
ISSN 0910-2000 

平成 14年度

No.20 2002 

独立行政法人 農業環境技術研究所



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 

量 、、
輔 ・.

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 O 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 O

あわせて、農業環境研究の対象領域を表している O



は し が き

われわれが生きている21世紀の世界的規模での課題には、環境と情報とエネルギー問題がある O いずれも現在の社会

構造を根底から変革する威力を内包している O これらに対応しないで事を怠ると、遅れた国家にならざるを得ない。そ

のうえ、これらの課題は、一国の混乱が世界中にさまざまな影響を及ぼす類のものである O 地球温暖化や2000年問題や

放射能汚染がそのよい例である O

この意味においても、環境研究を推進することの必要性はますます高まるであろう O それでは、環境研究を進めるに

あたって、われわれは今後どのようなことを考えていけばいいのであろうか。私は、ここで次の三点を強調したい。そ

れは、「分離の病Jを克服し、「国際・学際・地際Jを推進し、「備隊的視点」を維持し続けることである O

「分離の病jは三つある O 専門主義への没頭や専門用語の迷宮など生きていない言葉を使う「知と知の分離」、理論

を構築する人と実践を担う人との分離やバーチャルと現実の分離に見られる「知と行の分離」、客観主義への埋没、知

と現実との極端な希離(かいり)に見られる「知と情の分離」がそうである O 環境研究を推進するにあたっては、これ

らの分離を可能な限り融合することが必要で、ある O

国籍、人種、宗教、政治、経済体制、貧富、性別などを差別せず、お互いが相手の立場にたって思考し、志見の対立

が感情の対立にならない交流が、「国際」化と考える O 空間を超えて生じている環境問題を解決するためには、この国

際化を無視することができない。広く分野や所属をこえて研究を共にする「学際」は、説明の必要がない。現場のない

環境研究はありえない。これが、「地際Jの重要な点である o f国際・学際・地際jの融合こそが環境研究の決め子にな

るであろう O

f1府搬的視点Jとは、人類が20世紀に獲得した最大の成果である O 文明史上、人類が最高の高度から地球を眺め、人

類と地球の来し方行く末を認識する視点である o 20世紀の人類は月にその足跡をしるし、火足に生き物が生息しないこ

とを確認し、人類のあり万を考える術搬的視点をえた。これらの三点が、環境研究を進めるうえで重要である O

人類は自分たちの利益を増すことに努力し、今日の繁栄を手に入れた。これは、すなわち「白jの歴史であった。そ

の結果、環境問題が起こり、「白」を主体におけば行き詰まりが見えることを理解した。歴史は、「白から他へ」に視線

を向けなければならないことを教えてくれた。われわれは、遅まきながら環境を視野に入れた科学が必要であることに

気づいた。「自他の共生Jを図らなければ、地球の、ひいては人類の将来がないことを学んだ。この原理は、環境問題

を研究しているわれわれの組織においてもしかりである O

自然界では「自Jと「他」が併存し、両者の共存で全体が成り立っている O 併存する「白・他」を含む全体が機能す

ることは「自他の共生jといえる O これによって自然界はうまく運行している O この自然界の「自他の共生Jを、環境

を研究している我々の組織にもうまく適用させることが肝要である O 組織であるから、自他の均衡は難しく、そこには

「自他の衝突Jが待ちかまえている O しかし我々は、知恵、と協力と活力を背景に、「自他の共生」のシステムを構築し

なければならない。

このように、「分離の病Jを克服し、「国際・学際・地際jを推進し、 f1府搬的視点」を維持し、「自他の共生」を図ろ

うとする意志が、環境研究を推進していく基となるであろう O

このような観点から、本年度は、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、中国および韓国の農業環境研究機関との MOU(協定覚え書き)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してきた。この年報にもその成果が、少しず

つ現れてくることを期待している O

平成15年6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、

ブ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 O 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O

気象研究グループでは、 「気候変化、二酸化炭素の上

昇による農業気候資源量の変動特性の解明と影響評価手

法の開発」、 「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」、 「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Jを行っている O

このうち、農業水資源の分布とその変動特性の解明の

ため、総合的モデルのなかで主要な役割をもっ濯瓶モデ

ルの計算ルーチンを決定し、モデルの駆動に必要なデー

タベースを作成した。次に、農業生産マネージメント的

視点から見た気候変動影響評価のため、アジア地域の

NDVI画像のノイズ除去を進め、処理した画像の季節変

化の周期性を解析することにより二毛作地域の抽出が可

能なこと、有効積算温度と NDVIの季節変化パターンと

の関係を利用して作目の分類が可能なことを明らかにし

た。また、アメダス地域気象データ等を用いた水田水

温・地温の予測評価モデルの開発を行い、全国各地で取

得された水田水温データを用いてモデルの改良を行い、

その広域適応性を検証した。この結果、改良モデルは高

精度で水田水温を推定できることが明らかになり、メッ

シュ気象データなどを組み合わせることで、水田水温・

地温について雨的分布の推定が可能になった。

大気 COzの増加が生産量と水利用に及ぼす影響の予

測のため、高 COz濃度によるイネの生長量増加に及ぼ

す窒素追肥の影響について解析した。中国にて FACE

(開放系 COz濃度増加)実験を実施した結果、葉の窒

素総量の鉛直分布の変化を考慮することで生長促進をよ

り的確に予測可能なことを示した。また、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

学実験を行い、 COz濃度に加え温度制御も可能な開放

系実験システムについて、開発のための基礎的調査を

行った。

温暖化と大気 COz増加が農業生態系に及ぼす影響の

プロセスモデリングのため、 FACE及びチャンバー実

験で得られたイネ生長と土壌環境の実測値を用いて、農

業生態系の生物地球化学モデル (DNDCモデル)を検

証し、改良すべき点を明らかにした。また、大気 COz

の増加が農作物の高温ストレスに及ぼす影響について、

穂の蒸発散の計測手法を開発する基礎として野外測定を

かさね、イネ群落の穂の熱収支と高温ストレスとの関係

を明らかにした。

農業生態系における大気質の放出・拡散過程のモデル

化と濃度評価手法の開発について、花粉の飛散数、交雑

率、気象条件を調査した。ドナー群落からの距離に伴う

交雑率の変化パターンと落下する花粉数のパターンが一

致することなどを明らかにし、気象条件が交雑の発生状

況に関与する実態を明らかにした。次に、地表面条件と

風送ダスト発生の関係解明に関する研究では、空中ダス

トの濃度、気象条件、土壌水分等を調査し、オアシス農

地からのダストの舞い上がりが、風送ダストの発生に寄

与する点を指摘した。また、温帯高山草原生態系におけ

る生物気象環境の時間的空間的変動の解明のため中国青

海高原で継続観測を実施し、熱収支の季節変化の特徴を

明らかにした。

水田など農耕地による気候緩和機能の解明のため、夏

期高温期を中心とする気温分布観測の結果を解析し、高

温となる時間帯に水田地帯の気温が低下することを示し

た。こうした気温分布は、水田、山林、市街地の 3地日

の両積割合により説明できることを明らかにした。

生態システム研究グループでは、 「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」、 「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J、 I GISを活用した農業生態系の空間構

造変動の定量的把握子法の開発」、 「衛星情報のデータ

ベース化と画像解析手法の高度化」、 「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J、
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「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jを行っている O

このうち、広域的な窒素負荷が生態系の物質循環に及

ぼす影響の解明では、関東地域を対象として降水、土壌

水等の採取、林床からの N20発生量の測定を行ない、

N20の発生は主に植物、微生物の活性にともなう可給態

窒素の増減に支配されていることを明らかにした。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

する研究では、降水、土壌水、渓流水、落葉などの採取

と分析、気象観測を行い、乗鞍地域では貧栄養で窒素の

内部循環量が小さいことを明らかにした。また、東アジ

ア各国の食料生産量・消費量、施肥量、 NOx排出量、

気象等のデータを収集し、窒素収支モデルを用いて環境

への窒素負荷の地域分布をマップ化した。

全国版養分収支算定システムの拡充と整備のため、非

可食部の物量を除去した物流を推測し養分収支算定を行

う方式を開発した。これにより、輸入の増加とは逆に養

分総供給量が減少傾向にあることを明らかにした。また、

地域バイオマスエネルギ一生産システムの環境影響評

価、経済性評価では、エタノールプラントと家畜糞尿コ

ジ、ェネレーションプラントを取り上げ、環境負荷との関

係を明らかにした。

農業生態系の空間構造変動に関する歴史地図および地

形図等の活用手法の開発について、迅速測図と環境省自

然環境 GISにおける第 3次植生調査の重ね合わせ処理

を行った。その結果、上地利用変化の傾向の客観的把握

が可能になった。また、 GISを活用した土地・水利用変

遷の実態解明と生態系動態の空間シミュレーションシス

テムの開発では、農地・水域等における潜在的な生物生

息環境を検出するための基礎的な地理情報のデータベー

スイヒを行った。

地球観測衛星データベース作成手法の開発とそのデー

タ利用による地域環境把握技術の開発のため、航空機搭

載ハイパースペクトルデータを活用した植生指数DVVI

(Derivative Value Vegetation Index)を開発した。この

指数は、プラスチックフィルム被覆がある場合でも植生

指数を求めることができるなど、有効性が明らかになっ

た。また、衛星情報のリアルタイム解析のための要凶技

術及びシステム設計では、衛星データをリアルタイム処

理するためのシステムの基本構造を決定した。さらに、

衛星データの現地調査システムとして、リアルタイム

で、衛星画像上に調査者の位置を示す装置が完成した。

マイクロ波センサー情報利用等による作付け動向モニタ

リング手法の開発では、熱帯地域での RADARSAT/ 

SARデータ等を利用して水田作付面積を把握する手法

を開発した。

リモートセンシングおよびモデリングによる植物・環

境情報の計測評価について、分光デジタル画像を実時間

で連続記録できるシステムを開発し、葉面積指数等の生

育情報を高精度で図化した。また、リモートセンシング

技術による農業的土地利用の把握と作物フェノロジー検

出法の開発では、赤色および近赤外を利用した土地利用

分類手法を開発し、植生のフェノロジーと群落構造に関

連する情報を偏光現象で検出する方法を開発するための

基礎が明らかになった。フェノロジーの検出について

は、葉層構造の異なるマメ科草とイネ科草の混生牧草群

落のマメ科率の推定が可能となった。次に、農耕地にお

ける炭素収支関連パラメータの評価手法の開発では、植

物生長、 CO2フラックス、中低高度からの高精度リ

モートセンシング計測データ等を解析し、土壌呼吸が熱

赤外リモートセンシングによって得られる地表面温度に

密接に関係付けられることを示した。

環境資源情報解析のための多変量解析手法・系統分類

手法の開発では、多変量正規分布の確率計算プログラム

および巨大系統樹をより短い計算時間で推定可能な実用

的プログラムを開発した。また、超多次元構造をもっ

データベースの解析ツールの開発では、昨年度開発した

生育予測モデルに必要なパラメータを算出するプログラ

ムを作成した。作成したスキームを既存の大豆栽培デー

タに適用したところ、大豆の開花期に与える温度の影響

は一定ではなく、生育に伴って変化することが確かめら

れたO

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Jを実施している O

このうち、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、ライシメータ圃場で CO2、CH4、NzOの地

下水溶存濃度を測定し、 N20の発生を少なくすること

で効率的な温室効果ガスの発生抑制が期待できることを

明らかにした。また、バイオマス中の炭素、窒素、ハロ

ゲン含量の測定と燃焼実験を行い、稲ワラ焼却による温

室効果ガス発生量を推定した。次に、栽培管理技術およ

び土壌保全技術を利用した満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、NzOブラックスの通年変化を

測定し、中干以降の間断濯概の効果を明らかにした。

アジアの農耕地における C弘、 N20の発生量の評価
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とその発生抑制技術の確立に関する研究では、黒ボク土

畑からの NzO発生量推定のためには、畑地の施肥管理、

草地における NzO発生と CH4発生とのあいだのトレー

ドオフ関係、土地利用変動が重要なパラメータであるこ

とを明らかにした。さらに、 DNDCモデルをわが国の

農耕地土壌に適用する場合には、黒ボク土の特徴として

土壌微生物バイオマス炭素含量と土壌有機炭素含量の比

を減少させる点について考慮することが必要で、あること

を示した。大気環境から見た LCA評価の検討では、主

な畑作物について年間を通して圃場に投入された資材と

それによる亜酸化窒素発生量に関するインベントリー去

を作成した。

食料生産予測チームでは、 「地球規模の環境変動に伴

う生育阻害要因を考慮した東アジアのコメ生産力の変化

予測」、 「中国における砂漠化に伴う環境資源変動評価

のための指標の開発に関する研究」を行っている O

このうち、大気海洋結合モデル及び統計的手法を用い

た高精度の気候変動予測については、気温の統計的ダウ

ンスケーリング手法 (SDM)を適用し、全球気候モデ

ル (GCM)による予測結果と比較し SDMが有力な手

法であることを示した。また、アジア域水循環予測で

は、アジア地域を対象に降水量を 10kmメッシュでダウ

ンスケーリングする点に焦点を絞り、 SDMの手法によ

り温暖化時の降水量分布を求めた。この結果、西日本と

中国揚子江中下~華南流域で減少、北日本と中国華北~

東北地域で増加するなどの特徴を明らかにした。

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、温暖化に伴い揚子江流域と

西日本で渇水リスクが高まり、多湿黒ボク土地域では水

稲登熟期に窒素の過剰吸収が起こる可能性を指摘した。

害虫発生量の予測では、ニカメイガの誘殺灯捕獲データ

を分析し、冬季の気温上昇が越冬個体数に大きく影響す

ることを示した。環境変動が食料供給力に及ぼす影響予

測手法の開発では、主要作物の栽培に必要かっ十分な自

然条件を抽出し、耕地の栽培適地分級を行った。また、

衛星データを用いた農耕地における一次生産および関連

諸量のマッピングの高度化に関する研究では、東アジア

の主な地域を対象として純一次生産力の分布図を作成し

た。

地球温暖化における陸上生態系フィードバックに関す

る研究では、落葉樹を対象とし落葉期の呼吸消費と次期

の展葉に必要な養分を着葉期に貯蔵する過程を考慮した

群落構造モデルを作成した。モデル推定値と実測値との

比較を行った結果、樹高別の樹木数などを再現できた。

また、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、個葉レベルの作物生理モデルに気候変動時の

水と光の利用効率の変化を組み込むため、個葉の光合成

応答を生化学的に予測するモデルと気孔コンダクタンス

のモデルを結合した。

土壌炭素ブラックスの時空間変動モデルの構築と広域

推定子法の開発では、代表的な土壌炭素動態、モデル

RothCについて、有機物の分解過程に改良を加え既存の

連用水田のデータを適用した結果、適合性の向上が確認

された。また、全球陸域炭素フラックスのモデル化に関

する研究では、冷温帯の草原生態系を対象とし、根から

のCOz発生量を地上部の情報から推定する手法を開発

するため、衛星データを利用して生態系炭素収支のマッ

ピングを行い、全球の純一次生産力分布には、北米東

部、アマゾン、西アフリカおよび中国南部からインドシ

ナにかけて生産力が大きい地域が分布する特徴を明らか

にした。

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、中国および日本において土壌侵食や塩類化の予

測に必要なデータを収集し、土壌侵食量や土壌生産力を

推定したところ、雨量の少ない地域や傾斜が急な地域で

の差が大きくなることを明らかにした。次に、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開発に

関する研究では、砂漠化プロセスを説明する指標を開発

し生物生産力変動との関係を解析した。この結果、砂地

域の脆弱性が高い植生群落種を砂漠化の指標とすること

が合理的なことを明らかにした。

マイクロ波センサ情報利用等による災害被害の把握手

法の開発については、過去の事例をもとに洪水を予測す

るための指標を解析し、洪水の検知にはマイクロ波によ

る水面の検出が有効で、あること、該当年の降水量とその

平年偏差から被害地域の検出が可能なことを示した。こ

うした、気象・地理情報と衛星データを組み合わせた災

害検知、権災面積・作況推定手法の基礎が明らかになっ

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Jに関する研究を実施

している O

このなかで、微量ガスフラックス評価子法の高度化で

は、連測測定データに対して定常性テスト、乱流強度テ

ストなどの品質判定法を適用し異常値を除去する方式で

フラックスの欠測値補完法の検討を行った。その結果、

補完の有効性が明らかになり、大気 COzのシンクと

ソースの判定精度が向上することを示した。
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生態系温室効果ガス収支データの蓄積とデータベース

の展開では、アラスカのツンドラにおける C02および

CH4ブラックスについて 1999年から 2001年までの 3年

間の観測データの解析を行い、年間では CO2のシンク

となることを示した。また、東アジアモンスーン生態系

のフラックスネットワークの確立では、国内の AsiaPlux

観測点の Webサイトと AsiaPluxのWebサイトを連結

し、データベースをネットワーク上で利用するための基

盤を構築した。次に、各種生態系における大気と

CO2、C匹、エネルギー交換量の解明では、つくば市周

辺の慣行栽培水田および釧路湿原で年間の CO2収支を

評価し、水田では C02の吸収、また釧路湿原では CH4

の放出となる実態を明らかにした。

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、水田で採取した空気および土壌サンプル中の

CH1の安定同体比を解析し、土壌中での CH4の酸化割

合は移植期以降徐々に低下し、移植後約 2.5ヶ月後には

50%まで低下する特徴を明らかにした。加えて、耕作期

間の通算では、生成された CH4のうちの約 1/3が大気

中に放出され、 2/3は土壌中で酸化されることを示し

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 O 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研究を実施している O ま

た、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

流動や昆虫相への影響評価手法の開発や安全性評価の指

針に沿った調査等の基礎研究を実施した。

植生研究グループでは、中期計画の中課題として、

「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Jに関する研究を実施している O 一

方、その中身を具イ本的にみると、 「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J、 「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 J、 「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、広範な内容になっ

ている O

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 o 14年度は、水団地帯に分布する絶滅危倶水

生シダ植物(サンショウモ、デンジソウ、オオアカウキ

クサ、ミズニラ)と普通植物(ウキクサ、コウキグサ)

を用いてベンスルフロンメチルへの暴露試験を実施し

た。その結果、ミズニラを除く絶滅危倶水生シダ植物

は、普通植物に比べて半数致死量、半量生育量がともに

低く、 su剤に対する感受性が高いことが解明され、

su剤がそれら植物種の生存に悪影響を及ぼしているこ

とが推察された。一方、代かき時に水田から流出する土

壌懸濁物質には残留性有機汚染物質などが吸着されてい

ることがあるため、代かき水中の土壌懸濁物質を捕捉

し、これら有害物質の生態系への拡散を防止する必要が

ある O そこで、環境研究[環境ホルモン]プロジェクト

研究において、水田周辺の湿性植生(アシカキ、クサヨ

シ、ガマ、ヨシ等)による土壌懸濁物質の捕捉機能を定

量化した。代かき水に含まれる土壌懸濁物質は、面積が

26 -----110 mの湿性植生内に導水することによって 46-----

98%が捕捉され、捕捉率は植物量が多い植生ほど高く、

粒径別には 30μm以下の小さな土壌粒子がよく捕捉され

た。この成果は、有害物質の運搬媒体となる土壌懸濁物

質を捕捉し、生態系への有害物質の拡散を抑止するため

の技術開発に有効な情報であり、これを所の主要成果と

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 o 14年度は、茨城県南部地

域におけるタコノアシ群落の分布状況を把握し、タコノ

アシ分布域の自然立地条件を抽出した。また、河川・用

水路・休耕田を対象とした植生調査を実施し、植物分布

の特性を把握するとともに、地理情報データを利用して

水辺環境の自然立地区分を行った。一方、調査・解析シ

ステムのフレームを作成するために、 3次メッシュを単

位に気象、土壌、地質、地形、植生、交通立地の因子

( 106カテゴリー)により国土全域を 62の生態系に類

型し、さらに、各クラスの森林面積の代表値により山

地・丘陵地景観と位置づけられた 32類型を、 4つの森

林景観と 14の農業景観に集約し、全体で 46の類型を得

た。この生態系の類型と関連して、法人プロジェクト
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(独立研究領域)研究において、農業生態系の景観構造

と生育地の植生構造が在来タンポポ、セイヨウタンポボ

及び3つのタイプの雑種の構成比や分布特性に及ぼす影

響について調査した。その結果、雑種のうちで構成比の

高い 4倍体雑種が造成地や空き地の多い都市的環境に、

在来タンポポは樹林の林縁面積が多い環境によく出現す

る傾向を認めた。

カテコール化合物等の生理活性物質は、自然界や農業

生態系に生存する多くの植物種から放出されている O

14年度は、それら物質による他感作用を検出するため

の根圏土壌法の確立、プラントボックス法の改善、それ

らを用いた他感作用の検出ならびにその原因物質の同定

を行った。根圏土壌法は、根に付着あるいはその近傍に

ある土壌を材料として、植物根から産出される他感物質

を検出するための手法であり、極めて実用性が高い現場

向きの検出手法であるとともに、この手法を用いること

によって、プラントボックス法では検出が困難であっ

た、セイタカアワダチソウの根から産出される疎水性の

他感物質を検出することができた。また、環境研究[持

続的農業]、パイオニア特別研究[カテコール]、バイ

テク先端技術[雑草防除]、革新的技術開発[生理活性

物質]が完了となり、これらプロジェクト研究の成果と

して、①被覆植物として有望なヘアリーベッチが産出す

る他感物質がシアナミドであり、本物質が植物によって

合成される事実を新発見したこと、②ムクナが産出する

他感物質がしDOPAであり、その生育阻害作用が活性

酸素によるものであることを解明したこと、③ソバから

没食子酸と新規物質ピベリジンアルカロイドなど 6種類

の他感物質を同定したこと、④樹木の間伐材等から生理

活性のある精油成分を抽出する子法を開発し、特許申請

中の新規植物成長促進物質を同定したことなどがある O

一方、クワの葉両に常在するバクテリア(Bacillus 

amyloliquefaciens )がクワ炭症病原菌の増殖を抑制する

ことが知られており、その原因を究明するための研究を

実施し、バクテリアが産出するイチュリン類が原凶物質

であることを解明した。また、同定したイチュリンの中

には新規物質が 1種類含まれること、バクテリアの培養

法とイチュリンの精製手法を確立したことなど、多くの

有用情報が得られたので、この研究成果を所の主要成果

として公表した。(小川恭男)

昆虫研究グループでは、 4つの小課題の下に 5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、生物環境安全部組換え体チーム、植生研究グループ

の小課題の下でi担当する実行課題を実施した。以下に

その主要課題について述べる O

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

「ノ、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。マメハモグリバエの導

入-土着寄生蜂聞の競争関係を世代間シミュレーション

モデルにより解析した結果、導入外部寄生蜂は土着外部

寄生蜂の絶滅時間(世代数)に影響を及ぼさないが、土

着内部寄生蜂に影響を与える危険性が示唆された。ま

た、クリタマバチの導入寄生蜂と土着寄生蜂の種構成、

交雑性の年次変動が、核 DNAマーカーの開発によって

初めて追跡可能となり、年次を追うごとに導入寄生蜂の

優占率が高くなった。しかし、導入-土着(早期羽化

型)寄生蜂聞の交雑成虫は検出されず、後者の減少は導

入種との交雑が原因ではないと推定された。

大課題「農業生態系の構造と機能の解明」の中では、

見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 O 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Jを実施した。ブタクサの小群落を約 100m間隔

で 17箇所に配置して、ブタクサハムシの個体数増加過

程およびブタクサの食い尽くし過程を明らかにした。ま

た、成虫の群落での残存率および群落聞の移動分散を調

査し、群落から移出して他の群落で再捕獲される個体数

が少ないことを明らかにした。これらの結果は、ブタク

サハムシは移入した群落で急速に増殖して餌植物を食い

尽くすが、一方、食い尽くす以前から他の群落に移動す

る成虫も多数存在すること、今回設定した群落間隔では

成虫が他の群落へ到達する率が低いことが明らかとなっ

た。得られた結果は、昆虫と寄主植物の相互作用モデル

を作成する際の基礎的パラメータとして利用する O

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 O すなわち、温暖化に

伴って北上しているハイマダラノメイガの発生動態を効

率的にモニタリングする上で、 (E.E)-11.13-hexadecadienal 

と (Z)-ll-hexadecenalの2成分の混合物が有効であるこ

とを野外での誘引試験で発見した(研究主要成果参

照)。なお、前者は既に本種の性フェロモン成分として

知られていたが、この成分だけでは誘引力が弱く利用で

きなかった。しかし、今回発見した後者を混合した物を
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担体に含浸させることにより、 1ヶ月間程度、良好な誘

引効果が持続することを明らかにし、モニタリングへの

利用が可能であることを示した。また、交信かく乱剤へ

の抵抗性を示すチャノコカクモンハマキ系統の野外での

存在を以前に示したが、このような系統を室内検定に

よって検出する方法を試み、交信かく乱剤への感受性低

下を室内で検定することが可能であることを明らかにし

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、ヒメカメノコテントウ

等、 3種の天敵を新規に導入し、アクティブコレクショ

ン(配布可能なコレクション)に新たにチャノコカクモ

ンハマキおよびトピイロウンカ bph-2を迫加した。収集

した昆虫の特性を評価し、 トビイロウンカの抵抗性イネ

品種への加害性等についての特性を明らかにした。ま

た、全国の農林関係独立行政法人の研究室で飼育されて

いる昆虫およびダニ類の情報を共有するために、 「飼育

見虫・ダニ類データベースJを作成し、インターネット

公開した。(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・小動物の多様性に及ぼす影響の解明等に関する調査

研究を行い、農業環境の安全性確保に資する制御技術の

開発並びに有用機能の利用技術の開発を目的としてい

る。この研究目的のため、 「環境要因が微生物の増殖、

個体群変動に及ぼす影響の解明(中課題)J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)J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Jを、また、 「昆虫・微生物の収集・特性評

価とジーンバンク登録(中課題)J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 14年度に得られた成果を整理して示す。

人為的なかく乱が土壌微生物相に及ぼす影響を評価・

解明することを目的とした「土壌微生物相等の環境要因

が菌核性糸状菌等の動態に及ぼす影響の解析」の課題で

は、次の成果を得た。紋羽病菌に随伴する Trichoderma

属菌を分離し、 7種を同定し、紫紋羽病菌と白紋羽病菌

からそれぞれ特異的に分離される種を見つけた。これら

の Trichoderma属菌は土壌微生物と紋羽病菌との相互関

係の解明に有効となる O 紫紋羽病菌および白紋羽病菌か

ら、病原性低下因子を検出し、これらを含む菌株は病原

力が低下することを確認した。また、 DNA抽出が困難

であった黒ボク士から、スキムミルクを添加することに

より効率的に DNAが抽出できることが明らかになり、

黒ボク土においても土壌微生物群集の分子生物学的解

析が可能になった。また、白絹病菌菌核の表面には

Pantoea agglomeransが特異的に定着し、特有の細菌群

集構造をしていることが示唆された。

微生物や植物の産生する二次代謝物が共存する微生物

の増殖・抑制等の生物間相互作用に及ぼす影響を明らか

にし、その影響を評価する手法を指標微生物を用いて確

立するため「微生物及び植物の二次代謝物等が微生物の

増殖に及ぼす影響の解析」の課題を実施している O 各種

植物根圏から分離した蛍光性 Pseudomonas属細菌につ

いて、抗菌性物質の産生遺伝子に特異的な DNA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、同一菌株からピロールニトリンほか 3種の抗菌物質

関連遺伝子の存在を確認し、また異なるスペクトルを持

つ菌株からも 1~2 種の同遺伝子副産物を検出した。ま

た、これら抗菌物質産生株を模擬的コムギ根圏で寄生性

糸状菌と共存させた場合、後者に対する増殖抑制作用が

認められた。この結果は、抗菌物質を指標とした増殖抑

制に関わる微生物群の効果的な探索に利用できる O

Agrobacterium属 /Rhizobium属細菌およびその近縁細

菌を対象として DNAシークエンス情報に基づく分類学

的検討を行った結果、 16S rDNAに基づく分子進化学的

解析から、前者を合む系統はさらに 2分化されることが

明らかになり、この結果は、植物根圏における共存微生

物相の動態解析試験の基礎データとなる O

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を解明するため、 「畑

地及びその周辺に棲息する線虫の属・種構成の解明並び

に昆虫病原性線虫等の特性解明」の課題を実施してい

るO 線虫の属・種構成の解明として、農業環境技術研究

所構内不耕起堆肥連用圃場の捕食性、細菌食性線虫の

属・種レベルの同定を行った。捕食性種が多いとされる

Dory laimida目線虫については 12属を同定し、属レベル

の同定を完了し、これまでに明らかにした Mononchida

目線虫捕食性線虫 4属と併せ、不耕起堆肥連用圃場の

Dory laimida目など捕食性線虫のリストを完成させた。

細菌食性線虫で新たに同定した Pristionchus属線虫は、
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培養と耐久態幼虫の作出に成功し、同定困難であった耐

久態幼虫の 1つが本属線虫であることを明らかにしたo

Steinernema属など昆虫病原性線虫では、北海道の 90ア

イソレートから DNA分類で 5未記載種と 2既知種を記

録し、 Steinernema属の 1新種を記載準備中である O 昆

虫病原性線虫の特性として、 Heterorhabditis indica は20

~ 35
0

Cで増殖することなどを明らかにした。また、鱗

麹日昆虫に対する殺虫活性が高く、 1 oCで長期間保存後

も活性を保持する有望な Steinernema属線虫を得た。

その他、 Bastiania gracilis， Achroma-dora semiarmata， 

Prodesmodora arcticaなどを同定し、細菌食性線虫の確認

属数は24属となった。糸状菌食性線虫の同定に着手し、

同定が容易な Aphelenchusavenaeの他、 Aphelenchoides

属を同定し、不耕起堆肥連用圃場の土壌線虫の種構成の

解明に向けてデータを蓄積した。複数種を含むと思われ

るAphelenchoides属については文献調査を進めるととも

に、少なくとも 1種について土壌からの分離および

Botrytis ciner，ω での培養に成功した。

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 O 今年度は植物病原

菌、桔抗菌、土壌菌、植物常在菌など 206株を収集し

た。形態・生理的性質・遺伝子等の分類学的形質、病原

性、窒素固定能、酵素生産能、農薬分解能等 179特性に

ついて調査し、ジーンバンクに登録した。また、既存肉

株を増殖し、 208株をセンターバンクへ移管した。

(塩見敏樹)

組換え体チームでは、 「遺伝子組換え作物の栽培が農

業生態系における生物相に及ぼす影響評価並びに導入遺

伝子の拡散に関する遺伝学的解析子法の開発と遺伝子拡

散の実体解明 J(中期計画・小課題名)について、生物

環境安全部の内外関係部署と連携して合計 12の実行課

題を担当している O これらの課題は、その研究目的と対

象生物によって大きく 4つに分けることが可能で、ある O

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 O

1 )遺伝子拡散や遺伝子の水平移動については、ナタ

ネ、 トウモロコシ等の作物の他、微生物を対象に以下の

4課題を実施している O 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 Brassica

属 3種聞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ついては、

トウモロコシを材料に種子色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 O 平成 13・14年度に、花粉親からの距離と

交雑率との関係を解析した結果、花粉親に隣接する種子

親における交雑率は高いものの、花粉親からの距離が増

大するに従い低下するが、 50m付近における株におい

ても低頻度で交雑が観察された。また、キセニアを用い

たトウモロコシ交雑率の推定法は、簡易で、結果が明瞭で

ある点から所の主要成果として公表した。

微生物における遺伝子の水平移動や移動に関する研究

ではPseudomonassyringae pv. phaseolicolaのargK-toxcluster 

を含む約 45kbの領域から、転移機能に関連する酵素で

あるインテグラーゼとトランスポゼースをコードする遺

伝子が見出された。また、本領域の右側隣接領域 31Kb 

にわたってクローニングし、そのショットガンライブラ

リーを作成した。また、汚染環境に導入された組換え微

生物と分解遺伝子の生態を分子生態的手法により検討

し、汚染環境における遺伝子組換え微生物の安全利用に

関する知見を得るために、カルバリル分解組換え微生物

の滅菌土壌及び非滅菌土壌における生残性を検討した。

その結果、非滅菌土壌では著しく菌数が減少するのに対

し、滅菌土壌では組換え菌株により大きな違いが見られ

た。また、野生株と組換え株を滅菌土壌に接種してプラ

スミドの伝達頻度を経時的に調べ、培養 5日日の伝達株

数が最も高いことを明らかにした。

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研究として、次の 5課題があげられ

るO 一つは、除草剤の長期連用に関するもので、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、ダイズ及びナタネを対象に行われている O

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 O 組換え及

び非組換えナタネ試験区間の比較では、組換え体区にア

ブラムシや一部の訪花昆虫が多く訪れる傾向が見られ

た。ダイズでは組換え体及び非組換え体試験区間で比較

すると、生育期毎に調査した多くの項目に平成 13年度
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調査結果と共通した明瞭な差異は認められなかった。ナ

