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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

絶えざる挑戦と革新

トウモロコシ、小麦など穀物および大豆の国際価格が、ここ数年、急激な値上がりを示しています。異常

気象による不作に加え、新興国の経済発展による需要の拡大、バイオエネルギー生産のための需要の増大、

さらには、穀物市場への投機的資金の参入などがこの原因として挙げられています。これは、２０世紀終わり

頃から加速的に進んだ経済における地球化の一例です。他方、ブラジルでのトウモロコシや大豆の生産拡大

に誘発されたアマゾンにおける熱帯雨林の農地開発が生物多様性の喪失をもたらしているように、経済の地

球化は環境問題の地球化を派生しています。貿易に伴う外来生物の侵入もこの例です。

穀物貿易にみる経済の地球化は、腐敗しやすいものを自然な状態で長い距離を運搬することを可能とする

輸送技術の革新に支えられています。２０世紀を通じたこのような革新された技術の地球化は、オゾンホール

や地球温暖化に代表されるように、環境問題の地球化を併発してきました。環境問題の地球化に対しては、

思考の地球化が必要であり、その必要性はいろいろな局面で高まっています。農業部門においてもそれは例

外ではありません。地球の温暖化が確実に進んでいるとすれば、農作物など農業生態系に与える影響はどう

なるのであろうか。温暖化の原因が人間活動による温室効果ガスの排出であるならば、農業生産活動による

温室効果ガスの排出はどうなのであろうか。

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基礎的

な研究を行うことを目的としています。

農業は、種の選別、病害虫の防除、除草など、たくさんの動植物種の制御（生物制御）と、耕耘、灌漑な

ど、生態系の物的要素の改変（物理制御）と、施肥による肥沃度の制御（化学制御）とからなる「生態系制

御」を本質としています。食料生産の最大化を目標とする多投入多産出の近代農業のもとでの「生態系制御」

は、その過程で生態系に大きな負荷を与えてきました。植物の成長を促し豊かな実りを得るための大量の肥

料投入や農薬散布が河川や地下水の水質を悪化させるのは、そうした負荷の一例です。

現代の農業環境研究は、しかし、上に管見した環境問題の地球化によって、「生態系制御」に内包される

環境問題のみならず、地球化する環境問題へと、そのスコープを拡大させてきました。

第Ⅱ中期目標期間における私たちの研究計画は、農業環境をめぐるリスクを解明し評価するとともに、そ

れらリスクを制御し管理する技術の開発に重点を置いた３本の柱から構成されています。具体的には、以下

の３つです。

１）農業環境のリスクの評価および管理技術の開発

２）自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造と機能の解明および管理技術の開発

３）農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究

これらはいずれも、農業が「無分別な自然の搾取」と「無責任な生産」に組みすることのないように、「生

態系制御」に内包される農業環境リスクを解明し解決策を探るとともに、健全な地球システムの持続性を脅

かさないための知の創造に向けた挑戦です。

本年報は平成１９年度の一年間に行いました私たち研究所の業務報告です。研究活動の成果のみならず、評

価・点検、広報、連携、研究支援など研究所の業務全般にわたり報告しています。

なお、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）のノーベル平和賞受賞に関して、ラジェンドラ Ｋ．パチ

ャウリ IPCC議長より、その受賞への貢献を認定する賞状が私たち研究所の元・現所員３名に授与されたこ

とをここに報告いたします。

私たちは、基本理念に掲げる、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という農業環境技術研究所の究極の目標に向けて邁進しています。こ

の年報が、みなさんに有用な情報を提供し役立つことを望んでいます。

平成２０年１２月

独立行政法人 農業環境技術研究所理事長

佐藤 洋平



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．コガタシマトビケラ１齢幼虫を用いた
農薬の急性毒性試験法マニュアル

はじめに

農薬の水生生物への影響（生態影響）については、我

が国の農薬登録制度では、OECDテストガイドラインに

準拠する３種の標準試験生物種（浮遊性緑藻類・ミジン

コ類・魚類）を用いた急性毒性試験を実施することで、

評価しています。しかし我が国の水環境のうち、水稲用

農薬による汚染が最も懸念される河川では湖沼生態系の

生物である浮遊性の緑藻類やミジンコ類がほとんど生息

しておらず、必ずしも標準試験生物種が河川生態系の生

物を代表しているとは言えません。また河川に生息する

在来生物種を用いた評価法や知見は非常に少なく、我が

国特有の農業形態（特に水田稲作）や自然環境（特に流

れの速い河川環境）を考慮した、より適切な生物種を使

った新しい評価法が求められています。そこで河川生態

系の一次消費者として重要な川虫であるコガタシマトビ

ケラに着目して、農薬の急性毒性試験法を開発し、「コ

ガタシマトビケラ１齢幼虫を用いた農薬の急性毒性試験

法マニュアル」を作成し、公開しました。

川虫、コガタシマトビケラとは？

水中で生活する時期を持つ昆虫類のことを水生昆虫と

いいます。特に河川に生息する昆虫類を川虫（流水性昆

虫）と呼びます。川虫は主に付着藻類や河川に流入して

きた有機物を食べて成長し、魚などの捕食者の餌になる

ため、河川生態系の一次消費者として重要な生物です。

代表的な川虫として、トビケラ類、カゲロウ類、カワゲ

ラ類が挙げられます。我が国に広く分布するトビケラ類

の一種、コガタシマトビケラの幼虫は河川の上流から下

流にかけて生息し、個体数も多く生態系の中で特に重要

な川虫であるため、河川生態系の一次消費者に対する農

薬の影響を評価する試験生物に適しています。

１齢幼虫を用いた急性毒性試験法マニュアル

マニュアルでは、コガタシマトビケラ１齢幼虫（図１）

の性質にあわせて開発した急性毒性試験法について平易

に解説しています。また、試験事例として代表的な殺虫

剤の１齢幼虫に対する毒性データを紹介しています。マ

ニュアルの主な構成と特徴は以下の通りです。

III章では、コガタシマトビケラの生態、１齢幼虫の

特徴・性質について概説しています。

IV章では、試験生物の取り扱いを含めた急性毒性試

験法を解説しています。試験する農薬の性質（水中光分

解性や水－オクタノール分配係数）によって試験法・試

験条件を適宜、選択することができます（図２）。光分

解しやすい農薬は、非底面照射式試験法、それ以外の農

薬は底面連続光照射式試験法を適用します。後者は光に

Ｉ．主な研究トピック

図１ コガタシマトビケラ１齢幼虫

図２ コガタシマトビケラ１齢幼虫を用いた急性毒性試験の流れ
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向かう幼虫の性質を利用して、幼虫が液面に浮上するの

を防止します。また急性毒性の判定は、試験液をピペッ

トで撹拌して水流刺激を１齢幼虫に与え、水流刺激に対

する幼虫の伸身開脚反応（腹部を伸ばし脚を広げる反応）

の有無で判定します（図３）。遊泳・ほふく運動してい

る幼虫や、水流刺激に対し伸身開脚反応を示す幼虫は正

常と判断します（農薬の影響なし）。死亡（全く動かな

い）や、ひん死状態（けいれん、まひ症状）で伸身開脚

反応を示さない幼虫は農薬の影響を受けたと判定しま

す。

Ｖ章では、開発した急性毒性試験法を用いた３０種類の

殺虫剤の試験事例を紹介しています。図４の４８h EC５０値

は、試験開始４８時間後に半数の個体が影響を受ける濃度

で、この値が小さいほど殺虫剤の毒性が強いことを示し

ます。既存の試験生物種であるミジンコ類と比べると、

１齢幼虫に対する殺虫剤の急性毒性は、有機リン系や

カーバメート系殺虫剤では同程度（感受性差１０倍以内）

でしたが、ネオニコチノイド系殺虫剤では１，０００～

１００，０００倍も高いことが判明しました（図４）。この結果

は、ミジンコ類だけでは川虫に対する農薬の影響を適切

に評価できないことを示唆しており、コガタシマトビケ

ラは川虫を代表する試験生物として有用であると考えら

れます。

化学物質の生態影響評価に携わる研究者ばかりでな

く、広く水環境に関心のある方々に本マニュアルを活用

していただくことによって、持続可能な農業生産活動と

環境保全の両立の一助になればと期待します。

マニュアルの公開及び印刷物配布

農業環境技術研究所のウェブサイトの技術マニュア

ル・資料のコーナーから、本マニュアルおよび室内飼育

法を詳細に解説した「コガタシマトビケラの飼育法マニ

ュアル」の電子ファイル（PDF）をダウンロードしてご

利用いただけます。

また、冊子を御希望の方には、配布いたしますので下

記にお問い合わせください。

問い合わせ先：〒３０５－８６０４ つくば市観音台３－１－３

（独）農業環境技術研究所

有機化学物質研究領域長：電話・FAX：０２９－８３８－８３０１

広報情報室（広報グループ）：電話・FAX：０２９－８３８－８１９１

（有機化学物質研究領域 横山淳史・大津和久・堀尾剛）

２．低濃度エタノールを用いた新規土壌消
毒法の開発

はじめに

我が国では、農耕地における連作に伴って発生する土

壌病害虫を防除するため、農薬による土壌消毒を初めと

する様々な防除技術を駆使して、集約的生産体系を維持

してきました。しかし、これらの技術を用いた場合にお

いても、期待した効果は必ずしも得られておらず、土壌

図４ 殺虫剤のコガタシマトビケラ１齢幼虫に対する急性毒性

●はコガタシマトビケラの４８h EC５０（４８時間半数影響濃度）、○は
ミジンコ類（文献値）の４８h EC５０、→は４８h EC５０がその値以上で
あることを示します。●と○の間隔が大きいほどコガタシマトビケ
ラとミジンコ類との感受性差が大きいことを示します。

図３ 試験個体に対する農薬の急性毒性の判定フローチャート
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消毒に関する農薬はヒトや環境への潜在的な危険性が大

きいことが懸念されています。このような状況下、ヒト

への影響や環境負荷のより小さな新規土壌消毒技術の開

発が求められています。

新規土壌消毒用薬剤のスクリーニング

新規土壌消毒用薬剤として多くの物質のスクリーニン

グを行いました。病原菌が対象ではありませんが、各種

有機溶媒処理による土壌中のバクテリア数および活性へ

の影響に関しては、すでに１９０９年に Russellらにより報

告されており、エタノールは有機溶媒の中でも硝化と生

物活性への影響が小さいものとして報告されていまし

た。我々の実験結果でも、エタノールは土壌消毒効果が

小さく、土壌中での拡散性も小さいため、必ずしも有望

な土壌消毒用薬剤ではありませんでした。しかし、ヒト

への毒性に関する情報の豊富さ（低い毒性）や、環境中

で容易に分解され消失する（環境残留性が小さい）こと

等、エタノールは多くの利点を有しているため、処理方

法の改良によって土壌消毒効果の改善が可能か検討を行

いました。

処理方法の改良による土壌消毒効果の改善

当初、土壌消毒効果を評価するために、風乾土を用い

て候補薬剤を直接処理する方法で実験を行っていました

が、十分な土壌消毒効果は得られませんでした。このた

め処理方法の改良の検討を行った結果、エタノールを水

で最大でも２％程度、もしくはそれ以下に希釈した（こ

の濃度は消毒用途では考えられない濃度ですが）溶液を

灌水装置により消毒を目的とする深さまで土壌を湿潤状

態にする方法を開発しました（写真１）。その後、農業

用ポリエチレンフィルム（農ポリ）で土壌表面を１週間

以上覆う（写真２）という簡便な方法で、十分に効果が

得られることが分かりました。また、エタノールは容易

に水中で均一化し、プラスチック等の資材の劣化の影響

もないため、あらかじめ散水チューブを土壌表面に設置

して、農ポリで被覆した後、液肥混入器を用いて処理す

るなど、手順の変更は容易です。農ポリで被覆する目的

は、空気（酸素）を遮断するためと、エタノールと水の

蒸発を防ぐためです。また、土壌を十分に低濃度エタノー

ルで湿潤状態にするための処理量を把握する必要があり

ます。

本土壌消毒方法で用いる最大でも２％程度の低濃度エ

タノール水溶液では、エタノールによる直接的な殺菌・

殺虫効果は期待できません。しかし、低濃度のエタノー

ルを畑土壌に処理した場合、細菌、糸状菌、線虫、土壌

害虫、雑草に至る広い範囲の土壌病害虫・雑草に、十分

な防除効果が得られています（表）。

本技術が、土壌病害虫等の防除に有効な理由について

は、今後、詳細な検討が必要ですが、土壌中の環境が酸

化（好気的）状態から還元（嫌気的）状態に変化するこ

と、有機酸濃度が増加することなどが主な要因として考

えられます。

どんなエタノールを用いるの？

用いるエタノールは、原料アルコール（濃度約９５％、

５０～６０円／Ｌ）、もしくは、原料アルコールの蒸留精製過

程で生じる安価な副産物（副生アルコール、濃度約９０％）

の使用を考えています。例えば、原料アルコールを用い

て１％エタノールを１００Ｌ／ｍ２で処理した場合、エタノー

ルの費用は６０，０００円／１０ａです。副生アルコールは、ま

だ一般には入手できませんが、今後有効に利用すること

ができれば、さらに経費の削減は可能で、他の土壌消毒

写真１ エタノール水溶液を湛水状態になるまで灌水処理

写真２ 土壌表面を農業用ポリエチレンフィルム等で被覆する
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技術と比較しても、経済的にも十分に利点が生じます。

エタノールの処理量を減らすことが可能であれば、さら

に経費の削減は可能です。

本土壌消毒技術の今後の展開

エタノールは、土壌中では数日で分解消失し、環境へ

の負荷も小さく、また、ヒトに対する毒性データも十分

に得られており、安全性の高い技術です。しかし、本土

壌消毒技術には、技術的にも、法律・制度的にも解決し

なければならないことが多く残されています。技術的に

は、処理するエタノール濃度・処理量の最適化、処理方

法の簡素化、防除・作用機構の解明、適用を目的とする

病害虫への効果、薬害の確認、持続性の評価等がありま

す。これらの課題については、平成２０年度から始まった

「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」に

採択されましたので、この中で解決していきます。また、

これらの技術的課題が解決された際に、現行の法律・制

度のもとで使用できるよう、関係機関と相談を行ってい

るところです。

最後になりますが、本技術は、（独）農業環境技術研究

所、千葉県農林総合研究センター、日本アルコール産業

株式会社で取り組んだ成果です。

（有機化学物質研究領域 小原裕三）

３．ゼロエミッションを目指したもみ殻ガ
ス化残渣の有効利用

はじめに

稲作は我が国における農業の根幹を成し、主食である

コメの生産を担っているだけでなく、近年では、地球温

暖化を背景としたバイオマス資源のエネルギー利用も検

討されています。そんな中、稲作由来の稲わらやもみ殻

についても資材として注目されています。そのため、食

糧自給率の向上、あるいは資源作物生産という観点から、

休耕田の活用を含め、水田を生産基盤とした稲作に対す

る重要度は一層高まって行くものと考えられます。また、

そのような稲作の新しい展開を考える上で、環境への配

慮も不可欠です。これまでの調査の中で、水田から河川

に流出する農薬（特に水稲用除草剤）の実態（挙動と生

態毒性）が徐々に明らかになっています。農業環境技術

研究所では、その対策の一つとして、もみ殻成形炭（成

形もみ殻の炭化物で、もみ殻燻炭とは異なる物性を有す

る）を用いた水稲用除草剤の系外流出防止技術を検討し、

河川環境保全型の稲作技術として確立させています（農

業環境研究成果情報、第１９集、２００３）。

バイオマス資源のエネルギー利用を目的とした技術の

一つに、小規模で発電効率が極めて高い固定床ガス化発

電が実用化段階にあります。水稲栽培の結果として、も

み殻が国内で年間２００万ｔ近く生成されています。この

うちの約６０％は、畜舎敷料や堆肥として有効利用されて

いますが、約４０％は焼却・廃棄等で利用されていません。

近年、このもみ殻をガス化発電に利用することが検討さ

れていますが、この技術では、エネルギー回収後の残渣

として大量の炭化物（もみ殻ガス化残渣）が排出され、

その処理が大きな課題となっています。そこで、この残

渣を、農薬吸着資材として水稲用農薬の系外流出防止技

術に利用することができれば、稲作を機軸としたリサイ

クル可能なバイオマス利用技術としての展開が期待され

ます。

もみ殻ガス化残渣を用いた循環型水田農業の概念

バイオマスエネルギー利用後に従来は廃棄していたも

み殻ガス化残渣を、水田に施用（リサイクル）すること

防除方法 ウイルス 細菌 糸状菌 線虫 土壌害虫 雑草 使用料／１０ａ 資材費用／１０ａ

低濃度エタノール － ○ ○ ○ ○ ○ １kL ６０，０００円＊２

太陽熱消毒 × ○ ○ ○ ○ △ － －

熱水・蒸気消毒 △～× ○ ○ ○ ○ ○～△ １５０kL（蒸気） ８０，０００円（灯油）

抵抗性品種（台木）＊１ （○） （○） （○） （○） × × － －

対抗植物 × × × △ × × － －

ダゾメット剤 × ○ ○ ○ ○ ○ ３０kg ３０，０００円

カーバム Na剤 × ○ ○ ○ ○ ○ ４０～６０Ｌ ２１，０００～３１，５００円

Ｄ－Ｄ剤 × × × ○ ○ × ３０Ｌ １０，０００円

クロルピクリン剤 × ○ ○ ○ ○ △ ３０Ｌ ３０，０００円

臭化メチル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３０Ｌ ６５，０００円

表 土壌病害虫防除効果と資材費用の比較

○：効果がある、△：やや効果がある、×：効果なし
＊１ 一部作物（品種）に限られる。また、全てに有効でない。
＊２ 原料アルコールの輸入価格（平成１８年通関統計実績）、副生アルコールの利用によって資材費用の削減が可能。
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により、農薬の系外流出防止技術に活用できるだけでな

く、ケイ酸肥料としての水稲の登熟歩合や食味の向上に

もつながります。さらに、二酸化炭素を固定炭素として

水田に還元することから、地球温暖化防止への寄与も期

待されます。（図１）。

試験区
資材散布量（ｇ／ｍ２）

ノビエ タマガヤツリ コナギ アゼナ類 キカシグサ イヌホタルイ ウリカワ
水稲への影響

（経時的に観察）除草剤 ガス化残渣

慣行区 １ ０ １００ １００ １００ １００ １００ １００ ９７ 微

半量＋ガス
化残渣区

０．５ ３０ １００ １００ １００ １００ １００ １００ ９３ 無

図１ バイオマスエネルギーの活用と環境保全型高付加価値米の生産システム

もみ殻ガス化技術に、開発した技術（右側赤点線内）を組み込むことで、環境負荷が極めて小さく、CO２削減に寄与する循環型
水田農業システムを構築できます。

図２ もみ殻ガス化残渣施用による田面水中の除草剤（左）及び殺菌剤（右）濃度の低下

もみ殻ガス化残渣を水田に施用すると田面水中の農薬の濃度を大幅に低下させることがわかりました。これにより、水稲用農薬の系外流出量を大幅に削
減することができます。

表１ もみ殻ガス化残渣施用による除草剤殺草効果の変動（除草剤処理後３５日目）

注１）除草剤としてシェリフ１kg 粒剤（プレチラクロ－ル、シハロホップブチル、イマゾスルフロン、ジメタメトリンの混合剤）を使用した。
注２）ガス化残渣（比表面積：２３５ｍ２／ｇ、粒径：１．２～２．５mm）は除草剤散布１日後に散布した。
注３）除草効果および薬害の程度は、調査時の地上部生育量より１０１点法（０：無処理区同等～１００：完全枯死）で表示した。
もみ殻ガス化残渣の施用は除草効果や水稲生育に悪影響を与えないことがわかりました。
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もみ殻ガス化残渣の特徴

もみ殻を燃料としたガス化残渣（炭化物）は、従来の

もみ殻成形炭（炭素分：５０％、ケイ酸（SiO２）分：４０％、

比表面積：１４０～１５０ｍ２／ｇ）に比べて炭素分が２０～２５％

と少なく、ケイ酸（SiO２）の割合が７０～７５％と高いこと、

更に、比表面積（１７０～２４０ｍ２／ｇ）が大きく、細孔直径

４０Å付近の細孔容量が大きいという特徴を有していま

す。特に、比表面積と細孔容量の分布は、農薬の吸着に

大きな影響を与えます。

水稲用除草剤の殺草効果と水稲生育に及ぼす影響

このような特徴を有したもみ殻ガス化残渣の粒子を

１．２～２．５mmに調整し、施用量を３０ｇ／ｍ２にして、除草

剤散布１日後に水田に施用した場合、除草剤の処理量を

半減しても、除草効果はほとんど低下せず、水稲の生育

にも悪影響を及ぼさないことが分かりました（表１）。

農薬の系外流出防止

この条件で、田面水中の除草剤濃度を大幅に低下（慣

行区の７０％減）させることができるとともに、除草剤に

続いて施用された茎葉処理型殺菌剤も吸着し、田面水に

落下した殺菌剤の濃度を大幅に低下（約４０％減）させま

した（図２）。これらの結果から、もみ殻ガス化残渣の

利用により農薬の水田系外流出を大幅に防止できること

が明らかになりました。

（有機化学物質研究領域 �木和広）

４．スズメノナスビを台木としてナス果実
中カドミウム濃度を低減

はじめに

平成１７年７月に開催された第２８回コーデックス委員会

（FAO/WHO合同食品規格委員会）総会において、野菜

のカドミウム濃度国際基準値が採択され、果菜類は０．０５

mg kg－１FW（新鮮物重）とされました。日本国内にお

いても食品中カドミウム濃度の基準値設定に向けた準備

が進められています。農林水産省の実態調査では、ナス

Solanum melongenaでは約７％が国際基準値を超過して

おり、カドミウム低減技術を早急に確立する必要があり

ます。

我が国のナス品種には、全国各地で形、大きさ、色あ

い、食感などが異なる地方色豊かな在来品種が多数存在

し、生食用、加工用など用途に応じて使い分けされてい

ます。また、ナス栽培の特徴の一つとして、土壌病害の

回避や生産性の向上などを目的に、接ぎ木栽培が広く普

及していることが上げられます。国内のナスの接ぎ木栽

培の普及率は６０％以上に達しており、一般的な技術とし

て定着しています。そこで、ナス用台木品種の中にカド

ミウム吸収を低く抑えることができる品種が存在すれ

ば、多様なナス品種のカドミウム吸収抑制対策に活用が

可能となると考えられます。

台木によるナス果実カドミウム濃度の違い

スズメノナスビ Solanum torvumを台木としてナス穂

木を接ぎ木した場合、土壌の種類（沖積土壌：褐色低地

土および灰色低地土、火山灰土壌：黒ボク土）、作型（６

月定植７～９月収穫、９月定植１０～５月収穫）、穂木の

種類（千両二号ほか３種類）によらず、自根栽培および

その他の台木（ヒラナス、台太郎、カレヘン、耐病ＶＦ、

ミート、アシスト）に接ぎ木した場合に比較して果実中

カドミウム濃度を約１／２～１／４のレベルに低減できました

（図１にはその一部の結果を示します）。スズメノナス

ビの市販台木品種はトルバム・ビガー（図２）、トナシ

ム、トレロがあり、いずれも同様のカドミウム濃度低減

効果を示します。

図１ ナスの果実カドミウム濃度に及ぼす台木の効果（ポット試験）

カドミウム汚染土壌を用いた夏作ポット試験では、土壌の違いによらず、果実カドミウム濃度が１／３以下に低減しました。
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スズメノナスビ台木のカドミウム吸収特性

スズメノナスビ台木に接ぎ木したナスの果実や穂木の

茎葉ではカドミウム以外の金属元素濃度にはヒラナスを

台木とした場合と比べて大きな違いはありません（表

１）。

カドミウムを添加した水耕栽培において、地上部（穂

木の茎葉、台木の茎）のカドミウム濃度はスズメノナス

ビ台木で低くなりますが、根の濃度には差がありません

でした（図３）。

また、自根植物の導管液で、スズメノナスビは台太郎

と比べてカドミウム以外の金属濃度には大きな違いはあ

りません（表２）。

これらのことから、スズメノナスビには根から地上部

へのカドミウムの移行を特異的に抑制する何らかの機能

が備わっていると考えられます。このことについては現

在研究を進めています。

台木利用によるナス果実カドミウム濃度の低減

国内のナス用台木調査（野菜・茶業試験場研究資料、

９、２００１）ではトルバム・ビガーは寒地・暖地によらず

広く使用されており、トルバム・ビガーの使用割合の少

ない県でもスズメノナスビのトナシムまたはトレロが多

く使用されていました。これらのことから、スズメノナ

スビを台木とした接ぎ木栽培でナスのカドミウム濃度を

低減することは全国的に普及可能と考えられます。

本研究の一部は、農林水産省委託プロジェクト研究「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」による成果です。

（土壌環境研究領域 荒尾知人）

５．土壌ＤＮＡによる土壌生物相解析マニ
ュアルの作成

はじめに

作物の生育、病害発生や温室効果ガス発生などの農業

生産に関わる諸現象と、微生物や線虫など土壌生物相と

の関連性を明らかにするためには、多くの土壌サンプル

についてその中の生物相の種構成などの情報を蓄積し、

相互に比較することが必要です。そのためには、各生物

群の群集構造（種構成や密度など）を分析するための標

準的な手法の開発が不可欠です。９０年代以降、DNA情

報に基づいて微生物群集の構造を分析する PCR－DGGE

法（PCR増幅－変性剤濃度勾配ゲル電気泳動法）が普

及しています。しかし、実験条件が研究者によって異な

台木 Cd Ca Cu Fe K Mg Mn Zn

果実濃度（mg kg－１FW）

ヒラナス ０．４６ａ １１２ａ ０．７７ａ ２．５ａ １６５５ａ １５１ａ １．８ａ ２．０ａ

トルバム・ビガー ０．１５ｂ １１８ａ ０．８７ａ ２．６ａ １６４１ａ １４６ａ １．９ａ ２．１ａ

トナシム ０．１６ｂ １２３ａ ０．８６ａ ２．７ａ １５６３ａ １３７ａ ２．０ａ ２．０ａ

茎葉濃度（mg kg－１DW）

ヒラナス ２１ａ １７７７３ａ １６ａ １５３ａ ２５５５２ａ ６７４２ａ ３００ａ １１９ａ

トルバム・ビガー ６．６ｂ １８５９９ａ ２７ｂ ２０７ａ ３１０９３ｂ ５３０３ａ ２９１ａ １３２ａ

トナシム ６．６ｂ １８４７４ａ ２６ａｂ ２２５ａ ２６１０９ａｂ ４７７０ａ ３４９ａ １２３ａ

Cd Ca Cu Fe K Mg Mn Zn

台太郎 ０．９５＊ ４０５ ０．５８ １．１ ４１０ １１１ １０ ６．２

トルバム・ビガー ０．２１＊ ３８５ ０．７２ １．７ ２８１ １２１ １１ ５．４

表１ 台木の異なるナス果実・茎葉の金属元素濃度

同じ英字（ａｂ）同志は１％レベルで有意差無し

図３ 台木の異なる接ぎ木苗のカドミウム濃度（水耕試験）
水耕液カドミウム濃度 ０．０９μmol L－１

地上部（穂木の茎葉、台木の茎）のカドミウム濃度はスズメノナス
ビ台木で低くなりますが、根の濃度には差がありませんでした。

図２ トルバム・ビガー

表２ 自根植物の導管液金属元素濃度mgL－１

＊１％レベルで有意差有り
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るため、サンプルを相互に比較するための情報の蓄積が

進んでいません。そこで、手法の共通化、標準化を図る

ことを目的とし、農耕地土壌の細菌、糸状菌、線虫各々

について土壌生物相解析法のマニュアル（図１）を作成

しました。

解析条件の標準化

解析条件の中で最も重要なプライマーセット（DNA

の増幅範囲を決める試薬のセット）の選択については、

糸状菌および細菌用セットの場合、サンプル土壌から抽

出した鋳型 DNAをいくつかのセットで PCR増幅し、

図１ PCR－DGGEによる土壌生物相解析マニュアルの概要

土壌または線虫から抽出したDNAをもとに、対象とする生物群のリボソームRNA遺伝子断片を PCRによって選択的に増幅します。得られた産物を
変性濃度勾配ゲル電気泳動（DGGE）にかけることで、土壌中の多様な生物種を個々のバンドとして検出することができます。

図２ プライマーセット（１）、（２）、（３）を用いたDGGEのバンドパターンによる
糸状菌群集の多様度。カラムの模様は土壌の種類を示す。より多様で再現
性が高いバンドパターンが得られることなどから（１）を選択。

図３ PCR－DGGEによる土壌生物相解析の例。各レーンには異なる土壌に由来するDNAを泳動し、それぞれの生物相をバンドパターンとして検出。
「Ｍ」はサンプル間の比較を行うためのマーカ。
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電気泳動して得られた DGGEバンドの数や、バンドパ

ターンに基づいて算出した群集の多様度をセット間で比

較するなどして検討しました（図２）。線虫用プライマー

の場合、電気泳動像の鮮明さなどを検討してあらかじめ

１つに絞りました。このような検討により、細菌、糸状

菌、線虫各々について最適のプライマーセットを選択し

ました。また、各々に適した PCR増幅条件や電気泳動

条件なども検討し、マニュアルに記載しました。さらに、

ゲル間のバンドパターンの相互比較を可能にするための

マーカ（既知の生物種の DNA断片のセットで、バンド

の位置の基準になる）も開発しました。このマーカは製

品化され既に市販されています。このようにして確立し

た標準的な手法により図３のような鮮明な DGGEバン

ドパターンが得られます。

おわりに

今後、本マニュアルに基づいて得られた相互に比較可

能な土壌生物相の DNA情報が蓄積されることにより、

農業生産活動において土壌生物が主因となる、あるいは

土壌生物が影響を及ぼす様々な現象と、土壌生物相との

関連がより明らかにされることが期待されます。現在当

研究所では、北海道から九州に至る全国の様々な栽培管

理条件下の農耕地の土壌、あるいはそれから抽出した

DNAを収集し、このマニュアルに基づいた解析で得た

DGGEバンドパターンを生物相の情報として蓄積、デー

タベース化し、土壌の理化学性や栽培管理条件とこれら

の情報との関係を解明する作業を進めています。

（生物生態機能研究領域 岡田浩明・森本 晶・

星野（高田）裕子）

６．イネなどの葉の表面から生分解性プラ
スチック分解菌を発見

はじめに

使用済みのプラスチックは、自然界で分解を受けにく

く、かさばるため、廃棄処理が問題になっています。プ

ラスチック廃棄物の量は、国内で約１千万ｔ（環境省

Ｈ１６）、そのうち農業用途のものは、年間１８万ｔ程度（農

林水産省 Ｈ１７）あります。全体の半量が再生処理され

ていますが、原油価格の高騰により、最近、適切な回収・

処理が難しい状況になっています。廃棄物削減と地球温

暖化防止のために、５年程前から政府やプラスチック産

業界により、生分解性プラスチック（生プラ）の導入が

図られてきました。生プラが分解しやすいという特徴を

生かして、ゴミ袋、ワンウェイ食器、食品包装材料など

に用いると、コンポスト化前に分別をする手間を省くこ

とができます。また、農林水産・土木資材（たとえば、

マルチフィルム、育苗ポット、杭、シート、紐、土嚢、

袋、テープ）など自然環境下で用いた後で回収が困難な

物にも生プラを用いる利点が大きくなります。生プラ製

品には、使用中は壊れない強度を保ち、使用後には速や

かに分解することが求められます。しかし、生プラの分

解は温度と湿度に依存するため、分解制御は難しく、分

解が容易な農業用生プラマルチフィルムでも、栽培過程

で必要な強度を保つように製造すると、春の作付け時に

残存している場合があります。したがって、生プラの普

及促進のためには、生プラの化学構造を改変するだけで

なく、簡便で確実な分解技術が必要となります。

生プラ分解菌はどこにいるか？

生プラ分解制御には、分解能力が高い菌を手に入れる

必要があります。生プラ分解菌の分離は、乳化状の生プ

ラを混ぜた培地上で、乳化生プラを分解して透明な領域

を作る菌を選び出し、これらが膜状やチップ状をした固

体生プラを分解するか調べることから始まります（図

１）。今まで多くの研究者が土壌中から分解菌の分離を

試みてきましたが、固体生プラ分解活性を示す菌の分離

効率は、乳化生プラを分解する菌の１－２％と非常に低い

レベルです。

マルチフィルムなどで良く用いられる生プラは、ポリ

ブチレンサクシネート（PBS）やポリブチレンサクシネー

トアジピン酸（PBSA）など、ジオールとジカルボン酸

の重縮合によって得られる、常温で固体のエステル化合

物です。一方、植物の表面を覆うクチクラ層はクチンで

構成されていいますが、クチンは、常温で固体の長鎖脂

肪酸エステル化合物で、生プラと構造がよく似ています。

植物病原菌のクチン分解酵素（クチナーゼ）は古くから

図１ 自然界から生プラ分解菌を分離する方法
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知られています。しかし、植物の葉の表面には、植物病

