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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

　われわれは、科学技術の大発展とそれに付随した成長の魔力に取り愚かれた20世紀後半を駆け抜けてきた。この歴史

の潮流の中で、われわれ人類はものを豊かに造り、その便利さを享受してきた。その結果、さまざまな環境間題が続出

した。

　その様態は、カドミウムや水銀に代表される重金属などによる点源の環境問題から、窒素やリンによる河川や湖沼の

富栄養化などの面的な環境問題を経て、メタンや亜酸化窒素などよる温暖化など地球規模の環境問題へと広がった。環

境間題は、点から面を経て空間にまで至った。

　一方、われわれの生活を豊かにするために造り出した化学物質が、ヒトの生殖機能に作用し次世代にまで影響を及ぼ

すことも知った。今や環境問題は時空を超えてしまったのである。

　21世紀における農業環境技術研究所の使命は、農業と環境の関わりにおいてこれらの時空を超えた問題を研究するこ

とにある。そのためには、2001年に新たに構築した組織を、よりよいシステムのもとに機能的に稼働させることが重要

である。そのことを目指して3年の歳月が経過した。

　研究所の機能を向上させるためには、次の9点の活動項目を積極的に実施することが必要と考え、この3年間、それ

ぞれの項目が達成されているか常に点検しながら研究所の運営に当たった。

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

蔵（インベントリー・発酵）／評価（業績・課題・運営・機関）／発信（専門・一般・パブリックアセスメント）／提

言（リスク評価・マスタープラン）／宣伝（新聞・TV・雑誌・インターネット）

　また、農業環境研究を進めるためには、とくに「国際・学際・地際」の視点が不可欠である。空間や時間を超え生じ

ている大きな環境問題を解決するには、一つの研究所だけでは不可能で、国の内外はもとより広い分野や所属をこえ、

さらには現場に立脚した研究を推進することが必要である。国際・学際・地際の融合である。

　これらの活動を進めるにあたり、研究所の職員が共通の意識をもてるように、「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」をキャッチフレーズに、「安全・安心・制御・次世代への環境資源の継承」をキー

ワードに、さらには「土・水・大気・植物」が象徴されるロゴマークを創り、研究所の運営にあたってきた。

　このような観点から、これまで、農業、林業および水産業にまたがる環境研究三所連絡会および各省庁にまたがる環

境研究機関連絡会（10研究所）の設置、ドイツ、中国および韓国の農業環境研究機関とのMOU（協定覚書き）の締結、

県の農業試験場との共同研究、日中韓共同国際会議の開催、など数多くの活動を行ってきた。

　この年報にもその成果が、少しづつ現れてきている。ここにお届けする平成15年度の活動が、少しでも農業と環境の

ために役立つことを希望する。IV章に所員の研究成果リストも掲載した。関心のある方はいつでも必要な資料をご請求

いただきたい。

　　　　　　　　　　　　平成16年12月

独立行政法人農業環境技術研究所理事長

　　　　　　　　　　　陽　　捷行

、
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1．研究実施の概要

1．地球環境部

　地球環境部は、気象研究グループ、生態システム研究

グループ、温室効果ガスチーム、食料生産予測チーム、

フラックス変動評価チームで構成され、「地球規模での

環境変化と農業生態系との相互作用の解明」および「生

態学・環境科学研究に係わる基礎的・基盤的研究」をテ

ーマとした課題を担当している。前者については、地球

規模の環境変動が農業生態系に及ぼす影響の解明および

農業が地球環境に及ぼす影響解明と対策技術の開発を、

後者については、環境資源情報の計測・解析技術の高度

化をそれぞれ目標とし、以下の小課題を実施している。

　気象研究グループで実施した「気候変動や二酸化炭素

の濃度上昇による農業気侯資源量の変動特性の解明と影

響評価法の開発」の課題では、次の成果を得た。昨年ま

でに構築した大陸スケールの水循環モデルを、さらに現

実に近いモデルに改良するため、農耕地を4つのカテゴ

リに分類し（灌概水田、非灌概水田、灌概畑地、非灌概

畑地）、各々に対応する水循環サブモデルを構築した。

また、東ユーラシア大陸において流域ごとの流出量につ

いて、修正した土壌中の水分移動モデルと実測流量およ

び既存のモデル出力値とを比較したところ、流出量は乾

燥地において過小評価、低緯度地域で過大評価という傾

向が認められ、灌概要求水量の空間分布特性と最近50年

間の灌概要求水量の傾向を、アジア全域で明らかにする

ことができた。また、関連するプロジェクトの成果とし

ては、人工衛星TRMMのデータと現地の地上観測デー

タを用いて、アジアーモンスーン地域のメコン川流域に

おける降水量を推定し、その分布図を作成した。さらに、

水循環モデルにより1901～2000年の100年間のCRU気

侯データから、韓国の利川周辺流域（流域面積1516．26

km2）の農耕地における蒸発散量、流出量、土壌水分量

を求めた。一方、アメダスなどのルーチン気象データ、

衛星による日射量推定値、ならびに局地気象モデルによ

って計算される気象情報を統合化し、熱収支理論に基づ

いて水田の水温・地温（日平均値）の1㎞メッシュ分

布の実況ならびに予測値を計算する手法を開発した。

　「二酸化炭素の濃度上昇がアジアのコメ生産性に及ぼ

す影響のモデル化」の課題では、以下の成果を得た。CO2

濃度上昇によるイネの光合成促進と窒素との関係をモデ

ル化するために、異なるCO2濃度条件下で得たイネ個

葉の光一光合成曲線と葉身窒素濃度との関連を基にした

群落光合成モデルの妥当性を、チャンバー実験の実測値

から検証したところ、モデルは群落光合成量を過小評価、

高CO2応答を過大評価したが、季節変化はほぼ再現で

きた。また、蒸発散へのCO2濃度上昇の影響を解明す

るために、CO2に対する気孔反応を取り入れた蒸発散モ

デルを開発し、岩手県雫石にある開放系大気CO2増加

（FACE）水田の蒸発散量を算出したところ、高CO2濃

度によって積算蒸発散量は7％減少、水利用効率は約

17％増大することがわかった。また、関連するプロジェ

クトの成果としては、農業生態系の生物地球化学モデル

の一つであるDNDCモデルが、イネの成長と土壌プロ

セスの両方について、雫石FACE実験の結果を再現で

きるかを検証して、改良すべき点を明らかにした。また、

大気CO2濃度上昇が高温不稔を助長するメカニズムを

解明するため、雫石と中国無錫のFACE圃場でイネの

穂およびその周辺の微気象を測定したところ、葉身の気

孔コンダクタンスは高CO2濃度条件によって低下する

が、穂の蒸発散コンダクタンスは大気CO2濃度の高低

にかかわらず、出穂・開花期からの日数とともに急激に

低下することを明らかにした。開放系圃場で温度を上昇

させる温暖化実験法開発のために、群落微気象サブモデ

ルを構築し、数値流体力学モデルに組み込んで、赤外線

ランプ、温床線埋設、放熱管設置、風よけの昇温手法に

よる微気象変化に関する数値実験を行い、それぞれの手

法による昇温の特徴を定量的に明らかにした。

　「農業生態系における炭化水素、花粉、ダスト等大気

質の放出・拡散過程の解明」の課題では、大粒径花粉の

光学的特性を考慮したレーザー光学技術などを用いて、

トウモロコシ花粉の大気中濃度の新たな測定法を開発し

た。この測定装置によって得られたデータと気象観測値

から、花粉飛散量の日変動パターンは、気象要素の日変

動パターンとは異なった形状を示していること、午前中

に花粉飛散量ピークがあり、正午にはピーク値の半分以

下に減少することなどを明らかにした。また、関連する

プロジェクトの成果では、ゴビ砂漢とオアシス農地での

ダスト及び気象観測により、オアシス農地では100μm

以下の粒子が、ゴビ砂漠では100～400μmの粒子が多く
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飛散していることや、地表面付近におけるダストサルテ

ーションフラックス密度（大気中に舞い上がったダスト

の水平方向流束）の鉛直分布は地表面高度の指数関数と

なり、関係式の係数は粒径によって変化することを明ら

かにした。また、温帯高原草原生態系における生物気象

環境の時間的空間的変動を解明するため、中国の青海高

原においてCO2収支と熱収支の年間観測を実施して、

日積算CO2フラックスは日平均気温が5～7℃以上の

日に吸収となり、5～7℃以下の日には放出となること、

草原生態系の生育期間前後（5月と10月）に放出のピー

クが見られたことなどを明らかにした。さらに、水田な

どの農耕地による気候緩和機能の評価のため、米沢盆地

の対象地域内について、100m×100m区画ごとの土地利

用面積データを作成し、平均土地利用面積と夏期高温時

の気温との関係を解析して、気温を問題とする地点の周

囲円形領域内の土地利用面積から求められる気候緩和パ

ラメータ（（水田＋畑＋樹園地＋平坦林＋山林）合計面

積一市街地面積）が、高温時における気温分布をよく説

明していることを明らかにした。　　　　（野内　勇）

　生態システム研究グループの「窒素負荷の増大等によ

る農業生態系の酸性化と窒素等の動態把握手法の開発」

では、乗鞍、茨城や福島などの5地域において、施肥や

用水などによる窒素負荷のない流域で観測を行い、乗鞍

では大気からの窒素負荷量が3．6kg／ha／yrと他の調査地

と比較して小さく、茨城・福島の観測からは、N20発

生量と渓流水中硝酸イオン濃度との間に正の関係が示さ

れた。また、全国の同様の流域1，278地点において渓流

水調査を行った結果、渓流水中硝酸イオン濃度は0．0～

423mol／Lと非常に幅広い分布を示し、窒素負荷量の小

さい乗鞍で低く、高い濃度は東京周辺など特定の地域に

偏在していた。一方、東アジア窒素循環モデルについて

は、地下水への貯留過程を追加し、中国・東南アジアの

5地域で河川水・地下水の水質調査を実施して、中国山

東省は窒素負荷が非常に大きく、地下水中硝酸イオン濃

度も著しく高いこと、内モンゴルの負荷量は小さいが低

温小雨のため東南アジア地域よりもかなり高濃度である

ことを確認した。

　　「物質収支算定システムの構築と環境負荷の定量化手

法の開発」では、農環研で開発した全国版養分収支算定

システムの中で魚介類などに関する算定方式を拡充し

て、1982年、1987年、1992年の窒素収支を再計算した。

そして、新たに1997年の窒素収支の算定を加え、近年の

窒素収支の変遷の実態を把握した。前回に公表した算定

値との違いは、1992年の環境への総排出量について約40

千tNの増加であり、これは、主に、飼料品目の追加、

食飼料品目の窒素含有率の補正及びシステムの拡充によ

るものである。なお、今回新たに算出した数値は、各項

目とも前回までの値と整合するものであった。窒素の環

境への総排出量（年間の総消費量）は、1992年をピーク

として、1997年は若干減少していた。国内生産と輸入の

内訳をみると、総消費量の減少を上回る早さで国内生産

量が減少しており、その減少分の一部を輸入分が補うと

いう状況で推移していた。その輸入物の増加は、畜産業

の場合、飼料としての輸入はむしろ減少し、肉類そのも

のの輸入が増えており、原料より半製品形態の輸入物の

増加が顕著である。また、加工業への供給量の輸入割合

の増加、国内生産における作物残さの減少など、いずれ

も、食料全般にわたる国外依存の増加傾向を示していた。

　「GISを活用した農業生態系の空間構造変動の定量的

把握手法の開発」では、都市からの距離及び地形によっ

て土地利用変化が異なることを想定し、都市近郊の東京

「練馬」、山地の多い千葉県「佐久問村」、及び平地の多

い茨城県「牛久村」の迅速測図を用い、環境省の現存植

生図と重ね合わせを行って、農用草地の消滅に注目しな

がら、各地の農業景観の変化を比較した。練馬地域は図

幅の75％で都市的土地利用へと変化し、明治初期までに

草地は既に消滅している。佐久間地域は図幅の52％で

1880年代の土地利用が1980年代においても継続している

が、草地の88％は林地に変化している。牛久地域では、

農村的、都市的及び無変化の三つの傾向がそれぞれ同程

度で認められる。農業的変化は、林地から畑（6％）、

畑から林地（4％）など、双方向の変化として認められ

る。草地は様々な土地利用へと変化し、ほとんどが消滅

している。このように、肥料などの供給地として農業景

観の代表的な要素であった草地はいずれの場所でも消滅

しており、都心近くでは1880年代に既に消滅しているこ

とや郊外の平地では、草地が都市・畑・林地へと変化し、

山地では林地へと変化していることが明らかとなった。

　「衛星情報のデータベース化と画像解析手法の高度化」

では、農事暦が資料によって多様な定義で記録されてい

るので、これらに柔軟に対応することができ、かつ極力

数値で表現できるデータベースの作成方法を検討した。

その結果、1件の作物暦を、16bit整数×365要素の配列

を用いて13種類の独立な事象（施肥や灌水など）と、6

種類の序列（生育ステージなど）を日別に記載できる形

式のテーブルを作成し、このテーブルに、事象と数値の

関係を定義するテーブルなどをリンクさせ、データベー

スを構成した。これに、1969年～2001年の日本の作柄表
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示地域毎の水稲の播種日、移植日、出穂日および収穫日

を登録し、さらに、作柄表示地域と市町村名の一覧表か

ら、作柄表示地域の地図上の領域を求め、これをポリゴ

ンとしてGIS上に登録した。

　「リモートセンシングによる植被動態の広域的検出・

評価手法の開発」では、生長、H20・CO2フラックス、

土壌水分などを動的に評価できる土壌一植生一大気系伝

達（SVAT）モデルを適用する際、実測データが不足し

ているときに可視～熱赤外領域のリモートセンシングデ

ータで補間する可能性を検討した。植物の活性度を示す

植生指数NDVIのシミュレーション値と実測値を用い

て、根圏土壌水分を推定した結果、実測値とほぼ等しい

値で推定できた。また、生態系CO2フラックスの予測

値も、渦相関法によって実測された生態系CO2フラッ

クスとよく合致した。この結果、SVATモデルを使って、

植物の光合成・生長と生態系CO2・水・熱フラックス

ならびに土壌水分などの環境要因をダイナミックかつ同

時に評価する際、実測データを補うためにリモートセン

シングデータを活用する手法の有効性が検証できた。ま

た、観測天頂角O～300で観測された偏光反射率と水平

的な葉面積の割合の季節変動パターンが対応することか

ら、観測時で異なる太陽天頂角を補正することで、偏光

特性と作物個体群の構造との関係を抽出でき、作物のフ

ェノロジーを把握できるデータを得ることができた。

　「環境資源・環境負荷データの分類手法及び多変量開

発手法の開発に関する研究」では、最節約的な形質状態

の復元を与えるアルゴリズムに基づいて、系統樹の推定

を高速に計算するプログラムを開発した。このプログラ

ムを用いることにより、数千規模の端点をもつ系統樹を

短時間に計算することが可能となった。この結果、近年

のDNA塩基配列データなどに基づいた系統樹の推定が

可能となり、さらに巨大系統樹の推定という未解決な問

題の解決が期待される。また、リモートセンシングなど

において、計測法の優劣を表現する指標として使われて

いる非心F分布を正規分布に近似するための変数変換に

おいて、その平均・分散の値を理論的に解明した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（今川俊明）

　温室効果ガスチームでは、「農地の利用形態と温室効

果ガス等の発生要因の関係解明及び発生制御技術の開発

に関する研究」を実施している。

　農地における土地利用と肥培管理に伴う温室効果ガス

等の発生要因の解明と発生抑制技術の開発については、

バイオマス燃焼による温室効果ガス等の発生量推定手法

を開発するための燃焼実験を行い、燃焼温度に基づいた

推定が可能であることを示した。また、施用有機物のC！

N比が小さいほど、N20およびNOの発生量が大きいこ

とを定量的に示した。栽培管理技術および土壌保全技術

を利用した温室効果ガスの合理的排出削減技術の開発で

は、田畑輪換栽培圃場と不耕起栽培畑圃場におけるCO2

、CH4、N20フラックスの通年変化を測定し、農業から

の温室効果ガス排出の削減技術として、不耕起栽培が有

効であることを示した。

　この他、わが国とアジア諸国の農耕地におけるCH4と

N20の発生源制御技術の開発と広域評価、大気二酸化

炭素の増加が農業生態系の炭素・窒素循環に及ぼす影響

のモデリング、地上観測によるエアロゾルと微量大気ガ

スの化学分析、について他の研究機関との協力による研

究を開始した。

　食料生産予測チームでは、「地球規模の環境変動に伴

う生育阻害要因を考慮した東アジアのコメ生産力の変化

予測」、「中国における砂漢化に伴う環境資源変動評価の

ための指標の開発に関する研究」を行っている。

　大気海洋結合モデル及び統計的手法を用いた高精度の

気侯変動予測については、全球気侯モデルの出力値を用

いて、温暖化時の日降水量の変化を予測する手法を開発

した。これにより、西日本から東北太平洋にかけて降水

量が増加し、北陸から東北地方日本海側で若干減少する

ことが予想された。影響の変動性・地域性を考慮した農

業生態系のリスク評価手法の開発については、中国東北

地方を対象とした総合的な解析を進め、衛星搭載のマイ

クロ波放射計データを用いて冷害や干ばつ発生および積

雪水資源量の変動の規模のモニタリングが可能であるこ

とを示した。こうした手法を利用することにより、東ア

ジアにおける環境変動の実態把握が進んだ。

　農業生産マネージメント的視点から見た気候変動影響

の評価については、雲や大気などに起因するノイズ除去

を施したNDVIの画像から農耕地の作物栽培期間を推定

する手法を開発した。環境変動が食料供給力に及ぼす影

響予測手法の開発および温暖化による応答を組み込んだ

農業生産力の変動予測では、1期作から2期作が可能に

なる地域の摘出や、灌概可能面積の変化の推定が可能に

なった。また、食料変動に係わる害虫発生量の予測では、

ニカメイガの個体数が11月～4月の平均気温を用いて予

測できること、個体数から導かれる減収率がイネの被害

量の指標として有効であることを示した。これらは、東

アジアの食料生産量予測にとって重要な要素であり、次

年度以降のシナリオの検討に不可欠である。

　土壌炭素フラックスの時空間変動モデルの構築と広域
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推定手法の開発では、有機炭素の分解プロセスである落

葉、落枝および個体の枯死過程をモデルに組み込み、植

生から土壌への有機物供給量を長期予測することが可能

となった。また、環境変動が土壌侵食・塩類化等の土壌

劣化に及ぼす影響では、今後モデルを検証する目的で、

中国における農地の土壌有機物含有量の変動に関する長

期連用試験データを収集した。

　中国における砂漢化に伴う環境資源変動評価のための

指標開発に関する研究では、植生タイプの差異が土壌タ

イプおよび降水量で説明できることを示した。こうした

成果から、広域を対象とした砂漠化の規模の指標化が可

能になった。また、パキスタンにおける砂漠化プロセス

の解明と指標化に関する研究を行い、自然条件に加えて

社会経済活動や塩類集積による生産量低減を考慮した砂

漢化評価を行った。次年度以降は、他の研究機関と協力

し砂漢化の研究課題に取り組むこととした。

　フラックス変動評価チームでは、「農耕地や自然生態

系におけるフラックス変動の評価」に関する研究を実施

している。

　微量ガスフラックス評価手法の高度化では、水田の観

測サイトにおける顕熱・潜熱フラックスデータの欠損値

の補完を行い、エネルギー収支の季節変化について解析

した。この結果、有効エネルギーの大半が潜熱フラック

スに分配される実態や、こうした長期間のエネルギー収

支の解析が陸面過程のモデル化に有効であることを明ら

かにした。陸域生態系の温室効果ガス収支の機構解明と

モニタリングでは、水田におけるフラックス観測サイト

で継続してδ13CH4を採取し、メタンの生成、酸化、貯

留、放出量を算出してそれらの季節変化を明らかにした。

また、CO2のδ13C値の特徴から、総光合成量と生態系

呼吸量あ分離が可能であることを示した。

　このほか、水田における炭素収支の年次変動を解析し

て農耕地生態系における炭素収支を解明する研究、東ア

ジアフラックスデータベースネットワークを構築する研

究について、国立環境研究所ほかと協力して開始した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（林　陽生）

2．生物環境安全部

　生物環境安全部は、植生、昆虫、微生物・小動物の3

研究グループおよび組換え体チームから構成される。当

部では、生態系機能を活用した農業生態系の安定化と生

物環境の安全性を確保するため、遺伝子組換え生物や侵

入・導入生物の環境影響評価、生物間相互作用の解明、

生物多様性の評価と保全等について、遺伝子レベルから

農業生態系レベルまでの広範な視点から研究を実施して

いる。組換え体チームが取り組む遺伝子組換え作物の環

境影響評価については、主として花粉飛散に関わる遺伝

子流動や非標的昆虫相への影響の評価とともに、安全性

評価の指針に沿った基礎研究と評価手法の開発を実施し

た。また、平成15年11月には、アジア太平洋地域食糧肥

料技術センター（FFTC）と共同して、国際セミナー「ア

ジア・太平洋諸国における侵入生物による環境影響とデ

ータベース構築」を開催し、今後の国際研究協力と連携

について協議した。

　植生研究グループでは、大括りにいうと、「農業生産

活動が農業生態系の生物群集の構造と多様性に及ぼす影

響の評価」（中期計画・中課題名）について研究を実施

している。一方、その中身を具体的にみると、「スルホ

ニルウレア系水田除草剤施用が水田周辺の植物群落の種

多様性に及ぼす影響」、「農地管理形態の変化に伴う農地

及び周辺植生の変動予測」、「カテコール関連化合物を放

出する植物の導入が周辺の植物や土壌環境に及ぼす影響

の解明」（中期計画・小課題名）等を中心に、幅広な内

容になっている。

　スルホニルウレア系水田除草剤（SU剤）は、我が国

をはじめ韓国などでも広く使用され、水田生態系を生息

地とする水生植物群集の生存に、大きなインパクトを与

えている。15年度は、絶滅危惧水生シダ植物のSU剤に

対する半数致死濃度（LC50）の測定法を確立するために、

正確な死亡判定法として、SU剤に1週問暴露後、12日

間の回復期間を設け、その間に再生しない個体を死亡と

して判定する方法が有効であることを明らかにした。ま

た、暴露試験に供試する種々の水生植物が正常に生育す

る水耕栽培条件を特定するとともに、水耕条件下におけ

るSU剤の暴露処理濃度の変動を制御することによっ

て、水耕による室内試験法を確立した。これらによって、

水生植物のLC50と半量生育濃度（EC50）の推定が可能

となり、タコノアシでは、SU剤の一種であるベンスル

フロンメチルのLC50は4．5μg／L、幼根伸長を測度とした

EC50は0。57μg／Lであると推定された。また、サンショ

ウモでは、LC50は3．1μg／L、乾物生長を測度としたEC50

はO．14μg／Lであると推定された。ここで得られたベン

スルフロンメチルのEC50は、実測値と文献値から推定

した水田地帯の河川水中におけるその最高濃度（1～2

μg／L）より低かった。一方、日本各地で発生しているSU

剤抵抗性雑草のイヌホタルイについて、抵抗性遺伝子の

遺伝様式を解明し、遺伝子頻度の推移モデルを構築した。
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このモデルに基づく数値実験結果は日本における蔓延実

態とよく整合することから、この情報は栽培現場におけ

る技術指導のために有用と考えられたので、所の主要成

果として公表した。

　農地及び周辺植生の変動予測では、休耕・耕作放棄に

伴う管理粗放化が水田生態系における周辺植生の空間分

布と水生生物に及ぼす影響の解明、農業生態系における

植生及び植物分布の変動を把握するための調査・解析シ

ステムの開発を行っている。15年度は、利根川流域にお

ける主要な農業生態系の類型から、それぞれ8カ所ずつ

モニタリング地区を抽出し、空中写真から各地区内にお

ける土地被覆状況を把握した。その後、群馬、埼玉、千

葉および茨城県にまたがるモニタリング地点（放棄水田、

畦畔、二次林など）で合計700を超えるプロットについ

て植生調査を実施し、それらのデータを基に植生の分布

状況を解析した。一方、桜川・小貝川水系に位置する農

業生態系の2類型について、休耕田および放棄水田を対

象に、現存植生・土壌水分・リター堆積状況（自然立地

条件）、火入れ・水管理状況（人為条件）について精査

し、それに基づいて対象植生を統計的に9つの群落タイ

プに区分した。各群落タイプは、植物の指標種群および

その生活型組成において特異的であったことから、各群

落タイプと前年度作成した自然立地単位との関連性を分

析した。その結果、両者の間に一定の対応関係があった。

しかし、谷底平野一灰色低地土域では、植物群落タイプ

との対応関係において、他の自然立地単位より多様であ

った。これは自然立地特性というよりむしろ、火入れ、

灌水管理、転作などの同立地単位域における多様な管理

，形態を反映した結果と考えられる。

　カテコール化合物等の生理活性物質は、自然界や農業

生態系に生存する多くの植物種から放出され、アレロパ

シー活性を有するものが多い。15年度は、ニセアカシア

のアレロパシー活性をサンドイッチ法で検定して阻害活

性が高いことを解明するとともに、ロビネチンがその作

用の主成分であることを明らかにした。また、ソバを栽

培すると、雑草の発生を抑制することが圃場で明らかと

なったので、ソバに含まれる阻害活性成分を分析した。

その結果、没食子酸、カテキンなどのカテコール化合物

と、ファゴミンなどのピペリジンアルカロイドを検出し

た。没食子酸は5ppmで高い阻害活性があること、ソ

バの中に乾燥重で1．3％も含まれていることから、阻害

作用の主成分は没食子酸であると推定された。これらの

ことから、ソバは雑草発生を抑止するための被覆植物と

して活用可能と考えられるので、休閑農地を管理するた

めの有用情報として、この成果を所の主要成果に公表し

た。一方、植物根から放出されて土壌中に存在する他感

物質を検出するために、土壌を検体とする新たな検定手

法を確立した。この手法により、ヘアリーベッチとクワ

モドキは、根のごく周辺における土壌でも強い阻害活性

を示すことが明らかになった。この手法は、土壌中の他

感物質の消長を追跡するために、有力な手法になると考

えられるので、これについても所の主要成果に公表した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小川恭男）

　昆虫研究グループでは、4つの小課題の下で6つの実

行課題を実施したほか、地球環境部食料生産予測チーム、

植生研究グループの小課題の下で、実行課題を分担実施

した。以下、そのうちから主な課題について述べる。

　大課題「人為的インパクトが生態系の生物相に及ぼす

影響の評価」の中で、海外から導入した天敵が土着天敵

等の非標的昆虫に及ぼす影響を評価するために、小課題

「ハモグリバエ等に対する導入寄生蜂等が非標的昆虫に

及ぼす影響の評価」を実施した。すなわち、ナモグリバ

エの土着寄生蜂ササカワハモグリコマユバチの生存日数

と交尾の有無、あるいは餌（蜂蜜）の摂食の有無との関

係を調査した。その結果は、近縁の導入寄生蜂（ハモグ

リコマユバチ）と同様となり、両種はこれらの点に関し

て生態的に類似することを示した。また、クリタマバチ

の導入寄生蜂チュウゴクオナガコバチと土着寄生蜂クリ

マモリオナガコバチのクリタマバチに対する寄生状況と

両寄生蜂の交雑性を4力年分の幼虫を供試し、調査した。

その結果、導入寄生蜂の比率は次第に上昇する傾向を示

し、幼虫レベルでの両者の交雑個体は、1ヶ年のみしか

認められず、しかも低率であった。これらのことから、

近縁土着種の寄生割合の低下傾向は、両種の交雑による

影響ではないと判断された。更に、クサカゲロウの導入

種と近縁土着種をDNAにより判別するためのDNAマ

ーカーを開発した。このマーカーを利用して、両者間の

競争（捕食）実験を行った結果、優劣は認められなかっ

た。従って、導入種が直接捕食することによる近縁土着

種への影響は少ないと判断された。

　大課題「農業生態系の構造と機能の解明」の中では、

昆虫の個体群動態に及ぼす餌資源および昆虫の放出物の

影響を解明する。まず、植生構造の違いが昆虫個体群の

動態に及ぼす影響を明らかにするために、小課題「寄主

植物の空間分布がハムシ等の個体群動態に与える影響の

解析」を実施した。野外でブタクサを10m間隔に置き、

標識したブタクサハムシ成虫を放飼して移動分散を解析

した結果、生涯の移動距離は約60mと推定され、近距離
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を移動する個体が多いことを示した。しかし、室内で飛

翔測定装置で調査した結果、近距離を移動する個体と遠

距離まで移動する個体が混在することが明らかとなっ

た。得られた成果は、昆虫の個体群変動モデルを作成す

る時の基礎的パラメータとして利用できる。

　次に、昆虫個体群の動態に関係する化学的基盤を解明

するために、化学交信物質の構造と機能について、小課

題「カメムシ、ハマキガ等の放出物が周辺昆虫に及ぼす

影響の解明」で取り組んでいる。すなわち、チャノコカ

クモンハマキ防除用の交信撹乱剤（ハマキコンL）が長

年使用された場所から本種を採集し、室内で交信撹乱剤

抵抗性個体を選抜した。その結果、44世代後には、飼育

容器内に1mgの交信撹乱剤が存在する環境に置かれた

個体が、清浄な空気にさらされることなく交尾が可能で

あような抵抗性系統が得られた。交尾阻害効果は、主と

して雄への影響として現れた。

　更に、大課題「農業環境資源情報の集積」の中で、「昆

虫ジーンバンク」を実施し、オオメカメムシ（天敵）、

マメハモグリバエ（検定用昆虫）の2種を新規に導入し、

アクティブコレクション（配布可能なコレクション）に

新たにヒメカメノコテントウ（天敵）およびトビイロウ

ンカβph－3加害性系統（品種検定用昆虫）を追加した。

収集した昆虫の特性評価を合計55項目について実施し、

この結果を踏まえてヒメカメノコテントウの簡易飼育法

等を明らかにした。　　　　　　　　　　（松井正春）

　微生物・小動物研究グループでは、農業生態系に生息

する微生物・小動物を対象に、農業生態系の維持増進に

関わる生物間相互作用の解明、個体群動態を規定してい

る環境要因の解明、農業生産活動が農業生態系の微生物

・小動物の生物多様性に及ぼす影響の解明等に関する調

査研究を行い、農業環境の安全性確保に資する生物種の

制御技術の開発並びに有用機能の利用技術の開発を目的

としている。この研究目的のため、「環境要因が微生物

の増殖、個体群変動に及ぼす影響の解明（中課題）」の

下で、「土壌微生物相等の環境要因が菌核性糸状菌等の

動態に及ぼす影響の解析」、「微生物及び植物の二次代謝

物等が微生物の増殖に及ぼす影響の解析」の2つの小課

題を、「畑地及びその周辺に生息する線虫の動態解明（中

課題）」の下で、小課題として「畑地及びその周辺に棲

息する線虫の属・種構成の解明並びに昆虫病原性線虫等

の特性解明」を、さらに、「昆虫・微生物の収集・特性

評価とジーンバンク登録（中課題）」等の研究を実施し

ている。以下に、当研究グループが実施する小課題毎に、

平成15年度に得られた成果を整理して示す。

　土壌消毒等の人為的なかく乱が土壌微生物相に及ぼす

影響を評価・解明することを目的とした課題では、次の

成果を得た。T7ごcho48〃nα属菌の白紋羽病発病に対する

発病抑制効果は、土壌被覆培養法でも再現でき、紋羽病

菌と付随菌との相互関係を観察するのに有効であること

が明らかになった。白紋羽病菌と丁漉ho漉㎜α属菌の相

互関係に及ぼすGlio61α4∫κ〃36α∫8n配1αオμ規の影響を調査し

たところ、丁漉ho46滞α属菌は黄花ルピナスの白紋羽病

の発病を遅延させたが、（王6確n配1α加nの効果は判然と

しなかった。

　PCR－DGGE法によりニンジン紫紋羽病の発病に伴う

糸状菌群集の変化を調査したところ、非根圏土壌では発

病の進展に伴う糸状菌相の大きな変化は見られなかっ

た。しかし、根圏土壌とニンジン表面ではほぼ同じ変化

が見られ、発病初期までは紫紋羽菌のバンドが優先して

いたのに対し、発病が進むとMy研h顔配配属菌由来と思

われるバンドが増大し、紫紋羽病菌の蔓延と〃y航h6－

c加n属菌の出現には相互関係があることが示唆された。

分子生物学的手法で新たに紋羽病菌付随菌が見つかった

ことは、PCR－DGGE法が微生物相互関係の研究にも有

効であることを示すものである。また、白絹病菌菌核表

面から高頻度で分離されるPαnlo召α属細菌をFISH法に

より蛍光ラベルするプローブを作成し、顕微鏡観察によ

り本細菌を識別することが可能になった。この研究手法

は白絹病菌とPαn言oεα属細菌との相互作用のメカニズム

解明に利用できる。

　微生物や植物の産生する二次代謝物が共存する微生物

の増殖・抑制等の生物間相互作用に及ぼす影響を明らか

にし、指標微生物を用いた影響評価手法を確立するため、

次の課題を実施した。各種植物根圏から分離した蛍光性

Ps8認o配onαs属細菌株について、抗菌物質の産生遺伝子

に特異的なプライマーを用いたPCR法により同遺伝子

の検索を行った結果、ピロールニトリン（Pm）、2，4一ジ

アセチルフロログルシノール（Ph1）およびピオルテオ

リン（Plt）の3種の抗菌物質でその遺伝子の存在を、

また、PmとPhlについては、細菌培養液からの生産性

をそれぞれ確認した。これにより、特定微生物群から抗

菌物質を指標にした効率的な検出・同定法がほぼ確立で

きた。ナタネ根圏からPCR検索により、Phlを指標とし

て新たな蛍光性jPs6雇o配onαs属菌を分離、選抜したが、

菌種の同定は未完了である。これらの成果は産生物質に

対する感受性の異なる共存微生物を用いた増殖抑制効果

等を解明するための研究推進に活用できる。

　わが国で初めて高知県に発生したショウガ科植物の青
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枯病菌（Rαls∫oniαsolαnα66α耀〃3）は、わが国初のレース

4であり、生理型4と判定された。細菌ゲノム中の反復

配列間の領域を指標としてDNA多型を検出するrep－

PCR解析の結果、これらの分離株はそれぞれタイ産菌

株（1型）および中国またはオーストラリア産菌株（n

型）と同一であった。これらの結果から、タイに由来し、

クルクマに感染、侵入した1型系統は、その後ショウガ

およびミョウガヘと伝搬、拡大し、一方、オーストラリ

アまたは中国経由でショウガを通じて侵入したH型系統

は、1型系統とは異なる経路で、それぞれ高知県内での

定着を果たしたものと推察した。

　マメ科植物根粒菌（13属59種）およびその近縁菌（1，142

菌株）の16S　rDNA配列をもとに菌種間の系統関係を明

らかにし、菌種間の配列上の相違点が明瞭に判るように

16S　rDNAの配列情報を整理してデータセットを作成し

た。これらの情報を利用することで、目的とする根粒菌

に対して特異性の高いプライマーやプローブを設計する

ことが可能になり、マメ科植物根粒菌のモニタリング技

術の開発に利用できる。

　種々の環境に生息する線虫の多様性を解明するための

基準作成やその活用のため、また、土着昆虫病原性線虫の

殺虫活性など主要な線虫の特性解明に向けて、農環研構

内の不耕起堆肥連用圃場に生息するRhabditida目細菌食

性線虫で、B配7s∫llα属、Cα6no7hの4’加属、伽c8p加lo加s

属、Pα朋g70c6phα1∬属を同定し、属レベルの同定を完

了した。糸状菌食性線虫では6系統の培養株が確立で

き、うち1系統はAρh816nc加sαv6nα6であった。残りは

Aρh616n6ho’46s属で2種に分けられ、うち1種3系統は

尾部の形態などからA．わ’c側4伽sと同定した。昆虫病

原性線虫では、S∫6’n6用6“3α属2既知種、1未記載種の

記載を行った。昆虫病原性線虫の殺虫活性発現には黒ボ

ク土では27％程度、砂では5％程度の水分含量の土壌水

分が必要であった。S．sp．MY2猿払はセマダラコガネ幼

虫に対し、低温域でs．ん配sh’4αiより高い殺虫活性を示

した。これらの結果は、農業生産活動などが環境に及ぼ

す影響を評価する際の環境指標の作出、昆虫病原性線虫

の利用法の開発などの基礎資料として活用できる。

　微生物ジーンバンク事業にサブバンクとして参画し、

農業環境研究から得られる微生物および環境と食料の安

全性研究に役立つ微生物を主な対象として収集・保存

し、それらの特性を評価している。今年度は植物常在菌、

植物病原菌など計267株を収集した。形態・生理等分類

学的形質ならびに窒素固定・抗生物質感受性等の233特

性について503株を調査し、計3，443特性を解明した。ま

た、121株をセンターバンクヘ移管した。

　凍結保存した細菌を融解して一部を取り出し、残りを

再び凍結保存すると、生き残る菌数が減少する。多数回

の反復利用が出来るように分散媒を改良し、既知の分散

媒にトレハロースを添加すると、十分な生存菌数が得ら

れることを明らかにした。　　　　　　　　（塩見敏樹）

　組換え体チームの担当する課題は、「遺伝子組換え作

物の栽培が農業生態系における生物相に及ぼす影響評価

並びに導入遺伝子の拡散に関する遺伝学的解析手法の開

発と遺伝子拡散の実態解明」（中期計画・小課題名）で

ある。この小課題には、生物環境安全部内外の関連研究

グループやユニットが連携して合計14の実行課題が含ま

れている。これらの実行課題は、その研究目的と対象生

物によって大きく4つの分野に区分される。すなわち1）

遺伝子拡散の実態・メカニズムの解析、2）生物相への影

響の実態と評価手法の開発、3）組換え微生物の実用化に

向けた基礎的研究、4）試料・情報の整理と保管である。

　1）遺伝子拡散や遺伝子の水平移動については、ナタネ、

トウモロコシ、イネ等の作物の他、微生物を対象に研究

が進められている。遺伝子組換えナタネからの遺伝子拡

散を想定したリスク評価研究では、自生のB7αss加属

3種間における交雑個体の判別にフローサイトメトリー

とRAPD法を用いて自然交雑を判別し、花粉親を推定

した。組換え農作物から飛散した花粉による同種作物と

の交雑については、トウモロコシおよびイネを材料に胚

乳に発現するキセニアを活用し、花粉により拡散する導

入遺伝子の動態を模擬的に解析している。トウモロコシ

では、昨年度と同様に花粉親と種子親を配置し、これま

での結果と比較可能なデータの蓄積を行うと共に受粉期

間と交雑率との関係を明らかにする目的で、袋がけ実験

を実施して、群落レベルでの交雑メカニズムの解析に取

り組んでいる。微生物では、植物表生菌における遺伝子

の水平移動とゲノムの再編成の分子機構についての研究

を実施している。

　2）組換え作物が一般圃場で栽培された際の環境への影

響を評価するために、以下の研究を実施している。除草

剤耐性遺伝子組換え作物の栽培を想定して、非選択性除

草剤（グリホサート、グルホシネート、パラコート）の

長期連用による植生変化を継続調査した結果、グリホサ

ート散布区では、平成13、14年度と同様に多年生雑草が

観察されなかった。また、組換え作物の長期栽培による

影響については、ダイズおよびナタネを対象に行われて

いる。ここでは、除草剤耐性組換えダイズ、ナタネの圃

場栽培による環境影響モニタリングの課題は、幅広い生
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物相を対象にするため、生物環境安全部に加えて農業環

境インベントリーセンターと連携して実施している。土

壌微生物相には、両区間に明瞭な差異は認められなかっ

た。また、ナタネ、ダイズとも植生や昆虫相調査項目の

一部に両区問で一時期に差異があったが、いずれかの区

で常に特徴的に出現する雑草や昆虫は見られなかった。

今後もモニタリング調査を継続して傾向性を明らかにす

る必要がある。

　Btトウモロコシ花粉による非標的昆虫への影響に関

しては、平成11年における緊急調査以降も、研究が継続

しており、Btトウモロコシ花粉の鱗翅目昆虫への安全

性評価の課題として生物環境安全部、地球環境部、化学

環境部の連携により調査を実施した。また、一般圃場で

栽培を目的とした組換え作物を対象にした模擬的環境下

における組換え体植物の環境影響評価では、農林水産大

臣の承認を得た組換え植物利用計画に定められた対象植

物を、所内の組換え植物隔離圃場で栽培し、農林水産省

の定める指針にそって、それらの環境安全性を評価し、

その結果を農林水産先端技術産業振興センター（STAFF）

と協議して報告書を作成している。平成15年度は、コウ

チュウ目昆虫抵抗性およびグルホシネート耐性トウモロ

コシを組換え体隔離圃場で栽培し、周辺植物相、土壌微

生物相、非標的鱗翅目への影響について調査し、環境影

響報告書を作成した。

　3）組換え体微生物のコントロール技術開発のための基

礎的研究としては、スイサイドシステムの発現機構に着

目して、環境修復を目的とした安全かつ有用な微生物の

作出のために、このような遺伝子システムを有する微生

物を構築する目的で生育阻害遺伝子の選抜を行ってい

る。平成15年度は芳香族塩素化合物分解遺伝子を組み込

んだ組換え微生物の土壌中での分解能および定着性を検

定した結果、構築した組換え体は土壌中の3クロロ安息

香酸をよく分解し、106CFU／g乾土レベルの菌量が保た

れ、良好な定着性を示した。また、高いキチナーゼ活性

を有する組換え葉面細菌及び根圏細菌を開発し、組換え

微生物の開放系利用に向けた安全性評価のための基礎的

データの蓄積を目的にした研究も進行している。平成15

年度では、組換え葉面細菌の改良を行い、キチナーゼ活

性が高く灰色カビ病抑制効果が高いキチナーゼ遺伝子宿

主染色体導入組換え葉面細菌の作出に成功した。また、

汚染環境における遺伝子組換え微生物の安全利用に関す

る基礎的知見を得るために、遺伝子組換えにより作成し

た農薬（カルバリル）分解細菌の分解活性、接合能、生

残性、土壌微生物への影響が検討された。

　4）今後、組換え体のファミリアリティに基づきリスク

・ベネフィット等を評価する際に情報の蓄積は不可欠で

ある。組換え農作物の安全性評価に関するファミリアリ

ティー支援システムを構築するために平成15年度は、生

物多様性影響評価に関連する組換え農作物の関連文献情

報を整理した。また、ファミリアリティー支援システム

のフレームを作成し、このデータベースのサーバーを農

林水産研究計算センターのバーチャルラボに移設した。

組換え体についてのリスク・ベネフィット管理手法を開

発する目的で、組換え体について懸念されている環境へ

のリスクについて、これらのリスクが実際に起こりうる

程度を文献調査により検討した。平成15年度は、Bt作

物に関して、非標的生物への生態的影響について文献調

査を行った。調査した74論文中、12報で何らかの悪影響

を報じ、そのうちの2報が野外での実現可能性とリスク

との量的評価の可能性が報告されていた。その他には、

野外での実現性や量的評価の可能性を示した報告はなか

った。　　　　　　　　　　　　　　　　　（松尾和人）

3．化学環境部

　化学環境部は有機化学物質、重金属、栄養塩類の3研

究グループとダイオキシンチームから構成され、食料の

安全性確保と農業生態系の維持を目標に“リスク評価”、

“リスク軽減”、“環境修復”をキーワードに、農業環境

中における環境負荷物質の動態解明と制御技術の開発に

関わる研究を行っている。

　有機化学物質研究グループでは、農薬等化学物質のリ

スク評価、リスク軽減を目的に研究を実施している。

　小課題「水田用除草剤の水系における拡散経路の解明

と藻類等水生生物に対する影響評価法の開発」において

は、水環境中での農薬の動態解明のため、河川水中農薬

濃度のモニタリングを行った。その結果、降雨後の濃度

変動は河川より排水路で大きく、排水路では降雨後に平

常値の数倍の濃度になった。一方、農薬の水生生物への

リスク評価のため、除草剤の暴露条件が異なる水田、排

水路および河川の4地点から4属41株の羽状目珪藻を分

離・培養した。6種の除草剤を用い生長阻害試験を行っ

たところ、酸アミド系除草剤およびスルホニルウレア系

除草剤の羽状目珪藻に対する生長阻害活性は低く、いず

れも96h－EC50は100μ9／Lを超えた。一方、トリアジン

系除草剤は生長阻害活性が高いこと、トリアジン系除草

剤に対する珪藻同属株間の感受性差が大きいことなどが

明らかとなった。また、殺虫剤の水生昆虫への影響評価
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手法を開発するため、試験生物種としてトビケラ類を選

定し、その累代飼育条件を検討した。

　残留性有機汚染物質（POPs）が汚染源から遠く離れ

た極域でも検出され、地球的規模の拡散移動による広範

な環境汚染が問題となっていることから、日本を含む湿

潤なアジア域において使用される農薬を対象に、その挙

動を記述することのできるマルチメディアモデルの開発

に着手した。まず世界で用いられている主なマルチメデ

ィアモデルについて、モデルの概念や拡張性およびその

限界点などについて比較を行い、開発するモデルの概念

を整理した。その結果、物質の移動を記述するためには

濃度でなくフガシティを用いること、取り扱う媒体のう

ち、土壌については水田農耕地・畑作農耕地・非農耕地

に分けて考えること、空間解像度を緯度経度50程度の

グリッドボックスとすることなどを固めた。また、有機

化学物質の物性値パラメータを、物質ごとにスプレッド

シートに記載し、POPsとして指定されている物質を含

む約40物質についてデータセットを整備した。

　小課題「木質炭化素材を用いたトリアジン系除草剤汚

染環境への分解菌接種技術の開発」においては、化学物

質の土壌微生物を利用した分解・無毒化研究として、複

数の有機汚染物質を同時に分解・無毒化できる複合微生

物系を木質炭化素材中に構築することを試みた。トリア

ジン系除草剤（シマジン、アトラジン）や難分解性有機

塩素系農薬であるPCNB、PCP、HCBを同時に分解・無

毒化できる複合微生物系を木質炭化素材中に高密度で集

積させるため、PCNB分解細菌PD株およびシマジン分

解細菌CD7菌群（CD7w株、CSB株、CDB株の3株複

合系）を木質炭化素材に接種し、この炭化素材を環流装

置に充填した後、PCNBおよびシマジンを3週間還流さ

せた。その結果、炭化素材の内部に集積されたPCNB／

シマジン分解菌複合系では、各菌の単独添加区に比べて

各菌数は1／10程度に減少するが、薬剤分解能は高く、

シマジン、アトラジン5ppm添加、PCP2。5ppm添加条

件でその90％以上が分解され、単独添加区と同等の分解

能を示すことが明らかとなった。

　小課題「クロロ安息香酸分解菌等の分解能解析技術の

開発」においては、クロロ安息香酸や2，4．Dなど芳香族

塩素化合物の分解機構について遺伝子レベルでの解明の

ため、多様な属種にわたるクロロ安息香酸等分解細菌に

おいて遺伝子発現を解析できるレポーター遺伝子挿入系

を新たに開発した。1αcZ遺伝子とgentamicin耐性遺伝

子からカセットを構築し、2，4－D分解細菌の分解遺伝子

内に挿入した。作成した系により誘導物質による分解遺

伝子の発現増大が判明し、本アッセイ系の有効性が確認

された。また、日本各地の2，4－D分解細菌14株の2，4－D

分解プラスミドに関して、これらのプラスミドがこれま

でに報告されている2，4－Dプラスミドとは異なりIncP

typeには属さないこと、少なくとも2株は接合伝達能が

あることなどを明らかにした。一方、安息香酸ジオキシ

ゲナーゼ遺伝子（わ8nA）の土壌中での多様性を明らか

にするために、加nAプライマーを用いたPCR－DGGEに

よって、土壌DNAから3クロロ安息香酸の添加に伴っ

て優勢化する加nA遺伝子断片を検出し、それらがβ脈一

hol46吻属細菌に近縁な配列であることを明らかにし

た。

　小課題「新規資材による生体防御機能等の活性化機構

の解明」においては、農薬の使用量を削減するため、作

物の病害抵抗性誘導の作用機構・薬剤耐性菌の動態およ

び害虫の生活環制御機構について研究した。キュウリの

全身抵抗性誘導試験から、非殺菌性化合物アシベンゾラ

ルSメチル（ASM）の植物体への処理に伴い、ASMや

その代謝物以外の物質（過酸化水素など活性酸素種）が

情報伝達シグナルとして働き、速やかに抵抗性が誘導さ

れることが示唆された。さらにナシにおける遺伝子発現

やたんぱく質蓄積の解析から、黒星病抵抗性の発現には

ポリガラクツロナーゼ阻害たんぱく質が重要と考えられ

た。ハウスおよび圃場におけるキュウリうどんこ病やべ

と病、あるいはナシ黒星病に対する薬剤散布試験の結果

から、ASMの利用によって、通常の農薬散布と同等の

防除効果が得られた。また、ストロビルリン系薬剤など

特異作用点阻害型殺菌剤の使用により、マイコトキシン

生産菌である盈s副朔1属菌の薬剤耐性化やマイコトキ

シン生産性への影響解明研究に着手した。一方、アブラ

ムシの生殖型転換に関わる遺伝子探索研究では、ワタア

ブラムシを有性生殖発現条件（短日条件）下においた際

に発現量が大きく変動する遺伝子をディファレンシャル

ディスプレイ（DD）法等により検出・同定すると共に、

経時的な発現変動を調べた結果、短日処理によって比較

的安定して発現量が減少する遺伝子1種を見いだした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長谷部亮）

　重金属研究グループでは、中期目標である「農耕地土

壌におけるカドミウム等微量重金属の集積実態の解明及

びイネ、ダイズによる微量元素の吸収・移行の解明」の

達成に向けて、三つの小課題を実施している。

　第一の課題は、「カドミウム等の土壌中における存在

形態と吸収抑制機構の解明」であり、本年度は田畑輪換

圃場より採取した土壌の交換態および0．01M塩酸抽出
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カドミウム（Cd）が風乾処理に伴い増加し、その増加

率は畑地後の期間が長いほど低下することを明らかにし

た。また、玄米中Cd濃度と土壌溶液中Cd濃度の関係

を調べた結果、水稲の茎数決定期の土壌溶液中Cd濃度

が、可給態Cdの指標となる可能性の高いことが確認さ

れた。つぎに、多変量解析の結果に基づいて、リスク予

測式を作成するために、3つの十壌属性（0．1M塩酸抽

出Cd、土壌pH、リン酸吸収係数）を抽出し、土壌群ご

との当てはめを行った結果、0．IM塩酸抽出Cdに加え

てリン酸吸収係数が、黒ボク土および多湿黒ボク土にお

けるダイズのCd吸収の変動を説明する主要因であるこ

とを認めた。また、長野県白馬村の水田圃場で塩化カル

シウムを洗浄薬剤とした土壌洗浄試験を実施し、洗浄に

より各種形態の土壌Cd含量が低下すること、および玄

米のCd含量が大幅に低下することが確認された。

　第二の課題は、「農耕地におけるカドミウム等の負荷

量の評価とイネ・ダイズ等による吸収過程の解明」であ

り、本年度は113Cdトレーサーを用いたダイズ水耕栽培

により、生育時期別および部位別のCd濃度を調べ、葉、

茎および葉柄のトレーサー濃度は、開花期以降に減少す

る傾向が示された。なお、部位別のトレーサー吸収量を

比較すると、粒肥大期には、葉および葉柄のトレーサー

吸収量が著しく減少し、豆のトレーサー吸収量は増加す

ることが明らかとなった。また、粒肥大期までは葉が主

にCdを蓄えるが、成熟始期以降には豆に転流すること

が示唆された。作付け2作目のダイズ地上部のCd吸収

量は507mg／hであり、このうち約20％は肥料由来で、

前年度（1作目）の約10％より明らかに高く、連用効果

が認められた。つぎに、水田からの流出水のCd濃度は、

田植え期以降は河川水と同レベルであったが、春季水田

に水を入れた直後に極端に高い値を示し、冬季の非湛水

期間に土壌中のCdが可溶化している可能性が示唆され

た。また、農環研敷地内で年間を通じて採取した降雨水

中の溶存態Cdを測定した結果、降水による水田への溶

存態Cdの年間負荷量は500～800mg／ha程度で、一般的

な河川水由来の灌概水によるものと同程度かやや高いこ

とが明らかとなった。

　第三の課題は、「カドミウム吸収能の低いイネ・ダイ

ズ品種の検索」であり、本年度はCdの地上部移行抑制

におけるダイズ根細胞壁の役割について検討し、子実Cd

濃度の低いダイズ品種（作系4号）は、子実Cd濃度の

高い品種（スズユタカ）よりも根細胞壁にCdを多量に

蓄積すると共に、強固な結合画分が多く存在することを

認めた。また、播種後3週間まで栽培したダイズ幼植物

を用いて子実のCd蓄積性が高い品種を簡易に検定でき

る手法が開発された。つぎに、ダイズ、トウモロコシ、

イネを畑条件で栽培した結果、Cd吸収量はイネが一番

多く、イネ栽培後土壌のCdも減少し、イネのファイト

レメディエーションヘの利用が確認された。また、イネ

の第一染色体の中流域部分に初期のCd吸収、移行性に

係わる遺伝子座が存在することを推定した。

　一方、本研究グループでは上記3小課題以外に、「土

壌粒子によるダイオキシン類吸着特性の解明と懸濁物質

凝集促進剤の検索・評価」、「元素同位体によるネギの産

地国別・判定技術の開発」、「有機態窒素の作物による直

接吸収」の実行課題をそれぞれ担当した。「土壌粒子に

よるダイオキシン類吸着特性の解明と懸濁物質凝集促進

剤の検索・評価」では、代掻き時に凝集剤として塩化カ

ルシウムまたは塩化カリウムを施用することで、水稲収

量を低下させることなく田面水の懸濁物質（SS）を速

やかに沈降させ、SSに吸着しているダイオキシン類の

水田系外への流出を大幅に軽減できることを明らかにし

た。「元素同位体によるネギの産地国別・判定技術の開

発」では、中国の3大ネギ産地（山東省、上海、福建省）

のネギと国内産ネギのSr同位体比とSr濃度を測定し、

産地判別への適用を試み、中国産、国内産共に8割以上

が正しく判別できることを認めた。「有機態窒素の作物

による直接吸収」では、作物のタンパク様窒素の直接吸

収を導管液の分析から証明し、またニンジン等は根表面

に鉄あるいはアルミニウムとのキレート活性があり、こ

れがタンパク様窒素の吸収を助けていることを明らかに

した。　　　　　　　　　　　　　　　　　（小野信一）

　栄養塩類研究グループでは、農業排水系における水質

特性の変動、なかでも硝酸性窒素の動態解明、負荷軽減

技術の開発、流域を対象としたモニタリング手法の開発

および流域水質解析・評価システムの開発に関する研究

を行っている。

　小課題「硝酸性窒素の土層内における動態解明」では、

黒ボク土畑圃場での硝酸イオンの移動速度はみかけ上土

層内の平均水移動速度にほぼ等しいとの観測結果に基づ

き、土層別保水量と水フラックスを用いて、地表浸入水

および硝酸イオンの土層内鉛直移動時間を求めた。この

圃場では浅層地下水到達時間は多雨年ほど小さく、1．6

～6．0年と大きく変動すること、多雨年には浸透水のう

ち難透水層上を横移動する割合が増えるため、浅層地下

水通過時間（平均1．7年）の年次変化は小さいこと、浅

層地下水面から難透水層下の第二帯水層までの移動時間

は8．2～8．3年とほぼ一定であることを明らかにした。得
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られた成果は、黒ボク土畑から溶脱した硝酸性窒素の浅

層地下水を通じた流出および下方の第二帯水層にある地

下水の硝酸性窒素による汚染の予測に用いることができ

る。

　小課題「各種資材等の評価による負荷軽減技術の開発」

においては、試作した硝酸性窒素吸着資材が湛水条件で

水の浸透速度にかかわらず市販の土壌団粒化資材以上の

硝酸イオン吸着能を示した。この資材をポット栽培のチ

ンゲンサイに施用することによって、栽培期間中の硝酸

性窒素の溶脱量を無施用区に比べ2／3に抑制すること

ができた。

　小課題「硝酸性窒素の中規模流域におけるモニタリン

グ手法の開発」では、台地畑一谷津田集水域に設置した

試験井戸、湧出水を対象に水質成分のモニタリングを2

年間に渡って行い、地下水中の溶存亜酸化窒素濃度は台

地中部では高く、流下の過程で低下すること、地下水と

湧出水中の溶存亜酸化窒素濃度はO．45－5630μgN／Lと

大気平衡濃度（O．25μg－N／L）よりも高いことを明らか

にした。また、窒素安定同位体比の分析から、台地下部

の地下水では比較的好気的な条件にもかかわらず亜酸化

窒素が脱窒により分解されていると考えられた。また、

中規模流域における懸濁物質のモニタリング手法の検討

を進め、降雨後の濁水発生時に、全層平均値や河川断面

平均値を観測し、部分採水でも川の全断面の平均に近似

できることを明らかにした。

　小課題「硝酸性窒素の負荷流出予測モデルの中規模流

域への適用」においては、窒素流出防止技術の評価基準

となる農地内での窒素の動態をシミュレートするための

汎用プログラムを作成した。また、集水域からのリン、

縣濁物質の流出について、集水域の形状、各土地利用面

積に関する情報を既存データベースから集水域単位で抽

出するプログラムを作成し、これらを説明変数として、

茨城県内の水質モニタリングデータを目的変数としたリ

ンの負荷流出実態を表現する回帰モデルを試作した。マ

ッピング手法に関しては、可能な限り高速で多量データ

を扱える各種ルーチンを試作した。これらは、負荷削減

技術の評価を組み込んだ流域水質解析・評価システム構

築のための重要なパーツとなる。

　他に、当グループは、運営費交付金プロジェクト研究

として、水系を一括りとして管理指針等を策定する「森

林・農地・水域を通ずる自然循環機能の高度な利用技術

の開発」（前期平成12～14年度、後期15～17年度）、並び

に日韓両国における農業生態系の水質保全と農業活動に

伴う水質影響を解明する「農業生態系における水質保全

とその環境影響評価に関する国際共同研究」（平成15～

19年度）の推進を担っている。　　　　　（菅原和夫）

　ダイオキシンチームでは、農業環境におけるダイオキ

シン類の起源推定、汚染程度の将来予測、および系外へ

の拡散防止を目的として、作物および農耕地土壌中のダ

イオキシン類の消長解析、および水田からの流出抑制技

術の開発を行っている。

　小課題「イネ等におけるダイオキシン類の吸収、移行

特性の解明」において、作物体におけるダイオキシン類

の消長に影響を及ぼす要因を解明するため、異なる地点

・時期で生育したトウモロコシおよびスダングラスの中

のダイオキシン類異性体組成を比較した。作物体のダイ

オキシン類濃度の増減は、栽培地点における土壌中およ

び大気中粒子態のダイオキシン類濃度の違いからは説明

がつかず、試料採取時の大気中ガス態の濃度変動の影響

が大きかった。また、異性体毎の作物体と大気ガス態中

の対数濃度比と、各異性体のオクタノールー大気分配係

数の対数値（logKOA）の間に高い相関関係が認められ

た。このことから、作物体中のダイオキシン類の濃度お

よび組成は、試料採取時の大気ガス態の濃度・組成と各

異性体の物性値（KOA）に強く依存することが示唆され

た。

　水田土壌中のダイオキシン類の消長を、異性体毎の物

理化学的性質との関係から解析するため、ダイオキシン

類の全異性体の定量に着手した。従来行われてきた4－8

塩素化物に加え、1－3塩素化物についても定性・定量が

可能な全ダイオキシン類（1－8塩素化物）同時分析法を

確立した。本分析法は公定法に準じた精度管理項目を満

たしており、コプラナーPCBおよびポリ塩素化ナフタ

レンの同時分析も可能である。本分析法により保存水田

土壌（1地点、1960～1999年採取）中の全ダイオキシン

類を分析した結果、各異性体の消長は一様ではなく、1960

～70年代をピークとして以降明瞭に減少している異性

体、緩慢な減少傾向にある異性体、逆に増加傾向にある

異性体に分類された。

　東アジア地域の農耕地におけるダイオキシン類を含む

残留性有機汚染物質（POPs）の汚染実態を解明するた

め、韓国との共同研究を開始した。日韓のダイオキシン

類分析手法を統一し、クロスチェックにより双方の分析

精度が国際基準を満たすことを確認した。日韓両政府に

よるダイオキシン類に関する調査結果を比較したとこ

ろ、2001年度の環境調査結果では大気中濃度では韓国が、

水質・底質・土壌中濃度では日本が、それぞれ高い傾向

にあることが把握された。
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　代かき時の土壌流亡に伴う系外へのダイオキシン類の

流出を抑制するため、土壌粒子が分散しやすい細粒黄色

土水田において、凝集剤によるダイオキシン類流出抑制

技術の現地実証試験を行った。凝集剤として塩化カルシ

ウムまたは塩化カリウムを代かき時に300kg／ha田面施

用したところ、施用後3時間で田面水中の懸濁物質濃度

は無施用の場合の5～11％に、ダイオキシン類濃度も5

～9％にそれぞれ減少した。また、凝集剤の施用による

水稲の生育および収量への悪影響は認められなかった。

本技術は価格および労力の点においても負担は小さく、

水田からのダイオキシン類流出抑制技術として現地圃場

でも適用できることを実証した。　　　　（大谷　卓）

4．農業環境インベントリーセンター

　農業環境インベントリーセンターは、土壌分類研究室、

昆虫分類研究室、微生物分類研究室の3研究室から構成

され、土壌・昆虫・微生物の各標本館を活用して、中課

題「農業環境資源の分類・同定及び機能の解明に基づく

インベントリーフレームの構築」ならびに「昆虫・微生

物の収集・特性評価とジーンバンク登録」に関する研究

に取り組んでいる。これらの課題は、中期計画の「試験

及び研究ならびに調査」の柱「生態学・環境科学研究に

係る基礎的・基盤的研究」の大課題「農業環境資源情報

の集積」に位置づけられている。

　小課題C－3－1－1「機能に基づく土壌の分類及びインベ

ントリーのためのフレームの構築」では、中期計画の最

終目標として、土壌資源に関する情報の迅速な利用、土

壌を介する環境負荷のモニタリングや実態の迅速な解明

等に寄与することを掲げている。具体的には、水質浄化

などの機能を持ち、一方、土壌粒子の流出によって環境

負荷物質の二次的汚染源にもなっている農耕地土壌を、

深層を含めた機能に基づいて評価・分類するため、土壌

資源の標本・試料・情報資料を収集・データベース

（DB）化し、これらをWeb上で総合的に利用できるシ

ステム、すなわち、土壌インベントリーフレームを構築

しようとしている。15年度は、土壌資源情報統合システ

ムを開発した。WebGIS機能を使って地形図上に土壌図

や調査地点の表示、調査結果の入力・修正および簡単な

統計処理が現場でできる。これにより、全国展開の行政

事業「土壌環境基礎調査」などのデータを、オンライン

で一元的に収集できるようになった。また、土壌インベ

ントリーの充実については、地力保全データをもとに、

地目ごとに土壌統群または十壌統別に作十から下層まで

のデータを整理し、主要土壌のモデル断面データセット

を作成した。

　小課題C－3－1－2「所蔵タイプ標本等のデータベース化

及びインベントリーのためのフレームの構築」では、中

期計画の最終目標として、農業環境昆虫情報の迅速な利

用、侵入等昆虫の速やかな同定、昆虫多様性変動の迅速

な解明などに寄与することを掲げている。具体的には、

農業環境における昆虫に関する情報を農業環境昆虫イン

ベントリーとしてWeb上で整備するため、昆虫の標本

・情報資料を収集・整理し、標本の画像情報を含めて

DB化し、これらを総合的に利用できるシステム、すな

わち、昆虫インベントリーフレームを構築しようとして

いる。15年度は、農環研が所蔵しているタイプ標本508

種のうち、アミメカゲロウ目、コウチュウ目およびハチ

目の計279種の画像情報を得、標本ラベルおよび新種記

載文献の情報とともに、タイプ標本DBとしてWeb公

開した。また、小蛾類30科の幼虫について、腹部の鈎爪

ならびに刺毛配列の形質を抽出して形質一覧表を充実し

た。さらに、日本産ヤガ科キヨトウ属44種のうち43種の

雄成虫について主に交尾器形態による識別形質を抽出

し、ナガカメムシ科ヒメヒラタナガカメムシ亜科に1未

記載種を含む10種が存在することを初めて明らかにし、

検索表を作成した。

　小課題C－3－1－3「主要イネ科植物に常在する微生物相

の分類・同定と機能の解析及びインベントリーのための

フレームの構築」では、中期計画の最終目標として、農

業環境微生物の標本や試料および情報の迅速な利用、イ

ネ科植物に生息する微生物の速やかな同定、機能の活用

および多様性変動の迅速な解明等に寄与することを掲げ

ている。具体的には、健全に生育している主要なイネ科

植物に常在する細菌や糸状菌の生態や機能を解明し、こ

れら微生物の標本・試料などを収集し、分類・同定し、

さらに、群集構造や窒素固定機能などの解析結果を含め

てDB化し、Web上で総合的に利用できるシステム、す

なわち、農業環境微生物インベントリーフレームを構築

しようとしている。15年度は、分散型DBシステムによ

り、農環研微生物標本館所蔵の標本画像DB、2，4－D分

解菌DBおよびB撚hol467∫α属細菌DBなどを含む「微

生物インベントリー」をWeb公開した。また、健全な

イネの葉鞘などでは優占的な細菌・糸状菌が安定した群

集構造を形成していることを解明し、これらの結果を

DB化した。さらに、各地で採集した植物から糸状菌B’一

ρolα7is属菌などを分離し、c配7vκ1α7’αsp．oKI－17株は新

種、Blρolα7’sρ678g∫αnεns’sなどは日本新産種、（二v677曜配．
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10Sαは新病原菌と同定した。