タネ、ダイズとも植生や昆虫相調査項目の一部に両区間

で差異があったが、今後のモニタリング調査で継続して

検討する必要がある O

1999年にアメリカの Loseyらによって指摘された Bt

トウモロコシ花粉による非標的見虫への影響に関して

は、同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麹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ている O 花粉トキシン含有量

の検定法では、花粉トキシン含有量を検定する際、高

温、湿潤、光照射によって花粉内のトキシン含有量が顕

著に減少することが判明したため、それらの及ぼす影響

をELISA法により検定し、トキシン定量時における注

意事項をまとめた。また、ヤマトシジミ幼虫を用いた生

物検定法の開発においては、人工飼料内に花粉を均等に

混入することが技術的に困難で、あるため、人工飼料法以

外の手法開発の必要性が指摘された。また、花粉落下数

と気象観測データから、圃場からの距離と花粉のポテン

シャル落下数の関係を求め、花粉源から 250m程度離

れた地点における花粉落下数を算出するための推定式を

作成した。 GIS (地理情報システム)を用いて、 トウモ

ロコシ圃場からの距離と RDB種(レッドデータブック

記載種)の生息範囲との関係から、花粉飛散の影響範囲

を圃場レベルで評価する手法を開発した。

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O 平成 14年度は、鱗麹目害虫抵抗性トウモロコシを

組換え体隔離圃場で栽培し、周辺植物相、上壌微生物

相、非標的鱗麹目昆虫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O 平成 14年度は基質存在下では生育するが、非存在

下では生育を停止するようなクローンの選抜を試み、現

在も進行中である O 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おり、平成 14年度で

は、 トランスポゾン導入法により、キチナーゼ遺伝子カ

セットが宿主染色体に導入された組換え株の作出に成功

した。また、組換え根圏細菌を接種することにより、

キュウリ苗立枯れ病の発病抑制効果が汚染濃度の異なる

発病土壌でそれぞれ認められた。

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 O そのため組換え農作物等の種子や導入遺伝子等

に関する試料・情報の保管システムの構築に関する課題

においては、開発された組換え休の DNA情報や遺伝情

報の収集に努めている O 平成 14年度は、 RNA病原体

に抵抗性を付与した組換えキク 3系統および組換えカー

ネーションのDNAの提供を受け保管した。(松尾和人)

3 .化学環境部

化学環境部は有機化学物質、重金属、栄養塩類の 3研

究グループとダイオキシンチームから構成され、食料の

安全性確保と農業生態系の維持を目標に“リスク評

価

発研究を行つている O

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 O

水環境中での農薬の動態解明と水生生物へのリスク評

価のため、現在市販されている 13種のスルホニル尿素

系除草剤の LC/MS/MSによる超微量同時分析法を確立

し、河川・湖沼における除草剤濃度の季節変動を明らか

にした。調査は霞ヶ浦に流入する桜川で行い、中流域と

下流域では除草剤濃度にほとんど差がなかったが、霞ヶ

浦に入ると急激に濃度が低下した。濃度は同植え直後の

最高濃度から漸減するが、最高濃度時の河川水でも、藻類

に対する生長阻害は認められなかった。また、解化した

ばかりのメダカを化学物質に 2週間暴露するだけで内分

泌かく乱作用を 2ヶ月以内に検出する簡易手法を開発

し、ノニルフェノールを用いて、その有用性を明らかに

した。さらに、同法により使用頻度の高い水田除草剤メ

フェナセット、シメトリン、ベンチオカーブ等について

試験した結果、いずれも内分泌かく乱作用は認められな

かった。一方、ユスリカ幼虫に対するトリアジン系除草

剤の影響評価を行った。

農薬等化学物質の農耕地からの流出を減らすために、
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土壌表面に蓄積されたダイオキシン類を光分解反応によ

り分解する装置を開発し、その有用性を認めた。また、

開発したモミガラ成形炭粉末により水稲用除草剤の系外

流出量を約 50%削減することに成功した。

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、除草剤シマジン分解菌の接種技術について検討し

た。シマジンは、土壌から分離したシマジン分解菌CD7

株により短時間でシアヌール酸を経て、分解・無機化さ

れた。シマジンの分解速度はシマジン以外の炭素・窒素

源が存在しでも低下しないが、温度が 10
0

C以下では急

激に低下した。また、 CD7株はトリアジン系除草剤ア

トラジンも脱塩素して分解するが、塩素が CH3Sで置換

したシメトリンやジメタメトリンは分解できないことを

明らかにした。ゴルフ場土壌の下層(深さ 15cm) に

CD7株を集積させた木質炭化素材を 1cmの厚さに敷き詰

めることにより、散布シマジン量の 92%が分解された O

炭化素材中の分解菌数は接種 20ヶ月後まで白いレベル

が維持され、その時点でも散布シマジン量の 60%が分

解された。

難分解性有機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、難分解性のクロロカテコール (CC)

の分解に関与するクロロカテコールジオキシゲナーゼ

(CCD) の基質特異性等を解析した。クロロ安息香酸

分解菌 Ralstoniaeutropha NH9株とクロロベンゼン分解

菌 Pseudomonassp. P51株由来の CCD遺伝子cbnA、tcbC

を大腸菌で発現させ、得られた粗タンパク質をイオン交

換カラム、ゲルろ過カラムで精製した結果、酵素活性の

定量的解析が可能となった。 2つの CCDはアミノ酸配

列の同一牲が約 95%と高いが、基質特異性と各基質に

対する親和性は異なること、また、キメラ酵素解析によ

り、 CCDのN末側のアミノ酸が基質特異性の決定に関

与していることが判明した。また、日本各地の水出から

分離した除草剤2.4-D分解細菌の分解遺伝子の系統解析

や、安息香酸ジオキシゲナーゼの土壌中での多様性を明

らかにするための PCRプライマーを設計した。

農薬の使用量を削減するため、作物の病害性抵抗性誘

導の作用機構や害虫の生活環制御機構について研究し

た。合室素抵抗性誘導化合物アシベンゾラル Sメチル

(ASM) や DF-391の発病抑制効果は、耐病性品種との

組み合わせにより一層増加することをキュウリを使って

確認した。また、 ASMの炭痘病に対する全身抵抗性の

誘導過程で、キュウリのスーパーオキシドアニオンの生

成量やカタラーゼの活性が増大すること、さらに、黒星

病抵抗性の誘導過程では、ナシの PGIP (ポリガラク

チュロナーゼ阻害タンパク)や LRPK (leucine-rich 

repeat receptor -like protein kinase) などの遺伝子の転写

活性が増大すること、フェニルアラニンアンモニアリ

アーゼやキチナーゼ等酵素の活性、生成量が増大するこ

とを明らかにし、資材の病害抵抗性誘導における関連遺

伝子および酵素の機能が解明された。また、アブラムシ

の生殖型転換に関わる遺伝子探索を進めた。

(長谷部亮)

重金属研究グループでは、コーデックス委員会で検討

されているカドミウムの耐容摂取量と、それに基づく食

品中カドミウム濃度の新基準値に対応するため、 「農耕

地土壌におけるカドミウム等重金属元素の集積実態の解

明及びイネ、ダイズによる微量重金属元素の吸収・移行

の解明」を目的に研究を進めている O

土壌中の可給態カドミウム測定法を開発するため、圃

場条件下でポーラスカップを用いて土壌溶液を採取し、

水稲の栽培期間を通して土壌溶液中のカドミウム

(Cd)濃度をモニタリングする手法を確立した。この

手法により、出穂直後の落水により土壌溶液中の Cd濃

度が急増すること、および出穂、後 2週日以降の土壌溶液

中Cd濃度と収穫期の玄米中 Cd濃度との聞には、高い

正の相関が存在することを明らかにした。また、出穂、後

の湛水期間と玄米中 Cd濃度の聞には、負の相関が存在

した。よって、収穫作業等に支障を末さない範岡で出来

るだけ長く湛水を継続する一方、中干し開始後に溝切り

を行い土壌の地耐力を復元する等の技術が有用である O

また、全国汚染実態調査の土壌およびダイズ試料の 767

点について、 Cd吸収に関する土壌理化学性とダイズ子

実中の Cd濃度を分析し、カドミウム汚染リスクデータ

ベースを作成した。このデータベースを用いた重回帰分

析、主成分分析、判別分析等から、ダイズ子実中の Cd

濃度は、土壌中のO.lN塩酸抽出Cd量と交換態Cd量、

それに土壌 pHとの相関が高いことを見出した。これら

3つの因子(容量因子)と収穫期の土壌溶液中の Cd濃

度(強度凶子)との組み合わせにより、ダイズ子実中の

Cd濃度レンジの推定が可能となった。

農業資材や濯がい水等からの Cd負荷量を評価するた

め、リン酸質肥料等の長期連用試験を解析した結果、汚

泥肥料、過リン酸石灰、重過リン酸石灰など Cd濃度が

高い肥料の長期連用は、土壌中の Cd濃度を上昇させる

ので、作物によってはコーデックス新基準値を超える恐

れがあることがわかった。最上川水系の 18河川 38地点

の河川水を田植え期および穂揃い期に採水し、全 Cd濃

度を懸濁態、 Cdと溶存態、 Cdに分けて測定した。その結
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果、河川水中の全Cd濃度は懸濁態 Cd濃度に大きく依

存すること、調査時期による差は認められなかったこ

と、および酸性河川や上流に廃鉱山を有する河川では溶

存態 Cd濃度が高いことが明らかになった。これらの

データを基に溶存態 Cd濃度が 50ppt以下の河川を非汚

染レベル(バックグランドレベル)と判断した。一方、

安定同位体Cdで標識した化成肥料を試製し、ダイズを

非汚染土壌に栽培したところ、ダイズに吸収された肥料

由来 Cdの割合は 0.1%程度にすぎず、大部分は土壌中

に残存することが明らかになった。また、ダイズの全

Cd吸収量の 11%程度が肥料山来で、残りは土壌由来の

Cdを吸収していた。このように土壌に肥料等で負荷さ

れた Cdの大部分は土壌中に残存し、土壌 Cdとして作

物に吸収されることが明らかになった。

Cd汚染土壌、および非汚染土壌でわが国の代表的な

ダイズ品種・系統を栽培し、子実 Cd濃度の低い数品種

を見出した。子実 Cd濃度の低い品種は、根の細胞壁に

Cdを蓄積し、地上部への移行を妨げていたが、一方、

子実 Cd濃度の高い品種はこのような蓄積機構を持た

ず、 Cdをそのまま地上部へ移行させていると考えられ

た。これら品種の遺伝的系統から判断して、根の Cd蓄

積能の相違は遺伝形質に基づくことを確認した。この事

実は、根の Cd蓄積に関与する遺伝子の存在を示唆し、

Cd 低吸収品種の作出に役立つものと考えられる O 一

方、陸稲やダイズ等の栽培に伴い土壌から Cdが流出し

たが、その流出量は黒ボク士、沖積土というような土壌

タイプで大きく異なると共に作物種間でも差が認められ

た。

安定同位体を用いて作物の産地判別を行う研究では、

ストロンチウム (Sr)の同位体-比から、中国産ネギと

国産ネギを判別する手法を検討した。その結果、中国産

ネギの Sr同位体比は o.710~0. 712であったのに対

し、国産ネギでは o.704~0. 710と低い値を示すこと

が明らかとなった。

有機態窒素の吸収試験では、鉄やアルミニウム資材を

豚ぷんに加え、約 3カ月間堆肥化して、 トウモロコシと

ホウレンソウによる有機態窒素の吸収を調べた結果、同

じ豚ぷん堆肥であってもトウモロコシに比べてホウレン

ソウが多くの窒素を吸収した。アブラナ科作物およびア

カザ科作物はクエン酸やシュウ酸などを根から多く分泌

し、窒素欠如により分泌量が極めて増加したので、土壌

から有機態窒素(リン酸緩衝液可溶性)を遊離している

可能性が示唆された。また、ニンジンは、他の作物よ

り、この有機態窒素画分を多く土壌から遊離することが

明らかとなった。(小野信一)

栄養塩類研究グループでは、農業水域における水質特

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

よび濃度変動・評価システムの開発、硝酸性窒素以外で

は懸濁物質の流出・流下に伴うダイオキシン類の流出・

流下実態、の解明に関する研究を行っている O

硝酸性宝素は、畑作物の根群域から溶脱し、浅層地下

水へ達した後、浅層地下水とともに水平移動したり、さ

らに深い層へ移動したりする O その過程で、一部は脱窒

を受ける O そこで、難透水層を有する黒ボク畑土壌を対

象に、浅層地下水中の硝酸性窒素と浅層地下水の面的分

布を通年観測し、難透水層の分布、飽和透水係数等を考

慮した数値解析によって、水平方向の水と硝酸性窒素の

動きを推定した。その結果から、深さ 1mより深い上

層における硝酸性窒素の収支を明らかにすることが出

来、深さ 1mの層を通過した硝酸性窒素の約 1割が難

透水層までの聞で脱窒すると推定された。

また、硝酸性窒素の土層内移動を支配する体積合水率

分布および陰イオン吸着能について、栃木県思川流域の

数地点の深層土壌について調査した。その結果、士層全

体の体積含水率の低い地点では、硝酸吸着をゼロとして

も士層内の硝酸の分布をよく説明できたが、一方、体積

含水率が高く陰イオン吸着能の高い土壌では、硝酸の士

層移動は前者よりも遅かった。

中規模流域における水質モニタリング手法を開発する

目的で、矢作川の各地点で、水質調査を行った。河川水等

の全窒素及び全リン分析の簡易化・迅速化を図るため、

同時分析j去を検討した。窒素・リンの同時分解法は、そ

れぞれを別々に分解する公定法とほぼ同じ結果を与え、

本法によって水中全窒素・全リンの分析作業を大幅に短

縮できることを明らかにした。有機物の多い矢作川支流

の都市河川の一部に途中流出入のない区間を選定して、

各種形態窒素の安定性を比較した。硝酸性窒素濃度は安

定していたが、全窒素・有機態窒素は不安定で、あり、有

機態窒素からの無機化、脱窒が活発に起こっていること

を示唆していた。

中規模流域を対象として水質予測評価システムの構築

と改良を進めている O これまでに構築したモデルを用い

て矢作川流域の水質長期観測データを用いて検証したと

ころ、本システムで算定される窒素流出量は実測値とほ

ぼ一致し、本システムの有効性が確かめられた。さら

に、本システムを用いて流域の水質変動を定量的に解析

したところ、森林主体の上流域の窒素変動は主に懸濁態
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物質濃度で説明できること、また、下流域の窒素変動は

生活系主体の負荷によるものであることが示された。本

システムでは、流域の窒素自然浄化量の算定も可能で、

本流域に存在する大規模ダムの窒素除去効率は平均

1.9%と低いことが示された。また、環境省等の有する

水質データベースの有効利用を図るために、これらの水

質データを簡易に表示・検索・解析できるシステムを作

製した。このシステムは、汎用性があり、他の地域や

様々な水質データベースにも適用可能で、ある O

土壌からの硝酸性窒素の流出を軽減するために、生分

解性で低コストの硝酸イオン吸着剤の開発を進めてき

た。クロロプレンゴムを素材にアミノ化反応を繰り返

し、天然高分子骨格を有し、硝酸イオン吸着資材を作製

することに成功した。土壌カラム実験で、本資材は市販

土壌国粒形成促進剤の中で高い硝酸イオン吸着能を示す

ポリエチレンイミン系資材とほぼ同等かそれ以上の吸着

能を示した。また、農耕地からの硝酸性窒素の負荷と栽

培管理・施肥法の関係を明らかにするために、環境負荷

低減型施肥法を統計データ等と合わせて整理したとこ

ろ、窒素収支の面で、さらに減肥の必要のある場合のあ

ることが示唆された。

ダイオキシンの流出・流下に関する研究では、ダイオ

キシンが土壌粒子に吸着し懸濁態物質として輸送される

ことから、移動担体となる土壌懸濁物質の牛久沼集水域

における移動流出を算定するモデルを作成した。まず、

対象とする集水域の地形図と土地利用図を用いて土地利

用連鎖を解析し、各地目で発生する懸濁物質の河川まで

の流出経路を特定した。次に、各地目からの懸濁物質発

生ポテンシャルと水路での懸濁物質の堆積と再移流を、

現地での実測データに基づき、降雨データとの関連で、パ

ラメータ化し、モデルに組み込んだ。このモデルにアメ

ダスデータを入力することによって、牛久消集水域にお

ける各地日からの懸濁物質発生量と各流路を経て輸送さ

れる量を算定することができる O 現地で実測した懸濁態

物質濃度およびダイオキシン類の挙動は、本モデルでほ

ぼ説明できた。(粛藤雅典)

ダイオキシンチームでは、当研究所化学環境部有機化

学物質研究グループ、同栄養塩類研究グループおよび環

境化学分析センターと緊密な連携をとりながら、ダイオ

キシン類の農耕地土壌中の分布・蓄積実態や作物への汚

染メカニズ、ムの解明、農業環境中における挙動、分解・

除去に関する研究を実施している O

ダイオキシンの穀類への吸収・移行・蓄積機構の解明

では、ダイオキシン類の異性体組成及び濃度が異なる土

壌で栽培したイネ体中の異性体組成及び濃度の分析か

ら、土壌中のダイオキシン類が根から吸収され、地上部

へ移行・蓄積されたものではなく、大気経由の汚染であ

ることを明らかにした。トウモロコシによるダイオキシ

ン類の各異性体の吸収・蓄積パターンの解析から、イネ

と同様に大気汚染源の影響を強く受けることが明らかに

なった。

士壌中ダイオキシン類を化学資材を用いて分解する研

究では、酸化カルシウムを基材とする化学資材をダイオ

キシン類汚染土壌に混和すると、上壌中のダイオキシン

類は、ラジカル反応により、ダイオキシン類骨格の C-O

結合が開裂し分解することを見出した。高塩素化ダイオ

キシンの光分解技術の開発では、土壌表層中のダイオキ

シン類の光分解反応を解析するため、 400nm以下の紫外

線領域を太陽光に近似させた光分解反応実験装置を試作

した。この装置を用いて、粘土鉱物に添加した八塩素化

ダイオキシン (OCDD) を光照射すると、 OCDDの脱

塩素化により毒性等量が増加するが、二酸化チタンを添

加すると、光触媒作用により OCDDが分解されること

を明らかにした。植物酵素によるダイオキシン類の分解

研究では、ジャガイモ品種アーリーローズ塊茎中のダイ

オキシン類を低減化する作用活性は水溶性画分に存在

し、加熱により失活した。このことは、酵素による低減

化反応、であることを示唆した。(今井秀夫)

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J並びに「昆虫・微

生物の収集・特性評価とジーンバンク主主録」に関する研

究に取り組んで、いる O これらの課題は、中期計画の「試

験及び研究並びに調査」の柱C: I生態学・環境科学

研究に係る基礎的・基盤的研究」の大課題 3: I農業環

境資源情報の集積Jに位置づけられている O

小課題 C-3-1-1 I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 J(土壌分類研究室が

担当)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O 具体的には、水質浄化等の機能を持ち、一方、土壌

粒子の拡散によって環境負荷物質の二次的汚染源にも
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なっている農耕地土壌等を、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 O このため、本年

度は、上壌情報入出力システムを Web上で稼働できる

ように土壌分類プログラムを改良した。これにより、調

査現場等からのデータ送信によって、全国規模の土壌調

査データの収集効率が顕著に向上すると期待できる O ま

た、土壌インベントリーの構成要素、すなわち、標本・

試料放びに情報資料等を決定した。さらに、各種機能に

基づく土壌の評価・分類のため、様々な土壌機能を抽出

するのに有効な基本土壌断面(概ね 1mまで)データ

ベースを作成した。

小課題C-3-1-2 I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 J(昆虫分

類研究室が担当)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等に寄与することを掲

げている O 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・保全し、標

本の画像情報を含めてデータベース化し、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 O このため、 14

年度は、ヤガ、科新害虫 3種の九州以北における発生を確

認し、かつては亜熱帯・熱帯に分布、または、九州以北

では害虫とは認識されていなかった種と同定した。地球

温暖化に伴って亜熱帯等原産の昆虫が九州以北で害虫と

なる事例と考えられ、今後、こうした事例は増加する可

能性がある(農業環境研究成果情報)。また、コウチュ

ウ日キクイムシ類並び、にハチ目等のタイプ標本 63種の

画像情報を取得、さらに、カメムシ日カスミヒョウタン

カメムシ族の種の検索表を作成し、昆虫標本データベー

ス利用システムを開発する情報を集積した。

小課題C-3-1-3 I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 J(微生物分類研究室が担当)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 O 具体的には、健全

な生育を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

等を収集し、分類・同定し、さらに、群集構造や窒素固

定機能等の解析結果を含めてデータベース化し、 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O このため、本年度は、野生草本植物に寄生あるいは

共生する菌類を目録化し、検索可能なデータベースとし

て、標本情報を含む糸状菌図鑑と共に Web上で公開

し、外部からの情報の取得と集積を容易にした(農業環

境研究成果情報)0 また、イネ、コムギから日本新産種

としてのB.eleusines、B.dacηlocteneii等を分離し、イネ

では細菌・糸状菌ともに群集構造が安定し、優占的な菌

群の生息、を解明した。

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」の年次計両に従っ

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、栽培並びに野生植物体上の常在並

びに病原微生物を分離・同定し、特性を評価して、ジー

ンバンクにな録することを掲げている O このため、本年

度は、昆虫については、ヒメカメノコテントウ等天敵で

ある 3種を新規に導入し、アクテイブコレクション(民

間への配布準備段階)へはチャノコカクモンハマキ等 2

種・系統を移行し、 67項目の特性を評価した。また、

トビイロウンカによる抵抗性品種への加害等の形質を解

明した。さらに、微生物については、計 206株を収集し

(沖縄県でのサトウキビ白すじ病菌を含む)、形態・生

理・分類学的形質並びに窒素固定・農薬分解能等の 179

特性、 673株を調査し、計 4，045の特性を解明した。

以上の他に、土壌分類研究室は、小課題A-1-2-1の実

行課題「土壌中における微量重金属の移動分布の解明」

並びに「土壌環境基礎調査データを基に玄米中のカドミ

ウム濃度と土壌理化学性の関係解明」を担当している O

また、昆虫分類研究室は、小課題A-2-1-1の実行課題

「組換え作物の長期栽培による環境への影響モニタリン

グJの中で、 「組換え体のダイズ並びにナタネ区と非組

換え体区における昆虫相・訪花見虫相のモニタリングJ

を、小課題A-3-3-1の実行課題「水系ネットワークの変

動が生物多様性に及ぼす影響の解明と変動モデルの開

発」の中で、 「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、それぞれ分担している O

(上沢正志)
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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構成され、ダイオキシン類、

農薬、重金属および放射性同位元素など化学物質の測定

法の開発と環境中における動態に関する調査研究を行っ

ている O

「午久沼集水域における水田からの農業排水系へのダ

イオキシン類の流出実態の解明」では、水田土壌でのダ

イオキシン類の年次変動を解析するために、過去に使用

された除草剤 CNPの分解代謝物アミノ体を測定した。

保管されている乾士を強アルカリ加温下で抽出し、四重

極型 GC-MSにより定量した結果、土壌中の CNPアミ

ノ体濃度は各年次での CNPの出荷量と高い相関が認め

られた。また、わが国の水田土壌には CNPの不純物で

ある1ム6，8-TeCDDが広範囲に蓄積されている o CNPア

ミノ体の濃度変動は、 1.3.6.8-TeCDDのそれと連動して

おり、 1970年代をピークにし、その後、漸減した。

「水田除草剤の水系における拡散経路の解明と謀類等

水生生物に対する影響評価法の開発」では、除草剤の藻

類に対するリスクを評価するため、水界生態系で、の除草

剤の動態把握を目的としている O 近年、低投下量で高活

性をもっスルホニル尿素系除草剤の使用が増加してお

り、従来の分析万法で対応が困難であった。そのため、

一連の除草剤を、エレクトロスプレーイオン化 HPLC

(LC)/MS/MSによるSRM(se1ected reaction monitoring) 

法で測定する方法を検討した。 LCIMSIMSによるカラ

ムについて選択し、スルホニル尿素系除草剤 13剤を 6

分 x2回で分析可能とした。さらに、 100試料以上の連

続分析ができた。本方法を利用して水系における除草剤

濃度を桜川流域から霞ヶ浦湖心で調査した結果、前年度

の予備調査と同様に、水田で使用された各種除草剤は、

田植え時期の 4月下旬から 5月中旬をピークに 6月下旬

まで検出され、 7月にはほとんど検出できないレベルと

なった。また、水田から流出した各種除草剤濃度は、桜

川の中流域と下流域の間で濃度差は小さく、桜川で一定

の濃度が保たれた。さらに、河川濃度は、霞ヶ浦土浦入

りで約 10倍、湖心で 30~ 40倍の希釈が観察された。

「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」では、放射化分析を砂漠化プロセスの解

析に応用するため、中国北部半乾燥地域フフホト周辺の

放牧試験区において、地表から深さ 5cmまでの土壌を一

括採取し、ゲルマニウム半導体検出器により y線を測定

し、降下山Pb放射能の濃度を求めた。放牧密度が大き

く植生の退行が進んだと考えられる試験区ほど 210Pb濃

度の低い地点が多く出現した。また、地表の裸地化が認

められた小丘部で 210Pb濃度の低い地点が多く、本手法

が砂漠化の適切な評価法であることを示唆した。禁牧区

で、 210Pb濃度の低い地点については、他の畑地からの砂

が飛来して堆積したことによる地表 ZlOPbの希釈が推定

された。これらの結果から、 210Pbに着目した土壌の放

射化分析は、放牧圧や地形条件等との関係から砂漠化指

標を提案する上で有効な方法であるといえる O

「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、ダイオキシン類の高精度でかつ簡易な

測定法の開発を目指している O 農作物のダイオキシン類

分析で最も妨害になると考えられる葉緑素、フラボノイ

ド類(カテキン、クエルセチン、イソフラボン)、カロ

チンに着目し、精製・分画条件を検討した。ゲル浸透ク

ロマトグラフ (GPC) を用い、その移動相の極性とゲ

ルに対する親和性をジクロロメタンで変化させ、各種妨

害物質とダイオキシン類の溶出時間について比較した。

ダイオキシン類との分離は試験物質の分子量に関係し、

ダイオキシン類の分子量(320 -470 )の範囲内にある

クエルセチン(分子量 338)で分離が不可能であった。

さらに、動物試料での妨害物質と考えられる遊離高級脂

肪酸(リノール酸、リノレン酸、パルミチン酸、ステア

リン酸)を、 GPCによって脱脂する方法を検討した。

各遊離脂肪酸の溶出時間は 35分前後に観察され、ダイ

オキシン類とほぼ一致しており、完全分離は不可能で

あった。しかし、 GPCでは注入から分画操作の分取ま

で自動化されており多くの妨害物質の除去が可能で、ある

ため、さらに、抽出溶媒等の条件も含めて検討を重ねる

必要がある O

土壌中のダイオキシン類は、一般に作物の根から吸

収・移行しない。しかし、ポット栽培したウリ科作物で

根からの吸収が示唆されたので、露地栽培したキュウリ

各部位におけるダイオキシン類の濃度実態を解析した。

キュウリの茎葉、果実(皮付き、皮なし)樹液中のダイ

オキシン類の濃度は露地およびポットの栽培で有意差が

ないこと、外部環境に直接、暴露されていない樹液や果

実(皮ないからも、土壌中に多く分布する 1，3ム8-

TeCDDおよび1，3，7，9-TeCDDの4塩素化ダイオキシン類

が検出されることを明らかにした。このことは栽培法の

違いに拘わらず、土壌中のダイオキシン類が根から吸収

され、地上部に移行されることを示唆するものである O

「農業環境中のカドミウム等の超微量分析法の開発J
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では、生体鉱物における重金属類等微量元素の濃度測定

のため、レーザーアプレーション-ICP-MS法による測定

法と試料前処理法の開発を行った。骨、歯、耳石などの

生体鉱物が年輪構造を示すことが明らかになっており、

本試験では、その年輪上の微量元素分布により棲息環境

の汚染履歴を解析することを目的としている O 各種重金

属の調整水中で、飼育したブルーギルの耳石を摘出後、ア

クリル樹脂で埋包、ダイアモンドベーストで研磨し超音

波洗浄した。耳石を試料台に固定し、 213nmNd 

YAGレーザーを耳石の中心から縁辺部方向に 50mm間隔

で照射し、蒸散した試料をアルゴンガス気流で 1CP-MS

に導入した。耳石中の Znは一定濃度以上にならなかっ

たが、水中の Fe、Zn、Pb、Al等の濃度と耳石のそれ

との聞に高い相関が認められた。また、 Cuでは水質の

影響が小さかったが、同一耳石中の濃度変化を確認でき

棲息環境の汚染の経時変化を追跡するには有効で、あっ

た。水質と耳石中の元素濃度との関係は元素によって異

なったが、水環境における微量元素汚染の履歴を明らか

にするための簡易な分析方法として提示できた。

「リスク評価のための印Cs等放射性元素の平常時モ

ニタリングJでは、放射性リスクの評価に対する基礎的

データを集積している O 米(玄米・白米)、小麦(玄

麦)および栽培土壌の印Csと、rについて全国調査

( 15ヶ所)を行った。米、小麦での日7CS含量は前年

度と比較して減少傾向にあり、また、玄麦の、rは全

国平均で 146::!: 13 mBq/kgで、あった。土壌の日7CSは、

前年度と比較して畑土壌で横這い、水田土壌でやや減少

傾向を示し、畑土壌の ωSrは全国平均で 2.4:!:0.15 

Bq/kgで、あった。さらに、細粒強グライ土と黒ボク土の

水田土壌における ωSrの深度分布を調査した結果、前

者の方が作土層への集積は大きいが、両土壌ともに 80

cm以上まで浸透することを明らかにした。原子炉事故等

の緊急時に備えて、当所圃場に各種野菜を栽培して、作

物における放射性物質の平常時レベルを毎年調査してい

るO すべての作物で1311は検出限界以下 (ND)、日7CS

はND~ 3.022 Bq/kg生重で、あり、その中でも印Csの集

積作物シイタケで 3.02Bq/kg生重ときわめて高い値で

あった。天然核種である 210Pbは非結球葉菜類の多くで

検出されたが、結球葉菜・根根菜や豆類では検出され

ず、大気との接触部分が大きい作物で集積される傾向が

認められた。

中性子放射化分析法として、土壌浸透水の追跡のため

に、自然存在比(81Brと79Br)と大きく異なる臭素安定

同位体試薬溶液をトレーサーとして利用する方法の応用

を試みた。土壌カラムからの浸透水を原研実験炉で照射

して非破壊放射化分析を行った結果、浸透水中臭素には

大きな妨害ピークはなく、非破壊法での測定の可能性が

示された。当所畑土壌における臭素の垂直分布は、表層

で 50mg/kg乾土が深さとともに急減した。なお、 10m 

以下で増加傾向を示し、深さ 20m付近でも数mg/kg乾

上の臭素の存在が確認された。さらに、畑の深さ 1m

ごとに採取した土壌を原研実験炉で照射し、放射化分析

法および湿式分解-イオン電極法により各種ハロゲン元

素の含有量を測定した。含有量はフッ素>塩素>臭素>

ヨウ素で、原子香号が小さい元素ほど土壌に多く含有さ

れていることが明らかになった。

肥料に含有するフッ素の水移動に伴う挙動を、イオン

電極法により測定して解析を行った。当所水田岡場にお

ける土壌水中のフッ素濃度は、土壌作土層の深さ 5cmで、

最も高く (418::!: 162μg正)、深さが増すに連れて濃度

の低下が認められた。また、基肥処理直後より徐々に土

壌水中のフッ素濃度が上昇し、さらに、追肥によっても

濃度は上昇した。この傾向は田面水中でも同様であり、

土壌水および田面水のフッ素濃度上昇の要因は、土壌に

蓄積したフッ素が還元状態になったことによる溶出と、

肥料中からの溶出によるものと考察された。用水のフッ

素濃度(186:!:33向江)は同面水 (268:!:89μglL)およ

び流出水 (186::!:33向江)より常に低かった。用水、雨

水、流出水の量およびそれらに含有するフッ素の量か

ら、中干し期を含む湛水期間内に約 0.002kg/aのフッ

素が田面から排水路中に放出すると試算された。また、

深さ 100cmまでの土壌水のフッ素濃度は収穫時の落水直

前に最高濃度になること、冷夏年や冬季濯瓶ではフッ素

濃度の上昇が小さくフッ素の溶出に温度が関与すること

を明らかにした。(上路雅子)
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II. 平成14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-l 環境負荷物質の動態解明と制御技術の開発

A-l-l 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-l-l-l 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