原菌だけでなく、植物の健康を維持する葉面常在菌も棲

息しています。葉面常在菌は、風雨があっても数が変わ

らないほど強く葉に付着していることから、筆者らは、

常在菌には葉の表層のクチンを分解する能力が備わって

いるのではないか、それならば、生プラも分解するかも

しれないと考えました。常在菌であれば、農業環境中に

散布しても安全性が高いと考えられます。

植物常在菌の中に生プラ分解菌がいる

農業環境技術研究所で採集したイネの葉から生プラ分

解菌の分離を試みたところ、乳化状の生プラを分解する

微生物（酵母株）が分離され、いずれの株も固体状の PBS

や PBSAフィルムを分解しました（図２）。国内各所で

栽培されたイネ種子（農業生物資源研究所ジーンバンク

由来）１１品種のうち８品種から乳化した生プラを分解す

る菌が分離され、このうち７株は PBSや PBSAフィル

ムを分解し、土壌細菌に比べて効率よく、固体の生プラ

を分解する株を分離することができました。イネ葉およ

び種子から分離した分解菌は、全て酵母 Pseudozyma

antarcticaと同定されました。Pseudozyma属酵母は、植

物からよく分離される植物表面常在菌です。また、カリフ

ラワーやアブラガヤから分離された各種の Pseudozyma

属酵母株（理化学研究所バイオリソースセンター由来）

のうち、４割が PBSAおよび PBSフィルムを分解しま

した。

葉面棲息酵母は、各種の生プラを分解する

PBS、PBSA、ポリカプロラクトン（PCL）などは、

軟質系プラスチックに分類され、常温で酵素的に分解さ

れますが、育苗ポットなどに用いられるポリ乳酸（PLA）

は、常温では生分解されず、６０℃程度の高温・高湿度下

で物理的に低分子化された後、はじめて生分解を受ける

ようになります。筆者らがイネから分離した P. antarctica

の生プラ分解基質特異性を調べたところ、常温下で固体

の PCLを分解し、時間はかかりますが PLAも分解しま

した（図２）。

P. antarcticaは新規の生プラ分解酵素を生産する

P. antarcticaから生プラ分解活性を示す単一の酵素を

精製し、同定したところ、今までに報告がない新しい酵

素であることが明らかになりました。精製した酵素は、

PBS、PBSA、PCL、PLA各々を分解する広い生プラ分

解基質特異性を持っていました（図３）。

このように、植物表面から多様な生プラを強力に分解

する微生物を簡単かつ高頻度に分離できるようになった

ため、今後はこれらの微生物や酵素を用いて、あたらし

い生プラ分解制御技術を開発する予定です。

＊本研究は、（独）産総研、筑波大学との共同で行ったも

のです。

（生物生態機能研究領域 北本宏子）

７．水稲の温暖化影響評価のための「モデ
ル結合型作物気象データベース」

温暖化はコメ生産に影響するのか？

地球温暖化の進行が、コメの生産性や品質に大きな影

響を及ぼすことが懸念されています。温暖化や異常気象

にともなうコメの生産変動を正確に予測し、将来の収量

低下のリスクを評価するためには、近年の気候変動が実

際のコメ生産に及ぼしている影響や要因を総合的に解析

する必要があります。そこで、私たちは日本各地の水稲

生産の変動要因を調べる目的で、アメダス地点ならびに

気象官署における気象データに物理環境モデルと生育モ

図３ イネから分離した P. antarcticaから抽出した分解酵素による各種
の生プラ（乳化状）分解活性

図２ イネから分離した P. antarcticaによる各種の生プラ製フィルム分
解活性
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デルを組み合わせた、「モデル結合型作物気象データベー

ス」を開発しました。

データベースの構造

データベースには、全国のアメダス地点（約８５０地点）

における１９８０年以降（地域によっては１９７６年以降）の日

別気象データが収納されています。アメダスでは気温、

風速、降水量、日照時間の４つの基本要素のみが測定さ

れていますが、これに加えて各アメダス地点における、

日射量と湿度の推定値と、蒸散要求量の計算値も収納し

ました。後者はいずれも作物生産に重要な影響を与える

要素です。ここで日射量は日照時間を用いた実験式より、

湿度については近隣の気象官署のデータを利用して推定

されています。また気象データの収納された各地点にお

ける、地力保全基本調査による土壌データ（日本土壌協

会）も付加しました（図１）。

データベースには「物理環境モデル」と「生育モデル」

が組み込まれており、水稲の生育期間における水田水温

（日別）の推移、稔実や登熟に影響を及ぼす出穂・開花

期における穂温（時別）、主要品種の生育ステージや LAI

（葉面積指数）などの評価が可能です（図１）。これら

のモデルは、実測データに基づく詳細な検証がすでにな

されています。

データベースの利用法

データベース上のメニュー画面、もしくは Google

Earthの地図上から、任意のアメダスもしくは気象官署

地点を選ぶことによって、気象データを容易に取り出す

ことができます（図２）。また選択した地点を対象とし

て、特定品種に対する出穂日や生育状況、出穂日におけ

る穂温、葉温などの日変化を気象データから推定するこ

とができます（図３）。本データベースは Excel上で動

図１ 「モデル結合型作物気象データベース」の
構造

赤枠で囲んだ中央部分（黄色）がデータベース本
体に該当し、アメダス全地点（約８５０地点）にお
ける日別気象データが収納されています。各地点
における日射量と湿度は、日照時間や近隣の気象
官署（全国に約１５０地点）のデータを利用して推
定されています。

図２ 気象データの表示例 （Google Earth の地図上からの選択）

データベース上のメニュー画面もしくはGoogle Earth の地図上から、任意のアメダス地点を選ぶことによって、日本各地の日別の気象データを容易に
取り出すことができます。
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作するようになっていますが、日別気象データに関して

は、テキスト形式で取り出すこともできます。

データベースの活用法

本データベースを既存の作物データベースや栽培試験

データと組み合わせることによって、近年の温暖化傾向

や気象変動が水稲に及ぼしている影響を解明する上で必

要なデータセットを、きわめて容易に作成することがで

きます。そして、これらデータを解析することによって、

水稲生産の将来予測や収量低下のリスク評価、温暖化や

気候変動に対する適応技術の開発などに大きく貢献する

ことが期待されます。

現在、本データベースのWeb公開版の準備を進めて

おり、平成２１年３月までには公開できる予定です。また、

DVD版についても同時に配布を予定していますので下

記にお問い合わせください。

問い合わせ先：〒３０５－８６０４ つくば市観音台３－１－３

（独）農業環境技術研究所

広報情報室（広報グループ）：電話・FAX：０２９－８３８－８１９１

（大気環境研究領域 桑形恒男・吉本真由美・

石郷岡康史・長谷川利拡）

８．温室効果ガス３成分自動同時分析シス
テムの開発

農地からの温室効果ガスの発生

京都議定書において我が国は、２００８年から２０１２年まで

の第一約束期間の５年間で６種類の温室効果ガスに対し

て１９９０年当時の排出量の６％削減が求められています。

温室効果の大きい温室効果ガス、二酸化炭素（CO２）、

メタン（CH４）、亜酸化窒素（N２O）の濃度は、現在でも

上昇の一途であり、排出量削減対策は正念場を迎えてい

ます。農業生産活動の基幹である作物は光合成によって、

生長し、水と CO２（大気中濃度約３８０ppm）から酸素と

炭水化物を生み出しており、農業は CO２の吸収源として

の機能があります。しかし夜間は作物と土壌微生物の呼

吸によって農耕地は CO２を発生します。さらに、CH４は

大気中濃度が約１．８ppmですが、CO２を１とした場合の

温暖化影響力（GWP）は２３で、CO２に換算した大気中濃

度は４０ppm程度です。人による CH４の最大の発生源は水

田です。CH４生成菌である嫌気性細菌は、湿地を好み、

水田では、土壌中の炭素を分解して、CH４が多量に発生

します。暑夏の水田は、水稲の光合成も最盛期で、CO２

を大量に吸収しますが、CH４発生によるプラスの温室効

果は、CO２の吸収によるマイナスの効果を上回るため、

その差し引きで、GWPはプラス（つまり、地球が暖ま

る）になります。一方、畑土壌は好気的環境であり、CH４

の発生は少ないか、逆にわずかに吸収しますが、N２Oが

発生します。N２Oは大気中濃度が０．３ppmと極めて微量

ですが、GWPは約３００と極めて高く、CO２に換算した大

気中濃度は９０ppmとなります。この N２Oはアンモニア

態（尿素肥料など）や硝酸態窒素の微生物分解によって

発生します。

従来の測定方法

このように、農業活動にともなう温暖化影響は、CH４、

CO２、N２Oの３成分の効果の差し引きで評価する必要が

図３ データベース上での計算例

任意の観測地点を選択し、特定品種に対する出
穂日や生育状況を生育モデルによって予測する
ことができます（上の表）。出穂日における穂
温、葉温などの日変化は、物理環境モデルによ
って推定することができます（下の表、グラフ
は穂温の計算例）。
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あります。温室効果ガス３成分の発生量をそれぞれ単独

で計測するには、１地点あたり３回のガス試料採取が必

要です。データの信頼性のために、同じ肥培処理条件で

複数（通常３回）の繰り返し（反復）計測を行います。

温室効果ガスの発生には互いに関係があるので、成分を

同時に計らなければなりません。このため、最低でも、

一度に９試料を測定します。さらに、たとえば、化成肥

料、鶏糞堆肥、豚糞堆肥の３種の肥料を比較するには、

合計で３ガス×３反復×３条件＝２７試料の計測を要しま

す。分析には、１試料１成分あたり５分以上の計測時間

を要するので、３成分合計で、４０５分、すなわち６．７５時

間が必要です。さらにこれまでは、人の手で試料を注入

して計測していましたので、こうしたことが制約となっ

て、温室効果ガス発生量の評価データ収集には、多くの

労力と時間を要してきました。

新たな自動同時分析システム

そこで、これらのガスの計測効率を上げるために、温

室効果ガス３成分を同時かつ自動で計測できる分析シス

テムを開発しました。気体物質を分離・検出する装置（ガ

スクロマトグラフ）を２台組み合わせ、分離・検出に関

していくつかの新たな改良を加えて、同時・自動で計測

することを可能にしました。

図は装置流路図、写真はシステムの外観です。具体的

には、３成分同時分析のために、２つの改良をしていま

す。１つはガスの分離、もう１つはキャリアガスです。

前者は、３段階のガス分離の第２段目に分離能の極めて

高い充填剤を採用することで、これまで困難とされた

CH４、CO２と N２Oの完全分離を実現しました。後者につ

いては、CO２のキャリアガスにはヘリウム、N２Oにはア

ルゴン（５％CH４混合）ガスが必要でした。本システム

では、ヘリウムに窒素と CH４の混合ガスを ECD検出器

内で添加することで、低コストで従来法と同等の検出感

度を可能にしました。１回のガス試料注入で３成分を同

時に計測できるので、３成分測定値の注入量による誤差

が生じないこともメリットの１つです。

自動分析については、既存のヘッドスペース型自動試

図 温室効果ガス３成分自動同時分析計概念図

写真 温室効果ガス３成分自動同時分析計
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料注入器を、高精度ガスタイトシリンジ（２ml）を装

着した自動注入器に改造しました。結果として、シリン

ジ針を高気密性のブチルゴム栓に貫通させるために、円

錐形のガイドラインを新たに製作しました。また、最大

４０試料を、１試料あたり１０分で自動分析できます。なお、

写真では特定メーカーの検出器およびガスクロマトグラ

フを使用していますが、他社の製品についても利用可能

です。

おわりに

このように、温室効果の削減の試験研究には、本装置

を用いることが極めて効果的です。本分析計の普及によ

り、温室効果ガス計測頻度と精度が大幅に向上し、温室

効果ガス削減へ対策への大きな貢献が期待されます。本

発明は、２００６年１０月に特許公開されました。

（物質循環研究領域 須藤重人）

９．広域的な栽培暦情報を集積・共有する
ためのＷｅｂデータベース

はじめに

栽培暦は、農作物の生育を栽培法などとともに時間を

追って記録したもので、新しい栽培技術の普及や産地形

成のための働きかけの手段として、栽培試験結果のとり

まとめとして、また、地域研究の一環としてなど、様々

な目的で作成されてきました。これは、見方を変えれば、

その場所で作物が実際に生長した、あるいは、しうるこ

とを示しており、農業活動のファクトデータ（実践記録

データ）といえます。したがって、これを有効活用すれ

ば、リモートセンシング画像などの解釈を助けたり、気

象データと組み合わせて作物成長モデルを高度化するう

えで大変役立ちます。

ところが、栽培暦はそれぞれの目的にあうように多様

な書式で記載され、それぞれの使命を終えた後は、保存

にも特段の配慮がされてこなかったので、収集や再利用

には多大な労力が必要でした。そこで、インターネット

技術を利用して、栽培暦を広く収集・保存し、利用しや

すい形で提供するデータベースを構築しました。

多様な栽培暦とその数値化

作成する目的や、対象とする作物が多様であるため、

栽培暦の記載方法や記載内容はきわめて多様です。この

ような栽培暦をデータベース化するために、このデータ

ベースでは、栽培暦を、作物名や年次などを記載した「概

要」、記載事項や書式などを定めた「数値化規約」、およ

びそれに基づいて記される「数値化された暦」の３つの

テーブルに分離して、保存します（図１）。この保存方

式をとると、様々な書式の栽培暦を統一的に記録するこ

とが可能となり、しかも栽培暦の本体は単純な数値の表

とすることができます。したがって、同一書式の栽培暦

同士は、直接的に内容を数値として比較することができ、

異なる書式であっても、比較的単純な数値処理を介在さ

せることにより、対応する栽培暦の要素を比較すること

ができます。栽培暦データベースには、この他に、暦が

対象とする領域の輪郭や現地の写真なども保存すること

ができます。

栽培暦の集積と共有

栽培暦は、数多く収集され様々な人に利用されて初め

て新たな価値を生みます。そこで、この栽培暦データベー

スは、インターネット上に構築して広く一般に公開する

ことにしました（図２）。利用者は、http://dccw.dc.affrc.go.jp

にアクセスすることで、登録などの手続きなしに公開さ

れている栽培暦の検索や取得をすることができます。

そして、広く栽培暦を収集するため、栽培暦の共有に

賛同する研究者や研究機関自らが、所有する栽培暦を登

録できるよう、登録作業もインターネット上から実行で

きようにしました。研究者や研究機関にとっても、デー

タベースに登録することは貴重な栽培暦を散逸すること

なく保持できるとともに、広く社会に還元することにつ

ながります。

このようなオープンなデータの利用のほかに、この

データベースには、特定の栽培暦を特定の利用者に限定

して公開する機能があります。この機能を利用すると、

研究遂行上の理由などから、将来的には公開可能ながら

現時点では一般公開できない栽培暦を所有する研究グ

ループが、大切な栽培暦をグループ内に限定して共有で

き、効率的に研究を推進することができます。そして、

研究終了後はそれを全世界で有効に再利用することがで

きます。

栽培暦データベースの利用例

MODISや AMSR－Eなどのように、観測頻度が高い

衛星センサーで水田を観測し、植生を示す指数や、濡れ

た地表面に反応する指数を計算して観測時刻順に重ね合

わせると、水稲におけるこれら指数の季節変化を観測す

ることができます。栽培暦データベースから中国黒竜江
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省の栽培暦をダウンロードし、これと比較しました（図

３）。

すると、AMSR－E画像から計算される NDPI３６とよば

れる指数の示す特徴的な変化が、移植時期と収穫時期に

対応していることがわかりました。これを利用すると、こ

れまで衛星画像では困難とされていた水稲の移植や収穫

時期の把握が衛星画像で可能となることが期待されます。

（生態系計測研究領域 大野宏之＊・石塚直樹・

坂本利弘）

（＊現農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研
究センター 農業気象災害研究チーム）

図１ 栽培暦の記録方式の模式図

２００３年に調査された香川県香川地域の水稲の栽培暦を例に、データベー
スが栽培暦を記録する方法を示しました。栽培暦は、「概要」、「数値化
規約」、「数値化された暦」の３つのテーブルに分割して記録されます。

図２ 栽培暦データベースの画面

栽培暦データはインターネット上に公開され、Webブラウザから利用
することができます（上段）。キーワード（作物名など）や地理範囲を
指定して検索すると、条件に合致した栽培暦が対象範囲の地図とともに
リストアップされます（下段）。検索結果は、表示だけでなくダウンロー
ドすることもできます。

図３ 中国黒竜江省の水田（北緯４６．９４度、東経１３０．２８度）における衛星データから導出された指数と栽培暦の重ね合せ

２００５～２００７年の毎日の衛星データを処理し、平均的な季節変化を計算して栽培暦と重ねて示しました。MODIS 画像から計算された植生に反応する指数
（NDVI）、濡れた地表面に反応する指数（LSWI）は水稲栽培の季節変化を表わしています。またAMSR－E画像から計算されるNDPI３６指数も水分条
件に反応し、移植の時期に顕著に増加した後低い値となり、収穫期より再び増加を示しています。
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１０．谷津田が植物の多様性を高めるしくみ
を解明 －水田周辺の草刈りがさまざま
な植物を保全－

はじめに

農村地域にはかつて肥料源や飼料を採取する場とし

て、ススキを主体とする多様な草原性植物から構成され

る定期的に草が刈られる半自然草地が広く見られまし

た。このような半自然草地は、生活・生産様式の変化に

より著しく減少しました。その結果、生物多様性国家戦

略が指摘するように今日、多くの草原性の動植物が絶滅

の危機に瀕しています。ススキを主体とした植物群落は、

現在でも畑の放棄地や造成跡地に多く見られますが、そ

こには草原性の動植物がいないと言われています。一方、

谷津田（台地や丘陵に囲まれた谷底にある水田）周辺で

は、水田を取り囲む斜面林の下部で田面が日陰になるの

を防ぐために定期的に草刈りが行われる場所（「裾刈り

草地」と呼ぶ）があり、ススキを主体とした草地が形成

されています。そこで、裾刈り草地における植物の多様

性を、造成跡地や過去に調査された半自然草地と比較し、

谷津田が植物の多様性を高めるしくみの解明を試みまし

た。

植生データの解析

茨城県南部（筑波・稲敷台地）の谷津田周囲の裾刈り

草地（図１）、台地上の放棄畑、宅地開発地や土砂採取

地などの造成地、アカマツ林の林床（過去の採草地跡で

現在も下草刈りが行われている場所）を対象に、ススキ

が優占する場所を選んで植物社会学的手法による植生調

査を実施し、各地点に生育する全ての植物種について被

度と群度と草高を記載しました（合計６６地点）。調査資

料を多変量解析により分類した結果、谷津型（Ｃ１：主

に谷津田の裾刈り草地を中心としたタイプ）、松林型

（Ｃ２：主にアカマツ林の林床タイプ）、平地型（Ｃ３：

その他の台地上の耕作放棄地や造成地のタイプ）に区分

できました（表１）。

各タイプにおける植物群落の種組成（各地点の全出現

種と種ごとの被度の組み合わせ）を、多変量解析の序列

化手法により比較しました。また、採草地において肥料

や飼料が採取されていた時代と比べるため、関東平野の

草地についての過去の植生調査のデータ（１９７０～１９８０年

代の採草地跡地のデータ）との比較も行いました。その

結果、谷津型（Ｃ１）と松林型（Ｃ２）では、ワレモコウ

など在来の多年生草本植物の多様性を示す値が高く、過

去に調査された草地での多様性の値と同程度だったのに

対し、平地型（Ｃ３）ではその値が低いことが明らかに

なりました（図２）。また、松林型では木本種が多いた

めに多様性が高いのに対し、谷津田の裾刈り草地では、

過去の半自然草地と同様に、秋の七草の一つであるフジ

バカマをはじめとする希少植物が多く見られるために多

様性が高いことが示されました。これらのことから、谷

津田での農作業の一つとして定期的に行われる隣接斜面

の草刈りが植物の多様性を維持していることが明らかに

図１ 谷津田周囲の裾刈り草地－茨城県阿見町

図２ 現存と過去の草地の植生比較（DCA）

図３ RuLIS により推定した谷津田と斜面林の境界長の変化
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なりました。

RuLIS による刈取り草地の変化

谷津田は森林に囲まれて耕作条件が厳しいため、近年、

耕作放棄田の増加が危惧されています。そこで、農環研

で開発中の調査・情報システム RuLIS※を用いて国土地

理院が作成している国土数値情報の土地利用データ（国

土全体を一辺約１kmのメッシュに区分し、各メッシュ

内の土地利用別面積を数値化したもの）から、関東地方

東部の台地地域（千葉～茨城県）の谷津田について、水

田と森林とが接している長さを推定し、その変化を比較

しました（図３）。その結果、１９７６年から１９９７年までの

間に、水田と森林が隣接した部分を多く含むメッシュの

数が顕著に減少していることが明らかになりました。こ

のことは、谷津田周辺で植物の多様性を維持している草

刈りが行われうる場所が減少したことを示しています。

おわりに

谷津田における植物群落の多様性の保全には、谷津田

での耕作の継続によって水田と森林とが隣接する場所を

維持すること、そして水田耕作にともなう作業として周

辺の定期的な草刈りを適切に実施することが重要である

ことが明らかになりました。

（生物多様性研究領域 楠本良延・山本勝利）

※ 楠本ら（２００５）：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２３集、３２－３３

１１．地球温暖化が水稲栽培におよぼす影響
を研究する －２００７年夏の記録的猛暑で
の水稲不稔率の考察から－

２００７年の夏季異常高温下での水稲の稔実は？

今後予想される地球温暖化は水稲の生育、収量・品質

に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。特に、

開花期頃の異常高温は、たとえ短時間でも受精の失敗を

通じて子実収量を激減させます。これまで多くの室内実

験から、水稲の開花時の温度が３５℃を超えると、受精障

害により不稔籾（もみ）が多発することが知られていま

すが、実際の水田における発生実態については十分調査

されてきませんでした。

昨年（２００７年）８月、関東・東海地域は、熊谷、多治

見で観測史上最高の４０．９℃を記録するなど、広い範囲で

異常高温に見舞われました。こうした異常高温は、これ

まで顕在化していなかった高温不稔を誘発しうる温度域

であり、被害発生が懸念されるとともに、温暖化が水稲

に及ぼす影響を検証するためにも、実態解明が望まれま

した。そこで、農業環境技術研究所（農環研）と農業・

食品産業技術総合研究機構作物研究所（作物研）は、群

馬県、埼玉県、茨城県、岐阜県、愛知県の５県で、７月

下旬から８月下旬までに出穂した１３２水田を対象に不稔

発生を調査し、被害実態の解明を試みました。

高温の影響とみられる不稔を現場で確認

調査水田における気温を、近隣の気象官署、AMeDAS

観測地点の気象データから調べたところ、出穂・開花日

頃の最高気温が３５℃を越えた水田は４割以上を占めまし

た。不稔率は、通常の条件では５％程度のところ、１０％

を越えた水田が全体の２割程度認められました（図１）。

農環研内の実験水田で、さまざまな時期に出穂・開花

した試験区を対象に不稔率を調査したところ、比較的気

温が低かった８月１０日以前、および８月２０日に開花した

区では、不稔率が１０％以下であったのに対し、最高気温

３８．６℃の猛暑を観測した８月１６日頃に開花した区では、

２０％を超える不稔率を記録しました（図２）。ただし、

猛暑日頃に開花した区でも、窒素施肥量や品種によって、

不稔率には１０～２３％と極めて大きな違いが認められまし

た。このことは、施肥や品種によって、影響を緩和でき

現在の草本群落の分類
（群落タイプ）

調査地点数（立地別） 毎年の
草刈り

出現種数（生活形別） 帰化植物
被覆率％

主な指標種（識別種を含む）
合計 谷津 平地 松林 合計 一年 多年 木本

Ｃ１（谷津型） ２３ ２０ ３ － 有り ４５．８ ９．０ ２６．７ ９．９ ７．１
ワレモコウ、アズマネザサ、ヤマノイモ
キツネノマゴ、アキカラマツ、チガヤ
ヤマハッカ

Ｃ２（松林型） ２０ ２ ３ １５ 有り ５１．３ ４．７ ２７．６ １８．９ １０．９
ワレモコウ、アズマネザサ、シラヤマギク
ヤマノイモ、アカマツ、サルトリイバラ
トダシバ、アキノキリンソウ

Ｃ３（平地型） ２３ － ２３ － 無し １９．５ ７．１ ９．９ ２．４ ２３．０
アキノエノコログサ、メリケンカルカヤ
セイヨウタンポポ、メマツヨイグサ
ヒメムカシヨモギ、メドハギ

過去の半自然草地
（1970～1980年代） Ｐ １９ － － － 有り ３１．２ ０．７ １３．５ １７．０ ０．１

ワレモコウ、アズマネザサ、ミツバツチグリ
アキカラマツ、ツリガネニンジン、エビヅル

表１ 筑波・稲敷台地における草地の類型化と、その特徴
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る可能性を示すものです。

５県の調査地点の中から同じ品種の不稔率のみを取り

上げると、出穂・開花時期の温度が高くなるほど不稔率

は増加する傾向にありましたが、気温が３８℃に及んだ場

合でも、不稔率が高くない地点もありました（図３）。

また、これまでの室内実験では、開花期の温度が３５℃以

上になると不稔率が温度とともにほぼ直線的に増加し、

４０℃以上になるとほぼすべての籾が不稔になることが示

されていましたが、昨夏に水田で観察された不稔率は、

こうした室内実験の温度反応から推定される値よりも小

さい傾向にありました（図１、３）。

室内実験と実際の水田との違い

２００７年の高温下の不稔率が、最高気温から予測される

不稔率を下回った要因の一つとして、感受器官である穂

の温度が気温とは異なった可能性が考えられます。そこ

で、これまでに開発した穂温推定モデルを用いて、８月

中旬の関東・東海地域における穂温を推定したところ、

水稲の開花時間帯（午前１０～１２時頃）の穂温の地域分布

は、日最高気温の分布と必ずしも一致しないことがわか

りました（図４）。これは、開花時間帯の気温が日最高

気温より低かったことに加え、穂温には気温だけでなく

日射、風速、湿度といった気象要素も関連するからです。

さらに、穂温と不稔率との相関は、日最高気温と不稔率

との相関よりも高い傾向にありました。これらが最高気

温が高かった割に不稔の発生が少なかったことに関係し

ていると考えられます。さらに、地域全体では出穂・開

花の時期に高温に遭遇した水稲が少なかったこともあ

り、作況に影響するような大きな被害は認められません

でした。

高温不稔の発生予測と回避技術の開発にむけて

これまで、将来の温暖化影響は、気温の変化を基に予

測されてきましたが、本調査結果から、気温の変化だけ

では影響を正確に評価することができないことがわかり

ました。また、２００７年の関東・東海地域の事例では、気

温が高くても穂温は必ずしも高くないと推定されました

が、多湿や微風条件では、気温以上に穂温が高くなるこ

ともあり得ます。したがって、今後、さまざまな条件で

穂温を推定し、不稔発生リスクを評価する予定です。ま

た、品種や施肥といった管理条件が不稔発生に影響する

図１ 調査水田における出穂・開花時期（５日間）の最高気温と不稔籾割合の頻度分布（関東・東海地域をあわせて表示）

図２ 農環研実験水田における最高気温と開花日ごとにみたイネの不稔
籾の割合

図３ 出穂・開花時期の最高気温と不稔籾割合の関係（図１の調査水田
のうちで、広域に栽培されていた品種の一例。異なるシンボルは
調査対象市町村の違いを示す）

農業環境技術研究所年報 平成１９年度１８



ことがわかり、栽培手法によって高温による被害を軽減

できる可能性も出てきました。これらのメカニズムを解

明することによって、高温障害軽減技術の開発に役立て

たいと考えています。

圃場選定や試料採取の調査にご協力いただいた群馬県

農業技術センター、埼玉県農林総合研究センター、茨城

県農業総合センター、愛知県農業総合試験場、岐阜県農

業技術センター、岐阜県農業技術センター東濃地域土岐

農業改良普及センターの関係各位に厚く御礼申しあげま

す。また、緊急調査にも関わらず、約７０万籾の稔実調査

とデータ解析に協力いただいた農環研と作物研の職員諸

氏に謝意を表します。

（大気環境研究領域 長谷川利拡・吉本真由美・

桑形恒男・石郷岡康史

農研機構・作物研究所 稲収量性チーム 近藤始彦・

石丸 努）

図４ ２００７年８月１６日の最高気温の分布（左）と穂温推定モデルによる同日午前１０～１２時（開花時間帯）の推定穂温の分布（右）
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農業環境技術研究所では、農業生産環境の安全性を確

保するための基礎的な調査及び研究への特化・重点化を

図りつつ、新たな中期目標期間（２００６～２０１０年）におい

て、３つの研究領域において次の研究課題を重点的に実

施する。

Ａ 農業環境のリスクの評価及び管理に向けた研究開発

Ｂ 自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・

機能の解明

Ｃ 農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究

以下に、５年間の中期目標期間中の中期計画と平成１８

年度の研究実施の概要を紹介する。

Ａ 農業環境のリスクの評価及び管理技術の開発

１）農業生態系における有害化学物質のリスク管理技術

の開発

（１）農業環境中における有害化学物質のリスク評価手法

及びリスク管理技術の開発

中期計画：農業環境におけるカドミウム、ヒ素、放射性

物質、ドリン系を含む残留性有機汚染物質（POPs）

等の化学物質による汚染リスクを低減するため、それ

らの動態を解明するとともに、リスク低減技術を開発

する。農薬等の有機化学物質については、環境中挙動

予測モデルを開発するとともに、水生節足動物等への

暴露試験等により、環境リスク評価手法を開発する。

また、有害化学物質で汚染された土壌を化学洗浄、バ

イオレメディエーション等の手法で修復する技術や、

これらの物質に対する低吸収性品種の利用技術等を開

発する。

研究の概要：有機化学物質のリスク評価・管理に関して

は、有機汚染物質の地球規模での汚染拡散が評価でき

るマルチメディアモデルを開発し、日本で過去に投入

された農薬が北極域にまで到達することを示すととも

に、開発したモデルにより現在使用中あるいは今後開

発予定の農薬の広域移動の推定・予測を可能とした。

河川生態系での農薬の生態影響評価に活用できる、「コ

ガタシマトビケラ１齢幼虫を用いた農薬の急性毒性試

験法マニュアル」を作成した（図１）。汚染土壌の修

復技術の開発として、ヘキサクロロベンゼン（HCB）

を資化できる新種分解菌の代謝経路を解明するととも

に、室内試験で分解菌集積炭化素材により土壌中の

HCB及び代謝産物の PCPを４週間で３０％以上分解さ

せた。ドリン系農薬汚染土壌の修復技術として、ポッ

ト試験において、ズッキーニの連作により、跡地土壌

で栽培したキュウリ果実中のドリン濃度を３０～５０％低

減させることができた。臭化メチルの代替技術を目指

し、低濃度エタノールによる土壌消毒法を新たに開発

した（２００７年農林水産研究成果１０大トピックスに選

定）。

カドミウム等の無機化学物質のリスク評価・管理に

関しては、ダイズ子実・玄米のカドミウム濃度と相関

の高い土壌カドミウム抽出法（メーリッヒ３抽出）が

見出され、土壌分析による農作物のカドミウム汚染リ

スク評価法の開発につながると期待される。また、湛

水条件下で土壌中有機ヒ素は増加するが、玄米への移

行は少ないことを明らかにした。カドミウム汚染土壌

の化学洗浄法による修復技術開発では、効果は処理後

４年目も維持されていることが確認された。高吸収イ

ネを用いたカドミウム汚染土壌のファイトレメディ

II．研究実施の概要

図１ コガタシマトビケラ１齢幼虫を用いた農薬の急性毒性試験法
マニュアル

２０



エーション技術では、玄米カドミウム濃度を約４０～

６０％減少させることができた。低吸収性品種の開発で

は、スズメノナスビ台木を用いた接ぎ木栽培が土壌、

作型、穂木品種によらずナス果実カドミウム濃度を１／２

～１／４に抑制し、全国的に適応可能であることが示さ

れた。

２）農業生態系における外来生物及び遺伝子組換え生物

のリスク管理技術の開発

（１）外来生物及び遺伝子組換え生物の生態系影響評価と

リスク管理技術の開発

中期計画：外来生物（侵入・導入生物）による農業生態

系のかく乱と被害を防止するため、外来生物の生育・

繁殖特性、他感作用等を明らかにするとともに、外来

生物による被害の実態把握並びにその定着・拡散及び

被害予測を行う。また、外来生物の原産地域の特定及

び侵入確率の推定を行う。さらに、外来天敵昆虫等の

外来生物の近縁在来種に及ぼす影響を競争・交雑性等

の面から解析し、外来生物が農業生態系に及ぼすリス

クを評価するとともに、種同定が困難な外来生物を分

子マーカー等により早期検出・監視するための技術を

開発する。遺伝子組換え生物が生態系に与える影響を

適正に評価するため、DNAマーカー等により組換え

ダイズとツルマメ等、組換え作物と近縁種との交雑を

検出する技術を開発し、交雑による生態系影響を解明

する。また、組換え作物と非組換え作物との共存に向

けて、交雑率予測モデルや隔離距離の確保等の耕種法

による交雑抑制技術を開発する。

研究の概要：外来生物の実態に関しては、利根川流域の

水田周辺での外来植物の蔓延状況を調べ、蔓延状況が

３パターンに分けられることを明らかにし、１５種の注

意すべき外来植物を選定した。外来植物と在来植物と

の競合・定着性を調べ、種子が大きく水散布性であり

在来種より早く生長する外来種が定着しやすいことを

明らかにした。また、ソバを被覆植物として利用した

オオブタクサ等の蔓延防止技術を提示した。特定外来

種カワヒバリガイの生息分布状況について利根川の河

口から約１３０kmの地点まで調査を実施し、霞ヶ浦の

みならず利根川にも分布していることを明らかにし

た。原産地域の特定・侵入確率及びリスク評価に関し

ては、FAOが２００５年に発表した雑草性リスク評価法

を改良し、外来植物６００種を評価した結果、ツノアイ

アシ等を外来危険植物と提案した（表１）。また、オー

和名 学名

水生
植物
であ
る

同種
に雑
草が
ある

人間
活動
で広
がる

刺や
針を
持つ

人や
動物
に有
毒・
有害

アレ
ロパ
シー
活性

蔓性
か被
覆力
が強
い

種子
寿命
が１
年以
上

栄養
繁殖
する

切断
耕耘
火入
れに
耐性

改良
FAO
点数

元の
FAO
方式
点数

用途

特定
外来
生物
（現在
指定
され
てい
る１２
種）

ボタンウキクサ Pistia stratiotes L. var. cuneata Engler ３ ２ ２ ０ ０ １ １ ０ １ １ １１ １１ アクアリウム
ミズヒマワリ Gymnocoronis spilanthoides DC. ３ ２ ２ ０ ０ １ １ ０ １ １ １１ １０
ブラジルチドメグサ Hydrocotyle ranumculoides L.f. ３ ２ ２ ０ ０ １ １ ０ １ １ １１ １０ アクアリウム
ナガエツルノゲイトウ Alternanthera philloxeroides Griseb. ３ ２ ０ ０ ０ １ １ １ １ １ １０ １１
アレチウリ Sicyos angulatus L. ０ ２ ２ １ ０ １ １ １ ０ １ ９ １０
（アゾラ・クリスタータ） Azolla cristata Kaulf. ３ ２ ２ ０ ０ １ ０ ０ １ ０ ９ ８
オオフサモ Myriophyllum brasilense Cambess. ３ ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ８ ８ アクアリウム
オオカワヂシャ Veronica angallis-aquatica L. ３ ２ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ７ ７
（スパルティナ・アングリカ） Spartina anglica C.E. Hubbard ３ ２ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ６ ７
オオハンゴンソウ Rudbeckia laciniata L. var. laciniata ０ ０ ２ ０ １ ０ １ １ ０ ０ ５ ６
オオキンケイギク Coreopsis lanceolata L. ０ ０ ２ ０ ０ ０ １ １ ０ １ ５ ５ 緑化植物
ナルトサワギク Senecio madagascariensis Poir. ０ ２ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ４ ５