　中課題「昆虫・微生物の収集・特性評価とジーンバン

ク登録」は、中期計画の最終目標として、ジーンバンク

事業連絡協議会が策定する「農業生物資源ジーンバンク

事業計画、動物部門、微生物部門」の年次計画に従って、

天敵等有用昆虫を飼育し、特性を評価し、ジーンバンク

に登録し、また、栽培ならびに野生植物体上の常在なら

びに病原微生物を分離・同定し、特性を評価して、ジー

ンバンクに登録することを掲げている。昆虫分類ならび

に微生物分類の研究室が、この事業に参画している。内

容については、生物環境安全部の昆虫研究ならびに微生

物・小動物研究の両グループの紹介を参照願いたい。

　以上のほかに、小課題A－1－2－1で「土壌中における微

量重金属の移動分布の解明」と「土壌環境基礎調査デー

タを基に玄米中のカドミウム濃度と土壌理科学性の関係

解明」、B－2－3－4で「パキスタンにおける砂漢化プロセ

スの解明と指標化に関する研究」、A－2－1－1で「組換え

体のダイズならびにナタネ区と非組換え体区における昆

虫相・訪花昆虫相のモニタリング」、A－3－3－1で「ため

池を中心とする水辺環境に特徴的な指標昆虫の選定」を

分担している。　　　　　　　　　　　　　（上沢正志）

5．環境化学分析センター

　環境化学分析センターは環境化学物質分析研究室と放

射性同位体分析研究室からなり、ダイオキシン類、農薬、

重金属および放射性同位元素等の分析法の開発と環境中

におけるこれら物質の動態に関する調査研究を行ってい

る。

　小課題C－1－1－1「塩素化ダイオキシン類等有機化学物

質の超微量分析法の開発」では、微量のダイオキシンを

精度良く分析するため分析試料中に含まれる様々な爽雑

物の除去法を検討した。動物性試料中のダイオキシンを

分析する場合、抽出前に動物組織を破壊するためアルカ

リ性エタノールを加えている。このため脂肪分が鹸化さ

れて遊離脂肪酸を生じる可能性が高い。生成した遊離脂

肪酸は分析機器に負荷を与えるため除去することが望ま

しいが、ダイオキシン類の分子量とほぼ同じで、抽出液

中のダイオキシン類をゲル浸透クロマトグラフィー

（GPC〉により分離精製することは困難であった。そこ

で、遊離脂肪酸を生じない脱水抽出法を検討し、抽出さ

れた脂肪分とダイオキシン類の分離精製法をGPCによ

り試みた。GPCカラムからのダイオキシン類の溶出時

間は34分であったが、脂肪分の溶出時間は20分であり、

ダイオキシン類の分析時における抽出物の精製にGPC

カラムが利用できることを明らかにした。

　また、POPsは難分解性で生物濃縮性が高く、長距離

移動性も高いため、地球規模での環境汚染が懸念されて

いる。POPsに含まれるディルドリン、アルドリン、エ

ンドリンは1970年代半ばには登録が抹消された農薬で、

現在それらの土壌等における残留レベルは非常に低くな

っている。このため従来の分析方法では、多くの場合定

量限界以下となり、これら農薬の正確な分布実態が把握

出来なかった。これら微量農薬の分析法を検討した結果、

高速溶媒抽出法が最も簡便で抽出効率も良いことが明ら

かとなった。さらに、13C標準物質を内部標準に用いる

ことによりpptレベルの分析が可能となった。本分析法

を用いることにより極低濃度レベルのドリン剤の分布実

態把握に向けた準備が整った。

　農薬取締法の改正により、農薬の使用についての規制

が厳しくなり、マイナー作物に対する農薬登録問題がク

ローズアップされて来ている。マイナー作物は生産量が

3万トン以下とされており、全国レベルで見れば生産量

が少なく、農薬製造業者、輸入業者はそれらの農作物に

対する農薬登録に積極的でない場合が多い。しかし、地

域的に見た場合にはその生産量や、生産金額が無視でき

ず、地域経済における重要な作物になっている場合も多

い。これら作物に対する農薬登録を容易にするため、農

作物の類型化を図ることが考えられている。ウリ科作物

の類型化の可能性を検討するため、キュウリ、ニガウリ、

ズッキー二を取り上げこれら果菜類における農薬の消失

速度、付着濃度等を検討した。平成15年度は浸透移行性

が高いと考えられるイミダクロプリド、アセタミプリド、

メタラキシル、アセフェートを取り上げた。イミダクロ

プリド、アセタミプリド、メタラキシルでは供試したウ

リ科における農薬の消失速度、付着濃度に大きな違いは

なく、農薬残留に関しては1つの農作物として類型化で

きると考えられた。アセフェートについては必ずしも十

分な回収率が得られず平成16年度再検討することとし

たG

　また、食品の安全・安心に対する関心が高まり、農産

物の出荷前に残留農薬をチェックしようという気運も生

まれて来ている。残留農薬の分析は、現在は主として分

析精度の高い機器分析によっているが、液一液分配やカ

ラムによる精製を必要とするため多くの時間と熟練、さ

らに高額な分析機器を要する。このため、さほど熟練を

要せず、高額な機器も必要としない、簡易で迅速な分析

法の開発が求められている。抗原抗体反応を利用した免
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疫化学的な分析法はその二一ズに合った手法であり、平

成15年度はネオニコチノイド系殺虫剤イミダクロプリド

キットの農作物への適用性を検討した。類似化合物に対

する交差反応性を検討したところ、クロチアニジンに対

しては12％の交差性を示したが、他のネオニコチノイド

系殺虫剤に対しては交差性を示さなかった。また、試料

から農薬を抽出する溶媒として、メタノール、アセトン、

アセトニトリルを検討した。アセトンやアセトニトリル

を使用した場合の測定感度はメタノールの場合と比較し

て6倍以上低下し、抽出溶媒としてはメタノールの使用

が最適と考えられた。さらに最後の抗原抗体反応をさせ

る反応液中におけるメタノール濃度を10％以下に抑えれ

ば良好な測定結果が得られることが分かった。

　小課題C－1－1－2「農業環境中のカドミウム等の微量分

析法の開発」では主として玄米中のカドミウムの測定法

を検討した。現在、米に含まれるカドミウムの国際基準

値の策定作業が進められており、O．4ppmの原案が提案

されているが、決定までには至っていない。日本は諸外

国よりカドミウム濃度が高い傾向にあるが、地域問、品

種間差が大きく実態把握するためには非常に多くの試料

について分析する必要がある。また、食品の安全安心を

確保するには、汚染の可能性のある収穫物については収

穫から出荷まで短期間にカドミウム含量を測定する必要

がある。しかし、従来の分析法では強酸での分解や煩雑

な操作が必要であり短時間に多数の検体を分析すること

は困難であった。そこで、米に含まれるカドミウムを複

雑な前処理を必要としない直接分析法を検討した。玄米

を粉末状にした後、加圧して錠剤を成形、これに波長213

nmのレーザーを照射、気化したカドミウムをICP質量

分析装置に導入するシステムで分析することにより0．02

～1ppmのカドミウムを分析することが可能となった。

本分析法の開発により玄米中のカドミウムは1検体当た

り1分で分析可能となった。また、低濃度のカドミウム

を分析する場合は酸化モリブデンに対する補正を行うこ

とにより分析精度はさらに高めることができた。

　また、最近遺棄化学兵器に由来すると考えられる自然

界には存在しない有機ヒ素化合物の流出が問題となって

いる。これらの化合物（ジフェニルアルシン酸、フェニ

ルアルソン酸）の分析には質量分析検出器付きガスクロ

マトグラフや電子捕獲検出器付きガスクロマトグラフを

利用した方法が報告されている。しかし、いずれの場合

もチオール化合物を誘導体化して分析しなければなら

ず、分析操作が煩雑である。このため誘導体化を必要と

しない分析法を検討した。逆相高速液体クロマトグラフ

イーとエレクトロンスプレーイオン化一飛行時間型質量

分析装置を組み合わせたシステムを使用し、チオール化

合物の誘導体化なしに上記化合物を分析可能にした。

　小課題C－1－2－1「リスク評価のための137Cs等放射性

同位元素の平常時モニタリング」では大気圏内核爆発実

験や原子炉事故等により大気中に放出された放射性同位

元素の環境汚染レベルを把握し、放射能によるリスク評

価をするため、各機関との連携のもとに農作物に含まれ

る放射能汚染レベルを測定した。平成14年度に全国15カ

所の定点から採取した米、小麦及びそれらを栽培した圃

場の土壌の放射能を測定するとともに、平常時の放射能

レベルを把握するため、研究所内で栽培した野菜類の放

射能も測定した。白米、玄麦における137Csの濃度はそ

れぞれ1～89（全国平均7．8）、7～47（全国平均25）mBq／

kgで地域差が若干認められた。畑土壌、水田土壌にお

ける137Csの濃度はそれぞれ5．2～12．9（全国平均7．8）、

1．o～16。o（全国平均7．8）Bq／kgで若干の地域性が見ら

れた。137Csは土壌の表層20cm以内に集積していた

が、90Srは下層への移動が見られ、盛岡市の多湿黒ボク

土では一40cmに最高濃度が認められた。また、野菜類で

は結球葉菜類としてキャベツ、非結球葉菜類ホウレンソ

ウ、コマツナ、チンゲンサイ、根菜類としてニンジン、

ニンニクの137Cs濃度を測定したがいずれも検出限界以

下であった。しかし、キノコ類のシイタケでは従来から

言われているとおり137Cs濃度は5Bq／kgと他の作物に

較べ高かった。

　核燃料再処理施設からの漏洩に備えて、1291の挙動を

非放射性ヨウ素の動態から予測するため、水田内の土壌

水中のヨウ素濃度予測を予測するとともに、北海道地域

の表流水中ヨウ素濃度を調査した。表層土壌のEh変化

を、地下水位変化を主パラメータとしたモデルを作成し、

Ehを予測したところ概ね実測値と一致した。また、実

測したEhから土壌水中ヨウ素濃度を予測したところ概

ねヨウ素の実測地と一致し、ヨウ素の動態予測モデル作

成の基礎ができた。また、北海道地域において畑地域を

流下する十勝川は水田地域を流下する石狩川や湿原を流

下する釧路川よりも下流でのヨウ素濃度の高まりは小さ

く、還元地域を経由しない河川ではヨウ素濃度は低くな

ると考えられた。

　また、ヨウ素の蓄積要因を検討するため、ヨウ素の形

態別収着性を調べた。103が最も土壌に収着し易く、r

と12の土壌への親和性は同程度であった。103の土壌へ

の収着反応は24時間では平衡に達せず、反応開始から20

日後も103の土壌への取り込みが徐々に進行することが
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示された。ギブサイトヘの1一、103の収着量は、反応時

間24時間と180日問でほとんど差はなかったが、腐植酸

へのr、103の取り込み量は、180日経過後著しく増加し

た。ゆっくり進行する土壌へのヨウ素の収着反応には、

無機ヨウ素の土壌有機物への取り込みが関わっているこ

とが示唆された。土壌に収着されたヨウ素のNaNO3、

NaO2溶液による脱離量を検討した。土壌に収着された

ヨウ素のうち、NO3イオンにより溶脱されるのは全体の

30％に過ぎず、ヨウ素は比較的土壌に強く保持されてい

ることが分かった。

　フッ素は歯状班の原因になるなど人の健康に係わると

して水質の環境基準項目（O．8mg／L以下）に指定され

ている。リン酸肥料には高濃度のフッ素が含まれており、

施肥とともに圃場に負荷されたフッ素の農業環境におけ

る動態解明に着手した。そこで市販肥料中に含まれるフ

ッ素量を放射化分析により測定を試みた。中性子照射に

よる放射化分析の結果は従来法の湿式分解一イオン電極

法の結果と合致し、肥料中のフッ素含量は放射化分析に

より測定できることが明らかとなった。肥料中のフッ素

含量を測定比較したところフッ素の含量は肥料の種類に

よって含量は異なり、1．3～3．5％の範囲であった。さら

に、肥料施用後の水田におけるフッ素の収支を検討した。

インプットとしては肥料、潅概水からの流入が大きく10

a当たりの負荷量はそれぞれ208．8、93．6gであったが、

雨水からの寄与は10。4gと小さかった。アウトプットと

しては田面水オーバーフローによる流出、地下浸透水へ

の流出がそれぞれ26．9g、32．Ogであり、負荷されたフ

ッ素の大部分が土壌と作物に吸収されたことになるが、

これについては未測定であり今後検討する予定である。

　国際原子力機関により、放射性同位元素の核種毎の規

制免除レベルが提示され、国内法への適用が検討されて

いる。天然の放射性同位元素の動態を明らかにする必要

がある。リン酸肥料が微量のウランを含有することから、

肥料由来のウランが農耕地に蓄積されつつあると危惧す

る意見がある。土壌中のウランの天然賦存量には地域差

があることから、地域ごとにいくつかの土壌について土

壌中ウランの垂直分布を調査した。土壌母材に大きな違

いのない農環研内の畑、水田、林地土壌におけるウラン

の垂直分布を調べた。林地土壌では深度によるウラン濃

度に大きな違いはなかったが、畑、水田土壌では表層土

壌ほどウラン濃度が高い傾向を示し、表層にウランのイ

ンプットがあった可能性が示唆された。

　中性子放射化分析の新利用法と高度化技法の開発では

臭素同位体を用いて土壌浸透水の動きを追跡する手法の

検討を行った。90atom％79Br、90atom％81Br及び通常同

位体比の臭化アンモニウム溶液を99．9％atom％重水で溶

解してトレーサー試薬とした。これを表層腐植質のクロ

ボク土に設けた無底枠に均一に散布した。経時的に、土

壌水を深度別にポーラスセラミックカップを通して採

取、一部を濾紙に吸着、中性子放射化を行い臭素の同位

体を分析した。各処理区における臭素の同位対比を求め

た。その結果、添加した臭素同位体は重水素とほぼ同じ

動きをすることが明らかとなり、臭素同位体添加法によ

り浸透水の移動が推定できることが分かった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（遠藤正造）
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H．平成15年度研究課題

1．年度計画研究課題一覧

A　農業生態系の持つ自然循環機能に基づいた食料と環境の安全性の確保

A－1環境負荷物質の動態解明と制御技術の開発

A－H　　ダイオキシン類のイネ等による吸収、移行及び特定集水域水田土壌から農業排水系への流出実態の解明

　A－1－H　　イネ等におけるダイオキシン類の吸収、移行特性の解明　　　　　　　　　　　　　　化学環境部ダイオキシンチーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重金属研究グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境化学分析センター
A－1－2　カドミウム等微量元素の土壌集積経路及びイネ・ダイズ子実への移行過程の解明

　A－1－2－1　カドミウム等の土壌中における存在形態と吸収抑制機構の解明

A－1－2－2　農耕地におけるカドミウム等負荷量の評価とイネ・ダイズ等による吸収過程の解明

A－1－2－3　カドミウム吸収能の低いイネ・ダイズ品種の検索

重金属研究グループ

農業環境インベントリーセンター

重金属研究グループ

栄養塩類研究グルーブ

重金属研究グループ

A－1－3　土壌・水系における硝酸性窒素等の動態解明と流出予測モデルの開発

　A－1－3－1　硝酸性窒素等の土層内移動の解明

　A－1－3－2　各種資材等の評価による負荷軽減技術の開発

A一一1－3－3　硝酸性窒素の中規模流域におけるモニタリング手法の開発

A－1－3－4　硝酸性窒素の負荷流出予測モデルの中規模流域への適用

栄養塩類研究グループ

栄養塩類研究グループ

重金属研究グループ

栄養塩類研究グループ

栄養塩類研究グループ

A－1－4　難分解性有機化合物分解微生物の分解能解析技術の開発及び汚染環境中への分解菌接種技術の開発

　A－1－4－1　クロロ安息香酸分解菌等の分解能解析技術の開発　　　　　　　　　　　　　　　　　　有機化学物質研究グループ

　A－1一杢2　木質炭化素材を用いたトリアジン系除草剤汚染環境への分解菌接種技術の開発　　　　　有機化学物質研究グループ

A－1－5　農薬の水生生物等に対する影響評価法の開発

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

　　　　　開発
　A－1－5－2　新規資材による生体防御機能等の活性化機構の解明

有機化学物質研究グループ

地球環境部食料生産予測チーム

有機化学物質研究グループ

A－2　人為的インパクトが生態系の生物相に及ぼす影響の評価

A老一1　遺伝子組換え生物による生態系かく乱機構の解明と影響評価手法の開発

　A－2－1－1　組換え作物の栽培が農業生態系における生物相に及ぼす影響評価並びに導入遺伝子の

　　　　　　拡散に関する遺伝学的解析手法の開発と遺伝子拡散の実態解明

生物環境安全部組換え体チーム

気象研究グループ

植生研究グループ

微生物・小動物研究グループ

有機化学物質研究グループ

農業環境インベントリーセンター

A－2－2　導入寄生蜂等による生態系かく乱の実態とかく乱機構の解明

　A－2－2－1　ハモグリバエ等に対する導入寄生蜂等が非標的昆虫に及ぼす影響の評価 昆虫研究グループ

A－3　農業生態系の構造と機能の解明

A－3－1　環境要因が微生物の増殖、個体群変動に及ぼす影響の解明

　A－3－1－1　土壌微生物相等の要因が菌核性糸状菌等の動態に及ぼす影響の解析

　A－3－1－2　微生物及び植物の二次代謝物等が微生物の増殖に及ぼす影響の解析

微生物・小動物研究グループ

微生物・小動物研究グループ

有機化学物質研究グループ

A－3－2　昆虫の個体群動態に及ぼす餌資源、昆虫放出物の影響の解明

　A－3－2－1　寄主植物の空間分布がハみシ等の個体群動態に与える影響の解析

　A－3－2－2　カメムシ、ハマキガ等の放出物が周辺昆虫に及ぼす影響の解明

昆虫研究グループ

昆虫研究グループ

A－3－3　農業生産活動が農業生態系の生物群集の構造と多様性に及ぼす影響の評価

　A－3－3－1　スルホニルウレア系水田除草剤施用が水田周辺の植物群落の種多様性に及ぼす影響

A－3－3－2　カテコール関連化合物を放出する植物の導入が周辺の植物や土壌環境に及ぼす影響解

　　　　明

A－3－3－3　農地管理形態の変化に伴う農地及び周辺植生の変動予測

植生研究グループ

昆虫研究グループ

農業環境インベントリーセンター

植生研究グループ

微生物・小動物研究グループ

環境化学分析センター

植生研究グループ

地球環境部食料生産予測チーム

A－3－4　畑地及びその周辺に生息する線虫の動態解明

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

　　　　　解明

微生物・小動物研究グループ
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B　地球規模での環境変化と農業生態系との相互作用の解明

B刊　地球規模の環境変動が農業生態系に及ぼす影響解明

B－1－1　地球規模の環境変動に伴うコメ生産地域の生産力変動予測手法の開発

　B－1－1－1　地球規模の環境変動に伴う生育阻害要因を考慮した東アジアのコメ生産力の変化予測 地球環境部食料生産予測チーム

気象研究グループ

昆虫研究グループ

生態システム研究グループ

B－1老　気候変化、二酸化炭素の濃度上昇に伴う農業生産への影響の解明

　B－1－2－1　気候変化や二酸化炭素の濃度上昇による農業気候資源量の変動特性の解明と影響評価

　　　　　法の開発

B－1－2－2　二酸化炭素の濃度上昇がアジアのコメ生産性に及ぼす影響のモデル化

気象研究グループ

地球環境部食料生産予測チーム

生態システム研究グループ

気象研究グループ

生態システム研究グループ

B畦一3　気候変化が生態系のフラックス変動に及ぼす影響の解明

　B－1－3－1　農耕地や自然生態系におけるフラックス変動の評価 地球環境部フラックス変動評価チーム

B－2　農業が地球環境に及ぼす影響解明と対策技術の開発

B－2－1　農業活動が温室効果ガスヘ及ぼす影響解明と対策技術の開発

　B－2－H　　農地の利用形態と温室効果ガス等の発生要因の関係解明及び発生抑制技術の開発 地球環境部温室効果ガスチーム

地球環境部食料生産予測チーム

生態システム研究グループ

気象研究グループ

B－2－2　農業生態系における炭化水素、花粉、ダスト等大気質の放出・拡散過程の解明

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

B瑠一3　人問活動に伴う環境変動が農業生態系における物質循環及び空間構造の特性に及ぼす影響の解明

B－2－3畦　窒素負荷の増大等による農業生態系の酸性化と窒素等の動態把握手法の開発

B－2－3－2　物質収支算定システムの構築と環境負荷の定量化手法の開発

B－2－3－3　GISを活用した農業生態系の空間構造変動の定量的把握手法の開発

B－2－3－4　中国における砂漠化に伴う環境資源変動評価のための指標の開発

生態システム研究グループ

地球環境部食料生産予測チーム

生態システム研究グループ

生態システム研究グルーブ

地球環境部食料生産予測チーム

植生研究グループ

環境化学分析センター

農業環境インベントリーセンター

C　生態学・環境科学研究に係る基礎的・基盤的研究

C－1環境負荷物質の分析技術の高度化
　C－1－1　農業環境中におけるダイオキシン類等化学物質の超微量分析法の高度化

　C－1－1－1　塩素化ダイオキシン類等有機化学物質の超微量分析法の開発

　C－1－1－2　農業環境中のカドミウム等の超微量分析法の開発

環境化学分析センター

環境化学分析センター

C－1－2　作物・農耕地土壌における137Cs等放射性同位元素のモニタリング

　C－1－2－1　リスク評価のための137Cs等放射性同位元素の平常時モニタリング 環境化学分析センター

重金属研究グループ

C－2　環境資源情報の計測・解析技術の高度化

C－2－1　農業生態系の広域的計測手法及び多変量解析手法の高度化

　C－2－1－1　衛星情報のデータベース化と画像解析手法の高度化

　C－2－1－2　リモートセンシングによる植被動態の広域的検出・評価手法の開発

　C－2－1－3　環境資源・環境負荷データの分類手法及び多変量解析手法の開発

生態システム研究グループ

生態システム研究グループ

生態システム研究グループ

C－3　農業環境資源情報の集積

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

　C－3－H　機能に基づく土壌の分類及びインベントリーのためのフレームの構築
　C－3－1－2　所蔵タイプ標本等のデータベース化及びインベントリーのためのフレームの構築

　C－3－1－3　主要イネ科植物に常在する微生物相の分類、同定及び機能解析並びにインベントリー

　　　　　　のためのフレームの構築

農業環境インベントリーセンター

農業環境インベントリーセンター

農業環境インベントリーセンター

C－3－2　昆虫・微生物の収集・特性評価とジーンバンク登録 農業環境インベントリーセンター

昆虫研究グループ

微生物・小動物研究グループ

有機化学物質研究グルーブ
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2．受託プロジェクト研究等一覧

分　　類 プロジェクト略称 プロジェクト名

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

食料変動予測 地球規模の環境変動に伴う食料変動予測に関する技術開発

形態・生理 形態・生理機能の改変による新農林水産生物の創出に関する総合研究

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

農林水産省受託プロジェクト　（ジーンバンク事業） 微生物ジーンバンク

昆虫ジーンバンク

地球温暖化 地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発

自然共生

　（水・物質循環）

　（生態系）

流域圏における水循環・農林水産生態系の自然共生型管理技術の開発

有害化学物質

　（カドミウム）

　（有機化学物質）

農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発

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

鳥獣害 野生鳥獣による農林業被害軽減のための農林生態系管理技術の開発

バイオリサイクル 農林水産バイオリサイクル研究

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

残留農薬評価 残留農薬評価のための地域特産作物の分類法及び迅速検出法の開発

果樹類紋羽病 病原菌を病気にする果樹類紋羽病生物防除法の開発

品種産地判別 微量元素分析及び分子マーカーの利用による農産物の品種・原産地判別手法の開発

高機能有機肥料 高機能を有する有機性肥料の開発

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

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

食品総合 食品の安全性及び機能性に関する総合研究

協調システム

　（1系（3）分散協調システム）

　（2系（1）農業環境情報）

　（2系（2）作物生産）

データベース・モデル協調システムの開発

多面的機能 土地改良調査計画事業　多面的機能維持増進調査

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

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

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

砂漠化（G2） 砂漢化指標による砂漢化の評価とモニタリングに関する総合的研究

ぜい弱性（B11） 地球温暖化による自然・社会システムの脆弱性の評価に関する研究

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

炭素収支（S1） 21世紀のアジアにおける科学的陸域炭素管理に向けた統合的炭素収支研究

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

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

イネ花粉飛散（FS6） 組換え農作物の環境安全性評価のための基礎的研究一一般圃場を活用したイネの花粉飛散の解析一

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

水資源変動予測 21世紀のアジアの水資源変動予測

カドミ吸収遺伝子 イネのカドミウム吸収関連遺伝子座の同定

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

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

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

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

（基盤研究B） 大気CO2増加に対する水稲の器官形成応答機構の解明

（基盤研究A） 超強酸性領域における植物と土壌の相互作用に関する研究

その他受託プロジェクト 新分野創出（生研セ） 共生微生物等を利用した荒廃土壌の修復技術の開発

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

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

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

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

委　　託　　内　　容 委託先
契約年月日

（完了年月日）

委託金額

（千円）

1 放射菌の抗生物質生産及び形態分化の開始の調節機構 東京大学大学院農学生命 H15．5．7 1，800

科学研究科 （田6．3．10）

2 露地野菜地域の養分収支の解明による小河川を対象とした養分 愛知県農業総合試験場東 H15．7．25 3，500

管理技術の開発 三河農業研究所 （H16．3．10）

3 水田一地下水系における窒素浄化機能の評価と適用条件の解明 愛知県農業総合試験場 H15．7．25 3，500

（H16．3．10〉

4 休耕田および水稲収穫跡地の脱窒能の評価と水質浄化技術への 静岡県農業試験場 H15．5．15 2，300

活用 （H16．3．10）

5 高CO2濃度下における農作物群落内微気象の計測とモデリング 愛媛大学水資源工学研究 H15．5．30 641

室 （H16．3．10）

6 ネギ中の鉛・ストロンチウム同位体分析方法の開発と測定 東京工業大学大学院理工学 H15．9．8 2，775

研究科地球惑星科学専攻 （H16．3．10〉

7 溶出分別法によるイグサ加工品の高精度産地判別法の開発 筑波大学地球科学科 H15．8．21 1，850

（H16．3．10）

8 パキスタンにおける砂漢化プロセスの解明と指標化に関する研 ㈹国際環境研究協会 H15．9．2 2，711

究 （H16．3．10）

9 中国における砂漢化に伴う環境資源変動評価のための指標開発 筑波大学農林学系 H15．10．24 1，546

に関する研究 （H16．3．10）

10 長期連用水田及び畑におけるカドミウム収支の解明 農業技術研究機構中央農 H15．7．3 2，500

業総合研究センター （H16．3．10〉

11 作物吸収と相関の高い土壌交換性カドミウムの解明 農業技術研究機構北海道 H15．6．27 2，200

農業研究センター （H16．3．10）

12 土壌溶液中のカドミウム濃度による水稲に吸収されるカドミウ 秋田県農業試験場 H15．7．9 2，500

ム濃度の推定 （Hl6．3．10）

13 小麦・ダイズ・ホウレンソウ等可食部のカドミウム濃度と土壌 北海道立中央農業試験場 H15．9．16 3，000

理化学性との関係のほ場での検証 （H16．3．10）

14 水稲のカドミウム吸収能に関する品種間差異のほ場における検 富山県農業技術センター H15．7．3 2，200

証 農業試験場土壌肥料課 （Hl6．3．10）

15 ホウレンソウのカドミウム吸収能の品種間差異の検証 埼玉県農林総合研究セン H15．7．10 1，200

ター園芸支所 （H16．3．10）

16 ホウレンソウのカドミウム吸収能の品種問差異の検証 茨城県農業総合センター H15．7．9 1，200

農業試験場 （H16．3．10〉

17 貧栄養流域における酸性物質の動態と収支の推定 信州大学理学部物質循環 H15．9．17 2，510

学科 （H16．3．10）
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委　　託　　内　　容 委託先
契約年月日

（完了年月日）

委託金額

（千円）

18 流域における窒素、イオウの循環プロセスの解明 東京農工大学農学部環境 H15．9．17 1，986

資源科学科 （H16．3．10）

19 貧栄養流域における酸性物質の動態と収支の推定 名古屋大学環境科学科 H15．9．1 2，808

（Hl6．3．10）

20 植生一土壌プロセスに基づく流域スケールの物質循環モデルの 東京大学大学院農学生命 H15．9．16 1，983

開発 科学研究科 （H16．3．10）

21 貧栄養流域における酸性物質の動態と収支の推定 北海道大学北方生物圏フ H15．10．29 1，712

イールド科学センター （H16．3．10）

22 影響の変動性・地域性を考慮した農業生態系のリスク評価に関 京都大学農学部 H15．10．20 2，024

する研究（アジアにおける作物栽培の脆弱性の評価） （H16．3．10）

23 土壌炭素フラックスの時空間変動の定量的評価 岐阜大学流域圏科学研究 H15．9．25 8，793

センター （H16．3．10）

24 土壌炭素フラックスの時空間変動モデルの構築と広域推定手法 岐阜大学流域圏科学研究 H15．9．25 2，893

の開発 センター （H16．3．10）

25 土壌炭素フラックスの時空間変動の定量的評価 都留文科大学文学部 H15．9．18 3，748

（H16．3．10）

26 土壌炭素収支におけるプロセスの相互作用と時空間変動 玉川大学農学部 H15．8．25 2，901

（H16．3．10）

27 土壌炭素フラックスの時空間変動の定量的評価 山梨県環境科学研究所 H15．9．16 1，647

（H16．3．10）

28 土壌炭素収支におけるプロセスの相互作用と時空間変動 筑波大学生物科学系 H15．10．20 7，922

（H16．3．10〉

29 農耕地生態系における炭素収支 岡山大学環境理工学部 H15．10．8 2，289

（H16．3．10）

30 東北地域における修復作物栽培法の確立 秋田県農業試験場生産環 H15．7。1 3，000

境部 （H16．3．10）

31 九州地域における修復作物栽培法の確立 福岡県農業総合試験場生 H15．6．5 1，509

産環境研究所化学部 （m6．3．10）

32 修復作物処理のための効率的システム技術の開発 ㈱植物工学研究所 H15．6．19 45，725

（m6．3．10）

33 兵庫・瀬戸内地域におけるイネ等のカドミウム吸収を最大化す 兵庫県立農林水産技術総 Hl5．6．5 4，300

るための栽培管理技術の開発 合センター （H16．3．10）

34 九州中部地域における高吸収イネのカドミウム吸収を最大化す 熊本県農業研究センター農 H15．11．20 2，200

るための栽培管理技術の確立 産園芸研究所環境保全部 （H16．3．10）

35 北部九州地域の高吸収イネー高吸収ムギ体系におけるカドミウ 福岡県農業総合試験場生 H15．6．5 2，500

ム吸収を最大化するための栽培等管理技術の開発 産環境研究所化学部 （H16．3．10）

36 北陸地域の高吸収イネー高吸収ムギ体系におけるカドミウム吸 福井県農業試験場生産環 H15．6．5 3，000

収を最大化するための栽培等管理技術の開発 境部 （H16．3．10）



37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

　　　　　　　　　　　　　　　　H．平成15年度研究課題

　　　　　　　委　託　内　容

カドミウム高吸収イネの選定と検定法の確立

重金属耐性遺伝子の導入によるイネのカドミウム蓄積能改良

重金属トランスポーターの分子育種によるカドミウム吸収能の

増強と新規有用遺伝子

農家圃場を対象とした土壌洗浄システムの開発

洗浄法とファイトレメディエーションを組み合わせた修復技術

の実証試験

二条大麦の低吸収・低蓄積機構の解明

小麦の低吸収・低蓄積機構の解明

東北地域における野菜類の低吸収・低蓄積機構の解明

中部亀域における野菜類の低吸収・低蓄積機構の解明

山陰地域における野菜類の低吸収・低蓄積機構の解明

水産系廃棄物のリスク評価とリスク軽減策の開発

都市廃棄物のリスク評価とリスク軽減策の開発

畜産廃棄物のリスク評価とリスク軽減策の開発

堆きゅう肥等リスク評価とリスク軽減策の開発

北陸西部地域における営農対策技術の確立

山陰地域における営農対策技術の確立

北陸東部地域における営農対策技術の確立

関東地域における営農対策技術の確立

九州地域における営農対策技術の確立

21

委　託　先
契約年月日 委託金額

（完了年月日） （千円）

秋田県農業試験場生物工 H15．7．1 2，000

学部 （田6．3．10）

改良 秋田県立大学生物資源科 H15．7．29 2，000

学部 （H16．3．10）

収能の 東北大学大学院生命科学 H15．6。27 2，000

研究科 （H16．3．10）

太平洋セメント㈱中央研 H15．5．29 6，000

究所第1研究部 （H16．3．10）

復技術 長野県農業総合試験場環 Hl5．6．25 2，500

境保全部 （Hl6．3．10）

栃木県農業試験場環境保 H15．6．25 2，470

全研究室 （H16．3．10）

群馬県農業技術センター H15．6．16 3，190

土壌肥料課 （H16．3．10〉

岩手県農業研究センター H15．6．25 2，470

環境保全研究室 （H16．3．10）

岐阜県農業技術研究所環 H15．6．16 2，470

境部 （H16．3．10）

島根大学生物資源教育研 H15．7．1 3，471

究センター （H16．3．10）

北海道立道南農業試験場 H15．8．28 3，000

園芸環境科 （H16．3．10）

北海道立中央農業試験場 H15．8．28 3，000

クリーン農業部 （H16．3．10）

北海道立天北農業試験場 Hl5．8．28 3，000

（H16．3．10）

熊本県農業研究センター農 H15．11．20 3，000

産園芸研究所環境保全部 （H16．3．10）

富山県農業技術センター H15．6．16 2，800

農業試験場土壌肥料課 （H16．3．10）

鳥取県農業試験場環境研 H15．7．3 2，000

究室 （H16．3．10）

新潟県農業総合研究所基 H15．6．16 2，800

盤研究部 （H16．3．10）

埼玉県農業総合研究セン H15．10．28 2，400

ター農産物安全性担当 （H16．3．10）

熊本県農業研究センター農 H15．11．20 2，000

産園芸研究所環境保全部 （H16．3．10）
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委　　託　　内　　容 委託先
契約年月日

（完了年月日）

委託金額

（千円〉

56 動態モデル開発のための水田用農薬の動態解明 岩手県農業研究センター H15．6．25 1，800

環境保全研究室 （Hl6．3．10）

57 果樹用農薬の河川への流出実態の解明 長野県農業総合試験場環 H15．6．25 1，800

境保全部 （H16．3．10）

58 茶園等傾斜地での農薬使用による動態解明 愛知県農業総合試験場環 Hl5．7．22 1，800

境基盤研究部環境安全グ （H16．3．10）

ループ

59 農薬の環境水中濃度予測モデルの開発 岐阜大学工学部社会基盤 H15．7．31 3，500

工学科 （H16．3。10）

60 ノニルフェノールの土壌、農作物における動態と水系流出機構 埼玉県農林総合研究セン H15．10．28 1，800

の解明 ター農産物安全性担当 （H16．3．10）

61 マルチメデイアモデル開発のための散布農薬の大気移行・拡散 ㈱エスコ環境事業部 H15．6．5 4，500

量評価 （田6．3．10）

62 模擬環境を用いた各種媒体（土壌・水分など）における農薬等 （財化学物質評価研究機構 H15．7．3 3，000

の分解・消失速度の温度依存症の解析 東京事業所環境技術部安 （H16．3．10）

全性評価技術研究所

63 水域の微生物生態系に及ぼす化学物質の影響評価試験方法の開 島根大学生物資源科学部 H15．7．1 4，000

発 微生物生態学研究室 （H16．3．10）

64 アルキルフェノール関連物質の土壌及び河川底質、河川水での 九州共立大学総合研究所 H15．6．16 3，000

動態及び生成される物質の内分泌かく乱活性の検定 生物機能化学研究室 （H16．3．10）

65 異物代謝酵素系を利用した難分解性有機汚染物質の負荷軽減技 神戸大学遺伝子実験セン Hl5．6．27 4，500

術の開発 ター環境遺伝子機能制御 （H16．3．10）

研究分野

66 植物一根圏微生物共生系を利用した化学物質の分解除去技術の 理化学研究所植物科学研 H15．7．11 4，500

開発 究センターレメディエー （H16．3．10）

ション研究チーム

67 有機塩素系化合物分解菌の分子育種 九州大学大学院農学研究 H15．7．14 4，500

院応用微生物学講座 （H16．3．10）

68 ダイオキシン類・DDT分解酵素系の解析と効率的分解系の開 長岡技術科学大学微生物 H15．6．16 5，000

発 工学研究室 （H16．3．10）

69 ダイオキシン分解能の自然界での伝播と環境浄化への応用 東京大学生物生産工学研 H15．6．23 4，500

究センター環境保全工学 （H16．3．10）

部門

70 土壌疑集剤および吸着剤を用いた化学物質の汚染拡散防止技術 愛知県農業総合試験場作 H15．7．22 1，800

の実証 物研究部作物グループ （H16．3．10）

71 ダイオキシン類動態制御のための新規強疎水性資材の開発 大阪大学大学院薬学研究 Hl5．7．18 2，500

科生体機能分子化学分野 （H16．3．10）

72 生物機能を利用したダイオキシン類の分解技術の実用化 出光興産㈱中央研究所環 H15．8．28 3，000

境バイオグループ （H16．3．10）
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委　　託　　内　　容 委　託　先
契約年月日 委託金額

（完了年月日） （千円）

73 化学物質汚染土壌の対策技術に対するリスク経済評価手法の開 名古屋大学難処理人工物 H15．7．1 4，500

発 研究センター （H16．3．10）

74 アメダス地域気象データ等を用いた水田水温・地温予測評価シ 東北大学理学部附属大気海 H15．7．14 800

ステムの開発 洋変動観測研究センター （H16．3．10）

75 地域特産イネ科、セリ科、シソ科農作物における農薬の残留性 ㈹日本植物防疫協会 H15．8．19 21，000

評価手法の確立 （H16．3．10）

76 モノクロナール抗体を用いたELISA用試薬キットの開発 ㈱ホリバ・バイオテクノ Hl5．8．25 6，500

ロジー （H16．3．10）

77 組換え体scFV抗体の大量生産とアフィニティーカラムの開発 神戸大学遺伝子実験セン H15．8．28 4，000

ター （H16．3．10）

78 農業生産現場における分析キット使用のための技術開発（葉菜 埼玉県農林総合研究セン H15．10．27 4，000

・根菜類）と評価システムの現地検証 ター農作物安全性担当 （H16．3．10）

79 農業生産現場における分析キット使用のための技術開発（果菜 福島県農業試験場農芸化 H15．8．25 1，500

・果実類） 学部 （H16．3．10）

80 農業生産現場における分析キット使用のための技術開発（穀類） 宮城県農業・園芸総合研 H15．8．25 1，500

究所園芸環境部 （H16．3．10）

81 わが国とアジア諸国の農耕地におけるCH4、N20ソースデータ 海洋科学技術センター横 H15．9。26 2，600

ベースの構築と削減効果の広域評価 浜研究所 （Hl6．3．10）

82 わが国とアジア諸国の農耕地におけるCH4、N20ソースデータ 北海道立上川農業試験場 H15．12．17 2，610

ベースの構築と削減効果の広域評価 栽培環境科長 （H16．3．10）

83 わが国とアジア諸国の農耕地におけるCH4、N20ソースデータ 北海道大学北方生物圏フ Hl5．11．25 4，560

ベースの構築と削減効果の広域評価 イールド科学センター （H16．3．10）

84 わが国とアジア諸国の農耕地からの実効的CH、、N，0ソース制 千葉大学園芸学部 Hl5．10．24 8，468

御技術の開発 （H16．3．10）

85 東南アジア山岳地帯における移動耕作生態系管理法と炭素蓄積 京都大学大学院農学研究 H15．12．10 4，000

機能の改善に関する研究 科 （H16．3．10）

86 農村地域における炭素収支の定量的評価と費用対効果に関する 豊橋技術科学大学工学部 H15．8．1 1，900

研究 （Hl6．3．10）
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3．法人プロジェクト研究課題一覧

タイプ 研　　究　　課　　題　　名 担当研究単位

　　　リモートセンシングによる植物現存量推定高度化のための中間赤外域光
独立
　　　センサの活用手法の開発

地球環境　　　環境計測U

独立　　GISを利用した鋸南町周辺での生物生息域変動の定量化把握手法の開発　　地球環境　　生態管理U

独立　　渦相関法とチャンバー法による土壌呼吸速度の比較 地球環境 フラックスT

独立　　土壌くん蒸処理が微生物群集構造の均一性に及ぼす影響評価 生物安全　　　微生生態U

独立　　家畜ふん由来抗生物質耐性細菌の環境リスク評価 化学環境　　　有化G長

独立　　リァルタイムPCR法による土壌細菌の定量技術の開発 化学環境　　　土微利用U

独立　　亀裂の発達した転換畑からの懸濁態負荷物質の流出特性の解明 化学環境　　　土壌物理U

独立　　大気沈着由来の有機態窒素の実態把握 化学環境　　　水質保全U

独立　　バイオアッセイ法による水田土壌中ダイオキシン様物質の活性評価 化学環境 ダイオキシンT

独立　　玄米中カドミウムの直接分析法の開発 環境分析　　　化学分析研

　　　ノニルフェノールの免疫化学測定法開発に向けた抗ノニルフェノール抗
独立
　　　体の適応性評価

環境分析　　　化学分析研

独立　　農用地土壌におけるウランの動態 環境分析　　　放射分析研

独立　　土壌くん蒸剤のプラスチックフィルム透過速度の評価方法の開発 化学環境　　　農薬動態U

　　　ワタアブラムシのエステラーゼ遺伝子塩基配列の相違に基づく有機リン
独立
　　　剤感受性及び抵抗性の簡易識別法の開発

化学環境　　　農薬軽減U

独立　　ドリン類吸収能の作物間比較 化学環境 ダイオキシンT

運営　　農業環境インベントリー構築に係わる標本作製・保存 インベントリ　昆虫分類研

インベントリ　土壌分類研

運営　　農業環境インベントリーシステムの設計・試行を目指したオンラインデ

　　　ータベース結合システムの設計・試行、農業環境微生物インベントリー

　　　フレーム原型の試行および昆虫等標本・情報のDB化とデータファイル

　　　化の加速

インベントリ

インベントリ

インベントリ

生物安全

生物安全

生物安全

昆虫分類研

微生分類研

土壌分類研

微生物機能U

微生物生態U

線虫小動物U
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皿．研究成果と展望

1．トウモロコシ花粉飛散量の連続的
　　自動計測

　遺伝子組換え技術を用いて作られた作物の安全性や環

境への影響が懸念される中、害虫抵抗性トウモロコシ花

粉が標的外の昆虫を傷つけてしまう可能性や、花粉の飛

散による別品種との交雑等が問題となっている。トウモ

ロコシ群落から放出された花粉の周辺空問への飛散数

は、群落からの距離に従って指数関数的に減少するとさ

れている。しかしながら、どこまで飛散するかは、気象

条件や植物の開花状態等によって大きく左右される。こ

のような間題に適切に対応するためには、風媒花作物の

空中花粉の飛散動態を詳しく知る必要がある。飛散動態

調査には、まず、問題となる作物に適した空中花粉自動

測定手法の開発が必要である。そこで我々は、トウモロ

コシを対象として、簡易かつ連続的に自動計測が可能な

空中花粉の測定装置（トウモロコシ花粉モニター）を開

発した（図1）。

　　　　　図1　トウモロコシ花粉モニターの外観

トウモロコシ花粉モニターの概要

　図2a）に光学系のブロック図を示す。オートパワーコ

ントロールされた波長780nm、出力3mWの半導体レー

ザーから出た光は、コリメートレンズ及びかまぼこ型の

シリンドリカルレンズを通して、大気吸引ノズル部にお

いて厚さ約30μmのシート状のビームにする。そこにノ

ズルから粒子が入り込むと、粒径に応じた散乱光を生じ、

その散乱光を受光素子（PIN－PD）で検知する。この信

号は粒子がシート状の光を通過する時間だけ出力する為

にパルス状の信号となる。そのパルス幅と前方及び側方

散乱光量を検知することにより、球形に近い粒子を検出

できるように設計した。

　図2b）に花粉モニターのエアーフロー系を示す。大気

吸引口には垂直にロートを取り付け、風向きに影響され

ないようになっている。吸引口は砂抜き容器に直結して

おり、砂は比重差で落下し、除去される。花粉を含んだ

大気は光学系に入り、半導体レーザー光に照射され、花

粉などの粒子が存在すると散乱により検知する。その後、

大気はフィルターを通り、花粉などの粒子を除去し、ポ

ンプ脈流を軽減する緩衝タンクを経てポンプに吸引され

る。ポンプから排出された一部の大気は、フィルターを

通して光学系内に戻る。この気流は花粉を含んだ吸引空

気を包み込むようにして光学系内を通過する（エアージ

ャケット方式）。この方式は、光学系内の汚れを防ぐだ

けでなく、花粉濃度の変化に対する応答性を改善する。

測定流量は、ポンプの大きさと光学系の特性等を考慮し

た結果、毎分4．12（4時問でl　m3）とした。

a）光学系

大気
も

→

■曜騨■．”じ蓼．一〇■■層一〇

整流管

冒冒
■■o●

”層．
も層膠8．．．曜膠量5．暉騨．露6

留

（立面図）

b）気流系

前方散乱検出器
　　　　　　　　光収束レンズ　　　　空倉流路
　　　　　　　　　半導体レーザー

（平面働　　　調光シリンダーレンズ

　　側方散乱検出器

　r＿太氣照L目
ガラス製一　i

1光
、　■昌

ヘロロしロ　じロロロロじロじロロドロロロ　ロ

砂塵濾過装置

空気排出口

流量計

バルブ

　　　　　　　←循環気流　　　フィルター

学・訂羅気1鮭湘　　　ポン

毎分41
リットル

　　　　フィルター緩衝タンク

図2　トウモロコシ花粉モニターの光学系と気流系

トウモロコシ花粉モニターの計測値

　トウモロコシ花粉モニターによる花粉飛散量を、花粉

モニターに近接して設置したダーラム型捕集器による花

粉飛散数と比較した。ダーラム法は、空中花粉の基準的
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測定法として広く用いられている手法であるが、顕微鏡

での花粉計数に多大の労力を要する等の間題点がある。

花粉モニター（吸引口大）による飛散量とダーラム法に

よる飛散数の間の相関係数は0．949、花粉モニター（吸

引口小）による飛散量とダーラム法による飛散数の間の

相関係数は0．928となった。いずれの組み合わせでも、

花粉モニターの飛散量は、ダーラム法の飛散数と非常に

高い相関が認められた。図3に、ダーラム法による花粉

飛散数と、花粉モニターによる花粉飛散量の関係を散布

縷灘
灘　「

織『

欝欝，

図3　ダーラム法による花粉計測値と花粉モニター装置による

　　日花粉飛散量の関係

図で示す。回帰直線の寄与率から、トウモロコシ花粉モ

ニター（吸引口大〉は、ダーラム法で測定した変動の89％

を説明することがわかる。

花粉飛散量の経時変化

　図4に、トウモロコシ花粉モニターで計測された花粉

飛散量の経時変化を示す。この図から、花粉飛散量の多

い日も少ない日も、飛散量の日内変動がきわめて大きい

ことがわかる。日中に最大となり、夜間にほぼゼロとな

ること、ピークは鋭く尖っており、滑らかな変化ではな

く不連続で間欠的であることなどがわかる。午前中にピ

ークがあり、正午にはピークの半分以下に減少している。

日の出後の増加は急であるが、ピーク後から夜にかけて

の減少は緩やかである。

　本装置は、さらに高精度で空間的代表性の高い値が得

られるように改良する予定である。そのため、今後は、

データの中に含まれている目的花粉以外のミスカウント

やノイズを詳しく分析し、検出に用いるレーザー光源の

波長や計数時の判別アルゴリズムについて検討する計画

である。また、本装置で得られたデータをもとに、気象

条件と植物生育ステージ等から合理的かつ簡易に、トウ

モロコシ花粉飛散量を予測できる手法を開発していく予

定である。

　　　　　　　　　　（大気保全ユニット　川島茂人）
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図4　トウモロコシ花粉モニターで計測された花粉飛敵量の経時変化
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2．わが国における1980年代以降の窒
　　素収支の変遷

はじめに

　わが国では食料自給率の低下が懸念されて久しく、食

生活の洋風化とともに食飼料の輸入が増大し、90年代後

半には、自給率はカロリーベースで約40％まで落ち込ん

でいる。このことの問題点は、食料の安定的確保という

直接的な側面にとどまらず、結果として、海外から持ち

込まれた膨大な養分が生態系の自然循環に対する撹乱要

因となり、近年、湖沼の富栄養化をはじめ、環境に対す

る様々な悪影響として現われている。

　農業環境技術研究所は、これらの環境に対する窒素負

荷をマクロな観点から把握するため、「全国版養分収支

算定システム」を開発し、これまでに、1992年までの窒

素収支を公表してきた。しかし、その後、依然として食

飼料の輸入増加は続いている。そこで、1997年の窒素収

支を算定し、1982年、1987年、1992年の算定結果と併せ

て、近年における窒素収支の変遷を明らかにした。

全国版養分収支算定システム

　全国版養分収支算定システムは、以下に示す既存の農

業関連統計資料・文献から、約70種の食飼料品目に関す

る、年間の生産、流通（食用、加工用、飼料用など）、

消費等の物流量のデータを収集・加工し、品目ごとの窒

素含有率を乗じて窒素量に換算して、その流れを示すこ

とができる。

①食飼料：食料需給表、飼料月報、農林水産物輸入実績

②補足情報：肥料要覧、食品産業統計年報

③養分換算：日本食品標準成分表、日本標準飼料成分表

　存の増加傾向を示している。

　次に、算定精度を1997年の「環境」への総排出量の約

85％を占める「食生活」と「畜産業」の排出量について、

既存の関連データとの適合度から検討した。

①「食生活」からの排出量（643千tN）は、生ごみと生

　活排水（し尿・台所排水、風呂等）とみなすことがで

　きる。生ごみは、品目別の食品廃棄・食べ残し率から、

　42千tNと推測され、残りの601千tNを生活排水分と

　すると、生活下水基本原単位を用いた見積量の543千

　tN（11．8gN／人・日×12，600万人×365日）とは約10％

　の違いであった。

②「畜産業」から環境への排出量は802千tNと推測され

　た。このうち、家畜糞尿の量は、牛・豚・鶏の飼養家

　畜全体に供給された飼料の総窒素量から、と畜体と畜

　産物（鶏卵、牛乳）に含まれる窒素量を差し引き、約

　730千tNと推測された。本量は、1999年における飼養

　家畜に対し、1日1頭羽当たりの糞尿中の窒素原単位

　を用いた算定値721千tN（原田靖生、2001）とほぼ同

　等であった。

おわりに

　食飼料の輸入増と国内生産の落ち込みによって生じた

食料自給率の低下は、本窒素収支の算定では、輸入と国

産由来の窒素量の経年的変化に顕著に示されている。ま

た、環境への負荷は、1992年をピークに総排出量が減少

に転じたが量としてはわずかである。今後は、食べ残し

等の減少を含めた食生活の見直し、家畜ふん尿や食品加

工残さの堆肥化と飼料米などの生産への利用など、負荷

軽減と国産食飼料の利用拡大を導くための取り組みが、

より一層重要になると考えられる。

　　　　　　　　（物質循環ユニット　織田健次郎）

窒素収支の変遷と算定精度

　1982年から1997年までの5年毎の窒素収支の変遷を図

1に示す。この間の変遷を概括すると次のとおりである。

①環境への総排出量（年間の総消費量）は、1992年の1，708

　千tNをピークとして、1997年は、若干減少している。

　一方、供給面からみると、1987年からの国内生産の減

　少と一貫した輸入の増加が顕著である。

②輸入物の増加を、畜産業の場合でみると、飼料として

　の輸入はむしろ減少し、枝肉や乳製品向け牛乳など、

　原料より製品に近い形態の輸入物が増加している。ま

　た、加工業への供給量の輸入割合の増加、国内生産に

　おける作物残さの減少など、いずれも、食料の海外依
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図1　わが国の食料供給システムにおける窒素収支の変遷（単位二千tN）

注）　4つ組の数値は、上から順に、1982年、1987年、1992年、1997年のフロー及び現存量等に対応する。

　　　「輸入食飼料」の内部に示した「輸入畜産物」は、製品形態の輸入畜産物であり、「輸入食飼料」の生産量の内数である。
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3．衛星画像を用いたモンスーンアジ
　　アでの主要穀物の栽培期問の推定

はじめに

　地球規模の気候変化により、降雨の地域的な分布やそ

のパターン（雨の降り方）『が変わり、全球スケールで水

循環が変化することが気候モデルなどで予測されてい

る。とくに、モンスーンアジアでは年々の降水量の変動

が大きくなり、洪水と渇水が頻発することが予想され、

穀物生産への影響が懸念されている。このため、わが国

の食料需給に深く関係するモンスーンアジア地域の穀物

生産が、将来に起こる気候や水循環の変化によって、ど

のような影響を受けるのかを予測することが重要な課題

となる。

　このような影響を予測するためには、降水量や蒸発量、

土壌水分量などの気象環境要素と穀物生産との関係を明

らかにする必要がある。これらの要素の広域的な分布を

把握する手段として、人工衛星から得られる画像データ

を使用することが有効である。そこで、衛星画像データ

を用いて、気象環境要素を明らかにするのに主要穀物の

栽培期間の分布を推定する手法を考案し、これを用いて

モンスーンアジアの栽培期問の分布を解析した。
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　　と施した後（Processed　Data）の正規化植生指数（NDVI）
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推定方法

　主要穀物の栽培期間を広域に推定するには、人工衛星

から得られた植生指数（NDVI）画像データを用いる。

植物の緑葉には青領域と赤領域の波長を吸収し、近赤外

線領域の波長を強く反射するという性質がある。NDVI

はその性質を用いて算出された、植物の存在量と状態を

示す指数である。ここでは、このNDVI画像データの時

系列を作り、主要穀物が栽培されている各画素（ピクセ

ル）におけるNDVIの時間変化から栽培期間を推定する

方法を採用した。しかし、モンスーンアジア地域には明

瞭な雨季があり、そのためにNDVI画像データは雲や水

蒸気などの影響を強く受ける。そこで、雲などの影響を

取り除くNRF（Noise　Reduction　Filter）処理を施し、NDVI

の時間変化を推定した（図1）。

　つぎに、栽培期間のデータが均質に得られる日本の水

稲データを用いて、栽培期間とNDVIの時問変化との関

係を解析した。ここでは、移植日から収穫日までを水稲

の栽培期間と定義し、水稲が栽培されているピクセルの

NDVIの季節変化から移植日直後と収穫日直前のNDVI

の値を抽出した（図2）。その度数分布を示したものが

図2

1

　234567891011｛2　　　　　　　　　月

NDVIの季節変化と現地調査から得られた移植日、出穂日、

収穫日。移植日から収穫日までを栽培期間と定義する。

栂
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図3

　　　0．0　0．1　0．20．3　0．4　0．5　0．6　0．7　0．8

　　　　　　　　　NDVl

日本の水稲の移植日直後と収穫日直前のNDVIの度数分布。

図3であり、NDVIが0．4となる頻度が高いことがわか

る。さらに、実際の水稲の栽培期間と、水稲が栽培され

ているピクセルのNDVIが0．4以上の期間を比較すると、

両者の差はほぼ±20日の範囲になる（図4）。また、聞
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図4　水稲の栽培期問とNDVIが0．4以上の期間とを比較。破線

　　に囲まれた領域はその差が20日以内であることを示す。

き取り調査を行った中国黒龍江省と漸江省のいくつかの

水田圃場においても、栽培期間とNDVIの時間変化に関

して同様な関係が得られた。以上のことから、ここでは

水稲が栽培されているピクセルのNDVIの季節変化で、

NDVIがO．4以上となる期問を水稲の栽培期間とした。

　また小麦、トウモロコシ、大豆など他の主要穀物の生

育過程とNDVIの時間変化との関係が水稲と類似である

ことも知られている。そこで、これらの穀物についても

NDVIが0。4以上の期間を栽培期問と仮定した。

このように、モンスーンアジアでは、地域によって主要

穀物の栽培期間に大きな違いがあることがわかる。

おわりに

　図4の推定結果と、降水量、蒸発量などの気侯要素の

時間変化とその分布、各穀物の水要求量のデータなどを

用いることによって、穀物生産に必要となる水資源量が

推定できる。気侯変化によって水の需給はどうなるかと

いうことを明らかにした「21世紀のアジアの水資源変動

予測」という研究プロジェクトのなかでは、この手法を

用いて、モンスーンアジア地域の農耕地の水需要を推定

した。

　しかし、基礎データ収集上の問題から、小麦、トウモ

ロコシ、大豆など他の主要穀物とNDVIの関係を、水稲

との関係と同様であると仮定しなければならなかったな

ど、いくつかの問題点を含んでいるのが現状であり、こ

の手法には改良の余地がまだまだ残っている。今後の研

究方向は、これらの問題を解決し、この手法による推定

精度を高めることになる。

　　　　（食料生産予測チーム　　　　　　鳥谷　均

　　　　　気候資源ユニット　　　　　　　石郷岡康史

　　　　　リモートセンシングユニット　　大野宏之）

推定結果

　上述の方法を用いて、モンスーンアジアの主要穀物の

栽培期間を推定すると図5のようになる。これによると、

栽培期問は、東北日本で150日、西南日本で250～300日

と推定される。また中国東北部では100日、華北地方で

は150～200日、華南地方では250～300日と推定される。

灘畿“喚．譜語・L　「　　　　／

4．根圏土壌を用いた他感作用の検定
　　手法の開発

はじめに

　これまで、農業環境技術研究所において、他感作用（ア

レロパシー）の3つの作用経路（揮発性物質による揮散、

根からの浸出、茎葉や残渣からの溶脱）に特異的な検定

法として、それぞれ、ディッシュパック法、プラントボ

ックス法、サンドイッチ法を開発してきた。その中で、

根から出る物質による活性を寒天培地を用いて評価する

「プラントボックス法」は、生きた植物の根から浸出す

る物質の作用を評価し、プラントボックス内の条件で他

感作用を証明することができる。しかし、他感物質の土

壌中での作用を実証する検定手法はなかった。そこで、

根から根圏土壌中に放出される物質による作用を検定す

る新たな手法の開発を試みた。

　　　　　　　，　濁騨
100　150　200　250　300　350　（日）

図5　栽培期問をNDVIが0．4以上の期間と定めたときの、モン

　　スーンアジアにおける主要穀物の栽培期間の分布。

根圏の定義

　根圏は根と土壌の接点の領域であり、植物からも土壌

からも影響を受けている両方の境界領域（フロンティア）
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である。例えば植物は土壌の状態に応じて有機酸や酵素

などを根圏に分泌することが知られている。一方、根圏

の土壌は植物からの働きかけによって周辺の土とは物理

的、化学的に異なる性質を持つようになる。

　しかし、根圏の厳密な定義は容易ではない。そこで、

根圏土壌をできるだけ破壊しないように気をつけながら

根を掘り出して軽くほぐした後、手首を軽く振ることに

よって落とした土壌を「根域土壌」（Root　Zone　Soil）と

’し、根の表面に付着している土を刷毛で拭き落とした土

壌を「根圏土壌」（Rhizosphere　Soil）と定義する「空中

振とう法」（図！）（岡島・松中，1973）で土壌を採取し

た。

影夕
／／

手首で振る

！　　　　　　根圏土壌
0
　　　6　’♂根域土壌

　　図1　根圏土壌の採取法（空中振とう法）

根圏土壌法の開発

　淡色黒ボク土（つくば市伊奈表土）と園芸用育苗培土

（呉羽化学）を5：1で混合した土壌を入れた7．5cm角

の黒ビニールポットで、植物を1～2ヶ月栽培した。根

圏土壌の採取は、「空中振とう法」で行った（図1）。植

物を栽培しない土壌を対照土壌とした。各土壌は根毛を

除去するために1mmの飾を通した後、組織培養用6穴

マルチディッシュに生土を乾土換算で3g秤量した（図

2）。続いて0。75％の低温ゲル化寒天5m1を添加し混合

して固まらせた後、3．2m1の寒天を重層し、その上に検

定植物としてレタス種子5粒を置床した。その後マルチ

ディッシュにフタをしてテープで密封し、暗黒下25℃で

3日間培養後、幼根と下胚軸長を測定した。

根圏土壌法による他感作用の検定

　ヘアリーベッチ、アルファルファ、セイタカアワダチ

ソウの根圏土壌は対照土壌に対して50％以上の強い生育

阻害活性が認められた（図3）。セイタカアワダチソウ

の他感作用が強いことは良く知られており、ヘアリーベ

ッチは現場で雑草抑制作用が強いこと、作用物質として

シアナミドを含むことを明らかにしている（農環研ニュ

ース58号）。今回開発した根圏土壌法はこれらの結果と

矛盾しない。ほとんどの植物で根圏土壌の方が根域土壌

より生育阻害は強く、根からの距離が遠くなるにつれて

生育阻害活性が弱くなることが示された。根の形態が根

圏土壌法に及ぼす影響を評価するため、根圏土壌／根重

比を計算してみると、この値は植物種によって10倍程度

　ヘアリーベッチ

　アルファルファ
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図2　根圏土壌法におけるバイオアッセイの流れ

　　　　　図3　根圏土壌法による検定結果
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変動したが、根圏土壌法による活性との間には関係がな

く（図4）、活性は根の形態を反映していないことが判

明した。生きている植物の根から出る物質による活性を

検定するプラントボックス法と根圏土壌法の結果を比較

すると、土壌を用いないプラントボックス法の方が強い

阻害活性を検出することが多く、根圏土壌法は土壌によ

る影響を強く反映することが示された（図5）。

（100邑

枡

卸
圏
ゆ
舶

旦　50
斑
鱒
刊

囮

騨

　　0

〆b●

5．チャノコカクモンハマキの交信撹
　　乱剤に対する抵抗性系統の確立

●／

　　　　●
　　　㌘
●　　　　　　●
　　●

0　　　　　　　　50　　　　　　　100

プラントボックス法による阻害率（％）

図5　根圏土壌法とプラントボックス法による他感作用の検定結

　　果の比較

根圏土壌法の活用面と留意点

　本手法は、現地圃場で生育する植物の根から出る他感

作用を直接評価する手法となりうる。圃場に生育してい

る植物の根圏土壌を特別に考案した装置で採取して検定

することも可能であり、また、植物根から土壌に放出さ

れる物質による他感作用の評価法として実用性が高いと

考えられる。

　本法によって、現地で雑草抑制作用が知られているヘ

アリーベッチやセイタカアワダチソウから強い生育阻害

が検出されたことは、本法が現地圃場における他感作用

を簡便に識別することができる可能性を示している。

　ただし、この方法による活性の評価には、微生物によ

る影響や土壌養分や土壌物理性による影響が含まれてい

る可能性があることに注意する必要がある。

発表論文

1）Iqbal，Z。，A．Fumbayashi　and　Y．Fujii（2004）Weed

　　Bio1．Manage．4（1），43－48．

　　　　（化学生態ユニット　藤井義晴・平舘俊太郎

　　　　　　　　　　　　　荒谷博）

はじめに

　チャノコカクモンハマキA40xophy6s　hon規α’（鱗翅目ニ

ハマキガ科）の幼虫は、葉を食べたり、葉を巻いて作っ

た住み場所に糞を残したりして茶葉の生産量や品質に悪

影響を与える重要害虫である（写真1）。この害虫の性

フェロモンは4成分からなっている。この性フェロモン

の1成分である（Z）一11一テトラデセニルアセタート

（略二Zl1－TDA）はハマキガの仲間に共通的な性フェ

ロモンの成分である。この成分を含む交信撹乱剤を茶園

に設定すると、チャノコカクモンハマキの雄雌問の情報

伝達が阻害され、交尾の機会が減ることにより幼虫の発

生を少なくすることができる。性フェロモンを用いる防

除法はフェロモン自体に殺虫活性がないことから、天敵

に影響が少なく、環境に影響の少ない防除法として注目

されている。

写真1　チャノコカクモンハマキ雄（左〉雌（右）

　性フェロモンの研究・開発は、当研究所の前身である

農業技術研究所で始められ、1985年にZll－TDAを用い

た交信撹乱剤が日本ではじめて市販された。しかし、1996

年頃から一部の地域で、このフェロモン製剤の効果が低

下した。フェロモン製剤に対して昆虫の抵抗性が生じた

このような例は世界的にも珍しい。そこで、チャノコカ

クモンハマキの抵抗性系統を確立して、抵抗性の特徴を

検討した。

効果の低下した茶園のチャノコカクモンハマキの抵抗性

　静岡県金谷の茶園でチャノコカクモンハマキを採集

し、これと、農業環境技術研究所で40年以上飼育を続け

ている系統を比較した。雄雌を容器に入れ、Zl1－TDA
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が存在する条件で交尾した数を調べた結果、効果の低下

した園から採集した個体と保存累代系統との違いは認め

られなかった（図！）。これは、金谷採取系統に交信撹

乱抵抗性の虫の割合が少ないためと推測した。
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　　撹乱剤の量（μg）

