、乾物生産は18～

22％高まり、その結果水利用効率は30％以上増加する

ものと推定された。

「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」の課題では、農業生態系か

ら放出される微量ガス、砂塵（ダスト）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。前年度までに、トウモロコ

シ畑における花粉と中国の砂漠からのダストの放出拡散
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量推定手法を開発している。平成17年度では、炭化水

素ガスを主に取り上げ、イネモミ残渣を試料とし、風洞

施設を用いて、気象条件（風速、気温、湿度）が炭化水素

を含む炭素系ガスの放出量に及ぼす影響を調べ、炭素系

ガス、特に、炭化水素の放出量は風速に依存しており、

非メタン炭化水素で0.76の寄与率、メタンで0.55の寄与

率を示すことがわかった。その結果より、バイオマス燃

焼で放出される炭化水素ガスの放出量を評価する回帰モ

デル式を作成した。花粉、ダストおよび炭化水素ガスの

放出・拡散過程において作用する主たる要因は、花粉で

は風速と風向、砂漠地のダストでは風速と土壌水分、バ

イオマス燃焼の炭化水素では風速であることがわかった。

（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、関東および九州を中心

とした広域での N2O 測定に基づいて、窒素負荷量（窒

素沈着量＋窒素固定量）、気温、土壌水分を用いて林床

での N2O 発生量を推定する回帰式を作成した。この式

と窒素沈着量、月平均気温などの全国グリッドデータを

用いることにより、我が国の森林域からの N2O 発生量

は約2,700 tN/y（0.1 kgN/ha/y）と推定された。また、

東アジアにおける統計データの解析から、GDP の成長

に伴う肉類消費量の増加が窒素負荷増加の主たる原因で

あることが示された。さらに経済成長や人口変化に関す

るシナリオを用いて、2020年までの窒素負荷、水質の

変化を予測した。その結果、2020年の窒素負荷量は現

在の約1.4倍となり、地下水の質も特に中国東部・東北

部で広範囲に悪化すると予測された。

「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、従来の1997年までの５年ごとの窒素

収支の算定結果に2002年の算定結果を加え、1982年か

ら2002年まで20年間の窒素養分収支の変遷傾向を明ら

かにした。国産からの供給量、および総供給量に占める

国産割合は1982年から一貫して減少していることが分

かった。輸入からの供給量は、2002年に初めて1997年

より減少した。環境への総排出量は、総供給量と同様に

1992年をピークに、1997年、2002年と減少傾向が継続

している。この多くは、家畜の飼養頭数の減少に伴う糞

尿の発生量の減少によるものである。この養分収支を新

たな年次に対しても継続して算定するため、システムの

実行手順を定めた。

「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、関東地方の燃料革命前後

（1950～1960年代）における土地利用変化の違いを比較

するために、関東４地域（東京都練馬地域、埼玉県三富

新田地域、千葉県佐久間地域、茨城県牛久地域）を対象

に、1880年代（迅速測図）、1950年代（２万５千分の１

地形図）、1980年代（環境省・現存植生図）の３時期の

地図を重ね、前期（1880年代から1950年代）、後期

（1950年代から1980年代）の２期間の変化を把握した。

この解析により対象地域の長期間にわたる変化の類型が

明らかになった。すなわち、前期・後期ともに都市化が

進んでいる東京都練馬地域、前期に農村環境を維持し後

期に都市化が始まっている埼玉県三富新田地域、前期・

後期ともに農村環境を維持している千葉県佐久間地域、

極めて複雑な変化を示す茨城県牛久地域の特徴が示され

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、栽培暦データベースに Web とのインターフェー

スを実装した。 MODIS 分光反射率画像セットについ

ては、つくば受信画像を追加するとともに、画像セット

を８日ごとに合成して雲の影響が低減された画像セット

を作成するプログラムを開発し、画像セットをデータベ

ース化した。このデータセットに対して、Web を利用

した検索システムを開発した。さらに、画像セットから

作成した東南アジア地域の植生指数（NDVI）や水の指

数（NDWI）の分布図とケッペンの気候区を利用して、

気候区分毎に閾値を設定する方式の土地被覆分類手法を

開発した。タイ東北部周辺地域についてランドサット

TM 画像を用いて検証した結果、既存広域土地利用図

よりも精度良く分類されていることが確認された。

「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の評価

に関して、昨年度までの個葉レベルでの検討をさらに進

め、今年度は群落レベルでの検討を行なった。水稲群落

の光利用効率（CO2 フラックス/光合成有効放射吸収量）

に関して、531nmと570nmの反射率を用いる分光指数と

の間に密接な関係を見出した（R2＝0.83）。また、多波

長・複数観測天頂角（15°～75°の15°間隔）で測定した

偏光度・反射率を入力とするニューラルネットモデルを

試作・評価し、作物群落の構造および栄養状態を示す平

均葉面傾斜角、葉面積指数、葉色値、および草高の４つ

の特性値を同時に推定する手法を開発した。さらに、植

生指数の季節変化データから、移植期・出穂期・収穫期
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を推定する方法を開発し、東南アジアの広域マップを作

成した。

「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、昨年度までに開発した系統樹高速

計算アルゴリズム BOGEN を中核として、１）遺伝子

などの配列データの入力、２）最節約系統樹の推定、３）

最節約祖先配列の復元、４）結果の出力までを一貫して

分析する手順を確立するとともに、統合プログラム

BALANCE を開発した。このシステムをアオコが産生

する環境毒素（microcystin）に対する分解能をもつ細

菌のリボソーム DNA データに適用することにより、こ

れまで未発見だった分解菌が見つかるとともに、その毒

素分解能を発現する遺伝子がある共通祖先に由来するこ

とが明らかになった。さらに、環境資源データの統計解

析のためのプログラムを外部に公開した。 （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。

わが国とアジア地域の農耕地からのメタン、亜酸化窒

素発生実測値についてデータベースを作成し、統計解析

を行って、わが国とアジア地域の農耕地におけるメタン

および亜酸化窒素の排出係数等を定量化した。そして、

世界およびわが国の水田からのメタン年間発生量を25.1

Tgおよび420 Ggと見積るとともに、わが国の水稲耕作

において、有機物管理や水管理などの実用可能な温室効

果ガス発生削減技術を定量的に評価した。特に、圃場試

験から田畑輪換や不耕起栽培等における温室効果ガス削

減量を算出した。４年間田畑輪換で利用した畑からは、

水稲を連作した田と比較してメタンと亜酸化窒素の合計

の排出量が半分以下であった。不耕起栽培圃場では、土

壌呼吸量が22％低下することから、４年間で1,800g

CO2m－2の二酸化炭素の発生を削減できることを明らか

にした。また、水田からの亜酸化窒素の排出係数の平均

値（±標準偏差）は施肥した窒素量の0.31（±0.31）％

であり、現在の IPCCデフォルト値1.25％より著しく小

さいことを明らかにした。さらに、農耕地から系外に排

出された窒素が、地下水や表面流去水において排出する

係数は0.24％と推定され、この値も現在の IPCC のデフ

ォルト値1.5％より著しく小さかった。これらの成果は、

IPCC ガイドラインやわが国の温室効果ガスインベント

リの改訂のためのデフォルト値として採用され、温室効

果ガス排出削減策の策定に貢献することが期待されてい

る。

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。

東アジアのコメ生産力変化予測では、温室効果ガス排

出シナリオ（SERES、2001）に基づいて、温暖化予測

値が高位、中位、低位となっている３つの大気大循環モ

デルの出力結果にダウンスケーリングを施し、国別ある

いは作物地帯別に解析可能な10kmメッシュの高解像度

気候変化シナリオを作成した。そして、現在の月別気

温・降水量から温暖化時の作物栽培適地・可能地を分級

し、これらの気候シナリオに基づいて2001～2099年の

栽培適地・可能地の面積変動を推定した。この結果、東

アジアのイネの１期作の栽培可能面積はこの100年間に

11～19％増加することが予測された。主生産地域であ

る中国華南地域では、温暖化により単収が減少するが、

栽培可能面積が増加することによって、潜在生産力は増

加すると予測された。

中国における砂漠化研究については、中国内蒙古の草

地を景観タイプと砂漠化程度の異なる５タイプに分類

し、砂漠化指標として提案した植生の種組成、群落高、

被度、地上部乾重、および土壌の粒径組成、有機炭素含

量に加えて、放射性核種137Cs賦存量を整理し、沙地で砂

漠化程度が強いところでは137Csが検出されないこと、沙

地以外では中程度と強程度との間で137Cs賦存量が大きく

変化し、砂漠化指標として使用できることを明らかとし

た。また、砂漠化対策については、沙地では弱程度の砂

漠化で放牧圧の調整が、強程度となると禁牧、草方格、

植林が必要となり、沙地以外では中程度から放牧圧の調

整が必要となることを提示した。

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渦相関法

で継続観測し、解析してきた。今年度は、つくばの水田、

釧路湿原およびアラスカツンドラ湿原の３観測点で得ら

れたデータを用いて、温室効果ガスフラックス及び熱収

支の年次変動を解析した。水田やツンドラの年間 CO2

収支には平均値の約50％に達する年次変動が観測され、

その主要因は気象条件による生育期間の総光合成量の変

動であった。年間の2/3以上に及ぶ非生育期間のCO2フ

ラックスやメタンの放出が、炭素収支・温室効果ガス収

支に重要な役割を占めていることが明らかになった。水
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田では正味放射量の大半は潜熱フラックスに変換される

のに対し、ツンドラや釧路湿原では半分強であった。ま

た、既に発表したアラスカ（2001～2003年）、つくば

（2002年）の観測データの30分値を既存データベースへ

登録した。これらの成果は、温室効果ガス排出削減のた

めの基礎資料となることが期待されている。（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てい

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囲な視点から研究を

実施している。

組換え体チームが取り組む遺伝子組換え作物の生物多

様性影響評価については、主として遺伝子組換え作物と

一般栽培作物との共存のため、交雑リスクを低減させる

栽培技術の開発に資する基礎研究を行うとともに、生物

多様性影響評価手法の開発を行った。また、意図的ある

いは非意図的に日本に持ち込まれた外来生物による被害

を防止することを目的に「特定外来生物被害防止法」が

平成17年６月１日に施行されたが、これに貢献するた

め、平成17年度に採択された文部科学省・科学技術振

興調整費・重要問題解決型プロジェクト「外来生植物の

リスク評価と蔓延防止策」を推進している。

植生研究グループでは、「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。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）等について研究を分担している。

スルホニルウレア系水田除草剤であるベンスルフロン

メチル（BSM）は、我が国をはじめ世界的にも広く使

用されており、水田地帯に分布する水生植物群集の存続

に大きなインパクトを与える可能性がある。17年度は、

実環境に近い暴露濃度変化が得られる土耕試験法の結果

から、水田地帯に分布する絶滅危惧植物４種（オオアカ

ウキクサ、サンショウモ、デンジソウ、ミズニラ）にお

ける BSM の半量生育最高濃度（ECmax50）を求めた。

次に、Okamoto ら（1998）が報告した日本の主要11河

川の BSM 最高濃度を用いて、BSM のリスク指数（河

川水中最高濃度／ECmax50）を算出したところ、サン

ショウモ以外の絶滅危惧植物では全て１未満であった

が、サンショウモでは BSM が検出された８河川のうち

２河川で１を超え、生態リスクがあると判定された。さ

らに、このサンショウモに対する BSM の生態リスクは、

OECD が推奨する試験植物種の緑藻セレナストルムで

は検出できないことを示唆した。

農地およ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

分布と生物相に及ぼす影響の解明、農業生態系における

植生およ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。17年度は、16年度まで

に得られた休耕田および放棄水田にみられる植生タイプ

と自然立地条件および管理履歴等との関係を踏まえ、調

査・解析システムによって整理されたデータを用いて、

食料農業農村基本計画に示された今後10年間の農地面

積予測に基づき、休耕田・耕作放棄水田に出現する植生

タイプの変化を予測した。その結果、乾性の立地に分布

する耕作放棄地を中心に再活用を図ることで、種多様性

の高い水湿植物優占タイプおよび湿性一年草優占タイプ

を維持し、多様性の低い乾性植物優占タイプの増加を抑

えることが可能であることを示した。一方、調査・解析

システムの構築については、利根川流域における全モニ

タリング地点（n＝762）の植生について、11の植物群

落タイプとそれに対応した指標種群を抽出し、茨城県南

部での詳細な調査結果と比較した。その結果、両者の群

落タイプはほぼ１対１に対応しており、指標種群も概ね

共通していたことから、これらの指標種群を植生変化推

定のために重点的に調査すべき種群と位置づけた。また、

クラス67（下流域台地谷津田景観）を対象に、森林と

水田の境界長を水田面積と森林面積で説明する線形回帰

モデルを構築し（R2値：0.62）、それを1976年時点と

1997年時点の国土数値情報に適用してチョウ類の生息

ポテンシャル図を作成した。その結果、チョウ類の生息

地ポテンシャルの減少が顕著であることを示した。これ

らの成果は、農地および周辺の生物相の変動予測のため

の有用な枠組みを示していることから、所の主要成果と

して公表した。

生物群集の遺伝的な多様性については、調査・情報シ

ステムによる利根川流域データベース、筑波稲敷台地

（谷津田環境）、渡良瀬地区（以上関東地域）、および加
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賀三湖地区、河北潟地区（以上北陸地域）の調査データ

を利用して、水田を中心とした農村景観における外来植

物の出現状況を、特定外来生物、要注意外来生物および

それ以外の種に分けて整理した。また、全国から収集し

たセイヨウタンポポと雑種性タンポポについて、クロー

ン分析により遺伝子型を整理した結果、①セイヨウタン

ポポは比較的多様なクローンから構成され、複数回侵入

したと考えられること、②４倍体雑種の84％が同じ遺

伝子型に属するクローンから構成され、それらが本州以

南に広く分布していること等を示した。

これまでに同定したアレロパシー候補物質の他感物質

への寄与を、化合物自身の持つ比活性とこれに含量因子

を加えて評価する「全活性法」を考案し、ユキヤナギに

含まれるケイ皮酸類やムクナに含まれる L-DOPA の全

活性が高いことを明らかにした。L-DOPA の土壌中で

の変換反応には、含まれているカテコール構造が関与し

ており、L-DOPA は pH が高い土壌で不安定であり、

土壌中では吸着反応や変換反応などによってその生理活

性を失うことが判明した。ガスクロマトグラフ質量分析

計を用いてシアナミドを特異的に高感度で定量できる同

位体希釈法を開発した。新たに約1800種の外来植物の

アレロパシー活性を検定し、ニセアカシアから（－）－カ

テキン、コンフリーからロスマリン酸等のカテコール化

合物を同定した。樹木落葉がアオコを構成する藍藻類の

増殖に及ぼす生物検定法を開発した。この手法を用いて、

ため池周辺に生育する樹木を検定した結果、ユキヤナギ、

アカメガシワに強い活性を見いだした。以上の成果のう

ち、L-DOPA の土壌中における植物生育阻害活性の消

長、高感度なシアナミド同定法、アオコの増殖抑制植物

を検定する「リーフディスク法」の開発の３成果は、所

の主要成果として発表した。 （平井一男）

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実行

課題を１つ実施した。組換え作物の小課題のもとで１つ

の実行課題、地球規模の環境変動の小課題のもとで１つ

の実行課題、GIS の小課題のもとで１つの実行課題を分

担した。以下、主な課題について概述する。

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、ハモグリバエの導入寄生蜂ハモグリコマユバチ、ク

リタマバチの寄生蜂チュウゴクオナガコバチとアブラム

シ類の捕食性天敵ヒメクサカゲロウを対象に、種間交雑

の可能性を調査した。その結果は以下の通りである。ハ

モグリコマユバチと近縁の土着寄生蜂ササカワコマユバ

チとの種間交雑後代は全く得られなかった。チュウゴク

オナガコバチ（導入種）とクリマモリオナガコバチ（土

着種）の種間交雑個体は分子マーカーによる精密な調査

を行ったが野外では発見できなかった。ヒメクサカゲロ

ウと近縁の土着天敵ヤマトクサカゲロウとの種間雑種は

実験室内の小さな容器内では多少できるが、容器を大き

くするとその確率は減少し、野外での種間交雑の可能性

は非常に低いことが判明した。さらに、今年度までに得

られた導入寄生蜂等の土着生態系への影響評価結果と、

海外の事例を参考に、定量的な評価方法を開発し、生態

系影響が少ない天敵の海外からの導入判断基準（年報

p29、１次指標40以下、総合指標80以下）を提示した。

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、約400haの地域内で、ブタ

クサおよびブタクサハムシの発生量および分布型を調

査・解析し、ブタクサ群落は集中分布をしていること、

また、ブタクサハムシの個体数の年次変動が大きいこと

を明らかにした。前年度までと本年度に得られた結果に

基づき、ブタクサ群落の空間配置を考慮した本虫個体群

の空間構造化モデルを構築し、４つの異なる仮定に基づ

いてシミュレーションを行った。その結果、ブタクサハ

ムシの移動性およびブタクサ群落間の距離が個体群の安

定性にとって重要な要因であることが明らかになった。

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」の下で昆虫が化学物質を用いて生態

系のなかで相互の関係を保っているシステムの解明を目

指し、チャノコカクモンハマキ用交信撹乱剤の重要な天

敵寄生蜂に対する影響を検討に取り組んだ。チャノコカ

クモンハマキの卵寄生蜂であるハマキコウラコマユバチ

を対象として、交信撹乱成分の存在下で、羽化、寿命、

探索行動、交尾行動、産卵行動を観察し、この寄生蜂の

繁殖に対する影響を検討した。このなかで産卵時間の平

均は処理区で1674秒、無処理区で2215秒となり両者に

有意な差がみられ、処理区では産卵後に卵塊から離れた

後、産卵済みの卵塊をより強く忌避するようであった。

しかし、寄生率は処理区が90.1％、無処理が87.3％で両

者に有意な差はみられなかった。従って、本種の増殖に

は交信撹乱の影響はほとんどないと考えられた。

中課題「昆虫・微生物の収集・特性評価とジーンバン

ク登録」のもとで実行した昆虫ジーンバンクでは、新規

に天敵昆虫１種フタモンクサカゲロウを導入した。ケナ

ガカブリダニ２系統を廃棄した結果、17年２月末現在

のコレクションは18種類になった。特性評価について

Ⅰ．研究実施の概要 7



は必須８項目、選択11項目、維持特性12項目、合計31

項目を実施した。アクテイブコレクションへは１種（天

敵昆虫ツヤヒメハナカメムシ）を移行させ、登録した

（登録数合計８種・系統）。新規導入数について特性評価

項目を12項目作成した。ホームページの内容を更新し

た。 （平井一男）

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１つの小課題を、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）」の下で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17年度に得られた成

果について述べる。

小課題「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」においては、土壌くん蒸処

理が菌核性糸状菌と土壌微生物相に及ぼす影響を評価す

るため、まず、くん蒸処理後の糸状菌相の復活過程を

PCR-DGGE 法により解析した。糸状菌については、

nested PCR の条件を検討した結果、糸状菌群集の主要

な構成要素である子のう菌を特異的に検出できるように

なった。本方法により、子のう菌のパターンを検討した

ところ、くん蒸処理後の復活過程で Trichoderma 属菌、

Penicillium 属菌の他に Alternaria 属菌が優占すること

が明らかになった。次いで、くん蒸処理後に優占する

Alternaria 属菌等のサラダ菜根腐病原菌に対する増殖抑

制効果を調べた。土壌くん蒸直後に分離された糸状菌９

菌株と九州沖縄農研標準 Trichoderma 菌株を用いた結

果、標準菌株を含め Alternaria 属菌など４菌株が発病

抑止効果を示したが、これらの病原菌増殖抑止効果は明

瞭でなかった。また、これら４菌株の各種栄養源に対す

る反応の特徴をバイオセンサーを用いて調べたが、明瞭

な結果は得られなかった。白紋羽病菌を接種した黄花ル

ピナスにおける Trichoderm 属菌の発病抑止効果は殺菌

土壌では認められたが、無殺菌土壌では認められなかっ

た。

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。コムギ

苗立枯病の発病を抑制し、抗菌物質を生産する

Pseudomonas 属細菌株に、GFP（緑色蛍光たんぱく質）

遺伝子マーカーを導入した形質転換体をコムギの種子に

接種して、動態解析を行った。その結果、本細菌株はコ

ムギの根に定着・生育するが、根の内部へ侵入しないこ

とが明らかになった。また、根粒菌を指標微生物として

本細菌の土壌への導入が根粒菌の密度に及ぼす影響を調

査した結果、本菌を導入しても根粒菌の密度に影響はな

かった。これらの研究成果は、土壌および根圏における

導入微生物のモニタリング手法の確立に寄与する。

Agrobacterium 属および Rhizobium 属細菌を含むリゾ

ビウム科の多様性の実態を把握するために、dnaK、eno、

pyrG、recA および rpoD を指標として採用し、リゾビ

ウム科細菌とその近縁細菌の計69菌株を供試して分子

進化学的解析を行った。すなわち、尤度比検定によって

進化モデルとパラメータを至適化し、選ばれた最適条件

（進化速度の不均質性を取り込んだ GTR モデル）のも

とで距離法、最大節約法、最尤法およびベイズ法を用い

て解析を行った。さらに、それらの結果を尤度差検定に

よって比較して信頼性の評価を行ったところ、ベイズ法

によって構築された系統樹が最も信頼性が高いことが示

された。この系統樹において Agrobacterium/Rhizobium

属のメンバーは、Sinorhizobium 属を含む他のリゾビウ

ム科細菌や Blastobacter 属細菌、環境汚染物質分解菌と

ともにきわめて単系統性の高いクラスターとして一つに

まとまっており、属ごとにまとまる傾向は認められなか

った。このことは、リゾビウム科を構成する菌種が互い

にきわめて近縁であることを示しており、本科を複数の

属にさらに細分するのは不適切であると考えられる。

種々の環境に生息する線虫の多様性を解明するための

基準となる、61属からなる農業環境技術研究所構内不

耕起堆肥連用圃場の土壌線虫の属レベルのリストを作成

した。この圃場の代表的な線虫として、Acrobeles、

Teratocephalus、Monhystrella、Plectus、Wilsonema、

Bastiania などの各属線虫が上げられ、これらは隣接す

る慣行栽培圃場にはほとんど見られなかった。

土壌線虫の特性解明の一環として、新に Dorylaimida

目 Tylencholaimus 属線虫３系統の糸状菌での培養に成

功した。白紋羽病菌菌叢上で線虫６種（Tylencholaimus

parvus、Aphelenchus avenae など）の培養を試みたとこ

ろ、Filenchus discrepans がよく増殖したが、他の線虫種
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はあまり増殖せず、ウイルス保有菌株から非保有株への

ウイルス媒介も認められなかった。細菌食性線虫では、

Cephalobidae 科線虫２属３系統の培養に成功し、これ

ら２属や Rhabditidae 科線虫など数種の世代時間を検

討した。

これらの結果は、線虫の多様性解明などの調査を行う

際の基準として活用でき、農業生産活動などが環境に及

ぼす影響を評価する際の環境指標の作出などの基礎資料

として活用できる。

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およびイネ科植物常

在菌を主な対象として計153株を収集し、来歴・取扱に

関するデータシートを作成した。本年度登録株のうち、

アジサイの同一葉上に形成された炭疽病の病斑から分離

された異なる２種の炭疽病菌を登録した。炭疽病菌は多

犯性であることが知られているが、実際にこれら２種の

炭疽病菌による病斑が同一葉上に形成されているという

報告は少ない。特性評価は形態等の分類学的形質、遺伝

子、病原性、生理的性質、毒素生産能、抗糸状菌性等の

58特性について324株を調査し、計972特性を解明した。

また、細菌100株を増殖して、センターバンクへ移管し

た。 （塩見敏樹）

組換え体チ－ムでは、「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

散の実態調査」（中期計画・小課題名）を実施している。

この小課題には、生物環境安全部内外の関連研究グルー

プの多くのユニットが連携して、多くの実行課題を担当

している。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、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）リスク・ベネフイット分析と情

報整理である。

１）組換え作物の花粉飛散と交雑に関する調査研究をト

ウモロコシとイネを用いて実施している。トウモロコシ

ではキセニアをマーカーとした自然交雑率の解析を行

い、群落の内外から採集した花粉の解析から、雌穂の先

端付近の高さにおける花粉の密度が最も高いこと、群落

上空２mにおいても全体の約５％に相当する花粉が流動

していることなどが明らかとなった。花粉親から50mま

での交雑率は2004年度の結果と同程度であった。花粉

親由来の日平均花粉飛散数をもとに、風向と風速を考慮

した数理モデルを作成し交雑率を推定した結果、実測値

と推定値とはよく一致した。イネの花粉飛散と交雑に関

しては、「開花の推移」と「気象要因の変動」をパラメ

ータとして組み込んだ生態モデルを開発し、イネの交雑

株の空間分布や交雑率について予測値と実測値を比較し

た結果、両者は比較的よく一致した。また、風向、風速、

開花状態の推移を組み込むことが可能な「イネ花粉拡散

交雑モデル」のプロトタイプを構築し、防風ネットによ

る風速低下が花粉飛散量に与える影響をシミュレーショ

ンした結果、防風ネットを設けることによって、交雑率

が減少すること、減風量が交雑率に与える効果は減風率

が高くなるほど大きくなること、花粉親の近くではネッ

ト区の交雑率の方が逆に高くなる現象があること、花粉

親からの距離が一定の区間で交雑率の減少が顕著に表れ

ることなどを明らかにした。

さらに、本年度から、ほ場条件下における遺伝子組換

えダイズとツルマメの自然交雑率と両者の隔離距離の関

係について試験を開始した。本年度は、除草剤耐性組換

えダイズとツルマメの移植日を変えて開花期の変化と重

複期間を明らかにする目的で試験を実施した。その結果、

ツルマメは移植日に関わらず９月初旬が開花最盛期で、

本組換えダイズの開花最盛期（８月初旬～下旬）とは完

全には重複しなかった。また、ツルマメの種子は種皮に

傷をつけることにより約80％が出芽すること、ツルマ

メが自生する群落では、コハナバチ科のハチが最も多く

訪花することなどを明らかにした。

２）平成13年度より行っている組換えナタネとダイズ

の長期栽培による生物相への影響モニタリング調査で

は、４年間にわたる連続栽培を行った試験ほ場で、平成

17年度は後作物への影響を調査した。後作物の生育・

収量調査では、組換え作物栽培区と非組換え作物栽培区

に差異は認められなかった。また、生物相調査では、単

年度では有意差が認められた項目はあるものの、調査期

間を通じて共通した傾向ではなかった。以上の結果より、

これらの生物相に及ぼす影響は組換えナタネやダイズ栽

培と非組換え作物栽培間で差はないものと判断される。

除草剤耐性の組換え作物栽培による各生物相への影響調

査結果は、今後の除草剤耐性組換え作物栽培による農耕

地生物相への影響のベースライン情報として活用でき

る。

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、ヒト由来の薬物代謝型P450遺伝子を導入した組
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換えイネと非組換えイネを用いて、これまでに開発した

プラントボックス法、サンドイッチ法、根圏土壌法での

検定を行った。また、揮発性のアレロパシー物質による

活性を検定するディッシュパック法に、ヘッドスペース

中の揮発性物質を捕集・濃縮する SPME 法を組み合わ

せた検定法を開発した。水溶性物質を分析するキャピラ

リー電気泳動法を用いて、遺伝子組換えによって特異成

分が新たに生成していないことを確認した。

定量 PCR 法を用いて土壌中の根粒菌を検出・定量す

る手法を確立するため、プライマー・プローブを設計し、

定量 PCR の反応条件等を確定したので、土壌サンプル

における定量性と検出限界の確認を行った。最適条件下

でサンプル調製と PCR 反応を行ったところ、2x102 -

2x109 cfu/g生土の範囲で高い定量性が得られた。また、

異なる土壌間における検量線の比較を行い、異なる種類

の土壌を対象にした試験にも利用できることを明らかに

した。

組換え作物の栽培が土壌微生物に及ぼす影響評価のた

めの分子生物学的手法とサンプリング方法を確立するた

め、DGGE 解析法を検討した。16S rDNA および糸状

菌18S rDNA DGGE パターンに関する同一サンプリン

グ地点内におけるサンプル間差はほとんど見られなかっ

た。また、組換え体栽培区と非組換え体栽培区間でも明

瞭な違いはみられなかった。

組換え作物の訪花昆虫相のモニタリング手法を開発す

ることを目的に、黄色粘着トラップを花の高さに約２m

おきに設置すると、ナタネの訪花昆虫の採集効率がよく、

新たに作成した検索表との併用により効率的にモニタリ

ングが可能になった。訪花昆虫のより詳細な検索表は、

農環研ホームページで公開する。

３）環境修復や生物防除資材としての利用を目的とした

組換え微生物等の環境影響評価のための知見を得るた

め、組換え、非組換え根粒菌接種レンゲソウの栽培が土

壌微生物数に及ぼす影響を比較したところ、有意な差は

認められなかった。寒天重層法では、組換え、非組換え

根粒菌を接種したレンゲソウの根部において、供試した

微生物に対する生育阻止帯形成は見られなかった。また、

キュウリ根圏に定着性の高い根圏細菌にキチナーゼ遺伝

子を導入した組換え根圏細菌を構築し、発病抑制効果試

験を行った結果、キュウリ苗立枯病に対して防除効果の

あることが明らかになった。この組換え根圏細菌はキュ

ウリ苗立枯病の病徴抑制に必要な１週間の間、根圏に定

着していることが確認された。その際、７cm離れた非

根圏土壌からは組換え菌は検出されず、当該組換え根圏

菌の拡散の程度はそれほど高くないことを明らかにし

た。発光蛋白質発現ベクターを病原性欠損変異株に導入

し、組換え病原性欠損フザリウム菌を構築した。この組

換え病原性欠損フザリウムはキャベツ根圏で菌糸を伸長

し定着するが、本菌は土壌中でほとんど拡散しないと考

えられた。

農環研構内の枠ほ場から分離したおよそ150株の３ク

ロロ安息香酸（３CB）分解菌の分解遺伝子とプラスミ

ドの関係を解析した。その結果、供試した３CB分解菌

群のほとんどの菌が分解遺伝子を持っていることを確認

した。また、土壌中の３CB分解菌群の分解遺伝子は伝

達能の高い IncP プラスミドには存在せず、その多くは、

IncP プラスミドに比べれば伝達能の低い別の伝達因子

（伝達性下のミックアイランド）に存在することが示唆

された。

４）輸入組換えナタネの分別流通と国産ナタネによる代

替等の影響を検討するために、わが国での国産ナタネの

潜在生産量から輸入ナタネとの代替量の推定、カナダを

対象として組換えナタネを分別収集した時の価格変動シ

ナリオの整理を行った。また、いもち病耐性イネを対象

にリスク・ベネフィット分析を試行し、不確実性項目の

感度分析により、いもち病耐性イネの導入がもたらすベ

ネフィットは、いもち病の発生頻度、IP ハンドリング

費用の差異によって、大きく変動することが明らかにな

った。

除草剤耐性組換えナタネの生態リスクを明らかにする

ために、セイヨウナタネの生育地を生態的特徴により区

分し、個体群の特徴を示した。また、セイヨウナタネ個

体群ごとに開花・結実に到る個体数の割合を解析した結

果、個体の消長は除草剤に対する特性の違いよりも生育

地の環境の違いに依存していることが示唆された。

（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。
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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、新たに開発した珪藻群集を用いたトリアジン系除草

剤の急性毒性検定法による結果は、従来の分離株を用い

た検定法の結果とよく一致しており、新しい検定法によ

り河川に生息する珪藻群の除草剤感受性を簡便に把握で

きることを明らかにした。さらに、河川流域に生息する

珪藻類の当該除草剤に対する低感受性化は、水田におい

て低感受性化した珪藻が河川に流出したことが原因であ

ることを示唆した。

コガタシマトビケラの累代飼育法の開発では、クロレ

ラの給餌により、大量飼育における各世代の生存率を

３％以上に向上できた。マルチディッシュの使用及び底

面からの光照射により、試験中の共食いおよび浮き上が

りの防止に成功し、１齢幼虫を用いた急性毒性試験法の

実施マニュアルを作成した。また、有機リン系殺虫剤に

対する感受性差は大きく、高感受性個体群は源流部に分

布が限定される種と同程度の感受性であった。

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、農耕地土壌における有機塩素系農薬や多

環芳香族類化合物の分布実態を明らかにし、有機化学物

質の環境動態予測モデルのフレームワークを構築した。

水稲の成長に伴う水田媒体への分配や、物質の KOW と

海洋における塩析効果の関連性を明らかにし、開発中の

環境動態予測モデルの結果が、α-HCH を対象物質とし

た場合、地球規模のモニタリングの結果とおおむね一致

することを示した。表面張力、活量係数、大気－水分配

係数などについて、農薬等（約100種）の物理化学的性

質のデータベースを整備した。さらに、実測した除草剤

の大気移行速度は、粒子状態とガス状態のどちらも経時

的に減少したが、全ての薬剤で大きな日変動が観測され

た。

農薬混用使用による使用者や周辺環境への安全性評価

では、スプレーノズルによる噴霧生成粒子のうち、微小

な粒子径（＜30μm）を評価するための装置を設計・試

作した。純水と塩化ナトリウム水溶液を用いて、湿性粒

子の測定が十分可能であることを確認した。

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、環境負荷が少ない農業用資材と考

えられる非殺菌性化合物アシベンゾラルSメチルの処理

によって、病害に対する全身抵抗性を誘導したキュウリ

やナシの葉における遺伝子発現、たんぱく質蓄積、各種

酵素の活性などの変化を経時的に解析することにより、

この化合物の全身抵抗性誘導機構の全体像をほぼ明らか

にした。また、カロースやリグニン合成酵素、各種感染

特異的（PR）たんぱく質やポリガラクツロナーゼ阻害

たんぱく質など、抵抗性誘導と密接に関連する植物のた

んぱく質やその遺伝子を抵抗性誘導のマーカーとして選

抜した。

種特異的プローブを用いて赤かび病の主たる原因菌を

識別する PCR-Luminex 法が、培養菌体から直接抽出し

た未精製 DNA が使用できること、ハイブリダイゼーシ

ョンに際して PCR 産物の精製も必要ないことを示し

た。また、遺伝子診断により、農家の施設栽培イチゴか

らうどんこ病菌のストロビルリン系薬剤耐性菌を初めて

検出するとともに、キュウリうどんこ病菌でチトクロー

ムb遺伝子のヘテロプラスミーが普遍的に起こっている

ことを確認した。

小課題「クロロ安息香酸分解菌等の分解能解析技術の

開発」においては、土壌に低密度で存在する 2,4-D 分解

菌分離用の選択培地を開発し、培地上のコロニーからの

2,4-D 分解遺伝子の検出感度を向上させた。既知の 2,4-

D 分解遺伝子の部分配列をプローブとして利用して、

土壌由来の 2,4-D 分解遺伝子を簡便に検出・判別できる

ようにすることにより、同遺伝子群の地理的分布を効率

的に把握することが可能となった。また３CB添加土壌

の優勢化 DGGE バンドを指標として取得した細菌株が、

実際に土壌中で効果的に機能する３CB分解菌であるこ

とを確かめた。またクロロカテコール分解酵素群の基質

特異性獲得の様式を明らかにし、クロロカテコール分解

遺伝子群の転写調節因子 CbnR の転写活性化能に必須

のアミノ酸残基を特定し、さらに CbnR の誘導物質認

識がクロロムコン酸類に特化していることを示した。

また、土壌 DNA ライブラリから効率的に標的遺伝子

を保持するクローンをスクリーニングするために、バイ

オパンニング法の適用を試み、その有効性を発揮するた

めにはプローブと標的クローンのハイブリダイゼーショ

ン条件等の最適化が必要であることを示した。

一方、放線菌のカタボライト制御機構の解明と有用酵

素生産の制御では、放線菌の各種分泌酵素のカタボライ

ト抑制に関与する突然変異座や、キトビオースなどで培

養した細胞で発現量が増加する糖受容体蛋白質遺伝子を

見出したことにより、キチナーゼ遺伝子群およびキトビ

オース取込系蛋白質群の発現誘導を主体とした放線菌の

効率よいキチン資化機構を明らかにした。

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 CDB21 株の保有する分解遺伝子の構造を明ら

Ⅰ．研究実施の概要 11



かにし、新規シメトリン分解菌 FJ1117YT 株（FJ株）

を単離し、両分解菌を組み合わせた新規複合分解菌集積

炭化素材を作製した。この集積炭化素材は、シマジン、

アトラジン、シメトリン、ジメタメトリンを全て分解で

きた。野外条件下で模擬複合汚染土壌中に複合分解菌集

積炭化素材を施用し、分解性能の評価を行ったところ、

木質炭化素材の性状（比表面積、粒径等）が分解菌群の

集積速度および密度に大きく影響を及ぼすことが明らか

となり、実用化に必要な基盤的技術を確立することがで

きた。また、土壌還流試験におけるCl-生成量の増加か

ら、ディルドリン脱塩素分解菌（群）が集積しているこ

と、有機塩素系農薬の脱塩素分解細菌がディルドリンを

共役代謝で脱塩素分解できないことを示した。

（與語靖洋）

重金属研究グル－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た。

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、土壌が乾燥することに

より１M硝安や0.01M塩酸で抽出される土壌カドミウム

量が原土に比べて増加すること、およびこの現象は土壌

乾燥に伴うマンガン酸化物吸蔵態からのカドミウムの溶

出に起因することを明らかにした。つぎに、新たに３地

点の現地水田圃場で塩化第二鉄による土壌洗浄試験を実

施し、いずれの地点においても0.1M塩酸で抽出される

土壌カドミウムおよび玄米中カドミウム濃度は洗浄処理

により大きく低下することを明らかにして、カドミウム

汚染土壌の修復効果を実証した。また、昨年度洗浄処理

を行った地点では、土壌カドミウムおよび玄米中カドミ

ウム濃度は低レベルに維持されており、洗浄効果の２年

間の持続性を確認し、この技術の実用化へ向けての進展

が示された。

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、

カドミウム非汚染水田を対象に、１年間のカドミウム収

支を試算したところ、肥料、雨水、潅漑水により3.2 g

ha－1のカドミウムが供給され、排水、玄米の収穫、下方

浸透により0.8 g ha－1のカドミウムが持ち出され、土壌

へのカドミウム集積量は2.4 g ha－1であることを示した。

カドミウムの供給源として肥料の寄与が最も大きかった

が、１年あたりのカドミウム濃度の上昇分は0.0016mg

kg－1と推定され、土壌中の全カドミウム濃度へ及ぼす影

響は小さいことが分かった。これらの測定値をこれまで

のデータベースに加え、カドミウムのフローモデルを作

成した。その結果、カドミウム負荷はリン酸肥料に由来

する部分が多いことから、リン酸施肥を適量に管理する

必要性を提示した。

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、イネについて、導管液中でカドミウ

ムと結合して移動している物質の解明を進めるととも

に、イネのカドミウム低吸収機構として、根や株の細胞

壁でのカドミウム固定が関与している可能性を示した。

また、ダイズの地上部へのカドミウムの移行蓄積には亜

鉛が関与し、低カドミウム品種については莢・子実への

蓄積にマンガンおよび亜鉛が関連している可能性を示し

た。玄米カドミウム濃度が異なる染色体置換系統群

（SL系統）の玄米カドミウム濃度は土壌・水管理等の環

境要因に影響されず一定の傾向を示し、また、この系統

のうち SL-207 は玄米カドミウム濃度が常にコシヒカリ

の半分程度であることから、低カドミウムを付与したコ

シヒカリ作出の有力な育種材料として育種サイドへの提

言ができた。さらにカドミウム高吸収イネ品種を用いた

汚染土壌の修復試験では、ファイトレメディエーション

の目標値を提示して現地圃場で検証することができた。

一方、本研究グループでは上記三つの小課題以外に、

「有機ヒ素化合物の土壌中での動態と稲への吸収」、「カ

ドミウム汚染水稲の迅速試料調製・分析方法の確立」、

「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」の実行課題をそれぞれ担

当した。「有機ヒ素化合物の土壌中での動態と稲への吸

収」では、水田条件（還元状態）でジフェニルメチルア

ルシンオキシド（DPMAO）とフェニルアルソン酸

（PAA）がともに生成するが、畑条件（酸化状態）では

PAA のみ生成することが明らかとなった。また、ポッ

ト栽培した稲の玄米では PMAA が主要なヒ素化合物と

して検出され、土壌溶液中の主要なヒ素化合物は

PDMAO であった。「カドミウム汚染水稲の迅速試料調

製・分析方法の確立」では、発色法のイムノクロマト分

析および電極法のボルタンメトリー分析を検討し、いず

れの分析法とも概略の玄米カドミウム濃度の推定は可能

であることが判明した。「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、有機化学物質の土壌有機炭素吸着定数（Koc）と

凝集剤施用に伴う低減率との関係を解析し、懸濁物質

（SS）濃度が高い場合 logKoc で４程度の化学物質まで

凝集剤による拡散防止効果が期待できることを示した。

これらの成果によって、わが国の農耕地土壌における
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カドミウム等微量元素の負荷経路が明らかになり、また、

カドミウム汚染土壌修復のための新たな技術（化学洗浄

法・ファイトレメディエーション）が開発され実用化へ

の途を切り拓くことができた。 （小野信一）

栄養塩類研究グループでは、農業生態系における水質

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、

わが国の主要畑土壌である黒ボク土を対象として、硝酸

イオン吸着による土層内移動の遅れを予測するために、

硝酸イオンの吸着容量を求めるためのカラム浸潤実験に

よる新しい測定方法を開発した。次に、黒ボク土畑土壌

から溶脱した硝酸性窒素の地下水系への到達経路を推定

した。すなわち、浅層地下水位と硝酸性窒素濃度の面的

分布を通年観測し、水平方向および難透水層下の第二帯

水層に向かう鉛直方向の水と硝酸性窒素のフラックスを

数値解析により推定する手法を開発した。これらから、

黒ボク土畑における浅層地下水に達するまでの硝酸イオ

ンの鉛直移動は、吸着等温式を組み込んだ移流分散式に

より、また浅層地下水に達した後の水平および鉛直移動

は二次元数値モデルにより、それぞれ予測可能になった。

以上の成果は、農耕地の根群域から溶脱した硝酸性窒素

の浅層地下水およびより深い帯水層への流出時間および

流出量の予測に活用できる。

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、農耕地土壌からの硝酸性窒素の流出を抑制

するために、生分解性の硝酸性窒素吸着資材を試作した。

試作した資材がチンゲンサイ栽培期間中の硝酸性窒素溶

脱量を2/3に抑制することを、ポット試験により明らか

にしたが、圃場規模での実用化試験は実施していない。

また、多量の豚ぷん堆肥と硝酸が共存する条件下での亜

酸化窒素発生過程を、室内実験により解析し、これまで

脱窒菌由来と考えられてきた亜酸化窒素発生に未知の微

生物が関わっていることを見出した。また、統計情報に

基づき、作物生産量、化学肥料の施用量、家畜ふん尿の

発生量などを都道府県・市町村単位で算出するデータベ

ースシステムを作成した。このシステムは、民間を含む

10以上の研究機関において実際に活用されている。し

かし、各種資材を活用した負荷軽減技術のモデルを提示

するには至っていない。

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、茨城県の桜川中流において、降雨

後の濁水発生時に全層平均値や河川断面平均値を観測

し、部分採水でも全層・全断面の平均に近似できること

を明らかにした。この観測結果に基づいて、桜川中流お

よび豊橋市近郊の梅田川支流を対象として簡便・迅速・

精度の高いモニタリング手法を開発し、従来観測が困難

であった台風時に極大の流量・水質データを高精度で取

得できた。また、茨城県内の台地畑を流下する浅層地下

水中の亜酸化窒素の由来を窒素および酸素の同位体比に

基づいて推定する方法を開発し、水平移動した家畜ふん

尿由来の窒素と地下浸透した肥料成分の窒素が混合して

いることを明らかにした。この小課題で開発したモニタ

リング手法の普及を図るため、ノウハウを「農業環境モ

ニタリングマニュアル」に記載し公表した。

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、総合的な予測モデルの中核と

なる地域水質予測評価システムの有効性を検証するた

め、同システムで算定される窒素流出ポテンシャルと、

霞ヶ浦流域および矢作川流域の長期観測データから得ら

れた実流出負荷量を比較した結果、窒素流出に数年間の

時間遅れが生じること、霞ヶ浦流域において脱窒等によ

る窒素浄化がきわめて大きいことを明らかにした。さら

に、同システムを用いて矢作川流域の窒素発生状況を解

析し、窒素濃度の変動要因を明らかにした。一方、同シ

ステムの予測精度を向上させるために、畑圃場の窒素動

態収支を計算するサブモデル、並びに土壌侵食等に由来

する懸濁物質・リンの流出負荷量を推定するサブモデル

を作成した。これらのサブモデルを地域水質予測評価シ

ステムと組み合わせて利用することにより、中規模流域

に適用可能な総合的な予測モデルを開発した。他の中規

模流域でも硝酸性窒素の負荷流出を予測することが出来

るように、地理情報、統計情報等を整備する等の作業手

順を、「農業環境モニタリングマニュアル」改訂版で公

表した。

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
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イオキシン類の消長解析、および水田からの流出抑制技

術の開発を行ってきた。

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、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）との相関に基づ

き、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方法を提案した。今年度、各

異性体の KOA をパラメーターとして生育環境である大

気ガス態のダイオキシン類組成から作物体中ダイオキシ

ン類濃度を推定するモデル式を作成し、実測値と比較し

た。大気中濃度が高濃度の地点では推定値と実測値が合

致したが、低濃度の地点では作物体濃度を過小評価する

傾向にあった。

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、全国各地の７地

点の水田土壌中ダイオキシン類の起源をケミカルマスバ

ランス法で解析した。現在蓄積しているダイオキシン類

の95％以上が過去の除草剤中に含まれた不純物を汚染

源とすること、また、異性体毎の消失速度は採取地点の

気温および土壌の炭素含量と無関係であることを明らか

にした。

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。ダイオキシン類吸着資材として石炭系円筒状

およびやしがら系粒状の活性炭資材を選定し、資材の吸

着能は表面の疎水性が大きく関与すること、ダイオキシ

ン類汚染土壌からの除去には中性付近の pH が最適であ

ることを明らかにした。

上記小課題とは別に、POPs（残留性有機汚染物質）

である有機塩素系農薬の土壌における残留実態を調査し

た。1960年代より採取・保存されている農耕地土壌中

の有機塩素系農薬およびその代謝産物を分析した。

DDT 類・HCH 類・ドリン類の濃度は1960年代をピー

クに、これらの農薬が中止された後、漸減していた。こ

れらの農薬の半減期は水田土壌の方で畑土壌より短く、

また、水田土壌における半減期と土壌の炭素含有率の間

には正の相関があり、これらの土壌中の消長に大きく影

響していると推察された。

これらの成果により、作物および農耕地におけるダイ

オキシン類の汚染経路が解明され、汚染程度の将来予測

を可能とするとともに、農耕地から系外へのダイオキシ

ン類の流出削減技術を提示し、作物および農業環境中の

ダイオキシン類汚染防止対策に貢献できた。（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、土壌分類研究室、昆虫分類研究室及び微生物分

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」および「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

等の機能を持つ一方、土壌粒子の流出によって環境負荷

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

（土壌インベントリーフレーム）を構築しようとしてい

る。17年度には、栃木県等７地点の深層土壌を採取し、

土壌の化学的・物理的性質や粘土鉱物組成を分析し、硝

酸イオンや交換性塩基類の貯留と排出に関する評価を行

い、深層土壌を暫定的に３段階に分級した。各種土壌調

査データや深層土壌のデータから、従来の土壌統の下位

に栄養塩類貯留排出容量土壌区を設定し、機能に基づく

土壌分類の素案とした。すなわち、表層土壌については、

栄養塩類貯留能と排出能の組み合わせで栄養塩類貯留排

出容量を区分し、それに肥沃度区分を追加し、土壌統名

に接尾辞として記載する。深層土壌は、栄養塩類貯留排

出能のクラスを記載する。各種土壌調査のデータと土壌

図を１/５万地形図上に表示し、統計値を算出する Web

システムを作成した。また、土壌の機能を評価するソフ

トウェアの日本語化を行った。

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
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用、侵入等昆虫の速やかな同定、昆虫多様性変動の迅速

な解明等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（昆虫イン

ベントリーフレーム）を構築しようとしている。17年

度は、所蔵タイプ標本130種の画像を新たに取得し、合

計530種のタイプ標本データベースを Web 上で公開し

た。またチョウ目ヤガ科キヨトウ類およびカメムシ目ヒ

ョウタンカスミカメ族等の分類群別検索表、並びに文献

目録「三橋ノート」のトンボ目とチョウ目の全頁の画像

情報を Web 公開した。さらに所蔵標本のラベル情報、

画像情報、分類群情報、分類群別検索表等を相互に連結

して管理し、また多項目の組み合わせで検索できる機能

を持つ昆虫インベントリーフレームを構築した。以上の

結果、蓄積してきた昆虫標本、分類群情報、文献情報等

が Web を通して利用され、分類研究や生物多様性研究

に活用されるためのシステムが整備された。

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・同定と機能の解析およ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

用並びに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（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。17年

度には、ムギから分離した細菌の分類と細菌間伝達物質

（クオルモン）生産と揮発性抗菌物質生産能を調べ、

Pantoea 属菌がクオルモン生産性を有することを明らか

にした。同様に、内分泌攪乱物質生産に関与する展着剤

NPEO といもち病菌を処理したイネからの分離細菌の

分類と NPEO 等への感受性を調べ、NPEO が細菌相に

影響することを解明した。これまで収集した「植物生息

細菌データベース」と「農業環境技術研究所所蔵微生物

さく葉標本目録」を Web 上で公開するとともに、多機

能解析ソフト「microForce-CD」を作成し配布した。ト

マト灰色かび病菌や植物生息 Fusarium 属菌の色素生産

を阻害する菌を見出した。これら知見は、環境インパク

トに対する指標微生物の探索や有用菌の探索に役立つ。

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

に登録するとともに、栽培および野生植物体上の常在微

生物または病原微生物を分離・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。昆虫分類お

よび微生物分類研究室が、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および微生

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、17年度は、A-2-1-1 で「組換え農作物

の長期栽培による生物相への影響モニタリング（ナタ

ネ）」、「訪花昆虫相のモニタリング手法の開発」、「ほ場

条件下における組換えダイズとツルマメとの自然交雑」

の３課題を分担した。内容については、生物環境安全部

組換え体チームの紹介を参照されたい。 （谷山一郎）

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、

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」を平成13～17年度まで行い、

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、各種分析法の改良を行った。土壌試料について各種

抽出法を検討した結果、高速溶媒抽出はソックスレー抽

出法とほぼ同じ抽出効率を示すことが分かった。この高

速溶媒抽出法により短時間かつ少量の溶媒でダイオキシ

ンを効率的に抽出できることを明らかにした。動物試料

では通常前処理としてアルカリ処理や硫酸処理を行った

後、ダイオキシンの抽出を行っているが、この場合、試

料に含まれる脂肪は分解されて脂肪酸が生成し、分析の

障害となる。これを避けるため脱水抽出法とゲル浸透ク

ロマトグラフィーを合わせて、抽出精製を行うことによ

り障害となる脂肪を効率よく除去できることが明らかと

なった。また、抽出液の精製法の検討では、Carboxen

は安価な上、ロット間差がなく抽出液精製時に使用する

溶媒が少量でも分画ミスが少ないことが分かった。これ

により安価かつ短時間で精製する前処理法を開発でき

た。さらに人為的なミスをなくすため送液ポンプを用い

て、ダイオキシンの精製法の半自動化を行った。また、
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精製手段の一つになっている液液分配でエマルジョンが

生成し易い野菜試料では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（persistent organic pollutants）は難分

解性の有機化学物質で生物濃縮性や長距離移動性が高い

ため、地球規模での環境汚染が懸念されている。農耕地

および非農耕地土壌を各地より採取し、アルドリン、デ

ィルドリン、エンドリン、マイレックス、ヘプタクロー

ル、クロールデン、ヘキサクロロベンゼン、DDT 等の

POPs を分析、比較検討した。その結果、多くの POPs

の土壌中濃度は農耕地の方が高い傾向を示した。しかし、

日本では農薬登録のなかった mirex の場合は農耕地土

壌と非農耕地土壌とも非常に低い濃度レベル（数pg/g）

であり、両者の間でほとんど違いは認められなかった。

農薬取締法の改正により農薬の使用規制が厳しくな

り、マイナー作物に対する農薬登録問題がクローズアッ

プされてきている。マイナー作物は生産量が３万トン以

下と定義されており、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。このため、マイナ

ー作物に対する登録農薬は少ない。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く、これ

らの安定的生産のためには病害虫防除も欠かせない。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17年

度はオクタノール－水分配係数のやや大きいクロロタロ

ニル、スピノサド、アゾキシストロビンを供試農薬とし

た。初期付着濃度はいずれの農薬についても３つの作物

間でほとんど差はなかった。しかし、消失速度はクロロ

タロニルではニガウリにおける消失速度が他の２作物に

比べやや遅い傾向を示した。

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も

のの、分析には抽出・精製等煩雑な操作を必要とするた

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17年度は殺菌剤クロ

ロタロニル用キットの農薬検出能の特性および類似化合

物に対する交差反応性を検討したところ、クロロタロニ

ル用キットはフサライドに対し59％、キントゼンに対

して20％の交差性を示した。したがって当該のクロロ

タロニル用キットを使用して農薬を測定した場合には前

述の農薬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ことが分かった。このキットをキ

ュウリ、トマト、リンゴ、モモ等に適用し、回収試験を

行ったところ良好な結果が得られ、このキットは農産物

中の残留農薬検出にも有効であることを明らかにした。

また、これらの農産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比較的高いことが分かり、

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。有機ヒ素の測定では HPLC-ICP-MS を用いること

により As（Ⅲ）、As（Ⅴ）フェニルアルソン酸（PAA）、

フェニルジメチルアルシンオキシド（PDMAO）、ジフ

ェニルアルシン酸（DPAA）、ジフェニルメチルアルシ

ンオキシド（DPMAO）を同時に分析できる方法を確立

した。この分析法による有機ヒ素の回収率は90％以上

となり良好な回収率が得られた。この分析法を用いて土

壌からイネ体への移行について検討した。

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の協力のもとに農

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16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

ND～63（全国平均は17）、ND～63（全国平均は35）

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3.0～9.3（全国平均は

5.5）、2.4～14（全国平均は7.1）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
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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、畑作土層からの 90Sr、137Cs 濃度低下傾向を検

討した。結果、90Sr の減衰定数は 137Cs のそれより大き

い傾向があり、90Sr の方が作土から溶脱し易いことが明

らかとなった。90Sr の溶脱による減衰定数は作土層の陽

イオン交換容量、炭素含量、リン酸吸収係数との相関が

高く、陽イオン保持能の高い土壌ほど、溶脱が遅い傾向

であった。

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1700万年の半減期を持ってい

るため、長期間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

扱える燃焼装置とヨウ素トラップ装置を試作し、両者を

組み合わせた効率的なヨウ素抽出装置を試作した。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、畑土

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。ヨウ素酸を畑状態の土壌に添加、静置後、経時

的に土壌試料の測定、解析を行ったところ土壌中の

IO3
－は I2 あるいは有機ヨウ素体まで還元されることが

考えられた。また、有機物含量の少ない赤色土では90

日培養後でも IO3
－は変化しなかった。ヨウ素酸は畑状

態でも土壌有機物により I2 まで還元されることが明ら

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。そこで農耕地におけるフッ素

の動態解明を試み、下記の結果が得られた。水酸基系分

離カラムとグラジエント溶出の併用により有機物が含ま

れる地下水試料でも ppb レベルのフッ素定量が可能に

なった。畑ではフッ素は表層土に集積しやすかったが、

水田では田面水や土壌浸透水に溶出されやすいことが明

らかとなった。水田における土壌水中のフッ素濃度は下

層に行くにしたがって徐々に低下することが明らかとな

った。また、水田おけるフッ素の収支を計算した結果、

インプットとしては肥料、用水の寄与が大きく、雨水の

寄与は少ないことが分かった。アウトプットとしては田

面水のオーバーフローによる影響が大きかったが、地下

への溶脱も無視できないことが分かった。

「肥料原料（りん鉱石）に不可避的に混入する自然放

射性物質の動態解明」研究を平成17～19年度までの計

画で17年度より開始した。この研究ではりん鉱石中の

放射性物質のなかで、最も強い放射能を有するウランを

研究対象とし、農耕地土壌におけるウランの蓄積状況を

把握、蓄積したウランが農業環境に及ぼす影響を予見す

るとともに、土壌中ウランが作物、特に可食部に移行す

る割合（移行係数）を主要な農作物について明らかにす

る。17年度はリン酸肥料を長期継続施用している圃場

および未耕地の土壌中ウラン濃度を表層と下層に分けて

分析、測定、比較検討を行った。その結果、リン酸肥料

を継続施用している農耕地では作土層の方が高い傾向に

あることが明らかとなった。しかし、未耕地では表層下

層ともほぼ同じ濃度レベルである傾向を示した。また、

土壌から作物への吸収移行を調べるため、17年度は作

物中の微量なウランを分析する方法を検討、開発した。

北海道の釧路湿原では近年、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。湿原は

貴重な野生生物の生息地として重要であり、その減少に

対し大きな懸念がもたれている。そこで「釧路湿原にお

ける土壌環境変化と植生変化の関係解明」プロジェクト

では湿原減少の要因やその年代を明らかにするため上流

域の開発が著しい久著呂川近傍と比較的自然状態に保た

れているチルワツナイ川近傍の土壌を冬季に深度別に採

取し、それぞれの深度における土壌中放射性核種等の濃

度を測定、年代推定などによる解析を行った。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いと考えられた。

（遠藤正造）
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Ⅱ．平成17年度研究課題

1．年度計画研究課題一覧

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拡散 生物環境安全部組換え体チーム
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法の 気象研究グループ

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
重金属研究グループ

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の 農業環境インベントリーセンター

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

運営費交付金 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）
バイオリサイクル 農林水産バイオリサイクル研究
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
組換え生物総合研究 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
食品総合 食品の安全性及び機能性に関する総合研究
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
生物機能 生物機能を活用した環境負荷低減技術の開発
協調システム データベース・モデル協調システムの開発
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
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
農薬残留推定モデル 農薬残留推定モデルによるマイナー作物の効率的残留評価法の確立
農薬混用時安全 農薬混用時の使用者や周辺環境への安全性に係る調査研究
カドミウムモニタリング 農産物中カドミウムの収穫前段階の効率的モニタリング手法の確立
肥料危害要因 人への健康影響が懸念される肥料由来の危害要因に関する研究
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
外来生物調査 農村地域外来生物対策指針策定調査
家畜排せつ物利用方策評価検討システム構築事業 家畜排せつ物の環境負荷に関連する環境規制値データのマップ化
諫早湾干拓 諫早湾内底質放射性同位体調査

環境省受託プロジェクト 温暖化条件下 温暖化条件下の積雪・土壌凍結地帯の長期変動傾向の予測と農業に及ぼす影響評価
チベット高原 チベット高原を利用した温暖化の早期検出と早期予測に関する研究
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
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
炭素収支（S-1） 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（S-2） 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（B-62） 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（G-2） 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（FS-11） 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
酸性物質負荷（C-052） 酸性物質の負荷が東アジア集水域の生態系に与える影響の総合的評価に関する研究
温暖化影響評価 温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定化レベル検討のための温暖化影響の総合的評価に関する研究

文部科学省受託プロジェクト 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
外来植物リスク 外来植物のリスク評価と蔓延防止策
アジアフラックス 次世代のアジアフラックスへの先導
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） 場所性とローカルアジェンダ21の融合による資源環境計画学の体系化
（若手研究B） 黄砂に含まれる放射性セシウムの起源推定
（若手研究B） 獣害予防のための生息地の空間構造評価手法の開発
（基盤研究B） 薬剤耐性イネいもち病菌の網羅的ハイスループット遺伝子診断技術の開発
（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
（萌芽研究） 水田雑草における除草剤耐性個体出現頻度の推定
（特定領域研究） 比較ゲノム解析による進化・多様性のゲノム基盤の解明
（特定領域研究） 環境修復・環境生態に関する先導的ゲノム研究
（基盤研究B） 流域スケールでの土壌圏炭素シーケストレーション機能の評価
（基盤研究A） 超強酸性領域における植物と土壌の相互作用に関する研究
（基盤研究A） 分散する不斉一な育種栽培試験データのグリッド技術による仮想統合・利用環境の創出
（基盤研究A） 天然アレロケミカルを範とする環境調和型農薬及び新規医薬品シーズの開発

その他受託プロジェクト 二国間交流事業（JSPS） ベンガル低地の水田におけるフラックス総合観測
重点研究支援（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
重点研究支援（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
植物高CO2応答 成長速度が大きく異なる植物品種間の高CO2応答の比較
微量重金属測定 耳石及び海水の微量金属濃度の測定
ダイオキシンモニタリング植物 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 水生昆虫及び付着藻類等の水生生物に対する農薬等化学物質の影響評価法の開発

予算区分 プロジェクト略称 プロジェクト名
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３．法人プロジェクト研究課題一覧