要注
意外
来生
物
（トッ
プ１０）

オオサンショウモ Salvinia molesta Mitch. ３ ２ ２ ０ ０ １ １ １ １ ０ １１ １１ アクアリウム
ホテイアオイ Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Laub ３ ２ ２ ０ ０ ０ １ １ １ ０ １０ １２ アクアリウム
ギンネム Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit ０ ２ ２ １ １ １ １ １ ０ １ １０ １１ 緑化植物
キシュウスズメノヒエ Paspalum distichum L. var. distichum ３ ２ ２ ０ ０ ０ １ １ ０ １ １０ １２ 緑化植物
ハリエンジュ Robinia pseudacacia L. ０ ２ ２ １ ０ １ １ １ １ １ １０ １０ 蜜源植物
オオカナダモ Egeria densa (Planch.) St. John ３ ２ ２ ０ ０ １ ０ ０ １ １ １０ ９ アクアリウム
コカナダモ Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John ３ ２ ２ ０ ０ １ ０ ０ １ １ １０ ９ アクアリウム
セイタカアワダチソウ Solidago altissima L. ０ ２ ２ ０ １ １ １ １ １ ０ ９ １０ 園芸植物
ショクヨウガヤツリ Cyperus esculentus L. ０ ２ ２ ０ １ １ ０ １ １ １ ９ ９ 非意図的
キショウブ Iris pseudoacorus L. ３ ２ ２ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ９ １０ 園芸植物

今後
導入
の可
能性
のあ
る植
物
（トッ
プ１０）

ツノアイアシ Rottboellia exaltata (L.) L.f. ０ ２ ０ １ １ １ １ １ １ １ ９ １１
ナンバンアカアズキ Macroptilium lathyroides (L) Urban ０ ２ ２ ０ ０ １ １ １ ０ ０ ７ ８ 緑肥作物
ヒゲナガスズメノチャヒキ Bromus rigidus Roth. ０ ２ ０ １ ０ １ １ １ ０ １ ７ ９
アメリカタカサブロウ Eclipta alba (L.) Hasskarl ３ ２ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ６ ８
シマニシキソウ Euphorbia hirta L. ０ ２ ０ ０ １ １ １ １ ０ ０ ６ ７
ニセカラクサケマン Fumaria capreolata L. ０ ２ ０ ０ １ １ １ １ ０ ０ ６ ７
クロバナモウズイカ Verbascum nigrum L. ０ ２ ２ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ６ ７ 園芸植物
アメリカキンゴジカ Sida spinosa L. ０ ２ ０ ０ １ ０ ０ １ １ １ ６ ８
マルバツユクサ Commelina bengalensis L. ０ ２ ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ ６ ７
ハリナスビ Solanum sisymbriifolium Lam. ０ ２ ０ １ １ ０ １ １ ０ ０ ６ ８

表１ 改良された雑草性リスク評価法による、特定外来生物、要注意外来生物に指定された植物、及び今度導入される可能性のある植物の評価結果

特定外来生物に指定された植物は高い点数を示す。要注意外来生物ではオオサンショウモ、ホテイアオイ、ギンネムなどが特定外来生物上位に匹敵する
高い点数を示す。未侵入植物では、刺毛のある有毒雑草ツノアイアシやナンバンアカアズキ、ヒゲナガスズメノチャヒキに注意が必要である。
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ストラリア雑草リスク評価モデルを日本に適用した外

来植物リスク評価手法を開発し、本手法によってわが

国に導入される前の植物の雑草性を推定できることを

明らかにした。オーストラリア産輸入コムギに混入し

ているボウムギの中から、除草剤抵抗性個体が高頻度

で検出された。

外来生物の早期検出・監視法に関しては、外来天敵

昆虫チュウゴクオナガコバチと近縁在来種クリマモリ

オナガコバチ、及び捕食性天敵クサカゲロウの海外生

息種と在来種とを、核 DNA情報に基づき識別する手

法を開発した。雑種性タンポポの出現時期等を推定す

るために、葉緑体 DNAマーカーにより平塚市博物館

の押し葉標本を分析し、１９７９年の押し葉標本の９７％が

雑種性タンポポと判明した。

遺伝子組換え生物の生態系影響評価とリスク管理に

関しては、前年度の試験で除草剤耐性組換えダイズと

ツルマメとの自然交雑率が極めて低かったのは、両種

の開花が一定期間ずれていたためであることが判明し

た。こぼれおちたセイヨウナタネの鹿島港の調査地点

では、セイヨウナタネは組換え体、非組換え体に関わ

らず、歩道や中央分離帯の縁石下、中央分離帯内に多

く発生するが、大部分は開花前に消失し、周辺の群落

中に積極的に侵入することはなかった。花粉飛散を予

測するモデルを改良し、防風壁と防風ネットとの花粉

飛散抑制効果を比較した結果、防風ネットがより効果

的であることが示された。

Ｂ 自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の構造・機

能の解明と管理技術の開発

１）農業生態系の構造・機能の解明と評価

（１）農業生態系を構成する生物群集の動態と生物多様性

の解明

中期計画：農業が育む生物相とその多様性を保全するた

め、農地とその周辺域に生息する植物、鳥類、昆虫類、

線虫類、微生物等の動態を調査し、農地における耕起

や化学資材の使用及び転作・休耕、周辺植生やため池

の管理方法の変化並びに水田とその周辺域の景観構造

の変動がそれらの種構成や多様性に及ぼす影響を解明

する。また、得られた成果から、土地利用等の農業活

動の変化に伴う指標昆虫等の生物個体群の動態予測モ

デルを構築することにより、個体群の安定化要因を解

明する。

研究の概要：生物相の動態については、利根川流域のモ

ニタリング地区における第２回植生調査と土地被覆

データの更新を行い、放棄水田の植物群落の遷移程度

によって、復田の進行が異なることが解明した。「調

査・情報システム」について、複数データの統合的運

用に向けた全データ共通の仕様を設定し、複数年次に

わたる広域の景観構造、生物分布に関する統合的デー

タセットを調査・情報システムに構築するとともに、国

際的な情報発信に努めた結果、OECDによるレビュー

が継続的に行われ、韓国では自国における応用につい

て検討が、スイスでは欧州諸国の手法との比較検討が

行われている。微生物相解析のための PCR－DGGE標

準法について、細菌、糸状菌に関するプライマーセッ

トの特徴と検出限界を明らかにするとともに、線虫に

おいても本標準法の検出限界を明らかにした。「細菌・

糸状菌・線虫に関する DGGE土壌解析マニュアル」

を作成し公表した。

農地の管理方法や景観構造の変化が生物相に及ぼす

影響に関して、農業活動が鳥類に及ぼす影響を明らか

にするために、霞ヶ浦南岸の水田割合とチュウサギ個

体の空間分布との関係を解析した結果、４月後半のハ

ス田、５月から６月上旬までの未整備水田等が多く利

用されており、水田環境の多様性が、夏季の水田を採

餌場所とする鳥類の生息に正の影響を及ぼすことがわ

かった。化学資材の使用が植生に及ぼす長期的影響を

解明するため、絶滅危惧種であり水田除草剤感受性が

高いタコノアシについて、生活史段階毎の除草剤毒性

に基づき、内的自然増加率（与えられた環境条件の中

で対象種が示す最大の個体数増加率）と除草剤濃度の

関係を示す非線形モデルを構築した。ため池と周辺の

地理情報を用いてトンボ指標種の生息種数を予測する

モデルを作成し、ため池周辺の土地利用変化の影響を

予測した結果、周辺樹林地割合とコンクリート護岸率

の影響が大きいことを解明した。

（２）農業生態系機能の発現に関与する情報化学物質の解

明

中期計画：農業生態系機能の維持・向上に資するため、

バラ科植物等が産生する生理活性物質、ノメイガ類等

昆虫の増殖に関わる情報化学物質等の生物間の相互作

用に関与している物質や、Burkholderia属等の細菌グ

ループにおける難分解性芳香族塩素化合物等の分解遺

伝子の発現を制御している物質等を明らかにし、その

機能を解明する。

研究の概要：農業生態系における生物の機能に関して、

バラ科植物のヤナギバシャリントウとシジミバナが示

す植物生育阻害作用の原因物質がそれぞれシアンガス
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とシスケイ皮酸グルコシドであること、強い植物生育

阻害活性を持つユキヤナギの生葉は、落葉後さらにそ

の活性を１０～１００倍強めることを見出した。新たな性

フェロモン成分を発見するとともに、オスのフキノメ

イガが様々な成分比率を有する性フェロモン源に対し

て広く反応性を示すことを見出し、このことが性フェ

ロモン剤効果減退の原因の一つであることを明らかに

した。植物と植食性昆虫、及び天敵昆虫間の相互作用

を、室内で解析するための簡易バイオアッセイ法を構

築した。土壌環境下での３クロロ安息香酸分解遺伝子

の発現の検出に世界で初めて成功するとともに、分解

遺伝子発現制御蛋白質の誘導物質を認識する部位を明

らかにした。生分解性プラスチック分解菌を自然界か

ら多数分離・評価し（図２）、高い活性を有する分解

菌（Pseudozyma antarctica）から酵素を精製するとと

もに、分解酵素遺伝子の取得に成功した。

２）農業生態系の変動メカニズムの解明と対策技術の開発

（１）地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測と生産

に対するリスク評価

中期計画：温暖化や異常気象に対する稲収量の変動を圃

場スケールで評価するため、水、土壌、稲品種及び栽

培管理条件を含む包括的な水田生態系応答モデルを開

発する。また、地域スケールの簡易収量モデルを開発

して、収量と水資源からみた今世紀半ば頃の日本及び

アジアを中心とした稲収量の変動を予測し、稲収量の

低下のリスクを地域スケールで広域に評価する手法を

開発する。さらに、それらの結果を基に気候変動が食

料生産に及ぼす影響予測シナリオを構築する。

研究の概要：地球温暖化が農業生態系に及ぼす影響につ

いて、水田開放系 CO２増加（FACE）・水温上昇実験と

日中 FACE共同解析を通じて、水田生態系応答モデル

の検証・改良のためのデータ・知見を収集した。

FACE・温暖化実験、FACE地点間比較解析は世界初

の試みである。気象と栽培試験を連携させた「モデル

結合型作物気象データベース」を開発し（図３）、圃

場スケールのイネ成長モデルの多地点・多年次検証、

収量の時空間変動解析、２００７年夏季の異常高温下にお

ける作況解析等に活用した。タイ、中国のコメの地域

収量変動を、水利用と投入窒素から簡易に推定するモ

デルを開発した。メコンデルタでは塩分濃度が年間作

付面積率を通じてコメ生産に影響していることを示

し、脆弱性評価のためのモデル構造を決定した。また

メコン流域においても、容易に入手できる入力データ

から、実態をよく反映した簡易収量推定モデルが開発

された。現状の領域気候モデルが、暑夏の日最高気温

などの極値再現性が低いことを示し、統計的手法との

併用による高解像度気候変化シナリオ作成の方向性を

定めた。

図２ イネから分離した酵母 Pseudozyma antarcticaによる各種プラスチック膜の分解
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（２）農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明

中期計画：農業活動由来の温室効果ガス、窒素等に関す

る地域・地球規模での環境問題の解決に貢献するた

め、農業活動が物質循環に及ぼす影響を解明し、負荷

軽減策を確立する。温室効果ガスについては、栽培・

土壌管理技術による温室効果ガス発生抑制効果を定量

的に評価することによって、効率的な負荷軽減技術体

系を提示する。同時に、土壌関連データベースを活用

し、土壌炭素の動態を記述するモデルを検証・改良し

て、日本の農耕地土壌における気候変化、人為的管理

変化に伴う土壌炭素蓄積量の変化を予測する。また、

食料生産・輸出入等に伴う窒素のフロー・ストック

を、酸性化物質動態モデルや統計データ等に基づいて

推定し、東アジアの流域又は国のスケールで窒素の広

域循環及び環境への負荷を解明し、将来予測を行う。

流域レベルでは、浅層地下水を含む土壌圏における硝

酸性窒素・リン等の栄養塩類の流出動態を解明し、水

質汚染に対する脆弱性を評価するための手法を開発す

る。

研究の概要：農業活動が温室効果ガス発生に及ぼす影響

について、田畑輪換試験より、転換畑からのメタン

（CH４）及び亜酸化窒素（N２O）発生量の合計値は、

水田からの CH４発生量の違いに応じて、連作水田と同

等である場合と顕著に低い場合のあることが明らかに

なった。黒ボク土における試験では、鶏糞堆肥ペレッ

トからの大きな N２O発生が定量され、施肥管理手法

の違いにより N２Oが多量に発生する可能性が示され

た。我が国の窒素施用量データベースを作成し、都道

府県別の農業セクターからの N２O発生特性を示すと

ともに、全国の発生量は漸減傾向にあることを明らか

にした。改良 DNDCモデル（図４）が水田における

わら処理や施肥管理による CH４発生削減効果の広域評

価に有効であることが、実験データによる検証から示

された（図５）。水稲生育期間の CH４発生量が加温に

より大きく増加することを明らかにした。我が国の土

壌有機物動態の全国予測のための炭素・窒素統合モデ

ル作成の一環として、窒素無機化過程をモデル化した。

食料の輸出入等に伴う窒素フロー・ストックでは、

東南アジアの食料需給変動シナリオの下に、現実的な

単収の増加による将来のエネルギー作物生産の可能性

とそれによる窒素負荷の変化を示した。施肥による農

地からのアンモニア揮散の推定を精緻化し、過大な追

図４ DNDCモデルの改良

DNDC（DeNitrification-DeComposition）モデルは、気象・土壌・栽培
方法についてのデータから、イネの生長やメタンの発生量を推定する数
理モデルである。新しいモデル（DNDC Rice）では稲わらや施肥管理
によるメタン発生への作用について改良した。

図３ 「モデル結合型作物気象データベース」の基本構造

全国のアメダス地点（約８５０地点）における１９８０年以降の日別気象デー
タを収納。気温・風速・日射量などの基本要素に加えて、結合された物
理環境モデルや生育モデルにより蒸散要求量・水温・穂温など作物生産
にとって重要な情報を得ることができる。

図５ 改良前後のDNDCモデルによるイネ栽培期間のメタン発生量の
推定結果の比較

従来のDNDCモデルでは、わらの処理方法や肥料の種類による影響を
推定できなかったが、改良したDNDCモデル（DNDC Rice）は、１９９８
年の比布のメタン発生量の推定誤差が大きいものの、わらの処理方法や
肥料の種類によるメタン発生量の変化を概ね推定できた。
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肥が揮散の原因となるが、我が国の通常の施肥ではほ

とんど揮散しないこと、一方、東アジアでは肥料から

のアンモニアの揮散が大気からの窒素負荷の大きな原

因となっていることを示した。

流域レベルでの水質汚染脆弱性に関しては、少量試

料中の硝酸イオンの窒素及び酸素安定同位体比分析法

を確立し、台地・谷津田からなる集水域では脱窒が硝

酸イオン濃度低下の主要因であることが示唆された。

愛知県阿羅田川流域に表面流出モデルを適用し、河川

への懸濁物質及び全リン流出負荷量を予測した結果、

予測値は実測値よりはるかに低く、畜舎など農地以外

の負荷源の寄与が大きいと推定された。砂質土壌では

浸透流出リンによる水系の富栄養化等の地下水汚染の

危険性が高く、流出リンの１～３割を懸濁態が占める

ことを、カラム実験により明らかにした。また、流域

の窒素除去能に関する土地利用連鎖指標として、流出

過程での林地通過割合が有効であることが判明した。

Ｃ 農業生態系の機能の解明を支える基盤的研究

１）農業に関わる環境の長期モニタリング

（１）農業環境の長期モニタリングと簡易・高精度測定手

法の開発

中期計画：農業環境資源の変動を早期に検知するため、

農業生態系におけるベースラインとなる物理環境や二

酸化炭素・メタン等温室効果ガスフラックス及び作

物・土壌中の１３７Cs、２１０Pb等についての長期モニタリ

ングを行う。また、作物を含む環境中の有機ヒ素等微

量化学物質の分析法及びモニタリングのための簡易・

高精度測定手法の開発を行う。

研究の概要：温暖化モニタリングでは、茨城県つくば市

真瀬の水田等の国内・海外の調査地点における物理環

境及び温室効果ガスフラックスのモニタリングは、海

外の１地点を除いて概ね順調に経過し、複数年のデー

タを蓄積できた（図６）。フラックス測定に関わる品

質管理や誤差評価に関する最新の研究成果を導入する

ことにより、渦相関法のデータ処理を高度化・迅速化

した。

放射能モニタリングでは、全国の放射能基準圃場に

おける平成１８年度産の米・麦とその栽培土壌の９０Sr及

び１３７Cs濃度、及び、農業環境技術研究所内で栽培さ

れたホウレンソウ及びチンゲンサイの１３７Cs、２１０Pb等

の濃度は平成１７年度と同レベルであった。シイタケか

ら１Ｌ容器の植物標準試料を作成し、本試料との比較

によって、越冬ホウレンソウ中の１m Bq/kg生重オー

ダーのごく低濃度の１３７Cs濃度を測定できた。

分析法・測定手法の開発では、気象観測モニタリン

図６ 茨城県つくば市真瀬の水田サイトにおける観測の様子とデータベースに蓄積された４年間のCO２フラックスのデータ例

II．研究実施の概要 ２５



グに供した二機種の新型降水量計のうちの一機種は、

厳冬期の総降雪水量を精度よく測定できることを確認

した。湛水条件下での土壌培養実験で検出される未知

ヒ素化合物は TOF－MS（飛行時間型質量分析法）等

を用いて同定可能であることが確認された。ホウレン

ソウ及び土壌のイムノクロマトによるカドミウム迅速

分析法を開発し、本分析法が米以外にも適用できるこ

とを示した。また、ボルタンメトリーによる玄米中カ

ドミウム分析では、粒径１mm以下の画分で１Ｍ塩酸

による抽出率が９０％以上あり、簡易抽出法としての有

効性が示された。

２）環境資源の収集・保存・情報化と活用

（１）農業環境資源インベントリーの構築と活用手法の開

発

中期計画：農業環境を総合的に評価するため、マイクロ

波計測や高時間分解能衛星センサMODIS等のリモー

トセンシングデータの解析技術を開発するとともに、

地理情報システム（GIS）等を活用して農業的土地利

用状況の新たな把握手法や生物生息域に関する指標を

開発する。また、GISを共通のプラットフォームに個

別データベースを連携する手法や新たな情報の登録・

収集システムを開発し、農業環境指標の策定に資する。

また、環境資源の個別データベースを拡充するととも

に、深層土壌の機能評価を含む土壌分類試案を公開し、

耕地・非耕地の包括的土壌データベースを構築する。

さらに、インベントリーデータ等を効率的に活用する

ため、基盤的な統計手法及びその結果の視覚化手法等

を開発する。独立行政法人農業生物資源研究所が行う

ジーンバンク事業について、サブバンクとして協力を

行う。

研究の概要：リモートセンシング技術、GISを用いた指

標化では、MODIS等高頻度観測衛星画像から植生指

数等の時系列データセットを完成した。水田面積の変

化履歴を広域評価するための変換式を試作し、植生・

水域指数の時系列データを併用した農業的土地利用図

改良版を試作した。中間赤外域反射特性を野外計測す

る装置と測定法を確立し、稔実度等イネ収量評価への

応用性を明らかにした。国内外の作物栽培暦情報を広

図７ １kmメッシュデータによる我が国の耕地面積の
推移

１９７０年から１９９５年までの５年ごとのデータが整備されて
いる。これらのデータは国土数値情報やメッシュ気候値
など既存の１kmメッシュデータと組み合わせて利用す
ることができる。

１９７０→１９９５間の耕地の増減
＋が耕地の増加、－が減少を示す。
「＋５０％以上」には１９７０年以降の開発地を含む。
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く収集・保存・共用するWebデータベースを構築し、

公開した。樹林地の孤立度や水田・森林隣接部の連続

性の評価指標を試作し、谷津田域における水田－樹林

隣接線分布の１８８０年代以降の変化を明らかにした。

新たな情報の登録・収集システムでは、昆虫情報収

集システムのプロトタイプを作成するとともに、微生

物インベントリーシステムの利便性改良、高速キー

ワード検索システムの構築を行った。

基盤的な統計手法等の開発では、基盤的データとし

て１kmメッシュ単位の作目別面積データを算出し、

外部へ提供可能なデータベースを作成した（図７）。

土壌侵食リスク指標の高精度化のため、傾斜・斜面長

の推定により土壌侵食リスク地図の精度向上をはか

り、これによりわが国の土壌侵食リスクの高い地域の

分布を示す地図を作成した。生物多様性のリスク指標

構築のため、系統学的多様度の尺度である「グロモフ

積」を計算するプログラムを開発するとともに、農業

環境における外来植物の繁茂状況と農業生態系区分と

の関係を解明した。慣行防除体系などを比較基準にし

た「リスク低減ポイント」の算出手法とこれを用いた

水田農薬の「環境リスク指標」を提示するとともに、

化学肥料等に由来する余剰窒素量に基づいた余剰水窒

素濃度を算出した。

環境資源のデータベースの拡充では、農業環境イン

図８ Web公開した土壌線虫画像データベース

線虫属名をクリックすると画像が表示される。

II．研究実施の概要 ２７



ベントリーに微生物・昆虫標本４５０件、煙害標本１，０４０

件のデータ追加、農業統計メッシュデータの新規登録

を行った。基準土壌断面設定のため１５地点の調査を行

うとともに、施肥改善調査票約３，５００断面のデータベー

ス、新しい農耕地土壌図約７００枚、３次案の土壌亜群

による土壌図を作成した。オサムシ類標本６，０００点、

三橋ノートのハエ目４３冊、１９４８～６４年同定依頼２，９２５

件のデータを追加するとともに、微生物情報５１点、微

生物さく葉標本３９点を追加し、土壌線虫画像データを

公開した（図８）。ジーンバンク事業計画に基づき、

昆虫、糸状菌、細菌の新規登録・特性評価を行った。
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１．受託事業一覧

III．平成１９年度研究課題

委託先 委託事業名

農林水産省 平成１９年度「地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響の評価と高度対策技術の開発」
平成１９年度「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」
平成１９年度「土壌微生物相の解明による土壌生物性の解析技術の開発」
平成１９年度「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」
平成１９年度「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」
平成１９年度先端技術を活用した農林水産研究高度化事業委託事業

環境省 平成１９年度「地球環境保全試験研究」
平成１９年度「公害防止等試験研究費」
平成１９年度「地球環境研究総合推進費」

文部科学省 平成１９年度「放射能調査研究委託事業」
平成１９年度科学技術総合研究委託

（独）農業生物資源研究所 平成１９年度「ジーンバンク事業」
平成１９年度「アグリ・ゲノム研究の総合的な推進」

（独）農業・食品産業技術総合研究機構 平成１９年度「安全で信頼性、機能性が高い食品・農産物供給のための評価・管理技術
の開発」
平成１９年度「生物機能を活用した環境負荷低減技術の開発」
平成１９年度「地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発」
平成１９年度「バイオマス利用モデルの構築・実証・評価」
平成１９年度新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業
平成１９年度先端技術を活用した農林水産研究高度化事業委託事業

（独）科学技術振興機構 平成１９年度戦略的国際科学技術協力推進事業
平成１９年度地域イノベーション創出総合支援事業「シーズ発掘試験」

（独）海洋研究開発機構 ２１世紀気候変動予測革新プログラム 地球システム統合モデルによる長期気候変動予
測実験

（国）東京大学 平成１９年度地球観測技術等調査研究委託事業

奈良県知事 平成１９年度先端技術を活用した農林水産研究高度化事業委託事業

（財）肥料経済研究所 平成１９年度先端技術を活用した農林水産研究高度化事業委託事業

（財）畜産環境整備機構 平成１９年度「家畜排せつ物利活用方策評価検討システム構築事業」

（財）九州環境管理協会 有明海の底質堆積環境の把握
モンゴル南東部における土壌環境調査

日本肥料アンモニア協会 植物に関するカドミウム動態試験

サントリー（株） 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

日本植物防疫協会 なしの黒星病に対する殺菌剤 BAF-０４５フロアブル、BAF-０５０５フロアブルの作用特性
に関する研究
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２．法人プロジェクト研究課題一覧

課題代表者 所属 研究課題名

岸本 文紅 物質循環研究領域 アジアモンスーン地域では年間土壌呼吸量の推定に土壌水分を考慮し
なくてよいのか？

殷 煕洙 有機化学物質研究領域 ディルドリンのイムノアッセイ用ハプテン及びモノクロナル抗体作製

大谷 卓 有機化学物質研究領域 ディルドリンのファイトレメディエーションを向上させる化学的溶解
技術の開発

清家 伸康 有機化学物質研究領域 ディルドリン汚染土壌の判定法の開発

小原 裕三 有機化学物質研究領域 パッシブサンプリング法を用いた園芸施設内の大気中農薬の評価法の
開発と作物残留影響評価への応用

堀尾 剛 有機化学物質研究領域 河川生態系を対象とした農薬の初期生態リスク評価手法の開発

秋山 博子 物質循環研究領域 黒ぼく土畑における有機ペレット肥料区、堆肥区および化学肥料区か
らの亜酸化窒素、一酸化窒素発生量の評価

平井 一男 生物多様性研究領域 湿地植生活用バイオジオフィルターの水質浄化機能の評価ならびにビ
オトープの管理手法の確立

三島慎一郎 農業環境インベントリーセンター 食料自給率向上に伴う窒素・リン酸収支の動向の予測

牧野 知之 土壌環境研究領域 水稲によるヒ素およびカドミウムの吸収リスクのトレードオフ関係に
関わる土壌の理化学性と酸化還元状態の解明

林 健太郎 物質循環研究領域 大気と水稲とのアンモニア交換－水稲はアンモニアの放出体となるか－

徳岡 良則 生物多様性研究領域 長期耕作放棄地の植物群落構造を規定する立地要因の定量化

楠本 良延 生物多様性研究領域 平野部における半自然草地の多様性と成立・維持機構について
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IV．研究成果の発表と広報

１．研究成果

（１）研究成果情報

研究成果情報第２４集：平成１９年度に掲載した研究成果は以下のとおりである。

１）普及に移しうる成果＊１

１．コガタシマトビケラ１齢幼虫を用いた農薬の急性毒性試験法マニュアル

２．環境への負荷がより小さい低濃度エタノールを用いた低コストの新規土壌消毒法

３．ゼロエミッションを目指したもみ殻ガス化残渣の有効利用

４．スズメノナスビを台木としてナス果実中カドミウム濃度を低減

５．土壌 DNAによる土壌生物相解析マニュアル

６．葉の表面に棲む生分解性プラスチック分解酵母

７．水稲の温暖化影響評価のための「モデル結合型作物気象データベース」

８．温室効果ガス３成分自動同時分析計の開発

９．広域的な栽培暦情報を集積し、共用するためのWebデータベース

２）主要研究成果＊２

１．渥美半島地域を対象とした農耕地土壌分類第３次改訂版に基づくデジタル農耕地土壌図の作成

２．水田周辺ではどのような外来植物に注意すべきか

３．輸入穀物に種子が混入しやすい外来植物の特徴

４．要注意外来植物ハリエンジュにもシアナミドが含まれる

５．外来植物アカギに含まれる植物生育阻害物質はＬ－酒石酸

６．簡易型雑草リスク評価法の提案とこれによるリスク評価

７．作物可食部のウラン濃度が低いことをほ場試験で確認

８．有機性廃棄物の施用に伴うカドミウムの農地負荷量と作物中カドミウム濃度への影響

９．カドミウム非汚染水田における年間カドミウム収支

１０．窒素追肥によりイネがアンモニアを放出する

１１．１kmメッシュ単位で推定した農業統計のデータベース化

１２．日本で使用された農薬のゆくえを明らかにできる地球規模の挙動予測モデル

１３．土壌中で生育している微生物の遺伝子の発現を検出した

１４．水田からのメタン発生量を推定する数理モデル・DNDC Riceの開発

１５．日本に生息するサトウキビ白すじ病菌の遺伝子型

１６．温室栽培トマトと露地栽培トマトの葉面生息細菌相は著しく異なる

１７．水田地帯では周辺環境によって生息する鳥類が異なる

１８．黒ボク土畑下層における不均一な水移動の定量化

１９．台地に隣接した水田下の浅層地下水中における脱窒の定量化

２０．土壌特性・土層構成に基づく硝酸性窒素の地下水到達時間の面的予測

２１．土壌線虫の簡易同定に役立つ画像付形質一覧表の公開

２２．未来の水田生態系を予測する周年開放系温暖化実験システム

２３．天水田地帯の水稲収量を推定する簡易モデル

２４．黄砂とともに飛来する放射性セシウム（１３７Cs）

２５．群落光吸収率・光利用効率の遠隔評価のための新反射スペクトル指数

２６．空間情報技術による山岳アジア焼畑生態系の土地利用履歴と炭素ストックの広域評価

＊１「普及に移しうる成果」とは、行政部局、検査機関、民間、他の試験研究機関（他独法、大学等）および農業現場等で活用されるこ

とが期待され、研究所として積極的に広報活動および普及活動を行うべき重要な成果を選定したもの。
＊２「主要研究成果」とは、研究所の成果として積極的に広報を行うべき成果。
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（２）査読論文一覧

中課題
番号 論文タイトル 著者名 掲載誌名 巻（号） ページ 発行年

Ａ１１ Glucose-sulfate conjugates as a new phase II metabolite
formed by aquatic crustaceans

Ikenaka Y,
Ishizaka M,
Eun H,
Miyabara Y

Biochemical and Biophysical
Research Communications

３６０（２）４９０―４９５ ２００７

Ａ１１ Residue level of polycyclic aromatic hydrocarbons in
Japanese paddy soils from 1959 to 2002

Honda K,
Mizukami M,
Ueda Y,
Hamada N,
Seike N

Chemosphere ６８（９） １７６３―１７７１ ２００７

Ａ１１ Determination of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs in fish oils
for feed ingredients by congener-specific chemical analysis
and CALUX bioassay

Hasegawa J,
Guruge KS,
Seike N,
Shirai Y,
Yamata T,
Nakamura M,
Handa H,
Yamanaka N,
Miyazaki S

Chemosphere ６９（８） １１８８―１１９４ ２００７

Ａ１１ Estrogen equivalent concentration of 13 branched para-
nonylphenols in three technical mixtures by isomer-specific
determination using their synthetic standards in SIM mode
with GC-MS and two new diasteromeric isomers

Katase T,
Okuda K,
Kim Y,
Eun H,
Takada H,
Uchiyama T,
Saito H,
Makino M,
Fujimoto Y

Chemosphere ７０（１１）１９６１―１９７２ ２００８

Ａ１１ Monitoring of cholinesterase-inhibiting activity in water
from the Tone canal, Japan, as a biomarker of ecotoxicity

Kawakami T,
Takezawa A,
Nishi I,
Watanabe E,
Ishizaka M,
Eun H,
Onodera S

Ecotoxicology １７（４） ２２１―２２８ ２００８

Ａ１１ PCDD/F contamination over time in Japanese paddy soils Seike N,
Kashiwagi N,
Otani T

Environmental Science & technology ４１（７） ２２１０―２２１５ ２００７

Ａ１１ Simulation models of pesticide fate and transport in paddy
environment for ecological risk assessment and management

Inao K,
Watanabe H,
Karpouzas DG,
Capri E

JARQ-Japan Agricultural Research
Quarterly

４２（１） １３―２１ ２００７

Ａ１１ Adsorption of herbicidally active degradate 2-(2,4-Dichloro-
3-methylphenoxy)propanoic acid on and andosol

Murano H,
Otani T,
Furubayashi A,
Yamamura K,
Kobayashi K,
Hiradate S

Journal of agricultural and food
chemistry

５６（４） １３５０―１３５７ ２００８

Ａ１１ Rootstock contorol of fruit dieldrin concentration in grafted
cucumber (Cucumis sativus)

Otani T,
Seike N

Journal of Pesticide Science ３２（３） ２３５―２４２ ２００７

Ａ１１ Growth characteristics and growth modeling of Microcystic
aeruginosa and Planktothrix agardhii under iron limitation

Nagai T,
Imai A,
Matsushige K,
Fukushima T

Limnology ８（３） ２６１―２７０ ２００７

Ａ１１ Propanil and swep inhibit 4-coumarate: CoA ligase activity
in vitro

Yun MS,
Chen W,
Deng F,
Yogo Y

Pest Management Science ６３（８） ８１５―８２０ ２００７

Ａ１１ 河川水中における重金属のスペシエーション：Diffusive
Gradients in Thin-films法による分析と化学平衡モデルに
よる推定

永井孝志，
恒見清孝，
川本朱美

陸水学雑誌 ６８（３） ３９１―４０１ ２００７

Ａ１１ 同位体希釈法による農地土壌中の可給性カドミウム量の
評価

川崎晃，
箭田（蕪木）佐衣子

分析化学 ５６（１２）１０８１―１０８７ ２００７

Ａ１１ Restoration of cadmium-contaminated paddy soils by washing
with ferric chloride: Cd extraction mechanism and bench-
scale verification

Makino T,
Takano H,
Kamiya T,
Itou T,
Sekiya N,
Inahara M,
Sakurai Y

Chemosphere ７０（６） １０３５―１０４３ ２００８

Ａ１１ Remediation of cadmium-contaminated paddy soils by washing
with calcium chloride: Verification of on-site washing

Makino T,
Kamiya T,
Takano H,
Itou T,
Sekiya N,
Sasaki K,
Maejima Y,
Sugahara K

Environmental Pollution １４７（１）１１２―１１９ ２００７
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Ａ１１ Chemical form of soluble cadmium and copper in arable
soils and its implication to their mobility

Sakurai Y,
Murayama S,
Makino T,
Maejima Y,
Sugahara K

JARQ-Japan Agricultural Research
Quarterly

４１（２） １３９―１４５ ２００７

Ａ１１ Multi-unclide AMS performances at MALT Matsuzaki H,
Nakano C,
Tsuchiya YS,
Kato K,
Maejima Y,
Miyairi Y,
Wakasa S,
Aze T

Nuclear Instruments and Methods
in Physics Research Section B:
Beam Interactions with Materials
and Atoms

２５９（１）３６―４０ ２００７

Ａ１１ Δ14C variations of pedogenic carbonate in Mongolian
steppe soils under a vegetation sequence

Asano M,
Tamura K,
Maejima Y,
Matsuzaki H,
Higashi T

Nuclear Instruments and Methods
in Physics Research Section B:
Beam Interactions with Materials
and Atoms

２５９（１）４０３―４０７ ２００７

Ａ１１ Role of roots in differences in seed cadmium concentration
among soybean cultivars-proof by grafting experiment

Sugiyama M,
Ae N,
Arao T

Plant and Soil ２９５
（１―２）

１―１１ ２００７

Ａ１１ 14C ages and δ13C of sclerotium grains found in forest soils Watanabe M,
Sato H,
Matsuzaki H,
Kobayashi T,
Sakagami N,
Maejima Y,
Ohta H,
Fujitake N,
Hiradate S

Soil science and plant nutrition ５３（２） １２５―１３１ ２００７

Ａ１１ 宮古島における泥灰岩由来の赤色土壌の生成について 前島勇治，
中家恵二，
永塚鎭男

ペドロジスト ５１（１） １４―２３ ２００７

Ａ１１ スズメノナスビ（Solanum torvum)を台木とした接ぎ木
栽培によるナス果実中カドミウムの低減技術

竹田宏行，
佐藤淳，
西原英治，
荒尾知人

日本土壌肥料学雑誌 ７８（６） ５８１―５８６ ２００７

Ａ１１ マコモ人工湿地による浄化槽放流水中の栄養塩および亜
鉛の除去－ビオトープ型水質浄化の試み

阿部薫，
駒田充生，
大熊哲仁，
平井一男

用水と廃水 ４９（１２）１０６５―１０７１ ２００７

Ａ２１ Ability of bumblebees to discriminate differences in the
shape of artificial flowers of Primula sieboldii (Primulaceae)

Yoshioka Y,
Ohashi K,
Konuma A,
Iwata H,
Ohsawa R,
Ninomiya S

Annals of Botany ９９（６） １１７５―１１８２ ２００７

Ａ２１ Size-related flowering and fecundity in the tropical canopy
tree species, Shorea acuminata (Dipterocarpaceae) during
two consecutive general flowerings

Naito Y,
Kanzaki M,
Numata S,
Obayashi K,
Konuma A,
Nishimura S,
Ohta S,
Tsumura Y,
Okuda T,
Lee SL,
Muhammad N

Journal of Plant Research １２１（１）３３―４２ ２００８

Ａ２１ 害虫抵抗性遺伝子組換え作物による非標的生物への影
響：現在までの研究事例と今後の課題

白井洋一 日本応用動物昆虫学会誌 ５１（３） １６５―１８６ ２００７

Ａ２１ Is the introduction of the biological control agent, Chrysoperla
carnea (Stephens, 1836), risky or beneficial?