彩感受性系統翻金谷願系統

図1　感受性系統（保存累代系統）と金谷採取系統（初世代）に

　　おける交信撹乱剤量と交尾割合の関係

抵抗性系統の確立

　抵抗性個体群発生地から6，000頭のチャノコカクモン

ハマキを採集し、Z11－TDAの存在する条件下で交尾し

た虫に産卵させて、Z11－TDAに対する抵抗性系統を選

抜することを試みた。フェロモンの処理量を次第に増や

していき、採卵、飼育を繰り返し、約5年間にわたって

44回の選抜を行った。この結果、感受性系統である保存

累代系統では1Lの容器中で100μgのZ11－TDAを処理

することで完全に交尾を阻害できたが、選抜後には1000

μgを処理しても半数が交尾する抵抗性系統が得られた

（図2）。
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どこが変わったのか？

　フェロモンは触角にある感覚器で認識されている。抵

抗性系統でも触角が重要であることを確認するために、

雄の触角を切除して交尾させる試験を行った。触角一本

を半分切除、一本を全切除、両方を半分切除した場合に、

切除しない場合と変わらず70％が交尾したが、二本を全

切除した雄は交尾できなかった。従って、触角の重要性

は変わっていないことが明らかとなった。また、感受性

と抵抗性系統の雌雄の行動を撹乱剤処理下で経時的に観

察したところ、歩行活動、求愛行動には差異がなかった。

しかし、感受性系雄は求愛行動を行っている雌と接触し

ても交尾行動を行わなかった。次に、雄と雌のどちらが

変わったのかを検討するため1000陪と10000μgの撹乱

剤を処理した1Lの容器中で交尾試験を行った。抵抗性

系統の雄を用いた場合にはどちらの系統の雌とも交尾が

行われた。一方、感受性系統の雄を用いた場合にはどち

らの系統の雌とも交尾は行われなかった。従って、抵抗

性は雄に生じていると考えられる。

他のフェロモン成分に対する反応は？

　チャノコカクモンハマキ性フェロモンの4成分のうち

Zll－TDA以外に交信撹乱活性があるのは最も量の多い

（Z）一9一テトラデセニルアセタート（略：Z9－TDA）だ

けで、E11－TDA、10一メチルドデシルアセタート（略：

10Me－DDA）には活性がない。Z9－TDAは抵抗性が生

じた撹乱剤に含まれていないが、抵抗性系統はこの成分

に対しても抵抗性であることが明らかとなった。また、

他の2成分には感受性系統と同様に交信撹乱活性がなか

った。

　このように抵抗性系統はフェロモンの1成分では交尾

を阻害されないが、4成分を混合した場合はどうだろう

か。性フェロモン組成（Z9－TDA：Zll－TDA：E11－

TDA：10Me－DDA63：31：4：2）の混合物を用いて交尾

阻害効果を検討した結果、抵抗性系統でも抵抗性を示さ

なかった。このことから、防除にはフェロモンの1成分

でなく4成分からなる撹乱剤を使えばよいことが明らか

となった。

0310301003001000
　　　撹乱剤の量（μg）

z暇性系統瞬抵抗性系統

図2　感受性系統（保存累代系統）と抵抗性系統における交信撹

　　乱剤量と交尾割合の関係

おわりに

　抵抗性の原因については、雌の性フェロモンの変化、

雄の感覚器官の麻痺からの回避、さらには種の変化など

多くの仮説が提唱されている。環境に影響の少ない害虫

防除法としてフェロモン利用の将来を考える上で、この

原因の解明は重要である。チャノコカクモンハマキに対
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してはフェロモン4成分を用いることで抵抗性に打ち勝

つことができたが、抵抗性の機構については、ほとんど

わかってない。今後、確立した抵抗性系統を用いて、さ

らに、撹乱剤の抵抗性発現要因の解明をめざして検討を

行っていくことが、フェロモンを用いた防除法の開発の

ために必要である。

　　　　　（昆虫生態ユニット　野口　浩・杉江　元）

6．ショウガ科植物に寄生する青枯病
　　菌の新規系統は外来性である

はじめに

　近年、高知県内で栽培されている3種のショウガ科植

物（ショウガ、ミョウガ、クルクマ）に、わが国では未

報告の青枯病が相次いで発生し、現在もその被害拡大が

危惧されている。青枯病はナス科植物やバナナなど200

余種の経済的に重要な植物に発生し、Rα厩on∫αsolαnα一

66α耀配という細菌によって引き起こされることが知ら

れている。高知県で新たに発生した青枯病の原因菌はわ

が国の農業環境への海外からの侵入微生物である可能性

がある。そこで、原因菌について分子生態学的見地から

検討を行い、侵入・伝搬経路を推定した。

病原細菌の同定

　1995年から2000年にかけて、青枯病に罹病したショウ

ガ、ミョウガ、およびクルクマからそれぞれ分離した病

原細菌について、各種生理生化学的性質を調査した結果、

いずれもR501侃α66α耀溺と同定された。

　青枯病菌には多くの系統があり、その性質は多様性に

富んでいる。分離した病原細菌について、ナス科、ショ

ウガ科などの植物に対する接種試験を行った結果、これ

らの分離菌株は、ショウガ科植物のほかジャガイモなど

数種植物に萎凋や導管褐変を引き起こすが、トマトやナ

スに対しては病原性が弱いかまたは非病原性であり、在

来系統（レース1、レース3）とは寄生性で異なってい

た。これらの知見を、海外における研究結果と比較した

結果、今回の分離株は、わが国では初めて確認されるレ

ース4系統であることが明らかになった。

新規系統の分子生態学的解析

　わが国で初めて確認された青枯病菌系統の由来を明ら

かにするため、分子生態学的解析を行った。細菌ゲノム

中に存在する反復配列（BOX、REP、ERIC）における

DNA多型を検出するrep－PCR解析に基づいて、外国産

ショウガ青枯病菌との比較試験を行った。

　新規系統のrep－PCRによるDNAパターンは、トマト

やナスを犯す在来系統のパターンと異なっていた。新規

系統には2種のDNAパターン（1型、H型）が認めら

れ（図1の日本）、1型はタイ産菌株のパターンと類似

し、H型は中国およびオーストラリア産菌株のパターン

と類似していた（図1）。

　さらに、rep－PCRによるDNAパターンに基づいて作

成されたデンドログラムから、ショウガ科植物青枯病菌

の遺伝的類縁関係が明らかになった（図2）。すなわち、

タイ産および日本産のショウガ科植物由来菌株からなる

A群と、中国産、オーストラリア産、インドネシア産、

タイ産および日本産のショウガ由来菌株からなるB群の

2つに大別された。
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図1　rep－PCR解析（BOXプライマー）による各国産ショウガ

　　科植物青枯病菌のDNAパターン
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図3　高知県におけるショウガ科植物青枯病の発生地と推定される外来系統の侵入・伝搬経路

　以上より、高知県に発生したショウガ科植物青枯病は、

遺伝的に異なる2種の病原菌系統に起因することが明ら

かになった。

新規系統の侵入・伝搬経路の推定

　以上の分子生態学的解析結果と新規青枯病発生状況を

もとに、当該株の起源とわが国への侵入経路および高知

県内における伝搬経路を推定した（図3）。

　1型系統（A群に含まれる）はタイに由来し、1995年

以前にクルクマを通じて侵入し、その後、ショウガおよ

びミョウガヘと伝搬、拡大したと推定される。なお、ク

ルクマは、1989年の万国博覧会にタイから導入されて以

来、切り花用としてわが国で栽培されるようになった。

　一方、H型系統（B群に含まれる）は、1997年以降に

中国経由でショウガを通じて侵入し、ショウガだけを宿

主として、1型系統とは異なる経路で、定着を果たした

ものと推定される。

おわりに

　ショウガ科植物の新規青枯病菌について分子生態学的

に検討して、病原菌の系統を解明し、侵入・伝搬経路を

推定した。得られた結果は病原菌の侵入防止や侵入した

病原菌の監視に活用できる。これまでに、2種の系統を

それぞれ特異的に検出できるPCR用DNAプライマー

の作製に成功している。高知県内の青枯病未発生地域お

よび隣県への新規系統の分布拡大を監視するためには、

これらのプライマーを用いた分子生態学的モニタリング

調査が有効である。

　　　　　　　　　（微生物機能ユニット　土屋健一）

7．日本産珪藻および藍藻を用いた

　　OECD藻類生長阻害試験法の改良

はじめに

　現在わが国では、農薬等化学物質の使用に当たっての

リスク評価において、水域生態系の一一次生産者である藻

類に対する影響評価に単細胞の緑藻Ps8躍oた∫r6hn67’6伽

5耽o碑伽（旧名S6Z6nαs伽〃3cαp漉・用配∫麗灘）（図1一①）

が代表的試験生物種として定められている。また、この

緑藻P。5吻oαρ∫嬬αはOECD等における藻類生長阻害試

験法の推奨種の一つでもある。一方、農薬等化学物質の
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使用に当たっての水生生物に対するリスク評価におい

て、より実環境を反映した試験および評価法の開発が検

討課題となっている。日本の河川では珪藻および藍藻を

中心とした付着性藻類が一次生産の主役であり、緑藻丑

s配伽p’嬬αは日本にはほとんど分布していないことなど

の理由から、緑藻P　s酌c卿嬬αを用いた試験結果のみ

で日本の水域生態系における藻類に対する影響評価を進

めることには疑問が残る。そこで、OECD等の推奨試験

法を基本に日本産珪藻および藍藻を用いた日本に適した

精度の高い評価手法を開発した。

OECD推奨試験法に適合する珪藻および藍藻

　水系には様々な藻類が生息しているが、試験生物に適

した種類、すなわち、人工培地中で安定して培養できる

種類は限られている。培養の容易さ、増殖力等を考慮し

OECD推奨試験法に適合する珪藻および藍藻の探索を行

ったところ、藍藻のハ4671s配opε4’αf召n酪s加α（NIES－230

株）（図1一③）および珪藻のAchnαn孟h6s碗n厩’ss～〃1α（NIES

－71株）（図！一④）が供試生物として有用であることを

確認した（表1）。

水田除草剤の有害性評価

　現行の推奨試験法に適合する藍藻の砿卿酪s枷αお

よび珪藻A．“1伽∫∫ss珈αとOECD試験法推奨種であるP。

s耽αp1磁αおよびChl・76伽v麗lg副3（図1一②）の計4

種類の藻類を用い、現在日本で主に使用されている水田

除草剤14種を被検物質として生長阻害試験を行った（図

2）。72時間後の生存細胞数に基づく半数生長阻害濃度

（72h－EC50：対照区に比べて細胞数が半数になる暴露濃

度）を指標にして、14種の水田除草剤の藻類に対する有

害性を比較すると、感受性が高いとされている緑藻P．

躍加曜磁αが必ずしも感受性が最も高い種でないことが

分かる。スルホニルウレア系除草剤（ベンスルフロンメ

チル、イマゾスルフロン）およびトリアジン系除草剤（シ

メトリン、ジメタメトリン）に対する藍藻砿16n嬬s伽α

の感受性は緑藻丑躍加αρ肱薙に比べ高く、また、除草

剤キノクラミンに対する藍藻砿16磁∬吻αおよび珪藻

A．痂n醸ss枷αの感受性は緑藻丑s酌6αρ1傭αに比べて高

い。すなわち緑藻1λsκ加αρ’嬬αを代表的生物種とした

試験法の場合、これらの除草剤に対する他の藻類の高感

受性が見落とされてしまう危険性がある。

　珪藻A．胤n副ss伽αと藍藻〃」6n酪s吻αはいずれも日

本産であり、保存株化されているので入手が容易である。

また長期継代培養も容易であり、培養は単細胞緑藻の場

合と同様に実施できる。これらのことから現行の緑藻P，

sめ6αp∫1α∫αを用いた試験法に加え、珪藻A．，n’nμ1’ss〃nα

および藍藻砿耽郎s吻αを追加生物種とすることによ

り、藻類に対する有害性評価の信頼性を高めることが可

能となる。

OEC繊こおける藻類生長阻害試験法の推奨種

　　　　　・・／　野、＼
　　　　　／「　　　1、「＼
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％鐸壌麟搬醗灘
　　　　　　懸よ／ノ
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｛　瞬㌦婁♪　留丈？「》1
　炉　　　、　明　一　編 薔　1

、△｛☆「
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，！／岱噸
　　4ノ
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　　　ダ　鋤髄蜘廓漁，
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　　溜総窒鞭．！　　　　　‘
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・本珊究に用いた旧本産の藍藻及び珪藻
　’・訂　ヲプ風・F「隔　　　盛髄　評プ吊・’、郵㌧1　　繍艇幽　　　　ム　　マ，颪担　『，翻

図1　試験生物種
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表1　藻類生長阻害試験における試験生物としての適合性

丑sμ伽卿∫α（緑藻）
C　v配Jgαr’5 M　T6n廊s肋o（藍藻） A．履nμ∫’SS伽α（珪藻）

（OECD推奨種）

OECD培地＋珪酸ナトリウム

培養・試験培地 OECD培地・C培地など
　OECD培地・C培地など
（緑藻の飼育培地での培養が可能）

C培地＋珪酸ナトリウム　など
（緑藻の飼育培地に珪酸ナトリウム

を加えることにより培養が可能）

固形寒天培地

上での培養＊ O O O

培養・試験条件
光度　約40001ux

温度　23±2℃
緑凛と同条件で可 緑凛と同条件で可

初期細胞濃度 約1×104cells／ml 約3×104cells！ml 約5×103cells／m1

72時問後

　　　　約100～150倍
（C培地・40001ux・23℃・振とう培養） 約1000～2000倍

約30倍

の細胞数
（試験成立条件は対照区の細胞濃度が

3日以内に16倍以上に増加）
（C培地・40001ux・23℃・振とう培養）

（C培地＋珪酸ナトリウム・

40001ux・23℃・振とう培養）

＊固形培地上で培養が可能な種類は、無菌状態での継代培養が容易である。
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lli灘熱縦を示『

おわりに

　藻類に対する影響評価を含め、現在、わが国では農薬

の生態系全般に対する影響を評価するシステムを確立す

ることが重要な課題となっている。その検討に当たって

は、欧米諸国の考え方や採用されている方式を機械的に

そのまま導入するのではなく、気候条件、地形条件、生

息する生物の違い等、日本特有の生態系の成立条件を十

分踏まえた上で、日本に適した評価システムを確立して

いく必要がある。

　　　　　　　　（農薬動態評価ユニット　石原　悟）

8．カドミウム高吸収特性を示すイネ
　　品種を利用した汚染水田土壌の修
　　復技術

はじめに

　カドミウムは非汚染土壌中にも微量ながら存在する重

金属である。ところが、かつて鉱山開発などにより地中

からカドミウムが掘り出された地域においては、鉱山周

辺や下流域の水田などに高濃度に汚染された土壌が存在

する。高濃度汚染水田で栽培された玄米の慢性的な摂取

がイタイイタイ病の主要な原因とされ、1970年厚生省（当

時）は食品衛生法を改正し玄米中のカドミウム許容濃度

を1ppm（mg／kg）以下と設定した。また、食糧庁（当

時）は1ppmを超過する玄米を政府買い入れの対象と

しない方針を決めた。翌年には農用地土壌汚染防止法に

より1ppm以上の玄米を産出する水田を対策指定地域

とし、客土などの土木工法による吸収抑制対策がとられ

てきた。また、1ppm以下であっても高めの玄米は非

食用に処理され、それらを産出する水田に対しては湛水

処理や資材投入といった営農技術による吸収抑制対策が

とられている。しかし、近年FAOハVHO合同食品規格

委員会（CODEX委員会）により食品中のカドミウム濃

度に関するさらに厳しい国際基準値が検討されているこ

とや、消費者の間で食品の安全性についての関心が高ま

っていることなどから、農作物中のカドミウム濃度をよ

り一層低減させる必要が生じている。新基準値を超える

おそれがある水田に対する改善対策として、植物を用い

た汚染土壌修復技術（ファイトレメディエーション）が

コストなどの面から有望であると考えられる。しかし、

これまでに水田を修復対象としたファイトレメディエー
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ション研究はほとんどない。そこで、汚染水田土壌での

栽培に適する修復植物を選定した。

植物を用いた汚染土壌修復技術（ファイトレメディエー

ション）とは？

　高濃度の重金属を吸収する植物が存在することは以前

から知られていた。このような植物は重金属に対する耐

性機構を備えており、超集積植物（Hyperaccumulator）

と呼ばれている。これらの植物を栽培して重金属を吸収

させることにより汚染土壌を修復する方法をファイトレ

メディェーション（phytoremediation）という。欧米で

のファイトレメディエーション研究の多くが、工場跡地

のような高濃度の重金属汚染地を修復対象地としてお

り、亜鉛やカドミウムの超集積植物であるグンバイナズ

ナなどを修復植物として利用している。

汚染水田土壌に適した修復植物の選定

　今回我々が主要な修復対象としている水田土壌のカド

ミウム汚染レベルは比較的低い。一方、超集積植物であ

るグンバイナズナなどの野生植物種の栽培管理技術はま

だ確立されておらず、乾物生産量が低いため面積あたり

のカドミウム収奪量はそれほど大きくならない。従って、

超集積植物を現地圃場において普及することは困難と判

断した。そこで、栽培の容易な修復作物として実際に水

田転換畑で栽培されているイネ、ダイズ、トウモロコシ

に着目し、ポットによるカドミウム吸収試験を2年間畑

条件下で行った。畑状態で栽培したのは、土壌が酸化的

に保たれることにより、カドミウムが可溶化し作物に吸

収されやすくなるためである。イネはカドミウム高吸収

特性を示す「密陽23号」（日・印交雑品種）、ダイズは「ス

ズユタカ」、トウモロコシは「ゴールドデント」を用い

た。汚染土壌は、灰色低地土と黒ボク土を使用した。

　各作物地上部のカドミウム吸収量は、両土壌において

トウモロコシ《ダイズくイネの順位であった（図1）。
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図2　栽培に伴う土壌カドミウム濃度（0．IN塩酸抽出）の変化

図3　現地圃場におけるカドミウム高吸収イネ栽培試験

また、土壌のカドミウム濃度（0．1M塩酸抽出）は、栽

培前後の比較からイネ栽培区において最も減少した（図

2）。従って、土壌のカドミウムを最も吸収するのはカド

ミウム高吸収特性を示すイネ品種であることが認められ

た。これらポット試験の結果を踏まえ、九州地方の現地

圃場において「密陽23号」によるカドミウム吸収試験を

行った（図3）。この試験から、1作でl　ha当たり約200g

のカドミウムを吸収することが可能という結果を得た。

以上の栽培試験の結果から、カドミウム汚染水田土壌の

修復作物としてはカドミウム高吸収特性を示すイネ品種

を畑状態で栽培することが最適であると考えられた。

　現在、各地域の気象特性に適し、カドミウム高吸収特

性を示すイネ品種の選抜や、カドミウムのファイトレメ

ディエーション効率を向上させるための栽培技術に関す

る圃場レベルの試験が全国規模で進行中である。また、

土壌浄化の終点を簡易に判定するための検定作物の選定

や測定法の開発も行っている。収穫したイネは、搬出後

焼却処理を行い焼却灰中のカドミウムを回収する。この

ようにして、最終的には、イネを用いたカドミウム汚染

土壌修復一貫システムを開発する予定である。

　　　　　　　　　（土壌生化学ユニット　村上政治）
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9．黒ボク土畑における水と硝酸性窒
　　素の地下水到達時間と流出経路

0
0

間隙率Φ，体積含水率0

　　　（m31m3）

0、2　　　　　04　　　　　0．6　　　　　0．8 1

41

はじめに

　農地への過剰な窒素肥料の投与が硝酸性窒素（NO3一一

N）による地下水汚染を引き起こすことは既によく知ら

れているが、実際の土壌中でのNO3一の具体的な移動経

路や地下水汚染を引き起こすまでの時問については、未

解明の部分が多い。本研究では、まずNO3一の輸送媒体

である水の土層内移動時間と移動経路を求め、液相中

NO3一濃度変化との関係から、NOゴの地下水到達時間と

流出経路を明らかにした。

土壌水分状態と浅層地下水位の長期観測

　土壌中での水移動経路と移動速度を明らかにするた

め、1995年より農環研内の黒ボク土畑圃場において、降

水量、土壌の深さ別の水分状態（体積含水率と圧力ポテ

ンシャル）と浅層地下水位分布の長期観測を行っている

（図1）。これらの実測値とこの土壌の基本的な水理学

的性質（問隙率、圧力と体積含水率の関係、飽和および

不飽和透水係数）を用いれば、深さ別の水フラックスと

保水量が求まり（図2）、さらに土壌中を流れる水の深

さ別移動時間τ（表1）や任意の時期に任意の深さから

移動し始めた水が任意の期間後にどの深さまで到達した

か（到達深さ御）を求めることができる（図3（a））。
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図2　浅層地下水を通じた水平方向および鉛直方向への流出フラ

　　ックスの模式図。Pは作物根群域（深さ0－1m）からの浸

　　透水フラックス、Sは土壌の保水量、Gvとσhはそれぞ
　　れ浅層地下水流出フラックスの鉛直成分と水平成分を表

　　す。鉛直下方への流れGlvは厚さ2．2mの難透水層を通過

　　し、深さ4．8mにある第二帯水層を酒養する。

表1　年降水量の違いによる水フラックス、浅層地下水位と深さ

　　別の水移動時間の変化

1997

少雨

1998

多雨

1995－2003

　平均

水フラックスa
、P

D
Gv
Gh
浅層地下水位

ん

深さ別移動時間b

τ0 1

τ1 h

τゐ 2．6

τ2．6 4．8
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22

mm／y
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図1　土壌水分状態と浅層地下水位の観測圃場

地表浸入水の地下水到達時間

　地表から浅層地下水面んまでの不飽和土層について

見ると、地表浸入水が作物根群域を通過する時問τ例は

0．8－2．5年、浅層地下水面んへの到達時問τo．、＋τ擁は

1．6－6．0年と大きく変動し、多雨年ほど短かった（表1）。

a　Pは降水フラックス，Pは深さ1mからの浸透水フラックス，

σ・とGbはそれぞれ鉛直下方および水平方向への浅層地下水流出

フラックスを示す。

b深さ別移動時間τの下付き文字は，対象とする土層の深さ（m）

を示す。0，1，ん，2．6および4．8は，それぞれ，地表面，根群域下

端，浅層地下水位，難透水層上端および難透水層下の第二帯水層の

深さに相当する。

これに対して、浅層地下水面んから難透水層下の第二

帯水層までの飽和土層中の移動時間τん一2．6＋τ2．6－4．8は、

興味深いことに8．2－8．3年とほぼ一定に保たれているこ
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とが分かった。

浅層地下水流出経路の変化

　浅層地下水の流出経路もまた、年降水量により大きく

変化した（表1）。すなわち、少雨年は浅層地下水流出

の9割以上が難透水層下の第二帯水層へ向かう流れGV

であったのに対し、多雨年には難透水層上の横流れσh

が浅層地下水流出の7割以上を占めた。また、σhは22－

549mm／yと年降水量により非常に大きく変動したが、

GVは208－226mm／yと変動が小さかった。これらより、

難透水層は、第二帯水層の地下水酒養フラックスσvを

年降水量の多少に関わらずほぼ一定に保つと共に、地表

からの汚染物質が難透水層下の第二帯水層へ容易に侵入

するのを防ぐ役割を果たしていると言える。

年、第二帯水層へは9．9－14．2年であり、NOゴの流出経

路は年降水量により大きく変化することが明らかとなっ

た。

おわりに

　地下水汚染を引き起こすのはNO3一だけではなく、汚

染物質は多種多様である。しかし、土壌中を移動する多

くの物質の輸送媒体は水であり、土壌中の水移動の実態

を如何に正確に把握できるかが地下水汚染問題解決の鍵

を握っている。本研究の成果は、様々な土壌における水

と物質の移動についての研究の基礎となる。

　　　　　　　　　　（土壌物理ユニット　江口定夫）

硝酸性窒素の地下水到達時間

　NO3一はどのくらいの速さで土壌中を動くのだろうか。

1995年秋から1996年秋（施肥窒素量が特に多かった時期）

に施肥深さから移動し始めた水の到達深さ鋤を求めた

ところ、1997年夏には深さ1m、1998年夏には深さ1．5

mに到達し（図3（a））、各々の深さへの釦到達時期は、

各々の深さの液相中NO3一濃度ピーク（図3（b））とほ

ぼ一致した。このことは、見かけ上、NO3一が水とほぼ

同じ速さで土壌中を下方移動したことを示している。従

ってこの圃場では、水とNO3一の地下水到達時間および

帯水層を通じた流出経路はほぼ等しいと考えてよい。す

なわち、表1よりNO3一の浅層地下水到達時間は1．6－6．0
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10．農業環境技術研究所が所蔵する昆
　　虫タイプ標本一覧表ならびに画像

　　のWeb公開

書995 1996 1997 1998 1999

図3　農環研内の黒ボク土畑圃場における（a）浸透水の施肥深

　　さ（7．5cm）からの到達深さZpと浅層地下水位んの変動

　　および（b）土壌の深さ別の液相中NO3一濃度の変化。到

　　達深さZpは、1995年秋から1996年秋に行われた計4回の
　　施肥を対象に求めた。

はじめに

　生物種の学名は「属名」＋「種小名」で構成される。

タイプ標本はこの種小名がどの種を指すか具体的に示す

参照標本であり、基本的に生物1種につき世界に1個体

しか存在しない貴重な標本である。酷似する種を正確に

同定する場合や近似種との関係に疑問が生じた場合に

は、タイプ標本の参照が必要になることがある。しかし、

タイプ標本は世界中の博物館や研究機関に散在している

ことから、所蔵機関を直接訪問したり、借用を依頼する

ためには多大な労力と時間、煩雑な手続きを必要とする。

また、標本の借用には常に破損や紛失の危険が伴うため、

それらを防止するための取り扱いにも気を遣う必要があ

る。また、タイプ標本の重要性から、機関によっては貸

出に対し必ずしも協力的ではないなど、標本参照の困難

さが研究を進める上で大きな障害となっている。

　世界各地の研究機関が所蔵するタイプ標本の画像が

Web上に公開されれば、形態情報の入手が飛躍的に容

易になり、分類学はもとより、生物学全体の発展に大い

に貢献すると思われる。また、貸し出し機会の減少によ

って、1個体しか存在しないタイプ標本の破損や紛失の

危険の軽減にも寄与するものと考えられる。そこで農業

環境技術研究所では、所蔵している昆虫タイプ標本の一

覧と、各タイプ標本の画像等をWeb公開し、タイプ標

本を外部から容易に参照できるようにした。
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農業環境技術研究所の昆虫タイプ標本

　農業環境技術研究所昆虫標本館には現在508種のタイ

プ標本を所蔵している。これらは昆虫分類研究室歴代の

スタッフが新種を発表した際に指定したものに加え、外

部の研究者から保管を委託されたものも多く含まれてい

る。これらのタイプ標本の学名、和名、採集日時や場所

などのラベルデータ、記載文献などの情報はデータベー

ス化して管理している。分類群別に見ると、コウチュウ

目が最も多く、次いでハエ目、ハチ目、カメムシ目の順

に多く所蔵されている（表1）。タイプ標本は他の一般

標本と区別して、耐火・耐震構造をもったタイプ標本室

に保管されている（図1）。

表1　農業環境技術研究所　所蔵タイプ標本の分類群ごとの内訳

もにWeb上に公開した。

　これらのことで、利用者はタイプ標本の所蔵状況およ

びタイプ標本の形態やラベル情報を外部からも容易に手

に入れることができるようになった（図3）。ただし、

タイプ標本1点につき公開できる画像の枚数には限りが

あり、必要な形態情報に対応しきれない場合がある。よ

り詳細な形態情報が必要な場合は、従来どおり、タイプ

標本を直接観察する必要がある。

　今後の予定として、平成16年度にハエ目、カメムシ目

について公開、17年度に全てのタイプ標本について公開

を完了する予定である。

目 標本数

コウチュウ（鞘翅）目

ハエ（双翅）目

ハチ（膜翅）目

カメムシ（半翅）目

アザミウマ（総翅）目

アミメカゲロウ（脈翅）目

チョウ（鱗翅）目

トビケラ（毛翅）目

237

83

83

59

24

10

9

3

計
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タイプ標本一覧および標本情報のWeb公開

　農業環境技術研究所で所蔵しているタイプ標本の一覧

表を以下のURLで公開した一h廿p：／／wwvmiaes．af6rc．gojp／

illventry／insocガinssys／typelsthtm（図2）。このうちアミメカゲ

ロウ目10種、コウチュウ目233種、ハチ目36種の計279種

について、全体、頭部、翅といったいくつかの部位の画

像を前述のタイプ標本データベースに含まれる情報とと

　今後、所蔵しているタイプ標本画像をWeb公開する

研究機関は増加するものと考えられる。将来、多くのタ

イプ標本データベースが連結され、画像が一覧できるよ

うになれば、簡易な同定参照資料として専門の分類研究

者以外による図鑑的な活用も期待される。

　　　　　　　　　　　（昆虫分類研究室　中谷至伸）
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11．一粒の玄米中のカドミウムを測定
　　する

はじめに

　現在、国際食品規格委員会において米中のカドミウム

濃度の基準値策定作業が進められており、基準値の案は

0。4ppmとされている。平成9、10年に非汚染地域を対

象に行なわれた37，000点以上におよぶ玄米試料の全国実

態調査において、0・4ppmを超える試料が約0・2％に達

することから、今後も広範囲・継続的な調査が求められ

ている。しかしながら、現在一般に用いられている分析

法は玄米を強酸分解し溶液化するなどの前処理が必要な

ため、分析結果を得るまでに長時間を要し多検体処理に

は向いていない。そこで前処理を省略し、玄米粒のまま

の状態で含まれるカドミウムを分析する方法を開発し

た。

分析原理

　短波長のレーザー（213nm）を玄米表面に照射すると、

その微小領域に集中された高エネルギーにより玄米を構

成する様々な元素が蒸発する。この元素をアルゴンガス

気流と共に誘導結合プラズマ質量分析装置（ICP－MS）

へと導入することにより、微小領域に含まれているカド

ミウムを検出することができる（図1）。

胚芽

＼ ○○○○
○○○○0000
000000⑭○OOOOOOOOO
　OOOOO
O平均値x（0．4～0．6）

O平均値x（o．6～o．8）

O平均値x（o．8～1．o）

O平均値x（｛，o～1．2）

0平均値x（達，2～1．4）

㊥平均値x（1．4～1．6）

図2　玄米断面中のカドミウムの分布

図3　カドミウム分布測定後の玄米断面

mPトーチ

　　　　　　→
　　　　質量分析部へ

レーザー発振器（213nm　Nd：YAGレーザー）

磨口　、
欝←アルコン気流
サンプルセル

　　　　　　　図1　玄米直接分析装置

一粒の玄米中のカドミウム分布

　玄米を半分に切断し、その断面に300μmの径のレー

ザーを照射しカドミウム分布を調べた（図2、図3）。

胚乳におけるカドミウムは表層より内部に多く、また胚

芽部分には少ないことが明らかになった。このことから、

玄米一粒を用いてカドミウムを分析する際には、分析す

る部位によって含まれるカドミウム量が異なることに注

意しなければならない。

玄米一粒の直接分析

　玄米表面のカドミウム濃度は平均に比べ半分程度であ

ったが、試料前処理を可能な限り省略する目的のため、

玄米一粒の分析ではレーザー照射位置として表面中央を

選択した。レーザーによる直接分析で得られた111Cdの

シグナル強度と従来の溶液化ICP－MSによる分析から得

られた定量値との相関を図4に示した。レーザー照射部

位の不均一性による試料蒸発量の変動及びそれに伴うシ

グナル強度変化を補正するために、111Cdと同時に分析

された13Cのシグナルを内部標準として補正に利用し

た。その結果、両値は優れた相関を示した。実際の分析

では、このような検量線を一度作成することにより、直

接分析におけるピーク強度からカドミウム濃度を換算す

ることができる。ただし、0。3ppm未満の玄米について

は現段階では直接分析が不可能であった。このレーザー

照射による玄米一粒の分析時間は約1分であり、極めて

短時間に玄米中のカドミウム濃度を評価することができ

た。
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図4　玄米一一粒中の直接分析と溶液化ICP－MSによる分析との

　　比較

今後の展開

　今回の直接分析法に関しては0．3ppm以上の濃度の試

料に対してのみ定量が可能であるが、レーザー径が1ミ

リ程度の装置を利用すれば、基準値案の1／10（O．04ppm）

の検出限界に達することが可能であると考えられる。ま

た本実験では213nmのレーザー波長を用いたが、266nm

のレーザー波長を用いると、レーザー出力が大きいため

感度上昇が期待できる。レーザー技術は産業技術として

の幅広い用途から目覚ましい進歩を遂げつつあり、より

高出力、高性能、廉価になっていくことから、今後もレ

ーザーを利用した簡便・高感度な分析法を開発していく

予定である。

　　　　　　　（環境化学物質分析研究室　馬場浩司）
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IV．研究成果の発表と広報

平成15年度中に発表された研究成果をつぎのとおり5つに分類した。

　1　研究成果

　　（1〉農業環境技術研究所の刊行物

　　（2〉学術刊行物（査読制度有）

　　（3）学会等講演要旨集

　　（4）著書・商業誌等刊行物

　　（5）その他

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

ット順に掲載した。（＊印は、外部所属者で、配列から除外してある。）

　2　広　報

　　（1）所主催によるシンポジウム・研究会

　　（2）刊行物一覧

　　（3）情報：農業と環境

　　（4〉個別取材一覧

　　（5〉新聞記事

　　（6）テレビ・ラジオ等

1．研究成果

　（1）農業環境技術研究所の刊行物

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

石井康雄＊ 水稲収穫期における有機リン系およびカーバメー
ト系殺虫剤の残留特性

農業環境技術研究所報告 第23号

1－14

2004．3

石井康雄＊・稲生圭哉＊

小原裕三
田面水および土壌中における水田除草剤の経時的
濃度変化に基づく止水期問の検討

農業環境技術研究所報告 第23号

15－25

2004．3

稲生圭哉＊ 水田環境における農薬の挙動予測モデルの開発と
有効性の検証

農業環境技術研究所報告 第23号

27－76

2004．3

Araya，Hiroshi Studies　on　Annonaceous　Tetrahydrofuranic　Aceto－

genins　from・4nnonα59襯規05αL．Seeds

農業環境技術研究所報告 第23号
77－149

2004．3

廉澤敏弘・中谷敬子 欧州農業における遺伝子組換え作物、一般栽培作
物および有機栽培作物の共存のためのシナリオ

農業環境技術研究所資料 第27号
1－106

2003．9

小林和彦 FACE（開放系大気CO2増加）圃場では米の収量
が増え、タンパク含量が減る

平成14年度農業環境技術研究所年報 NQ20
25－26

2003．12

西村誠一・秋山博子
須藤重人・八木一行

水管理と施肥管理による水田からのメタンと亜酸
化窒素の発生抑制

平成14年度農業環境技術研究所年報 NQ20
26－28

2003．12

宮田　明 アラスカの湿地ツンドラにおけるガスフラックス
の長期観測

平成14年度農業環境技術研究所年報 NQ20
28－29

2003．12

杉江　元 発生調査に有効な、キャベツなどを加害するハイ
マダラノメイガの雄成虫誘引物質の発見

平成！4年度農業環境技術研究所年報 NQ20
30－31

2003．12

星野（高田）裕子 DNAを吸着してしまう土から微生物のDNAを
抽出するには？　一スキムミルクを用いた黒ボク
土からの微生物DNA抽出法の確立一

平成14年度農業環境技術研究所年報 NQ20

31－33

2003．12

堀尾　剛 メダカを使って化学物質の内分泌かく乱作用を簡
易に検出する

平成14年度農業環境技術研究所年報 NQ20
33－34

2003．12

竹内　誠・板橋　直
駒田充生

水質モニタリングデータの図形表示・データ集約

システム

平成14年度農業環境技術研究所年報 NQ20
34－36

2003．12

吉松慎一・安田耕司 九州以北で新たに確認されたヤガ科害虫3種 平成14年度農業環境技術研究所年報 NQ20
36－37

2003．12



lV．研究成果の発表と広報 47

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

Ota凱i，Takash玉 M司or　route　of　contamin＆tion　of　rice　plants　by　diox一 NIAES　Annual　Report2003 2004．2

Kuwahara，Masa払iko＊ ms 4－5

Uegaki，Ry琶ichi

Seike，Nobuyasu

Ae，No曲aru Role　of　Soybean　roots　in　Cd　accumulation　by　low一 NIAES　Ann疑al　Report2003 2004．2

seed－Cd　varieties 5－6

Matsuo，Kazuhito Use　of　xenia　for　a　simp玉e　estimation　of　outcrossing NIAES　Annual　Report2003 2004．2

Kawashima，Shigeto rate　in　a　Zεαη厩∫z8populadon 6－7

Oka，Mitsuno姦

Yagi，Kazuyuki Reduclng　methane　and　nitrous　oxide　emissions　from NIAES　Annual　Report2003 2004．2

Nishimura，Seiichi paddy　fields　by　strategic　water　and　fertilizer　manage一 7－8

Sudo，Shigeto ment
Akiyama，H量roko

Ish圭gooka，Yasush圭 A　dynamic　water　model　for　evaluatingαgricultural NIAES　Annual　Report2003 2004．2

Water　reSOUrCeS　On　a　COntinental　SCale 20

Inoue，Satoshi Estimating　the　f玉rst　day　of　Japanese　cedar　pollen　re一 NIAES　Annual　Report2003 2004．2

Kawashima，Shigeto lease　under　global　climate　change 20－21

Minaka，Nobuhiro Estimating　larger　phylogenetic　trees　for　biodiversity NIAES　Annual　Report2003 2004．2

studies 22－23

Shindo，Junko Estimat孟on　of　n圭trogen　flow　in　the　food　production一 NIAES　Annual　Report2003 2004．2

supply　system　of　East　Asia　and　its　environmental　e£ 23
fec重S

Yagi，Kazuyuki Methane　and　nitrous　oxlde　emissions　from　agricul一 NIAES　Annual　Report2003 2004．2

Sudo，Shigeto tural　and　natural　ecosystems　in　China：studies　in　col一 24－25

Akiyama，Hiroko laboration　with　Chinese　institutes

Nishimura，Seiich孟

Yokozawa，Masayuki Evaluation　of　vulnerability　of　cereal　crop　production NIAES　Annual　Report2003 2004．2

Fulu　Tao＊ in　China　under　climate　change＆nd　climate　vahability 25－26

M孟yata，Akira Annual　exchange　of　CO2and　CH4be1：ween　wet NIAES　Annual　Report2003 2004．2

sedge　tundra　in　the　Alaskan　Arctic　and　the　atmos一 27－28

phere

Ikeda，Hiroaki Aquatic　vegetation　traps　suspended　solids　in　eff［uent NIAES　Annual　Report2003 2004．2

Harada，Naokuni water　from　paddy行elds 30－31

Nis紅imura，Seiichi

Hiradate，Syuntaro Chemical　interaction　between　a　bacter沁m　and　a　fun一 NIAES　Annual　Report2003 2004．2

Yoshida，Shigenobu gus　on　mulberry　leaf 31

Sugie，Hajime
Araya，Hiroshi

Fuj玉i，Yoshiham

Sugie，Hゆme A　sex＆ttractant　of　the　cabbage　webwonn，H81伽」α NIAES　Annual　Report2003 2004．2

μn4α！’s　Fabhcius（Lep量doptera：Pyralidae） 32－33

Mochizuld，Atsushi Website　database　on　insects　and　mites　reared　in　Ja一 NIAES　Annual　Report2003 2004．2

Mochizuki，Masatoshi paa 33－34

Yara，Kaori

Matsumoto，Naoyuki Use　of　dsRNA　for　biocontrol　of　fungal　diseases MAES　Annual　Report2003 2004．2

35－36

Hoshino，Yuko　T． An　improved　method　that　uses　sk量m　milk　for　DNA NIAES　Annual　Report2003 2004．2

extraction　from｛m　Andisol，a　volcanic　ash　soil 36

Ho錘o，Takeshi 1n　v置vo　evaluation　of　endocrine－disn」pting　act重vities NIAES　Annual　Report2003 2004．2

of　faml　chemicals　using　Japanese　medaka 39－40

Takagi，Kazuhiro ln　situ　bioremediation　of　simazine－contaminated　soils NIAES　Annual　Report2003 2004．2

on　a　golf　course　by　usmg　charcoal　enniched　with 40－41

consortia　of　degrading　bacteria

Sakurai，Yasuhiro Appropriate　water　management　to　reduce　Cd　uptake NIAES　Annual　Report2003 2004．2

Sugahara，Kazuo by　hce　plants 41－42

Makino，Tomoyuki

Saito，Takayuki Evalu＆tion　of　Cd　loading　of　arable　soils　by　iHigation NIAES　Annual　Report2003 2004．2

Murayama，Shiget・shi＊ 42

Eguchi，Sadao Water　and　niαate　qux　through　an　uncon負ned　aquifer NIAES　Annual　Report2003 2004．2

below　a　cropland 43

Takeuchi，Makoto System　for　retrieving　info㎜ation　from　water　qual孟ty NIAES　Annual　Report2003 2004．2

It＆hashi，Sunao monitoring　database 43－44

Itahashi，Sunao Model　for　estimation　of　suspended　solid】loadings　in MAES　Annual　Report2003 2004．2

Takeuchi，Makoto “Yatsu”toP・graphy 44－45

Seike，Nobuyasu Chemical　decomposition　of　d三〇xins　in　soils NIAES　Annual　Report2003 2004．2

Makino，Tomoyuki 45－46

Otani，Takashi

Yoshimatsu，Shin－ichi New　evidence　of　damage　by3noctuid（lnsecta： NIAES　Annual　Report2003 2004．2

Yasud＆，Koji Lepidoptera）pests　in　mainland　Japan 47－48



48 農業環境技術研究所年報　平成15年度

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

Tsukiboshi，Takao Index　of　parasitic　an（1symbiotic　microbes　on　wild

plants　ln　Japan　and　its　exhibition　on　the　Web

NIAES　Annual　Report2003
48

2004．2

Baba，Koji Rapid　screening　of　metalloproteins　by　LA－ICP－MS

combined　with　Native－PAGE

NIAES　Annual　Report2003
49

2004．2

Fujiwara，Hideshi Assessment　of（1esertification　from　soil　concentra－

tions　of　ra（iioactive　nuclides

NIAES　Annual　Report2003
49－50

2004．2

Kihou，Nobuharu Comparison　of　vertical　distributions　of　iodine　in　soils

of　a　pa（1dy　field，an　upl＆nd　field，and　a　forest　plot

NIAES　Annu＆l　Report2003
50－51

2004．2

小林和彦 FACE（開放系大気CO2増加）圃場では米の収量
が増え、タンパク含量が減る

農環研ニュース NQ59
3－4

2003．7

吉松慎一・安田耕司 九州以北で新たに確認されたヤガ科害虫3種 農環研ニュース NQ59
5－6

2003．7

杉江　元 発生調査に有効な、キャベツなどを加害するハイ
マダラノメイガの雄成虫誘引物質の発見

農環研ニュース NQ60
3－4

2003．10

大谷　卓 イネは土壌からダイオキシン類を吸収しない 農環研ニュース NQ60
5－6

2003．10

駒村美佐子 わが国における小麦の放射能汚染　一1959年以来
42年間の長期観測とその解析一

農環研ニュース NQ60
7－8

2003．10

西村誠一・秋山博子
須藤重人・八木一行

水管理と施肥管理による水田からのメタンと亜酸
化窒素の発生抑制

農環研ニュース NQ61
3－4

2004．1

星野（高田）裕子 DNAを吸着してしまう土から微生物のDNAを
抽出するには？　一スキムミルクを用いた黒ボク
土からの微生物DNA抽出法の確立一

農環研ニュース NQ61
5－6

2004．1

堀尾　剛 メダカを使って化学物質の内分泌かく乱作用を簡
易に検出する

農環研ニュース NQ61
7－8

2004．1

宮田　明 アラスカの湿地ツンドラにおけるガスフラックス
の長期観測

農環研ニュース NQ62
5－6

2004．3

松尾和人 ひと目でわかるトウモロコシの交雑　一キセニア
を利用した交雑率の簡易調査法一

農環研ニュース NQ62
7－8

2004．3

竹内　誠・板橋　直
駒田充生

水質モニタリングデータの図形表示・データ集約

システム

農環研ニュース NQ62

9－10

2004．3

清家伸康・大谷　卓 水田土壌中のダイオキシン類起源の推移 農業環境研究成果情報 第20集
2－3

2004．3

牧野知之・大谷　卓
清家伸康・菅原和夫

凝集剤による水田からのダイオキシン類の流出防
止法

農業環境研究成果情報 第20集
4－5

2004．3

織田久男・川崎　晃 ストロンチウム同位体比を利用したネギの産地国
判別

農業環境研究成果情報 第20集
6－7

2004．3

村上政治・阿江教治
杉山　恵・石川　覚

畑条件で栽培するイネはカドミウム汚染水田の修
復に最適である

農業環境研究成果情報 第20集
8－9

2004．3

杉山　恵・石川　覚
阿江教治・村上政治
羽鹿牧太＊

子実カドミウム蓄積性が高いダイズ品種は幼植物
の段階で簡易に検定できる

農業環境研究成果情報 第20集

10－11

2004．3

江口定夫 硝酸性窒素の浅層地下水および第二帯水層への到
達時間

農業環境研究成果情報 第20集

1243
2004．3

三島慎一郎・松森　信＊

井上恒久
農業生産に伴う養分収支を都道府県・市町村単位
で算出するシステム

農業環境研究成果情報 第20集
14－15

2004．3

森本　晶・小川直人
長谷部亮・藤井　毅

PCR－DGGE法による土壌中のクロロ安息香酸分
解菌群の検出

農業環境研究成果情報 第20集

16－17

2004．3

石原　悟・堀尾　剛
遠藤正造

日本産珪藻および藍藻を用いたOECD藻類生長
阻害試験法の改良

農業環境研究成果情報 第20集

18－19

2004．3

石井英夫 PCR－Luminex法を用いてイネいもち病菌のMBI－

D剤耐性菌を遺伝子診断する
農業環境研究成果情報 第20集

20－21

2004．3

石井英夫 アシベンゾラルSメチルによるナシの黒星病抵
抗性誘導にはPGIPが密接に関与する

農業環境研究成果情報 第20集

22－23

2004．3

山村光司・勝又　肇＊

渡邊朋也＊

リンゴ火傷病が日本に侵入するリスクの推定法 農業環境研究成果情報 第20集

24－25

2004．3

土屋健一・澤田宏之
高橋真実・吉田隆延
矢野和孝＊・堀田光生＊

ショウガ科植物に寄生する外来性青枯病菌系統の

侵入と伝搬

農業環境研究成果情報 第20集

26－27

2004．3

澤田宏之・吉田隆延
高橋真実・土屋健一

マメ科植物根粒菌のモニタリング手法開発のため

の16SrDNA情報
農業環境研究成果情報 第20集

28－29

2004．3

野口　浩・杉江　元 チャノコカクモンハマキの交信撹乱剤抵抗性系統
の作出と抵抗性の要因

農業環境研究成果情報 第20集

30－31

2004．3

野口　浩・杉江　元 チャノコカクモンハマキの性フェロモン構成成分
比の地理的変異

農業環境研究成果情報 第20集

32－33

2004．3

池田浩明・伊藤一幸＊ イヌホタルイのスルホニルウレア系除草剤の抵抗
性遺伝子は集団中に急速に広まる

農業環境研究成果情報 第20集

34－35

2004．3

藤井義晴・平舘俊太郎
荒谷　博

土壌を用いた他感作用の検定手法の開発 農業環境研究成果情報 第20集

36－37

2004．3



IV．研究成果の発表と広報 49

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

藤井義晴・荒谷博 ソバ属植物のアレロパシーとソバを利用した植生 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

平舘俊太郎 管理 38－39

平舘俊太郎・藤井義晴 土壌中の腐植酸を構成する炭素に占めるススキ由 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

荒谷博 来炭素の割合 40－41

鳥谷　均・大野宏之 衛星画像を用いたモンスーンアジアでの主要穀物 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

西森基貴・石郷岡康史 の栽培期間の推定 44－45

原　政直＊

桑形恒男・石郷岡康史 局地気象モデルを活用した水田の水温・地温の広 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

長谷川利拡・米村正一郎 域的な推定手法の開発 46－47

横沢正幸・川村　宏＊
辻本浩史＊

宮田　明 水稲単作田の熱収支とCO2フラックスの通年デー 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

タセットの構築 48－49

秋山博子・八木一行 農耕地への有機物施用は亜酸化窒素の主要な排出 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

須藤重人・西村誠一 源のひとつである 50－51

川島茂人・杜　明遠 トウモロコシ花粉飛散量自動モニター装置の開発 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

井上　聡・米村正一郎 52－53

松尾和人・芝池博幸
吉村泰幸

織田健次郎 わが国の食料供給システムにおける1980年代以降 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

の窒素収支の変遷 54－55

Sprague，Dav玉dS． 迅速測図を用いて過去100年間の土地利用変化を 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

岩崎亘典 定量的に計測する 56－57

藤原英司・大黒俊哉 天然放射性核種2圭OPbは乾燥地草原での風食を示 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

白戸康人 す指標として有効である 58－59

馬場浩司・渡邉栄喜 玄米に含まれるカドミウムのレーザーを利用した 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

股　煕沫・荒尾知人 直接定量法の開発 62－63

井上吉雄 多周波マイクロ波は全天候下で作物群落特性のリ 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

モートセンシングを可能にする 64－65

井上吉雄 熱赤外リモートセンシングによる表面温度は土壌 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

面CO2フラックスの広域評価に有効である 66－67

三中信宏・陶村　貴＊ 遺伝子情報に基づく巨大系統樹推定プログラムの 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

町井弘禧＊・山本春雄＊ 開発 68－69

浅野剛弘＊

中井　信・小原　洋 土壌情報の一元的収集システムの開発 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

大倉利明 70－71

中谷至伸・安田耕司 農業環境技術研究所が所蔵する昆虫タイプ標本一 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

吉松慎一・小西和彦＊ 覧表ならびに画像のWeb上での公開 72－73

封馬誠也・月星隆雄 分散型データベースによる「微生物インベントリ 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

吉田重信・篠原弘亮 一」の構築とWeb上での公開 74－75

長谷部亮・酒井順子
小川直人・土屋健一

西山幸司 凍結保存細菌の反復利用効率を高めるための分散 農業環境研究成果情報 第20集 2004．3

媒の改良 76－77

陽　捷行 農業活動と地球規模の炭素および窒素循環 農業環境研究叢書 第15号 2004．2

1－16

八木一行 大気メタンの動態と水田からのメタン発生 農業環境研究叢書 第15号 2004．2

23－50

谷山一郎・白戸康人 農耕地土壌における炭素動態とモデリングの現状 農業環境研究叢書 第15号 2004．2

と課題 51－75

加藤英孝 土壌中の硝酸性窒素移動の時間スケール 農業環境研究叢書 第15号 2004．2
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Akiyama，Hiroko
Tsumta，Haruo＊

Effect　of　organic　matter　application　on　N20，NO　an（1

NO2fluxes　from　Andisol　field

Global　Biogeochemical　Cycles 17（4）

1100，doi：

10．1029／20

02GbOO2016

2003．10

Akiyama，Hiroko
Tsumta，H＆ruo＊

N20，NO，and　NO2fluxes　from　soils　after　the　appli－

CatiOn　Of　manUreS　and　Ure＆

Joumal　of　Environmental　Quality 32

423－431

2003．4

Du，Mingyuan
Yonemum，Seiichiro
Mald，Taichi＊

Zhibao　Shen＊

Wanfu　Wang＊

Observational　study　on　the　relationships　between

ground　su㎡ace　condition　an（1dust　outbreak　in　Dun－

huang，China

Arid　Land　Geography
（中国科学出版社）

26（S）

25－31

2003．10

Genxu　Wang＊
Gu・d・ng　Cheng＊

Du，Mingyuan
Pen　Shen＊

The　impacts　of　human　activities　on　the　hydrological

processes　in　the　a面d　zones　of　Northwest　China　in　re－

cent50years

Water　resources　systems：water　availability

and　global　change　（IAHS　Publicationsl

no．280）

93－103
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Song　Gu＊

Yanh・ng　Tang＊

Du，Mingyuan
Kato，Tomomichi＊
Y孟ngni＆n　Li＊

Xiaoy・ng　Cui＊

Xingquan　Zha・＊

Short－term　var量ation　of　CO2　f豆ux　in　relation　to　env重一

ronmental　controls　in　an　alpine　me＆dow　on　the　Qing－

h＆i－Tibetan　Plateau

Joum＆l　of　Geophysical　Research

（American　Geophysical　Union）

108（D21）

4670－4678

2003．11

Yingnian　Li＊

Xingquan　Zhao＊

Qinxue　Wang＊

Song　Gu＊

Du，Mingyuan
Kato，Tomomichi＊
Qilan　Wang＊

Liang　Zhao＊

The　comparison　of　community　biomass　and　environ－

mental　condition　for　different　vegetation　types　in　al－

pine　mea（iow　of　Haibei　Qinghai　Province

Joumal　of　Mountain　Science

（中国科学出版社）

21（3）

257－264

2003．6

Yanbo　Shen＊

Zhibao　Shen＊

Du，Mingyuan
Wanfu　Wang＊

Variational　Char＆cteristics　of　Some　Parameters　an（1

Factors　during　Dusty　Weather　in　Sphng　of　Dunhu－

ang

Plateau　Meteorology

（中国科学出版社）

26（4）

378－384

2003．8

Zhibao　Shen＊

Yanbo　Shen＊

Du，Mingyuan
Wanfu　Wang＊

The　Observational　Results　of　Dust　Emission　Rate

over　the　Sand　Su㎡ace　in　the　Gobi　Desert　During

Dust　Storms

Plateau　Meteorology

（中国科学出版社）

26（6）

545る50

2003．12

Xiangyu　Tang＊

Hao　Yang＊

Du，Mingyuan
Qigu・Zha・＊

Rengying　Li＊

Soil　Redistribution　Investigations　by　Combined　Use

of　Soil137Cs　and　Selected　Chemical　Properties

Soil　Science　and　Plant　Nutrition

（日本土壌肥料学会）

49（4）

557－566

2003．8

杜　明遠・米村正一郎
真木太一＊・山田　豊＊

沈　志宝㌧申　彦波＊
江　万福＊・川島茂人

井上　聡

中国敦煙のオアシスにおけるダスト舞い上がりの
特徴

地球環境
（国際環境研究協会）

7（2）

187－195
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Edmond　Ranatunge＊

B．A。Malmgren＊

Hayashi，Yousay

Mikami，Takehiko＊

Monshima，Wataru＊

Yokozawa，Masayuki
Nishimori，Motoki

Changes　in　the　southwest　monsoon　mean　daily　rain－

fall　intensity　m　Sh　Lanka：relationship　to　the　El

Nino－Southem　Oscillation

Paleogeography，Paleoclimatology，Paleoecology 197

1－14
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Inoue，Satoshi

Y・k・yama，K・taro＊

Estimates　of　snowfall　depth，maximum　snow　depth，

and　snow　pack　conditions　in　Jap＆n　by　using　five

glob＆l　wamning　Predicte（i（1ata

農業気象
（日本農業気象学会）

59（3）

227－236

2003．9

Inoue，Yoshio Remote　sensing　and　GIS　for　spatial＆ssessment　of

agro－ecosystem　dynamics

Proc．Intemational　Symposium“Assess－

ment　and　Rational　Management　of　the
Agro－Ecosystems　for　Clean　and　Friendly

Future　Environment”

111－199

2003．10
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Synergy　of　opt圭cal　and　radar　remote　sensing　in　agri－

c縁ltural　apPlications

Proceedings　of　SPIEl　v5153：Ecosystems’

Dynamics，Agricultural　Remote　Se無sing

and　Modeling，and　Site－Specific　Agdcul－

ture

（SPIE－The　Intemational　Society　for　Optical

Engineehng）

153－163

2003．12

Pamela　L．Nagler＊

Inoue，Yoshio
E。P．Glem＊

A．L。Russ＊

Craig　S．T．Daughtiy＊

Cellulose　absorption　index（CAI）to　quant玉fy　mixed

soil－plant　litter　scenes

Remote　Sensing　of　Environment
（Elsevier　Science）

87

310－325

2003．12

崔　毅年㌧井上吉雄 黒ボク畑地におけるCO2フラックスの動態と熱赤
外放射測温による土壌面温度の関係

農業気象
（日本農業気象学会）

60（1）

33－41

2004．3

崔　毅年＊・井上吉雄 ダイズ群落における蒸散、蒸発散と日射強度およ
び分光反射特性の関係

農業気象
（日本農業気象学会）

60（1）

43－53

2004．3

井上吉雄 リモートセンシングと画像計測 温故知新
（日本作物学会） 182－187

2003．12

川島茂人 スギ花粉拡散過程のモデル化 環境技術
（環境技術学会）

32（3）

2－9

2003．4

川島茂人 スギ花粉の放出と拡散過程の解明 日本生気象学会雑誌
（日本生気象学会）

40（1）

37－47

2003．6

Han－Yong　K量m＊

M訂k　Lieffedng＊

Kobayashi，Kazuhiko

Okada，Masumi＊

Matthew　W．Mitchell＊

MarchiaGumpe抗z＊

Effects　of　free－air　CO2enrichment　and　nitrogen　sup－

ply　on　the　yield　of　temperate　paddy　rice　crops

F孟eld　Crops　Research

（Elsevier　Science）

83（3）

261－270

2003．9

Han－Y・ng　K｝m＊

Mark　Lieffe頁ng＊

Kobayashi，Kazuhiko

Okada，Masumi＊

Miura，Sbu＊

Seasonal　changes　in　the　effects　of　elevated　CO2　0n

r丘ce　at　three　Ievels　of　nitrogen　supPly：a　free　air　CO2

enrichment（FACE）expe1iment

Global　Change　Biology

（Blackwell　Publishing）

9（6）

826一一837

2003．6

Inubushi，Kazuyuki＊

Weiguo　Cheng＊

Aounuma，Shinichi＊

M　M　Hoque＊

Kobayashi，Kazuhiko

Miura，Shu＊

Han－Yo益g　Kim＊

Okada，Masumi＊

Effects　of　free－air　CO2enrichment（FACE）on　CH4

emission　from　a　rice　paddy　field

Global　Change　Biology

（Blackwell　Pubhshing）

9（10）

1458－1464

2003．10

Niel　P．R．Anten＊

Hirose，Tadaid＊

Onoda，Yusuke＊

｝qnugasa，T・shih玉ko＊

Han－Yong　Kim＊

Okdada，Masumi＊

Kobayashi，Kazuhiko

Elevated　CO2and　nitrogen　availab量lity　have　interac－

tive　effects　on　canopy　carbon　gain　in　rice

New　Phytolog量st
（Blackwell　Publishing）

161（2）

459－471

2004．2

Ono，Kiy・mi＊

Sas＆ki，Hamto＊

Hara，Takahiro＊

Kob＆yashi，Kaz曲iko
Ishimaru，Ken＊

Changes　in　photosynthetic　activity　and　export　of　car－

bon　by　overexpressing　a　maize　sucrose－phosphate

synthase　gene　under　elevated　CO2in　transgenic　rice

Plant　Production　Science

（日本作物学会）

6（4）

281－286

2003．12

Harazono，Yoshinobu＊
Man・，Masayoshi＊

Miyata，Akira
Rommel　C，Zulueta＊

Walter　C。Oechel＊

lnter－annual　carbon　dioxide　uptake　of　a　wet－sedge

tundra　ecosystem　in　the　Arctic

Tellus

（Blackwell　Munksgaard）
55B
215－231

2003．4

問野正美＊・原薗芳信＊

宮田　明
Rommel　C．Zulueta＊

Walter　C．Oechel＊

Alaska州Barrowの湛水ツンドラにおける2000年
度植物生育期問のCO2フラックスの季節変化と
CO2収支

農業気象
（日本農業気象学会）

59（2）

141－154

2003．6

野田　彰＊・礒部秀彦＊

鬼頭昭雄＊・佐藤康雄＊

杉正人＊・西森基貴
松本　淳＊

気候　一過去の気候変化の解析および気候変化の
予測一

地球温暖化と日本一自然・人への影響予

測一第3次報告
（古今書院）

7－55

2003．8

Xiaoyong　Cui＊

Yanhong　Tang＊

Song　Gu＊

Nishimura，Seiichi

Shengb・Shi＊
Xinquan　Zhao＊

Photosynthetic　depression　in　re董ation　to　plant　archi－

tecture　in　two　alpine　herbaceous　species

Environmental　and　Experimental　Botany
（E｝sevier）

50

125－135

2003．10

Nish量mura，Seiichi

Itoh，Kazuyuki＊

Spatial　heterogeneity　and　diumal　course　of　photon

flux　density　on　paddy－field　water　suぜace　under　nce

plant　canopy

Weed　biology　and　management
（Blackwell）

3（2）

105－110

2003．6

Okamoto，Katsuo

Shindo，Junko
Kawashima，Hiroyuki＊

Sustainable　rice　cropping　and　water　resources　in　Asia Advances　in　Ecolog玉cal　Sciences：Ecosys－

tems＆nd　Sustainable　Development　IV

（WIT　Press）

19

1057－1065

2003．6
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Okamoto，Katsuo
Kawashima，Hir・yuki＊