タイプ 担　　当　　課　　題　　名 担当研究単位

連携
マイクロ波衛星画像と農業生態系地空間シミュレータの協働による流域
圏農耕地利用現況の高精度評価手法の開発

地球環境部
環境計測ユニット
リモセンユニット

独立 農地・動物データ通信システムの開発と試験利用 地球環境部 生態管理ユニット

独立 作物フェノロジーの空間分布特性の広域把握手法の開発 地球環境部 リモセンユニット

運営 高頻度観測衛星データを活用した農業的土地利用域把握手法の開発 地球環境部 リモセンユニット

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

生物環境
安全部

植生グループ

独立 虫媒他殖植物の交配モデル構築のための実験系の確立
生物環境
安全部

植生生態ユニット

連携 過去の土地利用の変化が草地植生の多様性に及ぼす影響の解明
生物環境安全部
化学環境部

景観生態ユニット
水動態ユニット

独立 高等菌類子実体が有する植物成長調節機能の解明
生物環境
安全部

化学生態ユニット

独立 土壌線虫多様度調査への分子生物学的手法の適用
生物環境
安全部

線虫・小動物ユニット

運営 農薬等化学物質の水生生物への生態リスク評価法の開発 化学環境部 農薬動態ユニット

独立
113Cd利用による肥料中に混在するカドミウムの作物可食部への移行率の
解明

化学環境部 重金属動態ユニット

連携
窒素及び酸素安定同位体比を用いた浅層地下水中の硝酸イオンの挙動の
解明

化学環境部
土壌物理ユニット
水動態ユニット

連携 施肥に伴う水田からのアンモニア揮散量の推計
化学環境部
地球環境部

水質保全ユニット
温室効果ガスチーム

連携 有機ヒ素化合物の土壌中での動態と稲への吸収
化学環境部
環境化学分析センター
化学環境部

重金属動態ユニット
環境化学物質分析研究室
土壌化学ユニット

独立 作物に付着する土壌量の測定法の開発 化学環境部 ダイオキシンチーム

連携
ドリン類の土壌中エージング過程におけるバイオアベイラビリティー変
動要因の解明

化学環境部
ダイオキシンチーム
土壌化学ユニット

連携 深層土壌調査に基づく推肥連用試験圃場などの緊急栄養塩類モニタリング
農業環境インベ
ントリーセンター
化学環境部

土壌分類研究室

土壌化学ユニット



１．大気CO2濃度の上昇と群落微気象要因を
考慮したイネの穂温推定モデル

はじめに

現在約380ppmの大気中の CO2 濃度は、今世紀半ばか

ら末までに約550ppmに達し、全球の平均気温は1.4～

5.8℃上昇すると予測され、これに伴う将来の農作物の

収量予測が求められている。イネは開花時に温度の影響

を最も強く受け、穂の温度が限界温度を数℃超えるだけ

で高温不稔が生じ、コメの収量が激減する。予測されて

いる大気 CO2 濃度の上昇は、イネの成長促進と増収効

果を持つ一方、気孔開度を減少させ葉の蒸散を抑制する

ため、イネ群落内の温度が上昇し、開花期の高温不稔を

激化させる可能性がある。

高温と高 CO2 濃度環境下における不稔発生を予測す

るためには、的確なイネの穂温の予測が必要であるが、

穂温は水田の微気象条件に強く依存するため、チャンバ

ー実験などの閉鎖系実験結果をそのまま予測に適用する

ことができない。そこで本研究では、開放系大気 CO2

増加（FACE）実験水田で微気象観測を行い、イネの穂

を取り巻く微気象環境が穂温に影響を及ぼすプロセスを

考慮した穂温推定モデルを開発し、大気 CO2 濃度上昇

に伴う穂温の上昇程度を明らかにした。

開放系大気 CO2 増加（FACE）実験によるイネ群落の微

気象変化の測定

FACE とは Free-Air CO2 Enrichmentの略で、チャ

ンバーや覆いのない屋外の農耕地（たとえば、水田）に

設置した FACE リングから高濃度 CO2 ガスを吹き出

し、リングに囲まれた区域の CO2 濃度を周囲より常に

約200ppm増加させる（図１）。これにより、自然状態

での水田生態系の高 CO2 濃度に対する応答を調べるこ

とができる。

中国江蘇省にあるFACE実験水田（31°37’N、120°

28’E、イネ品種：武香粳14号）で、出穂・開花期頃に、

現在の大気 CO2 濃度区（以後、現 CO2 濃度区という）

と現在の大気 CO2 濃度に200ppmを増加させた区（以後、

高 CO2 濃度区という）で微気象観測を行い、両区の群

落内外の温湿度や放射収支、葉の気孔コンダクタンス

（水蒸気の通しやすさの指標）や穂の蒸散コンダクタン

スなどを測定した。高 CO2 濃度により葉の気孔コンダ

クタンスは約30％減少して、葉温が１～２℃上昇した。

これに伴い、高 CO2 濃度区では現 CO2 濃度区に比べて、

群落内気温は0.5～１℃上昇し、群落内の相対湿度は５

～８％低下した（図２（a））。すなわち、高 CO2 濃度区

の群落内は現 CO2 濃度区に比べて、やや高温で乾燥し

た微気象環境であることがわかった。

一方、イネの穂の表面には気孔がなく、穂表面のクチ

クラワックスの小さい隙間からのみ蒸散しているので、

穂の蒸散コンダクタンスは高 CO2 濃度による影響は認

められなかった。開花日には１cm/sと葉の気孔コンダ

クタンスに匹敵する大きさの穂の蒸散があったが、開花

後日数が経つにつれて穂の乾燥化が進み、蒸散コンダク

タンスが徐々に減る傾向が認められた。

群落微気象モデルによるイネの穂温の推定

FACE実験での穂の蒸散コンダクタンスと群落微気象

データを用いて、穂の熱収支に基づく穂温推定モデルを

開発した（図３）。モデル計算の結果、高 CO2 濃度によ

って穂温は開花日頃に0.5～１℃、開花後日数が経つに

つれて１℃以上上昇し（図２（a）、穂温）、高 CO2 濃度に

よる群落微気象の変化が高温不稔を助長し得ることがわ

かった。また、穂の蒸散量は、高 CO2 濃度区の方が現

CO2 濃度区より常に大きいこともわかった（図２（b））。

これは、高 CO2 濃度区の方が常に穂温が高いこと、群

落内の湿度が低いこと（図２（a））、従って穂－大気間
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図１　開放系大気CO2増加（FACE）実験水田（中国江蘇省無錫）
外側の金属製リングに沿った黒いチューブからの高濃度CO2ガスの噴

出を制御して、リング内のCO2濃度を外気より約200ppm増加させる。リ
ング内には、CO2ガス濃度測定用のテフロンチューブ（白いチューブ）
や温度や湿度などを測定する測器がある。



の飽差（水蒸気圧差）が大きいことが要因である。以上

のことから、高 CO2 濃度は、穂温を上昇させると同時

に、穂の乾燥（脱水）を促進させる可能性があることが

示唆された。

おわりに

高 CO2 濃度による穂温の上昇と蒸散の増加は、開花

期のみならず登熟期間全体にわたっていることから、高

CO2 濃度は開花期の高温不稔だけでなく、未熟粒の増

加といったコメの品質低下にも影響する可能性がある。

穂温推定モデルの感度解析を行うと、風速や相対湿度の

違いにより、穂温がさらに数℃も変動することがわかっ

た。また、最近の研究では、穂温に影響を及ぼす穂の蒸

散コンダクタンスが、品種や栽培条件などによって大き

く異なることもわかってきた。このことから、穂の蒸散

特性をより詳細に調べて穂温推定モデルと組み合わせる

ことにより、現在の高温不稔・登熟不良発生の地域間差

を把握し、今後の温暖化に対する品種の選抜や栽培方法

の変更などを通じて、イネの高温不稔対策技術の開発に

役立てることができると考えている。

（生態系影響ユニット　吉本真由美）

２．食料生産・消費拡大がもたらす東・東
南アジアの水質変動の予測

はじめに

東・東南アジアでは、最近の40年間に人口が２倍に

増加し、また近年の経済発展により食料需要が増大して

いる。この間、窒素肥料の使用量が20倍に増加し、こ

れによって人口増加率を上回る作物生産量の増加が実現

した。しかし、窒素肥料の多用は、一部の地域において

深刻な地下水の硝酸汚染、河川・湖沼の富栄養化の原因

となっており、食料の需給は、東・東南アジアにおける

現在および今後の環境を考える上で重要な要素であると

考えられる。本研究では、国際連合食糧農業機関

（FAO）などの農業に関する統計データに基づいて、各

国の窒素負荷量とそれによる水質汚染を窒素フローモデ

ルに基づいて推定し、また、将来の食物需要に関する簡

易な予測モデルを作成して、この地域の将来の窒素負荷

の変化を試算した。

食料生産・消費に関わる窒素負荷量の変化と水質影響

図１に窒素フローモデルの概略を示した。ある国・地

域の陸域への食料需給に関わる外界からのインプット

は、窒素肥料の投入、窒素固定（農地、牧草地）、海産

物の供給、および作物と畜産品の正味の輸入であり、こ

れらは最終的には環境中へ排出される。ここでは、農地

からの流出、家畜からの排出、人からの排出に分けて見

積もった。東・東南アジアにおいて環境への窒素負荷

（＝外界からのインプット）はこの40年間に著しい増加

を示している（図２）。1970年代半ばから化学肥料の使

用量が急激に増加し、農地からの流出が増加した。また

家畜からの排出増加も顕著である。

国ごとおよび中国の省ごとの窒素負荷から、土地利用

分布や人口分布に基づいて窒素負荷の空間分布を求め、
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図２　穂周辺の微気象の日変化（2003.8/27～9/3）
（a）は、高CO2濃度区から現CO2濃度区を差し引いた、群落内気温・相

対湿度、葉温、穂温の差を表している。（b）は、モデルによる両区の穂
の蒸散量の推定値である。

図３　大気CO2濃度上昇による群落微気象の変化が穂温を変化させるプ
ロセスのモデル化

図１　食料生産・消費に関わる窒素フロー



更に土壌、地下水中の脱窒などを考慮して地下水、河川

水中の濃度分布を求めた。この結果、1980年頃から中

国東部（華北平原）や東北部を中心に地下水中の窒素濃

度が世界保健機関（WHO）の硝酸態・亜硝酸態窒素に

関する飲料水基準（11.3mgN/L）を超える地域が表れ、

2000年には基準を大きく超える地域が広範囲に広がっ

ていると推定された（図３（a））。なお、日本や韓国の

一部では1960年代から既に高濃度で、その後2000年ま

でほとんど変化がない。東・東南アジア各地において行

った水質調査により得られた地域平均濃度は、図３（a）

と比較的良く対応していた。

将来の食料生産・消費による窒素負荷の予測

食料生産・消費は人口の変化に加えて経済的な変化に

大きく支配されている。東・東南アジアの多くの国にお

いて、一人当たりの肉消費量は一人当たりの国内総生産

（GDP）の増加に伴って増加し、一方米の消費は GDP

の増加と共に減少の傾向を示した。これらの傾向に基づ

いて、国ごと、食料の種類ごとに一人当たりの消費量を

GDP から推定する式を作成し、更に2020年までの人口

の増加（国連による推計：東・東南アジア全体では

2020年に2002年の1.08～1.12倍（低位～中位推計））、お

よびGDP成長（経済協力開発機構（OECD）による地域

別の平均成長率予測値に基づいて推計：同1.90～2.47倍）

に基づいて、2020年までの窒素フローを見積もった。

2020年には、畜産品の消費量が窒素換算で2002年の1.36

～1.45倍、飼料用作物も含んだ作物生産量が1.35～1.46

倍、必要な窒素肥料は1.41～1.61倍に増加すると推定さ

れ、深刻な汚染の地域が更に広範囲に拡大すると予測さ

れた（図３（b））。

おわりに

東・東南アジアにおける急激な経済発展は、食生活の

変化、特に肉の消費の急増を招いている。肉の生産には

その数倍から十数倍の飼料作物が必要とされ、その生産

のために多量の化学肥料が使用され、中国東部などで既

に水質汚染が深刻であろうことが示された。現在の傾向

が続くと2020年には水質汚染が更に深刻化、広域化す

ると予測されたが、将来の窒素負荷は、各国の作物生産

や畜産における窒素利用効率の改善や、食料貿易の動向

によって変化すると考えられる。

（物質循環ユニット　新藤純子）

３．農耕地から発生する亜酸化窒素の排出係
数の推定と発生削減技術の開発

はじめに

亜酸化窒素（N2O）は、二酸化炭素の約300倍という

強力な温室効果をもち、産業革命以降急速に増加してい

ることが知られている。また、N2O は京都議定書にお

いて規制対象となる温室効果ガスのひとつでもある。農

耕地土壌からの N2O の発生量は、地球全体の人為的発

生量の24％を占めると推定されており、その発生量の

正確な評価と、発生削減技術の開発は重要な課題となっ

ている。
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図２　東・東南アジアの環境への窒素負荷の変化

図３　地下水中窒素濃度分布の（a）2000年の推定および（b）2020年の予測
結果（mgN/L）

（自然の窒素固定と窒素酸化物の寄与も考慮している）



世界の水田からの亜酸化窒素の排出係数の算定

京都議定書の削減目標の達成度をはかるためには、ま

ず規制対象となっている温室効果ガスの発生量を正確に

算定することが必要となる。日本を含む条約加盟国は、

国別の温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリー）

を報告する義務がある。このインベントリーは、IPCC

（気候変動に関する政府間パネル）のガイドラインに従

って算出することとなっている。現在用いられている国

別温室効果ガスインベントリーガイドライン（IPCCガ

イドライン）では、各排出源の算出方法についてはどの

程度データの入手が可能かに応じていくつかの段階

（Tier、ティア）が設定されており、各国の状況に応じ

て算出方法を選べるようになっている。すなわち、デー

タがないまたは十分でない場合には、IPCC がデフォル

ト値として定めた排出係数を用いて排出量を算出する

（Tier 1）。また各国の状況に応じた独自のデータや算出

方法がある場合には、それらを利用して報告することが

できる（Tier 2または3）。

このIPCCガイドラインの算定方法は2006年に改訂が

予定されていた。そのため、農耕地からの温室効果ガス

の排出係数の見直しが急務となっていた。そのなかでも、

データが十分にない場合（Tier 1）にも適用できる基本

の排出係数（IPCC デフォルト値）は、多くの国で温室

効果ガス排出量の算定に用いられており、この数値が変

わることはグローバルな温室効果ガスの管理に非常に重

要な意味を持つ。現在の算定方法では、水田から直接発

生する亜酸化窒素（N2O）の排出係数（EF1-RICE）は畑や

草地の排出係数（EF1）と同じとされている。しかし、

湛水条件での N2O の発生量は畑条件とは大きく異なる

と考えられることから、このデフォルト値の精度向上に

寄与することを目的として研究を行った。

世界の水田から直接発生する N2O の実測データ（29

地点、149測定）を収集し、これらのデータのうち、化

学肥料または有機物肥料を施用した水田について解析し

た結果、常時湛水した水田よりも中干しを行った水田の

ほうが N2O 発生量は大きい傾向にあった。しかし、こ

のうち排出係数が計算可能なデータについて解析した結

果、N2O 排出係数には水管理の違いによる統計的な差

はみられなかった。すなわち、排出係数（EF1-RICE）の

平均値（±標準偏差）は施肥窒素量の0.31（±0.31）％

であり、現在の IPCC のデフォルト値（1.25％）よりも

著しく低いことがあきらかになった（表１）。本成果は、

2006年に改訂された IPCC ガイドラインに採用された

ことから、世界各国の温室効果ガス排出量の改訂に寄与

した。

農耕地からの亜酸化窒素の発生削減技術の開発

わが国の畑土壌の約50％は、黒ボク土と呼ばれる火

山灰に由来する土壌によって占められている。この黒ボ

ク土畑は一般的にきわめて好気的（土壌中の酸素が不足

しにくい）であることが知られている。アンモニア態ま

たは尿素態の窒素肥料を施用した土壌においては、微生

物による二つの過程－脱窒（嫌気的な過程）と硝化（好

気的な過程）－から N2O が発生することが知られてい

る。好気的な黒ボク土畑のような条件では硝化の過程が

より重要であると考えられるので、硝酸態の窒素肥料を
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‡窒素施用区のN2O発生量から窒素無施用区のN2O発生量を差し引いた場合の、施用窒素量あたりのN2O-N発生率を表す。
＊統計的検定の結果、有意差はみられなかった。
＄改定前のデフォルト値。

表１　化学肥料または有機物肥料を施用した水田からの耕作期間における亜酸化窒素（N2O）の排出

水管理 平均 標準偏差 中央値 データ数 最大値 最小値

N2O-N 排出係数‡（％）

常時湛水 0.22a* 0.24 0.10 16 0.69 0.003

中干しあり 0.37a 0.35 0.28 23 1.16 0.02

すべての水管理 0.31 0.31 0.16 39 1.16 0.003

参考：IPCCデフォルト値$ 1.25

写真１　農耕地からの温室効果ガス発生量の自動連続測定装置



施用すれば硝化はおこらず、脱窒の過程のみからしか

N2O が発生せず、N2O の発生を減らすことができるは

ずである。しかし、硝酸態の肥料は降雨により流れやす

いため日本での利用は多くはない。この欠点は硝酸流亡

の起こりにくい被覆肥料を用いることで解決可能である

と考え、長期自動連続測定装置（写真１）を用いて、被

覆硝酸肥料と一般的な尿素肥料との比較を行った。その

結果、好気的な黒ボク土畑のような条件では、被覆硝酸

肥料を用いることで硝酸の流亡を起こさずに N2O の発

生を抑制できる可能性が示された（図１）。

これらの結果は、日本の温室効果ガス排出量の削減や、

環境保全型農業を推進するための施策決定に貢献するこ

とが期待される。

（温室効果ガスチーム　秋山博子・八木一行）

＊なお、本成果の一部は環境省地球環境総合推進費の研

究資金により得られたものである。また本成果により、

研究担当者の秋山博子が平成18年度文部科学大臣表彰

若手科学者賞を受賞した。

【用語解説】

気 候 変 動 に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル （ I P C C ；

Intergovernmental Panel on Climate Change）：人為的

な気候変動に関する最新の科学的・技術的・社会経済的

な知見をとりまとめて評価し、各国政府に助言と情報を

提供することを目的とした政府間機構。

IPCC国別温室効果ガスインベントリーガイドライン

（IPCCガイドライン）：気候変動枠組み条約締約国が、

温室効果ガスの国別報告書の作成にあたり、排出/吸収

量を計算するための手法を示すためのガイドライン。

被覆硝酸肥料：硝酸カルシウムを有機合成フィルム

（膜）でつつむことにより、成分がゆっくりと放出され

る肥料。

４．生物多様性保全のための農業景観調査
情報システム

はじめに

わが国の国土のほとんどは農林畜産業を中心とした人

間活動により歴史的に攪乱を受け続けてきた。そのため、

土地の利用・管理の結果形成された生態系や景観が生物

多様性に大きな影響を及ぼしている。わが国の生物多様

性の保全を図るためには、生態系または景観のレベルで

生物多様性を捉え、それらの状態をモニタリングすると

同時に、その変化と生物多様性との関連性を検討するこ

とが不可欠である。

そこで、英国での Countryside Information System

（CIS）および Countryside Survey（CS）の例を参考に、

客観的に区分したわが国の農業生態系から代表的な景観

タイプを統計的に抽出してモニタリング地区を定め、各

モニタリング地区において種、生態系、景観の各レベル

にわたる詳細なデータを、体系的、効果的に収集・蓄

積・利用するための枠組みとして農業景観調査情報シス

テム RuLIS（Rural Landscape Information System）

を構築した。ここでは、その概要と、活用法を提示する。

農業景観調査情報システム（RuLIS）の概要

国土全域を対象に、３次メッシュ（約１km×１km）

を単位として、気象、土壌、地質、地形、植生、交通立

地の因子に関わる数値地図情報を多変量解析の手法によ

り統計的に処理し、全国農業生態系を46クラスに区分

した（図１）。同時に、利根川流域に分布する下流域低

地水田景観（クラス6-f）、下流域台地谷津田景観（クラ

ス6-g）、下流域台地市街化景観（クラス6-f）、内陸部水

田景観（クラス6-d）から各８地区をランダムに抽出し、

合計32メッシュのモニタリング地区において、空中写

真の判読等により土地被覆図（現況および1970年代）

を作成した。一方、植生については、抽出した各モニタ

リング地区内において、放棄水田、畦畔、二次林、水田

脇斜面植生を対象に、種組成、種ごとの高さおよび被度、

位置情報等を中心としたデータを収集した。このように

生物相の調査を行いデータベースとして構築している。
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図１　硝酸肥料、被覆硝酸肥料、および被覆尿素肥料を施用した黒ボク
土畑からのN2O排出量の比較

被覆硝酸肥料の使用により、一般的な肥料である尿素系の肥料に比べ
て発生量が削減された。なお、被覆尿素肥料と尿素肥料の発生量に差は
みられなかった。



RuLISを活用した植生群落タイプの解析

利根川中下流域を代表する農業生態系クラスを事例と

して、上記の方法により得られたモニタリング地区の植

生データをもとに、統計的な手法を用いて群落タイプを

類型化した（図２）。この結果は、別途茨城県南部にお

いて集中的に実施した植生調査の結果とほぼ一致し、指

標種もおおむね共通していることが確認された。以上か

ら、本調査・解析システムで得られた植生情報は、当該

クラスの植生分布状況を精度よく示していると考えられ

る。また、これらの群落タイプの立地や管理履歴にもと

づいて作成した植生変動の模式図（図２）を用いること

により、休耕田・放棄水田に出現する植生タイプが管理

形態の変化に伴ってどのように変化するかを予測するこ

とが可能となった。

RuLISを活用した生物多様性のポテンシャル評価

土地被覆状況に関するデータから、景観構造の変化を

解析・推定することが可能である。たとえば、チョウ類

の生息にとって重要とされる「水田－のり面（草地）－

森林」の組み合わせからなる景観を抽出する指標として、

土地被覆図に示された水田と森林の境界長に着目し、土

地利用タイプとの関係を次式のようにモデル化すること

ができる。

Y＝0.0026X1＊＋0.0023X2＊＋839

Y：チョウ類の生息ポテンシャル

X1：水田面積、X2：森林面積
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図１　農業生態系区分模式図

図２　休耕田・放棄水田植生の群落タイプの推移と立地条件・管理履歴
との対応模式図

図３　利根川流域台地谷津田景観域における森林－水田の境界長を指標
とした生物生息ポテンシャルの推移



さらに、このモデルを全国で均質なデータが整備され

ている国土数値情報の複数年次のデータに適用すること

により、各年次の生物生息ポテンシャル図を作成し、生

物生息環境の変動を評価することが可能である（図３）。

下流域台地谷津田景観（クラス6-g）では、最近の25年

間で、チョウ類の生息に適した景観構造が顕著に減少し

ていることが示された（図３）。また、水田と森林の境

界長については、クラスごとの景観の特徴を反映して、

下流域台地谷津田景観では水田面積と相関が高く、一方、

下流域低地水田景観では樹林地面積と相関が高いことが

示された。

おわりに

農業景観調査情報システムは、地域スケールから国土

スケールに至る生物相の長期モニタリングのフレームと

して活用できると考えられる。具体的なインターフェー

スの開発、データフォーマットやデータ管理の方法等に

ついては、実用化に向けての検討をさらに進める必要が

ある。

（景観生態ユニット　楠本良延・井手　任

大黒俊哉・山本勝利＊）

（＊農林水産省）

５．アオコの増殖抑制植物を検定する「リ
ーフディスク法」の開発

はじめに

農業用水として利用されてきたため池では、農業従事

者の高齢化や社会システムの変化に伴い、富栄養化によ

る水質の悪化が進行し、ラン藻類の異常増殖、すなわち

アオコなどの社会問題が発生している。

アオコとはラン藻類が異常増殖して、水面に緑色のク

リーム状の膜となったものである。アオコは、異臭発生

や浄水管理における「ろ過」障害にとどまらず、アオコ

を形成する主要なラン藻であるミクロキスティスやアナ

ベナが有毒物質ミクロキスチンを産出することによって

も深刻な影響を及ぼす。イギリスではミクロキスチンを

含んだ水を農業用水としてジャガイモ畑に散布したた

め、葉が全部枯れてしまう事件が発生した。これまでの

ところ、日本ではミクロキスチンによる農業被害は顕在

化していないが、異臭の発生や水質管理に加えて、今後

この毒素が生態系や人間に及ぼす影響が問題となる可能

がある。

植物でアオコを抑えられるか

湖沼管理および湖沼水質の保全は、これまでは治水と

利水を目的に行われてきたが、今後は生態系機能や生物

多様性等の自然環境に配慮する必要があると考えられ

る。このような管理において、植物の有する浄化能力を

活用した手法が注目されている。たとえば、アオコを抑

制する作用のある水生植物を導入する方法は、アオコを

抑制するだけでなく、発生原因となる窒素やリンなどの

栄養素も吸収してくれる利点があり有望な方法だが、

2005年からの「特定外来生物被害防止法」の施行に伴

い、外来水生植物の導入には慎重な検討が必要である。

一方、現場のため池では、周辺に樹木が多いほどアオ

コの発生が少ない現象が観察されており、樹木の落葉に

よるアオコの発生抑制が示唆されている。在来の樹木の

葉を用いた方法は生態系への悪影響が少ないと考えられ

る。そこで、植物が持っている天然の化学物質が他の生

物に及ぼす作用であるアレロパシー（allelopathy、他感

作用）に着目し、ため池周辺に生育する植物の葉に含ま

れる成分によるアオコを構成するラン藻類の増殖阻害作

用を調べる手法を開発し、この手法を用いて有効な植物

を検索した。

リーフディスク法の開発

ラン藻類の増殖を抑制する化学物質（他感物質）を有

する植物を検索するために、抗生物質の検定法であるペ

ーパーディスク法に準じて、植物葉に含まれる成分によ

るアオコ抑制阻害を測定する生物検定法（リーフディス

ク法）を開発した。ペーパーディスク法で用いる紙ディ

スクの替わりに、樹木の葉をパンチで円形に打ち抜いた

もの（リーフディスク）を用いて、植物葉から出る物質

がラン藻の生育に及ぼす影響を寒天培地上で評価するよ

うに改良したものである。検定手法のあらましを図１に
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図１　リーフディスク法による操作要領と活性の強い植物の写真



示した。

まず、寒天を固めた平板の上に、国立環境研で純化さ

れたラン藻 Microcystis aeruginosa NIES-88 株（ミクロ

キスチン生産株）を包埋した0.5％の寒天を重層する。

次に、リーフディスクパンチでくり抜き、UV 照射によ

って表面に滅菌処理を施したリーフディスクを寒天の表

面に並べ、シャーレを密封して７日間培養する。植物に

ラン藻に対する抑制作用がある場合、リーフディスク周

辺にラン藻コロニーに対する阻止円が生じるので、その

大きさや形状で増殖抑制効果を判定した。

リーフディスク法を用いたアオコを抑制する植物の検索

実際に兵庫県のため池周辺で採取した22種の落葉広

葉樹のリーフディスクを用いて、アオコ抑制作用のある

植物の検索を行った。その結果、ユキヤナギ（Spiraea

thunbergii Sieb. ex Bl.）、ヤマウルシ（Rhus trichocarpa

Miq.）、アベマキ（Quercus variabilis Blume）、アカメガ

シワ（Mallotus japonicus（Thunb.）Muell. Arg.）、ナツ

ハゼ（Vaccinium oldhami Miq.）等で、くっきりとした

大きな阻止円が、再現性よく観察された（図２）。図１

左下の写真は、ヤマウルシによる阻止円を示している。

これらの落ち葉にはラン藻類の増殖を抑制する他感物質

が内在している可能性が高いと考えられる。

今後の方向

今回開発したリーフディスク法では、リーフディスク

の表面積を一定にしたため、葉の面積あたりの抑制効果

となっている。今後、現場への応用を考えるとすれば、

植物ごとの落葉の量なども考慮しなければならないが、

アオコを抑制する植物を一次選抜する手法としては有効

な方法と考えている。

概して、ヤマウルシ、アカメガシワ、ナツハゼなどの

ウルシ科、トウダイグサ科、ツツジ科の植物が強いアオ

コの生育阻害活性を示した。これらの植物の多くは有毒

植物として知られている植物でもある。また、ユキヤナ

ギは日本在来種で有毒植物ではないが、強力な植物生長

阻害物質シスケイ皮酸誘導体を含んでいることが、農業

環境技術研究所において発見されている。このような植

物の落ち葉がため池に入って水面に浮かぶことでアオコ

を抑制することができる可能性が考えられる。

しかし、このような植物は、在来植物であっても、現

地のため池で実際に植樹して、その落ち葉を利用したア

オコ抑制に活用するように農家や自治体に薦めるために

は、今後、選抜された植物を用いた、ため池での実際の

アオコ抑制効果の検証が必要である。また、効果が高い

場合でも、ため池およびその周辺の生態系に及ぼす総合

的な評価が必要である。なお、現在、全国でいちばんた

め池の多い兵庫県の研究機関と自治体の協力を得て、選

抜された樹木落ち葉を用いて、実際のため池においてこ

れらの植物でアオコを抑制するための試験を行ってい

る。

このようにして、最も実用的な植物が選抜された場合

には、その植物に含まれるアレロパシーに関与する物質

（他感物質）を単離・同定し、その物質の作用機構を明

らかにする必要がある。また、この他感物質が実際に水

中に分泌されて現場でどのように作用し、その後どう分

解されるかについても明らかにする必要があるが、今後、

選抜された植物を用いて、現場での実用的なアオコ抑制

につながる技術を完成させたいと考えている。

（化学生態ユニット　藤井義晴）

６．導入天敵昆虫等の新たな生態系影響評
価方法と導入判断基準

はじめに

近年、外来生物の生態系に与える影響が問題となって

いる。海外からの導入天敵昆虫等（ダニ類を含む）は、

侵入害虫により生じる農業被害を防止するため、その原

産国より意図的に導入される天敵である。このような利

便性のある昆虫類であっても、外来生物であるので、こ

れらのわが国の生態系に与える影響を評価する必要があ

る。そのため、環境省は平成11年に「天敵農薬に係る

環境影響評価ガイドライン」を策定し、導入天敵昆虫等
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図２　兵庫県のため池周辺から採取した樹木落葉によるアオコ増殖抑制
効果のリーフディスク法による検定



の生態系影響評価方法を示している。しかしながら、こ

の方法は、定性的なものであり、海外の天敵昆虫等を導

入する際に必要な事前評価のための判断基準や導入判断

基準について、必ずしも明確ではない。そこで、すでに

ヨーロッパで提唱されている評価指標を使用して導入天

敵昆虫等の定量的評価手法を参考に、わが国の環境にも

適用可能な新たな基準を作成し、客観的で透明性の高い

導入判断基準を提示してみた。

導入昆虫の生態系影響評価手法

導入天敵昆虫等が生態系に与える影響を、その可能性

と程度とに分けて、定着等の６つの評価項目について、

それぞれわが国に適合した５段階の基準を設けた。導入

天敵昆虫等の事前評価に係る時間やコストを最小限にす

るため、評価のプロセスを２ステップで行う。評価の第

１ステップでは、種ごとに定着、分散性、寄主範囲の各

評価項目について、１次基準に基づき、それぞれの影響

の可能性（L）と程度（M）を５段階評価する（表１）。

各項目におけるL×Mの値の総和を、対象とする天敵種

の生態系影響１次指標とする。評価の第２ステップは、

わが国の生態系影響評価で必要な「稀少種や地域固有種

への直接影響、近縁天敵との競争、近似種との交雑」の

３項目からなる２次基準を新たに設け（表２）、これら

に対するL×Mの和を求め、１次指標と合わせて、総合

指標とする。

導入昆虫の導入判断基準

わが国および海外の導入天敵に関する生態系影響の事

例（約60種）を参考に指標を計算すると、生態系影響

が報告されていない種は１次指標が40未満であった。

そのためこの数値を第１ステップでの導入基準とした。

したがって、１次指標が40を超えない種は、第２ステ

ップの評価を行うことなく、わが国への導入が可能であ

り、１次指標が40を超える種については、第２ステッ

プの評価を行うべきである。生態系影響が海外でも指摘

されている種は、すべてが総合指標が80を超えている

ので、総合指標が80を超える種は、導入を見送るか、

野外に逃亡しない方策をとる必要がある。表３にはわが

国に導入された外来天敵昆虫等の生態系影響指標の計算

例を示す。
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表１　導入天敵昆虫の生態系影響評価１次基準

Ｌ：生態系影響の可能性 

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

表２　導入天敵昆虫の生態系影響評価２次基準

Ｌ：生態系影響の可能性 

L 稀少種や地域固有種への直接影響 近縁天敵との競争 近似種との交雑 
1 生息場所・時期が異なる 寄主範囲が重ならない なし 
2 生息場所・時期が重なることがある 寄主範囲が一部重複 種間交雑率が低い 
3 生息場所・時期が常に一部重なる 寄主範囲が50％程度重複 種間交雑率高、雑種性比が偏る 
4 生息場所・時期が5割程度重なる 寄主範囲が大部分重複 種間交雑率高、雑種性比は1：1
5 生息場所・時期が完全に一致する 寄主範囲がほぼ一致 種間雑種は、親より強勢 

Ｍ：生態系影響の程度 

M 稀少種や地域固有種への直接影響 近縁天敵との競争 近似種との交雑 
1 希少種等は寄主となりえない 常に勝敗に優劣なし/劣勢 形態的な差が大きい 
2 希少種等の近縁種+30種以上が寄主 寄主の存在下で共存 雌雄交信信号に種間差がある 
3 希少種等の近縁種+10以上30種未満が寄主 1-2種に対しては勝利 近似種の雌が多回交尾可能 
4 希少種等の近縁種+10種未満が寄主 数種の相手に勝利 近似種の雌が1世代に2-3回交尾 
5 標的種より希少種の近縁種を好む 広い範囲の相手に勝利可 近似種の雌は1世代に1回交尾 



おわりに

本手法は、対象種の既往のデータを利用して、比較的

容易に生態系影響指標が算出でき、「導入判断基準」に

基づいて天敵導入の可否を判定できる。そのため「天敵

農薬に係る環境影響評価ガイドライン」に先立って、本

法による事前評価を行うべきである。海外から導入する

天敵昆虫等は、たとえわが国に同一種が生息する場合で

も、遺伝的に異なる可能性があるので、導入に当たって

は、この評価方法を適用すべきである。

（導入昆虫影響ユニット　望月　淳）

７．珪藻の除草剤感受性を群集レベルの生
育速度により簡易に検定する

はじめに

農薬による河川や湖沼などの生態系への影響は、単一

の生物種を用いた急性毒性試験の結果から評価されてい

る。一方、より現実的な評価手法として地域性を考慮し

た群集レベルの影響評価が求められている。河川生態系

の重要な一次生産者である珪藻の群集レベルの影響評価

については、従来の方法では、評価対象地点の珪藻群集

を構成している個々の種に対して個体レベルの試験を繰

り返し行い、その結果の積み重ねにより群集レベルへの

影響を予測するというものである。そのため、多大な労

力と長い期間を要する。そこで、河川および水田を評価

対象地点として、珪藻群集全体の除草剤感受性を簡易に

検定する手法を開発した。

試験生物の調製

河川の場合は、珪藻の群集を石の表面から歯ブラシを

用いてこすり取り、遠心分離および洗浄を行った後、直

接除草剤感受性を検定する。水田の場合は、直接珪藻群

集を採取することは困難なため、土壌中の珪藻を短期間
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表３　導入天敵の生態系影響指標の計算例

*ナナホシテントウは、日本を含むアジアに広く分布する種で、他国産の導入は行われていないが、欧米で環境影響が報告されているので、導入
事前評価として指標を計算した。

天敵の種類/評価項目 定着 分散性 寄主範囲 1次指標 直接影響 競争 交雑 総合指標 
ヒメクサカゲロウ L

M
LxM

オキシデンタリスカブリダニ LxM
ククメリスカブリダニ LxM
ベダリアテントウ LxM
ナナホシテントウ* LxM

5
5

25
10
2

20
25

1
2
2
4
4
9

20

4
5

20
3
5
6

20

47
17
11
35
65

3
3
6
2
1
3
6

4
2

10
10
10
2

15

2
2
4
1
1
1

12

67
30

41
9

23

8

図１　試験生物の調製法



前培養した後、河川の場合と同様に検定を行う（図１）。

この手法により、これまで多大な労力を要していた純粋

な培養株の確立作業を省くことができる（図２）。

感受性の検定方法

感受性検定には、試験容器として96穴のマイクロプ

レートを使用する。珪藻群集の生長は、クロロフィルa

の吸光度により測定する。さらに、試験開始後、24時

間から96時間の間における生長速度の阻害を測定する

と共に半数生長阻害濃度（24-96h ErC50）を算出し、こ

れを珪藻群集の除草剤感受性値とする。この手法は、確

立した培養株に対して個々の検定を行う従来法に比べ、

測定の際の時間と手間の大幅な削減が可能となる（図

２）。

河川珪藻群集のトリアジン系除草剤感受性

河川上流部（桜川流域の源流部）および中流域（同農

村部）からそれぞれ採集した珪藻群集を用いて、日本の

水田で使用されているトリアジン系除草剤の一つである

ジメタメトリンの感受性を検定した。ジメタメトリン感

受性は、水田排水の影響を受けていない源流域と比べト

リアジン系除草剤を使用した水田から感受性の低下した

珪藻が流出していると考えられる中流域で低いことが明

らかとなった（図３）。従来法と本手法の結果は同じ傾

向を示すことから、本手法が群集レベルでの影響評価手

法として利用できることが示された。

おわりに

珪藻は水系生態系において一次生産者として重要な役

割を果たしているにもかかわらず、農薬等化学物質が珪

藻に与える影響についてはこれまで知見が少ししかなか

った。本手法を使用することにより、除草剤が珪藻群集

へ及ぼす影響を簡易に評価することが可能となり、水系

生態系へ及ぼす除草剤の影響を精度良く評価できる高次

のリスク評価法としての貢献が期待される。

（農薬動態評価ユニット　石原　悟）

８．キュウリ苗立枯病を抑える遺伝子組換
え微生物の土壌微生物相への影響

はじめに

作物病原菌の生育を抑止する微生物は、作物病害の生

物的防除（バイオコントロール）に利用されている。バ

イオコントロールの適用を広げるためには、微生物がも

つ病原菌生育抑止能を人為的に高めることが求められる

が、その目的のために、遺伝子組換え技術が有力な武器

になると期待されている。
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図３　河川における珪藻のジメタメトリン感受性（24-96h ErC50による比較）（Ａ：群集レベルの評価　Ｂ：個体レベルの評価）

図２　珪藻を用いた感受性検定方法のスケジュール



しかし、バイオコントロール用の遺伝子組換え微生物

に限らず、日本で組換え微生物が野外利用された例はな

い。組換え微生物を野外環境下で利用するためには、そ

の有用性を高める一方で人や動植物への安全性の確認は

もちろん、生物多様性など環境への影響の評価手法を確

立して、生態系に対する安全性を確認する必要がある。

本研究では、キュウリ生育初期の根圏土壌（根の周り

の土）で定着性が高い細菌に、作物病原糸状菌の細胞壁

を分解する酵素（キチナーゼ）の遺伝子を導入した「組

換え根圏細菌」を作出し、キュウリ苗立枯病に対する防

除効果を確認した。さらに、土壌から直接抽出した、い

わゆる環境DNA（eDNA）を解析することにより、こ

の組換え根圏細菌の接種が土壌微生物の多様性に及ぼす

影響を調べた。

キュウリ苗立ち枯れ病を抑制する遺伝子組換え根圏細菌

の作出

キュウリ苗立ち枯れ病を抑制するために、作物病原糸

状菌の細胞壁を分解する酵素（キチナーゼ）を土壌細菌

Pseudomonas putida に導入した。すなわち、海洋細菌由

来のキチナーゼ遺伝子に、 遺伝子発現を高いレベルで

引き起こす活性をもつプロモーター配列を連結し、抗生

物質カナマイシン（Km）に対する耐性遺伝子をマーカ

ー遺伝子とする広宿主域ベクターに組み込んだキチナー

ゼ遺伝子発現ベクターpKAC907を構築した。次に、キ

ュウリ根圏から根圏定着性の高い P. putida B101株を選

抜し、この菌株にpKAC907を電気穿孔法を用いて導入

した。得られたキチナーゼ遺伝子発現ベクターを有する

組換え根圏細菌、P. putida B1017株は、培地中で高いキ

チナーゼ生産能を示した。また、寒天培地上にキュウリ

苗立枯病の病原糸状菌 Rhizoctonia solani とともに対峙

培養して R. solani の菌糸成長阻害能を比較したところ、

キチナーゼ遺伝子ベクターを導入したB1017株では、分

泌するキチナーゼの影響で病原菌 R. solani の生育を阻

害する能力が高まった（図１）。P. putida B1017株は、

植継ぎを三回繰り返した後でも98％の細菌がキチナー

ゼ遺伝子発現ベクターを保持しており、このキチナーゼ

遺伝子は比較的安定して保持されていることも確認され

た。

組換え根圏細菌による土壌病害の抑制

病害を抑制する組換え細菌の土壌中での挙動を調べる

ためには、この菌と他の土壌細菌を区別する必要がある。

そこで、根圏分離株B101株に株抗生物質リファンピシ

ン（Rif）耐性をもたせ、pKAC907を導入したRif-Km耐

性を持ち、かつキチナーゼ生産能を有する組換え根圏細

菌 P. putida B1017R株を作出した。B1017R株を用いて、

組換え微生物のキュウリ苗への接種法や発病抑制条件を

閉鎖系温室で検討したところ、P. putida B1017R株は、

高濃度の菌液（3x108 cfu/ml）に催芽した種子を１時間

浸漬するだけでキュウリ苗立枯病に対する防除効果を得

ることができた（図２－実験１）。また、病原菌で汚染

されている土壌へキュウリを移植する時に組換え菌を接

種しても発病を抑えられることが明らかになった（図

２－実験２）。作出した組換え根圏細菌の土壌および根

圏での生残性を検討したところ、キュウリ根圏から選抜

した根圏への定着性が高い株を宿主とした組換え根圏細

菌P. putida B1017R株は、実験室継代培養株を宿主にし

た場合に比較して土壌中で高い生残性を示した。また、

組換え微生物の培養液に浸漬したキュウリ種子を播種し

た場合、根圏に接種した組換え根圏細菌は、１週間後で

も接種時の10%程度の組換え微生物が生残していた。
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図１　組換え根圏細菌の病原糸状菌菌糸生長阻害能



組換え根圏細菌の接種は土壌の微生物相に影響を及ぼす

か?

組換え根圏細菌を接種すると、土壌に本来生息してい

る微生物相に何らかの影響を及ぼす可能性がある。そこ

で、組換え根圏細菌B1017R株の培養液に浸漬したキュ

ウリ種子を農業環境技術研究所の果樹園土壌に播種し、

経時的に根圏の全糸状菌数および全細菌数を培養法で測

定した。また、培養法で検出できない微生物を調べるた

めに、土壌から直接DNAを抽出し、そのDNAからPCR

法で糸状菌および細菌のリボソームDNAを特異的に増

幅し、変性剤濃度勾配ゲル電気泳動（DGGE）法で糸状

菌相および細菌相を、非組換え株（B101R）を接種した

区と比較した。その結果、培養法による総細菌数および

総糸状菌数ともに、組換え体接種および非接種区の間で

差は認められなかった。また、土壌から直接抽出した

DNAを鋳型にし細菌16S rDNAおよび糸状菌18S rDNA

を標的としたPCR-DGGE 解析によっても、細菌相およ

び糸状菌相ともに組換え根圏細菌接種区と非接種区の間

で顕著な差は見出されなかった（図３）。

このように、病原糸状菌の細胞壁を分解する酵素キチ

ナーゼを高発現するように改良した組換え根圏微生物

は、キュウリ根圏に定着して、キュウリ苗立枯病の発病

を抑制した。また、この組換え根圏細菌を土壌に添加し

た場合、土壌に生息する微生物、特に細胞壁にキチン質

を有する糸状菌類に影響を及ぼすことが予想されたが、

実際には組み換え根圏細菌の接種は土壌糸状菌叢に顕著

な影響を及ぼさないことが明らかになった。

今回開発した組換え微生物は、すぐに実用化できるも

34 農業環境技術研究所年報　平成17年度

図２　組換え根圏細菌のキュウリ苗立枯病抑止効果の検討

図３　PCR-DGGE法による組換え微生物を接種したキュウリ根圏の細菌相
（左：16S-rDNA DGGE）および糸状菌相（右：18S-rDNA DGGE）の解析



９．昆虫文献目録「三橋ノート」の画像デ
ータベースの作成と公開

はじめに

農業環境技術研究所の昆虫標本館には、かつて昆虫研

究家の間で「三橋ノート」と呼ばれていた手書きのノー

トが保管されている（図１）。このノートには、明治時

代から昭和20年代後半までの国内の主要な文献に現れ

た昆虫の学名や和名とその関連文献情報が昆虫の分類群

ごとに整理されており、わが国昆虫学の初期における昆

虫情報の出典がほぼ網羅されている。ここで検索できる

文献は、50年以上前の昆虫の分布や発生状況を示す貴

重な情報を含んでおり、環境研究や分類研究においては

今日でもなお有用な資料としての価値があるが、最近の

文献データベースでは検索することができない。そこで

「三橋ノート」を画像データベースとして公開し、古い

ながらも貴重な昆虫情報の活用を図りたいと考えた。

三橋ノートの内容

「三橋ノート」は当研究所の前身である農商務省農事

試験場に嘱託として一時籍を置いたこともある三橋信治

氏（1878～1952）が、その生涯をかけて作成した推定

50,000頁に及ぶルーズリーフ式のノートである。各頁に

は、明治時代から昭和20年代後半までに出版された昆

虫関連文献中に現れた「種」や「属」などの分類群の学

名および和名とそれが掲載された文献の著者名、書名

（もしくは雑誌名、時に論題）、巻、号、頁、図版、図、

発行年等の書誌情報が列記されている（図２）。これを

参照することにより、知りたい昆虫の情報が掲載されて

いる文献を簡単に知ることができる。

全体は目、科、属、種という分類体系に基づいて配列

されており、コウチュウ目（136冊）、チョウ目（118冊）、

ハチ目（64冊）、カメムシ目（62冊）、ハエ目（43冊）、

バッタ目（13冊）、トンボ目（７冊）、トビケラ目（５

冊）、アミメカゲロウ目（４冊）、その他（22冊）の合

計474冊で構成されている。

画像データベースの特徴と利用法

「三橋ノート」は50,000頁に及ぶ膨大な資料であるた

め、電子化するにあたり、改めて文字を読みとって入力
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図１　「三橋ノート」の書棚

図２　頁表示画面

のではない。実用化のためには、さらに環境への影響を

生じないような工夫が必要である。プラスミドに存在す

る組換え遺伝子を染色体に移し換え安定化させると同時

に、薬剤耐性遺伝子を除去する必要がある。さらに、出

来うれば組換え微生物が、その役割を果した後には自動

的に死滅するようなスイサイド（自殺）システムを導入

するなど、更なる改良を加えることが考えられる。

（土壌微生物利用ユニット　藤井　毅・田村季実子

大野雅弘＊・長谷部亮＊＊）

（現：＊日産化学、＊＊農林水産省）



することは労力的・時間的に不可能であり、また手書き

であるため、文字の自動認識ソフトを利用することも困

難であると思われた。そこで、頁を写真撮影し、その画

像をそのまま利用者に提供することとした。ただし、目

的の頁画像を迅速に検索できるように、各頁に記されて

いる主な学名および和名を頁ごとにキーワードとして選

び、登録した。

本データベースは農環研ウェブサイト「三橋ノート画

像データベース」（http：//mitsuhashi.niaes.affrc.go.jp）

で閲覧することができる（図３）。具体的には、「アゲ

ハ」や「モンシロチョウ」などのキーワードを検索語欄

に入力すると、そのキーワードが登録されている頁のリ

ストが現れるので（図４）、どれかのボタンをクリック

すると該当頁の画像が表示される（図２）。キーワード

は、完全一致のほか、前方一致、後方一致、部分一致で

も検索できる。また実際の頁には歴史的仮名遣いが使わ

れていることが多いが、登録キーワードには原則として

現代仮名遣いを使用した。

今のところ、ウェブ上で検索可能なのは、トンボ目

（７冊、1,223頁）とチョウ目（118冊、18,521頁）の合計

約20,000頁分である。ここには、トンボ類約300種、チ

ョウ類約650種、ガ類約5,300種の情報が含まれている。

現在の日本産チョウ類の種数は約300であるが、「三橋

ノート」にはその２倍以上の種数が掲載されていること

になる。これは、1945年以前の「三橋ノート」の情報

には台湾、朝鮮半島、中国東北部、サハリンの情報も含

まれているためである。

おわりに

現在まで、我々は昆虫関連情報を広く収集・蓄積し、

それらを検索・利用するための「昆虫インベントリーシ

ステム」の構築に向けた研究を進めている。これまで長

年にわたって蓄積されてきた昆虫に関する膨大な研究情

報を検索条件も含めてこのシステムに取り込むのは容易

なことではないが、「三橋ノート」のような二次文献を

活用することにより、必要とする情報の簡易・迅速な検

索が可能になった。今後は、トンボ目とチョウ目以外の

残り約350冊についても早急に電子化を進め、「三橋ノ

ート」全頁の公開を早期に実現させたいと考えている。

（昆虫分類研究室　安田耕司・吉松慎一・中谷至伸

インベントリー研究官　 上田義治）

10．130年にわたって採集された微生物
さく葉標本の目録の作成と公開

はじめに

糸状菌（かび）の分類研究では、標本は不可欠である。

特に植物に寄生するかびの新種記載時には、かびが寄生

した植物葉を乾燥押葉にした標本（以下、微生物さく葉

標本、図１）として保管する必要がある。農業環境技術

研究所には、旧農商務省農事試験場時代（明治期）から

数多くの微生物さく葉標本が収められている。しかし、

今までこれら標本の目録がなく、そのことが標本そのも

のやその情報を活用する上で大きな支障となっていた。

そこで、当所が所蔵する全微生物さく葉標本の目録を作

成するとともに Web 上で公開することとした。
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図３　キーワード検索画面

図４　検索結果表示画面



「農業環境技術研究所　所蔵微生物さく葉標本目録」の概要

農業環境技術研究所で所蔵する、1876年から収集・

保存されている微生物さく葉標本7204点（表１）に含ま

れる、菌種365属1477種、寄主植物621属1322種につい

て基本標本情報として微生物種名、異名、病名、寄主植

物和名、学名、採集地などを整理した標本目録を作成し

た。またそれらをデータベースとして加工し、Web サイ

ト上（http：//www.niaes.affrc .go.jp/inventry/

microorg/specimen/index.html）で公開した（図２）。

利用者は、Web 上で、①タイプ標本類、②Sydow 氏
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図１　微生物さく葉標本
上図：パケット（標本袋）
下図：パケット中のさく葉標本

表１　収録されている標本の種類

図２　微生物標本目録公開Webサイトのトップ画面

標本の種類 点数

タイプ標本類 46

Sydow氏ら標本 254

一般さく葉標本 6611

日野氏ブラジル採集標本 196

キノコ類標本 97

計 7204



ら標本、③一般さく葉標本、④日野氏ブラジル採集標本、

⑤キノコ類標本、⑥全標本（①～⑤すべて）の中から希

望する項目を選ぶことができ、それぞれの項目から検索

が可能である。以下にその内容を紹介する。

①タイプ標本類（46点）：正基準標本（ホロタイプ）

13点とともに、指定された副基準標本（アイソタイ

プ）２点、および重複標本（パラタイプ）１点を収

録している。

②Sydow 氏 ら 標 本 （ 254点 ）： P.Sydow 氏 、

N.G.Lagerheim 氏ら著名な菌学者によって、スウェ

ーデン、ドイツ、オーストリアなどで収集された野

草類のクロボ菌およびさび菌の標本である。

③一般さく葉標本（6611点）：主として日本で採集さ

れた微生物さく葉標本で、これらを宿主植物学名の

アルファベット順、同一植物で複数の標本がある場

合は寄生する微生物の学名のアルファベット順に整

理したものである。この中には、日本で植物学名を

最初に記載した植物分類学者である牧野富太郎氏が

収集した微生物標本７点も含まれる。

④日野氏ブラジル採集標本（196点）：日野稔彦氏

（元農業技術研究所）が1974～1975年にブラジルの

ルイス・デ・ケイロス農学校（ESLAQ）に滞在中、

その周辺地域で採集した標本である。

⑤キノコ類標本（97点）：1957～1965年に国内で採集

されたもので、学名のアルファベット順に整理した。

なお、これらの標本については標本が採取された当時

の旧地名が記載されていることが多いため、パケット

（標本袋）に記載されたままの地名を収録し、現在の地

名には変更していない。このため、タイプ標本類および

キノコ類標本については、採集府県名および市町村名等

を掲載したが、一般標本と Sydow 氏らの採集標本など

の採集地名は、牧野標本館（首都大学東京）の例に従い

「ラベル地名（原記載を加工せずにそのまま記載したも

の）」欄を作成し掲載してある。

目録の利用方法と注意点

本目録に関しては、入力されているすべての項目に関

してキーワード検索をかけることができる。また、画面

上のサンプルの順番を項目毎に「昇順ソート」や「降順

ソート」で指定することが可能である。それぞれのサン

プル情報は通常列として入力してあるが、「詳細」をク

リックすることにより、その内容を縦方向に整理した状

態で１画面で確認することが可能である。

なお、前述の通り本目録の一部の採取地については、

パケットに記載された地名を入力している。そのため、

現在の住所を知ることができないものもあるので、注意

が必要である。

おわりに

標本は糸状菌などの微生物の分類に不可欠であり、本

目録は糸状菌の分類研究に貢献すると考える。

また、本目録は、わたしたちが取り組んでいる微生物

インベントリー（microForceと命名：http：//www.niaes.

affrc.go.jp/inventry/microorg/index.html）の一つの貴

重な微生物情報でもある。本目録は、この microForce

のサイトからも利用可能である。microForce サイトで

は他の微生物情報も得られるため、本目録と他の微生物

情報も合わせて活用するとさらに多くの情報が得られる

ものと確信している。

（微生物分類研究室　對馬誠也・小板橋基夫・吉田重信

田村季実子・月星隆雄＊・篠原弘亮＊＊）

（現：＊畜産草地研究所、＊＊東北農業研究センター）

11．XANESを用いた水田土壌中のヨウ素の
非破壊形態分析とその溶脱機構

はじめに

放射性ヨウ素は甲状腺に蓄積し、人体に放射線障害を

もたらす最も危険な放射性同位元素のひとつである。半

減期が約1700万年の放射性ヨウ素（I-129）は、核燃料

再処理施設の運転にともない、極微量ではあるが環境中

に放出される。また、原子力関連施設の異常運転や事故

などにより、放射性ヨウ素が多量に環境中に放出される

リスクにも備える必要がある。放射性ヨウ素と非放射性

ヨウ素は、物理化学的性質や環境中における挙動に違い

がないことから、放射性ヨウ素の挙動は、非放射性ヨウ

素の挙動から予測することができる。

これまで我々は、農業環境中の非放射性ヨウ素（以後

単にヨウ素と記す）の挙動を明らかにするための調査を

おこない、畑土壌や森林土壌では、表層でヨウ素濃度が

高いのに対し、水田土壌ではどの層位でもヨウ素濃度が

低いことを明らかにしてきた。水田土壌中のヨウ素濃度

は、なぜ低いのだろうか。本研究では、水田土壌の表層

からヨウ素が溶脱する要因を、放射光源X線吸収端近傍

構造（X-ray absorption near-edge structure、XANES）

による土壌中ヨウ素の非破壊形態分析から明らかにする

ことを目的とした。
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土壌中ヨウ素の形態分析にXANESを適用する利点

土壌中のヨウ素の濃度と形態を調べるためには、土壌

からヨウ素を抽出し、溶液に溶け出したヨウ素を分析す

る手法が一般的である。しかし、土壌からの抽出という

化学操作により、ヨウ素が形態変化してしまう可能性が

ある。この形態変化を避けるためには、土壌からヨウ素

を抽出することなく、そのまま、すなわち非破壊で分析

できるのが理想的である。しかし、土壌中には、ヨウ素

以外のさまざまな物質が含まれている。夾雑物が多量に

ある中で、ヨウ素だけの形態を分析することはこれまで

困難とされてきた。この困難は、XANES を適用するこ

とで回避でき、土壌中ヨウ素の非破壊形態分析ができた。

XANES では、従来の光源のX線の約100億倍明るく、

まっすぐで、広がらない特徴をもつシンクロトロン放射

光源X線を利用する。ヨウ素原子だけを励起させるエネ

ルギー（ヨウ素K吸収端：33.2keV）のX線を、ヨウ素

を含む土壌試料に照射すると、そのX線吸収スペクトル

にはヨウ素の形態に関する情報だけが浮かび上がる（図

１）。環境中には、図１に示す４つの形態のヨウ素（ヨ

ウ素酸イオン（IO 3
－、＋５価）、ヨウ化物イオン

（I－、－１価）、分子状ヨウ素（I2、０価）、有機態ヨウ

素（０価））が存在しうるが、これらのうちどの形態が

水田土壌中で主体であるかをスペクトルの違いから判別

できる。

水田土壌中におけるヨウ素の形態変化

雨などを通して土壌に到達するヨウ素の形態は、ヨウ

化物イオンとヨウ素酸イオンが主体である。チェルノブ

イリ事故後に雨水で検出された放射性ヨウ素もこの２つ

の形態が主体だった。ヨウ化物イオンは、土壌に吸着さ

れにくいため水系へ溶脱し、土壌から失われてしまうが、

ヨウ素酸イオンは土壌に吸着して蓄積する傾向にある。

水田土壌では、湛水期に微生物活動によって酸素が消費

されることで土壌が還元状態になる。土壌の酸化還元状

態の変化によって、ヨウ素が形態変化するか、また、形

態変化につづきヨウ素が土壌から水系へ溶脱するかを調

べた。

土壌にヨウ素酸を添加し、30日間湛水条件で培養し

た。培養後の土壌中ヨウ素の XANES と、土壌水中の

ヨウ素濃度を図２（a）に示した。イオン交換カラムで

分離後、ICP-MS でヨウ素を検出することで、土壌水中

のヨウ化物イオンとヨウ素酸イオンを形態別に分析し

た。図２（a）の湛水培養後の土壌中のヨウ素は、図１

の標準物質のうち分子状ヨウ素あるいは有機態ヨウ素の

スペクトルと類似している。また、土壌水中には、ヨウ

素がヨウ化物イオンとして溶出した。一方、γ線滅菌に

より土壌微生物の活動を抑えると、土壌に添加したヨウ

素酸はヨウ素酸のままであり（図２（b））、土壌水へも

ヨウ素はほとんど溶出しなかった。すなわち微生物の活
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図１　XANESの概要とヨウ素標準物質のXANES



動を抑制すると、湛水条件下で培養してもヨウ素は形態

変化しなかった。

ヨウ素酸イオンは湛水条件下で微生物活動に伴う酸化

還元電位の低下によって、分子状ヨウ素あるいは有機態

ヨウ素、さらにヨウ化物イオンにまで還元される。分子

状ヨウ素あるいは有機態ヨウ素は、土壌中に残るが、ヨ

ウ化物イオンは土壌に保持されにくいため、土壌水に溶

出したと考えられた。このようにヨウ素酸がヨウ化物イ

オンに還元されることで土壌水に溶出することが、水田

土壌ではヨウ素濃度が低い原因であると考えられた（図

３）。

おわりに

XANES により、土壌に添加したヨウ素の形態を選択

的に非破壊分析することができた。水田土壌でヨウ素濃

度が低いのは、湛水期に、微生物活動により酸素が消費

されて土壌が還元状態になることが原因だった。土壌に

保持されやすいヨウ素酸イオンが分子状ヨウ素を経て土

壌に保持されにくいヨウ化物イオンへ還元され、土壌水

に溶脱してしまう。還元により生じた分子状ヨウ素の一

部は、有機物との結合態などとして、土壌に保持される

（図３）。なお、本研究は、SPring-8 共同利用研究課題

2004B0093NXa-np としておこなったものである。

（放射性同位体分析研究室　山口紀子）
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図３　湛水状態の水田土壌におけるヨウ素の形態変化

図２　IO3
－ を添加し30日湛水培養後の土壌中ヨウ素のXANESおよび液

相へのI－溶出量
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NIAES Annual Report 2005
42-43

2006.3

Ohtsu, Kazuhisa
Yokoyama, Atsushi

System for indoor breeding of caddisfly (Cheuma-
topsyche brevilineata) for ecological toxicity assess-
ment

NIAES Annual Report 2005
45-47

2006.3

Suzuki, Ken Specific detection of strains of cotton aphid
resistant to organophosphorus insecticides using
nucleotide sequence differences in a detoxifica-
tion enzyme gene

NIAES Annual Report 2005
47-48

2006.3

Kawasaki, Akira
Oda, Hisao

Uptake and transport of cadmium in hydroponically
cultured soybean plants

NIAES Annual Report 2005
48-49

2006.3

Ishikawa, Satoru Locating gene loci related to cadmium concentration
in broew rice

NIAES Annual Report 2005
49-50

2006.3

Suzuki, Katsuhiro Discharge of suspended matter and associated
phosphorus to tile drains in a clayey field with
subsurface cracks

NIAES Annual Report 2005
51

2006.3
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Nakajima, Yasuhiro Orgin of nitrous oxide in shallow groundwaters
under upland fields