有機化学物質研究グループ

環境化学分析センター

A-1-1-2 牛久沼集水域における水田から農業排水系へのダイオキシン類の流出実態の解明 栄養塩類研究グループ

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

重金属研究グループ

環境化学分析センター

地球環境部食料生産予測チーム

A-I-2-1 カドミウム等の土壌中における存在形態と吸収抑制機構の解明 重金属研究グループ

15 

A-I-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

農業環境インベントリーセンタ一

重金属研究グループ

栄養塩類研究グループ

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

A-1-3 土壌・水系における硝酸性窒素等の動態解明と流出予測モデルの開発

A-I-3-1 硝酸性窒素等の土層内移動の解明 栄養塩類研究グループ

A-I-3-2 各種資材等の評価による負荷軽減技術の開発 栄養塩類研究グループ

重金属研究グループ

A-I-3-3 硝酸性窒素の中規模流域におけるモニタリング手法の開発 栄養塩類研究グループ

A-1-3-4 硝酸性窒素の負荷流出予測モデルの中規模流域への適用 栄養塩類研究グループ

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

A-1-4-2 木質炭化素材を用いたトリアジン系除草剤汚染環境への分解菌接種技術の開発 有機化学物質研究グループ

A-I-5 農薬の水生生物等に対する影響評価法の開発

A-I-5-1 水田用除草剤の水系における拡散経路の解明と藻類等水生生物に対する影響評価法の開発 有機化学物質研究グループ

環境化学分析センター

A-1-5-2 新規資材による生体防御機能等の活性化機構の解明 有機化学物質研究グループ

A-2 人為的インパクトが生態系の生物相に及ぼす影響の評価

A-2-1 遺伝子組換え生物による生態系かく乱機構の解明と影響評価手法の開発

A-2-1-1 組換え作物の栽培が農業生態系における生物相に及ぼす影響評価並びに導入遺伝子の拡散に生物環境安全部組換え体チーム

関する遺伝学的解析手法の開発と遺伝子拡散の実態解明 気象研究グループ

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

植生研究グループ

昆虫研究グループ

微生物・小動物研究グループ

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-2-2-1 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 見虫研究グループ

A-3 農業生態系の構造と機能の解明

A-3-1 環境要因が微生物の増殖、個体群変動に及ぼす影響の解明

A-3-1-1 土壌微生物相等の要因が菌核性糸状菌等の動態に及ぼす影響の解析 微生物・小動物研究グループ

A-3-1-2 微生物及び植物の二次代謝物等が微生物の増殖に及ぼす影響の解析 微生物・小動物研究グループ

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ムシ等の個体群動態に与える影響の解析 昆虫研究グループ

A-3-2-2 カメムシ、ハマキガ等の放出物が周辺昆虫に及ぼす影響の解明 見虫研究グループ

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

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

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

地球環境部温室効果ガスチーム

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
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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

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見虫病原性線虫等の特性解明 微生物・小動物研究グループ

B 地球規模での環境変化と農業生態系との相互作用の解明

B-1 地球規模の環境変動が農業生態系に及ぼす影響解明

B-1-1 地球規模の環境変動に伴うコメ生産地域の生産力変動予測手法の開発

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

気象研究グループ

昆虫研究グループ

B-1-2 気候変化、二酸化炭素の濃度上昇に伴う農業生産への影響の解明

B-1-2-1 気候変化や二酸化炭素の濃度上昇による農業気候資源量の変動特性の解明と影響評価法の開発気象研究グループ

地球環境部食料生産予測チーム

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

B-1-3 気候変化が生態系のフラックス変動に及ぼす影響の解明

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

地球環境部食料生産予測チーム

B-2 農業が地球環境に及ぼす影響解明と対策技術の開発

B-2-1 農業活動が温室効果ガスへ及ぼす影響解明と対策技術の開発

B-2-1-1 農地の利用形態と温室効果ガス等の発生要因の関係解明及び発生抑制技術の開発 地球環境部温室効果ガスチーム

気象研究グループ

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

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

B-2-3 人間活動に伴う環境変動が農業生態系における物質循環及び空間構造の特性に及ぼす影響の解明

B-2-3-1 窒素負荷の増大等による農業生態系の酸性化と窒素等の動態把握手法の開発 生態システム研究グループ

B-2-3-2 物質収支算定システムの構築と環境負荷の定量化手法の開発 生態システム研究グループ

B-2-3-3 GISを活用した農業生態系の空間構造変動の定量的把握手法の開発 生態システム研究グループ

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

生態システム研究グループ

環境化学分析センター

C 生態学・環境科学研究に係る基礎的・基盤的研究

C-l 環境負荷物質の分析技術の高度化

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

C-1-1-1 塩素化ダイオキシン類等有機化学物質の超微量分析法の開発 環境化学分析センター

化学環境部ダイオキシンチーム

C↓ 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

C-1-2 作物・農耕地土壌におけ.Q137Cs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mCs等放射性同位元素の平常時モニタリング 環境化学分析センター

重金属研究グループ

C-2 環境資源情報の計測・解析技術の高度化

C-2-1 農業生態系の広域的計測手法及び多変量解析手法の高度化

C-2-1-1 衛星情報のデータベース化と画像解析手法の高度化 生態、システム研究グループ

C-2-1-2 リモートセンシングによる植被動態の広域的検出・評価手法の開発 生態システム研究グループ

C-2-1-3 環境資源・環境負荷データの分類手法及び多変量解析手法の開発 生態システム研究グループ

C-3 農業環境資源情報の集積

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

C-3-1-1 機能に基づく土壌の分類及びインベントリーのためのフレームの構築 農業環境インベントリーセンタ-

C-3-1-2 所蔵タイプ標本等のデータベース化及びインベントリーのためのフレームの構築 農業環境インベントリーセンタ-

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農業環境インベントリーセンター

のフレームの構築

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

昆虫研究グループ

微生物・小動物研究グループ

有機化学物質研究グループ
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2 .受託プロジェクト研究等一覧

分類 プロジェクト略称 プロジェクト名

運営費交付金プロジェクト 雑草防除 植物の代謝系遺伝子を活用した新雑草防除技術の開発

持続的農業

自然循環

(rSA) 

(LCA) 

食料変動予測

形態・生理

持続的農業推進のための革新的技術開発に関する総合研究

環境負荷低減のための革新的農業技術の開発

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

森林・農地・水域を通ずる自然循環機能の高度な利用技術の開発

地球規模の環境変動に伴う食料変動予測に関する技術開発

農林水産省受託プロジェクト 地球温暖化

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

地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発

環境省受託プロジェクト

自然共生

(水・物質循環)

(生態系)

環境ホルモン

(耕地・森林)

(影響防止)

(ダイオキシン類動態)

バイオマス

カドミウムリスク予測

カドミウム

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

農林水産業における内分泌かく乱物質の動態解明と作用機構に関する総合研究

農林業におけるバイオマスエネルギー実用化技術の開発

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

農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等の開発に関する研究

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

食料自給率向上 (21世紀プロ) 食料自給率向上のための21世紀の土地利用型農業確立を目指した品種育成と安定生産技術の総合的開発 (V系:稲)

国産野菜 園産野菜の持続的生産技術の開発

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

(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

協調システム データベース・モデル協調システムの開発

( 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)

不測時食料 不測時の食料安全保障確立のための調査研究

内分泌かく乱 DB 環境ホルモン関係情報のホームページ上での公開

カテコール 植物から環境中へのカテコール化合物の分泌と周辺植物の応答現象の解明

高機能有機肥料 高機能を有する有機性肥料の開発

多面的機能 多面的機能維持増進調査

微量重金属

FACE 

ぜい弱性 (Bll)

流域物質循環 (C6) 

炭素収支 (S1 ) 

アジアフラックス (B3) 

植生過程 (B1) 

N20等対策 (B51)

京都議定書 (K2) 

砂漠化 (G2) 

草原生態系 (B13)

農耕地における微量重金属負荷量の評価に関する研究

大気 C02増加が農業生態系に及ぼす影響の FACE実験による解明と予測

地球温暖化による自然・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

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

アジアフラックスネットワークの確立による東アジア生態系の炭素固定量把握に関する研究

気候変動の将来の見通しの向上を目指したエアロゾル・水・植生等の過程のモデル化に関する研究

CH4• NzOのインベントリーの精綴化と開発中核技術の内外への普及

地球温暖化対策のための京都議定書における国際制度に関する政策的・法的研究

砂漠化指標による砂漠化の評価とモニタリングに関する総合的研究

温帯高山草原生態系における炭素動態と温暖化影響の解明に関する研究

文部科学省受託プロジェクト 風送ダスト 風送ダストの発生メカニズムに関する研究

その他受託プロジェクト

炭素循環

水資源変動予測

アフイニテイ

放射化分析

降下放射性核種

放射性ヨウ素

(萌芽研究)

(若手研究 B)

生理活性物質

病原性低下因子(生研機構)

炭素循環に関するグローバルマッピングとその高度化に関する国際共同研究

21世紀のアジアの水資源変動予測

アフイニティーパインデイングアッセイによる微生物の環境シグナル物質認識レセプターの単離・解析法の開発

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

土壌並びに農作物中の降下放射性核種の分析及び研究

放射性ヨウ素の土壌蓄積性と浸透性の定量的把握

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

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

循環型社会を構築するための植物由来揮発性生理活性物質の利用

病原性低下因子利用による果樹類紋羽病の遺伝子治療

リモートセンシング (JST) リモートセンシング技術の高度化による陸域植物生産量の推定

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



18 農業環境技術研究所年報平成14年度

再委託先リスト

委託内容

1 I放線菌の抗生物質生産及び形態分化の開始の調節機構[形態・

生理]

委託先

東京大学大学院農学生命

科学研究科

2 I露地野菜地域を源流とする小河川における硝酸性窒素動態と窒|愛知県農業総合試験場豊

素収支の解明[自然 循環橋農業技術センター

3 I農耕地由来の環境負荷物質の収支解明[自然循環] 愛知県農業総合試験場

4 I水田・休耕田の水質浄化機能の制限要因の解明とその向上技術 l静岡県農業試験場

の開発[自然循環]

5 I評価結果の特性分析及び重み付け及びLCAによる評価手法の|側エコマネジメント研究

マニュアル化[持続的農業 (LCA)]所

6 Iインパクト評価法の開発[持続的農業 (LCA)] 東京大学国際・産学共同

センター

7 I天敵のシノモン利用による行動制御技術の開発[持続的農業|京都大学大学院農学研究

(rSA) ]科

8 I東南アジア等における衛星データを用いた作物作付面積推定子|アジア工科大学院アジア

j去の検証 [ 不 測 時 食 料リモートセンシング研究

センター

9 I農薬製剤に含まれる補助剤(アルキルフェノール系界面活性剤) I名城大学農学部応用生物

の分解菌の単離同定及びその無毒化に関する技術確立[環境ホ|化学科

ルモン]

10 I農薬等化学物質によるホルモン様作用の機構解明[環境ホルモ|北海道大学水産科学研究

ン 科

11 I農薬の高感度免疫化学測定法による土壌・水における動態の解|神戸大学遺伝子実験セン

明[環境ホルモン] ター

12 I内分泌かく乱ハロゲン化合物の新規な代謝系の構築と分解微生|九州大学大学院農学研究

物の 育種[環境ホルモン科

13 I 小型野生日甫乳動物における組織・細胞・ゲノムレベルでの影響|九州大学大学院農学研究

実態の把握[環境 ホルモン科

14 Iダイオキシン類汚染土壌の分解・浄化技術の検証[環境ホルモ|愛媛県環境創造センター

ン]

15 I 魚類のホルモンレセプターに対する農薬等の結合試験系の検討 I(賊化学物質評価研究機構

[環境ホ ル モ ン 安全性評価技術研究所

16 I地域バイオマスエネルギー生産システムの環境影響評価及び経|側三菱総合研究所

済性評価[地球温暖化]

17 I灰色低地士水田における水稲のカドミウム吸収抑制技術の開発|新潟県農業総合研究所

[カドミウム]

契約年月日

(完了年月日)

H14.6.5 

(H15. 3 .10) 

H14. 6 .28 

(H15.3.10) 

H14.6.28 

(H15.3.10) 

H14.6.3 

(H15.3.10) 

H14. 7 .25 

(H15.3.10) 

H14. 7 .26 

(H15.3.10) 

H14.6.25 

(H15.3.10) 

H14.6.19 

(H15.3.10) 

H14.7.2 

(H15.3.10) 

H14.8.5 

(H15. 3 .10) 

H14.9.20 

(H15. 3 .10) 

H14.8.8 

(H15.3.10) 

H14.9.13 

(H15.3.10) 

H14.7.4 

(H15.3.10) 

H14. 7 .12 

(H15.3.10) 

H14.6.28 

(H15.3.10) 

H14.9.11 

(H15.3.10) 

委託金額

(千円)

1，800 

2，300 

4，000 

2，300 

4，000 

2，150 

3，000 

1，800 

2，777 

2，558 

2，649 

2，860 

2，588 

2，516 

2，617 

2，775 

1，018 
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委託内容 委託先

18 I多湿黒ボク土水田における水稲のカドミウム吸収抑制技術の開|秋田県農業試験場

発[カドミウム]

19 I 露地野菜畑における野菜のカドミウム吸収抑制技術の開発[カ l兵庫県立中央農業技術セ

ド ミウムンター

20 I転換畑における作物(小麦等)のカドミウム吸収抑制技術の開 l福岡県農業総合試験場

発[カドミウム]

21 I転換畑における作物(大豆等)のカドミウム吸収抑制技術の開!熊本県農業研究センター

発[カドミウム]

22 I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[品|東京工業大学大学院理工学

種産地判別研究科地球惑星科学専攻

23 I農村地域からの温窒効果ガス排出量の制御可能性とその効果の|豊橋技術科学大学工学部

国際分析[京都議定書エコロジー学系

24 I 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 l間国際環境研究協会

究[砂漠化]

25 I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開発|筑波大学農林学系

に関する研究[砂漠化]

26 I地球温暖化による陸上生態系フィードバックに関する研究[植 l北海道大学低温科学研究

生 過程所

27 Iアジアの農耕地における C札、 N20の発生量の評価とその発生|北海道大学北方生物圏

抑制技術の確立に関する研究 [N20等 対策フィールド科学センター

28 Iアジアの農耕地における CH4、N20の発生量の評価とその発生|千葉大学園芸学部

抑制技術の確立に関する研究 [N20等対策]

29 Iアジアの農耕地における CH4、NzOの発生量の評価とその発生|北海道立根釧農業試験場

抑制技術の確立に関する研究 [N20等対策]

30 Iアジアの農耕地における CH4、N20の発生量の評価とその発生|岡山県農業総合センター

抑制技術の確立に関する研究 [N20等対 策 農 業 試 験 場

31 I各種生態系における CO2、C匹、エネルギー交換量の解明[ア|岡山大学環境理工学部

ジアブラックス]

32 I各種生態系における CO2、CH4、エネルギー交換量の解明[ア|千葉大学環境リモートセ

ジアブラックス] ンシング研究センター

33 I各種生態系における CO2、CH4、エネルギー交換量の解明[ア|筑波大学地球科学系

ジアフラックス]

34 I長期連用水田及び畑におけるカドミウム収支の解明[カドミウ|農業技術研究機構中央農

ムリスク予測] 業総合研究センター

35 I作物吸収と相関の高い上壌交換性カドミウムの解明[カドミウ|農業技術研究機構北海道

ムリスク予測] 農業研究センター

契約年月日

(完了年月日)

H14.8.21 

(H15.3.10) 

H14.8.30 

(H15. 3 .10) 

H14.8.21 

(H15.3.10) 

H14.12.12 

(H15.3.10) 

H14.9.13 

(H15.3.10) 

H14.9.11 

(H15. 3 .10) 

H14.8.27 

(H15.3.10) 

H14.9.3 

(H15. 3 .10) 

H14.9.2 

(H15. 3 .10) 

H14.10.25 

(H15.3.10) 

H14.9.12 

(H15.3.10) 

H14.9.2 

(H15.3.10) 

H14.8.21 

(H15.3.10) 

H14.9.11 

(H15.3.10) 

H14.9.11 

(H15.3.10) 

H14.9.24 

(H15. 3 .10) 

H14.9.17 

(H15.3.10) 

H14.9.17 

(H15.3.10) 

19 

委託金額

(千円)

1，018 

1，018 

1，018 

1，018 

2，775 

1，250 

8，687 

2，249 

2，452 

1，000 

500 

994 

500 

1，014 

1，455 

991 

3，000 

2，500 
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委託内容 委託先

36 I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

ム濃度の推定[カドミウムリスク予測]

37 I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 l北海道立中央農業試験場

理化学性との関係のほ場での検証[カドミウムリスク予測]

38 I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

証[カドミウムリスク予測農業試験場

39 Iホウレンソウのカドミウム吸収能の品種間差異の検証[カドミ l埼玉県農林総合研究セン

ウ ムリスク予測ター園芸支所

40 Iホウレンソウのカドミウム吸収能の品種間差異の検証[カドミ|茨城県農業総合センター

ウムリスク予測農業試験場

41 I貧栄養流域における酸性物質の動態と収支の推定[流域物質循!信州大学理学部物質循環

環 学科

42 I流域における窒素、イオウの循環プロセスの解明[流域物質循|東京農工大学農学部環境

環 資源 科学科

43 I貧栄養流域における酸性物質の動態と収支の推定[流域物質循|東京農工大学農学部環境

環 資源 科学科

44 I植生 土壌プロセスに基づく流域スケールの物質循環モデルの|東京大学大学院農学生命

開発 [流 域物 質循環科学研究科

45 I貧栄養流域における酸性物質の動態と収支の推定[流域物質循|北海道大学北方生物圏

環フ ィー ルド科学センター

46 I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

する研究[ぜい弱性]

47 I土壌炭素ブラックスの時空間変動の定量的評価[炭素収支] 岐阜大学流域圏科学研究

センター

48 I土壌炭素ブラックスの時空間変動モデルの構築と広域推定手法|岐阜大学流域閤科学研究

の開発[炭素収支センター

49 I土壌炭素フラックスの時空間変動の定量的評価[炭素収支] 都留丈科大学文学部

50 I 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[炭素|玉川大学農学部

収支]

51 I土壌炭素ブラックスの時空間変動の定量的評価[炭素収支] 山梨県環境科学研究所

52 I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[炭素|筑波大学生物科学系

収支]

契約年月日

(完了年月日)

H14.9.19 

(H15.3.10) 

H14.10.1 

(H15.3.10) 

H14.9.19 

(H15.3.10) 

H14.10.30 

(H15.3.10) 

H14.10.1 

(H15.3.10) 

H14.12.9 

(H15.3.10) 

H14.11.5 

(H15.3.10) 

H14.11.5 

(H15.3.10) 

H14.10.10 

(H15.3.10) 

H14.11.25 

(H15.3.10) 

H14.12.4 

(H15.3.10) 

H14.12.5 

(H15.3.10) 

H14.12.5 

(H15.3.10) 

H14.11.12 

(H15.3.10) 

H14.10.17 

(H15.3.10) 

H14.10.17 

(H15.3.10) 

H14.11.18 

(H15.3.10) 

委託金額

(千円)

500 

3，500 

2，500 

1，300 

1，300 

1，504 

1，507 

1，007 

1，503 

1，508 

2，000 

10，552 

3，441 

5，233 

3，453 

1，205 

5，889 



ll.平成14年度研究課題

3 .法人フ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

運営 遺伝子組換え体植物や侵入植物が近縁の作物及び野生植物に及ぼす生態的・
生物安全

遺伝的かく乱評価に関する研究
組換え体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

運営 隔離圃場にかかる Btトウモロコシ花粉の生物検定に関する研究、運営

インベントリ昆虫分類研

インベントリ土壌分類研

生物安全 昆虫 G長

運営
一 植物多様性と水田除草剤流出との関係の解明 生物安全 植生生態 U

(ポスドク)

運営
ゃー 遺伝子組換え植物等における根圏微生物の分子生態学的動態解析 生物安全 微生機能 U

(ポスドク)

連携侵入生物情報データベースの開発 生物安全 昆虫 G長

連携 臭化メチル代替薬剤の環境生物に対する影響評価 化学環境 有化 G長

化学環境 農薬動態 U

生物安全 微生生態 U

生物安全 線虫小動 U

インベントリ昆虫分類研

連携 農業環境インベントリー構築に係わるデータベース作成 インベントリセンター長

インベントリ見虫分類研

インベントリ微生分類研

インベントリ土壌分類研

生物安全 微生機能 U

生物安全 線虫小動 U

化学環境 士微利用 U

化学環境 重金属動 U

独立 ダイオキシン類の植物における吸収移行特性の解明 環境分析 化学分析研

独立 アブラムシ類に対する化学物質の影響評価指標の探索 化学環境 農薬影響 U

独立 物質収支にもとづく浅層地下水における硝酸性窒素除去能の定量的評価 化学環境 土壌物理 U

独立 レーダーを利用した新しいテレメトリーの開発 生物安全 個体群動 U

独立 雑種タンポポの分布特性とその環境指標性に関する景観生態学的研究 生物安全 景観生態 U

独立 高 CO2濃度が水田からのメタン発生に及ぼす影響とそのモデル化 地球環境 温室効果T
地球環境 生態影響 U

独立 地下浸透水中における溶脱窒素の動態解明 化学環境 水動態 U

独立 PCR-DGGE法を用いた土壌からのクロロ安息香酸分解遺伝子の検出技術の開発化学環境 土微利用 U

独立 有害重金属類の化学形態解析のためのメタルプロテオミクス手法の開発 環境分析 化学分析研

独立 凝集剤を利用した水田からの土壌懸濁物質放出抑制技術の開発 化学環境 土壌化学 U

独立 生分解性イオン交換資材を利用した暗渠排水中硝酸性窒素除去技術の開発 化学環境 養分動態 U

独立 GISを利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
(任期付)

地球環境

独立 イネ及びダイズにおけるカドミウムの子実への移行・蓄積メカニズムの生化
化学環境

(任期付) 学的並びに遺伝学的解析

虫立 アルキルフェノール類の特異的な分析法の開発とその応用
(任期付)

環境分析

生態管理 U

土壌生化U

化学分析研
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平成14年度のフロジェクト研究等課題分担一覧

地球環境部 生物環境安全部 化学環境部 農業環境
環境化

重金属研究 Gj栄養塩類研究 G

インベン
学分析

微生物・ 有機化学 トリーセ
気象研究G生態システム研究G 植生研究G 昆虫研究G

小動物研究 G 物質研究G ンター
センター

気候源資
態系響生影 大気全保

書
環境統計 物質循環 生血品管理 i室効果ガ温 料生食産

フ
植生

景生態観 化学生態
昆響導入影虫

制体群動態
昆虫生態

微生 微生 微生 線虫
換紺体え 農薬動態評 響軽農薬影 微上壌生物

重五人¥ 重金
壌i 化学

土 土

養分動態 動態水u 
ダ 土昆

微生 境環
性放射モ フ

壌生化学
壌物

イ 壌 虫
ツ

育生旨

物価許研究宵

物生態 物機能 属価評 属動態
オ

類分 類分
物 イヒ

ト ク ま里 キ
分類

十物旦'. |司
(推) :推進リーダ U U U U U U セ

予測
ス U U U U 物動 T u U U U ン 研研

{体う析研t i 
(TLl :チームリー夕、 U ン ス

動f変汗州

U U U f面 減
利用

研官究
U U ン

究室 究室
研究京

析研質分(sLl :サブリーダ ン T T U U U U T 

(参) :G長等の参画
ン U 
グ
U T q室~ し ヴ室~ し

予算区分 プロジェクト等略称、 研究期間 主査、リーダ、課題代表者等

運常費父付ー金
雑持議草防雨轟除轟 ((1ISCAAI) -一一一 一

9 -14 • • • 一一一一同ー----四百【

化化地学学球((TS環環環IL))境境境養部部部i壌分長長長微動(((態生推杭推物リ)))利ー5栄食主用ダ壷料義リ指塩生(sー事類産LIダ)研研予農究究測薬GGT影民長長響軽減

一十一一 一--- 『一千ーー 一ー一一 一一『ー• • ー『ー一 』一一一 • 一--- • ーーーー ーーーー ---ー • 一一一 一ー一一
11 -15 リーダ

主主1任任任主主l査査査 • • • 10 -14 

童形自詞然態循変動環生予理扇 • • • 12 -17 • • • • • • 13 -17 • 【ーー ー一一
10 -19 

環境研究(農)

地環面謀球境温長ホ呈暖ル化モ((末生ン態γ15((f耕物系警イ質地墾オTキ)百防・シ止森一ンJ林覇

11-18 • • • • • ~L--
ーーーーー----ーー四ー • 一一ー- • 一』ーー 日ーーー 司ーー一 • .1 • 14-1R 
一一ー一回ー-----ーー • • • 14-18 • • • • • • 動車)

11-14 • 11-14 
一ー一ー一ーー-~--~-酬 • • • 12 -14 • • • • • バイオマス 13 -17 • 高度化事業(農) カドミウムリスク予測 14 -16 主任主査化学環境部長(推)重金属研究G長 • • • • • 行政対応特研(農)

品カ種ド産ミ地ウ判ム別
12 -14 主任主査 化学環境部長(推)重金属研究 G長 • • • 一一ー一『宇一ー【----

主査重金属動態リーダ
一一ー- 一ー一一 ーー--ー】ーー 四日ーー ーーーー ー--- ーーーー 』ー『ー ーーーー ーーーー ー---• 一一一 一日一一

13 -15 ト一一
作物対応研究(農) 食国料産野自給菜率向上 13 -16 • 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一→~一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一ー一一ーー←一一一一一一一一一一一一一一一 • 14 -16 
パイァク先端技術(農) 組換え体総合研究 11-15 主f毛主査 生部長(推)微G長(副推)植 G長 (TL)化生、微機、土微リ、組換T長 • • • • • • • • • ジーンパンク事業(農)

微昆生虫物ジジーーンパンパンクンク
60-

窓窓口口 徹昆生虫研物究・小G動長物研究G長 • • • • • • 司自由自 自司【ー 同ー司開司胃 ー由ーー ーーー一 一一----一一 • • • 一一四ー 自ーーー ー------ー --ーー --一一 • 12 -

総合研究(農)
協調シス一テ([ム22嘉3長(農作1物3業E呈環)境産〕情報)

13 -17 主査 農業環境(TLインベントリーセンター長 • 土壌分類研室長)
ー『司.-『一ー『 一---『ー一一 --叩ー ー，一一← 一一ー-一ーーー --田ー ー同『四 ---- --一一 • ー一一一一一一一一一一一一 • 行政対応調査研究(農) 不測時食料 12 -14 主任主査生態シスァム研究 G長 • • ファクト DB (農) 内分泌かく乱 DB 11-14 主任主査有機化学物質研究 G長 • パイオニア特研(農) カァコール 12 -14 主査・課題代表藤井化学生態リーダ • 連携実用化研究(農) 晶機能有機肥料 13 -15 主査・課題代表 |可証土壌正主化学リーダ • め

農村振興局(農) 多面的機能 14 -15 • • 公害防止(環) 微量重金属 12 -16 主任主査化学環境部長課題代表樋口重金属研究 G長 • • • • 環境保全(環) FACE 14 -16 主査・謀題代表小林生態系影響リーダ • • 地球環境(環) 14 -16 
課サ題ブ課代表題代表新藤林物地質球循環環境U部長 • 一ー---干ーーー『一一『 ーーーー ーーーー ーーーー ーーーー ーーー一• ーーーー • ーーー四 --由宇 『一一ー 一ー一一 一一十一 一一一ー ーー一一 一一ー一 一一』日 日」ー← 『ー一一 ーザ一一 一一一一 一ー一一

14 -16 
14 -16 • • 3 ) 12 -14 課題代表林地球環境部長 • • ーーー-----ーーーーー
12 -14 • ー一ー一一一一一一一一一 ーーーーーー----ー司自 ーーーー--ーーーーーーーー一一一一一一一一一一一ーーーー司司園田-----------ーーーーーー---目------ー-----ー一ー-----一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一司一一一一一
12 -14 • ーーーーーーーーー】----------ー一一--

サブ課課題題代代表表 谷川島lLJ食大料気生保崖全予リ測ー 長 中井士壌分類研室長 • • 13-15 +_. ー-ー『一一向ーーーーー サブ ダT 、 • 13-15 

総合研究(文)
風炭送素循ダ環スト

12-14 • 一一一一一一一一一一一一一一ー---ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一ー一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーー皿ーー一一一一一一一一一一一一ー四ーー一ーーーー • ーーーー ーーーー ーーーー ーーーー • ーーー四 ーーーー ーーーー --ーー ーーーー 幽ーーーー 一一一ー 一一一ー ーーーー ーーー一 一ー一ー
10-14 

先導的研究(文) 水資源変動予測 13-15 • • 原子力(文)
放ア射フ化ィ分ニ析ティ

10-14 
課課題題代代表表 高木橋方微放射生性物機同位能体U分析研室長 • • ---ー 一一ー- --日』 一ー一一 一一一一 ーーーー 司ーーー 自由-- 一一『ー ーーーー • 曲目』ー 一ーーーー 一一一一 一ー・.-ー司明【司 司曙明白甲 ーー司F目ーーーー• 12 -16 

放調費(文)
放降射下放性射ヨ性ウ核素種

32- 課題代去 駒村放射性同位体分析研 • ー+一一一一一一←ー』司『
課題代表 木方放射性同位体分析研室長

一一一一 一一ーー ーーーー ー---ーーーー --一一 一ーーー 一一一ー 一一-- 『司._-ーーーー ー一一一 一一ー一 一一一ー ---ー ー一一ー 一一-- 白戸一一 • 3 -17 

科研費(文)
若萌芽手研研究究 B

14 -16 
課課題題代代表表 吉池本田植生態生系生態影響リーUダ • 一一一一一一ー一一一ー一一 • 一一一ー ー~--- 一一一ー ーーー一 一ーーー 一一ーー ー一一一 一一一『 一一ーー 一一一ー 四百四国 ---ー --ー→

14 -16 

革新的技術開発(丈) 生理活性物質 12 -14 課題代表藤井化学生態リーダ • 基礎研究(生研機構) 病原性低下因子 10 -14 課題代表松本微生物生態リーダ • 重点研究支援(JST)

導温リJ室モE負劫手畢ト檀セガ塑ンスシ一D一Bンゲ一一一 一一 11922-111417 唖課研究題究T代代Z表蓋表 堅斎宵藤生同生tフt態ラ生シッ態スクァリス一二変ム研動竺究語価GT長
十一ー一 • ーー白ー ーーー『『司司自 -ーー一 一一ーー ---目 ーーーー ーーーー• ー--四 ーー一一 ー--- 日一一一 一』一一 一一日ー 一ーー一 一一一一

• (農農林水産省所管、(環環境省所管、(丈文部科学省所管、(JST)科学振興事業団所管
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Ill.研究成果と展望

1. 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

大気 CO2濃度上昇と FACE実験

約 1万年前に氷河期が終わってから1800年代まで、大

気中の COz濃度は約280pprn (0.028~) でほぼ一定だっ

たが、産業革命とともに上昇し始めた。特に20世紀半ば

以降の増加は著しく、 2002年現在は約370pprnで、今世

紀後半には550pprnつまり産業革命以前のほぼ2倍に達

するとみられる O 地球の歴史で何億年も前には、これよ

りも COz濃度が高かったというが、人類はもちろん、現

存するほとんどの動植物は、これほど高い大気 COz濃度

を経験したことが無い。植物は、太陽の光を利用して大

気中の COzから炭素を取り込んで(光合成)生長してお

り、 CO2濃度が高まると光合成が盛んになる O 農作物に

ついても、温室やチャンバーを用いた従来の実験結果か

ら、高 COz濃度下で光合成速度が高まり、生長と収量が

増加すると予想される D しかし、従来の実験装置内の環

境は実際の圃場と違うので、高 COz濃度に対する農作物

の応答も現実とは異なる可能性が高い。 FACE(開放系

大気 COz増加)は、屋外の圃場で COz濃度を高めて植物

や生態系の変化を調べる実験手法で、 1987年にアメリカ

で初めて開発された。私たちは、イネを対象とした世界

最初の FACE実験を行い、大気 COz濃度上昇が実際の農

家水田におけるイネの生長と収量に及ぼす影響を明らか

にした。

高 CO2濃度が水稲の生長と収量に及ぼす影響

岩手県雫石町の農家水田で、 1998-2000年の 3年間、

COz濃度 2段階(対照区:外気 COz濃度、高 COz濃度区:

外気 COz濃度+200~250ppm) と窒素肥料 3 段階(多窒

素、標準窒素、少窒素)を組み合わせて FACE実験を

行い(図 1)、水稲(品種:あきたこ まち)の生長、収

量、品質を調べた。高 C02濃度下では水稲の生長が促進

され、収穫時の全乾物重は、高 COz濃度のほうが1l~13~

多かった。米収量は、多窒素と標準窒素では高 COz濃度

により約15~増えたが、少窒素では 7~の増収に止まっ

た(図 2上段)。高 COz濃度による米収量増加は、土地

図1 雫石町の農家水田における FACE実験の状況

上段:手前の 8角形の区域が高 CO2濃度区、水田 2枚お

いて向こう側に白い箱が見える部分の左側が対照区。

下段:高 CO2濃度区内の登熟期のイネ。中央上部を横切

る黒いチューブから CO2が放出される。中央右手、遠く

に見える白い円筒 2基は、液化 CO2タンク (合計容量23

トン)