Evaluation　of　change　in　rice　cropping　in　the　marginal

zone

Proceedings　of　SPIEl　v．4879：Remote

Sensing　for　Agriculture，Ecosystems，and

Hydrology】V
（SPIE－The　lntemational　Society　for　Optical

Engineedng）

391－399

2003．4

Okamoto，Katsuo

Shindo，Junko
Kawashima，Hir・yuki＊

Land－use，water　resources　and　nitrogen　load　in　major

river　b＆sins　in　Asia

River　Basin　Management　H

（WITPress） 423－429

2003．4

Ok＆moto，Katsuo

Sakamoto，Toshihiro

Shindo，Junko
T・d＆，Hideshige＊

Kawashima，Hiroyuki＊

Detecting　land－cover　change　using　standardized　mul－

titemporαl　Landsat　TM　data

RSPSoc2003：Scales　and　Dynamics　in　Ob－

serving　the　Environment
（Remote　Sensing　and　Photogrammetry　So－
ciety）

1－8

2003．9

Okamoto，Katsuo

Shindo，Junko
Kawashima，Hir・yuki＊

Estimation　of　available　water　resources＆nd　potential

i㎡gationlandareainAsia

Water　Resources　Management　H

（WITPress） 279－287

2003．4

岡本勝男・横沢正幸
川島博之＊

衛星リモート　センシングを用いた災害の検出と
評価

システム農学
（システム農学会）

19（1）

61－79

2003．4

岡本勝男・川島博之＊ 衛星リモート　センシングを用いたアジアの食料
生産予測の現状と将来

システム農学
（システム農学会）

19（3）

46－52

2003．11

横山宏太郎＊・大野宏之

小南靖弘＊・井上　聡
川方俊和＊

冬期における降水量計の捕捉特性 雪氷
（日本雪氷学会）

65（3）

303－316

2003．5

Aoki，Naohiro＊

Ono，Kiyomi＊
Sasaki，Haruto＊

Saman　P．Seneweera＊

Sakai，Hidemitsu

Kobayashi，Kazuhiko
Ishimaru，Ken＊

Effects　of　elevated　CO2concentration　on　photosyn－

thetic　carbon　metabolism　in　flag－leaf　blades　of　rice

before＆nd　after　heading

Plant　Production　Science

（日本作物学会）

6（1）

52－58

2003．4

Shibayama，Mich隻o Prediction　of　the　ratio　of　legumes　in　a　mixed　seeding

pasture　by　polarized　reflected　light

Grassland　Science
（日本草地学会）

49（3）

229－237

2003．8

Shindo，Junko
Okamoto，Katsuo
Kawashima，Hir・yuki＊

Estimation　of　the　environmental　effects　of　excess　ni－

trogen　caused　by　intensive　aghculture　in　East　Asia

based　on　global　nitrogen　balance

Advances　in　Ecological　Sciences：Ecosys－

tems　and　Sustainable　Development　IV

（WITPress）

18

49－58

2003．6

Shindo，Junko
Okamoto，Katsuo

Kawashima，Hiroyuki＊

A　model　based　estimation　of　nitrogen　flow　in　the

food　production－supPly　system　and　its　environmental

effects　in　East　Asia

EcologicalModelling
（Elsevier）

169

197－212

2003．10

小島千穂＊・川島博之＊

新藤純子・岡本勝男
戸田任重＊・茅原一之＊

ベトナムにおける食料生産と窒素フロー 環境科学会誌
（環境科学会）

17（1）

15－24

2004．1

Feng－RuiLi＊

HuaZhang＊
Shirato，Yasuhito
T・nghuiZhang＊

Variations　of　s＆nd腫ansportation　rates　in　sandy　grass－

1ands　along　a　desertification　gradient　in　northem

China

Catena
（Elsevier）

53（3）

255－272

2003．10

Feng－RuiLi＊

HuaZhang＊
Li－Y＆Zhao＊

Shirato，Yasuhito
Xian－ZhiWang＊

Pedoecological　effects　of＆san（1－fixing　Poplar（Popu－

lus　simonii　Ca∬．）forest　in　a　desertified　sandy　land

of　Inner　Mongolia，China

Plant　and　Soil

（Kluwer）

256（2）

431－442

2003．10

Shirato，Yasuhito

Taniyama，Ichiro

Testing　the　suitability　of　the　Rothamsted　c肛bon

model　for　Iong－te㎜experiments　on　Japanese　non－

volcanic　upland　soils

Soil　Scence　and　Plant　Nutrition

（日本土壌肥料学会）

49（6）

921－925

2003．12

Shirato，Yasuhito
Hakamata，T・m・yuki＊

Taniyama，Ichiro

Modified　Rothamsted　carbon　model　for　Andosols

and　its　validation：changing　humus　decomposition

rate　constant　with　pyrophosphate－extr＆ct＆ble　Al

Soil　Scence　and　Plant　Nutrition

（日本土壌肥料学会）

50（1）

149－158

2004．2

V．KnshnaPrasad＊
K．V．S．Badarinath＊

PrabhatK．Gupta＊
C．Sharma＊

A．P．Mitra＊

Sudo，Shigeto
Yonemura，Seiichiro

Tsuruta，Haruo＊

Methyl　halide　emissions　from　biomass　buming　of

tropical　secondary　mixed　deciduous　forests　of　East－

em　Ghats　of　India

Asian　Joumal　of　Energy　and　Environment

（The　Joint　Gra（1uate　School　of　Energy　and

Environment）

2
2
7
3

－303

2003．5

Knshna　V．Prasad＊

Badarinath＊

Tsuruta，Haruo＊

Sudo，Shigeto
Yonemura，Seiichiro

John　Cardina＊

BenjaminStimer＊
Richard　Moore＊

Deborah　Stinner＊

CaseyHoy＊

Imphcations　of　Land　Use　Changes　on　Carbon　Dy－

namics　and　Sequestration｝Evaluation　from　Forestry

Datasets，India

The　Environmentalist
（Kluwer）

23（2）

175－187

2003．4

鳥谷　均・石郷岡康史 気候要素を用いた純一次生産力の評価と試み 農業気象
（日本農業気象学会）

59（2）

189－198

2003．6
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李　忠＊・八木一行

酒井英光・小林和彦
Influence　of　elevated　CO2　and　nitrogen　nuωtion　on

rice　plant　growth，soil　microbial　biomass，dissolved

org＆nic　carbon＆nd　dissolved　CH4

Plant　and　Soil

（Kluwer）

258（1）

81－90

2004．1

八木一行 土壌生態系からの微量ガス発生と大気環境 土壌の物理性
（土壌物理学会）

94

21－31

2003．10

Fu董u　Tao＊

Yokoz＆wa，Masayuki

Hayashi，Yousay
Erda　Lin＊

Changes　in　agricultural　water　demands　and　soil　mo量s－

ture　in　China　over　the　last　half－century　and　their　ef・

fects　on　agr重cultural　production

Agricultural　and　Forest　Meteorology
（Elsevier）

118（3－4）

251－261

2003．9

Fulu　Tao＊

Yokozawa，Masayuki
Hayashi，Yousay
Erda　Lin＊

Future　climate　change，the　agricultural　water　cycle，

and　agricultur段l　production　in　China

Agricult皿e，Ecosystems＆nd　Environment
（Elsevier）

95（1）

203－215

2003．6

Fulu　Tao＊

Yokozawa，Masayuk玉

Hayashi，Yousay
Erda　Lin＊

Terrestrial　water　cycle　and　the　impact　of　climate

change

Ambio
（The　Royal　Swedish　Academy　of　Scレ

ences）

32（4）

295－301

2003．6

Yokozawa，Masayuki
Goto，Shinkichi

Hayashi，Yousay

Seino，H圭rosh圭

Mesh　climate　data　for　evaluating　climate　change　lm－

pacts　ln　Japan　under　gradually　increasing　atmos－

pheric　CO2concentration

Joumal　of　Agricukural　Meteorology

（日本農業気象学会）

59（2）

117－130

2003．6

Yokozawa，Masayuki The　mode　of　competition　and　spatial　pattem　forma－

t圭on　in　p蓋ant　communities

Morphogenesis　and　Pattem　Formation　in

Biological　Systems

（Sphnge卜Verlag）

237－246

2003．7

横沢正幸 大気CO2濃度、温度および水分環境の変化と作物

の応答

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

74（2）

229－236

2003．6

生物環境安全部
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Wasim　Ahmad＊

Araki，Masaaki

New　and　known　species　of　the　f＆mily　Dorylaimidae

（Nematoda：Dorylaimida）from　Japan

Intemational　Joumal　of　Nematology
（Afr・一AsianS・ciety・fNemat・1・gists）

13（1）

37－56

2003．6

Wasim　Ahmad＊

Arald，Masaald
Kaneda，Satoshi＊

Two　new　species　of　the　genus　Pαmv泥1v泥s　Heyns，

1968（Nematoda：Nygolaimidae）from　Japan

Intemational　Joumal　of　Nematology
（Afro－Asian　Society　of　Nematologists）

13（1）

57－64

2003．6

Wasim　Ahmad＊

Araki，Masaaki

Four　new＆nd　two　known　specles　of　the　family

Qudsi＆nematidae（Nematoda：Dorylaimida）from　Ja－

pan

Japanese　Joumal　of　Nematology

（日本線虫学会）

33（1）

23－40

2003．6

Wasim　Ahmad＊

Arak1，Masaaki

New　and　known　specles　of　the　family　Ty亜encho－

1aimidae（Nematoda：Doryla至mida）from　Japan

Nematode　Molphology　and　Systematics

（lntem＆tional　Federation　of　Nematology

Societies）

6（1）

1－26

2003．12

Wasim　Ahmad＊

Araki，Masaaki
Okada，Hiroaki＊

Desc貢ption　of　IW801α伽o∫‘165　αn伽α∬ツ∫　sp・　n・

（Nematoda：Dorylaimida）from　northem　Japan

Nematode　Mo甲hology　and　Systematics

（lntemational　Federation　of　Nematology
Societies）

6（1）

37－42

2003．12

Araya，Hiroshi
K・bayashi，Mak・t・＊

Ebina，Mas“mi＊

N慮agawa，Hitoshi＊

N玉shihara，E麺i＊

Fuj重mot・，Y・shin・ず

Identification　of　two5α，800－epidioxyergostan－3β一〇ls

丘om　the　endophyte，ノV80顔pho4加η10痂

Biochemical　System＆tics　and　Ecology

（Pergam・n）

31

1337－1339

2003．11

Nishih鍵a，E弓i＊

Mohammad　Masud　Parvez＊

Araya，Hiroshi

Fujii，Yoshihm

Gemlination　growh　response　of　different　plant　spe－

cies　to　the　al藍elochemical　L－3，4－dihydroxyp溢enyla－

lan量ne（L－DOPA）

Plant　Growth　Regulation
（Kluwer　Academic　Publishers）

42（2）

181－189

2004．2

Fujii，Yoshiharu Allelopathy　in　the　natural　and　agricultural　ecosystems

and　isolation　of　potent　allelochemicals貨om　Velvet

bean（〃配cμnαρ濯7∫6ns）and　Hairy　Vetch（V’6ぬv’1一

’osα）

Biological　Science　in　Space

（日本宇宙生物学会）

17（1）

6－13

2003．6

Tomita－Yokotani，Kaon＊

Fujii，Yoshiharu

Hashimoto，Hirofumi＊
Yamash玉ta，Masamich圭＊

Reduced　allelopa山ic　inhibition　of　lettuce　（1〃c厩oα

sα∫∫vα）growth　caused　by　velvet　bean（〃泥oκnαμμ7∫一

εn5）under3D－clinorotation

Biological　Sc孟ence　in　Space

（日本宇宙生物学会）

17（1）

14－17

2003．6

Syeda　Shahnaz　Parvez＊

Mohammad　Masud　Parvez＊

Fujii，Yoshiharu

Gemma，Hiroshi＊

Analysis　of　chemical　components　and　oxygen　radical

absorbance　capacity　of　Tα〃3α7’n4麗5∫η4∫6αL・

J＆panese　Joumal　of　Tropical　Agriculture

（日本熱帯農学会）

47（4）

243－249

2003．12

Nakano，Hiroshi＊

Na輌ima，Ed＊
Fuj玉i，Yoshiharu

Hiradate，Syuntaro

Yamada，Kosumi＊
Shigemoh，Hideyuki＊
Hasegaw段，K・ji＊

Growth　lnhibitory　alkaloids　from　mesquite（Prosoμ5

ノμ1解o灘（Sw。）DC，）leaves

Phytochemistry
（Kluwer　Academic　Publishers）

65（5）

587－591

2004．3
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Nakano，Hiroshi＊

Nak勾ima，Eh＊

Fujii，Yoshiham

Yamada，Kosumi＊

Shigem・h，Hideyuki＊

Hasegawa，Koji＊

Leaching　of　the　allelopathic　substance，L－tryptophan

from　the　foh＆ge　of　mesquite（・P70so炉sノκ齪orα

（Sw。）DC。）plants　by　water　spraying

Plant　Growth　Regulation
（Kluwer　Academic　Publishers）

40

49－52

2003．5

Syeda　Shahnaz　P㎜ez＊

Mohammad　Masud　Parvez＊
Nishih飢・a，E茸i＊

Gemma，Hiroshi＊

Fujii，Yoshih㎜

Tαn¢αガnゴ麗s’n読cαL。leaf　is　a　source　of　allelopathic

substance

Plant　Growth　Regulation
　（Kluwer　Academic　Publishers）

40

107－115

2003．6

Syeda　Shahnaz　P孤vez＊

Mohammad　M＆sud　Parvez＊

Fujii，Yoshiharu

Gemma，Hiroshi＊

Allelopathic　competence　of　Tαη観r∫nぬs’n4∫cαL．

root　involved　in　plant　growth　regulation

Plant　Growth　Regulation
（Kluwer　Academic　Publishers）

40

139－148

2003．10

Fuji重，Yoshiham

Syeda　Shahnaz　Parvez＊

Mohammad　Masud　Parvez＊
Ohmae，Yoshio＊

Iida，Osamu＊

Screening　of239mediciml　plant　species　for　allelo－

pathic　activity　using　the　sandwich　method

Weed　Biology　and　Management
（Blackwell　Publishing）

3（4）

233－241

2003．12

Fujii，Yoshiham

Shibuya，Tomoko＊

Nakatani，Keiko

Itani，Tomio＊

Hiradate，Syuntaro

Mohammad　Masud　Parvez＊

Assessment　method　for＆llelopathic　effect　from　leaf

litter　leachates

Weed　Biology　and　Management
（Blackwell　Publishing）

4（1）

19－23

2004．3

ZahidaIqbal＊
Furubayashi，Akihir・＊

Fujii，Yoshiham

Allelopathic　efect　of　leaf　debris，leaf　aqueous　extract

and　rhizosphere　soil　of　Op配opo80nノ叩on’cs　Ker－

Gawler　on　the　growth　of　plants

Weed　Biology　and　Management
（Blackwell　Publishing）

4（1）

43－48

2004．3

浦口晋平＊・渡邉　泉＊

久野勝治＊　星野義延＊
藤井義日青

多摩川中流域の河川敷植生構成種の他感作用 雑草研究
（日本雑草学会）

47（3）

168－174

2002．9

Hiradate，Syuntaro

Nakadai，Toshie＊

Shindo，Haruo＊

Yoneyama，Tadakatsu＊

Carbon　source　of　humic　substances　in　some　Japanese

volcanic　ash　soils　detemined　by　carbon　stable　iso－

topic　ratio，δ13C

Geoderma
（Elsevier　Sceince）

119

133－141

2004．3

Hiradate，Syuntaro

Yam＆guchi，Noriko　Uesugi

Chemical　species　of　Al　reacting　with　soil　humic　ac－

ids

Joumal　oHnorganic　Biochemistry
（Elsevier　Sceince）

97（1）

26－32

2003．9

Z＆hida　Iqbal＊

Hiradate，Syuntaro

Noda，Akio＊

Fujii，Yoshiharu

Allelopathic　activity　of　buckwheat：isolation　and

characterization　of　phenolics

Weed　Science
（Weed　Science　Society　of　America）

51（5）

657－662

2003．9

Sunohara，Yukah＊

Ikeda，Hiroaki

Effect　of　exogenous　ethylene　on　leaf　morphology　in

broadleafplantain

Grassland　Science

（日本草地学会）

49（2）

174－176

2003．6

Sunohara，Yukah＊

Ikeda，Hiroaki

Effects　of　trampling　and　ethephon　on　leaf　morphol－

ogy　in　trampling－tolerant・P如n∫α80α5∫α∫’cαand　El8一

配s∫n6加4’ω

Weed　Research
（European　Weed　Research　Society）

43（3）

155－162

2003．6

1也田浩明・原田直國

西村誠一・伊藤一幸＊

水田周辺の湿性植生が代かきによって流出した懸
濁物質を捕捉する機能

植生学会誌
（植生学会）

20（2）

1－16

2003．12

Iked＆，Ken－ichi＊

Nakamura，Hitoshi＊

Matsumoto，Naoyuki

Hypovirulent　str＆in　of　the　vilet　root　rot　fungus∫ノ81’一

CO加3∫4iκ肥no〃脚

Jounal　of　General　Plant　Pathology

（日本植物病理学会）

69（6）

385－390

2003．12

Cuan　Zhao　Wei＊

Osaki，Hideki＊

Iwanami，Toru＊

Matsumoto，Naoyuki
Ohtsu，Yoshihiro＊

Molecular　characte貢zation　of　dsRNA　segments2and

5and　electron　microscopy　of　a　novel　reovims　from　a

hypovirulent　isolate　W370，0f　the　plant　pathogen

ROS6〃∫n如n召Cα酒X

Joumal　of　General　Virology
（Society　for　General　Microbiology）

84（9）

2431－2437

2003．9

Ikeda，Ken－ichi＊

Nakam皿a，Hitoshi＊

Matsumoto，Naoyuki

Mycelial　incompatibility　operative　m　p＆lmgs　be－

tween　single　basidiospore　isolates　of　H61’coわα5∫4朗規

規o配Pα

Mycological　Research
（British　Mycological　Society）

107（7）

847－853

2003．7

Suzald，Kouichi＊

S＆saki，Atsuko＊

Kanematsu，Satoko＊

Matsumoto，Naoyuki
Yoshida，K・uji＊

Transmissibility　of　viral　double－strande（1RNA　be－

tween　strains　of　the　violet　root　rot　fungus　H凶60一

加s雌朋z　nlo班四and　the　potential　for　viral（1sRNA

infection　to　this　fungus　using　monokaryotic　strains

Mycoscience
（日本菌学会）

44（2）

139－147

2003．4

Nomura，Kinya＊

Osaki，Hideki＊

Itanami，Toru＊

Matsumoto，Naoyuki
Ohtsu，Yoshihiro＊

Clonning　and　characterization　of　a　totivinls　（10uble－

stranded　RNA　from　the　plant　pathogenic　fungus，

H8”coわα5∫4彪η1η10〃τραTanaka

Virus　Genes
（Kluwer　Ac＆demic　Publishers）

26（3）

219－226

2003．5

Shin・yama，Hame＊

Mochizuki，Atsushi

Komada，Masayasu＊
Nomura，Yukio＊

Nagai，Temyuki＊

Insect　resistance　in　transgenic　Chrysanthemum　ID8n－

4mnrh61ηαx8mn4卯o耀規（Ramat。）Kitamural　by　the

introduction　of　a　modified　d－endotoxin　gene　of　Bα一

c’〃麗5∫h顔n8’6ns∫s

Breeding　Science
（日本育種学会）

53（4）

359－367

2003．12
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Mochizuki，Masatoshi Effectiveness　and　pesticide　suscept圭bility　of　the　pyre－

throid－resist…mt　predatory　mite、4η3わ1ys6iμs　wo規αs18yi

in山e　integrated　pest　management　of　tea　pests

BioContro1
（Kluwer　Academic　Publishers）

48

207－221

2003．4

望月雅俊・舟山　健＊

本郷公子＊・望月　淳
秋田県のリンゴ園に導入されたオキシデンタリス
カブリダニの土着カブリダニ類への影響評価

北日本病害虫研究会報
（北日本病害虫研究会）

54

174－176

2003．11

松尾尚典＊・望月雅俊

屋良佳緒利・光永貴之＊

望月　淳

ククメリスカブリダニA励lys8加6鷹醐8廓に対
する花粉等の代替餌としての可能性

日本応用動物昆虫学会誌
（日本応用動物昆虫学会）

47（4）

153－158

2003．11

Hyun－Kyung　Kang＊

Ohkuro，Toshiya

Ide，Makoto

Vegetation　stmcture　and　environmental　characteris－

tics　of　native　habitats　for　a　vulnerable　plant　species

Pεn∫ho耀灘oh∫n8ns6：a　focus　on　the　southem　part　of

Ibaraki，Japan

Joumal　of　Korean　Institute　of　L＆ndscape

Architecture

（韓国造景学会）

31（2）

83－93

2003．6

有田博之＊・山本真由美＊

友正達美＊・大黒俊哉
耕作放棄水田の復田コストからみた農地保全対策
一新潟県東頸城郡大島村を事例として一

農業土木学会論文集
（農業土木学会）

225
95－102

2003．6

大黒俊哉・白戸康人
伊藤一幸＊

絶滅危惧植物タコノアシ個体群の維持にかかわる
放棄水田の環境特性

ランドスケープ研究
（日本造園学会）

66（5）

599－602

2003．5

Jo赴n　Young＊

David　Kuykendall＊

Esperanza　Martinez－Romero＊

Allan　Kerr＊

Sawada，Hiroyuki

Classificationandnomenc豆atureofAgroわααεrご徽
and　Rhizo扉μ〃2：a　reply　to　Fan●and　et　aL（2003）

Intemational　Joumal　of　Systematic　and

Evolutionary　Microbiology
（Society　for　General　Microbiology）

53

1689－1695

2003．9

Sawada，Hiroyuki
David　Kuykendal＊

J・hn　Y・ung＊

Changing　concepts　in　the　systematics　of　bacterial

nitrogen－fixing　legume　symbionts

Joumal　of　General　and　Applied　Microbiol－

ogy
（Microblology　Research　Foundation）

49

155－179

2003．8

澤田宏之・土屋健一 A8m伽α6吻規属細菌の分類 日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

69（4）

349－365

2003．11

芝池博幸 除草剤散布という人為選択＝遺伝的多様性の比較
から

関東雑草研究会報
（関東雑草研究会）

14

2－7

2003．6

Nakahata，Takahsi＊

Itagaki，No姻d＊

Ara玉，Tomono亘＊

Sugie，H勾ime
Kuwah訂a，Shigefumi＊

Synthesis　of　the　sex　pheromone　of　the　citrus　mealy－

bug，Pseudococcus　cryptus

Bioscience，B笠otechnology，and　Biochemistry

（日本農芸化学会）

67（12）

2627－2631

2003．10

Arai，Tomonori＊

Sugie，H勾ime
Hiradate，Syuntaro

Mo熱moto，Teruichi＊

Ohtani，Kazuya＊

Identification　of　a　sex　pheromone　component　of

Ps泥ε躍ococcμs　oび卿s

Joumal　of　Chemical　Ecology
（Kluwer）

29（10）

2213－2223

2003．10

森林敦子＊・杉江　元
片桐千紘＊・土田耕三＊

ケブカクロバエAldrichinagrahami（Aldrich）（dip－

tera：calliphondae）成虫の卵巣発育におけるエクジ

ステロイドホルモン及び脂質の変動について

Medical　Entomology　and　Zoology
（日本衛生動物学会）

54（1）

65－71

2003．4

Takahashi，Mami
Goto，Chie＊

Ishikawa，Kouichi＊

Matsuda，Izumi＊

T・nyama，Shigemitsu＊

Tsuchiya，Kenichi

Rice　st雌pe　vims23。9K　protein　aggregates　and　fomls

inclusion　bodies　in　cultured　insect　cells　and　vlrus－

infected　plant　cells

Archives　of　Virology

（lntemat玉onal　Union　of　Microbiological

Societies）

148（11）

2167－2179

2003．11

Tsuchiya，Kenichi
Chhstophe　C．M．d’Ursel＊

Hohta，Mituo＊

Nozu，Yuzo＊

Relation　of　Japanese　Xαn1ho彫onαs　cα規P6slr∫s　pv。

vεs’cα診or如　with　worldwide　strains　revealed　with

three　specific　monoclonal　antibodies

Joumal　of　General　Plant　Pathology

（日本植物病理学会）

69（5）

310－315

2003．10

Tsuchiya，Kenichi
Chhstophe，C．M．d’Ursel＊

Development　of　a　sensitive　ELISA　using　three　mon－

oclonal　antibodies　against　hpopolys＆cchad（les（LPS）

to　detect　Xαn～ho溺onαs　cα配ρ83師s　pv．v8si6厩orぬ

Joumal　of　General　Plant　Pathology

（日本植物病理学会）

70（1）

21－26

2004．2

Tsuchiya，Kenichi
Christophe　C．M．d’Ursel＊

Nozu，Yuzo＊

Product玉on　and　preliminary　characterization　of　mono－

clonal　antibodies　raised　against　Xαn∫ho’nonα5cのnp－

85ごr’5pv．η3‘zn8旅～r召6ごn4∫cα8

Joumal　of　Geneml　Plant　Pathology

（日本植物病理学会）

70（1）

27－33

2004．2

Joselito，E．Villa＊

Tsuchiya，Kenichi
Hohta，Mitsuo＊

M。P．Natural＊

N．L．Opina＊

Hyakumachi，Mitsur・＊

DNA　analysis　of　RαZ∬onぬ50Zαnαc召α7研ηand　related

b＆cteria　based　on282bp　PCR－amplified　fragment

Plant　Disease

（American　Phytopathological　Society）

87（11）

1337－1343

2003．11

San．Tae　Seo＊

Namto　Furuya＊

Chun　Keun　Lim＊

Takanami，Yoichi＊

Tsuchiya，Kenichi

Phenotypic　＆nd　genetic　ch＆ractehzation　of　Eハ〃’n’α

cαroすovo雌from　mulberry（ル10濯s　spP。）

Plant　Pathology
（B貢tish　Society　for　Plant　Pathology）

52（2）

140－146

2003．4

W・ng　Boonsuebsakul＊

Tsuchiya，Kenichi
Matsuyama，N・buaki＊
Niph・ne　Thaveechai＊

Ho嫉ta，Mitsuo＊

Suyama，Kazu・＊

Using　of　biovar　type　system　and　host　specific　patho－

genicity　to　grouping　of　the　bacterial　caused　bacterial

wilt　diseases　of　econom玉c　crops　in　Thailand

Thai　Joumal　of　Ag亘cultural　Science

（タイ国農学会）

36（2）

173－184

2003．4
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Kishita，Mitsunobu＊ Estimationof　populat玉on　density　and　dispersal　pa一 Applied　Entomology　and　Zoology 38（2） 2003．5

Arakaki，Norio＊ rameters　of　the　aduk　sugarcane　wirewom1，Melanotus （日本応用昆虫動物学会） 233－240

Kawamura，Futoshi＊ okinawensis　Ohira（Coleoptera：Elate嫉dae），on　Ikei

Sad・yama，Yasutsune＊ Island，Okinawa，by　mark－recapture　experiments

Yamamur＆，Kohji

Yam＆mura，Kohji Population　estimation　by　a　one－release，two－capture Applied　Entomology＆nd　Zoology 38（4） 2003．11

expehment （日本応用昆虫動物学会） 475－486

Yamamura，Kohji Estimation　of　dispersal　distance　by　mark－recapture Population　Ecology 45（2） 2003．8

Kishita，Mitsunobu＊ experiments　using　traps：correlation　of　bias　caused　by （Society　of　Population　Ecology　and 149－155

Arakaki，Noho＊ the　a∫tificial　removal　by　traps Spnnger－Verlag）

K＆wamura，Futoshi＊

Sad・yama，Yasutsune＊

Otuka，Akira＊ An　application　for　insect　field　surveys　using　a　hand一 Agricultural　Information　Resea㏄ch 12（2） 2003．6

Yamanaka，Takehiko held　computer （農業情報学会） 113－124

Yoshid＆，Mutsuhiro IntraspeciHc　vahation　in　RFLP　pattems　and　mo甲ho一 Nematology 5（5） 2003．12

10gical　studies　on　S陀’n87n8η雄ノセ髭iσ8　and　S．kraussei （Brill　Academic　Publishers） 735－746

（Rhabd宝tida：Steinemematidae）from　Hokkaido，Japan

化学環境部

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

Okamoto，Miwa＊

Okada，Kensuke＊

Watanabe，Toshihiro＊

Ae，Noriharu

Growth　responses　of　cereal　crops　to　organic　nitrogen

inthefield

Soil　Science　an（i　Plant　Nutrition

（日本土壌肥料学会）

49（3）

445－452

2003．6

Ar＆o，Tomohito

Ae，Noriharu

Sugiyama，Megumi
Takahashi，Motoki＊

Genetic　differences　in　cadmium　uptake　and　distribu－

tioninsoybeans

PlantandSoil
（Kluwer）

251（2）

247－253

2003．4

Arao，Tomoh孟to

Ae，Noriharu

Genetic　variations　in　cadmium　levels　of　rice　grain Soil　Science　and　Plant　Nutrition

（日本土壌肥料学会）

49（4）

473－479

2003．8

Saito，Akihiro＊

Fujii，Takeshi

Miyashita，磁yotaka＊

Distribution　and　evolution　of　chitinase　genes　in

Streptomyces　species：involvement　of　gene－duplica－
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Yanhong　Tang＊ ecosystems　on　Tibetan　Plateau Conference＆Expo（GW）㎝），May27－30， 61

Song　Gu＊ 2003，Boston，USA
Kato，Tomomichi＊

Kawashima，Shigeto
Yingnian　Li＊

Xingquan　Zha・＊

Du，Mingyuan Observational　results　of　radiation　variations　at　ground IUGG2003，Abstracts　A 2003．7

Yonemura，Seiichiro su㎡ace　during　dust　storm　in　Dunhuang，China A371
Zhibao　Shen＊

Yanbo　Shen＊

Wanfu　W｛mg＊

Mak玉，Taichi＊

Du，Mingyuan Meas麟ng　dust　concentration　over　desert　and　crop一 2nd　Intemational　Workshop　on　Mineral 2003．9

Yonemura，Seiichiro Iand　during　dust　storms　using　a　v並sibility　sensor Dust，10－12Sep，，2003，Paガs，France。Ab一 20

Zhibao　Shen＊ Sαacts

Yanbo　Shen＊

Wanfu　Wang＊
Maki，Taichi＊

Kawashima，Shigeto
Inoue，Satoshi

Du，Mingyuan Comparison　of　Dust　Stoml　Processes　over　Cropland 2nd　Intemational　Workshop　on　Sandsto㎜s 2003．11

Yonemura，Seiichiro Su㎡ace　and　Gobi　Su㎡ace　in　Dunhuang，China and　Associated　Dust　fall，Nov．13－15， 3
Zhibao　Shen＊ 2003．Nagoya，Japan．Abstracts

Yanbo　S盤en＊

Wanfu　Wang＊
Maki，Taichi＊

Kawashima，Shigeto
Inoue，Satoshi
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杜　明遠・米村正一郎 中国敦煙における空気中のダスト濃度の特徴 日本沙漠学会第14回学術大会講演要旨集 14 2003．5

真木太一＊・沈　志宝＊ 10－11

申　彦波＊・圧　万福＊

杜　明遠・米村正一郎 夏季中国敦煙におけるゴビ砂漢とオアシスでの風 農業環境工学関連5学会2003年合同大会 2003．7

真木太一＊・沈　志宝＊ 送ダスト発生の比較 講演要旨 39
申　彦波＊・江　万福＊

川島茂人・井上　聡

K・bayashi，Kazuhiko＊ Modeling　Responses　of　Rice　Growth　and　Biogeo一 Agronomy　Society　of　America　Annual 2003．11

Fumoto，Tamon chemical　Processes　to　Elevated　CO2in　the　Field Meeting2003，Denver，CO．Abstract（CD一 CD－ROM
ChangshengL重＊ ROM）
Kobayashi，Kazuhiko＊ Modeling　the　effects　of　elevated　CO20n　plant FACE2004Workshop，Monte　Verita　Swit一 2004．3

Fumoto，Tamon growth　and　methane　emission　in　a　Japanese　rice zerland 18－19

ChangshengLi＊ paddy

後藤慎吉・大野宏之 農業水資源評価のための作物水要求量の検討 農業環境工学関連5学会2003年合同大会 2003．9

鳥谷　均・桑形恒男 講演要旨 356

石郷岡康史

岡田益己＊・長谷川利拡 高濃度CO2が水稲出穂の早晩に及ぼす影響 農業環境工学関連5学会2003年合同大会 2003．9

井上めぐる＊ 講演要旨 62

井上　聡・西森基貴 地球温暖化の北陸農業への影響 日本農業気象学会北陸支部会誌 2003．6

山村光司 26－32

井上　聡・横山宏太郎＊ メッシュ気候値2000（最深積雪〉は温暖化の兆候 2003年度日本雪氷学会講演予稿集 2003．10

を示しているか？ 102

井上　聡・川島茂人 枯れの進行にともなう蒸発散の変化 農業環境工学関連5学会2003年合同大会 2003．9

杜　明遠 講演要旨 309

Inoue，Yoshio Estimating　the　dynamics　of　CO2flux　in　agro一 Intemational　Workshop　on　Global　Carbon 2004．1

AlbertOhoso＊ ecosystems　based　on　remote　sensing　－A　methodo一 Cycle　and　Sattelite－based　its　Mapping　and 3
logic＆l　basis　for　quantitative，dynamic　and　sp＆tial　as一 Moldeing．Tsukuba，19－21，January，2004

sessment　of　CO2flux　in　terrestrial　ecosystems一 （JISTEC）

AlbertOhoso＊ Assimilation　of　remote　sensing　data　into　SVAT＆nd Intemational　Workshop　on　Use　of　Remote 2003．9

Inoue，Yoshio Crop　models　for　evapotranspiration　monitoring Sensing　of　Crop　Evaporation　for　Large　Re一 100－112

Jean－Pie汀eWigner・n＊ 910ns
J6romeDemarty＊ （ICD）

SamuelO貰ega－Farias＊

Jean－ChhstpheCalvet＊

PathceLechalpentier＊

Kataryna　Dabrowska－Zielinska＊ Examination　of　crop　characteristics　using　microwave Proc．lntemational　Geoscience　and　Remote 2003．7

Inoue，Yoshio data Sensing　Symposium（IGARSS）2003 158ヨ60

（IEEE）

Inoue，Yoshio Dynamic　change　of　CO2flux　over　agricultural　eco一 Proc．Intemational　Geoscience　and　Remote 5 2003．7

AlbertOlioso＊ system　and　its　relationship　with　remotely　sense（1ther一 Sensing　Symposium（IGARSS）2003 3251－3253

WinengChoi＊ mal　and　optical　sign＆tures （IEEE）

井上吉雄・Albert　Olioso＊ 土壌一植生一大気系プロセスモデルとリモートセ 日本リモートセンシング学会第34回学術 2003．5

WinengCh・i＊ ンシングによる耕地生態系CO2フラックスの動的 講演会論文集 19－20

評価

井上吉雄・Albert　Olioso＊ 植物群落の蒸散・蒸発散と反射率データの関係解 日本リモートセンシング学会第35回学術 2003．11

析　一日射法とリモートセンシングによる蒸散の 講演会論文集 209－210

簡易評価法について一

井上吉雄・Albert　Olioso＊ 作物群落のCO2、H20フラックスおよび放射環 日本作物学会紀事 72（別1） 2003．4

WinengCh・i＊ 境の動態解析　第3報　土壌一作物一大気系伝達 194－195

モデルとリモートセンシングによるCO2フラック
スの評価

井上吉雄・Jiagu・Qi＊ 陸域食糧生産生態系の変動モニタリングと構造解 日本作物学会紀事 72（別2） 2003．9

斉藤和樹＊・堀江　武＊ 析　第2報　ラオス移動耕作生態系の近年の空間 84－85

白岩立彦＊ 分布状況とその変化
Lin㎞am　Douangsavanh＊

井上吉雄・Jiagu・Qi＊ 流域圏農耕地生態系の動態解析　第1報　環境立 日本作物学会紀事 72（別2） 2003．9

Kataryna　Dabrowska－Zielinska＊ 地・実況空問データの統合化システムについて 86－87

井上吉雄・Albert　Olioso＊ 作物群落のCO2、H20フラックスおよび放射環 日本作物学会紀事 72（別2〉 2003．9

WinengChoi＊ 境の動態解析　第4報　日射法とリモートセンシ 100－101

ングによる群落蒸散・蒸発散の簡易評価

井上吉雄 水稲群落の光合成有効放射吸収率とマイクロ波後 日本作物学会紀事 73（別1） 2004．3

Kataryna　Dabrowsk＆一Ziehnska＊ 方散乱およびハイパースペクトル反射特性の関係 118－119

黒須隆志＊・前野英生＊

浦塚清峰＊・古津年章＊

井上吉雄 植物生理生態情報のリモートセンシング　ー1枚 ファイトテクノロジー研究会講演要旨集 2003．8

の葉～生態系まで一 45－66

井上吉雄 作物とその生育環境のリモートセンシング　ーフ 東北土壌肥料研究会誌 47 2003．9

イールドにおける光計測・電磁波計測一 19－22

Ishigooka，Yasushi Continental　scale　modeling　of　water　balance　in　East Abstract（week　B）、of　XXH　General　Assem一 2003．7

Toritani，Hitoshi Eurasia　for　evaluating　agro－water　resources bly　of　the　Intemation＆l　Union　of　Geodesy 351

Kuwagata，Tsuneo and　Geophysics，IUGG2003，Sa』pporo　Ja一

Goto，Shinkichi pan

Ohno，Hiroyuki
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Ishigooka，Yasushi Change　of　agricult皿al　water　requirement　induced　by Proceedings　of　Symposium　on　Water　Re一 2004．3

Ohno，Hiroyuki 910balwa面ng source　and　Its　Va爵abil圭ty　in　Asia　in　the21 113－116

Toritani，Hitoshi stCentury
（気象研究所）

石郷岡康史・鳥谷　均 広域水収支モデルを使用したアジアの農業水資源 農業環境工学関連5学会2003年合同大会 2003．9

桑形恒男・後藤慎吉 の評価 講演要旨 55

大野宏之

Iwasaki，Nobusuke Land　Use　and　Rural－ecosystem　Change　for　the　Re一 Abstracts，Intemational　Conference：Society 2003．7

Sprague，David cent100years　in　Ami－mura，Japan and　Environment　Interaction　Under　Global 330

andRegionalChanges

柴田直樹＊・吉田正夫＊ 土地利用変化に伴う土壌腐植物質の特性に関する 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

岩崎亘典・渡邊眞紀子＊ 研究　～静岡県中伊豆町を対象として～ 116

佐々木由佳＊・早坂　恵＊ 鶴岡市沖積水田における水稲初期生育と環境要因 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

石田智之＊・川島茂人 124

角田憲一＊・安藤　豊＊

高橋裕一＊・光本浩太郎＊ 興和花粉自動計測器KP－1000と花粉捕集器（バ 日本花粉学会第44回大会講演要旨集 2003．10

名古屋隆生＊・邊見眞子＊ 一カード、ダーラム）との比較 53

富樫ルミ＊・川島茂人

川島茂人・井上　聡 米沢盆地における夏期高温時の気温分布と風系の 日本気象学会2003年度春季大会講演予稿 2003．5

杜　明遠・米村正一郎 関係 集 262

山本奈美＊

川島茂人・藤田敏男＊ トウモロコシ花粉飛散量自動モニター　一遺伝子 第3回つくばテクノロジー・ショーケー 2004．1

松尾和人 組換え作物の環境影響評価一 スプログラム＆アブストラクト 41

（つくばサイエンス・アカデミー）

Kuwagata，Tsneo Effect　of　root　temperature　on　water　uptake　and　tran一 Abstract（week　B）of　XXH　General　Assem一 2003．7

Murai，Maず spirationofvegetation bly　of　the　Intemational　Union　of　Geodesy 397

Hamasa短，Takahiro＊ and　Geophysics，IUGG2003，Sapporo　Ja一

pan

桑形恒男 GAME－TibetlOP期問中におけるチベット高原上 日本気象学会2003年度春季大会講演予稿 2003．5

の日中の大気昇温量と地表面熱収支 集 363

筆保広徳＊・桑形恒男 領域モデルを用いた広戸風発生に関する研究 日本気象学会2003年度秋季大会講演予稿 2003．10

集 38

桑形恒男・渡辺　力＊ 群落熱収支モデルによる水田水温・地温のシミュ 日本気象学会2003年度秋季大会講演予稿 2003．10

濱嵜孝弘＊ レーション 集 47

村井麻理＊・桑形恒男 プロトプラストを用いた細胞膜と液胞膜水透過率 第45回日本植物生理学会年会 2004．3

の分離評価手法の開発 193

桑形恒男・村井麻理＊ 根圏温度が水稲の吸水・蒸敵プロセスにおよぼす 農業環境工学関連5学会2003年合同大会 2003．9

濱嵜孝弘＊・野並　浩＊ 影響 講演要旨 119

村井麻理＊・桑形恒男 根圏温度が水稲根の水透過率に及ぼす影響 農業環境工学関連5学会2003年合同大会 2003．9

杉本直子＊・野並　浩＊ 講演要旨 120

杉本直子＊・村井麻理＊ 水チャネル阻害剤が水稲と小麦の生長と水透過率 農業環境工学関連5学会2003年合同大会 2003．9

桑形恒男・和田博史＊ に及ぼす影響 講演要旨 121

野並　浩＊

Minaka，Nobuh玉ro A　more　efficient　heuristic　algorithm　for　the　large Cladistics 19 2003．5

Yamamoto，Haruo＊ phylogenetic　Steiner　problem 157

Asano，Takehiro＊

Suemura，Takeshi＊

Machii，Kouki＊

Minaka，Nobuhiro BOGEN：A　faster　parsimony　program　for　computing Hennig　XX旺：The　Annual　Meeting　of　the 2003．7

Suem皿a，Takashi＊ larger　phylogenetic　trees Willi　Hemig　Society，Abstracts

Asano，Takehiro＊

Yamamoto，Haruo＊
Machii，Kouki＊

Minaka，Nobuhiro BOGEN：A　faster　parsimony　program　for　building The　Joint　Intemational　Fomm　on　Biodiver一 2003．10

Yamamoto，Haruo＊ larger　trees　in　phylogenetic　systematics sity　Infonnat孟on　－　Building　Capacity　in 63

Asano，Takehiro＊ Asia＆nd　Oceania，Abstarcts

Suemura，Takeshi＊

Machii，Kouki＊

三中信宏 太田邦昌氏の系統分類学理論　一体系学史におけ 昆虫分類学若手懇談会シンポジウム「‘若 2003．10

る位置づけと限界 手の会’32年の歴史と将来　一太田邦昌 1－14
氏追悼シンポジウムー」（日本昆虫学会
第63回大会）

三中信宏 絡みあう系統樹はほどけるか？　一民俗学・言語 日本生物地理学会大会第58回年次大会ミ 2003．4

学・進化学における“系統”観 二・シンポジウム「生物地理学と比較民 11

俗学：生物と人間が交わるところで」講
演要旨集

三中信宏 形態測定学：その歴史と概論　　「形態測定学・夏 日本進化学会第5回大会プログラム・要 2003．8

の学校」 旨集 29－30

三中信宏 巨大系統樹の推定のために：最節約法に基づくス 日本進化学会第5回大会プログラム・要 2003．8

タイナー樹の高速計算アルゴリズム 旨集 67

三中信宏 進化子（evolver）の一般化：普遍系統学の視点か 日本進化学会第5回大会プログラム・要 2003．8

ら 旨集 82

三中信宏 ヒトが【種】をつくる：種概念の認知的起源 日本進化学会第5回大会プログラム・要 2003．8

旨集 97



62 農業環境技術研究所年報　平成15年度

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

三中信宏 巨大系統樹の推定のために：最節約法に基づくス 日本進化学会第5回大会プログラム・要 2003．8

タイナー樹の高速計算アルゴリズム（ポスター発
表）

旨集 143

Miwa，Tetsuhisa The　dissection　of　polyhedral　cones　an（i　its　appl玉ca一 The　proceedings　of　the54th　Session　of廿1e 2003．8

Anth・nyJ・hnHayter＊ tion　to　theevaluation　ofmulti－nomal　probabilities Intemational　Statistic＆l　Institute CD－ROM
Kuriki，Satoshi＊ （CD－ROM）

三輪哲久・山村光司 閉検定手順による交互作用効果の多重比較 応用統計学会第25回シンポジウム講演予 2003．5

稿集 57－60

三輪哲久 多重比較における統計計算について 統計関連学会連合大会講演報告集 2003．9

313－318

三輪哲久 変数変換による非心F分布の正規近似 統計関連学会連合大会講演報告集 2003．9

555－556

Harazono，Yoshinobu＊ Annual　CO2budget　at　arctic　wet　sedge　tundra　in Eos，Transactions，American　Geophysical 84（46） 2003．12

Mano，Masayoshi＊ Barrow　and　the　contribution　of　winter　fluxes Union，Fall　Meet．SupPL B52D－06

Miyata，Akira

HyojungKwon＊
WalterC．Oechel＊

GwangHyunHan＊ Concentration　and　carbon　isotope　profiles　in　paddy Geochimica　et　Cosmochimica　Acta，Special 2003．9

Yoshikoshi，Hisashi＊ ncecanopy supplement：Abstracts　of　the13th　Amual A131
Nagai，Hideyuki＊ V．M．Goldschmit　Conference

Yamada，T・m・yasu＊

Saito，Makoto＊

Miyata，Akira
Harazono，Yoshinobu＊

Harazono，Yoshinobu＊ Current　amual　estim飢ion　of　CO2flux　at　arctic　tun一 Proceedings　of　the4th　Intemation＆1Work一 2004．2

WalterC．Oechel＊ drainAlaska shop　on　Global　Change：Connection　to　the 32－37

TorbenChhstensen＊ Arctic2003（GCCA4）

　　，HlynurOsk撮・ss・n＊

CraigTweedie＊

JohnGamon＊

FredHuemm爵ch＊

HyojungKw・n＊
RommelZulueta＊
Man・，Masay・shi＊

Miyata，Akira

Man・，Masay・shi＊ Long－tem　measurement　ofmethane　nux　at　an　arctic Proceedings　of　the4th　Intemational　Work一 2004．2

Miyata，Akira coast＆l　tundra　in　Ba∬ow，Alaska　and　an　examination shop　on　Global　Change：Connection　to　the 236－240

Harazono，Yoshinobu＊ of　empirical　and　process－based　methane　emission Arctic2003（GCCA4）

RommelZulueta＊ modelsfromwetlands
WalterC．Oechel＊

Miyata，Akira Carbon　budget　of　a　single　croPPing　Paddy　fiel（1in Proceedings　of　the　Intemational　WorkshoP 2003．12

Nagai，Hideyuki＊ centralJap＆n on　Flux　Observation　and　Research　in　Asia 129－130

Yamada，T・m・yasu＊

Saito，Makoto＊

Harazono，Yoshinobu＊

Mohammad　Abdul　Baten＊

Takamura，Chikako＊

Harazono，Yoshinobu＊ Direct　observation　of　winter　sublimation　and　its　ef乙 Abstract　of　the　lst　Open　Science　Meeting 2003．10

WalterC．Oechel＊ fects　on　the　arctic　climate for　the　Study　of　Environmental　Arctic 41

Miyata，Akira Change（SEARCH）
Mano，Masayoshi＊

小谷亜由美＊・杉田倫明＊ 地目混在地域における広域熱フラックスと地表面 2003年地球惑星科学関連学会合同大会予 2003．5

宮田　明・萩野谷成徳＊ 被覆との関係 稿集 HO20－POO4
飯田真一＊

間野正美＊・宮田　明 超音波風速温度計とオープンパスCO2分析計の時 関東の農業気象 29 2003．12

永井秀幸＊・齊藤　誠＊ 間遅れがフラックス計算に及ぼす影響 （日本農業気象学会関東支部） 39

原薗芳信＊

吉越　恒＊・韓　光鉱＊ 水田上のメタンフラックスと土壌メタン貯留量の 九州の農業気象第H輯 12 2003．10

山田智康＊・永井秀幸＊ 季節変化 （日本農業気象学会九州支部会） 41－42

宮田　明・原薗芳信＊

Harazono，Yoshinobu＊ Charactehstics　of　Arctic　winter　fluxes　induced　by 日本気象学会2003年度春季大会講演予稿 2003．5
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ついて 稿集 2－3
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小林和彦 す高CO2濃度の影響 講演要旨 68
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大気CO2濃度の上昇が出穂開花期におけるイネの
葉温と穂温に及ぼす影響

農業環境工学関連5学会2003年合同大会
講演要旨 65

2003．9
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本條秀子＊・古林章弘＊

藤井義晴

被覆植物による雑草管理技術の開発 雑草研究（日本雑草学会第42回講演会講
演要旨）

48（別〉

138－139

2003．4

石川恵理＊・渡邉　泉＊
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高橋真実・門田育生＊ 原性喪失菌の解析 集 320

有江力＊・土屋健一

吉田隆延・澤田宏之 F麗Sαr’μ配oxyspor配〃3のRαS遺伝子のクローニング 第3回糸状菌分子生物学コンファレンス 2003．11

高橋真美・有江　力＊ と解析 講演要旨集 54

土屋健一

吉村泰幸・松尾和人 遺伝子組換えダイズを用いた自然交雑率の評価 日本作物学会紀事 73（別1） 2004．3

安田耕司 210－211

化学環境部
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松本真悟＊・阿江教治 ホウレンソウのカドミウム吸収反応の品種間差 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

三島幹広＊・山根久典＊ 78

増永二之＊・若月利之＊

稲坂恵美子＊・阿江教治 リン酸緩衝液で抽出される土壌有機態窒素の分解 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

に関与する酵素について　一土壌有機態窒素化合 126

物の実体解明　第1報一

吉光寺徳子＊・阿江教治 作物根細胞壁Fe3＋キレート能が有機態窒素の遊 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

松本真悟＊・東　照男＊ 離に及ぼす影響 126

松本真悟＊・阿部　聖＊ 作物の養分吸収反応の多様性を利用した輪作技術 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

阿江教治 の開発 131

坂西研二・中村　乾＊ 亜熱帯島喚における河川流域の水量・水質につい 平成15年度農業土木学会大会講演会講演 2003．7

AhamedKhondaker＊ て（3） 要旨集 892－893

江口定夫・澤本マサ江＊ 難透水層を有する黒ボク土畑下層における不圧地 地下水・土壌汚染とその防止対策に関す 2003．6

柴　雅彦＊ 下水の水平フラックスと脱窒量の推定 る研究集会　第9回講演集 228－231

江口定夫・澤本マサ江＊ 黒ボク土畑下層の浅層地下水と硝酸イオンのフラ 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

柴　雅彦＊ ックス 2
長谷川周一＊・江口定夫 黒ボク土下層土の土壌水分状態と水移動特性 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

一1997年から1999年の3年間のモニタリングから 230

分かったこと一

Endo，Shozo Recovery　of　soil　arthropods　in　the　spinach　fields　ap一 SETAC　Asia／Pacific　Conference2003 2003．9

Kobara，Yuso plied　with　chloropicrin　or1，3－dichloropropene 236

Horio，Takeshi

Ohtsu，Kazuhisa

Ishihara，Satom

Yasuda，Koji
lchisawa，Kei＊

齋藤　明広＊・藤井　毅 S舵μo鰐c65属におけるキチナーゼ遺伝子の多様 日本微生物生態学会2003年度（第19回） 2003．10

宮下　清貴＊ 性と進化 大会講演要旨集 52

大野雅弘＊・沼田慎一＊ キュウリ根面より分離した蛍光性Pseudomonas属 日本微生物生態学会2003年度（第19回） 2003．10

藤井　毅・長谷部亮 細菌の解析 大会講演要旨集 73

中島雅巳＊・阿久津克美＊
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沼田慎一＊・大野雅弘＊ 遺伝子組換え葉面細菌の環境リスク評価 日本微生物生態学会2003年度（第19回） 2003．10

藤井　毅・長谷部亮 大会講演要旨集 74

中島雅巳＊・阿久津克美＊

藤井　毅・梶原敏子＊ 放線菌の代謝を制御するグルコースキナーゼに結 第26回日本分子生物学会年会プログラム 2003．11

齋藤明広㌧宮下清貴＊ 合する蛋白質の検索 ・講演要旨集 1004

藤井　毅・齋藤明広＊ 放線菌の膜画分に存在するキトビオース・レセプ 日本農芸化学会2004年度大会講演要旨集 2004．3

宮下清貴＊ ターの精製 243

藤井　毅・渡邉貴由＊ 自滅機能を内蔵した組換え微生物の開発 第3回つくばテクノロジー・ショーケー 2004．1

スプログラム＆アブストラクト 24

（つくばサイエンス・アカデミー）

Someya，N・butaka＊ In伽ence　of　environmental　factors　on　the　antagonism Proceedings　of　the　sixth　Intemational 2003．10

Numata，Shinichi＊ of　a　biocontrol　agent　and　the　genetic　improvement Workshop　on　Plant　Growth－Promoting　Rhi一 603－611

Nakajima，Masami＊ for　the　development　of　the　useful　agents zobacteria

W＆t＆nabe，K．＊

Hasebe，Akira
Hamamoto，H．＊

Yamaguchi，lsamu＊

Akutsu，Katsumi＊

沼田慎一＊・大野雅弘＊ キチナーゼ遺伝子を染色体に導入した組換え葉面 平成16年度日本植物病理学会・講演要旨 2004．3

藤井　毅・長谷部亮 細菌のキュウリ灰色かび病に対する防除効果 集 講演NQ：328

中島雅巳＊・阿久津克美＊

大野雅弘＊・沼田慎一＊ キュウリ根圏由来の蛍光性Pseudomonas属細菌を 平成16年度日本植物病理学会・講演要旨 2004．3

藤井　毅・長谷部亮 宿主とした組換え体によるキュウリ苗立枯病の生 集 講演NQ：329

中島雅巳＊・阿久津克美＊ 物防除

小橋有里＊・長谷部亮 家畜ふん、堆肥、土壌中の細菌におけるテトラサ 日本微生物生態学会2003年度（第19回） 2003．10

藤井　毅・西尾道徳＊ イクリン耐性遺伝子の分布 大会講演要旨集 68

小橋有里＊・長谷部亮 家畜ふん、堆肥、土壌中における抗生物質耐性細 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

西尾道徳＊ 菌数 36

林健太郎・藍川昌秀＊ 湿性沈着量への長期変動モデルの適用 第44回大気環境学会年会講演要旨集 2003．9

大泉　毅＊・高橋　章＊ 152

谷本浩志＊・野口　泉＊

松田和秀＊・皆巳幸也＊

原　宏＊

林健太郎・藍川昌秀＊ 降水中の硫酸、硝酸、塩化物各イオンの組成の経 第44回大気環境学会年会講演要旨集 2003．9

大泉　毅＊・高橋　章＊ 年変動 153

谷本浩志＊・野口　泉＊

松田和秀＊・皆巳幸也＊

原　宏＊

林健太郎・藍川昌秀＊ 湿性沈着に対する三宅島噴煙の影響 第44回大気環境学会年会講演要旨集 2003．9

大泉　毅＊・高橋　章＊ 154

谷本浩志＊・野口　泉＊

松田和秀＊・皆巳幸也＊

原　宏＊

XiangkuiYan＊ Phytoremedation　of　molybdenum　by　soybean　grown Proceeding　of　the　Third　Intemational　Con一 2003．11

KiwoonChang＊ in　soils　amended　with　sew＆ge　sludge ference　on　Contaminants　in　the　Soil　Envi一 53

Inoue，Tsunehisa ronment孟n　the　Australasia－Pacific　Region

（Research　Center　for　Eco－Environmental

Sciences，CAS）

Ishihara，Satom Concentrations　of　herbicides　used　in　rice　paddy　fields Abstracts，3rd　Pan　Pacific　Conference　on 2003．6

Horio，Takeshi in　river　water　an（i　impact　on　algal　production PesticideScience 66－69

Kobara，Yuso （The　Pestici（ie　Science　Society　of　Japan，

Endo，Shozo The　Agrochemcal　Division　of　the　American

Ishii，Yasuo Chemica1Society）

Ueji，Masako

石原　悟・堀尾　剛 淡水性ニッチア属珪藻のトリアジン系除草剤ジメ 日本農薬学会第29回大会講演要旨集 2004．3

小原裕三・大津和久 タメトリンに対する感受性 46

横山淳史＊・遠藤正造

渡邊裕純＊・Vu　Hong　Son＊ 水田群からの農薬流出予測モデルの開発　H 日本農薬学会第29回大会講演要旨集 2004．3

石原　悟・上路雅子 一集水域からの農薬流出モニタリングー 100

田中宏明＊

My　Hoang　Tra　Nguyan＊ Herbicide　fate　an（1transport　monitoring　in　paddy 日本農薬学会第29回大会講演要旨集 2004．3

S・uphasayK・many＊ field　under　two　different　water　management　scenarios 101

Vu　Hong　Son＊・渡邊裕純＊

石原　悟・浅見ゆう子＊
本林　隆＊・鈴木創三＊

加藤　誠＊

Ishii，Hideo Resistance　management　strategies　for　fungicides Abstr＆cts，3r（1Pan　Pacific　Conference　on 2003．6

PesticideScience 47

（The　Pesticide　Science　Society　of　Japan，

The　Agrochemcal　Division　of　the　American

ChemicalSociety）

足立嘉彦＊・正田守幸＊ ナシ黒星病菌の3つのレースに対する抵抗性の品 園芸学会雑誌 72（別1） 2003．4

石井英夫・山本俊哉＊ 種・系統間差異 （園芸学会） 55

松田長生＊・壽　和夫＊

今田　準＊
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朴　杓允＊・栗原孝行＊ 病害抵抗性誘導化合物アシベンゾラルSメチル 日本植物病理学会関西部会講演要旨予稿 2003．10

石井英夫 のキュウリ炭疽病に対する全身抵抗性誘導に関す 集 13

る電子顕微鏡解析（2）

石井英夫・大島美知代＊ コムギより分離されたFus＆rium属菌の各種薬剤 日本植物病理学会関東部会講演要旨集 2003．9

西村久美子＊・岩間俊太＊ に対する∫n　v∫枷感受性とβ一チューブリン遺伝子 2
稲田　稔＊・清水基滋＊ のシークエンス解析
吉松英明＊・中島　隆＊

青木孝之＊

MohamedFaize＊ Involvement　of　active　oxygen　species　and　salicyl孟c 日本植物病理学会関東部会講演要旨集 2003．9

LydiaFaize＊ acid　in　ASM－induced　resistance　against　pear　scab 4
K・ike，N・buy・＊

Ishizaka，Masumi

Ishii，Hideo

朴　杓允㌧姜　山＊ ニホンナシ葉に接種したナシ黒星病菌の感染器官 日本植物病理学会大会講演要旨予稿集 2004．3

栗原孝行＊・石井英夫 におけるH202生成の電子顕微鏡解析 講演NQ：154

Faize，Mohamed＊ Polygaracturonase－inhibiting　　Protein　　（PGIP）　　and 日本植物病理学会大会講演要旨予稿集 2004．3

Faize，Lydia＊ leucine－nch　　repeat　receptoPlike　　protein　　kinase 講演NQ：156

Sugiyama，T・m・k・＊ （LRPκ）genesfrompear：possibleroleinresistance

Ishii，Hideo against　Japanese　pear　scab

Faize，Lydia＊ Fomation　ofsalicylic　acid　and　active　oxygen　species 日本植物病理学会大会講演要旨予稿集 2004．3

Faize，Mohamed＊ in　pear　and　relation　to　Japanese　pear　scab　resistance 講演NQ：157

K・ike，N・buy・＊

lshizaka，Masumi

Ishii，Hideo

高垣真喜一＊・古瀬勝美＊ プロヘキサジオンカルシウム塩の各種病害防除効 日本植物病理学会大会講演要旨予稿集 2004．3

三浦一郎＊・沢田治子＊ 果とQol剤に対する効力増強作用 講演NQ：348

石井英夫・外側正之＊

池田雅則＊・鈴木幹彦＊

永山孝三＊

石井英夫・田上純子＊ イネいもち病菌におけるMBI－D剤耐性変異の 日本植物病理学会大会講演要旨予稿集 2004．3

大島美知代＊・山口純一郎＊ PCR－Luminex法を用いた診断の試み 講演NQ：361

根本文宏＊・宗　和弘＊

後藤知昭＊・山城　都＊ cyp51遺伝子上流領域のPCR増幅によるDMI剤 日本植物病理学会大会講演要旨予稿集 2004．3

内田景子＊・宗　和弘＊ 耐性イチゴうどんこ病菌5Phα670’h6cα叩加n∫s 講演NQ：364

中山喜一＊・石井英夫 vaLαph碗sの検出

大島美知代＊・石井英夫 チトクロームわ遺伝子のコドン143部位に変異が 日本植物病理学会大会講演要旨予稿集 2004．3

みられる灰色かび病菌の検出 講演NQ：365

石井英夫 植物病原菌におけるストロビルリン系薬剤（Qols） 第20回農薬生物活性研究会シンポジウム 2003．6

耐性の分子機構 講演要旨集 29

（日本農薬学会）

石川　覚・阿江教治 子実カドミウム濃度の低いダイズ系統は細胞壁に 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

杉山　恵・村上政治 カドミウムを蓄積する 77

板橋　直・林健太郎 茨城県内河川における懸濁物質濃度と流域の土地 2003年度日本土壌肥料学会関東支部大会 2003．11

竹内　誠 利用との関係 講演要旨集 29

板橋　直・林健太郎 茨城県牛久沼集水域河川における懸濁物質の動態 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

竹内　誠 3
芝野和夫＊・神田健一 矢作川流域におけるチッソ・リン・ケイ素のモニ 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

中島泰弘 タリング 166

神田健一・駒村美佐子 水田土壌の有機態リンと無機態リンの経年変化 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

芝野和夫＊・中島泰弘 170

川崎　晃 オイルパームの葉を原料とする飼料の鉛含量につ 第14回廃棄物学会研究発表会講演論文集 2003．10

Mohd．Safidin　b．Kashim＊ いて 1253－1255

佐藤純一＊

川崎　晃・織田久男 土壌中のストロンチウム同位体比について（予報） 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

平田岳史＊ 一水田土壌と玄米中のストロンチウム同位体比の 20

関係一

Kobara，Yuso Emission　Reduction　of　Chloropicrin　and　1，3一 2003Amual　Intemational　Research　Con一 2003．11

Endo，Shozo （1ichloropropene　with　a　Gas－Ba㎡er　Film ference　on　Methyl　Bromide　Altematives 108－1～

Hono，Takeshi and　Emissions　Re（1uctions 108－2

Ishihara，Satoru （Methyl　B㎜oide　Altematives　Outreach）

Ohtsu，K段zuhisa

小原裕三・遠藤正造 土壌くん蒸用クロルピクリンと1，3一ジクロロプ 第12回環境化学討論会講演要旨集 2003．6

石原　悟・堀尾　剛 ロペンのバリアー性被覆資材による大気放出量削 （日本環境化学会） 516－517

大津和久 減技術の評価

小原裕三・石原　悟 1，3一ジクロロプロペンの大気放出量抑制技術の 日本農薬学会第29回大会講演要旨集 2004．3

大津和久・堀尾　剛 適用と大気中濃度低減効果の推定 99

遠藤正造

牧野知之・菅原和夫 水田土壌を対象とした化学洗浄法によるカドミウ 2003年度日本土壌肥料学会関東支部大会 2003．11

櫻井泰弘・高野博幸＊ ム汚染の浄化（第1報）一化学洗浄法の概要およ 講演要旨集 31

神谷　隆＊・佐々木宏太＊ び抽出剤の選定一

伊藤　正＊・関谷尚紀＊

牧野知之・菅原和夫 土壌乾燥に伴うカドミウムの形態変化　一転換畑 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

櫻井泰弘・伊藤純夫＊ におけるカドミウム吸収増大の機構解明一 19
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Mishima，Shinichiro Trend　of　chemical　fertilizer　phosphate　consumption Proceedings　of　the2nd　Intemational　Sym一 2003．9

Inoue，Tshunehisa and　environmental　risk　caused　by　phosphate　use　on posium　on　Phosphorus　Dynamics　in　the 194－195

＆ghculturalproduction Soil－PlantContinuum

（University　of　Westem　Australia）

松森　信＊・三島慎一郎 養分収支算出システムを用いた熊本県市町村の窒 第66回九州農業研究発表会専門部会発表 66 2003．10

素収支 要旨集 30

三島慎一郎・松森　信＊ 市町村単位での養分資源の現存量と養分収支を求 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

井上恒久 めるデータベースの開発 10

森本　晶・小川直人 3一クロロ安息香酸添加土壌における細菌群集構 日本微生物生態学会2003年度（第19回） 2003．10

長谷部亮・藤井　毅 造解析 大会講演要旨集 129

大森誉紀㌧森本　晶 土壌へのクロロ安息香酸分解細菌の接種効果とそ 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

藤井　毅・長谷部亮 の定着性 37

Murakami，Masaharu Enhancement　of　phosphoms（P）leaching　by　soybean Proceedings　of　the2nd　Intemational　Sym一 2003．9
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Yoshida，Shigenobu wild　plants　in　Japan　an（1its　exhibition　on　the　web （Joint　Intemational　Forum　on　Biodiversity 64

Shinohara，Hirosuke Info㎜ation）

Tsushima，Seiya

森脇丈治＊・佐藤豊三＊ C・〃8∫o∫r∫c加刑46s伽6～ご躍配とその近縁種の再分類 日本植物病理学会報 69（3） 2003．8

月星隆雄・中島敏彦＊ および病原性 259

And・，Sugihiro＊ Changes　in　the　expresion　of　isopentenyltransferase， 7th　intemational　congress　of　plant　molecu一 2003．6

Asano，Thakahiro＊ nitrilase　and＆1（iehyde　oxidase　genes　during　clubroot 1撮biology2003 293

Yamada，Tomohiro＊ development　in　chinese　cabbage

Kamachi，Shinichiro＊

Habu，Yoshiki＊

Hagi・，Takashi＊

Tsushima，Seiya

Tabei，Yutak＆＊

村上弘治＊・封馬誠也 アブラナ科野菜類根こぶ病のDRC診断に基づく 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

宍戸良洋＊ 総合防除 51

安藤杉尋＊・浅野貴博＊ アブラナ科野菜根こぶ病の発病時における1PT、 日本植物病理学会報 69（3） 2003．8

山田朋宏＊・蓮池伸一郎＊ ノVIT、AO遺伝子の発現解析 253

土生芳樹＊・萩尾高志＊

封馬誠也・田部井豊＊

菅野英二＊・封馬誠也 モモせん孔細菌病菌に対するモモ果実感受性の推 日本植物病理学会報 69（3） 2003．8

佐々木正剛＊ 移 261

多賀由美子＊・封馬誠也 水酸化ナトリウム前処理による0似伽配　伽ssト 日本植物病理学会報 69（3） 2003．8

本田要八郎＊・守川俊幸＊ cαε休眠胞子の蛍光色素染色法 270

安達理恵㌧封馬誠也 各種作物における微生物の群集構造の解析と有効 日本植物病理学会報 69（3） 2003．8

篠原弘亮・吉田重信 利用法の確立　1）コムギ・オオムギにおける細菌 278

宇佐見俊行＊・宍戸雅宏＊ の群集構造とコムギ赤かび病菌に対する拮抗能
雨宮良幹＊

塩谷純一朗＊・封馬誠也 各種作物における微生物の群集構造の解析と有効 日本植物病理学会報 69（3） 2003．8

篠原弘亮・吉田重信 利用法の確立　2）トマトにおける細菌の群集構造 279

月星隆雄・陶山一雄＊ とトマト灰色かび病菌、葉かび病菌、輪紋病菌に
対する拮抗能

前川和正＊・封馬誠也 各種作物における微生物の群集構造の解析と有効 日本植物病理学会報 69（3） 2003．8

篠原弘亮・吉田重信 利用法の確立　3）チンゲンサイ・コマツナにおけ 279

る細菌の群集構造

封馬誠也・篠原弘亮 各種作物における微生物の群集構造の解析と有効 日本植物病理学会報 69（3） 2003．8

塩谷純一朗＊・安達理恵＊ 利用法の確立　6）各種作物の細菌群集構造におけ 280

前川和正＊・渡邉有里子＊ る量的および質的差異

吉田重信・月星隆雄
星野（高田）裕子・陶山一雄＊

宇佐見俊行＊・宍戸雅宏＊

雨宮良幹＊

村上弘治＊・封馬誠也 アブラナ科野菜根こぶ病のDRC診断 土と微生物 57（2） 2003．10

宍戸良洋＊・大友令史＊ （日本土壌微生物学会） 149

桐山直盛＊・卯月恒宏＊

菊池繁美＊・平子喜一＊

小林雅文＊

安田耕司・吉松慎一 昆虫文献目録「三橋ノート」のデータベース化計 日本昆虫学会第63回大会講演要旨 2003．10

中谷至伸 画について 42

安田耕司 ヤマノイモコガ（チョウ目、アトヒゲコガ科）の 第48回日本応用動物昆虫学会大会講演要 2004．3

寄主植物について 旨集 27

吉田重信・月星隆雄 各種作物における微生物の群集構造の解析と有効 日本植物病理学会報 69（3） 2003．8

篠原弘亮・封馬誠也 利用法の確立　5）イネにおける糸状菌の群集構造 279

の経時的変動

吉松慎一 小笠原産のヤガ科H疏cov8脚sp．（クロタバコ 日本昆虫学会第63回大会講演要旨 2003．10

ガ：仮称〉とその近縁種 30
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吉松慎一 新害虫の発生生態とその要因 第48回日本応用動物昆虫学会大会講演要
旨集 192

2004．3

吉松慎一・伸田幸樹＊ 食菌性種ナミグルマアツバの分類・生態 日本鱗翅学会第50回大会講要
11

2003．11

環境化学分析センター

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

馬場浩司・股　煕沫 LA－ICP－MSによる淡水産魚類耳石中の微量元素 第12回環境化学討論会講演要旨集 2003．6

渡辺栄喜・石坂眞澄 分布解析 （日本環境化学会） 236－237

馬場浩司・渡辺栄喜 レーザーアブレーション　ーICP－MSによる玄米 第51回質量分析総合討論会（2003）講演 2003．5

般　煕沫・石坂眞澄 粉末中カドミウムの直接分析 要旨集 304－305

Ikenaka，Yoshinon＊ Profiles　of　polychlonnated　dibenzorρ一dioxins，diben一 環境ホルモン学会第6回研究発表会要旨 2003．12