NIAES Annual Report 2005
52

2006.3

Seike, Nobuyasu Temporal changes in organochlorine pesticide
accumulation in Japanese agricultural soils

NIAES Annual Report 2005
52-53

2006.3

Uegaki, Ryuichi
Seike, Nobuyasu
Otani, Takashi

Annual mass balance of dioxins in a Japanese
paddy field

NIAES Annual Report 2005
53-54

2006.3

Ueda, Yoshiharu Newly opened Natural Resources Inventory Mu-
seum

NIAES Annual Report 2005
55

2006.3

Nakai, Makoto Soil resource inventory for classification NIAES Annual Report 2005
55

2006.3

Tsushima, Seiya Bacteria and fungi on healthy leaf sheaths and
panicles of intact rice plants

NIAES Annual Report 2005
55-56

2006.3

Eun, Heesoo Clean-up of species interfering with dioxin
analysis in leafy vegetables

NIAES Annual Report 2005
57-58

2006.3

Yamaguchi, Noriko Cause of eluviation of iodine in flooded paddy
fields

NIAES Annual Report 2005
58-59

2006.3

石郷岡康史 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

農環研ニュース No.67
3-4

2005.7

渡邊栄喜 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

農環研ニュース No.67
5-6

2005.7

石塚直樹・大野宏之 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

農環研ニュース No.68
3-4

2005.10

星野（高田）裕子 環境DNAで土壌くん蒸処理の微生物影響をみる 農環研ニュース No.68
5-6

2005.10

大津和久・横山淳史 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

農環研ニュース No.68
7-8

2005.10

吉松慎一・安田耕司 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)

農環研ニュース No.69
3-4

2006.1

石川　覚 玄米のカドミウム濃度に係わる遺伝子座 農環研ニュース No.69
5-6

2006.1

松井正春 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

農環研ニュース No.69
7-8

2006.1

井出　任・芝池博幸 関東地方に見られるタンポポの4割は単一のクロ
ーン

農環研ニュース No.70
3-4

2006.3

鈴木克拓 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

農環研ニュース No.70
5-6

2006.3

宮田　明・間野正美 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

農環研ニュース No.70
7-8

2006.3

駒村美佐子・津村昭人*
山口紀子・藤原英司
木方展治・小平　潔*

わが国の米、小麦および土壌における90Srと137Cs
濃度の長期モニタリングと変動解析

農業環境技術研究所報告 第24号
1-21

2006.3

白戸康人 日本およびタイの農耕地における土壌有機物動態
モデルの検証と改良

農業環境技術研究所報告 第24号
23-94

2006.3

石塚直樹 水稲作付面積計測への合成開口レーダ（SAR）
の利用

農業環境技術研究所報告 第24号
95-151

2006.3

Komamura, Misako
Tsumura, Akito*
Yamaguchi, Noriko
Kihou, Nobuharu
Kodaira, Kiyoshi*

Monitoring 90Sr and 137Cs in Rice, Wheat, and
Soil in Japan from 1959 to 2000

農業環境技術研究所資料 第28号
1-56

2005.7

中井　信・小原　洋
戸上和樹

土壌モノリスの収集目録及びデータ集 農業環境技術研究所資料 第29号
1-118

2006.3

坂西研二・佐々木由佳*
神田健一・中島泰弘

中規模河川における懸濁性水質サンプルの採取位
置による濃度差は小さい

農業環境研究成果情報 第22集
2-3

2006.3

酒井順子・小川直人
藤井　毅・長谷部亮*

水田土壌から分離した2,4-D分解菌の分解遺伝子
はメガプラスミドに存在する

農業環境研究成果情報 第22集
4-5

2006.3

藤井　毅・宮下清貴 キトビオースが誘導する放線菌の効率よいキチン
分解機構

農業環境研究成果情報 第22集
6-7

2006.3

高木和広・原田直樹* クロロ及びメチルチオトリアジン系農薬を完全分
解できる複合微生物系

農業環境研究成果情報 第22集
8-9

2006.3

石原　悟 珪藻の除草剤感受性を群集レベルの生育速度によ
り簡易に検定する

農業環境研究成果情報 第22集
10-11

2006.3

松尾和人・小林俊弘*
田部井豊*・堀元栄枝*
伊藤一幸*

雑草群落に混生する野生化したアブラナ属植物の
種間交雑種子の検出

農業環境研究成果情報 第22集
12-13

2006.3

藤井　毅・田村季実子
大野雅弘*・長谷部亮*
中島雅己*・阿久津克己*

キュウリ苗立枯病を抑える組換え微生物の土壌微
生物相への影響

農業環境研究成果情報 第22集
14-15

2006.3
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望月　淳・屋良佳緒利
伊藤健二・望月雅俊*

導入天敵昆虫等の新たな生態系影響評価方法と導
入判断基準

農業環境研究成果情報 第22集
16-17

2006.3

田中幸一・山中武彦 外来昆虫ブタクサハムシの飛翔による分布拡大能
力

農業環境研究成果情報 第22集
18-19

2006.3

池田浩明 浮遊シダ植物のサンショウモはスルホニルウレア
系除草剤に対して感受性が高い

農業環境研究成果情報 第22集
20-21

2006.3

平舘俊太郎・藤井義晴
荒谷　博

土壌中におけるL-DOPAの植物生育阻害活性の消
長

農業環境研究成果情報 第22集
22-23

2006.3

平舘俊太郎・山口紀子
伊藤豊彰*・三枝正彦*

固体NMRによるアロフェン・イモゴライトの検
出とAl配位数解析

農業環境研究成果情報 第22集
24-25

2006.3

平舘俊太郎・山口紀子 13量体Alは根圏環境中で不安定なため生育阻害
要因となりえない

農業環境研究成果情報 第22集
26-27

2006.3

平舘俊太郎・藤井義晴
加茂綱嗣*・荒谷　博

高感度・高精度・迅速なシアナミド定量法 農業環境研究成果情報 第22集
28-29

2006.3

藤井義晴・平舘俊太郎
津田久美子*・高村典子*

アオコの増殖抑制植物を検定する「リーフディス
ク法」の開発

農業環境研究成果情報 第22集
30-31

2006.3

楠本良延・大黒俊哉
井手　任

生物多様性保全のための景観・植生調査解析シス
テム

農業環境研究成果情報 第22集
32-33

2006.3

吉本真由美・大上博基*
長谷川利拡・小林和彦*

大気CO2濃度の上昇と群落微気象要因を考慮した
イネの穂温推定モデル

農業環境研究成果情報 第22集
36-37

2006.3

秋山博子・澤本卓治*
中島泰弘・須藤重人
西村誠一・八木一行

農耕地からの亜酸化窒素の排出係数は現在の
IPCCデフォルト値よりも低い

農業環境研究成果情報 第22集
38-39

2006.3

井上　聡・川島茂人
杜　明遠・米村正一郎

積雪地域におけるスギ花粉の飛散開始日の推定 農業環境研究成果情報 第22集
40-41

2006.3

新藤純子・岡本勝男
川島博之*

食料生産・消費拡大がもたらす東・東南アジアの
水質変動の予測

農業環境研究成果情報 第22集
42-43

2006.3

岩崎亘典
スプレイグ，デイビッド

野生動物の生息域拡大のしにくさを評価する手法
の開発

農業環境研究成果情報 第22集
44-45

2006.3

山口紀子・藤原英司
谷田　肇*

XANESを用いた水田土壌中のヨウ素の非破壊形
態分析とその溶脱機構

農業環境研究成果情報 第22集
48-49

2006.3

柴山道郎 反射光の偏光特性を利用した作物個体群情報の計
測方法

農業環境研究成果情報 第22集
50-51

2006.3

安田耕司・吉松慎一
中谷至伸・上田義治

昆虫文献目録「三橋ノート」の画像データベース
の作成と公開

農業環境研究成果情報 第22集
52-53

2006.3

對馬誠也・小板橋基夫
吉田重信・田村季実子
月星隆雄*・篠原弘亮*

130年にわたって採集された微生物さく葉標本の
目録の作成と公開

農業環境研究成果情報 第22集
54-55

2006.3

對馬誠也・小板橋基夫
吉田重信・田村季実子
月星隆雄*・篠原弘亮*

植物生息細菌の定性・定量的解析とデータベース
の構築

農業環境研究成果情報 第22集
56-57

2006.3

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 農業環境研究叢書 第17号
24-68

2006.1

杉江　元 昆虫のフェロモンと利用 農業環境研究叢書 第17号
88-107

2006.1

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

農業環境研究叢書 第17号
135-149

2006.1

盪 学術刊行物
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Khan, Nasir M.*
Rastoskuev, Victor V.*
Sato, Yohei
Shiozawa, S.*

Assessment of hydrosaline Land degradation by
using a simple approach of remote sensing
indicators

Agricultural Water Management
（Elsevier）

77（1-3）
96-109

2005.8

Tanaka, Yukio*
Sato, Yohei

Farmers managed irrigation districts in Japan:
Assessing how fairness may contribute to
sustainability

Agricultural Water Management
（Elsevier）

77（1-3）
196-209

2005.8

Breiling, Meinhard*
Hashimoto, Shizuka*
Sato, Yohei
Ahamer, Gilbert*

Rice-related greenhouse gases in Japan, variations
in scales and time and significance for the
Kyoto Protocol

Paddy and Water Environment
（Springer）

3（1）
39-46

2005.3

畑中賢一*
Breiling, Meinhard*
佐藤洋平
Pavel, Charamza*

中山間地域におけるウィンターツーリズムの意
義、および地球温暖化による影響

雪氷
（日本雪氷学会）

68（1）
15-28

2006.1
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Nagata, Yuji*
Matsuda, Muneaki*
Komatsu, Harunobu*
Imura, Yoshiyuki*
Sawada, Hiroyuki
Ohtsubo, Yoshiyuki*
Tsuda, Masataka*

Organization and localization of the dnaA and
dnaK gene regions on the multichromosomal
genome of Burkholderia multivorans ATCC 17616

Journal of Bioscience and
Bioengineering

（日本生物工学会）

99（6）
603-610

2005.6

地球環境部
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Akiyama, Hiroko
Yagi, Kazuyuki
Yan, Xiaoyuan*

Direct N2O emissions from rice paddy fields:
summary of available data

Global Biogeochemical Cycles
（American Geophysical Union）

19（1）
GB1005
doi:10.1029
/2004GB00
2378

2005.1

Yan, Xiaoyuan*
秋山博子
八木一行
秋元　肇*

Statistical analysis of the major variables controll-
ing methane emission from rice fields

Global Change Biology
（Blackwell）

11（7）
1131-1141

2005.7

趙　亮*
徐　世暁*
伏　玉玲*
古　松*
李　英年*
王　勤学*
杜　明遠
趙　新全*

Effects of snow cover on CO2 flux of Northern
Alpine Meadow on Qinghai-Tibetan Plateau

Acta Agrestia Sinica
（中国科学出版社）

13（3）
242-247

2005.9

李　英年*
趙　亮*
王　勤学*
杜　明遠
古　松*
徐　世暁*
張　発偉*
趙　新全*

Estimation of biomass and annual turnover
quantities of Potentilla Froticosa shrub

Acta Agrestia Sinica
（中国科学出版社）

14（1）
72-76

2006.3

趙　亮*
徐　世暁*
李　英年*
唐　艶鴻*
趙　新全*
古　松*
杜　明遠
于　貴瑞*

Relations between Carbon Dioxide Fluxes and
Environmental Factors of Kobresia humilis
Meadows and Potentilla fruticosa Meadows

Acta Botanica Boreali-Occidentalia
Sinica

（中国科学出版社）

26（1）
133-142

2006.1

Zhao, Liang*
Li, Yingnian*
Zhao, Xingquan*
Xu, Shixiao*
Tang, Yanhong*
Yu, Guirui*
Gu, Song*
Du, Mingyuan
Wang, Qinxue*

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

Chinese Science Bulletin
（中国科学出版社）

50（16）
1767-1774

2005.8

Plant community structure and ecological
characteristics of the Alpine wetland in Haibei
area of Qilian Monutains

Journal of glaciology and geocryology
（中国科学出版社）

28（1）
76-84

2006.2

汪　万福*
申　彦波*
王　涛*
沈　志宝*
杜　明遠

Numerical simulation on sand fixed effect of
shrub belts and straw checkerboard barriers

Journal of soil and water
conservation

（中国科学出版社）

19（1）
40-43

2005.4
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趙　亮*
李　英年*
趙　新全*
徐　世暁*
唐　艶鴻*
于　貴瑞*
古　松*
杜　明遠
王　勤学*

Comparison of Carbon dioxide exchange in
three types of vegetation on the Qinghai -
Tibetan Plateau

科学通報
（中国科学出版社）

50（9）
926-932

2005.5

Shen, Yanbo*
Shen, Zhibao*
Du, Mingyuan
Wang, Wanfu*

Factors affecting on dust emission by wind
erosion and their variational characteristics

Plateau Meteorology
（中国科学出版社）

25（4）
611-616

2005.8

Xu, Shixiao*
Zhao, Xinquan*
Li, Yingnian*
Zhao, Liang*
Yu, Guirui*
Cao, Guangmin*
Tang, Yanhong*
Gu, Song*
Wang, Qinxue*
Du, Mingyuan

Characterizing CO2 fluxes for growing and non-
growing seasons in a shrub ecosystem on the
Qinghai-Tibet Plateau

Science in China. Series D, Earth
sciences

（中国科学出版社）

48（S1）
133-140

2005.4

Gu, Song*
Tang, Yanhong*
Cui, Xiaoyong*
Kato, Tomomichi*
Du, Mingyuan
Li, Yingnian*
Zhao, Xingquan*

Energy exchange between the atmosphere and
a meadow ecosystem on the Qinghai-Tibetan
Plateau

Agricultural and Forest Meteorology
（Elsevier）

129（3-4）
175-185

2005.4

Gu, Song*
Tang, Yanhong*
Du, Mingyuan
Cui, Xiaoyong*
Kato, Tomomichi*
Li, Yingnian*
Zhao, Xingquan*

Effects of temperature on CO2 exchange
between the atmosphere and a Alpine meadow

Phyton
（Ferdinand Berger & Sohne）

45（4）
361-370

2005.10

吉野正敏*
藤田佳久*
宮澤哲男*
有薗正一郎*
鈴木　潤*
杜　明遠
雷　加強*
Deliber, Turdi*

タクラマカン沙漠とその周辺の諸オアシスとドゥ
ンフヮンにおける農民の生活

地球環境
（国際環境研究協会）

10（1）
81-96

2005.9

Quilang, E.J.P.*
Maki, Taichi*
Du, Mingyuan

Variation characteristics of meteorological fac-
tors during dust storm at Dunhuang, China

Journal of the Faculty of Agriculture,
Kyushu University

（九州大学農学部）

50（1）
189-199

2005.4

Shen, Yanbo*
Shen, Zhibao*
Du, Mingyuan
Wang, Wanfu*

Dust emission over different land surface in the
arid region of Northwest China

Journal of the Meteorological Society
of Japan

（日本気象学会）

83（6）
935-942

2005.8

Maki, Taichi*
Du, Mingyuan

Characteristics of meteorological alleviation by a
reed straw-mat network in summer and autumn
at Dunhuang desert in China

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

60（5）
485-490

2005.4

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
agricultural fields at Dunhuang, China

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

60（5）
503-506

2005.4

Quilang, E.J.P.*
Maki, Taichi*
Du, Mingyuan

Dust storm monitoring in spring at Dunhuang,
China

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

60（5）
507-512

2005.4

Maki, Taichi*
Quilang, E.J.P.*
Du, Mingyuan

Characteristics of dust storm outbreak and dust
concentration index at Dunhuang in China

Journal of Arid land Studies
（日本沙漠学会）

15（4）
203-206

2006.3

真木太一*
脇水健次*
Quilang, E.J.P.*
杜　明遠

日本の黄砂発生と中国敦煌での黄砂発生特性 自然災害研究協議会西部地区部会報
（自然災害研究協議会）

30
5-8

2006.3



61（4）
229-233

110（7）
1203-1209

135（1-4）
93-109

農業気象
（日本農業気象学会）

Theoretical and Applied Genetics
（Springer）

Agricultural and Forest Meteorology
（Elsevier）

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

Molecular linkage mapping and phylogeny of
chalcone synthase multigene family in soybeen

Seasonal variation of carbon dioxide exchange
in rice paddy field in Japan

丸山篤志*
桑形恒男
大場和彦*

Matsumura, H.*
Watanabe, S.*
Harada, K.*
Senda, M.*
Akada, S.*
Kawasaki, S.*
Doubouzet, E.*
Minaka, Nobuhiro
Takahashi, R.*

Saito, Makoto*
Miyata, Akira
Nagai, Hideyuki*
Yamada, Tomoyasu*

Ⅳ．研究成果の発表と広報 47

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

Shimono, Hiroyuki*
Hasegawa, Toshihiro
Moriyama, Masahisa*
Fujimura, Shigeto*
Nagata, Takayuki*

Modeling spikelet sterility induced by low
temperature in rice

Agronomy Journal
（American Society of Agronomy）

97（6）
1524-1536

2005.12

Purunomo, Errym*
Mursyid, Athaillah*
Syarwani, Muhrizal*
Jumberi, Ahmadi*
Hashidoko, Yasuyuki*
Hasegawa, Toshihiro
Honma, Saori*
Osaki, Mitsuru*

Phosphorus solubilizing microorganisms in the
rihizosphere of local rice varieties grown
without fertilizer on acid sulfate soils

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

51（5）
679-681

2005.9

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

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

60（5）
961-964

2005.4

Olioso, Albert*
Inoue, Yoshio
Ortega-Farias, Samuel*
Demarty, Jérome*
Wigneron, Jean-Pierre*
Braud, Isabelle*
Jacob, Frédéric*
Lecharpentier, Patrice*
Ottlé, Catherine*
Calvet, Jean-Christoph*
Brisson, Nadine*

Future directions for advanced evapotranspiration
modeling: Assimilation of remote sensing data
into crop simulation models and SVAT models

Irrigation and Drainage Systems
（Kluwer）

19（3-4）
377-412

2006.3

Chiwaki, Kenji*
Nagamori, Shigeyuki*
Inoue, Yoshio

Predicting bacterial wilt disease of tomato
plants using remotely sensed thermal imagery

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

61（3）
153-163

2005.9

Davidson, Glen*
Ouchi, Kazuo*
Saito, Genya*
Ishitsuka, Naoki
Mohri, Kentaro*
Uratsuka, Seiho* 

Single-look classification accuracy for polarimetric
SAR

International Journal of Remote
Sensing

（Taylor & Francis）

27（22）
5073-5080

2006.12

岩崎亘典
スプレイグ，デイビッド

房総半島のニホンザル生息拡大地域における土地
利用変遷に関する研究

農村計画論文集
（農村計画学会）

7
1-6

2005.12

Kawashima, Shigeto
Matsuo, Kazuhito
Du, Mingyuan
Takahashi, Yuichi*
Inoue, Satoshi
Yonemura, Seiichiro

An algorithm for estimating potential deposition
of corn pollen for environmental assessment

Environmental Biosafety Research
（International Society for Biosafety
Research）

3（4）
197-207

2005.9

Kawashima, Shigeto
Fujita, Toshio*
Matsuo, Kazuhito
Shibaike, Hiroyuki
Du, Mingyuan
Inoue, Satoshi
Yonemura, Seiichiro

Variation feature of airborne corn pollen number
obtained by the automatic pollen monitor

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

60（5）
1033-1036

2005.4

2005.12

2005.4

2005.12



48 農業環境技術研究所年報　平成17年度

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

Han, Gwang Hyun*
Yoshikoshi, Hisashi*
Nagai, Hideyuk*
Yamada, Tomoyas*
Saito, Makoto*
Miyata, Akira
Harazono, Yoshinobu*

Concentration and carbon isotope profiles of
CH4 in paddy rice canopy: Isotopic evidence for
changes in CH4 emission pathways upon
drainage

Chemical Geology
（Elsevier）

218（1-2）
25-40

2005.5

Han, Gwang Hyun*
Yoshikoshi, Hisashi*
Nagai, Hideyuk*
Yamada, Tomoyas*
Saito, Makoto*
Miyata, Akira
Harazono, Yoshinobu*

Late growing-season CH4 budget in a rice
paddy determined by stable isotope, emission
flux, and soil storage measurements

Organic Geochemistry
（Elsevier）

36（5）
789-801

2005.5

Miyata, Akira
Iwata, Toru*
Nagai, Hideyuki*
Yamada, Tomoyasu*
Yoshikoshi, Hisashi*
Mano, Masayoshi
Ono, Keisuke*
Han, Gwang Hyun*
Harazono, Yoshinobu*
Ohtaki, Eiji*
Baten, Md. Abdul*
Inohara, Sachiko*
Takimoto, Takahiro*
Saito, Makoto*

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

Phyton
（Ferdinand Berger & Sohne）

45（4）
89-97

2005.10

Nishimura, Seiichi
Sawamoto, Takuji*
Akiyama, Hiroko
Sudo, Shigeto
Cheng, Weiguo*
Yagi, Kazuyuki

Continuous, automated nitrous oxide measurements
from paddy soils converted to upland crops

Soil Science Society of America Jour-
nal

（Soil Science Society of America）

69（7）
1977-1986

2005.10

Nouchi, Isamu
Yonemura, Seiichiro

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

Phyton
（Ferdinand Berger & Sohne）

45（4）
327-338

2005.10

Okamoto, Katsuo
Shindo, Junko
Kawashima, Hiroyuki*

Analysis of rapid land-use/land-cover change in
Northeastern China using Landsat TM/ETM+
data

Wit Transactions on Ecology and the
Environment

（WIT Press）

81
553-561

2005.5

Oura, Noriko
Shindo, Junko
Fumoto, Tamon
Toda, Hideshige*
Kawashima, Hiroyuki*

Comparison of nitrogen cycling and deposition
in forested areas in central Japan

Proceedings of N2004：The Third In-
ternational Nitrogen Conference

620-625 2005.12

Sakamoto, Toshihiro
Yokozawa, Masayuki
Toritani, Hitoshi
Shibayama, Michio
Ishitsuka, Naoki
Ohno, Hiroyuki

A crop phenology detection method using time-
series MODIS data

Remote Sensing of Environment
（Elsevier）

96（3-4）
366-374

2005.6

Sakamoto, Toshihiro
Nguyen, Nhan Van*
Ohno, Hiroyuki
Ishitsuka, Naoki
Yokozawa, Masayuki

Spatio-temporal distribution of rice phenology
and cropping systems in the Mekong Delta with
special reference to the seasonal water flow of
the Mekong and Bassac rivers

Remote Sensing of Environment
（Elsevier）

100（1）
1-16

2006.1

坂本利弘
岡本勝男
川島博之*

多時期RADARSAT画像を用いた水稲田植日の空
間分布推定　－石狩川中上流域における田植日と
環境要因の面的比較－

システム農学
（システム農学会）

21（1）
25-32

2005.4

Shindo, Junko
Okamoto, Katsuo
Kawashima, Hiroyuki*

Prediction of the environmental effects of
excess nitrogen caused by increasing food
demand with rapid economic growth in eastern
Asian countries, 1961-2020

Ecological Modelling
（Elsevier）

193（3-4）
703-720

2006.3

新藤純子
木平英一*
吉岡崇仁*
岡本勝男
川島博之*

我が国の窒素負荷量分布と全国渓流水水質の推定 環境科学会誌
（環境科学会）

18（4）
455-463

2005.7

Toda, Hideshige*
Takatsu, T.*
Wakahara, K.*
Kaneko, H.*
Inatomi, M.*
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 In-
ternational Nitrogen Conference 519-522

2005.12



Ⅳ．研究成果の発表と広報 49

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

Shindo, Junko
Okamoto, Katsuo
Toda, Hideshige*
Kawashima, Hiroyuki*

Nitrogen load and water quality estimation by
an Eastern Asia scale model

Proceedings of N2004：The Third In-
ternational Nitrogen Conference 871-875

2005.12

Shindo, Junko
Okamoto, Katsuo
Kawashima, Hiroyuki*

A model based estimation of the effect of
population concentration of the urban areas in
eastern Asia in terms of nitrogen pollution

Wit Transactions on Ecology and the
Environment

（WIT Press）

81
115-123

2005.5

Shirato, Yasuhito Testing the suitability of the DNDC model for
simulating long-term soil organic carbon
dynamics in Japanese paddy soils

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

51（2）
183-192

2005.4

Shirato, Yasuhito
Yokozawa, Masayuki

Applying the Rothamsted Carbon Model for
long-term experiments on Japanese paddy soils
and modifying it by simple tuning of the
decomposition rate

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

51（3）
405-415

2005.6

Prasad, V.Krishna*
Gupta, Prabhat K.*
Sharma, Chhemendaera*
Kant, Yogesh*
Sudo, Shigeto
Yonemura, Seiichiro
Tsuruta, Haruo*
Badarinath, Krishna V.S.*

Greenhouse gas emission inventory from
Biomass burning due to shifting cultivation in
India

Trends in Environmental Pollution
（Nova Science Publishers） 1-26

2005

竹ノ下祐二*
スプレイグ，デイビッド
岩崎亘典

ニホンザルにおけるGPS首輪による測位の成否と
誤差に影響する要因

霊長類研究
（日本霊長類学会）

21（2）
107-119

2005.12

Yagi, Kazuyuki
Minami, Katsuyuki*

Challenges of reducing excess nitrogen in Japanese
agroecosystems

Science in China. Series C, Life
Sciences（中国科学出版社）

48（S1）
928-936

2005.11

Cheng, Weiguo*
Yagi, Kazuyuki
Sakai, Hidemitsu
Xu, Hua*
Kobayashi, Kazuhiko*

Influence of elevated concentrations of atmospheric
CO2 on CH4 and CO2 entrapped in rice-paddy soil

Chemical Geology
（Elsevier）

218（1-2）
15-24

2005.5

Cheng, Weiguo*
Yagi, Kazuyuki
Sakai, Hidemitsu
Xu, Hua*
Kobayashi, Kazuhiko*

Changes in concentrations and δ13C values of
dissolved CH4, CO2, and water-soluble organic
carbon in rice paddies under ambient and
elevated concentrations of atmospheric CO2

Organic Geochemistry
（Elsevier）

36（5）
813-823

2005.5

Cheng, Weiguo*
Yagi Kazuyuki
Sakai, Hidemitsu
Kobayashi, Kazuhiko*

Effects of elevated CO2 concentrations on CH4

and N2O emission from rice soil: an experiment
in controlled-environment chambers

Biogeochemistry
（Springer）

77（1）
351-373

2006.2

Chu, Haiyan*
Hosen, Yasukazu*
Yagi, Kazuyuki
Okada, Kensuke*
Ito, Osamu*

Soil microbial biomass and activities in a
Japanese Andisol as affected by controlled
release and application depth of urea

Biology and Fertility of Soils
（Springer）

42（2）
89-96

2005.10

横沢正幸
米村正一郎
白戸康人

陸上生態系における炭素動態のモデリング－土壌
内の炭素の分配・流れを中心として－

日本生態学会誌
（日本生態学会）

55（1）
167-171

2005.4

Suh, Sang-Uk*
Chun, Yong-Moon*
Chae, Namyi*
Kim, Joon*
Yokozawa, Masayuki
Lee, Mi-Sun*
Lee, Jae-Seok*

A chamber system with automatic opening and
closing for continuously measuring soil
respiration based on an open-flow dynamic
method

Ecological Research
（Springer）

21（3）
405-414

2006.5

Tanimoto, Hiroshi*
Sawa, Yousuke*
Matsueda, Hidekazu*
Uno, Izushi*
Ohara, Takehisa*
Yamaji, Kyoko*
Kurokawa, Jun*
Yonemura, Seiichiro

Significant latitudinal gradient in the surface
ozone spring maximum over East Asia

Geophysical Research Letters
（American Geophysical Union）

32
L21805
doi:10.1029
/2005GL02
3514

2005.10

Yonemura, Seiichiro
Sandoval-Soto, Lisseth*
Kesselmeier, Juergen*
Kuhn, Uwe*
Hobe, Mark von*
Kawashima, Shigeto

Uptake of carbonyl sulfide (COS) and emission
of dimethyl Sulfide (DMS) by plants

Phyton
（Ferdinand Berger & Sohne）

45（4）
17-24

2005.10



50 農業環境技術研究所年報　平成17年度

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

Yonemura, Seiichiro
Du, Mingyuan
Shen, Zhibao*
Shen, Yanbo*
Wang, Wanfu*
Maki, Taichi*
Kawashima, Shigeto
Inoue, Satoshi

Time series analyses of dust concentrations
measured at Dunhuang Gobi desert site:
Analyses of Asymmetry Property of Dust
Concentration Index

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

60（5）
1049-1052

2005.4

Yoshimoto, Mayumi
Oue, Hiroki*
Kobayashi, Kazuhiko*

Energy balance and water use efficiency of rice
canopies under free-air CO2 enrichment

Agricultural and Forest Meteorology
（Elsevier）

133（1-4）
226-246

2005.12

Yoshimoto, Mayumi
Oue, Hiroki*
Takahashi, Noriko*
Kobayashi, Kazuhiko*

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

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

60（5）
597-600

2005.4

Oue, Hiroki*
Yoshimoto, Mayumi
Kobayashi, Kazuhiko*

Effects of free-air CO2 enrichment on leaf and
panicle temperatures of rice at heading and
flowering stage

Phyton
（Ferdinand Berger & Sohne）

45（4）
117-124

2005.10

生物環境安全部

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

Tsuda, Kumiko*
Takamura, Noriko*
Matsuyama, Minoru*
Fujii, Yoshiharu

Assessment method for leaf litters allelopathic
effect on Cyanobacteria

Journal of Aquatic Plant Management
（Aquatic Plant Management Society）

43
43-46

2005.6

Shiraishi, Sayaka*
Watanabe, Izumi*
Kuno, Katsuji*
Fujii, Yoshiharu

Evaluation of allelopathic activity of five
Oxalidaceae cover plants and the demonstration
of potnet weed suppresdsion by Oxalis species

Weed Biology and Management
（Blackwell）

5（3）
128-136

2005.10

Fujii, Yoshiharu
Hiradate, Syuntaro

A critical survey of allelochemicals in action: the
importance of total activity and the weed
suppression eauation

Proceedings of the 4th World Congress
on Allelopathy 

（International Allelopathy Society）

4
73-76

2005.8

Tomita-Yokotani, Kaori*
Kato, Takako*
Fujii, Yoshiharu
Hashimoto, Hirofumi*
Nakamura, Teruko*
Yamashita, Masamichi*

Response of allelochemicals under pseudo-
microgravity

Proceedings of the 4th World Congress
on Allelopathy

（International Allelopathy Society）

4
462-465

2005.8

Fujii, Yoshiharu
Furubayashi, Akihiro*
Hiradate, Syuntaro

Rhizosphere soil method: a new bioassay to
evaluate allelopathy in the field

Proceedings of the 4th World Congress
on Allelopathy

（International Allelopathy Society）

4
490-492

2005.8

Fujii, Yoshiharu
Matsuyama, Minoru*
Hiradate, Syuntaro
Shimozawa, Hideki*

Dish pack method: a new bioassay for volatile
allelopathy

Proceedings of the 4th World Congress
on Allelopathy

（International Allelopathy Society）

4
493-497

2005.8

Hiradate, Syuntaro
Wada, Shin-Ichiro*

Weathering process of volcanic glass into
allophane determined by 27Al and 29Si solid state
NMR

Clays and Clay Minerals
（The Clay Minerals Society）

53（4）
401-408

2005.8

Hiradate, Syuntaro Structural changes of allophane during purification
procedures as determined by solid-state 27Al and
29Si NMR

Clays and Clay Minerals
（The Clay Minerals Society）

53（6）
653-658

2005.12

Hiradate, Syuntaro
Kamo, Tsunashi*
Nakajima, Eri*
Kato, Kenji*
Fujii, Yoshiharu

Direct quantitative determination of cyanamide
by stable isotope dilution gas chromatography-
mass spectrometry

Journal of Chromatography A
（Elsevier）

1098（1-2）
138-143

2005.12

Shindo, Haruo*
Yoshida, Miho*
Yamamoto, Akio*
Honma, Hiromi*
Hiradate, Syuntaro

δ13C values of organic constituents and possible
source of humic substances in Japanese volcanic
ash soils

Soil Science
（Lippincott Williams & Wilkins）

170（3）
175-182

2005.3

Hiradate, Syuntaro
Furubayashi, Akihiro*
Fujii, Yoshiharu

Changes in chemical structure and biological
activity of L-DOPA as influenced by an Andosol
and its components

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

51（4）
477-484

2005.8

Furubayashi, Akihiro*
Hiradate, Syuntaro
Fujii, Yoshiharu

Adsorption and transformation reactions of L-
DOPA in soils

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

51（6）
819-825

2005.10



矢野初美*
小沼明弘
芝池　博
井手　任

アオキ（Aucuba japonica）の遺伝的解析を通し
てみた緑化植物の流通の現状

環境情報科学論文集
（環境情報科学センター）

19
291-296

2005.11

楠本良延
大黒俊哉
井手　任

耕作放棄水田の植物群落タイプと管理履歴の関係
－茨城県南部桜川・小貝川流域を事例として－

農村計画論文集
（農村計画学会）

24
7-12

2005.11

Ikeda, Ken-ichi*
Nakamura, Hitoshi*
Matsumoto, Naoyuki

Comparison between Rosellinia necatrix from
soil and diseased roots in terms of virulence

FEMS Micobiology Ecology
（Elsevier）

54（2）
307-315

2005.10

Ⅳ．研究成果の発表と広報 51

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

Wakamura, Sadao*
Arakaki, Norio*
Yamamoto, Masanobu*
Hiradate, Syuntaro
Yasui, Hiroe*
Kinjo, Kunio*
Yasuda, Tetsuya*
Yamazawa, Hiroyuki*
Ando, Tetsu*

Sex pheromone and related compounds in the
Ishigaki and Okinawa strains of the tussock
moth Orgyia postica (Walker) (Lepidoptera:
Lymantriidae)

Bioscience, Biotechnology, and Bio-
chemistry

（日本農芸化学会）

69（5）
957-965

2005.5

村上理都子*
平舘俊太郎
白田　昭*

クワ暗斑病菌 Myrothecium verrucaria の産生する
毒性成分のクワ病葉からの検出と病原性に果たす
役割について

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

71（3）
166-178

2005.8

Nasir, Habib*
Iqbal, Zahida*
Hiradate, Syuntaro
Fujii, Yoshiharu

Allelopathic potential of Robinia pseudo-acacia L. Journal of Chemical Ecology
（Springer）

31（9）
2179-2192

2005.9

Nishihara, Eiji*｠
Parvez, Mohammad Masud*｠
Araya, Hiroshi｠
Kawashima, Shigeto｠
Fujii, Yoshiharu｠

L-3- (3,4-Dihydroxyphenyl) alanine (L-DOPA), an
allelochemical exuded from velvetbean (Mucuna
pruriens) roots

Plant Growth Regulation
（Springer）

45（2）
113-120

2005.4

Morita, Sayaka*
Hiradate, Syuntaro
Fujii, Yoshiharu
Harada, Jiro*

cis-Cinnamoyl glucoside as a major plant growth
inhibitor contained in Spiraea prunifolia

Plant Growth Regulation
（Springer）

46（2）
125-131

2005.4

Morita, Akio*
Yanagisawa, Osamu*
Hiradate, Syuntaro

Speciation of low molecular weight aluminum
complexes in roots of tea plant (Camellia sinensis
L.)

Plant nutrition for food security, hu-
man health and environmental pro-
tection

（Tsinghua University Press）

728-729
2005.9

Watanabe, Toshihiro*
Misawa, Seiji*
Hiradate, Syuntaro
Jansen, Steven*
Osaki, Mitsuru*

The characteristics of aluminum uptake in roots
of Melastoma malabathricum , an aluminum
accumulating plant

Plant nutrition for food security, hu-
man health and environmental pro-
tection

（Tsinghua University Press）

746-747
2005.9

Hoshino-Takada, Yuko
Matsumoto, Naoyuki

Skim milk drastically improves the efficacy of
DNA extraction from Andisol, a volcanic ash
soil

Japan Agricultural Research
Quarterly

（JIRCAS）

39（4）
247-252

2005.10

星野（高田）裕子
長谷部亮*

土壌からのDNA抽出法 環境バイオテクノロジー学会誌
（環境バイオテクノロジー学会）

5（1）
43-53

2005.9

Aida, Miki*
Ikeda, Hiroaki
Itoh, Kazuyuki*
Usui, Kenji*

Effects of five rice herbicides on growth of two
threatened aquatic ferns

Ecotoxicology and Environmental
Safety

（Elsevier）

63（3）
463-468

2006.3

Luo, Xiao-Yong*
Ikeda, Hiroaki

Effects of four rice herbicides on seed germination
and seedling growth of a threatened vascular
plant Penthorum chinense Pursh

Bulletin of Environmental Contami-
nation and Toxicology

（Springer）

75（2）
382-389

2005.8

Adachi, Minako*
Sakata-Bekku, Yukiko*
Konuma, Akihiro
Kadir, Wan Rashidah*
Toshinori, Okuda*
Koizumi, Hiroshi*

Required sample size for estimating soil respiration
rates in large areas of two tropical forests and
of two types of plantation in Malaysia

Forest Ecology and Management
（Elsevier）

210（1-3）
455-459

2005.5

Naito, Yoko*
Konuma, Akihiro
Iwata, Hiroyoshi*
Suyama, Yoshihisa*
Seiwa, Kenji*
Okuda, Toshinori*
Lee, Soon Leong*
Muhammad, Norwati*
Tsumura, Yoshihiko*

Selfing and inbreeding depression in seeds and
seedlings of Neobalanocarpus heimii
(Dipterocarpaceae)

Journal of Plant Research
（日本植物学会）

118（6）
423-430

2005.12



52 農業環境技術研究所年報　平成17年度

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

Suzaki, Kouichi*
Ikeda, Ken-ichi*
Sasaki, Atsuko*
Kanematsu, Satoko*
Matsumoto, Naoyuki
Yoshida, Kouji*

Horizontal transmission and host-virulence
attenuation of totivirus in violet root rot fungus
Helicobasidium mompa

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

71（3）
161-168

2005.6

Naka, Hideshi*
Mitsunaga, Takayuki*
Mochizuki, Atsushi

Laboratory hybridization between the introduced
and the indigenous green lacewings (Neuroptera:
Chrysopidae: Chrysoperla) in Japan

Environmental Entomology
（Entomological Society of America）

34（3）
727-731

2005.6

望月雅俊*
笹脇彰徳*
望月　淳
屋良佳緒利
春山直人*

導入天敵オキシデンタリスカブリダニ放飼13年後
の果樹園におけるカブリダニの種類相

関東東山病害虫研究会報
（関東東山病害虫研究会）

52
107-109

2005.12

Yasuda, Nobuko*
Noguchi-Tsujimoto, Masako
Fujita, Yoshikatsu*

Identification of an avirulence gene in the
fungus Magnaporthe grisea corresponding to
resistance gene at Pik locus

Phytopathology
（The American Phytopathological So-
ciety）

95（7）
768-772

2005.7

Okada, Hiroaki
Harada, Hiroki*
Tsukiboshi, Taka*
Araki, Masaaki

Characteristics of Tylencholaimus parvus
（Nematoda: Dorylaimida） as a fungivorus
nematode

Nematology
（Brill）

7（6）
843-849

2006.3

Okada, Hiroaki
Harada, Hiroki*
Kadota, Ikuo*

Fungal-feeding habits of six nematode isolates
in the genus Filenchus

Soil Biology & Biochemistry
（Elsevier）

37（6）
1113-1120

2005.6

門田育生*
大藤泰雄*
岡田浩明
石黒　潔*
萩原　廣*

リンドウ「こぶ症」発症株の根部に見られる生育
障害

北日本病害虫研究会報
（北日本病害虫研究会）

56
61-64

2005.12

芝池博幸
植竹朋子*
楠本良延
矢野初美*
井手　任

関東地方における雑種性タンポポの遺伝的構造と
クローン分布

環境情報科学論文集
（環境情報科学センター）

19
279-284

2005.11

Murakami, Yoshiteru*
Sugie, Hajime
Fukumoto, Takehiko*
Mochizuki, Fumiaki*

Sex pheromone of Grapholita komai (Lepidoptera:
tortricidae), and its utilization for monitoring

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

40（3）
521-527

2005.8

Tabata, Jun
Ishikawa, Yukio*

Genetic basis to divergence of sex pheromones
in two closely related moths, Ostrinia scapulalis
and O. zealis

Journal of Chemical Ecology
（Springer）

31（5）
1111-1124

2005.5

Yamamura, Kohji
Yokozawa, Masayuki
Nishimori, Motoki
Ueda, Yasuo*
Yokosuka, Tomoyuki*

How to analyze long-term insect population
dynamics under climate change: 50-year data of
three insect pests in paddy fields

Population Ecology
（個体群生態学会）

48（1）
31-48

2006.1

Fukaya, Midori*
Akino, Toshiharu*
Yasui, Hiroe*
Yasuda, Tetsuya*
Wakamura, Sadao*
Yamamura, Kohji

Effects of size and color of female models for
male mate orientation in the white-spotted
longicorn beetle Anoplophora malasiaca
(Coleoptera: Cerambycidae)

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

40（3）
513-519

2005.8

山中武彦
浜崎健児*
嶺田拓也*

生物・社会調査のための統計解析入門：調査・研
究の現場から（その9）－序列化する（対応分析、
除歪対応分析、正順対応分析）

農業土木学会誌
（農業土木学会）

73（4）
319-324

2005.4

Yara, Kaori Identification of Torymus sinensis and T. beneficus
(Hymenoptera: Torymidae), introduced and
indigenous parasitoids of the chestnut gall wasp
Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera: Cynipidae),
using the ribosomal ITS2 region

Biological Control
（Elsevier）

36（1）
15-21

2006.1
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化学環境部

小田島ルミ子*
阿江教治
吉光寺徳子*
松本真悟*

土壌中に蓄積している窒素の形態分別法の検討 日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

76（6）
833-841

2005.12

三浦伸之*
阿江教治

有機物の多量施用時における有機態窒素溶脱の可
能性

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

76（6）
843-848

2005.12



Jaward, Foday M.*
Zhang, Gan*
Nam, Jae Jak*
Sweetman, Andrew J.*
Obbard, Jeffrey P.*
Kobara, Yuso
Jones, Kevin C.*

Passive air sampling of polychlorinated
Biphenyls, organochlorine compounds, and
polybrominated diphenyl ethers across Asia

Environmental Science & Technology
（American Chemical Society）

39（22）
8638-8645

2005.10
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Arao, Tomohito
Ishikawa, Satoru

Genotypic differences in cadmium and distri-
bution of soybean and rice

Japan Agricultural Research
Quarterly

（JIRCAS）

40（1）
21-30

2005.12

江口定夫 黒ボク土畑圃場における水移動と硝酸塩の溶脱 土壌の物理性
（土壌物理学会）

102
19-30

2006.3

藤井　毅 土壌DNAの利用、新しい研究手法（その1） 特
定機能を持つ遺伝子の単離

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

77（1）
115-118

2006.2

Fujii, Takeshi
Miyashita, Kiyotaka
Ohtomo, Ryo*
Saito, Akihiro*

A DNA-Binding Protein Involved in the Regulation
of Chitinase Production in Streptomyces lividans

Bioscience, Biotechnology, and Bio-
chemistry

（日本農芸化学会）

69（4）
790-799

2005.4

Saito, Akihiro*
Kaku, Hanae*
Minami, Eiichi*
Fujii, Takeshi
Ando, Akikazu*
Nagata, Yoshiho*
Schrempf, Hildegung*
Miyashitra, Kiyotaka

An enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA) to determine the specificity of the
sugar-binding protein NgcE, a component of the
ABC transporter for N-acetylglucosamine in
Streptomyces olivaceoviridis

Bioscience, Biotechnology, and Bio-
chemistry

（日本農芸化学会）

70（1）
237-242

2006.1

林健太郎
駒田充生
宮田　明

インファレンシャル法によるアンモニア性窒素の
乾性沈着量の推計：気孔からのアンモニア揮散お
よび地表のぬれの沈着速度への影響

大気環境学会誌
（大気環境学会）

41（2）
78-90

2006.3

寶示戸雅之*
松波寿弥*
林健太郎
村野健太郎*
森　昭憲*

集約的畜産地帯における湿性窒素沈着の実態 日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

77（1）
47-52

2006.2

寶示戸雅之*
林健太郎
村野健太郎*
森　昭憲*

集約的畜産地帯における大気中アンモニア濃度の
実態

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

77（1）
53-57

2006.2

Hayashi, Kentaro
Okazaki, Masanori*

Relationships between the high aluminum con-
centration and other components in soil solution
of acidic soil in Kumagaya, Central Japan

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

51（5）
655-658

2005.9

Ishii, Hideo Resistance management strategies for fungicides Environmental Fate and Safety Man-
agement of Agrochemicals

（ACS Symposium Series 899）
（American Chemical Society）

280-288
2005.6

吉松英明*
大久保裕行*
Chung, Wen-Hsin*
石井英夫
挟間　渉*

大分県におけるチオファネートメチル剤耐性麦類
赤かび病菌の初確認

九州病害虫研究会報
（九州病害虫研究会）

51
6

2005.11

石井英夫 植物病原糸状菌の薬剤耐性－遺伝子診断と分子疫
学への利用

化学と生物
（日本農芸化学会）

43（6）
358-365

2005.6

Ishikawa, Satoru
Ae, Noriharu*
Yano, Masahiro*

Chromosomal regions with quntitative trait loci
controlling cadmium concentration in brown
rice (Oryza sativa)

New Phytologist
（Blackwell）

168（2）
345-350

2005.11

Ishikawa, Satoru
Ae, Noriharu*
Murakami, Masaharu
Wagatsuma, Tadao*

Is Brassica juncea a suitable plant for
phytoremediation of Cd in soils with moderately
low Cd contamination? : Possibility of using
other plant species for Cd-phytoextraction

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

52（1）
32-42

2006.2

Faize, Mohamed*
Faize, Lydia*
Ishizaka, Masumi
Ishii, Hideo

Expression of potential defense responses of
Asian and European pears to infection with
Venturia nashicola

Physiological and Molecular Plant Pa-
thology

（Elsevier）

64（6）
319-330

2004.6

Ahmad, Riaz*
Katou, Hidetaka
Kookana, Rai S.*

Measuring sorption of hydrophilic organic
compounds in soils by an unsaturated transient
flow method

Journal of Environmental Quality
（American Society of Agronomy）

34（3）
1045-1054

2005.5

川崎　晃
織田久男

カドミウム安定同位体（113Cd）トレーサーのダ
イズ圃場試験への適用

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

76（3）
261-267

2005.6

川崎　晃
織田久男

水田土壌と米のストロンチウム同位体比の関係 日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

76（5）
579-585

2005.10



Liu, Shenghao*
Ogawa, Naoto
Senda, Toshiya*
Hasebe, Akira*
Miyashita, Kiyotaka

Amino acids in positions 48, 52, and 73 differentiate
the substrate specificities of the highly homologous
chlorocatechol 1,2-dioxygenases, CbnA and TcbC

Journal of Bacteriology
（American Society for Microbiology）

187（15）
5427-5436

2005.8
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Kobara, Yuso
Nishimori, Motoki
Wei, Yongfen*
Ishihara, Satoru
Yokoyama, Atsushi
Ohtsu, Kazuhisa

Evaluation of Surface Adsorption on Water
Droplets in the Atmosphere of Semivolatile
Pesticides

Organohalogen Compounds
（Eco-Informa Press）

67
1904-1907

2005.8

Jaward, Foday M.*
Nam, Jae Jak*
Zhang, Gan*
Obbard, Jeff*
Kobara, Yuso
Jones, Kevin C.*

Passive Air Sampling of PCBs, Organochlorine
Compounds

Organohalogen Compounds
（Eco-Informa Press）

67
1078-1080

2005.8

魏　永芬*
小原裕三
西森基貴

Fugacityモデルを用いた有機化学物質の環境中
挙動に及ぼす土壌深の影響解析

環境科学会誌
（環境科学会）

19（2）
99-112

2006.3

Maejima, Yuji
Matsuzaki, Hiroyuki*
Higashi, Teruo*

Application of cosmogenic 10Be to dating soils on
the raised coral reef terraces of Kikai Island,
southwest Japan

Geoderma
（Elsevier）

126（3-4）
389-399

2005.6

前島勇治
川崎　晃

鉛の土壌および農作物汚染に関する最近の研究動
向

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

77（1）
119-124

2006.2

牧野知之 土壌分析法 日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

76
705-707

2005.10

三島慎一郎
川崎　晃
駒田充生

下水汚泥コンポストの重金属含有率の傾向と利用
における問題点の評価

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

77（1）
83-86

2006.2

Mishima, Shinichiro
Taniguchi, Satoru*
Kawasaki, Akira
Komada, Michio

Estimation of zinc and copper balance in
Japanese farmland soil associated with the
application of chemical fertilizers and livestock
excreta

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

51（3）
437-442

2005.6

Morimoto, Sho
Togami, Kazuki
Ogawa, Naoto
Hasebe, Akira*
Fujii, Takeshi

Analysis of a Bacterial Community in 3-
Chlorobenzoate-Contaminated Soil by PCR-
DGGE Targeting the 16S rRNA Gene and
Benzoate 1.2-Dioxygenase Gene (benA)

Microbes and Environments
（日本微生物生態学会）

20（3）
151-159

2005.9

大森誉紀*
森本　晶
渡邊貴由*
藤井　毅
長谷部亮*

土壌へのクロロ安息香酸分解細菌の接種効果とそ
の定着性

土と微生物
（日本土壌微生物学会）

59（1）
21-25

2005.4

Ibaraki, Toshiyuki*
Kadoshige, Kazuhiro*
Murakami, Masaharu

Evaluation of extraction methods for plant-
available soil cadmium to wheat by several
extraction methods in cadmium-polluted paddy
field

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

51（6）
893-898

2005.10

Sawamoto, Takuji*
Nakajima, Yasuhiro
Kasuya, Masahiro*
Tsuruta, Haruo*
Yagi, Kazuyuki

Evaluation of emission factors for indirect N2O
emission due to nitrogen leaching in agro-
ecosystems

Geophysical Research Letters
（American Geophysical Union）

32（3）
L03403

2005.2

Ishizuka, Shigehiro*
Iswandi, Anas*
Nakajima, Yasuhiro
Yonemura, Seiichiro
Sudo, Shigeto
Tsuruta, Haruo*
Muldiyarso, D.*

The variation of greenhouse gas emissions from
soils of various land-use/cover types in Jambi
province, Indonesia

Nutrient Cycling in Agroecosystems
（Springer）

71（1）
17-32

2005.1

Nakajima, Yasuhiro
Ishizuka, Shigehiro*
Tsuruta, Haruo*
Iswandi, Anas*
Muldiyarso, D.*

Microbial processes responsible for nitrous
oxide production from acid soils in different
land-use patterns in Pasirmayang, central
Sumatra, Indonesia

Nutrient Cycling in Agroecosystems
（Springer）

71（1）
33-42

2005.1

Ishizuka, Shigehiro*
Iswandi, Anas*
Nakajima, Yasuhiro
Yonemura, Seiichiro
Sudo, Shigeto
Tsuruta, Haruo*
Muldiyarso, D.*

Spatial patterns of greenhouse gas emission in a
tropical rainforest in Indonesia

Nutrient Cycling in Agroecosystems
（Springer）

71（1）
55-62

2005.1
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Lang, Gang-hua*
Ogawa, Naoto
Tanaka, Yusuke*
Fujii, Takeshi
Fulthorpe, Roberta R.*
Fukuda, Masao*
Miyashita, Kiyotaka

Two kinds of chloroctechol 1,2-dioxygenase
from 2,4-dichlorophenoxyacetate-degrading
Sphingomonas sp. strain TFD44

Biochemical and Biophysical
Research Communications

（Elsevier）

332（4）
941-948

2005.7

Saito, Katsuharu*
Ohtomo, Ryo*
Kuga-Uetake, Yukari*
Aono, Toshihiro*
Saito, Masanori

Direct labelling of polyphosphate at ultrastructural
level in Saccharomyces cerevisiae using an affinity
of polyphosphate binding domain of Escherichia
coli exopolyphosphatase

Applied and Environmental Micro-
biology

（American Society for Microbiology）

71（10）
5692-5701

2005.10

Ezawa, Tatsuhiro*
Hayatsu, Masahito*
Saito, Masanori

A new hypothesis on the strategy for acquisition
of phosphorus in arbuscular mycorrhiza: up-
regulation of secreted acid phosphatase gene in
the host plant

Molecular Plant-Microbe Interactions
（APS Press）

18（10）
1046-1053

2005.10

Ohtomo, Ryo*
Saito, Masanori

Polyphosphate dynamics in mycorrhizal roots
during colonization of an arbuscular mycorrhizal
fungus

New Phytologist
（Blackwell）

167（2）
571-578

2005.8

Sato, Kouichi*
Suyama, Yoshihisa*
Saito, Masanori
Sugawara, Kazuo*

A new primer for discrimination of arbuscular
mycorrhizal fungi with Polymerase Chain Reaction-
Denature Gradient Gel Electrophoresis

Grassland Science
（日本草地学会）

51（2）
179-181

2005.6

小島知子*
斎藤雅典
菅野　勉*
福田栄紀*
中村卓司*
Miranda, C.H.B.*
Macedo, M.C.M.*

ブラジルの農牧輪換圃場におけるアーバスキュラ
ー菌根菌相

日本草地学会誌
（日本草地学会）

51（1）
79-86

2005.4

清家伸康
大谷　卓

同位体希釈法によるディルドリン、エンドリンの
LRMS測定法

環境化学
（日本環境化学会）

15（3）
615-621

2005.9

Seike, Nobuyasu
Miwa, Tetsuhisa
Otani, Takashi
Ueji, Masako

Levels of dioxins in Japanese fruit in 1999 to
2002 and estimation of their intake

Journal of Food Hygienics Society of
Japan

（日本食品衛生学会）

46（6）
256-262

2005.12

Vu, Son Hong*
Watanabe, Hirozumi*
Takagi, Kazuhiro

Application of FAO-56 for evaluating evapotranspiration
in simulation of pollutant runoff from paddy rice field in
Japan

Agricultural Water Management
（Elsevier）

76（3）
195-210

2005.8

Harada, Naoki*
Takagi, Kazuhiro
Fujii, Kunihiko*
Iwasaki, Akio*

Isolation and characterization of microorganisms
capable of hydrolysing the herbicide mefenacet

Soil Biology & Biochemistry
（Elsevier）

38（1）
173-179

2006.1

Watanabe, Hirozumi*
Takagi, Kazuhiro
Vu, Son Hong*

Simulation of mefenacet concentrations in
paddy field by an improved PCPF-1 model

Pest Management Science
（Society of Chemical Industry）

62（1）
20-29

2006.1

Tournebize, Julien*
Watanabe, Hirozumi*
Takagi, Kazuhiro
Nishimura, Taku*

The development of a coupled model （PCPF-
SWMS） to simulate water flow and pollutant
transport in Japanese paddy fields

Paddy and Water Environment
（Springer）

4（1）
39-51

2006.3

Takeuchi, Makoto
Iathashi, Sunao
Saito, Masanori

A water quality analysis system to evaluate the
impact of agricultural activities on N outflow in
river basins in Japan

Science in China. Series C, Life
Sciences

（中国科学出版社）

48（S1）
100-109

2005.12

Uegaki, Ryuichi
Seike, Nobuyasu
Otani, Takashi

Annual Mass Balance of Dioxins in a Japanese
Paddy Field

Organohalogen Compounds
（Eco-Informa Press）

67
1993-1996

2005.8

Uegaki, Ryuichi
Seike, Nobuyasu
Otani, Takashi

Influence of atmospheric exposure period on the
concentrations of polychlorinated dibenzo-p-
dioxins, dibenzofurans and coplanar polychlorinated
biphenyls (dioxins) in forage

Grassland Science
（日本草地学会）

51（3）
215-221

2005.9

Ozawa, Kazuhiko*
Fujioka, Hiroki*
Muranaka, Minoru*
Yokoyama, Atsushi
Katagami, Yukimi*
Homma, Takamitsu*
Ishikawa, Kanako*
Tsujimura, Shigeo*
Kumagai, Michio*
Watanabe, Mariyo F.*
Park, Ho-Dong*

Spatial distribution and temporal variation of
Microcystis species composition and microcystin
concentration in Lake Biwa

Environmental Toxicology
（Wiley）

20（3）
270-276

2005.6
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對馬誠也 病害防除におけるIPMの展望と課題　－アブラナ
科野菜根こぶ病防除を事例として－

関東東山病害虫研究会報
（関東東山病害虫研究会）

52（1）
1-8

2005.12

Ando, Sugihiro*
Yamada, Tomohiro*
Asano, Takahiro*
Kamachi, Shinichiro*
Tsushima, Seiya
Hagio, Takashi*
Tabei, Yutaka*

Molecular Cloning of PbSTKL1 Gene from
Plasmodiophora brassicae Expressed during
Clubroot Development

Journal of Phytopathology
（Blackwell）

154（3）
185-189

2006.3

Ando, Sugihiro*
Asano, Takahiro*
Tsushima, Seiya
Kamachi,  Shinichiro*
Hagio, Takashi*
Tabei, Yutaka*

Changes in gene expression of putative isopen-
tenyltransferase during clubroot development in
Chinese cabbage (Brassica rapa L.)