Mochizuki A,
Naka H,
Mitsunaga T,
Haruyama N,
Nomura M

Annali del Museo civico di Storia
naturale di Ferrara

８ １９７―２０２ ２００７

Ａ２１ Control of the sugarcane click beetle Melanotus okinawensis
Ohira (Coleoptera: Elateridae) by mass trapping using
synthetic sex pheromone on Ikei Island, Okinawa, Japan

Arakaki N,
Nagayama A,
Kobayashi A,
Kishita M,
Sadoyama Y,
Mougi N,
Kawamura F,
Wakamura S,
Yamamura K

Applied Entomology and Zoology ４３（１） ３７―４７ ２００８
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Ａ２１ Displacement of Torymus beneficus ( Hymenoptera :
Torymidae by T. sinensis, an indigenous and introduced
parasitoid of the chestnut gall wasp, Dryocosmus kuriphilus
(Hymenoptera: Cynipidae), in Japanese chestnut fields:
Possible involvement in hybridization

Yara K,
Sasawaki T,
Kunimi Y

Biological Control ４２（２） １４８―１５４ ２００７

Ａ２１ Estimation of the proportion of defective units by using
group testing under the existence of a threshold of detection

Yamamura K,
Hino A

Communications in Statistics -
Simulation and Computation

３６（５） ９４９―９５７ ２００７

Ａ２１ Characterization of major and trace elements in sclerotium
grains

Watanabe M,
Inoue Y,
Sakagami N,
Bolormaa O,
Kawasaki K,
Hiradate S,
Fujitake N,
Ohta H

European Journal of Soil Science ５８（３） ７８６―７９３ ２００７

Ａ２１ Effects of soil acidfication and forest type on water soluble
soil organic matter properties

Ohno T,
Fernandez IJ,
Hiradate S,
Sherman JF

Geoderma １４０
（１―２）

１７６―１８７ ２００７

Ａ２１ Antifungal effects of volatile compounds from black Zira
(Bunium persicum) and other spices and herbs

Sekine T,
Sugano M,
Majid A,
Fujii Y

Journal of Chemical Ecology ３３（１１）２１２３―２１３２ ２００７

Ａ２１ Spongospora subterranea soil contamination and its relationship
to severity of powdery scab on potatoes

Nakayama T,
Horita M,
Shimanuki T

Journal of General Plant Pathology ７３（４） ２２９―２３４ ２００７

Ａ２１ Mechanism for the detoxification of aluminum in roots of
tea plant (Camellia sinensis (L.) Kuntze)

Morita A,
Yanagisawa O,
Takatsu S,
Maeda S,
Hiradate S

Phytochemistry ６９（１） １４７―１５３ ２００８

Ａ２１ Limited distribution of natural cyanamide in higher plants:
Occurrence in Vicia villosa subsp. varia, V. cracca, and
Robinia pseudo-acacia

Kamo T,
Endo M,
Sato M,
Kasahara R,
Yamaya H,
Hiradate S,
Fujii Y,
Hirai N,
Hirota M

Phytochemistry ６９（５） １１６６―１１７２ ２００８

Ａ２１ Random median sampling to enhance the precision of
population estimates

Yamamura K,
Wada T,
Urano S

Population Ecology ４９（４） ３５７―３６３ ２００７

Ａ２１ Fine fractionation and purification of the fulvic acid fraction
using adsorption and precipitation procedures

Hiradate S,
Yonezawa T,
Takesako H

Soil science and plant nutrition ５３（４） ４１３―４１９ ２００７

Ａ２１ Aluminum status of synthetic Al-humic substance complexes
and their influence on plant root growth

Takahashi T,
Nanzyo M,
Hiradate S

Soil science and plant nutrition ５３（２） １１５―１２４ ２００７

Ａ２１ Specific and total activities of the allelochemicals identified
in buckwheat

Golisz A,
Lata B,
Gawronski SW,
Fujii Y

Weed Biology and Management ７（３） １６４―１７１ ２００７

Ａ２１ Effects of human-mediated processes on weed species
composition in internationally traded grain commodities

Shimono Y,
Konuma A

Weed Research ４８（１） １０―１８ ２００８

Ａ２１ タンポポの雑種化と環境指標性の再検討 小川潔，
芝池博幸，
出口雅也，
金子真也，
森田龍義

人間と環境 ３３（１） ２―１２ ２００７

Ａ２１ 霞ヶ浦におけるカワヒバリガイ Limnoperna fortuneiの生
息・分布状況

伊藤健二 日本ベントス学会誌 ６２（１） ３４―３８ ２００７

Ａ２１ 糞上移植法を用いて寒地型牧草地へ導入したシバ
（Zoysia japonica Steud.）の定着と拡大

北川美弥，
池田堅太郎，
西田智子，
山本嘉人，
梨木守，
畠中哲哉

日本草地学会誌 ５３（２） １０２―１０８ ２００７

Ａ２１ 糞上移植法によるシバ（Zoysia japonica Steud.）苗移植作
業の省力性

北川美弥，
池田堅太郎，
山本嘉人，
佐藤真，
西田智子，
宮崎桂，
畠中哲哉

日本草地学会誌 ５３（４） ２６６‐２６９ ２００８
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Ａ２１ 全国の農業水利施設周辺における外来植物の分布に影響
する要因の解析

徳岡良則，
楠本良延，
山本勝利

農村計画学会誌 ２６
（Special
issue）

２２７―２３２ ２００７

Ａ２１ トウモロコシ交雑率の年次変動に与える生物・気象条件
の影響

川島茂人，
松尾和人，
芝池博幸，
高橋裕一，
井上聡，
米村正一郎，
杜明遠

日本花粉学会会誌 ５３（１） ９―１７ ２００７

Ｂ１１ Molecular characterization and diagnosis of QoI resistance
in cucumber and eggplant Fungal Pathogens

Ishii H,
Yano K,
Date H,
Furuta A,
Sagehashi Y,
Yamaguchi T,
Sugiyama T,
Nishimura K,
Hasama W

Phytopathology ９７（１１）１４５８―１４６６ ２００７

Ｂ１１ チオファネートメチル耐性コムギ赤かび病菌 Fusarium
culmorumの検出

岩間俊太，
勝部和則，
石井英夫

日本植物病理学会報 ７３（３） １６２―１６５ ２００７

Ｂ１１ Ecological and life-history traits related to range contractions
among breeding birds in Japan

Amano T,
Yamaura Y

Biological Conservation １３７（２）２７１―２８２ ２００７

Ｂ１１ Predicting grazing damage by white-fronted geese under
different regimes of agricultural management and the
physiological consequences for the geese

Amano T,
Ushiyama K,
Fujita G,
Higuchi H

Journal of Applied Ecology ４４（３） ５０６―５１５ ２００７

Ｂ１１ Effects of four rice herbicides on the growth of an aquatic
fern, Marsilea quadrifolia L.

Luo XY,
Ikeda H

Weed Biology and Management ７（４） ２３７―２４１ ２００７

Ｂ１１ 関東地方平野部におけるススキを主体とした二次草地の
過去と現在の種組成の比較

小柳知代，
楠本良延，
山本勝利，
大黒俊哉，
井手任，
武内和彦

ランドスケープ研究 ７０（５） ４３９―４４４ ２００７

Ｂ１１ 利根川流域の水田周辺における植物群落の多様性と景観
構造の関係

楠本良延，
山本勝利，
大黒俊哉，
井手任

ランドスケープ研究 ７０（５） ４４５―４５８ ２００７

Ｂ１１ Simultaneous in situ detection of alkaline phosphatase
activity and polyphosphate in arbuscules within arbuscular
mycorrhizal roots

Funamoto R,
Saito K,
Oyaizu H,
Saito M,
Aono T

Functional Plant Biology ３４（９） ８０３―８１０ ２００７

Ｂ１１ Genetic diversity of Fusarium oxysporum f. sp. spinaciae in
Japan based on phylogenetic analyses of rDNA-IGS and
MAT1 sequences

Kawabe M,
Katsube K,
Yoshida T,
Arie T,
Tsuchiya K

Journal of General Plant Pathology ７３（５） ３５３―３５９ ２００７

Ｂ１１ Fungal cell wall degrading enzyme-producing bacterium
enhances the biocontrol efficacy of antibiotic-producing
bacterium against cabbage yellows

Someya N,
Tsuchiya K,
Yoshida T,
Noguchi MT,
Akutsu K,
Sawada H

Journal of Plant Diseases and
Protection

１１４（３）１０８―１１２ ２００７

Ｂ１１ 2,4-Dichrolophenoxyacetic acid-degrading genes from bacteria
isolated from soil in Japan: Spread of Burkholderia cepacia
RASC-type degrading genes harbored on large plasmids

Sakai Y,
Ogata N,
Fujii T,
Sugahara K,
Miyashita K,
Hasebe A

Microbes and Environments ２２（２） １４５―１５６ ２００７

Ｂ１１ Comparative analysis of environmental variability and fungal
community structure in soils between organic and
conventional commercial farms of cherry tomato in Japan

Sekiguchi H,
Hasegawa H,
Okada H,
Kushida A,
Takenaka S

Microbes and Environments ２３（１） ５７―６５ ２００８

Ｂ１１ Ultrastructure of rapidly frozen and freeze-substituted germ
tubes of an arbuscular mycorrhizal fungus and localization
of polyphosphate

Kuga Y,
Saito K,
Nayuki K,
Peterson RL,
Saito M

New Phytologist １７８（１）１８９―２００ ２００８

Ｂ１１ Encapsulation of cabbage seeds in alginate polymer
containing the biocontorol bacterium Pseudomonas
fluorescens strain LRB3W1 for the control of cabbage
soilborne diseases

Someya N,
Tsuchiya K,
Yoshida T,
Noguchi MT,
Sawada H

Seed Science and Technology ３５（２） ３７１―３７９ ２００７
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Ｂ１１ Effects of fine-scale simulation of deer browsing on soil
micro-foodweb structure and N mineralization rate in a
temperate forest

Niwa S,
Kaneko N,
Okada H,
Sakamoto K

Soil Biology and Biochemistry ４０（３） ６９９―７０８ ２００８

Ｂ１２ Characterization of a leucine-rich repeat receptor-like protein
kinase (LRPK) gene from Japanese pear and its possible
involvement in scab resistance

Faize M,
Faize L,
Ishii H

Journal of General Plant Pathology ７３（２） １０４―１１２ ２００７

Ｂ１２ The dasABC Gene Cluster, Adjacent to dasR, Encodes a
Novel ABC Transporter for the Uptake of N,N’-
Diacetylchitobiose in Streptomyces coelicolor A3(2)

Saito A,
Shinya T,
Miyamoto K,
Yokoyama T,
Kaku H,
Minami E,
Shibuya N,
Tsujibo H,
Nagata Y,
Ando A,
Fujii T,
Miyashita K

Applied and Environmental
Microbiology

７３（９） ３０００―３００８ ２００７

Ｂ１２ Behavioral response to sex pheromone-component blends in
the mating disruption-resistant strain of the smaller tea
tortrix, Adoxophyes honmai Yasuda (Lepidoptera: Tortricidae),
and its mode of inheritance

Tabata J,
Noguchi H,
Kainoh Y,
Mochizuki F,
Sugie H

Applied Entomology and Zoology ４２（４） ６７５―６８３ ２００７

Ｂ１２ Isolation and estimation of the aggregation pheromone from
Eysarcoris lewisi (Distant)(Heteroptera: Pentatomidae)

Takita M,
Sugie H,
Tabata J,
Ishii S,
Hiradate S

Applied Entomology and Zoology ４３（１） １１―１７ ２００８

Ｂ１２ Short-term decomposition of 14C-labelled glucose in a fluvo
-aquic soil as affected by lanthanum amendment

Chu H,
Zhu J,
Lin X,
Yin R,
Xie Z,
Cao Z,
Fujii T

Biology and Fertility of Soils ４３（６） ８１１―８１４ ２００７

Ｂ１２ Detection of bphAa gene expression of Rhodococcus sp.
Strain RHA1 in soil using a new method of RNA
preparation from soil

Wang Y,
Shimodaira J,
Miyasaka T,
Morimoto S,
Oomori T,
Ogawa N,
Fukuda M,
Fujii T

Bioscience, Biotechnology, and
Biochemistry

７２（３） ６９４―７０１ ２００８

Ｂ１２ Synthesis and characterization of 2,13- and 3,13-
Octadecadienals for the identification of the sex pheromone
secreted by a clearwing moth

Islam MA,
Yamamoto M,
Sugie M,
Naka H,
Tabata J,
Arita Y,
Ando T

Journal of Chemical Ecology ３３（９） １７６３―１７７３ ２００７

Ｂ１２ Ultrastructural study on scab resistance expressed in
epidermal pectin layers of pear leaves

Jiang S,
Park P,
Ishii H

Journal of General Plant Pathology ７３（５） ３１４―３２３ ２００７

Ｂ１２ Two alternatively spliced transcripts generated from OsMUS
81, a rice homolog of yeast MUS81, are Up-Regulated by
DNA-Damaging treatments

Mimida N,
Kitamoto H,
Osakabe K,
Nakashima M,
Ito Y,
Heyer WD,
Toki S,
Ichikawa H

Plant and Cell Physiology ４８（４） ６４８―６５４ ２００７

Ｂ１２ Rice shaker potassium channel OsKAT1 confers tolerance to
salinity stress on yeast and rice cells1[OA]

Obata T,
Kitamoto HK,
Nakamura A,
Fukuda A,
Tanaka Y

Plant Physiology １４４（４）１９７８―１９８５ ２００７

Ｂ１２ Soil microbial biomass, dehydrogenase activity, bacterial
community structure in response to long-term fertilizer
management

Chu H,
Lin X,
Fujii T,
Morimoto S,
Yagi K,
Hu J,
Zhang J

Soil Biology and Biochemistry ３９（１１）２９７１―２９７６ ２００７
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Ｂ１２ Determination of the absolute configuration of the male
aggregation pheromone, 2-methyl-6-(40methylenebicyclo
[3.1.0]-hexyl)hept-2-en-1-ol, of the stink bug Erysarcoris
lewisi (Distant) as 2Z , 6R, 1’S, 5’S by its synthesis

Mori K,
Tashiro T,
Yoshimura T,
Takita M,
Tabata J,
Hiradate S,
Sugie H

Tetrahedron Letters ４９（２） ３５４―３５７ ２００８

Ｂ２１ Global warming, rice production, and water use in China:
Developing a probabilistic assessment

Tao F,
Hayashi Y,
Zhao Z,
Sakamoto T,
Yokozawa M

Agricultural and Forest Meteorology １４８（１）９４―１１０ ２００８

Ｂ２１ Modeling the effects of water temperature on rice growth
and yield under a cool climate: II. Model application

Shimono H,
Hasegawa T,
Kuwagata T,
Iwama K

Agronomy Journal ９９（５） １３３８―１３４４ ２００７

Ｂ２１ Modeling the effects of water temperature on rice growth
and yield under a cool climate: I. Model development

Shimono H,
Hasegawa T,
Iwama K
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Ｂ２１ Assessing the impacts of climate change on rice yields in
the main rice areas of China

Yao F,
Xu Y,
Lin E,
Yokozawa M,
Zhang J

Climatic Change ８０
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Ｂ２１ Rice yield enhancement by elevated CO2 is reduced in cool
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Shimono H,
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Ｂ２１ Soil organic carbon stocks in China and changes from 1980s
to 2000s

Xie Z,
Zhu J,
Liu G,
Cadisch G,
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Chen C,
Tang H,
Zeng Q

Global Change Biology １３（９） １９８９―２００７ ２００７

Ｂ２１ Influence on rice production in Japan from cool and hot
summers after global warming

Iizumi T,
Hayashi Y,
Kimura F

Journal of agricultural meteorology ６３（１） １１―２３ ２００７

Ｂ２１ Numerical study of the local downslope wind “Hirodo-
Kaze” in Japan

Fudeyasu H,
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Ohashi Y,
Suzuki S,
Kiyohara Y,
Hozumi Y

Monthly Weather Review １３６（１）２７―４０ ２００８

Ｂ２１ Characteristics of water balance in a rainfed paddy field in
Northeast Thailand

Goto S,
Kuwagata T,
Konghakote P,
Polthanee A,
Ishigooka Y,
Toritani H,
Hasegawa T

Paddy and water environment ６（１） １５３―１５７ ２００８

Ｂ２１ Modeling the dependence of the crop calendar for rain-fed
rice on precipitation in Northeast Thailand

Sawano S,
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Goto S,
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Kuwagata T,
Toritani H
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Ｂ２１ A model driven by crop water use and nitrogen supply for
simulating changes in the regional yield of rain-fed lowland
rice in Northeast Thailand
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Sawano S,
Goto S,
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Polthanee A,
Ishigooka Y,
Kuwagata T,
Toritani H,
Furuya J
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Ｂ２１ Features of the AFFRC model for evaluating the relationship
between the water cycle and rice production

Hayano M,
Horikawa N,
Kuwagata T,
Furuya J,
Ishigooka Y,
Hasegawa T,
Taniguchi T,
Shimizu A,
Toritani H,
Tada M,
Masumoto T

Paddy and water environment ６（１） １５―２３ ２００８

Ｂ２１ Assessment of changes in water cycles on food production
and alternative policy scenarios

Masumoto T,
Toritani H,
Tada M,
Shimizu A

Paddy and water environment ６（１） ５―１４ ２００８

Ｂ２１ Effect of elevated atmospheric CO2 concentration on soil
and root respiration in winter wheat by using a respiration
partitioning chamber

Kou T,
Zhu J,
Xie Z,
Hasegawa T,
Heiduk K

Plant and Soil ２９９
（１―２）

２３７―２４９ ２００７

Ｂ２１ 大気と陸域生態系の相互作用－水と二酸化炭素の交換過
程に着目して－

桑形恒男，
渡辺力，
三枝信子

天気 ５４（３） ２０３―２０６ ２００７

Ｂ２１ 中国東北部科爾沁砂地における植生回復過程下の群落、
土壌および種多様性の推移

烏云娜,
岡本勝男,
塩見正衛

日本草地学会誌 ５３（４） ３０１―３０７ ２００８

Ｂ２１ 地球温暖化が肥育豚の飼養成績に及ぼす影響－「気候温
暖化メシュデータ（日本）」によるその将来予測－

高田良三，
山崎信，
杉浦俊彦，
横沢正幸，
大塚誠，
村上斉

日本畜産学会報 ７９（１） ５９―６５ ２００８

Ｂ２１ Combined equations for estimating global solar radiation:
Projection of radiation field over Japan under global
warming conditions by statistical downscaling

Iizumi T,
Nishimori M,
Yokozawa M

農業気象 ６４（１） ９―２３ ２００８

Ｂ２２ Effects of nitrogen fertilizer and wheat straw application on
CH4 and N2O emission from a paddy rice field

Ma J,
Li KL,
Xu H,
Han Y,
Cai ZC,
Yagi K

Australian Journal of Soil Research ４５（５） ３５９―３６７ ２００７

Ｂ２２ Revising a process-based biogeochemistry model (DNDC) to
simulate methane emission from rice paddy fields under
various residue management and fertilizer regimes

Fumoto T,
Kobayashi K,
Li C,
Yagi K,
Hasegawa T

Global Change Biology １４（２） ３８２―４０２ ２００８

Ｂ２２ An empirical model of soil chemical properties that regulate
methane production in Japanese rice paddy soils

Cheng W,
Yagi K,
Akiyama H,
Nishimura S,
Sudo S,
Fumoto T,
Hasegawa T,
Hartley AE,
Megonigal JP

Journal of Environmental Quality ３６（６） １９２０―１９２５ ２００７

Ｂ２２ Emission of N2O and CO2 and uptake of CH4 in soil from a
Satsuma mandarin orchard under mulching cultivation in
Central Japan

Okuda H,
Noda K,
Sawamoto T,
Tsuruta H,
Hirabayashi T,
Yonemoto JY,
Yagi K

Journal of the Japanese Society
for Horticultural Science

７６（４） ２７９―２８７ ２００７

Ｂ２２ Impacts of population growth, changing food preferences
and agricultural practices on the nitrogen cycle in East Asia

Xiong ZQ,
Freney JR,
Mosier AR,
Zhu ZL,
Lee Y,
Yagi K

Nutrient Cycling in Agroecosystems ８０（２） １８９―１９８ ２００７

Ｂ２２ Nitrous oxide emission from an intensively cultivated maize-
wheat rotation soil in the North China Plain

Ding W,
Cai Y,
Cai Z,
Yagi K,
Zheng X

Science of The Total Environment ３７３
（２―３）

５０１―５１１ ２００７

Ｂ２２ Time-lagged induction of N2O emission and its trade-off
with NO emission from a nitrogen fertilized Andisol

Ding W,
Yagi K,
Akiyama H,
Sudo S,
Nishimura S

Soil science and plant nutrition ５３（４） ３６２―３７２ ２００７
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Ｂ２２ Soil respiration under maize crops: Effects of water,
temperature, and nitrogen fertilization

Ding W,
Cai Y,
Cai Z,
Yagi K,
Zheng X

Soil Science Society of America
Journal

７１（３） ９４４―９５１ ２００７

Ｂ２２ Simulating the carbon balance of a temperate larch forest
under various meteorological conditions

Toda M,
Yokozawa M,
Sumida A,
Watanabe T,
Hara T

Carbon Balance and Management ２（６） doi:10.1186
/1750-0680-
2-6

２００７

Ｂ２２ Biometric based carbon flux measurements and net
ecosystem production (NEP) in a temperate deciduous broad-
leaved forest beneath a flux tower

Ohtsuka T,
Mo W,
Satomura T,
Inatomi M,
Koizumi H

Ecosystems １０（２） ３２４―３３４ ２００７

Ｂ２２ Analysis of vegetative biomass changes in steppes of inner
Mongolia, China, using multitemporal landsat, climatic, and
socioeconomic data

Wuyunna,
Okamoto K,
Kawashima H

International Journal of Ecodynamics ２（２） ９７―１０７ ２００７

Ｂ２２ Ammonia volatilization from a paddy field following
applications of urea: Rice plants are both an absorber and an
emitter for atmospheric ammonia

Hayashi K,
Nishimura S,
Yagi K

Science of The Total Environment ３９０
（２―３）

４８５―４９４ ２００８

Ｂ２２ Examination of model-estimated ecosystem respiration using
flux measurements from a cool-temperate deciduous broad-
leaved forest in central Japan

Ito A,
Inatomi M,
Mo W,
Lee M,
Koizumi H,
Saigusa N,
Murayama S,
Syamamoto S

Tellus. Series B, Chemical and
physical meteorology

５９（３） ６１６―６２４ ２００７

Ｂ２２ 中国吉林省延辺州における地下水及び河川水の窒素濃度
と負荷解析

鄭英杰，
林良茂，
金東日，
朴香欄，
劉発現，
川島博之，
新藤純子，
岡本勝男，
川西琢也

エコテクノロジー研究 １３（１） ４３―５２ ２００７

Ｂ２２ 東南アジアにおける余剰水田を利用したエネルギー作物
生産

川島博之，
新藤純子，
堀雅文

環境科学会誌 ２０（４） ２７９―２８９ ２００７

Ｂ２２ アジア型経済発展による環境汚染の長期化（中国雲南省・
池）

濱口航，
岡本勝男，
新藤純子，
川島博之

環境科学会誌 ２１（２） １４３―１５２ ２００８

Ｂ２２ Vrious players in the nitrogen cycle: Diversity and functions
of the microorganisms involved in nitrification and
denitrification

Hayatsu M,
Tago K,
Saito M

Soil science and plant nutrition ５４（１） ３３―４５ ２００８

Ｂ２２ Determination and characterization of preferential water flow
in unsaturated subsoil of andisol

Eguchi S,
Hasegawa S

Soil Science Society of America
Journal

７２（２） ３２０―３３０ ２００８

Ｂ２２ Estimation and comparison of nitrogen loads in agricultural
catchments of Japan and Korea

Itahashi S,
Seo MC,
Takeuchi M

Water Science and Technology ５６（１） １０５―１１３ ２００８

Ｂ２２ 石垣島宮良川流域における懸濁性土壌、窒素およびリン
の推定流出量

坂西研二，
中村乾

水土の知 : 農業農村工学会誌 ７５（９） ８２１―８２４ ２００７

Ｂ２２ 農地連鎖系集水域における浅層地下水の水文特性解析
－栄養塩類の周辺水系への流出リスク評価に向けて－

飯山一平，
松森堅治，
藤原英司，
中島泰弘

土壌の物理性 １０７ １７―２６ ２００７

Ｂ２２ 凍結融解過程におけるケイ酸の動態解析－高速液体クロ
マトグラフィーによる検討－

駒田充生，
谷口悟，
板橋直，
三島慎一郎

日本土壌肥料学雑誌 ７８（３） ３１３―３１５ ２００７

Ｃ１１ The comparative study of the apparent photosynthesis rates
of 3 typical vegetation quantum yield and maximum types
on Qinghai-Tibetan plateau

，
李英年，
李紅琴，
王勤学，
杜明�，
�亮，

Acta Agrestia Sinica（ ） ２００７

Ｃ１１ CO2 flux in alpine wetland ecosystem on the Qinghai-
Tibetan Plateau

，
，

李英年，
�亮，
王勤学，
杜明�

Acta Ecologica Sinica
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Ｃ１１ Comparison of three methods for measurement of
evapotranspiration in an alpine meadow

戚培同，
古松，

，
杜明�，

，
�亮
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Ｃ１１ The comparative study of the apparent quantum yield and
maximum photosynthesis rates of 3 typical vegetation types
on Qinghai-Tibetan plateau

，
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Ｃ１１ Comparison of eddy covariance and static chamber/gas
chromatogram methods in measuring ecosystem respiration

，
，
，

曹广民，
，

杜明�，
李俊，
李英年

Chinese Journal of Applied
Ecology（ ）

１９（２） ２９０―２９８ ２００８

Ｃ１１ Spatial variation in respiration from coarse woody debris in
a temperate secondary broad-leaved forest in Japan

Jomura M,
Kominami Y,
Dannoura M,
Kanazawa Y

Forest Ecology and Management ２５５（１）１４９―１５５ ２００８

Ｃ１１ Direct assessment of international consistency of standards
for ground-level ozone: strategy and implementation toward
metrological traceability network in Asia

Tanimoto H,
Mukai H,
Sawa Y,
Matsueda H,
Yonemura S,
Wang T,
Poon S,
Wong A,
Lee G,
Jung JY,
Kim KR,
Lee MH,
Lin NH,
Wang JL,
Ou-Yang CF,
Wu CF,
Akimoto H,
Pochanart P,
Tsuboi K,
Doi H,
Zellweger C,
Klausen J

Journal of Environmental Monitoring ９（１１） １１８３―１１９３ ２００７

Ｃ１１ Widespread pollution events of carbon monoxide observed
over the western North Pacific during the East Asian
Regional Experiment (EAREX) 2005 campaign

Sawa Y,
Tanimoto H,
Yonemura S,
Matsueda M,
Mukai H,
Wada A,
Taguchi S,
Hayasaka T,
Tsuruta H,
Tohjima Y,
Mukai H,
Kikuchi N,
Katagiri S,
Tsuboi K

Journal of Geophysical Research
D

１１２ Ｄ２２Ｓ２６ ２００７

Ｃ１１ Isotopic disequilibrium between carbon assimilated and
respired in a rice paddy as influenced by methanogenesis
from CO2

Han GH,
Yoshikoshi H,
Nagai H,
Yamada T,
Ono K,
Mano M,
Miyata A

Journal of Geophysical Research
G
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Ｃ１１ Evaluation of standards and methods for continuous
measurements of carbon monoxide at ground-based sites in
Asia

Tanimoto H,
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Wang T,
Poon S,
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Ｃ１１ Influence of dust storm frequency in Northern China on
fluctuations of Asian dust frequency observed in Japan

Tian SF,
Inoue M,
Du M

SOLA ３ １２１―１２４ ２００７

Ｃ１１ Temporal variations in ozone concentrations derived from
principal component analysis

Yonemura S,
Kawashima S,
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Sawa Y,
Inoue S,
Tanimoto H

Theoretical and Applied Climatology ９２
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Ｃ１１ Apparent downward CO2 flux observed with open-path eddy
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Ｃ１１ Dual-scale transport of sensible heat and water vapor over a
short canopy under unstable conditions

Saito M,
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Water Resources Research ４３（５） Ｗ０５４１３ ２００７

Ｃ１１ Analysis on aerosol particle number concentration over
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申彦波,
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Ｃ１１ Diurnal changes of micro climate in Haibei Alpine Wetland
in the Qilian Mountains
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宮田明，
安田幸生，
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Ｃ１１ Deposition of atmospheric 137Cs in Japan associated with the
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Ｃ１１ イムノクロマトグラフィーによる玄米中のカドミウムの
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Ｃ２１ Inferring the effect of plant and soil variables on C- and L-
band SAR backscatter over agricultural fields, based on
model analysis
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Ｃ２１ Water turbidity estimation using a hand-held spectropolarimeter
to determine surface reflection polarization in visible, near
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International Journal of Remote
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Ｃ２１ Traceability of slash-and-burn land-use history using optical
satellite sensor imagery: a basis for chronosequential
assessment of ecosystem carbon stock in Laos

InoueY,
Douangsavanh L,
Qi J,
Olioso A,
Kiyono Y,
Horie T,
Asai H,
Saito K,
Ochiai Y,
Shiraiwa T

International Journal of Remote
Sensing

２８（２４）５６４１―５６４７ ２００７

Ｃ２１ Predicting chronosequential changes in carbon stocks of
pachymorph bamboo communities in slash-and-burn agricultural
fallow, northern Lao People

Kiyono Y,
Ochiai Y,
Chiba Y,
Asai H,
Saito K,
Shiraiwa T,
Horie T,
Songnoukhai V,
Navongxai V,
Inoue Y

Journal of Forest Research １２（５） ３７１―３８３ ２００７

Ｃ２１ Estimating the mean leaf inclination angle of wheat canopies
using reflected polarized light

Shibayama M,
Watanabe Y

Plant Production Science １０（３） ３２９―３４２ ２００７

Ｃ２１ Detecting temporal changes in the extent of annual flooding
within the Cambodia and the Vietnamese Mekong Delta
from MODIS time-series imagery

Sakamoto T,
Nguyen NV,
Kotera A,
Ohno H,
Ishitsuka N,
Yokozawa M

Remote Sensing of Environment １０９（３）２９５―３１３ ２００７

Ｃ２１ Normalized difference spectral indices for estimating
photosynthetic efficiency and capacity at a canopy scale
derived from hyperspectral and CO2 flux measurements in
rice

Inoue Y,
Peñuelas J,
Miyata A,
Mano M

Remote Sensing of Environment １１２（１）１５６―１７２ ２００８

Ｃ２１ リモートセンシング技術を用いた環境評価、災害把握、
防災の試み

岡本勝男 システム農学 ２３（２） １１９―１２６ ２００７

Ｃ２１ リモートセンシング・データの特徴－農地観測からシス
テム科学まで－

石塚直樹，
安田嘉純

システム農学 ２３（２） ９３‐１０１ ２００７

Ｃ２１ 衛星画像による農業土地利用実態の把握に基づく河川へ
の土壌由来懸濁物質および栄養塩類等の面源負荷量の評
価

石塚直樹，
芝山道郎，
神田健一，
坂西研二，
菅原和夫

システム農学 ２４（１） ６５‐７６ ２００８

Ｃ２１ 農業分野での ALOSデータ利用 石塚直樹，
斎藤元也

写真測量とリモートセンシング ４６（４） ７‐１５ ２００７

Ｃ２１ ハイパースペクトルセンサーの現状と展望 斎藤元也，
國井大輔，
石塚直樹

写真測量とリモートセンシング ４６（５） ３７‐４２ ２００７

Ｃ２１ 自然風の速さを測定するための無指向性ピトー管 高見晋一，
大野宏之，
小南靖弘

雪氷 ６９（６） ６５１―６５８ ２００７

Ｃ２１ オープンパス型とクローズドパス型の渦相関法による
CO2フラックスの系統的差異と密度変動補正の影響

小野圭介，
平田竜一，
間野正美，
宮田明，
三枝信子，
井上吉雄

農業気象 ６３（３） １３９―１５５ ２００７

Ｃ２１ Relationship between nitrogen and phosphate surplus from
agricultural production and river water quality in two types
of production structure