Eun，Heesoo zofurans　in　a　se（1iment　core　from　Lake　Suwa 集 150

Watanabe，Eiki
Miyabara，Yuichi＊

段　煕沫・渡辺栄喜 ダイオキシン類の軽減・除去のためのファイトレ 第12回環境化学討論会講演要旨集 2003．6

服部眞幸＊・西原英治＊ メディエーション （日本環境化学会） 180－181

段　煕沫・佐藤岩夫＊ ウリ科作物におけるダイオキシン類の動態解明 第12回環境化学討論会講演要旨集 2003．6

渡辺栄喜・馬場浩司 （ポット栽培） （日本環境化学会） 274－275

石坂眞澄・中村幸二＊

石井康雄・上路雅子

股　煕沫・横石英樹＊ 植物由来の爽雑物質とダイオキシン類の分離・精 第12回環境化学討論会講演要旨集 2003．6

渡辺栄喜・平舘俊太郎 製 （日本環境化学会） 368－369

清家伸康・佐々木俊哉＊

股　煕沫・渡辺栄喜 根菜類農作物におけるダイオキシン類に関する研 第12回環境化学討論会講演要旨集 2003．6

成田伊都美＊・上垣隆一 究（H） （日本環境化学会） 438－439

小原裕三・中村幸二＊

石井康雄・上路雅子

股　煕沫・渡辺栄喜 超臨界流体抽出法によるダイオキシン類の抽出条 第12回環境化学討論会講演要旨集 2003．6

馬場浩司・石坂眞澄 件検討（1） （日本環境化学会） 612－613

石井康雄・上路雅子

河上強志＊・股　煕沫 平水時における懸濁物質中の農薬濃度変動につい 日本農薬学会第29回大会講演要旨集 2004．3

上路雅子・荒尾知人 て 98

遠藤正造・宮崎淳司＊
田村憲司＊・東　照雄＊

股　煕沫・関野　禎＊ ディルドリンおよびエンドリンの分析法の開発 日本農薬学会第29回大会講演要旨集 2004．3

渡辺栄喜・馬場浩司 122

荒尾知人・遠藤正造

股　煕沫・渡辺栄喜 ダイオキシン類の抽出及びGPC精製法の開発（1） 第51回質量分析総合討論会（2003）講演 2003．5

馬場浩司・石坂眞澄 要旨集 298－299

上路雅子

結田康一＊・藤原英司 水田土壌におけるヨウ素の垂直分布からみた溶脱 日本ペドロジー学会2003年度大会講演要 2003．4

木方展治 ・移行性と集積性 旨集 30

結田康一＊・藤原英司 大気中ヨウ素高濃度地域等の土層内ヨウ素分布よ 第40回理工学における同位元素・放射線 40 2003．7

木方展治 り推定する放射性ヨウ素の蓄積性 研究発表会要旨集 145

（日本アイソトープ協会）

藤原英司・白戸康人 半乾燥地草原における降下放射性核種の土壌中濃 第40回理工学における同位元素・放射線 40 2003．7

大黒俊哉 度 研究発表会要旨集 173

（日本アイソトープ協会）

Kihou，Nobuham Dynamics　of　iodine　with　water　in　Agro－Environment Intemational　Symposium　on　Radioecology 2003．10

Fujiwara，Hideshi and　Environmental　Dosimetry　Abstracts 15

Yuita，Kouichi＊ （環境科学研究所）

結田康一＊・木方展治 ヨウ素の野外環境中の土壌・水系における分布と 研究炉利用における研究成果集（平成13 2003．7

藤原英司 移行 年度） 379－385

（日本原子力研究所）

木方展治・藤原英司 臭素同位体の水トレーサ適用を目指した土壌カラ 第40回理工学における同位元素・放射線 40 2003．7

ム試験 研究発表会要旨集 54

（日本アイソトープ協会）

結田康一＊・木方展治 ヨウ素の土層・地層一土壌水・地下水系における 生物と環境におけるヨウ素ワークショッ 1 2003．4

藤原英司 分布と挙動　一実験圃場における実態一 プ要旨集 17ヨ8
（ヨウ素利用研究会）

結田康一＊・阿部智英子＊ ヨウ素、臭素および塩素の土壌収着率比較 ヨウ素 5 2003．10

木方展治・藤原英司 （ヨウ素利用研究会） 107－108

野崎　正＊

渡辺栄喜・股　煕沫 利根川下流域におけるダイオキシン類分布の評価 第12回環境化学討論会講演要旨集 2003．6

馬場浩司・石坂眞澄 （1） （日本環境化学会） 88－89

石井康雄

池中良徳＊・渡辺栄喜 諏訪湖及び諏訪湖集水域におけるダイオキシン類 第12回環境化学討論会講演要旨集 2003．6

段　煕沫・宮原裕一＊ の異性体組成について （日本環境化学会） 92－93

渡辺栄喜・股　煕沫 ダイオキシン類のGPC精製法に関する検討（H） 第12回環境化学討論会講演要旨集 2003．6

馬場浩司・石坂眞澄 （日本環境化学会） 378－379

石井康雄
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渡辺栄喜・段　煕沫 日本の湖沼におけるダイオキシン類に関する研究 第12回環境化学討論会講演要旨集 2003．6

馬場浩司・石坂眞澄 第IV報 （日本環境化学会） 412－413

石井康雄

神崎由紀子＊・渡辺栄喜 Polyhetero　haptenによる群特異的抗血清作製法の 免疫化学測定法研究会第8回（2003年） 2003．6

吉田祐子＊・久保博昭＊ 検討 学術集会 1－2

中澤裕之＊

渡辺栄喜・股　煕沫 殺虫剤イミダクロプリド用ELISAキットの性能 日本農薬学会第29回大会講演要旨集 2004．3

馬場浩司・荒尾知人 評価及び農作物中残留分析への応用 125

石井康雄＊・遠藤正造

上路雅子

池中良徳＊・渡辺栄喜 諏訪湖柱状堆積物から見たダイオキシン類発生域 陸水学会甲信越支部会 2003．12

段　煕沫・宮原裕一＊ の推定 63

渡辺栄喜・股　煕沫 日本の湖沼におけるダイオキシン類に関する研究 第51回質量分析総合討論会（2003）講演 2003．5

馬場浩司・石坂眞澄 第皿報 要旨集 300－301

石井康雄

H・t・kezaka，Hir・yasu＊ Multielemental　and　quantitative　in－situ　analysis　of　the 9th　Intemational　conference　on　the　chemis一 2003．9

Yamaguchi，Noriko aquatic　suspension　by　using　Iaser－induced　bre＆kdown try　an（i　migration　behavior　of　the　actinides 129

A・yagi，N・b・m＊ spectroscopy（LIBS） and　fission　products　in　the　geosphere　Con一

Nagas欲i，Shinya＊ ferenceAbstracts

Tanaka，Satom＊

Hotokezaka，Hir・yasu＊ Selective　in－situ　detemination　of　carbonate　and　ox一 The　2003　JSME－IIP／ASME－ISPS　Joint 2003．6

A・yagi，N・b・ru＊ ide　Part丘cles　in　aqueous　solution　using　laser－induced Conference　on　Micromechatronics　foHn一 415－416

Kawahara，Yasuhiro＊ breakdown　spectroscopy（LIBS）for　wearable　infor一 formation　and　Precision　Equipment　Con一

Yamaguchi，Noriko mationequipment ferenceProceedings

Nagasaki，Shinya＊

Sasaki，Ken＊

Tanaka，Satoru＊

山口紀子・佛坂裕泰＊ レーザ誘起ブレイクダウン分光法による水懸濁ア 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

田中　知＊・長崎晋也＊ ルミニウム微粒子の直接定量分析 26

廣田　梢＊・山口紀子 土壌へのベリリウム収脱着反応に及ぼすAgingの 日本土壌肥料学会講演要旨集 49 2003．8

田中　知＊・長崎晋也＊ 影響 30

（4）著書・商業誌等刊行物

企画調整部
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ページ
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谷山一郎 土壌環境への影響 地球温暖化と日本／原沢英夫ら　編著
（古今書院） 138－142

2003．8

谷山一郎 地球温暖化が農林生態系に及ぼす影響4．土壌へ
の影響

日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

74

377－384

2003．6

地球環境部

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

加藤知道＊・古　松＊ 中国青海高原におけるCO2フラックス観測 関東の農業気象 29 2003．12

杜　明遠・李英年＊ （日本農業気象学会関東支部） 2－5

趙　新全＊・唐　艶鴻＊

及川武久＊

B．A．Malmgren＊ Spatial　fluctuation　of　season＆l　rainfall　in　Sn　Lanka Newsletter　of　Japanese　Study　Group　for 23 2003．10

E（1mond　Ranatunge　Hulugalla＊ during　the　late19th　and20th　centuries　derive（i　from Climate　Impact　and　ApPlication 19－26

Hayashi，Yousay a　factor　model

Nishimoh，Motoki

Yokozawa，Masayuki
Mikami，Takehiko＊

B．A，Malmgren＊ Quasi－periods　and　interdecadal　cycles　of　the　mon一 Newsletter　of　Japanese　Stu（1y　Group　for 23 2003．10

Edmond　Ranatunge　Hulugalla＊ soon　r＆infall　in　Sri　Lanka　from1869to1998 Climate　Impact　and　ApPlication 27－32

Hayashi，Yousay

Nishimori，Motoki

Yokozawa，Masayuki
Mikami，Takehiko＊

井上聡・西森基貴 地球温暖化の北陸農業への影響 日本農業気象学会北陸支部会誌 28 2003．6

山村光司 （日本農業気象学会北陸支部） 26－32

井上吉雄 植物生体情報のリモートセンシング 農学大事典 2004．2

（養賢堂） 1666－1667

三中信宏 系統・分類関連項目執筆（15項目執筆） 医学大辞典 2003．3

（医学書院） 1046
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三中信宏 太田邦昌氏の系統分類学理論　一体系学史におけ 昆虫分類学若手懇談会ニュース 80 2003．9

る位置づけと限界 3
三中信宏 科学論は科学からみれば〈たわごと＞なのかもし 生物科学 55（1） 2003．10

れない （日本生物科学者協会） 10ヨ4
鈴木邦雄＊・三中信宏 ［書評］平嶋義宏著『生物学名概論』東京大学出 生物科学 55（1） 2003．10

版会 （日本生物科学者協会） 52－53

三中信宏 ［書評］“みなか”の書評ワールド（1） 生物科学 55（1） 2003．10

（日本生物科学者協会） 56－63

三中信宏 ［書評］“みなか”の書評ワールド（2） 生物科学 55（2） 2004．1

（日本生物科学者協会） 123－128

三中信宏 生物形態とその変形をどのように定量化するか： 生物の形の多様性と進化：遺伝子から生 2003．6

幾何学的形態測定学への道 態系まで／関村利朗・野地澄晴・森田利 313－328

仁　編
（裳華房）

三中信宏 進化・系統学関連項目執筆（統計生態学、系統樹 生態学事典／日本生態学会「生態学辞典」 2003．6

作成法、系統学、メンデル、グールド、ヘッケル） 編集委員会　編 419
（共立出版）

西村誠一・伊藤一幸＊ 水稲群落下の田面における光環境の特徴　一空間 植調 37（5） 2003．8

的に不均一な実態と日変化の概要一 （日本植物調節剤研究協会） 150－156

野内　勇 対流圏オゾンの植物影響 環境技術 32 2003．7

（環境技術学会） 524－529

岡本勝男 リモート・センシングによる自然災害把握技術の 農業技術 58（11） 2003．11

動向 （農業技術協会） 481－484

芝山道郎 草冠構造 草地科学実験・調査法 2004．3

（全国農村教育協会） 194－200

新藤純子 森林と渓流の生物地球化学 環境科学会誌 16（3） 2003．5

（環境科学会） 189－190

横沢正幸 水稲以外の作物栽培への影響 地球温暖化と日本／原沢英夫ら　編著 2003．8

（古今書院） 148－152

横沢正幸 植物個体群における個体間の相互作用様式と空間 生物の形の多様性と進化：遺伝子から生 2003．6

パターン形成 態系まで／関村利朗・野地澄晴・森田利 255－264

仁　編
（裳華房）

原登志彦＊ 植物樹冠の形態と種間の共存パターン 生物の形の多様性と進化：遺伝子から生 2003．6

横沢正幸 態系まで／関村利朗・野地澄晴・森田利 265－272

仁　編
（裳華房）

吉本真由美・Luo　Weihong＊ 中国の水田FACE（Free－Air　CO2Ennchment）に 生物と気象 4（1） 2004．3

Zhu　Jianguo＊・小林和彦＊ おける微気象・エネルギー収支観測研究 （日本農業気象学会） 11－16

生物環境安全部

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

荒城雅昭 第1章　線虫の一般形態・分類体系

第2章　標本作製法
第3章　線虫形態観察法　一線虫の分類・同定に
有用な形態的特徴

線虫学実験法
（日本線虫学会） 1－37

2004．3

荒谷　博 きのことアレロパシー（1） きのこアドバイザー
（日本特用林産振興会） 5

1
5

－16

2003．12

荒谷博 書評　福岡久雄著「きのこアラカルト」 きのこアドバイザー
（日本特用林産振興会） 5

1
7

2003．12

藤井義晴・濱野満子＊ アレロパシー；植物が放出する化学物質による他
の生物との相互作用　一とくに植物が放出する揮
発性物質が他の生物に及ぼす作用一

日本生気象学会雑誌
（日本生気象学会）

40（1）

49－54

2003．5

藤井義晴 他感作用（アレロパシー）に関わる物質 農芸化学の事典
（朝倉書店） 204－208

2003．10

藤井義晴 ヘアリーベッチの他感作用と農業への利用および
作用成分シアナミドの発見

農業および園芸
（養賢堂）

78（9）

958－966

2003．9

藤井義晴 シアナミドは天然物である一マメ科植物「ヘアリ
ーベッチ」が生合成することを見出した

石灰窒素だより
（日本石灰窒素工業会）

138

12－14

2003．6

藤井義晴 他感物質の研究と除草剤の関係 植調
（日本植物調節剤研究協会）

37（9）

275－283

2003．12

星野（高田）裕子 第7回細菌遺伝学・生態学シンポジウム
（BAGECO－7）に参加して

土と微生物
（土壌微生物研究会）

57（1）

65－66

2003．4

井手　任 全国に拡がる雑種タンポポ ミドリ

（かながわトラストみどり財団）

48
4一一6

2003．4

松本直幸 菌類ウイルスを用いた紋羽病の生物防除 果樹種苗
（日本果樹種苗協会）

92

8－12

2003．11

松本直幸 病原力低下因子を利用した果樹類紋羽病の生物防
除

農業および園芸
（養賢堂）

78（11）

1155－1161

2003．11

松尾和人 ひと目でわかるトウモロコシの交雑　～キセニア
を利用したトウモロコシの交雑率の推定～

Science＆Technonews　Tsukuba
（つくば研究支援センター）

68

18－19

2003．10
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著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

望月　淳 導入昆虫を巡る問題と環境影響評価 農業技術
（農業技術協会）

58（6）

251－255

2003．6

望月雅俊 薬剤抵抗性ケナガカブリダニによるチャのカンザ
ワハダニ制御の可能性

植物防疫
（日本植物防疫協会）

57（5）

211－214

2003．5

田中幸一 水田生態系における昆虫の多様性 農業技術
（農業技術協会）

59（1）

23－28

2004．1

田中幸一 天敵の保護・増強による水稲害虫管理の可能性 植物防疫
（日本植物防疫協会）

57（11）

520－523

2003．11

Kidtani，Keizi＊

Yamamura，Kohji

Exotic　insects　an（l　their　pathways　for　invasion Invasive　Species：Vectors　and　Management

Strategies／ed．by　Ruiz　GM，Carlton　JT

（Island　Press）

44－67

2003．12

山村光司 地球温暖化と害虫発生 農業技術
（農業技術協会）

58（6）

246－250

2003．6

大類幸夫＊・岩堀英晶＊

吉田睦浩
第5章　分子生物学的手法　2　DNA解析によ
る同定法

線虫学実験法
（日本線虫学会） 55－77

2004．3

吉田睦浩 植物防疫基礎講座：線虫の見分け方　（8）昆虫病
原性線虫

植物防疫
（日本植物防疫協会）

57（5）

237－242

2003．5

化学環境部

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

坂西研二・中村　乾＊ 農耕地からの土壌流出と河川水質負荷 応用水文
（農業土木学会・水文水環境部会）

16

38－45

2003．10

藤井　毅 eDNAとは STAFFnewsletter
（農林水産先端技術産業振興センター）

14（12）

6
2003．12

長谷部亮 土は宝の山か？　一eDNAの利用による土壌微生
物資源へのアプローチー

日本農芸化学会誌
（日本農芸化学会）

77（12）

1230－1232

2003．12

長谷部亮 微生物の環境利用におけるリスク評価技術の動向 有機物資源化とリサイクル

8
1

－13

2003．7

林健太郎 大気を介したアンモニア、アンモニウムイオンの
循環

資源環境対策
（環境コミュニケーションズ）

39（11）

53－59

2003．11

今井秀夫 食品中のカドミウム濃度に関するコーデックス新
基準値への対応

農業技術
（農業技術協会）

58

97－101

2003．4

井上恒久 下水汚泥資源の緑農地利用にむけて 再生と利用
（日本下水道協会）

27（102）

20－21

2004．1

Ishii，Hideo Fungicides，Tubulin－binding　Compounds Encyclopedia　of　Agrochemicals

（JohnWiley＆Sons） 2
6

40－648

2003．4

石井英夫 植物防疫における病害抵抗性誘導利用の現状と展
望

今月の農業
（化学工業日報社）

47（10）

13－18

2003．10

石井英夫 第3回環太平洋農薬科学会議特集
B－5Resistance＆Management

日本農薬学会誌
（日本農薬学会）

27（4）

526－529

2003．11

石井英夫 ウィン、アミスター耐性菌がもたらすインパクト 農業経営者
（農業技術通信社）

94（11）

17－20

2003．11

三島慎一郎・木村龍介 環境保全型農業生産と慣行農業生産における農地
での窒素・リン酸収支の比較と考察

農業技術
（農業技術協会）

59（2〉

87－89

2004．2

織田久男 西南日本におけるホウ素潜在欠乏 季刊肥料
（肥料協会新聞部）

95

28－39

2003．6

野口享太郎＊・織田久男 森林の樹木における微量要素欠乏 季刊肥料
（肥料協会新聞部）

95

40－50

2003．6

斎藤雅典 有機物資源リサイクルの光と影 圃場と土壌
（日本土壌協会）

35（6）

28－31

2003．6

犬伏和之＊・斎藤雅典 土壌生態圏はいかに進化したか 化学と生物
（日本農芸化学会）

42（1）

47－53

2004．1

斎藤雅典 土の生物多様性研究を考える 日本微生物生態学会誌
（日本微生物生態学会）

18（2）

32－35

2003．9

斎藤雅典 絶対共生微生物・アーバスキュラー菌根菌へのア
プローチ

日本農芸化学会誌
（日本農芸化学会〉

77（12）

1240－1241

2003．12

高木和広 モミガラ成形炭粉末で水田除草剤流出量が半減 現代農業
（農山漁村文化協会）

82（10）

284－285

2003．10

高木和広 PCPF1モデルとモミガラ成形炭粉末を用いた水
稲用除草剤の系外流出削減

技術と普及
（全国農業改良普及協会）

40（7）

54－58

2003．7

高木和広 籾がら成形炭粉末による農薬の水田系外流出削減 農業技術体系　土壌施肥編3
（農村漁村文化協会） 3

W
3

2の8－32

の18

2003．4

高木和広 有機化学物質の陸圏での動態と制御　一暴露量低
下による環境リスクの削減を目指して一

先端化学シリーズ
（丸善） 250－258

2003．4

高木和広 分解菌集積木質炭化素材を用いた農薬吸着・分解
技術の汚染現場への適用

植物防疫
（日本植物防疫協会）

57（9）

24－28

2003．9

竹内　誠 水質汚染と対策 農芸化学の事典
（朝倉書店） 818－822

2003．10
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著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

中井　信・小原　洋 土壌環境基礎調査（定点調査）の概要 日本土壌肥料学雑誌
（日本土壌肥料学会）

74（4）

557－565

2003．8

中井　信 黒ボク土（2）淡色黒ぼく土 農業および園芸
（養賢堂）

78（5）

口絵

2003．5

中井　信 黒ボク土（3）典型的準黒ぼく土 農業および園芸
（養賢堂）

78（6）

口絵

2003．6

中井　信 典型的停滞水グライ土 農業および園芸
（養賢堂）

78（8）

口絵

2003．8

中井　信 典型的褐色低地土 農業および園芸
（養賢堂）

78（9）

口絵

2003．9

中井　信 典型的灰色低地土 農業および園芸
（養賢堂）

78（10）

口絵
2003．10

中井　信 典型的グライ土 農業および園芸
（養賢堂）

78（11）

口絵
2003．11

中井　信 典型的集積水田土 農業および園芸
（養賢堂）

78（12）

口絵
2003．12

中井　信 高位泥炭土 農業および園芸
（養賢堂）

79（1）

口絵

2004．1

中井　信 典型的灰色化水田土 農業および園芸
（養賢堂）

79（2）

口絵

2004．2

小原　洋 FAO－Unesco世界土壌図凡例 熱帯農学事典
（養賢堂） 54－56

2003．9

小原　洋 日本の農耕地土壌における土壌反応の実態 ペドロジスト 47（2）

112－116

2003．12

月星隆雄・吉田重信
篠原弘亮・封馬誠也

日本野生植物寄生・共生菌類目録の作成とWeb
公開

日本植物分類学会誌 4（1）

77－80

2004．3

月星隆雄 「糸状菌病害」の項 草地科学実験・調査法／日本草地学会

編
（全国農村教育協会）

178－181

2004．3

封馬誠也 植物防疫基礎講座二土壌病害の見分け方（5）根
こぶ病

植物防疫
（日本植物防疫協会）

57（5）

233－236

2003．5

封馬誠也 微生物インベントリー（目録）について STAFFnewsletter
（農林水産先端技術産業振興センター）

14（7）

7
2003．7

上沢正志 農業と土壌・水域を主とする環境との相互作用 農業技術
（農業技術協会）

58（10）

433－438

2003．10

上沢正志 農業による土壌環境保全機能 農芸化学の事典／鈴木昭憲・荒井綜一

編
（朝倉書店）

810－812

2003．10

上沢正志 農耕地土壌からのカドミウム除去技術と下水汚泥
の栄養塩類資源としての利用

再生と利用
（日本下水道協会）

27（102）

18ヨ9

2004．1

上沢正志 農地還元から見た有機性資源の循環利用の課題 「水土の知」を語る

（日本農業土木総合研究所） 4
7

－26

2003．3

Yoshida，Shigenobu Stu（1ies　on　ecology　and　control　of　mulbeny　anthrac－

nose

Joumal　of　General　Plant　Pathology

（Sphnge卜Verl＆g　Tokyo）

69（6）

423

2003．12

吉田重信 クワ炭疽病の発生生態および防除に関する研究 日本植物病理学会報
（日本植物病理学会）

69（3）

179－180

2003．6

吉松慎一 アマミシャクドウクチバの追加記録 蛾類通信
（日本蛾類学会）

224

453

2003．5

吉松慎一 ヤガ科新害虫の発生確認と発生生態 今月の農業
（化学工業日報社）

47（8）

1346
2003．8

吉松慎一 第H部　IV－10．チョウ・ガ類（昆虫綱・チョウ
目）

日本農業害虫大事典
（全国農村教育協会） 1080－1090

2003．5

環境化学分析センター

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

股　煕沫 土壌中のダイオキシン類の農作物への影響 農業および園芸
（養賢堂）

78（5）

548－552

2003．5

殿　煕沫 産業化学物質、粉塵、金属、環境汚染物質 TOXICOLOGY
（Ch・ng－gu　Bunkasha） 165－175

2003．5

股　煕沫 環境毒性 TOXICOLOGY
（Ch・ng－gu　Bunkasha） 402－413

2003．5



IV．研究成果の発表と広報 83

（5）その他

企画調整部

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

谷山一郎・後藤尚弘＊ 農村地域からの温室効果ガス排出量の制御可能性 環境省地球環境研究総合推進費終了研究 2003．10

とその効果の国際分析、地球温暖化対策のための 成果報告書 37－58

京都議定書における国際制度に関する政策的・法 （環境省地球環境局研究調査室）

的研究

谷山一郎・濱田洋平＊ 水田における安定同位体比の測定による物質フロ 環境省地球環境研究総合推進費終了研究 2003．10

田瀬則雄＊ 一の解明、アジアフラックスネットワークの確立 成果報告書 151－163

による東アジア生態系の炭素固定量把握に関する （環境省地球環境局研究調査室）

研究

谷山一郎 農耕地からの表面流去水の発生に関わる土壌要因 農林水産業及び農林水産貿易と資源・環 2003．3

の解明とMIの策定 境に関する総合研究（研究成果414） 149畦52

（農林水産技術会議事務局）

地球環境部

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

小林和彦＊・麓　多門 大気CO2増加が農業生態系に及ぼす影響のFACE 地球環境保全試験研究費（地球一括計上） 2003．11

岡田益己＊・石黒　潔＊ 実験による解明と予測 平成14年度研究成果報告集 77ヨ02

楊　宗興＊・谷川東子＊ 流域における窒素、イオウの循環プロセスの解明 地球環境研究総合推進費平成14年度研究 2003．8

高橋正通＊・吉永秀一郎＊ 成果一中間成果報告集一（班／全5分冊） 147－157

麓　多門 （環境省地球環境局研究調査室）

林　陽生・原薗芳信＊ 東アジアモンスーン生態系のフラックスネットワ 環境省地球環境研究総合推進費「アジア 2003．9

宮田　明・小野圭介＊ 一クの確立に関する研究 フラックスネットワークの確立による東 187－207

鈴木智恵子＊・大塚洋一＊ アジア生態系の炭素固定量把握に関する
井上　元＊・藤沼康実＊ 研究（平成12～14年度）」終了研究報告書

高田雅之＊・鳥山　敦＊ （環境省地球環境局研究調査室）

今川俊明・松森堅治＊　ρ 農地の侵食量把握及び侵食に伴う土壌生産力変化 農林水産業及び農林水産貿易と資源・環 2003．3

谷山一郎・中井　信 の将来予測 境に関する総合研究（研究成果4王4） 115－118

小原　洋 （農林水産技術会議事務局）

井上吉雄 農耕地の炭素収支関連パラメータ評価手法の開発 炭素循環に関するグローバルマッピング 班一2－4－1 2003．10

とその高度化に関する国際共同研究最終 1－8

成果報告書
（文部科学省研究開発局）

Ishigooka，Yasushi Assessment　of　agro－water　resources　in　East　Eurasia Proceedings　of　the　Intemational　Workshop 2004．3

Kuwagata，Tsuneo by　using　continental　scale　w＆ter　circulation　model on　Prediction　of　Food　Production　Vanation 23－26

Goto，Shinkichi in　East　Asia　under　Glob＆l　Wamling

Ohno，Hiroyuki （NIAES）

To丘tani，Hitoshi

石郷岡康史 東ユーラシアを対象とした灌概用水の時空問的分 平成15年度（第20回）気象環境研究会講 2004．2

布特性の評価 演資料「農業水資源の潜在量評価と有効 21－33

利用」

（農業環境技術研究所）

川島茂人・杜　明遠 温帯高山草原生態系における生物気象環境の時間 地球環境研究総合推進費平成14年度研究 2003．10

米村正一郎・井上　聡 的空間的変動の解明に関する研究 成果一中間成果報告集一（1／全5分冊） 500－506

（環境省地球環境局研究調査室）

高橋裕一＊・川島茂人 空中花粉アレルゲン濃度の推定と予測・測定手法 山形県花粉アレルギー情報提供システム 2003．5

の検証　（1）シミュレーション結果及びリアル の開発　研究成果報告書 33－39

タイム花粉モニターの検証

高橋裕一＊・川島茂人 花粉アレルギー情報提供システムの開発と開発後 山形県花粉アレルギー情報提供システム 2003．5

の運用 の開発　研究成果報告書 64－73

三中信宏 統計学概論 平成15年度数理統計短期集合研修・独立 2003．10

行政法人農業技術研究機構短期集合研修 3－13
（農林水産試験研究のための統計的手法）

テキスト

三中信宏 実験計画法 平成15年度数理統計短期集合研修・独立 2003．10

行政法人農業技術研究機構短期集合研修 113－159

（農林水産試験研究のための統計的手法）

テキスト

三中信宏 Rによる統計解析 平成15年度数理統計短期集合研修・独立 2003．10

行政法人農業技術研究機構短期集合研修 217－244

（農林水産試験研究のための統計的手法）

テキスト

三中信宏 クラスター分析 平成15年度数理統計短期集合研修・独立 2003．10

行政法人農業技術研究機構短期集合研修 411－448

（農林水産試験研究のための統計的手法）

テキスト

三中信宏 筑波国際協力センター・野菜栽培技術コース統計 筑波国際協力センター・野菜栽培技術コ 2003．IO

研修テキスト 一ス統計研修テキスト 1－13
（国際協力事業団）
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Miwa，Tetsuhisa Statistical　Analysis　of　Experimental　Data（Analysis JICA　Rice　Research　Technique　Course 2003．9

ofVariance） Text 1－18

Miwa，Tetsuhisa The　Design　of　Agricultural　Experiments JICA　Rice　Research　Technique　Course 2004．3

Text 1－17

宮田　明・原薗芳信＊ 各種生態系における大気とのCO2、CH4、エネル 環境省地球環境研究総合推進費「アジア 2003．9

永井秀幸＊・山田智康＊ ギー交換量の解明に関する研究 フラックスネットワークの確立による東 11－123

吉越　恒＊ アジア生態系の炭素固定量把握に関する

GwangHyunHan＊ 研究（平成12～14年度）」終了研究報告
Mohammad　Abdul　Baten＊ 圭

目

小野圭介＊・田瀬則雄＊ （環境省地球環境局研究調査室）

濱田洋平＊・西尾文彦＊

宮田　明 データの管理、データベース作成の実際 陸域生態系における二酸化炭素等のフラ 2003．12

ックス観測の実際（CGER－REPORT　M 85－113

015－2003）

（国立環境研究所地球環境研究センター）

小倉紀雄＊・大浦典子 貧栄養流域における酸性物質の動態と収支の推定 地球環境研究総合推進費平成14年度研究 2003．8

戸田任重＊・鈴木啓助＊ 成果一中問成果報告集一（皿／全5分冊） 136ヨ46

波多野隆介＊・中原　治＊ （環境省地球環境局研究調査室）

木平英一＊

Shibayama，Michio Optical　remote　sensing　for　cropland　（1sicrimination Proceedings　of　the　Intemational　Workshop 2004．3

Sakamoto，Toshihiro through　multi－tempor且l　and　multi－band　observations on　Pre（iiction　of　Food　Production　Vahation 53－56

Ohno，Hiroyuki in　East　Asia　under　Global　Warming

Sait・，Genya＊ （NIAES）

新藤純子 流域物質循環調査に基づいた酸性雨による生態系 地球環境研究総合推進費平成14年度研究 2003．8

の酸性化および富栄養化の評価手法に関する研究 成果一中間成果報告集一（皿／全5分冊） 129－135

（環境省地球環境局研究調査室）

新藤純子・岡本勝男 植生一土壌プロセスに基づく流域スケールの物質 地球環境研究総合推進費平成14年度研究 2003．8

坂本利弘・川島博之＊ 循環モデルの開発 成果一中間成果報告集一（斑／全5分冊） 158－168

（環境省地球環境局研究調査室）

Shirato，Yasuhito Estimating　carbon　sequestration　in　Japanese　arable Proceedings　of　Intemational　Workshop　on 2003．3

Yokozawa，Masayuki soils　using　RothC　model M＆terial　Circulation　through　Agro－Ecosys一 25－26

KevinColeman＊ tems　in　East　Asia　and　Assessment　of　its

Environmental　Impact－Toward　Intema一

tional　Collabolative　Research一

（NIAES）

白戸康人 日本の農耕地土壌へのRothCモデルの適用 平成14年度（第19回）気象環境研究会講 2003．2

演資料「地球環境変化に伴う陸上生態系 89－92

の炭素・窒素循環の変化」
（農業環境技術研究所）

Yagi，Kazuyuki Emissions　of　methane　and　nitrous　oxide　from　agro一 JICA集団研修「地球温暖化対策コース」 2004．1

ecosystems テキスト（CD－ROM版） CD－ROM

八木一行 農耕地から発生する温室効果ガス：研究の現状と 平成14年度環境負荷低減農業技術確立実 2003．4

今後の方向 証事業関係資料集 8－16
（日本農業研究所）

八木一行・鶴田治雄＊ アジアの農耕地におけるCH4、N20の発生量の 環境省地球環境研究総合推進費終了研究 2003．10

澤本卓治＊・須藤重人 評価とその発生抑制技術の確立に関する研究 成果報告書 145ヨ73

秋山博子・西村誠一 （環境省地球環境局研究調査室）

中島泰弘・川島茂人
米村正一郎・細野達夫＊

細井徳夫＊・波多野隆介＊

森下智陽＊・片柳薫子＊

犬伏和之＊・久原基秀＊

李　新慧＊・甲田裕幸＊

三枝俊哉＊・石橋英二＊

K・bayashi，Kazuhiko＊ CroP　Productivity　and　water　use　under　elevate（1at一 Proceedings　of　the　Intemational　Workshop 2004．3

Yoshimoto，Mayumi mospheric　CO2concentration　in　the　fleld on　Pre（！iction　of　Food　Production　Va亘ation 41－44

in　East　Asia　under　Global　Waming

（NIAES）

生物環境安全部

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

荒城雅昭 植物寄生性線虫の分類 平成15年度植物防疫官専門研修（線虫コ 2004．1

一ス）資料 1－45

藤井義晴 ハーブの持つアレロパシーの畦畔管理への利用 平成14年度地域特産農産物情報交流会議 2003．7

報告書 125－132

（日本特産農産物協会）

藤井義晴 ヘアリーベッチの特性とシアナミドの生合成によ ヘアリーベッチによる持続的地域農業の 2003．10

る雑草制御 推進とみつ源飼料作物の栽培 1－7

（日本蜂蜜養蜂協会）

藤井義晴 植物の根から放出される他感物質に関する研究 北海道根圏環境研究会 2003．10

一根圏土壌を用いた検定法の開発と問題点一 （次世代バイオテクノロジー実用化検討 1～4

委員会）
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著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

藤井義晴 センチピードグラス等イネ科被覆植物の他感作用 平成15年度近畿中国四国地域農業試験研 2003．9

究推進会議問題別研究会「センチピード 1－7

グラスを利用した省力的畦畔法面の管理
技術の課題」資料

藤井義晴・津田久美子＊ アオコを抑制する水生植物検索の為のバイオアッ ミニシンポジウム「ため池の評価と保全 2003．12

高村典子＊ セイ法の検討討 への取り組み」講演要旨 39

（国立環境研究所）

藤井義晴 ヘアリーベッチのアレロパシーとアレロパシー物 宮崎大学ミニシンポジウム「アレロパシ 2003．7

質「シアナミド」の発見とその利用 一」資料 1
藤井義晴 アレロパシーを農業生態系に利用した持続的食料 平成15年度日本農学会シンポジウム「21 2003．4

生産 世紀における循環型生物生産への提言」

資料
1－10

藤井義晴 野良ばなし「雑草抑える稲育種めざす」 日本農業新聞 4月3日 2003．4

藤井義晴 野良ばなし「サツマイモ類の可能性」 日本農業新聞 5月1日 2003．5

藤井義晴 野良ばなし「ソバの他感作用」 日本農業新聞 5月29日 2003．5

藤井義晴 野良ばなし「ナタマメ」害虫、雑草を抑制 日本農業新聞 6月26日 2003．6

藤井義晴 野良ばなし「ドクダミの有効成分」 日本農業新聞 7月24日 2003．7

藤井義晴 野良ばなし「気候600年周期の仮説」 日本農業新聞 9月18日 2003．9

藤井義晴 野良ばなし「侵入・帰化植物の他感作用」 日本農業新聞 10月16日 2003．10

藤井義晴 野良ばなし「チガヤは国土を守る」 日本農業新聞 11月13日 2003．11

藤井義晴 野良ばなし「一属一種の「生きた化石」」 日本農業新聞 12月5日 2003．12

藤井義晴 野良ばなし「インカの芋、世界を救う」 日本農業新聞 1月15日 2004．1

藤井義晴 生物に由来する天然抑草物質の探索・同定 プロジェクト「植物の代謝系遺伝子を活 2003．3

用した新雑草防除技術の開発」報告書 CD－ROM
（CD－ROM）

（中央農業総合研究センター）

藤井義晴 植物由来新規天然抑草物質による植物成長阻害機 プロジェクト「植物の代謝系遺伝子を活 2003．3

構の解明 用した新雑草防除技術の開発」報告書 CD－ROM
（CD．ROM）

（中央農業総合研究センター）

藤井義晴 A励rosぬか塑αL． Asian－Pacific　Alien　Species　Database 2003．11

‘‘APASD”

藤井義晴 R麗酌8c窺α’αc‘n’α確L． Asian－P＆cific　Alien　Species　Database 2003．11

“APASD”

藤井義晴 3icyo5αnμ伽sL。 As捻n－Pacific　Alien　Species　Database 2003．11

“APASD”

藤井義晴 Solo4α80幽s伽αL． Asian－Pacinc　Alien　Species　Database 2003．10

“APASD”

池田浩明・原田直國 除草剤抵抗性雑草の遺伝子拡散モデルの開発 プロジェクト「植物の代謝系遺伝子を活 2004．2

松尾和人・西村誠一 用した新雑草防除技術の開発」報告書 CD－ROM
伊藤一幸＊ （CD．ROM）

（中央農業総合研究センター）

池田浩明 生態学からみた化学物質の生態影響評価手法 第3回有機化学物質研究会資料 2003．9

（農業環境技術研究所） 77－84

望月　淳・望月雅俊 飼育昆虫・ダニ類データベース インベントリー 2 2003．4

屋良佳緒利 （農業環境技術研究所） 33－34

Oka，Mitsunori Proceedings　of　Intemational　Seminar　on　Biological Proceedings　of　Intemational　Seminar　on 2003．11

Matsui，Masa盤aru＊ Invasions：Environmental　Impacts　and　the　Develop一 Biological　Invasions：Environmental　Im一 1－326

Shiomi，Toshik孟 ment　of　a　Database　for　the　Asian．Pacific　Region pacts　and　the　Development　of　a　Database

Ogawa，Yasuo fortheAsian－P＆cificRegion

Tsuchiya，Kenichi （NIAES＆FFTC）

津田雅孝＊・永田裕二＊ セパシア菌のゲノム構造とその再編成・多様化・ 文部科学省科学研究費特定領域研究「ゲ 2003．8

澤田宏之 進化に関する研究 ノム」4領域2003年度合同班会議資料 A128

Shibaike，Hiroyuki Introduction，hybhdization，and　expansion　of　Euro一 Proceedings　of　Intemational　Seminar　on 2003．11

peandandeli・n（Tα燃αc襯卵c’nα16）inJapan： Biological　Invasions：Environmental　Im一 193－207

Agamospemous面ploidsmeetsexu＆1diploids pacts　and　the　Development　of　a　Database

for　the　Asian－Pacific　Region

（MAES＆FFTC）

Tanaka，Koichi CroP　Pests　and　their　control 国際協力事業団研修員講義テキスト

1－19

2003．7
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ページ
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Tsuchiya，Kenichi Occurrence　and　colonization　of　Rα’sごon∫α　50」αnα一 Proceedings　of　Intemational　Seminar　on 2003．11

Yano，Kazutaka＊ c8α7研7race4strains　in　Japanese　agro－environment Biological　Invasions：Environmental　Im一 30駈317

Ho額砥Mltsuo＊ pacts　and　the　Development　of　a　Database
Sang－T．Seo＊ for　the　Asian－Paci負c　Region

Mohta，Yasuaki＊ （NIAES＆FFTC）
Kawada，Yo量chi＊

W・ng　Boonsuebsakul＊

Karden　Mulya＊

Christophe　C．M．d’Ursel＊

土屋健一 植物関連細菌の検索および病害診断 平成15年度植物防疫官専門研修（植物病 2003．12

理コース）講義資料 1－10

山村光司 一般化線形モデル 数理統計短期集合研修テキスト 2003．10

489－549

Yamanak段，Takehiko Development　and　utiliz＆tion　of　APASD　（Asian一 Proceedings　of　Intemation＆l　Seminar　on 2003．11

Matsui，Masaharu Paci負c　Ahen　Species　Database） Biological　Invasions：Environmental　Im一 155ヨ76

pacts　and　the　Development　of　a　Database

for　the　Asian－Pacific　Region

（NIAES＆FFrc）

化学環境部

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

Ae，Nohharu Screening　of　promising　varieties　of　rice　and　soybean Abstr＆cts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11

for　low　cadmium　absorption　and　accumulation　in ＆the　lst　Intemation＆l　Symposium　of　Ja一 39－43

seeds pan－Korea　Research　Cooperation“Promis一

ing　Agricultural　Practices　an（1Technologies

for　Reducing　Heavy　Metal　Contamination

in　Relevant　Staple　Crops’り一With　a　special

emphasis　on　Cadmuiun　Contamination一

（MAES）

Matsumot・，Shing・＊ Screening　of　splnach　cultivars　with　low　cadmium Abstracts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11

Ae，Noriham contentromising　varieties　of　rice　and　soybean ＆the　lst　Intemational　Symposium　of　Ja一 100

pan－Korea　Research　Cooperation“Promis一

ing　Agricultural　Practices　and　Technologies

for　Reducing　Heavy　Metal　Contamination

in　Relevant　Staple　Crops｝ラーWith　a　special

emphasis　on　Cadmuiun　Contamination㎜

（NIAES）

坂西研二 サトウキビ栽培での窒素節減技術 亜熱帯における野菜・花き作導入による 2003．7

高収益農業技術の確立
（九州沖縄農業研究センター）

江口定夫 畑地土壌における硝酸性窒素の地下水到達経路と 環境研究「森林・農地・水域を通ずる自 2003．10

到達率の解明 然循環機能の高度な利用技術の開発」中 40－43

間成績報告書
（農業環境技術研究所）

藤井　毅 組換え微生物に自滅する機能付加 日経産業新聞 12月11日

15

2003．12

長谷部亮 難分解性化学物質汚染に対するバイオレメディエ 平成15年度専門技術員研修「専門研修」 2003．9

一ション 資料　農業生態系における有害物質の動 79－88

態と制御技術
（農業環境技術研究所）

林健太郎 不可欠な窒素も多すぎれば…生態系が崩れる！ 朝日新聞　夕刊　ウィークエンド科学 3月27日 2004．3

Inoue，Tetsuhisa Cadmium　content　of　fertilizers　in　Japan　and　the　esti一 Abstracts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11

Mishima，Shinichiro mation　of　the　cadmium　lo＆d　on　faml　through　the　fer一 ＆the　lsdntemational　Symposium　of　Ja一 102ヨ03

XiangkuiYan＊ tihzerapPlication pan－Korea　Research　Cooperation“Promis一

ing　Agricultural　Practices　and　Technologies

for　Reducing　Heavy　Metal　Contamination

in　Relevant　Staple　Crops”一With　a　special

emphasis　on　Cadmuiun　Contamination｝

（NIAES）

Inoue，Tetsuhisa Estimation　of　cadmium　load　by　fertilizers　in　Japan Abstracts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11

Mishima，Shinichiro ＆the　lst　Intemational　Symposium　of　Ja一 102ヨ03

pan－Kore＆Research　Cooperation“Promis一

ing　Agricultural　Practices　and　Technologies

for　Reducing　Heavy　Metal　Contamination

in　Relevant　Staple　Crops’り一With　a　speci＆1

emphasis　on　Ca（1muiun　Contamination一

（NIAES）

石原　悟 モデル地域における農業動態調査　一桜川流域に 平成13～15年度厚生労働省科学研究費補 2004．3

おける農業実態調査（平成13～15年）一 助金　がん予防等健康科学総合研究事業 116－120

総合研究報告書「WTO飲料水水質ガイ
ドライン改定等に対応する水道における
化学物質等に関する研究」
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石原　悟 モデル地域の農業動態調査に関する検討 平成15年度厚生労働省科学研究費補助金 2004．2

食品・化学物質安全総合研究事業 25－26

「WTO飲料水水質ガイドライン改定等
に対応する水道における化学物質等に関
する研究」研究報告書

石原　悟 河川水中農薬の藻類影響評価法　一室内試験を中 第3回有機化学物質研究会資料 2003．9

心に一 （農業環境技術研究所） 39－47

石井英夫 果樹病害における新たな薬剤耐性菌出現の可能性と 寒冷地果樹研究会資料 2004．2

その回避対策　一抵抗性誘導剤の利用も含めて一 （果樹研究所） 59－66

石井英夫 病害抵抗性誘導の利用による農薬散布回数削減の 共通基盤試験研究推進会議病害虫部会資 2004．2

可能性 料 25－30

（中央農業総合研究センター）

石井英夫 薬剤耐性菌に着目　迅速に遺伝子診断 日経産業新聞 12月11日

15

2003．12

Ishikawa，Satoru Immobilization　of　cadmium　at　root　cell　wall　of　soy一 Abstracts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11

Ae，Noriharu bean　cultivars　with　low　seed　cadmium ＆the　lst　Intemational　Symposium　of　Ja一 89刃1
pan－Korea　Research　Cooperation“Promis一

ing　Ag“cultural　Practices　and　Technologies

for　Reducing　Heavy　Metal　Contamination

in　Relevant　Staple　Crops”一With　a　special

emphasis　on　Cadmuiun　Contamination一

（NIAES）

Kawasaki，Akira ApPlication　of113Cd　stable　isotope　in　evaluation　of Abstracts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11

Oda，Hisao cadmium　uptake　by　soybean　under五eld　conditions ＆the　lst　Intemational　Symposium　of　Ja一 96－97

pan－Korea　Research　Cooperation“Promis一

ing　Aghcultural　Practices　and　Technologies

for　Reducing　Heavy　Metal　Contamlnation

in　Relevant　Staple　Cropsラ㌧With　a　special

emphasis　on　Cadmuiun　Contamination｝

（NIAES）

Kobara，Yuso Environmental　Sciences　and　Emission　Reduction　of Seminar　on　Policy　lmplementation　and　Al一 2004．2

MethylBromide temative　Technologies　conceming　Ozone 1－12

L＆yerProtection

（JICA）

Makino，Tomoyuki Remediation　of　Cadmium　Contaminated　Paddy　Soils Abstracts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11

Sugahara，Kazuo by　W＆shing　with　Chemlcals（1st　Report） ＆the　lst　Intemational　Symposium　of　Ja一 78－79

Sakurai，Y＆suhiro 一Feasibility　of　Chemical　Washing　and　Selection　of pan－Korea　Research　Cooperation“Promis一

Takan・，Hir・yuki＊ WashingChemicals㎜ ing　Agncultural　Practices　and　Technologies

Kamiya，Takashi＊ for　Reducing　Heavy　Metal　Contamination
Sasaki，Kouta＊ in　Relevant　Staple　Cropsラ’一With　a　speclal

Itou，Tadashi＊ emphasis　on　Cadmuiun　Contamination一

Sekiya，Na・ki＊ （NIAES）

池口厚男＊・島田和宏＊ 圃場の窒素収支のマクロ評価による使用可能頭羽 農業技術研究機構研究調査室小論集 1 2003．9

寳示戸雅之＊・萩野暁史＊ 数の試算 1－18
神山和則＊・賀来康一＊

三島慎一郎

Murakami，Masaham Comparison　of　cadmium　uptake　ability　of　rice　and Abstracts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11

Ae，No嫉ham maize　from　Cd－contaminated　paddy　field　in　Japan ＆the　lst　Intemational　Symposium　of　Ja一 70－71

pan－Korea　Research　Cooper＆tion“Promis一

ing　Agricultural　Practices　and　Technologies

for　Reducing　Heavy　Metal　Contamination

in　Relevant　Staple　Crops’一Wth　a　specia1

emphasis　on　Cadmuiun　Contamination一

（NIAES）

石塚成宏＊・中島泰弘 アジア熱帯林における土壌CO2フラックスの空間 森林総合研究所北海道支所レポート 68 2003．4

米村正一郎・鶴田治雄＊ 依存性 1－4

IswandiAnas＊
DanielMurdiyarso＊

ShenqiangWang＊ Uptake　of　cadmium　by　soybean　from113Cd－enriched Abstracts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11

Oda，Hisao fertilizer ＆the　lst　Intemational　Symposium　of　Ja一 95

Kawasaki，Akira pan－Korea　Research　Cooperation“Promis一

Takagi，Kazuhiro ing　Agricultural　Practices　and　Technologies

for　Reducing　Heavy　Metal　Contamination

in　Relevant　Staple　Crops”一With＆special

emphasis　on　Cadmuiun　Contamination一

（NIAES）

大谷　卓 農業環境におけるダイオキシン類 平成15年度専門技術員研修「専門研修」 2003．9

資料　農業生態系における有害物質の動 69－78

態と制御技術
（農業環境技術研究所）

斎藤雅典 共生微生物等を利用した荒廃土壌の修復技術の開 生研センター基礎研究推進事業成果発表 2004．3

発 瓜
ム 11

斎藤雅典 硝酸性窒素の汚染軽減対策 平成15年度専門技術員研修「専門研修」 2003．9

資料　農業生態系における有害物質の動 19－30

態と制御技術
（農業環境技術研究所）
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Saito，Takayuki Input　of　cadmium　to　paddy　neld　by　irrigation　water Abstracts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11
Murayama，Shigetoshi＊ ＆the　lst　Intemational　Symposium　of　J段一 108－109

pan－Korea　Research　Cooperation‘もPromis一

ing　Aghcultur＆l　Practices　an（i　Technologies

for　Reducing　Heavy　Metal　Contamination

in　Relev＆nt　Staple　Cropsヲ㌧With　a　special

emphasis　on　Cadmuim　Contamination一

（NIAES）

Sakurai，Yasuhiro Can　cadmium　concentration　in　soil　solution　be　useful Abstracts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11

Sugahara，Kazuo as　an　indicator　of　soil　bioavailable　ca（1mium？ ＆the　lst　Intemational　Symposium　of　Ja一 83

Makino，Tomoyuki pan－Korea　Research　Cooperation“Promis一

ing　Aghcultural　Practices　and　Technologies

for　Reducing　Heavy　Met＆l　Contamination

in　Relevant　Staple　Cropsラ’｝With　a　special

emphasis　on　Cadmuiun　Contamination一

（NIAES）

櫻井泰弘・木方展治 安定同位体による土壌有機物中重金属の標識化 研究炉利用における研究成果集（平成13 2003．7

牧野知之・菅原和夫 年度） 381

（日本原子力研究所）

清家伸康・大谷　卓 保存試料を用いた水田土壌中ダイオキシン類の消 インベントリー 2 2003．4

長の解析 （農業環境技術研究所） 19－20

Sugahara，Kazuo Development　of　a　zoning　method　for　targeting　arable Abstracts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11

Makino，Tomoyuki lands　in　temls　of　cadmium　contamination　dsk　to ＆the　lsdntemational　Symposium　of　Ja一 50－53

Sakurai，Yasuhiro relevant　staple　crops pan－Korea　Research　Cooperatlon“Promis一

ing　Aghcukur＆l　Practices　and　Technologies

for　Reducing　Heavy　Metal　Contamination

in　R．elevant　Staple　Cropsラ㌧With＆special

emphasis　on　Cadmuiun　Contamination一

（NIAES）

Takano，H宝royuki＊ RemediationofCadmiumContaminatedPaddySoi隻s Abstracts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11

Kamiya，Tak＆shi＊ by　Washing　with　Chemicals（2nd　Report） ＆the　lst　Intemational　Symposium　of　Ja一 80－81

Sasaki，Kouta＊ 一Detemination　of　ef行cient　and　environmentally pan－Korea　Research　Cooperation“Promis一

Itou，Tadashi＊ fhendly　washing　con（1itions一 ing　Ag樋cultural　Practices　and　Technologies

Sekiya，Naoki＊ for　Reducing　Heavy　Metal　Contamimtion

Sugahara，Kazuo in　Relevant　Staple　Cropsラ’一With　a　special

Makino，Tomoyuki emphasis　on　Cadmuiun　Contamination一

（NIAES）

Itou，Tadashi＊ Reme（1iation　of　Cadmium　Contamimted　Pa（1dy　Soils Abstracts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11

Sehya，Na・ki＊ by　Washing　with　Chemicals（3rd　Report） ＆the　lst　Intemational　Symposium　of　Ja一 82

Wada，Takeo＊ 一〇n－Site　Vehfication　of　the　Effect　of　Soil　Washing pan－Korea　Research　Cooperation“Promis一

Takano，Hiroyuld＊ Method一 ing　Agricultural　Practices　and　Technologies

Kamiy嵐Takashi＊ for　Reducing　Heavy　Metal　Contamination
Sasaki，Kout＆＊ in　Relevant　Staple　Crops”一With　a　special

Sugahara，K＆zuo emphasis　on　Cadmuiun　Contamination一

Makino，Tomoyuki （NIAES）

Sugiy＆ma，Megumi Role　of　soybe＆n　roots　in　accuulating　cadmium　and Abstracts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11

Ae，Norih組u preventing　its　transportation　to　seeds ＆the　lst夏ntemational　Symposium　of　Ja一 92－93

pan－Korea　Research　Cooperation66Promis一

ing　Agricultural　Practices　and　Technologies

for　Reducing　Heavy　Metal　Contamination

in　Relevant　Staple　Crops”㎜With　a　special

emphasis　on　Cadmuiun　Contamination一

（NIAES）

竹内　誠 自然浄化機能を組み込んだ水質に関するMIの策 農林水産業及び農林水産貿易と資源・環 2003．3

｛
疋 境に関する総合研究（研究成果414） 101－103

（農林水産技術会議事務局）

竹内　誠 硝酸性窒素の動態予測モデル 平成15年度専門技術員研修「専門研修」 2003．9

資料　農業生態系における有害物質の動 31－43

態と制御技術
（農業環境技術研究所）

農業環境インベントリーセンター

著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

Nakai，Makoto Heavy　metal　distribution　in　relevant　arable　soils　and Abstr且cts　of　the23rd　NIAES　Symposium 2003．11

staple　crops　in　J＆pan ＆the　lst　Intemational　Symposium　of　Ja一 34－37

pan－Korea　Research　Cooperation“Promis一

ing　Aghcukural　Practices　an（1Technologies

for　Reducing　He＆vy　Metal　Contamination

in　Relevant　Staple　Crops”一With　a　special

emphasis　on　Cadmuiun　Contamination｝

（NIAES）

中井　信・小原　洋 土壌モノリス館 インベントリー 2 2003．4

大倉利明・戸上和樹 （農業環境技術研究所） 17－18
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中井　信・小原　洋 農耕地土壌の肥沃度の長期変動解析に基づくMI 農林水産業及び農林水産貿易と資源・環 2003．3

戸上和樹 の策定 境に関する総合研究（研究成果414） 185－187

（農林水産技術会議事務局〉

中谷至伸・安田耕司 農業環境技術研究所・昆虫標本館所蔵のタイプ標 インベントリー 2 2003．4

吉松慎一 本とその活用について （農業環境技術研究所〉 46－48

中谷至伸・安田耕司 農環研所蔵昆虫タイプ標本データベース http：〃cse．niaes．affrc．gojp／nak飢any／inssys／ 2004．3

吉松慎一 typelst．htm

小原　洋 研究・調査データによる基本土壌断面データベー インベントリー 2 2003．4

ス （農業環境技術研究所） 15－16

小原　洋 Natural　Resources　Section（NRS）の土壌図につい インベントリー 2 2003．4

て （農業環境技術研究所） 17－18

大倉利明・中井　信 EPICモデルによる生物生産量の推定 平成14年度パキスタン及びインド・パン 2003．3

ジャブ地域における土壌塩類化に関する 37－41

調査研究報告書
（国際環境研究協会）

月星隆雄・吉田重信 イネ科植物寄生性Bipola哲sおよびEx5670hぬ，n属 インベントリー 2 2003．4

菌の抗生物質耐性の菌株間差異 （農業環境技術研究所） 2ヨ0

月星隆雄・吉田重信 日本野生植物寄生・共生菌類目録の作成とWeb インベントリー 2 2003．4

篠原弘亮・封馬誠也 公開 （農業環境技術研究所） 13－14

月星隆雄・吉田重信 「日本野生植物寄生・共生菌類目録」の作成一1． インベントリー 2 2003．4

篠原弘亮・封馬誠也 概要、Web公開と追録 （農業環境技術研究所） 37－41

Tsukiboshi，Takao Japanese　Fungi　on　Plants http：〃cse，niaes．affrc，gojp／tuki／eng／zuk＆n－e・ 2003．8

Yoshida，Shigenobu html

Tsukiboshi，Takao The　Index　of　Parasitic　and　Symbiotic　Microbes　on http：〃cse．niaes，affrc。gojp／tuki／eng／mokuroku－e， 2003．8

Yoshida，Shigenobu WildPlantsinJapan html

Shinohara，Hirosuke

Tsushima，Seiy＆

封馬誠也 サトウキビ白すじ病菌の探索・収集 平成14年度微生物遺伝資源探索収集報告 16 2004．3

圭
目 16－21

（農業生物資源研究所）

封馬誠也・月星隆雄 「農環研所蔵微生物標本画像データベース」、「2， http：〃cse．nlaes．affrc．gojp／seya／index．html 2004．2

吉田重信・篠原弘亮 4－D分解菌データベース」および「Bur㎞ordeha

長谷部亮・酒井順子 cepacia近縁菌データベース」のWeb公開
小川直人・土屋健一

上沢正志 インベントリーシステムによるアジアモンスーン インベントリー 2 2003．4

における農業環境変動の総合的評価 （農業環境技術研究所） 1
安田耕司・吉松慎一 「三橋ノート」の画像データベース化 インベントリー 2 2003．4

中谷至伸 （農業環境技術研究所） 30－32

吉松慎一・安田耕司 3種のヤガ科新害虫の九州以北における発生の確 インベントリー 2 2003．4

認と同定 （農業環境技術研究所） 11－12

環境化学分析センター
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股　煕沫 Temporal　Changes　of　Dioxins　in　Japanese　Foods　and 2003Dioxin　Symposium，Dioxins　in　Foods 2003．10

Soils ofAnima10hgin 51－56

（N＆tional　veterinau　Research＆Quaran一
tine　Service）

股　煕沫 A　Summary　of　Dioxins　Study　in　Agro－Environment 2003Dioxin　Symposium，Dioxins　in　Foods 2003．10

of　Animal　Origin 69－75

（National　vete亘nary　Research＆Qua』ran一

tine　Service）

股　煕沫 Behavior＆nd　Phytoremediation　of　Dioxin　in　Agro一 IUPAC－KSPS　Intemational　Workshop　on 2003．10

environment Pesticides　2003，Hannonization　of（lata　re一 141－150

quirements　and　evaluation

藤原英司・木方展治 土壌および植物中1291濃度レベルのモニタリング 環境放射能調査論文抄録集（平成14年度） 45 2003．12

（文部科学省） 26－27

藤原英司・駒村美佐子 平常時（緊急時に備えて）における野菜など農作 環境放射能調査論文抄録集（平成14年度） 45 2003．12

木方展治 物の放射能調査 （文部科学省） 109－110

木方展治・藤原英司 世界の土壌・植物系における1町の蓄積レベルと 環境放射能調査論文抄録集（平成14年度） 45 2003．12

結田康一＊ 動態の把握　一ドイツおよびオランダー （文部科学省） 23－25

木方展治・藤原英司 地下水中1271の蓄積レベルと動態の把握 環境放射能調査論文抄録集（平成14年度） 45 2003．12

結田康一＊ （文部科学省） 28－29

木方展治・藤原英司 地表水（地下水を含む）中1271の濃度レベルと動 環境放射能調査論文抄録集（平成14年度） 45 2003．12

結田康一＊ 態の把握 （文部科学省） 30－31

木方展治・藤原英司 土壌水を追跡するための臭素同位体比測定法の開 研究炉利用における研究成果集（平成13 2003．7

発 年度） 378

（日本原子力研究所）
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著　　者　　名 論文タイトル 発表書名・誌名（出版元）
巻（号）

ページ
発行年．月

駒村美佐子・栗島克明＊

木方展治
土壌及び米麦子実の放射能調査 環境放射能調査論文抄録集（平成14年度）

（文部科学省）

45

19－20

2003．12

駒村美佐子・栗島克明＊

藤原英司・木方展治
90Sr、137Csの土壌中深度分布の実態調査 環境放射能調査論文抄録集（平成14年度）

（文部科学省）

45

21－22

2003．12

Yamaguchi，Noriko
Nakata，Kotaro＊

Nakano，Masashi＊

Emura，Shuichi＊

Tanida，Hajime＊

Nagasaki，Shinya＊

Structure　of　iodine　adsorbed　on　aluminum　hydroxide Spring－8User　Experiment　Report

（Japan　Synchrotron　Radiation　Rese飢ch　In－

stitute）

11

13

2003．11

2．広報

（1）所主催によるシンポジウム・研究会

会議・研究会名 開催期日 開催場所 備　考

環境研究機関連絡会成果発表会 15．7．24 つくば国際会議場 参加者184名

第3回有機化学物質研究会 15．9．11 農業環境技術研究所 参加者181名

「化学物質が生態系に及ぼす影響の評価法：現状と問題点」

第20回農薬環境動態研究会 15．9．12 農業環境技術研究所 参加者120名

「地域特産作物における残留農薬の評価」

国際共同セミナー 15．ll．13－14 ホテルグランド東雲 参加者152名

「アジア・太平洋諸国における侵入生物による環境影響とデータベース

構築」

第23回農業環境シンポジウムおよび第1回日韓共同研究合同国際シンポ 15．11．20－21 つくば国際会議場 参加者187名

ジウム

「農産物から重金属汚染を低減するための農業戦略とテクノロジー」

第20回気象環境研究会 16．2．24 農業環境技術研究所 参加者91名

「農業水資源の潜在量評価と有効利用」

第21回土・水研究会 16。2．25 筑波事務所農林ホー 参加者325名

「農耕地における重金属汚染土壌の修復技術」 ル

第6回植生研究会 16．3．5 農業環境技術研究所 参加者142名

「外来植物の蔓延実態とその生態的特性一新たに導入する外来植物の生

態系影響評価手法の確立に向けて一」

国際ワークショップ 16．3．17－19 研究交流センター 参加者62名

「地球温暖化に伴う東アジアの食料生産変動予測」 国際会議場
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（2）刊行物一覧

　　平成15年度中に当所が出版した刊行物は次のとおりである。

　　なお、年報、報告等に収録した論文名等は「IVの1の（1）農業環境技術研究所の刊行物」に掲載した。

種　　　　　類 発行月 頁　数 発行数

農業環境技術研究所年報　　　　　　平成14年度（NQ20） 2003．12 142 1，400部

農業環境技術研究所報告　　　　　　第23号 2004．3 149 1，000部

農業環境技術研究所資料　　　　　　第27号 2003．9 106 850部

農業環境研究成果情報　　　　　　　第20集 2004．3 89 1，000部

農業環境研究叢書　　　　　　　　　第15号 2004．2 120 500部

農環研ニュース　　　　　　　　　NQ59 2003．7 22 1，600部

農環研ニュース　　　　　　　　　NQ60 2003．1 20 1，600部

農環研ニュース　　　　　　　　　NQ61 2004．1 20 1，600部

農環研ニュース　　　　　　　　　NQ62 2004．3 22 1，600部

Annual　Report　　　　　　　　　　　　2003 2004．2 80 800部

要覧（和文、3つ折り）増刷 2003．8 5，000部

要覧（英文、3つ折り）増刷 2003．8 2，000部

概要（和文、A4）増刷 2003．9 12 2，000部

概要（英文、A4） 2003．9 12 1，000部

ニュース所内トピックス別刷 2004．1 23 500部

（3〉　「情報　農業と環境115年度目次

＊「情報：農業と環境」は当所のホームページ（http：／／www並aes．affrc．gojp）に掲載している。

NQ36（2003．4．1）

　平成14年度農業環境研究推進会議が開催された

　農業環境研究成果情報一第19集一が刊行された

　MAES　AnmalReport200112002が刊行された

　農業環境技術研究所年報一平成13年度一が刊行された

　農業環境技術研究所案内（6）：環境化学物質分析施設

　オーストリアの農業景観におけるコケ類の多様性

　本の紹介108：遺伝子組換え作物の生態系への影響評価、農業環境研究叢書、第14号、農業環境技術研究所編（2003）

　本の紹介109：講座「文明と環境」、第1巻、地球と文明の周期、小泉　格・安田喜憲編集、朝倉書店（1995）

　欧州共同研究センターが直接行動によって実施する研究、技術開発および実証についての個別計画（2002－2006）の

　　決定

NQ37（2003．5．1）

　第5回環境研究機関連絡会が開催された
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農業環境研究にかかわる日本・中国・韓国共催の国際ワークショップが開催された