面積当たりのモミ数が増加したことが原因だ、った(図 2

中段)。モミ数は、窒素吸収量と密接に関係することが

知られており、 FACE実験でも COz濃度上昇によって幼

穂形成期(穂のもとができ始まる時期)までの窒素吸収

量が増えた結果、モミ数が増えて増収したと考えられた。

なお、幼穂形成期以降の窒素吸収量は、高 CO2濃度のほ

うがむしろ少なく、そのために生育期間全体を通しての

窒素吸収量は COz濃度の影響を受けなかった。モミ数以

外の稔実率やモミ千粒重は COz濃度の影響を受けなかっ

た。

高COz濃度により、どの窒素施肥量でも白米のタンパ

ク含量が 6~ 9 g kg-1 (比率では 7~12~) 低下した(図

2下段)。タンパク含量が低いと食味が向上することが

知られているので、食味試a験を行ったところ、確かに高

COz濃度では食味が向上したが、大きな違いではなかっ

た。
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か、将来の環境により良く適応した農業生産にも役立つ

と期待している O

本研究の大部分は、科学技術振興事業回戦略的基礎研

究予算(課題名:COz倍増時の生態系の FACE実験とモ

デリング)を用いて、同事業団と農業環境技術研究所、

東北農業試験場(当時)ほかとの共同研究によって実施

された。

(生態系影響ユニット 小林和彦)

水管理と施肥管理による水田から

のメタンとE酸化窒素の発生抑制

はじめに

湛水状態の水田からは、温室効果ガスであるメタン

(CH4)が発生している o CH4は、湛水状態が続いて酸

素供給が制限された還元状態の発達した土壌中で生成さ

れるので、その発生を抑制するためには、一時的に排水

を行って土壌に酸素を供給する水管理が有効と考えられ

るO 実際、これまでの研究により、水稲生育後期の CH4

の発生量は、中干しとそれに引き続く間断濯政によって

大幅に削減されることが示されてきた。

一方、別の重要な温室効果ガスである亜酸化窒素(N20)

は、農耕地の中では主に畑において発生することが知ら

れている o N20は湛水条件下ではほとんど発生しない。

しかし、最近のいくつかの研究により、水田からの N20

発生も無視できないことが明らかになってきた。特に、

CH4の発生を抑制する効果のある栽培管理技術である

「中干し・間断濯瓶」は、一時的に湛水状態を解消する

これに伴って N20の発生が促進される可能性が

指摘されている O

本研究では、 CH4およびN20を同時に自動連続測定す

ることにより、わが国の水田で慣行となっている水管理

および施肥管理が、これらの温室効果ガスの総発生量に

及ぼす影響を評価した。
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COz濃度上昇によるモミ収量の増加(上段)、面積当た

りモミ数の増加(中段)、白米タンパク含量の低下(下

段)

モミ収量とモミ数は 3年間の平均値、白米タンパク含量

は、 1999年の結果。高 COz区のバー上部の%表示は、対

照区からの変化の相対比率。

多窒素は120kgNha-1 (1998年)/150kgN ha-1 (1999・

2000年)、標準窒素は80kgNha -1 (1998年)/90kgN ha-1 

(1999 . 2000年)、少窒素は40kgNha-1 (1998-2000年)。

FACE実験結果が意味するもの

FACE実験によって、大気 CO2濃度が高まると米の収

量が増えること、その増え方が窒素供給量によって異な

しかも、高 CO2濃度の増収効果は、

対照高C02対照高C02対照
。

図2

ため、

ることが分かつた。

単に窒素量が増えるほど大きくなるものではなく、穂が

でき始める時期までの窒素吸収量の増加が重要と考えら

れた。なぜ、窒素吸収が高 CO2濃度で増えるのか、

穂、ができた後は、高 COz濃度で窒素吸収量が減少するの

しかも

CH4
および、 N20自動モニタリング施設

試験は、農環研内の温室効果ガス発生制御施設におい

て行った。この施設は、自動開閉チャンバーを備えた圃

場(図 1)、およびCH4、N20測定用のガスクロマトグ

(GC) を備えた分析棟とで構成される O 一定時間

はなぜか、現在追究中である O 米のタンパク含量の低下

も、窒素吸収の変化で説明できそうである O さらに進ん

で、高 COz濃度環境に適した施肥法や品種を開発すれば、

大気 CO2濃度の上昇を食糧増産に利用できるかも知れな

い。雫石では、今年 (2003年)から 2年間の予定で FACE

実験を実施しており、また中国江蘇省無錫市近郊でも、

中国科学院南京土壌科学研究所と共同で水稲と小麦の

ラフFACE実験を進めている O それらの実験結果も含めて解

析すれば、将来の農業生産をより良く予測できるばかり
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毎にチャンパーの蓋が閉じられ、 チャンバー内部の空気

をポンプでGCに導入するこ とにより、 C弘、 NzOの発

生量が同時に自動連続測定される O

図 CH，・N20フラ ックス自動連続測定システム

栽培期間における水田からの CH4および、 N20発生

CH4発生は水稲生育前期の常時湛水期間に顕著に増加

したが、その後、中干 し・間断濯概に伴って大幅に減少

した(図 2)0これは、これまでの研究結果 と同様で、あ

り、わが国の水田における慣行水管理(中干し・間断濯

概)が水稲生育後期の CH4発生の削減に有効である こと

を確認した。

27 

一方、水稲栽培期間における NzO発生は、代か き直

後、間断濯獄中の追肥直後、および最終落水後(水稲収

穫直前)に一時的に観測されただけであった。施肥後の

水田土壌には NzOの前駆体のひとつであるアンモニア

態窒素 (NH4-N)が高い濃度で存在していたにもかかわ

らず、顕著なNzO発生はなかった。

水稲栽培期間の CH4およびNzOの総発生量は、それ

ぞれ、 3180mg CH4 m-2および26mg NzO-N m-2だ、った。本
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図 2 水田からのメタン (CH4) ・亜酸化窒素 (N20)放出量の

経日変化 (上段)、および、土壌中のアンモニア態窒素

(NH，-N)・硝酸態窒素 (N03-N)の経日変化 (下段)。

斜線部は湛水期間を示す。

表 l 水稲栽培期間 (移植~収穫)における水田からの亜酸化窒素 (N20)発生に関する世界の研究報告

試験地 土壌タイプ
窒素

N20発生量
排出係数

(国名) (FAOlUnesco) 
施肥量

(g N ha-1
) 

N20-N/施日巴N 計測頻度 水管理 文献

(kgN ha-1
) (%) 

封丘
フェオゼム 365 L 720 -4，460 0.47 -1.22 ほほ5日おき

最大 7日間の

(中国) 中干し 4回

南京
ルビソル 300 480-840 0.16 -O. 28 ほほ 5日おき

最大10日間の

(中国) 中干し 4回

ロスパニョス
ルピソル 自動連続

15日間程度の
3 ) 

(フィリピン)
200 89-638 0.04-0.32 

中干し 1回

南京
ルビソル 100 33 -38 0.03 -0.04 ほほ5日おき

最大10日間の
2 ) 

(中国) 中干し 4回

竜ヶ崎
フルビソル 90 65* 0.07 ほほ週 1回 慣行水管理学本 4 ) 

(日本)

農環研
フルピソル 90 26 0.03 自動連続 慣行水管理*傘 本研究

(日本)

キ発生はほとんどが最終落水後であり、中干し期間の発生は検出限界以下であった。

* *水稲移植後40-50日の常時湛水後、 5-7日間の中干し。その後、 3湛 2落程度の間断濯概サイクル。収穫の20-30日前に最終落水。

1) Cai et al. (1999) : Soil Sd. Plant Nutr.， 45， 1 

2) C加巴tal. (1997) : Plant Soil， 196， 7 

3) Bronson et aL (1997) : Soil Sci. Soc. Am. 1.， 61， 981 

4) Yagi et al. (1996) : Global Biogeochem. Cycles， 10， 255 
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研究で得られた水稲栽培期間の N20発生量は、これま

で報告された世界の水田での研究例の中でも最も少ない

レベルである O 多量の NzO発生が報告されている中国

やフィリピンでの試験では、比較的長期間(7日以上)

の中干しゃ、本試験よりはるかに多量の窒素施肥が行わ

れており、これらのことが高い N20発生の要因になっ

たものと推察される(表 1) 0 

これらの結果から、わが国で慣行となっている水田の

中干しおよびそれに引き続く間断濯瓶と90kgNha一l程

度の窒素施肥(基肥および追肥)は、 CH4発生量を大幅

に減少させるだけでなく、危倶されていた N20発生の

促進もほとんどなく、温室効果ガス総発生量の削減技術

として有効であることが実証された。

おわりに

本研究結果は、「気候変動枠組み条約J(1992年)に基

づくわが国の温室効果ガス排出・吸収目録の基礎データ

として、その改訂に寄与するものである O 特に、水田か

らの N20発生量については、詳細な調査データがきわ

めて限られていたため、この部分での数値の精綴化に貢

献するものである O

また、本研究の結果、特別な費用・労力を要する措置

を施さなくても、適切な栽培管理(水管理および施肥管

理)を行うことによって、水田からの温室効果ガス発生

量を相当量削減できることが明らかになった。わが国お

よびアジア諸国においては、広い面積の水田で水稲栽培

が行われている O このような適切な栽培管理技術を適用・

普及させることにより、わが国およびアジア諸国におけ

る温室効果ガス総発生量を削減できるものと期待され

るO

発表論文

1 )西村誠一・須藤重人・秋山博子・津本卓治・米村正

一郎・八木一行 (2003) 第50回日本生態学会講演

要旨集，つくば.

2) Yagi， K.， S. Nishimura， T. Sawamoto， H. Akiyama and 

S. Sudo (2003): Nitrous oxide emissions from rice 

fields as affected by water and fertilizer management. 

ILEAPS: Integrated Land Ecosystem-A凶 osphereProcesses 

Study lntemational Open Science Conference， Helsinki. 

(温室効果ガスチーム 西村誠一・秋山博子・

須藤重人・八木一行)

3 .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

はじめに

アラスカの北極海に面した小さな町、バローに、農業

環境技術研究所の観測点がある o 1999年 4月に設置され

たこの観測点では、ツンドラの二酸化炭素収支、メタン

放出量の測定が、現在まで継続されている O 北極域は気

象の年次変動が大きく、 また地球温暖化の影響が顕著に

現れることが予測されている地域でもある O ツンドラに

おけるエネルギー、炭素、温室効果ガスの収支の実態と

その変動性を把握することは、地球温暖化に伴う北極域

の陸域生態系の応答を解明する第一歩となる O また、陸

域炭素循環の解明を目的としたブラックスネット

(孔UXNET) と呼ばれる観測網が1990年代後半に組織

されて以降、地球上の様々な生態系で長期的な観測が実

施されており、バローでの観測はその一環に位置付けら

れる O

観測点の設営と保守

農業環境技術研究所の観測点は、 Central Marshとよ

ばれる低湿な窪地の中にある(写真 1) 0 この観測点の

ツンドラは湿地ツンドラ (wetsedge tundra)に分類、され、

優占する植生はスゲ、コケ、地衣類である O バローの夏

季(6月から 9月)の平均気温は2.CC、総降水量は74

皿で、 7月下旬には日中の気温が10
0

Cを越える日もある O

活動層(夏季に融解する表層土層)の厚さは、 8月下旬

には約30cmに達する O 地表面から積雪が消える 6月中旬

写真 1 上空から見たバロー観測点 (間野正美氏撮影)。写真

右上から下部にかかる楕円状の縁取りがC巴ntral

Marshの土手。中央部に見える長さ130メー トルの仮

設橋の先端に、高さ 6メー トルの観測タワーがある。

右下は農業環境技術研究所 (NlAES)の観測点である

ことを示す杭。
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バロー観測点では、他のフラックスネット観測点と同

様に、年間を通した観測を行っている O 通年観測が可能

となったのは、商用電源を利用できたからである O ブラッ

クス観測を行う場合に、商用電源が利用できるか否かは、

観測の内容とデータの質に決定的な差をもたらす。観測

点の設営は、共同研究者である w.C. Oechel教授(サン

デイエゴ州立大) のグループの協力を得て、 1999年 4月

に行った。スノーモービルやそりを使用できたため、タ

ワーや仮設橋の建設のための資材の運搬には好都合で

あった。その後、一部の測器の更新や、測定項目の追加、

測器収納箱の改善などを経て、現在に至っている O

測定項目の大部分は自動化されているとはいえ、使用

している測器類は研究用のものであり、付帯設備も手作

どのようなトラブルが発生するかわか

から 9月前半までが、植物の生育期間となる O

バロー観測点の1999年から2001年までの二酸化炭素とメ

タンの年間収支。夏季は 6月から 9月まで、冬季は10月

から翌年の 5月までとした。

炭素量に換算すると純生産量の3.2%から4.5%にすぎ

ず、炭素収支に占める割合は低い。ただし、地球温暖化

指数(積算期間100年)を用いて換算すると、

年開放出量は二酸化炭素吸収量の27%から38%に相当す

メタンの

図 1
りなので、いつ、

らない。とくに、植物の生育期間のデータの確保は重要

なため、夏季には大学院生が現地に常駐して、観測点の

保守を担当した。また、冬季は、 1、 2ヶ月毎に交代で

担当者が出張し、データの回収と測器の保守にあたった。

2002年夏以降は、アラスカ州フェアバンクスにある国際

北極圏研究センター

るO つまり、今後100年間の積算効果を考えた場合、現

在の湿地ツンドラは地球温暖化の抑制に寄与しているも

のの、大気中から固定した二酸化炭素量の約 1/3は、

メタンの放出によって相殺されていることになる o 3年

間にわたる観測により、二酸化炭素やメタンの年間収支、

気象の年次変動に伴う収支の変動幅などが明らかになっ

おわりに

従来のツンドラにおけるガスフラックスの観測は、そ

のほとんどが植物の生育期間に限定されており、二酸化

炭素とメタンの収支を同時に測定した例もほとんどな

この点が、本研究と従来の研究との大きな違いであ

た。

し ~o

バローでの観測は 5年日を迎えた。この長期観測の基

礎となっているのは、私達が1990年代に蓄積してきたフ

ラックス測定に関する技術と、試行錯誤しながら体得し

たノウハウである O これに加えて、サンデイエゴ州立大

のグループの協力と援助、そして観測に携わった多くの

皆さんの努力がなければ、本研究は成しえなかっただろ

っO

(フラックス変動評価チーム 明宮田

るO

二酸化炭素とメタンの年間収支

1999年から2001年までの 3年間の、パロー観測点の二

酸化炭素とメタンの年間収支を図 1に示す。この結果は、

30分間毎に計算したフラックスを年間積算して求めたも

のである O 総光合成量は植物が光合成によって固定する

二酸化炭素の量であり、生態系呼吸量は植物の呼吸と土

壌有機物の分解に伴って生態系から放出される二酸化炭

素の量である O バローの植物の生育期間は約 3ヶ月間と

短いが、総光合成量は年間の生態系呼吸量の2.5倍から

3.8倍であり、年間の二酸化炭素収支(純生産量)は正、

すなわちツンドラは大気中の二酸化炭素を吸収してい

るO また、バロー観測点の純生産量(年間78から158gCm-2) 

これまで報告されている他の高緯度地域の湿地の値

に比べて大きい。夏季に湛水状態となる湿地ツンドラで

は、総光合成量に対する生態系呼吸量の割合が小さいた

めと考えられる o 3年間の結果ではあるが、純生産量に

対する総光合成量の年次変動の影響は大きく、夏季に多

照、高温であった1999年には、総光合成量が増加したた

め、純生産量は2000年や2001年の約 2倍となった。

ツンドラからのメタンの年開放出量にも年次変動がみ

られ、総光合成量が多かった1999年のメタン放出量は、

他の年次に比べて大きかった。メタンの年開放出量は、

(IARC) が保守を担当している O

は、
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4 .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

はじめに

ハイマダラノメイガ、 Hellulaundalis Fabricius (鱗麹

目:メイガ科) (図 1)は、キャベツなどのアブラナ科

作物を加害し、コナガとともに東南アジアで重要な害虫

となっている。この虫は、芯や葉柄の内部に食入して成

長を阻害する O 日本でも関西を中心に被害が出ているが、

最近では関東でも被害が見られるようになった。

図 l トラ ップに捕獲されたハイマダラノメイガ雄成虫

発生を調べるには

野外でこの虫の発生を調べるには、どのような方法が

使われるのであろうか。誘蛾灯を使う方法は、虫の調査

でよく使われるが、この虫は光に集まらないのでこの方

法は使えない。兵庫県では加害が見つけやすいクレオメ

という植物を使って調査している O また、生きた雌蛾を

網かごに入れておくと雄蛾が集まってくるので、それを

粘着物質で捕まえるトラップも使われている O

性フェロモンの利用

雌蛾を使うには虫を飼育しなければならないうえ、数

日で死んでしまうので定期的に交換する必要もある O 雌

蛾が雄蛾を集めるのは、それぞれの蛾の種類に特有の性

フェロモンという化学物質を出しているからである O こ

の性フェロモンは多くの蛾で既に明らかにされ、日本で

もいくつかの虫で、発生を調べるための誘引源として市

販されている O この誘引源を使うと、 1ヶ月の問、調べ

たい特定の種類の蛾だけを捕まえるので、その数を定期

的に調査するだけで、簡単に発生状況を調べることがで

きる O

性フェロモン成分の再検討

ハイマダラノメイガの性フェロモンは、以前に研究さ

れ、 1つの物質が報告された。しかし、この物質はあま

り誘引力がないために発生調査には使われなかったc 生

きた雌蛾を使うのは非常に大変なので、性フェロモンの

再検討を試みた。性フェロモンは、交尾をしていない雌

蛾が夜間の特定の時刻に出す。そこで、その時刻に処女

雌を有機溶媒に浸けて性フェロモンを抽出した。数千頭

から得た抽出物に含まれる性フェロモン物質を精製する

ために、フロリシルというシリカゲルの 1種を詰めたカ

ラムに抽出物を吸着し、ヘキサンにエーテルを加えた溶

媒で回収した。次に、野外で、ハイマダラノメ イガの雄蛾

を誘引するかどうかを調べ、誘引力を示す物質について、

揮発性物質の化学構造の情報が得られるガスクロマトグ

ラフ質量分析装置で分析した。その結果、 (E，E) -11， 13 

-ヘキサデカジエナール(以下 EEと略記)が主成分と

して含まれ、以前の報告が正しいことが確認でき、ほか

に性フェロモン物質に類似の物質は検出できなかった。

これは強い活性のある物質が非常に少量のためとも考え

られる D

性フェロモンの誘引性を強める成分の検討

雌蛾から新たなフェロモン物質は発見できなかった

が、野外試験で、この性フェロモン成分EEだけで弱い

ながら誘引力が認められたので、これに微量成分を加え

ると、誘引力が強まることがあるかもしれないと考えた。

蛾の性フェロモンは、比較的似た化学構造の物質がいく

つか組み合わされていることが多いと報告されている O

EEの場合には、アルデヒドがアルコールに変わってエ

ステルになった物質や、 二重結合が 1箇所の物質などに

その可能性があると考えられる。このような主成分に似

た物質を加えることで、主成分の誘引力を強めることを

期待して、数種の物質を合成して添加し、その活性を調

べてみた。野外での誘引力の調査には、粘着式の屋根型

トラッフ。を使った。候補物質と主成分とを混合した試料

をろ紙に含浸したものを誘引源とし、この虫が反応する

時刻前の夜の10時頃にトラ ップを設置し、翌朝、捕殺さ

れている雄蛾の数を数えた。その結果、誘引力は、主成

分だけでは弱いが、 (Z)-11 -ヘキサデセナール (以下

Zl1と略記)を加えた場合に強くなることを確認した (表

1 : 10月 8~10 日の結果)。一方、 (E ) -11 -ヘキサデ
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表 1 5，ugの主成分 (E，E) -11， 13-ヘキサデカジエナールに50ngの各物質を添加した試料の

誘引活性

試料

捕獲雄数/トラップ/日

(平均±標準誤差)

EE 

10月 8 日 '~10 日， 2001 

0.7:t0.3 b 

10月 11 日 ~13 日， 2001 

EE+Z11 

EE+E11 

EE+Z9 

EE+E9 

EE+Z13 

EE+E13 

EE+Z11 +Z13 

EE+Zll +E11 

EE+Z11 +E13 

Zl1のみ

7.0:t2.1 a 5.0士0.8 a 

1.0:t1.0 b 

。
C 

0.3:t0.3 bc 

。 b 

0.3:t0.3 b 

0.7:t0.7 b 3.3:t 1.2 ab 

5.0:t1.5 a 

5.0土 1.2 a 

。
C 

処女雌 1頭 1.1:t0.6 b 1.4:t0.9 bc 

EE : (E，E) -11，13 -ヘキサデカジエナール、 Z9 : (Z) -9 -ヘキサデセナール

E 9 : (E) -9 -ヘキサデセナール、 Zl1: (Z) -11 -ヘキサデセナール

E11 : (E)同11同ヘキサデセナール、 Z13: (Z) -13 -ヘキサデセナール

E13 : (E) -13 -ヘキサデセナール。同じ列で同じアルファベットのついた数値には有意差がない。

表2 (Z) -11 -ヘキサデセナールの添加量を変えた試料の誘引活性

試料

EE 

EE+O.l%Zl1 

EE+0.3%Zl1 

EE+ 1 %Zl1 

EE+ 3 %Zl1 

EE+I0%Zl1 

処女雌(1頭)

捕獲雄数/トラップ/日

(平均±標準誤差)

o c 

0.3:t0.3 bc 

o . 5 :t 0 . 3 abc 

4.0:t1.2 a 

4.5:t1.2 a 

2.8士1.9 ab 

2.9:t1.2 a 

同じアルファベットのついた数値には有意差がない。

セナール、 (Z)-13 -ヘキサデセナール、 (E)-13 -ヘ

キサデセナールを EE-Z11混合物に添加しでも誘引活性

の増強は認められなかった(表 1: 10月 11~13 日の結

果)0 EE-Z11混合物の誘引力は処女雌に匹敵し、種特異

的な誘引源として用いることが可能と考えられた。次に

Z11の濃度を変えてその誘引力を野外で検討したとこ

ろ、 0.3~10%程度の添加が最適で、あることが分かった

(表 2) 0 なお、 Z11のみでは誘引活性が認められなかっ

た(表 1) 0 

おわりに

Z11が雌蛾から検出されないために、 EE明Z11混合物は

性フェロモンとは言えない。しかし、この混合物は種特

異的にハイマダラノメイガを誘引する性誘引物質であ

り、処女雌と同程度の誘引力を持つので、今後、発生調

査への利用が期待される O

(昆虫生態ユニット 杉江元)

5. DNAを吸着してしまう土から微生

物の DNAを抽出するには?

ースキムミルクを用いた黒ボク土

からの微生物 DNA抽出法の確立ー

はじめに

土壌や水など環境中に存在する微生物は、実験室で簡

単に培養できないものが多い。このような培養困難な微

生物を調べるためには、微生物の培養を経ずに環境中か

ら直接 DNAを抽出して解析する手法が用いられる O こ

の手法は、遺伝子組換え体などの特定遺伝子の検出にも

用いられ、環境微生物研究においては基盤となる技術で

ある O

土壌から微生物の DNAを直接抽出する万法は様々な

方法が検討されている O ビーズ振とうによる微生物細胞

の物理的破壊を基本とした手法が、簡便で多量の DNA

の抽出が可能で、あるために幅広く適用されている O しか

し、日本ではこのビーズ法など従来の方法が充分に効果

を発しない場合が散見される O これは日本の畑地面積の

大部分を占める黒ボク土で DNAの抽出が困難であるか

らであり、このことは黒ボク土における微生物生態研究

の大きな妨げとなっている O そこで、ビーズ法を応用し、

黒ボク士から微生物 DNAを直接抽出する方法の確立を

試みた。
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スキムミルクまたは RNA添加による農環研畑黒ボク土からの DNA抽出とこれらの抽出液を用いた細菌16SrDNA PCR増幅表 1

RNA 

(20mg/mR) 

スキムミルク

(50mg/mR) 

土壌

スキムミルク添加

(mg/g土壌)

40 

RNA添加

(mg/g土壌)

10 

無添加

40 4 100 10 

ー/+ nd nd + ++ nd 十+ nd ゲノム DNA抽出

nd 
16S rDNA 

PCR増幅

アガロース電気泳動後のエチジウムブロマイド染色で DNAバンドが検出されなかったものを nd、検出されたものを+で示した。

+の数はバンドの濃さを表す。

nd nd 十nd + ++ nd nd 

一方、黒ボク土はリン酸を強く吸着することが知られ

ており、同様に DNAも吸着することが想定された。上

記の黒ボク土に人為的に DNAを添加し、その後、

ズ法により抽出を試みたが、添加した DNA、あるいは

その分解産物は抽出液中に検出されず、黒ボク土がDNA

を強く吸着することが示唆され、それが微生物 DNA抽

(Fast 

ビーズ法によ

DNAが抽出できない原因の究明

市販されている土壌からの DNA抽出キット

DNA SPIN Kit for soil (Q-BIOgene)) は、

一般的に広く使用されている。

ビ

しかし、本

キットを用いた標準法では、日本各地から採取した黒ボ

ク土の 7試料の中で 5試料から微生物 DNAは抽出され

るキットで、

土壌への DNA吸着阻害の試み

DNAの土壌への吸着を阻害する方法として、抽出用

溶液の pHの変更、リン酸濃度の上昇、塩濃度の上昇、

さらにキレート剤の使用を検討した。しかし、いずれの

条件でも農環研畑圃場の黒ボク土からは DNAは抽出さ

れなかった。一方、核酸の生化学研究においてはスキム

ミルクなど核酸の吸着や分解を阻害する物質がよく使用

されている O また、 DNAと構造の類似した RNAは、 DNA

の土壌への吸着を阻害することが知られている O そこで、

スキムミルク、あるいは RNAを抽出用j容i夜に添加して

出を困難にしている原因と考えられた。これらの試料から

の抽出液中にはアガロース電気泳動でゲノム DNAが検

出されず、また、高感度な遺伝子検出が可能な PCR(ポ

リメラーゼ連鎖反応)法によっても、この抽出液からは

細菌に普遍的に存在する16S rDNAの検出が困難で、あっ

なかった。すなわち、図 1のように、

た。

一般的に知られている密

度の土壌微生物が含まれていることが顕微鏡による直接

計数法及び培養法で確認されたので、何らかの原因によ

り微生物 DNAの抽出が阻害されていることが推測され

た。そこで、黒ボク士からの DNA抽出が困難な原因を

明らかにしようとした。まず、より強力な微生物の破砕

これらの土壌には、しかし、

みたところ、土壌微生物由来と考えられる DNAが検出

された(表 1) 0 他に供試した黒ボク土についても、

キムミルクを添加することにより DNAの抽出が可能に

なった(図 1)。スキムミルク無添加でも DNAを抽出

できる黒ボク士については、スキムミルク添加により抽

出DNA量が増大した(図 1)0RNAの添加ではスキム

ミルクより多くの DNAが抽出されるが、スキムミルク

添加による抽出液の方がPCRに適しており(表 1)、

たスキムミルクは安価なこともあり利用しやすい。

スキムミルクのような複合物の添加は DNAを

ス

方法を検討したが、 DNAの抽出効率はまったく向上し

なかった。また、顕微鏡観察では標準法においても微生

物細胞は十分破砕されていることが確認された。これら

のことから、破砕効率以外の要因が主原因であることが

明確になった。

農環研農環研青森福島福島熊本 熊本
(畑) (保存林)(果樹園) (畑) (畑) (水田) (畑)

Mf「「「「「「「「「「「 「「-+ー+-+一十一十一十一+ 宇品

用いた土壌中の微生物群集の解析に影響を与えることが

懸念されるが、スキムミルクそのものからはゲノム DNA

が検出されず、 PCRで細菌の16SrDNAの増幅は認めら

れなかった(表 1)0 さらに、スキムミルクの添加は土

壌の細菌群集構造を示す DGGE(変性剤勾配ゲル電気

泳動)パターンにも影響がないことが確認された。

一方、dゲノ;

kb 
23.1 
9.4 
6.7 

2.3 
2.0 

スキムミルク添加による黒ボク土からの DNA抽出

日本各地の黒ボク土の抽出液をアガロース電気泳動後、

エチジウムブロマイド染色し、 DNAを検出した。白色

の部分がDNAの検出を示す。

十:スキムミルク添加(土壌 19当り 40mg)

スキムミルク無添加 M:DNAサイズマーカー

図 1
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改良された微生物 DNA抽出法の活用

以上のように、黒ボク土のように DNAを強く吸着す

る土壌では、スキムミルクの添加が土壌からの微生物

DNAの直接抽出に有効で、ある O 抽出された DNAは、

1 )環境撹乱による土壌微生物群集変動の解析、 2)組

換え遺伝子や病原菌の遺伝子など特定遺伝子の PCR検

出、 3)土壌微生物 DNA中の有用遺伝子の探索等に適

用できる O なお、砂質土など従来の方法で DNAが多く

抽出される土壌では、スキムミルクの添加が抽出 DNA

量を減少させることがあり、土壌の種類によってその適

用に留意する必要がある O

(微生物生態ユニット 星野(高田)裕子)

6 .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

はじめに

近年、農薬等化学物質の内分泌かく乱作用が問題に

なっており、ヒトに対する影響だけではなく、野生生物、

特に農薬などに曝露される機会が多い水生生物への影響

が心配されている O

淡水性魚類に対する内分泌かく乱作用の中で、女性ホ

ルモン様作用については、細胞・生体を用いた数多くの

細胞・組織学的試験法や、化学物質を生育過程の数ヶ月

間あるいは全生育期間を通して魚類に曝露する個体試験

法が開発されているが、いずれの方法も多くの労力と長

い期間を要する O そのため、生物個体を使った簡易な試

験法の開発が望まれていた。我々は鮮化したばかりのメ

ダカに化学物質を 2週間曝露させ、解化後 2ヶ月以内に

その内分泌かく乱作用を簡易に判定する試験j去を開発し

た。

試験法の原理

試験生物として用いたメダカ (d-rR系統)のオスの

体色は黄色、メスは白色で遺伝的に決定され不変である O

一方、本メダカでは、遺伝的な性別とは無関係に、性ホ

ルモンの強さによって生殖器官における性分化の方向や

尻ひれの形が変化するため、体色とこれらの変化をもと

に性転換した個体を容易に検出することができる(図

メダカ仔魚を流水式の曝露装置内で試験物質に 2週間

曝露して、その後試験物質を含まない飼育水に移し、外

見的に雌雄が判別できるまで40日間飼育する O そして体

色と尻ひれの形状等の観察を行い、オスからメスに性転

換した個体を調査し、性転換率により内分泌かく乱の程

度を判定する(図 2)0 

メスに性転換したオス

(a) (b) 

図 d-rR系統メダカを用いた性転換個体検出方法の原理

(a) 体色からわかる遺伝的性別と尻ひれ(矢印)の形状

から分かる性別が一致している O

(b) 体色から遺伝的性別はオスであるが、尻ひれ(矢印)

の形状からメスになったことがわかる O

.試験期間中の死亡個体数 圃成長(体重・体長)
.二次性徴(尻ひれの形状等)
・体色による遺伝的性別

----性転換率

図2 メダカを使った化学物質の内分泌かく乱作用簡易検定法

試験法の実際

まず、本試験法を用いて、弱い女性ホルモン様作用を

有し、内分泌かく乱作用があるとされる 4-ノニルフェ

ノールについて調べた。その結果、 300μg/R濃度区に

おけるオスからメスへの性転換率は75%であった(図

3 ) 0 これ以下の濃度では性転換は観察されなかった。

また、全ての濃度区において体重および体長において有

意差が見られなかった。したがって、 300μg/R濃度区
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で観察された性転換は一般毒性によるものではなく、ノ

ニルフェノールの内分泌かく乱作用によるものと結論で

きた。さらに、水田で使用されることが多い除草剤であ

る、メフェナセット、シメトリン、ベンチオカーブ、イ

マゾスルフロン、プレチラクロールについて試験を行った。

曝露濃度は仔魚に対する72時間半数致死濃度の約1/20に

設定した。試験の結果、どの化合物においても性転換し

た個体は検出されず、これら農薬には女性ホルモン様内

分泌かく乱作用がないことが確認された(図 3) 0 

ぎ 100
時
轄 80
単

ぎ60

A40 
ス
心 20

4盛謬... ....盛拶... ...盛". ... 盛". .... 盛拶0:だ。|/~~~~
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ρヶぷjA71午♂

人一 つ

図 3 メダカ仔魚に対するノニルフェノールおよび各種除草剤

の内分泌かく乱作用

横軸は被検物質とそれらの暴露濃度 (μg/~) 

おわりに

新しく開発した試験法により、これまで多くの労力を

要していた生殖組織の顕微鏡観察の作業を省くことがで

き、また、これまで 2ヶ月以上必要で、あった曝露期間を

2週間に短縮することができ、簡易な検定が可能となる O

さらに本試験法は、ここで紹介したオスのメス化(女性

ホルモン様作用)だけでなく、逆のケース(男性ホルモ

ン様作用)の検定にも使える O

内分泌かく乱作用の解明に関する研究は、本研究のよ

うな生体を用いた研究のみでなく、生物体内における動

態・作用機構の解明等細胞・分子レベルでの研究との連

携が不可欠で、ある O しかしながら、後者においてもいま

だ、内分泌かく乱作用を解明するに十分な知見が揃って

いないのが現状であり、さらなる知見の蓄積が必要で、あ

ると考えられる O

(農薬動態評価ユニット 堀尾剛)

7 .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

はじめに

水環境保全の立場から各種水質調査が実施され、膨大

な量の水質データが蓄積されている O しかし、これらの

多くは年度ごとの数値データとしてまとめられているだ

けであり、流域内の水質保全・評価のために利活用され

ているとは言い難い。

そこで、既存水質データベースのハンドリングを簡易

操作で実行可能とし、地域水質の実体や変動を容易に把

握でき、指定地点について正確な対象成分の流出負荷量

の算定が可能なシステムを開発した。

現状と問題点

水質保全を指向した効率的な地域水質管理法の策定の

ためには、開発された個別水質浄化技術の導入効果の予

測評価並びに、対象地点の濃度変動がその集水域の流域

特性(気象、地形、地質、土壌、営農実体等)とどのよ

うな関連があるかを明らかとし、その流域の水質を決定

する各種要因の大きさから水質を高精度で推定可能とし

ておく必要がある O そのため、当ユニットでは、流出ま

での時間的な遅れや水田等の湛水面の有する自然浄化機

能の発現量をも評価可能な地域水質解析評価システムを

作成し、解析を進めている O さらに当システムの精度向

上のためには、流域特性の異なる多くの流域について解

析を実施し、各種パラメータの妥当性について検討する

必要があり、そのためには、特にモニタリングデータを

基とした正確な実流出負荷量の算定が必須となる O 長期

間にわたるモニタリングデータは、測定間隔内の平均濃

度ではなく、数秒という短期間内に採水された水につい

ての成分濃度でしかない。そのため、 1連の測定データ

を多変量解析し、年、季節、先行降水量等の要因でどの

程度変動するかをあらかじめ定量的に明らかにし、その

定量式によって流出負荷量を推測する方が精度が向上す

るO

開発したシステムの内容と特徴

水質データベース例として、モニタリング地点数、期

間、水質項目数とも最大規模の環境省水環境部企画課の

有する全国公共用水域水質データを用い、これら水質

データを簡易に表示・検索し、対象成分濃度変動の他項
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図 1 検索後の画面への表示例

(検索結果の画面表示は、この他に成分濃度の経時的な変動を

見るための棒グラフ、数値表を選択できる。)

目および気象要因依存性を解析するデータベース管理シ

ステムを作製した。

検索結果とオンラインで入手したアメダスデータとを

組み合わすことにより、対象とする水質成分の年・季節

変動、他水質項目(合、水量)および気象項目との関連

を解析・把握できる O また、検索地点を流下する対象成

分負荷量を算出できる(図 1) 0 特に降雨量との関連が

簡易操作で解析できる(図 2、図 3)0 

本システムは地図情報の取込やデー タ形式を整えるこ

とにより、環境省のデータベース対象地域以外や対象水

質項目以外にも容易に適用できる O

なお、本システムには重回帰・直交多項式・分散分析

を統合したデータ集約機能が組み込まれており、説明変

数が非線形の場合や交互作用が存在する場合でも容易に

データを集約することができる O

おわりに

本システムの使用により、目的とする水質項目の濃度

変動を特定県内全域の調査地点について、長期的な変動

も含めて図形で見ることができる O そのため、水質の現

況のみならず、過去に取られた水質改善対策の効果等の

評価も可能である O

また、研究面では、水質解析のための調査対象地域の

選定等にも利用できるし、調査、分析されたデータを本

システムに登録しておくことで、随時、その結果を一元

年度別全国対象
水質水量

オンライン
AMeDASデータ取込
(日単位)

データベース

j 
チェック、他地点参照で

欠測値補間

長期変動因・季節変動因
各項目の表現次数

(採水日単位)

(日単位)
項目間互作用項の設定

汎用データ集約機能による
最良不偏推定式の算出

各項目の偏回帰係数とそのF検定値、
基本統計量、感度分析、予測値の算出・等

No 
結果は妥当か?