Physiological and Molecular Plant Pa-
thology

（Elsevier）

67（2）
59-67

2005.8

Fujinaga, Masashi*
Ogiso, Hideki*
Shinohara, Hirosuke*
Tsushima, Seiya
Nishimura, Norio*
Togawa, Masayuki*
Saito, Hideki*
Nozue, Masayuki*

Phylogenetic relationships between the lettuce
root rot pathogen Fusarium  oxysporum f. sp.
lactucae races 1, 2, and 3 based on the sequence
of the intergenic spacer region of its ribosomal
DNA

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

71（6）
402-407

2005.12

安田耕司 トコロミコガ（鱗翅目：アトヒゲコガ科）の多化
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井上吉雄
Olioso, Albert*

プロセスモデルとリモートセンシングの協働によ
るバイオマスとCO2フラックスの動的評価－ダイ
ズ群落におけるケーススタディ－

日本作物学会紀事
（日本作物学会）

74（別1）
52-53

2005.9

井上吉雄
Penuelas, Josep*
宮田　明
間野正美

作物の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
（日本作物学会）

75
280-281

2006.3

Inoue, Yoshio Remote sensing and geo-spatial information
system for assessing crop and agro-ecosystems -
methodologies and applications -

Proc. Workshop "Remote Sensing and
GIS for Precision Crop Management",
July 29, 2005, Seoul, Rural Develop-
ment Agency, Ministiry of Agricul-
ture

1-10
2005.7

Inoue, Yoshio Remote sensing and geo-spatial information
systems for assessing agro-ecosystem dynamics

Proc. Interantional Symposium on
"Intelligent Information Technology
in Agriculture", Oct. 15, 2005, Beijing,
China National Engineering Research
Center for Information Technology in
Agriculture

1-10
2005.10

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

Evaluation of relationships between agricultural
water demand and available water resources in
East-Eurasia

International Conference on Reseach
Highlights and Vanguard Technology
on Environmental Engineering in
Agricultural Systems

（農業環境工学関連7学会）

131-132
2005.9

石郷岡康史
桑形恒男
後藤慎吉
鳥谷　均
大野宏之

大陸スケールの水循環モデルによる農業水需給関
係の時空間分布特性の評価

水文・水資源学会2005年研究発表会要
旨集

（水文・水資源学会）
320-321

2005.8

Ishitsuka, Naoki
Ohno, Hiroyuki
Sakamoto, Toshihiro

Classification using multi temporal MODIS data
with Koppen Climate Chart

CD-ROM Proceedings Asian Confer-
ence on Remote Sensing 2005

（Asian Conference on Remote Sensing）
CD-ROM

2005.11

Iwasaki, Nobusuke
Sprague, David

Estimation of habitat selectivity based on
landscape and land-use structure using a cost
distance model

Abstract of the IX International Mam-
mological Congress

（International Mammalogical Congress）
244-245

2005.8

岩崎亘典
スプレイグ，デイビッド

GPSテレメトリを用いたニホンザルの環境選択性
解析

日本生態学会講演要旨集
（日本生態学会）

53
351

2006.3

大野宏之
石塚直樹
坂本利弘

MODISとAMSR-Eを利用したメコンデルタ地域
の湛水域把握

日本写真測量学会平成17年度秋季学術
講演会発表論文集

（日本写真測量学会）
67-68

2005.10

川島茂人
芝池博幸
井上　聡
米村正一郎
杜　明遠

イネ花粉飛散交雑シミュレーションシステム 日本花粉学会第46回大会講演要旨集
（日本花粉学会） 23

2005.9

川島茂人
井上　聡
米村正一郎
杜　明遠

夏期高温時における市街地と水田地域の気温差と
両地域の熱収支構造

日本気象学会2005年度春季大会講演予
稿集

（日本気象学会）
481

2005.5
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川島茂人
芝池博幸
杜　明遠
米村正一郎
井上　聡

イネ花粉飛散交雑シミュレーションモデル 農業環境工学関連7学会2005年合同大
会講演要旨集

（農業環境工学関連7学会）
608

2005.9

Maruyama, Atsushi*
Kuwagata, Tsuneo
Watanabe, Tsutomu*
Ohba, Kazuhiko*

Measurement and simulation of the dew profile
in the plant canopy

2005 AGU Fall Meeting Program and
Abstracts

（American Geophysical Union）
CD-ROM

2005.12

近藤始彦*
寺沼直美*
桑形恒男
石郷岡康史
鳥谷　均

気象栽培要因がコメの外観品質へ及ぼす影響 日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会） 118

2005.9

桑形恒男 日本における気温・降水量分布の気候学的な特性 日本気象学会2005年度秋季大会講演予
稿集

（日本気象学会）
145

2005.11

桑形恒男
村井麻理*
桜井淳子*

水チャネルによる細胞膜と液胞膜の水透過率調節
とその生理的意義

日本植物生理学会2006年度年会
（日本植物生理学会） 286

2006.3

丸山篤志*
桑形恒男
大場和彦*

2層モデルによる水稲のバルク気孔コンダクタン
スの解析

農業環境工学関連7学会2005年合同大
会講演要旨集

（農業環境工学関連7学会）
606

2005.9

Kuwagata, Tsuneo The characteristics of climatic thermal environments
in the temperate and subtropical areas around
Japan

International Conference on Reseach
Highlights and Vanguard Technology
on Environmental Engineering in
Agricultural Systems

（農業環境工学関連7学会）

135-136
2005.9

Mano, Masayoshi
Miyata, Akira
Nagai, Hideyuki*
Yamada, Tomoyasu*
Ono, Keisuke*
Han, Gwang Hyun*
Kobayashi, Yoshikazu*

Seasonal and interannual variability in growing
season carbon budget at a rice paddy field in
central Japan

2005 AGU Fall Meeting Program and
Abstracts

（American Geophysical Union）
CD-ROM

2005.12

Harazono, Yoshinobu*
Nishida, Nana*
Mano, Masayoshi
Ueyama, Masahito*
Miyata, Akira
Oechel, Walter C.*

Controlling factors on greenhouse gas exchange
at arctic wet tundra in Barrow, Alaska

Proceedings of the 6th International
Workshop on Global Change
Connection to the Arctic （GCCA6）

178-181
2005.9

間野正美
宮田　明
永井秀幸*
山田智康*
小野圭介*
斉藤　誠*

真瀬水田におけるCO2フラックスのサンプリング
誤差の評価

農業環境工学関連7学会2005年合同大
会講演要旨集

（農業環境工学関連7学会）
90

2005.9

間野正美 微気象学的測定によるCO2、CH4フラックス観測 平成17年度気象環境研究会講演要旨
（農業環境技術研究所） 1-6

2006.3

Yamada, Tomoyasu*
Nagai, Hideyuki*
Mano, Masayoshi
Ono, Keisuke*
Miyata, Akira

The coupled measurement of CO2 fluxes contributing
crop growth -eddy covariance and soil surface
chamber

Proceedings of the Joint Meeting on
Environmental Engineering in Agri-
culture

149-150
2005.9

三中信宏 幾何学的形態測定学のルーツと現在：生物学・数
学・統計学の接点で

2005年度統計関連学会連合大会講演報
告集

（統計関連学会）
296-297

2005.3

岡野邦宏*
河内幸夫*
三中信宏
杉浦則夫*

microcystin分解酵素の進化の系統発生解析 日本水環境学会第39回年会講演要旨集
（日本水環境学会） 2-B-14-4

2005.3

三中信宏 統計的検定：ネイマン－ピアソンの仮説検定ワー
ルドから始まるモデル選択論のルーツ

第52回日本生態学会大会講演要旨集
（日本生態学会大会） 45

2005.3

三中信宏 幾何学的形態測定学のルーツと現在：生物学・数
学・統計学の接点で

筑波大学数学系月例談話会
（筑波大学）

http://ww
w.math.tsu
kuba.ac.jp/
̃colloq/mi
naka.html

2005.9

三中信宏 生物進化の歴史を推定する：分子系統樹を構築す
る理論と方法

第3回最先端動物遺伝育種セミナーテ
キスト

（日本動物遺伝育種学会）
33-62

2005.11
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Harazono, Yoshinobu*
Ueyama, Masahito*
Miyata, Akira

Simultaneous micrometeorological flux observations
of CO2 and CH4 at a sub-arctic black spruce forest
in Alaska

2005 AGU Fall Meeting Program and
Abstracts

（American Geophysical Union）
CD-ROM

2005.12

Kobayashi, Yoshikazu*
Miyata, Akira
Nagai, Hideyuki*
Mano, Masayoshi
Yamamoto, Susumu*

Prospects for problems associated with integrative
and inter-comparative analysis of eddy flux data
sets

2005 AGU Fall Meeting Program and
Abstracts

（American Geophysical Union）
CD-ROM

2005.12

Ono, Keisuke*
Miyata, Akira

Effect of local temperature fluxes in the vicinity
of an open-path gas analyzer on the WPL
correction

Proceedings of AsiaFlux Workshop
2005

（AsiaFlux Steering Committee）
74

2005.8

Matsuura, Shoji*
Miyata, Akira
Mano, Masayoshi
Oikawa, Muneo*
Hojito, Masayuki*
Mori, A.*
Kohyama, Kazunori
Sasaki, H.*

Fluxes of carbon dioxide, water vapor and
energy over a temperate grassland in central
Japan from autumn to early summer

Proceedings of AsiaFlux Workshop
2005

（AsiaFlux Steering Committee）
89

2005.8

Miyata, Akira
Mano, Masayoshi
Matsuura, Shoji*
Oikawa, Muneo*
Hatano, Ryusuke*
Hayakawa, Atsushi*
Hojito, Masayuki*
Katayanagi, Nobuko*
Kawamura, Osamu*
Kohyama, Kazunori
Kouda, Yasuyuki*
Niimi, Mitsuhiro*
Saigusa, Toshiya*
Shimizu, Mariko*

Exchange of carbon dioxide and water vapor
between grasslands and the atmosphere at four
hay meadow sites in Japan from autumn to
spring

Proceedings of AsiaFlux Workshop
2005

（AsiaFlux Steering Committee）
90

2005.8

Ohtani, Yoshikazu*
Kim, Joon*
Miyata, Akira
Saigusa, Nobuko*
Fujinuma, Yasumi*
Yamamoto, Susumu*
Inoue, Gen*

Present situation and challenges of AsiaFlux:
Implementation pf new programs

Proceedings of AsiaFlux Workshop
2005

（AsiaFlux Steering Committee）
1

2005.8

Khatun, Rehana*
Miyata, Akira
Baten, Md. Abdul*

Bowen ratio measurements of energy budget
components over various ecosystems in
Mymensingh, Bangladesh

Proceedings of AsiaFlux Workshop
2005

（AsiaFlux Steering Committee）
93

2005.8

松浦庄司*
宮田　明
間野正美
及川棟雄*
波多野隆介*
寳示戸雅之*
森　昭憲*
神山和則
佐々木寛幸*

関東北部の草地における二酸化炭素フラックスの
季節変化と炭素収支

日本草地学会誌
（日本草地学会）

52（別1）
268-269

2006.3

新美光弘*
宮田　明
清水真理子*
松浦庄司*
間野正美
波多野隆介*
寳示戸雅之*
川原隆二*
谷口　豊*
深水弘文*
及川棟雄*
三田村強*
浦野伸也*
川村　修*

草地における温室効果ガスの動態－九州南部の採
草地における一事例－

日本草地学会誌
（日本草地学会）

52（別1）
270-271

2006.3

Kobayashi, Yoshikazu*
Miyata, Akira
Nagai, Hideyuki*
Ono, Keisuke*
Saito, Makoto*
Han, Gwang Hyun*
Mano, Masayoshi
Yamada, Tomoyasu*

Application of multiple imputation method for
gap-filling flux data and estimations of annual
cumulative carbon and latent heat fluxes

International Conference on Reseach
Highlights and Vanguard Technology
on Environmental Engineering in
Agricultural Systems

（農業環境工学関連7学会）

143-147
2005.9
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Miyata, Akira
Mano, Masayoshi
Matsuura, Shoji*
Oikawa, Muneo*
Hatano, Ryusuke*
Hayakawa, Atsushi*
Hojito, Masayuki*
Katayanagi, Nobuko*
Kawamura, Osamu*
Kohyama, Kazunori
Kouda, Yasuyuki*
Niimi, Mitsuhiro*
Saigusa, Toshiya*
Shimizu, Mariko* 

Carbon Dioxide and water vapor exchange
between managed grasslands in Japan and the
atmosphere from autumn to spring

International Conference on Reseach
Highlights and Vanguard Technology
on Environmental Engineering in
Agricultural Systems

（農業環境工学関連7学会）

149-156
2005.9

Saito, Makoto*
Asanuma, Jun*
Miyata, Akira

Low frequency contributions to heat, water
vapor and carbon dioxide fluxes measured over
boreal forest and rice paddy field in Japan

Proceedings of the Joint Meeting on
Environmental Engineering in Agri-
culture

（農業環境工学関連7学会）

141-142
2005.9

Ono, Keisuke*
Miyata, Akira
Mano, Masayoshi
Nagai, Hideyuki*
Yoshikoshi, Hisashi*
Yamada, Tomoyasu*

Comparative study on annual CO2 exchange
over a short vegetation using open- and closed-
path eddy covariance

Proceedings of the Joint Meeting on
Environmental Engineering in Agri-
culture

（農業環境工学関連7学会）

143-144
2005.9

永井秀幸*
山田智康*
韓　光鉉*
小野圭介*
宮田　明
吉越　恆*
斉藤　誠*
原薗芳信*

アジアフラックス水田サイトにおける実蒸発散量
と可能蒸発散量を用いた作物係数の算定について

水文・水資源学会2005年研究発表会要
旨集

（水文・水資源学会）
228-229

2005.8

Miyata, Akira
Han, Gwang Hyun*
Mano, Masayoshi
Yoshikoshi, Hisashi*
Yamada, Tomoyasu*
Nagai, Hideyuki*
Ono, Keisuke*
Harazono, Yoshinobu*

Interaction of carbon dioxide and methane in
carbon exchange between flooded rice paddy
ecosystem and the atmosphere

Extended Abstract of 7th Interna-
tional Carbon Dioxide Conference

（7ICDC）
CD-ROM

2005.9

Ueyama, Masahito*
Harazono, Yoshinobu*
Miyata, Akira

Evaluation of inter-annual carbon budget for a sub-
arctic black spruce forest based on a continuous flux
observation

Extended Abstract of 7th Interna-
tional Carbon Dioxide Conference

（7ICDC）
CD-ROM

2005.9

西森基貴
魏　永芬*
小原裕三

マルチメディアモデルを用いた農薬・POPs等の
全球動態解析

環境科学会2005年会講演予稿集
（環境科学会） 148-149

2005.9

魏　永芬*
西森基貴
小原裕三

農薬・POPsなどの環境動態を予測する全球規模
マルチメディアモデルの開発：水田環境の導入と
海水塩分の影響評価

環境科学会2005年会講演予稿集
（環境科学会） 148-149

2005.9

西森基貴
魏　永芬*
小原裕三

アジア域で使用される農薬・POPs等の環境動態
を予測するマルチメディアモデルの開発（I）

第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 92-93

2005.6

魏　永芬*
西森基貴
小原裕三

アジア域で使用される農薬・POPs等の環境動態
を予測するマルチメディアモデルの開発（II）水
田の導入

第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 668-669

2005.6

西森基貴
魏　永芬*
小原裕三

残留性有機化学物質の全球輸送モデルの開発－大
気・海洋系による南北輸送－

日本気象学会2005年度秋季大会講演予
稿集

（日本気象学会）
176

2005.11

西森基貴
魏　永芬*
小原裕三

農薬等残留性有機化学物質の全球輸送モデル
（NIAES-MMM）の開発

日本農薬学会第31回大会
（日本農薬学会） 35

2006.3

魏　永芬*
西森基貴
小原裕三

有機化学物質の環境動態に及ぼす海水塩分の影響
評価

日本農薬学会第31回大会
（日本農薬学会） 33

2006.3

魏　永芬*
西森基貴
小原裕三

農薬・POPsなどの環境動態を予測する全球規模
マルチメディアモデルの開発：水田と海洋の導入
について

「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」中間成果発
表会資料

（農業環境技術研究所）

12
2005.11

西森基貴
石郷岡康史
横沢正幸
鳥谷　均

最新の全球気候モデルの出力結果を用いたアジア
域の気候変化シナリオ

農業環境工学関連7学会2005年合同大
会講演要旨集

（農業環境工学関連7学会）
448

2005.9

西森基貴
魏　永芬*
小原裕三

水田コンパートメントを組み込んだPOPsの動態
予測モデルの構築

四万十・流域圏学会第5回学術研究発
表会講演予稿集

（四万十・流域圏学会）
53-54

2005.5
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魏　永芬*
西森基貴
小原裕三

グローバルスケールマルチメディアモデルへの水
田の導入とその評価

システム農学
（システム農学会）

21（別1）
60-61

2005.5

Nishimori, Motoki
Kitoh, Akio*

Estimation of Future Regional-Scale Heavy
Rainfall Change over Japan and East Asia
under the Global Climate Change by using the
Statistical Downscaling Method

Abstract of International Symposium
on Disaster Management 96

2006.3

Nishimura, Seiichi
Sawamoto, Takuji*
Akiyama, Hiroko
Sudo, Shigeto
Cheng, Weiguo*
Yagi, Kazuyuki

Nitrous oxide emission from a drained paddy
field

Europian Geoscience Union General
Assembly, Scientific Programme

（Europian Geosicence Union）
334

2005.4

西村誠一
秋山博子
須藤重人
程　為国*
八木一行

復元田と連作水田におけるメタンおよび亜酸化窒
素発生の比較

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
194

2005.9

織田健次郎
松本成夫*
柚山義人*
袴田共之*

わが国の食飼料システムにおける窒素循環のモデ
ル化と評価

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
17

2005.9

大野宏之
西森基貴
横沢正幸

中国Haerbinにおける春季河川流量と融雪指数と
の関係

2005年度日本雪氷学会全国大会講演予
稿集

（日本雪氷学会）
225

2005.9

横山宏太郎*
小南靖弘*
大野宏之
井上　聡
川方俊和*

降水量の捕捉損失の補正について 農業環境工学関連7学会2005年合同大
会講演要旨集

（農業環境工学関連7学会）
444

2005.9

岡本勝男
銭　小平*

気候変動の農業への影響とアジアの食料需給 「気候温暖化」研究成果発表会講演要
旨集

（果樹研究所）
12-13

2005.10

岡本勝男
新藤純子
川島博之*

リモート・センシング、GISとモデルを組合せた
物質循環解析

2005年度日本水文科学会学術大会
（日本水文科学会） 81-84

2005.10

濱口　航*
岡本勝男
新藤純子
和　愛軍*
川島博之*

中国雲南省・ 池における窒素フローモデルの構
築

システム農学
（システム農学会）

21（別1）
24-25

2005.5

岡本勝男
川島博之*

中国黒龍江省東部の水田と温度条件 システム農学
（システム農学会）

21（別1）
66-67

2005.5

田中寿典*
岡本勝男
新藤純子
Bongat, Fidela P.*
川島博之*

社会構造の変化とラグナ湖の水質 システム農学
（システム農学会）

21（別2）
60-61

2005.11

岡本勝男
銭　小平*
川島博之*

アジア東部のコメ供給力における気候変動の影響
の可能性

システム農学
（システム農学会）

21（別2）
66-67

2005.11

大東健太郎 捕食者・被食者関係の差分方程式モデルの解析 第15回日本数理生物学会要旨集
（日本数理生物学会） 207

2005.9

大浦典子
新藤純子
楊　宗興*
藤田俊忠*
苗村晶彦*

森林生態系における窒素の内部循環特性 環境科学会2005年会講演予稿集
（環境科学会） 40-41

2005.9

Sakai, Hidemitsu
Hasegawa, Toshihiro

Testing photosynthesis models with measured
canopy photosynthesis of rice grown under
different CO2 concentration

Book of Abstracts, International Con-
ference on Research Highlights and
Vanguard Technology on Environ-
mental Engineering in Agricultural
Systems

（The Executive Committee of the
Joint Meeting of Environmental En-
geneering in Agriculture 2005）

177-178
2005.9

Sakamoto, Toshihiro
Kotera, Akihiko*
Ishitsuka, Naoki
Ohno, Hiroyuki
Nguyen, Nhan Van*
Yokozawa, Masayuki

Application of wavelet analysis to the multi-
temporal MODIS data for detecting the rice
phenology

CD-ROM Proceedings Asian Confer-
ence on Remote Sensing 2005

（Asian Conference on Remote Sens-
ing）

CD-ROM
2005.11

小寺昭彦*
坂本利弘
横沢正幸

ベトナム紅河デルタにおける水稲栽培時期の空間
的把握

日本熱帯農業学会講演要旨集
（日本熱帯農業学会） 15

2006.3
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坂本利弘
横沢正幸
鳥谷　均
芝山道郎
石塚直樹
大野宏之

リモートセンシングによる作物フェノロジー情報
の広域推定

農業環境工学関連7学会2005年合同大
会講演要旨集

（農業環境工学関連7学会）
618

2005.9

下田　聡*
芝池博幸
川島茂人
三澤　孝*
伴　義之*
岡　三徳

トウモロコシ花粉の長距離飛散と交雑に関する研
究（第3報）

育種学研究
（日本育種学会）

7（別1・2）
201

2005.8

天野克紀*
芝池博幸
杜　明遠
川島茂人
松尾和人
三澤　孝*
伴　義之*
岡　三徳

防風ネットによるトウモロコシの花粉飛散と交雑
の抑制作用（第1報）

育種学研究
（日本育種学会）

7（別1・2）
202

2005.8

芝山道郎
木村昭彦*

試作野外用中間赤外分光センサによるイネの観測 第31回リモートセンシングシンポジウ
ム講演論文集

（計測自動制御学会）
85-88

2005.10

芝山道郎
坂本利弘
石塚直樹
大野宏之

地上観測した各種植生指数の季節変化特性のウェ
ーブレット解析による抽出と作物判別への応用

日本リモートセンシング学会39回学術
講演会論文集

（日本リモートセンシング学会）
149-150

2005.11

芝山道郎
渡邊好昭*

偏光反射率による施肥法の異なるコムギ個体群の
観測

日本リモートセンシング学会38回学術
講演会論文集

（日本リモートセンシング学会）
181-182

2005.5

芝山道郎 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4報　多波長の反射率、偏光およびニュ
ーラルネットによる各種作物葉群の平均葉面傾斜
角の推定

日本作物学会紀事
（日本作物学会）

74（別2）
298-299

2005.9

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5報　各種作物の葉面積、葉傾斜角、葉
色および草高の同時推定の試み

日本作物学会紀事
（日本作物学会）

75（別1）
364-365

2005.9

芝山道郎
神田健一
坂西研二
石塚直樹
菅原和夫
濱田千裕*

リモートセンシングによる冬季代かき面積の推定
と河川水質に及ぼす影響

システム農学
（システム農学会）

21（別1）
36-37

2005.5

水木真衣子*
新藤純子
岡本勝男
和　愛軍*
川島博之*

都市への人口集中に伴う雲南省NOx、SOx排出量
将来予測

システム農学
（システム農学会）

21（別2）
62-63

2005.11

新藤純子
岡本勝男
川島博之*  

東アジアの食料生産に伴う窒素負荷量の経年変化
－窒素収支モデルに基づく1961年～2030年の推
定－

環境科学会2005年会講演予稿集
（環境科学会） 68-69

2005.9

若松孝志*
木平英一*
新藤純子
岡本勝男

わが国における渓流水中のリン酸態リン濃度の空
間分布　～全国渓流水調査の結果から～

日本水環境学会年会講演集
（日本水環境学会） 20-21

2006.3

Sase, Hiroyuki*
Oida, Takuji*
Kamisato, Masato*
Bulgan, Tumendemberel*
Batchuluun, Tseveen*
Shimizu, Hideyuki*
Luangjame, Jesada*
Garivait, Hathairatana*
Yamashita, Naoyuki*
Ohta, Seiichi*
Shindo, Junko
Totsuka, Tsumugu*

EANET ecological monitoring and related
research projects

The 6th East Asia-Pacific Regional In-
ternational Long-Term Ecological Re-
search（ILTER）Conference

（日本生態系研究ネットワーク）

46-47
2006.3

木平英一*
新藤純子
吉岡崇仁*
戸田任重*
岡本勝男
板谷明美*

我が国の渓流水質の広域調査 2005年度日本水文科学会学術大会
（日本水文科学会） 77-78

2005.10
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新藤純子
岡本勝男
木平英一*
川島博之*

流域の窒素循環モデルによる渓流水水質の推定 2005年度日本水文科学会学術大会
（日本水文科学会） 79-80

2005.10

田中寿典*
新藤純子
岡本勝男
Bongat, Fidela P.*
川島博之*

社会構造の変化とラグナ湖の水質 システム農学
（システム農学会）

21（別2）
60-61

2005.11

水木真衣子*
新藤純子
岡本勝男
和　愛軍*
川島博之*

都市への人口集中に伴う雲南省NOx、SOx排出量
将来予測

システム農学
（システム農学会）

21（別2）
62-63

2005.11

望月純子*
Bongat, Fidela P.*
新藤純子
岡本勝男
川島博之*

フィリピン農村部における電力需要－日本との比
較

システム農学
（システム農学会）

21（別2）
106-107

2005.11

Shindo, Junko
Okamoto, Katsuo
Kawashima, Hiroyuki*

Prediction of the environmental effect of increasing
nitrogen by bioenergy production in East Asia

Bioenergy-I From Concept to
Commercial Processes、Poster
Abstracts

Poster
Session II-
Poster 2

2006.3

Shirato, Yasuhito
Yokozawa, Masayuki
Taniyama, Ichiro

Validation and modification of soil organic matter
models using data from long-term experiments
in Asia

International Workshop on Newly
Developed Innovative Technology for
Soil and Water Conservation

（Food and Fertilizer Technology
Center）

259-274 2005.5

白戸康人
藤原英司
岡安智生*
佐々木雄大*
浅野眞希*
Undarmaa, Jamsran*

モンゴルの放牧草地における放牧強度と土壌特性
の関係

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
201

2005.9

白戸康人
袴田共之*
谷山一郎

黒ボク土に適用可能な改良ローザムステッド・カ
ーボン・モデルとその検証：ピロリン酸塩可溶
Al含量に応じて腐植画分の分解率を変えること
による改良

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
231

2005.9

佐々木雄大*
岡安智生*
白戸康人
Undarmaa, Jamsran*
武内和彦*

モンゴルにおける放牧が植生に与える影響および
回復試験の概要

日本草地学会誌
（日本草地学会）

51（別）
2-3

2005.4

Sudo, Shigeto
Akiyama, Hiroko
Nishimura, Seiichi
Yagi, Kazuyuki
Komori, Daisuke*

Development of Combined Analytical Method of
Atmospheric CO2, CH4, and N2O by Gas
Chromatograph

2005 AGU Fall Meeting Program and
Abstracts

（American Geophysical Union）
CD-ROM

2005.12

Komori, Daisuke*
Sudo, Shigeto
Akiyama, Hiroko
Nishimura, Seiichi
Yagi, Kazuyuki
Hayashi, Kentaro
Tanaka, Yukari*
Yamada, Keita*
Toyoda, Sakae*
Koba, Keisuke*
Yoshida, Naohiro*

Emission of Methyl halides from Japanese rice
paddy fields

2005 AGU Fall Meeting Program and
Abstracts

（American Geophysical Union）
CD-ROM

2005.12

須藤重人
秋山博子
西村誠一
八木一行
程　為国*

ガスクロマトグラフによるメタン、亜酸化窒素、
二酸化炭素同時分析法の開発

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
191

2005.9

Tsuruta, Haruo*
Goto, Daichi*
Nakajima, Teruyuki*
Shirasuna, Yuichiro*
Hirano, Kiichiro*
Sudo, Shigeto
Yonemura, Seiichiro
Zhang, Dadi*
Sera, Kiyoshi*
Aoki, Kogoro*
Kikuchi, Nobuyuki*
Takenaka, Hiroshi*
Takamura, Takashi*
Katagiri, Shunichiro*
Hayasaka, Tadahiro*

Intensive field measurements of atmospheric
aerosols and trace gasesat GOSAN, FUKUE,
and AMAMI during March 2005

ABC-EAREX2005
（RIHN） CD-ROM

2005.7
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田中ゆかり*
須藤重人
Fock, Lim Sze*
吉田尚弘*

マレーシア大気中の非メタン炭化水素の濃度測定 2005年大気化学シンポジウムプログラ
ム

（大気化学研究会）
8

2006.1

Shirato, Yasuhito
Yokozawa, Masayuki
Taniyama, Ichiro

Testing soil organic matter models against data
from long-term experiments in Japan

The proceedings of the International
Workshop on Ecological Analysis and
Control of Greenhouse Gas Emissions
from Agriculture in Asia

25-30
2005.9

Sprague, David
Iwasaki, Nobusuke

Coexistence and exclusion between humans and
monkeys in Japan: Is either really possible?

Program of the 74th American Asso-
ciation of Physical Anthropologists

（American Association of Physical
Anthropologists）

201
2005.4

Sprague, David
Iwasaki, Nobusuke

Spatial structure of Japanese macaque habitats:
GIS analysis of core areas and habitat expansion
in mixed agro-forest landscapes

Program of the 75th American Asso-
ciation of Physical Anthropologists

（American Association of Physical
Anthropologists）

169
2006.3

Sprague, David
Iwasaki, Nobusuke

Designing and deploying GPS collars for the
Japanese monkey

Abstract of the IX International Mammo-
logical Congress

（International Mammalogical Congress）
13-15

2005.8

Yamada, Aya*
Sprague, David
Iwasaki, Nobusuke
Muroyama, Yasuyuki*

Seasonal change of ranging behavior by crop-
raiding Japanese macaques (Macaca fuscata)

Abstract of the IX International Mammo-
logical Congress

（International Mammalogical Congress）
325

2005.8

スプレイグ，デイビッド
岩崎亘典
萩原　光*
蒲谷　肇*

GPSテレメトリを用いた白浜地域の野生サルの遊
動域評価

霊長類研究
（日本霊長類学会）

21
27

2005.7

スプレイグ，デイビッド
田中幸一

土地利用変化に伴う生物生息地変動モデル－トン
ボを対象として

「自然共生」プロジェクトシンポジウ
ム－自然共生する農林水産業の確立に
向けて－講演集

（農村工学研究所）

14-17
2005.12

鳥谷　均 地球環境変化にともなう食料生産のリスク予測 第25回農業環境シンポジウム講演要旨
集

（農業環境技術研究所）
28-37

2005.10

鳥谷　均
長谷川利拡
桑形恒男
大野宏之
後藤慎吉
坂本利弘
石郷岡康史
Anan, Polthanee*
Pisarn, Konghakote*

2004年度の地調査から明らかになったタイ東北部
の水環境と稲作

農業環境工学関連7学会2005年合同大
会講演要旨集

（農業環境工学関連7学会）
178

2005.9

脇山恭行*
井上君夫*
中園　江*
大原源二*
鳥谷　均
石郷岡康史
後藤慎吉
桑形恒男
横沢正幸

水稲の株体積と籾数の関係 農業環境工学関連7学会2005年合同大
会講演要旨集

（農業環境工学関連7学会）
712

2005.9

八木一行 地球温暖化問題に対するわが国農業分野の取り組
み

平成17年度畜産草地研究所問題別研究
会「気候温暖化に対応した畜産分野の
技術的取り組み」

（畜産草地研究所）

1-10
2005.11

Yagi, Kazuyuki
Urabe, Jotaro*
Ohtani, Yoshikazu*

GLP, iLEAPS, and AsiaFlux in Japan 11th Japan-US Workshop on Global
Change

（地球フロンティア）
17

2005.11

Cheng, Weiguo*
Yagi, Kazuyuki
Inubushi, Kazuyuki*
Kobayashi, Kazuhiko*
Sakai, Hidemitsu
Kim, H.Y.*
Okada, Masumi*

Impact of rising atmospheric CO2 on CH4 emission
from rice paddy

Rice is life: scientific perspectives for
the 21st century （Proceedings of the
World Rice Research Conference）

（Japan International Research Center
for Agricultural Sciences）

555-557
2005.11

八木一行
犬伏和之*
波多野隆介*
栗原光規*
長田　隆*

農業生態系におけるCH4, N2O発生研究の現状と
課題

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
190

2005.9
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細野達夫*
細井徳夫*
八木一行

施肥窒素の形態が異なるトマトの灌水同時施肥栽
培からのN2O放出量

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
199

2005.9

Yagi, Kazuyuki Development and Evaluation of Mitigation
Technologies for CH4 and N2O Emissions from
Agroecosystems in Monsoon Asia

Proceedings of International Work-
shop on Ecological Analysis and Con-
trol of Greenhouse Gas Emissions
from Agriculture in Asia

16-17
2005.11

Mo, Wenhong*
Adachi, Minako*
Yokozawa, Masayuki
Koizumi, Hiroshi*

Comparison of two open-flow chamber techniques
for measuring soil CO2 efflux in a cool-temperate
broadleaf forest

日本生態学会講演要旨
（日本生態学会） 267

2006.3

戸田　求*
渡辺　力*
横沢正幸
隅田明洋*
原登志彦*

環境変化が森林動態や競争過程に及ぼす影響のシ
ミュレーション研究

農業環境工学関連7学会2005年合同大
会講演要旨集

（農業環境工学関連7学会）
383

2005.9

横沢正幸
米村正一郎
白戸康人

地表面の違いによる土壌内CO2環境の変化 農業環境工学関連7学会2005年合同大
会講演要旨集

（農業環境工学関連7学会）
594

2005.9

Yokozawa, Masayuki
Shirato, Yasuhito
Yonemura, Seiichiro
Sakamoto, Toshihiro

Spatial evaluation of soil carbon on Japanese
arable lands using the Rothamsted carbon model

Seventh International Carbon dioxide
Conference 611-612

2005.9

Yokozawa, Masayuki
Yonemura, Seiichiro
Shirato, Yasuhito
Sakamoto, Toshihiro

Spatio-temporal evaluation of soil carbon storage
of croplands in Japan

International 7th CO2 conference
611-612

2005.9

Yokozawa, Masayuki
Yonemura, Seiichiro
Shirato, Yasuhito
Sakamoto, Toshihiro

Spatio-temporal evaluation of soil carbon storage
of croplands in Japan

First International Symposium of
The 21st Century COE Program
"Satellite Ecology"

58
2005.9

米村正一郎
川島茂人

いねもみ燃焼による炭素ガス発生が風によりどう
変わるか

農業環境工学関連7学会2005年合同大
会講演要旨集

（農業環境工学関連7学会）
603

2005.9

Tanimoto, Hiroshi*
Sawa, Yousuke*
Matsueda, Hidekazu*
Yonemura, Seiichiro
Mukai, H.*
Wang, T.*
Lee, G.W.*
Kim, K.R.*
Lin, G.*
Wang, C.*
Norris, James*
Wielgosz, Robert*
Viallon, Joele*
Esler, Michael*
Moussay, Philippe*

International comparison of standards/measure-
ments of O3 at Gosan during EAREX2005

ABC-EAREX2005
（RIHN） CD-ROM

2005.7

Yonemura, Seiichiro
Tsuruta, Haruo*
Kikuchi, Nobuyuki*
Katagiri, Shuichiro*
Hayasaka, Tadahiro*
Takamura, Tamio*
Tanimoto, Hiroshi*
Matsueda, Hidekazu*
Sawa, Yousuke*

Measurement of atmospheric trace gases (CO
and O3 and SO2) at FUKUE and AMAMI during
5-27 March 2005

ABC-EAREX2005
（RIHN） CD-ROM

2005.7

Yonemura, Seiichiro
Yokozawa, Masayuki
Shirato, Yasuhito
Sekikawa, Seiko*
Nouchi, Isamu

Soil CO2 concentrations and fluxes in a plow-
managed agricultural field, a grass and a forest

Seventh International Carbon dioxide
Conference 613-614

2005.9

Yonemura, Seiichiro
Yokozawa, Masayuki
Shirato, Yasuhito
Sekikawa, Seiko*
Mariko, Shigeru*

Soil CO2 concentrations and their implications in
a pine forest and a grassfield

The Second Scientific Congress of
East Asian Federation of Ecological
Societies

493
2006.3

Yonemura, Seiichiro
Yokozawa, Masayuki
Shirato, Yasuhito
Nouchi, Isamu

Soil CO2 concentrations and fluxes in a plow-
managed agricultural field, a grass field and a
forest

International 7th CO2 conference
613-614

2005.9

Yonemura, Seiichiro
Yokozawa, Masayuki
Shirato, Yasuhito
Nouchi, Isamu

Soil CO2 concentrations and fluxes in a plow-
managed agricultural field, a grass field and a
forest

First International Symposium of
The 21st Century COE Program
"Satellite Ecology"

57
2005.9



70 農業環境技術研究所年報　平成17年度

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

Yoshimoto, Mayumi Numerical simulation of ecosystem warming
experiments under varied weather conditions

Abstracts of International Conference
on Research Highlights and Van-
guard Technology on Environmental
Engineering in Agricultural Systems

（Committees of Joint Meeting on En-
vironmental Engineering in Agricul-
ture 2005）

133-134
2005.9

伊川浩樹*
大上博基*
吉本真由美
小林和彦*
岡田益己*

大気CO2濃度の上昇がイネ群落の光合成・蒸散・
水利用効率に及ぼす影響－Farquharモデルと
Ball-Berryモデルを用いた定量的評価－

農業環境工学関連7学会2005年合同大
会講演要旨集

（農業環境工学関連7学会）
151

2005.9

吉本真由美
下野裕之*
金　漢龍*
大上博基*
岡田益己*
小林和彦*

高CO2濃度がイネの群落蒸発散に及ぼす影響の地
域間差と年次変化

農業環境工学関連7学会2005年合同大
会講演要旨集

（農業環境工学関連7学会）
314

2005.9

生物環境安全部
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楠本理香*
牟　英輝*
昭日格図*
太田寛行*
小松崎将一*
荒城雅昭

異なる耕うん方法とカバークロップが土壌生物相
に与える影響1．試験設計、作物収量、有機物供
給と大・中型土壌動物相－1・2年目の結果

第28回日本土壌動物学会大会講演要旨
集

（日本土壌動物学会）
34

2005.5

荒城雅昭
楠本理香*
小松崎将一*

異なる耕うん方法とカバークロップが土壌生物相
に与える影響2．土壌線虫の多様度および
Maturity Index－1・2年目の結果

第28回日本土壌動物学会大会講演要旨
集

（日本土壌動物学会）
35

2005.5

荒城雅昭
岡田浩明

農耕地の評価指標としての土壌線虫－わが国にお
ける研究の現状と問題点

第28回日本土壌動物学会大会講演要旨
集

（日本土壌動物学会）
42

2005.5

荒城雅昭
岡田浩明

線虫の星、地球 日本動物学会第76回大会特別企画（動
物学ひろば「青い星のステキな動物た
ち」）

（日本動物学会）

14
2005.10

楠本理香*
小松崎将一*
山口彩子*
荒城雅昭

異なる耕耘方法とカバークロップの利用が土壌生
物相に与える影響

農作業研究
（日本農作業学会）

41（別）
147-148

2006.3

荒城雅昭
岡田浩明

不耕起・堆肥連用圃場の土壌線虫の多様性（第9
報）－糸状菌食性線虫および植物寄生性線虫－

日本線虫学会誌
（日本線虫学会）

35（2）
98

2005.12

荒谷　博
平舘俊太郎
藤井義晴
石崎孝之*

きのこが有する植物成長阻害活性（2） 日本きのこ学会第9回大会講演要旨集
（日本きのこ学会） 51

2005.8

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

（日本農芸化学会）
7

2005.3

Iqbal, Zahida*
Nasir, Nabib*
大南　弘*
荒谷　博
平舘俊太郎
藤井義晴

Plant growth promoting activity of Stevia
rebaudiana Hemsl

日本雑草学会第44回講演会講演要旨
（日本雑草学会）

50（Ⅰ）
96-97

2005.4

荒谷　博
平舘俊太郎
藤井義晴
石崎孝之*

高等菌類子実体の植物成長阻害活性 日本雑草学会第44回講演会講演要旨
（日本雑草学会）

50（Ⅰ）
154-155

2005.4

Araya, Hiroshi
Hiradate, Syuntaro
Fujii, Yoshiharu

Isolation of an allelochemical candidate from
Boletus fraternus Peck

Pacifichem 2005 0rg1663 2005.12

Golisz, Anna*
Fujii, Yoshiharu
Gawronski, Helene*
Gawronski, Stanislaw W.*

Allelopathic potential of Polish cultivars of
buckwheat

Poster Presentations of the 20th
Asian Pacific Weed Science Society
Conference

（Agriculture Publishing House, Ho
Chi Minh City）

43
2005.11
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Fujii, Yoshiharu
Araya, Hiroshi
Hiradate, Syuntaro
Ebana, Kaoru*

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

Rice is life: scientific perspectives for
the 21st century （Proceedings of the
World Rice Research Conference）

（Japan International Research Center
for Agricultural Sciences）

484-487
2005.11

藤井義晴 外来植物に含まれる有毒成分とアレロパシーにつ
いて

第17回関東雑草研究会講演要旨
（関東雑草研究会） 1-4

2005.9

藤井義晴 外来植物のリスク評価と蔓延防止策 第3回環境研究機関連絡会成果発表会
（環境研究機関連絡会）

6
154-155

2005.12

藤井義晴
服部眞幸*
中島江理*
菅野真実*
古林章弘*
荒谷　博
平舘俊太郎

外来植物を含む1200種の植物の他感作用のサンド
イッチ法による検索

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
92

2005.9

藤井義晴
平舘俊太郎
中島江理*
加茂綱嗣*

植物がつくる意外な低分子生理活性物質とみどり
の香り

日本農芸化学会2006年度大会講演要旨
集

（日本農芸化学会）

SY7-1 2006.3

藤井義晴 Risk assessment for invasive alien plants：
Fromthe aspect of chemical ecology

日本生態学会講演要旨集
（日本生態学会）

53
146

2006.3

藤井義晴
平舘俊太郎
荒谷　博
清水善和*

小笠原諸島に生育する植物のアレロパシー活性の
生物検定法による評価－とくに外来種と固有種の
比較

日本生態学会講演要旨集
（日本生態学会）

53
367

2006.3

笹本浜子*
村重友香*
川名祥史*
福元健志*
寺本　進*
藤井義晴

Protoplast culture of Mucuna pruriens of
development of simple bioassay system of
allelopathy

Journal of Plant Research
（日本植物学会）

118（S）
75

2005.12

石川恵理*
浦口晋平*
渡辺　泉*
久野勝治*
星野義延*
Iqbal, Zahida*
Nasir, Habib*
藤井義晴

多摩川永田地区に生育するニセアカシアおよび周
辺植物の他感作用

日本雑草学会第44回講演会講演要旨
（日本雑草学会）

50（Ⅰ）
86-87

2005.4

藤井義晴
小原直美*
津田久美子*
松山　稔*
高村典子*

他感作用によりアオコを抑制する可能性のある水
生植物・ため池周辺植生の探索

日本雑草学会第44回講演会講演要旨
（日本雑草学会）

50（Ⅰ）
88-89

2005.4

藤井義晴
荒谷　博
平舘俊太郎
吉川省子*

ヘアリーベッチを用いたトウモロコシ・バレイショ
栽培法の試作－雑草発生に及ぼす影響－

日本雑草学会第44回講演会講演要旨
（日本雑草学会）

50（Ⅰ）
90-91

2005.4

藤井義晴
Parvez, Masud*
古林章弘*
荒谷　博
平舘俊太郎
川東広幸*
廣瀬咲子*
大川安信*

根圏土壌法による遺伝子組換えイネのアレロパシ
ー活性の検定

日本雑草学会第44回講演会講演要旨
（日本雑草学会）

50（Ⅰ）
92-93

2005.4

Parvez, Mohammad Masud*
Parvez, Syeda Shahnaz*
Gemma, Hiroshi*
Fujii, Yoshiharu

Allelopathic activity of bark and seed of
Tamarindus indica L.

日本雑草学会第44回講演会講演要旨
（日本雑草学会）

50（Ⅰ）
140-141

2005.4

古林章弘*
梅田陽子*
下条幹雄*
川上　泰*
本條秀子*
藤井義晴

コンフリー（Symphytum officinale L.）植栽によ
る雑草管理技術の開発

日本雑草学会第44回講演会講演要旨
（日本雑草学会）

50（Ⅰ）
146-147

2005.4

藤井義晴 世界と日本の未利用有用植物－外来植物の機能性
と利用－

農林水産技術情報協会475回セミナー
（農林水産技術情報協会） 1-25

2005.7

藤井義晴 外来植物のリスク評価と蔓延防止方法 アグリビジネス創出フェアOfficial
guide book

（農林水産先端技術産業振興センター）
11

2005.10
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Fujii, Yoshiharu Risk Assessment of Alien Plants and their
Control

The 7th National Plant Protection
Conference "Plant Protection for Life
and Environments"

（Plant Protection Society of Thai-
land）

1-3
2005.11

藤井義晴 Japanese national project for risk assessment of
alien plants and their prevention

International symposium on risk as-
sessment and management of inva-
sive alien species in Asia 2006

（生物多様性Japan）

208
2005.3

藤井義晴 世界の未知なる有用植物 ifia JAPAN 2005 （第10回国際食品素
材/添加物展・会議）

（食品化学新聞社）
1-4

2005.4

藤井義晴 外来植物のリスク評価と蔓延防止策 TXテクノロジー・ショーケースツク
バ・イン・アキバ2005

（つくばサイエンスアカデミー）
19

2005.3

Hiradate, Syuntaro
Yonezawa, Takuya*
Takesako, Hiroshi*

Isolation and purification of hydrophilic fulvic
acids by precipitation

ASA-CSSA-SSSA 2005 International
Annual Meeting. Annual Meetings
Abstracts

（American Society of Agronomy,
Crop Science Society of America and
Crop Science Society of America）

CD-ROM
2005.11

Kamo, Tsunashi*
Kato, Kenji*
Hiradate, Syuntaro
Fujii, Yoshiharu
Hirota, Mitsuru*

Natural occurrence of cyanamide Conference handbook, 18th Interna-
tional Conferenceon on Plant Growth
Substances

（国際植物生長物質会議）

57
2004.9

米澤拓也*
平舘俊太郎
竹迫　紘*

フルボ酸低分子画分の構造と機能に関する研究 日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
18

2005.9

進藤晴夫*
吉田美穂*
山本暁生*
本間洋美*
平舘俊太郎

火山灰土壌における有機構成物の炭素同位体比と
腐植物質の可能な給源

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
19

2005.9

高橋　正*
南條正巳*
平舘俊太郎

非アロフェン質黒ボク土由来の人工Al-腐植複合
体の性質と植物根生育への影響

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
25

2005.9

伊藤豊彰*
三田村綾子*
平舘俊太郎
三枝正彦*

アロフェン黒ぼく土茶園土壌の酸性状態とコロイ
ド成分の変質

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
31

2005.9

柳沢　統*
小川　剛*
平舘俊太郎
森田明雄*

ユーカリの有機酸代謝に及ぼすアルミニウムの影
響とその蓄積形態

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
61

2005.9

山本洋子*
力石早苗*
野澤　彰*
Devi, S.Rama*
平舘俊太郎
松本英明*

アルミニウム応答反応におけるサリチル酸の関わ
り

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
61

2005.9

渡部敏裕*
見澤誠司*
平舘俊太郎
大崎　満*

Melastoma malabathricum の根が分泌するムシラ
ゲの特性

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
63

2005.9

平舘俊太郎
森田沙綾香*
原田二郎*
藤井義晴

ユキヤナギに含まれる植物生育阻害物質シス－ケ
イ皮酸グルコシド

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
91

2005.9

古林章弘*
平舘俊太郎
Nasir, Habib*
Iqbal, Zahida*
藤井義晴

土壌環境中におけるカテキンの化学形態と植物生
育阻害活性の変化

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
91

2005.9

駒井史訓*
口石なつき*
八谷和美*
平舘俊太郎
藤井義晴

アスパラガスの地上部におけるアレロパシー活性
の雌雄性間差異

日本園芸学会春期大会講演要旨集
（日本園芸学会）

75（別）
365

2006.3

平舘俊太郎
米澤拓也*
竹迫　紘*

親水性フルボ酸の細分画およびその化学的特性 日本腐植物質学会第21回講演会講演要
旨集

（日本腐植物質学会）
46-47

2005.10
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坂本卓也*
渡邉　泉*
浦口晋平*
中島江理*
平舘俊太郎
藤井義晴
久野勝治*

ヘアリーベッチにおけるカドミウムの耐性及び蓄
積特性

日本農芸化学会2006年度大会講演要旨
集

（日本農芸化学会）
3A6-9

2006.3

平舘俊太郎
加茂綱嗣*
中島江理*
加藤健司*
藤井義晴

安定同位体希釈法を利用したシアナミドのGC-
MSによる定量法

日本農芸化学会2006年度大会講演要旨
集

（日本農芸化学会）
3A4-18

2006.3

佐藤雅恵*
加茂綱嗣*
平舘俊太郎
中島江理*
藤井義晴
廣田　満*

雑草におけるシアナミドの分布 日本農芸化学会2006年度大会講演要旨
集

（日本農芸化学会）
3A4-19

2006.3

米澤拓也*
平舘俊太郎
竹迫　紘*

フルボ酸親水性画分の単離・精製及びその化学的
性質

日本ペドロジー学会2005年度大会講演
要旨集

（日本ペドロジー学会）
34

2005.4

坂上伸生*
渡邊眞紀子*
Oyuntsetseg, Bolormaa*
平舘俊太郎
藤嶽暢英*
太田寛行*

土壌菌核粒子の土壌腐植成分としての特徴 日本ペドロジー学会2005年度大会講演
要旨集

（日本ペドロジー学会）
35

2005.4

中嶋直子*
國賀　武*
加藤雅也*
松本　光*
生駒吉識*
平舘俊太郎
藤井義晴
吉田俊雄*

‘ラングプールライム’と‘クサイライム’のカ
ロテノイド及びABA生合成の比較

第47回日本植物生理学会年会講演要旨
集

（日本植物生理学会）

47
140

2006.3

加藤健司*
加茂綱嗣*
平舘俊太郎
藤井義晴
廣田　満*

ヘアリーベッチにおけるラベル体硝酸イオンのシ
アナミドへの取り込み

植物化学調節学会第39回大会研究発表
記録集

（植物化学調節学会）
82

2004.10

高橋　正*
南條正巳*
平舘俊太郎

土壌の腐植と複合体を形成するアルミニウムは生
物に毒性を示す

第2回東北大学バイオサイエンスシン
ポジウム

（東北大学）
64

2005.5

Nasir, Habib*
Iqbal, Zahida*
平舘俊太郎
藤井義晴

Isolation of allelochemicals from comfrey
(Symphytum officinale L): A candidate for
allelopathic ground cover crop

日本雑草学会第44回講演会講演要旨
（日本雑草学会）

50（Ⅰ）
94-95

2005.4

中島江理*
平舘俊太郎
藤井義晴

ヘアリーベッチに含まれるシアナミドの定量 日本雑草学会第44回講演会講演要旨
（日本雑草学会）

50（Ⅰ）
148-149

2005.4

魏　傳 *
星野（高田）裕子
松本直幸

PCR-DGGE法による除草剤耐性遺伝子組換え大
豆栽培圃場の土壌微生物群集の解析

第21回日本微生物生態学会講演要旨集
（日本微生物生態学会） 122

2005.10

星野（高田）裕子 病害防除と微生物多様性 2005年度名古屋大会講演要旨集
（日本土壌微生物学会） 5-6

2005.6

Hoshino-Takada, Yuko
Matsumoto, Naoyuki

RNA-derived DGGE patterns reflect more real
bacterial community in fumigated soil than
DNA-derived patterns

BAGECO8 Program and Abstracts
97

2005.6

井手　任 農村の景観構造と生物相の保全 日本景観生態学会第15回東京大会講演
要旨集

（日本景観生態学会）
16-17

2005.6

井手　任 身近なセイヨウタンポポは実は日本のタンポポと
の雑種だった

公開セミナー「外来植物のリスクを調
べて、その蔓延を防止する」資料

（農業環境技術研究所）
33

2005.12

井手　任
山本勝利*

景観構造に関する調査・情報システムの開発とそ
れを活用したチョウ類の生息可能性評価

平成17年度「自然共生」プロジェクト
シンポジウム講演集 21-23

2005.12

Aida, Miki*
Ikeda, Hiroaki
Itoh, Kazuyuki*
Usui, Kenji*

Distribution of threatened aquatic ferns in a
lotus cropping area and their susceptibilities to
several rice herbicides

Poster Presentations of the 20th
Asian-Pacific Weed Science Society
Conference

（Asian-Pacific Weed Science Society）

11
2005.11

Ikeda, Hiroaki
Aida, Miki*
Luo, Xiao-Yong*

Impact assessment of herbicide runoff from rice
fields on threatened aquatic plants in Japan

Abstracts of the IXth International
Congress of Ecology

（Ecological Society of America）
296

2005.8
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池田浩明
相田美喜*

水田除草剤の消長に対する浮遊性水生植物の生長
反応：土耕湛水試験と水耕試験の比較

第11回日本環境毒性学会・バイオアッ
セイ研究会合同研究発表会講演要旨集

（日本環境毒性学会、バイオアッセイ
研究会）

22
2005.9

喜多晃一*
池田浩明

絶滅危惧植物を用いた除草剤グリホサートの急性
毒性評価

第53回日本生態学会大会講演要旨集
（日本生態学会大会） 292

2006.3

川田清和*
土方直美*
中村　徹*
池田浩明

茨城県小貝川におけるオオブタクサ・アレチウリ
の分布特性

第53回日本生態学会大会講演要旨集
（日本生態学会大会） 365

2006.3

池田浩明 放棄畑の二次遷移における外来植物の10年間の発
生消長

第10回植生学会大会講演要旨集
（植生学会） B01

2005.10

田中　篤*
小沼明弘
堀崎敦史*
新倉　聡*
大澤　良*

開花同調性及び自家不和合性程度がアブラナ科野
菜のF1採種性に与える影響

育種学研究
（日本育種学会）

8（別1）
505

2006.3

Tanaka, Atsushi*
Osawa, Ryo*
Konuma, Akihiro
Horisaki, Atsushi*
Niikura, Satoshi*

Effect of flowering synchrony between two
parental lines on the F1 purity and yield in F1
seed production of Brassica rapa L

10th International Congress of SAB-
RAO - Abstracts G20

2005.8

Konuma, Akihiro
Horisaki, Atsushi*
Tanaka, Fuminori*
Niikura, Satoshi*

Detecting a consequence of flowering plant
density on the inter-line crossing rate utilizing
the F1 seed production system of a brassicaceous
vegetable

XVII International Botanical Con-
gress - Abstracts 493

2005.7

Ishizuka, Daigo*
Horisaki, Atsushi*
Niikura, Satoshi*
Konuma, Akihiro

An applied ecological study on the F1 seed
production of brassicaceous vegetables. Flowering
synchronization and pollinator visitation; which
is more influenced factor on inter-line crossing?

IX International Congress of Ecology
- Abstract CD-ROM

2005.8

Konuma, Akihiro
Horisaki, Atsushi*
Tanaka, Fuminori*
Niikura, Satoshi*

Effect of local flowering-plant density on inter-
line crossing of self-incompatible Brassica rapa

（Brassicaceae） in experimental field

Abstract of the 2nd. Scientific Con-
gress of East Asian Federation of
Ecollogocal Societies

478
2006.3

楠本良延
大黒俊哉
井手　任

耕作放棄水田の植物群落タイプと管理履歴の関
係－茨城県南部桜川・小貝川流域を事例として－

2005年度農村計画学会学術研究発表会
要旨集

（農村計画学会）
29-30

2005.4

楠本良延
岩崎亘典
小柳知代*
大黒俊哉
スプレイグ，デイビッド
井手　任

過去の土地利用が現存草地植生の多様性に与える
影響について

第53回日本生態学会大会講演要旨集
（日本生態学会） 250

2006.3

小柳知代*
楠本良延
大黒俊哉
井手　任

農村地域における半自然草地の保全・復元にむけ
た草地植生の評価

第61回日本草地学会大会
（日本草地学会） 6-7

2006.3

Matsui, Masaharu
Mochizuki, Atsushi
Konuma, Akihiro
Okabe, Ikuko
Ueda, Yoshiharu
Nishiyama, Koushi*

Introduction of a Database (APASD) on Alien
Species for Asia Pacific Region to Share Information
and Make Network Among Countries

5th Asia-Pacific Congress of Entomol-
ogy

（アジア太平洋昆虫学会）
17

2005.10

Matsumoto, Naoyuki
Hoshino, Tamotsu*

Adaptations of snowmold fungi, Typhula ishikariensis
and T. incarnata, to diverse winter climates

日米菌学会合同大会
（日米菌学会） 159

2005.7

西村範夫*
藤田和久*
松本直幸
星野（高田）裕子
今村幸久*
川越洋二*
紀岡雄三*

土壌消毒したハウスにおけるレタス根腐れ病レー
ス3の生残と履病根の消毒

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

71（3）
248-249

2005.8

藤田和久*
西村範夫*
松本直幸
星野（高田）裕子
今村幸久*
川越洋二*
紀岡雄三*

レタス（サラダナ）根腐病に対する4種の糸状菌
および2種の抵抗性誘導剤による防除効果

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

71（3）
252-253

2005.8
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中村　仁*
赤平知也*
猫塚修一*
大崎秀樹*
松本直幸
吉田幸二*

リンゴ台木に病原性を示さない紫紋羽病菌系統を
用いた紫紋羽病の発病抑止

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

71（3）
254

2005.8

池田健一*
中村　仁*
松本直幸

捕捉法により土壌より分離された白紋羽病菌菌か
らの菌類ウイルス（二本鎖RNA）の検出

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

71（3）
254-255

2005.8

大崎秀樹*
中村　仁*
佐々木厚子*
松本直幸
吉田幸二*

紫紋羽病菌 Helicobasidium mompa から見出され
た病原力低下因子である2本鎖RNAの部分塩基配
列

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

71（3）
276

2005.8

松尾和人
岡　三徳

遺伝子組換え作物の花粉飛散と交雑－これまでの
研究事例と今後の研究方向-1.はじめに

育種学研究
（日本育種学会）

7（別1・2）
45

2005.8

松尾和人 遺伝子組換え作物の花粉飛散と交雑－これまでの
研究事例と今後の研究方向-6.セイヨウナタネの花
粉飛散と自然交雑

育種学研究
（日本育種学会）

7（別1・2）
54-55

2005.8

松尾和人 遺伝子組換え作物の花粉飛散と自然庫雑 平成17年度日本農学会シンポジウム講
演要旨

（日本農学会）
23-26

2005.12

中　秀司*
春山直人*
野村昌史*
望月　淳

ヒメクサカゲロウ属（Chrysoperla）の種/異性認
識における触角の役割

日本動物行動学会第24回大会講演要旨
集

（日本動物行動学会）
22

2005.10

羽鹿牧太*
望月　淳

ダイズにおける自然交雑の可能性 育種学研究
（日本育種学会）

7（別1・2）
48-49

2005.8

中　秀司*
鈴木俊郎*
望月文昭*
斉藤哲章*
堀江良照*
中澤知威*
安藤　哲*
望月　淳
有田　豊*

スカシバガの性フェロモン（III）: コスカシバと
ヒメコスカシバの「真の」性フェロモン成分

第50回日本応用動物昆虫学会大会講演
要旨

（日本応用動物昆虫学会）
112

2006.3

望月雅俊*
望月　淳

緑肥用ダイズに発生するカブリダニ類とそのアザ
ミウマ類への捕食性

第50回日本応用動物昆虫学会大会講演
要旨

（日本応用動物昆虫学会）
133

2006.3

春山直人*
野村昌史*
望月　淳
中　秀司*

分子情報を用いたクサカゲロウ科 Chrysopini 族
の系統解析

第50回日本応用動物昆虫学会大会講演
要旨

（日本応用動物昆虫学会）
183

2006.3

望月　淳 海外におけるクサカゲロウ研究の最近の話題 第50回日本応用動物昆虫学会大会講演
要旨

（日本応用動物昆虫学会）
184

2006.3

岡部郁子 アジア・太平洋外来生物データベース（APASD）
の役割－植物病理学の立場から－

平成17年度革新的農業技術習得研修
「高度先進技術研修」資料
（農業環境技術研究所）

91-94
2005.11

岡田浩明 線虫群集の構造に基づいて土壌環境を評価する指
数

第28回日本土壌動物学会大会講演要旨
集

（日本土壌動物学会）
43

2005.5

丹羽　滋*
岡田浩明
金子信博*

大場広輔*
岡田浩明
荒城雅昭

ササ摘葉強度と土壌の窒素無機化速度の関係－中
程度の摘葉は窒素の無機化を最大化するか？－

T-RFLP法による土壌自由生活性線虫の個体識別
および群集分析の試み

第53回日本生態学会大会講演要旨集
（日本生態学会）

日本線虫学会誌
（日本線虫学会）

275

35（2）
97

2006.3

2005.12

岡田浩明 環境指標としての線虫－土壌生態系の状態や機能
を推定する線虫群集指数

日本線虫学会誌
（日本線虫学会）

35（2）
93

2005.12

Okada, Hiroaki Exploring nematode feeding habits Soil Ecology Society 10th Biennial In-
ternational Conference, "Linkages in
Soil Ecology"

（Soil Ecology Society）

73-74
2005.5

岡田浩明 土壌環境の指標としての線虫群集 第10回北農研根圏域研究者セミナー講
演要旨 1

2005.10

大黒俊哉
Szarzynski, Joerg*
Tia, Lazare*
Vlek, Paul*

オブジェクト指向型画像分類手法を用いた西アフ
リカサバンナにおける樹木分布の推定

第53回日本生態学会大会講演要旨集
（日本生態学会） 249

2006.3
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Okuro, Toshiya
Vlek, Paul*
Minami, Katsuyuki*
Szarzynski, Joerg*
Tia, Lazare*

The estimation of distribution and dynamics of
savanna vegetation using high spatial resolution
images in south-western Burkina Faso

2nd GLOWA Status Conference,
Cologne, Germany

（PT-DLR）
101

2005.5

Szarzynski, Joerg*
Moene, Arnold*
Okuro, Toshiya
Schuettemeyer, Dirk*
Hendrickx, Jan*
Friesen, Jan*
Compaore, Halidou*
Tia, Lazare*

Land surface - Atmosphere Interactions 2nd GLOWA Status Conference,
Cologne, Germany

（PT-DLR）
102

2005.5

下田　聡*
芝池博幸
川島茂人
三澤　孝*
伴　義之*
岡　三徳

トウモロコシ花粉の長距離飛散と交雑に関する研
究（第3報）

育種学研究
（日本育種学会）

7（別1・2）
201

2005.8

天野克紀*
芝池博幸
杜　明遠
川島茂人
松尾和人
三澤　孝*
伴　義之*
岡　三徳

防風ネットによるトウモロコシの花粉飛散と交雑
の抑制（第1報）

育種学研究
（日本育種学会）

7（別1・2）
202

2005.8

芝池博幸 外来植物の進化：在来種との交雑による生態的分
化

第7回日本進化学会プログラム・講演
集

（日本進化学会）
84

2005.8

保谷彰彦*
芝池博幸
楠本良延
矢野初美*
井手　任

雑種性タンポポの発芽特性－4倍体雑種の発芽は
高温で抑制される－

日本植物分類学会第5回大会研究発表
要旨集

（日本植物分類学会）
93

2006.3

芝池博幸
保谷彰彦*
矢野初美*
植竹朋子*
楠本良延
井手　任

雑種性タンポポの遺伝的多様性と分布様式－クロ
ーン分析による個体識別の結果より－

日本植物分類学会第5回大会研究発表
要旨集

（日本植物分類学会）
94

2006.3

矢原徹一*
芝池博幸

遺伝子組換え植物の開放系研究と開放系利用 日本植物学会富山大会シンポジウム講
演要旨

（日本植物学会）
77

2005.9

白井洋一
中谷至伸

雑草管理法（除草手段）が農耕地の土壌棲息性昆
虫相に及ぼす影響

第53回日本生態学会大会講演要旨集
（日本生態学会） 206

2006.3

田端　純
野口　浩*
望月文昭*
戒能洋一*
杉江　元

チャノコカクモンハマキの交信撹乱剤抵抗性系統
におけるオスの性フェロモン成分組成に対する反
応性の幅の増大

第50回日本応用動物昆虫学会講演要旨
（日本応用動物昆虫学会） 113

2006.3

小原直美*
田端　純
平舘俊太郎
藤井義晴

ユキヤナギから放散される揮発性の植物成育阻害
物質

日本雑草学会第44回講演会講演要旨
（日本雑草学会）

50（Ⅰ）
144-145

2005.4

田中幸一
田中昌子*

ブタクサハムシの白眼型：遺伝様式の推定と行動
研究への応用

日本昆虫学会第65回大会講演要旨集
（日本昆虫学会） 84

2005.9

田中幸一 チリイソウロウグモの空間分布 Acta Arachnologica
（日本蜘蛛学会）

54（4）
167

2005.12

田中幸一 水田の昆虫群集：生物多様性と害虫管理 第50回日本応用動物昆虫学会講演要旨
（日本応用動物昆虫学会） 179

2006.3

山村光司
守屋成一*
田中幸一
清水　徹

ブタクサハムシの拡散モデル 第22回個体群生態学会講演要旨集
（個体群生態学会） 31

2005.10

Uraguchi, Kohji*
Yamamura, Kohji
Saitoh, Takashi*

Population estimation of territorial animals by
using two public data

Abstracts of the plenary, symposium,
poster and oral papers presented at
ninth international mammalogical
congress