エネルギーの消費と人口の増加

バングラデシュにおける米のヒ素汚染

欧州で開発された8つの農薬環境リスク指標の比較と評価

農業環境技術研究所案内（7）：遺伝子組換え植物隔離圃場

本の紹介110：日本農業害虫大辞典、梅谷献二・岡田利承編、全国農村教育協会（2003）

本の紹介111：地球温暖化研究の最前線一環境の世紀の知と技術2002一、総合科学技術会議環境担当議員・内閣府政

　策統括官共編（2003）

本の紹介112：環境と農業、西尾道徳・守山　弘・松本重男編著、農文協（2003）

本の紹介113：講座「文明と環境」、第2巻、地球と文明の画期、伊東俊太郎・安田喜憲編集、朝倉書店（1996）

本の紹介114：環境・人口間題と食料生産一調和の途をアジアから探る一、渡部忠世・海田能宏編著、農文協（2003）

本の紹介115：世界の森林破壊を追う一緑と人の歴史ど未来一、石　弘之著、朝日新聞社（2003）

報告書の紹介：研究成果410、ダイオキシン類の野菜等農作物可食部への付着・吸収実態の解明、農林水産技術会議

　事務局（2003）

研究、技術開発およびデモンストレーションのための個別計画「欧州研究圏の統合、強化」（2002－2006）の決定

　一その1一

NQ38（2003．6．1）

　賞品：「情報：農業と環境」のアクセスが123，456回目の方に1

　平成15年度農業環境技術研究所評議会が開催された

　この国の水問題

　農業環境技術研究所案内（8）：20年経過した無肥料・無農薬・不耕起圃場

　紫外線照射による松葉からのNOx発生

　ダイオキシンを脱塩素化する嫌気性細菌の同定

　侵入植物の病原ウイルス・菌類の減少と害草化

　欧州人の入植後にグレートバリアリーフ内部への堆積物の流入が増加したことを示すサンゴの記録

　産業革命以前におけるダイオキシンとフランの発生源

　冬期の水田管理と水鳥の保護

　本の紹介116：ダイオキシンー神話の終焉一、シリーズ；地球と人間の環境を考える02、渡辺　正・林　俊郎著、日

　　本評論社（2003）

　本の紹介117：講座「文明と環境」、第3巻、農耕と文明、梅原　猛・安田喜憲編集、朝倉書店（1996）

　本の紹介118：地域生態系への回帰、一急傾斜地に樹林を復元する新しい理念と戦略一、丸本卓哉・河野憲治編著、

　　文一総合出版（2003）

　資料の紹介：Greenhouse　Gas　Inventories　for　Agriculture　in　the　Nordic　Count配s，Eds．，S．0．petersen　and　J．E．Olesen，DIAS

　　report　Pla．nt　Production　no。81（2002）

　研究、技術開発およびデモンストレーションのための個別計画「欧州研究圏の統合、強化」（2002－2006）の決定

　　一その2一

NQ39（2003．7．1）

　環境研究機関連絡会：成果発表会の開催一環境研究の連携をめざして一

　第3回有機化学物質研究会一化学物質が生態系に及ぼす影響の評価法：現状と問題点一

　第20回農薬環境動態研究会一地域特産作物における残留農薬の評価一

　独法評価委員会農業技術分科会第1回独法担当部会が開催された

　農業環境技術研究所案内（9）：環境放射能の調査研究
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地球規模の窒素循環の変動が人間の健康に及ぼす影響

都市化と土地利用変動が気候に及ぼす影響

対象外生物への悪影響は生物的防除のアキレス腱か？　生物的防除のリスクを軽減するための事例分析

本の紹介119：日本海学の新世紀3一循環する海と森一、小泉　格編、角川書店（2003）

本の紹介120：生命40億年全史、リチャード・フォーティ著、渡辺政隆訳、草思社（2003）

本の紹介121：エコ・エコノミー時代の地球を語る、レスター・ブラウン著、福岡克也監訳、家の光協会（2003）

本の紹介122：新・土の微生物（10）　研究の歩みと展望、日本土壌微生物学会編、博友社（2003）

研究、技術開発およびデモンストレーションのための個別計画「欧州研究圏の統合、強化」（2002－2006）の決定

　一その3一

「情報：農業と環境」のアクセス件数が123，456回を超えた

NQ40（2003．8．1）

　環境研究機関連絡会：成果発表会一環境研究の連携をめざして一が開催された

　農業環境技術研究所案内（10）：古書　その1　「倭漢三才図会」・「康煕字典」・「本草綱目啓蒙」・「本草図譜」・「農政

　　全書」

　生物多様性と生態系の働き：消費者（動物）との関係

　本の紹介123：地球白書2003－04、クリストファー・フレイヴィン編著、エコ・フォーラム21世紀日本語版監修、家

　　の光協会（2003）

　本の紹介124：新生物多様性国家戦略、環境省編、ぎょうせい（2002）

　本の紹介125：The　State　ofthe　Environment　in　Asia2002／2003，Ed．Japan　Environmental　Council，Springer，2003

　本の紹介126：環境負荷を予測する一モニタリングからモデリングヘー、長谷川周一・波多野隆介・岡崎正規編、博

　　友社（2002）

　研究、技術開発およびデモンストレーションのための個別計画「欧州研究圏の統合、強化」（2002－2006）の決定

　　一その4一

NQ41（2003．9．1）

　世界の環境間題と国内の農業環境問題の流れ（付表）

　農業環境技術研究所案内（11）：古書　その2　「農家益（のうかえき）」・「書言故事（しょげんこじ）」

　サイエンスキャンプ2003が開催された

　シンガポール：森林伐採に続く野生生物の破局的な絶滅

　イングランドの休耕地が農業と生態に及ぼす影響

　本の紹介127：土壌の神秘一ガイアを癒す人びと一、ピーター・トムプキンズ、クリストファー・バード著、新井昭

　　廣訳、春秋社（1998〉

　本の紹介128：地球の水が危ない、高橋　裕著、岩波新書（2003）

　本の紹介129：バカの壁、養老孟司著、新潮社（2003）

　資料の紹介：驚異的なシアナミド新説を考える、石灰窒素だより、NQ138（2003）

　資料の紹介：循環型社会特別委員会報告、「真の循環型社会を求めて」、日本学術会議循環型社会特別委員会（2003）

　資料の紹介：循環型社会白書のあらまし、官報資料版3664号（2003）

　研究、技術開発およびデモンストレーションのための個別計画「欧州研究圏の統合、強化」（2002－2006）の決定

　　一その5一

NQ42（2003．10．1）

　第23回農業環境シンポジウム・第1回日韓共同研究合同国際シンポジウムの開催：農産物から重金属汚染を低減する

　　ための農業戦略とテクノロジー　一カドミウム汚染リスクを減らす一



94 農業環境技術研究所年報　平成15年度

国際共同セミナーの開催：アジア・太平洋諸国における侵入生物による環境影響とデータベース構築

第3回「環境研究三所連絡会」が開催された

第3回有機化学物質研究会「化学物質が生態系に及ぼす影響の評価法：現状と問題点」が開催された

気候変動でタンガニーカ湖の生産力が低下

指標生物群を利用した保護区の設定と希少生物

本の紹介130：環境保全型農業の課題と展望一我が国農業の新たな展開に向けて一、大日本農会叢書4、大日本農会

　（2003）

本の紹介131：キトサンの農業利用の理論と実際一安全・持続型農業をめざして一、渋谷政夫著、技報堂出版（2000）

資料の紹介：平成14年度環境保全型農業推進指導事業一環境保全型農業をとりまく情勢と技術的課題一、全国農業協

　同組合連合会・全国農業協同組合中央会編（2003）

遺伝子組換え生物の国境を越える移動に関する欧州議会と理事会の規則提案に対する理事会の共通の立場

NQ43（2003．11．1）

　地球温暖化研究推進のための国内ワークショップの開催一地球温暖化と農林水産業：研究の最前線一

　遺伝子組換え作物の環境安全性評価に関わる技術研修会が開催された

　平成15年度専門技術員専門研修「農業生態系における有害物質の動態と制御技術」が開催された

　IPCC第4次評価報告書に向けての国内連絡会準備会

　宿主による制裁とマメ科植物一根粒菌の相利共生

　侵入性アリ類のコロニー構造と個体群生態

　わが国の環境を心したひとびと（1）：熊澤蕃山

　資料の紹介：Aghculture　and　Biodiversity－Developing　Indicators　for　policy　Analysis一，proceedings　from　an　OECD　Exp賦

　　Meeting，Zuhch，Switzerland，OECD（2003）

　資料の紹介：Environmental　Ind董cators　forAgnculture，Vo1。3Methods　and　Results，OECD（2001）

NQ44（2003．12．1）

　環境を蝕む地球変動の複合作用と炭素および窒素の循環

　造成湿地による二次処理下水廃水中の栄養塩類除去に適した水生植物：オーストラリア、クイーンズランドでの調査

　高濃度二酸化炭素における対流圏オゾンと土壌炭素生成の関わり

　わが国の環境を心したひとびと（2）：栗田定之丞（くりたさだのじょう）

　本の紹介132：農芸化学の事典、鈴木昭憲・荒井綜一編集、朝倉書店（2003）

　資料の紹介：中央アジアの生態環境、都留信也著、ユーラシア・ブックレット　NQ52、東洋書店（2003）

　資料の紹介：Intemational　Workshop　on　Nitrogen　Fertilization　and　the　Environment　in　East　Asian　Countnes，Nu頓ent　Cy－

　　cling　in　Agmecosystems，VoL63，Nos。2－3，Kluwer　Academic　Publishers（2002）

　遺伝子組換え作物を慣行農業および有機農業と共存させるための国家戦略およびベストプラクティスの策定指針に関

　　する2003年7月23日の欧州委員会勧告

NQ45（2004。1．1）

　新しい年を迎えて：「技術知」と「生態知」と「統合知」

　第20回気象環境研究会：農業水資源の潜在量評価と有効利用

　第21回土・水研究会：農耕地における重金属汚染土壌の修復技術の現状と展望

　第6回植生研究会：外来植物の蔓延実態とその生態的特性

　国際共同セミナー：「アジア・太平洋諸国における侵入生物による環境影響とデータベース構築」が開催された

　第23回農業環境シンポジウム／第1回日韓共同研究合同国際シンポジウムが開催された

　平成15年度農業環境技術研究所依頼研究員懇談会が開催された
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生物多様性の指標：価値基準と評価尺度の選択（論文）

わが国の環境を心したひとびと（3）：中川金治

本の紹介133：地球温暖化一世界の動向から対策技術まで一、大政謙次・原沢英夫・遺伝学普及会編、生物の科学

　遺伝、別冊NQ17、裳華房（2003）

本の紹介134：いちばん大事なこと一養老教授の環境論、養老孟司著、集英社新書（2003〉

遺伝子組換え生物の国境を越える移動に関する2003年7月15日の欧州議会と理事会の規則

NQ46（2004．2．1）

　国際ワークショップ：「地球温暖化に伴う東アジアの食料生産変動予測」の開催

　平成15年度農業環境研究推進会議の開催

　わが国の環境を心したひとびと（4）：ヨハネス・デ・レーケ

　農業環境研究：この国の20年（1）

　農業環境技術研究所年報一平成14年度一が刊行された

　本の紹介135：イネゲノムが明かす「日本人のDNA」、村上和雄著、家の光協会（2004）

　資料の紹介：環境影響評価のためのライフサイクルアセスメント手法の開発、研究成果報告書、農業環境技術研究所、

　　平成15年

　資料の紹介：LCA手法を用いた農作物栽培の環境影響評価実施マニュアル、一環境影響評価のためのライフサイク

　　ルアセスメント手法の開発一、研究成果報告書別冊、農業環境技術研究所、平成15年

　資料の紹介：森林・農地・水域を通ずる自然循環機能の高度な利用技術の開発、中間成績報告書、農業環境技術研究

　　所、平成15年

　EC条約の第95（5）に従ってオーストリア共和国が通告した上オーストリア州における遺伝子組換え生物の利用を禁

　　止する国内規定に関する2003年9月2日の欧州委員会の決定

NQ47（2004．3．1）

　「情報：農業と環境」へのアクセスが20万件目の方に記念品を贈呈1

　農業環境技術研究所　研究成果発表会　2004一安心・安全な農業環境をめざして一

　NIAES　AmualReport2003が刊行された

　わが国の環境を心したひとびと（5）：上杉鷹山

　農業環境研究：この国の20年（2）気侯変動と食料生産予測

　温暖化で予想される気侯変化と農業影響の概要

　論文の紹介：生物農薬として使われる導入天敵の環境リスク評価

　本の紹介136：宮崎の四季と気象一地域環境科学へのいざない一、内嶋善兵衛・竹前　彬・岩倉尚哉・平木永二著、

　　みやざき文庫24、鉱脈社（2003）

　資料の紹介：リービヒと日本の農学一リービヒ生誕200年に際して一、熊澤喜久雄、肥料科学、第25号、肥料科学研

　　究所（2004）

　「北海道における遺伝子組換え作物の栽培に関するガイドライン骨子（案）」に対する意見書
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（4）個別取材一覧

取材日 報道日 件　　　　　　　名 取材機関 対応者

15．4．9 米の産地判別技術に関する現在の研究状況について ㈲スピカ 織田久男

15．4．16 人為的インパクトが生態系の生物相に及ぼす影響（帰化タンポ 朝日新聞 松尾和人

ポや遺伝子組換え農作物の動態について） 芝池博幸

15．4．22 15．5．26 「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 日本工業新聞 野内　勇

開発」の現状と将来性について

15．5．20 環境保全型農業と殺菌剤耐性菌及び抵抗性誘導剤の関わりにつ NHK 石井英夫

いて

15．5．30 15．6．21 「農作物のダイオキシン類の汚染実態及び汚染機構」に関する 日本農業新聞 上路雅子

研究成果について

15．6．9 15．6．23 在来タンポポと帰化タンポポの雑種形成について しんぶん赤旗 芝池博幸

15．6．15 15．6．26 ナタマメの他感作用について 日本農業新聞 藤井義晴

15．6．17 15．12．8 トウモロコシの花粉飛散と交雑に関する研究と取り組みについ 日経バイテク社 岡　三徳

16．1．19 て

16．3．1

15．6．20 15．6．27 農産物のカドミウム対策について 日本農業新聞 小野信一

15．7．1 ドリン系農薬のキュウリヘの影響について 朝日新聞 上路雅子

15．7．1 気候変動に伴う主要作物栽培適地・栽培可能地域の変化につい ドキュメンタリ 岡本勝男

て 一・ジヤパン

15．7．10 15．7．25 「イネは土壌からダイオキシンを吸収しない」について 商経アドバイス 大谷卓

15．7．13 環境ホルモン化学物質研究の動向及び展望、野菜に関するダイ 韓国SBSテレビ 段　煕沫

オキシン類実態及びその安全性について

15．7．15 15．7．19 ドリン系農薬の残留性、作物に対する影響、影響軽減技術に関 山形新聞 上路雅子

する研究の現状について

15．7．15 15．7．24 ドクダミの有効成分について 日本農業新聞 藤井義晴

15．7．25 15．10．28 土壌の窒素の有効利用について 朝日新聞 杉原　進

15．7．29 15．9．14 遺伝子組換え食品関係の番組制作のための情報収集への協力 ㈱アマゾン 岡　三徳

15．8．29 （隔離圃場及びモニタリング圃場の試験の様子）（テレビ東京： （テレビ東京）

「世の中ガブット」）

15．8．1 15．10．28 日本における養分の出入りについて 朝日新聞 織田健次郎

15．8．1 15．10．28 日本の伝統的な農業における物質循環について 朝日新聞 ディビッド・

スプレイグ

15．8．21 15．9．27 サイエンスキャンプ2003における高校生の取組み 日本経済新聞 安田耕司

15．9．8 15．9．18 気候600年周期の仮説について 日本農業新聞 藤井義晴

15．9．29 ミニ農村における生物多様性保全研究について 韓国KBSテレビ 小川恭男

15．10．6 15．10．16 侵入・帰化植物の他感作用について 日本農業新聞 藤井義晴

15．10．8 16．1．24 農地の土壌問題について（NHK：「ジュニアスペシャル」） NHKエンター 中井　信

プライズ21

15．10．9 15．11．1 害虫の薬剤抵抗性について 農業技術通信社 遠藤正造
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取材日 報道日 件　　　　　　　名 取材機関 対応者

15．10．10 使用農薬の水系への負荷抑制をねらった排水路での木炭の効果 読売新聞 長谷部亮

について

15．10．15 15．11．16 ソバのアレロパシー物質、雑草抑制能について（日本テレビ： 日本テレワーク 藤井義晴
「所さんの目がテン」） （日本テレビ）

15．11．4 日本の農耕地土壌の現状について 日本農業新聞 中井　信

15．11．5 15．11．13 チガヤの他感作用について 日本農業新聞 藤井義晴

15．11．17 16．2．20 日本で科学研究に打ち込む外国人研究者の紹介（サイエンスチ 映像館（サイエ 程為国
ヤンネル：「サイエンスに国境はない」） ンスチャンネル） 八木一行

15．11．27 15．12．11 一属一種の「生きた化石」について 日本農業新聞 藤井義晴

15．12．8 16．2 アレロパシー（他感作用）の可能性について 農山漁村文化協会 藤井義晴

16．1．8 16．1．15 「インカの芋、世界を救う」 日本農業新聞 藤井義晴

16．1．16 菌類ウイルスを使って果樹類紋羽病の病原菌を病気にする新し 朝日新聞 松本直幸

い生物防除法について

16．2．5 16．2．12 「アカマツと他感物質」について 日本農業新聞 藤井義晴

16．2．25 16．3．27 「大気を介した窒素循環への人間活動の影響」について 朝日新聞 林健太郎

16．3．2 16．3．17 「カドミウム汚染農用地をカドミウム高吸収イネ品種を用いて 朝日新聞 阿江教治

修復する」について 杉山　恵

16．3．5 16．3．11 「麦類利用の未来」について 日本農業新聞 藤井義晴

16．3．18 16．4．3 「雑種タンポポの形態的特性と環境指標性」について 朝日新聞 井手任
芝池博幸

16．3．23 16．3．30 「日本のファイトレメディエーションの現状と研究進捗状況」 NHK 阿江教治

について（NHK：「おはよう日本」） 杉山　恵

（5）新聞記事

日　　付 見　　出　　し　　発　　表 媒　　　体

15．5．1 サツマイモ類の可能性 日本農業新聞

15．5．14 病原性低下因子利用による果樹類紋羽病の遺伝子治療 日本工業新聞

15．5．26 メタン放出量解明へ　一温暖化と農林水産業（上）一 日本工業新聞

15．5．26 具体的データで重要性喚起　一地球温暖化　食料生産に重大影響一 日本工業新聞

15．5．27 機能性続々　一研究進むGM稲一 日本農業新聞

15．5．29 ソバの他感作用 日本農業新聞

15．6．5 組換えトウモロコシ栽培適合確認 化学工業日報

15．6．6 食の安全性を科学する 科学新聞

15．6．19 土壌からの吸収「極めて少ない」 化学工業日報

15．6．20 汚泥肥料の水銀禍 日本農業新聞

15．6．21 安全性、科学が証明　土からの吸収「極微量」一野菜とダイオキシンー 日本農業新聞
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日　　付 見　　出　　し　　発　　表 媒　　　体

15．6．23 在来タンポポと帰化タンポポについて しんぶん赤旗

15．6．26 「ナタマメ」害虫、雑草を抑制 日本農業新聞

15．6．27 急げ1カドミウム対策　一水稲は水管理と土壌改良資材の施用で一 日本農業新聞

15．7．4 ダイオキシン、穀類には心配無用 全国農業新聞

15．7．19 食と安全　一続・残留農薬編（2）一 山形新聞

15．7．24 国の研究機関の取り組み 日本工業新聞

15．7．24 ドクダミの有効成分 日本農業新聞

15．7．25 コメはダイオキシン吸収せず 商経アドバイス

一汚染土壌栽培でも玄米部は超低濃度、大気中からも籾殻がガードー．

15．9．18 気候600年周期の仮説 日本農業新聞

15．9．27 サイエンスキャンプ2003 日本経済新聞

15．10．16 侵入・帰化植物の他感作用 日本農業新聞

15．10．28 あふれる窒素、どうする　一食料輸入で大量流入一 朝日新聞

15．10．28 江戸の農業　狭い地域で循環完結 朝日新聞

15．11．13 チガヤは国土を守る 日本農業新聞

15．12．11 一族一種の「生きた化石」 日本農業新聞

16．1．15 インカの芋、世界を救う 日本農業新聞

16．2．12 アカマッと他感物質 日本農業新聞

16．3．11 麦類利用の未来 日本農業新聞

16．3．17 イネやシダの吸収力を活用　一土壌浄化一 朝日新聞

16．3．27 不可欠な窒素も多すぎれば　一生態系が崩れる一 朝日新聞

16．4．3 タンポポがごちゃごちゃです　一和・洋の雑種が今や多数派一 日本農業新聞

（6）テレビ・ラジオ等

日　　付 見　　出　　し　　発　　表 媒　　　体

15．4．16 「身のまわりの土を調べよう」一日本と世界の土壌モノリスを撮影一 NHK教育テレビ

15．9．14 「世の中ガブッと」一遺伝子組換え植物一 テレビ東京

15．11．16 「所さんの目がテン」一ソバのアレロパシー物質、雑草抑制能一 日本テレビ

16．1．24 「ジュニアスペシャル」一農地の土壌間題一 NHK総合テレビ

16．2．20 「サイエンスに国境はない」一日本で科学研究に打ち込む外国人研究者の紹介一一 サイエンスチャンネル

16．3．30 「おはよう日本」一日本のファイトレメディエーションの現状と研究進捗状況一 NHK総合テレビ
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V．研究・技術協力

1．会議等

会議・研究会名 開催期日 開催場所 備考

○評議会・研究推進会議

平成15年度独立行政法人農業環境技術研究所評議会 15．4．23 農業環境技術研究所

平成15年度農業環境研究推進会議 16．2．26～2．27 農業環境技術研究所

○主要成果検討会・課題検討委員会

平成15年度農業環境技術研究所主要成果検討会 16．1．27～1．28 農業環境技術研究所

平成15年度農業環境技術研究所課題検討委員会 16．2．4～2．5 農業環境技術研究所

○プロジェクト研究推進評価会議

地球環境総合（環境省） 15．5．12 農業環境技術研究所

「陸域生態系の活用・保全による温室効果ガスシンク・ソース制御技術の開

発　一大気中温室効果ガス濃度の安定化に向けた中長期的方策一」

「テーマ3b　東南アジア山岳地帯における移動耕作生態系管理法と炭素蓄

積機能の改善に関する研究」検討会

環境研究 15．8．25 北海道立道南農業試

「有機性廃棄物利用に伴うカドミウム負荷のリスク評価とその軽減対策技術 験場

の確立」についての現地検討会

地球環境保全（環境省） 16．2．9 農業環境技術研究所

「農耕地における微量重金属負荷量の評価に関する研究」

バイテク先端技術 16．2．9～2．10 農業環境技術研究所

「遺伝子組換え体の産業利用における安全性確保総合研究」

環境研究 16．2．10 農業環境技術研究所

「農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発」（リスク低減）

運営費交付金 16．2．12～2．13 農業環境技術研究所

「森林・農地・水域を通ずる自然循環機能の高度な利用技術の開発」

運営費交付金 16．2．12～2．13 農業環境技術研究所

「地球規模の環境変動に伴う食料変動予測に関する技術開発」

地球環境総合（環境省） 16．2．14～2．15 森林総合研究所関西

「流域の物質循環調査に基づいた酸性雨による生態系の酸性化および富栄養 支所

化の評価手法に関する研究」

運営費交付金 16．2．16 農業環境技術研究所

「国際共同研究・農業生態系における水質保全とその環境影響評価」

環境研究 16．2．17 農業環境技術研究所

「農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発」（リスク評価）

高度化事業 16．2．18 農業環境技術研究所

「農用地土壌のカドミウムによる農作物汚染リスク予測技術の開発」

環境研究 16．2．19～2．20 農業環境技術研究所

「農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発」（カドミウム）

環境研究 16．2．20 技会筑波事務所

「地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発」

地球環境総合（環境省） 16．2．20 農業環境技術研究所

「中国における砂漢化に伴う環境資源変動評価のための指標開発に関する研

究」に関する検討会

地球環境総合（環境省） 16．2．25 農業環境技術研究所

「地球温暖化の生物圏への影響、適応、脆弱性評価に関する研究」
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会議・研究会名 開催期日 開催場所 備考

高度化事業 16．3．10 農業環境技術研究所

「残留農薬評価のための地域特産作物の分類法および迅速検出法の開発」

地球環境保全（環境省） 16．3．10～3．11 東北農業研究センター

「大気CO2増加が農業生態系に及ぼす影響のFACE実験による解明と予測」

地球環境保全（環境省） 16．3．16 農業環境技術研究所

「POPs等難分解性物質による農耕地土壌の汚染実態解明と将来変動予測」

事前推進会議

地球環境総合（環境省）

「陸域生態系の活用・保全による温室効果ガスシンク・ソース制御技術の開 16．3．26 経済産業省別館

発一大気中温室効果ガス濃度の安定化に向けた中長期的方策一」

「テーマ3a　農業生態系におけるCH4，N20ソース抑制技術の開発と評価」

第2回検討会

○その他

第5回環境研究機関連絡会 15．4．18 農業環境技術研究所

第6回環境研究機関連絡会 15．7．16 農業環境技術研究所

第3回環境関係三所連絡会 15．9．17 水産総合研究センター

西海区水産研究所

平成15年度農村振興局資源課農村環境保全室と農業環境技術研究所との 16．3．3 農業環境技術研究所

連絡会

平成15年度農業環境技術研究所と大臣官房統計情報部との連絡会 16．3．9 農業環境技術研究所

2．海外出張

氏　名 所　　属 出張先 活　動　内　容 期　間 備　考

米村正一郎 地球環境部 ドイツ 生態系と大気の間の大気微量物質の交換過程に関す 14．3．26 若手研究者海外派遣
る研究 ～15．9．25 日本学術振興会

David 地球環境部 アメリカ アメリカ自然人類学会に出席 15．4．22 研究推進費

Sprague ～15．4．28

岡本　勝男 地球環境部 スペイン領グ 河川流域管理及び水資源に関する国際学会に出席 15．4．27 要請出張

ランカナリァ ～15．5．3 科学技術振興事業団

清家　伸康 化学環境部 韓国 日韓共同研究のための実験および打ち合わせ 15．5．21 交付金プロジェクト
～15．5．23 日韓水質保全

股　　煕沫 環境化学分析セン 韓国 日韓共同研究のための実験および打ち合わせ 15．5．21 交付金プロジェクト

ター ～15．6．4 日韓水質保全

田中　幸一 生物環境安全部 韓国 韓日合同応用動物昆虫学会議に出席 15．5．28 研究推進費
～15．5．31

望月　　淳 生物環境安全部 韓国 韓日合同応用動物昆虫学会議に出席 15．5．28 研究交流促進法第5条
～15．5．31

望月　雅俊 生物環境安全部 韓国 韓日合同応用動物昆虫学会議に出席 15．5．28 研究交流促進法第5条
～15．5．31

吉田　睦浩 生物環境安全部 韓国 韓日合同応用動物昆虫学会議に出席 15．5．28 研究交流促進法第5条
～15．5．31

荒谷　　博 生物環境安全部 アメリカ 第3回環太平洋農薬科学会議に出席 15．5．31 研究推進費

～15。6．6

石原　　悟 化学環境部 アメリカ 第3回環太平洋農薬科学会議に出席 15．6．1 研究推進費

～15．6．6

芝池　博幸 生物環境安全部 アメリカ 第3回環太平洋農薬科学会議に出席 15．6．1 研究交流促進法第5条

～15．6．5
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石井　英夫 化学環境部 アメリカ 第3回環太平洋農薬科学会議に出席 15．6．1 研究交流促進法第5条

～15．6．6

新藤　純子 地球環境部 イタリア 第4回生態系と持続可能な発展に関する国際会議に 15．6．2 研究推進費
出席 ～15。6．8

吉田　重信 農業環境インベン アメリカ 植物表生微生物（エピファイト）の生態解明に関す 15．6．10 研究推進費
トリーセンター る研究（国外留学） ～16．5．30

今井　秀夫 化学環境部 韓国 日韓共同研究に係る研究打ち合わせ 15．6．ll 交付金プロジェクト

～15．6．14 日韓水質保全

遠藤　正造 化学環境部 韓国 日韓共同研究に係る研究打ち合わせ 15．6．11 交付金プロジェクト
～15．6．14 日韓水質保全

齋藤　雅典 化学環境部 韓国 日韓共同研究に係る研究打ち合わせ 15．6．11 交付金プロジェクト

～15．6．14 日韓水質保全

三島慎一郎 化学環騨 韓国 日韓共同研究に係る研究打ち合わせ 15．6．11
～15．6．14

交付金プロジェクト
日韓水質保全

中島　泰弘 化学環境部 韓国 日韓共同研究に係る研究打ち合わせ 15．6．11 交付金プロジェクト

～15．6．14 日韓水質保全

板橋　　直 化学環境部 韓国 日韓共同研究に係る研究打ち合わせ 15．6．11 交付金プロジェクト

～15．6．14 日韓水質保全

牧野　知之 化学環境部 スウエーぞン 微量元素に関する国際生物地球科学会議に出席 15．6．15 研究推進費
～15．6．21

鳥谷　　均 地球環境部 韓国 日韓共同研究に係る研究打ち合わせ 15．6．16 交付金プロジェクト

～15．6．20 日韓水質保全

八木　一行 地球環境部 カナダ IGBP（国際地球生物圏研究プログラム）大会に出席 15．6．19 要請出張
～15．6．26 IGBP

織田　久男 化学環境部 ハンガリー 第14回肥料国際シンポジウムに出席 15．6．20 研究推進費
～15．6．27

望月　雅俊 生物環境安全部 アメリカ オハイオ州立大学夏季ダニ学プログラムに参加 15．6．22 研究推進費
～15．7．13

吉本真由美 地球環境部 中国 高CO2濃度下の中国の水田生態系における群落蒸発 15．6．29 交付金プロジェクト

散の観測研究 ～15．7．6 食料変動予測

小林　和彦 地球環境部 中国 中国におけるCO2濃度上昇が水稲の生長に及ぼす影 15．7．3 交付金プロジェクト

響の研究打ち合わせ ～15．7．6 食料変動予測

岡　　三徳 生物環境安全部 タイ FAOトラストファンド事業「アジア地域における 15．7．6 要請出張

遺伝子組換え農作物の環境影響評価体制の開発」に ～15．7．11 農林水産技術会議事務
係る地域協議会に出席 局

吉田　睦浩 生物環境安全部 ロシア 第5回国際線虫学シンポジウムに出席 15．7．13 研究交流促進法第5条
～15．7．17

岩崎　亘典 地球環境部 ロシア 国際地理学会土地利用／被覆変化委員会国際ワーク 15．7．17 研究推進費
ショップ「地球的・地域的土地利用／被覆変化」に ～15．7．22

出席

井上　吉雄 地球環境部 フランス 国際シンポジウム「地球科学とリモートセンシング 15．7．20 研究推進費

2003」に出席 ～15．7．27

芝山　道郎 地球環境部 フランス 国際シンポジウム「地球科学とリモートセンシング 15．7．20 研究推進費

2003」に出席 ～15．7．27

三中　信宏 地球環境部 アメリカ 第22回ウィリ・ヘニッグ学会に出席 15。7．20 研究推進費
～15．7．27

齋藤　雅典 化学環境部 カナダ　、 国際菌根学会出席および研究打ち合わせ 15．8．9 受託出張

～15．8．17 生研機構

三輪　哲久 地球環境部 ドイツ 第54回国際統計協会会議に出席 15．8．12 研究交流促進法第5条
～15．8．18
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氏　名 所　　属 出張先 活　動　内　容 期　間 備　考

大黒　俊哉 生物環境安全部 中国 「中国における砂漠化に伴う環境資源変動評価のた 15．8．20 環境省

めの指標開発に関する研究」に係る研究打ち合わせ ～15．9．12 地球環境
および現地調査

藤原　英司 環境化学分析セン 中国 「中国における砂漢化に伴う環境資源変動評価のた 15．8．20 環境省
ター めの指標開発に関する研究」に係る研究打ち合わせ ～15．9．12 地球環境

および現地調査

横沢正幸 地球環境部 中国 中国における農業生態系の気候変化に対する脆弱性 15．8．23 環境省

評価に関する現地調査 ～15．9．3 地球環境

小林　和彦 地球環境部 中国 中国の開放系大気CO2増加水田におけるイネの穂の 15．8．23 農水省

熱収支観測 ～15．9．5 環境研究

吉本真由美 地球環境部 中国 高CO2濃度下の中国の水田群落の温湿度環境に及ぼ 15．8．23 文科省

す影響に関する観測研究 ～15．9．5 科研費

上垣　隆一 化学環境部 アメリカ 第23回ハロゲン化有機汚染物質並びに残留性有機汚 15．8．24 研究推進費
染物質に関する国際シンポジウムに出席 ～15．8．31

清家　伸康 化学環境部 アメリカ 第23回ハロゲン化有機汚染物質並びに残留性有機汚 15．8．24 研究推進費
染物質に関する国際シンポジウムに出席 ～15．8．31

股　　煕沫 環境化学分析セン アメリカ 第23回ハロゲン化有機汚染物質並びに残留性有機汚 15．8．24 研究推進費
ター 染物質に関する国際シンポジウムに出席 ～15．8．31

渡邉糖 環境化学分析セン
ター

アメリカ 第23回ハロゲン化有機汚染物質並びに残留性有機汚
染物質に関する国際シンポジウムに出席

　15．8．24

～15．8．31

研究推進費

鳥谷　　均 ・地球環境部 韓国 「農業生態系における水質保全とその環境影響評価 15．8．25 交付金プロジェクト
（日韓共同研究）」に関わる研究打合せ ～15．8．28 日韓水質保全

桑形　恒男 地球環境部 韓国 「農業生態系における水質保全とその環境影響評価 15．8．25 交付金プロジェクト
（日韓共同研究）」に関わる研究打合せ ～15．8．28 日韓水質保全

石郷岡康史 地球環境部 韓国 「農業生態系における水質保全とその環境影響評価 15．8．25 交付金プロジェクト
（日韓共同研究）」に関わる研究打合せ ～15．8．28 日韓水質保全

白戸　康人 地球環境部 中国 「環境変動が土壌浸食・塩類化等の土壌劣化に及ぼ 15．8．26 交付金プロジェクト

す影響の解明」に係る土壌調査及び資料収集 ～15．9．12 食料変動予測

山中　武彦 生物環境安全部 スペイン 第2回国際数理生態学会に出席 15．9．3 研究推進費
～15．9．11

中谷　至伸 農業環境インベン タイ 天敵カメムシの採集・同定 15．9．3 要請出張

トリーセンター ～15．9．17 JIRCAS

小川　直人 化学環境部 カナダ 国際シュードモナスシンポジウムに出席 15．9．5 研究推進費
～15．9．11

齋藤　雅典 化学環境部 ミャンマー アセアン拠出金事業「農業の多面的機能に関する計 15．9．7 要請出張

量的調査研究及び普及事業」におけるフォローアッ ～15．9．14 農林水産省大臣官房
プに係る指導及び現地調査

岡本　勝男 地球環境部 イギリス 2003年リモートセンシング・写真測量学会年次大会 15．9．9 研究推進費
に出席 ～15．9．14

杜　　明遠 地球環境部 フランス 第2回ミネラルダストワークショップに出席 15．9．9 研究推進費
～15．9．14

藤井　義晴 生物環境安全部 スペイン OECD共同研究プログラム「持続的農業システムの 15．9．11 要請出張
ための生物資源管理」における「ヒマワリ由来の他 ～15．9．28 OECD
感物質に関する研究」の実施

八木　一行 地球環境部 スイス IPCC専門家会合に出席 15．9．15 研究推進費
～15．9．19

杜　　明遠 地球環境部 中国 温帯高山草原生態系における炭素の収支、放出及び 15．9．18 環境省

蓄積の総合評価と温暖化影響の解明に関する研究 ～15．9．28 地球環境

村上　政治 化学環境部 オーストラリ 植物土壌系におけるリン酸動態に関する第2回国際 15．9．19 研究交流促進法第5条
ア シンポジウム ～15．9．28
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松本直幸 生物環境安全部 ベルギー 国連環境会議（UNEP）臭化メチル技術選択肢委員 15．9．20 要請出張

会（MBTOC）に出席 ～15．9．26 農林水産省消費・安全局

三島慎一郎 化学環境部 オーストラリ 植物土壌系におけるリン酸動態に関する第2回国際 15．9．20 研究推進費
ア シンポジウムに出席 ～15．9．27

桑形　恒男 地球環境部 タイ 「農業水資源変動による食料生産への影響の解明と 15．9．21 農水省

予測手法の開発」に関する研究打ち合わせ ～15．9．25 環境研究

鳥谷　　均 地球環境部 タイ、ラオス、 「農業水資源変動による食料生産への影響の解明と 15．9．21 農水省

カンボジア 予測手法の開発」に関するデータ収集 ～15．10．3 環境研究

大野　宏之 地球環境部 タイ、ラオス、 「農業水資源変動による食料生産への影響の解明と 15．9．21 農水省

カンボジア 予測手法の開発」に関するデータ収集 ～15．10．3 環境研究

坂本　利弘 地球環境部 タイ、ラオス、 「農業水資源変動による食料生産への影響の解明と 15．9．21 農水省

カンボジア 予測手法の開発」に関するデータ収集 ～15．10．3 環境研究

遠藤　正造 化学環境部 ニユージーラ 2003年環境毒性化学会アジア太平洋会議に出席 15．9．26 研究推進費
ンド ～15．10．2

大津　和久 化学環境部 ニユージーラ 2003年環境毒性化学会アジア太平洋会議に出席 15．9．27 研究推進費
ンド ～15．10。2

横沢　正幸 地球環境部 ロシア 世界気候変動会議における情報収集 15．9．27 農水省

～15．10．5 環境研究

須藤　重人 地球環境部 フインランド 統合陸域生態系一大気動態に関するプロセス研究に 15．9．28 研究推進費

関する公開国際科学会議に出席 ～15．10．4

井上　吉雄 地球環境部 ラオス 「リモートセンシング等による移動耕作生態系の変 15．9．28 環境省

動と立地環境の解明」に関する現地調査 ～15．10．8 地球環境

股　　煕沫 環境化学分析セン 韓国 ダイオキシン類分析法の技術移転及びIUPAC－KSPS 15．10．5 要請出張

ター 農薬国際研究集会2003に出席 ～15．10．17 韓国獣医科学検疫院、

IUPAC－KSPS

杜　　明遠 地球環境部 中国 「地表面からの風送ダスト鉛直輸送量H」に関する 15．10．5 文科省

調査研究 ～15。10．26 総合研究

松本　直幸 生物環境安全部 韓国 セミナー「果樹類紋羽病の菌類ウィルスを用いた生 15．10．6 要請出張

物防除」に出席他 ～15．10．14 韓国慶北大学

八木　一行 地球環境部 中国 我が国とアジア諸国の農耕地におけるCH4、N20ソ 15．10．7 環境省

一スの制御技術の開発と広域評価 ～15．10．11 地球環境

新藤　純子 地球環境部 中国 東アジアにおける窒素負荷と水質への影響に関する 15．10．10 環境省

資料の収集と現況調査 ～15．10．14 地球環境

岡本　勝男 地球環境部 中国 気候変動と土地利用／土地被覆変化に関する資料の 15．10．10 農水省

収集と現況調査 ～15．10．14 環境研究

小野　信一 化学環境部 韓国 日韓共同研究及び共同国際シンポジウムの打ち合わ 15．10．14 交付金プロジェクト

せ ～15．10．16 日韓水質保全

阿江　教治 化学環境部 韓国 日韓共同研究及び共同国際シンポジウムの打ち合わ 15．10．14 交付金プロジェクト

せ ～15．10．16 日韓水質保全

加藤　英孝 化学環境部 韓国 日韓共同研究及び共同国際シンポジウムの打ち合わ 15．10．14 交付金プロジェクト

せ ～15．10．16 日韓水質保全

藤井　義晴 生物環境安全部 アメリカ 宇宙開発利用国際協力に伴う専門家派遣 15．10．16 要請出張

～15．10．25 文部科学省

今井　秀夫 化学環境部 韓国 国際シンポジウム「良質な未来環境のための農業生 15．10．21 要請出張

態系評価と管理」に出席 ～15．！0．25 ソウル国立大学

井上　吉雄 地球環境部 韓国 国際シンポジウム「良質な未来環境のための農業生 15．10．21 要請出張

態系評価と管理」に出席 ～15．10．25 ソウル国立大学

織田　久男 化学環境部 韓国 日韓共同研究に係わる情報収集及び共同国際シンポ 15．10．27 交付金プロジェクト

ジウムの打ち合わせ ～15．10．30 日韓水質保全
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新藤　純子 地球環境部 マレーシァ 流域窒素循環に関する情報収集及び現地調査 15．10．27 要請出張

～15．！1．3 科学技術振興事業団

板橋　　直 化学環境部 韓国 日韓共同研究に係わる研究打ち合わせ及び研究情報 15．10．28 交付金プロジェクト
の収集 ～15．10．30 日韓水質保全

林　健太郎 化学環境部 韓国 日韓共同研究に係わる研究打ち合わせ及び研究情報 15．10．28 交付金プロジェクト
の収集 ～15．10．30 日韓水質保全

須藤　重人 地球環境部 マレーシァ ダヌンヴァレーGAWステーション運営に関する研 15．11．1 環境省

究打ち合わせ ～15．11．5 地球環境

麓　　多門 地球環境部 アメリカ アメリカ農学会に出席 15．1！．1 研究推進費

～15．11．8

小原　裕三 化学環境部 アメリカ 2003年度臭化メチルの代替技術と放出抑制に関する 15．11．2 研究推進費
国際研究会議に出席 ～15．11．8

井上　吉雄 地球環境部 アメリカ 流域環境解析システムに関する調査 15．11．2 農水省

～15．11．15 環境研究

松尾　和人 生物環境安全部 メキシコ APEC／ATCWG原産地におけるバイオテクノロジー 15．11．4 要請出張

作物に関するワークショップに出席 ～15．11．10 農林水産技術会議事務局

須藤　重人 地球環境部 タイ アジア域の放射・水収支に及ぼすエアロゾルと雲の 15．11．8 要請出張

影響に関する観測的研究 ～15．！1．16 科学技術振興機構

高木　和広 化学環境部 中国 第3回環太平洋地域における土壌環境汚染物質に関 15．11．15 日本学術振興会

する国際会議参加と中国の土壌及び地下水の農薬汚 ～15．11．26

染状況の調査

井上　恒久 化学環境部 中国 第3回環太平洋地域における土壌環境汚染物質に関 15．11．15 研究推進費

する国際会議に出席 ～15．11．19

織田　久男 化学環境部 中国 第3回環太平洋地域における土壌環境汚染物質に関 15．11．16 日本学術振興会

する国際会議参加及び情報収集 ～15．ll．19

白戸　康人 地球環境部 中国 中国における有機物長期連用試験データの収集 15．11．17 環境省

～15．11．21 地球環境

八木　一行 地球環境部 中国 「我が国とアジア諸国の農耕地におけるCH4、N20 15．11．18 環境省

ソースの制御技術の開発と広域評価」に関する調査 ～15．11。22 地球環境

研究

西村　誠一 地球環境部 中国 「我が国とアジア諸国の農耕地におけるCH4、N20 15．ll．18 環境省

ソースの制御技術の開発と広域評価」に関する調査 ～15．11．22 地球環境

研究

陽　　捷行 理事長 オランダ、 農業事情調査、研究事情調査及びボン大学における 15．11．22 研究推進費
ドイツ 講義 ～15．11．28

大倉　利明 農業環境インベン 台湾 第6回東・東南アジア土壌科学会連合国際会議に出 15．11．23 研究交流促進法第5条

トリーセンター 席 ～15．11．26

中井　　信 農業環境インベン 台湾 第6回東・東南アジア土壌科学会連合国際会議に出 15．11．23 要請出張

トリーセンター 席 ～15．11．30 東・東南アジア土壌科
学会連合

荒城　雅昭 生物環境安全部 インド 日本・インド両国における線虫分類研究発展のため 15．11．23 要請出張

の研究交流 ～15．12．7 日本学術振興会

鳥谷　　均 地球環境部 カンボジア アジア地域の農業生産に係わる水資源に関する国際 15．11．24 農水省

会議に出席 ～15．11．29 環境研究

土屋　健一 生物環境安全部 タイ 農業環境への侵入または導入微生物が及ぼす影響に 15．11．29 要請出張
関する調査研究及び技術指導 ～15．12．7 東京農業大学

横沢正幸 地球環境部 中国 アジアにおけるフラックス観測研究に関する国際ワ 15．11．30 研究交流促進法第5条

一クショップに出席 ～15．12．4

宮田　　明 地球環境部 中国 東アジアフラックスデータベースネットワークの構 15．11．30 環境省

築に関する現地調査 ～15．12．8 地球環境
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杜　　明遠 地球環境部 中国 温帯高山草原生態系における炭素の吸収、放出及び 15．ll．30 環境省

蓄積の総合評価と温暖化影響の解明に関する調査研
究

～！5．12．12 地球環境

西森　基貴 地球環境部 カナダ、スイ マルチメディア化学物質運命予測モデルに関する研 15．12．3 農水省

ス、ドイツ 究調査 ～15．12．15 環境研究

小原　裕三 化学環境部 カナダ、スイ マルチメディアモデル開発のための構造物性相関に 15．12．3 農水省

ス、ドイツ よるパラメータ推定方法の開発に関する研究調査 ～15．12．15 環境研究

David 地球環境部 ニユージーラ 国際歴史地理大会に出席 15．12．7 農水省

Sprague ンド ～15．12．14 環境研究

吉村　泰幸 生物環境安全部 イギリス、 遺伝子組換え農作物の利用状況及び規制状況の調査 15．12．8 要請出張

ベルギー ～15．12．18 農林水産技術会議事務局

大倉　利明 農業環境インベン パキスタン パキスタンの塩性化土壌の調査 15．12．15 環境省

トリーセンター ～15．12．22 地球環境

新藤　純子 地球環境部 フィリピン フィリピンの流域窒素循環に関する情報収集及び現 15．12．19 環境省

地調査 ～15．12．23 地球環境

岡本　勝男 地球環境部 フイリピン 水需給に関する資料の収集と現況調査 15．12．19 要請出張
～15．12．23 科学技術振興機構

八木　一行 地球環境部 ウガンダ SCOPE－NFRAPワークショップに出席 16．1．10 要請出張
～16．1．20 SCOPE（環境間題科

学委員会）

小川　恭男 生物環境安全部 マレーシァ、 アセアン拠出金事業「農業の多面的機能に関する計 16．1．13 要請出張
ブルネイ 量的調査研究及び普及事業」におけるフォローアッ ～16．1．21 農林水産省大臣官房

プに係る指導及び現地調査

長谷川利拡 地球環境部 タイ 「農業水資源変動による食料生産への影響の解明と 16．1．！9 農水省

予測手法の開発」に関するデータ収集 ～16．1．22 環境研究

鳥谷　　均 地球環境部 タイ r農業水資源変動による食料生産への影響の解明と 16．1．19 農水省

予測手法の開発」に関するデータ収集 ～16．1．22 環境研究

横沢正幸 地球環境部 中国 中国における水田生態系からのメタン発生量と削減 16．1．26 環境省

効果の広域評価モデルの構築に関する現地調査 ～16．2．3 地球環境

杜　　明遠 地球環境部 韓国 地表面条件と風送ダスト発生の関係解明に関する調 16．1．27 文科省

査研究及び第3回風送ダスト国際ワークショップに ～16．2．1 総合研究
出席

三島慎一郎 化学環境部 韓国 日韓共同研究に関する研究打ち合わせ 16．2．3 交付金プロジェクト

～16．2．6 日韓水質保全

麓　　多門 地球環境部 アメリカ 農業生態系の炭素・窒素循環予測のためのDNDC 16．2．9 要請出張

モデルの改良 ～16．2．29 日本学術振興会

須藤　重人 地球環境部 タイ ガスクロマトグラフによる農耕地から発生する温室 16．2．13 要請出張

効果ガスの高精度測定技術指導に関するワークショ ～16．2．20 タイモンクト王工科大
ップ 学

大倉　利明 農業環境インベン オランダ、 温暖化と土壌炭素変動に関わるEUの研究動向調査 16．2．15 環境省

トリーセンター デンマーク ～16．2．22 地球環境

井上　吉雄 地球環境部 フランス リモートセンシングと生態プロセスモデルの協働手 16．2．15 環境省

法に関する調査研究 ～16．2．28 地球環境

八木　一行 地球環境部 中国 中国における環境保全型農業生産技術の評価と開発 16．2．16 要請出張
に関するワークショップに出席 ～16．2．19 JIRCAS

宮田　　明 地球環境部 バングラデシ バングラデシュの水田における微気象とフラックス 16．2．21 要請出張

ユ 測定に関する現地調査 ～16．2．28 バングラデシュ農業大学

杜　　明遠 地球環境部 中国 地表面条件と風送ダスト発生の関係解明に関する調 16．2．22 文科省

査研究 ～16．3．7 総合研究
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米村正一郎 地球環境部 中国 地表面条件と風送ダスト発生の関係解明に関する調 16．2．22 文科省

査研究 ～16．3．7 総合研究

岡本　勝男 地球環境部 中国 農業と水循環に関する現地調査と情報収集 16．2．25 要請出張

～16．3．5 科学技術振興機構

新藤　純子 地球環境部 中国 流域窒素循環に関する情報収集及び現地調査 16．2．28 要請出張

～16．3．5 科学技術振興機構

桑形　恒男 地球環境部 タイ 「農業水資源変動による食料生産への影響の解明と 16．2．29 農水省

予測手法の開発」のための観測装置の設置と研究打 ～16．3．5 環境研究

ち合わせ

後藤　慎吉 地球環境部 タイ 「農業水資源変動による食料生産への影響の解明と 16．2．29 農水省

予測手法の開発」のための観測装置の設置と研究打 ～！6．3．5 環境研究

ち合わせ

芝池博幸 生物環境安全部 フイリピン 組換え農作物の環境安全性評価のための基礎的研究 16．2．29 環境省

～16．3．5 地球環境

井上　吉雄 地球環境部 ラオス 「リモートセンシング等による移動耕作生態系の変 16．3．2 環境省

動と立地環境の解明」に関する調査 ～16．3．10 地球環境

池田　浩明 生物環境安全部 韓国 日韓共同研究に関する研究打ち合わせ 16．3．3 交付金プロジェクト

～16．3．6 日韓水質保全

小沼　明弘 生物環境安全部 韓国 日韓共同研究に関する研究打ち合わせ 16．3．3 交付金プロジェクト

～16．3．6 日韓水質保全

小原　裕三 化学環境部 韓国 日韓共同研究に関する研究打ち合わせ 16．3．3 交付金プロジェクト

～16．3．6 日韓水質保全

石原　　悟 化学環境部 韓国 日韓共同研究に関する研究打ち合わせ 16．3．3 交付金プロジェクト

～16．3．6 日韓水質保全

田中　　修 総務部庶務課 オーストラリ オーストラリア、ニュージーランドにおける研究行 16．3．6 研究推進費

ア、ニユージ 政に関する情報収集 ～16．3．！3

一ランド

今川　俊明 地球環境部 オーストラリ オーストラリア、ニュージーランドにおける研究行 16．3．6 研究推進費

ア、ニユージ 政に関する調査 ～16．3．13

一ランド

小川　恭男 生物環境安全部 オーストラリ オーストラリア、ニュージーランドにおける研究行 16．3．6 研究推進費

ア、ニユージ 政に関する調査 ～16．3．13

一ランド

大倉　利明 農業環境インベン ニユージーラ 「農業と環境に対する農場管理指標に関するOECD 16．3．6 研究推進費

トリーセンター ンド 専門家会合」に出席 ～16．3．13

板橋　　直 化学環境部 ニユージーラ 「農業と環境に対する農場管理指標に関するOECD 16．3．6 研究推進費

ンド 専門家会合」に出席 ～16．3．13

杜　　明遠 地球環境部 中国 地表面からの風送ダスト鉛直輸送量の調査研究 16．3．！3 要請出張

～16．3．29 理化学研究所

米村正一郎 地球環境部 中国 地表面からの風送ダスト鉛直輸送量の調査研究 16．3．13 要請出張

～16．3．29 理化学研究所

岡　　三徳 生物環境安全部 オランダ、 遺伝子組換え作物の環境影響評価に関わる研究動向 16．3．16 研究推進費

ドイツ の調査と情報交換 ～16．3．21

吉村　泰幸 生物環境安全部 オランダ、 遺伝子組換え作物の環境影響評価に関わる研究動向 16．3．16 研究推進費

ドイツ の調査と情報交換 ～16．3．21

陽　　捷行 理事長 中国 国際会議開催打ち合わせ及び現地視察 16．3．21 研究推進費
～16．3．24

中島　泰弘 化学環境部 韓国 日韓共同研究に関する研究打ち合わせ及び現地調査 16．3．22 交付金プロジェクト

～16．3．25 日韓水質保全
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氏　名 所　　属 出張先 活　動　内　容 期　間 備　考

岡部　郁子 生物環境安全部 スペイン 国際ワークショップ「食料生産システムにおける実 16．3．23 研究推進費

用化を目指した生物防除因子の開発」に出席 ～16．3．27

石郷岡康史 地球環境部 中国 「中国食料の生産・市場変動に対応する安定供給シ 16．3．24 要請出張

ステムの開発」に関する研究打ち合わせ ～16．3．31 JIRCAS

大黒　俊哉 生物環境安全部 ドイツ 流域圏における土地利用変化が植生動態及び水資源 16．3．25 研究推進費
に及ぼす影響の解明（国外留学） ～17．3．25

平舘俊太郎 生物環境安全部 アメリカ 第227回アメリカ化学会に出席 16．3．27 研究推進費

～16．4．4

岡　　三徳 生物環境安全部 台湾 アジア・太平洋地域における侵入生物のデータベー 16．3．28 要請出張

ス構築のワークショップに関する現地事務局会議に ～16．3．30 FFTC
出席

3．産官学の連携

（1）共同研究

研究課題 相手機関 所内担当部署 期　間 備　考

○国内

高機能を有する有機肥料の開発 日清製粉㈱ 化学環境部　重金属研究グル 13．4．1 共同研究（農水省二

一プ　土壌生化学ユニット ～16．3．31 連携実用化研究）

アジア域の放射・水収支に及ぼすエアロゾ ㈱科学技術振興機構 地球環境部　温室効果ガスチ 12．4．3 共同研究（科学技

ルと雲の影響に関する観測的研究 一ム ～16．10．31 術振興事業団：戦
略的基礎研究）

LysRタイブ調整因子の結晶構造解析 ㈱産業技術総合研究所 化学環境部　有機化学物質研 14．4．1
究グルーブ　土壌微生物利用 ～17．3．31

ユニット

衛星データによる農業モニタリングシステ ㈱宇宙航空研究機構 地球環境部　生態システム研 13．10．9

ムの構築 究グルーブ ～16。10．31

土壌中にあるカドミウムの吸収1生に優れた ㈱植物工学研究所 化学環境部　重金属研究グル 14．4．1
イネ科等の植物の選抜とカドミウム汚染土 一プ　土壌生化学ユニット ～16．3．31

壌浄化のための実用化

産業廃材を利用した農業排水中農薬のバイ ㈱興和 化学環境部　有機化学物質研 14．4．1

オレメディエーション技術の開発 究グループ　土壌微生物利用 ～17．3．31

ユニット

画像型分光偏光放射計による農業環境計測 ㈱宇宙航空研究機構 地球環境部　生態システム研 14．4．1

手法の研究 究グループ長、環境計測ユニ ～17．3．31

ット

トウモロコシスクロースリン酸合成酵素遺 ㈱農業生物資源研究所 生物環境安全部　植生研究グ 15．4．1
伝子を導入した組換えバレイショの模擬的 ループ、微生物・小動物研究 ～16．3．31

環境における安全評価 ．グループ

農業環境中におけるダイオキシン類等化学 ㈱ホリバ・バイオテクノロ 環境化学分析センター　環境 15．6．1

物質の超微量分析法の高度化 ジー 化学物質分析研究室 ～18．3．31

化学的抽出処理による重金属汚染土壌の浄 太平洋セメント㈱ 化学環境部　重金属研究グル 15．5．1

化技術の開発 一プ　土壌生化学ユニット ～17。3．31

選択的PCR法による土壌細菌の遺伝子発 ㈱アイシン・コスモス研究 化学環境部　有機化学物質研 15．9．1

現解析手法の開発 所 究グループ　土壌微生物利用 ～17．3．31

ユニット
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研究課題 相手機関 所内担当部署 期　間 備　考

イネ由来のアントラニル酸合成酵素αサ ㈱農業・生物系特定産業技 生物環境安全部　植生研究グ 15．5．20
ブユニットの改変型遺伝子を導入したイネ 術研究機構（作物研究所） ループ　化学生態ユニット、 ～16．3．31

2系統（HW1，HW5）の安全評価 植生生態ユニット、微生物・

小動物研究グループ　微生物
生態ユニット

コウチュウ目昆虫抵抗性及びグルホシネー デュポン㈱ 生物環境安全部　植生研究グ 15．6．1
ト耐性トウモロコシCry34Ab1／35Ab1（E ㈹農林水産先端技術産業振 ループ長、昆虫研究グループ ～16．3．31

4497．45．2．24，E4497．45．2．16及びE4497．5 興センター 長、微生物・小動物研究グル
9．1．22系統）の安全性評価に関する研究 一プ、化学環境部　有機化学

物質研究グループ

コウチュウ目昆虫抵抗性及びグルホシネー デュポン㈱ 生物環境安全部　植生研究グ 15．6．1
ト耐性トウモロコシCry34Abl／35Ab1（E ㈹農林水産先端技術産業振 ループ長、昆虫研究グループ ～16．3．31

4497．71．1．33系統）の安全性評価に関する 興センター 長、微生物・小動物研究グル

研究 一プ、化学環境部　有機化学
物質研究グループ

ディルドリン分解細菌の探索法開発及び有 東京都農業試験場 化学環境部　有機化学物質研 15．11．1
効菌株の選抜 究グループ　土壌微生物利用 ～18．3．31

ユニット

植物生息微生物の生物資材としての活用法 東京農業大学 農業環境インベントリーセン 16．3．5
の開発 日本曹達㈱ ター　微生物分類研究室 ～18．3．31

薬剤耐性菌遺伝子のSNP（1塩基多型） 日立ソフトウェアエンジニ 化学環境部　有機化学物質研 16．3．4
解析手法の開発 アリング㈱ 究グループ　農薬影響軽減ユ ～18．3．31

ニット

OMOU（協定覚え書き）

アジア・モンスーン地域固有の農業・環境 韓国農村振興庁農業科学技 13．10．31

分野における研究協力 術院 ～

アジア・モンスーン地域固有の農業・環境 中国科学院南京土壌研究所 14．7．4
分野における研究協力 ～

東京農業大学大学院農学研究科と農業環境 東京農業大学 15．12．10

技術研究所との連携大学院方式による教育 ～
研究協力

農民教育協会鯉淵学園と農業環境技術研究 農民教育協会鯉淵学園 16。2．2
所との教育研究協力 ～

途上国における生態・資源管理にかかわる ボン大学開発研究センター 16．3．4
研究プロジェクトに関する協力 （ドイツ〉

～

（2）行政との連携

1）行政機関等の主催する委員会への派遣

平成15年度行政機関等が設置する常設委員会委員名簿（集計表）

農林水産省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

農業資材審議会農薬部会　専門委員

第1種使用規定承認組換え作物栽培実験指針策定委員会　委員

組換え植物ワーキンググループ　委員

生物多様性影響評価検討会　委員

農学情報資源システム運営会議　委員

農林水産研究計算・情報センターシステム設計作業部会　委員

事業効果評価分析手法開発に関する調査検討委員会　委員

植物防疫に関する技術連絡会議　委員

省力調査技術確立検討会　委員

カドミウム高度吸収抑制等対策事業検討会　座長
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農林水産省

農林水産省・東京管区気象台

内閣府

内閣府

内閣府

内閣府

環境省

環境省

環境省

環境省

環境省

環境省

環境省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

人事院

気象庁

気象庁

㈱農業・生物系特定産業技術研究機構

㈱農業・生物系特定産業技術研究機構

㈱農業・生物系特定産業技術研究機構
㈱農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所

㈱農業・生物系特定産業技術研究機構作物研究所

㈱食品総合研究所
㈱農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究センター

㈱農業生物資源研究所

㈱国際農林水産業研究センター

㈱森林総合研究所

㈱農薬検査所

㈱農薬検査所

㈱肥飼料検査所

㈱国立環境研究所

㈱国立環境研究所

㈱産業技術総合研究所

㈱日本学術振興会

㈱日本学術振興会

㈱日本学術振興会

IGBP（国際地球生物圏研究プログラム）

日本ユネスコ国内委員会

埼玉県

北海道

岐阜県

つくば市

庄内水田農業推進機構

働残留農薬研究所

勧残留農薬研究所

働地球・人間環境フォーラム

（財）日本環境衛生センター

（財）日本環境衛生センター

側）日本下水道協会

働日本下水道協会

勧日本下水道協会

働日本下水道協会

働日本食品分析センター

（財）日本食品分析センター

側旧本土壌協会

側）日本土壌協会

働日本土壌協会

（財）日本農業研究所

側）日本農業土木総合研究所

専門技術員資格試験審査　委員

関東地域農業気象協議会　幹事

総合科学技術会議地球観測調査検討会ワーキンググループ　委員

総合科学技術会議生物・生態系研究開発調査検討会ワーキンググループ　委員

総合科学技術会議、化学物質リスク総合管理技術研究イニシアティブ会合　委員

食品安全委員会　専門委員

農薬登録保留基準設定技術検討会分析法部会　委員

ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会　主査

温室効果ガス排出算定方法検討会農業分科会　委員

吸収源対策合同検討委員会　委員

酸性雨対策検討会生態影響分科会　委員

中央環境審議会、バイオレメディエーション小委員会　委員

LULUCFタスクフォース　委員
科学技術・学術審議会（研究計画・評価分科会）　専門委員

科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会　委員

科学技術政策研究所科学技術動向研究専門調査　調査員

薬事・食品衛生審議会　専門委員

厚生科学研究「WHO飲料水水質ガイドライン改定等に対応する水道における化学物質に関す
る研究」委員会　委員

残留農薬安全性評価委員会　委員

国家公務員採用1種試験専門委員　委員

「21世紀のアジアの水資源変動予測」研究運営委員会　委員

「風水ダストの大気中への供給量評価と気候への影響に関する研究」　課題委員

出・融資課題審査専門委員会　委員

革新的農業技術習得研修検討会　委員

つくばリサーチギャラリー運営委員会　委員

組換えDNA実験安全委員会　委員
組換えDNA実験安全委員会及び組換え体利用に関する業務安全委員会　委員

組換えDNA実験安全委員会　委員
組換えDNA実験安全委員会及び組換え体利用に関する業務安全委員会　委員

ジーンバンク動物部会　委員

JARQ編集委員会　委員

研究評議会委員
調査研究推進委員会　委員

地域特産農作物等登録技術検討会　委員

肥料等技術検討会　委員

地球環境モニタリング・データベース検討会　委員

客員研究員

インパクト評価手法開発推進委員会　委員

科学研究費委員会　委員

科学研究費委員会　専門委員

特別研究員等審査会　専門委員

IGBP　Global　Land　Project移行チーム　委員

自然科学省委員会IHP分科会ワーキンググループ　委員

農産物安全性技術専門委員会　委員

エゾシカ保護管理検討会　委員

異常気象対策専門家会議　委員

環境審議会　委員

庄内水田農業推進機構ワークショップ　委員

革新的農薬廃液処理技術検討会　座長

内分泌かく乱（水生生物）影響判別試験技術確立委員会　座長

北東アジアにおける砂漢化・干ばつ早期警戒体制パイロットスタディ検討委員会　委員

湿性・乾性沈着解析ワーキンググルーブ　委員

土壌・植生タスクホース国内支援ワーキンググルーブ　委員

再生と利用編集委員会　委員

下水汚泥コンポスト利用促進連絡会　委員

下水汚泥の緑利用マニュアル改訂委員会　委員

下水汚泥の緑地利用促進連絡会　委員

農作物等有害物質総合委託事業に関する検討委員会　委員

有害物質リスク管理等委託事業に係る検討会　委員

土壌・施肥管理システム開発委員会　委員

有害物質吸収抑制技術検討委員会　委員

有害物質リスク管理委員会　委員

環境負荷低減農業技術確立実証事業企画・管理委員会　委員

環境負荷低減農業技術確立実証事業　委員
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（財）日本農業土木総合研究所