Mishima S,
Taniguchi S,
Kohyama K,
Komada M

Soil science and plant nutrition ５３（３） ３１８―３２７ ２００７

Ｃ２１ 科学哲学は役に立ったか：現代生物体系学における科学
と科学哲学の相利共生

三中信宏 科学哲学 ４０（１） ４３―５４ ２００７

Ｃ２１ 進化生物学と統計科学：系統樹の推定をめぐって 三中信宏 計量生物学 ２８（別１）２５―３４ ２００７

Ｃ２１ 耕作放棄地の分布と潜在生産力の推定 佐々木寛幸，
神山和則，
松浦庄司

日本草地学会誌 ５３（３） １８９―１９４ ２００７

Ｃ２１ Potential of plant extracts in combination with bacterial
antagonist treatment as biocontrol agent of red rot of
sugarcane

Jayakumar J,
Bhaskaran R,
Tsushima S

Canadian Journal of Microbiology ５３（２） １９６―２０６ ２００７
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中課題
番号 論文タイトル 著者名 掲載誌名 巻（号） ページ 発行年

Ｃ２１ Fitness characters in parasexual recombinants of the rice
blast fungus, Pyricularia oryzae

Noguchi MT,
Yasuda N,
Fujita Y

JARQ-Japan Agricultural Research
Quarterly

４１（２） １２３―１３１ ２００７

Ｃ２１ Parasexual cycle provides genetic segregants equivalent to
sexual progeny in the rice blast fungus Magnaporthe oryzae

Noguchi MT,
Yasuda N,
Fujita Y

JARQ-Japan Agricultural Research
Quarterly

４１（３） ２０７―２１０ ２００７

Ｃ２１ Sclerotinia rot of blueberry caused by Sclerotinia sclerotiorum Umemoto S,
Nagashima K,
Yoshida S,
Tsushima S

Journal of General Plant Pathology ７３（４） ２９０―２９２ ２００７

Ｃ２１ Phylogenetic diversities of dominant culturable bacillus,
pseudomonas and pantoea species on tomato leaves and
their possibility as biological control agents

Enya J,
Koitabashi M,
Shinohara H,
Yoshida S,
Tsukiboshi T,
Negishi H,
Suyama K,
Tsushima S

Journal of Phytopathology １５５
（７―８）

４４６―４５３ ２００７

Ｃ２１ Culturable leaf-associated bacteria on tomato plants and their
potential as biological control agents

Enya J,
Shinohara H,
Yoshida S,
Tsukiboshi T,
Negishi H,
Suyama K,
Tsushima S

Microbial Ecology ５３（４） ５２４―５３６ ２００７

Ｃ２１ Occurrence and development of Collectotrichum acutatum
on symptomless blueberry bushes

Yoshida S,
Tsukiboshi T,
Shinohara H,
Koitabashi M,
Tsushima S

Plant Pathology ５６（５） ８７１―８７７ ２００７

Ｃ２１ 三重県の茶園における非アロフェン質黒ボク土および黄
色土の生産力特性

安田典夫，
出岡裕哉，
中井信

ペドロジスト ５１（１） ２―１３ ２００７

Ｃ２１ ダイズ子実の縮緬じわ発生に及ぼす切葉、摘�処理の影
響

関口哲生，
小原洋，
新良力也，
亀川健一，
田渕公清

日本土壌肥料学雑誌 ７９（１） ８１―８５ ２００８

持続的で安定した食糧生産をグローカルに考える 佐藤洋平 農業土木学会誌 ７５（１） ９―１４ ２００７

農村計画の策定過程への参加根拠 橋本禅，
佐藤洋平

農業土木学会論文集 ７５（２） １６５―１７０ ２００７

グローバル化の中での自立と自助の国土計画－国土形成
計画は日本を蘇生させるのか

佐藤洋平 農村計画学会誌 ２６（２） ６５―６８ ２００７

中課題番号 課題名（詳しくは第 II 章を参照されたい）

Ａ１１

Ａ２１

Ｂ１１

Ｂ１２

Ｂ２１

Ｂ２２

Ｃ１１

Ｃ２１

無印

農業環境中における有害化学物質のリスク評価手法及びリスク管理技術の開発

外来生物及び遺伝子組換え生物の生態系影響評価とリスク管理技術の開発

農業生態系を構成する生物群集の動態と生物多様性の解明

農業生態系機能の発現に関与する情報化学物質の解明

地球環境変動が農業生態系に及ぼす影響予測と生産に対するリスク評価

農業活動等が物質循環に及ぼす影響の解明

農業環境の長期モニタリングと簡易・高精度測定手法の開発

農業環境資源インベントリーの構築と活用手法の開発

該当する中課題なし

注１）中課題番号順に配列した。それぞれの課題名は以下のとおり。

注２）著者のうち当所に所属する者を太字で記載した。
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２．広報
（１）農業環境技術研究所が開催した研究会・シンポジウム

第２７回農業環境シンポジウム「食料 vs. エネルギー 穀物の争奪戦がはじまった」

開 催 日：平成１９年５月２３日

開催場所：イイノホール

主 催：（独）農業環境技術研究所

後 援：農林水産省、東京大学大学院農学生命科学研究科、（財）農学会、（社）農林水産技術情報協会、（社）農林

水産先端技術産業振興センター、（株）東洋経済新報社

企画協力：ワールドウォッチジャパン

参加者数：３３０名

第７回公開セミナー 「外来植物の「リスク」を調べて蔓延を防止する－北海道地域での問題点および緑化植物の利用

とリスクについて－」

（科振調費重要課題解決型プロジェクト・アウトリーチ活動）

開 催 日：平成１９年８月４日

開催場所：北海道大学・理学部７号館３１０講義室・植物展示園・植物園

参加者数：９１名

第７回有機化学物質研究会『「農薬のリスク管理に向けて」－ライフサイクルアセスメントを考える－』

開 催 日：平成１９年９月１９日

開催場所：（独）農業環境技術研究所

参加者数：１０７名

第２４回農薬環境動態研究会『「農薬のリスク管理に向けて」－農薬分析に何が求められるか？』

開 催 日：平成１９年９月２０日

開催場所：（独）農業環境技術研究所

参加者数：１１３名

土壌調査法現地研修会「圃場管理の違いが低地水田土壌に及ぼす影響と土壌調査法」

開 催 日：平成１９年１０月４日～５日

開催場所：新潟県長岡市内

共 催：（独）農業環境技術研究所、土壌保全調査事業全国協議会、（財）日本土壌協会、新潟県農業総合試験場

参加者数：４２名

ESAFS８国際シンポジウム 「食料生産と環境保全との調和に向けた農業科学の挑戦」

開 催 日：平成１９年１０月２２日

開催場所：つくば国際会議場

共 催：（独）農業環境技術研究所、（独）国際農林水産業研究センター、（独）農業・食品産業技術総合研究機構・

中央農業総合研究センター、アジア・太平洋地域食糧肥料技術センター（FFTC）、東・東南アジア土壌

科学連合、（社）日本土壌肥料学会

参加者数：３００名
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NIAES国際シンポジウム「モンスーンアジア農業生態系における侵略的外来生物の実態と制御」

開 催 日：平成１９年１０月２２日～２３日

開催場所：つくば国際会議場

主 催：（独）農業環境技術研究所

参加者数：１１０名

第７回農林水産業にかかる環境研究の三所連絡会

開 催 日：平成１９年１０月２４日

開催場所：（独）森林総合研究所関西支所

参加者数：１４名

公開セミナー「遺伝子組換え作物の栽培と生態影響評価」

開 催 日：平成１９年１１月３日

開催場所：大手町サンケイプラザ

主 催：（独）農業環境技術研究所

共 催：農林水産技術会議事務局

参加者数：９７名

AFFRC国際ワークショップ International Workshop on “Assessment of Changes in Water Cycles on Food Production and

Alternative Scenarios” −Implications for Policy Making−

開 催 日：平成１９年１１月２２日

開催場所：つくば国際会議場

主 催：農林水産技術会議事務局、（独）農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所、（独）農業環境技術

研究所、（独）国際農林水産業研究センター、（独）森林総合研究所

参加者数：５６名

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」研究成果発表会「食と環境の安全を求めて：

農林水産生態系における有害化学物質」

開 催 日：２００７年１１月２９日

開催場所：つくば国際会議場

参加者数：１９８名

平成１９年度「湿地植生活用バイオジオフィルターの水質浄化機能の評価ならびにビオトープの管理手法の確立」中間検

討会

開 催 日：平成１９年１２月７日

開催場所：（独）農業環境技術研究所

第２８回農業環境シンポジウム「温暖化によって何が起こり、どう対応できるのか～農林水産業に与える影響評価とその

適応策～」

開 催 日：平成１９年１２月１１日

開催場所：新宿明治安田生命ホール

主 催：（独）農業環境技術研究所

後 援：農林水産省、（独）農業・食品産業技術総合研究機構、（独）森林総合研究所、（独）水産総合研究センター、

日本学術会議
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参加者数：３０７名

第５回環境研究機関連絡会成果発表会「気候変動に立ち向かう－科学的知見、そして技術的対策へ－」

開 催 日：平成１９年１２月１９日

開催場所：学術総合センター 一橋記念講堂

主 催：環境研究機関連絡会（農環研等１２研究機関）

参加者数：４００名

第２９回農業環境シンポジウム「農業・農村における身近な生物多様性の保全と活用をめざして」

開 催 日：平成２０年２月１日

開催場所：東京国際フォーラム

主 催：（独）農業環境技術研究所

後 援：農林水産省、日本学術会議

参加者数：２６０名

第９回公開セミナー「外来植物の「リスク」を調べて蔓延を防止する －最終報告と今後の展望－」

（科学技術振興調整費重要課題解決型プロジェクト・アウトリーチ活動）

開 催 日：平成２０年２月１７日

開催場所：神戸コンベンションセンター（神戸国際会議場）

参加者数：１４８名

第２５回土・水研究会「土・水の研究と私たちの健康な生活」

開 催 日：平成２０年２月２０日

開催場所：農林水産技術会議事務局筑波事務所

参加者数：１４８名

第２４回気象環境研究会「２００７年夏季異常高温が水稲生産に及ぼした影響を検証する」

開 催 日：平成２０年２月２７日

開催場所：（独）農業環境技術研究所

主 催：（独）農業環境技術研究所

共 催：（独）農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター、作物研究所

参加者数：１６５名

公開講演会 「非食用バイオマスからのバイオエタノール生産」

開 催 日：平成２０年３月１３日

開催場所：つくば文化会館
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（２）刊行物一覧

平成１９年度中に当所が出版した刊行物は次のとおりである。

（３）情報：農業と環境（No．８４～９５）

＊「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。

No.８４（２００７．４．１）

・平成１９年度 農業環境技術研究所 一般公開（４月２０日）

・農業環境技術研究所平成１９年度計画

・平成１８年度農業環境技術研究所連携推進会議が開催された（詳細報告）

・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

・第２４回土・水研究会「物質循環の基盤としての土壌 －炭素循環における役割－」が開催された

・第２３回気象環境研究会「大気環境変化と植物の応答」が開催された

・上垣隆一氏：２００７年度日本草地学会研究奨励賞を受賞

・本の紹介２２６： The World is Flat − The Globalized World in the Twenty-first Century（邦訳「フラット化する世界」）

・本の紹介２２７： リスクってなんだ？ 化学物質で考える

・本の紹介２２８： 日本の食と農 危機の本質

・資料の紹介：２００７ 土と肥料の講話 追補「地息」

No.８５（２００７．５．１）

・農業環境シンポジウム「食料 vs エネルギー －穀物の争奪戦が始まった－」の開催

・国際情報： 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第４次評価報告書： 第２作業部会報告書（影響・適応・脆弱

性）

・農業環境技術研究所の一般公開が行われた

・公開シンポジウム「未来型農業都市社会と食農産業クラスターの構築に向けて」が開催された

・研究成果情報 第２３集 が刊行された

・農業環境技術研究所年報 第２３号（平成１７年度）が刊行された

・NIAES Annual Report２００６が刊行された

・農業環境技術研究所資料 第３０号 および 第３１号 が刊行された

・水環境保全のための農業環境モニタリングマニュアル 改訂版

誌名・巻号等 発行年月 頁 数 発行部数

農業環境技術研究所年報 平成１８年度 １９．１２ ８２ １，４００

NIAES Annual Report ２００６ ２０．２ ７８ ９００

農環研ニュース No.７５ １９．７ １２ １，６００

農環研ニュース No.７６ １９．１０ １２ １，６００

農環研ニュース No.７７ ２０．１ １２ １，６００

農環研ニュース No.７８ ２０．３ １２ １，６００

研究成果情報 第２４集 １９．３ ５１ １，２００

研究所パンフレット（和文） 標準版 １９．５ ３，０００

研究所リーフレット（和文） RP紹介版 １９．６ ３，０００

研究所パンフレット（和文） 標準版 １９．１２ ３，０００

研究所パンフレット（英文） 標準版 １９．１２ １，０００
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・農林水産技術会議事務局「研究成果」シリーズの紹介（１１）：「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」

・「研究独法バイオ燃料研究推進協議会」が設立された

・本の紹介２２９： 植物が地球をかえた！

・本の紹介２３０： アジアの風土に学ぶ

・本の紹介２３１： 土壌を愛し，土壌を守る

No.８６（２００７．６．１）

・第２７回農業環境シンポジウム「食料 vs エネルギー －穀物の争奪戦が始まった－」（概要報告）

・平成１９年度 農業環境技術研究所 評議会が開催された

・農業環境技術研究所リサーチプロジェクト（RP）の紹介（１６）化学分析・モニタリングＲＰ

・国際情報： 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第４次評価報告書： 第３作業部会報告書（気候変動の緩和策）

・GMO情報： Btコーンはマイコトキシン（カビ毒）の被害をほんとうに減らすのか？

・本の紹介２３２： 地球の悲鳴 －環境問題の本１００選－

・本の紹介２３３： メディア・バイアス あやしい健康情報とニセ科学

・本の紹介２３４： 野菜・花・果樹 リアルタイム診断と施肥管理

・資料の紹介： 宮沢賢治小私考 稲品種改良分野からのアプローチ ほか

No.８７（２００７．７．１）

・第２７回農業環境シンポジウム「食料 vs エネルギー －穀物の争奪戦が始まった－」（詳細報告）

・農林水産省農村振興局農村環境保全室との連絡会が開催された

・公開セミナー： 外来植物の「リスク」を調べて蔓延を防止する（８月４日、北海道大学）

・サマー・サイエンスキャンプ２００７の開催

・つくばちびっ子博士２００７の開催

・２１世紀環境立国戦略が策定された

・GMO情報： バイオ燃料と遺伝子組換え作物 －トウモロコシの連作を可能にした技術

・本の紹介２３５： 生態系サービスと人類の将来 －国連ミレニアムエコシステム評価

・本の紹介２３６： 生態環境リスクマネジメントの基礎 －生態系をなぜ、どうやって守るのか

・本の紹介２３７： ひとりぼっちのジョージ －最後のガラパゴスゾウガメからの伝言

No.８８（２００７．８．１）

・第７回有機化学物質研究会「農薬のリスク管理に向けて」－ライフサイクルアセスメントの視点から考える－

・第２４回農薬環境動態研究会「農薬のリスク管理に向けて」－農薬分析に何が求められるか？－

・農林水産省「消費者の部屋」特別展示： バイオテクノロジーが作る未来

・第９回微量元素生物地球化学国際会議が開催された

・受賞： 宮下清貴（日本土壌肥料学会賞）ほか

・GMO情報： ビタミンＡ強化米 ゴールデンライスの開発阻害要因

・論文の紹介： 統計的ダウンスケーリング手法により構築された気候シナリオを用いるためのガイドライン

・本の紹介２３８： 温暖化の世界地図

No.８９（２００７．９．１）

・公開セミナー「外来植物のリスクを調べて蔓延を防止する」が札幌で開催された

・つくばちびっ子博士２００７が開催された

・サマー・サイエンスキャンプ２００７が開催された
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・GMO情報： 遠くて近い組換えダイズと生物多様性の関係

・本の紹介２３９： 生物と無生物のあいだ

・本の紹介２４０： リスクのモノサシ

No.９０（２００７．１０．１）

・NIAES国際シンポジウム２００７「モンスーンアジア農業生態系における侵略的外来生物の実態と制御」（１０月２２～２３日）

・公開セミナー「遺伝子組換え作物の栽培と生態影響評価」（１１月３日、東京）

・研究成果発表会「食と環境の安全を求めて：農林水産生態系における有害化学物質」（１１月２９日）

・第２８回農業環境シンポジウム「温暖化によって何が起こり、どう対応できるのか －農林水産業に与える影響の評価

とその適応策－」（１２月１１日、東京）

・第７回有機化学物質研究会「農薬のリスク管理に向けて－ライフサイクルアセスメントの視点から考える－」が開催

された

・第２４回農薬環境動態研究会「農薬のリスク管理に向けて－農薬分析に何が求められるか？－」が開催された

・農業環境技術研究所の主要な研究成果（研究領域別）

・GMO情報： 除草剤耐性作物 商業栽培１０年を振り返る

・論文の紹介： 嫌気的環境でメタン酸化と脱窒を同時に行う微生物協同体

・論文の紹介： イネは有機ヒ素汚染土壌からヒ素を吸収するか？

・本の紹介２４１： 緑のイタリア史 －農村部における風景保護・イタリア環境法の息吹

・本の紹介２４２： 植物の生存戦略 －「じっとしているという知恵」に学ぶ

No.９１（２００７．１１．１）

・つくば科学フェスティバル２００７（１１月１７～１８日）

・アグリビジネス創出フェア２００７（１１月２７～２８日、東京）

・NIAES 国際シンポジウム「モンスーンアジア農業生態系における侵略的外来生物の実態と制御」が開催された

・ESAFS８国際シンポジウム「食料生産と環境保全との調和に向けた農業科学の挑戦」が開催された

・佐藤洋平理事長： 国際水田・水環境工学会 国際賞（PAWEES International Award）を受賞

・国際情報： ズッキーニのディルドリン残留基準引き上げに関する欧州食品安全機関の意見書

・GMO情報： 北米の Btトウモロコシ、農耕地生態系への想定外の影響

・論文の紹介： 生体中のカドミウムと亜鉛を区別する蛍光センサー

・本の紹介２４３： 循環型社会の構築と農業経営

・本の紹介２４４： 海ゴミ－拡大する地球環境汚染

No.９２（２００７．１２．１）

・２００７アグリビジネス創出フェア in Hokkaido（１２月７～８日、札幌）

・第５回環境研究機関連絡会成果発表会「気候変動に立ち向かう」（１２月１９日、東京）

・第２９回農業環境シンポジウム「農業・農村における身近な生物多様性の保全と活用をめざして」（２月１日、東京）

・公開セミナー「遺伝子組換え作物の栽培と生態影響評価」が開催された

・つくば科学フェスティバル２００７が開催された

・アグリビジネス創出フェア２００７が開催された

・農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課と農業環境技術研究所との意見交換会が開かれた

・「農林水産地球温暖化対策研究連絡協議会」の設立

・三島慎一郎主任研究員： 平成１９年度日本農学進歩賞を受賞

・GMO情報： カルタヘナ議定書の宿題

・本の紹介２４５： 地球温暖化サバイバルハンドブック：気候変動を防ぐための７７の方法
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No.９３（２００８．１．１）

・「独立行政法人整理合理化計画」決定： 農業環境技術研究所、農業生物資源研究所、種苗管理センターの統合

・第２５回土・水研究会「土・水の研究と私たちの健康な生活」（２月２０日、つくば）

・第２４回気象環境研究会「２００７年夏季異常高温が水稲生産に及ぼした影響を検証する」（２月２７日、つくば）

・研究成果発表会「食と環境の安全を求めて：農林水産生態系における有害化学物質」が開催された

・農業生産者 NPO「田舎のヒロインわくわくネットワーク」と農業環境技術研究所との交流会が開催された

・２００７アグリビジネス創出フェア in Hokkaido が開催された

・第２８回農業環境シンポジウム「温暖化によって何が起こり、どう対応できるのか」が開催された

・農業環境技術研究所「環境報告書２００７」を公表

・農林水産技術会議事務局が「２００７年農林水産研究成果１０大トピックス」を発表

・農業環境を巡る２００７年の重大ニュース

・GMO情報： 害虫抵抗性Ｂｔ作物は環境にやさしいか？ 理論生態学者の包括的分析

・論文の紹介： 農業に有用な生物多様性の持続的利用

・論文の紹介： 微生物複合体の構造・機能の解明をめざすメタゲノム解析

・本の紹介２４６： ５万年前－このとき人類の壮大な旅が始まった

No.９４（２００８．２．１）

・公開セミナー「外来植物のリスクを調べて蔓延を防止する －最終報告と今後の展望－」（２月１７日、神戸）

・第三次生物多様性国家戦略の決定

・TXテクノロジー・ショーケース・イン・ツクバ２００８が開催された

・農業環境技術研究所年報 第２４号（平成１８年度）が刊行された

・GMO情報： オオカバマダラ再び －都合の良い科学的根拠の引用法

・論文の紹介： 野生種と家畜化された近縁種の間での交雑を検知するための統計解析手法

・本の紹介２４７： Alien Species and Evolution（外来生物と進化）

・本の紹介２４８： 照葉樹林文化とは何か －東アジアの森が生み出した文明

・本の紹介２４９： 異常気象は家庭から始まる －脱温暖化のライフスタイル

・本の紹介２５０： 水戦争 －水資源争奪の最終戦争が始まった

No.９５（２００８．３．１）

・公開講演会「非食用バイオマスからのバイオエタノール生産」（第１２回バイオマス合同研究会）（３月１３日、つくば）

・第３０回農業環境シンポジウム「温室効果ガス排出をどう削減できるのか～農林水産分野における地球温暖化防止対策

～」（５月１４日、東京）

・第２９回農業環境シンポジウム「農業・農村における身近な生物多様性の保全と活用をめざして」が開催された

・第２５回土・水研究会「土・水の研究と私たちの健康な生活」が開催された

・NIAES ANNUAL REPORT２００７が刊行された

・平成２０年度農業環境技術研究所依頼研究員の受入れ

・デイビッド・スプレイグ上席研究員・岩崎亘典主任研究員： シンフォニカ統計 GIS活動奨励賞を受賞

・農林水産技術会議事務局「研究成果」シリーズの紹介（１２）：「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」

・GMO情報： 組換え Btワタ、インド生産者の経済的利益

・論文の紹介： 地球規模での炭素循環に及ぼす農地の土壌侵食の影響

・本の紹介２５１： 農と環境と健康
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（４）マスコミへの情報提供と報道

１）プレスリリース

２）個別取材一覧

年月日 件 名

１９．４．１３ 特定外来生物カワヒバリガイは霞ヶ浦湖岸の約半分まで分布を広げている

１９．４．１９ 農環研が農業環境シンポジウム「食料 vs エネルギー －穀物の争奪戦が始まった－」を開催

１９．５．１７ 農業環境技術研究所で行う遺伝子組換えダイズの栽培実験について

１９．９．１２ 【共同発表】花粉が飛散しないイネの開発その他の遺伝子組換え生物の安全性確保研究の成果について～
平成１９年度の安全・安心につながる基礎・基盤研究成果の紹介～（次の２課題が農環研成果：III 自動花
粉モニターの開発／IV 輸入港周辺におけるセイヨウナタネ個体群の調査結果）

１９．１１．１４ 日本の農地２万点のデータから土壌炭素の変動実態を解明 －適切な農地管理により地球温暖化緩和の可
能性も－

１９．１１．２２ 環境への負荷がより小さい低濃度エタノールを用いた低コストの新規土壌消毒法の開発

１９．１１．２９ 【環境研究機関連絡会】第５回環境研究機関連絡会成果発表会 「気候変動に立ち向かう ～科学的知見、
そして技術的対策へ～」 の開催について （お知らせ）

２０．１．２４ 谷津田が植物の多様性を高めるしくみを農環研が解明 －水田周辺の草刈りがさまざまな植物を保全－

２０．３．１０ 農環研が生分解性プラスチックを強力に分解する微生物をイネの葉の表面から発見 －プラスチックごみ
の減量と省力化に期待－

２０．３．２７ 農環研がコガタシマトビケラ幼虫を用いた農薬試験法マニュアルを公開

２０．３．２８ 農環研などが２００７年夏季異常高温下での水稲不稔率の増加を確認

取材日 報道日 件 名 取材機関 対応者

１９．４．６ 「ヘプタクロル類の土壌及び作物への残留予測と吸収抑
制技術の開発」について

北海道新聞社東京支社 大谷 卓

１９．４．１３ １９．５．２ IPCC報告書の公表を受けた地球温暖化の日本の農作物
生産への影響に関する解説原稿の投稿依頼

農業共済新聞 西森 基貴

１９．４．１３ 霞ヶ浦におけるカワヒバリガイについて TBSテレビ「ピンポン」伊藤 健二

１９．４．１７ １９．５．２ 中国における砂漠化研究について 朝日新聞東京支社 今川 俊明

１９．４．１８
１９．４．２５

１９．５．１
１９．５．２

霞ヶ浦におけるカワヒバリガイについて NHK水戸放送局 伊藤 健二

１９．４．２３ 霞ヶ浦におけるカワヒバリガイについて テレビ朝日「スーパー
モーニング」

伊藤 健二

１９．４．２３ １９．５．１３ 霞ヶ浦におけるカワヒバリガイについて TBSテレビ「噂の東京
マガジン」

伊藤 健二

１９．４．２０ １９．４．２７ 「コメ収量の現在と未来の図」の提供 全国農業新聞 横沢 正幸

１９．５．２
１９．５．９
１９．５．１８

１９．７．９ 農薬の環境に対するリスクに関して NHK教育「ど～する？
地球のあした」

與語 靖洋
高木 和広
横山 淳史
岩船 敬
ほか
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取材日 報道日 件 名 取材機関 対応者

１９．５．１６ ２０．５
２０．６

気候変化がコメ生産におよぼす影響について 日経 BP社「日経エコ
ロジー」

横沢 正幸

１９．５．１７ １９．５．２６ 霞ヶ浦におけるカワヒバリガイについて TBSテレビ「みのもん
たの朝ズバッ！」

伊藤 健二

１９．５．１８ 気候変化がコメ生産におよぼす影響について TBSテレビ「サンデー
モーニング」

横沢 正幸

１９．５．２８ １９．５．２９ ザリガニの大量死の原因について 朝日新聞宇都宮支社 平井 一男

１９．６．１３ 気候変化がコメ生産におよぼす影響について フジテレビ「ニュース
ジャパン」

横沢 正幸
今川 俊明

１９．６．１３ １９．７．１８ 土壌線虫の種類や構造・生態などについての原稿執筆依頼 日本農業新聞 荒城 雅昭

１９．６．１８ １９．７．１５ 外来植物のリスク評価と蔓延防止に関する研究について 共同通信社 藤井 義晴

１９．７．３
１９．７．１０

１９．７．１３ 霞ヶ浦におけるカワヒバリガイについて テレビ朝日「スーパー
Jチャンネル」

伊藤 健二

１９．７．２０ １９．７．２６ 京都府農業総合研究所の研究成果について 日本農業新聞 八木 一行

１９．７．２６ ５／２３農業環境シンポジウムでのパネルディスカッション
の内容について

NHK報道局 秋山 博子

１９．７．３１ 三菱農機
だより
Vol.6

気候変化がコメ生産におよぼす影響について 三菱農機（株） 横沢 正幸

１９．８．９ １９．８．１５ 温暖化が九州の農業へ与えている影響と対策技術について 読売新聞福岡支社 今川 俊明

１９．８．２２
１９．８．２３

１９．９．２ 温暖化が農業に与える影響について NHK報道局 今川 俊明

１９．８．２７
１９．８．２８
１９．８．３０

１９．９．２ 温暖化が農業に与える影響について NHK報道局 今川 俊明
横沢 正幸

１９．８．２７
１９．８．２８
１９．８．３０

１９．８．３０ 温暖化時の農業影響について 朝日新聞 今川 俊明
横沢 正幸

１９．８．３０ 地球温暖化の農業生産への影響について NHK 岡本 勝男

１９．９．４ １９．１１．４ 霞ヶ浦におけるカワヒバリガイについて （株）ファクトリー 伊藤 健二

１９．９．６ １９．９．２４ レーザーを用いた農産物中微量元素の迅速測定について 常陽新聞 馬場 浩司

１９．９．１０ １９．９．２６ 地球温暖化の農業生産への影響について NHK 横沢 正幸

１９．９．１８ １９．１１．４ 霞ヶ浦におけるカワヒバリガイについて （株）ファクトリー 伊藤 健二

１９．９．１９ １９．９．１９ 水田から発生するメタンの研究について 信濃毎日新聞 西村 誠一

１９．９．１９ 温暖化が農業に与える影響について 読売新聞社（大阪） 今川 俊明

１９．９．２８ 温暖化が北海道の水稲生産に与える影響について 朝日新聞北海道支社 今川 俊明
鳥谷 均
横沢 正幸

１９．１０．４
１９．１０．９

温暖化が北海道の水稲生産に与える影響について 北海道新聞社 長谷川利拡
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取材日 報道日 件 名 取材機関 対応者

１９．１１．９ 温暖化が農業に与える影響について 毎日新聞 今川 俊明

１９．１１．９ １９．１１．１４ 温暖化がコメ生産に与える影響について 朝日放送ニュース情報
センター

今川 俊明

１９．１１．１３ １９．１１．１４ 温暖化がコメ生産に与える影響について 朝日放送ニュース情報
センター

今川 俊明

１９．１１．１６ 温暖化・気候変化が水稲生産に及ぼす影響について 毎日新聞 長谷川利拡

１９．１１．２１ ２０．１．２７ 読売新聞茨城版「ひと紀行 いばらき街物語」取材 読売新聞つくば支局 吉本真由美

１９．１１．２１ 地球温暖化と食物の栽培地の変化について TBSビジョン 今川 俊明

１９．１１．２７ 地球温暖化が農業に及ぼす影響について 産経新聞東京本社 今川 俊明

１９．１１．２８ ２０．１．１ 地球温暖化が農業に及ぼす影響について 読売新聞東京本社 今川 俊明

１９．１１．２８ 食のライフサイクルアセスメントについて NHK 齋藤 雅典

１９．１１．２９ １９．１２．２１ 農環研シンポおよび地球温暖化が農業に及ぼす影響につ
いて

NHK水戸放送局 今川 俊明

１９．１２．４ 農環研シンポおよび地球温暖化が農業に及ぼす影響につ
いて

TBS報道局 今川 俊明

１９．１２．４ ２０．３．１０ アレロパシーの研究に関する最近のトピックス、とくに、
外来植物のアレロパシーリスクについて

読売新聞社科学部 藤井 義晴

１９．１２．５ 第２８回農業環境シンポジウムの講演内容について 日本農業新聞 今川 俊明

１９．１２．６ １９．１２．２９ 気候の変動が日本のコメ収量に及ぼす影響および対策に
関する研究について

BBC東京事務所 長谷川利拡

１９．１２．１０ １９．１２．１０ 研究所の業務内容、施設、研究成果について テレビ東京 廉澤 敏弘

１９．１２．１３ 地球温暖化がコメ生産に及ぼす影響について NHK 今川 俊明

１９．１２．１８ 会計システム納入者について 毎日新聞 數藤 信之

１９．１２．２０ １９．１２．２１ 温暖化・気候変化によるコメ収量予測について NHK水戸放送局 横沢 正幸

１９．１２．２１ 地球温暖化がコメ生産に及ぼす影響について 日本経済新聞社会部 今川 俊明

１９．１２．２５ FACE実験における炭素循環に関する最近の知見について NHK 長谷川利拡

１９．１２．２８ 温暖化がコメ生産に与える影響について 毎日新聞 長谷川利拡

２０．１．９ 第28回農業環境シンポジウムについて しんぶん赤旗 今川 俊明

２０．１．１１ ２０．１．１５ 農水委託プロジェクト「地球温暖化」の内容について 日本農業新聞 今川 俊明

２０．１．１６ カワヒバリガイの分布と被害の現状について （株）ドアーズ（日本テ
レ ビ“NEWSリ ア ル
タイム”制作会社）

伊藤 健二

２０．１．１６ 衛星データを用いた作付面積推定について 朝日新聞山形総局 石塚 直樹

２０．１．１６ ２０．２．６ ディルドリンを吸収しにくいカボチャ台木について 環境新聞 大谷 卓

２０．１．１７ 温暖化が北海道の水稲生産に与える影響について 北海道新聞 今川 俊明

２０．１．２１ ２０．１．３０ 畦畔管理用のグランドカバープランツとこれに利用する
外来植物のリスクについて

農業共済新聞 藤井 義晴
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取材日 報道日 件 名 取材機関 対応者

２０．１．２２ アレロパシーの研究に関する最近のトピックス、とくに、
外来植物のアレロパシーリスク

朝日新聞科学部 藤井 義晴

２０．１．２３ ２０．１．３０
頃

気候変化によるコメ収量変化の全国分布推計について 西日本新聞 横沢 正幸

２０．１．２８ 地球温暖化がコメ生産に及ぼす影響について 日本経済新聞 今川 俊明

２０．１．３０ 有機リン系殺虫剤メタミドホスについて 毎日新聞 上路 雅子

２０．１．３０ 有機リン系殺虫剤メタミドホスについて NHK 上路 雅子

２０．１．３０ 有機リン系殺虫剤メタミドホスについて 日本経済新聞社 上路 雅子

２０．１．３０ 有機リン系殺虫剤メタミドホスについて 日本農業新聞 與語 靖洋

２０．１．３０ 有機リン系殺虫剤メタミドホスについて 共同通信社 上路 雅子

２０．１．３０ ２０．１．３１ 有機リン系殺虫剤メタミドホスについて TBS 上路 雅子

２０．２．３ 有機リン系殺虫剤メタミドホスについて 日本経済新聞社 上路 雅子

２０．２．４ 有機リン系殺虫剤メタミドホスについて 読売新聞大阪支社社会
部

上路 雅子

２０．２．５ 有機リン系殺虫剤メタミドホスについて 朝日新聞社 上路 雅子

２０．２．５ ２０．２．６ 有機リン系殺虫剤メタミドホスについて 日本経済新聞社 上路 雅子

２０．２．６ 衛星データから水稲の作付面積を計測する手法について 朝日新聞佐賀総局 石塚 直樹

２０．２．７ 有機リン系農薬が PT袋（冷凍餃子を入れた袋）を浸透
するか？

日本経済新聞社 與語 靖洋

２０．２．７ ２０．２．２５ 農環研シンポおよび地球温暖化が農業に及ぼす影響につ
いて

TBS 今川 俊明

２０．２．９ ２０．２．１６ 週末特集記事（仮：冬の虫を探しに行こう）の取材 日本農業新聞 廉澤 敏弘
中谷 至伸

２０．２．１２ ２０．２．２５ 地球温暖化による農耕地からの CO2発生について TBS 八木 一行
岸本 文紅
對馬 誠也

２０．２．１３ 有機リン系殺虫剤メタミドホスについて 日本経済新聞社 上路 雅子

２０．２．１３ 農薬の分析法について 朝日新聞科学部 上路 雅子

２０．２．１３ 食品中に含まれる低濃度農薬の事例の公表について 共同通信社 上路 雅子

２０．２．１３ 新たに冷凍食品中から検出された有機リン系殺虫剤メタ
ミドホスについて

読売新聞大阪支社社会
部

上路 雅子

２０．３．４ SAPIO
３月１２日号

花粉症に関連する外来植物のリスクについて 小学館 SAPIOライター 藤井 義晴

２０．３．５ 温暖化が東北の農業に与える影響について 朝日新聞山形総局 今川 俊明

２０．３．６ ゆうどきチェック「注目集まる微生物農薬（仮）」に関
する取材

NHK放送総局首都圏
放送センター

齋藤 雅典

２０．３．７ 日本海沿岸の作物収量の推移（オゾン濃度との関連） 読売新聞 長谷川利拡
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３）新聞記事