（日本哺乳類学会）

247
2005.8

Uno, Hiroyuki*
Kaji, Koichi*
Saitoh, Takashi*
Matsuda, Hiroyuki*
Yamamura, Kohji
Hirakawa, Hirofumi*

An evaluation of population parameters for sika
deer management based on sensitivity analysis

Abstracts of the plenary, symposium,
poster and oral papers presented at
ninth international mammalogical
congress

（日本哺乳類学会）

249
2005.8
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Yamamura, Kohji
Matsuda, Hiroyuki*
Yokomizo, Hiroyuki*
Kaji, Koichi*
Uno, Hiroyuki*
Tamada, Katsumi*
Kurumada, Toshio*
Saitoh, Takashi*
Hirakawa, Hirofumi*

Bayesian estimation of population index for sika
deer

Abstracts of the plenary, symposium,
poster and oral papers presented at
ninth international mammalogical
congress

（日本哺乳類学会）

250
2005.8

Yokomizo, Hiroyuki*
Yamamura, Kohji
Matsuda, Hiroyuki*
Kaji, Koichi*
Uno, Hiroyuki*
Tamada, Katsumi*
Saitoh, Takashi*
Hirakawa, Hirofumi*

Forecasting population size of sika deer and
optimal strategy of hunting in Hokkaido, Japan

Abstracts of the plenary, symposium,
poster and oral papers presented at
ninth international mammalogical
congress

（日本哺乳類学会）

250
2005.8

Tsuruga, Hifumi*
Yamamura, Kohji
Tomizawa, Masaaki*
Mano, Tsutomu*

Estimating brown bear population size using
genetic tagging

Abstracts of the plenary, symposium,
poster and oral papers presented at
ninth international mammalogical
congress

（日本哺乳類学会）

374
2005.8

山村光司
田中幸一
守屋成一*
清水　徹*

ブタクサハムシの潜在的な分布拡大速度の推定 第50回日本応用動物昆虫学会講演要旨
（日本応用動物昆虫学会） 5

2006.3

永山敦士*
新垣則雄*
小林　彩*
舞木紀玲*
貴島圭介*
山村光司

サキシマアオドウガネの密度推定と移動分散距離 第50回日本応用動物昆虫学会講演要旨
（日本応用動物昆虫学会） 125

2006.3

新垣則雄*
永山敦士*
小林　彩*
山村光司

伊計島における大量誘殺法によるオキナワカンシ
ャクシコメツキの防除

第50回日本応用動物昆虫学会講演要旨
（日本応用動物昆虫学会） 127

2006.3

山村光司
根本　久*
瀬山　明*

有機・無農薬農産物の経済的価値はいくらか？
－離散選択法アンケートによる推定－

第15回天敵利用研究会講演要旨集
（天敵利用研究会） 24

2005.11

有本　裕*
森　翔吾*
堂前　直*
根岸寛光*
吉田隆延
寺岡　徹*
有江　力*

Differential analysis of proteins from
pathogenic-deficient strains of Fusarium
oxysporum f.sp.conglutinans using 2-dimentional
electrophoresis

2005 International Society for South-
east Asian Agricultural Sciences Ab-
structs

（International Society for Southeast
Asian Agricultural Sciences）

37
2005.12

有本　裕*
森　翔吾*
堂前　直*
根岸寛光*
吉田隆延
寺岡　徹*
有江　力*

キャベツ萎黄病菌Cong:1-1およびその病原性欠損
変異株REMI10由来のタンパク質の二次元電気泳
動による比較

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

71（3）
208

2005.8
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ページ 発行年.月

阿部　薫
石川　覚
櫻井泰弘
奥山　亮*
佐々木和裕*
俵田　啓*

カドミウム検出用イムノクロマトキットの農業分
野における利用（予報）

日本土壌肥料学会関東支部大会講演要
旨集

（日本土壌肥料学会）
15

2005.11

荒尾知人
竹田宏行*
西原英治*
中野太佳司*

ナスの台木品種の違いによる可食部カドミウム濃
度（2）－ 台木品種トルバムビガーを用いたカド
ミウム濃度の低減 －

日本土壌肥料学会関東支部大会講演要
旨集

（日本土壌肥料学会）
13

2005.11

荒尾知人
馬場浩司
前島勇治
石坂眞澄

フェニル基含有有機ヒ素化合物の農耕地土壌にお
ける動態と作物による吸収（1）－稲体中のヒ素
化合物の化学形態－

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
171

2005.9

荒尾知人 土壌残留ドリン剤の作物吸収と対策技術 農薬環境科学研究
（日本農薬学会） 8

2005.10

化学環境部
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坂西研二
神田健一
中島泰弘

先行降雨で変化する農業地域河川の懸濁土量と流
量の関係－亜熱帯島嶼流域での赤土流出を例とし
て－

第47回土壌物理学会講演要旨集
（土壌物理学会） 18-19

2005.3

糟谷真宏*
荻野和明*
坂西研二
今川正弘*

畜産の盛んな赤黄色土野菜地帯の河川水質（2）
－降雨出水時の窒素、リンの流出－

日本土壌肥料学会中部支部会第85回例
会講演要旨集

（日本土壌肥料学会）
37-38

2005.6

糟谷真宏*
坂西研二
廣戸誠一郎*
荻野和明*

集約的露地野菜地帯の河川からの窒素、リン流出
特性

日本陸水学会東海支部会第8回研究発
表会要旨集

（日本陸水学会）
6

2006.3

坂西研二
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－桜川中流域での実測例－

平成17年度農業土木学会大会講演会要
旨集

（農業土木学会）
346-347

2005.8

Kasuya, Masahiro*
Banzai, Kenji
Ogino, Kazuaki*
Hiroto, Seiichiro*

Characteristics of Nitrogen and Phosphorus
Runoff in a stream in an Agricultural Basin

The 3rd International Workshop of
the Japan-Korea Research Coopera-
tion Abstracts NIAES

（農業環境技術研究所）

71-72
2006.3

Eguchi, Sadao
Sawamoto, Masae*
Shiba, Masahiko*

Nitrate fluxes and nitrate removal in the
shallow aquifer below an Andisol field

14th Nitrogen Workshop
（Agrosystems Research） 168

2005.10

江口定夫 黒ボク土における土壌構造と吸着性溶質の空間的
分布の関係

第6回地下環境水文学に関する研究集
会

（土木学会水工学委員会水文部会地下
環境水文学研究グループ）

http://ww
w.wakaya
ma-u.ac.jp./～

egusa/2005-
summer2.h
tm

2005.11

江口定夫 農耕地土壌における水移動と硝酸塩の溶脱 第47回土壌物理学会講演要旨集
（土壌物理学会） 4-5

2005.10

江口定夫
長谷川周一*

黒ボク土畑における水と硝酸態窒素の土層内移動
時間と流出経路

第11回地下水・土壌汚染とその防止対
策に関する研究集会要旨集

（土壌環境センター）
170

2005.6

江口定夫
鈴木克拓
中野恵子*
大水　洋*
糟谷真宏*
柴山浩子*
恒川　歩*
今井克彦*

矢作川流域の地形連鎖系における難透水層分布と
浅層地下水流向・流速分布の推定

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
9

2005.9

今井克彦*
柴山浩子*
恒川　歩*
糟谷真宏*
大水　洋*
江口定夫

西三河洪積台地の茶園に隣接する水田内の硝酸イ
オンの動態と水稲被害

日本土壌肥料学会中部支部会第85回例
会講演要旨集

（日本土壌肥料学会）
15-16

2005.6

柴山浩子*
恒川　歩*
今井克彦*
糟谷真宏*
大水　洋*
江口定夫

矢作川下流域の茶園－水田地形連鎖系における浅
層地下水の水質特性

日本土壌肥料学会中部支部会第85回例
会講演要旨集

（日本土壌肥料学会）
17-18

2005.6

恒川　歩*
今井克彦*
柴山浩子*
糟谷真宏*
大水　洋*
江口定夫
渡辺　彰*

矢作川下流域の水田下層土における脱窒 日本土壌肥料学会中部支部会第85回例
会講演要旨集

（日本土壌肥料学会）
19-20

2005.6

江口定夫
鈴木克拓
中野恵子*
大水　洋*
糟谷真宏*
柴山浩子*
恒川　歩*
今井克彦*

台地上の茶園に囲まれた階段状水田群下層におけ
る浅層地下水の水平流入・流出量の推定

日本土壌肥料学会中部支部会第85回例
会講演要旨集

（日本土壌肥料学会）
21-22

2005.6

Tsunekawa, Ayumi*
Imai, Katsuhiko*
Shibayama, Hiroko*
Kasuya, Masahiro*
Eguchi, Sadao

Denitrification in the subsoil of the paddy fields
spread along the basin of the lower stream of
the River Yahagi

The 3rd International Workshop of
the Japan-Korea Research Coopera-
tion Abstracts NIAES

（農業環境技術研究所）

69-70
2006.3



寶示戸雅之*
林健太郎
村野健太郎*
松波寿弥*
森　昭憲*

集約的畜産地帯における窒素沈着量および大気中
アンモニア濃度の実態

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
166

2005.9

若林　徹*
木村園子D.*
岡崎正規*
林健太郎
黒川勇三*

牧草地FM津久井における乾性沈着の面的評価 日本土壌肥料学会2005年度関東支部大
会講演要旨集

（日本土壌肥料学会）
22

2005.11

林健太郎
宮田　明

摩擦速度のパラメタリゼーションが乾性沈着速度
の推計値に及ぼす影響

日本気象学会2005年度秋季大会講演予
稿集

（日本気象学会）
237

2005.11

林健太郎 植物はアンモニアの放出体か吸収体か 第22回気象環境研究会要旨集
（農業環境技術研究所） 87-92

2006.3

Hayashi, Kentaro
Nishimura, Seiichi
Yagi, Kazuyuki

Ammonia Volatilization from the Surface of a
Paddy Field: A Lysimeter Study with Gray
Lowland Soils in Japan

The 3rd International Workshop of
the Japan-Korea Research
Cooperation Abstracts NIAES

（農業環境技術研究所）

89-90
2006.3

Ⅳ．研究成果の発表と広報 79

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　毅
齋藤明広*
伊藤絵美*
宮下清貴

DNAマイクロアレイを用いた放線菌の誘導性キ
トビオース結合蛋白質の検出

第28回日本分子生物学会年会講演要旨
集

（日本分子生物学会）
613

2005.10

大野雅弘*
藤井　毅
長谷部亮*
中島雅巳*
阿久津克己*

組換え根圏細菌による土壌病害の作物病害防除 日本土壌微生物学会2005年度名古屋大
会講演要旨集

（日本土壌微生物学会）
P-18

2005.6

藤井　毅
大野雅弘*
田村季実子
中島雅巳*
阿久津克己*
長谷部亮*

キチナーゼを生産する組換え根圏細菌の根圏微生
物相に及ぼす影響

日本農芸化学会2006年度大会講演要旨
集

（日本農芸化学会）
305

2006.3

Hayashi, Kentaro
Komada, Michio
Miyata, Akira

Atmospheric deposition of reactive nitrogen in
grassland: Comparison of the contribution of
wet and dry deposition

Conference Abstracts of the 7th In-
ternational Conference on Acid Depo-
sition

（Czech Hydrometeorological Insti-
tute）

96
2005.6

Noguchi, Izumi*
Hayashi, Kentaro
Aikawa, Masahide*
Ohizumi, Tsuyoshi*
Minami, Yukiya*
Kitamura, Moritsugu*
Takahashi, Akira*
Tanimoto, Hiroshi*
Matsuda, Kazuhide*
Hara, Hiroshi*

Temporal trend of non-sea salt sulfate and
nitrate in wet deposition in Japan

Conference Abstracts of the 7th In-
ternational Conference on Acid Depo-
sition

（Czech Hydrometeorological Insti-
tute）

238
2005.6

Hayashi, Kentaro
Nishimura, Seiichi
Akiyama, Hiroko
Itahashi, Sunao
Ohigashi, Kentaro
Kimura, Sonoko D.*
Sudo, Shigeto
Hosen, Yasukazu*
Kohyama, Kazunori
Yagi, Kazuyuki

Ammonia volatilization from the surface of
paddy fields with Gray Lowland soils of Japan

Proceedings of the 1st iLEAPS Sci-
ence Conference, Report Series in
Aerosol Science

（Finnish Association for Aerosol Re-
search）

79
256-258

2006.1

林健太郎
駒田充生
宮田　明

シバ草地における非海塩性硫酸イオンおよび二酸
化硫黄の大気沈着－湿性沈着量および乾性沈着量
の比較－

環境科学会2005年会一般講演・シンポ
ジウムプログラム

（環境科学会）
42-43

2005.9

林健太郎
西村誠一
秋山博子
板橋　直
大東健太郎
木村園子D.*
須藤重人
宝川靖和*
神山和則
八木一行

施肥窒素に由来する灰色低地土水田からのアンモ
ニア揮散量

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
14

2005.9
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原　宏*
野口　泉*
林健太郎
大泉　毅*
瀬戸信也*
中村　晃*
笠原三紀夫*
平木隆年*
松田和秀*

東アジアの降水化学：EANETの2000-2003年の測
定結果

第46回大気環境学会年会講演要旨集
（大気環境学会） 319

2005.9

原　宏*
Bulgan, T.*
Alimaa, S.*
野口　泉*
林健太郎
松田和秀*

モンゴルの降水化学 第46回大気環境学会年会講演要旨集
（大気環境学会） 324

2005.9

原　宏*
野口　泉*
林健太郎
大泉　毅*
瀬戸信也*
中村　晃*
松田和秀*
笠原三紀夫*
平木隆年*

わが国の降水化学に対する三宅島噴火の影響 第46回大気環境学会年会講演要旨集
（大気環境学会） 465

2005.9

林健太郎
駒田充生
宮田　明

地表付近の窒素化合物および硫黄化合物の大気濃
度および濃度勾配

第46回大気環境学会年会講演要旨集
（大気環境学会） 554

2005.9

野口　泉*
原　宏*
藍川昌秀*
田子　博*
瀬戸信也*
皆巳幸也*
松田和秀*
林健太郎
大泉　毅*
Fowler, D.*

Cloud depositionの評価（3）－雲水沈着量の推
定－

第46回大気環境学会年会講演要旨集
（大気環境学会） 560

2005.9

石原　悟
真山茂樹*
小原裕三
大津和久
横山淳史
堀尾　剛

河川の珪藻の水田除草剤感受性 日本珪藻学会第26回大会
（日本珪藻学会） 16

2005.5

石原　悟 水生生物に及ぼす農薬の影響評価法 「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」中間成果発
表会資料

（農業環境技術研究所）

5
2005.11

吉松英明*
大久保裕行*
挟間　渉*
冨村健太*
中島　隆*
石井英夫

チオファネートメチル剤に対する Fusarium
graminearum の耐性菌の初確認

赤かび病研究会
（赤かび病研究会） 8

2005.9

Ishii, Hideo
Chung, Wen-Hsin*
Kaneko, Isao*
Nishimura, Kumiko*

Application of PCR-Luminex system for
molecular identification of Fusarium species
causing head blight on wheat

Abstracts of the 2nd Asian
Conference on Plant Pathology

（Asian Association of Societies for
Plant Pathology）

15-16
2005.6

竹内妙子*
久保周子*
石井英夫

キュウリ褐斑病菌の各種薬剤に対する感受性 関東東山病害虫研究会報
（関東東山病害虫研究会）

52
123

2005.12

石井英夫 薬剤耐性菌とどう向き合うか？－現場と研究をむ
すぶもの－

九州病害虫防除推進協議会年報2005
九州病害虫防除推進協議会創立35周年
記念講話会

（九州病害虫防除推進協議会）

22-26
2006.3

石井英夫
清水基滋*
小澤　徹*
岩間俊太*
吉松英明*
Chung, W.H.*
西村久美子*

PCR-Luminex法によるコムギ赤かび病菌の同定
と種構成の解析

日本農薬学会第31回大会
（日本農薬学会） 117

2006.3

Deepak, Saligrama Adavigowda*
石井英夫

Possible involvement of ROS forming and
scavenging enzymes as well as protein kinases
in acibenzolar-S-methyl induced systemic
resistance against anthracnose disease in
cucumber

日本植物病理学会関東部会講演要旨予
稿集

（日本植物病理学会）
1

2005.9



家田浩之*
内村浩二*
加藤英孝

黒ボク土下層土中の溶質移動過程における陽イオ
ンの吸着モデル

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
7

2005.9

川崎　晃
織田久男
箭田（蕪木）佐衣子*
王　慎強*

肥料由来カドミウムの農地土壌への負荷量及び作
物吸収量－ダイズ畑（1）

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
187

2005.9

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雲粒や雨滴等の大
気中凝結水粒子表面収着の評価

環境科学会2005年会講演予稿集
（環境科学会） 146-147

2005.9

小原裕三
西森基貴
魏　永芬*
石原　悟
大津和久
横山淳史
堀尾　剛

多変数線形自由エネルギー相関に基づいたマルチ
メディアモデルによる農薬の環境動態評価

日本農薬学会第31回大会
（日本農薬学会） 34

2006.3
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石井英夫
藤原正浩*
西村久美子*

アシベンゾラルSメチルの各種処理方法による発
病抑制効果と薬害程度の違いならびにマイクロカ
プセル製剤化の試み

日本植物病理学会関東部会講演要旨予
稿集

（日本植物病理学会）
2

2005.9

堀田賀洋子*
田村幸吉*
西村久美子*
石井英夫

植物抽出物のキュウリ炭疽病及びうどんこ病に対
する発病抑制効果

日本植物病理学会関東部会講演要旨予
稿集

（日本植物病理学会）
4

2005.9

Jiang, Shan*
井上加奈子*
朴　杓允*
石井英夫

ナシ黒星病菌が分泌する細胞外物質に関する免疫
組織化学的研究

日本植物病理学会関西部会講演要旨予
稿集

（日本植物病理学会）
21

2005.9

吉松英明*
冨村健太*
石井英夫
大久保裕行*
中島　隆*
挟間　渉*

チオファネートメチル剤に対する Fusarium
graminearum の耐性菌の初確認と F. avenaceum
のベースライン感受性

九州農業研究発表会専門部会発表要旨
集

（日本植物病理学会）
85

2005.8

矢野和孝*
川田洋一*
石井英夫

高知県におけるPCR-RFLP法を用いたストロビル
リン系薬剤耐性ナスすすかび病菌の検出

四国植物防疫研究協議会大会プログラ
ム

（四国植物防疫研究協議会）
10

2005.11

Ishii, Hideo
Chung, Wen-Hsin*
Kansako, Masanori*
Shimazu, Kou*
Nishimura, Kumiko*

Characterisation of strobilurin-resistant isolates
of Botrytis cinerea

Abstracts of the Anti-fungals:
Discovery and Mode of Action

（Society of Chemical Industry）

2005.4

石川　覚
阿江教治*
矢野昌裕*
阿部　薫
杉山　恵
村上政治

イネのカドミウム吸収に係わる遺伝子座の検索
－他の重金属元素との関連性について－

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
69

2005.9

Ishikawa, Satoru
Ae, Noriharu*
Murakami, Masaharu
Wagatsuma, Tadao*

Identification of gene loci controlling the Cd
concentration of rice grain

Plant Nutrition for Food Security,
Human Health and Environmental
Protection（Proceedings）

144-145
2005.9

板橋　直 矢作川流域における森林・農地・市街地からの窒
素の流出を比べる

矢作川流域に自然の循環機能を探る
「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」成果発
表会

（農業環境技術研究所）

7-8
2005.11

神田健一
坂西研二
中島泰弘

農耕地からのリン排出量を面的に分級する手法の
開発

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
17

2005.9

神田健一
芝山道郎
菅原和夫
坂西研二
中島泰弘

冬季代かきが河川の窒素・リン濃度に及ぼす影
響－普通期代かきとの比較－

日本土壌肥料学会関東支部大会講演要
旨集

（日本土壌肥料学会）
16

2005.11

Ieda, Hiroyuki*
Katou, Hidetaka
Shiozawa, Sho*

Predicting retardation of Ca2+ and Cl- transport
in an Andisol resulting from simultaneous
changes in cation- and anion-exchange capacities

ASA-CSSA-SSSA 2005 International
Annual Meeting. Annual Meetings
Abstracts

（American Society of Agronomy,
Crop Science Society of America and
Crop Science Society of America）

CD-ROM
2005.11
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北條敏彦*
宮崎さとえ*
古川雅也*
安納弘親*
小原裕三

散布農薬の初期大気移行及び拡散量の評価 日本農薬学会第31回大会
（日本農薬学会） 36

2006.3

小原裕三 POPsの挙動に関するマルチメディアモデルの開
発

「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」中間成果発
表会資料

（農業環境技術研究所）

4
2005.11

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Official guide
book

（農林水産先端技術産業振興センター）
23

2005.10

Kobara, Yuso
Ishikawa, Satoru
Yokoyama, Atsushi
Ohtsu, Kazuhisa

Estimation of Atmospheric Concentartions of
Methyl Bromide Alternatives after a Ban on
Methyl Bromide

2005 Annual International Research
Conference On Methyl Bromide Al-
ternatives And Emissions Reductions
Abstract Book

120.1-120.2
2005.10

Kobara, Yuso Envionmental Sciences and Emission Reduction
of Methyl Bromide -Estimating Methyl Bromide
Emissions due to Soil Fumigation, and Tchniqyes
for Reducing Emissions-

Seminar on Policy Implemation and
Alternative Techniques concerning
Ozone Layer Protection Abstract
Book

1-12
2005.10

瀧　典明*
駒田充生

家畜ふん堆肥を添加した転換畑土壌からの亜酸化
窒素発生

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
5

2005.9

藤井國博*
林　康人*
高橋　香*
吉井雅裕*
山田健瑠*
久保田倫司*
駒田充生

リン含有地下水の分布 日本土壌肥料学会関東支部大会講演要
旨集

（日本土壌肥料学会）
16

2005.11

前島勇治
牧野知之
高野博幸*
神谷　隆*
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9報）－塩化カルシウム洗浄処
理土壌のダイズによる洗浄効果の検定

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
24

2005.9

浅野眞希*
田村憲司*
前島勇治
白戸康人
松崎浩之*
木方展治
東　照雄*

モンゴル国草原土壌における無機炭素の同位体分
布特性

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
113

2005.9

浅野眞希*
田村憲司*
前島勇治
白戸康人
松崎浩之*
東　照雄*

モンゴル国ステップおよびゴビステップにおける
炭酸塩炭素⊿14Cの垂直分布特性の比較

日本ペドロジー学会講演要旨集
（日本ペドロジー学会） 38

2005.4

Matsuzaki, Hiroyuki*
Nakano, Chuichiro*
Tsuchiya-Sunohara, Yoko*
Kato, Kazuhiro*
Maejima, Yuji
Miyairi, Yosuke*
Wakasa, Sachi*
Aze, Takahiro*

Multi-nuclides AMS performances at MALT Abstracts of the 10th International
Conference on Accelerator Mass Spec-
trometry

23
2005.9

Asano, Maki*
Tamura, Kenji*
Maejima, Yuji
Shirato, Yasuhito
Matsuzaki, Hiroyuki*
Higashi, Teruo*

The ⊿14C variations of pedogenetic CaCO3 in
steppe soils under climatic sequence, Mongolia

Abstracts of the 10th International
Conference on Accelerator Mass Spec-
trometry

71
2005.9

牧野知之
高野博幸*
神谷　隆*
前島勇治
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7報）－塩化第二鉄を薬剤とし
た土壌洗浄システムの圃場への適用

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
23

2005.9

Maejima, Yuji
Makino, Tomoyuki
Sugahara, Kazuo
Takano, Hiroyuki*
Kamiya, Takashi*
Sekiya, Naoki*
Itou, Tadashi*

Remediation of cadmium contamination in
paddy soils using the chemical washing method

（2）－On-site verification of soil washing－

Proceedings of 8th International Con-
ference on the Biogeochemistry of
Trace Elements

CD-ROM
2005.4
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高野博幸*
神谷　隆*
牧野知之
前島勇治
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8報）－塩化第二鉄を薬剤とし
た土壌洗浄が各種微量元素に及ぼす影響

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
24

2005.9

牧野知之
大谷　卓
清家伸康
前島勇治

凝集剤を用いた水田からのダイオキシン類・
DDE・HCHの流出抑制（Ⅱ） －土壌有機炭素
吸着係数に基づく解析－

第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 528-529

2005.6

牧野知之
大谷　卓
清家伸康
前島勇治

凝集剤によってダイオキシン類の水田からの流出
を防止できる

「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」中間成果発
表会資料

（農業環境技術研究所）

13
2005.11

Makino, Tomoyuki
Sugahara, Kazuo
Sakurai, Yasuhiro
Maejima, Yuji
Takano, Hiroyuki*
Kamiya, Takashi*
Itou, Tadashi*
Sekiya, Naoki*

Remediation of cadmium contamination in
paddy soils using the chemical washing method

（1）－Washing conditions and on-site test－

Proceedings of 8th International Con-
ference on the Biogeochemistry of
Trace Elements

CD-ROM
2005.4

三島慎一郎
谷口　悟*
駒田充生

近年の肥料資材の施用と作物収量および養分収支 日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
17

2005.9

三島慎一郎
谷口　悟*
駒田充生

近年の日本における農地での窒素・リン酸過剰の
動向

第53回日本生態学会講演要旨集
（日本生態学会） 266

2006.3

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

Molecular Detection and Isolation of Dominant
3-Chlorobenzoate （3CB） Degrading Bacteria
in 3CB-Enriched Soil

8th Symposium on Bacterial Genetics
and Ecology, Book of abstracts 101

2005.6

森本　晶
小川直人
長谷部亮*
藤井　毅

3-クロロ安息香酸反復添加土壌における優占細菌
群の解析

第21回日本微生物生態学会講演要旨集
（日本微生物生態学会） 121

2005.10

森本　晶
藤井　毅

PCR-DGGE法を利用した新規環境汚染物質分解
遺伝子の探索

「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」中間成果発
表会資料

（農業環境技術研究所）

13
2005.11

村上政治
阿江教治*
石川　覚
阿部　薫

カドミウム低濃度汚染土壌におけるイネを用いた
ファイトレメディエーション（ダイズ子実Cd濃
度の低減効果）

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
173

2005.9

村上政治 カドミウム汚染土壌のファイトレメディエーショ
ンをめぐる最近の研究

第23回土・水研究会資料
（農業環境技術研究所） 27-34

2006.2

Murakami, Masaharu
Ae, Noriharu*
Ishikawa, Satoru
Arao, Tomohito

Uptake of cadmium tightly bound to the soil
solid phases by rice

Plant nutrition for food security, human
health and environmental protection

（Tsinghua University ）
712-713

2005.10

Murakami, Masaharu
Ae, Noriharu*
Ishikawa, Satoru

Cadmium phytoextraction of low-contaminated
paddy fields by hybrid rice cultivar under
upland condition

Abstracts of International Sympo-
sium on Phytoremediation and Eco-
system Health

（Zhejiang University）

55
2005.10

Nakajima, Yasuhiro Elucidation of the mechanisms of indirect
emission of greenhouse gases associated with
runoff of nutrient solutes

Annual meeting of Korean society of
agriculture and environment

（Korean society of agriculture and
environment）

135-142
2005.7

中島泰弘
松森堅治*
藤原英司
神田健一
坂西研二

安定同位体法を用いた台地小流域地下水中の亜酸
化窒素の由来の解析

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
192

2005.9

箭田（蕪木）佐衣子*
織田久男
川崎　晃
松田賢士*
水平　学*

コメ中Cd濃度の簡易迅速スクリーニング分析の
ための蛍光X線分析法の適用

日本分析化学会第54年会講演要旨集
（日本分析化学会） 337

2005.9

箭田（蕪木）佐衣子*
織田久男
川崎　晃
伊藤じゅん*
世良耕一郎*

土壌中に負荷されたカドミウム等のダイズにおけ
る吸収・移行過程の解明（1）根中カドミウム量
と主要元素組成との関係

NMCC共同利用研究成果発表会講演要
旨集

（日本アイソトープ協会）

12
16

2005.5

織田久男
箭田（蕪木）佐衣子*
川崎　晃

水田転換畑初年目ダイズにおけるカドミウムの異
常吸収現象について－原因物質の推定（1）

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
175

2005.9



大津和久
横山淳史
石原　悟
小原裕三
堀尾　剛

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（2）試験法の改良－

第11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

（バイオアッセイ研究会、日本環境毒
性学会）

31
2005.9

大津和久
横山淳史
石原　悟
小原裕三
堀尾　剛

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（2）
若齢幼虫飼育法の改良－

日本陸水学会第70回大会講演要旨集
（日本陸水学会） 174

2005.9

大津和久
横山淳史
石原　悟
小原裕三
堀尾　剛

コガタシマトビケラを試験生物に用いた農薬生態
影響評価法の開発

「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」中間成果発
表会資料

（農業環境技術研究所）

12
2005.11

大津和久
横山淳史
石原　悟
小原裕三
堀尾　剛

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－
2005年の累代飼育結果

第29回水生昆虫研究会講演要旨集
（水生昆虫研究会講演） 5-7

2005.11

齋藤貴之 カドミウムの農耕地への降雨水からの負荷（第2
報）

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
186

2005.9

波多野隆介*
早川　敦*
斎藤雅典
加藤英孝
松本成夫*
渡辺　武*
安藤　豊*
長田　隆*
加藤邦彦*

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－情報収集とネットワーク形成－

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
10

2005.9

酒井順子
小川直人
藤井　毅

クロロ安息香酸汚染土壌および非汚染土壌から分
離された3CB分解菌群の分解遺伝子およびプラス
ミドの解析

日本微生物生態学会講演要旨集
（日本微生物生態学会） 176

2005.11
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箭田（蕪木）佐衣子*
織田久男
川崎　晃

ダイズが吸収したCdの子実への移行・蓄積過程
の解明

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
175

2005.9

Lang, Gang-hua*
Liu, Shenghao*
Senda, Toshiya*
Ogawa, Naoto
Fujii, Takeshi
Miyashita, Kiyotaka

Distinct evolution of two kinds of chlorocatechol
1,2-dioxygenase from 2,4-dichlorophenoxyacetate
degradative Sphingomonas sp. TFD44

第28回日本分子生物学会年会講演要旨
集

（日本分子生物学会）
167

2005.12

小川直人
千田俊哉*

LysRタイプ転写調節因子CbnRとモデルDNA配
列の結合の解析

日本農芸化学会関東支部2005年度大会
講演要旨集

（日本農芸化学会）
11

2005.10

小川直人
宇田川真由美*
山本裕子*
下平　潤*
千田俊哉*

クロロカテコール分解遺伝子群の発現調節因子
CbnRの解析

「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」中間成果発
表会資料

（農業環境技術研究所）

13
2005.11

Ogawa, Naoto
Yamamoto, Yuko*
Shimodaira, Jun*
Udagawa, Mayumi*
Muraoka, Shin*
Senda, Toshiya*

Analysis of the DNA binding domain of the
LysR-type transcriptional regulator CbnR from
Ralstonia eutropha NH9

Pseudomonas 2005. 10th International
Congress on Pseudomonas abstract
book

87
2005.8

Saido, Katsuhiko*
Kwak, Kyung-Oh*
Itagaki, Tadashi*
Kodera, Yoichi*
Ogawa, Naoto

Plastics as sources of endocrine disrupting
chemicals

The 230th American Chemical Soci-
ety National Meeting abstract book

No.
GEOC126

2005.8

大谷　卓
清家伸康

植物の土壌中POPs吸収メカニズムの解明（第1報）
土壌中ドリン類吸収能の科間比較

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
75

2005.9

大谷　卓
清家伸康

ドリン類吸収能の作物間差異（4）接木キュウリ
の果実中ドリン類濃度に及ぼす台木品種の影響

日本農薬学会第30回大会講演要旨集
（日本農薬学会） 110

2006.3

大谷　卓
清家伸康

土壌残留ドリン類吸収能力の作物および品種間比
較

「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」中間成果発
表会資料

（農業環境技術研究所）

13
2005.11

Otani, Takashi
Seike, Nobuyasu

Dieldrin and endrin uptake by crops grown in a
polluted soil

Plant Nutrition for Food Security, Hu-
man Health and Environmental Pro-
tection （Proceedings of XV Interna-
tional Plant Nutrition Colloquium）

（Tsinghua University Press）

15
684-685

2005.9



Tang, Xiangyu*
Suzuki, Katsuhiro
Katou, Hidetaka

Retention of cadmium by different-sized soil
aggregates as affected by the addition of
calcium hydroxide

ASA-CSSA-SSSA 2005 International
Annual Meeting. Annual Meetings
Abstracts

（American Society of Agronomy）

CD-ROM
2005.11

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から暗渠流出する懸濁態リ
ンの起源

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
8

2005.9

Tang, Xiangyu*
Suzuki, Katsuhiro
Katou, Hidetaka

Cadmium retention by different particle-size
fractions of ex-paddy soils as affected by the
addition of calcium hydroxide

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
186

2005.9

Sugiyama, Megumi
Ae, Noriharu*
Hajika, Mkita*

Screening for soybean cultivars with low Cd
concentration in their seeds and its mechanism

Plant Nutrition for Food Security, Hu-
man Health and Environmental Pro-
tection （Proceedings of XV Interna-
tional Plant Nutrition Colloquium）

（Tsinghua University Press）

15
722-723

2005.9

Takagi, Kazuhiro
Yoshioka, Yuichi*
Iwasaki, Akio*

Development of bacterial consortium-enriched
charcoal to remedy multiple contaminated soils
with chlorinated pesticides

Abstracts of the International Chemi-
cal Congress of Pacific Basin Societies

（Pacifichem 2005）
（ACS）

Program
No. 366

2005.12

Harada, Naoki*
Takagi, Kazuhiro
Fujii, Kunihiko*
Iwasaki, Akio*

Bacterial degradation of simetryn, a moderately
persistent methylthio-substituted s-triazine
herbicide

Abstracts of the International Chemi-
cal Congress of Pacific Basin Societies

（Pacifichem 2005）
（ACS）

Program
No. 417

2005.12

原田直樹*
高木和広
藤井邦彦*
岩崎昭夫*

シメトリン分解菌の単離とその性質 日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
43

2005.9

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（2）－複合汚染
土壌カラム試験による性能評価－

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
43

2005.9
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Sakai, Yoriko
Ogawa, Naoto
Fujii, Takeshi
Hasebe, Akira*

Large plasmids coding 2,4-D degrading genes in
bacteria isolated in Japan

8th Symposium on Bacterial Genetics
and Ecology, Book of abstracts 123

2005.6

櫻井泰弘
木方展治
牧野知之
前島勇治

安定同位体で標識化した土壌有機物の放射化分析
法

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
29

2005.9

清家伸康
大谷　卓

土壌中残留性有機化合物の光学異性体選択的な分
解（1）水田土壌中α-HCH光学異性体比の経年変
化

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
180

2005.9

水上美笛*
本田克久*
上田祐子*
濱田典明*
清家伸康

日本農耕地土壌における多環芳香族炭化水素
（PAHs）の残留とその経年変化

第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 284-285

2005.6

清家伸康
殷　煕洙
大谷　卓
崔　達洵*
洪　秀明*

日本および韓国の農耕地土壌中ダイオキシン類レ
ベルの比較

第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 414-415

2005.6

清家伸康
大谷　卓

農耕地土壌におけるα-HCH光学異性体比 第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 526-527

2005.6

鹿島勇治*
清家伸康
松井三明*
堺　温哉*
益永茂樹*
岡部とし子*

水田土壌抽出液のエストロゲン活性に及ぼす有機
ハロゲン化合物の影響

第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 536-537

2005.6

清家伸康
大谷　卓

土壌中有機塩素系農薬の逐次抽出 日本農薬学会第30回大会講演要旨集
（日本農薬学会） 109

2006.3

杉山　恵
阿部　薫
阿江教治*
羽鹿牧太*

ダイズ各器官へのカドミウムおよび多元素の移
行・蓄積特性

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
72

2005.9

Suzuki, Katsuhiro
Adachi, Kazuhide*
Sekiguchi, Tetsuo*
Yoshida, Shuichiro*
Nakano, Keiko*
Katou, Hidetaka

Discharge of suspended matter and associated
phosphorus to tile drains in a clayey field with
subsurface cracks

ASA-CSSA-SSSA 2005 International
Annual Meeting. Annual Meetings
Abstracts

（American Society of Agronomy）

CD-ROM
2005.11



與語靖洋 数理モデルに求められる行政ニーズ　－欧米の事
例から－

第5回有機化学物質研究会資料
（農業環境技術研究所） 1-10

2005.9

與語靖洋
小原裕三

土壌処理型畑作除草剤の初期大気移行量の測定方
法

「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」中間成果発
表会資料

（農業環境技術研究所）

12
2005.11

與語靖洋 農薬散布時のドリフト 第17年度革新的農業技術習得研修「高
度先進技術研修」資料

（農業環境技術研究所）
75-81

2005.11

與語靖洋 農薬の利用に関する最近の動向 第6回ソバ研究会
（ソバ研究会） 1-5

2006.3

與語靖洋 なぜ農薬を使うの？除草剤の人体や環境への影響
は？

農薬学習会
（東都生協仕入委員会） 1-16

2006.2

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齢幼虫の各種殺虫剤に対する感受
性評価－

第11回日本環境毒性学会・バイオアッ
セイ研究会合同研究発表会講演要旨集

（日本環境毒性学会、バイオアッセイ
研究会）

33
2005.9

Yokoyama, Atsushi
Ohtsu, Kazuhisa
Ishihara, Satoru
Kobara, Yuso
Horio, Takeshi
Endo, Shozo

Ecological impact assessment of pesticides using
caddisfly larvae, Cheumatppsyche brevilineata

（Iwata）

SETAC North America 26th Annual
Meeting Abstract Book

26
273

2005.11
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山崎健一*
高木和広
原田直樹*
藤井邦彦*
内村　泰*

新規複合微生物系による塩素化及びメチルチオ化
トリアジン農薬の同時分解－複合分解菌集積木質
炭化素材の開発と評価－

日本農薬学会第30回大会講演要旨集
（日本農薬学会） 42

2006.3

稲葉真知子*
高木和広
岩崎昭夫*
小嶋祐紀*
田中秀夫*

迅速なトリアジン系除草剤分解能をもつ大腸菌の
構築

日本生物工学会講演要旨集
（日本生物工学会） 87

2005.11

高木和広
吉岡祐一*
原田直樹*

複合分解菌集積炭化素材を利用した難分解性農薬
汚染土壌のバイオレメディエーション

「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」中間成果発
表会資料

（農業環境技術研究所）

10
2005.11

谷口　悟
三島慎一郎
駒田充生

環境影響評価のための農耕地土壌情報の利活用－
土壌タイプ別分布面積の算出

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
181

2005.9

谷口　悟
三島慎一郎
駒田充生

環境影響評価のための農耕地土壌分類の統合化－
栃木県思川流域をケーススタディーとして

日本ペドロジー学会2005年度大会講演
要旨集

（日本ペドロジー学会）
26

2005.4

上垣隆一
清家伸康
大谷　卓

植物中ダイオキシン類と大気中ダイオキシン類と
の関係

第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 400-401

2005.6

上垣隆一
清家伸康
大谷　卓
黒川俊二*
吉村義則*
蔡　義民*

飼料作物のダイオキシン類濃度から推定した付着
土壌量

日本草地学会誌
（日本草地学会）

51（別）
306-307

2006.3

與語靖洋 農薬の種類と役割 第271回ガスクロマトグラフィー研究
会

（譖日本分析化学会ガスクロマトグラ
フィー研究懇談会）

A.1-A.19
2005.12

與語靖洋 農薬の環境動態と生物影響 第25回農薬製剤・施用法シンポジウム
講演要旨

（日本農薬学会、農薬製剤・施用法研
究会）

24-33
2005.11

與語靖洋 除草剤の分類と作用性 平成17年度　雑草生態及び除草剤試験
に関する研修テキスト

（譛日本植物調節剤研究協会、中央農
業研究センター）

11-24
2005.8
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中谷至伸 淀川河川敷で発見されたツヤカスミカメ属の未知
種（半翅目：カスミカメムシ科）

日本昆虫学会第65回大会講要
（日本昆虫学会） 33

2005.9

Ohkura, Toshiaki
Nakano, Keiko*
Nakai, Makoto

Development of a deep method for soil survey Program of East and Southern
Asian Federation of Soil Science So-
cieties

（Bureau of Soil and Water Manage-
ment）

23
2005.6

Ohkura, Toshiaki Framework for soil research in the Ministry of
Agriculture, Forestry and Fishery (MAFF),
Japan-A 10 years research perspective-

Guidebook, International Workshop
of Japan-Taiwan Pedologists

（NIES）

Session7 2005.11

Ohkura, Toshiaki Persptctive from "sinks" Proceeding on Kickoff meeting ca-
pacity building in Asia and the Pa-
cific on issue related to the Kyoto
protocol beyond 2012

（NIES/IGES）

Session6 2005.10

大倉利明
庄司　正*
鹿沼信行*
戸上和樹
中野恵子*
神山和則
中井　信
亀和田國彦*

深層土壌調査法の開発と深層土壌分類素案の作成 日本土壌肥料学会関東支部大会講演
要旨集

（日本土壌肥料学会）
26

2005.11

庄司　正*
大倉利明
鹿沼信行*
戸上和樹
小柴　守*
本間素子*
塚本雅俊*
加部　武*
山田正幸*
神山和則
中井　信

家畜ふん堆肥と化学肥料を併用した連用試験圃場
における深層土壌調査

日本土壌肥料学会関東支部大会講演
要旨集

（日本土壌肥料学会）
26

2005.11

中野恵子*
大倉利明
亀和田國彦*
加藤英孝

深層土壌調査に基づく水及び硝酸態窒素の浸透流
出特性の予測

農業土木学会講演要旨集
（農業土木学会） 772-773

2005.8

大倉利明 土壌インベントリーの現状と発展方向 第25回農業環境シンポジウム
（農業環境技術研究所） 68-69

2005.10

戸上和樹
中井　信

排水条件の違いによる土壌中の重金属含量 日本ペドロジー学会講演要旨集
（日本ペドロジー学会） 23

2005.4

戸上和樹
中井　信

地形連鎖にある土壌の重金属分布 日本土壌肥料学会関東支部大会講演要
旨集

（日本土壌肥料学会）
13

2005.11

對馬誠也 農業環境技術研究所微生物インベントリーの現状
と課題

第6回微生物情報研究会講演要旨
（国立遺伝学研究所） 4

2005.12

前田由紀子*
篠原弘亮*
木場章範*
大西浩平*
古屋成人*
河村好章*
江崎孝行*
對馬誠也
曳地康史*

gyrBとrpoDの塩基配列に基づく Burkholderia
glumae, B.plantarii および B.gladioli の系統解析

第21回日本微生物生態学会講演要旨集
（日本微生物生態学会） 168

2005.10

安藤杉尋*
對馬誠也
蒲池伸一郎*
小長谷賢一*
萩尾高志*
小川泰一*
田部井豊*

ハクサイ根こぶ病形成時における宿主のサイトカ
イニン生合成・代謝関連遺伝子の発現変動

日本土壌微生物学会2005年度名古屋大
会講演要旨集

（日本土壌微生物学会）
26

2005.6

松浦貴之*
篠原弘亮*
井上康宏*
畔上耕児*
對馬誠也
土屋健一*

イネ条斑細菌病菌検出用プライマーの作製 日本植物病理学会関東部会プログラ
ム・講演要旨予稿集

（日本植物病理学会）
19

2005.9



上沢正志
上田義治

リスク研究におけるインベントリーの役割－現状
と将来－

第25回農業環境シンポジウム
（農業環境技術研究所） 1-3

2005.10

吉田重信
Kinkel,  Linda L.*
篠原弘亮*
沼尻将宜*
塩谷純一朗*
平館俊太郎
小板橋基夫
田村季実子
陶山一雄*
根岸寛光*
對馬誠也

健全コムギ穂に生息する細菌の群集構造およびク
オラムセンシング関連シグナル分子の生産性

第21回日本微生物生態学会講演要旨集
（日本微生物生態学会） 55

2005.10

西村伊吹*
澤木弘道*
篠崎直人*
吉田重信
對馬誠也
太田寛行*
斉藤雅典

アーバスキュラー菌根菌Archaeospora leptoticha
およびその類縁菌のrDNA-ITS領域に基づく系統
解析

日本土壌微生物学会2005年度名古屋大
会講演要旨集

（日本土壌微生物学会）
P-9

2005.6

吉田重信 植物病害におけるクオラムセンシング研究の現状
と展望

日本植物病理学会関東部会第3回若手
の会要旨集

（日本植物病理学会）
4

2005.10

88 農業環境技術研究所年報　平成17年度

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

安藤杉尋*
對馬誠也
蒲池伸一郎*
小長谷賢一*
須永亜矢子*
萩尾高志*
小川泰一*
田部井豊*

アブラナ科野菜根こぶ病形成時によるハクサイ根
こぶ形成への Aldehyde oxidase の関与について

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

71（3）
190-191

2005.8

日向真理子*
對馬誠也
篠原弘亮*
小板橋基夫
吉田重信

イチゴ葉と葉柄における細菌相とイチゴ炭疽病に
対する発病抑制効果

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

71（3）
242-243

2005.8

伏見典晃*
對馬誠也
篠原弘亮*
三宅　裕*

Bacillus subtilis 製剤散布によるカンキツ黒点秒防
除効果とカンキツ果面上の細菌群の変化

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

71（3）
283

2005.8

前田由紀子*
篠原弘亮*
大西浩平*
木場章範*
古屋成人*
對馬誠也
曳地康史*

gyrBとrpoDの塩基配列を基にした Burkholderia
glumae, B.plantarii および B.gladioli の系統解析

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

71（3）
291-292

2005.8

松浦貴之*
篠原弘亮*
井上康宏*
畔上耕児*
對馬誠也
塚本貴敬*
水野昭文*

gyrBとrpoDおよび16SrRNA遺伝子の部分的塩基
配列に基づいたナシ枝枯細菌病菌の系統解析

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

71（3）
292

2005.8

篠原弘亮*
中里　工*
杉澤　武*
對馬誠也

サトウキビ白すじ病の診断と病原細菌の増殖用培
地の検討

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

71（3）
300-301

2005.8

對馬誠也
小板橋基夫
吉田重信
田村季実子　

微生物インベントリーシステムを用いた有用微生
物の利用技術の開発

アグリビジネス創出フェアOfficial guide
book

（農林水産先端技術産業振興センター）
23

2005.10

Koga-Ban, Yasunori*
Morinaka, Yoichi*
Mizuguti, Aki*
Kamachi, Shinichiro*
Otake, Yuko*
Komatsu, Setsuko*
Tanaka, Hiroshi*
Tabei, Yutaka*
Tsushima, Seiya
Matsuoka, Makoto*

Biodiversity effect accessment of transgenic rice
harboring  the plant type related genes

10th International Congress of SAB-
RAO Abstract

（SABRAO）

D-27 2005.8



Kim, Yun-Seok*
Go, Chun-Sim U.*
Kawamura, Yoshio*
Ueda, Shingo*
Katase, Takao*
Eun, Heesoo

Variation in stable isotope ratios of nitrogen and
carbon of lavers during in situ cultivation in
Ariake Bay, Japan

Abstracts of the International Chemi-
cal Congress of Pacific Basin Societies
(Pacificchem 2005)

（ACS）

Program
No. 300

2005.12

殷　熙洙
関野　禎*
西島宏和*
渡邉栄喜
馬場浩司
石坂真澄
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
Ⅲ

第8回環境ホルモン学会研究発表会講
演要旨集

（環境ホルモン学会）
136

2005.9

殷　煕洙
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経年変化
Ⅱ

第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 42-43

2005.6

殷　熙洙
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
Ⅱ

第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 342-343

2005.6

殷　熙洙
荒尾知人
渡邉栄喜
馬場浩司
遠藤正造

HRGC/HRMSによる一般環境と農業環境技術研
究所環境のPOPs動態

第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 518-519

2005.6
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堀越紀夫*
芳賀紀之*
平子喜一*
吉田重信
篠原弘亮*
小板橋基夫
對馬誠也

うり類に発生するホモプシス根腐病菌のrRNA遺
伝子のITS領域に基づく分子系統解析

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

71（3）
219-220

2005.8

吉田重信
Kinkel, Linda L.*
篠原弘亮*
沼尻将宜*
塩谷純一朗*
平舘俊太郎
小板橋基夫
陶山一雄*
根岸寛光*
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化合物類の生産能

日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

71（3）
293-294

2005.8

Yoshida, Shigenobu
Kinkel, Linda L.*
Shinohara, Hirosuke*
Numajiri, Nobutaka*
Hiradate, Syuntaro
Koitabashi, Motoo
Suyama, Kazuo*
Negishi, Hiromitsu*
Tsushima, Seiya

Production of quorum-sensing related-signal
molecules by epiphytic bacteria of wheat heads

Abstracts of Phyllosphere 2005 8th
International Symposium on the Mi-
crobiology of Aerial Plant Surfaces

（Phyllosphere 2005 Organising Com-
mittee）

67
2005.7

吉田重信 健全な農作物に生息する微生物の群集構造および
新たな機能の解析

農林水産技術会議会長と若手研究者と
の懇談会 O-10

2005.8

吉松慎一
櫛下町鉦敏*
行徳直久*
上和田秀美*
佐藤嘉一*
坂巻祥孝*

わが国においてタケノコを食害する鱗翅類 日本昆虫学会第65回大会講要
（日本昆虫学会） 19

2005.9

環境化学分析センター
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馬場浩司
荒尾知人
渡邉栄喜
殷　熙洙
遠藤正造

玄米・小麦・大豆中に含まれるカドミウム等微量
元素のLA-ICP-MSを用いた直接分析

第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 784-785

2005.6

Baba, Koji
Okamura, Taka-aki*
Ueyama, Norikazu*

Monooxomolybdenum(IV) Complex with Extremely
Bulky Dithiolate Ligands

Molybdenum & Tungsten Enzymes
（Gordon Research Conference）

ポスター発
表

2005.7
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殷　煕洙
權　五慶*
崔　達洵*
洪　秀明*
朴　炳俊*
金　燮*
清家伸康

韓国全国土壌中におけるPOPs実態報告Ⅰ 第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 530-531

2005.6

殷　熙洙
清家伸康
渡邉栄喜
馬場浩司
荒尾知人
遠藤正造

全国畑土壌におけるPOPsの経年変化Ⅰ 第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 532-533

2005.6

河上強志*
殷　煕洙
荒尾知人
遠藤正造
田村憲司*
東　照雄*

底質における農薬の吸脱着特性について 第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 676-677

2005.6

河上強志*
殷　煕洙
石坂真澄
遠藤正造
田村憲司*
東　照雄*

数種水田用除草剤の底質への吸脱着に対する底質
有機物の影響

日本農薬学会第31回大会講演要旨集
（日本農薬学会） 39

2006.3

殷　熙洙
金　倫碩*
渡辺栄喜
馬場浩司
石坂真澄

ディルドリンの作物吸収抑制資材の開発Ⅱ 日本農薬学会第31回大会講演要旨集
（日本農薬学会） 107

2006.3

外窪周子*
殷　熙洙
荒尾知人
遠藤正造
上路雅子
石井康雄

地域特産農産物の残留農薬基準設定および登録農
薬確保のための農作物の類型化－ウリ科野菜類

（2）

第28回農薬残留分析研究会講演要旨集
（日本農薬学会農薬残留分析研究会） 157-162

2005.9

藤原英司
城戸寛子*
波戸真治*
田村淳二*

大陸から飛来するCs-137の日本海沿岸における降
下量シミュレーション

日本保健物理学会第39回研究発表会
（日本保健物理学会）

39
83

2004.7

Iiyama, Ippei*
Matsumori, Kenji*
Fujiwara, Hideshi
Nakajima, Yasuhiro

Grandwater flow in an agricultural headwater
catchment: Implications for the fate of leached
nitrogen

The 3rd International Workshop of
the Japan-Korea Research Coopera-
tion Abstracts NIAES

（農業環境技術研究所）

85-86
2006.3

梶原英之*
今牧篤重*
東ヶ崎文生*
村井　景*
中村匡利*
石坂眞澄

カイコ絹糸腺タンパク質の二次元電気泳動と質量
分析による解析

生物物理化学（第56回日本電気泳動学
会総会抄録号）

（日本電気泳動学会）

49（補冊）
25

2005.11

池中良徳*
石坂眞澄
殷　熙洙
宮原裕一*

動物プランクトンによるPAHsの代謝能および代
謝産物の解明－Daphnia magnaによるPyreneの
代謝－

第14回環境化学討論会講演要旨集
（日本環境化学会） 288-289

2005.6

梶原英之*
今牧篤重*
村井　景*
中村匡利*
石坂眞澄

カイコ絹糸腺タンパク質の二次元電気泳動と質量
分析による分析

日本農芸化学会2006年度大会講演要旨
集

（日本農芸化学会）
28

2006.3

梶原英之*
中根　薫*
陽　建平*
中村匡利*
三田和英*
今牧篤重*
伊藤陽子*
東ヶ崎文生*
小竹強史*
村井　景*
石坂眞澄
野村玲奈*
清水裕司*
下村道彦*

カイコプロテオームデータベースの構築 日本蚕糸学会第76回大会講演要旨集
（日本蚕糸学会） 41

2006.3

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 日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
272

2005.9

木方展治
藪崎志穂*

利根川下流域の地下水における酸素安定同位体比
と微量陰イオン成分

第42回アイソトープ・放射線研究発表
会要旨集

（日本アイソトープ協会）
67

2005.7
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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

服部眞幸*
渡辺栄喜
馬場浩司
殷　熙洙
荒尾知人
西原英治*
藤井義晴

イチビ各部位のエタノール抽出物の抗酸化活性 日本雑草学会第44回講演会講演要旨
（日本雑草学会）

50（Ⅰ）
38-39

2005.4

渡辺栄喜
馬場浩司
殷　熙洙
石坂真澄
石井康雄
上路雅子
遠藤正造

ネオニコチノイド系殺虫剤アセタミプリド用
ELISAキットの性能評価及び農作物中残留分析
への応用

第28回農薬残留分析研究会講演要旨集
（日本農薬学会農薬残留分析研究会） 37-41

2005.9

渡辺栄喜
馬場浩司
殷　熙洙
石坂真澄
上路雅子
遠藤正造

殺菌剤クロロタロニル用ELISAキットの性能評
価及び農作物中残留分析への応用

日本農薬学会第31回大会講演要旨集
（日本農薬学会） 94

2006.3

Yamaguchi, Noriko
Seki, Katsutoshi*
Komamura, Misako
Fujiwara, Hideshi

Factors Affecting Long-Term Decline of 137Cs
and 90Sr Concentrations in Plowed Layer of
Paddy and Upland Soils of Japan

Soil Science Society of America,
Agronomy abstract

（Soil Science Society of America）
CD-ROM

2005.11

山口紀子
中野政詩*
谷田　肇*
藤原英司

XANESによる水田土壌中ヨウ素の形態変化の解
明

日本土壌肥料学会講演要旨集
（日本土壌肥料学会）

51
27

2005.9

Hirota, Kozue*
Yamaguchi, Noriko
Nagasaki, Shinya*
Tanaka, Satoru*

Beryllium sorption on calcium saturated
montmorillonite

13th International congress on clay
science 91

2005.8

山口紀子
田中治夫*
中島教陽*
横田川毅*
木方展治

農耕地土壌におけるウラン濃度の深度分布と経年
変化

第42回アイソトープ・放射線研究発表
会要旨集

（日本アイソトープ協会）
129

2005.7

渡部陽子*
桑原　潤*
山口紀子

ホウレンソウ中ウランの化学形態別分析 日本分析化学会第54回年会講演要旨集
（日本分析化学会） 368

2005.9

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

Kuykendall, David*
Young, John*
Martinez-Romero, Esperanza*
Kerr, Allen*
Sawada, Hiroyuki

Genus I. Rhizobium Bergey’s Manual of Systematic Bac-
teriology, Second Edition, Volume
Two, Part C

（Springer）

325-340
2005.9

Young, John*
Kerr, Allen*
Sawada, Hiroyuki

Genus II. Agrobacterium Bergey’s Manual of Systematic Bac-
teriology, Second Edition, Volume
Two, Part C

（Springer）

340-345
2005.9

土屋健一*
矢野和孝*
堀田光生*
森田泰彰*
Wong, Boonsuebsakul*
川田洋一*
澤田宏之
吉田隆延
野口雅子

ショウガ科植物に寄生する青枯病菌系統の侵入、
定着、伝搬

植物細菌病談話会論文集
（日本植物病理学会）

23
11-18

2005.9

澤田宏之
吉田隆延
野口雅子
染谷信孝*
土屋健一*

Pseudomonas syringae 群細菌によるファゼオロト
キシン産生能の獲得

植物細菌病談話会論文集
（日本植物病理学会）

23
98-110

2005.9

盻 著書・商業誌等刊行物

企画調整部
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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

秋山博子 黒ボク土畑からのN2O、NOおよびNO2のフラッ
クスのモニタリングと発生削減

続・環境負荷を予測する－モニタリン
グとモデリングの発展－

（博友社）
187-204

2005.9

長谷川利拡 収量予測とモデリング 森田茂紀・大門弘幸・阿部淳編　「栽
培学」

（養賢堂）
108-112

2006.3

三中信宏 心も情念も進化的につくられてきた 理戦
（実践社）

80
14-29

2005.4

三中信宏 新たなる「系統学革命」の波：普遍的思考として
の生物進化
について

InterCommunication
（NTT出版）

53
32-38

2005.7

三中信宏 ［書評］ナイルズ・エルドリッジ『ヒトはなぜす
るのか』（講談社インターナショナル）

からだの科学
（日本評論社）

244
89

2005.7

三中信宏 進化・系統学関連項目（分担執筆） 植物育種学辞典
（培風館）

2005.9

三中信宏 書かれなかった「最終章」のこと：中尾佐助の分
類論と分類学について

中尾佐助著作集・第V巻：分類の発想
月報5

（北海道大学出版会）
1-4

2005.12

三中信宏 2004年読書アンケート 月刊みすず
（みすず書房）

524
4-5

2005.2

宮田　明 水田の二酸化炭素とメタンのフラックスのモニタ
リング

続・環境負荷を予測する－モニタリン
グとモデリングの発展－

（博友社）
115-133

2005.9

織田健次郎
松本成夫*

バイオマス利活用システムの設計と評価
第Ⅴ部 第3章 「国レベルのバイオマス循環モデ
ル」

農林水産バイオリサイクル研究終了報
告書

（農林水産バイオリサイクル研究「シ
ステム化サブチーム」）

219-235
2006.3

新藤純子
岡本勝男
川島博之*

東アジアの食料生産・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

続・環境負荷を予測する－モニタリン
グとモデリングの発展－

（博友社）
15-28

2005.9

白戸康人 農耕地における土壌有機炭素動態のモデリング－
日本およびタイを例として－

続・環境負荷を予測する－モニタリン
グとモデリングの発展－

（博友社）
243-262

2005.9

Prasad, V.Krishna*
Gupta, P.K.*
Sharma, C.*
Kant, Yogesh*
Sudo, Shigeto
Yonemura, Seiichiro
Tsuruta, Haruo*
Badarinath, K.V.S.*

Greenhouse gas emission inventory from
biomass burning due to shifting cultivation in
India

In Air pollution research
（NOVA Scientific Publisher's Inc） 1-26

2005

八木一行 農耕地土壌からの温室効果ガス排出量評価に対す
る国際的取り組み

続・環境負荷を予測する－モニタリン
グとモデリングの発展－

（博友社）
323-342

2005.9

生物環境安全部

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

藤井義晴 草種とアレロパシー 農業技術体系　果樹編　追録20号
（農文協）

8
6の2

2005.6

藤井義晴 アレロパシー物質と植物の検索 農業技術体系　土壌施肥編　追録17号
（農文協）

2
52の10

2006.3

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 環境保全型農業と生物機能の利用
（養賢堂） 24-68

2006.1

伊藤操子*
藤井義晴

アレロパシー（他感作用） 環境保全型農業大事典
（農文協） 86-92

2005.3

藤井義晴 他感物質とその農業利用 環境保全型農業大事典
（農文協） 93-97

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20年の歩み
（農業環境技術研究所） 103-125

2005.3

大黒俊哉 砂漠化のモニタリングと持続的土地利用 環境緑化の事典
（朝倉書店） 346-354

2005

Ito, Yosiaki*
Yamamura, Kohji

Role of population and behavioural ecology in
the sterile insect technique

Sterile insect technique. Principles
and practice in area-wide integrated
pest management