働日本農業土木総合研究所

働日本葉たばこ技術開発協会

（財）リモートセンシング技術センター

財化学物質評価研究機構

飼環境科学技術研究所

働環境科学技術研究所

働農産業振興奨励会

働農林水産奨励会

働日本規格協会

（財旧本原子力研究所

㈹日本草地畜産種子協会

㈹日本草地畜産種子協会

㈹農林水産技術情報協会

㈹農林水産技術情報協会

㈹農林水産技術情報協会

㈹農林水産技術情報協会

㈹日本植物防疫協会

留畷辮繍究協会コ
㈹日本植物防疫協会

灘1舗繍究協会二
㈹農林水産先端産業振興センター

㈹農林水産先端産業振興センター

㈹国際農林業協力協会

㈹国際農林業協力協会

㈹海外環境協力センター

㈹日本アイソトープ協会

㈹日本環境測定分析協会

農薬バイオテクノロジー開発技術研究組合

㈱三菱化学安全科学研究所

㈱UFJ総合研究所

㈱UFJ総合研究所

有機質肥料生物活性利用技術研究組合

物質循環モデル作成委員会　委員

農村地域における物質循環検討委員会　委員

たばこ耕作資材委託試験成績中間検討会　委員

衛星リモートセンシング推進委員会　委員

水産動植物にかかる農薬毒性評価検討会　委員

土壌系動態評価委員会　委員

環境研国際検討委員会　委員

農産物含有物質簡易分析システム等実用化事業専門部会　委員

事業効果評価分析手法開発に関する調査検討委員会　委員

JISZ8101－3原案作成委員会　委員

炉内中性子照射専門部会　専門委員

草地の地球温暖化防止機能調査作業部会検討委員会　委員

環境調和型草地開発整備手法確立事業に係る将来計画検討委員会　委員

環境保全型農業のための先進計測技術手法の開発委員会　委員

先端技術を活用した農林水産研究高度化事業専門評価委員会　委員

農林水産業・食料産業等先端産業技術開発事業の水と安らぎ生活空間創造技術の開発実行委員会　委員

ドラッグデリバリーシステム技術の農林水産技術への応用に関する基礎調査　委員

新農薬実用化試験委員会　委員

環境残留試験委員会　委員

農薬の環境中予測濃度評価のための試験法に関する評価委員会　委員

作物残留専門委員会　委員

STAFFニュースレター編集委員会　委員

「民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業」研究推進委員会

アフリカ地域持続的食料生産支援調査検討委員会　委員

アセアン地域農業の多面的機能に関する調査普及事業国内委員会

黄砂問題検討会　委員

ライフサイエンス部会安定同位体委員会　委員

ダイオキシン類常時監視等データベース構築検討委員会　委員

技術開発設計監理委員会　委員

要調査項目評価検討会　委員

森林等の吸収源問題に関するワーキング・グループ　委員

吸収源グッドプラクティスガイダンス・タスクフォース　委員

第2分科会座長、実行委員会　委員

委員

専門委員

平成15年度　行政機関等が設置する常設委員会委員名簿（個人別一覧表）

担当者の所属
用　　　　　　　務 委　託　者

部 グループ等
氏　名

農業資材審議会農薬部会　専門委員 農林水産省 環境化学分析セン 上路　雅子
ター

農薬登録保留基準設定技術検討会　委員 環境省 環境化学分析セン 上路　雅子
ター

科学技術・学術審議会（研究計画・評価分科会）　専 文部科学省 環境化学分析セン 上路　雅子

門委員 ター

薬事・食品衛生審議会　専門委員 厚生労働省 環境化学分析セン 上路　雅子
ター

独立行政法人農薬検査所調査研究推進委員会　委員 ㈱農薬検査所 環境化学分析セン 上路　雅子
ター

農作物安全技術専門委員会　委員 埼玉県 環境化学分析セン 上路　雅子
ター

農薬バイオテクノロジー開発技術研究組合技術開発設 農薬バイオテクノロジー 環境化学分析セン 上路　雅子

計管理委員会　委員 開発技術研究組合 ター

革新的農薬廃液処理技術検討会　委員 財残留農薬研究所 環境化学分析セン 上路　雅子
ター

環境残留委員会　専門委員 助日本植物調節剤研究協 環境化学分析セン 上路　雅子
ム
云 ター
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担当者の所属
用　　　　　　　務 委　託　者

部 グループ等
氏　名

ダイオキシン類検討委員会　委員 働日本食品分析センター 環境化学分析セン 上路　雅子
ター

農産物含有物質簡易分析システム等実用化事業専門部 （財儂産業振興尾奨励会 環境化学分析セン 上路　雅子
会　委員 ター

環境残留試験委員会　委員 ㈹日本植物防疫協会 環境化学分析セン 上路　雅子
ター

水産動植物影響にかかる農薬毒性評価検討委員会　委 （財）化学物質評価研究機構 環境化学分析セン 上路　雅子
悶
貝 ター

農薬の環境中予測濃度評価のための試験法に関する検 ㈹日本植物防疫協会 企画調整部 上路　雅子
討委員会　委員

先端技術を活用した農林水産研究高度化事業専門評価 ㈹農林水産技術情報協会 企画調整部 上路　雅子
委員会　委員

農薬内分泌かく乱影響判別技術検索に関する技術確立 働残留農薬研究所 企画調整部 上路　雅子

委員会　座長

農薬登録保留基準設定技術検討会　委員 環境省 企画調整部 専門調査員 石井　康雄

地域特産農作物等登録技術検討会　委員 ㈱農薬検査所 企画調整部 専門調査員 石井　康雄

標準物質情報関係委員会　委員 ㈱製品評価技術基盤機構 企画調整部 専門調査員 石井　康雄

農用地土壌及び農作物中のダイオキシン類等に関する 働残留農薬研究所 企画調整部 専門調査員 石井　康雄
検討会　委員

作物残留分析専門委員会　専門委員 ㈹日本植物防疫協会、働 企画調整部 専門調査員 石井　康雄
日本植物調節剤研究協会

残留農薬安全性評価委員会　委員 厚生労働省 企画調整部 専門調査員 石井　康雄

水質分析法（公定分析法）検討会　委員 ㈱三菱化学安全科学研究
所

企画調整部 専門調査員 石井　康雄

革新的農業技術習得研修検討会　委員 ㈱農業・生物系特定産業 企画調整部 研究交流科 廉澤　敏弘

技術研究機構

つくばリサーチギャラリー運営委員会　委員 ㈱農業・生物系特定産業 企画調整部 情報資料課 長岡　進一

技術研究機構

森林等の吸収源間題に関するワーキング・グループ ㈱UFJ総合研究所 地球環境部 林　　陽生
委員

第10回JIRCAS国際シンンポジウム組織委員会　委員 ㈱国際農林水産業研究セ 地球環境部 林　　陽生
ンター

岐阜県異常気象対策専門家会議　委員 岐阜県 地球環境部 林　　陽生

温室効果ガス排出量算定方法検討会農業分科会　委員 環境省 地球環境部 気象研究グループ 野内　　勇

吸収源グッドプラクテイスガイダンス・タスクフォー ㈱UFJ総合研究所 地球環境部 気象研究グループ 野内　　勇

ス　委員

「風水ダストの大気中への供給量評価と気候への影響 気象庁気象研究所 地球環境部 気象研究グループ 杜　　明遠

に関する研究」平成15年度課題委員　委員

農林水産研究計算・情報センター2004年システム設計 農林水産省農林水産技術 地球環境部 気象研究グループ 井上　　聡

作業部会　委員 会議事務局筑波事務所

農林水産業・食料産業等先端産業技術開発事業の環境 ㈹農林水産技術情報協会 地球環境部 生態システム研究グ 井上　吉雄

保全型農業のための先進計測技術の開発実行委員会 ループ

委員

JISZ8101－3原案作成委員会　委員 働日本規格協会 地球環境部 生態システム研究グ 三輪　哲久

ループ

ダイオキシン類検討委員会　委員 働日本食品分析センター 地球環境部 生態システム研究グ 三輪　哲久
ループ

物質循環モデル作成委員会　委員 働日本農業土木総合研究 地球環境部 生態システム研究グ 織田健次郎

所 ループ

物質循環モデル作成委員会（国内窒素循環モデル） （財）日本農業土木総合研究 地球環境部 生態システム研究グ 織田健次郎

委員 所 ループ
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担当者の所属
用　　　　　　　務 委　託　者

部 グループ等
氏　名

酸性雨対策検討会（生態影響分科会）　検討員 環境省 地球環境部 生態システム研究グ、 新藤　純子
ループ

土壌・植生タスクフォース国内支援グループ　委員 （財）日本環境衛生センター 地球環境部 生態システム研究グ 新藤　純子
ループ

総合地球環境学研究所　共同研究員 総合地球環境学研究所 地球環境部 生態システム研究グ David
ループ Sprague

農林水産研究計算・情報センター2004年システム設計 農林水産省農林水産技術 地球環境部 生態システム研究グ 大野　宏之
作業部会　委員 会議事務局筑波事務所 ループ

IHP分科会トレーニング・コースWG委員会　委員 日本ユネスコ国内委員会 地球環境部 生態システム研究グ 大野　宏之

自然科学小委員会IHP ルーブ

分科会ユネスコ・アジア

太平洋地域IHPトレー
ニング・コースWG主
査

温室効果ガス排出量算定方法検討会農業分科会　委員 環境省 地球環境部 温室効果ガスチーム 八木　一行

環境負荷低減農業技術確立実証事業企画・管理委員会 （財）日本農業土木総合研究 地球環境部 温室効果ガスチーム 八木　一行
委員 所

物質循環モデル作成委員会（農地モデル）　委員 （財旧本農業土木総合研究

所
地球環境部 温室効果ガスチーム 八木　一行

吸収源グッドプラクテイスガイダンス・タスクフオー ㈱UFJ総合研究所 地球環境部 温室効果ガスチーム 八木　一行
ス　委員

環境調和型草地開発整備手法確立事業に係る将来計画 ㈹日本草地畜産種子協会 地球環境部 温室効果ガスチーム 八木　一行
検討委員会　委員

農学情報資源システム運営会議　委員 農林水産省農林水産技術 地球環境部 食料生産予測チーム 鳥谷　　均
会議事務局筑波事務所

「21世紀のアジァの水資源変動予測」研究運営委員会 気象庁気象研究所 地球環境部 食料生産予測チーム 鳥谷　　均
委員

環境研究開発推進プロジェクトチーム地球観測調査検 内閣府政策統括官 地球環境部 食料生産予測チーム 鳥谷　　均

討ワーキンググルーブデータ部会第2回会合における
調査審議　委員

気候変動が水資源に与える影響評価委員会　委員 水・水資源学会 地球環境部 食料生産予測チーム 鳥谷　　均

衛生リモートセンシング推進委員会　委員 側）リモート・センシング 地球環境部 食料生産予測チーム 岡本　勝男

技術センター

吸収源グッドプラクテイスガイダンス・タスクフォー ㈱UFJ総合研究所 地球環境部 食料生産予測チーム 白戸　康人
ス　委員

地球環境モニタリング・データベース検討会　委員 ㈱国立環境研究所 地球環境部 フラックス変動評価 宮田　　明
チーム

第1種使用規程承認組換え作物栽培実験指針検討会 農林水産省農林水産技術 生物環境安全部 岡　　三徳
委員 会議事務局

環境研究開発推進ブロジェクトチーム生物・生態系研 内閣府政策統括官 生物環境安全部 岡　　三徳

究開発調査検討ワーキンググループ　委員

科学技術政策研究所科学技術動向研究専門調査員 文部科学省科学技術政策 生物環境安全部 岡　　三徳
研究所科学技術動向研究
センター

農業生物資源ジーンバンク動物部会　委員 ㈱農業生物資源研究所 生物環境安全部 岡　　三徳

平成15年度JARQ編集委員会　委員 ㈱国際農林水産業研究セ 生物環境安全部 岡　　三徳
ンター

事業効果評価分析手法開発事業に関する調査検討委員 働農林水産奨励会農林水 生物環境安全部 岡　　三徳
会　委員 産政策情報センター

アセアン地域農業の多面的機能に関する調査普及事業 ㈹国際農林業協力協会 生物環境安全部 岡　　三徳

国内委員会　専門委員

つくば市環境審議会　委員 つくば市 生物環境安全部 植生研究グループ 小川　恭男
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担当者の所属
用　　　　　　　務 委　託　者

部 グループ等
氏　名

アセアン地域農業の多面的機能に関する調査普及事業 ㈹国際農林業協力協会 生物環境安全部 植生研究グループ 小川　恭男
国内委員会　専門委員

国家公務員採用試験1種試験専門委員 人事院 生物環境安全部 植生研究グループ 池田　浩明

北東アジアにおける砂漢化・干ばつ早期警戒態勢（EWS） 励地球・人間環境フォー 生物環境安全部 植生研究グルーブ 大黒　俊哉
パイロットスタディ検討委員会　委員 ラム

黄砂問題検討会　委員 ㈹海外環境協力センター 生物環境安全部 植生研究グループ 大黒　俊哉

植物防疫に関する技術連絡会議　委員 農林水産省消費・安全局 生物環境安全部 昆虫研究グループ 松井　正春

新農薬実用化試験成績検討会　委員 ㈹日本植物防疫協会 生物環境安全部 昆虫研究グループ 松井　正春

ドラッグデリバリーシステム技術の農林水産技術への ㈹農林水産技術情報協会 生物環境安全部 昆虫研究グループ 松井　正春
応用に関する基礎調査　委員

国家公務員採用試験1種試験専門委員 人事院 生物環境安全部 昆虫研究グループ 望月　　淳

エゾシカ保護管理検討会指数検討会　委員 北海道 生物環境安全部 昆虫研究グループ 山村　光司

科学技術・学術審議会（生命倫理・安全部会）　専門 文部科学省 生物環境安全部 微生物・小動物研究 塩見　敏樹
委員 グループ

平成15年度JARQ編集委員会　委員 ㈱国際農林水産業研究セ 化学環境部 今井　秀夫

ンター

生物多様性影響評価検討会　委員 農林水産省農林水産技術 化学環境部 有機化学物質研究グ 長谷部　亮

会議事務局、環境省自然 ループ

環境局

有機肥料等の低コスト生産基盤技術の開発実行委員会 有機質肥料生物活性利用 化学環境部 有機化学物質研究グ 長谷部　亮
委員 技術研究組合 ループ

民問結集型アグリビジネス創出技術開発事業研究推進 ㈹農林水産先端技術産業 化学環境部 有機化学物質研究グ 長谷部　亮

会議　委員 振興センター ルーフ。

たばこ耕作資材委託試験成績中間検討会　委員 （財）日本葉たばこ技術開発 化学環境部 有機化学物質研究グ 石井　英夫

協会 ループ

農林水産業・食料産業等先端産業技術開発事業の水と ㈹農林水産技術情報協会 化学環境部 有機化学物質研究グ 藤井　　毅

安らぎ生活空間創造技術の開発実行委員会　委員 ループ

民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業研究推進 ㈹農林水産先端技術産業 化学環境部 有機化学物質研究グ 藤井　　毅

会議　委員 振興センター ループ

農林水産業・食料産業等先端産業技術開発事業の水と ㈹農林水産技術情報協会 化学環境部 有機化学物質研究グ 高木　和広

安らぎ生活空間創造技術の開発実行委員会　委員 ループ

動物衛生研究所組換えDNA実験安全委員会　委員 ㈱農業・生物系特定産業 化学環境部 有機化学物質研究グ 小川　直人

技術研究機構動物衛生研 ループ

究所

有害物質吸収制御技術検討委員会　委員 働日本土壌協会 化学環境部 重金属研究グループ 小野　信一・

肥料等技術検討会　検討委員 ㈱肥飼料検査所 化学環境部 重金属研究グループ 小野　信一

有害物質リスク管理委員会　委員 働日本土壌協会 化学環境部 重金属研究グループ 織田　久男

下水汚泥の農地・緑地利用マニュアル改訂委員会　委
員

㈹日本下水道協会 化学環境部 重金属研究グループ 川崎　　晃

再生と利用編集委員会　委員 ㈹日本下水道協会 化学環境部 重金属研究グループ 川崎　　晃

国家公務員採用試験1種試験専門委員 人事院 化学環境部 重金属研究グループ 櫻井　泰弘

アフリカ地域持続的食料生産支援調査検討委員会　委 ㈹国際農林業協力協会 化学環境部 重金属研究グループ 阿江　教治
口
貝

庄内水田農業推進機構ワークショップ　委員 庄内水田農業推進機構 化学環境部 重金属研究グループ 阿江　教治

下水汚泥コンポスト利用促進連絡会　委員 ㈹日本下水道協会 化学環境部 重金属研究グループ 杉山　　恵

下水汚泥の農地・緑地利用マニュアル改訂委員会　委 ㈹日本下水道協会 化学環境部 栄養塩類研究グルー 齋藤　雅典

員
フ。

有機肥料等の低コスト生産基盤技術の開発実行委員会 有機質肥料生物活性利用 化学環境部 栄養塩類研究グルー 齋藤　雅典

委員 技術研究組合 プ
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担当者の所属
用　　　　　　　務 委　託　者

部 グループ等
氏　名

アセアン地域農業の多面的機能に関する調査普及事業 ㈹国際農林業協力協会 化学環境部 栄養塩類研究グルー 齋藤　雅典
国内委員会　専門委員 フ。

インパクト評価手法開発推進委員会　委員 ㈱産業技術総合研究所ラ 化学環境部 栄養塩類研究グルー 林　健太郎
イフサイクルアセスメン プ

ト研究センター

湿性・乾性沈着解析ワーキンググループ　委員 （財）日本環境衛生センター 化学環境部 栄養塩類研究グルー
ブ

林　健太郎

下水汚泥緑農地利用促進連絡会　委員 ㈹日本下水道協会 化学環境部 栄養塩類研究グルー
プ

井上　恒久

ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会　主
査

環境省 化学環境部 ダイオキシンチーム 清家　伸康

ダイオキシン類常時監視等データベース構築検討委員 ㈹日本環境測定分析協会 化学環境部 ダイオキシンチーム 清家　伸康
会　委員

ライフサイエンス部会安定同位元素専門委員会　委員 ㈹日本アイソトープ協会 化学環境部 ダイオキシンチーム 上垣　隆一

環境負荷低減農業技術確立実証事業企画・管理委員会 （財旧本農業研究所 農業環境インベン 上沢　正志
委員 トリーセンター

農林水産業・食料産業等先端産業技術開発事業の環境 ㈹農林水産技術情報協会 農業環境インベン 上沢　正志

保全型農業のための先進計測技術の開発実行委員会 トリーセンター
委員

再生と利用編集委員会　委員 ㈹日本下水道協会 農業環境インベン 上沢　正志
トリーセンター

下水汚泥の農地・緑地利用マニュアル改訂委員会　委 ㈹日本下水道協会 農業環境インベン 上沢　正志
員 トリーセンター

土壌・施肥管理システム開発委員会　委員 働日本土壌協会 農業環境インベン 土壌分類研究室 中井　　信

トリーセンター

土壌系動態評価委員会　委員 （財）環境科学技術研究所 農業環境インベン 土壌分類研究室 中井　　信

トリーセンター

草地の地球温暖化防止機能調査作業部会検討委員会 ㈹日本草地畜産種子協会 農業環境インベン 土壌分類研究室 中井　　信
委員 トリーセンター

環境研国際検討委員会　委員 飼環境科学技術研究所 農業環境インベン 土壌分類研究室 中井　　信

トリーセンター

客員研究員 ㈱国立環境研究所 農業環境インベン 土壌分類研究室 大倉　利明

トリーセンター

北東アジアにおける砂漠化・干ばつ早期警戒態勢（EWS） （財）地球・人間環境フォー 農業環境インベン 土壌分類研究室 大倉　利明
パイロットスタディ検討委員会　委員 ラム トリーセンター

国家公務員採用試験1種試験専門委員 人事院 農業環境インベン 微生物分類研究室 封馬　誠也

トリーセンター

独立行政法人食品総合研究所組換えDNA実験安全委 ㈱食品総合研究所 農業環境インベン 微生物分類研究室 封馬　誠也

員会　委員 トリーセンター

植物防疫に関する技術連絡会議　委員 農林水産省消費・安全局 農業環境インベン 微生物分類研究室 封馬　誠也

トリーセンター

農産物含有物質簡易分析システム等実用化事業専門部 働農産業振興奨励会 環境化学分析セン 遠藤　正造
会　委員 ター

先端技術を活用した農林水産研究高度化事業専門評価 ㈹農林水産技術情報協会 環境化学分析セン 遠藤　正造
委員会　委員 ター

有害物質リスク管理等委託事業に係る検討会　委員 働日本食品分析センター 環境化学分析セン 環境化学物質分析研 荒尾　知人
ター 究室

環境研国際検討委員会　委員 （財）環境科学技術研究所 環境化学分析セン 放射性同位体分析研 木方　展治
ター 究室

原研施設利用協議会　専門委員 日本原子力研究所 環境化学分析セン 放射性同位体分析研 木方　展治
ター 究室
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2）国際機関への協力

内　　容 期　間 場所 所　属 氏　名

IGBP（国際地球生物圏研究プログラム）大会に出席 15．6．19 カナダ 地球環境部 八木　一行
～16．6．26 （バンフ）

FAOトラストファンド事業「アジア地域における遺伝子 15．7．6 タイ 生物環境安全部 岡　　三徳
組換え農作物の環境影響評価体制の開発」に係る地域協議 ～15．7．11 （バンコク）

会に出席

IPCC専門家会合に出席 15．9．15 スイス 地球環境部 八木　一行
～15．9．19 （ジュネーブ）

国連環境会議（UNEP）臭化メチル技術選択枝委員会 15．9．20 ベルギー 生物環境安全部 松本直幸
（WBTOC）に出席 ～15．9．26 （ブリュッセル）

APEC／ATCWG原産地におけるバイオテクノロジー作物に 15．11．4 メキシコ 生物環境安全部 松尾　和人

関するワークショップに出席 ～15．11．10 （メキシコシティー）

SCOPE－NFRAPワークショップに出席 16．1．10 ウガンダ 地球環境部 八木　一行

～16．1．20 （カンパラ）

OECD農業と環境に対する農場管理指標に関する専門家会 16．3．6 ニユージーランド 化学環境部 板橋　　直

合に出席 ～16．3．13 （パルマストン・ノース） 農業環境インベン 大倉　利明

トリーセンター

3）研究会等への講師派遣

氏　名 所　　属 講師派遣の内容 依　頼　者 期　間

中井　　信 農業環境インベントリーセンター 飼料作物生産・利用技術コース講師 独立行政法人家畜改良センター 15．4．21

土壌分類研究室長 ～15．4．22

藤井　義晴 生物環境安全部 南部アフリカ地域別特設野菜・畑作物技術 国際協力事業団 15．6．3
植生研究グループ コース（被覆作物の利用）講師

上路　雅子 環境化学分析センター長 「農薬の必要性と安全性評価について」研 社団法人千葉県植物防疫協会 15。6．16
修会講師

神田　健一 化学環境部 平成15年度一般職員行政基礎研修（技術コ 農林水産研修所 15．6．17

栄養塩類研究グループ 一ス：第1班）講師 ～15．6．18

田中　幸一 生物環境安全部 持続型営農機械化システムコース（防除・ 国際協力事業団 15．7．10
昆虫研究グループ 農薬概論）講師

上路　雅子 環境化学分析センター長 農薬の安全性に関する講師 株式会社食品科学広報センター 16．7．29

西森　基貴 地球環境部 平成15年度一般職員行政基礎研修（技術コ 農林水産研修所 15．8．6

食料生産予測チーム 一ス：第1班）講師

松井　正春 生物環境安全部 平成15年度植物防疫官専門研修（害虫コー 農林水産省横浜植物防疫所 15．9．8

昆虫研究グループ長 ス〉講師

藤井　義晴 生物環境安全部 南アフリカ共和国国別研修〔野菜栽培〕コ 国際協力事業団 15．10．3

植生研究グループ 一ス（被覆作物の利用〉講師

神田　健一 化学環境部 平成15年度一般職員行政基礎研修（技術コ 農林水産研修所 15．10．6

栄養塩類研究グループ 一ス：第2班）講師 ～15．10．7

三中　信宏 地球環境部 平成15年度数理統計短期集合研修講師 農林水産省農林水産技術会議事 15．10．20

生態システム研究グループ 務局 15．10．22

15．10．24

15．10．29

西森　基貴 地球環境部 平成15年度一般職員行政基礎研修（技術コ 農林水産研修所 15．10．22

食料生産予測チーム 一ス：第2班）講師

廉澤　敏弘 企画調整部 平成15年度数理統計短期集合研修講師 農林水産省農林水産技術会議事 15．10．22

研究交流科長 務局

横沢正幸 地球環境部 平成15年度数理統計短期集合研修講師 農林水産省農林水産技術会議事 15．10．29

食料生産予測チーム 務局
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氏　名 所　　属 講師派遣の内容 依　頼　者 期　間

山村　光司 生物環境安全部 平成15年度数理統計短期集合研修講師 農林水産省農林水産技術会議事 15．10．30

昆虫研究グループ 務局

阿江　教治 化学環境部 庄内水田農業推進機構ワークショップ講師 庄内水田農業推進機構 15．10．31

重金属研究グループ ～15．11．1

上路　雅子 企画調整部長 農薬取締法改正を中心とした農薬の安全性 工業技術株式会社 15．11．12

評価と使用実態講師

土屋　健一 生物環境安全部 平成15年度植物防疫官専門研修（植物病理 農林水産省横浜植物防疫所 15．11．26

微生物・小動物研究グループ コース）講師

吉松慎一 農業環境インベントリーセンター 平成15年度九州・沖縄地区植物防疫関係者 九州農政局 15．12．4
昆虫分類研究室 研修会講師

大倉　利明 農業環境インベントリーセンター 保健医療福祉及び生活衛生に関する職員の 国立保健医療科学院 15．12．10

土壌分類研究室 教育訓練講師

荒城　雅昭 生物環境安全部 平成15年度植物防疫官専門研修（線虫コー 農林水産省横浜植物防疫所 16．1．21
微生物・小動物研究グルーブ ス）講師

小原　裕三 化学環境部 平成15年度JICA研修「オゾン層保護対策 財団法人日本環境衛生センター 16．2．2
有機化学物質研究グループ ・代替技術セミナー」講師

川島　茂人 地球環境部 農業・農村が持つ多面的機能フォーラム講 東海農政局 16．2．19
気象研究グルーブ 師 ～16．2．20

川島　茂人 地球環境部 庄内水田フオーラム講師 庄内水田農業推進機構 16．2．23
気象研究グループ ～16．2．24

（3）外部研究者の受入

制度名 氏　名 所　　属 受入研究室 研　究　課　題 期　間

依頼研究員 草野　一敬 神奈川県農業総合 農薬動態評価ユニット 農薬代謝過程の解明 15．6．2
研究所 ～15．8．29

依頼研究員 望月　　証 兵庫県立農林水産 重金属動態ユニット ストロンチウムまたはホウ素の安定同位 15．9．1
技術総合センター 体測定による農産物の産地判別 ～15．11．28

依頼研究員 小田島ルミ子 岩手県農業研究セ 土壌生化学ユニット 有機物施用が野菜の体内硝酸濃度に及ぼ 15．9．1
ンター す影響 ～15．11．28

依頼研究員 三浦　伸之 鹿児島県茶業試験 土壌生化学ユニット 土壌に蓄積する有機態窒素を利用する作 15．9．1
場 物の機能解明 ～15．11．28

依頼研究員 牧　　浩之 兵庫県立農林水産 化学生態ユニット 他感物質等植物由来生理活性物質の単離 15．10．1
技術総合センター ・精製 ～15．12．26

依頼研究員 上野　　達 北海道立中央農業 土壌微生物利用ユニット 土壌環境中の農薬動態に関する研究 15．10．1
試験場 ～15．12．26

依頼研究員 渡部佐知子 広島県立農業技術 微生物分類研究室 イチゴ生息微生物の分離同定とその有効 15．10．1
センター 利用に関する研究 ～15．12．26

依頼研究員 草田　仁志 山形県病害虫防除 昆虫分類研究室 山形県内におけるヨトウガ類及びタバコ 15．11．4
所 ガ類の発生実態の把握 ～15．12．26

JSPS外国人特 XiangkuiYan 中国甘粛農業大学 土壌生化学ユニット、養 下水汚泥施用が引き起こす重金属汚染土 14．3．10
別研究員 分動態ユニット 壌の栽培植物による環境修復 ～16．3．9

JSPS外国人特 S紅enqiangWang 中国科学院 重金属動態ユニット 113Cd標識肥料・ライシメータ試験によ 14．3．26
別研究員 るカドミウムの負荷と動態 ～16．3．25

JSPS外国人特 We圭guoCheng 温室効果ガスチーム 安定同位体法を用いた二酸化炭素の濃度 14．4．1
別研究員 増加が水田土壌からのメタン発生に及ぼ ～16．3．31

す影響の研究

JSPS外国人特 MohamedFaize フランス国立農業 農薬影響軽減ユニット 植物の生体防御機能の活性化による農薬 14．7．13
別研究員 研究所 削減技術の開発 ～16．7．12

JSPS外国人特 Wuyunna 中国内蒙古大学 食料生産予測チーム 地球規模の温暖化や降雨変動が東アジァ 14．11．26

別研究員 の食料生産に及ぼす影響の数値予測手法 ～16．11．25

の開発
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JSPS外国人特 YoubinSi 中国安徽農業大学 土壌微生物利用ユニット 農薬の不飽和下層土および地下帯水層に 15．4．1
別研究員 おける微生物分解に関する研究 ～17．3．31

JSPS外国人特 Mohammad イランフェルダゥ 生態系影響ユニット 大気CO2増加が農業生態系に及ぼす影響 15．7．14
別研究員 BannayanAvval シ大学 の生物地球科学プロセス・モデルの開発 ～15．9．30

JSPS外国人招 XiangyuT＆ng 中国科学院 重金属研究グループ 土壌中の可給態カドミウムの分析方法 15．11．16

へい研究者（二 ～15．12．14

国間研究者交流
・短期）

JSPS外国人招 WarsimAhmad インドアリガー・ 線虫・小動物ユニット 農業環境に棲息する土壌線虫の分類・同 14．6．21

へい研究者（長 ムスリム大学 定及び多様性に関する研究 ～15．4．19

期）

エコフロンテイ FuluTao 中国農業科学院 食料生産予測チーム 東アジアにおける農業生産量変動に対す 15．4．1

ア・フェロー るリスク評価 ～16．3．31

エコフロンテイ Edmond．R． 環境計測ユニット インドシナ半島周辺における降水量分布変 15．7．1

ア・フェロー Ranatunge 動と山岳地帯の農業土地利用との関係解明 ～16．3．31

外国人招へい Krirk タイコンケン大学 生態系影響ユニット 農業水資源変動による食料生産への影響 15．7．21

研究者 Pam段mgPetch の解明と予測手法の開発 ～15．8．3
15．12．1

～15．12．6

外国人招へい Jae－SeokLee 韓国建国大学 食料生産予測チーム 植生遷移にともなう土壌炭素動態データ 15．10．14

研究者 の解析 ～15．10．19

外国人招へい Su－Myeong 韓国農村振興庁農 環境化学物質分析研究室 農耕地へのダイオキシン類の蓄積実態の 15．11．16

研究者 Hong 業科学技術院 ・ダイオキシンチーム 解明 ～15．11．25

外国人招へい Da1－SoonChoi 韓国農村振興庁農 環境化学物質分析研究室 農耕地へのダイオキシン類の蓄積実態の 15．11．16

研究者 業科学技術院 ・ダイオキシンチーム 解明 ～15．11．25

外国人招へい Jae－ChunShim 韓国農村振興庁農 栄養塩類研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．18

研究者 業科学技術院 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．23

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい Moon－HeePark 韓国農村振興庁農 栄養塩類研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．18

研究者 業科学技術院 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．23

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい Hae－KeunLee 韓国農村振興庁農 栄養塩類研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．18

研究者 業科学技術院 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．23

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい Seon－Woong 韓国農村振興庁農 栄養塩類研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．18

研究者 Hwang 業科学技術院 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．23

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい Han－KangKwak 韓国農村振興庁農 栄養塩類研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．18

研究者 業科学技術院 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．23

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい Won－11Kim 韓国農村振興庁農 栄養塩類研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．18

研究者 業科学技術院 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．23

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい Goo－BokJung 韓国農村振興庁農 栄養塩類研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．18

研究者 業科学技術院 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．23

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい Byung－JunP肛k 韓国農村振興庁農 栄養塩類研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．18

研究者 業科学技術院 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．23

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい Hee－JoongJun 韓国農村振興庁農 栄養塩類研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．18

研究者 業科学技術院 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．23

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい Kwang－LaiPark 韓国農村振興庁農 栄養塩類研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．18

研究者 業科学技術院 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．23

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい Michae1John オーストラリア 重金属研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．19

研究者 Mclaughlin CSIRO 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ
ム汚染リスクを減らす」に出席

～15．11．22
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外国人招へい TamasNemeth ハンガリー科学院 重金属研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．19

研究者 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．22

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい JohnMiles カナダ農業・食品 重金属研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．19

研究者 Clarke 研究所 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．22

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい MichelMench フランス国立農業 重金属研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．19

研究者 研究所 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．22

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい PreedaParkp量an タイアジア技術研 重金属研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15。11．19

研究者 究所 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．22

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい JoniMun撮so インドネシアポス 重金属研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．19

研究者 トハーベスト研究 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．22

所 ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい Dong－MeiZhou 中国科学院 重金属研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．19

研究者 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．22

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい Yong－MingLuo 中国科学院 重金属研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．19

研究者 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．22

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい RufusLee アメリカ農務省 重金属研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．19

研究者 Chaney 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．22
ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人招へい XianbinXu 中国黒竜江省農業 食料生産予測チーム 地球温暖化の生物圏への影響、適応、脆 15．12．15

研究者 科学院 弱性評価に関する研究 ～15．12．25

外国人招へい X孟nquanZhao 中国科学院 大気保全ユニット 温帯高山草原生態系における炭素吸収、放 16．1．22
研究者 出及び蓄積の総合評価と温暖化影響の解明 ～16．2．3

外国人招へい GuoYiling 中国青島建築工程 物質循環ユニット 流域の物質循環調査に基づいた酸性雨に 16．2．1

研究者 学院 よる生態系の酸性化および富栄養化の評 ～16．2．7
価手法に関する研究

外国人招へい YingnianLi 中国科学院 大気保全ユニット 温帯高山草原生態系における炭素吸収、放 16．2．9
研究者 出及び蓄積の総合評価と温暖化影響の解明 ～16．2．22

外国人招へい XianfangSon 中国科学院 食料生産予測チーム 国際シンポジウム「21世紀におけるアジ 16．2．29
研究者 アの水資源とその変動」に出席 ～16．3．3

外国人招へい Junxia 中国科学院 食料生産予測チーム 国際シンポジウム「21世紀におけるアジ 16．2．29
研究者 アの水資源とその変動」に出席 ～16．3．3

外国人招へい ErdaLin 中国農業科学院 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う 16．3．16
研究者 東アジァの食料生産変動予測」に出席 ～16．3．20

外国人招へい YinlongXu 中国農業科学院 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う 16．3．16
研究者 東アジァの食料生産変動予測」に出席 ～16．3．20

外国人招へい FengmeiYao 中国農業科学院 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う 16．3．16
研究者 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～16．3．20

外国人招へい YaoHuang 中国科学院 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う 16．3．16
研究者 東アジァの食料生産変動予測」に出席 ～16．3．20

外国人招へい XiuYang 中国農業科学院 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う 16．3．16
研究者 東アジァの食料生産変動予測」に出席 ～16．3．20

外国人招へい GuiruiYu 中国科学院 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う 16．3．16
研究者 東アジァの食料生産変動予測」に出席 ～16．3．20

外国人招へい YulingFu 中国科学院 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う 16．3．16
研究者 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～16．3．20

外国人招へい XuezhengShi 中国科学院 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う 16．3．16
研究者 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～16．3．20

外国人招へい Jeong－TaekLee 韓国農村振興庁農 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う 16．3．16
研究者 業科学技術院 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～16．3．20
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外国人招へい Jin－ChulShin 韓国農村振興庁作 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う 16．3．16
研究者 物試験場 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～16．3．20

外国人招へい JohnR．Porter デンマーク王立獣 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う 16．3．16
研究者 医農科大学 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～16．3．20

外国人招へい MarkW． 国際食料政策研究 食料生産予測チーム 国際ワークショップ「地球温暖化に伴う 16．3．17
研究者 Rosegrant 所 東アジアの食料生産変動予測」に出席 ～16．3．20

招へい者（国内） 宮川　修一 岐阜大学 気候資源ユニット 農業水資源の分布とその変動特性の解明 15．6．23
および予測手法の開発 ～15．6．25

招へい者（国内） 吉越　　恒 九州大学大学院 フラックス変動評価チー 陸域生態系の温室効果ガス収支の機構解 15．12．22

ム 明とモニタリング ～15．12．26

招へい者（国内） 村井　麻理 農生機構東北農業 気候資源ユニット 農業水資源の分布とその変動特性の解明 15．12．25

研究センター および予測手法の開発 ～15．12．27

招へい者（国内） 木平　英一 名古屋大学環境学 水質保全ユニット 流域圏の窒素濃度変動・評価のためのデ 16．1．18
研究科 一タベースシステムの構築 ～16．1．22

招へい者（国内） 南雲　俊之 静岡大学 栄養塩類研究グループ 農業が流域水質に及ぼす影響の解析と窒 16．3．17
素負荷を軽減する方策 ～16．3．19

招へい者（国内） 岩田　幸良 農生機構北海道農 栄養塩類研究グループ 農業が流域水質に及ぼす影響の解析と窒 16．3．17
業研究センター 素負荷を軽減する方策 ～16．3．19

招へい者（国内） 吉田　正則 農生機構近畿中国 栄養塩類研究グループ 農業が流域水質に及ぼす影響の解析と窒 16．3．17
四国農業研究セン 素負荷を軽減する方策 ～16．3．19

ター

外国人受入研 Edmond．R． 環境計測ユニット インドシナ半島周辺における降水量分布変 15．4．14

究者 Ranatunge 動と山岳地帯の農業土地利用との関係解明 ～15．6．30

外国人受入研 Matthias 国際稲研究所 土壌生化学ユニット 低リン酸耐性イネにおける遺伝子解析 15．5．22

究者 Wissuwa ～15．6．2
15．9．4

～15．9．15

外国人受入研 Velusamy インドタミールナ 微生物分類研究室 主要イネ科植物に常在する微生物相の分 15．5．23

究者 Jayakumar ズ農業大学 類・同定と機能の解析及びインベントリ ～15．11．14

一のためのフレームの構築

外国人受入研 JichaoFang 中国江蘇省農業科 生物環境安全部 国際共同セミナー「アジア・太平洋諸国 15．11．12

究者 学院 における侵入生物による環境影響とデー ～15．11．16
タベース構築」

外国人受入研 JosieLynn 国際稲研究所 生物環境安全部 国際共同セミナー「アジア・太平洋諸国 15．11．12

究者 A．Catindig における侵入生物による環境影響とデー ～15．11．16
タベース構築」

外国人受入研 ByeongChul 韓国農村振興庁農 生物環境安全部 国際共同セミナー「アジア・太平洋諸国 15．11．12

究者 Moon 業科学技術院 における侵入生物による環境影響とデー ～15．11．16

タベース構築」

外国人受入研 MashhorMansor サインスマレーシ 生物環境安全部 国際共同セミナー「アジア・太平洋諸国 15．11．12

究者 ア大学 における侵入生物による環境影響とデー ～15．11．16

タベース構築」

外国人受入研 KardenMulya インドネシア農業 生物環境安全部 国際共同セミナー「アジア・太平洋諸国 15．11．12

究者 生物工学生物資源 における侵入生物による環境影響とデー ～15．11．16

研究所 タベース構築」

外国人受入研 Banpot タイカセサート大 生物環境安全部 国際共同セミナー「アジア・太平洋諸国 15．11．12

究者 Napompeth 学 における侵入生物による環境影響とデー ～15．11．16

タベース構築」

外国人受入研 Surapol タイ農業協同組合 生物環境安全部 国際共同セミナー「アジア・太平洋諸国 15．11．12

究者 Yinasawapun 省 における侵入生物による環境影響とデー ～15．11．16

タベース構築」

外国人受入研 Jeong－TeakLee 韓国農村振興庁農 食料生産予測チーム 地球規模の環境変動に伴う食糧変動予測 15．11．16

究者 業科学技術院 に関する技術開発 ～15．11．21

外国人受入研 Kyu－HoSo 韓国農村振興庁農 食料生産予測チーム 地球規模の環境変動に伴う食糧変動予測 15．11．16

究者 業科学技術院 に関する技術開発 ～15．11．21
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制度名 氏　名 所　　属 受入研究室 研　究　課　題 期　間

外国人受入研 Jae－SaengLee 韓国農村振興庁嶺 栄養塩類研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15。11．18

究者 南農業試験場 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．23

ム汚染リスクを減らす」に出席

外国人受入研 Chan－WonPark 韓国農村振興庁湖 栄養塩類研究グループ 第23回農業環境シンポジウム・第1回日 15．11．18

究者 南農業試験場 韓共同研究国際シンポジウム「カドミウ ～15．11．23

ム汚染リスクを減らす」に出席

受入研究者 丸山　篤志 農生機構九州沖縄 気候資源ユニット 群落気象モデルによる葉面結露のシミュ 15．10．17
（国内） 農業研究センター レーション ～15．12．17

16．3．10
～16．3．14

重点研究支援 吉越　　慨 フラックス変動評価チー COP6政府間協議を支援する生態系温室 15．4．1
協力員 ム 効果ガス収支データの蓄積とデータベー ～15．9．30

スの展開

重点研究支援 山田　智康 フラックス変動評価チー COP6政府間協議を支援する生態系温室 15．4．1
協力員 ム 効果ガス収支データの蓄積とデータベー ～16．3．31

スの展開

重点研究支援 小野　圭介 フラックス変動評価チー COP6政府問協議を支援する生態系温室 15．4．1
協力員 ム 効果ガス収支データの蓄積とデータベー ～16．3．31

スの展開

重点研究支援 韓　　光紘 フラックス変動評価チー COP6政府問協議を支援する生態系温室 15．4．1
協力員 ム 効果ガス収支データの蓄積とデータベー ～16．3．31

スの展開

重点研究支援 永井　秀幸 フラックス変動評価チー COP6政府間協議を支援する生態系温室 15．10．1
協力員 ム 効果ガス収支データの蓄積とデータベー ～16．3．31

スの展開

重点研究支援 古林　章弘 化学生態ユニット 農業生態系における導入、侵入植物の化 15．4．1
協力員 学生態的な安全性評価 ～16．3．31

重点研究支援 津田久美子 化学生態ユニット 農業生態系における導入、侵入植物の化 15．4．1
協力員 学生態的な安全性評価 ～16．3．31

重点研究支援 Zahidalqbal 化学生態ユニット 農業生態系における導入、侵入植物の化 15．4．1
協力員 学生態的な安全性評価 ～16．3．31

重点研究支援 中島　江理 化学生態ユニット 農業生態系における導入、侵入植物の化 15．4．1
協力員 学生態的な安全性評価 ～16．3．31

重点研究支援 Mohammad 化学生態ユニット 農業生態系における導入、侵入植物の化 15．4．1
協力員 MasudParvez 学生態的な安全性評価 ～16．3．31



V．研究・技術協力 121

4．研修等

（1）技術講習

氏　名 所　　属 受入研究室 研　究　課　題 期　間

家田　浩之 東京大学大学院 土壌物理ユニット 黒ボク土のイオン吸着特性の測定 15．4．1
～15．5．31

Ta句孟nChoi 韓国延世大学大学院 フラックス変動評価チー 微気象学的な測定と理論 15．4．1
ム ～15．7．16

SyedaShahnaz 筑波大学大学院 化学生態ユニット タマリンドのアレロパシー物質の同定 15．4．1
Parvez ～16。3．31

一幡由香利 茨城大学 微生物機能ユニット 土壌細菌の多様性解析のためのDNA取り扱い技 15．4．1
術の修得 ～16．3．31

杉澤　真悟 東京農業大学大学院 微生物機能ユニット 環境微生物の多様性解析技術の修得 15．4．1
～16．3．31

JoselitoVilla 岐阜大学大学院連合 微生物機能ユニット 環境微生物の多様性解析技術の修得 15．4．1
Evangehsta ～16．3．31

小室幸子 岐阜大学大学院 微生物機能ユニット 環境微生物の多様性解析技術の修得 15．4．1
～16．3．31

山口　昌良 茨城大学 線虫・小動物ユニット カバークロップ利用と線虫の種別増殖に関する研 15．4．1
究・調査 ～16．3．31

LydiaFaize ㈱グランドサロァーセン 農薬影響軽減ユニット 植物における生体防御機能の活性化 15．4．1
トニコラス ～16．3．31

沼田　慎一 東京農工大学大学院 土壌微生物利用ユニット キチナーゼ遺伝子導入細菌によるバイオコントロ 15．4．1
一ル技術の開発 ～16．3．31

大野　雅弘 茨城大学大学院 土壌微生物利用ユニット キチナーゼ遺伝子導入細菌によるバイオコントロ 15。4．1
一ル技術の開発 ～16．3．31

小橋　有里 筑波大学大学院 土壌微生物利用ユニット 抗生物質耐性遺伝子の土壌中での分布と遺伝子拡 15．4．1
散に関する研究 ～16．3．31

塩谷純一朗 東京農業大学大学院 微生物分類研究室 微生物の分類・同定 15．4．1
～16．3．31

安達　理恵 千葉大学大学院 微生物分類研究室 ムギ類等の葉上微生物の分類・同定 15．4．1
～16．3．31

河上　強志 筑波大学大学院 環境化学物質分析研究室 河川および湖沼における水、懸濁物質、底質など 15．4．1
環境試料中の農薬の多成分分析技術の取得 ～16．3．31

池中　良徳 信州大学大学院 環境化学物質分析研究室 河川および湖沼における底質、水、大気、生物中 15．4．1
のダイオキシン類の分析技術の習得 ～16．3．31

相田　美喜 筑波大学大学院 植生生態ユニット 絶滅危惧植物に対する除草剤の影響評価に関する 15．4．7
手法 ～15．6．30

15．9．1
～16．2．29

渡邊　裕純 東京農工大学大学院 農薬動態評価ユニット 汚染されたサンプル水からの除草剤の抽出方法及 15．4．9
びガスクロマトグラフによる分析方法 ～15．4．23

NguyenHoang 東京農工大学大学院 農薬動態評価ユニット 汚染されたサンプル水からの除草剤の抽出方法及 15．4．9
Tramy びガスクロマトグラフによる分析方法 ～15．4．23

森田沙綾香 福井県立大学大学院 化学生態ユニット 天然生理活性物質の単離・同定・構造決定 15．4．21

～15．5．2
15．7．22

～15。8．8
16．2．2

～16．2．19

間野　正美 ㈱国立環境研究所 フラックス変動評価チー アジアフラックスネットワークのデータ統合 15．5．20
ム ～16．3．30

岡本雄太郎 茨城大学 温室効果ガスチーム 農耕地における温室効果ガス発生量の測定法 15．5．26
～15．6．30

15．9．1
～16．3．31
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氏　名 所　　属 受入研究室 研　究　課　題 期　間

横山　正士
　『～
茨城大学 温室効果ガスチーム 大気微量ガスおよびエアロゾルの高度測定法 15．5．28

～15．6．30

15。9．1
～16．3．31

Wong 東京農業大学大学院 微生物機能ユニット 環境微生物の多様性解析技術の修得 15．6．1
BoonsuebsakuI ～15．7．31

HongCai 中国科学院 食料生産予測チーム 農業変動における気候変動の影響 15．6．23
～15．10．31

鈴木恒一 茨城県立鹿島灘高等学校 大気保全ユニット 植物花粉の飛散数の測定方法ならびに気象データ 15．7．24、

等による花粉飛散数の解析とモデル化手法 15．7．30、

15．8．1

中西　友章 徳島県立農林水産総合技 昆虫分類研究室 ボクトウガ類の分類同定方法 15．7．28
術センター ～15．7．31

Boonpanya 国立福島工業高等専門学 重金属動態ユニット 環境中の重金属の動態解明技術について 15．7．28
Jirapa 校 ～15．8．1

大城　　篤 沖縄県農業試験場 化学生態ユニット 野草に含有される抗菌成分の精製と同定 15。7．28
～15。8．18

久保　聡子 東京農業大学 微生物機能ユニット 環境微生物の多様性解析技術の修得 15．8．1
～15．9．30

匝瑳　紀子 東京農業大学 微生物機能ユニット 環境微生物の多様性解析技術の修得 15．8．1
～15．9．30

小川　　梓 東京農業大学 微生物機能ユニット 環境微生物の多様性解析技術の修得 15．8．1
～15．9．30

斉藤　　誠 筑波大学大学院 フラックス変動評価チー 渦相関法による水田上の二酸化炭素・水・熱フラ 15。8．1
ム ックスの観測に関する高度技術 ～16．3．31

山口　紀彦 青森県農林総合研究セン 土壌分類研究室 デジタル土壌図の更新作業に係わる操作習得及び 15。8．4
ター 土壌図を基にした肥沃度マップ作成のためのGIS ～15．8．8

ソフトの活用方法習得

沼尻　将宜 東京農業大学 微生物分類研究室 微生物の分類・同定 15．8．25
～15．9．26

亀山　慶晃 北海道大学大学院 組換え体チーム フローサイトメーターを用いた植物集団の遺伝子 15．8．27
流動の解析 ～15．8．29

杉本俊一郎 農水省横浜植物防疫所 昆虫分類研究室 輸入切り花から発見されるアブラムシ類の同定技 15．9～15．12

術習得 （計20日〉

飯島　知美 山梨県総合農業試験場 環境化学物質分析研究室 果実の残留農薬基礎分析法の習得 15．9．24
～15．10．3

小林　真理 山梨県総合農業試験場 環境化学物質分析研究室 果実の残留農薬基礎分析法の習得 15．9．24
～15．10．3

池田　悠里 東京都農業試験場 土壌微生物利用ユニット 土壌残留農薬の分解に関する研究の基礎及び実験 15．10．1
手法の修得 ～15．10。31

HabibNasir ㈱アイベックス 化学生態ユニット ヒガンバナに含まれる他感物質の分析法 15．10．1
～16．2．24

会田　秀樹 東京都畜産試験場 リモートセンシングユニ リモートセンシングによる離島草地の植生動態解 15．10．6
ット 析手法 ～15．10．10

山本　裕子 長岡技術科学大学工学部 土壌微生物利用ユニット 有機塩素化合物分解菌の遺伝子解析 15．10．6
～16．1．30

森川　展行 名城大学 微生物生態ユニット 菌糸融合の判定技術取得 15。10．22

～15．10．23

鈴木　洋太 名城大学 微生物生態ユニット 菌糸融合の判定技術取得 15．10．22

～15．10．23

佐々木喬一郎 名城大学 微生物生態ユニット 菌糸融合の判定技術取得 15．10．22

～15．10．23

高橋　宏司 名城大学 微生物生態ユニット 菌糸融合の判定技術取得 15．10．22

～15．10．23
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氏　名 所　　属 受入研究室 研　究　課　題 期　間

森岡　幹夫 山形県立農業試験場 微生物生態ユニット 土壌微生物のDNA抽出法およびPCR－DGGE解 15．11．21

析手法

本問　利光 新潟県農業総合研究所 土壌分類研究室 GISソフトによる新潟県デジタル土壌図の作成お 15．12．1
よび主題図の作成 ～15．12．5

井上博喜 ㈱農生機構 微生物機能ユニット 微生物農薬素材の未同定細菌種の安全性評価 15．12．15

～15．12．19

武藤　見佳 東京大学大学院 放射性同位体分析研究室 土壌中放射性核種濃度の測定技術の習得 15．12．15

～16．3．31

沖村　直彦 新潟大学 組換え体チーム マイクロサテライト・マーカーを用いた人里植物 15．12．16

のクローン分析 ～15．12．19

藤原　　資 新潟大学 組換え体チーム マイクロサテライト・マーカーを用いた人里植物 15．12．16

のクローン分析 ～15．12．19

岡安　智生 東京大学大学院 食料生産予測チーム 土壌試料の粒径分析手法の習得 16．1．13
～16．3．31

長谷川　浩 ㈱農生機構 温室効果ガスチーム 同位体窒素分析 16．1．22
～16．1．23

藤永　真史 長野県野菜花き試験場 微生物分類研究室 レタス根腐病菌伽Sα吻〃20矧spO耀用∫3μ加C∫麗一 16．3．1
6α8各レースの遺伝的類縁関係解明のための分子 ～16．3．5
系統解析に関する研修

佐々木由佳 山形大学農学部 水動態ユニット 土壌の粒径組成および窒素安定同位体自然存在比 16．3．2
の分析方法の取得 ～16．3．31

山口　憲一 愛媛県農業試験場 土壌分類研究室 土壌図のデジタル化に関する技術講習 16．3．8
～16．3．12

杖田　浩二 岐阜県病害虫防除所 微生物分類研究室 作物病斑からの微生物の分離同定手法の修得 16．3．8
～16．3．12

桑原　圭司 岐阜県病害虫防除所 微生物分類研究室 作物病斑からの微生物の分離同定手法の修得 16．3．8
～16．3．12

小枝　俊仁 岐阜県病害虫防除所 微生物分類研究室 作物病斑からの微生物の分離同定手法の修得 16．3．8
～16．3．12

西原　英治 新潟県農業総合研究所 化学生態ユニット 高設栽培におけるイチゴの自家中毒物質の同定 16．3．10
～16．3．24

（2）外国人研修

制度名 氏　名 所　　属 受入研究室 研　　究　　課　　題 期　間

JICA研修員 Ehzabeth　Ying ブラジル東部アマゾン 農薬影響軽減ユニッ フザリウム防除方法及び薬剤耐性菌の検 15．7．14

Chu 農林研究センター ト 定手法 ～15．7．18

ウインターイン Hyunjung　Lee 韓国祥明大学 景観生態ユニット 流域圏農業環境における生物多様性に関 16．1．13

スティテユート する戦略的調査・情報システムの開発 ～16．2．19

ウィンターイン Sung　Em　Lee 韓国ソウル大学 土壌生化学ユニット 植物を用いたカドミウム汚染土壌の修復 16．1．13

スティテユート ～16．2．19

ウィンターインスティテユート（日韓産業技術協力財団、科学技術国際交流センター）
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（3）職員研修

　所内研修　一般研修

氏　名 所　　　　　　属 研　修　課　題 期　　　間

吉村泰幸 生物環境安全部組換え体チーム 新規採用者研修 15．4．1

林　健太郎 化学環境部栄養塩類研究グループ

山口　紀子 環境化学分析センター

吉村泰幸 生物環境安全部組換え体チーム 理事長講話 15．4．1

林健太郎 化学環境部栄養塩類研究グループ

山口　紀子 環境化学分析センター

宮田　　明 地球環境部フラックス変動評価チーム

藤井　　毅 化学環境部有機化学物質研究グループ

前田　篤子 企画調整部研究企画科 英語研修 15．　5．20～16．　3．20

新関　幸子 企画調整部情報資料課

大下美保子 〃

前川いずみ 総務部庶務課

山根理愛 総務部会計課

高橋　朋宏 〃

桑形　恒男 地球環境部気象研究グループ

坂本　利弘 地球環境部生態システム研究グループ

山中　武彦 生物環境安全部昆虫研究グループ

吉村　泰幸 生物環境安全部組換え体チーム

大津和久 化学環境部有機化学物質研究グループ

森本　　晶 〃

中野　恵子 化学環境部栄養塩類研究グループ

林　健太郎 〃

戸上　和樹 農業環境インベントリーセンター

中谷　至伸 〃

吉田　重信 〃

山口　紀子 環境化学分析センター

全　職　員 セクシュアル・ハラスメント防 15．11．5
止研修

派遣研修　一般研修

吉村泰幸 生物環境安全部組換え体チーム 1種試験採用者専門研修 15．　4．21～15。　4．24

林　健太郎 化学環境部栄養塩類研究グループ （研究職コース）

山口　紀子 環境化学分析センター

秋山　匡央 総務部会計課、 一般職員行政基礎研修 15．5．19～15．6．6

佐藤　隆洋 企画調整部研究企画科 課長補佐研修 16．1．19～16．1．23

岡　　三徳 生物環境安全部長 農林水産省所管試験研究関係独 15．　7．16～15．　7．18

今川　俊明 地球環境部生態システム研究グループ長 立行政法人研究管理職員研修

長谷部　亮 化学環境部有機化学物質研究グループ長

小野　信一 化学環境部重金属研究グループ長

齋藤　雅典 化学環境部栄養塩類研究グループ長

星野　裕子 生物環境安全部微生物・小動物研究グループ 数理統計短期集合研修（基礎編） 15．10．20～15．10．24

鈴木　文夫

阿部　勝男
企画調整肇業務科　　　　］ 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）
15．10．9～15．10．16

鈴木まゆみ 総務部会計課 関東地区係長研修 15．10．14～15．10．17

松本　正幸 総務部庶務課 人事院式監督者研修（JST）基 15．　5．26～15．　5．30

本コース指導者養成研修

宮本　ゆり 総務部会計課 関東地区JST専科コース 16．　2．12～16．　2．13
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派遣研修　専門研修

氏 名 所　　　　　属 研　修　課　題 期　　　間

敷藤 信之 企画調整部研究企画科 知的財産権研修 15．11．18～15．11．21

廉澤 敏弘 企画調整部研究交流科
一

研修員受入機関指導者英語研修 15．11．18～16．3．31

八木 一行 地球環境部温室効果ガスチーム

星野 裕子 生物環境安全部微生物・小動物研究グループ

林
山口

健太郎

　紀子

化学環境部栄養塩類研究グループ

環境化学分析センター
コ

「安全・安心と科学技術」プロ

ジェクトオープンスクール

15．11．28～16．　2．20

研修会
氏　名 所　　　　　属 研　修　課　題 期　　　間

松岡亜紀子 総務部庶務課 災害補償実務担当者研修会 15．　7．23～15．　7．25

小野寺朝子 総務部庶務課 任用実務担当者研修会 16．1．22

松本正幸 総務部庶務課 公務員倫理講演会 15．12．1

横沢正幸
岩暗　亘典

地球還境部　　　　　コ 地球観測衛星データ利用セミナー

（基礎編）

15．11．12～15．11．14

15．　8．20～15．　8．22

前川いずみ 総務部庶務課 勤務時間・休暇関係実務研修会 15．6．13

松本正幸 総務部庶務課 「分限処分・懲戒処分」研修会 15．12．12

荒谷　　博 生物環境安全部植生研究グループ きのこアドバイザー研修 15．　9．29～15．10．　4

講習会
氏　名 所 属 研　修　課　題 期　　　間

山口　　弘 企画調整部業務科 ガス溶接作業主任者試験準備講習会 15．　6．　2～15．　6．　3

増田　昇利 総務部庶務課 一
第一種衛生管理者試験準備講習会 15．6．9～15．6．11

松岡亜紀子 〃

國府田真紀 〃

加藤　敬子 〃

小野寺朝子 〃

宮本　ゆり 総務部会計課

野口美千代 〃

辻島　厚子 〃

木戸　　剛 企画調整部研究企画科 ㎜

砂岡　清之

高橋　朋宏

総務部会計課

　　〃
］

危険物取扱者試験準備講習会 15．　9．　2～15．　9．　3

鎌田　輝志 企画調整部業務科 車輌系建設機械運転技能講習会 16．　2．25～16．　2．26

山口　紀子 環境化学分析センター RI・放射線基礎講習（上級コース〉 15．　7．　9～15．　7．30

木方　展治 環境化学分析センター 第一種作業環境測定士（放射性 15．　8．27～15．　8．28

物質）指定講習

木方　展治 環境化学分析センター 第一種作業環境測定士（共通科 15．11．12～15．11．14

目）指定講習

永井　芳治 総務部会計課 エネルギー管理員新規講習 15．10．5

5．分析・鑑定等
（件数）

項　　　目 分　　析 鑑定・同定 技術指導

昆　　　　虫 一 40 4
微　生　物 一 14 25

土　　　　壌 2 ｝ 12

統　　　　計 一 一 56

リモートセンシング 一 一 10

そ　の　他 一 一 86
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V［．総 務

1．機　構
平成15年度末における機構は次のとおりである。

理事長一理事

監事

企画調整部

総　務　部

研究企画科一企画推進班
　　　　　研究調整係、研究推進係
研究交流科

研究情報システム科
情報資料課

管理係、広報係

業務科

地球環境部

庶務課一r灘係文書係厚生係

　　　　　人事係、職員係

会計課工欝支出　査係

　　　　　検収管理係、契約係、施設管理係

生物環境安全部

気象研究グループ
気候資源ユニット、生態系影響ユニット、大気保全ユニット

生態システム研究グループ
環境計測ユニット、環境統計ユニット、物質循環ユニット、

生態管理ユニツト、リモートセンシングユニット

温室効果ガスチーム
食料生産予測チーム

フラックス変動評価チーム

化学環境部

植生研究グループ
植生生態ユニット、景観生態ユニット、化学生態ユニット

昆虫研究グループ
導入昆虫影響ユニット、個体群動態ユニット、昆虫生態ユニット

微生物・小動物研究グループ
微生物生態ユニット、微生物機能ユニット、

線虫・小動物ユニット

微生物評価研究官

組換え体チーム

有機化学物質研究グループ
農薬動態評価ユニット、農薬影響軽減ユニット、

土壌微生物利用ユニット

重金属研究グループ

重金属動態ユニット、土壌化学ユニット、土壌生化学ユニット

栄養塩類研究グループ
土壌物理ユニット、養分動態ユニット、水動態ユニット、

水質保全ユニット

ダイオキシンチーム

學欝・リー・・一一EI畿蕪室

環境化学分析センター二二灘認鶴誓羅
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2．人　事
（1）定 員

　平成15年度末各部定員は、次のとおりである。

　1）役員

（16．3．31現在）

役　職　名 常　　　勤 非　常　勤 計

理　　　　事　　　　長

理　　　　　　　　　　事

監　　　　　　　　　　事 1
1
1

1 1
1
2

合　　　計 3 1 4

2）職員

定 員
部　　　別

一般職員 技術専門職員 研究職員 計

企　　画　　調　　整　　部 10 14 9 33

総　　　　　務　　　　　部 28 1 29

地　　球　　環　　境　　部 38 38

生　物　環　境　安　全　部 33 33

化　　学　　環　　境　　部 43 43

農業環境インベントリーセンター 11 11

環境化学分析センター 8 8
合　　　計 38 15 142 195

（2）人事異動（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）

　（任命）

年月日 氏　名 新　所　属

15．4．1 三田村　強 理事（再任）

15．4．1 杉原　　進 監事（再任） 農林水産大臣発令

15．4．1 高橋　　弘 監事（非常勤）（再任） 農林水産大臣発令

（採用）

年月日 氏　名 新　所　属

15．4．1 吉村　泰幸 生物環境安全部主任研究官（組換え体チーム） 選考採用

15．4．1 林健太郎 化学環境部主任研究官（栄養塩類研究グループ水質保
全ユニット）

選考採用

15．4．1 山口　紀子 環境化学分析センター主任研究官（放射性同位体分析
研究室）

選考採用

15．4．1 藤牧　峻介 企画調整部（任期　平成16年3月31日まで） 再任用

15．4．1 石井　康雄 企画調整部（任期　平成15年8月31日まで） 再任用

15．10．1 幡谷　弘行 総務部長 生物系特定産業技術研究推進機構総務部長

（昇任）

年月日 氏　名 新　所　属 旧　所　属

15．4．1 上路　雅子 環境化学分析センター長 化学環境部有機化学物質研究グループ長

15．4．1 今川　俊明 地球環境部生態システム研究グループ長 企画調整部研究企画科長
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年月日 氏　名 新　所　属 旧　所　属

15．4．1 長谷部　亮 化学環境部有機化学物質研究グループ長 化学環境部有機化学物質研究グループ研究リーダー
（土壌微生物利用ユニット）

15．4．1 小野　信一 化学環境部重金属研究グループ長 独立行政法人農業技術研究機構中央農業研究センター企
画調整部研究企画科長

15．4．1 宮田　　明 地球環境部フラックス変動評価チーム長 地球環境部主任研究官（フラックス変動評価チーム）

15．4．1 藤井　　毅 化学環境部有機化学物質研究グループ研究リーダー
（土壌微生物利用ユニット）

企画調整部主任研究官（研究企画科）

15．10．1 長谷川利拡 地球環境部気象研究グループ研究リーダー（生態系影
響ユニット）

企画調整部主任研究官（研究企画科）

15．10．1 遠藤　正造 環境化学分析センター長 化学環境部有機化学物質研究グループ研究リーダー
（農薬動態評価ユニット）

（転任）

年月日 氏　名 新　所　属 旧　所　属

15．4．1 長岡　進一 企画調整部情報資料課長 農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報
課長

15．4．1 飯塚　光一 企画調整部情報資料課課長補佐 独立行政法人農業生物資源研究所総務部庶務課総務係長

15．4．1 大久保裕之 総務部庶務課庶務班庶務係長 独立行政法人農業生物資源研究所企画調整部技術移転科
審査係長

15．4．1 松本　正幸 総務部庶務課労務班職員係長 独立行政法人国際農林水産業研究センター総務部庶務課
厚生係長

15．4．1 畠中　　直 総務部会計課（用度班契約係） 独立行政法人農業技術研究機構果樹研究所総務部会計課
（施設管理係）

15．4．1 坂西　研二 化学環境部栄養塩類研究グループ研究リーダー（水動
態ユニット）

独立行政法人国際農林水産業研究センター沖縄支所島瞑
環境管理研究室長

15．4．1 吉田　隆延 生物環境安全部（微生物・小動物研究グループ微生物
機能ユニット）

独立行政法人農業技術研究機構東北農業研究センター畑
地利用部（畑病虫害研究室）

15．9．16 長谷川利拡 企画調整部主任研究官（研究企画科） 文部科学省北海道大学助教授大学院農学研究科

15．10．1 橋爪徳幸 総務部庶務課長 独立行政法人農業技術研究機構作物研究所総務課長

15．10．1 荒尾　知人 環境化学分析センター環境化学物質分析研究室長 農林水産省農林水産技術会議事務局研究開発課研究調査官

15．10．1 小沼　明弘 生物環境安全部主任研究官（植生研究グループ植生生
態ユニット）

文部科学省新潟大学助手（大学院自然科学研究科）

（配置換）

年月日 氏　名 新　所　属 旧　所　属

15．4．1 佐藤　隆洋 企画調整部研究企画科課長補佐（企画推進班担当） 総務部会計課専門職（監査）

15．4．1 畦地日出男 総務部庶務課課長補佐（庶務班担当） 総務部庶務課課長補佐

15．4．1 田中　　修 総務部庶務課課長補佐（労務班担当） 総務部庶務課専門職（労務管理）

15．4．1 渡辺　　薫 総務部会計課課長補佐（経理班担当） 総務部会計課課長補佐

15．4．1 永井　芳治 総務部会計課課長補佐（用度班担当） 企画調整部情報資料課課長補佐

15．4．1 敷藤　信之 企画調整部研究企画科企画推進班研究調整係長 総務部庶務課職員係長

15．4．1 猪　　和則 企画調整部研究企画科企画推進班研究推進係長 総務部会計課検収管理係長

15．4．1 増田　昇利 総務部庶務課庶務班厚生係長 総務部庶務課厚生係長

15．4．1 白石　正毅 総務部庶務課労務班人事係長 総務部庶務課人事係長

15．4．1 小山　英也 総務部会計課経理班予算係長 総務部会計課予算係長

15．4．1 宮本　ゆり 総務部会計課経理班支出係長 企画調整部研究企画科研究調整係長

15．4．1 砂岡　清之 総務部会計課用度班検収管理係長 企画調整部研究企画科研究推進係長
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年月日 氏　名 新　所　属 旧　所　属