取材日 報道日 件 名 取材機関 対応者

２０．３．７ 東北のコメ生産の将来を考えるためのドラマ制作に関す
る取材

NHK仙台 長谷川利拡

２０．３．１１ ２０．５．４ 土壌モノリスについて 日本経済新聞編集局生
活情報部

小原 洋

２０．３．１４ 農業の LCAについて 日本農業新聞 齋藤 雅典

２０．３．１４ ２０．３．２０ 農耕地から発生するメタンおよび亜酸化窒素について テレビクリエイトジャ
パン

八木 一行
西村 誠一

２０．３．２１ 外来植物のリスク（花粉症を引き起こす植物、温暖化に
伴って侵入する可能性のある植物）について

読売新聞社 藤井 義晴

２０．３．２４ オゾン濃度上昇と農作物収量の関連について 日本農業新聞 今川 俊明

２０．３．２４ オゾン濃度上昇と農作物収量の関連について 九州朝日放送 今川 俊明

２０．３．２６ オゾン濃度上昇と農作物収量の関連について 日本テレビ外報部北京
支局

今川 俊明

２０．３．３１ オゾン濃度上昇と農作物収量の関連について RKB毎日放送報道部 今川 俊明

日 付 見 出 し 発 表 媒 体

１９．４．８ 気候変化が日本のコメ生産へ及ぼす影響評価について 朝日新聞
（九州・沖縄版）

１９．４．１３ 外来カワヒバリガイ大発生 管詰まりの原因 水質悪化の懸念も 毎日新聞

１９．４．１４ 霞ヶ浦で大量発生 中国産のカワヒバリガイ 農業用の散水管詰まる 茨城新聞

１９．４．１４ 特定外来生物に指定の二枚貝 霞ヶ浦湖岸半分に生育域拡大 つくばの農環
研が調査

常陽新聞

１９．４．１４ 外来二枚貝、霞ヶ浦に拡大 農環研調査 日本経済新聞

１９．４．１４ 中国原産二枚貝 生育、湖岸半分に 霞ヶ浦取水口に固着、被害も 朝日新聞

１９．４．２２ 霞ヶ浦湖畔 外来二枚貝が大量繁殖 取水口など被害報告も 読売新聞

１９．４．２３ 外来貝が霞ヶ浦を席巻 中国原産のカワヒバリガイ 湖岸の半分までに分布
を拡大 農環研が報告

常陽新聞

１９．４．２４ 外来生物「カワヒバリガイ」茨城県霞ヶ浦 繁殖しても…食えないやつ 配
管詰まる被害も

日本農業新聞

１９．４．２７ 外来生物“カワヒバリガイ”霞ヶ浦湖岸半分まで分布拡大 農業環境技術研
が調査

科学新聞

１９．４．２７ 温暖化で２１世紀末 食料生産に赤信号（図の提供） 全国農業新聞

１９．５．２ IPCC報告書と温暖化による農業の未来 農業環境技術研究所大気環境研究
領域主任研究員 西森基貴

農業共済新聞

１９．５．２ 環境エコロジー－黄砂の実態調査本格化 日本も支援新たに７カ所で観測 朝日新聞

１９．５．１８ 交雑試験 ６月から実施 遺伝子組み換えダイズで農環研 常陽新聞
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日 付 見 出 し 発 表 媒 体

１９．５．１８ 遺伝子組み換えダイズ 自然交雑の確率探る 農業環境技術研究所 栽培実
験計画を発表

東京新聞

１９．５．１８ ＧＭ大豆、交雑調査へ 農環研野外畑でマメ科雑草と 日本農業新聞

１９．５．１８ 遺伝子組み換えダイズ ツルマメとの自然交雑を実験 農環研 日経産業新聞

１９．５．１８ 遺伝子組み換え大豆栽培で交雑？来月最後の実験開始 農環研が１１月まで 朝日新聞

１９．５．１９ 遺伝子組み換え大豆 ツルマメとの自然交雑を調査 農環研 日本経済新聞

１９．５．２４ 高濃度 CO２でイネすくすく？ 雫石で実験用に田植え 岩手日報

１９．５．２４ 農業環境シンポ「バイオ燃料」で講演 「工場凍結すべき」Ｌ．ブラウン氏
が警告

日本農業新聞

１９．５．２９ 川にザリガニ大量死、市担当困惑 朝日新聞

１９．６．２７ 虫害 農業共済新聞

１９．７．１５ 父島の外来植物 化学物質で他種駆逐 放出力が強力 本土外来種でも確認 茨城新聞

１９．７．１８ サイエンス－土壌線虫の世界① 日本農業新聞

１９．７．２４ サイエンス－土壌線虫の世界② 日本農業新聞

１９．７．２６ 無代かき栽培 メタン抑制を実証 京都府農総研 収量は３～９％減 日本農業新聞

１９．８．１ サイエンス－土壌線虫の世界③ 日本農業新聞

１９．８．６ 防除技術を開発へ 外来植物 農業環境研調査 秋田さきがけ

１９．８．７ サイエンス－土壌線虫の世界④ 日本農業新聞

１９．８．８ サイエンス－土壌線虫の世界⑤ 日本農業新聞

１９．８．１４ サイエンス－土壌線虫の世界⑥ 日本農業新聞

１９．８．１５ サイエンス－土壌線虫の世界⑦ 日本農業新聞

１９．８．１５ 新農業 九州・山口 白書から 温暖化 コメの品質低下深刻 支援体制不
可欠

読売新聞

１９．８．２９ なぜ「ダンス」するの？ 「昆虫教室」に真剣な目 つくば「食と農の科学
館」リサーチギャラリー

常陽新聞

１９．８．３０ 温暖化後はこんな夏？㊦ 食卓にも忍び寄る異変（図の提供） 朝日新聞

１９．８．３１ 科学のまち遊歩⑫ 農業環境技術研究所 産経新聞

１９．９．１９ 水田から発生するメタン イネの光合成で減少？ 信濃毎日新聞

１９．９．２４ カドミウム、鉛、水銀、ヒ素など同時検出 食品検査の簡便な新手法 LA-ICP-
MS

常陽新聞

１９．１０．２５ 第７回有機化学物質研究会開く 農薬のリスク管理で６氏講演 新農林技術新聞

１９．１１．１５ 農地からの CO２放出 耕起減らし抑制 農環研 日本農業新聞

１９．１１．１５ 適切管理が温暖化緩和 農地土壌炭素変動実態解明で示唆 農環研 化学工業日報

１９．１１．２３ エタノールで土壌消毒 農業環境研が共同開発 低コストで簡便 茨城新聞

１９．１１．２３ 低濃度エタノール 臭化メチル代替有望 農環研土壌消毒法を開発 日本農業新聞
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日 付 見 出 し 発 表 媒 体

１９．１１．２３ 農地の土壌炭素量 農環研調査 畑が最多 科学新聞

１９．１１．２３ エタノール溶液で土壌消毒 農環研 低コストで簡便 フジサンケイビ
ジネスアイ

１９．１１．２８ 臭化メチル代替 土壌消毒法低コストで 農環研が開発 日経産業新聞

１９．１２．５ NIAES国際シンポジウム２００７開催 モンスーンアジア農業生態系における
侵略的外来生物の実態と制御

新農林技術新聞

１９．１２．２０ 気候変動に対応を 環境研究機関成果発表会 日本農業新聞

１９．１２．２０ ０７年の１０大農水産研究成果「WRKY４５」発見が１位に 日本農業新聞

１９．１２．２４ つくば発さいえんす 農業環境技術研究所 アルコールで土壌消毒 東京新聞

１９．１２．２５ 研究最前線 農地の汚染、生物使い修復 二次被害なく安価 カドミウム処
理水稲で実用化へ 農環研など

日本農業新聞

１９．１２．２６ 技術開発この１年 １０大農林水産研究成果から ３位低濃度エタノールによ
る土壌消毒

日本農業新聞

２０．１．１ ２０XX年 IPCCと国内研究者が描く未来 読売新聞

２０．１．１０ 農業環境シンポ 温暖化に負けぬ速度で変化に対応を 商経アドバイス

２０．１．１１ 農林水産技術会議が選んだ０７年の１０大研究成果 低濃度エタノール使う土壌
消毒法

全国農業新聞

２０．１．１４ 日本の“土”に可能性 温暖化の緩和に期待 農地に堆肥 炭素を蓄積 農
業環境技研が解析

フジサンケイビ
ジネスアイ

２０．１．１５ 研究最前線 農地への炭素蓄積技術 耕地省き堆肥投入 温室効果ガスを抑
制 農環研など

日本農業新聞

２０．１．１５ 農業環境シンポジウムで研究者が報告 日照りなき高温がコメ不作招く 商経アドバイス

２０．１．２０ 加速する地球温暖化 見え始めた将来の日本農業 商経アドバイス

２０．１．２５ 第28回農業環境シンポジウム「温暖化によって何が起こり、どう対応できる
のか」

新農林技術新聞

２０．１．２５ 草刈りで生物多彩に 農環研実証 日本農業新聞

２０．１．２５ 谷津田の植物多様性保全 隣接斜面の草刈り、貢献 農環研が解明 化学工業日報

２０．１．２７ ひと紀行 いばらきの女 幅広い分野で日々探求 筑波農林研究団地 読売新聞

２０．１．２８ 営農 水田周辺の草刈りで生物が多彩に 日本農業新聞

２０．１．２８ 水田周辺の草刈り、多様性保全 日本経済新聞

２０．１．２８ 谷津田周辺の草刈り 植物の多様性高める 農環研が調査 日刊工業新聞

２０．１．３０ 除草の省力化と景観改善にグラウンドカバープランツ メリットと管理方法 農業共済新聞

２０．１．３０ 谷間の田、植物いろいろ 絶滅危惧種守る「谷津田」 朝日新聞

２０．１．３１ 中国製ギョーザ 健康被害、消費者に衝撃 製造過程で混入か 日本経済新聞

２０．１．３１ 脱臭化メチル 進む技術開発 エタノールを活用 日本農業新聞

２０．２．５ 越冬中の昆虫を観察 アグリキッズ教室 木枯らしの中の昆虫を探そう 毎日新聞
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日 付 見 出 し 発 表 媒 体

２０．２．６ 地下に眠る POPsの行方７ 吸収はウリ科の特異体質 農環研研究 品種
で吸収量に差も

環境新聞

２０．２．６ 毒物混入4ヶ月前にも 中国製ギョーザから別の殺虫剤 「意図的」の可能性 日本経済新聞

２０．２．８ 草刈りが育む植物多様性 「谷地の水田」農環研が調査 科学新聞

２０．２．１１ 草刈りが植物を保全 谷津田の生物多様性高める 農環研が調査 常陽新聞

２０．２．１１ 絶滅危惧植物 谷津田 草刈りで保護 産経新聞

２０．２．１６ すやすやグーグー どこなのかな～？ 大人も夢中 つくば市でキッズ教室 日本農業新聞

２０．２．１８ 水田周辺の草刈り 植物の多様性の源 フジサンケイビ
ジネスアイ

２０．２．２３ 春待つ…落ち葉の下 宝物いっぱい いざ雑木林へ 日本農業新聞

２０．２．２４ おや子で科学８ 壊れた窒素循環 食べ物の輸入増で日本はフンまみれ 朝日小学生新聞

２０．２．２８ 玄米カドミ分析キット 住化分析センター圃場段階でも濃度測定 商経アドバイス

２０．３．１０ 生き残りへ闘う植物 周囲に成長抑制物質放出 読売新聞

２０．３．１１ 「生プラ」分解 微生物を発見 農環研など イネの葉から ゴミ減量に期待も 毎日新聞

２０．３．１１ 生プラ分解促す酵母菌 稲の葉から発見 農環研 日本農業新聞

２０．３．１１ 生分解性プラ 効率分解する微生物 イネの葉から発見 ポリ乳酸にも有効 化学工業日報

２０．３．１１ イネの葉にある酵母菌が生分解性プラを強力分解 農環研が発見 フジサンケイビ
ジネスアイ

２０．３．１１ イネの葉表面に生プラ分解酵母 農環研、突き止める 茨城新聞

２０．３．１１ 生分解性プラスチック 1週間で分解も 農環研、微生物を発見 日経産業新聞

２０．３．１１ 生プラを強力に分解する微生物をイネの葉表面から発見 日刊アグリ・リ
サーチ

２０．３．１５ 生プラを分解する酵母菌を発見 農環研、イネの葉から 化学工業時報

２０．３．２１ 越境大気汚染でコメ収量減 日本海沿岸で1割 光化学オキシダント濃度上
昇の影響

読売新聞

２０．３．２１ 生分解性プラを強力に分解 イネから微生物発見 農環研 科学新聞

２０．３．２２ 日本海のコメ収量減 中国からの“越境汚染”で つくば農環研が発表 常陽新聞

２０．３．２４ 気温40度で稲穂半数実らず 毎日新聞

２０．３．２４ 生プラを強力分解 イネの葉表面につく酵母菌 農環研が発見 常陽新聞

２０．３．２７ 環境元年第２部 茶色い雲越境 汚染物質、刻々と変質 重慶 オゾンで疾
患拡大予測

朝日新聞

２０．３．２８ 河川の農薬毒性トビケラで実験 農環研が手法 日経産業新聞

２０．３．２９ 昨夏の関東・東海 猛暑でイネ実りにくく 農環研など調査 日本経済新聞

２０．３．３１ 水稲不稔率の増加確認 昨夏の異常高温期出穂で 農環研 常陽新聞
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４）テレビ・ラジオ等

日 付 見 出 し 発 表 媒 体

１９．４．１３ 「いばらきわいわいスタジオ」－霞ヶ浦で外来種の貝が繁殖 NHK水戸放送局

１９．４．１３ 「NHKニュース」－茨城 霞ヶ浦で分布広げる NHK総合

１９．４．１９ 「ラジかるッ」－Yahooランキング 第３位カワヒバリガイ 日本テレビ

１９．４．２１ 「あさパラ！」－検索いきなり急上 SHOW 第３位カワヒバリガイ 読売テレビ（大阪）

１９．５．１ 「いばらきわいわいスタジオ」－外来貝カワヒバリガイの驚異 NHK水戸放送局

１９．５．２ 「首都圏ネットワーク」－生態系を乱す外来貝 NHK総合

１９．５．１３ 「噂の東京マガジン」－特定外来生物 「カワヒバリガイ」大量繁殖を追う!! TBSテレビ

１９．５．２５ 「みのもんたの朝ズバッ！」－なぞの外来生物が大繁殖…水道管をふさいで
四苦八苦

TBSテレビ

１９．７．９ 「ど～する？地球のあした」－第７回 安心して食べられるお米 NHK教育

１９．７．１３ 「スーパー Jチャンネル」－関東で被害拡大！「黒い侵略者」 テレビ朝日

１９．９．２ 「未来観測 つながるテレビ＠ヒューマン」－未来観測！“温暖化”が新たな
ブランド米を生む

NHK総合

１９．１１．４ 「素敵な宇宙船地球号」－外来種は警告する！Vol.5 大都会の水がめを襲う
侵略者

テレビ朝日

１９．１１．２２ 「NHKニュース」－エタノールで畑の病害虫駆除 NHK総合

１９．１２．１０ 「速ホウ!」－独立行政法人改革 突撃大臣に”現場の声”は？ テレビ東京

１９．１２．１１ 「首都圏ネットワーク」－第２８回農業環境シンポジウムについて NHK総合

１９．１２．１９ 「首都圏ネットワーク」－温暖化研究の成果を合同発表 NHK総合

１９．１２．２１ 「おはよう日本」－環境研究機関連絡会成果発表会について NHK総合

１９．１２．２１ 「首都圏ネットワーク」－シリーズ地球温暖化（４）暑さに負けない米作り NHK総合

１９．１２．２１ 「いばらきわいわいスタジオ」－気温上昇で米どころが変わる NHK水戸放送局

１９．１２．２９ 「BBC NEWS(Web)」－In climate threat to Japanese rice BBC

１９．１．３１ 「ピンポン！」－昼一番の関心事 昼イチ！～中国産ギョーザ、メタミドホ
スについて

TBSテレビ

１９．２．２５ 「筑紫哲也 NEWS２３」－環境 SP！地球破壊４ TBSテレビ

１９．３．１１ 「おはよう日本 茨城」－農環研が生分解性プラスチックを強力に分解する
微生物をイネの葉の表面から発見

NHK水戸放送局

１９．３．２０ 「ワールドビジネスサテライト」－「食べる」の座標 食を生態系の中へ テレビ東京

IV．研究成果の発表と広報 ５９



３．一般向け行事及び来訪者
（１）一般向け行事

１）農業環境技術研究所で実施した行事

行事名：科学技術週間に伴う農業環境技術研究所一般公開「未来につなげよう 安全な農業と環境」

開催日：平成１９年４月２０日

来訪者：１，２９３名

行事名：つくばちびっ子博士２００７－昆虫採集教室・農業環境インベントリー展示館見学－

開催日：平成１９年７月２５日（昆虫採集教室）

平成１９年８月８日、８月２２日（農業環境インベントリー展示館見学）

参加者：２０５名（父兄除く小中学生）

行事名：サマー・サイエンスキャンプ２００７

開催日：平成１８年８月１日～３日

参加者：１２名（高校生）

２）農業環境技術研究所外で実施した行事

行事名：つくばリサーチギャラリー夏休み特別公開「身近な外来植物を調べよう」

開催日：平成１９年７月２８日

開催場所：つくばリサーチギャラリー

行事名：農林水産省「消費者の部屋」特別展示「バイオテクノロジーがつくる未来」

開催日：平成１９年８月２７日～３１日（農環研の出展は８月３０日～３１日）

開催場所：農林水産省

行事名：つくば科学フェスティバル２００７「身近な外来植物とその脅威」

開催日：平成１９年１１月１７日～１８日

開催場所：つくばカピオ

行事名：アグリキッズ科学教室「木枯らしの中の昆虫を探そう」

開催日：平成２０年２月１０日～１１日

開催場所：つくばリサーチギャラリー

（２）その他の見学者・来訪者

平成１９年度は、一般見学等８３件１，０４２名を受け入れた。

年 月 件数 人数 年 月 件数 人数

平成１９年４月 １ ４４ 平成１９年１０月 １０ ９７

５月 １２ １６２ １１月 １１ １２２

６月 １５ １７５ １２月 ５ １１７

７月 １３ １９４ 平成２０年１月 ６ ７８

８月 ４ ７１ ２月 ３ １２

９月 １０ １００ ３月 ６ ６４

農業環境技術研究所年報 平成１９年度６０



１．共同研究

（１）国内

平成１９年度は、共同研究契約にもとづく２６件の共同研究を実施した。相手先は公立試験研究機関４件、独立行政法人

４件、大学３件、高等専門学校１件、民間・財団１９件、外国機関４件であった。（相手先が複数の共同研究がある）

（２）国外

MOUの下で次の研究協力を実施した。

１）大韓民国農村振興庁農業科学技術院：平成１３年に締結したMOUを、平成１９年に「アジアモンスーン条件下に

共通する農業環境研究に係わるプロジェクト協力」に改正して研究協力を継続した。

２）中国科学院土壌科学研究所：「モンスーンアジア地域固有の農業・環境分野における研究協力」

３）米国アラスカ大学国際北極圏研究センター：「地球環境変化に及ぼす相互作用とフィードバックに関する研究

協力」

４）ドイツ・ボン大学開発研究センター：「途上国における生態・資源管理にかかわる研究プロジェクトに関する

協力」

５）ニュージーランドのランドケアリサーチ・ニュージーランド社：「生物多様性・自然環境の保全及び外来生物

による悪影響の軽減に関わる研究協力」

韓国・アメリカ・ドイツの研究機関と「水系における医薬品類、ニトロソアミン類、ホルモン類及び残留性有機汚染

物質の多成分分析法の開発」について国際共同研究を４月に開始するなど、外国と２件（４機関）の共同研究契約にも

とづく共同研究を実施した。また、インドネシア・アンダラス大学とは「火山灰の風化過程の解析」について、タイ国

農業局とは「アレロパシー現象の解明」について共同研究を行った。

２．行政等からの要請による委員会等への専門家の派遣一覧

V．研究・技術協力

主催者名 委員会名 役職

環境省 「平成１９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 委員

環境省 生態影響解析ワーキンググループ 委員

環境省 酸性沈着解析ワーキンググループ 委員

環境省 平成１９年度酸性雨シミュレーションモデル検討グループ 委員

環境省 平成１９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

環境省 平成１９年度市街地土壌環境基準等検討調査「土壌汚染による生態系・生活環境へ
の影響等調査」検討委員会

検討委員

環境省 平成１９年度農用地土壌環境保全技術検討会 委員

環境省 平成１９年度重要生態系監視地域モニタリング推進事業（ガンカモ類調査）検討会 検討委員

環境省 「平成１９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 委員

環境省 「平成１９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 委員

環境省 環境省中央環境審議会 臨時委員

環境省 環境省中央環境審議会土壌農薬部会 臨時委員

環境省 環境省中央環境審議会農薬小委員会 臨時委員
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主催者名 委員会名 役職

環境省 環境省中央環境審議会環境保健部 PRTR対象物質等専門委員会 専門委員

環境省 環境省２１世紀環境立国戦略特別部会 臨時委員

環境省 土壌・植生タスクフォース国内支援グリープ 委員

環境大臣、農林水産大臣 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

学識経験
者

環境省大臣官房会計課 平成１９年度飛散リスク評価手法等確立調査検討会 委員

環境省大臣官房会計課 地球温暖化影響・適応研究委員会食料分野ワーキンググループ 副主査

環境省総合環境政策局環境保健部 平成１９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

環境省自然環境局、農林水産省
農林水産技術会議事務局

生物多様性影響評価検討会 委員

環境省地球環境局 平成１９年度酸性雨対策検討会（生態影響分科会） 検討員

環境省地球環境局 平成１９年度地球環境研究企画委員会第１研究分科会事前評価専門部会 委員

環境省水・大気環境局 平成１９年度ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査分科会及び統括主査・主査
会議

主査

環境省水・大気環境局 平成１９年度環境測定分析検討会 検討員

環境省水・大気環境局 平成１９年度水産動植物登録保留基準設定検討会 検討員

環境省水・大気環境局 ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会 ダイオキシン類環境測定調査
精度管理状況の確認に際しての助言

環境省環境保健部安全課 平成１９年度新規 POPs等研究会 委員

経済産業省資源エネルギー庁 システム・LCAWG 委員

国土交通省国土技術政策総合研
究所

特定外来生物（植物）検討委員会 委員

人事院 平成２０年度国家公務員採用Ｉ種試験（理工 IV） 試験専門
委員

内閣府日本学術会議事務局 土木工学・建築学委員会学際連携分科会環境工学連合小委員会 委員

内閣府日本学術会議事務局 環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP合同分科会 iLEAPS小委
員会

委員

内閣府日本学術会議事務局 日本学術会議 環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP/WCRP分科会 委員

内閣府日本学術会議事務局 日本学術会議 環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP/WCRP分科会
iLEAPS小委員会

委員長

内閣府日本学術会議事務局 日本学術会議 環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP/WCRP分科会
GLP小委員会

委員

内閣府日本学術会議事務局 日本学術会議 環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP/WCRP分科会
GLP小委員会

委員

内閣府日本学術会議事務局 日本学術会議 環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP/WCRP分科会
IGAC小委員会

委員

内閣府日本学術会議事務局 日本学術会議 環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP/WCRP分科会
MAHASRI小委員会

委員

内閣府日本学術会議事務局 日本学術会議 GLP小委員会 委員

内閣府日本学術会議事務局 日本学術会議 農学基礎委員会・生産農学委員会合同 IUSS分科会 委員

内閣府食品安全委員会事務局 食品安全委員会 専門委員

文部科学省 アジア原子力協力フォーラム（FNCA)プロジェクト運営グループ 委員

文部科学省 大学設置分科会 環境専門委員会 委員

文部科学省 科学技術地球観測推進部会・学術審議会 臨時委員

農林水産省 平成１９年度多面的機能維持増進調査に関する委員会 委員
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主催者名 委員会名 役職

農林水産省 「平成１９年度農薬的資材安全性評価情報整備事業」事業推進検討委員会 委員

農林水産省 土壌改良資材等有効性確認手法検討委員会 委員

農林水産省 土地改良事業換地等対策調査検討委員会および土地改良費用負担合理化調査検討
委員会

委員

農林水産省 農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー アドバイ
ザー

農林水産省大臣官房環境政策課 地球環境問題に関する有識者会議 委員

農林水産省大臣官房 食料・農業・農村政策審議会 専門委員

農林水産省農村振興局 平成１９年度外来生物対策指針策定調査検討委員会 委員

農林水産省農村振興局 平成１９年度農業農村における地球温暖化対応検討会 委員

農林水産省農村振興局 中山間地域等総合対策検討会 委員

農林水産省農村振興局 農林水産省農村振興局 外来生物対策指針策定調査検討委員会 委員

農林水産省生産局 今後の環境保全型農業に関する検討会 委員

農林水産省生産局 農地土壌炭素吸収量算定検討チーム 委員

農林水産省統計部 水稲の作柄に関する委員会 委員

農林水産省統計部 水稲平年収量に関する検討会 委員

農林水産省消費・安全局植物防
疫課

病害虫発生予察審議委員 審議委員

農林水産省消費・安全局 「平成１９年度水田農薬等における魚介類濃縮性の評価及び試験方法の開発調査事
業」事業推進検討委員会

委員

農林水産省消費・安全局 「平成１９年度有機リン系農薬の評価及び試験方法の開発調査事業」事業推進検討
委員会

委員

農林水産省農村振興局 農村振興局「国際水田・水環境ネットワーク（INWEPF）」国内委員会 委員

農林水産省関東農政局 農村計画部国営事業管理委員会 環境に係る情報協議会 委員

農林水産省関東農政局 関東地域農業気象協議会 委員

農林水産省北陸農政局 土壌保全北陸ブロック会議 委員

農林水産省近畿農政局 土壌保全東海近畿ブロック会議 委員

農林水産省農林水産技術会議事
務局

地球温暖化対策研究推進委員会 委員

農林水産省農林水産技術会議事
務局

「地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響の評価と高度対策技術の開発」プロジェ
クト研究運営委員

運営委員

農林水産技術会議事務局筑波事
務所

平成１９年度数値情報ワーキンググループ 委員

農林水産技術会議事務局筑波事
務所

農林水産研究情報・計算センター２００８年システム設計作業部会 有識者

農林水産技術会議事務局筑波事
務所

平成１９年度数値情報ワーキンググループ 委員

（独）産業技術総合研究所理事・
評価部

研究ユニット評価委員会 委員

（独）国立環境研究所 平成１９年度「除草剤耐性遺伝子の流動に関する調査・研究業務」検討会 委員

（独）国立環境研究所 平成１９年度地球温暖化観測推進ワーキンググループ 委員

（独）日本原子力研究開発機構 施設利用協議会 専門委員

（独）医薬品医療機器総合機構 （独）医薬品医療機器総合機構 専門委員

（独）日本学術振興会 科学研究費委員会 専門委員
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主催者名 委員会名 役職

（独）科学技術振興機構 科学技術連携施策群化学物質の安全管理・活用タスクフォース 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）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）農業・食品産業技術総合研
究機構食品総合研究所

平成１９年度先端技術を活用した農林水産研究高度化事業「温水処理と微生物資材
を併用した果樹類白紋羽病の治療法」推進会議

アドバイ
ザー

（独）農業・食品産業技術総合研
究機構食品総合研究所

平成１９年度独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所遺伝子
組換え生物等の第二種使用実験安全委員会

委員

（独）農業・食品産業技術総合研
究機構農村工学研究所

International Workshop on “Assessment of Changes in Water Cycles on Food
Production and Alternative Scenarios” −Implications for Policy Making−

組織委員

（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の外部委員 審査委員

（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中期計画評価会議分科会 評価委員

（独）国際農林水産業研究セン
ター

英文誌 JARQの編集委員 編集委員

（独）森林総合研究所 独立行政法人森林総合研究所遺伝子組換え生物等の第一種使用等業務安全委員会 委員

（独）農林水産消費安全技術セン
ター

平成19年度 JAS規格等検査・分析手法妥当性確認委託事業における食品サンプ
リング妥当性委員会

委員

（独）農林水産消費安全技術セン
ター

（独）農林水産消費安全技術センター 調査研究
評価委員

（独）農林水産消費安全技術セン
ター

ISO/TC34/WG7国内専門分科会 委員

（独）農林水産消費安全技術セン
ター

肥料等技術検討会 検討委員

学校法人東海大学情報技術セン
ター

地球環境変動観測ミッション（GCOM）委員会 委員

学校法人東海大学情報技術セン
ター

GPM利用検討委員会 委員

東京農業大学総合研究所 平成１９年度学術フロンティア共同研究プロジェクト外部評価委員会 委員

北海道環境生活部 平成１９年度エゾシカ保護管理検討会 委員

青森県 放射性物質形態別移行調査検討委員会 委員

青森県 微量元素葉面挙動調査検討委員会 委員

福島県農林水産部長 第３回経営体育成基盤整備事業双潟地区生育障害検討会

富山県環境審議会 富山県環境審議会土壌専門部会 専門員

群馬県 群馬県農業研究有識者懇談会 委員

群馬県農業技術センター 「中山間地域における資源循環型農業技術に関する検討会」 外部委員

群馬県農業技術センター 中山間資源循環検討会議 外部委員

埼玉県農林部 農産物安全技術専門委員会 委員

埼玉県農林総合研究センター 埼玉県農林総合研究センター研究等評価委員会 評価委員

千葉県 千葉県試験研究機関評価委員会環境研究センター課題評価専門部会 委員

静岡県浜松土木事務所 佐鳴湖浄化対策専門委員会 委員

和歌山県農業試験場 土壌モノリス採取調査指導

つくば市 遺伝子組換え作物栽培連絡会 委員

つくば市 つくば市環境審議会 委員
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３．海外機関との連携

国際研究コンソーシアムの構築

食料・水・気候変動等の農業環境に関わる問題の解決に向けて、共通点の多いモンスーンアジア地域の研究者が連携

して研究を進めることを目的に本研究所主導で平成１８年度に設立したモンスーンアジア農業環境研究コンソーシアム

（MARCO）の活動として、平成１９年度には１０月２２日～２３日に NIAES国際シンポジウム「モンスーンアジア農業生態

系における侵略的外来生物の実態と制御」をつくばで開催した。外国から研究者９名（アジア諸国８名、米国１名）を

招へいし、外来生物の実態と研究についての情報交換を通じて、MARCOのもとでの農業環境研究の推進に向けての共

通認識を深めることができた。

主催者名 委員会名 役職

つくば市 つくば市景観審議会 委員

柏市 柏市緑の基本計画策定委員会 学識経験
者

日本農学会 日本農学会 企画委員会 委員

土壌保全調査全国協議会 土壌保全調査全国協議会 アドバイ
ザー

中央環境審議会環境保健部会 中央環境審議会環境保健部会 臨時委員

全国土地改良事業団連合会 平成１９年度農業農村整備優良地区コンクール選定審査会 委員

生活クラブ生協東京 依頼講演および土壌調査

王子製紙（株） 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

（社）林業薬剤協会 平成１９年度林業用薬剤開発試験結果の調査委員会 検討委員

（社）農林水産先端技術産業振興
センター

「産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業」研究推進会議 委員

（社）農林水産先端技術産業振興
センター

「産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業」研究推進会議 委員

（社）日本草地畜産種子協会 循環型畜産の確立に向けた調査普及事業（環境に配慮した草地飼料畑の持続的生
産体系調査事業）における環境保全推進委員会

委員

（社）日本草地畜産種子協会 循環型畜産の確立に向けた調査普及事業（環境に配慮した草地飼料畑の持続的生
産体系調査事業）における環境保全推進委員会

委員

（社）日本植物防疫協会 環境残留試験委員会 委員

（社）日本環境測定分析協会 （社）日本環境測定分析協会 試験委員

（社）日本下水道協会 下水汚泥コンポスト利用促進連絡会 委員

（社）日本下水道協会 下水汚泥緑農地利用促進連絡会 委員

（社）日本下水道協会 「再生と利用」編集委員会 委員

（財）農業技術協会 「農業技術」誌の編集委員 編集委員

（財）日本植物調節剤研究協会 環境残留試験委員会 委員

（財）森とむらの会 平成１９年度「森林と水田の一体的整備による食糧安全保障の確保に関する政策考
察研究会」

委員

（財）リモート・センシング技術
センター

衛星リモートセンシング推進委員会 委員

（財）リモート・センシング技術
センター

衛星リモートセンシング推進委員会 委員
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MARCOの活動の一環として、モンスーンアジア地域の国より中堅の研究者を招へいし、将来を見据えた連携強化を

図ることとし、平成１９年度は中国よりリモートセンシング関係の助教授を２ヶ月間招へいした。また、MARCOの発展、

充実に貢献するため、平成１９年１０月には本研究所のＷebサイトに MARCOのホームページを立ち上げた。今後、

MARCOの活動の効果も確認しつつ取組を進める。

国際研究コンソーシアムMARCO結成趣意書

平成１８年１２月１２日～１４日つくば国際会議場（エポカル）にて開催された NIAES国際シンポジウムの総合討議（１４日）

において、アジア農業環境研究コンソーシアム（MARCO）に対する要望等が報告された。それを受けて、農業環境問

題の解決のため研究者・技術者・行政担当者等が一体となって取り組むためMARCOを結成することを表明したシン

ポジウム声明が採択された。

シンポジウム声明：

December 14, 2006

Tsukuba International Congress Center (EPOCHAL), Japan

Symposium Statement

To Further Advance Agro−Environmental Research in Monsoon Asia

The 276 participants from 15 countries in the international symposium “Evaluation and Effective Use of Environmental

Resources for Sustainable Agriculture in Monsoon Asia − Toward International Research Collaboration”, hosted by the National

Institute for Agro−Environmental Sciences (NIAES) and supported by the Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council

of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, hereby confirm and agree upon the following points by consensus.