（Springer）

177-208
2004.4



三島慎一郎 農業生態系における窒素循環モデルとわが国の窒
素負荷予察

続・環境負荷を予測する－モニタリン
グとモデリングの発展－

（博友社）
29-42

2005.9

程　為国*
中島泰弘

窒素負荷の同位体利用 続・環境負荷を予測する－モニタリン
グとモデリングの発展－

（博友社）
172-186

2005.9

程　為国*
中島泰弘

窒素負荷の同位体利用 続・環境負荷を予測する－モニタリン
グとモデリングの発展－

（博友社）
187-204

2005.9

櫻井泰弘 土壌溶液中における重金属の化学形態の計測 土壌生成と重金属動態
（博友社） 92-113

2005.10

高木和広 籾がら成形炭粉末による農薬の水田系外流出削減 環境保全型農業大辞典1 施肥と土壌
管理

（譖農村漁村文化協会）
121-131

2005.4

高木和広 木質炭化素材による難分解性農薬分解菌の迅速集
積・単離方法とバイオレメディエ－ションへの適
用

環境保全型農業大辞典1 施肥と土壌
管理

（譖農村漁村文化協会）
132-139

2005.4

與語靖洋 帰化雑草の種類と管理 圃場と土壌
（譛日本土壌協会）

27（6）
25-32

2005.6
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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

林健太郎
伊坪徳宏*

LCA手法による農業生態系の環境負荷および環
境影響の評価

続・環境負荷を予測する－モニタリン
グとモデリングの発展－

（博友社）
307-322

2005.9

林健太郎 2.1章 オゾン層破壊 ライフサイクル環境影響評価手法
LIME：LCA、環境会計、環境効率の
ための評価手法・データベース （伊
坪・稲葉編著）

（産業環境管理協会）

60-83
2005.9

林健太郎 2.3章 酸性化 ライフサイクル環境影響評価手法
LIME：LCA、環境会計、環境効率の
ための評価手法・データベース （伊
坪・稲葉編著）

（産業環境管理協会）

122-139
2005.9

坂尾知彦*
芦ヶ原千里*
林健太郎

2.6章 有害化学物質（人間毒性） ライフサイクル環境影響評価手法
LIME：LCA、環境会計、環境効率の
ための評価手法・データベース （伊
坪・稲葉編著）

（産業環境管理協会）

192-208
2005.9

石井英夫 殺菌剤 新編農学大事典
（養賢堂） 1410-1411

2004

板橋　直
竹内　誠

窒素負荷算定モデルを用いた地目連鎖系評価 続・環境負荷を予測する－モニタリン
グとモデリングの発展－

（博友社）
80-94

2005.9

駒田充生
三島慎一郎

重金属の安全性からみた問題点 バイオマス利活用システムの設計と評
価

（農林水産バイオリサイクル研究「シ
ステム化サブチーム」）

98-106
2006

Mishima, Shinichiro
Taniguchi, Satoru*
Komada, Michio

Adaptation of life cycle assessment （LCA） to
agricultural production on a regional scale in
Japan

Ecosystems and Sustainable Develop-
ment V

（WIT Press）
671-608

2005.5

農業環境インベントリーセンター

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

小板橋基夫 硫黄粉剤 農業総合防除・資材編追録
（譖農村漁村文化協会）

11
2-3

2005.12

中井　信
南條正己*

（編集）

土壌生成と重金属動態 土壌生成と重金属動態
（博友社） 1-157

2005.10

武田　晃*
南條正己*
中井　信

日本の土壌中における元素分布 土壌生成と重金属動態
（博友社） 141-157

2005.10

中谷至伸 殺虫剤、除草剤を使用しない水田畦畔の昆虫の多
様性

生態学から見た里やまの自然と保護
（講談社サイエンティフィク） 186-188

2005.4

戸上和樹
中井　信

土壌の斑紋形成と重金属の移動集積 土壌生成と重金属動態
（博友社） 118-140

2005.10

吉松慎一 ドラセナ・サンデリアーナ　害虫　クロテンオオ
メンコガ

農業総覧　花卉病害虫診断防除編追録
2号

（譖農村漁村文化協会）

5
2-5

2006.2
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眈 その他

企画調整部

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

佐藤洋平 計画論雑感 新しい農村計画
（農村開発企画委員会）

126
1-2

2006.3

Sato, Yohei Progress of PAWEES：Past, Present, and
Future of Paddy and Water Environment
Engineering

Paddy and Water Environment
（Springer）

3（4）
249-250

2005.12

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

秋山博子
八木一行

農耕地からのメタンおよび亜酸化窒素排出量の国
別インベントリーとデータベースの現状

インベントリー
（農業環境技術研究所農業環境インベ
ントリーセンター）

4
13-14

2005.4

秋山博子 ヨーロッパ地球科学連合2005 農環研ニュース
（農業環境技術研究所）

No.68
9

2005.10

秋山博子 化学肥料および有機物肥料の施用が土壌からの
N2O、NO、NO2、およびNH3のフラックスに及ぼ
す影響

東京農工大学学位論文
（東京農工大学大学院連合農学研究科）

乙226 2005.9

杜　明遠
米村正一郎
川島 茂人
井上　聡

ダストの発生過程と農業活動 平成16年度気象環境研究会講演要旨集
55-66

2005.3

長谷川利拡
岡田益己*
下野裕之*
石黒　潔*
榊原充隆*
小林　隆*
小林和彦*
麓　多門

大気CO2濃度が農業生態系に及ぼす影響のFACE
実験による解明と予測

地球環境保全試験研究費（地球一括計
上）平成15年度研究成果報告集

（環境省地球環境局研究調査室）
244-275

2005.8

長谷川利拡
岡田益己*
下野裕之*
石黒　潔*
榊原充隆*
小林　隆*
麓　多門

大気CO2濃度が農業生態系に及ぼす影響のFACE
実験による解明と予測

地球環境保全試験研究費（地球一括計
上）平成16年度研究成果報告集

（環境省地球環境局研究調査室）
73-116

2005.12

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: a case study with CO2 enrichment

Rice is life: scientific perspectives for
the 21st century. Proceedings of the
World Rice Research Conference

（国際イネ研究所、JIRCAS）

CD-ROM
2005.7

井上　聡
米村正一郎
川島 茂人
杜　明遠

黄砂と日本の農業 平成16年度気象環境研究会講演要旨集
73-78

2005.3

Dabrowska-Zielinska, Kataryna*
Kowalik, Wanda*
Gruszczynska, Malia*
Inoue, Yoshio
Hoscilo, Agata*

Retrieval of crop parameters and soil moisture
from optical and microwave satellite data based
on model analysis

Proc. International Geoscience and
Remote Sensing Symposium（IGARSS）

（IEEE）
2149-2157

2005.7

Inoue, Yoshio
Horie, Takeshi*
Kiyono, Yoshiyuki*
Ochiai, Yukihito*
Saito, Kazuki*
Asai, Hidetoshi*
Qi, Jiaguo*
Shiraiwa, Tatsuhiko*

Assessing the change of land-use and carbon
sink capacity in the shifting cultivation region of
northern Laos

Proc. International Geoscience and
Remote Sensing Symposium（IGARSS）

（IEEE）
3098-3010

2005.7

Inoue, Yoshio Agro-ecosystem informatics for rational crop
and field management - remote sensing, GIS,
and modeling

Proc. International Symposium for
Environment-friendly Agricultural
Technology and Crop Production

（Korean Society of Crop Science, Ko-
rean Soceity of Soil and Fertilizers）

22-46
2005.8
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Inoue, Yoshio
Qi, Jiaguo*
Horie, Takeshi*
Kiyono, Yoshiyuki*
Ochiai, Yukihito*
Saito, Kazuki*
Asai, Hidetoshi*
Douangsavanh, Linkham*

Estimating land-use and carnob exchange
between ecosystem and atmosphere as affected
by slash/burn cropping in mountainous
mainland in Laos

Proc. 1st International Symposium on
Remote Sensing and Geoinformation
Processing in the Assessment and
Monitoring of Land Degradation and
Desettification

（University of Trier）

101-108
2005.9

Inoue, Yoshio
Moran, Susan*

Potentials and limitations of remote sensing in
applications for precision farming - sensing,
modeling and synergy -

Proc. 1st Asian Conference on Preci-
sion Agriculture 181-186

2005.8

Inoue, Yoshio
Kurosu, Takashi*
Maeno, Hide*
Uratsuka, Seiho*
Kozu, Toshiaki*

Estimating growth and yield parameters from
microwave backscattering signatures

Proc. 1st Asian Conference on Preci-
sion Agriculture 242-247

2005.8

Inoue, Yoshio
Dabrowska-Zierinska, Kataryna*
Qi, Jiaguo*

A geo-spatial agro-ecosystem simulator for agro-
environmental assessment and managements

Proc. 1st Asian Conference on Preci-
sion Agriculture 322-327

2005.8

川島茂人 研究レビュー 黄砂など越境大気質の拡散問題 平成16年度気象環境研究会講演要旨集
1-8

2005.3

Kameyama, Yasuko*
Tamura, Kentaro*
Amano, Masahiro*
Goto, Naohiro*
Kanie, Norichika*
Kimura, Hitomi*
Kohyama, Kazunori
Kubota, Izumi*
Nakai, Makoto
Ninomiya, Yasushi*
Niizawa, Hidenori*
Ohkura, Toshiaki
Shimada, Kunihiko*
Srinivasan, Ancha*
Takamura, Yukari*
Watanabe, Rie*

The future climate regime:using the scenario
planning approach to develop options

NIES/IGES Research Project Final
Report

（国立環境研、地球環境戦略研究機関）
1-53

2005.10

東　照雄*
神山和則

土壌生成・分類・調査 日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

76（特集号）
749-756

2005.10

間野正美 測器の使用方法（CR23X） 環境に配慮した草地管理事業に係る調
査事業資料集

（（社）日本草地畜産種子協会）
38-47

2005.3

松尾和人
岡　三徳

遺伝子組換え作物による生物多様性への影響を評
価する

遺伝
（裳華房）

59（3）
65-71

2005.5

三中信宏 体系化の精神と系統樹の科学 実践生物教育研究
（実践生物教育研究会）

43
13-21

2006.1

三中信宏（編） 進化生物学と人間観 JST異分野研究者促進事業ワークショ
ップ報告書

（科学技術振興機構）

56（1）
58-64

2004.10

三中信宏 太田邦昌氏の【真正分類系統学】再考 Panmixia
（昆虫分類学若手懇談会）

16
12-19

2005.6

鈴木邦雄*
三中信宏

太田邦昌著述目録 Panmixia
（昆虫分類学若手懇談会）

16
2-7

2005.6

三中信宏 Ernst Mayr と Willi Hennig：生物体系学論争を
ふたたび鳥瞰する

タクサ
（日本動物分類学会）

19
95-101

2005.8

三中信宏 ［書評］ウリカ・セーゲルストローレ『社会生物
学論争』（みすず書房）

日本進化学会ニュース
（日本進化学会）

6（1）
10-19

2005.7

三中信宏 「親の因果が子に報い」：生物のすべては系統進
化の産物である

植物病害生態研究会レポート
（日本植物病理学会）

4
20-33

2005.4

三中信宏 “みなか”の書評ワールド（7） 生物科学
（農文協）

56（3）
189-192

2005.4

三中信宏 “みなか”の書評ワールド（8） 生物科学
（農文協）

56（4）
251-255

2005.5

三中信宏 “みなか”の書評ワールド（9） 生物科学
（農文協）

57（1）
62-64

2005.9

三中信宏 “みなか”の書評ワールド（10） 生物科学
（農文協）

57（2）
119-128

2006.1

三中信宏 ［書評］倉谷滋『動物進化形態学』東京大学出版
会

遺伝
（裳華房）

59（2）
108

2005.3

三中信宏 Tree of Life から Network of Life へ：系統生物
学の基本モデルを再考する

平成14～16年度科研費補助金（基盤研
究（B）（2））「マツ属種間の系統関係の
葉緑体・ミトコンドリア・複数の核遺
伝子による再構築」研究成果報告書

53-75
2005.6
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三中信宏 統計学概論 数理統計短期集合研修（基礎編）テキ
スト 1-8

2005.11

三中信宏 実験計画法 数理統計短期集合研修（基礎編）テキ
スト 89-131

2005.11

三中信宏
竹澤邦夫*
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）テキ
スト 185-241

2005.11

三中信宏 多変量解析概論 数理統計短期集合研修（応用編）テキ
スト 1-14

2005.11

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

2005.4

宮田　明
大場和彦*
大滝英治*
間野正美
永井秀幸*
山田智康*
小野圭介*
Han, Gwang Hyun*
丸山篤志*
吉越　恆*
岩田　徹*
滝本貴弘*
伊野部京子*
三浦健志*

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16年度研
究成果－中間成果報告集－

（環境省地球環境局研究調査室）

Ⅴ
72-77

2006.2

宮田　明
間野正美
小野圭介*

渦相関法によるCO2フラックスの測定- 測器の設
置から年間NEEの推定まで

環境に配慮した草地管理事業に係る調
査事業資料集

（譖日本草地畜産種子協会）
15-36

2005.3

宮田　明 渦相関法のデータ処理について 環境に配慮した草地管理事業に係る調
査事業資料集

（譖日本草地畜産種子協会）
141-160

2005.3

西森基貴
小原裕三
魏　永芬*

地球規模の農薬挙動に関するマルチメディアモデ
ル開発の現状

第5回有機化学物質研究会資料
（農業環境技術研究所） 30-31

2005.9

野内　勇 地球環境問題と農業生産 アーシアン
（譛地球環境財団）

2006（2）
10-12

2006.2

野内　勇 発展途上国の大気汚染の現状と植物への影響 農林水産技術研究ジャーナル
（農林水産技術情報協会）

28（10）
40-45

2005.10

Okamoto, Katsuo Changes in Land Use and Environment at a
Continental Scale

Geographical Review of Japan
（日本地理学会）

78（12）
888-889

2005.10

戸田任重*
大浦典子
鈴木啓助*
波多野隆介*
木平英一*
小倉紀雄*
中原　治*

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終了研究成果
報告書

（環境省地球環境局研究調査室）
11-40

2006.2

楊　宗興*
谷川東子*
高橋正通*
吉永秀一郎*
大浦典子
藤田俊忠*
苗村晶彦*
佐藤里恵*

流域における窒素、イオウの循環プロセスの解明 地球環境研究総合推進費終了研究成果
報告書

（環境省地球環境局研究調査室）
41-62

2006.2

Homma, Kohzo*
Shingu, Hirokimi*
Yamamoto, Hiromichi*
Shibayama, Michio
Sugahara, Kazuo
Itano, Shiro*

Agro-environment observation using near-
infrared LCTF spectropolarimeter

Proceedings of SPIE, Multispectral
and Hyperspectral Remote Sensing
Instruments and Applications II

（The International Society for Optical
Engineering）

5655
407-418

2005.1

Homma, Kohzo*
Shibayama, Michio
Yamamoto, Hiromichi*
Sugahara, Kazuo*
Shingu, Hirokimi*

Water pollution monitoring using a hyperspectral
imaging spectropolarimeter

Proceedings of SPIE, Multispectral
and Hyperspectral Remote Sensing
Instruments and Applications II

（The International Society for Optical
Engineering）

5655
419-426

2005.1

Homma, Kohzo*
Shingu, Hirokimi*
Yamamoto, Hiromichi*
Shibayama, Michio
Sugahara, Kazuo

Flight evaluation of hyperspectral and multi-
polarizable imaging spectropolarimeter

Proceedings of SPIE, Multispectral
and Hyperspectral Remote Sensing
Instruments and Applications II

（The International Society for Optical
Engineering）

5655
445-453

2005.1

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終了研究成果
報告書

（環境省地球環境局研究調査室）
1-9

2006.2



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

地球環境研究総合推進費研究成果報告
書　S－2 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

（環境省地球環境局研究調査室）

256-282
2006.3

Cheng, Weiguo*
Yagi, Kazuyuki

Parameterization of chemical properties of
paddy soils for evaluating methane emissions
from rice fields

Eco-Frontier Fellowship (EFF) in
2004

（環境省）
159-172

2005.8
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新藤純子
岡本勝男
川島博之*
坂本利弘

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終了研究成果
報告書

（環境省地球環境局研究調査室）
1-9

2006.2

新藤純子 酸性雨の歴史と農業との関わり 農林水産技術研究ジャーナル
（農林水産技術情報協会）

28（11）
41-45

2005.11

白戸康人 乾燥地土壌における炭素固定（翻訳） 世界の農林水産
（国際食糧農業協会）

796
16-18

2005.9

Sprague, David
Iwasaki, Nobusuke

The Rapid Survey Maps: Japan's first modern
topographic maps and the GIS analysis of
historical land use in the Kanto Plain

国際研究集会報告書第24集：世界の歴
史空間を読む－GISを用いた文化・文
明研究（論文集）

（国際日本文化研究センター）

228-246
2006.3

生物環境安全部
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荒城雅昭
小坂　肇*
前原紀敏*

2003年線虫関係国内文献目録 日本線虫学会誌
（日本線虫学会）

35（1）
31-60

2005.6

荒城雅昭 植物寄生性線虫の分類 平成17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）
1-46

2005.9

荒谷　博 きのことアレロパシー（4） きのこアドバイザー
（日本特用林産振興会）

8
14-15

2005.6

Fujii, Yoshiharu
Golisz, Anna*
Furubayashi, Akihiro*
Iqbal, Zahda*
Nasir, Habib*

Allelochemicals from buckwheat and tatary
buchwheat and practical weed control in the
field

Proceedings of the 20th Asian Pacific
Weed Science Society Conference

（Agriculture Publishing House, Ho
Chi Minh City）

227-233
2005.11

藤井義晴 外来植物のリスク評価と蔓延防止に関する研究 圃場と土壌
（日本土壌協会）

38（3）
21-28

2006.3

藤井義晴 世界と日本の未利用有用植物－外来植物の機能性
と利用－

農林水産技術研究ジャーナル
（農林水産技術情報協会）

28（11）
46-50

2005.11

藤井義晴 柑橘園におけるカバークロップの草生栽培利用－
特にヘアリーベッチ・ナギナタガヤ、および伝統
的なリュウノヒゲについて－

柑橘
（静岡県経済連）

58（2）
4-7

2006.2

藤井義晴
橋爪　健*

草地と侵入雑草による家畜中毒とその有害物質と
対策

牧草と園芸
（雪印種苗）

53（6）
9-13

2005.11

藤井義晴 雑草の生態と防除　1
外来植物の光と影－リスク評価など研究がスター
ト－

農業共済新聞
（全国農業共済協会）

8月3日
9

2005.8

藤井義晴 雑草の生態と防除　2
超雑草－隠れた才能を役立てる研究も－

農業共済新聞
（全国農業共済協会）

9月7日
8

2005.9

藤井義晴 雑草の生態と防除　3
被覆植物－土の表面を覆って地球を守る－

農業共済新聞
（全国農業共済協会）

10月5日
9

2005.10

藤井義晴 雑草の生態と防除　4
外来雑草の有毒成分－在来種を抑圧して大群落を
形成－

農業共済新聞
（全国農業共済協会）

11月2日
8

2005.11
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藤井義晴 雑草の生態と防除　5
雑草との共存・利用－忌避・おとり植物として共
栄探る－

農業共済新聞
（全国農業共済協会）

12月1日 2005.12

藤井義晴 雑草の生態と防除　6
生態系と外来植物－リスク評価とまん延防止の研
究進む－

農業共済新聞
（全国農業共済協会）

2月8日 2006.2

藤井義晴 雑草の生態と防除　7
暮らしの中の雑草－意外なおいしさ、知られてい
る薬効－

農業共済新聞
（全国農業共済協会）

3月8日 2006.3

Fujii, Yoshiharu
Iqbal, Zahda*
Nasir, Habib*
Hattori, Masayuki*

Screening of asian traditional plants for
alllelopathic activity by "Plant Box Method" and
"Sandwich Method" and the isolation of
allelochemicals from the potential allelopathic
plants

InternationalSymposium Medicinal
Plants：Lincage beyond national
boundaries

161-168
2005.9

Iqbal, Zahda*
Nasir, Habib*
Fujii, Yoshiharu

Allelochemicals as natural herbicides: A review
Bioassay guided search forallelochemicals as
natural herbicides

InternationalSymposium Medicinal
Plants：Lincage beyond national
boundaries

229-239
2005.9

星野（高田）裕子 eDNAを用いた農業関連微生物研究の最前線－土
壌微生物の研究例－

平成17年度問題別研究会　ポストゲノ
ムに向けた畜産研究の新潮流Ⅱ－畜産
分野における微生物研究の現状と今後
の展開方向－

（畜産草地研究所）

57-85
2005.11

星野（高田）裕子
松本直幸
西村範夫*
藤田和久*
紀岡雄三*

病害防除と微生物多様性－土壌消毒が微生物群集
及び植物病原菌に与える影響解析－

土と微生物
（日本土壌微生物学会）

59（2）
77-82

2005.10

星野（高田）裕子 土壌抽出DNAの植物病理分野における利用 植物防疫
（日本植物防疫協会）

59（7）
320-323

2005.7

星野（高田）裕子 環境DNAで農薬の生物影響を測る 平成16年度農林水産主要研究成果
（農林水産技術会議事務局） 52-53

2006.3

井手　任
大黒俊哉
楠本良延

生物多様性保全のための景観・植生調査情報シス
テム

インベントリー
（農業環境技術研究所農業環境インベ
ントリーセンター）

4
20-23

2005.4

池田浩明 わが国の植物が多様な場所は外国の植物の侵入を
ガードするか？

公開セミナー「外来植物のリスクを調
べて、その蔓（まん）延を防止する」
資料

（農業環境技術研究所）

15-16
2005.12

小沼明弘 もう一つの侵入植物問題 －外来植物がもたらす
除草剤抵抗遺伝子－

公開セミナー「外来植物のリスクを調
べて、その蔓（まん）延を防止する」
資料

（農業環境技術研究所）

11-12
2005.10

松井正春
西山幸司*

アジア・太平洋外来生物データベースシステム
（英語版）

インベントリー
（農業環境技術研究所農業環境インベ
ントリーセンター）

4
24-29

2005.4

松井正春 侵入、分布拡大を警戒すべき昆虫の同定 平成17年度革新的農業技術習得研修
「高度先進技術研修」資料
（農業環境技術研究所）

57-63
2005.11

須崎浩一*
吉田幸二*
兼松聡子*
大崎秀樹*
松本直幸
佐々木厚子*
宮西征揮*
植竹ゆかり*
中村　仁*

ベクターモノカリオンを用いた紫紋羽病菌に対す
るゲノムが2本鎖RNAである糸状菌に寄生するウ
イルスを導入する新規方法

特許3692395号 2005

岡　三徳 Agriculture in Central Asia and its development Farming Japan
（ファーミングジャパン社）

40（1）
8-15

2006.2

岡　三徳 中央アジアの農業と開発の課題 地理月報
（二宮書店）

487
1-4

2005.6

岡　三徳 遺伝子組換え作物の生態系への影響評価 農業技術
（農業技術協会）

60（8）
345-354

2005.8

岡田浩明 土壌生態系を評価するための線虫群集指数 植物防疫
（日本植物防疫協会）

59（10）
423-426

2005.10

田中幸一 多様な昆虫が住む水田の生態系 鯉淵学園「保全生態論」講義テキスト
1-5

2005.11

山村光司
鈴木芳人*

農薬の効果判定：密度指数と補正密度指数 植物防疫
（日本植物防疫協会）

60（3）
112-116

2006.3

山村光司 一般化線形モデル 数理統計短期集合研修（応用編）テキ
スト 190-242

2005.11
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吉村泰幸 カナダにおける遺伝子組換え作物の現状と環境安
全性評価

農業および園芸
（養賢堂）

81（2）
261-264

2006.2

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元） 巻（号）
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山村光司
田中幸一
守屋成一*

混作等植生管理を核とした害虫群の総合防除技術
の確立

環境負荷低減のための病害虫群高度管
理技術の開発：プロジェクト研究成果 177-180

2005.2

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

阿部　薫 土壌カドミウムの浄化技術、食の安全を支える農
業環境データベースの構築とリスク管理への活用

平成17年度革新的農業技術習得研修
「高度先進技術研修」資料
（農業環境技術研究所）

95-101
2005.11

荒尾知人 土壌のヒ素汚染と作物による吸収 第23回土・水研究会資料
（農業環境技術研究所） 14-18

2006.2

三木直倫*
坂西研二

第47回土壌物理学会シンポジウム総合討論 土壌の物理性
（土壌物理学会）

102
47-51

2006.3

坂西研二 水質汚染モニタリング技術 国際協力機構　専門家業務完了報告書
1-7

2005.6

Eguchi, Sadao Water flow and nitrate transport through the
vadose zone and shallow aquifer below
agricultural croplands

The 3rd International Workshop of
the Japan-Korea Research Coopera-
tion Abstracts NIAES

（農業環境技術研究所）

27-32
2006.3

堀尾　剛 平成17年度の植物防疫研究課題の概要 植物防疫
（日本植物防疫協会）

59（10）
423-426

2005.10

堀尾　剛 農林水産研究基本計画の概要－植物防疫関係の研
究を中心として－

植調
（日本植物調節剤研究協会）

39（9）
299-313

2005.12

堀尾　剛 農薬等有機化学物質の水生生物に対する内分泌か
く乱作用の検定法の開発

研究成果433「農林水産業における内
分泌かく乱物質の動態解明と作用機構
に関する総合研究」

（農林水産技術会議事務局）

245-248
2005.3

堀尾　剛 アグリとサイエンス：虫同士の会話をじゃまして
害虫退治

全国農業新聞 6月24日 2005.6

石井英夫 病害抵抗性誘導の実用化技術の開発に向けて 農業技術
（農業技術協会）

60（4）
1-5

2005.4

板橋　直 農地からの流出水が、栄養塩の影響を受けやすい
海域での植物プランクトンの大発生を引き起こし
ている

情報:農業と環境
（農業環境技術研究所）

67 2005.10

波多野隆介*
長谷川周一*
加藤英孝
谷山一郎

物質循環・動態 日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

76（特集号）
689-697

2005.10

川崎　晃
前田守弘*
寶示戸雅之*
犬伏和之*

環境保全 日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

76（特集号）
792-797

2005.10

川崎　晃 文献紹介「農地における液状汚泥、脱水汚泥、汚
泥コンポストの利用：長期連用が土壌と作物に及
ぼす影響」

再生と利用
（日本下水道協会）

28（108）
76

2005.6

川崎　晃 文献紹介「マイクロウエーブ技術を用いた下水汚
泥からのリンの溶出」

再生と利用
（日本下水道協会）

28（109）
59

2005.9

川崎　晃 文献紹介「土壌中の植物可給性ヒ素化合物を定量
するための緩やかな抽出方法の比較」

再生と利用
（日本下水道協会）

28（110）
41

2005.12

川崎　晃
織田久男

農業資材等の施用に伴うカドミウムの農用地への
負荷量の推定

「先端技術を活用した農林水産研究高
度化事業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に
関する研究」研究成果集

（農林水産技術会議事務局）

42-48
2005.12

小原裕三 臭化メチル代替薬剤の大気放出低減化技術 平成17年度革新的農業技術習得研修
「高度先進技術研修」資料
（農業環境技術研究所）

65-73
2005.11

小原裕三 高塩素化ダイオキシンの土壌表面での光分解消失
機構の解明と分解促進技術の検討

研究成果433「農林水産業における内
分泌かく乱物質の動態解明と作用機構
に関する総合研究」

（農林水産技術会議事務局）

317-320
2005.3

小原裕三 内分泌かく乱作用を持つ農薬の大気を経由した周
辺環境への移行・拡散評価手法の開発

研究成果433「農林水産業における内
分泌かく乱物質の動態解明と作用機構
に関する総合研究」

（農林水産技術会議事務局）

313-317
2005.3

牧野知之 水田の土を洗ってカドミウム除去 ニューカントリー
（北海道協同組合通信社）

53（2）
52-53

2006.3
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牧野知之 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

農業技術
（農業技術協会）

61（3）
10-23

2006.3

牧野知之 土壌カドミウムの浄化技術、食の安全を支える農
業環境データベースの構築とリスク管理への活用

平成17年度革新的農業技術習得研修
「高度先進技術研修」資料
（農業環境技術研究所）

103-109
2005.11

牧野知之
前島勇治
櫻井泰弘
大谷　卓

土壌洗浄法によるカドミウムで汚染された水田の
修復

「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」中間成果発
表会資料

（農業環境技術研究所）

13
2005.11

牧野知之 カドミウムで汚染された水田の土壌洗浄法による
修復

農林水産技術研究ジャーナル
（農林水産技術情報協会）

29（3）
18-21

2006.3

牧野知之
菅原和夫
櫻井泰弘

土壌粒子によるダイオキシン類収着特性の解明と
懸濁物質凝集促進剤の探索・評価

研究成果433「農林水産業における内
分泌かく乱物質の動態解明と作用機構
に関する総合研究」

（農林水産技術会議事務局）

470-474
2005.3

牧野知之 土壌洗浄法によるカドミウム汚染水田の修復技術
に関する研究

若手農林水産研究者表彰（受賞者の業
績概要）

（農林水産技術会議事務局）
4-5

2006.2

牧野知之 土壌洗浄法を用いたカドミウム汚染水田の修復 米麦改良
（全国米麦改良協会） 13-18

2005.11

牧野知之 土壌洗浄法によるカドミウム汚染水田のオンサイ
ト修復

Science & Technonews Tsukuba 75
19-20

2005.6

Makino, Tomoyuki A remediation of cadmium contaminated paddy
fields by soil washing

3rd Japanese‐French Seminar on
“Food Safety and Novel Food” 14-15

2005.11

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
Conference Contributed Papers

（Science Press USA Inc.）
197-205

2005

Sawamoto, Takuji*
Nakajima, Yasuhiro
Yagi, Kazuyuki
Tsuruta, Haruo*

The evaluation of emission factor for indirect
N2O emission from agro-ecosystem leaching

The Third International Nitrogen
Conference Contributed Papers

（Science Press USA Inc.）
821-824

2005

Nakajima, Yasuhiro
Tsuruta, Haruo*

Dynamics of dissolved N2O in underground
water in upland field and estimation of indirect
N2O emission

The Third International Nitrogen
Conference Contributed Papers

（Science Press USA Inc.）
825-828

2005

千田俊哉*
小川直人

環境汚染物質分解に関与するLysR型転写調節因
子の構造と機能

蛋白質核酸酵素
（共立出版）

50（12）
1535-1540

2005.10

小川直人 内分泌かく乱物質分解微生物の分解機構の解析と
分解能の改良

研究成果433「農林水産業における内
分泌かく乱物質の動態解明と作用機構
に関する総合研究」

（農林水産技術会議事務局）

403-407
2005.3

大谷　卓
清家伸康

土壌中に残存するドリン類吸収の作物間差異 第23回土・水研究会資料
（農業環境技術研究所） 6-13

2006.2

大谷　卓
上垣隆一
清家伸康
桑原雅彦

塩素系有機化合物の穀類への吸収・移行・蓄積機
構の解明

研究成果433「農林水産業における内
分泌かく乱物質の動態解明と作用機構
に関する総合研究」

（農林水産技術会議事務局）

268-273
2005.3

大津和久
遠藤正造

農薬関連物質の水生節足動物における生物濃縮の
解明

研究成果433「農林水産業における内
分泌かく乱物質の動態解明と作用機構
に関する総合研究」

（農林水産技術会議事務局）

257-259
2005.3

齋藤貴之
村山重俊

農業用水等からのカドミウムの農用地への負荷量
の推定

「先端技術を活用した農林水産研究高
度化事業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に
関する研究」研究成果集

（農林水産技術会議事務局）

41-42
2005.12

櫻井泰弘
木方展治

金属元素類（重金属元素等）の同位体比測定法の
開発による土壌中の挙動解明

研究炉利用における研究成果集
（日本原子力研究所） 354

2005.9

櫻井泰弘
菅原和夫
前島勇治
牧野知之

土壌溶液中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（1）

「先端技術を活用した農林水産研究高
度化事業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に
関する研究」研究成果集

（農林水産技術会議事務局）

9-14
2005.12

清家伸康 POPsによる農作物汚染の実態と今後 化学物質と環境
（エコケミストリー研究会）

71
4-5

2005.5

清家伸康 POPsによる農作物汚染の実態 POPsに関するストックホルム条約第1
回締約国会議記念シンポジウム講演要
旨集

（エコケミストリー研究会）

39-44
2005.6
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清家伸康
大谷　卓

水田土壌中のダイオキシン類濃度は1970年代をピ
ークに減少している

「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」中間成果発
表会資料

（農業環境技術研究所）

12
2005.11

清家伸康
本田克久*

土壌中ダイオキシン類の化学資材による分解機構
の解明

研究成果433「農林水産業における内
分泌かく乱物質の動態解明と作用機構
に関する総合研究」

（農林水産技術会議事務局）

330-332
2005.3

菅原和夫
牧野知之
櫻井泰弘

農作物のカドミウム汚染に関する全国実態調査地
点土壌の物理・化学分析と作物吸収量との関係解
析

「先端技術を活用した農林水産研究高
度化事業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に
関する研究」研究成果集

（農林水産技術会議事務局）

23-27
2005.12

杉山　恵 ダイズ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

「先端技術を活用した農林水産研究高
度化事業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に
関する研究」研究成果集

（農林水産技術会議事務局）

71-77
2005.12

高木和広
吉岡祐一*
岩崎昭夫*
原田直樹*

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ーション

資源環境対策
（㈱環境コミュニケ－ションズ）

41（6）
79-85

2005.5

渡邊裕純*
高木和広
Tournebize, Julien*
Vu, Son Hong*
Phong, Thai Khanh*

農薬の土壌環境におけるモニタリング手法 農薬環境科学研究
（日本農薬学会）

13
11-20

2005.10

Vu, Son Hong*
Watanabe, Hirozumi*
Takagi, Kazuhiro

Uncertainty analysis of the PCPF-1 model
simulation using MonteCarlo technique. Case
study of mefenacet and pretilachlor

Proceedings of the 6th International
Symposium Environment Issues in
Korea and Japan

（Tokyo University of Agriculture
and Technology）

70-80
2005.12

高木和広 農耕地環境中における内分泌かく乱物質の動態メ
カニズムの解明とシミュレ－ションモデルによる
動態予測手法の開発

研究成果433「農林水産業における内
分泌かく乱物質の動態解明と作用機構
に関する総合研究」

（農林水産技術会議事務局）

308-309
2005.3

高木和広 分解菌集積木質炭化素材を用いた内分泌かく乱物
質汚染環境への分解菌接種法の検討と汚染現場浄
化への適用

研究成果433「農林水産業における内
分泌かく乱物質の動態解明と作用機構
に関する総合研究」

（農林水産技術会議事務局）

309-313
2005.3

上垣隆一
大谷　卓
桑原雅彦

植物酵素を利用したダイオキシン類の分解機構の
解明

研究成果433「農林水産業における内
分泌かく乱物質の動態解明と作用機構
に関する総合研究」

（農林水産技術会議事務局）

285-287
2005.3

與語靖洋 書評「環境保全型農業事典」 雑草研究
（日本雑草学会）

50（3）
238

2005.9

與語靖洋 雑草管理 農業共済新聞
（全国農業共済協会）

5月18日
9

2005.5

農業環境インベントリーセンター

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

原田直國
上田義治

農業環境技術研究所生態系保存実験圃場における
果実食鳥による種子散布の記録

インベントリー
（農業環境技術研究所農業環境インベ
ントリーセンター）

4
15-19

2005.4

篠原弘亮*
西山幸司*
小板橋基夫
吉田重信
對馬誠也

細菌迅速同定支援システム「microForce-ID」 インベントリー
（農業環境技術研究所農業環境インベ
ントリーセンター）

4
2-6

2005.4

中井　信
神山和則
後藤尚弘*
大倉利明

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16年度研
究成果-中間成果報告集-

（環境省地球環境局研究調査室）

Ⅱ
336-354

2006.1

中井　信
南條正巳*
今井　登*
関　陽児*
田崎和江*
櫻井泰弘
戸上和樹
武田　晃*

2004年福岡大会シンポジウムの概要：土壌生成と
重金属動態

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

76（4）
539-545

2005.8
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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

中井　信 世界の土壌分類体系と農林業への応用、7．土壌
分類の利用と今後の課題

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

76（6）
917-924

2005.12

中井　信 土壌情報の一元的収集システムの開発 農業技術
（農業技術協会）

60（4）
168-171

2005.4

中井　信
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農業環境インベ
ントリーセンター）

4
34-37

2005.4

中井　信
戸上和樹

土壌環境基礎調査データを基に玄米中のカドミウ
ム濃度と土壌理化学性との関係解明

「先端技術を活用した農林水産研究高
度化事業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に
関する研究」研究成果集

（農林水産技術会議事務局）

27-30
2005.12

中谷至伸
安田耕司
吉松慎一

農業環境技術研究所・標本シリーズ1：カメムシ
類（半翅目異翅亜目）

インベントリー
（農業環境技術研究所農業環境インベ
ントリーセンター）

4
38-39

2005.4

大倉利明 世界の土壌侵食・土壌の塩類化 農林水産技術研究ジャーナル
（農林水産技術情報協会）

29（1）
47-51

2006.1

對馬誠也 對馬誠也．施設野菜の菌別病害の特徴と防除①
土壌病害（フザリウム菌による病害）

ビニールと農園芸
（MKVプラティック株式会社）

230
23-27

2005.12

對馬誠也 土壌中の遺伝子・遺伝子情報…何ができるのか、
何がわかるのか　2．特定微生物の検出と定量・
多様性、ならびに特定遺伝子に注目した分子生態

（その1）植物病原菌

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

76（2）
217-221

2005.4

篠原弘亮*
對馬誠也

細菌迅速同定支援システム「microForce-ID」 植物防疫
（日本植物防疫協会）

59（9）
400-402

2005.9

對馬誠也 病原菌の保存法 第2回「教育プログラム」植物病害の
診断・同定プログラム

（日本植物病理学会）
120-123

2005.8

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（microForce）」のWeb公開

インベントリー
（農業環境技術研究所農業環境インベ
ントリーセンター）

4
30-33

2005.4

對馬誠也 微生物インベントリー：植物生息微生物・病原微
生物

平成17年度革新的農業技術習得研修
「高度先進技術研修」資料
（農業環境技術研究所）

83-89
2005.11

對馬誠也 病害虫総合的管理（IPM）の中における生物防除
の現状と展開－イネ科植物等生息微生物の種類と
特性および利用－

平成17年度植物防疫研修会資料
（鳥取県植物防疫協会） 1-15

2005.11

上田義治 農業環境研究を支えるインベントリー インベントリー
（農業環境技術研究所農業環境インベ
ントリーセンター）

4
1

2005.4

上田義治 インベントリー展示館のオープン 農環研ニュース
（農業環境技術研究所）

No.67
13

2005.7

上田義治 第25回農業環境シンポジウム「農業環境における
リスク研究に果たすインベントリー（知的基盤）
の役割と課題」

農環研ニュース
（農業環境技術研究所）

No.69
16

2006.1

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

インベントリー
（農業環境技術研究所農業環境インベ
ントリーセンター）

4
7-8

2005.4

吉松慎一 近年問題となっている害虫の同定と生態　昆虫イ
ンベントリー：昆虫の害虫化とその要因

平成17年度革新的農業技術習得研修
「高度先進技術研修」資料
（農業環境技術研究所）

49-55
2005.11

環境化学分析センター

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　熙洙 植物を利用した土壌中のダイオキシン類の軽減技
術

ニューカントリー
（北海道協同組合通信社）

52（6）
26-27

2005.6

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
（文部科学省）

47
93-94

2005.12

石坂眞澄 作物によるドリン系農薬吸収制御技術の開発 「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」中間成果発
表会資料

（農業環境技術研究所）

11
2005.11
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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

石坂眞澄 質量分析計を中心とした測定機器の種類と開発動
向

第22回農薬環境動態研究会資料：農薬
の多成分一斉分析

（農業環境技術研究所）
25-31

2005.9

石坂眞澄 水田土壌におけるダイオキシン類の消失特性の解
明

研究成果433「農林水産業における内
分泌かく乱物質の動態解明と作用機構
に関する総合研究」

（農林水産技術会議事務局）

317-320
2005.3

木方展治
藤原英司

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　－マレーシア－

環境放射能調査論文抄録集
（文部科学省）

47
19-20

2005.12

木方展治
藤原英司
山口紀子

地表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
（文部科学省）

47
21-22

2005.12

木方展治
藤原英司

肥料中フッ素の放射化分析手法の開発 研究炉利用における研究成果集（平成
15年度）

（日本原子力研究所）

34
357

2005.9

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
15年度）

（日本原子力研究所）

34
358

2005.9

渡辺栄喜 第22回農薬環境動態研究会　農薬の多成分一斉分
析　－需要動向と手法開発－、抽出法・精製法な
ど前処理手法の開発動向

第19回農薬環境動態研究会資料
（農業環境技術研究所） 17-24

2005.9

Yamaguchi, Noriko
Fujiwara, Hideshi
Nakano, Masashi*
Tanida, Hajime*

Direct Analysis of Redox State for Iodine in
Paddy Soil by XANES

SPring-8 User Experiment Report
（Japan Synchrotron Radiation Re-
search Institute）

14
2

2005.7

Yamaguchi, Noriko
Takamatsu, Rieko*
Nakano, Masashi*
Tanida, Hajime*

Transformation of inorganic iodine into
organoiodine in upland soils

SPring-8 User Experiment Report
（Japan Synchrotron Radiation Re-
search Institute）

15
12

2005.12

山口紀子
藤原英司
栗島克明*
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
（文部科学省）

47
15-16

2005.12

山口紀子
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
（文部科学省）

47
17-18

2005.12

山口紀子
藤原英司
木方展治

放射光を用いた水田土壌中ヨウ素の酸化還元状態
の直接分析

環境放射能調査論文抄録集
（文部科学省）

47
111-112

2005.12

渡部陽子*
桑原　潤*
山口紀子

放射性元素のウランはホウレンソウ中にどのよう
な形態で含まれるか

展望とトピックス－地球と人間の未来
を見つめる分析化学

（日本分析化学会）
10

2005.9
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２．広　報

盧 所主催によるシンポジウム・研究会

シンポジウム・研究会名 開催日 開催場所 参加者数（人）

第5回有機化学物質研究会

「POPs及び農薬の環境挙動予測のための数理モデル

－開発の現状と今後の展望－」

17. 09. 27 農業環境技術研究所 140

第22回農薬環境動態研究会

「農薬の多成分一斉分析－需要動向と手法開発－」

17. 09. 28 農業環境技術研究所 127

第25回農業環境シンポジウム

「農業環境におけるリスク研究に果たすインベントリー（知的基盤）の

役割と課題」

17. 10. 25 農業環境技術研究所 104

シンポジウム「モンスーン・アジアの農業とフード・セキュリティー」 17. 11. 03 東京大学 321

「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」

成果発表会

17. 11. 11 ウィルあいち 173

食と環境の安全を求めて：有害化学物質のリスク評価と低減技術

「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」

中間成果発表会

17. 11. 28 つくば国際会議場 171

「自然共生」シンポジウム－自然と共生する農林水産業に向かって－ 17. 12. 02 つくば国際会議場 119

第3回環境研究機関連絡会成果発表会

－安全・安心な生活を目指して、環境との関わりを考える－

17. 12. 14 つくば国際会議場 107

公開セミナー「外来植物のリスクを調べて、その蔓延を防止する」 17. 12. 18 つくば国際会議場 122

第23回土・水研究会

「農作物による有害化学物質の吸収とそのリスク管理」

18. 02. 22 農業環境技術研究所 261

公開セミナー「外来植物のリスクを調べて、その蔓延を防止する」 18. 03. 05 倉敷市立美術館 229

第22回気象環境研究会

「土壌と大気におけるガス交換のインターフェイスとしての植物の役割」

18. 03. 06 農業環境技術研究所 139

国際ワークショップ

「モンスーンアジア農業生態系における温室効果ガス発生」

18. 03. 07 つくば国際会議場 108

「農業生態系における窒素負荷と河川・地下水への流出：モニタリング

とモデルによる解析」

18. 03. 15 つくば国際会議場 112

農業と環境に関する研究会

「農業が野生生物の多様性に及ぼす影響を中心として」

18. 03. 22 農林水産政策研究所 63
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盪　 刊行物一覧

平成17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「Ⅳの１の盧農業環境技術研究所の刊行物」に掲載した。

蘯 「情報：農業と環境」17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。

№60（2005.４.１）

農業環境技術研究所が平成17年度に開催する研究会とシンポジウム

平成16年度農業環境研究推進会議が開催された

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

NIAES Annual Report 2004が刊行された

農業環境研究成果情報－第21集－が刊行された

農業環境技術研究所案内（16）：一枚の油絵

論文の紹介：オーストラリアの国立公園における外来アリ２種の根絶

本の紹介161：日本の農薬開発、佐々木満・梅津憲治・坂　齋・中村完治・浜田虔二：編集、日本農薬学会（2003）

本の紹介162：次世代の農薬開発－ニューナノテクノロジーによる探索と創製－、日本農薬学会／阿部　浩・桑野栄

一・児玉　治・鈴木義勝・藤村　真：編集、ソフトサイエンス社（2003）

本の紹介163：農薬の環境科学最前線－環境への影響評価とリスクコミュニケーション－、日本農薬学会／上路雅

子・片山新太・中村幸二・星野敏明・山本広基：編集、ソフトサイエンス社（2004）

資料の紹介：農業における遺伝資源の保全、特性調査、収集および利用に関するEU理事会規則

役員退任と新役員の紹介

№61（2005.５.１）

平成16年度農業環境研究推進会議の詳細

農業環境技術研究所の一般公開が行われた

インベントリー展示館が公開された

牧野知之氏：平成17年度若手科学者賞を受賞

井上吉雄氏：日本作物学会論文賞を受賞

種　　　　　　類 発 行 月 頁　数 発行数

農業環境技術研究所報告 第24号

農業環境技術研究所資料 第28号

農業環境技術研究所資料 第29号

農業環境技術研究所年報 平成16年度（№22）

農業環境研究成果情報 第22集

農業環境研究叢書 第17号

農環研ニュース №67

農環研ニュース №68

農環研ニュース №69

農環研ニュース №70

Annual Report 2005

概要（和文、A4）増刷

2006.03

2005.11

2006.03

2006.03

2006.03

2006.01

2005.07

2005.10

2006.01

2006.03

2006.03

2005.09

151

056

118

149

077

168

014

014

020

016

092

012

1,000部

0.850部

0.850部

1,400部

1,000部

0.500部

1,600部

1,600部

1,600部

1,600部

0.900部

1,000部
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国際情報：2004年遺伝子組換え作物の商業栽培の状況

論文の紹介：地球温暖化による夜間の温度の上昇によって水稲の収量が減少している

本の紹介164：環境保全型農業事典、石井龍一ほか編、丸善株式会社（2005）

本の紹介165：安全と安心の科学、村上陽一郎著、集英社新書（2005）

本の紹介166：鉄理論＝地球と生命の奇跡、矢田　浩著、講談社現代新書（2005）

№62（2005.６.１）

農業環境技術研究所評議会が開催された

白戸康人・袴田共之・谷山一郎氏：日本土壌肥料学会欧文誌論文賞を受賞

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」の開始

研究プロジェクト「外来植物のリスク評価と蔓延防止策」の開始

国際情報：「命のための水」国際行動の10年、2005－2015

論文の紹介：土壌有機物の分解反応は分解性の難易にかかわらず温度上昇によって同じように促進される

本の紹介167：「エネルギー」を語る：33の視点・論点、新井光雄編、（株）エネルギーフォーラム（2005）

本の紹介168：「世界の食料不安の現状2004年報告：世界の飢餓人口半減に向かって」、国際連合食糧農業機関

（FAO）編集、（社）国際食糧農業協会（FAO協会）翻訳・発行（2005）

本の紹介169：「産業科学技術」の哲学、吉川弘之・内藤　耕著、東京大学出版会（2005）

本の紹介170：新編 環境とつきあう50話、森住明弘著、岩波ジュニア新書（2005）

333,333回めの訪問者に記念品を贈呈します

№63（2005.７.１）

農林水産省大臣官房環境政策課との意見交換会が開催された

真木太一氏：紫綬褒章を受章

第25回農業環境シンポジウム：農業環境におけるリスク研究に果たすインベントリー（知的基盤）の役割と課題

第５回有機化学物質研究会：POPs及び農薬の環境挙動予測のための数理モデル－開発の現状と今後の展望－

第22回農薬環境動態研究会：農薬の多成分一斉分析－需要動向と手法開発－

免疫化学的手法による残留農薬測定法講習会

国際情報：ミレニアム生態系アセスメント

論文の紹介：ダイズの栽培が土壌からの亜酸化窒素の発生に及ぼす影響

本の紹介171：フード・セキュリティー：だれが世界を養うのか、レスター・ブラウン著、福岡克也監訳、ワールド

ウォッチジャパン（2005）

本の紹介172：図解雑学「農業」、西尾道徳・西尾敏彦著、ナツメ社（2005）

本の紹介173：土と人のきずな－土から考える生命・くらし・歴史－、小野信一著、新風舎（2005）

資料の紹介：土と肥料の講話「地息」、全国農業協同組合連合会 肥料農薬部 東京肥料農薬事業所（2004）

№64（2005.８.１）

総合科学技術会議が第３期科学技術基本計画中間取りまとめ：「科学技術基本政策策定の基本方針」を決定

POPsに関するストックホルム条約に基づく国内実施計画

「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」成果発表会：「矢作川流域に自然の循環機能を

探る」

つくばリサーチギャラリー夏休み特別公開が開催された

つくばちびっこ博士2005

国際情報：コーデックス委員会の食品カドミウム規格

論文の紹介：植物根に共生するアーバスキュラー菌根菌の菌糸分岐を誘導する植物由来物質の同定
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論文の紹介：土壌中の微生物相は夏と冬とで大きく異なり、積雪の下では未知の糸状菌が活動している

本の紹介174：ワールドウオッチ研究所 地球白書2005－2006、クリストファー・フレイヴィン著、譖家の光協会

（2005）

本の紹介175：環境再生と日本経済－市民・企業・自治体の挑戦－、三橋規宏著、岩波新書924（2004）

本の紹介176：地球環境読本 II 環境再生・共生を考えるための31のヒント、加藤尚武編、丸善株式会社（2004）

資料の紹介：日本の地球化学図－元素の分布から何が分かるか？－、産業技術総合研究所地質調査総合センター

（2004）

№65（2005.９.１）

シンポジウム「モンスーンアジアの農業とフードセキュリティー」

食と環境の安全を求めて：有害化学物質のリスク評価と低減技術「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」中間成果発表会

TXテクノロジー・ショーケース ツクバ・イン・アキバ2005

石川県立大学との意見交換会が開催された

国際情報：環境政策不実行のコスト－OECDによる分析－

論文の紹介：保全事業におけるモニタリングと評価：動向と今後の取組み

本の紹介177：熱帯生態学、長野敏英編、朝倉書店（2004）

本の紹介178：新農業気象・環境学、長野敏英・大政謙次編、朝倉書店（2005）

本の紹介179：食卓の安全学－「食品報道」のウソを見破る、松永和紀著、家の光協会（2005）

本の紹介180：ふるさと資源の再発見－農村の新しい地域づくりをめざして、林　良博・高橋　弘・生源寺眞一著、

家の光協会（2005）

本の紹介181：成長の限界 人類の選択、ドネラ・メドウズほか著、ダイヤモンド社（2005）

№66（2005.10.１）

環境省自然環境局野生生物課との交流会が開催された

野内勇氏：大気環境学会学術賞を受賞

アグリビジネス創出フェア2005

国際情報：生物多様性の保全とバイオセーフティの増進－OECDの政策提言－

農林水産技術会議事務局「研究成果」シリーズの紹介（8）：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「研究成果」シリーズの紹介（9）：434 農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技

術等の開発に関する研究

論文の紹介：ミツバチのダンス言語の役割を実証する実験

論文の紹介：１グラムの土壌中には数百万種もの多様な細菌がいる

本の紹介182：湖の水質保全を考える―霞ヶ浦からの発信、田渕俊雄著、技報堂出版（2005）

本の紹介183：生態系へのまなざし、鷲谷いづみ・武内和彦・西田　睦著、東京大学出版会（2005）

本の紹介184：化学物質リスクの評価と管理―環境リスクという新しい概念―、産業技術総合研究所化学物質リスク

管理研究センター 中西準子・東野晴行編、丸善株式会社（2005）

400,000人めの訪問者に記念品をさしあげます

№67（2005.11.１）

井上　聡氏：日本雪氷学会平田賞を受賞

渦相関データ処理のための講習会

「自然共生」シンポジウム－自然と共生する農林水産業に向かって－
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第11回国際農薬化学会議が2006年８月に神戸で開催される

第５回有機化学物質研究会「POPs及び農薬の環境挙動予測のための数理モデル－開発の現状と今後の展望－」の報

告

第22回農薬環境動態研究会「農薬の多成分一斉分析－需要動向と手法開発－」の報告

第５回環境研究三所連絡会が開催された

農業環境技術研究所と農林水産省消費・安全局農産安全管理課との連絡会が開催された

国際情報：新しい「緑の革命」へ－IRRIの環境研究方針－

論文の紹介：農地からの流出水が、栄養塩の影響を受けやすい海域での植物プランクトンの大発生を引き起こして

いる

本の紹介185：土壌生成と重金属動態、日本土壌肥料学会編、博友社（2005）

本の紹介186：IPMマニュアル－総合的病害虫管理技術－、梅川　學・宮井俊一・矢野栄二・高橋賢司編、養賢堂

（2005）

本の紹介187：地球環境の教科書10講、左巻健男・平山明彦・九里徳泰編、東京書籍（2005）

№68（2005.12.１）

公開セミナー「外来植物のリスクを調べて、その蔓延を防止する」

第23回土・水研究会「農作物による有害化学物質の吸収とそのリスク管理」

日韓共同国際ワークショップ「農業生態系における窒素負荷と河川・地下水への流出：モニタリングとモデルによ

る解析」

第25回農業環境シンポジウム「農業環境におけるリスク研究に果たすインベントリー（知的基盤）の役割と課題」

の報告

シンポジウム「モンスーン・アジアの農業とフード・セキュリティー」の報告

革新的農業技術習得研修「食の安全を支える農業環境データベースの構築とリスク管理への活用」が実施された

平成17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

国際情報：FAOの「遺伝子組換え」プレスリリース（2005）

資料の紹介：農業の基本問題に関する調査研究報告書31 コメ政策の新たな展開と水田営農システム転換の課題（2）、

譛農政調査委員会（2005）

本の紹介188：ダイコン一本からの革命、藤田和芳著、工作舎（2005）

本の紹介189：予防原則、大竹千代子・東　賢一著、合同出版（2005）

本の紹介190：新・環境倫理学のすすめ、加藤尚武著、丸善（2005）

№69（2006.１.１）

農業環境技術研究所「環境報告書2005」を公表

農林水産技術会議事務局が「2005年10大研究成果」を選定

第22回気象環境研究会「土壌と大気におけるガス交換のインターフェイスとしての植物の役割」

「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」成果発表会：「矢作川流域に自然の循環機能を

探る」が開催された

オープンセミナー「化学物質の生態影響評価の現状と問題点」が開催された

食と環境の安全を求めて：有害化学物質のリスク評価と低減技術「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」中間成果発表会が開催された

公開セミナー「外来植物のリスクを調べて、その蔓延を防止する」が開催された

国際情報：国連気候変動会議（COP11 & COP/MOP１）（モントリオール2005）

論文の紹介：陸上でのケイ酸の循環と流域への流出に対する生物の関与

論文の紹介：鉛・カドミウムの吸収と耐性を向上させたトランスジェニック植物の作出
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本の紹介191：自然環境の評価と育成、大森博雄・大澤雅彦・熊谷洋一・梶　幹男編、東京大学出版会（2005）

本の紹介192：生物多様性はなぜ大切か？、日高敏隆編、昭和堂（2005）

№70（2006.２.１）

牧野知之氏：平成17年度若手農林水産研究者表彰を受賞

国際ワークショップ：モンスーンアジア農業生態系における温室効果ガス発生（３月７－９日、つくば）

公開セミナー「外来植物のリスクを調べて、その蔓延を防止する」（３月５日、倉敷）

平成18年度農業環境技術研究所依頼研究員の受入れ

国際情報：砂漠と砂漠化に関する国際年、2006

農林水産技術会議事務局「研究成果」シリーズの紹介（10）：「農林水産業における内分泌かく乱物質の動態解明

と作用機構に関する総合研究」

資料の紹介：サステナビリティの科学的基礎に関する調査報告書 Science on Sustainability 2006、サステナビリティ

の科学的基礎に関する調査プロジェクト（RSBS）事務局（2005）

論文の紹介：土壌インベントリーを利用した英国における土壌炭素損失の解析

本の紹介193：生命システム－複雑系の科学と現代思想、金子邦彦・郡司ペギオ・高木由臣著、青土社（1997）

本の紹介194：リスクメーターではかるリスク！、David Ropeik・George Gray著、安井　至監訳、原　美永子訳、

丸善株式会社（2005）

№71（2006.３.１）

平成18年度に農業環境技術研究所が開催する研究会とシンポジウム

平成17年度農業環境研究推進会議が開催された

第23回土・水研究会「農作物による有害化学物質の吸収とそのリスク管理」が開催された

農業環境技術研究所資料第28号が刊行された

農業環境研究叢書第17号「農業生態系の保全に向けた生物機能の活用」が刊行された

外来生物被害防止法と特定外来生物に指定された外来植物

国際情報：遺伝子組換え作物の商業栽培状況と通商紛争

論文の紹介：有機ヒ素化合物ロキサルソンの環境中での動態

本の紹介195：ORI研究倫理入門 責任ある研究者になるために、Nicholas H. Steneck著、山崎茂明訳、丸善（2005）

本の紹介196：地球環境化学入門（改訂版）、ジュリアン・アンドリューズほか著、渡辺　正訳、シュプリンガー・

フェアラーク東京（2005）

本の紹介197：土とは何だろうか？、久馬一剛著、京都大学学術出版会（2005）

盻 個別取材一覧

取材日 報道日 件　　　　　　　　　　名 取材機関 対応者

17.04.04 17.05.15 「地球温暖化の農業への影響」
（東京新聞サンデー版「学校の役に立つ大図鑑」原稿執筆依頼）

中日新聞東京本社 野内　　勇

17.04.07 17.05.07 水稲を利用したカドミウム汚染田のファイトレメディエーショ
ンについて

日経BP社 小野　信一

17.04.15 「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」
についての取材

しんぶん赤旗 芝池　博幸

17.04.20 17.05.09 「モミガラ成形炭粉末を用いた水稲用除草剤の系外流出削減技
術」について取材

日本農業新聞 高木　和広
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取材日 報道日 件　　　　　　　　　　名 取材機関 対応者

17.05.02 17.05.11
17.05.12

チベット高原における最近の気候変化と人間活動について （中国）科技日報 杜　　明遠

17.05.10 17.05.15 地球温暖化が農業生産に及ぼす影響について
（「高精度観測衛星を利用した地球温暖化等に伴うアジアの食料
生産変動の予測手法の高度化：マップ集」（平成13年3月刊行）
に関して）

日本経済新聞社 岡本　勝男

17.05.18 17.05.19 農耕地の持つ機構緩和機能について
日本気象学会での成果発表に対し追加取材

日本農業新聞 川島　茂人

17.05.19 ナメクジがビールに集まる理由について 山梨放送 荒城　雅昭

17.05.20 17.05.24 ミニ農村について
（自然と共生する環境づくりに関する研究実施）

NHK水戸 井出　　任・
楠本　良延

17.05.27 17.06.19 水田から発生する温暖化ガスのメタンについて 日本経済新聞 八木　一行

17.05.30 東北地方の里山における昆虫観察について 日本TV 松井　正春

17.06.14 17.08.01～ アーユルヴェーダの薬草として知られるムクナについて インターネット
新聞JanJan

藤井　義晴

17.06.20 道路建設による水稲への大気汚染等の影響について 常陸新報 野内　　勇

17.06.22 17.07.11 「地球温暖化が農業地図を塗り替える」
世界の穀物について

毎日新聞社 岡本　勝男

17.07.01 17.07.04 カドミウムで汚染された水田の修復方法について 化学工業日報 牧野　知之

17.07.06 17.07.07 遺伝子組換え作物の花粉飛散と交雑について コスモPR社 松尾　和人

17.07.14 17.07.24 「もし、地球の温度が1℃上がったら？」というテーマ予測で農
業部門で予測される事項について（TBSラジオ「伊集院光・日
曜日の秘密基地」）

ファオーチュン
スープ㈱

野内　　勇

17.07.22 我が国の農業分野からの温室効果ガス排出の概要と農業環境技
術研究所における研究の概要について

NHK報道局 八木　一行・
秋山　博子

17.07.26 17.08.03～
17.03.08

「雑草の生態と防除」連載（月1回） 農業共済新聞 藤井　義晴

17.08.25 17.09.23 地球の温暖化の影響に対応するための稲作技術について 全国農業会議所 長谷川利拡

17.09.12 17.09.25 ヒガンバナの成分、特にリコリンなどのアルカロイドとアレロ
パシーについて

（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

17.09.29 17.12.00 農耕地からの温室効果ガス排出についての研究の現状と温室効
果ガス発生制御施設の紹介

（コスモ石油株式会社広報誌「TERRE（テール）」の特集記事の取材）

㈲ダンス・オ
ン・ザ・グラウ
ンド

八木　一行
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取材日 報道日 件　　　　　　　　　　名 取材機関 対応者