Yes 

検索地点を流下する対象成分負荷量
(年・季節・日単位)

図 2 水質モニタリングデータ表示・解析フロー

SLM凶ERIZEROF N..AARDAL Cぬ.TA
H陸 矢作タh

γa国 _irr冨旬dV

2.' 

図3 全窒素濃度変動解析例

(実測全窒素濃度 [太線]と年、季節、水質懸濁物質濃度を要因と

した全窒素濃度最良不偏推定値 [細線]との一致性から、突発的な

全窒素濃度上昇が、懸濁物質濃度に依存したことがわかる)
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的に見ることが可能となる O

さらに本システムに組み込まれている特定モニタリン

グ地点における正確な実流出負荷量の算定機能を利用し

て、汎用の地域水質評価システムで使用する対応パラ

メータ値の高精度化を図り得る。

(水質保全ユニット 竹内誠・板橋直

研究企画科 駒田充生)

8 .九州以北で新たに確認されたヤガ

科書虫 3種

ヤガ科新害虫 3種の確認

ガ類の中で最も種数の多いヤガ科は、現在我が国で

1，300種以上が報告されており、その約 1割に当る126種

が害虫として「農林有害動物・昆虫名鑑J(1987) に記

録されている O しかし、環境変動や作物栽培方法の変化

等様々な要因により、これまで記録のないヤガ科新害虫

が発生する可能性がある O 今回、主に都道府県の農業試

験場や病害虫防除所等からの同定依頼により、以下のヤ

ガ科害虫 3種を新たに確認した。

クシナシスジキリヨトウSpodopteracilium (図1:A) 

静岡県でヤガ科見虫の初発生を確認し、同定したとこ

ろ本種であることが確認できた。また、 1999年頃以降、

本種が静岡県内ゴルフ場のシバを激しく食害していたこ

とを確認した。本種は亜熱帯・熱帯地域に分布し、九州

以北では1994年に熊本県と兵庫県で成虫採集の記録があ

るが、発生記録はない。幼虫はシバの在来害虫スジキリ

ヨトウ Spodopteradepravataに酷似している O

イラクサギンウワバ Trichoplusiani (図1: B) 

兵庫県で本種の広域的多発生とアブラナ科野菜等多種

作物の被害を初めて確認した。海外では重要害虫として

知られるが、九州以北においては僅かな発生はあったも

のの害虫としての認識はなかった。野菜類を食害するウ

ワバ類としてはタマナギンウワバAutographa nigrisigna 

が主に知られていたが、この幼虫が本種と酷似している

ことから識別には注意が必要である O 農薬に対する感受

性は両種ではかなり異なる O 農薬があまり効かないウワ

バ類幼虫の発生報告が契機となって、本種が発見された。

図 1 ヤガ科新害虫 3種の成虫

A:クシナシスジキリヨトウ

B:イラクサギンウワノく

c:ムラサキアツ/'¥

ムラサキアッパ Diomeacremat，α(図1:C) 

A 

B 

C 

愛媛県で本種がシイタケ菌床を食害することを初めて

確認した。また、神奈川県、高知県でも同様な被害を確

認した。従来、シイタケは原木栽培が主流であったが、

近年の菌床栽培の普及によって、本種が新たなシイタケ

の害虫となったと考えられる。

これら 3種のヤガ科害虫は、既に他地域でも発生して

いる可能性もあり、特に近隣の自治体では注意する必要

がある O また、熱帯・亜熱帯原産の害虫が日本本土で新

たに問題となる事例や作物の栽培方法の変化に伴う新害

虫の発生事例は、今後も増加する可能性がある o 3種幼

虫についてのより詳細な情報は、農業環境インベント

リーセンタ一見虫分類研究室のホームページ

(http://cse・niaes. affrc . go・jp/nakatanylindex. htm) で公

開しているので参照して欲しい。
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昆虫同定依頼への対応

昆虫分類研究室は、長年にわたり都道府県の農業試験

場や民間等からの昆虫同定依頼(昆虫の名前を調べて欲

しいという依頼)に無料で対応してきた。ここ数年では、

年平均で約100件、 2，000個体程度の標本が、同定依頼と

して研究室宛に送られてきたり直接持ち込まれたりす

るO これら同定依頼された標本は、依頼者の指示が特に

ない限り証拠標本として昆虫標本館で保管され、寄主植

物名や発生状況等のデータは 1件ずつ個別に台帳に登録

される O このようにして古くから蓄積されてきた標本や

情報は、農業環境昆虫インベントリーの貴重な財産とな

るO

昆虫は種数が膨大で、現在世界で約95万種が知られて

いるが、推定生息種数は500---5，000万種と言われている O

日本に限ると約 2万9，000種の記録があるが、実際は10

万種が分布すると推測されている O 種の解明度が低いの

で持ち込まれた標本の同定は必ずしも簡単で、はない。ま

た、近年依頼がとみに増加してきた食品混入昆虫では、

体の破損や加熱による変形等により、同定が困難な場合

も多い。現在の研究室のスタッフ 3名はそれぞれ専門と

する昆虫のグループが異なるが、全ての昆虫のグループ

をカバーしきれない。専門外の標本が持ち込まれた際に

は退職した OB、大学や博物館の先生等の協力を仰いで

いる O また、逆に協力を依頼されることも多い。

おわりに

農業の現場においてはしばしば新しい害虫が発生す

るO 都道府県では害虫が新しく確認されると病害虫発生

予察特殊報を出したり、多発生が予測される害虫の場合

は病害虫発生予察注意報を出したりすることによって農

家に注意を喚起している O 昆虫分類研究室は同定依頼に

対応することで、農業環境の変動にともなう新害虫の発

生をいち早く検出するアンテナとして機能し、農業の現

場に大きく貢献している O また、今後も同定依頼に積極

的に協力し、農業の基盤を支えると同時に、昆虫を環境

指標として農業環境の変動を評価していきたい。

(昆虫分類研究室 吉松慎一・安田耕司)
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N.研究成果の発表と広報

平成14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
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study 49-50 

白戸康人 日本の畑土壌は C02の吸収源になる可能性がある 農環研ニュース No.55 2002.7 

か? 5-6 

吉松慎一 ヤガ科害虫 4グループ類似種の幼生期の識別法 農環研ニュース No.55 2002.7 
7-8 

井上吉雄 航空機搭載多目的デジタル分光画像計測システム 農環研ニュース No56 2002.10 

一農耕地生態系情報の高精細マッピングー 5-6 

芝野和夫 ダイオキシン類の水田からの流出・流下特性 農環研ニュース No56 2002.10 
7-8 

段照沫 土壌中のダイオキシン類の農作物への吸収・移行 農環研ニュース No56 2002.10 
9-10 

荒城雅昭 土壌線虫の多様度を利用した環境影響評価に向け 農環研ニュース No57 2003.1 

て 5-6 
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l芝池博幸 雑種タンポポの識別と全国分布 農環研ニュース No.57 2003.1 
7-8 

小原裕二 被覆資材による土壌くん蒸用臭化メチルの大気放 農環研ニュース No.57 2003.1 
出量削減技術の開発 9-10 

!阿森基貴 生育阻害要因を考慮して水稲生産のぜい弱性を評 農環研ニュース No.58 2003.3 
価する 4-5 

|藤井義晴 ヘアリーベッチに含まれる植物生長阻害物質シア 農環研ニュース No.58 2003.3 

同 町川崎晃

ナミドの発見 6-7 

ダイズのカドミウム吸収特性解明のための山Cd 農環研ニュース No.58 2003.3 
トレーサー試験法 8-9 

桑原雅彦・上垣隆一 イネは土壌からダイオキシン類を吸収しない 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
2-3 

清家伸康・牧野知之 化学資材による土壌中ダイオキシン類の分解 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
大谷卓 4-5 

小原裕三・遠藤正造 土壌表層中ダイオキシン類の光分解反応実験装置 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
の開発 6-7 

」

牧野知之・菅原和夫 連続遠心分離法を用いた土壌懸濁物質の粒径別ダ 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
棲井泰弘 イオキシン類濃度の測定 8-9 

谷山一郎・白戸康人 湖沼底質中ダイオキシン類の流域土地利用別寄与 農業環境研究成果情報 第四集 2003.3 
率の推定 10-11 

板橋直・竹内誠 流域単位で河川への懸濁物質流出負荷量を算定す 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
るモデルの作成 12-13 

棲井泰弘・菅原和夫 土壌溶液中カドミウム濃度による玄米中カドミウ 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
大和田章衣*・牧野知之 ム濃度の推定 14-15 

織田久男・川崎晃 113Cd標識肥料を用いた肥料由来カドミウムの土 農業環境研究成果情報 第四集 2003.3 
壌負荷量の推定 16-17 

阿江教治・荒尾知人* ダイズの子実カドミウム低蓄積系統における根の 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
杉山恵・石川覚 役割 18-19 
村上政治

江口定夫 浅層地下水位変動の解析による水と硝酸イオンの 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
移動経路・フラックスの推定 20-21 

竹内誠・板橋直 水質モニタリングデータの図形表示・データ集約 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
宮崎成生*・駒田充生 システムの作製 22-23 

高木和広・吉岡祐一* 分解菌集積木質炭化素材を用いたシマジンの現地 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
薩摩孝次* におけるバイオレメデイエーション 24-25 

高木和広・高梨誠三郎キ モミガラ成形炭粉末を用いた水稲用除草剤の系外 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
流出削j成技術 26-27 

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 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
易に検出する 28-29 

松尾和人・川島茂人 キセニアを利用したトウモロコシ交雑率の簡易調 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
同三徳 査法 30-31 

松本直幸・岡部郁子 紋羽病菌に見出された菌類ウイルス由来の病原力 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
星野(高田)裕子 低下因子の発見 32-33 

星野(高田)裕子・松本直幸 スキムミルクを用いた黒ボク土からの DNA抽出 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
阿部郁子 法 34-35 

藤井毅・長谷部亮 キトオリゴ糖と特異的に作用するレセプターの検 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
宮下清貴* 出法の開発 36-37 

杉江元 分布を拡大しているハイマダラノメイガの雄成虫 農業環境研究成果情報 第四集 2003.3 
を誘引する物質の発見 38-39 

平舘俊太郎・吉田重信 葉面バクテリアが生産する抗微生物活性物質の化 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
杉 江 元 ・ 荒 谷博 学構造の解明 40-41 
藤井義晴

池田浩明・原田直園 湿性植生による土壌懸濁物質の捕捉機能の評価 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
西村誠一・伊藤一幸* 42-43 

小林和彦・金漢龍ネ FACE (開放系大気 C02増加)圃場では米収量が 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
三浦周*・寺尾富夫* 増え、タンパク含量が減る 46-47 
岡田益己*・マーク・リ}フリング*

吉本真由美

宮田 明・原薗芳信* 湿地ツンドラにおける二酸化炭素とメタンの年間 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
収支とその年次変動 48-49 

八木一行・西村誠一 水田の間断濯瓶水管理・慣行施肥管理は水稲栽培 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
須藤重人・秋山博子 期間中のメタンと亜酸化窒素の発生を共に抑制す 50-51 

る

吉松慎一・虞森創* 3種のヤガ科新害虫の九州、|以北における発生の確 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
廿日出正美八瀬順也* 認と同定 54-55 
宇高信一郎*・仲田幸樹*

安田耕司

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 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 

篠原弘亮・封馬誠也 上での公開 56-57 
」
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望月 淳・望月雅俊 飼育昆虫・ダニ類データベースの作成と Web上 農業環境研究成果情報 第19集 2003.3 
屋良佳緒利・松井正春 での公開 58-59 

松尾和人・松井正春 農業環境技術研究所における Btトウモロコシ緊 農業環境研究叢書 第14号 2003.3 
急調査 1.緊急調査の経緯と成果の利用 34-37 

松尾和人 農業環境技術研究所における Btトウモロコシ緊 農業環境研究叢書 第14号 2003.3 
急調査 2.トウモロコシ花粉の飛散と堆積状況 38-45 

川島茂人 農業環境技術研究所における Btトウモロコシ緊 農業環境研究叢書 第14号 2003.3 
急調査 3.トウモロコシ花粉の飛散モデルの作成 46-51 

大津和久 農業環境技術研究所における Btトウモロコシ緊 農業環境研究叢書 第14号 2003.3 

急調査 4.Bt組換えトウモロコシ花粉中の Btト 52-54 

キシンの検出 4.1 免疫化学的検出

松井正春・斉藤修* 農業環境技術研究所における Btトウモロコシ緊 農業環境研究叢書 第14号 2003.3 

急調査 4.Bt組換えトウモロコシ花粉中の Btト 55-62 

キシンの検出 4.2 生物検定による検出

山本勝利大黒俊哉 農業環境技術研究所における Btトウモロコシ緊 農業環境研究叢書 第14号 2003.3 
松村雄* 急調査 5.わが国における鱗麹日のレッドリスト 62-81 

掲載種への Btトウモロコシ花粉の影響評価

松尾和人・松井正春 農業環境技術研究所における Btトウモロコシ緊 農業環境研究叢書 第14号 2003.3 

急調査 6.要約 81-83 

松井正春 (参考)米国における Btトウモロコシ花粉のオ 農業環境研究叢書 第14号 2003.3 

オカバマダラなどへの影響評価 83← 85 

津田宏之 植物表生菌における遺伝子の水平移動 農業環境研究叢書 第14号 2003.3 

-Pseudomonas syringae群細菌の毒素産生遺伝子 118-139 

群を例にして一

萱野暁明*・松井正春 ストレス耐性等の機能性を付与した次世代型組換 農業環境研究叢書 第14号 2003.3 

え植物の環境への安全性評価 140-152 

(2) 学術刊行物

企画調整部
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巻(号)

発行年.月
ページ

川瀬智一*・横川伸也キ 放線菌及びその近縁細菌の Family19キチナーゼ キチン・キトサン研究 8(2) 2002 

斎藤祐貴*・斎藤明広* (キチン・キトサン学会) 226-227 

藤井毅・二階堂直樹埠

宮下清貴*・渡遺剛志*

中谷敬子 水田畦畔の管理手法と雑草群落の解析 関東雑草研究会報 13 2002.5 

(関東雑草研究会) 22-28 

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)

発行年.月
ページ

lain恥1cTaggart* Influence of soil physical properties， fertiliser type Nutrient Cycling in Agroecosytems 63 2002.7 

Akiyama， Hiroko and moisture tension on NzO and NO emissions from (Kluwer Academic) 207-217 

Tsuruta， Haruo * nearly saturated Japanese upland soils 
Bruce Ballネ

Akiyama， Hiroko Effect of chemical fertilizer form on NzO， NO and Nutrient Cycling in Agroecosytems 63 2002.7 

Tsuruta， H訂 uo* NOz fluxes from Andosol field (Kluwer Academic) 219-230 

Mikami， Masao * The impact of aeolian dust on climate : Sino..Japanese Journal of Arid Land Studies 11 (4) 2002.4 

Abe，Osamu * cooperative project ADEC (日本砂漠学会) 211-222 

Du， Mingyuan 

Chiba， Osamu * 

Fujita， K吋iキ

Hayashi， Masahiko * 

Iwasaka， Yasunobu * 

Kai， Kenji* 

Mashuda， Kazuhiko * 

Nagai， Toroshiro本

Ootomo， Takeshi * 
Suzuki， Jun* 

Uchiyama， Akihiro* 

Yabuki， Satao * 

Yamata， Yutaka* 

Yasui， Motoaki * 
Guangyu Shi * 

Xiaoye Zhang * 

Zhibao Shen * 
Wenshou Wei* 
Jun Zhou* 
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Du， Mingyuan 

Y onemura， Seiichiro 
Zhibao Shenキ

Yanbo Shen* 

Wanfu Wang* 
Maki， Taichi本

Xiangyu Tang* 

Hao Yang* 

Qiguo Zhao* 

Rengying Li * 

Du今 Mingyuan

Yan Zhang* 

Hao Yang* 

Du， Mingyuan 
Xingyu Tang * 
Hong Zhangキ

Buzhuo Peng* 

Serrie Kamara * 

Tilack Kuruppuarachchi * 

Edmond Ranga Ranatunge * 

Hayashi， Y ousay 

Y okozawa， Masayuki 

Nishimoriラ Motoki
Mikami， Takehiko * 

Inoue， Satoshi 

Kawashima， Shigeto 

Takahashi， Yuichi * 

Albert Olioso* 

lnoue， Y oshio 
Jerome Demarty* 

Jean-Pierre Wigneron * 

Lsabelle Braud * 

Samuel Ortega-Farias* 

Patrice Lecharpentier* 

Catherine Ottle * 

Jean-Christphe Calvet* 
Nadine Brissonキ

Inoue， Y oshio 

Kurosu， Takashi * 

Maeno， Hideo * 

Uratsukaラ Seihoキ

Kozu， Toshiaki * 

Inoue， Y oshio 

Jiaguo Qi* 

Cuizhen Wang* 
九1.Susan恥10ran*

Inoue， Y oshio 

Inoue. Y oshio 

Kurosu. Takashi * 
Maeno. Hideo * 

Uratsuka. Seiho * 

Kozu. Toshiaki * 

Kataryna Dabrowska-Zielinska * 

Jiaguo Qi* 

岩崎亘典・吉田正夫*

i度遅異紀子*

岩崎亘典.i度達員紀子*
吉田正夫キ

Ishida， Tomoyukiネ

kawashima， Shigeto 

川島茂人・松尾和入

社 明 遠 ・ 岡 三 徳
大同久明*・高橋裕一*

小林俊弘*・井上聡

米村正一郎

神田学*・張期雲*

鵜野伊津志川島茂人
高橋裕一平野元久*

川島茂人・高橋裕一*
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Lieffering， Mark * 

Kim， Han-Yong* 

Kobayashi， Kazuhiko 

Hoque， Md. M. * 
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Kobayashi， Kazuhiko 
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Yabashi， Shingo * 
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Mariko， Shigeru * 

Kobayashi， Kazuhiko 

Adachi， Tatsuharu * 
Koizumi， Hiroshi * 

Suga， Shinobu * 

Murai， Mari * 

Kuwagata， Tsuneo 
Maeshima， Masayoshiネ

Minaka， N obuhiro 

Changes in source-sink relations during development I Functional Plant Biology I 29 I 2002.10 

influence photosynthetic acclimation of rice to free I (CSIRO Publishing) I 945-953 
air C02 enrichment (FACE) 

Nitrogen dynamics in paddy field as influenced by I Nutrient Cycling in Agroecosytems I 63 I 2002.7 

free-air CO2 enrichment (FACE) at three levels of ni-I (Kluwer Academic) I 301-308 
trogen fertilization 

Effect of free-air C02 enrichment (FACE) on struc- I Vegetation Science I 19 I 2002.6 
ture of weed communities in a rice paddy field (The Society of Vegetation Science) I 25-31 

Differences in Aquaporin Levels among Cell Types I Plant and Cell Physiology 
of Radish and Measurement of Osmotic Water Per- I 日本植物生理学会)

meability of Individual Protoplasts 

44(3) 1 2003.3 

277-286 

恥1iwa，Tetsuhisa 

Anthony John Hayter* 

kuriki， Satoshi * 

Takagi， Kentaro * 

Miyata， Akira 
H紅 azono，Y oshinobu * 
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Y oshimoto， Mayumi 
Komine， Masashi * 
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Joon Kim* 

Miyata， Akira 
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structed ancestral character-states in a cladogram 

The evaluation of general non-centred orthant prob-

abilities 

Cladistics I 18 (2) 
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Journal of the Royal Statistical Society， I 65 (1) 
Ser B I 223-224 
(Royal Statistical Society) 

Agricultural and Forest Meteorology I 115 
(EIsevier) 1173-181 

2002.10 

2003.2 

An alternative approach to determine zero司planedis-

placement and its application to a lotus paddy field 

2003.3 

Basic characteristics of canopy turbulence in a homo- I Journal of Geophysical Research 
geneous rice paddy (American Geophysical Union) 

107 (D22) I 2002.11 
2002JD002223 

原薗芳信*・平野高司*

三枝信子大谷義一*

宮田 明・大滝英治*

文字信貴キ

西村誠一・伊藤一幸キ

地球環境研究におけるフラックス長期観測の役割|農業気象

と最近の動向 I (日本農業気象学会)

59(1) 12003.3 
69-80 

Nouchi， Isamu 

CNP連用歴のある水田および休耕田土壌、藻類|雑草研究

ならびに湿性植物中のダイオキシン類蓄積実態 I (日本雑草学会)

Agric山 uralcoutぽ measuresfor avoiding crop injury I農業気象
from ozone in Japan 日本農業気象学会)

47 (2) 

36-41 

59 (1) 

59-67 

2002.4 

2003.3 

Okamoto， Katsuo 
kawashima， Hiroyuki* 

Ishitsuka， Naoki * 

Saito， Genya 
Ogawa ， Shigeo * 
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Ishitsuka， Naoki * 

Fukuo， Ayumi * 
Anazawa， Michio * 

Xianfang Song * 

Fukuo， Ayumi * 

Saito， Genya 
Akiyama， Tsuyoshiキ

Zuozhong Chen * 

Saito， Genya 

Mino， Nobuyuki * 

Yunqung Li* 

Yasuda， Y oshizumi * 

Evaluation of change in rice cropping in the marginal I Remote Sensing for Agriculture， Ecosys-I I 2003. 3 

zone I tems， and Hydrology N今 (Proceedings/ 1 391-399 
SPIE - the International Society for 

Optical Engineering v. 4879) 

edited by M. Owe， G. D'. Urso and L 

Toulios 
(The International Society for Optical 

Engineering) 

Role of satellite remote sensing in monitoring sys臼m I RISK ANAL YSIS m I 2002.6 

for environmental disasters related to water resources 1 (WIT Press) 1 551-560 

Area Determination of Rice Paddy using Satellite I Advances in the Ast削
SAR Data (American Astronautical Society) I 223-231 
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Application of Satellite Data for Agriculture in East I Advances in the Astronautical Sciences I 110 I 2002.5 
Asia (American Astronautical Society) I 233-243 

Studies of Semi-arid Grassland Vegetation in Inner I Advances in the Astronautical Sciences I 110 I 2002.5 

Mongolia by Satellite Image and Ground Survey (American Astronautical Society) I 245-255 

Seasonal Changes of Vegetation Index Obtained I Application of Remote Sensing Technol-I I 2002.7 

from NOAA/AVHRR Data in China and Japan I ogy for the Manageme凶 ofAgricultural 1107-114 

Resources 
(China Agricultural Science and Tech-

nology Press) 
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小阪尚子キ・斎藤元也 航空機ハイパースペクトル画像による農作物の品 写真測量とリモートセンシング 41 (4) 2002.10 
目同定と生育ステージ把握 (日本写真測量学会) 21-24 

石塚直樹*・斎藤元也 水田地帯を観測した Pi-SARデータの特性解析 写真測量とリモートセンシング 41 (4) 2002.10 
(日本写真測量学会) 68-74 

Shibayama， Michio A portable spectropolarimeter for field crop cano- Plant Production Science 5 (4) 2002.12 
Akita， Shigeo * pies. -Distinguishing species and cultivars of fully (日本作物学会) 311-319 

developed canopies by polarized light-

Kawashima， Hiroyuki * Food production and environment in major river ba- Proceedings of the 1 st lntemational con-I 1 2003.3 
Shindo， Junko sins in Asia ference on Hydrology and Water Re- 743-745 

Okamoto， Katsuo sources in Asia Pacific Region 
Ohga， Keiji * (APHW) 

川島博之*・新藤純子 酸性雨と地球規模の窒素循環 環境科学会誌 15 (4) 2002.7 
(環境科学会) 281-286 

Sprague， D. S. 関東平野における草地の機能と空間構造平地 Grassland Science 48(6) 2003.2 
草地Jは存在したのか? (日本草地学会) 531-535 

l RUIZt叫* Measurement of ammonia volatilization in a closed Acta Pedologica Sinica 39 (6) 2002.12 
Yubao Zuo* chamber system (中国土壌学会) 313-320 

Yagi， Kazuyuki 
Xiahong Xie * 

Huangchang Pangホ

Zhujie Li* 

Minggang Xu * Transformation and utilization of nitrogen in paddy Acta Pedologica Sinica 39 (6) 2002.12 

Changming Zou * soil under combining chemical and organic fertilizers (中国土壌学会) 421-426 

Daozhe Qin* application 

Yagi， Kazuyuki 

Hosen， Yasukazu * 

Yagi， Kazuyuki Mitigation options for methane emissions in rice En(Mcyacrlcoepl eDdiea kokf erS) oil Science 2002.4 

814-818 

Jianguo Zhu * Effects of lanthanum on nitrification and ammonifi- Nutrient Cycling in Agroecosytems 63 2002.12 

Haiyan Chu* cation in three Chinese soils (Kluwer Academic) 309-314 

Zubin Xie* 

Yagi， Kazuyuki 

Nakadai， Toshie * Diumal change of carbon dioxide flux from bare soil A(pEplls ied Soil Ecology 19 (2) 2002.5 

Y okozawa， Masayuki in agricultural field in Japan evier) 161-171 

Ikeda， Hiroaki 
Koizumi， Hiroshi * 

Y onemura， Seiichiro Tropospheric ozone variability over Singapore from Atmospheric Environment 36 2002.12 

Tsuruta， Haruo * August 1996 to December 1999 (Elsevier) 2061-2070 

Maeda， Takahisピ
Kawashima， Shigeto 
Sudo， Shigeto 
Hayashi， Masayasu * 

Y onemura， Seiichiro Relations between Light Hydrocarbon， Carbon Mon- Journal of Atmosphefsriicc al CShoemcieisttyr) y 43 2002.10 

Sudo， Shigeto oxide， and Carbon Dioxide Concentrations in the (European Geophy 1-19 

Tsuruta， Haruo * Plume from the Combustion of Plant Material in a 

Kawashima， Shigeto Furnace 

Y onemura， Seiichiro Annual and El Nino/Southem Oscillation variations Journal of Geophysical Research 107 (D13) 2002.7 

Tsuruta， Haruo 
キ

in observations of in situ stratospheric ozone over (American Geophysical Union) 2001JD000518 

Sudo， Shigeto Peninsular Malaysia 
Leong Chow Peng * 

Lim Sze Fook * 

Zubaidi Johar* 

Y onemura， Seiichiro Tropospheric ozone climatology over Peninsular Ma- Joumal of Geophysical Research 107 (D15) 2002.8 

Tsuruta， Haruo * laysia from 1992 to 1999 (American Geophysical Union) 2001JD000993 

Kawashima， Shigeto 

Sudo， Shigeto 
Leong Chow Peng * 

Lim Sze Fook * 

Zubaidi Johar* 

Hayashi， Masayasu * 

Luo， Weihong * Effects of free-air COz enrichment on rice canopy Chinese Journal of Applied Ecology 13 2002.10 

Y oshimoto， Mayumi microclimate (Science Press) 1235-1239 

Dai， Jianfeng * 

Zhu， Jianguo * 

Han， Yong* 

Liu， Gang * 
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Okada， Masumi * 

N akamura， Hirofumi * 

Y oshimoto， Mayumi 

Han， Yong* Rice-wheat rotational FACE platforrn II. Data proc- Chinese Joumal of Applied Ecology 13 2002.10 
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Zhu， Jianguoキ

Okada， Masumi * 
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Zakaullah Khan * Study of dorylaims (Nematoda) from Japan with de- lntemational Joumal of Nematology 12 (1) 2002.6 

Araki， Masaaki scription of five new species (Afro-Asian Society of Nematologists) 1-12 

Wasim Ahmad * Tsukubanema furcatum gen. n.， sp. n. (Dorylaimida: lnternational Joumal of Nematology 12 (2) 2002.12 

Araki， Masaaki Tylencholaimidae) from Japan (Afro-Asian Society of Nematologists) 179-182 

Wasim Ahmad * Two new and a known species of the genus Oriνeru- Ja(p日an本es線eJ虫ou学m会al) of Ncmatology 32(2) 2002.12 

Araki， Masaaki tus Siddiqi， 1971 (Nematoda: Dorylaimida) from Ja- 31-44 

pan 

Zakaullah Khan * A new and two first recorded species of mononchids Nematologia Mediterranea 30(2) 2002.12 

Araki， Masaaki (Nematoda : Mono配 hida)from Japan (Istituto di Nematologia Agraria) 167-173 

Araya， Hiroshi Squamocin-Ol and Squamocin-02， new adjacent bis- Phytochemistry 61 (8) 2002.12 