1. In monsoon Asia it is urgent that we solve environmental problems affecting agriculture in order to achieve sustainable

development while maintaining a sound agro−ecosystem.

2. Solving these problems requires that researchers, administrative authorities, research institutes, and other entities connected

with agriculture and the environment in the countries of this region make a concerted effort under close collaboration.

3. For that purpose, we shall create the Monsoon Asia Agro−Environmental Research Consortium (MARCO), which

transcends the boundaries of specialization and countries, and conduct agro−environmental research through international

collaboration under the consortium.

Role of NIAES in the Consortium

The National Institute for Agro−Environmental Sciences (NIAES) will pursue the following activities for the purpose of

conducting research under the Monsoon Asia Agro−Environmental Research Consortium (MARCO).

1. Regularly provide venues for events such as international symposia for exchanging research information.

2. Provide a website as a venue for exchanging consortium information.

3. Help train the people who will carry on activities under the consortium.
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４．受入研究員等一覧

制 度 名 受入れ研究領域等 人数 派遣元 期 間 研 究 課 題

JSPS外国人特別研究員 生物多様性研究領域 １ （前所属）ポーランド
ワルシャワ農業大学

１７．８．２～
１９．８．１

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

有機化学物質研究領域 １ （前所属）日本大学生物
資源科学部博士研究員

１７．９．１～
１９．８．３１

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

生物生態機能研究領域 １ （前所属）イギリス ロ
ザムステッド研究所

１７．９．１４～
１９．９．８

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

生物生態機能研究領域 １ （前所属）イラン シャ
ーレコード大学

１７．１１．２３～
１９．１０．２２

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

生物生態機能研究領域 １ （前所属）ヨハネスブル
ク大学・ベナン共和国
出身

１７．１１．３０～
１９．１１．２７

白絹病菌菌核に付着する微生物群集の解析

JSPS外国人招へい研究者
（短期）

物質循環研究領域 １ ニュージーランド
Landcare Research

１９．３．２９～
１９．４．２７

新しい形態の緩効性窒素肥料の開発

JSPS特別研究員 生態系計測研究領域 １ （前所属）岐阜大学連合
農学研究科 PD

１８．４．１～
２１．３．３１

リモートセンシングと GISによる草資源量および
家畜栄養摂取量の広域評価手法の開発

生物生態機能研究領域 １ （前所属）茨城大学連合
農学研究科 PD

１８．４．１～
２０．３．３１

拮抗微生物の機能利用による微生物制御法の開発と
機能発現を阻害する環境要因の解明

土壌環境研究領域 １ （前所属）筑波大学農学
研究科 PD

１９．１．１～
２０．１２．３１

安定同位体を利用した土壌中の可給態カドミウム量
測定法の開発

大気環境研究領域 １ （前所属）東京大学大学
院農学生命科学研究科
PD

１９．４．１～
２２．３．３１

水田におけるメタンバブル賦存量の計測技術の開発
と貯留・放出に及ぼす変動要因の解明

有機化学物質研究領域 １ （前所属）九州大学大学
院生物資源環境化学府
PD

１９．４．１～
２２．３．３１

木質炭化素材を用いた POPs分解複合微生物系の構
築とバイオレメディエーション

エコフロンティア・フェ
ロー

物質循環研究領域 １ （前所属）タイ キング
モンクット大学

１９．４．１～
１９．１０．２７

アジア諸国の農耕地における CH４、N２O発生量の
モデリング

大気環境研究領域 １ ベトナム 南部水資源
研究所

１９．６．１３～
２０．３．３１

気候変化に伴う水資源の量と質の変動がメコンデル
タの米生産に及ぼすリスク評価

モンゴル IAEA研修員 生物多様性研究領域 １ モンゴル国立農業大学 １９．１１．５～
１９．１１．９

草種の多様性

外国人招へい研究員 有機化学物質研究領域 １ 韓国農村振興庁 農業
科学技術院

１９．７．２１～
１９．８．１８

日韓共同研究「残留性有機化学物質への暴露および
リスク評価」に関しての研究打ち合わせ

有機化学物質研究領域 １ 韓国農村振興庁 国際
技術協力課

１９．９．１～
１９．９．９

日韓共同研究「残留性有機化学物質への暴露および
リスク評価」に関しての研究打ち合わせ

有機化学物質研究領域 １ 韓国農村振興庁 農業
科学技術院

１９．９．１～
１９．９．９

日韓共同研究「残留性有機化学物質への暴露および
リスク評価」に関しての研究打ち合わせ

生物多様性研究領域 １ Institute for Prospective
Technological Studies,
European Commission-
Joint Research Center,
Spain

１９．９．２４～
１９．９．２９

「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」研究打ち合わせ

生物多様性研究領域 １ Institute for Prospective
Technological Studies,
European Commission-
Joint Research Center,
Spain

１９．９．２４～
１９．９．２９

「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」研究打ち合わせ

生物多様性研究領域 １ The National Institute
for Agricultural Research
(INRA), France

１９．９．２４～
１９．９．２９

「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」研究打ち合わせ

生物多様性研究領域 １ Plant Protection Research
and Development Office,
Thailand

１９．１０．２１～
１９．１０．２８

MARCO外来生物シンポジウム「モンスーンアジア
農業生態系における侵略的外来生物の実態と制御」

生物多様性研究領域 １ Plant Protection Research
and Development Office,
Thailand

１９．１０．２１～
１９．１０．２５

MARCO外来生物シンポジウム「モンスーンアジア
農業生態系における侵略的外来生物の実態と制御」

生物多様性研究領域 １ JIRCAS １９．１０．２１～
１９．１０．２５

MARCO外来生物シンポジウム「モンスーンアジア
農業生態系における侵略的外来生物の実態と制御」
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制 度 名 受入れ研究領域等 人数 派遣元 期 間 研 究 課 題

外国人招へい研究員 生物多様性研究領域 １ Bureau of Animal and
Plant Health Inspection
and Quarantine, Taiwan

１９．１０．２１～
１９．１０．２８

MARCO外来生物シンポジウム「モンスーンアジア
農業生態系における侵略的外来生物の実態と制御」

生物多様性研究領域 １ Philippine rice Research
Institute

１９．１０．２１～
１９．１０．２５

MARCO外来生物シンポジウム「モンスーンアジア
農業生態系における侵略的外来生物の実態と制御」

生物多様性研究領域 １ Nanjing Agricultural
University, China

１９．１０．２１～
１９．１０．２５

MARCO外来生物シンポジウム「モンスーンアジア
農業生態系における侵略的外来生物の実態と制御」

生物多様性研究領域 １ University of Malaya １９．１０．２１～
１９．１０．２７

MARCO外来生物シンポジウム「モンスーンアジア
農業生態系における侵略的外来生物の実態と制御」

生物多様性研究領域 １ Zhongshan University,
China

１９．１０．２１～
１９．１０．２５

MARCO外来生物シンポジウム「モンスーンアジア
農業生態系における侵略的外来生物の実態と制御」

生物多様性研究領域 １ University of
Connecticut, USA

１９．１０．２１～
１９．１０．２７

MARCO外来生物シンポジウム「モンスーンアジア
農業生態系における侵略的外来生物の実態と制御」

物質循環研究領域 １ 中国科学院瀋陽応用生
態研究所

１９．１０．２１～
１９．１０．３０

「農業生態系における CH4, N2Oソース制御技術の
開発と評価」研究打ち合わせ

生物多様性研究領域 １ Rothamsted Research, UK １９．１１．１～
１９．１１．５

公開セミナー「遺伝子組換え作物の栽培と生態影響
評価」

有機化学物質研究領域 １ 韓国農村振興庁 農業
科学技術院

１９．１２．１３～
１９．１２．１５

日韓共同研究「残留性有機化学物質への暴露および
リスク評価」に関しての研究打ち合わせ

有機化学物質研究領域 １ 韓国農村振興庁 国際
技術協力課

１９．１２．１３～
１９．１２．１５

日韓共同研究「残留性有機化学物質への暴露および
リスク評価」に関しての研究打ち合わせ

生態系計測研究領域 １ 中国 南京農業大学 ２０．１．２７～
２０．４．５

環境保全型野内管理・作物管理のためのハイパース
ペクトル計測データの高度利用による窒素成分評価
法に関する共同研究

生物多様性研究領域 １ University of Malaya ２０．２．１７～
２０．３．１

生物多様性研究領域セミナー「生物多様性に及ぼす
遺伝子組換え生物と侵略的外来生物の影響」におけ
る講演と今後の国際共同研究に向けた研究打ち合わ
せ

依頼研究員 生物生態機能研究領域 １ 栃木県農業試験場 １９．５．１４～
１９．１１．１３

有機物施用による土壌の生物性の変化がいちごの収
量および品質に及ぼす影響の解明

生物多様性研究領域 １ 佐賀県農業試験研究セ
ンター

１９．７．２～
１９．１２．２８

アスパラガスのアレロパシー物質の同定

物質循環研究領域 １ 東京大学大学院農学生
命科学研究科

１９．７．２３～
１９．１２．２５

水稲アポプラスト液中のアスコルビン酸の生理特性

生態系計測研究領域 １ 佐賀県果樹試験場 １９．９．３～
１９．１２．２８

農業環境における土壌利用変遷 GISデータベース
構築と地理情報解析

農業環境インベント
リーセンター

１ 長崎県病害虫防除所 １９．９．３～
１９．１１．３０

チョウ目、カメムシ目および微小昆虫類の分類・同
定法の修得

有機化学物質研究領域 １ 愛知県農業総合試験場 １９．９．１８～
１９．１２．１４

土壌残留性農薬の分布実態および消長の解析と簡易
分析に関する研究

物質循環研究領域 １ 茨城県農業総合セン
ター園芸研究所

１９．１０．１～
１９．１２．２８

ナシ園における窒素動態モデルの開発

物質循環研究領域 １ 長崎県総合農林試験場 １９．１０．１～
１９．１２．２８

硝酸性窒素等環境負荷物質の土壌中での移動メカニ
ズムと計測手法

有機化学物質研究領域 １ 福島県農業総合セン
ター

１９．１０．１～
１９．１２．２８

ウリ科植物における有機塩素系農薬の吸収機構の解
明

生物多様性研究領域 １ Pakistan Museum of
Natural History

１９．１１．１６～
２０．１１．１５

The Study of Advanced Taxonomic and Conservation
Techniques Applying on Plants Species with Toxic or
Other Biologically Functional Ingredients Implied
Market as well as Environment

有機化学物質研究領域 １ 韓国農村振興庁 作物
科学院嶺南農業研究所

１９．１２．１０～
２０．６．６

Study on the behavior of pesticides for evaluation of
their impact

技術講習 生物生態機能研究領域 １ 東京農業大学大学院農
学研究科

１９．４．１～
２０．３．３１

微生物の分類、同定

生物生態機能研究領域 １ 東京大学大学院農学生
命科学研究科

１９．４．１～
２０．３．３１

土壌線虫の同定

生物生態機能研究領域 １ 横浜国立大学大学院環
境情報学府

１９．４．１～
２０．３．３１

土壌自由生活性線虫の同定法
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制 度 名 受入れ研究領域等 人数 派遣元 期 間 研 究 課 題

技術講習 有機化学物質研究領域 １ 信州大学大学院工学系
研究科

１９．４．２～
２０．３．３１

湖沼生物が持つ環境汚染物質代謝基序の解明

有機化学物質研究領域 １ 山形大学農学研究科 １９．４．２～
２０．３．３１

アトラジン、ビスフェノール Aの分析法習得

有機化学物質研究領域 １ 東京理科大学薬学部 １９．４．２～
２０．３．３１

GC/MSを用いた微量化学物質の分析法および LC/
MSによる未知有機化合物の同定法の習得

生物多様性研究領域 １ 東京大学大学院農学生
命科学研究科

１９．４．２～
２０．３．３１

GISと遺伝子解析を活用した景観生態学的解析手法

生態系計測研究領域 ２ 茨城大学大学院農学研
究科

１９．４．２～
１９．１０．３１

GIS技術の取得

生物生態機能研究領域 １ 筑波大学大学院生命環
境科学研究科

１９．４．３～
１９．６．２９

農業環境中に生息する微生物の情報化学物質による
形態変化の影響解析

生物多様性研究領域 １ 東京農業大学大学院農
学研究科

１９．５．７～
２０．３．３１

アレロパシー活性検定法の習得と植物生長調節物質
の分析

生物生態機能研究領域 １ 神戸大学農学部 １９．５．８～
１９．５．２５

植物からの微生物の分離と活性評価法の習得

土壌環境研究領域 １ 筑波大学大学院生命環
境科学研究科

１９．６．１～
２０．３．３１

土壌中のリン酸の形態分析の習得

土壌環境研究領域 １ 筑波大学大学院生命環
境科学研究科

１９．６．１～
２０．３．３１

炭素安定同位体比測定応用技術の習得

生物多様性研究領域 １ 東洋大学生命科学部 １９．６．１～
２０．２．２８

サンドイッチ法、プラントボックス法等のアレロパ
シー活性検定法の習得

大気環境研究領域 １ 茨城大学理学部 １９．６．１４～
１９．８．６

農業生態系におけるガス代謝項目（ガス分析、土壌
分析）にかかわる分析項目の習得

生物多様性研究領域 １ 京都工芸繊維大学大学
院工芸科学研究科

１９．６．１４～
２０．３．３１

植物成分の化学分析に関する技術講習

有機化学物質研究領域 １ 新潟県農業総合研究所
園芸研究センター

１９．７．２～
１９．７．１３

ディルドリンの分析法習得

生物多様性研究領域 １ 北海道大学大学院農学
院

１９．７．２～
２０．３．３１

31P NMRの分析技術の習得

生物生態機能研究領域 １ 慶應義塾大学大学院政
策・メディア研究科

１９．７．１２～
１９．７．２０

土壌から DNAを抽出して PCR-DGCE解析を行う
までの一連の技術習得

大気環境研究領域 １ 筑波大学生物学類 １９．７．１７～
２０．３．３１

陸域生態系の素過程に関するモデリングおよび解析
手法

大気環境研究領域 １ 東京大学大学院農学生
命科学研究科

１９．８．１～
２０．２．２８

水稲地域収量および水田水収支に及ぼす気候変動の
影響解析法

生物生態機能研究領域 １ 筑波大学大学院生命環
境科学研究科

１９．８．１～
２０．３．３１

農業環境中に生息する微生物の情報化学物質による
生育変化の遺伝子レベルでの影響解析

農業環境インベント
リーセンター

１ 東京農工大学大学院農
学府

１９．８．６～
１９．８．３１

最新の土壌調査法・分類法

生物生態機能研究領域 １ 横浜市水道局 １９．８．２８～
１９．８．２９

線虫類の分類方法および培養方法

生物生態機能研究領域 １ 横浜市水道局 １９．８．２８～
１９．８．２９

線虫類の分類方法および培養方法

生物生態機能研究領域 １ 東京農業大学大学院農
学研究科

１９．９．１～
２０．３．３１

植物常在微生物の分類・同定・フローラ解析

生物生態機能研究領域 １ 東京農業大学農学部 ２０．３．３～
２０．３．３１

植物常在微生物の分類・同定・フローラ解析

生物多様性研究領域 １ 東京農業大学大学院農
学研究科

１９．９．３～
１９．９．２１

フローサイトメーターを用いた雑種性タンポポの解
析、戻し交雑個体の出現頻度の推定

農業環境インベント
リーセンター

１ 和歌山県農林水産総合技
術センター農業試験場

１９．９．５～
１９．９．７

土壌モノリスの調製技術の修得

大気環境研究領域 １ 茨城大学理学部 １９．１０．１～
２０．３．２５

農業生態系におけるガス代謝項目（ガス分析、土壌
分析）にかかわる分析項目の習得

生物多様性研究領域 １ 筑波大学生命環境科学
研究科

１９．１０．１～
２０．３．３１

キバナアキギリ（シソ科）における交雑検出のため
の遺伝マーカーの開発

生物多様性研究領域 １ 東京学芸大学教育学部 １９．１０．１５～
１９．１２．７

プロイディアナライザーを用いた外来種タンポポの
倍数性分析

V．研究・技術協力 ６９



制 度 名 受入れ研究領域等 人数 派遣元 期 間 研 究 課 題

技術講習 生物生態機能研究領域 １ 筑波大学大学院生命環
境科学研究科

１９．１１．５～
２０．３．３１

土壌微生物の分子生物学的解析手法

生物多様性研究領域 １ 東京大学農学部 １９．１１．１９～
２０．３．３１

植生調査データの解析

有機化学物質研究領域 １ 横浜国立大学 １９．１１．２１～
２０．３．３１

トキサフェンの超微量分析方法の習得

生物多様性研究領域 １ 東京農業大学大学院農
学研究科

２０．１．１５～
２０．１．２５

フローサイトメーターを用いた雑種性タンポポの解
析、戻し交雑個体の出現頻度の推定

生物生態機能研究領域 １ 宮城県古川農業試験場 ２０．１．２１～
２０．１．２４

ダイズ葉面微生物の分離、定量、同定手法／
DGGE法によるダイズ葉面微生物多様性の評価法

農業環境インベント
リーセンター

１ 大分県農林水産研究セ
ンター安全農業研究所

２０．２．２８ モモシンクイガの同定法および資料収集

生物生態機能研究領域 １ 茨城大学農学部 ２０．３．３～
２０．３．３１

農耕地管理が土壌微生物多様性に及ぼす影響の解析

教育研究研修生 研究コーディネータ １ 東京大学大学院農学生
命科学研究科

１９．４．１～
２０．３．３１

エコロジカルセイフティ学

物質循環研究領域 １ 東京工業大学大学院総
合理工学研究科

１９．４．２～
２０．３．３１

環境プロセス化学

物質循環研究領域 １ 東京大学大学院農学生
命科学研究科

１９．４．２～
２０．３．３１

物質循環学

有機化学物質研究領域 １ 東京農業大学大学院農
学研究科

１９．４．２～
２０．３．３１

農芸化学

有機化学物質研究領域 １ 東京農業大学大学院農
学研究科

１９．４．２～
２０．３．３１

農芸化学

生物多様性研究領域 １ 東京農業大学大学院農
学研究科

１９．４．２～
２０．３．３１

国際バイオビジネス学

生物生態機能研究領域 １ 筑波大学大学院生命環
境科学研究科

１９．４．２～
２０．３．３１

森林微生物機能解析学

生物生態機能研究領域 １ 筑波大学大学院生命環
境科学研究科

１９．４．２～
２０．３．３１

森林微生物機能解析学

生態系計測研究領域 １ 筑波大学大学院生命環
境科学研究科

１９．４．２～
２０．３．３１

生物情報計測学

生態系計測研究領域 １ 東京農業大学大学院農
学研究科

１９．４．２～
２０．３．３１

農学

その他の受入研究員 物質循環研究領域 １ 韓国 京畿道農業研究
普及所

１９．５．７～
１９．５．１８

炭素窒素収支の評価、温室効果ガスの管理、重金属
と農薬のリスク評価・管理、栄養塩類のリスク評価・
管理

生物多様性研究領域 １ Landcare Research New
Zealand Ltd.

１９．５．２８～
１９．６．６

ランドケアリサーチと農環研のMOUに基づく共同
研究実施のための予備調査および研究打ち合わせ

生物多様性研究領域 １ Landcare Research New
Zealand Ltd.

１９．５．２８～
１９．６．６

ランドケアリサーチと農環研のMOUに基づく共同
研究実施のための予備調査および研究打ち合わせ

生物多様性研究領域 １ 京都大学大学院農学研
究科

１９．８．１～
１９．８．３

花粉観測方法の指導、観測スケジュールの打ち合わ
せ

生物多様性研究領域 １ 京都大学大学院農学研
究科

１９．１１．１５～
１９．１１．１６

受託プロジェクトの計画推進進捗状況確認・打ち合
わせ

生物多様性研究領域 １ 京都大学大学院農学研
究科

１９．１１．１８～
１９．１１．２４

遺伝子組換え作物と非組換え作物との共存に関する
第３回国際会議での研究発表

生態系計測研究領域 １ 富山県農業技術セン
ター農業試験場

２０．２．１～
２０．２．２

科研費補助金研究の結果検討および研究計画打ち合
わせ

農業環境技術研究所年報 平成１９年度７０



５．大学との連携

（１）連携大学院

筑波大学、東京工業大学及び東京農業大学とは、連携大学院方式による教育研究協力に関する協定が結ばれている。

平成１９年度は、合計１４名の客員教員を派遣した。

（２）連携講座

平成１８年度に設置した東京大学大学院農学生命科学研究科との連携講座（エコロジカル・セイフティー学）に、平成

１９年度には、教授及び准教授として６名を派遣した。

連携講座及び教育研究協力に関する協定に基づき、教育研究研修生として１０名（筑波大学３名、東京大学２名、東京

工業大学１名、東京農業大学４名）の大学院生を受け入れ、研究と論文作成の指導を行った。

連携推進協定に基づき、豊橋技術科学大学と連携・協力を推進した。

（３）（財）農民教育協会鯉淵学園

鯉淵学園との間に締結した「環境保全・循環型農業の実証研究」に関する教育研究協力に関するMOUに基づいて、

当所から客員研究員１２名を派遣して講義を実施し、実証ほ場での試験・研究を継続した。

（４）大学への委託

受託研究プロジェクトについては大学へ３６件を委託するとともに、１件の研究課題を受託した。

６．依頼同定、分析及び技術相談

行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、研究所が有する高度な専門的知識が必要とされ他の機関では実施が困難な昆

虫及び植物の分析・鑑定（２０件）を実施するとともに、農業環境に係る様々な技術相談（３３０件）に対応した。

V．研究・技術協力 ７１



１．機構

第 II期中期計画におけるミッションを重点的かつ効率的に推進するために、平成１８年４月に組織再編を行った。研

究組織は、各専門分野の研究者が集まる研究領域およびセンターを設け、基本単位を大型化し、第 II期中期計画に基

づく研究課題を推進するために、研究課題毎にリサーチプロジェクト（RP）を設けた。

組織図（平成２０年１月１日現在）

２．人事

（１）役職員数

１）役員の状況

定数：４人（理事長１、理事１、監事２）

２）職員の状況

平成２０年１月１日現在の常勤職員数は１７８名である。

VI．総 務

理事長 研究統括主幹

理事 企画戦略室

監事 連携推進室

広報情報室

研究技術支援室

研究情報システム専門役

業務統括主幹

総務管理室

財務管理室

研究コーディネータ

大気環境研究領域

物質循環研究領域

土壌環境研究領域

有機化学物質研究領域

生物多様性研究領域

生物生態機能研究領域

生態系計測研究領域

農業環境インベントリーセンター

監査室

リサーチプロジェクト（RP）

有機化学物質リスク評価RP

重金属リスク管理RP

外来生物生態影響RP

遺伝子組換え生物生態影響RP

水田生物多様性RP

畑土壌生物多様性RP

情報化学物質生態機能RP

作物生産変動要因RP

温室効果ガスRP

炭素・窒素収支広域評価RP

栄養塩類リスク評価RP

温暖化モニタリングRP

化学分析・モニタリングRP

農業空間情報RP

農業環境リスク指標RP

環境資源分類・情報RP

７２



（２）人材育成に係る研修

種別 研修名 受講者数 実施機関 研修期間

所
内
研
修

簿記研修 ２（独）農業環境技術研究所 １８．１２月～１９．５月末

新規採用者研修 ５（独）農業環境技術研究所 １９．４．９～５．１１

放射線障害防止のための教育訓練 ２５（独）農業環境技術研究所 １９．５．２４

目標管理実践研修 ２７（独）農業環境技術研究所 １９．７．１３

英語研修（サイエンティフィックイング
リシュ講座）

４６（独）農業環境技術研究所 １９．８．７～８、１９．９．３～４

健康教室「サプリメントの話」（厚生主
催)

５６（独）農業環境技術研究所 １９．１０．１９

新規採用者研修 １（独）農業環境技術研究所 １９．１２．３～５

コンプライアンス推進研修 １００（独）農業環境技術研究所 ２０．１．３１

新規採用者研修 １（独）農業環境技術研究所 ２０．２．１～４のうち２日間

職長研修 ４（独）農業環境技術研究所 ２０．２．１８～１９、２０．２．２５

派
遣
研
修

情報公開・個人情報保護制度の運営に関
する初任者研修会

１ 総務省 関東管区行政評
価局

１９．５．２２

農林水産関係研究リーダー研修 ２ 農林水産省 農林水産技
術会議事務局

１９．６．２７～２９

管理監督者研修 １（独）農業・食品産業技術
総合研究機構

１９．７．１０～１１

エネルギー管理員資格取得講習会 ４（財）省エネルギーセン
ター

１９．７．１２、１９．１０．３０

係員研修 １ 農林水産省 農林水産技
術会議事務局

１９．８．２～３

農林水産関係若手研究者研修 １ 農林水産省 農林水産技
術会議事務局

１９．１０．３～５

安全衛生管理研修（平成１９年度一般職員
向け地域ブロック研修）

５（独）農業・食品産業技術
総合研究機構

１９．１０．１５

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

２ 農林水産省 農林水産研
修所

１９．１１．１～８

数理統計短期集合研修（基礎編 I・基礎
編 II）

１（独）農業・食品産業技術
総合研究機構

１９．１１．５～９

各政府関係機関内内部監査業務講習会 １ 会計検査院 １９．１１．１２～１６

知的財産権研修 １（独）工業所有権情報・研
修館

１９．１１．２０～２２

農業機械整備研修：トラクタエンジン高
度整備技術コース（3G）

１ 農林水産省 農林水産研
修所

１９．１１．２７～１２．７

研究交流センター・つくば科学万博記念
財団共催英語研修

２ 文部科学省 研究交流セ
ンター

２０．１．２２～３．２５までの
毎週火曜日（全１０回）

VI．総 務 ７３



（３）受賞・表彰

国際水田・水環境工学会（PAWEES）国際賞（平成１９年１０月１９日）

佐藤 洋平

平成１９年度日本土壌肥料学会賞（平成１９年８月２３日）

宮下 �貴
「放線菌の生態と機能に関する研究」

平成１９年度日本農学進歩賞（平成１９年１１月２６日）

三島 慎一郎

「農耕地における栄養塩類及び重金属類の収支とその環境影響評価」

平成１９年度日本土壌肥料学会奨励賞（平成１９年８月２３日）

林 健太郎

「大気を介した窒素等の負荷およびその土壌環境への影響」

三島 慎一郎

「わが国の農耕地における窒素・リン・重金属類のフローとその環境負荷の評価」

平成１９年度永年勤続者表彰（平成１９年４月１日）

（３０年以上）

福田 直美（広報情報室）

飯泉 良行（研究技術支援室）

菅原 和夫（物質循環研究領域）

（２０年以上）

横沢 正幸（大気環境研究領域）

八木 一行（物質循環研究領域）

大谷 卓（有機化学物質研究領域）

田中 幸一（生物多様性研究領域）

平成１９年度功績者表彰（平成２０年３月１１日）

梅谷 献二 （（社）農林水産技術情報協会 研究顧問）

（４）叙勲

高齢者叙勲（平成１９年８月１日）

川崎 勇（元農業技術研究所主任研究官）

瑞寶小綬章

種別 研修名 受講者数 実施機関 研修期間

講
習
会

科研費補助金等に係る機関管理に関する
研修会

２ 文部科学省 研究振興局 １９．７．１０

従業員食堂における食生活改善支援の現
状と課題

１ 野菜等健康食生活協議会 １９．１０．１０

職場のメンタルヘルス－健康なこころと
不適応のサインを知る－

６ 農林水産省 農林水産技
術会議事務局

１９．１１．１

セクシャルハラスメント防止実践セミ
ナー

１（財）２１世紀職業財団 １９．１１．２

安全運転講習会 ２８ 農林水産省 農林水産技
術会議事務局

１９．１１．２９

普通救命講習Ｉ ３９（独）農業環境技術研究所 １９．１２．１３
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３．会計
（１）財務諸表

貸借対照表

（平成２０年３月３１日）

（単位：円）
資産の部
Ｉ 流動資産

現金及び預金 ５５６，８４２，２１４
前払費用 １５６，１８３
未収収益 ２７８，３１６
未収金 ４３３，７６４
流動資産合計 ５５７，７１０，４７７

� 固定資産
１ 有形固定資産

建物 ８，３７１，８０２，５１７
減価償却累計額 １，５１４，１０１，０６４ ６，８５７，７０１，４５３

構築物 １，５４５，７９７，２７０
減価償却累計額 １９４，００５，４１５ １，３５１，７９１，８５５

車両運搬具 １９，１２１，４８６
減価償却累計額 １３，６９５，６６７ ５，４２５，８１９

工具器具備品 ３，０７１，４１８，９５５
減価償却累計額 ２，２０９，４９０，１５９ ８６１，９２８，７９６

土地 ２５，２００，０００，０００
その他有形固定資産 ９８，０６３，５４７
有形固定資産合計 ３４，３７４，９１１，４７０

２ 無形固定資産
特許権 ５４０，１３４
ソフトウェア ３６，５８８，２６９
電話加入権 １，１２７，７００
工業所有権仮勘定 ８，０２４，９２４
無形固定資産合計 ４６，２８１，０２７
固定資産合計 ３４，４２１，１９２，４９７
資産合計 ３４，９７８，９０２，９７４

負債の部
� 流動負債

運営費交付金債務 ９２，１１０，２３６
リース債務 １，１０８，６７８
研究業務未払金 ２９８，７８１，３７０
未払金 ２７，７４４，１２１
未払費用 １０１，１６５，８５３
未払消費税等 ２，３１４，６００
預り金 ２４，２２８，５９２
前受収益 ２３９，６８２
流動負債合計 ５４７，６９３，１３２

� 固定負債
資産見返負債
資産見返運営費交付金 ６４３，２８９，９７０
資産見返寄付金 ２０，４６３，５４３
資産見返物品受贈額 ２４３，６８４，１２７
工業所有権仮勘定見返運営費交付金 ８，０２４，９２４ ９１５，４６２，５６４
固定負債合計 ９１５，４６２，５６４
負債合計 １，４６３，１５５，６９６

純資産の部
� 資本金

政府出資金 ３４，３５３，２６９，５２４
資本金合計 ３４，３５３，２６９，５２４

� 資本剰余金
資本剰余金 １，６０５，０７３，７６１
損益外減価償却累計額 －２，３６３，４９３，１４９
損益外減損損失累計額 －１，０２５，４００
損益外固定資産除売却差額 －２４９，００９，１７６
資本剰余金合計 －１，００８，４５３，９６４

� 利益剰余金
前中期目標期間繰越積立金 １０６，９０８，３５５
積立金 ４８，９７５，７７９
当期未処分利益 １５，０４７，５８４
（うち当期総利益） （ １５，０４７，５８４）
利益剰余金合計 １７０，９３１，７１８
純資産合計 ３３，５１５，７４７，２７８
負債純資産合計 ３４，９７８，９０２，９７４
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損益計算書

（平成１９年４月１日～平成２０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 １，３４５，６６２，９７４
法定福利費・福利厚生費 １９７，４０９，６５２
退職金 ２４６，１７３，００１
その他人件費 ３２１，５５０，０２４
外部委託費 ９７７，７３７，６０８
研究材料費 ７９，０７３，９４４
支払リース料 ４９１，４００
賃借料 １９，１５１，３６２
減価償却費 １９２，６４４，９５０
保守・修繕費 ２８８，５４８，９２１
水道光熱費 ２２７，１３４，７５７
旅費交通費 ９４，５８０，２８０
消耗品費 ２３９，３７０，４７２
備品費 ６０，０７６，１６０
諸謝金 ４，１３６，０５９
支払手数料 １，２６２，９９８
国等返却予定機器費 １５，０７１，０７０
図書印刷費 １２２，６５６，４９９
その他業務経費 ２６，７３９，２６４ ４，４５９，４７１，３９５

一般管理費
役員報酬 ４１，９６０，７２６
給与、賞与及び諸手当 １６１，５０９，１００
法定福利費・福利厚生費 ３０，６４７，４０４
退職金 ３，８９０，４００
その他人件費 １３，７８６，９２０
賃借料 １，９１０，０１６
減価償却費 ９，４９８，４４７
保守・修繕費 ３５，１１８，４９５
水道光熱費 １５，５１５，６２１
旅費交通費 ２，４０８，７７０
消耗品費 １１，８１９，６５０
備品費 ３，２６２，０８８
諸謝金 ７，２２５，７００
支払手数料 １，２１５，６７８
その他管理経費 １１，０５７，８７０ ３５０，８２６，８８５

財務費用
支払利息 ５４，０５５

経常費用合計 ４，８１０，３５２，３３５

経常収益
運営費交付金収益 ３，０３４，１３７，３８２
事業収益

手数料収入 ４９，２７１
その他事業収入 ７５１，１７７ ８００，４４８

受託収入
政府受託収入 １，４７２，３２９，０６８
地方受託収入 ４，０００，０００
その他受託収入 １２４，７８３，６８６ １，６０１，１１２，７５４

資産見返負債戻入 １３９，９６１，８０１
雑益 １１２，２０４
経常収益合計 ４，７７６，１２４，５８９

経常損失 ３４，２２７，７４６

臨時損失
固定資産除却損 ３，８４８，０３５

臨時利益
資産見返負債戻入 ３，８４８，０３５

当期純損失 ３４，２２７，７４６
前中期目標期間繰越積立金取崩額 ４９，２７５，３３０
当期総利益 １５，０４７，５８４
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キャッシュ・フロー計算書

（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）
（単位：円）

行政サービス実施コスト計算書

（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）
（単位：円）

� 業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料、商品又はサービスの購入による支出 －２，１２６，０５２，１９８