15．4．1 菊池　昌樹 総務部会計課用度班契約係長 総務部会計課契約係長

15．4．1 永山　典夫 総務部会計課用度班施設管理係長 総務部会計課施設管理係長

15．4．1 近藤美保子 企画調整部情報資料課（管理係〉 総務部会計課（支出係）

15．4．1 山根　理愛 総務部会計課（経理班支出係） 企画調整部情報資料課（管理係）

15．4．1 谷山　一郎 企画調整部研究企画科長 地球環境部食料生産予測チーム長

15．4．1 鳥谷　　均 地球環境部食料生産予測チーム長 地球環境部気象研究グループ研究リーダー（気候資源ユ
ニット）1

15．4．1 石坂　眞澄 企画調整部主任研究官（研究企画科） 環境化学分析センター主任研究官（環境化学物質分析研
究室）

15．10．1 野口美千代 総務部会計課経理班審査係長 総務部会計課専門職（経理班審査係）

15．10．1 加藤　敬子 企画調整部研究企画科専門職（企画推進班研究推進係） 総務部庶務課専門職（労務班人事係）

15．10．1 木戸　　剛 総務部庶務課（労務班人事係） 企画調整部研究企画科（企画推進班研究推進係）

15．10．1 上路　雅子 企画調整部長 環境化学分析センター長

16．1．9 小原　　洋 農業環境インベントリーセンター付 農業環境インベントリーセンター主任研究官

（勤務命令）

年月日 氏　名 新　所　属 旧　所　属

15．4．1 谷田部真紀 総務部庶務課専門職（庶務班文書係） 総務部庶務課専門職（庶務係）

15．4．1 加藤　敬子 総務部庶務課専門職（労務班人事係） 総務部庶務課専門職（人事係）

15．4．1 辻島　厚子 総務部会計課専門職（経理班予算係） 総務部会計課専門職（予算係）

15．4．1 野口美千代 総務部会計課専門職（経理班審査係） 総務部会計課専門職（検収管理係）

15．4．1 鈴木まゆみ 総務部会計課専門職（用度班契約係） 総務部会計課専門職（契約係）

15．4．1 前田　篤子 企画調整部研究企画科（企画推進班研究調整係） 企画調整部研究企画科（研究調整係）

15．4．1 木戸　　剛 企画調整部研究企画科（企画推進班研究推進係） 企画調整部研究企画科（研究推進係）

15．4．1 前川いずみ 総務部庶務課（庶務班庶務係） 総務部庶務課（庶務係）

15．4．1 桜井　清明 総務部庶務課（庶務班庶務係） 総務部庶務課（庶務係）

15．4．1 松岡亜紀子 総務部庶務課（庶務班厚生係） 総務部庶務課（厚生係〉

15．4．1 小野寺朝子 総務部庶務課（労務班人事係〉 総務部庶務課（人事係）

15．4．1 高橋　朋宏 総務部会計課（用度班検収管理係） 総務部会計課（検収管理係〉

15．4．1 沢里　春美 総務部会計課（用度班契約係） 総務部会計課（契約係）

15．4．1 秋山　匡央 総務部会計課（用度班施設管理係） 総務部会計課（施設管理係）

15．4．1 坂本　利弘 地球環境部（生態システム研究グループリモートセン
シングユニット）

地球環境部（食料生産予測チーム）

（併任）

年月日 氏　名 併　任　先 本務所属
15．10．1 堀尾　　剛 農林水産省農林水産技術会議事務局（研究開発課研究

調査官）
化学環境部主任研究官（有機化学物質研究グループ農薬
動態評価ユニット）

（併任解除）

年月日 氏　名 併　任　先 本務所属
15．4．1 根本　康夫 企画調整部情報資料課 企画調整部研究情報システム科専門職（広報）



130 農業環境技術研究所年報　平成15年度

（専従許可）

年月日 氏　名 有効期間 現　所　属

15．9．1 又川　速雄 平成15年9月1日～平成16年8月31日まで 企画調整部付

（派遣職員）

年月日 氏　名 有効期間 現　所　属

16．1．9 小原　　洋 平成16年1月9日～平成17年1月31日まで
フィリピン共和国農業省土壌水管理局
（フィリピン共和国ケソン市〉

農業環境インベントリーセンター付

（出向）

年月日 氏　名 新　所　属 旧　所　属

15．4．1 根本康夫 独立行政法人農業技術研究機構近畿中国四国農業研究
センター総務部綾部総務分室長

企画調整部研究情報システム科専門職（広報）

15．4．1 屋代はつい 農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究交
流科研修係長

総務部会計課支出係長

15．4．1 染谷　　透 独立行政法人農業生物資源研究所総務部大宮総務分室
（会計係〉

総務部会計課（契約係）

15．4．1 齋藤　元也 独立行政法人農業工学研究所農村環境部長 地球環境部生態システム研究グループ長

15．4．1 芝野　和夫 独立行政法人国際農林水産業研究センター沖縄支所上
席研究官

化学環境部栄養塩類研究グループ研究リーダー（水動態
ユニット）

15．4．1 鈴木　文彦 独立行政法人農業技術研究機構九州沖縄農業研究セン
ター地域基盤研究部主任研究官（病害生態研究室）

生物環境安全部主任研究官（微生物・小動物研究グルー
プ微生物機能ユニット）

15．10．1 松岡亜紀子 農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所厚生課
（共済福祉係）

総務部庶務課（庶務班厚生係）

15．10．1 小林和彦 文部科学省東京大学教授（大学院農学生命科学研究科） 地球環境部気象研究グループ研究リーダー（生態系影響
ユニット）

16．3．31 阿江　教治 神戸大学農学部教授生物環境制御学科生物環境学講座 化学環境部重金属研究グループ研究リーダー（土壌生化
学ユニット）

（退職）

年月日 氏　名 所　　　　属

15．9．30 福嶋　勝之 勧奨 総務部長

15．9．30 宮坂　　光 勧奨 総務部庶務課長

15．9．30 清野　　舘 農業・生物系特定産業技術研究機構理事（研究管理・
総合研究担当）

企画調整部長

16．3．31 今井　秀夫 定年 化学環境部長

16．3．31 齋藤　滋隆 定年 企画調整部研究情報システム科長

16．3．31 野口　　浩 定年 生物環境安全部主任研究官（昆虫研究グループ昆虫生態
ユニット）

16．3．31 駒村美佐子 定年 環境化学分析センター主任研究官（放射性同位体分析研
究室）

（任期満了）

年月日 氏　名 所　　　　属

15．8．31 石井　康雄 任期満了 企画調整部研究企画科専門調査員（化学物質分析）

16．3．31 藤牧　峻介 任期満了 企画調整部研究企画科専門調査員（研究交流）
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（3）役職員名簿

所属・役職名 氏　名 所属・役職名 氏　名

役　　　　　員 課長補佐（用度班担当） 永井　芳治

理　　事　　長 陽　　捷行 検収管理係長 砂岡　清之

理　　　　事 三田村　強 高橋　朋宏

監　　　　事 杉原　　進 契約係長 菊池　昌樹

監事（非常勤） 高橋　　弘 鈴木まゆみ

畠中　　直

職　　　　　員 沢里　春美

企画調整部　部長 上路　雅子 施設管理係長 永山　典夫

部付 又川　速雄 秋山　匡央

研究企画科長 谷山　一郎 地球環境部　部長 林　　陽生

主任研究官 駒田　充生 気象研究グループ長 野内　　勇
〃 石坂　眞澄 研究リーダー（気候資源ユニット） （兼）野内勇

再任用 藤牧　峻介 主任研究官 桑形　恒男

課長補佐（企画推進班担当） 佐藤　隆洋 石郷岡康史

研究調整係長 敷藤　信之 後藤　慎吉

前田　篤子 研究リーダー（生態系影響ユニット） 長谷川利拡

研究推進係長 猪　　和則 主任研究官 吉本真由美

専門職 加藤　敬子 酒井　英光

研究交流科長 廉澤　敏弘 研究リーダー（大気保全ユニット） 川島　茂人

主任研究官 木村　龍介 主任研究官 杜　　明遠
〃 中谷　敬子 〃 米村正一郎

研究情報システム科長 齋藤　滋隆 〃 井上　　聡

情報資料課長 長岡　進一 生態システム研究グループ長 今川　俊明

課長補佐 飯塚　光一 研究リーダー（環境計測ユニット） 井上　吉雄

管理係長 青木　隆之 主任研究官 芝山　道郎

近藤美保子 研究リーダー（環境統計ユニット） 三輪　哲久

広報係長 新関　幸子 主任研究官 三中　信宏

業務科長 筒井　　等 研究リーダー（物質循環ユニット） 織田健次郎

総括作業長 鈴木　文夫 主任研究官 新藤　純子

上村　　博 〃 麓　　多門

飯泉　良行 〃 大浦　典子

松本　公吉 研究リーダー（生態管理ユニット） スプレイグデイビツド

鈴木　忠男 任期付 岩崎　亘典

阿部　勝男 研究リーダー（リモートセンシングユニット） 大野　宏之

若林　浩徳 坂本　利弘

山口　　弘 温室効果ガスチーム長 八木　一行

岡田　利之 主任研究官 須藤　重人

鎌田　輝志 〃 西村　誠一

渡邊　浩二 秋山　博子

高橋　正史 食料生産予測チーム長 鳥谷　　均

荒　　貴裕 主任研究官 岡本　勝男

総　　務　　部　部長 幡谷　弘行 〃 横沢正幸
庶務課長 橋爪徳幸 〃 白戸　康人

課長補佐（庶務班担当） 畦地日出男 〃 西森　基貴

庶務係長 大久保裕之 フラックス変動評価チーム長 宮田　　明

前川いずみ 生物環境安全部　部長 岡　　三徳

桜井　清明 植生研究グループ長 小川　恭男

文書係長 欠 研究リーダー（植生生態ユニット） 池田　浩明

専門職 国府田真紀 主任研究官 原田　直國

厚生係長 増田　昇利 〃 小沼　明弘

欠 研究リーダー（景観生態ユニット） 井手　　任

課長補佐（労務班担当） 田中　　修 主任研究官 大黒　俊哉

人事係長 白石　正毅 研究リーダー（化学生態ユニット） 藤井　義晴

木戸　　剛 主任研究官 平舘俊太郎

小野寺朝子 荒谷　　博

職員係長 松本　正幸 昆虫研究グループ長 松井　正春

会計課長 道下　　隆 研究リーダー（導入昆虫影響ユニット） 望月　　淳

課長補佐（経理班担当） 渡辺　　薫 主任研究官 望月　雅俊

予算係長 小山　英也 〃 屋良佳緒利

専門職 辻島　厚子 研究リーダー（個体群動態ユニット） 田中　幸一

支出係長 宮本　ゆり 主任研究官 山村　光司

山根　理愛 山中　武彦

審査係長 野口美千代 研究リーダー（昆虫生態ユニット） 杉江　　元

主任研究官 野口　　浩
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所属・役職名 氏　名 所属・役職名 氏　名

微生物・小動物研究グループ長 塩見　敏樹 任期付 石川　　覚

微生物評価研究官 西山　幸司 栄養塩類研究グループ長 齋藤　雅典

研究リーダー（微生物生態ユニット） 松本　直幸 研究リーダー（土壌物理ユニット） 加藤　英孝

主任研究官 岡部　郁子 主任研究官 江口　定夫

星野　裕子 中野　恵子

研究リーダー（微生物機能ユニット） 土屋　健一 鈴木　克拓

主任研究官 澤田　宏之 研究リーダー（養分動態ユニット） 井上　恒久
〃 高橋　真実 主任研究官 三島慎一郎
〃 吉田　隆延 研究リーダー（水動態ユニット） 坂西　研二

研究リーダー（線虫・小動物ユニット） 荒城　雅昭 主任研究官 神田　健一

主任研究官 吉田　睦浩 中島　泰弘

組換え体チーム長 松尾　和人 研究リーダー（水質保全ユニット） 竹内　　誠

主任研究官 白井　洋一 主任研究官 板橋　　直
〃 芝池博幸 〃 林　健太郎

〃 吉村　泰幸 ダイオキシンチーム長 大谷　　卓

化学環境部　部長 今井　秀夫 主任研究官 上垣　隆一

有機化学物質研究グループ長 長谷部　亮 清家　伸康

研究リーダー（農薬動態評価ユニット） （兼）長谷部亮 農　業　環　境　センター長 上沢　正志

主任研究官 堀尾　　剛 インベントリー　土壌分類研究室長 中井　　信

〃 小原　裕三 セ　ン　タ　ー　主任研究官 小原　　洋
〃 大津　和久 〃 大倉　利明

石原　　悟 戸上　和樹

研究リーダー（農薬影響軽減ユニット） 石井　英夫 昆虫分類研究室長 安田　耕司

主任研究官 鈴木　　健 主任研究官 吉松慎一
研究リーダー（土壌微生物利用ユニット） 藤井　　毅 中谷　至伸

主任研究官 高木　和広 微生物分類研究室長 封馬　誠也
〃 小川　直人 主任研究官 月星　隆雄

酒井　順子 〃 吉田　重信

森本　　晶 篠原　弘亮

重金属研究グループ長 小野　信一 環境化学分　センター長 遠藤　正造

研究リーダー（重金属動態ユニット） 織田　久男 析センター　環境化学物質分析研究室長 荒尾　知人

主任研究官 川崎　　晃 股　　煕沫

齋藤　貴之 馬場　浩司

研究リーダー（土壌化学ユニット） 菅原　和夫 任期付 渡邊　栄喜

主任研究官 櫻井　泰弘 放射性同位体分析研究室長 木方　展治

〃 牧野　知之 主任研究官 駒村美佐子

研究リーダー（土壌生化学ユニット） 阿江　教治 〃 山口　紀子

主任研究官 杉山　　恵 藤原　英司

村上　政治



　　　　　　　　　　　　w．総　務

（4）受賞・表彰

　日本土壌肥料科学雑誌論文賞（15．4．4）

　阿江教治
　　「黒ボク土および黒ボク土に施用した鉱物に対する作物のカリウム吸収反応」

　日本土壌肥料科学雑誌論文賞（15．4．4）

　杉山　恵
　　「黒ボク土および黒ボク土に施用した鉱物に対する作物のカリウム吸収反応」

　日本植物病理学会賞（16．3．28）

　石井英夫
　　「植物病原糸状菌の薬剤耐性に関する研究」

　日本植物病理学会賞（16．3．28）

　松本直幸
　　「病原糸状菌の個体群構造とその防除への応用」

　日本植物病理学会賞（16．3．28）

　土屋健一
　　「ナス科植物青枯病菌及び関連植物病原細菌の分子系統学的研究」

　平成15年度　永年勤続者表彰（15．4．1）

　　（30年以上）

　　松井正春（生物環境安全部昆虫研究グループ）

　　井上恒久（化学環境部栄養塩類研究グループ）

　　（20年以上）

　　中谷敬子（企画調整部研究交流科）

　　小　山　英　也（総務部会計課）

　　白　井　洋　一（生物環境安全部組換え体チーム）

　　川　暗　　　晃（化学環境部重金属研究グループ）

　平成15年度　永年勤続者表彰（16．3．31）

　　（30年以上）

　　今井秀夫（化学環境部長）
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3．会 計

（1）財務諸表

貸借対照表

（平成16年3月31日）

（単位：円）

資産の部
1　流動資産

　　　現金及び預金
　　　前渡金
　　　未収消費税等
　　　未収収益
　　　その他の流動資産
　　　　流動資産合計

1，045，330，631

　　1，250，000

　　1，055，800

　　　831，688

　　　54，079
1，048，522，198

H　固定資産

　1　有形固定資産
　　　　建物
　　　　　減価償却累計額
　　　　構築物
　　　　　減価償却累計額
　　　　車両運搬具
　　　　　減価償却累計額
　　　　工具器具備品
　　　　　減価償却累計額
　　　　土地
　　　　その他の有形固定資産
　　　　有形固定資産合計

　2　無形固定資産
　　　　ソフトウェァ
　　　　電話加入権
　　　　工業所有権仮勘定
　　　　無形固定資産合計

　3　投資その他の資産
　　　　預託金
　　　　投資その他の資産合計
　　　　　固定資産合計
　　　　　　資産合計

7，855，112，249

　544，366，078 7，310，746，171

1，527，746，771

　79，924，320 1，447，822，451

13，120，466

5，250，756

2，665，488，635

1，241，427，632

7，869，710

1，424，061，003

25，200，000，000

　　98，881，547

35，489，380，882

46，084，872

2，046，000

　974，427
49，105，299

2，153，000

2，153，000

35，540，639，181

36，589，161，379

負債の部
1　流動負債

　　　リース債務
　　　運営費交付金債務
　　　一年以内返済予定の長期借入金
　　　研究業務未払金
　　　未払金
　　　未払費用
　　　預り金
　　　その他の流動負債
　　　　　流動負債合計

26，840，627

348，507，231

319，926，000
18，491，836

124，440，491

111，288，799

　6，018，410

　　157，460

955，670，854

H　固定負債

　　　リース債務
　　　資産見返負債

　　　　資産見返運営費交付金
　　　　資産見返物品受贈額
　　　　工業所有権仮勘定見返運営費交付金
　　　長期借入金
　　　　　固定負債合計
　　　　　負債合計

519，550，669

446，712，393

　　974，427

52，980，160

967，237，489

639，852，000
1，660，069，649

2，615，740，503

資本の部

1　資本金
　　　政府出資金
　　　　資本金合計

H　資本剰余金
　　　資本剰余金
　　　損益外減価償却累計額
　　　損益外固定資産除売却差額
　　　　資本剰余金合計
皿　利益剰余金
　　　積立金
　　　当期未処分利益
　　　（うち当期総利益
　　　利益剰余金合計
　　　資本合計
　　　　負債資本合計

34，353，269，524

　　260，137，000
－1，166，317，214

　－136，390，329

34，353，269，524

624，285，131
38，436，764

一1，042，570，543

38，436，764）

662，721，895

33，973，420，876

36，589，161，379
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　　　　　　　損益計算書

（平成15年4月1日～平成16年3月31日〉

経常費用

　研究業務費

　　　給与、賞与及び諸手当

　　　法定福利費・福利厚生費

　　　退職金

　　　その他人件費

　　　外部委託費

　　　研究材料費

　　　支払リース料

　　　賃借料

　　　減価償却費

　　　保守・修繕費

　　　水道光熱費

　　　旅費交通費

　　　消耗品費

　　　備品費

　　　諸謝金

　　　支払手数料

　　　図書印刷費

　　　その他業務経費

　一般管理費

　　　役員報酬

　　　給与、賞与及び諸手当

　　　法定福利費・福利厚生費

　　　退職金

　　　その他人件費

　　　賃借料

　　　減価償却費

　　　保守・修繕費

　　　水道光熱費

　　　旅費交通費

　　　消耗品費

　　　備品費

　　　諸謝金

　　　支払手数料

　　　その他管理経費

　財務費用

　　　支払利息

　経常費用合計

経常収益

　　運営費交付金収益

　　事業収益

　　　　その他事業収入

　　受託収入

　　　　政府受託収入

　　　　その他受託収入

　　資産見返負債戻入

　　財務収益
　　　　受取利、自、

　　雑益

　　経常収益合計

　　　　経常利益

臨時損失

　　固定資産除却損

臨時利益

　　資産見返負債戻入

当期純利益

当期総利益

1，401，035，825

　151，753，573

　125，490，616

　133，618，820

　424，111，917

　　1，056，798

　　　903，420

　　6，854，748

　268，357，389

　312，315，375

　222，198，606

　87，947，761

　299，287，040

　69，918，668

　　1，311，000

　　4，166，649

　116，028，232

　27，639，800 3，653，996，237

41，119，581

183，378，526

29，735，072

64，619，623

15，935，853

　2，008，802

　3，555，712

92，691，578

11，973，206

　4，544，914

14，822，317

　5，959，086

　6，974，000

　2，026，751

17，820，506 497，165，527

933，378 933，378

1，728，093

3，108，267，697

1，728，093

830，210，000

48，251，657

30，921

878，461，657

201，892，840

30，921

150，698

6，002，200

6，002，200

（単位二円）

4，152，095，142

4，190，531，906

38，436，764

6，002，200

6，002，200

38，436，764

38，436，764
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　　　キャッシュ・フロー計算書

（平成15年4月1日～平成16年3月31日）
（単位：円）

1　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

　　　　人件費支出

　　　　その他の業務支出

　　　　運営費交付金収入

　　　　受託収入

　　　　その他業務収入

　　　　　　小計

　　　　利息の受取額

　　　　利息の支払額

　　　　雑益
　　業務活動によるキャッシュ・フロー

一1，575，616，539

－2，159，303，910

　－162，010，913

3，467，249，000

　878，461，657

　　1，723，140

450，502，435

　　30，906

　－933，378

　152，650

H　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

　　　　無形固定資産の取得による支出

　　　　施設費による収入

　　投資活動によるキャッシュ・フロー

449，752，613

一4ユ3，552，999

－11，366，153

　61，885，000

皿　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　財務活動によるキャッシュ・フロー

IV

V
w

資金増加額

資金期首残高

資金期末残高

一363，034，152

0

86，718，461

958，612，170

1，045，330，631

　　行政サービス実施コスト計算書

（平成15年4月1日～平成16年3月31日）
（単位：円）

1　業務費用

　　（1）損益計算書上の費用

　　　　研究業務費

　　　　一般管理費

　　　　財務費用

　　　　臨時損失
　　（2）（控除）自己収入等

　　　　受託収入

　　　　その他事業収入

　　　　受取利息

　　　　雑益

　　業務費用合計

3，653，996，237

　497，165，527

　　933，378

　6，002，200 4，158，097，342

一878，461，657

　－1，728，093

　　－30，921

　－150，698 一880，371，369

∬　損益外減価償却等相当額

　　損益外減価償却相当額

　　損益外固定資産除却相当額

　　損益外減価償却等相当額合計

365，728，101

10，755，970 376，484，071

3，277，725，973

皿　引当外退職給付増加見積額

IV機会費用
　　政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用

　　無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用

480，261，603

13，772，814

376，484，071

一64，755，781

494，034，417

V　行政サービス実施コスト 4，083，488，680
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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

構築物

車両運搬具

工具器具備品

5～50年

5～50年

4～8年
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．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

　　退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

　　なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在職する役職員について、当期末の自己

　都合退職金要支給額から前期末の自己都合退職金要支給額を控除した額から、業務費用として計上されている退職給与の額を控除して

　計算しております。

4．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

（1）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16年3月末利回りを参考に1．435％で計算しております。

（2）政府又は地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率

　　10年利付国債の平成16年3月末利回りを参考に1．435％で計算しております。

5．リース取引の処理方法

　　リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

　　リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

6．消費税等の会計処理
　　消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

（重要な会計方針の変更）

工業所有権の会計処理

　　従来は、自己創設の工業所有権の取得に係る支出について支出時費用処理しておりましたが、当期より自己創設の工業所有権の取得

　に係る支出について資産計上する方法に変更しております。この変更は、独立行政法人会計基準が改訂され、自己創設の工業所有権に

　ついてもその取得に係る支出を固定資産に計上する事とされたためであります。

　　この結果、前期と同一の基準に比べて研究業務費が、974，427円減少し、経常利益及び当期純利益は974，427円増加しております。

引当外退職給付増加見積額の処理

　　従来は、引当外退職給付増加見積額については、自己都合退職金要支給額の当期増加額を計上しておりましたが、当期より事業年度

　末に在職する役職員について、当期末の自己都合退職金要支給額から前期末の自己都合退職金要支給額を控除した額から、業務費用と

　して計上されている退職給与の額を控除して計算しております。この変更は、独立行政法人会計基準が改訂されたためであります。

　　この結果、前期と同一一の基準に比べて引当外退職給付増加見積額及び行政サービス実施コストが15，794，025円減少しております。

無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の処理

　　従来は、無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用については、行政サービス実施コスト計算書に計上しておりま

　せんでしたが、当期より計上する方法に変更しております。この変更は、独立行政法人会計基準が改訂され、無利子又は通常よりも有

　利な条件による融資取引の機会費用として計上することとされたためであります。

　　この結果、前期と同一の基準に比べて無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用及び機会費用、並びに行政サービ

　ス実施コストが13，772，814円増加しております。

貸借対照表の注記事項

　運営費交付金から充当されるべき退職一時金見積額は、1，654，501，158円になっております。

キャッシュ・フロー計算書の注記事項

　（1）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。

　（2）重要な非資金取引

　　　ファイナンス・リースによる資産の取得は、ソフトウェア6，062，347円になっております。
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行政サービス実施コスト計算書の注記事項

　（1）政府出資等の機会費用は、計上利率：1．435％（決算日における10年もの国債（新発債）利回り）を適用し、1（（期首政府出資金

　　34，353，269，524円一資本剰余金728，553，472円）＋（期末政府出資金34，353，269，524円一資本剰余金1，042，570，543円））／21×1．435％

　　で計上しております。

　（2）政府からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用は、計上利率：1．435％（決算日における10年もの国債（新

　　発債）利回り）を適用し、1（（期首長期借入金959，778，000円＋期末長期借入金959，778，000円））／21×1．435％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　154，774，822円

利益の処分に関する書類

（単位：円）

1　当期未処分利益

　　当期総利益

H　利益処分額

　　積立金

　　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た額

　　　　　　　　目的積立金 0

38，436，764

38，436，764

0

38，436，764

38，436，764

（注1）当期未処分利益のうち、33，029，820円については、受託収入により購入した固定資産の未償却残高見合
の金額です。

附属　明細書
（1）　固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

（単位：円）

資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
減価償却累計額

差引当期残高 摘要
当期償却額

有形固定
資産（償

却費損益
内）

建物 79，484，131 79，426，830 0 158，910，961 8，146，032 6，837，923 150，764，929

構築物 6，780，722 4，378，665 0 11，159，387 422，767 335，984 10，736，620

車両運搬具 13，120，466 0 0 13，120，466 5，250，756 1，862，610 7，869，710

工具器具備品 1，508，361，075 242，204，784 6，002，200 1，744，563，659 690，832，017 251，832，332 1，053，731，642

計 1，607，746，394 326，010，279 6，002，200 1，927，754，473 704，651，572 260，868，849 1，223，102，901

有形固定
資産（償

却費損益
外）

建物 7，701，903，873 0 5，702，585 7，696，201，288 536，220，046 207，609，621 7，159，981，242

構築物 1，459，755，769 61，885，000 5，053，385 1，516，587，384 79，501，553 24，457，480 1，437，085，831

工具器具備品 920，924，976 0 0 920，924，976 550，595，615 133，661，000 370，329，361

計 10，082，584，618 61，885，000 10，755，970 10，133，713，648 1，166，317，214 365，728，101 8，967，396，434

非償却資
産

土地 25，200，000，000 0 0 25，200，000，000 0 0 25，200，000，000

その他の有形固定資産 98，881，547 0 0 98，881，547 0 0 98，881，547

計 25，298，881，547 O 0 25，298，881，547 0 0 25，298，881，547

有形固定
資産合計

建物 7，781，388，004 79，426，830 5，702，585 7，855，112，249 544，366，078 214，447，544 7，310，746，171

構築物 1，466，536，491 66，263，665 5，053，385 1，527，746，771 79，924，320 24，793，464 1，447，822，451

車両運搬具 13，120，466 0 0 13，120，466 5，250，756 1，862，610 7，869，710

工具器具備品 2，429，286，051 242，204，784 6，002，200 2，665，488，635 1，241，427，632 385，493，332 1，424，061，003

土地 25，200，000，000 0 0 25，200，000，000 0 0 25，200，000，000

その他の有形固定資産 98，881，547 0 0 98，881，547 0 0 98，881，547

計 36，989，212，559 387，895，279 16，758，170 37，360，349，668 1，870，968，786 626，596，950 35，489，380，882

無形固定
資産

ソフトウェァ 48，205，862 15，314，947 0 63，520，809 17，435，937 11，044，252 46，084，872

電話加入権 2，046，000 0 O 2，046，000 0 0 2，046，000

工業所有権仮勘定 0 974，427 0 974，427 974，427

計 50，251，862 16，289，374 0 66，541，236 17，435，937 11，044，252 49，105，299

投資その
他の資産

預託金 1，571，000 582，000 O 2，153，000 0 0 2，153，000

計 1，57LOOO 582，000 0 2，153，000 0 0 2，153，000
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（2）　たな卸資産の明細

（単位：円〉

種　　　　類 期首残高
当期増加額 当期減少額

期末残高 摘　　　　要当期購入・

製造・振替
そ　の　他 振出・振替 そ　の　他

消　　耗　　品 0 54，800 0 54，800 0 0
副　　産　　物 0 605，500 O 605，500 O 0

計 0 660，300 O 660，300 0 0

（3）長期借入金の明細

（単位：円）

区　　分 期首残高 当期増加 当期減少
　　　期末残高
（うち一年以内返済予定額）

平均利率（％） 返済期限 摘要

長期借入金 959，778，000 0 O
959，778，000

（319，926，000） 0 平成19年3月

計 959，778，000 0 O
959，778，000

（319，926，000）

（4）　資本金及び資本剰余金の明細

（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 L571，000 582，000 O 2，153，000 災害補償預託金の預託

施設整備費補助金 194，053，000 61，885，000 0 255，938，000 施設整備費による資産の取得

政府承継 2，046，000 O 0 2，046，000

計 197，670，000 62，467，000 0 260，137，000

損益外減価償却累計額 一800，589，113 一365，728，101 O 一1，166，317，214

損益外固定資産除売却差額 一125，634，359 一10，755，970 O 一136，390，329

計 一926，223，472 一376，484，071 O 一1，302，707，543

差引計 一728，553，472 一314，017，071 O 一1，042，570，543

（5）積立金の明細

（単位二円）

区　　　分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　　要

通則法44条1項積立金 430，128，396 194，156，735 0 624，285，131 平成14年度利益処分

計 430，128，396 194，156，735 0 624，285，131

（6）運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

（1）運営費交付金債務 （単位：円）

交付年度 期首残高
交付金当期
交　付　額

当期振替額

期末残高運営費交付
金　収　益

資産見返運
営費交付金

工業所有権仮勘定

見返運営費交付金
資本剰余金 小　　　計

平成14年度 250，165，342 一 142，266，574 0 0 0 142，266，574 107，898，768

平成15年度 一 3，467，249，000 2，966，001，123 259，082，987 974，427 582，000 3，226，640，537 240，608，463

合　計 250，165，342 3，467，249，000 3，108，267，697 259，082，987 974，427 582，000 3，368，907，111 348，507，231
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（2）運営費交付金収益

業務等区分 14年度交付分 15年度交付分 合　　計

研究業務費 124，232，610 2，488，360，223 2，612，592，833

一般管理費 18，033，964 476，707，522 494，741，486

財務費用 O 933，378 933，378

合　計 142，266，574 2，966，00L123 3，108，267，697

（7）運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

（単位：円）

施設費の明細

区　　分 当期交付額
左の会計処理内訳

摘　要
建設仮勘定見返施設費 資本剰余金 その他

施設整備費補助金 61，885，000 0 61，885，000 0
計 61，885，000 0 61，885，000 O

（8）役員及び職員の給与の明細

（単位＝千円、人）

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
（554）

40，565

（1）

3

（O）

O

（0）

0

職　　　　　　員 　（0〉
1，584，414

（0）

193

　（0）

190，110

（0）

6

合　　　　　　計 　（554）
1，624，979

（1）

196

　（0）

190，110

（0）

6

※注記　1．支給の基準

　　　　役員に対する報酬等の支給基準は、役員給与規程によっております。

　　　　職員に対する給与の支給基準は、職員給与規程によっております。

　　2．職員の給与支給人員数は、12ヶ月の平均支給人員数によっております。

　　3．非常勤役員及び非常勤職員については、外数として（）で記載しております。
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（2）決算報告書

（単位二円）

区　　　　分 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収　入

運営費交付金 3，467，000，000 3，467，249，000 249，000

施設整備費補助金 62，000，000 61，885，000 一115，000

無利子借入金 0 0 0
受託収入 916，000，000 878，461，657 一37，538，343 政府からの委託費受入額の減

諸収入 3，000，000 1，909，712 一1，090，288

計 4，448，000，000 4，409，505，369 一38，494，631

支　出

業務経費 946，000，000 935，887，495 一10，112，505

施設整備費 62，000，000 61，885，000 一115，000

受託経費 916，000，000 876，277，938 一39，722，062 政府からの委託費受入額の減

一般管理費 419，000，000 448，075，730 29，075，730

人件費 2，295，000，000 1，985，485，908 一309，514，092

計 4，638，000，000 4，307，612，071 一330，387，929

※差額の計算方法

　収入については、決算額一予算額で計上しております。

　支出については、決算額一予算額で計上しております。

（3）予算（人件費の見積りを含む。）収支計画及び資金計画

　14年度同様に研究の活性化を図る観点から、運営費交付金を財源として所内の競争的資金としての「研究推進費」

の枠（314，723千円）を設けて、当所が主催する独自の国際会議の開催（6，839千円）、国際研究集会等への参加（16，729

千円）及び所内独自の法人プロジェクト（24，006千円：原則として、個人ないしは単独研究単位で実施する独立型、

複数の研究単位で実施する連携型、所の主導で実施する運営型）に充当し、効率的な研究推進を行った。

　経費の節減に係わる方針についても、14年度同様に業務経費については、中期計画内の研究機械の購入計画を立

てるとともに、所内の機械・機器の共用化を図り、経費の節減に取り組んだ。また、一般管理費についても、研究

本館内の不必要な電気の消灯及び研究用器具の洗浄時の節水に努め、光熱水・通信運搬費等の管理費の節約を図っ

　た。機器等の購入に際してはグリーン購入法に基づき、省エネルギー製品を積極的に購入するとともに、所内連絡

等はインターネットを利用したメールの配布を利用し、さらに諸会議資料についてはペーパーレス化を図り、経費

　の節減に努めた。その結果、予算計画額に対して、一般管理費のうち管理諸費の削減を図り、業務経費を充実させ

　ることができた。

　自己収入増加に係る方針としては、中期目標達成に有効な競争的資金には積極的に応募し、研究資源の充実を図

　るよう努めることとし、科学研究費補助金の応募の際には説明会を開催するとともに、「公募型プロジェクト検討

　委員会」を設置し、申請内容に助言を与え、各部・センターで応募戦略を検討させた。その結果、文部科学省、環

境省、生研機構等の競争的資金に、代表提案4課題、参画提案9課題が採択され、自己資金の獲得を図ることがで

　きた。これらにより15年度の受託収入は878，462千円と14年度に比べて146，302千円の増加となった。
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1）予　算

平成15年度予算決算

（単位二百万円）

区　　　　分 予　　算　　額 決　　算　　額 備　　　考

収入

運営費交付金 3，467 3，467

施設整備費補助金 62 62

無利子借入金 0 0
受託収入 916 878

諸収入 3 2
版権及特許権等収入 3 1
その他の収入 0 1

計 4，448 4，409

支出

業務経費 946 936

施設整備費 62 62

受託経費 916 876

試験研究費 817 819

管理諸費 99 57

一般管理費 419 448

研究管理費 112 183

管理諸費 307 265

人件費 2，295 1，986

計 4，638 4，308

2）収支計画

平成15年度収支計画決算

（単位：百万円）

区　　　　分 計　画　額 決　算　額 備　　　考

費用の部 4，655 4，158

経常費用 4，655 4，151

人件費 2，295 1，997

業務経費 851 907

受託経費 831 800

一般管理費 419 175

減価償却費 259 272

財務費用 0 1
臨時損失 0 6

収益の部 4，655 4，196

運営費交付金収益 3，562 3，108

当年度運営費交付金収益 3，372 2，966

繰越運営費交付金収益 190 142

諸収入 3 2
受託収入 831 878

資産見返運営費交付金戻入 88 70

資産見返物品受贈額戻入 171 132

臨時利益 O 6

純利益 O 38

目的積立金取崩額 O 0
総利益 0 38
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3）資金計画

平成15年度資金計画決算

（単位：百万円）

区　　　　分 計 画 額 決 算 額 備 考

資金支出 5，325 5，368

業務活動による支出 4，396 3，898

投資活動による支出 242 425

財務活動による支出 0 O
次期年度計画の期間への繰越金 687 1，045

資金収入 5，325 5，368

業務活動による収入 4，386 4，347

運営費交付金による収入 3，467 3，467

受託収入 916 878

その他の収入 3 2
投資活動による収入 62 62

施設整備費補助金による収入 62 62

その他の収入 0 O
財務活動による収入 0 0

無利子借入金による収入 0 0
その他の収入 0 0

前年度からの繰越金 877 959

（4）固定資産

1）有形固定資産

区 分 数 旦
里

建物
建　面　積 29，545r㎡

延べ面積 58，046㎡

構 築　　物 一

車輌運搬具 6点

工具器具備品 720点
土 地 建物敷地

水　　　田

　畑
そ　の　他

　計

206，349㎡

42，950㎡

149，670㎡

171，897㎡

570，866㎡

立 樹　　　木 2，310本
木
竹 立　　　木 431rd

2）無形固定資産

区 分 数 旦
里

ソフトウェァ 30点

電話加入権 28回線



144 農業環境技術研究所年報　平成15年度

（5）平成15年度機械等購入

（運営費交付金財源）

機　　械　　名 型　　　式　　　名 購入金額（円） 研究室等名

大気降下物採取装置 イーアイエス・ジヤパン 661，500 ダイオキシンチーム

濁度計 アレックス電子COMPACT－CLW 838，950 水質保全ユニット

高分解能CO2分析計 LI－7000 4，484，046 フラックス変動評価チーム

微量高速冷却遠心機 トミー精工MX－300 731，955 放射性同位体分析研究室

超低温槽 日本フリーザーCLN－35C 1，047，900 土壌化学ユニット

施光計 日本分光P－1020 3，935，925 化学生態ユニット

ガスクロマトグラフ質量分析装置 アジレント6890N 13，608，945 昆虫生態ユニット

スペクトルメーター TOPASLAP－320 5，712，000 農薬動態評価ユニット

マルチラベルカウンター パーキンエルマーARVO－HTS 13，759，200 環境化学物質分析研究室

自動給餌器 日本クレァCL－0940 861，000 環境化学物質分析研究室

DNA増幅装置 タカラバイオPCRサーマルサイクラDiceTP600R 712，845 農薬影響軽減ユニット

濁度計 DINSPT－706D 1，134，000 土壌物理ユニット

リアルタイムPCR解析システム ABI　PRISM7000Sequence　Detection　System 7，612，500 土壌微生物利用ユニット

原子間力顕微鏡 JEOLJSPM－5200N 13，965，000 環境化学物質分析研究室

ガスクロマトグラフ 島津GG14BPF 2，233，350 微生物分類研究室

野外用中間赤外分光放射装置 木村応用工芸 1，799，700 環境計測ユニット

グラジェント機能付PCR装置 アステックPC－808－02 1，218，567 線虫・小動物ユニット

ルミノメーター アトールミネッセンサーPSNAB－2200 1，200，150 農薬影響軽減ユニット

集煙装置 山武FNB791A401 1，060，500 総務部

DNAシークエンサー アプライドバイオ3100－20 21，472，500 組換え体チーム

エバポレーター 柴田科学5092－02 682，500 ダイオキシンチーム

恒温浸とう培養器 トーマスAT－12R－S 735，000 土壌微生物利用ユニット

画像撮影装置付き微分干渉顕微鏡 ライカDM5000B－DIC 5，617，920 昆虫分類研究室

MODIS処理装置 KongsbergSpacetec社 9，975，000 リモートセンシングユニット

放射収支計 キャップ＆ゾーネン社CNR－1 774，900 大気保全ユニット

GcrMS用化学イオン化装置 Agilent5973NPCI／NCIアクセサリーキット 3，187，485 ダイオキシンチーム

ライセンスサーバー 富士通sun　Fire　V210（3FDl1KS46） 1，946，369 リモートセンシングユニット

時空間データ登録検索サーバー 富士通PRIMERGY　RX300Linux 3，995，880 リモートセンシングユニット

インベントリーフレームプロトタイプサーバー DELL　PowerEdge2600 1，422，750 土壌分類研究室

温室効果ガス発生モニタリング装置 筑波エンジTC－900他 12，390，000 温室効果ガスチーム

濁度計 アレックス電子COMPACTCLW 785，400 水動態ユニット

可視・赤外分光放射計 オプトリサーチGER1500 6，134，625 大気保全ユニット

草刈機 筑水キャニコムCMl502乗用 551，775 業務科

草刈機 筑水キャニコムCM1502乗用 551，775 業務科

気象・水文データ管理装置 富士通PRIMERGY　RX100HD 960，330 気候資源ユニット

ネットワーク対応型大型フラットベッドカラースキャナ 2806型CCDスキャナ 6，552，000 リモートセンシングユニット

有機廃液焼却装置 冨士工業FRB－10S 6，063，750 分析法研

CCD顕微鏡 キーエンスVHX－100 5，646，900 土壌分類研究室

コンピュータソフトウェア ArcGIS　Geostatistical　Analyst 546，000 リモートセンシングユニット

コンピュータソフトウェア ArcGISPublisher 546，000 リモートセンシングユニット

コンピュータソフトウェア 農業情報資源情報システム 4，200，000 土壌分類研究室

コンピュータソフトウェア InforBioのWEB公開システム 972，300 農業環境インベントリーセンター

コンピュータソフトウェア アースサイエンスWin／RHIZO　Regular根解析用 678，300 気候資源ユニット

コンピュータソフトウェア 温室効果ガス発生モニタリング装置用 2，310，000 温室効果ガスチーム
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（受託等予算財源）

機　　械　　名 型　　　式　　　名 購入金額（円） 研究室等名

粉砕機 バイオメディカルサイエンスShakeNasterVer1．2 1，496，250 組換え体チーム

マルチオートカウンター 大善技研工業DC－O－M2 1，470，000 植生生態ユニット

水晶振動子化学計測システム ユーエスアイQ－200AQCMシステム 2，754，675 環境化学物質分析研究室

構造物性相関解析装置 日京テクノスNT－ACD 2，976，750 農薬動態評価ユニット

純水製造装置 ヤマト科学オートピュァWR600G 1，240，680 土壌化学ユニット

水棲生物飼育装置 Mahne　Biotech　X1－4S 4，498，200 農薬動態評価ユニット

表面張力計 SITAt60／2ソフトウエアp 2，100，000 植生生態ユニット

デジタル容積計 藤原製作所FV－466型 737，100 放射性同位体分析研究室

積雪観測システム クリマッテクC－SR50 1，089，900 食料生産予測チーム

自動種子精選機 藤原製作所FV－459S 739，200 組換え体チーム

電気炉 藤原製作所AFR－30K 735，000 放射性同位体分析研究室

ロータースピードミル フリッチュP－14 907，200 土壌生化学ユニット

フォトダイオードァレイ検出器 ウオーターズ2996 2，777，250 土壌生化学ユニット

微量全窒素分析装置 ダイアンインスツルメンツ社TN－100型 6，386，730 土壌生化学ユニット

試料前処理装置 マイルストーンETHOSTC2 4，140，000 土壌生化学ユニット

シーダーテープ製作機 日本プラントシーダーSMV－1J 2，047，500 組換え体チーム

重金属排液装置 東洋製作所APH250BA　ADVANTEC 681，000 土壌生化学ユニット

不飽和土水分移動特性測定器 大起理化DIK－4183 1，321，792 土壌物理ユニット

イオンクロマトグラフィー装置制御用ワークステーション 日本ダイオネクス社製CMSクロマトワークステーション 997，500 物質循環ユニット

赤外放射計 キャップ＆ゾーネン社CG叫 756，000 気候資源ユニット

原子吸光光度計 バリアンspectrAA－220Z 6，877，500 土壌生化学ユニット

放射能測定装置 キャンベラウェル型Ge検出器GCW2521S 10，918，950 放射性同位体分析研究室

溶離液ジェネレータ ダイネクス社EG－40 997，500 放射性同位体分析研究室

気象観測装置 ヴァイサラQMwHBlo1－DTR502－QMLlo2－Rs232c 1，758，225 生態系影響ユニット

研究用炭化装置 T－4000L型 997，500 土壌微生物利用ユニット

深層土壌採取装置 藤原製作所FV－471 2，660，700 土壌分類研究室

酵素用精製用クロマトグラフィーシステム BIORAD　BioLogicDuoRowlO 6，233，535 ダイオキシンチーム

農業水資源データベース装置 富士通PRIMERGY　RX200HDタイプ 2，795，730 食料生産予測チーム

温暖化データ格納装置 富士通RAID装置CDS3－12RF他 1，990，905 食料生産予測チーム

多媒体陸面植生データ格納装置 富士通RAID装置CDS3－8TS－8他 1，096，620 食料生産予測チーム

（リース契約・運営費交付金財源）

機　　械 名 型 式 名 購入金額（円） 研究室等名

行政総合事務システム 沖電気GL　Series 6，062，347 総務部
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（6）特許等一覧表

1）国　内

発　明　の　名　称 発　明　者 出願年月日 特許・出願番号 備考

オキナワカンシャクシコメツキ用性誘引剤 玉木　佳男、杉江　　元 S59．6．28 特許第1389525号

長嶺　将昭、金城美恵子

（E）一4、（Z）一10一テトラデカジェニルアセタート、その製 玉木　佳男、杉江　　元 S59．12．3 特許第1609865号
造法およびその化合物と（Z）一1かテトラデセニルアセター 川崎建次郎、奥　　俊夫
トを有効成分とする昆虫誘引剤 若公　正義、氏家　　武

本間　健平、平野　千里
堀池　道郎

5一テトラデセン酸メチルの製造法 玉木　佳男、杉江　　元 S59．12．3 特許第1589436号
野口　　浩

5一テトラデセン酸メチルを有効成分とする昆虫誘引剤 玉木　佳男、杉江　　元 H　l．7．21 特許第1628011号
野口　　浩

土壌水分測定装置 粕淵　辰昭 S60．4．9 特許第1909283号

ジメチルカーバメートよりなる殺虫協力剤 宍戸　　孝、昆野　安彦 S61．5．23 特許第1646045号

カンシャノシンクイハマキ用性誘引剤 玉木　佳男、杉江　　元 S62．2．28 特許第2081639号
金城美恵子

オクタデかジェン・テトラインーカルボン酸誘導体およ 西山　幸司 S62．8．7 特許第2500314号
びその製造法

（E）一7，9一デカジエニルアセタートを追加成分とする昆虫 玉木　佳男、杉江　　元 S63．7．22 特許第1906565号 共同出願
誘引剤 長嶺　将昭、金城美恵子

9，11一ドデカジエニルブチレートと9，11一ドデカジエニル 玉木　佳男、杉江　　元 S63．8．18 特許第1906566号 共同出願
ヘキサノエートを成分とする昆虫誘引剤 長嶺　将昭、金城美恵子

植物生育培地水分制御法 久保田　徹、岩間　秀矩 S63．9．20 特許第1661053号
加藤　英孝、遅沢　省子

（Z）一7一ドデセニルアセタートと（Z）一9一ドデセニルアセタ 玉木　佳男、杉江　　元 S63．9．29 特許第1778711号

一トを有効成分とする昆虫誘引剤 川崎建次郎、北村　實彬

土壌病害防除・植物生長促進剤 小林　紀彦、飯島　宏一一 S63．10．19 特許第1855389号 共同出願

シュードモナス属細菌P－4菌株・土壌病害防除剤及び土 鈴井　孝仁、成田　　勇 H1．2．14 特許第2614913号 共同出願
壌病害防除方法

シバツトガの配偶行動撹乱剤 杉江　　元、野口　　浩 H2．12．27 特許第2851443号 共同出願
清水　喜一、河名　利幸
福田　　寛、山本　　昭
福本　毅彦、井原　俊明

宿主ベクター系 福本　文良、佐藤　　守 H3．4．19 特許第2600090号
美濃部侑三

シバットガの誘引剤 杉江　　元、野口　　浩 H4．1．27 特許第2779090号 共同出願
清水　喜一、河名　利幸
福田　　寛、山本　　昭
福本　毅彦、井原　俊明

芝生害虫の配偶行動撹乱剤 杉江　　元、野口　　浩 H4．1．29 特許第2793736号 共同出願
清水　喜一、河名　利幸
福田　　寛、山本　　昭
福本　毅彦、井原　俊明

ヨトウガの誘引剤 杉江　　元、野口　　浩 H4．4．3 特許第2779093号 共同出願
清水　喜一、河名　利幸
福田　　寛、山本　　昭
福本　毅彦、井原　俊明

3次元自由曲面設計装置 竹澤　邦夫 H4．！0．22 特許第2674678号

ナガチャコガネの誘引剤 杉江　　元、野口　　浩 H7．4．25 特許第2654514号 共同出願
川崎建次郎、本間　健平
大泰司　誠、柿崎　昌志
鈴木　宏始、福本　毅彦
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発　明　の　名　称 発　明　者 出願年月日 特許・出願番号 備考

チャバネアオカメムシの誘引剤 杉江　　元、野口　　浩 H7．4．25 特許第2720378号 共同出願
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　宏始
福本　毅彦

新規土壌凝集剤 高橋　義明、櫻井　泰弘 H7．9．6 特許第2741746号
牧野　知之

薬剤の放出制御・抑制方法およびその資材 小原　裕三、石井　康雄 H8．3．29 特許第2987422号

スルホキシド化合物及びそれを用いた植物生長阻害剤 藤井　義晴、原田　二郎 H8．7．12 特許第3163377号
平舘俊太郎、佐野　禎哉
大東　　肇、平井　伸博

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 山崎　慎一、梅　　二文 H8．11．29 特許第2838200号
に接続するためのインターフェース及び接続方法

土壌中の有機汚染物質を分解する分解菌の集積方法及びそ 高木　和広、吉岡　祐一 H9．2．14 特許第3030370号 共同出願
れを用いた分解菌の単離方法

新規植物成分およびそれを含有する植物成長阻害剤 平舘俊太郎、箭田　浩士 H9．2．27 特許第3099058号

杉江　　元、藤井　義晴

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 平舘俊太郎、中嶋　直子 H10．2．26 特許第2884511号

物成長阻害剤 箭田　浩士、藤井　義晴

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 高木　和広、吉岡　祐一 H10。5．18 特許第2904432号 共同出願
の分解菌の集積又は単離方法及びその分解菌を保持する分
解菌保持担体

土壌の病害抑止性の評価方法 横山　和成、松本　直幸 HIO．11．25 特許第3051920号

病原性が低い紫紋羽病菌菌株分離株V－70およびそれを含 松本　直幸、岡部　郁子 H11．9．14 特許第3231744号 共同出願
む紫紋羽病防除剤 須崎　浩一、吉田　幸二

植竹ゆかり

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 H13．1．25 特願2001－16569号 共同出願
植竹ゆかり、荒川　征夫
中村　　仁

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 高木　和広、吉岡　祐一 Hl1．6．22 特願200r505668号 共同出願
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

凝集剤 牧野　知之、扇谷　　浩 H13．9．28 特願2001－298825号 共同出願

LysRタイプ蛋白質CbnRの結晶構造 小川　直人、千田　俊哉 H14．5．30 特願2002－158173号 共同出願

リゾプス属糸状菌のポリガラクツロナーゼおよびポリガラ 吉田　重信、鈴木　文彦 H14．6．13 特願2002－173068号
クツロナーゼ遺伝子 月星　隆雄、封馬　誠也

篠原　弘亮

難分解性物質の分解方法 上垣　隆一、桑原　雅彦 H14．6．4 特願2002－168148号 共同出願
上路　雅子、宮本　秀夫
川端　孝博、鈴木　源士

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 高木　和広、高梨誠三郎 H14．9．26 特願2002－280712号 共同出願

システム

植物成長促進剤 藤井　義晴、平舘俊太郎 H15．3．31 特願2003－95375号 共同出願
荒谷　　博、濱野　満子

新規農薬分解菌と複合微生物系による農薬分解法 高木　和広、吉岡　祐一 H15．7．9 特願2003－194330号 共同出願
原田　直樹

農薬分解菌それを用いた浄化方法 高木　和広、原田　直樹 Hl5．8．26 特願2003－301183号 共同出願

ファージならびに植物非病原性細菌を利用した地上部植物 土屋　健一、畔上　耕児 H15．8．29 特願2003－307237号 共同出願
細菌病害防除法 小原　達二

重金属汚染土壌の浄化方法 牧野　知之、菅原　和夫 H15．ll．19 特願2003－388720号 共同出願
高野　博幸、神谷　　隆
佐々木宏太

微量液体連続霧化装置及びこれを利用した標準ガス発生装
置

小原　裕三、遠藤　正造 H15．12．12 特願2003－415232号
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発　明　の　名　称 発　明　者 出願年月日 特許・出願番号 備考

微生物保存用分散媒体及び微生物保存用容器 西山　幸司、篠原　弘亮 H15．12．12 特願2003－414632号

汚染土壌の浄化方法 牧野　知之、菅原　和夫
高野　博幸、神谷　　隆
佐々木宏太

H16．2．2 特願2004－25393号 共同出願

2〉外　国
発　明　の　名　称 発明者 出願年月日 特許・出願番号 備考

リゾキシン（抗腫瘍剤及びそれを用いた抗腫瘍治療方法） カナダ 佐藤　善司
松田　　泉
野田　孝人
奥田　重信
岩崎　茂夫
古川　　敦
小林　久芳

S59．10．16 特許第1237667号

リゾキシン カナダ S63．3．24 特許第1311434号

3次元自由曲面設計装置 カナダ 竹澤　邦夫 H5．3．23 特許第2092217号

アメリカ H5．3．24 特許第6590575号

ベルギー H5．3．25 特許第594276号

スイス H5．3．25 特許第594276号

ドイツ H5．3．25 特許第69326868．9－08号

フランス H5．3．25 特許第594276号

イギリス H5．3．25 特許第594276号

イタリア H5．3．25 特許第594276号

リヒテンシュタイン H5．3．25 特許第594276号

オランダ H5．3．25 特許第594276号

スウェーデン H5．3．25 特許第594276号

形質転換されたイネ縞葉枯ウイルス抵抗性イネおよびその
製造法

台　　湾 鳥山　重光
早川　孝彦
朱　　亜峰

H5．1．20 特許第82425号 共同出願

韓　　国 H4．12．1 特許第255474号 共同出願

中　　国 H4．12．2 特許第92115177．2号 共同出願

土壌中の有機塩素系化合物を好気的に分解する分解菌、そ
の分解菌の集積又は単離方法及びその分解菌を保持する分
解菌保持担体

オーストラリア 高木　和広
吉岡　祐一

H11．5．11 特許第735417号 共同出願

韓　　国 H11．5．11 特許第336195号 共同出願

EPC Hll．5．11 特願99918364号 共同出願

カナダ H11．5．11 特願2296658号 共同出願

好気的にPCNBを分解する分解菌の集積及び単離方法 アメリカ 高木　和広
吉岡　祐一

H11．5．11 特許第6498028号 共同出願

土壌処理のため多孔質材に有機汚染物質を分解する分解菌
を集積する方法

アメリカ 高木　和広
吉岡　祐一

H11．8．23 特許第6451580号 共同出願

単離した分解菌の集積方法及びその集積方法により得られ
た分解菌保持担体、その分解菌保持担体を利用する汚染土
壌回復又は地下水汚染防止の方法

韓　　国 高木　和広
吉岡　祐一

Hl1．6．22 特許第0441689号 共同出願

EPC H11．6．22 特願99925418．8号 共同出願

アメリカ H11．6．22 特願09／744996号 共同出願

カナダ H11．6．22 特願2342805号 共同出願

オーストラリア H11．6．22 特許第751850号 共同出願
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4．図書

平成15年度受入れ図書・資料数およびサービス件数は次のとおりである。

（1）受入れ図書・資料冊数

区　　分 購　入 寄　贈 計

単行書
（冊）

和 615 14 629

洋 192 42 234

資料
（冊）

和 0 139 139

洋 0 37 37

雑誌
（種）

和 79 679 758

洋 189 126 315

（2）サービス

レファレンス 外部への複写依頼 外部からの複写依頼

省 内 69件 1，171件 2，744件

省 外 12件 732件 42件

計 81件 1，903件 2，786件

他機関へのコンテンツ・シートの提供

農林水産省所管の機関（当所を除く）からの来館者

他省庁所管の機関からの来館者

一般（地方自治体、大学、民間など）来館者

筑波研究学園都市内の他機関を利用した当所職員

1誌（のべ　　　　1件）

132人（コピー　3，917枚）

37人（コピー　1，048枚）

176人（コピー　3，420枚）

9人

5．視察・見学者数

区　　　分 農業関係者 一 般 学 生 公　務 員 外 国 人 計
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6．委員会

人　数 備　　考
委　員　会　名 委員会の　目　的 委員会委員構成 （含むオブ

ザーバー） （事務局・庶務）

業績評価審査委員会 法人に勤務する研究管理職員及び研究職員の資質の向 理事長、理事、部長、セン 9 （研究企画科）

上及び研究の活性化並びに法人の運営に役立てるため ター長
に、法人における研究、運営及び科学技術への貢献等
の業績の評価及び審査を公正かつ透明に行うことを目
的とする

公募型プロジェクト等 公募型プロジェクト等に、研究職員が応募しようとす 部長、センター長、研究企 9 （研究企画科〉

検討委員会 る際、申請書の記載事項について、法人の研究推進方 画科長、研究交流科長（派
向との適合性を検討するとともに、申請内容に対する 遣規定に基づく研究職員派
助言を与えることを目的とする 遣の場合のみ）

研究推進費審査委員会 研究推進費の執行に関する審査を行い、法人の公正か 部長、センター長 7 （研究企画科〉

つ効率的運営に資することを目的とする

施設委員会 法人における施設・用地の利用及びエネルギー対策等 部長、センター長、会計課 10 （研究企画科）

の管理運営に関する事項を審議し、研究効率の向上に 長、研究企画科長、施設管
資することを目的とする 理係長

機械委員会 法人における研究用機械等の計画的な導入及び管理運 企画調整部長、研究企画科 8 （研究企画科）

営に関する事項について審議し、研究効率の向上に資 長、業務科長、研究部長、
することを目的とする センター長

圃場委員会 圃場の管理運営に関する事項を審議し、調査及び研究 企画調整部長、業務科長、 10 （研究企画科）

の円滑な推進を図ることを目的とする 総括作業長、各部・センタ
一職員

アイソトープ委員会 法人における原子力の利用研究及び放射線障害防止並 企画調整部長、研究企画科 9 （研究企画科〉

びに緊急放射能調査について必要な事項を審議するこ 長、環境化学分析センター
とを目的とする 長、庶務課長、会計課長、

放射線取扱主任者、放射線
業務総括者、開放研究室責
任者、開放研究室放射線管
理者

外国人招へい候補者選 第3者機関が制度として実施する外国人招へい研究者 企画調整部長、研究部長、 6 （研究交流科〉

考委員会 の候補者の選考を行うことを目的とする センター長

組換えDNA実験安全 法人における組換えDNA実験の安全かつ適切な実施 組換えDNA研究者、組換 12 （企画調整部）

委員会 に必要な事項について調査・審議し、及びこれらの事 えDNA研究者以外の法人
項に関して理事長に対し助言又は勧告することを目的 内研究者、法人外の学識経
とする 験者、予防医学等の専門家、

安全主任者、総務部長

組換え体利用に関する 法人における組換え体利用に関する業務の安全かつ適 組換え体研究者、組換え体 12 （企画調整部）

業務安全委員会 切な実施に必要な事項について調査・審議し、及びこ 研究者以外の法人内研究
れらの事項に関して理事長に対し助言又は勧告するこ 者、法人外の学識経験者、
とを目的とする 予防医学等の専門家、業務

管理者、業務安全主任者、
総務部長

研究技術情報高度化委 法人における研究技術情報高度化の推進方策等に関す 企画調整部長、研究企画科 9 （研究情報システ

員会 る事項について審議し、研究技術情報高度化に関する 長、研究情報システム科長、 ム科）

業務の円滑な推進及び効率的な運営を図ることを目的 情報資料課長、各研究部・
とする センター職員、（必要に応

じて総務部職員）

研究技術情報高度化委 法人の電子計算機関係の共用室並びに共用機器の整備 研究情報システム科長、企 6 （研究情報システ

員会情報部会 と管理運営を円滑に行うことを目的とする 画調整部職員、各研究部・ ム科）

センター職員

共用ネットワーク運営 農林水産研究計算センターと接続するのに必要な共用 研究技術情報高度化委員会 6 （研究情報システ

会議 ネットワークが効率的に利用できるよう管理運営を図 情報部会員、農林水産研究 （8） ム科）

ることを目的とする 技術情報運営協議会専門部
会員法人代表、（オブザー
バー：法人に居室等を有す
る他の独法職員）

報告・資料投稿論文審 農業環境技術研究所報告及び農業環境技術研究所資料 理事、企画調整部長、研究 8 （情報資料課）

査委員会 に投稿する論文等について審査を行い、その内容の質 部長、センター長、情報資
的向上を図ることを目的とする 料課長
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人　数 備　　考
委　員　会　名 委員会の　目　的 委員会委員構成 （含むオブ

ザーバー） （事務局・庶務）

図書委員会 法人における図書、資料（電子媒体によるものを含む） 企画調整部長、情報資料課 9 （情報資料課）

の効率的な利用と適切な運営を図り、調査及び研究の 長、各部・センター職員
円滑な推進を図ることを目的とする

広報委員会 法人における調査及び研究成果の広報活動並びに刊行 企画調整部長、研究企画科 10 （情報資料課）

に関する事項を企画、審議し、効果的な研究推進に資 長、研究情報システム科長、

することを目的とする 情報資料課長、総務部職員、

各研究部・センター職員

温暖化防止対策委員会 地球温暖化対策推進大綱に則り、農業環境研究を所掌 化学環境部長、総務部長、 14 （総　務　部）

する法人において目に見える地球温暖化防止対策活動 研究交流科長、業務科長、
を推進することを目的とする 庶務課課長補佐（庶務班担

当）、会計課課長補佐（経
理班担当）、各研究部・セ
ンター職員

職員採用審査委員会 職員の採用に関する計画の立案及び採用審査を行い、 理事、部長、センター長、 9 （庶　務　課）

優れた人材を採用することを目的とする 庶務課長

研究職員等給与等審査 研究職員及び任期付研究員の給与の決定等にあたり、 理事、部長、センター長、 9 （庶　務　課）

委員会 適正な審査・評価を行うことを目的とする 庶務課長

安全衛生委員会 法人における職員の安全及び健康を確保し、快適な職 総務部長、業務科長、庶務 13 （庶　務　課）

場環境の形成を促進することに必要な事項について調 課長、会計課長、産業医、
査・審議し、理事長に意見を述べることを目的とする 衛生管理者、安全及び衛生

に関し経験を有する職員

法人文書開示決定等審 法人における情報公開事務処理の手引きに定める開示 部長、センター長、研究企 10 （庶　務　課）

査委員会 請求文書の開示決定等を適正に行うことを目的とする 画科長、庶務課長、会計課
長

防災対策委員会 防災管理（火災・震災その他の災害の予防及び人命の 部長、センター長、業務科 10 （会　計　課）

安全並びに災害の防止）の適正な運営を図ることを目 長、庶務課長、会計課長
的とする

指名競争参加者選定委 指名競争契約に参加する者の指名及び随意契約を行う 総務部長、会計課長、会計 4 （会計課施設管理

員会及び随意契約審査 場合に開催し、審査することを目的とする 課課長補佐（経理班担当）、 係）

委員会 審査係長 建設工事契約及び
測量・建設コンサ
ルタント等契約
（会計課契約係）

建設工事契約及び
測量・建設コンサ
ルタント等契約以
外の契約

契約審査委員会 契約事務の適正な処理を図ることを目的とする （建設工事契約及び測量・ 4 （会　計　課）

建設コンサルタント等契
約）

総務部長、会計課長、会計
課課長補佐（用度班担当）、

施設管理係長
（建設工事契約及び測量・

建設コンサルタント等契約
以外の契約）

総務部長、会計課長、会計
課課長補佐（用度班担当）、

契約係長

予算検討委員会 法人の予算の要求及び配分に関する検討を行い、もっ 総務部長、企画調整部長、 5 （会　計　課）

て法人の研究効率の向上に資することを目的とする 研究企画科長、会計課長、
予算係長

特定調達審査委員会 国の物品等の調達手続きの特例を定める政令の規程が 企画調整部長、総務部長、 4 （会　計　課）

適用される物品等の調達に関する所要事項を審査し、 会計課長、契約係長
適正な予算の執行を図ることを目的とする （理事長の指名する若干名）

グリーン調達推進委員 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に 企画調整部長、総務部長 2 （会　計　課）
ム
ム 定める環境物品等の調達の推進を図るための方針の作

成及び方針に基づく物品等の調達の推進を図ることを
目的とする

毒物・劇物安全管理対 毒物及び劇物の適切な管理の維持に必要な事項を審議 会計課長、研究企画科長、 10 （会　計　課）

策委員会 するほか、管理責任者及び使用者に対し、安全管理に 業務科長、各研究部・セン
ついての改善措置等を行うことを目的とする ター職員、必要に応じ衛生

管理者及び産業医
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