恥1ahendraSahai * tetrahydrofuran acetogenins from the seeds of An- (Elsevier Science) 999-1004 

Shubhra Singh * nona squamosa 
Ajit Kumar Singh * 

Y oshida， Mitsuzi * 

Hara， Noriyuki * 

Fujimoto， Y oshinori * 

Horimoto， Sakae * Growth and yield of tomatoes in hairy vetch- Ja(p日an本es農eJ作ou業mal of Farm Work Research 37 (4) 2002.12 

Araki， Hajime * incorporated and-mulched field 学会) 231-240 

Ishimoto， Mitsuaki * 

Ito， Michiaki * 

Fujii， Y oshiharu 

Nakano， Hiroshiネ Isolation and identification of plant growth inhibitors Plant Growth Regulation 37 2002.11 

Fujii， Y oshiharu as candidate (s) for allelopathic substance (s)， from (Plant Growth Regulation Society) 113-117 

Yamada， Kosumi * a(qSuwe.o) us leachatc from mesquite(Prosopis j111iflora 
Kosemura， S吋i* DC.) leaves 

Yamamura， Shousuke * 

Hasegawa， K吋i*
Suzuki， Takahisa* 

Shiraishi， Sayaka * Allelopathic activity of leaching from dry leaves and Weed Biology and Management 2 (3) 2002.6 

Watanabe， Izumi * exudate form roots of ground cover plants assayed (日本雑草学会) 133-142 

Kuno， Katsuji * on agar 

F可ii，Y oshiharu 

堀元栄枝*・荒木肇* ヘアリーベッチ (Yiciavillosa Roth) を利用した 雑草研究 47(3) 2002.9 

伊藤一幸*・藤井義晴 水田における雑草制御と水稲収量への影響 (日本雑草学会) 168-174 

Kamo， Tsunashi * First isolation of natural cyanamide as a possible al- Journal of Chemical Ecology 29 (2) 2003.2 

Hiradate， Syuntaro lelochemical from hairy vetch Vicia villosa (Kluwer Academic) 273-282 

F可ii，Y oshiharu 

Hiradate， Syuntaro Mulberry anthracnose antagonists (iturins) produced Phytochemistry 61 (6) 2002.11 

Y oshida， Shigenobu by Bacillus amyloliqu々向ciensRC-2 (Elsevier Science) 693-698 

Sugie， Hajime 
Yada， Hiroshi * 

Fujii， Y oshiharu 

Ichikawa， Akio * Absolute configuration of Lmethoxy-2-(l-nJIa)phptrhoyI l) Tetrahedron: Asymmetry 13 (11) 2002.6 

Ono， Hiroshi * propionic acid and 2-methoxy-2-(2-naphtyI) propi- (Elsevier Science) 1167-1172 

Hiradate， Syuntaro onic acid as determined by the phenylglycine methyl 

Watanabe，恥1asataka* ester (PGME) method 

Harada， Nobuyuki * 

Zahida Iqbalホ Allelopathy of buckwheat: Assessment of allelo- Weed Biology and Management 2 (2) 2002.6 

Hiradate， Syuntaro pathic potential of extract of aerial parts of buck- (Blackwell Science) 110-115 

Noda. Akio* wheat and identification of fagomine and other re自

Isojima， Sei-ichi * lated alkaloids as allelochemicals 

F吋ii，Y oshiharu 

N oriko U ehara Yamaguchiホ Long-term kinetics of the disappearance of Al tride- The 65 Symposia of the 17 th world 17 2002.8 

Hiradate， Syuntaro camer from a solution in the presence of humic acid Congress of Soil Science 959←1~6 

Mizoguchi， Masaru 
キ
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Sunohara， Yukari * 

Ikeda， Hiroaki 

Tsukagoshi， Satoru * 

Murata， Y oshihiro * 

Sakurai， Naoto * 

Noma， Yutaka * 

Uetake， Yukari * 
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Nucleotide sequences of double-stranded RNA seg- I Virus Genes 
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rot fungus Rosellinia necatrix : possibility of the first 
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Resistance of a mating disruptant composed of I Applied Entomology and Zoology 
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Adoxophyes honmai (Yasuda) (Lepidoptera : Tortri-

cidae) 

18 (2) I 2003.3 
185~197 

50(4) I 2002.7 
479~484 

69(1) I 2003.2 
42~44 

43(3) 12002.6 
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25 (1) I 2002.8 
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37 (2) I 2002.5 
299~304 

Okabe，lkuko 107 (2) I 2003.2 
164~168 Matsumoto， Naoyuki 

Phylogenetic relationship of Sclerotium rolfsii I Mycological Research 
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on ITS sequences 

Detection of a double-stranded RNA virus from a I Virus Genes 
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Nomura， Kinyピ
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A sex attractant of the cabbage webworm Hellula I Applied Entomology and Zoology 
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Transcriptional 陀 sponse of soybean suspension- I Plant & Cell Physiology 

cultured cells induced by Nod factors obtained from I 日本植物生理学会)
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43 (11) I 2002.11 
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Yamamura， Kohji Estimating invasion probablities : A case study of fire Biological Invasions 3 (4) 2002.5 
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Yamamura， Kohji Dispersal distance of heterogeneous populations Po(Spulation Ecology ) 44(2) 2002.8 

pringer-Verlag 93-101 

化学環境部

巻(号)
著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名(出版元)

ページ
発行年.月

Ae， Noriharu Root cell-wall (pPr)opmerotbieis li are proposed to contribute Plant and Soil 245 (1) 2002.8 
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monitoring from 1997 to 1999 
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ハンス・クールス* Cloning and sequence analysis of the eburicol 14αー Joumal of Phytopathology 150(8/9) 2002.9 

石井英夫 demethylase encoding gene (CYP 51) from lthe Japa- (Blackwell Verlag) 444-450 
ジェニー・バターズ* nese pear scab fungus Venturia nashicola 
デレック・ホロモン*

石井英夫・杉山知子* Strobilurin resistance in cucumber pathogens : persis- Modem Fungicides and Antifungal Com 2002.10 
西村久美子*・石川由美* tence and molecular diagnosis of resistance pounds 149-159 

(Agro Concept) 

ハンス・クールス* Pre-treatment of cucumber plants with acibenzolar-S- Physiological and Molecular Plant Pa- 61 (5) 2002.11 

石井英夫 methyl esmyste(PmAicL allly ) primes a phenylalanine ammonia thology 273-280 

lyase gene (PAL 1) for enhanced expression upon in- (Academic Press) 

fection with a pathogenic fungus 

板橋直・山田和義* 有機質肥料中窒素の無機化に対する粒子サイズの 日本土壌肥料学雑誌 73(4) 2002.8 

木村龍介 主h主tノ予想τきEー (日本土壌肥料学会) 411-415 

Zhen Yang* Measurement of ammonia volatilization from a field， Environmental Pollution 121 (3) 2003.3 

Niimi， Hiroshi* in upland Japan， spreaded with cattle slu町 (Elsevier) 463-467 

Kanda， Kenichi 
Suga， Yuko* 

Kanda， Kenichi Carbon and nitrogen mineralization in soils under Soil Science and Plant Nutrition 48(2) 2002.4 

C.H.B.恥1irandai* agro-pastoral systems in subtropical central Brazil (日本土壌肥料学会) 179-184 

M.C.恥f.Macedo*

Katou， Hidetaka A pH-dependence implicit formulation of cation-and Soil Science Society of America Joumal 66 (4) 2002.7 

anion-exchange capacities of variable-charge soils (Soil Science Society of America) 1218-1224 

Kawasaki， Akira Determination of strontium isotope ratio of brown Soil Science and Plant Nutrition 48 2002.10 

Oda， Hisao rice for estimating its provenance (日本土壌肥料学会) 635-640 

Hirata， Takafumi * 
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Kawasaki， Akira Determination of the rice provenance using strontium Transactions of 17th World Congress of 2002.8 
I Oda， Hisao isotope ratio and levels of selected trace elements of Soil Science (WCSS 2002) 2019~1 ~9 

Hirata， Takafumi * nce 

Kobara， Yuso Preliminary studies on photolysis of polychlorinated Organohalogen Compounds 56 2002.8 

l附 心atoru dibenzo-p-dioxins on soils surface 429~432 

Ohtsu， Kazuhiro 

Horio， Takeshi 

Endo， Shozo 

Kuwahara， Masahiko Possible pathway of dioxins accumulation to the Organohalogen Compounds 58 2002.8 

Uegaki， Ryuichi above-ground portions of rice plants grown in con- 57~60 

Seike， Nobuyasu taminated soils 

桑原雅彦 ダイオキシン類の残留実態と農作物への移行性 日本農薬学会誌 27 (4) 2002.11 
(日本農薬学会) 415~419 

Mishima， Shin-ichiro The recent trend of nitrogen flow in Japan and miti- Nutrient Cycling in Agroecosystems 63 (2/3) 2002.7 
Itahashi， Sunao gation plans (Kluwer Academic) 151~163 

Kimura， Ryosuke 

Inoue， Tsunehisa 

Mishima， Shin-ichiro Trends of phosphate fertilizer application and phos- Soil Science and Plant Nutrition 49 (1) 2003.2 

Itahashi， Sunao phate balance on farmland in Japan (日本土壌肥料学会) 39~45 

Kimura， Ryosuke 

Inoue， Tsunehisa 

Weiguo Cheng * NzO and NO emissions from Chinese cabbage field Nutrient Cycling in Agroecosystems 63 (2/3) 2002.7 

Nakajima， Yasuhiro as influenced by band app1ication of urea or (Kluwer Academic) 231~238 

Sudo， Shigeto control1ed-release urea fertilizers 

Akiyama， Hiroko 

Tsuruta， Haruo * 

Oda， Hisao Detemlination of the g11eBog/r10aB phainc dod、grin/ of brown4rice Analytical Sciences 17 2002.4 

Kawasaki， Akira with isotope ratios of llB/IOB and 87Sr/86Sr (日本分析化学会) i1627~i1630 

Hirata， Takafumi * 

Oda， Hisao Determination of the rice provenance using binary Transactions of 17th World Congress of 2002.8 

Kawasaki， Akira isotope signatures along with cadmium content Soil Science (WCSS 2002) 2018~1 ~10 

Hirata， Takafumi * 

蕪木佐衣子*・世良耕一郎* PIXE分析j去を用いた河川水の溶存および懸濁物 Radioisotopes 52(2) 2003.2 
織田久男・川崎晃 質の元素分析 (日本アイソトープ協会) 81~93 

末次忠司*・諏訪義雄*

二村貴幸*・田村憲司*
東照雄*

Shimizu， Masami * Molecular breeding of transgenic rice plants express- Applied and Environmental Microbiol- 68 (8) 2002.8 

Kimura， Tetsuya * ing a bacterial chlorocatechol dioxygenase gene og(y 
Amcican Society for Microbiology) 

4061~4066 

Koyama， Takayoshi * 

Suzuki， Katsuhisa * 

Ogawa， Naoto 
Miyashita， Kiyotaka * 

Sakka， Kazuo* 

Ohmiya， Kunio * 

Suzuki， Katsuhisa * Differential expression of two catechol Joumal of Bacteriology 184 (20) 2002.10 

Ichimura， Atushi * 1，2-dioxygenases in Burkholderia sp. TH 2 (Ameican Society for Microbiology) 5714~5722 

Ogawa， Naoto 

Hasebe， Akira 

Miyashita， Kiyotaka * 

1. van Aarle
キ

Phosphatase activities of arbuscular mycorrhizal in-
M(yBcroitliosgh 

ical Research 106 (10) 2002.11 
H.Rouher* traradical and extraradical mycelium， and their rela- Mycological Society) 1224~1229 

Saito，恥lasanori tion to phosphorus availability 

浅見輝男*・美浦孝誠* 水稲の生長およびタリウム含量に及ぼす土壌中タ 人間と環境 28 (3) 2002.11 
佐合隆一本・棲井泰弘 リウム濃度と水管理の影響 (環境科学総合研究会) 111~118 

久保田正亜*

Seike， Nobuyasu Historical Trend of PCDDlFs in Paddy Soil by Pre- Organohalogen Compounds 57 2002.8 

Eun， Heesoo served Sample Analysis 1~3 

Ishizaka， Masumi 

Komamura， Misako 

Kuwahara， Masahiko 

U egaki， Ryuichi 

U司i，Masako 

Seike， Nobuyasu Time Trend of PCDDlFs and Co-PCBs Concentra- Organohalogen Compounds 57 2002.8 

Eun， Heesoo tion and Compositions in Rice Leaves 97~99 

Kuwahara， Masahiko 
Uegaki， Ryuichi 

U司i，Masako 

杉山恵・阿江教治 作物による土壌カリウムの収奪とケイ酸の可溶化 日本土壌肥料学雑誌 73 (2) 2002.4 

古賀伸久*・山!綜真人* 一長期三要素試験圃場からの考察一一 (日本土壌肥料学会) 109~116 

Murata， Tomoyoshi * Relationship between soil bacteria community struc- Soil Biology & Biochemistry 34 2002.6 

Takagi， Kazuhiro ture based on composition of fatty acid methylesters (Elsevier Science) 885~888 

Y okoyama， Kazunari * and the amount of bacterial biomass in Japanese low-

land rice fields 
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Uegaki， Ryuichi Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins in， Dibenzofurans Organohalogen Compounds 57 2002.8 
Kurokawa， Shunji * and Coplanar PCBs Concentrations of Silage Com 81-84 
Y oshimura， Y oshinori * Grown on The Actual Scale of Production Field: 
Yimin Caiキ The Annual Alteration of Growth Stage， the Altera-

F吋ita，Yasuhito * tion of Three Years， Alteration of Silage Fermenta-

Eun， Heesoo tlOns 

Seike， Nobuyasu 

Kuwahara， Masahiko 

U司i，Masako 

U司i，Masako Dinitroaniline Herbicides Handbook of Residue Analytical Meth- Vol.1 2003.2 

ods for Agrochemicals 389-399 
(Wiley) 

U司i，恥1asako Diphenyl ethers Handbook of Residue Analytical Meth- Vo1.1 2003.2 

ods for Agrochemicals 451-465 
(Wiley) 

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)

発行年.月
ページ

浜崎忠雄・小原洋 水保全機能評価のための土壌の類型化 日本土壌肥料学雑誌 73 (3) 2002.6 
加藤邦彦*・松森堅治* (日本土壌肥料学会) 271-278 

中井信

浜崎忠雄・小原洋 帆崎川小流域における土壌類型の分布と水保全容 日本土壌肥料学雑誌 73 (3) 2002.6 
加藤邦彦*・松森堅治* 豆Eヨ (日本土壌肥料学会) 279-285 

中井信

中谷至伸・石井実* 農薬施用の異なる水田の畦畔におけるカメムシ群 日本応用動物昆虫学会誌 46 (2) 2002.5 

集の多様性 (日本応用動物昆虫学会) 92-96 

加藤智弘*・菅野博英* Erwinia chηIsanthemiによるツルムラサキ軟腐病 北日本病害虫研究会報 53 2002.10 

篠原弘亮・佐藤賢治* (新称) (北日本病害虫研究会) 70-73 

藤井直哉*・篠原弘亮 秋田県で発生したアスパラガス軟腐病(新称) 北日本病害虫研究会報 53 2002.10 
塩谷純一朗*・佐山 玲キ (北日本病害虫研究会) 80-84 

深谷富夫西山幸司

菅野英二本・佐藤恵造* 福島県で発生したモモ急性枯死症状と病原細菌の 北日本病害虫研究会報 53 2002.10 

篠原弘亮・佐々木正剛* 十食言す (北日本病害虫研究会) 137-140 

Moriwaki， Jouji * Grouping of Colletotrichum spp. Sequences， in Japan， Joumal of General Plant Pathology 68 (4) 2002.12 

Tsukiboshi， Takao on rDNA (日本植物病理学会) 307-320 

Sato， Toyozo * 

Moriwaki， Jouji * Morphological and molecular characterizatIon of 恥4(y日coscience 44 (1) 2003.1 

Sato， Toyozo * Colletotrichum boninense sp. nov . from Japan 本菌学会) 47-53 

Tsukiboshi， Takao 

Okada， Hiroaki * M19y5C8e)topLhoawgy I1 in Filenct1118 misellus(Andmssy， Nematology 4(7) 2002.12 

Tsukiboshi， Takao sbery & Lownsbery， 1985 (Nematoda: (Bri1l Academic Publishers) 795-801 

Kadota， Ikuoネ Tylenchidae)， with notes on its morphology 

Koitabashi， Motoo * Aromatic substances inhibiting wheat powdery mil- Joumal of General Plant Pathology 68 (2) 2002.5 

Iwano，お1asataka* dew produced by a fungus detected with a new (日本植物病理学会) 183-188 

Tsushima， Seiya screening method for phi1loplane fungi 

Murakami， Hiroharu * Factors affecting dose response curve of c1ubroot dis- Soil Science and Plant Nutrition 48(3) 2002.6 

Tsushima， Seiya ease caused by Plasmodiophora brassicae (日本土壌肥料学会) 421-427 

Kuroyanagi， Yukiko * 

Shishido， Y oshihiro * 

Murakami， Hiroharu * Reduction of resting spore density of Plasmodiophora Soil Science and Plant Nutrition 48(5) 2002.10 

Tsushima， Seiya brassicae and c1ubroot disease severity by liming (日本土壌肥料学会) 685-691 

Kuroyanagi， Yukiko* 

Shishido， Y oshihiro * 

村上弘jr-釘馬誠也 おとり植物によるアブラナ科野菜根こぶ病の防除 日本土壌肥料学雑誌 74 (1) 2003.1 
畔柳有希子*・宍戸良洋* 効果に及ぼすフルスルフアミド粉剤の影響 (日本土壌肥料学会) 65-68 

Y oshida， Shigenobu Ecological characteristics and biological control of JARQ 36 (2) 2002.5 

Shirata， Akira * murberry anthracnose (JIRCAS) 89-95 

Hiradate， Syntaro 

Y oshida， Shigenobu Shoot blight and leaf spot of blueberry anthracnose Joumal of General Plant Pathology 68 2002.9 

Tsukiboshi， Takao by Colletotrichum acutatum (日本植物病理学会) 246-248 

吉田重信 クワ炭痘病の生理・生態学的研究 農業生物資源研究所資料 l(別冊) 2002.12 

(農業生物資源研究所) 1-78 

Nishi， Akinori * Effect of N-formylloline on the survival of Saw- Entomological Science 5 (3) 2002.9 

Takahashi， Keiichi * toothed Grain Beetle， 0，ヲIzaephilus surinamensis (日本昆虫学会) 287-289 

Koyama， Kiyotakピ (Linnaeus) (Coleoptera : Silvanidae) 

Y oshimatsu， Shin-ichi 

Michael Christensen 
ネ

Y oshimatsu， Shin-ichi A remarkable new species of the genus Mythimna Transactions of the Lepidopterological 54 (1) 2003.1 

from Papua New Guinea CLepidoptera， Noctuidae， Society 鱗of麹Ja学pa会n 5-10 

Hadeninae) (日本 ) 
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段照沫 '1青家伸康 Comparative efficiency of PCDD/Fs with a variety of Organohalogen Compounds 55 2002.8 
馬場浩司・上垣隆一 extraction methods 163-165 
石井康雄・桑原雅彦

上路雅子

Oh-Kyung Kwon * Comparative study of PCDDs/DFs concentration in Organohalogen Compounds 57 2002.8 
Eun， Heesoo spinach and cultural environment 113-116 
U司i，Masako 
Su-Myeong Hong本

Byeong-Hun Song * 

Hee-Dong Leeキ

Chan-Won Park * 
Gap-Hee Ryuネ

段照沫・桂宰j原* Dioxins contamination in leafy vegetables based on Organohalogen Compounds 57 2002.8 
高島良子*・石井康雄 the surface study 133-136 
上垣隆一・清家伸康

桑原雅彦・上路雅子

Inao， Keiya * Landscape-Scale Simulation of Pesticide Behavior in Joumal of Pesticide Science 28 (1) 2003.2 
Ishii， Yasuo River Basin due to Runoff from DPDddYy ) Fields Using (日本農薬学会) 24-32 
Kobara， Yuso Pesticide Paddy Field Model (p A 

Kitamura， Yasuo * 

小野裕嗣*・忠田吉弘* Analysis of acrylamide by LC-MS/MS and GC-MS Food Additives & Contaminants 20(3) 2003.3 
亀山員由美*・箭田浩士* in processed J apanese foods (Taylor & Francis) 215-220 
石坂員澄・小林秀誉*

吉田充*

塚田幸治*・石坂虞澄 Rice receptor for chitin oligosaccharide elicitor does P(ShycasMioliongaiva i Plantarum 116 2002.11 
藤津由紀子*・岩崎行玄* not couple to heterotrimeric G-protein: Elicitor re- an Plant Physiology Society) 373-382 
山口武志水・南 栄一* sponses of sus)pmenustaionn ts cultured rice cells from Daik-
渋谷直人* oku dwarf(dI) mutants lacking a functional G-protein 

alpha-subunit 

森 昌樹*・野村崇人* Isolation and Characterization of a Rice Dwarf Mu- Plant Physiology 130 (3) 2002.11 
大岡久子*・石坂員澄 tant with a Defect in Brassinosteroid Biosynthesis (American Society of Plant Physiolo- 1152-1161 
横田孝雄*・杉本和彦ネ gists) 
岡部健*・梶原英之*

佐藤浩二*・山元自告二*

!責近洋彦菊池尚志*

金子卓世*・石坂異澄 Proteomic analysis of rice endosperm proteins Rice Genetics N ewsletter 18 2001.12 
梶原英之* 100-102 

吉田 充キ・小野裕嗣* 日本で市販されている加工食品中のアクリルアミ 日本食品科学工学会誌 49 (12) 2002.12 
亀山虞由美*・忠田吉弘水 ドの分析 (日本食品科学工学会) 822-825 
箭田浩士*・小林秀誉*

石坂虞澄

駒村美佐子・津村昭人* 国産小麦のωSrおよび:137Cs汚染に関する長期観測 Radioisotopes 51 (10) 2002.10 
木方展治・小平潔* と解析~1959年以来チェルノブイリ事故を含む37 (日本アイソトープ協会) 345-363 

年間

結田康一*・駒村美佐子 原子力施設事故等に伴う農作物・土壌の緊急放射 日本土壌肥料学雑誌 73 (2) 2002.4 
木方展j台・藤原英司 能調査 チェルノブイリ原発事故と東海村臨海事 (日本土壌肥料学会) 203-210 
栗島克明* 故への対応を中心に一一
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(3) 学会等講演要旨集

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)

発行年.月
ページ

川瀬智一*・薪藤祐貴* Streptomyces coelicolor A3 (2)が有する Family18， 日本農芸化学会大会講演要旨集 2003.3 
粛藤明広*・二階堂直樹* 19キチナーゼの比較解析 (日本農芸化学会) 251 
藤井毅・宮下清貴*

渡遺剛志*

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)

発行年.月
ページ

津 本 卓 治 鶴c田ha治ng雄she*ng Li* 日本の農耕地土壌からの NzO・NO発生予測 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.3 
秋山博子・ DNDCモデル適用の検討 162 

秋山博子 有機物を施用した土壌からの NzO，NOおよび 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.3 

lain恥1cTaggart* NH3の発生 162 
Bruce Ball * 
Albert Scottキ

Zhibao Shenキ Dust emission rate over the Gobi desert surface in Proceedings of Asian dust storm and its 2003.1 

Yanbo Shen* Dunhuang， China impacc 2nd ADEC workshop-， Jan. 13-I 2 
Du， Mingyuan 16， 2003 Xian， China 

Wanfu Wang * (Institute of Earth Environment， Chinese 

Academy of Sciences) 

Du， Mingyuan Dust emlSSlOn from cropland surface in Dunhuang， Proceedings of Asian dust storm and its 2003.1 

Y onemura， Seichiro China impact_ 2nd ADEC workshop-， Jan. 13-I 6 
Zhibao Shenネ 16， 2003 Xian， China 

Yanbo Shen* Onstitute of Earth Environment， Chinese 

Wanfu Wang * Academy of Sciences) 

Yamada， Yutaka * 

孔1aki，Taichi * 

Yamada， Yutaka* Development of dust particle counter system for Proceedings of Asian dust storm and its 2003.1 

Mikami， Masao * measureing precise saltation process impacC 2nd ADEC workshop-， Jan.13- 7 

Nagashima， Hideki * 16， 2003 Xian， China 

Du，恥1ingyuan (Institute of Earth Environment， Chinese 

Academy of Sciences) 

Yanbo Shen* Variations of some dust p訂 ametersduring dusty Proceedings of Asian dust storm and its 2003.1 

Zhibao Shen * weather in Dunhuang， China impacC 2nd ADEC workshop-， Jan. 13- 57 

Du， Mingyuan 16， 2003 Xian， China 

Wanfu Wang * (Institute of Earth Environment， Chinese 

Academy of Sciences) 

社明遠・米村正一郎 敦慢での風送ダスト観測について 第48回風に関するシンポジウムプログ 2002.11 
真木太一人沈志宝* ラム 11-12 
j王万福*

社明遠・米村正一郎 敦慢における視程計による風送ダスト濃度観測の 日本沙漠学会第13回学術大会講演要旨 2002.6 
真 木太一人沈志宝* 試み 29-30 
j王万福*

杜明遠・米村正一郎 敦慢における風送ダストの発生過程について 日本沙漠学会第13回学術大会講演要旨 2002.6 
真木太一人沈志宝* 31-32 
j王万福*

杜 明遠・米村正一郎 敦埠における風送ダスト発生の統計特徴 日本沙漠学会第13回学術大会講演要旨 2002.6 
真木太ーヘ沈志宝* 33-34 
王根緒*. 1王万福 *

王根緒拓万全* 黒河下流域のダストストームの発生及びオアシス 日本沙漠学会第13回学術大会講演要旨 2002.6 
程国 棟 * ・ 社 明遠 変化との関係 35-36 

真木太一人杜明遠 中国敦憧における草方格による秋季の気象改良効 日本沙漠学会第13同学術大会講演要旨 2002.6 
武正彰*・岩谷文武* 果 39-40 

古松*・加藤知道* 高山草原の蒸発散と COzブラックスの動態 第50回日本生態学会大会講演要旨 2003.3 
崖 l騒勇*・李英年* 287 
越 新全*・杜明遠
唐艶鴻*

加藤知道*・古松* 中国青海省高山草原における COzフラックスと環 第50回日本生態学会大会講演要旨 2003.3 
杜明遠・李英年* 境要因 287 
越 新全*・唐艶鴻*

及川武久*

杜明遠・米村正一郎 冬季中国敦憧におけるゴビ砂漠とオアシスでの風 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 

真木太一人沈志宝* 送ダスト発生の比較 会講演要旨 99 
j王 万福*・川島茂人

井上聡

真 木太一人杜明遠 中国敦慢における草方格の効果特性 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 
伊藤代次郎* 会講演要旨 100 
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井上聡・西森基貴 地球温暖化の北陸農業への影響 2002年度日本農業気象学会北陸支部大 2002.11 
山村光司 会講演要旨集 25~31 

横山宏太郎*・菅谷博* 地上気温による降水の雨雪判別法の検討 2002年度日本雪氷学会全国大会講演予 2002.10 
井上聡 稿集 60 

井上聡・小南靖弘* 熱源内蔵型積雪含水率計の試み 2002年度日本雪氷学会全国大会講演予 2002.10 
横山宏太郎ネ・納口恭明キ 稿集 89 

小南靖弘*・横山宏太郎* 反射音の影響を除いた積雪の音響減衰係数の測定 2002年度日本雪氷学会全国大会講演予 2002.10 
井上聡 稿集 103 

品橋裕一小野瀬浩司ネ 衛星画像からの雪形を用いたスギ花粉飛散ステー 2002年度日本雪氷学会全国大会講演予 2002.10 
井上聡・川村宏* ジの予測 稿集 162 

l井上聡山村光司 地球温暖化によるツマグロヨコバイ個体数の増加 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 
平野耕治* 会講演要旨 249 

I ~lbert ~liば Using a coupled crop-SV AT model and/or an inter- Proc . Advanced International Workshop I 3 2002.4 
Inoue， Y oshio active SV A T model to assess crop canopy processes “Earth observation to estimate evapotran- 301~327 

Jean-Pierre Wigneron 
ネ

from remote sensing data 
sp(iUrantiiovn-N" aples Fedcrico II) Jerome Demarty* 

SamuelOrtega-Farias* 
Jean-Christphe Calvet* 

Patrice Lecharpentier* 

Inoue， Y oshio Estimating eco-physiological plant dynamics based Proc. NASDA-International Symposium 2003.3 

on remote sensing signatures and process modeling “Space Platforrn for Water and Climate 101~115 

Observation" 
(宇宙開発事業団)

井上吉雄 作物とその生育環境のリモートセンシング 北土壌肥料研究研究会講演要旨 2002.9 
1~15 

井上吉雄 耕地生態系における COzブラックスの動態とリ 日本リモートセンシング学会2002年秋 2002.11 

Albert Olioso * モートセンシングデータの実験的解析 季学術講演会論文集 211~212 

Josep Penuelas * 
Wineng Choi * 

井上吉雄・ JiaguoQi* 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 71 (別1) 2002.4 
斉藤和樹本間香貴* 析.第 1報 88-89 
堀江武*・白岩立彦*

井上吉雄 作物群落の COz、HzOブラックスおよび放射環境 日本作物学会紀事 71(別2) 2002.8 
Josep Penuelas* の動態解析 2.COzブラックスとリモートセンシ 122~123 

Albert Olioso * ング計測データの関係
Wineng Choiネ

石郷岡康史・鳥谷均 アジアにおける河川流量推定と農業水資源の評価 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 
桑形恒男・後藤慎吉 会講演要旨 79 
大野宏之

岩崎亘典・ Sprague，D. S . 明治時代における土地利用と肥料生産量の変化 日本地理学会発表要旨集 63 2003.3 

旧阿見村を例として一 169 

加藤将平本・吉田正夫* 草地、広葉樹、針葉樹林、の土地利用履歴の違い 2002年度日本土壌肥料学会関東支部 2002.9 
岩崎亘典 と土壌酸性について 大会講演要旨集 9 

高橋裕一*・名古屋隆生* 興和花粉計数器(KP-1000)及びバーカード型花粉 アレルギー学会機関誌「アレルギ~J 51(9/10) 2002.11 
石川宗HF-高柳智明* 捕集器によるイネ科花粉数の比較 928 
光本浩太郎本・菊地恵美*
川島茂人・逸見員子ネ
武田久子*・新田裕史*

高橋裕一*・川島茂人 山形県花粉情報システムの構築、平成13年のテス アレルギー学会機関誌「アレルギー」 51 (9/10) 2002.11 
長谷川正俊*・荒木龍平* トランと問題点 929 
山口始*・伊藤健*

武田妙子*・山田敏弘*

武田久子*

川島茂人・高橋裕一* 花粉情報システムに用いる各種植物開花日予測手 アレルギー学会機関誌「アレルギーj 51 (9/10) 2002.11 
荒木龍平*・長谷川正俊* j去の干食言す 974 

高橋裕一*・菊地恵美* バーカード捕集器による空中花粉測定に関する基 日本花粉学会第43回大会講演要旨集 2002.10 

川島茂人 礎的検討 17 

川島茂人・米村正一郎 水田による気候緩和機能の評価 米沢盆地におけ 日本気象学会2002年度春季大会講演予 2002.5 
社明遠・井上聡 る夏期高温時の気温分布と土地利用 稿集 272 
山本奈美*

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 39(3) 2002.11 

71 

川島茂人・米村正一郎 水田による気候緩和機能の評価 米沢盆地におけ 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 

杜明遠・井上聡 る夏期高温時の気温と土地利用の関係 会講演要旨 246 
織田健次郎・藤井義晴
山本奈美*

Kim， Han-Y ong * Seasonal changes in the effects of elevated COz on Abstracts of international rice congress， 2002.9 

Lieffering， Mark* growth of rice crops at three nitrogen levels-: a free Beijing， China 340 

Kobayashi， Kazuhiko air COz enrichment (F ACE) experiment 
Miura， Shu* 

Okada， Masumi * 
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Inubushi， Kazuyuki * Elevated carbon dioxide effects on microbial proc- Transactions of 17th World Congress of 2002.8 
Hoque， Md. M. * esses in submerged soil Soil Science， Bangkok， Thailand 1015-1 ~11 
Cheng， Weiguo * 

Kobayashi， Kazuhiko 

Yagi， Kazuyuki 

I Sakai， Hidemitsu 
Kim， Han-Y ong本

Okada， Masumi * 

Acquaye， Solomon * Effects of CO2 enrichment on microbial biomass in Transactions of 17th World Congress of 2002.8 

|Inubushl，kuuyukf the f100dwater and surface soil layer of paddy fields Soil Science， Bangkok， Thailand 1079-1 ~14 