17.10.21 土壌洗浄法によるカドミウム汚染水田の浄化技術について 日経産業消費研
究所（日経ナノ
ビジネス）

牧野　知之

17.10.24 17.11.14 日本の農業における土地利用の変遷と、農業環境に生息する生
物種の変化や農作物に対する鳥獣害被害との関係について

常陽新聞 ディビッド・
S・スプレイグ

17.10.26 イネなど植物を利用した土壌のカドミウム浄化技術について 日本経済新聞社 村上　政治

17.10.27 17.10.29 「異常気象レポート2005」で触れられている温暖化にともなう
降水の変化が農業に及ぼす影響について

日本農業新聞 野内　　勇

17.10.31 17.11.27 シクラメンの成分や毒性について
（日本テレビ「所のさんの目がテン」）

CNインターボ
イス

藤井　義晴

17.11.02 土壌に関する授業を企画材料の相談
（日本テレビ「世界一受けたい授業」）

㈱創輝 小野　信一

17.11.10 18.02.12 ほしいもの生産地（ひたちなか地域）の土壌の特徴について
（NHK総合「たべもの新世紀」）

NHK水戸放送
局

中井　　信

17.11.28 17.11.28 食と環境の安全を求めて－有害化学物質のリスク評価と低減技
術－「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」中間成果発表会の紹介

NHK水戸放送
局

與語　靖洋

18.01.06 18.01.18 「有害化学物質」プロジェクトのパンフレットの紹介 日本農業新聞 與語　靖洋

18.01.12 コラム「研究サロン」 日本農業新聞 秋山　博子

18.01.25 気候変動が世界の農業に及ぼす影響について 読売新聞社 岡本　勝男

18.03.23 18.04.12 土壌モノリス標本の提供
（NHK総合 高校講座 理科総合B 土を見直そう）

NHKエデュケ
ーショナル

中井　　信

眈 新聞記事

日付 見出し発表 媒体

17.04.08 もみ殻炭化粉末で水田除草剤を吸着　農業環境技術研などが特許出願　表面
流出量50%削減　農薬量減り食味はアップ

全国農業新聞

17.04.17 高いCO2濃度、稲作被害も 日本経済新聞

17.05.09 もみ殻成形炭で除草剤を吸着　水田から流出防ぐ　散布量は2分の1に　農業
環境技術研と㈱欣膳

日本農業新聞

17.05.11
17.05.12

チベット高原における最近の気候変化と人間活動（原文中国語） （中国）科技日報

17.05.15 60年後、青森リンゴが半減？ 日本経済新聞

17.05.15 温暖化と日本農業 東京新聞
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日付 見出し発表 媒体

17.05.18 雑草管理 農業共済新聞

17.05.19 田んぼはクーラー　都市に広げて　夏は市街地より1.2度低い　農環研が実証 日本農業新聞

17.05.19 農業環境技術研究所　遺伝子組み換え大豆栽培へ 茨城新聞

17.05.19 遺伝子組み換えダイズ　交雑実験を実施へ　0.16-0.19%が自然交雑　つくば
の農業環境技術研究所

常陽新聞

17.05.19 遺伝子組み換えダイズ　ツルマメ交雑など2件　研究所の畑で栽培試験へ 毎日新聞

17.05.22 遺伝子組み換え安全性研究者　雑草が好きなんだ 東京新聞

17.05.23 導入遺伝子拡散の恐れ　ダイズ栽培で検証　農環研 日経産業新聞

17.05.27 遺伝子組み換え大豆　6月から栽培実験　除草剤耐性品種など基礎データ収集 化学工業日報

17.05.31 GM稲作付けで対立　隔離万全で安全 研究機関　周辺農家 不安な風評被害 日本農業新聞

17.06.19 稲作のメタン量、水が左右 日本経済新聞

17.06.24 アグリとサイエンス：虫同士の会話をじゃまして害虫退治 全国農業新聞

17.07. 3 カドミウム汚染の水田　土壌の現場洗浄　可能に 朝日新聞

17.07.03 塩化第二鉄がせっけんの役目 土を洗ってカドミ除去　農業環境技研　数年で実用化 日本農業新聞

17.07.04 カドミウム汚染水田　低コストで土壌浄化　洗浄剤に塩化第二鉄溶液 化学工業日報

17.07.07 GMナタネ生育で研究者　交雑の可能性低い 日本農業新聞

17.07.18 生態系にどう影響　全国調査　外来植物　防除検討へ　農業環境技研 日本農業新聞

17.07.27 外来植物　現実に即した防止策を 日本農業新聞

17.08.01～ 招福豆ムクナの不思議 インターネット
新聞JanJan

17.08.03～ 1 外来植物の光と影　リスク評価など研究がスタート
2 超雑草　隠れた才能を役立てる研究も

農業共済新聞

17.08.28 関東のタンポポ　4割が雑種クローン　農環研調べ 日本農業新聞

17.09.07 国民理解の浸透へ　情報発信進むGMO（上） 日本モンサント　除草剤耐
性大豆など栽培　ほ場を毎年一般公開

化学工業日報

17.09.09 国民理解の浸透へ　情報発信進むGMO（下） 生物研　スギ花粉症緩和米
栽培　農環研　野生種との交配を研究　非組み換え体との共存探る

化学工業日報

17.09.23 地球温暖化　農作物に悪影響 全国農業新聞

17.09.25 環境ホルモン計画 SPEED98とExTEND2005 新農林技術新聞
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日付 見出し発表 媒体

17.10.29 異常気象レポート　増える大雨　強い台風も　水害を懸念　病害虫の発生助
長　温室効果ガス削減が急務

日本農業新聞

17.11.14 クマ騒動から1年、今年はイノシシ禍？　広がる鳥獣害　奥山より人里近く
が住みやすい　草地・樹林の減少、植生の変化が影響

常陽新聞

17.11.15 研究の方向と成果の発信 新農林技術新聞

18.01.18 有害化学物質の管理技術冊子を発行　農環研 日本農業新聞

18.03.15 運動で調子を持続 日本農業新聞

眇 テレビ・ラジオ等

日付 見出し発表 媒体

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

NHK地上波デジ
タル

17.07.24 「伊集院光・日曜日の秘密基地」－「もし、地球の温度が1℃上がったら？」
というテーマ予測で農業部門で予測される事項について

TBSラジオ

17.07.25 「所さんの目がテン」 －ヒガンバナの成分、特にリコリンなどのアルカロイ
ドとアレロパシーについて

日本テレビ

17.11.27 「所のさんの目がテン」 －シクラメンの成分や毒性について 日本テレビ

17.11.28 食と環境の安全を求めて－有害化学物質のリスク評価と低減技術－
「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」
中間成果発表会の紹介

NHK水戸放送局

18.02.12 「たべもの新世紀」 －ほしいもの生産地（ひたちなか地域）の土壌の特徴に
ついて

NHK総合
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Ⅴ．研究・技術協力

１．会議等

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17年度独立行政法人農業環境技術研究所評議会

平成17年度農業環境研究推進会議

○主要成果検討会・課題検討委員会

平成17年度農業環境技術研究所主要成果検討会

平成17年度農業環境技術研究所課題検討委員会

○プロジェクト研究推進評価会議

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）

現地検討会（第１回）

科振調費（文部科学省）
「外来植物のリスク評価と蔓延防止策」現地検討会及び研究推進中間検討会

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）

現地検討会（第２回）

高度化事業
「農産物中カドミウムの収穫前段階の効率的モニタリング手法の確立」

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）

運営費交付金
「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」

バイテク先端技術
「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」

環境研究
「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」

地球環境総合（環境省）
「酸性物質の負荷が東アジア集水域の生態系に与える影響の総合的評価に関す

る研究」研究報告会

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」（リスク低減化）

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」（リスク評価）

科振調費（文部科学省）
「外来植物のリスク評価と蔓延防止策」研究成果検討会議

高度化事業
「農薬残留推定モデルによるマイナー作物の効率的残留評価法の確立」

高度化事業
「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」

運営費交付金
「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」

地球環境保全（環境省）
「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」

運営費交付金
「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」

17.04.27

18.02.24

18.01.30

18.02.06～7

17.09.13～14

17.09.14～15

17.11.30～12.01

18.02.08

18.02.09～10

18.02.10

18.02.13～14

18.02.16

18.02.20～21

18.02.22

18.02.23

18.02.27～28

18.03.02

18.03.02

18.03.06～7

18.03.07

18.03.16

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

北海道立天北農業試
験場他

長野県長野市

鹿児島県出水市

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所他

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

技会筑波事務所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所
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２．海外出張者

氏　名

大黒　俊哉

石井　英夫

牧野　知之

前島　勇治

David
SPRAGUE

藤原　英司

井上　吉雄

吉村　泰幸

西村　誠一

秋山　博子

八木　一行

三島慎一郎

新藤　純子

岡本　勝男

佐藤　洋平

宮下　清貴

岡田　浩明

佐藤　洋平

小川　恭男

白戸　康人

上沢　正志

大倉　利明

坂西　研二

長谷川利拡

石郷岡康史

後藤　慎吉

新藤　純子

所　属

生物環境安全部

化学環境部

化学環境部

化学環境部

地球環境部

環境化学分析センター

地球環境部

生物環境安全部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

化学環境部

地球環境部

地球環境部

理事長

企画調整部

生物環境安全部

理事長

生物環境安全部

地球環境部

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

化学環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

出張先

ドイツ

イギリス

オーストラリア

オーストラリア

アメリカ

モンゴル

ラオス

カナダ

オーストリア

オーストリア

オーストリア

スペイン

スペイン

スペイン

ベトナム

イタリア

アメリカ

ロシア

マレーシア

韓国

フィリピン

フィリピン

中国

中国

タイ

タイ

中国

渡　　航　　用　　務

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

「抗菌剤：発見と作用機構」に関する研究集会に出席

第８回微量元素に関する国際生物地球科学会議参加

第８回微量元素に関する国際生物地球科学会議参加

アメリカ自然人類学会第74回大会に出席

土壌侵食強度の測定

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

カナダにおける野生化した遺伝子組換えナタネ個体群の分布と生
態的特性の解明

ヨーロッパ地球科学会2005（EGU2005）に出席

ヨーロッパ地球科学会2005（EGU2005）に出席

ヨーロッパ地球科学会2005（EGU2005）およびIGBP-iLEAPS第
２回科学推進委員会に出席

第５回生態系と持続的開発に関する国際会議参加

第５回生態系と持続的開発に関する国際会議参加

第５回生態系と持続的開発に関する国際会議参加

第５回アジア学術会議に出席

OECD農業委員会国際共同プログラムコンファランスに出席

アメリカ土壌生態学会に出席

国際農業工学会（CIGR）2005年理事会及び関連会議に出席

アセアン拠出金事業「農業の多面的機能」における調査指導

FFTC国際ワークショップ「環境変動が土壌の有機炭素含量およ
び地力窒素供給量に及ぼす影響の評価」に出席

第７回東・東南アジア土壌科学会連合会議に出席

第７回東・東南アジア土壌科学会連合会議に出席

JICA中華人民共和国持続的農業技術研究開発計画に係る短期専
門家（水質汚染のモニタリング技術）

「大気CO2の増加が農作物の高温ストレスに及ぼす影響」に係る中国
FACE実験の微気象観測測器の調整・設置と試験設計の打ち合わせ

「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

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

北京近郊農村のエネルギーと肥料の使用等に関する情報収集

渡航期間

17.03.25
～17.08.25

17.04.02
～17.04.08

17.04.02
～17.04.08

17.04.02
～17.04.08

17.04.06
～17.04.09

17.04.09
～17.04.23

17.04.10
～17.04.17

17.04.21
～17.10.22

17.04.24
～17.05.01

17.04.24
～17.05.01

17.04.24
～17.05.03

17.04.30
～17.05.07

17.05.01
～17.05.07

17.05.01
～17.05.07

17.05.10
～17.05.14

17.05.16
～17.05.22

17.05.22
～17.05.27

17.05.25
～17.05.31

17.05.29
～17.06.01

17.05.30
～17.06.03

17.05.31
～17.06.03

17.05.31
～17.06.06

17.06.01
～17.06.16

17.06.08
～17.06.15

17.06.08
～17.06.15

17.06.08
～17.06.15

17.06.12
～17.06.18
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氏　名

岡本　勝男

林　健太郎

望月　　淳

藤原　英司

白戸　康人

石井　英夫

酒井　順子

森本　　晶

星野（高田）裕子

三島慎一郎

新藤　純子

岡本　勝男

八木　一行

鳥谷　　均

石郷岡康史

長谷川利拡

中島　泰弘

馬場　浩司

小沼　明弘

杜　　明遠

殷　　煕洙

川島　茂人

米村正一郎

長谷川利拡

吉田　重信

井上　吉雄

鳥谷　　均

松本　直幸

岡本　勝男

所　属

地球環境部

化学環境部

生物環境安全部

環境化学分析センター

地球環境部

化学環境部

化学環境部

化学環境部

生物環境安全部

化学環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

化学環境部

環境化学分析センター

生物環境安全部

地球環境部

環境化学分析センター

地球環境部

地球環境部

地球環境部

農業環境インベントリ
ーセンター

地球環境部

地球環境部

生物環境安全部

地球環境部

出張先

中国

チェコ

イタリア

モンゴル

モンゴル

シンガポール

フランス

フランス

フランス

韓国

タイ

タイ

ロシア

中国

中国

タイ

韓国

イギリス

オーストリア

中国

韓国

中国

中国

中国

イギリス

韓国

タイ

アメリカ

中国

渡　　航　　用　　務

農村のエネルギーと肥料使用量に関する現地調査と情報収集

第７回酸性雨国際会議に出席

第９回国際脈翅目昆虫シンポジウムに出席

モンゴルにおける砂漠化程度評価のための土壌調査

モンゴルにおける砂漠化程度評価のための土壌調査

第２回アジア植物病理学会に出席

第８回微生物遺伝学及び微生物生態学に関する国際シンポジウム
に出席

第８回微生物遺伝学及び微生物生態学に関する国際シンポジウム
に出席

第８回微生物遺伝学及び微生物生態学に関する国際シンポジウム
に出席

日韓水質共同研究に関する研究打ち合わせ

詳細調査に関する打ち合わせ及びタイの酸性物質の負荷と環境対
策に関する資料の収集と現況調査

酸性物質発生量に関するGISデータの収集と調査

IPCCガイドライン第７回執筆者会合に出席

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わせ

メッシュ気象データ作成に関する情報収集

「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」に係る東北タイの天水田の生育・収量データの収集と解析

研究打ち合わせおよび調査

ゴードン会議「モリブデン・タングステン酵素」に出席

第17回国際植物学会に出席

「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

「農耕地へのダイオキシン類の蓄積実態の解明」に係る試料採集
及び研究打合せ

チベット高原を利用した温暖化の早期検出と早期予測に関する調
査研究

チベット高原を利用した温暖化の早期検出と早期予測に関する調
査研究

「大気CO2の増加が農作物の高温ストレスに及ぼす影響」に係る
開花期、穂温、花器形態調査

第８回葉圏微生物国際シンポジウムに出席

農業環境研究におけるリモートセンシング手法に関して、農業科
学技術院、国際シンポジウムで講演

「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

2005日米菌学会合同大会に出席

酸性物質発生量に関するGISデータの収集と調査

渡航期間

17.06.12
～17.06.18

17.06.12
～17.06.20

17.06.19
～17.06.25

17.06.20
～17.06.27

17.06.20
～17.07.09

17.06.24
～17.06.29

17.06.26
～17.07.01

17.06.26
～17.07.01

17.06.26
～17.07.01

17.06.28
～17.07.01

17.06.28
～17.07.06

17.06.28
～17.07.06

17.07.04
～17.07.09

17.07.04
～17.07.10

17.07.04
～17.07.10

17.07.05
～17.07.09

17.07.06
～17.07.09

17.07.10
～17.07.16

17.07.16
～17.07.23

17.07.20
～17.08.11

17.07.21
～17.07.23

17.07.21
～17.08.11

17.07.21
～17.08.11

17.07.22
～17.07.29

17.07.23
～17.07.29

17.07.24
～17.07.30

17.07.25
～17.07.30

17.07.30
～17.08.06

17.08.03
～17.08.09
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氏　名

新藤　純子

池田　浩明

小沼　明弘

井上　吉雄

大倉　利明

三輪　哲久

藤井　義晴

殷　　煕洙

小原　裕三

上垣　隆一

間野　正美

小川　直人

杜　　明遠

金　　元植

井上　吉雄

村上　政治

佐藤　洋平

大谷　　卓

杉山　　恵

石川　　覚

八木　一行

宮田　　明

横沢　正幸

米村正一郎

山中　武彦

池田　浩明

板橋　　直

林　健太郎

小野　信一

所　属

地球環境部

生物環境安全部

生物環境安全部

地球環境部

農業環境インベントリ
ーセンター

地球環境部

生物環境安全部

環境化学分析センター

化学環境部

化学環境部

地球環境部

化学環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

化学環境部

理事長

化学環境部

化学環境部

化学環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

生物環境安全部

生物環境安全部

化学環境部

化学環境部

化学環境部

出張先

中国

カナダ

カナダ

韓国

ニュージーランド

中国

オーストラリア

カナダ

カナダ

カナダ

アメリカ

フランス

中国

タイ

ドイツ

中国

中国

中国

中国

中国

中国

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

韓国

韓国

韓国

韓国

渡　　航　　用　　務

詳細調査に関する打ち合わせ及び中国東北地方の酸性物質の負荷
と環境対策に関する資料の収集と現況調査

第９回国際生態学会に出席

第９回国際生態学会に出席

第５回国際作物学会議招待講演

LULUCF部門目録審査専門家養成コース参加

第４回多重比較手法国際会議に出席

第４回世界アレロパシー会議に出席

第25回ハロゲン化有機化合物並びに残留性有機汚染物質に関する
国際シンポジウムに出席

第25回ハロゲン化有機化合物並びに残留性有機汚染物質に関する
国際シンポジウムに出席

第25回ハロゲン化有機化合物並びに残留性有機汚染物質に関する
国際シンポジウムに出席

観測機器の撤収、観測地点の現状復帰

第10回国際シュードモナス学会に出席

第12回アジアエコテクノロジーシンポジウムに出席

広域水田モデルの構築のための熱帯水田観測データの収集

「土地荒漠化の監視・評価のためのリモートセンシングおよび空
間情報手法」に関する第１回国際シンポジウムに出席

ファイトレメディエーションとエコシステムヘルスに関する国際
シンポジウム及び第15回国際植物栄養会議に出席

2005年度国際かんがい排水委員会（ICID）北京会議に出席

第15回国際植物栄養会議に出席

第15回国際植物栄養会議に出席

第15回国際植物栄養会議に出席

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

第７回国際二酸化炭素会議に出席

第７回国際二酸化炭素会議に出席

第７回国際二酸化炭素会議に出席

農業環境変動にともなうトンボ種個体群存続性の予測

日韓共同研究「農業生態系における水質保全と環境影響評価」の
推進に関する年次協議会出席

日韓共同研究「農業生態系における水質保全と環境影響評価」の
推進に関する年次協議会出席

日韓共同研究「農業生態系における水質保全と環境影響評価」の
推進に関する年次協議会出席

日韓共同研究「農業生態系における水質保全と環境影響評価」の
推進に関する年次協議会出席

渡航期間

17.08.03
～17.08.14

17.08.06
～17.08.13

17.08.07
～17.08.14

17.08.10
～17.08.13

17.08.16
～17.08.20

17.08.17
～17.08.20

17.08.20
～17.08.27

17.08.20
～17.08.28

17.08.21
～17.08.28

17.08.21
～17.08.28

17.08.22
～17.09.02

17.08.25
～17.09.02

17.08.27
～17.08.30

17.09.04
～17.09.10

17.09.06
～17.09.11

17.09.09
～17.09.20

17.09.11
～17.09.14

17.09.14
～17.09.20

17.09.14
～17.09.20

17.09.14
～17.09.20

17.09.19
～17.09.22

17.09.25
～17.10.02

17.09.25
～17.10.02

17.09.25
～17.10.02

17.09.27
～18.09.25

17.10.05
～17.10.07

17.10.05
～17.10.07

17.10.05
～17.10.07

17.10.05
～17.10.08
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氏　名

菅原　和夫

神山　和則

石原　　悟

荒尾　知人

川崎　　晃

中島　泰弘

鈴木　克拓

齋藤　雅典

殷　　煕洙

齋藤　雅典

井上　吉雄

杜　　明遠

佐藤　洋平

田端　　純

松井　正春

藤井　義晴

江口　定夫

小原　裕三

中井　　信

戸上　和樹

前島　勇治

大倉　利明

藤井　義晴

平舘俊太郎

鈴木　克拓

山口　紀子

坂本　利弘

石塚　直樹

宮田　　明

所　属

化学環境部

化学環境部

化学環境部

化学環境部

化学環境部

化学環境部

化学環境部

化学環境部

環境化学分析センター

化学環境部

地球環境部

地球環境部

理事長

生物環境安全部

生物環境安全部

生物環境安全部

化学環境部

化学環境部

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

化学環境部

農業環境インベントリ
ーセンター

生物環境安全部

生物環境安全部

化学環境部

環境化学分析センター

地球環境部

地球環境部

地球環境部

出張先

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

インドネシア

中国

中国

中国

韓国

韓国

中国

オランダ

アメリカ

台湾

台湾

台湾

台湾

タイ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

ベトナム

ベトナム

バングラデシュ

渡　　航　　用　　務

日韓共同研究「農業生態系における水質保全と環境影響評価」の
推進に関する年次協議会出席

日韓共同研究「農業生態系における水質保全と環境影響評価」の
推進に関する年次協議会出席

日韓共同研究「農業生態系における水質保全と環境影響評価」の
推進に関する年次協議会出席

日韓共同研究「農業生態系における水質保全と環境影響評価」の
推進に関する年次協議会出席

日韓共同研究「農業生態系における水質保全と環境影響評価」の
推進に関する年次協議会出席

日韓共同研究「農業生態系における水質保全と環境影響評価」の
推進に関する年次協議会出席

日韓共同研究「農業生態系における水質保全と環境影響評価」の
推進に関する年次協議会出席

日韓共同研究「農業生態系における水質保全と環境影響評価」の
推進に関する年次協議会出席

日韓共同研究「POPsに関する暴露及びリスク評価」の推進に関
する協議

戦略的国際農業共同研究基盤調査事業に関わる研究情報の収集

「知的農業情報技術に関する国際シンポジウム2005」における招
待講演

「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」に関する現地調査

国際科学会議（ICSU）第28回通常総会に出席

第５回アジア・太平洋昆虫学会に出席

第５回アジア・太平洋昆虫学会に出席

中国国立稲研究所における研究打ち合わせ

第14回窒素ワークショップに出席

2005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

日本・台湾ペドロジー国際交流ワークショップの組織、運営、参
加

日本・台湾ペドロジー国際交流ワークショップの組織、運営、参
加

日本・台湾ペドロジー国際交流ワークショップに出席

日本・台湾ペドロジー国際交流ワークショップの組織、運営、参
加

タイ国雑草学会植物保護シンポジウムおよび第20回アジア太平洋
雑草学会に出席

2005アメリカ農学会・作物学会・土壌学会・国際学会年会に出席

2005アメリカ農学会・作物学会・土壌学会・国際学会年会に出席

2005アメリカ農学会・作物学会・土壌学会・国際学会年会に出席

第26回アジアリモートセンシング国際会議に出席

第26回アジアリモートセンシング国際会議に出席

フラックス観測サイトの設置準備

渡航期間

17.10.05
～17.10.08

17.10.05
～17.10.08

17.10.05
～17.10.08

17.10.05
～17.10.08

17.10.05
～17.10.08

17.10.05
～17.10.08

17.10.05
～17.10.08

17.10.06
～17.10.08

17.10.09
～17.10.16

17.10.10
～17.10.15

17.10.13
～17.10.17

17.10.13
～17.10.27

17.10.16
～17.10.22

17.10.17
～17.10.21

17.10.18
～17.10.21

17.10.18
～17.10.22

17.10.22
～17.10.27

17.10.30
～17.11.05

17.11.01
～17.11.07

17.11.01
～17.11.07

17.11.01
～17.11.07

17.11.01
～17.11.10

17.11.01
～17.11.12

17.11.05
～17.11.12

17.11.05
～17.11.12

17.11.05
～17.11.12

17.11.06
～17.11.12

17.11.06
～17.11.12

17.11.10
～17.11.19
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氏　名

横山　淳史

岡　　三徳

藤原　英司

佐藤　洋平

小沼　明広

横沢　正幸

坂本　利弘

須藤　重人

間野　正美

桑形　恒男

後藤　慎吉

鳥谷　　均

八木　一行

高木　和広

荒谷　　博

佐藤　洋平

新藤　純子

八木　一行

林　健太郎

宮田　　明

間野　正美

佐藤　洋平

宮下　清貴

米村正一郎

杜　　明遠

長谷川利拡

後藤　慎吉

井上　吉雄

米村正一郎

所　属

化学環境部

生物環境安全部

環境化学分析センター

理事長

生物環境安全部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

化学環境部

生物環境安全部

理事長

地球環境部

地球環境部

化学環境部

地球環境部

地球環境部

理事長

企画調整部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

出張先

アメリカ

タイ

モンゴル

台湾

ニュージーランド

ベトナム

ベトナム

アメリカ

アメリカ

タイ

タイ

タイ

オーストラリア

アメリカ

アメリカ

イタリア

中国

アメリカ

アメリカ

バングラデシュ

バングラデシュ

ドイツ、オランダ

フランス

マレーシア、シ
ンガポール

中国

タイ

タイ

フランス、ポー
ランド

中国

渡　　航　　用　　務

第26回環境毒性化学会（SETAC）北アメリカ年次大会に出席

FAOトラストファンド事業「遺伝子組換え農作物の環境影響評
価体制の確立」第２回地域協議会出席

土壌侵食強度の測定

2005水田と水環境に関する国際会議に出席

調査および研究打ち合わせ

ベトナム紅河デルタ、メコンデルタ地域におけるコメ生産量変動
の現地調査および研究打ち合わせ

メコンデルタにおける水稲生産予測研究に関するデータ収集およ
び研究打ち合わせ

アメリカ地球物理学連合（AGU）2005年秋季大会に出席

アメリカ地球物理学連合（AGU）2005年秋季大会に出席

「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」のための現地調査と研究打ち合わせ

「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」のための現地調査と研究打ち合わせ

「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

IPCCガイドライン第８回執筆者会合に出席

2005環太平洋国際化学会議に出席

2005環太平洋国際化学会議に出席

ローカルアジェンダ21の取組状況調査

中国の窒素負荷が水環境へ与える影響に関して、調査研究に関す
る情報収集と中国研究者との研究協力に関する打ち合わせ

IGBP-iLEAPS 第１回科学会議および第３回科学推進委員会に出
席

第１回iLEAPS国際会議に出席

フラックス観測サイトの設置作業

フラックス観測サイトの設置作業

ローカルアジェンダ21の取組状況調査

OECD農業委員会国際共同プログラム管理委員会に出席

東南アジアにおけるオゾン研究に関する現地調査

「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」に関する現地調査

「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」のためのイネ栽培暦および収量データの収集と解析

「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」のための観測調査と研究打ち合わせ

リモートセンシングと生態プロセスモデルによる植生資源回復過
程の定量評価に関する調査研究

土壌炭素動態に関する調査

渡航期間

17.11.12
～17.11.19

17.11.14
～17.11.19

17.11.14
～17.11.25

17.11.15
～17.11.20

17.11.21
～17.12.05

17.11.24
～17.12.03

17.11.27
～17.12.03

17.12.04
～17.12.11

17.12.04
～17.12.11

17.12.10
～17.12.18

17.12.10
～17.12.18

17.12.12
～17.12.17

17.12.12
～17.12.18

17.12.15
～17.12.22

17.12.16
～17.12.22

17.12.21
～17.12.26

17.12.25
～17.12.28

18.01.19
～18.01.28

18.01.21
～18.01.28

18.01.27
～18.02.15

18.01.27
～18.02.25

18.01.31
～18.02.05

18.02.01
～18.02.05

18.02.05
～18.02.14

18.02.16
～18.02.26

18.02.22
～18.02.26

18.02.22
～18.02.26

18.02.22
～18.03.05

18.02.25
～18.03.04
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氏　名

横沢　正幸

殷　　煕洙

新藤　純子

岡本　勝男

David
SPRAGUE

藤井　義晴

長谷川利拡

所　属

地球環境部

環境化学分析センター

地球環境部

地球環境部

地球環境部

生物環境安全部

地球環境部

出張先

ベトナム

韓国

ポルトガル

ポルトガル

アメリカ

ベトナム

フィリピン

渡　　航　　用　　務

メコンデルタ地域におけるコメ生産量リスク評価に関する研究打
ち合わせ

試料採集及び研究打合せ

「地球規模の水循環変動ならびに世界の水問題の実態と将来展望」
に関するBioenergy-Ⅰ国際会議に出席

「地球規模の水循環変動ならびに世界の水問題の実態と将来展望」
に関するBioenergy-Ⅰ国際会議に出席

アメリカ自然人類学会第75回年次大会に出席

アジアにおける侵略的外来生物のリスク評価と管理に関する国際
シンポジウムに出席

国際イネ研究所における「気候変化とイネ」プロジェクト設計検
討のためのワークショップに出席

渡航期間

18.02.26
～18.03.03

18.03.05
～18.03.16

18.03.06
～18.03.11

18.03.06
～18.03.11

18.03.07
～18.03.14

18.03.09
～18.03.12

18.03.19
～18.03.25

３．産官学の連携

盧 共同研究

○国内

民間　　　　　　　　　17件

公立試験研究機関　　　６件

大学　　　　　　　　　５件

独立行政法人　　　　　３件

○国外

・共同研究協定覚書：MOU

大学　　　　　　　　　２件

国立研究所　　　　　　３件

・共同研究協定：LOA

国立研究所　　　　　　２件

盪 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17年度行政機関等が設置する常設委員会名簿（集計表）

内閣府 食品安全委員会　専門委員
日本学術会議 日本学術会議　連携委員
文部科学省 科学技術・学術審議会臨時委員（研究計画・評価分科会） 臨時委員
文部科学省 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
環境省、文部科学省 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施行規則第10条

の規程に基づき文部科学大臣及び環境大臣が意見を聴く学識経験者　学職経験者
環境省 中央環境審議会　臨時委員
環境省 平成17年度環境測定分析検討会　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及び精度管理状況の確認　委員
環境省 平成17年度水産動植物登録保留基準設定検討会　委員
環境省 平成17年度化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会　検討員
環境省 平成17年度酸性雨対策検討会（生態影響分科会） 委員
環境省 平成17年度地球環境研究企画委員会研究分科会事前評価専門部会　委員
環境省、農林水産省 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に基づき意見を聴取する学識経

験者　学職経験者
環境省、農林水産省 生物多様性影響評価検討会　委員
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農林水産省 バイオマス・ニッポン総合戦略推進アドバイザリーグループ　委員
農林水産省 環境に係る情報協議会　委員
農林水産省 植物防疫に関する技術連絡会議　構成員
農林水産省 研究技術情報の高度利用の推進のための検討会　委員
農林水産省 農林交流センター運営協議会　運営委員

（独）農業・生物系特定産業技術研究機構 平成17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 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）農業生物資源研究所 平成17年度（独）農業生物資源研究所第1種使用規程承認遺伝子組換え作物の使用に関する業務

安全委員会　委員
（独）食品総合研究所 平成17年度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 平成17年度JARQ編集委員会　委員
（独）国際農林水産業研究センター （独）国際農林水産業研究センター選考採用試験審査委員　委員
（独）農薬検査所 平成17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）国立環境研究所 平成17年度地球環境モニタリング・データベース検討会　委員
（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）産業技術総合研究所 研究ユニット評価委員会　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）水資源機構 （独）水資源機構入札監視委員会　委員
（独）水資源機構 独立行政法人工事等成績評定審査委員会　委員
（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）緑資源機構 アフガニスタン国参加型農業農村復興支援対策調査討委員会　委員長
東海大学 地球環境変動観測ミッション（GCOM）委員会　委員
東海大学 GPM利用検討委員会　委員

（国）筑波大学 学位論文審査委員会　委員
（国）東京大学 東京大学国際産学共同研究センター（CCR）と東京海上日動火災保険㈱、イースクエア㈱と

の産学連携プロジェクト「サステナビリティの科学的基礎に関する調査」調査委員会　委員
東京農業大学 東京農業大学大学院農学研究科学位論文審査委員会　委員
東京農業大学 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
茨城県 茨城県国土利用計画審議会　委員
群馬県 群馬県農業研究有識者懇談会　委員
埼玉県 農産物安全技術専門委員会　委員
埼玉県 埼玉県農林総合研究センター研究等評価委員会　委員
滋賀県 環境こだわり農業環境影響調査事業調査検討委員会　委員
千葉県 課題評価委員会　委員
北海道 エゾシカ保護管理検討会　委員
つくば市 つくば市環境審議会　委員
つくば市まほろば協議会 つくば市まほろば事業二酸化炭素削減評価委員会環境行動計画書審査ワーキンググループ

委員
譛環境科学技術研究所 土壌系動態評価委員会　委員
譛残留農薬研究所 平成17年度農薬的資材安全性確認試験検討会　委員
譛自然環境研究センター 「平成17年度農薬による陸域生態影響評価技術開発調査」検討委員会　検討委員
譛地球・人間環境フォーラム 平成17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
譛日本植物調節剤研究協会 緑地管理除草剤薬効薬害試験委員会　専門調査員（委員）
譛日本植物調節剤研究協会 環境残留試験委員会　委員
譛日本食品分析センター 有害物質リスク管理等委託事業（ダイオキシン類）に関する検討会　委員
譛日本食品分析センター 平成17年度農薬登録保留基準に係る公定分析法設定技術検討会　委員
譛日本水土総合研究所 平成17年度計画基準調査委託事業ほ場整備（畑）計画基準調査委員会　委員長
譛日本水土総合研究所 平成17年度ICID活動推進委員会　委員
譛日本土壌協会 土壌・施肥管理システム開発委員会　委員
譛日本土壌協会 下水汚泥コンポスト利用促進連絡会　委員
譛日本農業研究所 環境収支定量化実証調査事業運営委員会　委員
譛日本農業研究所 平成17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
譛農業技術協会 農業技術誌編集委員会　編集委員
譛農産業振興奨励会 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
譖海外環境協力センター 平成17年度黄砂問題検討会　委員
譖環境情報科学センター 平成17年度ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会　主査
譖国際農林業協力・交流協会 農業の多面的機能に関する計量的調査研究・普及事業検討委員会　委員
譖自然環境共生技術協会 平成17年度自然公園等事業調査ガイドライン検討会　委員
譖土壌環境センター 環境省平成17年度調査「土壌汚染による生態系・生活環境への影響等検討調査」検討委員会

委員
譖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
譖日本下水道協会 「再生と利用」編集委員会　委員
譖日本下水道協会 下水汚泥分析方法改訂委員会　委員
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譖日本下水道協会 下水汚泥緑農地利用促進連絡会　委員
譖日本環境測定分析協会 制度・試験委員会　委員
譖日本原子力産業会議 平成17年度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
譖日本施設園芸協会 平成17年度穀類GAP委員会　委員
譖日本植物防疫協会 環境残留試験委員会　委員
譖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
譖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
譖日本草地畜産種子協会 草地の地球温暖化防止機能調査検討委員会　委員
譖日本草地畜産種子協会 草地管理指標（草地の土壌管理及び施肥編）改訂検討委員会　委員
譖農村環境整備センター 平成17年度景観配慮等基準化検討委員会　委員
譖農林水産技術情報協会 平成18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　専門評価委員
譖農林水産航空協会 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
譖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
みずほ情報総研㈱ 「新たな農業生産環境施策確立調査」に係る検討会　委員
王子製紙㈱ バイオマス燃焼灰の再資源化による持続可能なバイオマス生産の要素技術開発委員会　委員
㈱三菱化学安全科学研究所 「平成17年度水質汚濁に係る環境中予測濃度（水濁PEC）算定方法検討調査」検討会　委員
㈱三菱総合研究所 新規POPs等検討会　委員
㈱三菱総合研究所 アジア環境保全型農業パートナーシップ検討会委員会　委員
㈱三菱総合研究所 地球温暖化連携拠点準備ワーキンググループ　委員
三井情報開発㈱総合研究所 環境基本計画に係る「化学物質の環境リスクの低減」検討会合　委員
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱ 平成17年度温室効果ガス排出量算定方法検討会農業分科会および吸収源分科会　委員
太洋エンジニアリング㈱ 平成17年度農村地域外来生物対策指針策定調査検討委員会　委員
水文・水資源学会 水文・水資源学会　編集出版委員
IIASA日本委員会 IIASA日本委員会　委員
全国土地改良事業団体連合会 土地改良事業換地等対策調査委員会　委員
全国土地改良事業団体連合会 平成17年度農業農村整備優良地区コンクール選定審査会　委員
特定非営利活動法人花粉情報協会 「花粉飛散動態に関する調査研究」検討会　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
アメリカ合衆国国立科学財団 研究提案書査読委員会　委員

２）国際機関への協力

内　　　容

IGBP-iLEAPS 第２回科学推進委員会に出席

OECD農業委員会国際共同プログラムコンファランスに出
席

アセアン拠出金事業「農業の多面的機能」における調査指
導

IPCCガイドライン第７回執筆者会合に出席

2005年度国際かんがい排水委員会（ICID）北京会議に出
席
FAOトラストファンド事業「遺伝子組換え農作物の環境
影響評価体制の確立」第２回地域協議会出席

IPCCガイドライン第８回執筆者会合に出席

IGBP-iLEAPS 第３回科学推進委員会に出席

OECD農業委員会国際共同プログラム管理委員会に出席

17.04.27
～17.05.03

17.05.16
～17.05.22

17.05.29
～17.06.01

17.07.04
～17.07.09

17.09.11
～17.09.14

17.11.14
～17.11.19

17.12.12
～17.12.18

18.01.19
～18.01.23

18.02.01
～18.02.05

オーストリア（ウィーン）

イタリア（ローマ）

マレーシア（クアラルンプ
ール）

ロシア（モスクワ）

中国（北京）

タイ（バンコク）

オーストラリア（シドニー）

アメリカ（ボールダー）

フランス（パリ）

地球環境部

企画調整部

生物環境安全部

地球環境部

理事長

生物環境安全部

地球環境部

地球環境部

企画調整部

八木　一行

宮下　 貴

小川　恭男

八木　一行

佐藤　洋平

岡　　三徳

八木　一行

八木　一行

宮下　 貴

期　間 場　所 所　属 氏　名
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３）研究会等への講師派遣

氏　名

三輪　哲久

田中　幸一

清家　伸康

新藤　純子

松尾　和人

デイビッド
スプレイグ

與語　靖洋

佐藤　洋平

荒城　雅昭

岡田　浩明

廉沢　敏弘

横沢　正幸

三輪　哲久

三中　信宏

新藤　純子

山村　光司

芝池　博幸

芝池　博幸

齋藤　雅典

芝池　博幸

松井　正春

地球環境部
生態システム研究グループ長

生物環境安全部
昆虫研究グループ

化学環境部
ダイオキシンチーム

地球環境部
生態システム研究グループ

生物環境安全部
組換え体チーム長

地球環境部
生態システム研究グループ

化学環境部
有害化学物質研究グループ長

理事長

生物環境安全部
微生物・小動物研究グループ

生物環境安全部
微生物・小動物研究グループ

企画調整部
研究情報システム科長

地球環境部
気象研究グループ

地球環境部
生態システム研究グループ長

地球環境部
生態システム研究グループ

地球環境部
生態システム研究グループ

生物環境安全部
昆虫研究グループ

生物環境安全部
組換え体チーム

生物環境安全部
組換え体チーム

化学環境部長

生物環境安全部
組換え体チーム

生物環境安全部
昆虫研究グループ長

平成17年度専門・専攻課程教育計画講師

持続型営農機械化システムコース講師

ダイオキシン類環境モニタリング研修講師

スーパーサイエンスハイスクール学校設定
科目「環境とエネルギー」講師

遺伝子組換え農作物についての研修会

IMC9公開講座「野生動物による農林業被
害軽減のために」発表者

雑草生態及び除草剤試験に関する研修会講
師

シンポジウム「我が国における環境直接支
払い等の農業環境施策の必要性と有効性」
パネラー

平成17年度植物防疫官専門研修（線虫コー
ス）講師

第11回北農研根圏域研究者セミナー講師

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研
究機構短期集合研修（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
究機構短期集合研修（数理統計（基礎編）
・（応用編））講師

セミナー「遺伝子組み換え作物の生態的リ
スク評価～花粉飛散と交雑について～」講
師

特別講演講師

革新的農業技術習得研修高度先進技術研修
講師

農場公開セミナー講師

植物防疫官専門研修（害虫コース）講師

国立保健医療科学院

独立行政法人国際協力機構

環境省環境調査研修所

茨城県立竹園高等学校

つくば市農業委員会

独立行政法人森林総合研究所北
海道支所

財団法人日本植物調節剤研究協
会

滋賀県

農林水産省横浜植物防疫所

独立行政法人農業・生物系特定
産業技術研究機構北海道農業研
究センター

独立行政法人農業・生物系特定
産業技術研究機構

独立行政法人農業・生物系特定
産業技術研究機構

独立行政法人農業・生物系特定
産業技術研究機構

独立行政法人農業・生物系特定
産業技術研究機構

独立行政法人農業・生物系特定
産業技術研究機構

独立行政法人農業・生物系特定
産業技術研究機構

国立大学法人東京大学大学院農
学生命科学研究科

国立大学法人京都大学大学院農
学研究科

独立行政法人農業・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

東京大学大学院農学生命科学研
究科付属農場

農林水産省横浜植物防疫所

17.06.30
17.07.07

17.07.05

17.07.08

17.07.08
18.01.20

17.07.13

17.08.02

17.08.24

17.08.29

17.09.06

17.10.06
～17.10.07

17.11.07
～17.11.11

17.11.14
～17.11.18

17.11.07
～17.11.11

17.11.14
～17.11.18

17.11.07
～17.11.11

17.11.14
～17.11.18

17.11.07
～17.11.11

17.11.14
～17.11.18

17.11.07
～17.11.11

17.11.14
～17.11.18

17.11.07
～17.11.11

17.11.14
～17.11.18

17.10.13

17.11.04

17.11.15

17.12.03

17.12.09

所　　属 講師派遣の内容 依　頼　者 期　間



JSPS外国人特
別研究員

インド　マイソール大学

中国科学院南京土壌研究
所

中国科学院生態環境研究
センター

中国科学院南京土壌研究
所

エジプト　Assiut大学

農薬影響軽減ユニット

土壌微生物利用ユニット

土壌物理ユニット

温室効果ガスチーム

リモートセンシングユニ
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アレイ作出

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

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

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

開発途上国における人口動態と農村の持続的開発

16.04.09
～18.04.08

16.10.20
～18.10.19

16.10.25
～18.10.24

16.11.01
～18.10.31

17.04.01
～18.11.28
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氏　名

大倉　利明

西森　基貴

菅原　和夫

小原　裕三

八木　一行

吉田　重信

大倉　利明

佐藤　洋平

農業環境インベントリーセンター
土壌分類研究室

地球環境部
食料生産予測チーム

化学環境部
栄養塩類研究グループ長

化学環境部
有害化学物質研究グループ

地球環境部
温室効果ガスチーム長

農業環境インベントリーセンター
微生物分類研究室

農業環境インベントリーセンター
土壌分類研究室

理事長

専門・専攻課程教育講師

大学院特別講義講師

アセアン＋３農業の多面的機能に関するセ
ミナー専門家

JICA集団研修「オゾン層保護対策セミナ
ーⅡ」講師

JICA集団研修「地球温暖化対策」講師

「出前講義及び農業学習会」講師

研究交流会講師

霞ヶ浦入門講座講師

国立保健医療科学院

日本大学大学院総合基礎科学研
究科

社団法人国際農林業協力・交流
協会

財団法人日本環境衛生センター

社団法人海外環境協力センター

長野県塩尻志学館高等学校

群馬県農業技術センター

茨城県霞ヶ浦環境科学センター

17.12.07

17.12.21

18.01.17
～18.01.18

18.01.30

18.02.07

18.02.07
～18.02.08

18.03.07

18.03.12

所　　属 講師派遣の内容 依　頼　者 期　間

蘯 外部研究者の受入

制度名

依頼研究員 長崎県病害虫防除所

香川県農業試験場

広島県立農業技術センタ
ー

青森県農林総合研究セン
ター　フラワーセンター
21あおもり

秋田県農業試験場

宮城県農業・園芸総合研
究所

山形県農業総合研究セン
ター

宮城県古川農業試験場

島根県農業技術センター

新潟県農業総合研究所園
芸研究センター

微生物分類研究室

微生物分類研究室

化学生態ユニット

微生物生態ユニット

温室効果ガスチーム

化学生態ユニット

微生物生態ユニット

微生物分類研究室

昆虫分類研究室

線虫・小動物ユニット

いちご萎凋細菌病菌の分離・同定

野菜・花卉類の細菌性病害等における病原菌の同定

水耕栽培養液中の天然生理活性物質の解析

土壌微生物の土壌消毒後の活性評価

LCA手法を用いた水稲栽培技術の環境負荷評価

ハーブ類に含有される揮発性物質に関する研究

土壌消毒後の微生物相復活過程における発病抑止性
の誘導

ムギ類から分離される微生物の分類・同定

普通作物を加害する鱗翅目および半翅目害虫の分類

新潟県産主要植物寄生性線虫の分類・同定に関する
研究

17.06.01
～17.08.31

17.06.01
～17.08.31

17.09.01
～17.11.30

17.09.20
～17.12.16

17.10.03
～17.12.28

17.10.03
～17.12.28

17.10.03
～17.12.28

17.10.03
～17.12.28

17.11.01
～18.01.31

17.11.08
～18.02.03

派遣元 受入研究室等 研　　究　　課　　題 期　間
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制度名

エコフロンティア
・フェロー

外国人招へい
研究者

ポーランド　ワルシャワ
農業大学

日本大学生物資源科学部

イギリス　ロザムステッ
ド研究所

イラン　シャーレコード
大学

ベナン共和国

ラオス国立農林業研究所

タイ　エネルギと環境に
関する連携大学院大学

韓国農業科学技術院

バングラデシュ農業大学

バングラデシュ農業大学

韓国農業科学技術院

韓国農業科学技術院

中国科学院広州地球科学
研究所

バングラデシュ農業大学

中国科学院華南植物研究
所

中国科学院華南植物研究
所

中国科学院東北地理与農
業生態研究所

タイ王立森林局

インドネシア　ボゴール
農業大学

インドネシア　ランブン
マンクラット大学共同研
究センター

タイ　モンクット王大学
トンブリ校

アメリカ　ニューハンプ
シャー大学

韓国農村振興庁農業科学
院

中国科学院瀋陽応用生態
研究所

化学生態ユニット

環境化学物質分析研究室

農薬影響軽減ユニット

線虫・小動物ユニット

微生物生態ユニット

環境計測ユニット

温室効果ガスチーム

環境化学物質分析研究室

フラックス変動評価チー
ム

フラックス変動評価チー
ム

環境化学物質分析研究室

環境化学物質分析研究室

農薬動態評価ユニット

フラックス変動評価チー
ム

物質循環ユニット

物質循環ユニット

物質循環ユニット

物質循環ユニット

温室効果ガスチーム

温室効果ガスチーム

温室効果ガスチーム

温室効果ガスチーム

温室効果ガスチーム

温室効果ガスチーム

DNAマイクロアレイを用いたソバ由来のアレロケ
ミカルの研究

残留性有機汚染物質（POPs）の高精度分析に基づ
く日韓農業環境における実態比較

日本におけるQoI剤耐性うどんこ病菌の分子生物学
的スクリーニング方法の開発

DNAを用いた土壌線虫相の同定方法と形態的同定
の整合性向上に関する研究

白絹病菌菌核に付着する微生物群集の解析

移動耕作生態系管理手法の改善に関わる社会経済
的・文化的受容性に関する研究

アジア諸国の農耕地におけるCH4、N2O発生量のモ
デリング

「残留性有機化学物質への暴露およびリスク評価」
に関する共同研究

二国間交流事業・共同研究「ベンガル低地の水田に
おけるフラックス総合観測」

アジア地域の水田の炭素循環に関する研究

「残留性有機化学物質への暴露およびリスク評価」
に関する共同研究

「残留性有機化学物質への暴露およびリスク評価」
に関する共同研究

中国におけるPOPsの広域拡散

二国間交流事業・共同研究「ベンガル低地の水田に
おけるフラックス総合観測」

東アジア集水域の窒素循環に関するワークショップ
への参加と研究打ち合わせ

東アジア集水域の窒素循環に関するワークショップ
への参加と研究打ち合わせ

東アジア集水域の窒素循環に関するワークショップ
への参加と研究打ち合わせ

東アジア集水域の窒素循環に関するワークショップ
への参加と研究打ち合わせ

国際ワークショップ「モンスーンアジア農業生態系
における温室効果ガス発生」への出席と研究協力に
ついての打合せ
国際ワークショップ「モンスーンアジア農業生態系
における温室効果ガス発生」への出席と研究協力に
ついての打合せ

国際ワークショップ「モンスーンアジア農業生態系
における温室効果ガス発生」への出席と研究協力に
ついての打合せ

国際ワークショップ「モンスーンアジア農業生態系
における温室効果ガス発生」への出席と研究協力に
ついての打合せ

国際ワークショップ「モンスーンアジア農業生態系
における温室効果ガス発生」への出席と研究協力に
ついての打合せ

国際ワークショップ「モンスーンアジア農業生態系
における温室効果ガス発生」への出席と研究協力に
ついての打合せ

17.08.02
～19.08.01

17.09.01
～19.08.31

17.09.14
～19.09.13

17.11.23
～19.11.22

17.11.30
～19.11.29

17.06.17
～17.10.16

17.08.01
～18.03.31

17.08.06
～18.02.04

17.08.22
～17.11.09

17.08.28
～17.08.30

17.10.16
～17.10.23

17.10.16
～17.10.23

17.10.09
～17.10.12

17.11.19
～18.01.27

18.02.19
～18.02.22

18.02.19
～18.02.22

18.02.19
～18.02.22

18.02.19
～18.02.22

18.03.06
～18.03.10

18.03.06
～18.03.10

18.03.06
～18.03.10

18.03.06
～18.03.10

18.03.06
～18.03.10

18.03.06
～18.03.10

派遣元 受入研究室等 研　　究　　課　　題 期　間



重点研究支援
協力員　４名

重点研究支援
協力員　５名

フラックス変動評価チー
ム

化学生態ユニット

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

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

17.04.01
～17.12.31

17.04.01
～17.12.31
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中国科学院大気物理研究
所

中国科学院南京土壌研究
所

中国科学院南京土壌研究
所

アメリカ　イリノイ大学

サウス・オーストラリア・
フリンダーズ大学

英国　ADAS研究所

韓国農村振興庁農業科学
院

韓国農村振興庁農業科学
院

韓国農村振興庁農業科学
院

韓国農村振興庁農業科学
院

韓国農村振興庁農業科学
院

温室効果ガスチーム

温室効果ガスチーム・栄
養塩類研究グループ

栄養塩類研究グループ

栄養塩類研究グループ

栄養塩類研究グループ

栄養塩類研究グループ

栄養塩類研究グループ

栄養塩類研究グループ

栄養塩類研究グループ

栄養塩類研究グループ

栄養塩類研究グループ

国際ワークショップ「モンスーンアジア農業生態系
における温室効果ガス発生」への出席と研究協力に
ついての打合せ

国際ワークショップ「モンスーンアジア農業生態系
における温室効果ガス発生」および日韓共同国際ワ
ークショップ「農業生態系における窒素負荷と河
川・地下水への流出」に出席

日韓共同国際ワークショップ「農業生態系における
窒素負荷と河川・地下水への流出」に出席

日韓共同国際ワークショップ「農業生態系における
窒素負荷と河川・地下水への流出」に出席

日韓共同国際ワークショップ「農業生態系における
窒素負荷と河川・地下水への流出」に出席

日韓共同国際ワークショップ「農業生態系における
窒素負荷と河川・地下水への流出」に出席

日韓共同国際ワークショップ「農業生態系における
窒素負荷と河川・地下水への流出」および「日韓水
質保全」研究推進会議に出席

日韓共同国際ワークショップ「農業生態系における
窒素負荷と河川・地下水への流出」および「日韓水
質保全」研究推進会議に出席

日韓共同国際ワークショップ「農業生態系における
窒素負荷と河川・地下水への流出」および「日韓水
質保全」研究推進会議に出席

日韓共同国際ワークショップ「農業生態系における
窒素負荷と河川・地下水への流出」および「日韓水
質保全」研究推進会議に出席

日韓共同国際ワークショップ「農業生態系における
窒素負荷と河川・地下水への流出」および「日韓水
質保全」研究推進会議に出席

18.03.06
～18.03.10

18.03.06
～18.03.16

18.03.14
～18.03.16

18.03.14
～18.03.16

18.03.14
～18.03.16

18.03.14
～18.03.16

18.03.14
～18.03.17

18.03.14
～18.03.17

18.03.14
～18.03.17

18.03.14
～18.03.17

18.03.14
～18.03.17

制度名 派遣元 受入研究室等 研　　究　　課　　題 期　間

招へい研究者
（国内）

受入研究員

兵庫県立農林水産技術総
合センター

首都大学東京

㈱日本曹達

岐阜大学流域圏環境科学
センター

タイ　土地開発局

韓国農村振興庁農業科学
技術院

韓国農村振興庁農業科学
技術院

タイ　エネルギと環境に
関する連携大学院大学

化学生態ユニット

環境計測ユニット

土壌微生物利用ユニット

気候資源ユニット

土壌分類研究室

栄養塩類研究グループ

栄養塩類研究グループ

温室効果ガスチーム

環境省委託プロジェクト「公害防止」の課題に係る
研究打合せ

ENSOと南アジアにおける気温・降水量変動の関係
およびその農業影響に関する研究

有用微生物の環境修復への応用研究

東アジア冷温帯林生態系における土壌呼吸量の年変
動とモデル解析

水田土壌の塩類集積に関する土壌情報システムの活
用

農耕地からの栄養塩類の流出実態の解明（「日韓水
質保全」研究）

農耕地からの栄養塩類の流出実態の解明（「日韓水
質保全」研究）

バイオマス燃焼による大気微量物質の動態解明に関
する研究打ち合わせ

17.12.19
～17.12.21

16.04.11
～17.03.31

17.06.16
～17.09.16

17.07.01
～18.03.31

17.10.03
～17.10.04

17.11.13
～17.11.19

17.11.13
～17.11.19

18.03.10
～18.03.12



Ⅴ．研究・技術協力 127

盻 大学等との連携

１）非常勤講師の派遣

首都大学東京

東京大学大学院農学生命科学研究科

北海道大学大学院農学研究科

茨城大学

鳥取大学大学院農学系研究科

東京大学教養部

東京農業大学

東京農工大学農学教育部・農学部

北海道大学大学院環境科学院

筑波大学大学院環境科学研究科

千葉大学園芸学部

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

５）客員研究員の派遣

譛農民教育教会鯉淵学園農業栄養専門学校

６）連携大学院方式による大学院生の受け入れ

東京工業大学大学院総合理工学研究科

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
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派　遣　元

東京農工大COEプログラム

筑波大学大学院生命環境科学研究
科

茨城大学大学院理工学研究科

㈱TAステビア

筑波大学大学院生命環境科学研究
科

筑波大学大学院生命環境科学研究
科

千葉大学大学院自然科学研究科

茨城大学大学院農学研究科

茨城大学大学院農学研究科

国立科学博物館筑波実験植物園

茨城大学大学院農学研究科

茨城大学農学部

筑波大学大学院生命環境科学研究
科

信州大学大学院工学系研究科

筑波大学大学院生命環境科学研究
科

千葉大学園芸学部外国人研究者
（南京土壌研究所）

千葉大学大学院自然科学研究科

中央農研病害防除部

筑波大学大学院生命環境科学研究
科

山形大学農学部

東京大学大学院生命科学研究科

筑波大学大学院生命環境科学研究
科

横浜国立大大学院環境情報学府

微生物機能ユニット

植生生態ユニット

温室効果ガスチーム

化学生態ユニット

フラックス変動評価チーム

植生生態ユニット

導入昆虫影響ユニット

微生物機能ユニット

線虫・小動物ユニット

土壌分類研究室

微生物分類研究室

微生物分類研究室

環境化学物質分析研究室

環境化学物質分析研究室

放射性同位体分析研究室

生態系影響ユニット

生態系影響ユニット

微生物生態ユニット

微生物生態ユニット

微生物分類研究室

生態系影響ユニット

化学生態ユニット

線虫・小動物ユニット

フザリウム属菌における機能性遺伝子の検索と系統解
析

絶滅危惧植物に対する除草剤の影響評価に関する手法

農耕地における温室効果ガス発生量の測定法

天然生理活性物質の単離・構造解析

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習得

絶滅危惧植物に対する遺伝的多様性評価に関する手法

導入天敵の環境影響評価

土壌細菌の多様性解析のためのDNA取り扱い技術の
修得

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

土壌一般理化学性分析

糸状微生物の分類と同定に関する技術講習

イネ葉面微生物の分離、同定に関する技術講習

河川および湖沼における底質試料中の農薬分析技術の
取得

河川および湖沼における底質、水、大気、生物中の
POPsの分析技術の習得

炭素安定同位体比測定技術の取得

イネ品種の生育とメタン放出の高CO2応答に関する実
験とデータ解析

イネ品種の生育とメタン放出の高CO2応答に関する実
験とデータ解析

DNAの変性剤濃度勾配電気泳動法

土壌微生物相のPCR-DDGE解析

イネ葉面生息細菌の分類、同定法に関する技術習得

高CO2濃度下における植物の炭素分配に関する実験手
法の習得

天然生理活性物質の検定法

土壌自由生活性線虫の標本作製法および同定法の研修

17.04.01
～17.06.30

17.04.01
～17.06.30

17.09.01
～18.02.28

17.04.01
～17.06.30

17.10.03
～18.03.31

17.04.01
～17.12.28

17.04.01
～18.03.31

17.04.01
～18.03.31

17.04.01
～18.03.31

17.04.01
～18.03.31

17.04.01
～18.03.31

17.04.01
～18.03.31

17.04.01
～18.03.31

17.04.01
～18.03.31

17.04.01
～18.03.31

17.04.01
～18.03.31

17.04.01
～18.03.31

17.05.02
～18.03.31

17.05.02
～18.03.31

17.05.16
～17.05.20

17.05.16
～17.05.20

17.06.01
～18.01.31

17.06.01
～18.02.28

17.06.09
～17.06.30

17.06.09
～18.03.31

受入研究室 研　　究　　課　　題 期　間

４．研修等

盧 技術講習
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派　遣　元

明治大学大学院農学研究科

東京大学大学院理学系研究科

日本大学生物資源科学部

㈱エスコ環境事業部

東京大学農学部

お茶の水女子大学生活科学部

東京農大大学院農学研究科

三重県科学技術振興センター

国立福島工業高等専門学校

国立福島工業高等専門学校

国立福島工業高等専門学校

国立福島工業高等専門学校

長岡技術科学大学

高知県農業技術センター

長野県南信農業試験場

筑波大学大学院生命環境科学研究
科

東京農大大学院農学研究科

譛日本きのこセンター菌蕈研究所

静岡大学大学院農学研究科

産業技術総合研究所

㈱クミアイ化学工業生物科学研究
所

愛媛県農業試験場

譛国際科学振興財団研究開発部

日本大学生物資源科学部

農生機構近畿中国四国農業研究セ
ンター

㈱雪印種苗

㈱建設環境研究所

化学生態ユニット

土壌分類研究室

環境化学物質分析研究室

農薬動態評価ユニット

フラックス変動評価チーム

化学生態ユニット

化学生態ユニット

土壌分類研究室

土壌微生物利用ユニット

化学生態ユニット

土壌化学ユニット

リモートセンシングユニッ
ト

土壌微生物利用ユニット

生態系影響ユニット

化学生態ユニット

微生物機能ユニット

微生物機能ユニット

重金属動態ユニット

化学生態ユニット

土壌分類研究室

農薬動態評価ユニット

土壌分類研究室

化学生態ユニット

環境化学物質分析研究室

微生物分類研究室

化学生態ユニット

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

土壌一般理化学性分析

底質中の有害有機化学物質の分析法

河川珪藻群の薬剤感受性検定方法および河川付着珪藻
の分離培養方法、シマトビケラを用いた急性毒性試験
法およびシマトビケラの同定法

水田の観測

ムクナに含まれるL-DOPAの分析

ステビアに含まれる植物生長調節物質の分析と生長促
進効果の解明

粘土鉱物の分析および同定法

微生物遺伝子の取り扱いの基礎

外来の園芸植物・工芸作物のアレロパシーの探索と分
析

土壌中の環境負荷物質の動態

MODISデータを利用した広域農業環境把握

有機塩素化合物分解菌の遺伝子解析

水稲発育予測モデルの品種パラメーター推定法

リン酸過剰土壌におけるPおよびAlのNMRによる化
学形態解析

フザリウム属菌によるシロイヌナズナの抵抗性誘導機
構の解析

フザリウム属菌におけるG3PDH遺伝子の解析

乾椎茸粉末の効率的酸分解方法及びストロンチウムの
高度な分離精製方法

植物体内のアルミニウムの精製とNMRによるキャラ
クタゼーション

土壌のCECとリン酸保持量の測定

藻類生長阻害試験法の習得

デジタル土壌図を利用した土壌データベースの作成お
よび主題図の作成

植物成分の化学分析に関する技術講習

底質における有害有機汚染物質（POPs）の分析法

シュードモナス属菌の同定技術習得

外来植物に含まれる毒物の検索およびその定量・分析

アレロパシーに特異的な生物検定法の習得

17.06.14
～18.03.31

17.06.15
～17.11.15

17.07.01
～17.08.31

17.07.04
～17.07.15

17.08.01
～17.08.12

17.08.01
～18.01.31

17.08.01
～18.03.31

17.08.08
～17.08.12

17.08.08
～17.08.19

17.08.15
～17.09.02

17.08.22
～17.09.02

17.09.20
～17.09.30

17.10.03
～18.01.31

17.10.19
～17.10.21

17.10.24
～17.11.02

17.11.01
～18.03.31

17.11.01
～18.03.31

17.11.14
～17.11.22

17.11.14
～17.12.28

17.12.12
～17.12.16

17.12.12
～17.12.16

17.12.13
～17.12.14

17.12.15
～18.03.31

18.01.04
～18.03.31

18.01.18
～18.01.23

18.01.18
～18.03.31

18.01.27
～18.02.28

受入研究室 研　　究　　課　　題 期　間
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㈱建設環境研究所