人件費支出 －２，２６０，１０６，０８４

科学研究費等支出 －７０，９２６，８７６

その他の業務支出 －８８，９９７，１７０

運営費交付金収入 ３，１４２，１４５，０００

受託収入 １，６０５，７７０，９１４

科学研究費等収入 ８４，２２３，５５０

その他業務収入 １，１２９，２２３

小計 ２８７，１８６，３５９

利息の受取額 ５１

利息の支払額 －５４，０５５

業務活動によるキャッシュ・フロー ２８７，１３２，３５５

� 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 －２５６，８４１，７８３

無形固定資産の取得による支出 －１５，９９８，０９２

施設費による収入 ９７，４４０，０００

投資活動によるキャッシュ・フロー －１７５，３９９，８７５

� 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 －３，４７１，１８５

財務活動によるキャッシュ・フロー －３，４７１，１８５

� 資金増加額 １０８，２６１，２９５

� 資金期首残高 ４４８，５８０，９１９

� 資金期末残高 ５５６，８４２，２１４

� 業務費用

（１）損益計算書上の費用

研究業務費 ４，４５９，４７１，３９５

一般管理費 ３５０，８２６，８８５

財務費用 ５４，０５５

臨時損失 ３，８４８，０３５ ４，８１４，２００，３７０

（２）（控除）自己収入等

事業収益 －８００，４４８

受託収入 －１，６０１，１１２，７５４

資産見返寄付金戻入 －３，７０１，４４４

雑益 －１１２，２０４ －１，６０５，７２６，８５０

業務費用合計 ３，２０８，４７３，５２０

� 損益外減価償却等相当額

損益外減価償却相当額 ２６２，７０３，５１４

損益外固定資産除却相当額 ２１，６３６，１８６ ２８４，３３９，７００

損益外減価償却等相当額合計 ２８４，３３９，７００

� 引当外賞与見積額 －７，８９０，８１７

� 引当外退職給付増加見積額 －４６，９４１，０９６

� 機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 ４２６，３３４，９２３ ４２６，３３４，９２３

� 行政サービス実施コスト ３，８６４，３１６，２３０
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重要な会計方針

当事業年度より、改訂後の独立行政法人会計基準を適用して、財務諸表等を作成しております。ただし、改訂後の独

立行政法人会計基準における経過措置に基づき、基準第８０については、改訂前の独立行政法人会計基準を適用しており

ます。

１．運営費交付金収益の計上基準

費用進行基準を採用しております。

２．減価償却の会計処理方法

（１）有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ５～５０年

構築物 ５～５０年

車両運搬具 ４～８年

工具器具備品 ５～１０年

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８６）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額とし

て資本剰余金から控除して表示しております。

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいております。

３．賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

賞与については、運営費交付金から財源措置がなされるため、賞与にかかる引当金は計上しておりません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、事業年度末に在職する職員について、

当期末の引当外賞与見積額から前期末の引当外賞与見積額を控除して計算しております。

４．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりま

せん。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在職する役職員につ

いて、当期末の自己都合退職金要支給額から前期末の自己都合退職金要支給額を控除した額から、退職者にかかる

前期末退職給付見積相当額を控除して計算しております。

５．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２０年３月末利回りを参考に１．２７５％で計算しております。

６．リース取引の処理方法

リース料総額が３００万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

リース料総額が３００万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

７．消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
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重要な会計方針の変更

１．引当外賞与見積額

前事業年度まで行政サービス実施コスト計算書の記載対象となっていなかった引当外賞与見積額については、独立

行政法人会計基準の改訂に伴い、当事業年度より行政サービス実施コスト計算書に計上しております。

これにより、前事業年度と同一の方法によった場合と比べて、行政サービス実施コストが△７，８９０，８１７円減少して

おります。

２．引当外退職給付見積額

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については、前事業年度まで、事業年度末に在

職する役職員について、当期末の退職給付見積額から前期末の退職給付見積額を控除した額から、業務費用として計

上されている退職給与の額を控除して計算しておりましたが、独立行政法人会計基準の改訂に伴い、当事業年度より、

事業年度末に在籍する役職員について、当期末の退職給付見積額から前期末の退職給付見積額を控除した額から、退

職者に係る前期末退職給付見積額を控除して計算する方法に変更しております。

これにより、前事業年度と同一の方法によった場合と比べて、行政サービス実施コストが２９，７４９，０７６円増加してお

ります。

３．純資産の部

貸借対照表については、前事業年度まで資産の部、負債の部及び資本の部に区分して表示しておりましたが、独立

行政法人会計基準の改訂に伴い、当事業年度より、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分して表示しております。

貸借対照表の注記事項

（１）運営費交付金から充当されるべき引当外賞与見積額は、１３４，３３１，５８８円になっております。

（２）運営費交付金から充当されるべき退職一時金見積額は、１，６７２，１５９，４６９円になっております。

損益計算書の注記事項

ファイナンスリース取引が損益に与える影響額は１００，５６５円であり、当該影響額を除いた当期総利益は１４，９４７，０１９円

であります。

キャッシュ・フロー計算書の注記事項

資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳は、現金及び預金となっております。

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：１．２７５％（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８２２，０１８，６７７円）＋（期末政府出資金３４，３５３，２６９，５２４円－資本剰余金

１，００８，４５３，９６４円））／２｝×１．２７５％で計上しております。

行政サービス実施コストに準ずる費用関係

独立行政法人会計基準第２４の項目には該当しないが、行政サービス実施コストに準ずる費用は次のとおりです。

筑波共同利用施設から提供を受けている受益の費用 １８２，１２８，４４０円

独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報

当法人は、当中期目標期間終了後（平成２３年４月１日）において、独立行政法人農業生物資源研究所及び独立行政法

人種苗管理センターと統合されることが、平成１９年１２月２４日付け「独立行政法人整理合理化計画」にて閣議決定されま

した。
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利益の処分に関する書類

（単位：円）

附 属 明 細 書

（１） 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第８６特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額含む。）の明細

（単位：円）

� 当期未処分利益 １５，０４７，５８４

当期総利益 １５，０４７，５８４

� 利益処分額

積立金 １５，０４７，５８４

独立行政法人通則法第４４条第３項により

主務大臣の承認を受けようとする額

目的積立金 ０ ０ １５，０４７，５８４

（注１）利益の処分については、当期財務諸表についての主務大臣の承認を得た時点において、処理を行うこととなっ
ております。
（注２）利益の処分については、平成２０年９月１２日付け農林水産省指令２０農会第５０３号をもって承認となっております。

資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
減価償却累計額 減損損失

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 ３２９，６００，９９２ ５５，４３６，５２１ ０ ３８５，０３７，５１３ ９１，１５６，１５４ ２６，８４７，９３５ ０ ２９３，８８１，３５９

構築物 ２９，７１２，０２７ １２，８１２，９６１ ０ ４２，５２４，９８８ ７，０６９，６１８ ２，２３５，２７４ ０ ３５，４５５，３７０

車両運搬具 １９，１２１，４８６ ０ ０ １９，１２１，４８６ １３，６９５，６６７ １，９８８，７３７ ０ ５，４２５，８１９

工具器具備品 ２，０５５，０７７，０２３ １０３，１５５，６９１ ３，７４０，９３５ ２，１５４，４９１，７７９ １，４５５，８７７，７１７ １５５，３１２，４４８ ０ ６９８，６１４，０６２

計 ２，４３３，５１１，５２８ １７１，４０５，１７３ ３，７４０，９３５ ２，６０１，１７５，７６６ １，５６７，７９９，１５６ １８６，３８４，３９４ ０ １，０３３，３７６，６１０

有形固定資
産（償却費
損益外）

建物 ７，９０９，９３６，７７４ ９７，４４０，０００ ２０，６１１，７７０ ７，９８６，７６５，００４ １，４２２，９４４，９１０ ２２７，７５７，６４３ ０ ６，５６３，８２０，０９４

構築物 １，５０４，２９６，６９８ ０ １，０２４，４１６ １，５０３，２７２，２８２ １８６，９３５，７９７ ２６，２３０，８５２ ０ １，３１６，３３６，４８５

工具器具備品 ９１６，９２７，１７６ ０ ０ ９１６，９２７，１７６ ７５３，６１２，４４２ ８，７１５，０１９ ０ １６３，３１４，７３４

計 １０，３３１，１６０，６４８ ９７，４４０，０００ ２１，６３６，１８６ １０，４０６，９６４，４６２ ２，３６３，４９３，１４９ ２６２，７０３，５１４ ０ ８，０４３，４７１，３１３

非償却資産

土地 ２５，２００，０００，０００ ０ ０ ２５，２００，０００，０００ ０ 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 ０ ９８，０６３，５４７

計 ２５，２９８，０６３，５４７ ０ ０ ２５，２９８，０６３，５４７ ０ ０ ０ ２５，２９８，０６３，５４７

有形固定資
産合計

建物 ８，２３９，５３７，７６６ １５２，８７６，５２１ ２０，６１１，７７０ ８，３７１，８０２，５１７ １，５１４，１０１，０６４ ２５４，６０５，５７８ ０ ６，８５７，７０１，４５３

構築物 １，５３４，００８，７２５ １２，８１２，９６１ １，０２４，４１６ １，５４５，７９７，２７０ １９４，００５，４１５ ２８，４６６，１２６ ０ １，３５１，７９１，８５５

車両運搬具 １９，１２１，４８６ ０ ０ １９，１２１，４８６ １３，６９５，６６７ １，９８８，７３７ ０ ５，４２５，８１９

工具器具備品 ２，９７２，００４，１９９ １０３，１５５，６９１ ３，７４０，９３５ ３，０７１，４１８，９５５ ２，２０９，４９０，１５９ １６４，０２７，４６７ ０ ８６１，９２８，７９６

土地 ２５，２００，０００，０００ ０ ０ ２５，２００，０００，０００ ０ 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 ０ ９８，０６３，５４７

計 ３８，０６２，７３５，７２３ ２６８，８４５，１７３ ２５，３７７，１２１ ３８，３０６，２０３，７７５ ３，９３１，２９２，３０５ ４４９，０８７，９０８ ０ ３４，３７４，９１１，４７０

無形固定資
産

特許権 ０ ６１７，２９５ ０ ６１７，２９５ ７７，１６１ ７７，１６１ ０ ５４０，１３４

ソフトウェア １０３，８７５，０７４ １２，４９２，９２７ １０７，１００ １１６，２６０，９０１ ７９，６７２，６３２ １５，６８１，８４２ ０ ３６，５８８，２６９

電話加入権注） １，１２７，７００ ０ ０ １，１２７，７００ ０ ０ ０ １，１２７，７００

工業所有権仮勘定 ６，９５８，６５４ １，８６９，８１５ ８０３，５４５ ８，０２４，９２４ ０ ０ ０ ８，０２４，９２４

計 １１１，９６１，４２８ １４，９８０，０３７ ９１０，６４５ １２６，０３０，８２０ ７９，７４９，７９３ １５，７５９，００３ ０ ４６，２８１，０２７

注）記載した額は、過年度に計上した減損損失累計額１，０２５，４００円を控除した額となっております。
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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）目的積立金の取崩しの明細

（単位：円）

（５） 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

１）運営費交付金債務の増減の明細 （単位：円）

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

施設整備費補助金 １，５０３，３２７，６６１ ９７，４４０，０００ ０ １，６００，７６７，６６１ 施設費による資産取得

政府承継 ２，０４６，０００ ０ ０ ２，０４６，０００

計 １，５０７，６３３，７６１ ９７，４４０，０００ ０ １，６０５，０７３，７６１

損益外減価償却累計額 －２，１０１，２５４，０４８ －２６２，７０３，５１４ －４６４，４１３ －２，３６３，４９３，１４９ 出資財産（建物）の一部除却に伴
う減

損益外減損損失累計額 －１，０２５，４００ ０ ０ －１，０２５，４００

損益外固定資産除売却差額 －２２７，３７２，９９０ －２１，６３６，１８６ ０ －２４９，００９，１７６

計 －２，３２９，６５２，４３８ －２８４，３３９，７００ －４６４，４１３ －２，６１３，５２７，７２５

差引計 －８２２，０１８，６７７ －１８６，８９９，７００ －４６４，４１３ －１，００８，４５３，９６４

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘 要

前中期目標期間繰越積立金 １５６，１８３，６８５ ０ ４９，２７５，３３０ １０６，９０８，３５５ 「目的積立金の取崩の明細」参照

通則法４４条１項積立金 ０ ４８，９７５，７７９ ０ ４８，９７５，７７９ 前期未処分利益分

計 １５６，１８３，６８５ ４８，９７５，７７９ ４９，２７５，３３０ １５５，８８４，１３４

区 分 金 額 摘 要

前中期目標期間繰越積立金

前中期目標期間委託取得（自己財源）資産
の減価償却費 ４９，２７５，３３０ 政令第５条に基づく申請で承認済

計 ４９，２７５，３３０

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１８年度 １３５，７７３，０２７ － １３５，７７３，０２７ ０ ０ ０ １３５，７７３，０２７ ０

平成１９年度 － ３，１４２，１４５，０００ ２，８９８，３６４，３５５ １４９，８００，５９４ １，８６９，８１５ ０ ３，０５０，０３４，７６４ ９２，１１０，２３６

合 計 １３５，７７３，０２７ ３，１４２，１４５，０００ ３，０３４，１３７，３８２ １４９，８００，５９４ １，８６９，８１５ ０ ３，１８５，８０７，７９１ ９２，１１０，２３６
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２）運営費交付金債務の当期振替額の明細

① 平成１８年度交付分

② 平成１９年度交付分

３）運営費交付金債務残高の明細

区 分 金 額 内 容

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 １３５，７７３，０２７ ○平成１９年度分人件費及び平成１８年度中の前渡金、平成１８年度からの繰越事業である広報活動分等

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 １３５，７７３，０２７

会計基準第８０第３項による振替額 ０

合 計 １３５，７７３，０２７

区分 金額 内容

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 ２，８９８，３６４，３５５ ①費用進行基準を採用した業務：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：２，８９８，３６４，３５５円
イ）資産購入の額：１４９，８００，５９４円（うち固定資産 １３７，３０７，６６７円 うち無形固定資産 １２，４９２，９２７円）
ウ）特許出願に係る弁理士費用：１，８６９，８１５円

資産見返運営費交付金 １４９，８００，５９４

工業所有権仮勘定見返
運営費交付金 １，８６９，８１５

資本剰余金 ０

計 ３，０５０，０３４，７６４

会計基準第８０第３項による振替額 ０

合 計 ３，０５０，０３４，７６４

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画

平成１８年度

成果進行基準を採用し
た業務に係る分 ０ －（成果進行基準を採用した業務は無い）

期間進行基準を採用し
た業務に係る分 ０ －（成果進行基準を採用した業務は無い）

費用進行基準を採用し
た業務に係る分 ０ 平成１９年度において全額収益化

計 ０

平成１９年度

成果進行基準を採用し
た業務に係る分 ０ －（成果進行基準を採用した業務は無い）

期間進行基準を採用し
た業務に係る分 ０ －（期間進行基準を採用した業務は無い）

費用進行基準を採用し
た業務に係る分

９２，１１０，２３６ 運営費交付金債務残高は以下の理由により、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌年度に繰り越し
たものであります。ただし、人件費においては、退職者数の増により、一部収益化額を上回っております。
① 平成２０年度で実行予定の施設維持等の経費に充当するため
事業費 １１９，９９４，６８１円
② 平成１９年度において、退職者数が当初計画数を上回ったため
人件費 △２７，８８４，４４５円
なお、中期計画で予定した当年度に実施すべき業務については、計画どおりに実施済であり、業務未達成
による運営費交付金債務の繰越額はありません。当期債務残高につきましては、翌事業年度において該当項
目支出時に収益化する予定であります。

計 ９２，１１０，２３６
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（６）運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

施設費の明細 （単位：円）

（７）役員及び職員の給与の明細

（単位：千円、人）

（２）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 ３，１４２，１４５，０００ ３，１４２，１４５，０００ ０

施設整備費補助金 １００，０６０，０００ ９７，４４０，０００ －２，６２０，０００

受託収入 ９３１，４６４，０００ １，６０１，１１２，７５４ ６６９，６４８，７５４ 受託研究契約額の増

諸収入 ２，８０６，０００ ９１２，６５２ －１，８９３，３４８

計 ４，１７６，４７５，０００ ４，８４１，６１０，４０６ ６６５，１３５，４０６

支 出

業務経費 ８７６，６７９，０００ ９２９，５４５，９５３ ５２，８６６，９５３ 広報経費及び研究施設修繕費
の増

施設整備費 １００，０６０，０００ ９７，４４０，０００ －２，６２０，０００ 執行残額

受託経費 ９３１，４６４，０００ １，５８５，１２２，７４７ ６５３，６５８，７４７ 受託研究契約額の増

試験研究費 ８３８，３１８，０００ １，４９７，２３６，５３２ ６５８，９１８，５３２

管理諸費 ９３，１４６，０００ ８７，８８６，２１５ －５，２５９，７８５

一般管理費 ３７９，２９７，０００ ２８０，０４０，０７７ －９９，２５６，９２３
受託費の光熱水費への充当増
により、一般管理費充当分の
減、及び賃金、保険料等の減

人件費 １，８８８，９７５，０００ １，９９０，９０７，３５６ １０１，９３２，３５６ 退職手当支給者の増

計 ４，１７６，４７５，０００ ４，８８３，０５６，１３３ ７０６，５８１，１３３

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

施設費 ９７，４４０，０００ ０ ９７，４４０，０００ ０

計 ９７，４４０，０００ ０ ９７，４４０，０００ ０

区 分
報 酬 又 は 給 与 退 職 手 当

支 給 額 支 給 人 員 数 支 給 額 支 給 人 員 数

役 員
（５７６）
４１，３８４

（１）
３

（０）
３，３５４

（０）
１

職 員
（３１６，９３２）
１，５０７，１７２

（１７７）
１７８

（０）
２４６，７０９

（０）
９

合 計
（３１７，５０８）
１，５４８，５５６

（１７８）
１８１

（０）
２５０，０６３

（０）
１０

注１ 支給の基準
役員に対する支給の基準は、役員給与規程及び役員退職手当支給規程によっております。
職員に対する支給の基準は、職員給与規程及び職員退職手当支給規程によっております。

注２ 職員の給与支給人員数は、１２ヶ月の平均支給人員数によっております。
注３ 非常勤役員及び非常勤職員については、外数で（ ）で記載しております。
注４ 千円未満の端数は切り捨てて記載しております。

※差額の計算方法
収入については、決算額－予算額で計上しております。
支出については、決算額－予算額で計上しております。
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（３）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

１）予算配分方針

業務運営費おける運営費交付金については、業務の見直し及び効率化を進め、事業費は前年度比で一般管理費３％、

業務経費１％以上の削減、人件費は５年間で５％以上の削減を行うことを基本とし、これらの効率化等を実施しつつ、

平成１９年度計画の効果的・効率的な達成を図った。

予算配分については研究所の予算管理運営委員会において包括的な協議を行い決定している。平成１９年度についても、

年度当初に研究推進分野の選定や、事業全体への予算配分などを、優先順位を定めて検討し、配分方針を決定した。小

課題強化経費、法人プロジェクト経費等所内における競争的研究資金の経費を拡充した。

機械整備費や高精度機器保守費についても予算管理・運営委員会において課題遂行のための必要性や研究所の今後の

方針等の審議を経て重点的な整備と保守管理経費の削減を行った。

２）外部資金の獲得

中期目標達成に有効な競争的資金等外部資金について、引き続き積極的に応募し、計７６件、約１６億５，８００万円の外部

資金を獲得した。

３）自己収入増加

知的財産の利用促進の取組、特許出願の推進、実施許諾拡大に向けた取組を実施し、平成１９年度の実施許諾件数は７

件、実施料収入は約２８５千円となった。

平成１８年３月に制定した「受入に関する経費の取り扱い要領」に基づいて、平成１９年度は依頼研究員（２件）から受

入れ経費として、２６８千円を徴収した。

４）経営管理体制

独立行政法人への移行後、会計規程及び契約事務取扱規程では、随意契約の基準額を５００万円未満としていた。また、

基準額未満の随意契約においても見積競争等により競争性・公平性を確保すると共に随意契約の結果の公表にも努めて

きたところである。

平成１９年度では、さらなる契約の透明性、公平性、経済性を図るため随意契約の範囲の見直しを検討し平成１９年１０月

１日付けで随意契約ができる基準額を国と同額に改正し、一般競争入札の範囲拡大を図った。併せて、ウェブサイトに

よる公表の徹底を実施し、一層の競争性、公平性を確保した。

平成１９年１２月に、「随意契約見直し計画」を策定し、平成１８年度において締結した１８４件の随意契約について見直しを

実施し、随意契約によることが真にやむを得ないものを除き、遅くとも平成２０年度から全て一般競争等に移行すること

し、これにより随意契約を２１件まで削減することとした。この見直し結果は、「平成１８年度に締結した随意契約の点検・

見直しの状況」と併せてウェブサイトに公表した。

５）経費の節約等

当期中期目標期間終了年度における経費について、前中期目標期間の最終年度に比べて業務経費を５％、一般管理費

を１５％削減することを目標としている。この目標を達成するため、不必要な蛍光灯、電子機器類の消灯の周知徹底を行

い、電気料の削減に努めてきたが、平成１８、１９年度における光熱水料については、夏季において予想以上の猛暑となっ

たため、前中期目標期間最終年度の光熱水料を上回っている。しかし、管理事務費等については、印刷用紙の両面使用

など節約執行を行ったり、使用済み封筒などの再利用（所内のみ）などを行った結果、前中期目標期間最終年度と比べ

て減額となった。また、業務経費では、精密機器類の保守契約等の見直しを行った結果、前中期目標期間最終年度と比

べて減額となった。
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６）施設整備等

中期計画の重点課題であるリスクの評価及び管理技術の開発の一層の推進を図るべく、施設整備費補助金による２か

年目の計画である恒温温室の冷暖房装置とガラスの改修工事を行った。改修に当たっては、運転経費の削減をめざし、

負荷変動に対して稼働率を柔軟に対応できるインバーター制御方式を導入し省エネを目指した更新を行うとともに、当

該温室へのエネルギー供給設備の見直しも行った（施設整備費補助金執行額（付帯事務費含む）：９７百万円）。

運営費交付金による老朽化対策として、計画的修繕の２年目として前年に引き続き研究本館の空調設備の一部の改修

を行い、併せて実験廃水処理施設の空調機についても改修を行った。これらについても、インバーター制御の機器への

更新とし、運転経費の削減を目指した改修とした（交付金執行額（設計監理費含む）：６９百万円）。

また、法律で努力義務が課せられている耐震診断については、研究本館を対象に実施した（交付金等執行額：１５百万

円）。

平成１９年度予算決算

（単位：百万円）

区 分 予 算 額 決 算 額 備 考

収入

運営費交付金 ３，１４２ ３，１４２

施設整備費補助金 １００ ９７

受託収入 ９３１ １，６０１

諸収入 ３ １

計 ４，１７６ ４，８４２

支出

業務経費 ８７７ ９３０

施設整備費 １００ ９７

受託経費 ９３１ １，５８５

試験研究費 ８３８ １，４９７

管理諸費 ９３ ８８

一般管理費 ３７９ ２８０

人件費 １，８８９ １，９９１

計 ４，１７６ ４，８８３

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
注）施設整備費補助金の予算額に対する差額は、割当内示（予算）に対し、額確定による執行済み額であり、繰越額は発生していない。
注）受託収入決算額の内訳は、次のとおりである。

（１）受託研究収入 １，５８４百万円（平成１８年度 １，０５７百万円）
①政府受託研究収入 １，４７２百万円（ 〃 １，０１９百万円）
②その他の受託研究収入 １１２百万円（ 〃 ３８百万円）

（２）政府外受託出張収入 ２百万円（ 〃 ３百万円）
（３）その他受託収入 １５百万円（ 〃 ０百万円）

注）受託収入及び受託経費が予算額を上回っているのは、受託契約額が増えたためである。
注）平成１９年度における人件費の決算額が予算額を上回っているのは、退職手当支給者が増えたためである。
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平成１９年度収支計画及び決算

（単位：百万円）

区 分 計 画 額 決 算 額 備 考

費用の部 ４，２４４ ４，８１４

経常費用 ４，２４４ ４，８１０

人件費 １，８８９ １，９９１

業務経費 ８１９ ９２６

受託経費 ８９２ １，５８５

一般管理費 ３７９ １０６

減価償却費 ２６５ ２０２

財務費用 ０ ０

臨時損失 ０ ４

収益の部 ４，２２０ ４，７８０

運営費交付金収益 ３，０８５ ３，０３４

諸収入 ３ １

受託収入 ９３１ １，６０１

資産見返負債戻入 ２０１ １４０

臨時利益 ０ ４

純損失 ２４ ３４

前中期目標期間繰越積立金取崩額 ０ ４９

総利益 ２４ １５

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
注）受託収入及び受託経費が計画額を上回っているのは、受託契約額が増えたためである。
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平成１９年度資金計画及び決算

（単位：百万円）

区 分 計 画 額 決 算 額 備 考

資金支出 ４，１７６ ５，３７９

業務活動による支出 ３，９７６ ４，５４６

投資活動による支出 １９７ ２７３

財務活動による支出 ３ ３

国庫納付金の支払額 ０ ０

次年度への繰越金 ０ ５５７

資金収入 ４，１７６ ５，３７９

前年度からの繰越金 ０ ４４９

業務活動による収入 ４，０７６ ４，８３３

運営費交付金による収入 ３，１４２ ３，１４２

受託収入 ９３１ １，６０６

その他の収入 ３ ８５

投資活動による収入 １００ ９７

施設整備費補助金による収入 １００ ９７

その他の収入 ０ ０

財務活動による収入 ０ ０

無利子借入金による収入 ０ ０

その他の収入 ０ ０

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
注）受託収入及び業務活動による支出が計画額を上回っているのは、受託契約額が増えたためである。
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（４）特許等一覧表

１）国内

出願年月 登録・出願番号 特許名 発明者 取得年月 消滅年月 共同出願者

Ｓ６３．８ １９０６５６６号 ９，１１－ドデカジェニルブチレートと９，１１－ドデカジエ
ニルヘキサノエートを成分とする昆虫誘引剤

玉木 佳男
杉江 元
長嶺 将昭
金城美恵子

Ｈ７．２ Ｈ２０．８ 沖縄県

Ｓ６３．９ １６６１０５３号 植物生育培地水分制御法 久保田 徹
岩間 秀矩
加藤 英孝
遅沢 省子

Ｈ４．５ Ｈ２０．９

Ｓ６３．９ １７７８７１１号 （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

玉木 佳男
杉江 元
川崎建次郎
北村 実彬

Ｈ５．８ Ｈ２０．９

Ｓ６３．１０ １８５５３８９号 土壌病害防除・植物成長促進剤 小林 紀彦
飯島 宏一

Ｈ６．７ Ｈ２０．１０

Ｈ２．１２ ２８５１４４３号 シバツトガの配偶者行動攪乱剤 杉江 元
野口 浩
清水 喜一
河名 利幸
福田 寛
山本 昭
福本 毅彦
井原 俊明

Ｈ１０．１１ Ｈ２２．１２ 千葉県
信越化学（株）

Ｈ３．４ ２６０００９０号 宿主ベクター系 福本 文良
佐藤 守
美濃部侑三

Ｈ９．１ Ｈ２３．４

Ｈ４．１ ２７７９０９０号 シバツトガの誘引剤 杉江 元
野口 浩
清水 喜一
河名 利幸
福田 寛
山本 昭
福本 毅彦
井原 俊明

Ｈ１０．５ Ｈ２４．１ 千葉県
信越化学（株）

Ｈ４．１ ２７９３７３６号 芝生害虫の配偶行動攪乱剤 杉江 元
野口 浩
清水 喜一
河名 利幸
福田 寛
山本 昭
福本 毅彦
井原 俊明

Ｈ１０．６ Ｈ２４．１ 千葉県
信越化学（株）

Ｈ４．３ ２７７９０９３号 ヨトウガの誘引剤 杉江 元
野口 浩
清水 喜一
河名 利幸
福田 寛
山本 昭
福本 毅彦
井原 俊明

Ｈ１０．５ Ｈ２４．３ 千葉県
信越化学（株）

Ｈ７．４ ２７２０３７８号 チャバネアオカメムシの誘引剤 杉江 元
野口 浩
川崎建次郎
高木 一夫
守屋 成一
藤家 梓
福田 寛
大平 喜男
津田 勝男
山中 正博
堤 隆文
鈴木 宏治
福本 毅彦

Ｈ９．１１ Ｈ２７．４ 千葉県
福岡県
信越化学（株）

Ｈ４．１０ ２６７４６７８号 ３次元自由局面設計装置 竹澤 邦夫 Ｈ９．７ Ｈ２４．１
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出願年月 登録・出願番号 特許名 発明者 取得年月 消滅年月 共同出願者

Ｈ７．４ ２６５４５１４号 ナガチャコガネの誘引剤 杉江 元
野口 浩
川崎建次郎
本間 健平
大泰司 誠
柿崎 昌史
鈴木 宏治
福本 毅彦

Ｈ９．５ Ｈ２７．４ 北海道
信越化学（株）

Ｈ７．９ ２７４１７４６号 新規土壌凝集剤 高橋 義明
櫻井 泰弘
牧野 知之

Ｈ１０．１ Ｈ２７．９

Ｈ８．３ ２９８７４２２号 薬剤の放出制御・抑制方法およびその資材 小原 裕三
石井 康雄

Ｈ１１．１０ Ｈ２８．３

Ｈ８．７ ３１６３３７７号 スルホキシド化合物及びそれを用いた植物成長阻害剤 藤井 義晴
原田 二郎
平舘俊太郎
佐野 禎哉
大東 肇
平井 伸博

Ｈ１３．３ Ｈ２８．７

Ｈ８．１１ ２８３８２００号 カラム内濃縮が可能な毛細管電気泳動を誘導結合プラ
ズマに接続するためのインターフェース及び接続方法

山崎 慎一
梅 二文

Ｈ１０．１０ Ｈ２８．１１

Ｈ９．２ ３０３０３７０号 土壌中の有機汚染物質を分解する分解菌の集積方法及
びそれを用いた分解菌の単離方法

高木 和広
吉岡 祐一

Ｈ１２．２ Ｈ２９．２ 東洋電化工業（株）

Ｈ９．２ ３０９９０５８号 新規植物成分及びそれを含有する植物成長阻害剤 平舘俊太郎
箭田 浩士
杉江 元
藤井 義晴

Ｈ１２．８ Ｈ２９．２

Ｈ１０．２ ２８８４５１１号 タイワンレンギョウの新規植物成分及びそれを含有す
る植物成長阻害剤

平舘俊太郎
中嶋 直子
箭田 浩士
藤井 義晴

Ｈ１１．２ Ｈ３０．２

Ｈ１０．５ ２９０４４３２号 土壌中の有機塩素系化合物を好気的に分解する分解
菌、その分解菌の集積又は単離方法及びその分解菌を
保持する分解菌保持担体

高木 和広
吉岡 祐一

Ｈ１１．３ Ｈ３０．５ 高木和広
東洋電化工業（株）

Ｈ１０．１１ ３０５１９２０号 土壌の病害抑止性の評価方法 横山 和成
松本 直幸

Ｈ１２．４ Ｈ３０．１１

Ｈ１１．９ ３２３１７４４号 病原性が低い紫紋羽病菌菌株分離株 V－７０およびそれ
を含む紫紋羽病防除剤

松本 直幸
岡部 郁子
須崎 浩一
吉田 幸二
植竹ゆかり

Ｈ１３．９ Ｈ３１．９ 農業・生研機構

Ｈ１３．１ ３５９４９０５号 病原性低下因子を含む白紋羽病菌分離株W３７０ 松本 直幸
岡部 郁子
植竹ゆかり
荒川 征夫
中村 仁

Ｈ１６．９ Ｈ３３．１ 農業・生研機構

Ｈ１１．６ ３７７３４４９号 単離した分解菌の集積方法及びその集積方法により得
られた分解菌の保持担体、その分解菌保持担体を利用
する汚染土壌回復又は地下水汚染防止の方法

高木 和広
吉岡 祐一

Ｈ１８．２ Ｈ３１．６ 高木和広
東洋電化工業（株）

Ｈ１４．９ ４０１４９８８号 モミガラ成形炭粉末を利用した水稲用農薬の系外流出
防止システム

高木 和広
高梨誠三郎

Ｈ１９．９ Ｈ３４．９ 高木 和広
（株）欣膳

Ｈ１５．１２ ３９３７０１９号 微生物保存用分散媒及び微生物保存用容器 西山 幸司
篠原 弘亮

Ｈ１９．４ Ｈ３０．１２

＊他に出願中のものが３５件。
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２）外国

４．図 書

平成１９年度における受入れ図書・資料数およびサービス件数は次のとおりです。

（１）受入図書・資料数

（２）サービス件数

出願年月 特許・出願番号 特許名 発明者 出願国 取得年月 消滅年月 共同出願

Ｓ６３．３ １３１１４３４号 リゾキシン 佐藤 善司
松田 泉
野田 孝人
奥田 重信
岩崎 成夫
古川 淳
小林 久芳

カナダ Ｈ４．１２ Ｈ２１．１２

Ｈ５．１ ８２４２５号 形質転換されたイネ縞葉枯ウィル
ス抵抗性イネおよびその製造方法

鳥山 重光
早川 孝彦
朱 亜峰

台湾 Ｈ９．３ Ｈ２４．１１

Ｈ４．１２ ２５５４７４号 韓国 Ｈ１２．２ Ｈ２４．１２

Ｈ４．１２ ９２１１５１７７．２号 中国 Ｈ１１．３ Ｈ２４．１２

Ｈ５．３ ６５９０５７５号 ３次元自由局面設計装置 竹澤 邦夫 アメリカ Ｈ１５．７ Ｈ２５．３

Ｈ１１．６ ４４１６８９号 分解菌保持担体の製造方法 高木 和広
吉岡 祐一

韓国 Ｈ１６．７ Ｈ３１．６

Ｈ１１．６ ６５６９３３３号 土壌回復及び土壌水の汚染防止 アメリカ Ｈ１５．５ Ｈ３１．６

Ｈ１１．６ ７５１８５０号 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

オーストラリア Ｈ１４．１ Ｈ３１．６

Ｈ１１．８ ６４５１５８０号 土壌処理のため多孔質材に有機汚
染物質を分解する分解菌を集積す
る方法

高木 和広
吉岡 祐一

アメリカ Ｈ１４．９ Ｈ３１．８ 農環研
高木和広
東洋電化工業
（株）

区 分 購入 寄贈 計

単行書
（冊）

和 ５０５ ２４ ５２９

洋 ２１３ ６ ２１９

資料
（冊）

和 ０ ２３５ ２３５

洋 ０ ６ ６

雑誌
（種）

和 ７４ ７２１ ７９５

洋 １８１ １００ ２８１

対 象 機 関 レファレンス
文献複写

依頼 提供

農林水産省およびその所管する独立行政法人 ４３ ８１７ １，６１９

そ の 他 の 機 関 １０ ６１３ ３５１

計 ５３ １，４３０ １，９７０

＊他に出願中のものが２件。
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茨城県つくば市観音台３－１－３

電話 ０２９－８３８－８１４８（代表）

ウェブサイト http://www.niaes.affrc.go.jp/
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