Kobayashi， Kazuhiko 
Kim， Han-Y ongネ

Okada， Masumi * 

三浦周小林和彦 大気中 COz濃度の上昇が水田の窒素収支に及ぼす 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.4 
金 i莫龍*・岡田益己* 旦尽/ノ級至ヨ自「 159 

寺尾富夫三浦 周* CO2倍増条件下で、育てた米の食味と関連成分 日本作物学会紀事 71(別1) 2002.4 
)責瀬竜郎 *・長田健二* 144-145 
田淵宏朗*・金漢龍*

Lieffering， Mark* 
岡田益己*・小林和彦

Hasegawa， Toshihiro * Modeling the rice growth response to atmospheric 日本作物学会紀事 71(別2) 2002.8 

Kobayashi， Kazuhiko C02 and nitrogen supply 134-135 

Kim， Han-Yong * 

恥1iura，Shu* 

Seneweera， Saman P. * 

Lieffering， Mark * 

Okada， Masumi * 

桑形恒男・村井麻理* 根圏温度が植生の吸水・蒸散プロセスにおよほす 日本気象学会2002年秋季大会講演予稿 2002.10 
j賓寄孝弘* 影響 集 28 

村井麻理*・桑形恒男 植物の特定組織部位からのプロトプラスト単離と 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 
その水透過率測定手法の開発 会講演要旨 95 

下野裕之*・長谷川利拡永 水田水温に基づ、く水稲の生育・収量予測 (1 )生 農業環境工学関連4学会2002年合同大 2002.8 
桑形恒男・岩間和人* 育・収量予測モデル 会講演要旨 141 

桑形恒男・下野裕之ネ 水田水温に基づく水稲の生育・収量予測 (2)水田 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 
長谷川利拡本・ j賓寄孝弘* 水温モデル 会講演要旨 142 

下野裕之長谷川利拡キ 水田水温に基づく水稲の生育・収量予測 (3)モデ 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 
桑形恒男・岩間和人* ルの適応結果 会講演要旨 143 

桑形恒男・村井麻理* 根圏温度が植生の吸水・蒸散プロセスにおよぼす 水文・水資源学会2002年研究発表会要 2002.8 
j賓寄孝弘* 影響に関する研究 旨集 76-77 

Minaka， Nobuhiro Quantitative comparison and visualization of ances- ICSEB VI: Sixth International Congress 2002.9 

tral character-states parsimoniously reconstructed on of Systematic and Evolutionary Biology 34 

a phylogenetic tree: A geometric morphometric 

method 

Minaka， Nobuhiro A more efficient heuristic algorithm for the large The XZIth Meeting of the Willi Hennig 2002.8 
Yamamoto， H.キ phylogeny Steiner problem Society， Helsinki， Finland， 12-15 August 17 
Asano， T. * 2002. Program and Abstracts 
Suemura， T. * 

Machii， H.* 

三中信宏 歴史生物地理学における系統樹構築問題一一グラ 日本生物地理学会大会第57回年次大会 2002.4 

フ構造の推論のあり方について シンポジウム「生物地理学の次元:歴 7 
史と系統、群集と生態、形態と分子」

講演要旨集

三中信宏 最大節約法を中心とする形質状態法 日本進化学会第 4回東京大会ワーク 2002.9 
ショップ12:分子系統樹作成講座(3). 64 
(要旨集)

三中信宏 系統 推 定 論 と 離散数学との接点一一phylo 日本進化学会第 4回東京大会ワーク 2002.9 

mathematicsは可能か? ショップ 5 系統解析のためのツール 53 
を鍛える一一祖先形質状態、スタイ

ナー最小樹、そして超巨大系統推定(要
旨集)

Miwa， Tetsuhisa The efficient evaluation of multi-normal distribution The abstract book of the 3rd Interna- 2002.8 
Tony Hayter* functions tional Conference on Multiple Compari- 23 
Kuriki， Satoshi * sons 

Miwa， Tetsuhisa The evaluation of multi-normal non-centred orthant The abstract book of the Joint Statistical 2002.8 
Tony Hayter* probabilities Meetings 2002 33 
Kuriki， Satoshi * 

三輪哲久 JII貢序制約に関連した多変量正規分布の確率計算 日本計算機統計学会第16回大会論文集 2002.5 
40-45 

Harazono， Y oshinobu * Winter f1uxes of COz and energy at tundra in the American Geophysical Union 2002 Fall 2002.12 

恥1ano，孔1asayoshi* Arctic Meeting GC72B-Q235 

Kitauchi， H. * 

Miyata， Akira 
Walter C. Oechelキ
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著者名

Harazono， Y oshinobu * 
Mano， Masayoshiキ

Kitauchi， H. * 

Miyata， Akira 
uT alter C. Oechel * 

Nojiri， Atsushi * 

Harazono， Y oshinobu * 

Miyata， Akira 
Mano， Masayoshiキ

lnohara， Sachiko * 

1Jshikawa， Nozomi * 

Harazono， Y oshinobu * 

Miyata， Akira 

Mano，恥1asayoshi*

Ono， Keisukぷ

Takagi， Kentaro * 

Komine， Masashi * 

Ota， N aotoshi * 

Rommel C. Zulueta * 

Walter C. Oechel * 

Harazono， Y oshinobu * 

Miyata， Akira 

Mano， Masayoshi * 

Rommel Zuluetピ
Walter C. Oechel * 

Harazono， Y oshinobu * 

N吋iri，Atsushi * 

Saito， Toru * 
D. White* 

W. Simpson* 
Y. Kim* 

Ohtaki， Eiji * 

Miyata， Akira 
shun' ichi Akasofu * 

Harazono， Y oshinobu * 

Mano， Masayoshi * 

Miyata， Akira 

宮田明

宮田明

Gwang Hyun Han* 

Y oshikoshi， Hisashi * 
Nagai， Hideyuki * 

Yamada， Tomoyasu * 

Saito， Makoto * 

Miyata， Akira 
Harazono， Y oshinobu * 

Gwang Hyun Han * 

Y oshikoshi， Hisashi * 

Nagai， Hideyuki * 

Yamada， Tomoyasu * 

Saito， Makoto * 

Miyata， Akira 
Harazono， Y oshinobu * 

永井秀幸*・宮田 明

Md. Abdul Baten * 

Gwan Hyun Han * 
吉越恒*・山田智康*

小野圭介高村近子*
斉藤誠原菌芳信*

宮田 明・山田智康*

矢頭秀幸*・槍山哲哉*

宮田 明・井関孝弥*
吉田尚弘*

宮田 明・間野正美*

原薗芳信小野圭介*

猪原幸子原薗芳信*

宮田 明・間野正美*

農業環境技術研究所年報平成14年度

論文タイトル 発表書名・誌名(出版元)

Sublimation of Snow in the Arctic Winter. Where is 1 53rd Arctic Science Conference 

the Energy From? 

Characteristic of COz and energy fluxes over Arctic I 53rd Arctic Science Conference 
coastal tundra during mid-summer of 2002 

Methane flux in the Arctic & wetlands in Japan Interaction of the Pacific Atmosphere 

Ocean System on Circum-Pacific Carbon 

Balance 

巻(号)
ベーン

110 

168 

Three-year measurement of carbon dioxide and meth-

ane fluxes at arctic coastal tundra at Barrow， 
Alaska and its contribution to global warming 

3rd lntemational Workshop on Global 

Change: Connection to the Arctic 2002 1 31 
(GCCA3) 

lntroduction of methane flux observation at UAF site 

and comprehensive methane budget study in the Arc-

tlc 

3rd Intemational Workshop on Global 

Change: Connection to the Arctic 2002 1 31-32 
(GCCA3) 

Three司yearmeasurement of methane flux from an I Workshop on Development of a Research 

arctic coastal tundra at Barrow， Alaska I Agenda to Determine the Current Cir-
cumpolar Carbon Budget 

湿原のエネルギー収支、炭素フラックスのリー|第 5回CEReSシンポジウム資料集

ジョナル規模での推定手法の開発 I (千葉大学環境リモートセンシング研 I23-27 
究センター)

長期フラックス観測データの品質管理 I 2002年 CGERブラックスリサーチミーテイ
ング I P-2 
(国立環境研究所地球環境研究セン

ター)

Evaluation of CH4 budget during rice growing season I 2002年 CGERフラックスリサーチミーテイ
through atmospheric I:lCH4 measurement ング I P-42 

(国立環境研究所地球環境研究セン

ター)

BCH4 profiles within and above rice canopy influ- I 2002年 CGERフラックスリサーチミーテイ

enced by different transport pathways. measurement ング I P-45 
(国立環境研究所地球環境研究セン

ター)

非線形回帰法を用いて欠測値補完された真瀬水田 I2002年 CGERフラックスリサーチミーテイ

アジアブラックスサイトでの生態系 COz交換量に|ング I P-57 
ついて I (国立環境研究所地球環境研究セン

ター)

微量気体のフラックス iフラックス観測の最近の進歩
(日本農業気象学会フラックス観測・ I17-21 

評価研究部会編)

TDLASを用いたメタンフラックスの長期観測と|日本気象学2002年度春季大会講演予稿

メタンの乱流変動特性 |集 1230 

低温環境でのオープンパス型赤外線ガス分析計の|日本気象学2002年度春季大会講演予稿

動作特性 |集 1393 

アラスカ・バローでのメタンブラックス |中国・四国の農業気象(日本農業気象 115
学会中国・四国支部会誌 I40-42 

発行年.月

2002.9 

2002.9 

2002.10 

2002.11 

2002.11 

2002.7 

2002.12 

2002.11 

2002.11 

2002.11 

2002.11 

2002.8 

2002.5 

2002.5 

2002.11 
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牛川希望*・原薗芳信* アラスカ・ノtローでの C02ブラックス 中国・四国の農業気象(日本農業気象 15 2002.11 
宮田 明・間野正美* 学会中国・四国支部会誌) 43-45 

山田智康*・永井秀幸* 水田上の CO2フラックス観測による生態系呼吸要 第50回日本生態学会大会講演要旨集 2003.3 
斉 藤誠*・宮田明 素および総光合成量の評価 148 
原薗芳信*

1 小野圭介*・宮田 明 各種湿地生態系におけるアルベドと PAR反射率 農業環境工学関連4学会2002年合同大 2002.8 
Md. Abdul Baten * の季節変化 会講演要旨 67 
間野正美*・原薗芳信*

宮田 明・山田智康* 傾度法によるメタンブラックスモニタリングの問 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 
Md. Abdul Baten * 題点 会講演要旨 69 
間野正美*・原薗芳信*

矢頭秀幸*・槍山哲哉*

永井秀幸*・高村近子*

W . C. Oechel * 

山田智康* 慣行栽培水田における夜間 COzフラックスの植物 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 
Md. Abdul Baten' 呼吸・土壌呼吸への分離評価 会講演要旨 73 
高村近子*・宮田 明

原薗芳信*

間野正美ネ・原薗芳信* 北極域沿岸ツンドラにおける植物生育期間を含む 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 
宮田明・ RommelZulueta * CO 会講演要旨 77 
Water C. Oechel * 

永井秀幸*・宮田 明 渦相関法におけるトレンド除去法の比較検討 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 
Md. Abdul Baten本 会講演要旨 295 

G山w田an智g Hyun Han* 
康*・小野圭介*

原薗芳信*

西森基貴 近年における冬から春にかけての大規模場の変動 第11回風送ダスト研究会講演要旨 2002.8 
http://www.aeoliandust.com/jp/project/ 

dll/dllnishimori. html 

西森基貴・鬼頭昭雄* 統計的ダウンスケーリング手法を用いた温暖化時 日本気象学会2002年春季大会講演予稿 81 2002.5 
の夏季東アジ、ア域の降水量予測結果の比較 集 181 

西森基貴・井上聡 生育阻害要因を考慮した日本の水稲生産の脆弱性 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 
山村光司・石郷岡康史 の評価 会講演要旨 305 
鳥谷均・横沢正幸

林陽生

西森基貴 日本における気象災害の変遷と今後の見通し シンポジウム「気候の影響と利用一日 2002.11 
本の気候特性を再考する-J予稿集 7-8 

西村誠一・須藤重人 水田および転換畑における 3種の温室効果ガス 第50回日本生態学会大会講演要旨集 2003.3 
秋山博子・津本卓治* (C02， CH4， N20) フラックスの季節変化 148 
米村正一郎・八木一行

小林剛*・加藤京子* 北海道北部のダケカンバ若齢林における林冠構造 第50回日本生態学会大会講演要旨集 2003.3 
植村 滋*・西村誠一 に対する林床のチシマザサ除去の影響?林冠内の 160 
小野清美*・原登志彦* 光環境と光合成生産

隅田明洋*・高橋耕一*

Xiaooyong Cui * 「青海草原の炭素動態に関する研究J 第50回日本生態学会大会講演要旨集 2003.3 
Yanhong Tang * Chlorophyll fluorescence and CO2 uptake in re- 288 
Shengbo Shi * sponse to dynamic 1ight in three alpine species 
Nishimura， Seiichi 
Song Gu* 

Xihquan Zhao * 

岡本勝男・新藤純子 環境への窒素放出量と流域の土地利用 システム農学会2002年度春季シンポジ 18(別1) 2002.5 
戸田任重本・川島博之* ウム・個別研究発表会要旨集「山岳・ 90-91 

里山・里地から見た流域 山と流域シ

ステムの共生と望ましい秩序形成を求

めて 」
森直樹*・川島博之* 植生指数から見たアジアの土地利用変化 システム農学会2002年度春季シンポジ 18 (別1) 2002.5 
同本勝男・大賀圭治ネ ウム・個別研究発表会要旨集「山岳・ 106-107 

里山・里地から見た流域一山と流域シ

ステムの共生と望ましい秩序形成を求
めて j 

岡本勝男・川島博之キ アジア稲作地帯の農用水資源評価:天水による栽 システム農学会2002年度秋季シンポジ 18(別2) 2002.11 
培可能面積の推定 ウム・個別研究発表会要旨集「バイオ 81-82 

マス利用による資源循環型社会の構

築」
大野宏之・矢吹伯裕* 融雪指数の定量的利用に関する研究 2002年度日本雪氷学会全国大会講演予 2002.10 
大畑哲夫*・水津重雄* 稿集 39 

Oura， Noriko Effect of nitrogen deposition on nitrogen cycle and Proceedings of the VIII INTECOL Inter- 2002.8 
Shindo， Junko N20 emission from the forest floor national Congress of Ecology 209-210 

Fumoto， Tamon 

Toda， Hideshige * 

Kawashima， Hiroyuki * 

大浦典子・新藤純子 林床からの NzO発生特性と林内の窒素動態 環境科学会年会要旨集 2002.9 
麓多門・戸田任重* 74-75 
川島博之*
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Donald M. U gsang * C-band/HH Backscattering Characteristics of Paddy Proceedings of the 23rd Asian Confer時 23 2002.11 
Honda， Kiyoshi * Fields : Implications for Rice-growth Monitoring ence on Remote Sensing 45-52 

Saito， Genya 

Ishitsuka， Naoki * Observation of The Rice Paddy Fields Using Air- Proceedings of the 23rd Asian Confer- 23 2002.11 

Saito， Genya bome SAR (Pi-SAR) Data ence on Remote Sensing 131-138 

Ouch， Kazuo * 

Glen Davidson * 

Uratsuka， Seiho * 

Satake， Makoto * 

Umehara， Toshihiko * 

Mona Lacoulキ Monitoring and Assessing Rice Crop with Multi- Proceedings of the 23rd Asian Confer- 23 2002.11 

Honda， Kiyoshi * temporal RADARSA T Fine beam mode data in ence on Remote Sensing 253-258 

Yokoyama， Ryuzo* Pathumthani and Ayuatthaya Province of Thailand 

Saito， Genya 

Ouchi， Kazuo * Automatic Rice-crop Mapping using Maximum Like- Proceedings IGARSS 2002 2002.7 

Glen Davidson * lihood SAR Segmentation and Gaussian Expectation 475-477 

Saito， Genya Maximisation 

|IshitsukaNaokr 
Mohre， Kentaro * 

Uratsuka， Seiho * 

石塚直樹*・斎藤元也 Pi-SARポラリメトリデータによる水田観測 日本リモートセンシング学会第32回学 2002.5 

大内和夫*・ GlenDavidson * 術講演会論文集 29-30 

毛利建太郎*・宮崎武志*

穴沢道雄*・斎藤元也 LWCI(葉の水分含有指数)を利用した森林の乾燥 日本リモートセンシング学会第32回学 2002.5 
沢田治雄* 度マップと実際に発生した森林火災 術講演会論文集 159-160 

Ouchi， Kazuo 
キ Pi-SAR児島湾観測データにおける偏波情報の解 日本写真測量学会平成14年度年次学術 2002.7 

Glen Davidson * 析 講演会発表論文集 83-84 

Saito， Genya 

Ishitsuka， Naoki' 

Mohre， Kentaro * 

Uratsuka， Seiho * 

叢敏*・石塚直樹* 農地分類における NOAA/AVHRR熱赤外チャン 日本写真測量学会平成14年度年次学術 2002.7 

斎藤元也 ネルの利用法 講演会発表論文集 93-96 

穴沢道雄*・斎藤元也 LWCI(葉の水分含有指数)を利用した森林の乾燥 日本写真測量学会平成14年度年次学術 2002.7 
沢田治雄本 度マップと実際に発生した森林火災件数及び焼損 講演会発表論文集 127-128 

面積との関係

永谷泉*・斎藤元也 準リアルタイム DMSP/OLS夜間光データを用い 日本写真測量学会平成14年度年次学術 2002.7 
岡崎誠*・名越誠* た夜間の放射輝度推定の試み 講演会発表論文集 133-136 

永谷泉*・斎藤元也 航空機ハイパースペクトルによる畑地状況把握 日本写真測量学会平成14年度年次学術 2002.7 
小阪尚子*・陳金華* 講演会発表論文集 177-180 
塩川正則*

斎藤元也・永谷泉* 衛星データによる農地・森林・海洋監視システム 日本写真測量学会平成14年度秋季学術 2002.11 
児玉正文キ・名越 誠ネ 講演会発表論文集 23-26 
沢田治雄*・瀬川恭平*

冨久尾歩*・斎藤元也 中国内蒙古シリンゴル草原における踏圧実験 システム農学会2002年度秋季大会発表 2002.11 
川村健介*・秋山 侃* 論文集 65-66 
j王詩平*

Sakai， Hidemitsu Effects of elevated C02 on rice canopy photosynthe- Abstracts of intemational rice congress， 2002.9 

Kobayashi， Kazuhiko SlS Beiji時， China 338 

酒井英光・小林和彦 高 C02濃度による群落光合成増加率の日射強度依 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 

存性 会講演要旨 253 

坂本利弘・岡本勝男 乗鞍岳東斜面の土地被覆変化 システム農学会2002年度秋季シンポジ 18(別2) 2002.11 
新藤純子・戸田任重* ウム・個別研究発表会要旨集「バイオ 77-78 
川島博之* マス利用による資源循環型社会の構

築j

芝山道郎・秋田成郎* 植物個葉の方向性偏光分光特性の野外測定 日本リモートセンシング学会春季講演 2002.5 
会要旨集 147-148 

芝山道郎 牧草群落の草種混生率と偏光特性 日本リモートセンシング学会秋季講演 2002.11 

会要旨集 251-252 

芝山道郎 太陽高度を考慮した偏光特性によるコムギ個体群 日本作物学会紀事 71(別1) 2002.4 

の出穂期の検出 228-229 

芝山道郎 コムギ個体群反射光の偏光特性の季節変化 日本作物学会紀事 71 (別2) 2002.8 

124-125 

酒井 徹キ・村岡裕由* 光環境推定方法の違いが林床植生の光合成量の推 第50四日本生態学会大会講演要旨集 2003.3 

秋山 侃*・芝山道郎 定値に及ぼす影響 286 

芝山道郎 反射率および偏光測定による群落の草種混生率の 日本草地学会講演会要旨集 49 (別) 2003.3 

推定 64-65 

Shindo， Junko Nitrogen load and its flows in the major river basins BIOGEOMON Books of Conference Ab- 2002.8 

Okamoto， Katsuo in East Asia stracts 214 

Toda， Hideshige * (The University of Reading) 

Kawashima， Hiroyuki * 
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Rice production and water resources in Asia I Proceedings of the VIII INTECOL Inter- 2002.8 

national Congress of Ecology I 116 

Nitrogen flow in the food production-supply system I The 10出U.S.-Japan Workshop on Global 2003.1 
and its environmental effects in East Asia I Climate Change I 70 

奥日光外山沢流域の物質循環調査に基づいた酸性|環境科学会年会要旨集 2002.9 
物質負荷の影響評価 I 68】 69

アジアの経済発展と水質・水量に関する統合モデ|環境経済政策学会講演要旨集 I 2002.9 
ルの開発 I 318-319 

東アジアの窒素負荷と河川水質の推定 |シンポジウム「酸性沈着とキャッチメ¥2002.7 

ローザムステッド・カーボン・モデルによる日本

の畑土壌の炭素収支の広域評価

中国内蒙古中部フフホト周辺の土壌特性と土地荒
廃

Ecological land accounting for agricultural resources 

in pre-industrial Japanese agriculture 

Land use histories of rural landscapes in Japanese 

macaque habitats 

定点観測による小型 GPS首輪の精度測定

ント手法による生態系影響評価|要旨 I19-22 
集

(日本化学会酸性雨研究会)

日本土壌肥料学会講演要旨集 148 
166 

日本沙漠学会講演要旨集 1 13 
7-8 

American Anthropological Association 

Annual Meeting 2002， Abstracts 1 428 

American Journal of Physical Anthropol-I 34(supple.) 
ogy Annual Meeting Issue I 146 

第18回日本霊長類学会大会プログラ

ム・予稿集 I 70 

Emission of Trace Gases from Asian Biomass burn- 18th International Conference on Atmos-

mg pheric Sciences and Applications to Air I 40 
Quality 

Trace gas emission from biomass burning in Asia 1 International Semin附1

Chemiおstrγyand Toxicology I 7 

2002.3 

2002.6 

2002.11 

2002.4 

2002.7 

2003.3 

Atmospheric aerosols， S02 and 03 measured at I Proceedings of the 4th APEX Interna-I I 2002.4 
Amami-Oshima， southwest of Japan in Dec. 2000 I tional Workshop I 44-50 
and Apr. 2001 in the APEX field experiments 

Study of sources of trace gases in Asian region 1 Proceedings of the 4th APEX Interna-I I 2002.4 
tional Workshop I 145-154 

農作物残さ等の焼却によるメタン・亜酸化窒素の l日本土壌肥料学会講演要旨集 148 I 2002.3 
発生について I 165 

アジア域のバイオマス燃焼による温室効果ガスの|第 8回大気化学討論会講演要旨集

発生量推定

バイオマス燃焼過程で生成される微量気体の同位|第 8回大気化学討論会講演要旨集

体解析

7 

19 

2002.6 

2002.6 
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永谷 泉ネ・石郷岡康史 体系分布の特徴 会講演要旨 103 
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Yagi， Kazuyuki Effect of elevated CO:z on methane emission from Abstract of 10th CACGP 17th IGAC 2002.9 
Zhong Li* rice fie1ds Conference 86 
Hua Xu* 
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Hosen， Yasukazu 
本

恥1itigationoptions for nitric oxide and nitrous oxide Proceedings of International Seminar on 2002.5 
Xiaoyuan Yan * emlsslons Soil and Environmental Quality 70 
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Haiyan Chu* 

八木一行 土壌生態系からのガス発生と大気環境 第44回土壌物理学会シンポジウム講演 2002.11 
要旨集 1-7 

程 為国キ・鶴田治雄ネ 土壌水分変化およびグルコース添加がハクサイ残 日本土壌肥料学会関東支部会講演要旨 44 2002.9 
八木一行 j査を添加した黒ボク土からの N20と他微量ガス 集 29 

の放出に及ぼす影響

宝川靖手0*.八木一行 中国太湖地域の農業集水域からの窒素およびリン 日本陸水学会講演要旨集 67 2002.10 
高超*・白暁華ネ の流出 (日本陸水学会) 82 
朱建国*・察祖聡*

八木一行 窒素循環・炭素循環から地球生態系を考える 第50回日本生態学会大会講演要旨集 2003.3 

20 

Y okozawa， Masayuki Spatial evaluation of soil organic carbon on Japanese Proceedings of the VIII INTECOL Inter- 2002.8 
Shirato， Yasuhito arable land using the modified Rothamsted carbon national Congress of Ecology 295 

model 

李載錫*・横沢正幸 インドネシア・ジャンピ地域における異なる土地 関東の農業気象 28 2002.11 
米村正一郎 利用の土壌呼吸特性と微生物バイオマスに関する 28 

室内実験

横沢正幸・白戸康人 土壌炭素動態のモデル化 炭素貯留量と微生物呼 第50回日本生態学会大会講演要旨集 2003.3 
鞠子茂*・小泉博埠 吸量 151 

Jaeseok Lee* Temperature and moisture effects on respiration of 第50回日本生態学会大会講演要旨集 2003.3 
Yinnian Li* soils from lowland grassland and alpine meadows 288 
Xingquan Zhao培

Y okozawa， Masayuki 

Yanghong Tang * 

横沢正幸・陶福禄* 中国における農耕地の土壌水分環境の変動と農業 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 
林陽生・林而達 * 生産への影響 会講演要旨 250 

波辺 カキ・横沢正幸 植生動態を含む陸面過程の多層モデル MINoSGI 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 
江守正多*・高田久美子* 会講演要旨 257 
隅田明洋*・原登志彦キ

横沢正幸・白戸康人 日本の畑地土壌における炭素動態の広域推定 農業環境工学関連 4学会2002年合同大 2002.8 
会講演要旨 301 

Y onemura， Seiichiro The variation of fluxes of green house gases in def- Joint international symposium on atmos- 2002.9 
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吉本真由美・中村浩史* 水田のフラックス観測による超精密ライシメータ 日本農業気象学会2002年度全国大会 2002.8 
宮田明岡田益己* の検証実験 245 

吉本真由美・ Luo，Weihong * 中国 FACE実験における出穂期の水稲群落の微 日本農業気象学会2002年度全国大会 2002.8 
Zhu， Jianguo * .小林和彦 気象と熱収支特性 296 
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Zakaullah Khan * Four new species of soil nematodes (Nematoda: Do- Nematology 4 (2) 2002.6 
Araki， Masaaki rylaimida) from Japan 172 

Zakaullah Khan * List of soil nematodes from a non-tillage field in Nematology 4(2) 2002.6 
Araki， Masaaki Tsukuba， Japan with a comment on Maturity lndex 250 

and the species diversity 
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Araya， Hiroshi dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) in Mucuna acces- thy / Abstracts 246 

Hiradate， Syuntaro slOns 

F吋ii，Y oshiharu 

Fujii， Yoshiharu Use of AlIelopathic Cover Crops and Plant Extracts 19th Asian-Pacific Weed Science Society I 2003.3 

Hamano， Michiko * with AlIelopathic Activity for Weed Control in Sus- Conference 40-51 

tainable Agriculture 

F可ii，Y oshiharu Practical Weed Suppression by using AlIelochemical 19th Asian-Pacific Weed Science Society E 2003.3 
Kamo， Tsunashi * from Hairy vetch Conference 715-725 

Horimoto， Sakae * 

Hiradate， Syuntaro 

Matsuo， Mitsuhiro * Effects of phenolic acids in rice roots on the growth The Third World Congress on Allelopa- 3 2002.8 

Fujii， Yoshiharu of lettuce and九1onochoriavaginalis seedlings thy / Abstracts 177 

Shibayama， Hidejiro * 

孔1orita，Sayaka * Plant growth inhibition by volatile substances re- The Third World Congress on Allelopa- 3 2002.8 

F吋ii，Y oshiharu leased from the leaves of Cotoneaster salicifolius thy / Abstracts 203 

Hiradate， Syuntaro 

Harada， Jiro * 

George R. WalIer* Autotoxicity: caffeine prepared by mixed plant ceIl The Third World Congress on Allelopa- 3 2002.8 

F吋ii，Y oshiharu cultures of Coffea arabica (Coffee) and PaulIinia cu- thy / Abstracts 218 
A. Guenzi* pana (Guarana) 

G. Bell-Eunice* 

C. Sweeney * 

Zahida lqubalネ

Ohmura， Takefumi * AIlelopathic activity of zoysiagrasses and their agri- The Third World Congress on Allelopa- 3 2002.8 

Fukushima， Akira水 cultural utilization in Japan thy / Abstracts 226 
Sakase， M.* 

Nakajima， Eri * 

F可ii，Y oshiharu 

恥10hamadMasud Parvez* Function of flavonoids as allelopathic substances The Third World Congress on Allelopa- 3 2002.8 

Tomita-Y okotani， Kaori * thy / Abstracts 247 

F吋ii，Yoshiharu 
Konishi， T. * 

1 washina， T. * 

Sayed Shahnaz Parvez * Evaluation of aIlelopathic potential of Tamarindus in- The Third World Congress on Allelopa- 3 2002.8 

Mohamad Masud Parvez * dica L. thy / Abstracts 248 

Gemma， Hiroshi * 

Fujii， Yoshiharu 
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Hattori， Masayuki * Screening of invasive and endemic weeds for their The Third W orld Congress on Allelopa-I 3 2002.8 
F吋ii，Yosl曲 aru allelopathic activity by plant box method thy / Abstracts 256 

Itani， Tomio * Screening for allelopathic activity among 250 species The Third W orld Congress on Allelopa-I 3 2002.8 
Kanou， Hキ of trees collected in Hiroshima Prefecture using the thy / Abstracts 257 
Aoki， S.* “sandwich method" 
Ihara， Nネ

Tamaki， M.ネ

Kuroyanagi， M. * 
Sano， T.キ

F吋ii，Y oshiharu 

U meda， Y ouko * Weed suppression by mixed planting of allelopathic The Third W orld Congress on Allelopa-I 3 2002.8 
Kawakami， Y. * ground cover plants thy / Abstracts 259 
Kambe-Honjoh， Hidekoネ

F可ii，Y oshiharu 

高橋セルソ雅寛* ハウストマトの生育と収量に及ぼすヘアリーベツ 日本農作業学会2003年度(平成15年度) 38(S) 2003.3 
荒木肇*・伊藤道秋* チマルチと窒素施肥量の影響 春季大会(第38回講演会) 105-106 

藤井義晴 アレロパシー;植物が放出する化学物質による他 日本生気象学会雑誌(第41回大会講演 39 (3) 2002.10 
の生物との相互作用ーとくに植物が放出する揮発 要旨) 69-70 

性物質が他の生物に及ぼす作用について一

Mohammad Masud Parvez * Evaluation of allelopathaic potentiality of hairy vetch 日本植物生理学会2003年度大会(大阪) 44(S) 2003.3 

F吋ii，Y oshiharu (Vicia villosa Rot) on the growth of Arabidopsis tha- 講演要旨 38 
Syeda Shahnaz Parvez * liana L. 