㈱建設環境研究所

農水省横浜植物防疫所

岩手大学農学部

長崎県病害虫防除所

化学生態ユニット

化学生態ユニット

微生物分類研究室

農薬動態評価ユニット

微生物分類研究室

アレロパシーに特異的な生物検定法の習得

アレロパシーに特異的な生物検定法の習得

植物検疫等で発見される糸状菌の分類・同定に関する
技術習得

農薬などの有機化学物質の検査手法および生態系汚染
リスクの評価

にがうり青枯病菌における系統解析の技術習得

18.01.27
～18.02.28

18.01.27
～18.02.28

18.02.20
～18.02.24

18.03.01
～18.03.17

17.03.06
～17.03.10

派　遣　元

制　度　名

JICA研修員 中国農業科学院農業資源・
農業企画研究所

水動態ユニット 窒素等による水質汚染のモニタリング技術 17.11.08
～17.12.16

所　　　属 受入研究室 研　　究　　課　　題 期　間

受入研究室 研　　究　　課　　題 期　間

盪　外国人研修

研　　修　　課　　題

新規採用者研修

英語研修

放射線障害防止のための教育訓練

農業関係研修

17.04.01～17.04.05

17.05.00～18.03

17.05.11

17.05.16～17.05.20

企画調整部研究企画科

総務部会計課

地球環境部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

化学環境部有機化学物質研究グループ

企画調整部研究企画科

地球環境部気象研究グループ

地球環境部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

生物環境安全部植生研究グループ

生物環境安全部微生物・小動物研究グループ

化学環境部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

RI施設利用職員

企画調整部研究企画科

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

期　　　間 所　　　　　　属 参加者数

蘯 職員研修

所内研修　一般研修

研　　修　　課　　題

国家公務員合同初任者研修

Ⅰ種試験採用者研修

Ⅲ種試験採用者研修

農林水産関係研究リーダー研修

管理監督者研修

課長補佐・専門職養成研修

関東地区中堅係員研修

17.04.06～17.04.08

17.04.11～17.04.15

17.04.19～17.04.22

17.05.11～17.05.13

17.05.23～17.05.27

17.06.13～17.06.17

18.01.23～18.01.27

17.10.25～17.10.28

企画調整部研究企画科

企画調整部研究企画科

総務部会計課

化学環境部栄養塩類研究グループ

環境化学分析センター

総務部庶務課

総務部庶務課

企画調整部研究企画科

総務部会計課

2

2

1

1

1

1

1

1

1

期　　　間 所　　　　　　属 参加者数

派遣研修　一般研修
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研　　修　　課　　題

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）

数理統計短期集合研修基礎編

知的財産権研修

農業機械化研修（高度トラクタ整備技術研

修）

農林水産省接遇研修

17.10.14～17.10.20

17.11.07～17.11.11

17.11.08～17.11.11

18.01.16～18.02.09

17.07.12～17.07.15

企画調整部業務科

化学環境部重金属研究グループ

企画調整部研究企画科

企画調整部業務科

総務部会計課

2

2

1

1

1

期　　　間 所　　　　　　属 参加者数

派遣研修　専門研修

研　　修　　課　　題

第Ⅰ種衛生管理者免許試験受験準備講習会

危険物取扱者保安講習会

心の健康づくり研修会

高所作業車の運転技能講習会

関東地区行政管理・評価セミナー

XAFS講習会（入門実習編）

労働法関係研修

食品技術講習会「遺伝子組換え体の検知技

術」聴講

17.06.01～17.06.03

17.07.12

17.09.09

17.09.13～17.09.15

17.12.01

18.02.14～18.02.15

18.02.21～18.02.23

18.03.14～18.03.16

総務部会計課

企画調整部研究企画科

企画調整部業務科

総務部庶務課

総務部会計課

企画調整部業務科

総務部庶務課

生物環境安全部植生研究グループ

化学環境部重金属研究グループ

環境化学分析センター

総務部庶務課

生物環境安全部微生物・小動物研究グループ

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

3

1

期　　　間 所　　　　　　属 参加者数

研修・講習会

５．分析・鑑定等

項　　目

昆　　　　虫

微 生 物

土　　　　壌

統　　　　計

リモートセンシング

そ の 他

3

1

5

9

－

19

29

13

－

－

－

－

020

054

036

076

019

123

分　　析 鑑定・同定 技術指導

（件数）
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Ⅵ．総　　務

１．機　　構
平成17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 
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 
　　　　　　　　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 
　環境計測ユニット、環境統計ユニット、物質循環ユニット、 
　生態管理ユニット、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 
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 
組換え体チーム 
 
有機化学物質研究グループ 
　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 
　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 

企 画 調 整 部 
 
 
 
 
 
総　　務　　部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地 球 環 境 部 
 
 
 
 
 
 
 
生物環境安全部 
 
 
 
 
 
 
 
化 学 環 境 部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農業環境 
インベントリーセンター 
 
 
環境化学分析センター 

理事長　　理　事 
 
 
 
 
監　事 
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２．人　　事
盧 定　　員

平成17年度末各部定員は、次のとおりである。 （18.3.31現在）

１）役　員

２）職　員

盪 人事異動（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

（任　命）

（採　用）

役　職　名

部　　　別

企 画 調 整 部

総 務 部

地 球 環 境 部

生 物 環 境 安 全 部

化 学 環 境 部

農業環境インベントリーセンター

環 境 化 学 分 析 セ ン タ ー

合　　　計

定　　　　　　　　員

一 般 職 員

10

28

38

技術専門職員

13

01

14

研 究 職 員

008

038

032

043

012

008

141

計

031

029

038

032

043

012

008

193

常　　　勤 非　常　勤 計

合　　　計 3 1 4

理　　　　　事　　　　　長

理　　　　　　　　　　　事

監　　　　　　　　　　　事

1

1

1 1

1

1

2

年月日 氏　　名 新　　所　　属

17.04.01 佐藤　洋平 理事長

17.04.01 上路　雅子 理事

17.04.01 松井　武久 監事

17.04.01 堀　　雅文 監事（非常勤）

年月日 氏　　名 新　　所　　属

17.04.01 田村季実子 企画調整部研究企画科 新規採用

17.04.01 大東健太郎 企画調整部研究企画科 新規採用

17.04.01 谷内　篤史 総務部会計課（経理班支出係） 新規採用

17.04.01 金　　元植 地球環境部主任研究官（食料生産予測チーム） 選考採用

17.04.01 石塚　直樹 地球環境部（生態システム研究グループリモートセン
シングユニット）
（任期　平成21年3月31日まで）

選考採用（任期付研究員）

17.04.01 横山　淳史 化学環境部（有機化学物質研究グループ農薬動態評価
ユニット）
（任期　平成21年3月31日まで）

選考採用（任期付研究員）

17.04.01 駒村美佐子 農業環境インベントリーセンター 再任用（任期更新）

17.04.01 原田　直國 農業環境インベントリーセンター 再任用
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（転　入）

（転　出）

（併　任）

年月日 氏　　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

17.04.01 宮下　 貴 企画調整部長 農業生物資源研究所企画調整部研究企画調整官

17.04.01 野尻　英夫 総務部長 農業・生物系特定産業技術研究機構生物系特定産業技術
研究支援センター総務部長

17.04.01 與語　靖洋 化学環境部有機化学物質研究グループ長 農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究セ
ンター耕地環境部畑雑草研究室長

17.04.01 福田　直美 企画調整部情報資料課課長補佐 農業生物資源研究所企画調整部情報広報課専門職（司書）

17.04.01 川闢 美江 総務部庶務課労務班職員係長 農業生物資源研究所総務部庶務課庶務第3係長

17.04.01 鈴木　崇仁 総務部会計課（用度班施設管理係） 農業・生物系特定産業技術研究機構果樹研究所総務部会
計課（用度係）

17.04.01 神山　和則 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）

農業・生物系特定産業技術研究機構畜産草地研究所草地
生態部草地資源評価研究室長

17.06.01 鈴木　長男 総務部庶務課長 農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究セ
ンター総務部庶務課長

17.10.01 宮前　正義 企画調整部情報資料課長 農林水産政策研究所企画連絡室研修課長

17.11.01 伊藤　健二 生物環境安全部主任研究官（昆虫研究グループ導入昆
虫影響ユニット）

農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究セ
ンター虫害防除部主任研究官（昆虫生態研究室）

18.03.31 長谷部　亮 企画調整部付 農林水産技術会議事務局研究開発企画官

18.03.31 山本　勝利 企画調整部付 農林水産技術会議事務局研究調査官

年月日 氏　　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

17.04.01 長谷部　亮 農林水産技術会議事務局研究開発企画官 化学環境部有機化学物質研究グループ長

17.04.01 幡谷　弘行 農業・生物系特定産業技術研究機構総括部総務管理官 総務部長

17.04.01 田中　　修 農業・生物系特定産業技術研究機構九州沖縄農業研究
センター総務部庶務課長

総務部庶務課課長補佐（労務班担当）

17.04.01 白石　正毅 農林水産省農林水産大臣官房経理課公会計班公会計係
長

総務部庶務課労務班人事係長

17.04.01 野口美千代 農業工学研究所総務部会計課支出係長 総務部会計課経理班審査係長

17.04.01 秋山　匡央 農業・生物系特定産業技術研究機構総括部施設課（設
備係）

総務部会計課（用度班施設管理係）

17.04.01 土屋　健一 農業・生物系特定産業技術研究機構近畿中国四国農業
研究センター特定作物部長

生物環境安全部微生物・小動物研究グループ研究リーダ
ー（微生物機能ユニット）

17.04.01 望月　雅俊 農業・生物系特定産業技術研究機構果樹研究所ブド
ウ・カキ研究部虫害研究室長

生物環境安全部主任研究官（昆虫研究グループ導入昆虫
影響ユニット）

17.04.01 小原　　洋 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土壌管理研究室主任研究官

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）

17.04.01 中野　恵子 農業・生物系特定産業技術研究機構九州沖縄農業研究
センター水田作研究部水田土壌管理研究室

化学環境部（栄養塩類研究グループ土壌物理ユニット）

17.04.01 篠原　弘亮 農業・生物系特定産業技術研究機構東北農業研究セン
ター畑地利用部畑病虫害研究室

農業環境インベントリーセンター（微生物分類研究室）

17.06.01 橋爪　顴幸 農林水産技術会議事務局筑波事務所次長 総務部庶務課長

17.10.01 長岡　進一 農業生物資源研究所企画調整部情報広報課長 企画調整部情報資料課長

年月日 氏　　名 併　　任　　先 本　　所　　属

17.10.01 白戸　康人 農林水産技術会議事務局（研究調査官） 地球環境部主任研究官（食料生産予測チーム）
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（併任解除）

（退　職）

（任期満了）

年月日 氏　　名 本　務　所　属 併　　任　　先

17.04.01 大倉　利明 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）

農林水産技術会議事務局（研究調査官）

17.10.01 堀尾　　剛 化学環境部主任研究官（有機化学物質研究グループ農
薬動態評価ユニット）

農林水産技術会議事務局（研究開発課研究調査官）

18.03.31 白戸　康人 地球環境部主任研究官（食料生産予測チーム） 農林水産技術会議事務局（研究調査官）

年月日 氏　　名 旧　　所　　属

18.01.31 上沢　正志 勧奨 農業環境インベントリーセンター主任研究官

18.03.31 松井　正春 定年 生物環境安全部昆虫研究グループ長

18.03.31 小川　恭男 勧奨 生物環境安全部植生研究グループ長

18.03.31 大黒　俊哉 自己都合 生物環境安全部主任研究官（植生研究グループ景観生態
ユニット）

18.03.31 荒谷　　博 自己都合 生物環境安全部主任研究官（植生研究グループ化学生態
ユニット）

年月日 氏　　名 旧　　所　　属

18.03.31 岩闢 亘典 地球環境部任期付研究員（生態システム研究グループ生
態管理ユニット）

18.03.31 石川　　覚 化学環境部任期付研究員（重金属研究グループ土壌生化
学ユニット）

18.03.31 渡邉　栄喜 環境化学分析センター任期付研究員（環境化学物質分析
研究室）

18.03.31 駒村美佐子 農業環境インベントリーセンター再任用

18.03.31 原田　直國 農業環境インベントリーセンター再任用

蘯　受賞・表彰

日本土壌肥料学会論文賞（平成17年４月４日）

白戸　康人・袴田　共之・谷山　一郎

「黒ボク土に適用可能な改良ローザムステッド・カーボン・モデルとその検証：ピロリン酸塩可溶Al含有

に応じて腐食画分の分解率を変えることによる改良」

平成17年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞（平成17年４月20日）

牧野　知之

「農業環境分野における汚染土壌の修復に関する化学的研究」

大気環境学会学術賞（平成17年９月８日）

野内　　勇

日本雪氷学会平田賞（平成17年９月28日）

井上　　聡

「地球温暖化時における日本国内の降雪変動予測」
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日本応用動物昆虫学会賞（平成18年３月27日）

山村　光司

「昆虫の個体群パラメーター推定のための統計学的解析手法に関する研究」

平成17年度若手農林水産研究者表彰（平成18年２月２日）

牧野　知之

「土壌洗浄法によるカドミウム汚染水田の修復技術に関する研究」

平成17年度永年勤続者表彰（平成17年４月１日）

（30年以上）

飯塚　光一（総務部会計課）

小川　恭男（生物環境安全部植生研究グループ）

松本　直幸（生物環境安全部微生物・小動物研究グループ）

石井　英夫（化学環境部有機化学物質研究グループ）

神田　健一（化学環境部栄養塩類研究グループ）

（20年以上）

菊池　昌樹（企画調整部研究企画科）

木村　龍介（企画調整部研究交流科）

辻島　厚子（総務部庶務課）

松本　正幸（総務部会計課）

井手　　任（生物環境安全部植生研究グループ）

山村　光司（生物環境安全部昆虫研究グループ）

櫻井　泰弘（化学環境部重金属研究グループ）

中井　　信（農業環境インベントリーセンター）

盻 叙勲

高齢者叙勲（17.12.01）

松尾　英俊（元農業技術研究所化学部）

瑞寶雙光章
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３．会　　計

盧 財務諸表

貸借対照表

（平成18年３月31日）

（単位：円）

資産の部
Ⅰ　流動資産

現金及び預金 819,564,246
前渡金 1,250,000
未収収益 524,359
未収金 1,261,151
その他流動資産 455,180
流動資産合計 823,054,936

Ⅱ　固定資産
１　有形固定資産

建物 8,138,042,714
減価償却累計額 1,011,098,531 7,126,944,183
構築物 1,534,008,725
減価償却累計額 137,270,508 1,396,738,217
車両運搬具 19,426,256
減価償却累計額 9,367,029 10,059,227
工具器具備品 2,883,326,598
減価償却累計額 1,834,981,217 1,048,345,381
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 34,880,150,555

２　無形固定資産
ソフトウェア 48,204,467
電話加入権 2,153,100
工業所有権仮勘定 4,023,327
無形固定資産合計 54,380,894
固定資産合計 34,934,531,449
資産合計 35,757,586,385

負債の部
Ⅰ　流動負債

リース債務 26,986,449
研究業務未払金 29,348,780
未払金 86,244,509
未払費用 110,747,315
未払消費税等 3,706,500
預り金 11,563,114
流動負債合計 268,596,667

Ⅱ　固定負債
資産見返負債
資産見返運営費交付金 647,883,351
資産見返寄付金 11,870,763
資産見返物品受贈額 278,302,606
工業所有権仮勘定見返運営費交付金 4,023,327 942,080,047

リ－ス債務 4,579,863
固定負債合計 946,659,910
負債合計 1,215,256,577

資本の部
Ⅰ　資本金

政府出資金 34,353,269,524
資本金合計 34,353,269,524

Ⅱ　資本剰余金
資本剰余金 1,444,528,761
損益外減価償却累計額 －1,840,476,287
損益外固定資産除売却差額 －219,417,925
資本剰余金合計 －615,365,451

Ⅲ　利益剰余金
積立金 804,425,735
（うち当期総利益） （ 138,985,617）
利益剰余金合計 804,425,735
資本合計 34,542,329,808
負債資本合計 35,757,586,385
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損益計算書

（平成17年４月１日～平成18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 1,392,295,846
法定福利費・福利厚生費 162,859,543
退職金 109,146,886
その他人件費 194,850,929
外部委託費 476,438,210
研究材料費 97,719,283
支払リース料 1,067,220
賃借料 5,847,769
減価償却費 255,261,863
保守・修繕費 366,967,533
水道光熱費 209,691,504
旅費交通費 93,536,610
消耗品費 305,842,806
備品費 79,694,342
諸謝金 2,281,940
支払手数料 1,366,044
図書印刷費 125,821,226
その他業務経費 20,576,077 3,901,265,631

一般管理費
役員報酬 37,282,444
給与、賞与及び諸手当 179,098,409
法定福利費・福利厚生費 32,044,118
退職金 4,704,975
その他人件費 17,101,047
賃借料 2,684,189
減価償却費 6,904,562
保守・修繕費 39,853,271
水道光熱費 14,657,950
旅費交通費 2,342,239
消耗品費 18,646,881
備品費 3,566,808
諸謝金 6,659,000
支払手数料 1,521,826
その他管理経費 12,495,679 379,563,398

財務費用
支払利息 961,146 961,146

雑損 287,223
経常費用合計 4,282,077,398

経常収益
運営費交付金収益 3,204,157,374
事業収益
その他事業収入 852,619 852,619

受託収入
政府受託収入 1,002,760,213
その他受託収入 45,652,795 1,048,413,008

資産見返負債戻入 167,537,197
財務収益
受取利息 44 44

雑益 102,773
経常収益合計 4,421,063,015
経常利益 138,985,617

臨時損失
固定資産除却損 33,486,245 33,486,245

臨時利益
資産見返負債戻入 33,486,245 33,486,245

当期純利益 138,985,617
当期総利益 138,985,617
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キャッシュ・フロー計算書

（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

（単位：円）

Ⅰ　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 －1,772,491,702
人件費支出 －2,233,631,329
科学研究費等支出 －29,697,735
その他の業務支出 －98,119,641
運営費交付金収入 3,105,590,000
受託収入 1,048,445,875
科学研究費等収入 29,315,295
その他業務収入 651,506
小計 50,062,269

利息の受取額 25
利息の支払額 －961,146

業務活動によるキャッシュ・フロー 49,101,148

Ⅱ　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 －345,551,091
無形固定資産の取得による支出 －21,070,156
施設費による収入 118,579,661
その他の収入 2,153,000

投資活動によるキャッシュ・フロー －245,888,586

Ⅲ　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 －28,996,518

財務活動によるキャッシュ・フロー －28,996,518

Ⅳ　資金減少額 225,783,956
Ⅴ　資金期首残高 1,045,348,202
Ⅵ　資金期末残高 819,564,246

行政サービス実施コスト計算書

（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

（単位：円）

Ⅰ　業務費用
盧損益計算書上の費用
研究業務費 3,901,265,631
一般管理費 379,563,398
財務費用 961,146
雑損 287,223
臨時損失 33,486,245 4,315,563,643

盪（控除）自己収入等
受託収入 －1,048,413,008
その他事業収入 －852,619
資産見返寄付金戻入 －1,892,566
受取利息 －44
雑益 －102,773 －1,051,261,010

業務費用合計 3,264,302,633

Ⅱ　損益外減価償却等相当額
損益外減価償却相当額 344,747,715
損益外固定資産除却相当額 29,541,312 374,289,027
損益外減価償却等相当額合計 374,289,027

Ⅲ　引当外退職給付増加見積額 16,461,454

Ⅳ　機会費用
政府出資又は地方公共団体出資
等の機会費用 599,423,930 599,423,930

Ⅴ　行政サービス実施コスト 4,254,477,044
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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いる。

２．減価償却の会計処理方法

盧　有形固定資産

定額法を採用している。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

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

除して表示している。

盪　無形固定資産

定額法を採用している。

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）に基づいている。

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いない。

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

計算している。

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18年３月末利回りを参考に1.770％で計算している。

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いる。

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いる。

６．消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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、1,685,568,809円になっている。

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いる。

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：1.770％（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359,656,085円）＋（期末政府出資金34,353,269,524円－資本剰余金615,365,451円））／2｝×1.770％で計上して

いる。

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ある。

筑波共同利用施設から提供を受けている受益の費用　　　　　　　　　　　　　　178,087,305円
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利益の処分に関する書類

（単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益 138,985,617
当期総利益 138,985,617

Ⅱ　利益処分額
積立金 138,985,617

※　上記処分額は、平成18年６月21日付け18農会第527号をもって、主務大臣の承認済である。

附　属　明　細　書

盧 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）

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

差引当期末残高 摘要
当期償却額

有形固定
資産（償
却費損益
内）

建物 222,010,027 61,245,848 0 283,255,875 40,417,909 18,629,452 242,837,966

構築物 19,089,097 10,622,930 0 29,712,027 2,802,704 1,693,394 26,909,323

車両運搬具 15,045,466 5,202,290 821,500 19,426,256 9,367,029 2,579,164 10,059,227

工具器具備品 1,886,636,656 144,517,893 64,755,127 1,966,399,422 1,099,653,356 224,262,965 866,746,066

計 2,142,781,246 221,588,961 65,576,627 2,298,793,580 1,152,240,998 247,164,975 1,146,552,582

有形固定
資産（償
却費損益
外）

建物 7,757,316,752 100,317,116 2,847,029 7,854,786,839 970,680,622 220,407,207 6,884,106,217

構築物 1,515,996,742 0 11,700,044 1,504,296,698 134,467,804 26,875,344 1,369,828,894

工具器具備品 958,782,846 18,262,545 60,118,215 916,927,176 735,327,861 97,465,164 181,599,315

計 10,232,096,340 118,579,661 74,665,288 10,276,010,713 1,840,476,287 344,747,715 8,435,534,426

非償却資
産

土地 25,200,000,000 0 0 25,200,000,000 0 0 25,200,000,000

その他有形固定資産 98,063,547 0 0 98,063,547 0 0 98,063,547

計 25,298,063,547 0 0 25,298,063,547 0 0 25,298,063,547

有形固定
資産合計

建物 7,979,326,779 161,562,964 2,847,029 8,138,042,714 1,011,098,531 239,036,659 7,126,944,183

構築物 1,535,085,839 10,622,930 11,700,044 1,534,008,725 137,270,508 28,568,738 1,396,738,217

車両運搬具 15,045,466 5,202,290 821,500 19,426,256 9,367,029 2,579,164 10,059,227

工具器具備品 2,845,419,502 162,780,438 124,873,342 2,883,326,598 1,834,981,217 321,728,129 1,048,345,381

土地 25,200,000,000 0 0 25,200,000,000 0 0 25,200,000,000

その他有形固定資産 98,063,547 0 0 98,063,547 0 0 98,063,547

計 37,672,941,133 340,168,622 140,241,915 37,872,867,840 2,992,717,285 591,912,690 34,880,150,555

無形固定
資産

ソフトウェア 71,062,574 22,879,500 0 93,942,074 45,737,607 15,001,450 48,204,467

電話加入権 2,153,100 0 0 2,153,100 0 0 2,153,100

工業所有権仮勘定 1,737,671 2,285,656 0 4,023,327 0 0 4,023,327

計 74,953,345 25,165,156 0 100,118,501 45,737,607 15,001,450 54,380,894

投資その
他の資産

預託金 2,153,000 0 2,153,000 0 0 0 0

計 2,153,000 0 2,153,000 0 0 0 0
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（2） 資本金及び資本剰余金の明細

（単位：円）

（3） 積立金の明細

（単位：円）

（4） 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

盧 運営費交付金債務の増減の明細 （単位：円）

盪 運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成15年度交付分

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 2,260,100 0 0 2,260,100 預託金返還分、電話加入権

施設整備費補助金 1,321,643,000 118,579,661 0 1,440,222,661 施設費による資産取得

政府承継 2,046,000 0 0 2,046,000 電話加入権

計 1,325,949,100 118,579,661 0 1,444,528,761

損益外減価償却累計額 －1,540,852,548 －344,747,715 －45,123,976 －1,840,476,287 出資財産除却

損益外固定資産除売却差額 －144,752,637 －74,665,288 0 －219,417,925

計 －1,685,605,185 －419,413,003 －45,123,976 －2,059,894,212

差引計 －359,656,085 －300,833,342 －45,123,976 －615,365,451

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 662,721,895 2,718,223 0 665,440,118 平成16年度利益処分

計 662,721,895 2,718,223 0 665,440,118

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15年度 119,344,092 － 119,344,092 0 0 0 119,344,092 0

平成16年度 147,793,792 － 147,793,792 0 0 0 147,793,792 0

平成17年度 － 3,105,590,000 2,937,019,490 166,284,854 2,285,656 0 3,105,590,000 0

合　　計 267,137,884 3,105,590,000 3,204,157,374 166,284,854 2,285,656 0 3,372,727,884 0

区　　　　分 金　　額 内　　　　　　　　訳

成果進行基準
による振替額

運営費交付金収益 0 －（成果進行基準を採用した業務は無い）

資産見返運営費交付金 0

資本剰余金 0

計 0

期間進行基準
による振替額

運営費交付金収益 0 －（期間進行基準を採用した業務は無い）

資産見返運営費交付金 0

資本剰余金 0

計 0

費用進行基準
による振替額

運営費交付金収益 119,344,092 ①平成17年4月分・5月分給与等に係る人件費
②当該費用に係る損益計上額
ア）損益計算書に計上した費用の額　：　119,344,092円
（役員給与2,717,677円、職員給与106,229,826円、社会保険料等事業主負担金10,396,589円）

資産見返運営費交付金 0

工業所有権仮勘定見返運営費交付金 0

資本剰余金 0

計 119,344,092

合　　　　計 119,344,092
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②平成16年度交付分

③平成17年度交付分

区　　　　分 金　　額 内　　　　　　　　訳

成果進行基準
による振替額

運営費交付金収益 0 －（成果進行基準を採用した業務は無い）

資産見返運営費交付金 0

資本剰余金 0

計 0

期間進行基準
による振替額

運営費交付金収益 0 －（期間進行基準を採用した業務は無い）

資産見返運営費交付金 0

資本剰余金 0

計 0

費用進行基準
による振替額

運営費交付金収益 42,958,762 ①平成17年4月から8月分に係る電気設備等運転保守管理業務費及び監査法人顧問料
②当該業務に係る損益計上額
ア）損益計算書に計上した費用の額　：　42,958,762円
（諸謝金1,250,000円、保守費41,708,762円）

資産見返運営費交付金 0

工業所有権仮勘定見返運営費交付金 0

資本剰余金 0

計 42,958,762

会計基準第80第3項による振替額 104,835,030 中期目標期間の最終年度であることから、独法会計基準第80第3項の規定に基づき運営費交付金債務残高の全額を収益化。

合　　　　計 147,793,792

区　　　　分 金　　額 内　　　　　　　　訳

成果進行基準
による振替額

運営費交付金収益 0 －（成果進行基準を採用した業務は無い）

資産見返運営費交付金 0

資本剰余金 0

計 0

期間進行基準
による振替額

運営費交付金収益 0 －（期間進行基準を採用した業務は無い）

資産見返運営費交付金 0

資本剰余金 0

計 0

費用進行基準
による振替額

運営費交付金収益 2,910,862,233 ①上記、前年度債務以外の費用進行基準を採用した全ての業務
②当該業務に係る損益等
ア）損益計算書に計上した費用の額　：　2,910,862,233円
イ）資産購入の額　：　166,284,854円
ウ）特許出願に係る弁理士費用　：　2,285,656円

資産見返運営費交付金 166,284,854

工業所有権仮勘定見返運営費交付金 2,285,656

資本剰余金 0

計 3,079,432,743

会計基準第80第3項による振替額 26,157,257 中期目標期間の最終年度であることから、独法会計基準第80第3項の規定に基づき運営費交付金債務残高の全額を収益化。

合　　　　計 3,105,590,000

（5） 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

（単位：円）

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 118,579,661 0 118,579,661 0

計 118,579,661 0 118,579,661 0
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（6） 役員及び職員の給与の明細

（単位：円）

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
（871）
36,411）

（1）
3）

（0）
4,704）

（0）
3）

職　　　員
（211,708）
1,571,394）

（153）
190）

（0）
109,146）

（0）
5）

合　　　計
（212,580）
1,607,805）

（154）
193）

（0）
113,851）

（0）
8）

※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いる。

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いる。

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いる。

３．非常勤役員及び非常勤職員については、外数で（ ）で記載している。

４．千円未満の端数は切り捨てて記載している。

５．上記役員退職手当額は平成16年度退職役員に対する業績勘案率決定による支給額である。

盪 決算報告書

（単位：円）

区　　　　　分 予算額 決算額 差　額 備　　考

収　入

運営費交付金

施設整備費補助金

無利子借入金

受託収入

諸収入

計

支　出

業務経費

施設整備費

受託経費

借入償還金

一般管理費

人件費

計

3,106,000,000

123,000,000

0

1,056,000,000

2,000,000

4,287,000,000

920,000,000

123,000,000

1,056,000,000

0

406,000,000

1,982,000,000

4,487,000,000

3,105,590,000

118,579,661

0

1,048,413,008

955,436

4,273,538,105

949,984,862

118,579,661

1,047,035,723

0

396,803,119

1,895,490,829

4,407,894,194

－410,000

－4,420,339

0

－7,586,992

－1,044,564

－13,461,895

29,984,862

－4,420,339

－8,964,277

0

－9,196,881

－86,509,171

－79,105,806

※支出予算額は、交付金受入額
及び繰越額の合計である。

※差額の計算方法

収入については、決算額－予算額で計上している。

支出については、決算額－予算額で計上している。
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蘯 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

１）予算

①　予算配分等

平成17年度は中期目標期間最終年度であるため、目標達成のために、運営費交付金一般研究費については年度

当初予算配分額の増額に努め、16年度の研究課題評価を参考に、課題の進捗状況を勘案して、研究部長・センタ

ー長の裁量で重点的に配分を行った。さらに、平成16年度において進捗の遅れていた課題については、研究推進

費により「研究助手」を採用する等の対策を講じた結果、平成17年度の「課題検討委員会」の評価で、平成16年

度に比べ全体でSが２課題、Aが２課題増加するなど、研究進捗状況の改善が見られた。

研究の活性化を目的に、運営費交付金を財源とした所内の競争的資金としての「研究推進費」（237,500千円）を

運用し、当所が主催する独自の国際会議の開催（3,002千円、１件）、国際研究集会等への参加（18,535千円、54件）

及び所内独自の法人プロジェクト（28,700千円に充当し、研究の活性化と効率的な推進を図った。特に法人プロジ

ェクトについては、理事長のリーダーシップに基づき、次期中期目標期間の研究方向を見据えたシーズ的研究課

題の採択にもつとめた。

②　経費の節約等

● 管理経費の効率化については、「温暖化防止対策検討委員会」等が実施した研究本館及び別棟の調査に基づ

き、省エネルギー目標数値を前年度使用金額の１％削減として光熱水料の節約に努めた。

● 契約電力量の電気料金については、大量に電気を消費する冷蔵庫等の省エネ機器の更新を図るとともに研究

本館の冷暖房設備の改修が終了したことにより、平成17年度契約電力量を4,500kwhから4,300kwhに見直した。

また、所議等で連絡を行い、昼休みには、構内放送を行い不必要な照明の消灯、機器の電源OFFにするよう

に努めた。さらに、夏季の電気需要の多い時期のエレベータ運転の制限（平日－４基の内２基、休日－４基の

内３基の運転制限）、長期割引制度の活用により前年度に対して約4,800千円節減できた。

● 上下水道料についても、研究用器具の洗浄時の節水の職員への周知徹底等により上下水道料合わせて前年度

に対して約3,400千円節減できた。

● コピー料については、情報伝達としてのメールの利活用、コピー用紙の再利用・両面コピーを職員に周知徹

底し、ペーパーレス化を図るとともに、平成17年度は業務の簡素化と効率化、情報の迅速な提供とともにペパ

ーレス化を図るためにイントラネットを利用した新たなグループウエアの導入により、前年度に対して約900

千円節減できた。

● このような節減で得た分は、一般研究費に移用し課題推進の強化のために活用した。

③　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することとし、研究資

源の充実を図るよう努めた。科学研究費補助金の応募の際には所内で説明会を開催するとともに、各部・セン

ターで応募戦略を検討させた。

また、「公募型プロジェクト検討委員会」により、申請書類のブラッシュアップを行った。その結果、文部

科学省、環境省等の競争的資金に、代表提案10課題（平成16年度８課題）、参画提案３課題（平成16年度９課

題）が採択され、自己資金の獲得を図ることができた。これらにより平成17年度の受託収入は1,048,413千円と、

平成16年度に比べて127,290千円の増加となった。

④　経営管理体制（内部統制、監査体制、契約方針、監督・検査体制を含む）の方針及び実績

●　内部統制等

当法人の中期計画、年度計画で定めた業務については、役員会、所議を設置し、重要事項を審議、決定し、

推進してきた。また、所の運営、人事、予算、安全衛生等を適正で効率的に推進するために、各種委員会を設

置し、内部統制を図ってきた。又、契約については、昨年５月の会計実施検査の際に、研究用機器の購入契約
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は可能な限り競争契約に努めることとの指摘を受け、これまでの研究用機器の随意契約予定であった１件を見

直し、また一般競争を可能な限り行い、契約の透明性、競争性の確保に努めた。

●　監査体制

当法人の業務の適性かつ能率的な運営に資するとともに、会計経理の適正を期するために、常勤監事及び非

常勤監事による業務及び会計監査を実施した。所の重要事項を審議・決定する役員会及び所議に出席し、公正

不偏の立場から意見を述べてきた。所の運営に関する重要な文書、決議書も日常的に監査した。又、会計監査

法人による監査も実施した。

更に、次期中期に向けて、監査体制強化の一環として所の業務、会計経理が法令等に適切に有効に業務遂行、

事務処理が執行されているかを監査する部署として監査室の設置を検討した。

●　監査等実績

１） 平成17年度監事監査（業務及び会計監査）

平成17年５月23日～６月３日

２） 監事の役員会及び所議への出席

平成17年度は合計46回出席した。

３） 会計監査法人による監査期中、期末監査を実施した。

平成17年度予算決算

（単位：百万円）

区　　　分

収入

運営費交付金

施設整備費補助金

受託収入

諸収入

版権及特許権等収入

その他の収入

計

支出

業務経費

施設整備費

受託経費

試験研究費

管理諸費

一般管理費

研究管理費

管理諸費

人件費

計

予　　算　　額

3,106

123

1,056

2

2

0

4,287

920

123

1,056

942

114

406

104

302

1,982

4,487

決　　算　　額

3,106

119

注1） 1,048

1

1

0

4,274

950

119

1,047

973

74

397

147

250

1,895

注2） 4,408

備　　考

注１　受託収入決算額の内訳は、次のとおりである。
盧受託研究収入 1,046百万円（平成16年度　918百万円）
①政府受託研究収入 1,003百万円（ 〃　　　871百万円）
②その他の受託研究収入 43百万円（ 〃　　　047百万円）

盪政府外受託出張収入 2百万円（ 〃　　　003百万円）
注２　支出決算額は、前年度運営費交付金債務残額（人件費相当額の交付金減額分119百万円及び事業費残額43百万円）を執行したため。
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区　　　分

費用の部

経常費用

人件費

業務経費

受託経費

一般管理費

減価償却費

財務費用

雑損

臨時損失

収益の部

運営費交付金収益

当年度運営費交付金収益

繰越運営費交付金収益

諸収入

受託収入

資産見返運営費交付金戻入

資産見返物品受贈額戻入

臨時利益

純利益

目的積立金取崩額

総利益

計　　画　　額

4,545

4,545

1,982

872

1,056

407

228

0

－

0

4,545

3,259

3,058

201

2

1,056

152

76

0

0

0

0

決　　算　　額

4,315

4,281

1,895

1,021

977

126

262

注1） 001

0

注2） 033

4,453

3,204

3,042

162

1

1,048

125

42

注2） 033

138

0

注3） 138

備　　考

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、承継資産（国からの無償譲渡物品）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。 33百万円

注３　純利益（総利益）決算額の主な内容は次のとおりである。
（計数は四捨五入の端数処理により合計とは一致しない）
①受託収入人件費相当額 1百万円

民間受託収入及び政府外受託出張収入の人件費相当額については、当法人では一般職国家公務員に準じた給与体系のため、
担当職員の人件費には充当せず、利益計上としている。
②知的所有権収益 0.3百万円
③生産物売払収入ほか 0.4百万円
④新規受託取得資産見合分 67百万円
⑤委託費購入資産の減価償却額 －62百万円
⑥会計基準第80第３項に基づく収益化 131百万円

２）収支計画

平成17年度収支計画決算

（単位：百万円）
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３）資金計画

平成17年度資金計画決算

（単位：百万円）

区　　　　分

資金支出

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次年度への繰越金

資金収入

業務活動による収入

運営費交付金による収入

受託収入

その他の収入

投資活動による収入

施設整備費補助金による収入

その他の収入

財務活動による収入

無利子借入金による収入

その他の収入

前年度からの繰越金

計　　画　　額

5,184

4,266

222

0

696

5,184

4,164

3,106

1,056

2

123

123

0

0

0

0

897

決　　算　　額

5,350

4,135

367

注1） 029

注2） 819

5,350

4,184

3,106

1,048

注3） 030

121

119

注4） 002

0

0

0

1,045

備　　考

注１　財務活動による支出の決算額は、リース取引による支出額である。
注２　次年度への繰越金の主な内訳は、次のとおりである。

（計数は四捨五入の端数処理により合計とは一致しない）
①未払金・未払費用・預り金等 238百万円
②現物出資に係る還付消費税及び還付消費税還付加算金 425百万円
③その他利益計上額 22百万円
④交付金債務残額相当分 131百万円

注３　業務活動による収入のうち「その他の収入」には、文部科学省科研費収入25百万円を含む。
注４　投資活動による「その他の収入」は、災害補償互助会の解散に伴う預託金返還額２百万円である。
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盻 固定資産

１）有形固定資産

眈 平成17年度機械等購入

（運営費交付金財源）

２）無形固定資産

区　　分 数　　量

建物
建　面　積 29,665㎡

延 べ 面 積 58,166㎡

構 築 物 －

車 輌 運 搬 具 7点

工 具 器 具 備 品 795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裙

区　　分 数　　量

ソ フ ト ウ エ ア 49点

電 話 加 入 権 29回線

工業所有権仮勘定 18件

機　　械　　名 型　　　式　　　名 購入金額（円） 研究室等名

トラクター クボタ KL550FQBMAP 3,713,850 業務科

ロータリー ニプロSX2010-4S 547,575 業務科

微生物群集解析システム バイオラッド　DcodeマルチPCシステム 1,606,500 微生物分類研究室

UVサンプル撮影システム 東洋紡FAS-Ⅲフルシステム＋DS-100 1,804,320 微生物分類研究室

動画解析装置付き倒立顕微鏡 OLYMPUS CKX41N-31PHP 2,181,900 線虫・小動物研究ユニット

フローインジェクション分析システム アクア・ラボ　AQLA-1000-1ch 4,887,330 水質保全ユニット

紫外可視分光解析システム BECKMAN COULTER DU800 2,332,995 農薬影響軽減ユニット

時空間データ処理装置 SunBlade2500 ほか12点（パソコン4台） 2,385,495 リモートセンシングユニット

超純水製造システム ELIX-UV5 Milli-Q Gradient 2,534,700 環境化学物質分析研究室

分光放射計 HSSR CEK-MS700ほか5点 4,410,000 フラックス変動評価チーム

超低温槽 MDF-U72VS5  MDF-70SC×6 2,210,250 植生生態ユニット

ワークステーションシステム DELL Precision 670 Red Hat Enterprice Linux 640,500 食料生産予測チーム

多検体細胞破砕装置 bio medical science BMS-A15 1,701,000 土壌微生物ユニット

3成分自動分析用ガスクロマトグラフ 島津製作所GC-2014ATE,2014ATFほか 11,917,500 温室効果ガスチーム

運搬車 筑水キャニコム　ELL801 651,000 業務科

草刈機 筑水キャニコム　CM1801 550,200 業務科

会計システム用サーバ HP ProLiant380 2台　HP dx6120ST/CT 6,017,550 総務部

プロジェクター Panasonic TH-D3500 805,350 総務部

微量高速冷却遠心機 トミー精工　MX-301 1,035,300 線虫・小動物研究ユニット

実体顕微鏡 ライカ　MZ16 対物レンズ　APO2.0x 1,575,000 昆虫生態ユニット

ウォールキャビネット（書庫） コクヨBWZ-S19他13点 604,327 総務部
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機　　械　　名 型　　　式　　　名 購入金額（円） 研究室等名

固相抽出装置　 Waters Sep-Pak コンセントレーター 872,550 ダイオキシンチーム

研究用機械制御装置 Agilent5973ケミステーション 815,850 環境化学物質分析研究室

研究用機械制御装置 Agilent5973ケミステーション 815,850 環境化学物質分析研究室

トレーラー CT-4 最大積載量3500Kg 慣性ブレーキ付 577,500 業務科

熱風乾燥機 GT-100P 992,250 化学生態ユニット

微生物群集解析システム Bio-Rad 170-9078J1 992,250 微生物機能ユニット

複写機 Canon iR3570F 990,150 総務部

複写機 Canon iR3570F 990,150 総務部

複写機 Canon iR3570 953,400 総務部

複写機 Canon iR3570 953,400 総務部

湿式分解装置 アクタック　DK42/26 827,925 土壌化学ユニット

蒸着装置（マグネトロンスパッタ装置） 真空デバイス　MSPIS形　Auターゲット付 567,000 農薬動態評価ユニット

サンプラー（自動採水器） ISCO 6712C 732,900 水動態ユニット

分煙型集煙装置 リコー　ES-2 739,704 総務部

分煙型集煙装置 リコー　ES-4 917,784 総務部

分煙型集煙装置 リコー　ES-4 917,784 総務部

分煙型集煙装置 リコー　ES-4 917,784 総務部

分煙型集煙装置 リコー　ES-4 917,784 総務部

分煙型集煙装置 リコー　ES-6 1,343,160 総務部

小型貨物自動車 トヨタ　ライトエースバン　4WD 1,937,700 総務部

乗用自動車 トヨタ　エスティマ　ハイブリット 3,264,590 総務部

（受託等予算財源）

機　　械　　名 型　　　式　　　名 購入金額（円） 研究室等名

花粉・胞子サンプラー Burkard社 926,100 組換え体チーム

走査型電子顕微鏡装置 キーエンス社　VE-8800ほか 10,762,500 農薬動態評価ユニット

恒温恒湿槽 ヤマト科学 IG420型 999,600 大気保全ユニット

細胞破砕装置 トミー精工 Micro Smash MS-100 578,340 農薬影響軽減ユニット

土壌呼吸室内実験制御記録装置 キャンベル社　データーロガー（CR1000-4M）ほか 780,948 大気保全ユニット

ICP発光分光分析装置 バリアン　VistaProAxial型 19,530,000 土壌生化学ユニット

粒子採取装置 FKST-5000ほか 3,748,500 放射性同位体分析研究室

ホモジナイザー キネマチカ POLYTRON PT2112S 666,750 環境化学物質分析研究室

カドミウム簡易分析装置 エフケムFOE-1000 1,522,500 土壌化学ユニット

全自動洗浄機 ミーレ　G7883CD 2,465,977 環境化学物質分析研究室

天然物分取装置 Waters 600E送液システムほか 9,859,500 化学生態ユニット

降下物採取器 FKST-10000ほか 3,549,000 放射性同位体分析研究室

マイクロプレートリーダー BIO-RAD 170-6930J1 2,640,771 化学生態ユニット

マイクロウェーブモジュラーローター マイルストーン　MMR-12 553,300 土壌生化学ユニット

酸回収モジュール マイルストーン　VAC-1000 696,000 土壌生化学ユニット

固相抽出装置 Waters sep-Pak コンセントレータPlus 934,500 農薬動態評価ユニット

土壌温度多点連続測定記録装置 Campbell CR1000 545,265 温室効果ガスチーム

多検体PCR装置 BIO-RAD 170-8720JA 831,600 景観生態ユニット

温度勾配恒温器 東京理化　MTI-202B 1,079,925 景観生態ユニット

温度勾配恒温器 東京理化　MTI-202B 1,079,925 景観生態ユニット

クリーンベンチ 日立　PCV-845CNG3 760,200 植生生態ユニット

照明付インキュベーター 東京理化器械　FLI-2000H 1,204,875 化学生態ユニット

土壌分粒装置 カノマックス　170-S 柴田LV-40B 1,932,000 放射性同位体分析研究室

粉砕機 WSX140 6枚刃 787,500 土壌生化学ユニット
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（施設費財源）

機　　械　　名 型　　　式　　　名 購入金額（円） 研究室等名

インキュベーター 日本医化器械　LP-260P（3基セット） 1,220,310 温室効果ガスチーム

純水製造装置 ミリポア　Direct-Q UVシステム 777,735 温室効果ガスチーム

NOx測定装置 NO-1 3,339,000 温室効果ガスチーム

赤外線ガス分析計 NI-1 2,625,000 温室効果ガスチーム

赤外線ガス分析計 NI-1 2,625,000 温室効果ガスチーム

CH4計 GC-CH1 ガスクロマトグラフ 7,675,500 温室効果ガスチーム

眇 特許等一覧表

１）国　　内

発　明　の　名　称

ジメチルカーバーメートよりなる殺虫協力剤

カンシャノシンクイハマキ用性誘引剤

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

土壌病害防除・植物成長促進剤

（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

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

（Z）-7-ドデセルニアセタートと（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

植物生育培地水分制御法

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

シバツトガの配偶者行動攪乱剤

宿主ベクター系

シバツトガの誘引剤

宍戸　　孝　1/2
昆野　安彦　1/2

玉木　佳男　1/3
杉江　　元　1/3
金城美恵子　1/3

西山　幸司

小林　紀彦　50％
飯島　宏一　50％

玉木　佳男　1/4
杉江　　元　1/4
長嶺　将昭　1/4
金城美恵子　1/4

玉木　佳男　1/4
杉江　　元　1/4
長嶺　将昭　1/4
金城美恵子　1/4

玉木　佳男　25％
杉江　　元　25％
川崎建次郎　25％
北村　実彬　25％

久保田　徹　30％
岩間　秀矩　30％
加藤　英孝　20％
遅沢　省子　20％

鈴井　孝仁　50％
成田　　勇　50％

杉江　　元　16.7％
野口　　浩　16.7％
清水　喜一　11.1％
河名　利幸　11.1％
福田　　寛　11.1％
山本　　昭　11.1％
福本　毅彦　11.1％
井原　俊明　11.1％

福本　文良　40％
佐藤　　守　30％
美濃部侑三　30％

杉江　　元　16.7％
野口　　浩　16.7％
清水　喜一　11.1％
河名　利幸　11.1％
福田　　寛　11.1％
山本　　昭　11.1％
福本　毅彦　11.1％
井原　俊明　11.1％

S61.05

S62.02

S62.08

S63.10

S63.07

S63.08

S63.09

S63.09

H 1.02

H 2.12

H 3.04

H 4.01

1646045号

2081639号

2500314号

1855389号

1906565号

1906566号

1778711号

1661053号

2614913号

2851443号

2600090号

2779090号

共同出願

共同出願

共同出願

発　明　者 出願年月 登録・出願番号 備考
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発　明　の　名　称

芝生害虫の配偶行動攪乱剤

ヨトウガの誘引剤

3次元自由局面設計装置

チャバネアオカメムシの誘引剤

ナガチャコガネの誘引剤

新規土壌凝集剤

薬剤の放出制御・抑制方法およびその資材

スルホキシド化合物及びそれを用いた植物成長阻害剤

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

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

新規植物成分及びそれを含有する植物成長阻害剤

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

土壌中の有機塩素系化合物を好気的にを分解する分解菌、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

土壌の病害抑止性の評価方法

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

杉江　　元　16.7％
野口　　浩　16.7％
清水　喜一　11.1％
河名　利幸　11.1％
福田　　寛　11.1％
山本　　昭　11.1％
福本　毅彦　11.1％
井原　俊明　11.1％

杉江　　元　16.7％
野口　　浩　16.7％
清水　喜一　11.1％
河名　利幸　11.1％
福田　　寛　11.1％
山本　　昭　11.1％
福本　毅彦　11.1％
井原　俊明　11.1％

竹澤　邦夫

杉江　　元　10％
野口　　浩　５％
川崎建次郎　５％
高木　一夫　10％
守屋　成一　10％
藤家　　梓　10％
福田　　寛　10％
大平　喜男　５％
津田　勝男　５％
山中　正博　５％
堤　　隆文　５％
鈴木　宏治　10％
福本　毅彦　10％

杉江　　元　10％
野口　　浩　10％
川崎建次郎　10％
本間　健平　10％
大泰　司誠　10％
柿崎　昌史　25％
鈴木　宏治　10％
福本　毅彦　15％

高橋　義明　40％
櫻井　泰弘　30％
牧野　知之　30％

小原　裕三　80％
石井　康雄　20％

藤井　義晴　20％
原田　二郎　20％
平舘俊太郎　30％
佐野　禎哉　10％
大東　　肇　10％
平井　伸博　10％

山崎　慎一　50％
梅　　二文　50％

高木　和広　50％
吉岡　祐一　50％

平舘俊太郎　60％
箭田　浩士　20％
杉江　　元　10％
藤井　義晴　10％

平舘俊太郎　60％
中嶋　直子　15％
箭田　浩士　15％
藤井　義晴　10％

高木　和広　50％
吉岡　祐一　50％

横山　和成　50％
松本　直幸　50％

高木　和広　50％
吉岡　祐一　50％

H 4. 1

H 4. 3

H 4.10

H 7. 4

H 7. 4

H 7. 9

H 8. 3

H 8. 7

H 8.11

H 9. 2

H 9. 2

H10. 2

H10. 5

H10.11

H11. 6

2793736号

2779093号

2674678号

2720378号

2654514号

2741746号

2987422号

3163377号

2838200号

3030370号

3099058号

2884511号

2904432号

3051920号

3773449号

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

発　明　者 出願年月 登録・出願番号 備考
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発　明　の　名　称

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

病原性低下因子を含む白紋羽病菌分離株W370

凝集剤

LysRタイプ蛋白質CbnRの結晶構造

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

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

植物成長促進剤

新規農薬分解菌と複合微生物系による農薬分解法

農薬分解菌それを用いた浄化方法

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

重金属汚染土壌の浄化方法

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

微生物保存用分散媒体及び微生物保存用容器

汚染土壌の浄化方法

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

植物成長調節剤、桂皮酸誘導体化合物、及びその製造方法

重金属汚染土壌の浄化方法

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

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

松本　直幸　15％
岡部　郁子　15％
須崎　浩一　10％
吉田　幸二　10％
植竹ゆかり　50％

松本　直幸　40％
岡部　郁子　10％
植竹ゆかり
荒川　征夫　50％
中村　　仁

牧野　知之　50％
扇谷　　浩　50％

小川　直人　30％
千田　俊哉　70％

吉田　重信　26％
鈴木　文彦　26％
月星　隆雄　16％
對馬　誠也　16％
篠原　弘亮　16％

高木　和広　50％
高梨誠三郎　50％

藤井　義晴
平舘俊太郎　50％
荒谷　　博
濱野　滿子　50％

高木　和広　50％
原田　直樹　50％

高木　和広　50％
吉岡　祐一　25％
原田　直樹　25％

土屋　健一　20％
畔上　耕児　40％
小原　達二　40％

牧野　知之　40％
菅原　和夫　20％
高野　博幸　20％
神谷　　隆　10％
佐々木宏太　10％

小原　裕三　70％
遠藤　正造　30％

西山　幸司　60％
篠原　弘亮　40％

牧野　知之　30％
菅原　和夫　20％
高野　博幸　30％
神谷　　隆　10％
佐々木宏太　10％

鈴木　　健

平舘俊太郎　90％
荒谷　　博　５％
藤井　義晴　５％

牧野　知之　25％
前島　勇治　15％
菅原　和夫　10％
高野　博幸　30％
神谷　　隆　10％
佐々木宏太　10％

高木　和広　50％
高梨誠三郎　50％

高木　和広　50％
吉岡　祐一　30％
原田　直樹　20％

H11.09

H13.01

H13.09

H14.05

H14.06

H14.09

H15.03

H15.07

H15.08

H15.08

H15.11

H15.12

H15.12

H16.02

H16.06

H16.08

H16.09

H16.12

H17.01

3231744号

3594905号

特願2001-298825号

特願2002-158173号

特願2002-173068号

特願2002-280712号

特願2003-95375号

特願2003-194330号

特願2003-301183号

特願2003-307237号

特願2004-262189号

特願2003-415232号

特願2003-414632号

特願2004-25393号

特願2004-189518号

特願2004-243717号

特願2004-262190号

特願2004-357706号

特願2005-18901号

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

発　明　者 出願年月 登録・出願番号 備考
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発　明　の　名　称

穀物の子実重量の推定方法及び装置

大気ガスの測定方法及び装置

メチルチオ化トリアジンの分解能を有する新規な微生物

移動体のエリア内監視システム

カドミウム汚染土壌の浄化方法

重金属汚染土壌の浄化方法

作物の交雑制御栽培法及び栽培施設

陸水の土壌由来懸濁物濃度を多波長域の非偏光反射率で測定す
る光学的方法

芝山　道郎

須藤　重人

高木　和広　50％
原田　直樹　50％

デイビット・スプレイグ 30％
岩崎　亘典　20％
山下　克己　25％
三村　浩之　25％

牧野　知之　1/3
原田　直樹　1/3
高野　博幸　1/3

村上　政治　40％
荒尾　知人　10％
阿江　教治　15％
中村　文彦　15％
柿内　俊輔　15％
茨木　俊行　５％

井上　　聡　60％
川島　茂人　40％

芝山　道郎　70％
神田　健一　30％

H17.03

H17.03

H17.06

H17.07

H17.12

H18.02

H18.01

H18.02

特願2005-090380号

特願2005-096918号

特願2005-187997号

特願2005-220287号

特願2005-363123号

特願2006-32490号

特願2006-6934号

特願2006-44786号

共同出願

共同出願

共同出願

共同出願

発　明　者 出願年月 登録・出願番号 備考

発　明　の　名　称

リゾキシン（抗腫瘍剤及びそれを用いた腫瘍治療
方法）

リゾキシン

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

３次元自由局面設計装置

佐藤　善司　1/7
松田　　泉　1/7
野田　孝人　1/7
奥田　重信　1/7
岩崎　成夫　1/7
古川　　淳　1/7
小林　久芳　1/7

佐藤　善司　1/7
松田　　泉　1/7
野田　孝人　1/7
奥田　重信　1/7
岩崎　成夫　1/7
古川　　淳　1/7
小林　久芳　1/7

鳥山　重光　40％
早川　孝彦　30％
朱　　亜峰　30％

竹澤　邦夫　100％

カナダ

カナダ

韓国

中国

台湾

アメリカ

カナダ

ベルギー

スイス

ドイツ

フランス

イギリス

イタリア

スウェーデン

オランダ

リヒテンシュタイン

S59.10

S63.03

H 4.12

H 4.12

H 5.01

H 5.03

H 5.03

H 5.03

H 5.03

H 5.03

H 5.03

H 5.03

H 5.03

H 5.03

H 5.03

H 5.03

1237667号

1311434号

255474号

92115177.2号

82425号

6590575号

2092217号

594276号

594276号

69326868.9号

594276号

594276号

594276号

594276号

594276号

594276号

発　明　者出願国 出願年月 特許・出願番号 備考

２）外　　国
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発　明　の　名　称

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

高木　和広　50％
吉岡　祐一　50％

EPC

韓国

アメリカ

オーストラリア

H11.06

H11.06

H11.06

H11.06

特願99925418.8号

特願10-2001-7001662号

特願09/744996号

特許751850号

共同出願

発　明　者出願国 出願年月 特許・出願番号 備考

４．図　書

平成17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。

盧 受入れ図書・資料冊数

盪 サービス

区　　分

省　　　　　内

省　　　　　外

計

レファレンス

36件

24件

60件

外部への複写依頼

0.922件

0.548件

1,470件

外部からの複写依頼

1,938件

0.129件

2,067件

購　入 寄　贈 計

単行書
（冊）

資料
（冊）

雑誌
（種）

587

366

0

0

80

180

15

3

264

1

767

134

602

369

264

1

847

314

和

洋

和

洋

和

洋

他機関へのコンテンツ・シートの提供 ３誌（のべ７件）

農林水産省所管の機関（当所を除く）からの来館者 106人

他省庁所管の機関からの来館者 11人

一般（地方自治体、大学、民間など）来館者 122人

筑波研究学園都市内の他機関を利用した当所職員 ８人
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５．視察・見学者数

６．委員会

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17年４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

平成18年１月

２月

３月

1

1

2

1

24

7

48

16

1

5

2

3

5

6

1

2

2

1

2

1

172

71

84

23

31

12

6

2

4

4

3

2

2

3

1

1

2

2

1

1

87

35

29

15

15

1

39

12

1

3

1

1

1

18

2

50

4

4

1

2

3

1

1

3

2

20

27

12

20

14

1

3

29

14

0

4

11

9

8

9

10

4

6

6

4

6

0

88

227

145

113

82

46

52

28

101

33

37

計 5 95 30 410 18 237 3 70 21 140 77 952

一 般 公 開 50 945 49 49 1093

つくばちびっ子博士 38 44 82

合　　　計 145 1393 330 119 140 2127

委　員　会　名

業績評価審査委員会

公募型プロジェクト等
検討委員会

研究推進費審査委員会

施設委員会

機械委員会

圃場委員会

アイソトープ委員会

外国人招へい候補者選
考委員会

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

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

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

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

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

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

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

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

理事長、理事、部長、セン
ター長

部長、センター長、研究企
画科長、研究交流科長（派
遣規程に基づく研究職員派
遣の場合のみ）

部長、センター長

部長、センター長、会計課
長、研究企画科長、施設管
理係長

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

企画調整部長、業務科長、
総括作業長、各部・センタ
ー職員

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

企画調整部長、研究部長、
センター長

9

9

7

10

8

10

9

6

（研究企画科）

（研究企画科）

（研究企画科）

（研究企画科）

（研究企画科）

（研究企画科）

（研究企画科）

（研究交流科）

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）
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委　員　会　名

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

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

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

研究技術情報高度化委
員会

研究技術情報高度化委
員会情報部会

共用ネットワーク運営
会議

報告・資料投稿論文審
査委員会

図書委員会

広報委員会

温暖化防止対策委員会

環境報告書委員会

職員採用審査委員会

研究職員等給与等審査
委員会

安全衛生委員会

法人文書開示決定等審
査委員会

防災対策委員会

指名競争参加者選定委
員会及び随意契約審査
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

環境憲章の策定及び毎年度の法人の事業活動に係る環
境配慮等の状況の公表について検討し、公表資料（環
境報告書）を作成することを目的とする

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

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

法人における職員の安全及び健康を確保するため、安
全及び衛生に関する事項について調査審議し、快適な
職場環境の形成を促進することを目的とする

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

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

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

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

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、業務
安全主任者、企画調整部長、
総務部長

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

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）

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

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）

理事、企画調整部長、研究
部長、センター長、情報資
料課長

企画調整部長、情報資料課
長、各部・センター職員

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

化学環境部長、総務部長、
研究交流科長、業務科長、
各研究部・センター職員

理事、企画調整部長、各
部・センター職員

理事、部長、センタ－長、
庶務課長

理事、部長、センタ－長、
庶務課長

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

部長、センター長、研究企
画科長、庶務課長、会計課
長

部長、センター長、業務科
長、庶務課長、会計課長

総務部長、会計課長、会計
課課長補佐（経理班担当）、
審査係長

6

11

11

9

6

6
（8）

8

9

10

12

8

9

9

13

10

10

4

（企画調整部）

（企画調整部）

（企画調整部）

（研究情報システ
ム科）

（研究情報システ
ム科）

（研究情報システ
ム科）

（情報資料課）

（情報資料課）

（情報資料課）

（総　務　部）

（企画調整部）
（総　務　部）

（庶　務　課）

（庶　務　課）

（庶　務　課）

（庶　務　課）

（会　計　課）

（会　計　課）

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）
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委　員　会　名

契約審査委員会

予算検討委員会

特定調達審査委員会

グリーン調達推進委員
会

毒物・劇物安全管理対
策委員会

契約事務の適正な処理を図ることを目的とする

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

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

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

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

（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

総務部長、企画調整部長、
研究企画科長、会計課長、
予算係長

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）

企画調整部長、総務部長

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

4

5

4

2

10

（会　計　課）

（会　計　課）

（会　計　課）

（会　計　課）

（会　計　課）

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）
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