Hasegawa， K吋i* 
Tomita-Y okotani， Kaori * 

西原英治*・久保伊佐夫* L-DOPAが発芽時の植物応答に及ぼす影響 日本雑草学会第41回講演会講演要旨 47 (I) 2002.4 
藤井義晴 -L-DOPA濃度とその関連物質および活性酸素種 136-137 

の生成について一

森田沙綾香*・藤井義晴 ヤナギバシャリントウ、ユキヤナギ及びシジミバ 日本雑草学会第41回講演会講演要旨 47 (I) 2002.4 
平舘俊太郎・原田二郎* ナの植物生長抑制作用 146-147 

藤井義晴・畑中顕和本 間伐材等に由来する揮発性物質が雑草や作物の生 日本雑草学会第41回講演会講演要旨 47 (I) 2002.4 
j賓野満子* 育に及ぼす阻害・促進作用 148-149 

浦口晋平*.度遺泉* 多摩川中流域における河川敷植生構成種の他感作 日本雑草学会第41回講演会講演要旨 47 (I) 2002.4 
久野勝治水・藤井義晴 用 150← 151 

堀元栄枝荒木肇* ヘアリーベッチを導入した水田における雑草抑制 日本雑草学会第41回講演会講演要旨 47 (I) 2002.4 
長坂義禎*・伊藤一幸* とイネ生育 152-153 
藤井義晴

藤井義晴・加茂綱嗣* ヘアリーベッチ葉に含まれる植物生長阻害物質と 日本雑草学会第41匝講演会講演要旨 47 (I) 2002.4 
平舘俊太郎 してのシアナミドの同定 154-155 

Zahida Iqbalネ Isolation and identification of allelochemicals from 日本雑草学会第41回講演会講演要旨 47 (1) 2002.4 

Isojima， Sei-ichi * Ophiopogon Japonicus: A candidate for allelopathic 160-161 

Noda， Akio* ground cover plants 

Fujiiヲ Yoshiharu

藤井義晴・元木悟* プラントボックス法における活性炭を利用したア 日本雑草学会第41回講演会講演要旨 47 (I) 2002.4 
レロパシーの証明法 162-163 

大前義男*・飯田 修* 侵入・導入植物のアレロパシー 日本雑草学会第41回講演会講演要旨 47 (I) 2002.4 
藤井義晴 一薬用植物からのサンドイツチ法による検索 164-165 

大前義男*・藤井義晴 侵入・導入植物のアレロパシー 日本雑草学会第41回講演会講演要旨 47 (I) 2002.4 
外来および在来の樹木落葉ーからのサンドイツチ 166-167 

法による検索-

服部員幸*・藤井義晴 プラントボックス法およびサンドイツチ法による 日本雑草学会第41回講演会講演要旨 47 (I) 2002.4 
他感作用を示す外来雑草の検索 168-169 
ーイチビ・スベリヒユ等の強いアレロパシー活性

の評価と系統間差異

松尾光弘*・平井浩二* ムクナとの混植栽培がトウモロコシおよびピーマ 日本雑草学会第41回講演会講演要旨 47 (I) 2002.4 
内田好員Ij* .藤井義晴 ンの生育に及ぼす影響 214-215 

脇坂政幸*・藤井義晴 輸入木材からの抽出成分による雑草抑制効果の検 日本雑草学会第41回講演会講演要旨 47 (I) 2002.4 
討 218-219 

富田一横谷香織*・橋本博文* 微小重力環境下で変化する他感作用研究へのアプ 宇宙生物科学会2002年度大会(富山) 16 2002.11 
藤井義晴・山下雅道* ローチ 157-158 

原田直園・井手任 農用林における鳥散布型植物の種子散布 第50回日本生態学会大会講演要旨集 2003.3 
守山弘* 272 

Uehara Yamaguchi， Noriko * Long-term kinetics of the disappearance of Al tride- The 65 Symposia of the 17th world Con- 17 2002.8 

Hiradate， Syuntaro camer from a solution in the presence of humic acid gress of Soil Science 261 
Mizoguchi， Masaru キ

Kamo， Tsunashi * Cyanamide as a possible allelochemical of hairy The Third World Congress on Allelopa- 3 2002.8 

Hiradate， Syuntaro vetch thy/Abstracts 117 

F町ii，Y oshiharu 

Matsuyama， Minoru * Development of new bioassay for volatile al- The Third World Congress on Allelopa- 3 2002.8 

Hiradate， Syuntaro lelochemicals and identification of methyl isothiocy- thy / Abstracts 186 

Shimozawa， Hidekiネ aIlate as volatile mstorsoan) g allelochemical in spider 
Nakatani， Keiko flower (Cleome sp 
F吋ii，Y oshiharu 
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Zahida Iqbalホ Allelochemical from buckwheat: as new herbicides The Third World Congress on Allelopa-I 3 2002.8 

Hiradate， Syuntaro and agrochemicals thy / Abstracts 233 
Noda， Akio* 

Isojima， Sei-ichi * 

Fujii， Yoshiharu 

Nakano， Hiroshi * Isolation and identification of plant growth ilnhibitors The Third World Congress on Allelopa-I 3 2002.8 

Nakajima， Eri * as candidate(s) for allelopathic substance(s)， from thy/Abstracts 235 

Hiradate， Syuntaro mesquite (Prosopis juliflora (Sw ・)DC.) leaves 

Fujii， Yoshiharu 
Kosemura， Seiji * 

Yamamura， Shousuke * 

Yamada， Kosumi * 

Shigemori， Hidseyuki * 

Hasegawa， K吋i*

Furubayashi， Akihiro * Soil sandwich method: a new method for bioassay The Third World Congress on Allelopa-I 3 2002.8 

Hiradate， Syuntaro to evaluate the allelopathic activity in rhilzosphere thy / Abstracts 236 

Araya， Hiroshi soils 
Horimoto， Sakae * 

Fujii， Y oshiharu 

Hiradate， Syuntaro Iron dissolving activity of mugineic acid， an iron The Third World Congress on Allelopa-I 3 2002.8 

Inoue， Katsuhiro * chelator secreted from iron-deficient graminaceous thy/ Abstracts 238 

plants 

平舘俊太郎 二次元 NMRによる腐植酸の構造解析 火山灰 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.4 

土壌由来の腐植酸への適用 6 

元木悟*・平舘俊太郎 アスパラガスの連作障害におけるアレロパシーの 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.4 

藤井義晴 関与 74 

平舘俊太郎 アロフェン・イモゴライトの生成過程における構 日本ペドロジー学会2002年度大会講演 2002.4 

造改変固体27Alおよび29Si-NMRスペクト 要旨集 16 

ルによる追跡~

中島江理*・平舘俊太郎 Identification and distribution of cyanamide in legu- 日本植物生理学会2003年度大会(大阪) 44(S) 2003.3 

加茂綱嗣*・藤井義晴 minous plants 講演要旨 106 

加茂綱嗣平舘俊太郎 ヘアリーベッチのアレロケミカル候補物質シア 植物化学調節学会第37回大会講演要旨 37 2002.10 

藤井義晴 ナミドvetc(Ch)yanamide as a possible allclochemical of 集 121-122 

hairy 

Hoshino， Yuko T. Impact of fumigation on microbial community struc- Programme and Abstracts， 7th Sympo- 2002.6 

Matsumoto， Naoyuki ture in agricultural soil sium on Bacterial Genetics and Ecology， 88 

Bergen， Norway 

星野(高田)裕子 PCR-DGGE 1:去を用いた土壌消毒の微生物群集構 土と微生物 56 (2) 2002.10 

松本直幸 造に対する影響解析 (日本土壌微生物学会) 141 

井本郁子*・JlI上智稔* ニホンリスおよびアカネズミを指標とした十封林;↑生 国際景観生態学会日本支部 7 (2) 2002.6 

寺尾晃二*・井手任 動物の生息環境ネットワーク地図の作成 51-56 

井手任・原田直岡 孤立二次林における10年間での植生変化 農業環 日本造園学会関東支部大会事例・研究 20 2002.10 

大黒俊哉・芝池博幸 境技術研究所生態系実験ほ場の事例 報告集 79-80 
山本勝利*

池田浩明・伊藤一幸* 界面活性剤が水生植物の種子水散布に及ぼす影響 第50回日本生態学会大会講演要旨集 2003.3 

146 

池田浩明・原田直園 休耕田植生による水田懸濁物質の移行・拡散防止 植生学会第 7回大会講演要旨集 2002.10 

西村誠一・伊藤一幸* 機能 22 

N akamura， Hitoshi * Population growth and virulence of mycelial com- Proceedings of the 8th International Con- 2 2003.2 

Ikeda， Ken-ichi * patibility groups in the violet root rot fungus gress of Plant Pathology， Christchurch， 112 

Uetake， Yukari * New Zealand 

Matsumoto， Naoyuki 

Ikeda， Kenichiネ Hypovirulent isolates with multiple segmented dsRNAs Proceedings of the 8th International Con- 2 2003.2 

Nakamura， Hitoshi * in Rosellinia necatrix gress of Plant Pathology， Christchurch， 272 

Arakawa， Masao本 New Zealand 

Matsumoto， Naoyuki 

中村仁*・池田健一本 権病根上での白紋羽病病菌の子座形成および単子 日本植物病理学会報 68 (1) 2002.4 

荒 川征夫松本直幸 のう胞子分離株の病原力 68 

中村仁*・池田健一* 青森県で採集された紫紋羽病菌の 1種、 Helico- 日本植物病理学会報 68(2) 2002.8 
荒川征夫*・赤平知也* basidium brebissonii (Desm.) Donk 192 

松本直幸

松本直幸・中村仁* ポット試験における紫紋羽病発病に及ぼす無殺菌 日本植物病理学会報 68 (2) 2002.8 
池田健一* 土壌の効果 201 

池田健一人中村仁* 紫・白紋羽病菌の生活環における二本鎖 RNAの 日本植物病理学会報 68 (2) 2002.8 

荒川征夫松本直幸 伝搬について 241 

兼松聡子キ・小山有里* 白紋羽病菌 w370株に含まれる reovlfus様二本鎖 日本植物病理学会報 68(2) 2002.8 
尾上真理*・鳴海智子* RNAの対峠培養による移行と移行株の病原力 241-242 

佐々木厚子*・須崎浩一*

吉田幸二*・松本直幸

池田健一荒川征 夫* 土壌より捕捉された白紋羽病菌の病原力と土壌微 土と微生物 56 (2) 2002.10 

松本直幸 生物に対する競合力 (日本土壌微生物学会) 148 
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Matsuo， Kazuhito Research on the dispersion and deposition of com Proceedings of the lntemational Work- 2002.10 

Kawashima， Shigeto pollen in experimental field for assessng the environ- shop on lmpact and Biosafety 101-111 

Du， Mingyuan mental impact of GM com (FFTC) 

Oka，民1itsunori

小林俊弘*・松尾和人 Brassica属数種の混生群落における遺伝子流動の 雑草研究 47(別) 2002.4 
伊藤一幸* 解析、 1.フローサイトメトリーによる交雑種子 176-177 

形成頻度の推定

望月 淳・光永貴之* マメハモグリバエ寄生蜂における導入寄生蜂の寄 第47回日本応用動物昆虫学会大会講演 2003.3 
屋良佳緒不Ij.望月雅俊 生様式と土着寄生蜂に対する影響の関係について 要旨 3 

望月雅俊 ガラス温室内に放飼したナミヒメハナカメムシの 第47回日本応用動物昆虫学会大会講演 2003.3 

アザミウマ加害ナスに対する反応 要旨 5 

岡部郁子 土壌病原菌の生態解析一個体群動態解析 土壌伝染病談話会レポート 21 2002.8 
67-75 

岡部郁子・松本直幸 白絹病菌 Sclerotiumrolfsiiおよび S.delphiniiの遺 日本植物病理学会報 68 (2) 2002.8 

伝的類縁関係 192 

|大黒 俊 哉 菱 賢 敬* 茨城県南部における絶滅危慎植物タコノアシ自生 第50回日本生態学会大会講演要旨集 2003.3 

井手任 地の群落構造と立地特性 244 

大黒俊哉・白戸康人 中国北東部ホルチン草地における植生分布と砂質 植生学会第 7回大会講演要旨集 2002.10 

今川俊明・谷山一郎 土壌の関係 57 
藤原英司・常学礼*
張銅会*・越恰林*

吉田幸二*・須崎浩一* コロニー PCRによる病原性アグロバクテリウム 日本植物病理学会報 69 (1) 2003.2 

津田宏之 菌株の検出 30 

Kurokawa， S. * Source of recent invasive velvetleaf in Japan: trac- Proceeding of the 2003 Annual Meeting 2003.2 

Shibaike， Hiroyuki ing of the invasion process with genetic markers of the Weed Science Society of America 25 

Akiyama， H. * 

Y oshimura， Y. * 

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 関東雑草研究会第14回研究会講演要旨 2002.9 

から 集 2 

芝池博幸 DNAマーカーを用いた農業生態系構成種の動態 第50四日本生態学会大会講演要旨集 2003.3 

解明:除草剤抵抗性雑草の発生と拡散 29 

保谷彰彦キ・芝池博幸 雑種タンポポの生態的特性の比較 第50回日本生態学会大会講演要旨集 2003.3 
森田竜義*・伊藤元巳* 112 

芝池博幸 雑種タンポポの識別と全国分布 日本進化学会 2002.8 

60 

小松洋介*・芝池博幸 マイクロサテライトマーカーを用いたシロバナタ 日本植物分類学会第 2回大会研究発表 2003.3 

森田竜義* ンポポのクローン構成と起源の解析 要旨集 70 

芝池博幸 拡がる雑種タンポポ身近な生きもの調査Jと 日本植物学会 2002.4 

の連携から 71 

黒川俊二*・芝池博幸 ワルナスビの種子生産と自家不和合性遺伝子の多 日本雑草学会第41回講演会講演要旨 2002.4 

吉村義則* 様性:RT-PCRによる対立遺伝子のタイピング 110 

芝池博幸・秋山永* 日本産チガヤ (lmperatacylindrica)の分布と遺伝的 日本雑草学会第41回講演会講演要旨 2002.4 
j王光照*・冨永達* 類縁関係の解析 174 

芝池博幸 抵抗性個体の発生様式:アゼトウガラシの場合 第34回種生物学シンポジウム講演資料 2002.12 

集 23 

保谷彰彦*・芝池博幸 外来タンポポはなぜ少ないのか? 第34回種生物学シンポジウム講演資料 2002.12 
森田竜義*・伊藤元巳* 集 32 

Sugie， Hajime The aggregation pheromone of the brown-winged 第3回国際アレロパシー学会 2002.8 

Noguchi， Hiroshi green bug， Plautia stali Scott (Heteroptera: Penta- 254 

tomidae) 

滝田雅美*・杉江元 オオトゲシラホシカメムシ雄成虫に起因する誘引 第47回日本応用動物昆虫学会大会講演 2003.3 
田中孝キ 現象の特徴について 要旨 118 

Suzuki， Fumihiko Mutants of Burkholderia glumae deficient in flagellar 8th lntemational Congress of Plant Pa- 2003.2 

Sawada， Hiroyuki， L-ring are not pathogenic to rice seedlings thology Volume 2 -Offered papers 12 

Takahashi， Mami 

Tsuchiya， Kenichi 

鈴木文彦・津田宏之 Burkholderia glumaeの非病原性変異株における鞭 日本植物病理学会報 68(2) 2002.8 

高橋真実・土屋健一 毛関連遺伝子の解析 245-246 

鈴木文彦・堀田光生* ダイズ急性枯死症(SDS)病原菌の PCR法による 日本植物病理学会報 69 (1) 2003.2 

青木孝之*・土屋健一 検出 41 

J . M . Francioni * 

A . R . Lattanzi '" 
本間善久*

局橋真実・石川浩一* イネ縞葉枯ウイルスの22.8K蛋白質の感染細胞で 日本植物病理学会報 68(2) 2002.8 
松田泉人鳥山重光* の局在性について 212 

土屋健一

孔1oriya，Seiichiネ Dispersal of an exotic leaf beetle， Ophraella com- Proceedings of the 8th lntemational Con- 2002.8 

Shimizu， Toru* muna LeSage， and the range expansion of its distri- gress of Ecology 188-189 

Tanaka， Koichi bution in Japan 

Shiyake， Shigehiko * 

守屋成ー*・初宿成彦* ブタクサハムシ侵入時期の推定と分布拡大の様相 日本昆虫学会第62回大会講演要旨集 2002.9 

田中幸一 52 
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田中幸一・清水徹* 外来昆虫ブタクサハムシの飛期活動性における遺 第50回日本生態学会大会講演要旨集 2003.3 
守屋成ー* 伝変異 277 

Tsuchiya， Kenichi Diversity of Ralstonia solanacearum in Japan and Summary of TPS 2002 The 1st Intema- 2002.11 

Horita， Mitsuo * South-East Asia tional Conference on Tropical and Sub- 11 

Boonsuebsakul Wong * tropical Plant Diseases 

Karden Mulya * 

Joselito， E. Villa * Characterization of Ralstonia solanacearum， Pseudo- Summary of TPS 2002 The 1 st Intema- 2002.11 

Tsuchiya， Kenichi monαs syzygii and blood disease bacteria strains tional Conference on Tropical and Sub- 12 
Horita， Mitsuo * based on nucleotide sequences and RFLP pattem of tropical Plant Diseases 
N .L.Opina* 282bp PCR-amplified fragment 
M . P . N atural * 

Hyakumachi， Mitsuro * 

畔上耕児*・江口武志* イネ科植物から分離された Xω1thomonω 属菌の 日本植物病理学会報 68(1) 2002.4 
土屋健 A ・小原達二* イネ白葉枯病発病に対する影響と同定 63 

土屋健一・堀田光生* カーネーション根圏由来の蛍光性 Pseudomonas 日本植物病理学会報 68(1) 2002.4 

中島比呂美*・鈴木文彦 属細菌が産生する抗菌物質の PCRによる同定 75-76 

津田宏之・高橋真実

矢野和孝*・川田洋一* Ralstonia solanacearumによるミョウガ青枯病(新 日本植物病理学会報 68 (1) 2002.4 
土屋健 A ・堀田光生* 称)の初発生 94 

徐商台*・古屋成人* クワから分離された Erwinia carotovora subsp 日本植物病理学会報 68 (2) 2002.8 
土屋健一・竹下稔* carotovoraの性状について 254 
高j良洋 J

堀田光生*・大城篤* 日本および、外国産ジ、ヤガイモ青枯病菌(biobar2， N2) 日本植物病理学会報 69 (1) 2003.2 
古屋成人*・高江洲和子* の細菌学的および遺伝的特性の比較 22 

土屋健一

Joselito， E. Villa * Phylogenetic analysis of Ralstonia solanacearum 日本植物病理学会報 69 (1) 2003.2 

Tsuchiya， Kenichi based on the PCR-amplified 282 bp fragment 42 

Horita， Mitsuo * 

N .L.Opina* 

M . P . N atural * 

Hyakumachi， Mitsuro * 

小室幸子キ・土屋健一 インドネシア産青枯病菌の多様性 日本植物病理学会報 69 (1) 2003.2 

Karden Mulyピ 42 
堀田光生百町満朗*

土屋健」・杉j宰真吾* 根圏由来蛍光性 Pseudomonas属細菌からの各種 日本植物病理学会報 69 (1) 2003.2 

鈴木文彦・津田宏之 抗菌物質の PCRによる検索 45-46 

高橋真実

山村光司・松田裕之* 捕獲圧下におけるエゾシカ個体数動態予測 2002年度個体群生態学会大会講演要旨 2002.6 

宇野裕之*・梶光一* 集 15 
玉田克巳*・斉藤 隆*
平川浩文永・車田利夫*
藤本剛*

山村光司・根本久* グレード法サンプリングによる個体数推定 第47回日本応用動物昆虫学会大会講演 2003.3 

要旨集 112 

岸田光史*・新垣則雄* 伊計島における、標識再捕法を用いたオキナワカ 第47回日本応用動物見虫学会大会講演 2003.3 
河村 太*・佐渡山安常* ンシャクシコメツキ Melanotus okinawaensis成虫 要旨集 114 

永山敦士*・山村光司 の個体群密度および分散距離の推定 (2002年)

高橋明彦*・新谷喜紀* 標識再捕法によるアカヒゲホソミドリカスミカメ 第47回日本応用動物昆虫学会大会講演 2003.3 

樋口博也*・山村光可 の分散・定着実態の把握 要旨集 120 

屋良住緒利 導入寄生蜂チュウゴクオナガコバチの分布拡大に 第47回日本応用動物昆虫学会大会講演 2003.3 

伴う土着寄生蜂クリマモリオナガコバチとの交雑 要旨集 11 

の可能性について

Y oshida， Mutsuhiro On the entomopathogenic nematodes belonging to Nematology 4(2) 2002.6 

genera Steinernema and Heterorhabditis from the 200 

Russian Far East and comparison with entomopatho-
genic nematode fauna in J apan 

吉田睦浩 昆虫を殺す線虫たち-昆虫病原性線虫を中心に 日本動物学会第73回大会関連集会「内 2002.9 

分泌撹乱化学物質の動物への影響につ 10-11 

いて考える」

吉田睦浩 日本産見虫病原性線虫 Steinernemasp. RFLP type 第47回日本応用動物見虫学会大会講演 2003.3 

MY2の殺虫活性と温度条件 要旨 158 

吉田睦浩 北日本産 Steinernema属昆虫病原始線虫 2種の低 日本線虫学会第10回大会講演予稿集 2002.10 

温下での生物学的特性について 11 
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Eguchi， Sadao Non-uniform water and solute movement through a 17th World Congress of Soil Science， 2002.8 
Hasegawa， Shuichi * structured Andosol profile Bangkok， Thailand， Abstracts 14 

遠藤正造・安田耕可 土壌くん蒸剤クロルピクリン・ D-D剤が土壌中 九州病害虫研究会報 48 2002.11 
-i畢圭*・小原裕三 の節足動物に及ぼす影響 109 
堀尾剛・大津和久

石原悟

遠藤正造・安田耕司 圃場に処理された D-D或いはクロルピクリン剤 第28回日本農薬学会大会講演要旨集 2003.3 
-i宰 圭*・小原裕三 の土壌節足動物に対する影響 117 

堀尾剛・大津和久

石原悟

Hasebe， Akira Foliar application of genetically modified biological Programme and Abstracts of the 7th 2002.6 

Numata， Shinichi * control agents to cucumber plants: survival， spread Symposium on Bacterial Genetics and 72 

Kataoka， Satoshi' and interaction with the indigenous leaf microflora Ecology 

Tomiyama， Masamitsu * 

Nakajima， Masami* 

Akutsu， Katsumi * 

片岡 智*・沼田慎一* 植物土壌病害の防除を目的としたキチナーゼ遺伝 日本植物病理学会報 68(1) 2002.4 

長谷部亮・中島雅巳* 子導入 Pseudomonasputidaの作出 75 

阿久津克己*

沼田慎一人片岡智* 異なるキチナーゼ遺伝子を導入した 2種類の組換 日本植物病理学会講演要旨集 2003.3 

大野雅弘*・長谷部亮 えErwiniaananasの抗菌活性の比較 307 
中島雅巳*・阿久津克己*

片岡 智*・大野雅弘* 組換えPseudomonasputidaによるキュウリ苗立枯 日本植物病理学会講演要旨集 2003.3 

沼田慎一*・長谷部亮 病の発病抑制効果 308 
中島雅巳*・阿久津克己ネ

片岡 智キ・大野雅弘* 土壌細菌 Pseudomonasputidaゲノム DNAからの 日本植物病理学会講演要旨集 2003.3 

沼田慎一*・長谷部亮 プロモーター領域の単離 348 
中島雅巳*・阿久津克己*

片岡 智*・沼田慎一* キチナーゼ遺伝子導入 Pseudomonas putidaによ 土と微生物 56 (2) 2002.11 

長谷部亮・中島雅巳* るキュウリ苗立枯病に対する生物防除の試み (日本土壌微生物学会) 133 
阿久津克己本

Horio， Takeshi Study of endocrinedisrupting effects in early-life 10th IUP AC lneternational Congress on Topics 5-6 2002.8 

Endo， Shozo stage of Japnese medaka the Chemistry of Crop Protection Basel 166 

2002 

堀尾剛・小原裕三 生育初期段階のメダカに対するノニルフェノール 環境ホルモン学会第 5回研究発表会要 2002.11 

大津和久・石原悟 の内分泌かく乱作用 旨集 252 

遠藤正造

Vu H. Son* Monitoring Pesticide runoff from rice paddy fields 3rd lnternational Symposium Environ- 2002.12 

石原悟・渡遺裕純* for developing a river water quality model mental lssues in Korea and Japan 103-112 

上路雅子・田中宏明*

lshihara， Satoru Effect of herbicides used in rice paddy fields on the SETAC 23rd Annual Meeting 2002.11 

Horio， Takeshi growth of freshwater algae 246 

Kobara， Yuso 
Endo， Shozo 

Ueji， Masako 
Watanabe， Hirozumi * 

石原悟・石坂員澄 水田より流出する除草剤の藻類に対する影響評価 第8回バイオアッセイ研究会・日本環 2002.9 

堀尾剛・小原裕三 境毒性学会合同研究発表会 16-17 

大津和久・遠藤正造

石原悟・石坂員澄 桜川及び霞ヶ浦における水田用除草剤の挙動と藻 第28回日本農薬学会大会講演要旨集 2003.3 

堀尾剛・小原裕三 類に及ぼす影響 111 

大津和久・遠藤正造

Vu H. Son* Development of a simulation model for pesticide 第28回日本農薬学会大会講演要旨集 2003.3 

石原悟 .i度遅裕純* transport from paddy field into the river 1 -Model 120 

上路雅子・田中宏明* concept and the results of the first year monitoring-

石井英夫・鳴坂義弘* Systemic resistance inducers acibenzolar-S-methyl Abstracts of Asian Congress of Mycol- 2002.10 

ハンス・クールス* and DF-391 : their mode of action and introduction ogy and Plant Pathology 190 
杉山知子*・西村久美子* to integrated disease management 
石川由美*

石井英夫 Status of strobilurin resistance and related research in 8th lnternational Congress of Plant pa- 2003.2 

Japan thology 82 

石井英夫 Mode of action of acibenzolar-S-methyl and DF-391 8th lnternational Congress of Plant Pa- 2 2003.2 

ハンス・クールス* in induced systemic resistance to cucumber anthrac- thology 68 
杉山知子古池伸代* nose 
西村久美子石川由美*

石井英夫・加藤登美雄* アシベンゾラル Sメチルの全身抵抗性誘導活性 日本農薬学会第27回大会講演要旨集 2002.3 

山中盛生* とキュウリにおける代謝 79 

ハンス・クールス*

杉山知子*

朴杓允*・栗原孝行* アシベンゾラル Sメチルのキュウリ炭痘病に対 日本植物病理学会報 68(2) 2002.8 

石井英夫 する全身抵抗性誘導機構に関する電子顕微鏡解析 162 
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杉山知子石井英夫 ポリガラクツロナーゼ阻害タンパク質遺伝子 日本植物病理学会報 68(2) 2002.8 
ハンス・クールス* 種(pg・ip系)の統塩間基比配較列及び推定アミノ酸配列のナシ品 173 

石井英夫 ストロビルリン系薬剤耐性菌にみられる変異型チ 日本植物病理学会報 68(2) 2002.8 
トクローム b遺伝子の高感度検出法の検討 263 

後 藤知昭小山田浩一* イチゴうどんこ病菌における DMI剤標的酵素 p 日本植物病理学会関東部会講演要旨予 2002.9 
石井英夫 45014DM遺伝子(CYP51)の塩基配列の解析 稿集 3 

石井英夫・古池伸代キ アシベンゾラル Sメチルによるナシ黒星病抵抗 日本植物病理学会関東部会講演要旨予 2002.9 
性の誘導 稿集 4 

モハメド・フェイズ* Activation of defense-related enzymes in Japanese 日本植物病理学会関東部会講演要旨予 2002.9 
リデイア・フェイズ* pear by acibenzolar-S-methyl 稿集 5 
石井英夫

石井英夫 京白梨及びシリアナシから分離された黒星病菌の 日本植物病理学会関東部会講演要旨予 2002.9 
エズラ・シャビー* 性状比較 稿集 21 
杉山 知 子 西 村 久 美子*

矢野和孝*・石井英夫 ベンズイミダゾール系薬剤中等度耐性 Colletot- 日本植物病理学会関西部会講演要旨予 2002.9 
深谷雅子*・川田洋一* richum gloeosporioidesによるナシ炭痘病の発生 稿集 50 
佐藤豊三*

リデイア・フェイズ* Acibenzolar-S-methyl enhanced the activation of 日本植物病理学会大会 2003.3 
モハメド・フェイズ* defense-realated genes and enzymes after inoculation 1-152 

石井英夫 of Japanese pear with Venturia nashicola 

モハメド・フェイズキ Differential induction of defense-related genes and 日本植物病理学会大会 2003.3 
リデイア・フェイズ* proteins in various genotypes of pear inoculated with 1-153 

石井英夫 Venturia nashicola 

門間陽一*・石井英夫 ダイズ紫斑病菌におけるベンゾイミダゾール系薬 日本植物病理学会大会 2003.3 
小泉信三*・古池伸代* 剤耐性の遺伝子解析 3-376 

笹原剛志*・安田伸子*

宮坂篤*

石井英夫・伊達寛敬キ ストロピルリン系薬剤耐性菌の遺伝子診断法とそ 日本植物病理学会大会 2003.3 
古田明子*・古池伸代キ の問題点 3-378 

佐々木静江キサ11口章* ストロビルリン系薬剤使用中止後のキュウリ褐斑 日本植物病理学会大会 2003.3 
伊藤菜美子ネ・井上幸次* 病菌の薬剤感受性について 3-380 

谷名光治伊達寛敬*

石井英夫・那須英夫*

石井英夫 薬剤耐性菌の遺伝子診断 日本植物病理学会第12回殺菌剤耐性菌 2002.4 

研究会シンポジウム講演要旨集 53-62 

板橋直・宮崎成生* 地域水質評価システムの開発 有機物中窒素成分 日本土壌肥料学会関東支部大会 講演 2002.9 

竹内誠 の動態を表す変換パラメータ群に関するデータ 要旨集 18 

ベースの構築

Kanda， Kenichi Sulfur gases emission from various types of te汀es- Third World Congress on Allelopathy 2002.8 

Tsuruta， Haruo * trial higher plants 193 

G. N. Magesan * Measuring anion adsorption isotherms in Andisols at New Zealand Society of Soil Science 2002.11 

Katou， Hidetaka different depths by the unsaturated flow method Golden Jubilee Conference， Wellington， 111 

Eguchi， Sadao New Zealand 

Katou， Hidetaka Retardation and net surface charge during ion trans- 17th World Congress of Soil Science， 2002.8 

Uchimura， Koji * port in an unsaturated Andisol Bangkok， Thailand， Abstracts 1630 

Kawasaki， Akira Determing the rice provenance using strontium iso- The 17th World Congress of Soil Sci- 2002.8 

Oda， Hisao tope ratio and levels of trace elements of rice ence， Bangkok， Thailand， 14-21 August 1798 

Hirata， Takafumi * 2002 -Abstracts Volume V 

川崎晃・織田久男 安定同位体トレーサー利用によるカドミウムの吸 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.3 

収・移行の解析(4 ) 152 
ダイズ圃場試験におけるl13Cdトレーサーの移

行(収穫期調査結果)

Kobara， Yuso Emission losses of chloropicrin and 2002 Annual Intemational Research Con- 2002.11 

Endo， Shozo 1，3-dichloropropene from soil fumigation ference on Methyl Bromide Altematives 83-1 ~83-2 

Ishihara， Satoru and Emissions Reductions 

Horio， Takeshi 

Ohtsu， Kazuhisa 

Kobara， Yuso Evaluation of methyl bromide altematives in the at- 10th IUPAC Inetemational Congress on Topics 5-6 2002.8 

Ishihara， Satoru mospheric environment of the horticultural areas of the Chemistry of Crop Protection Basel 155 

Eun， HeeSoo Ibaraki prefecture， J apan 2002 

Endo， Shozo 

小原裕三・遠藤正造 農耕地で土壌くん蒸に使用されるクロルピクリン 第11回環境化学討論会 2002.6 

石原悟・堀尾剛 とし 3ジクロロプロベンの大気放出量の圃場試験 (日本環境化学会) 658-659 

大津和久 による評価

桑原雅彦 イネ体へのダイオキシン類主要汚染経路 第11回環境化学討論会講演要旨集 2002.6 

(日本環境化学会) 95-96 

牧野知之・菅原和夫 連続遠心法による水田土壌の粒径分離と各画分の 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.4 

棲井泰弘 化学的特性 19 

Mishima， Shin-ichiro Phosphate fertilizer use and phosphate flow on agri- The Fifth Intemational Conference on 2002.10 

Itahashi， Sunao cultural production in Japan EcoBalance 791-794 

Kimura， Ryosuke (The Society of Non-Traditional Tech-

Inoue， Tsunehisa nology) 



ρo 
po 

農業環境技術研究所年報 平成14年度

著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名(出版元)
巻(号)

発行年.月
ページ

Mishima， Shin-ichiro Microbial biomass， microbial respiration activity and Proceedings of the Vln INTECOL lnter- 2002.8 
C02 flux derived by miroorganisms in cool temperate national Congress of Ecology， Seoul， 183 
secondary forest floor in Japan Korea 

三島慎一郎・井上恒久 日本の農業生産に伴って施用されるリン酸による 第50回日本生態学会大会要旨集 2003.3 
環境負荷リスクとその要因 145 

森本品・小川直人 3-CBA 添加土壌中の安息香酸ジオキシゲナーゼ 環境バイオテクノロジー学会第16回シ 2002.6 
長谷部亮 遺伝子の PCR-DGGE解析 ンポジウム要旨 6 

森本品・小川直人 3クロロ安息香酸添加土壌中における安息香酸ジ 第四回日本微生物生態学会講演要旨集 2002.11 
長谷部亮 オキシゲナーゼ遺伝子保有細菌群の解析 62 

森本品・小川直人 PCR-DGGE 1去による土壌中の3クロロ安息香酸 日本農芸化学会2003年度大会講演要旨 2003.3 
長谷部亮 (3-CB)分解菌群の解析 集 235 

森本品・小川直人 PCR-DGGE法による土壌からの安息香酸ジオキ 土と微生物 56 (2) 2002.10 
長谷部亮 シゲナーゼ遺伝子の検出 (日本土壌微生物学会) 141 

Murakami， Masaharu Enhancement of Phosphorus Leaching by Soybean Second Silicon in Agriculture Confer- 2002.8 

Ae， N oriharu Cultivation Especially in Brazilian Oxisol ence 83-85 

村上政治・阿江教治 大豆根圏における土壌ケイ酸と施肥リン酸とのア 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.3 
ニオン交換の可能性 (第一報)栽培植物種が重 110 
金属等元素の下層移動に及ぼす影響

農業域河川水のカドミウム等微量重金属元素の 日本土壌肥料学会関東支部大会講演要 2003.9 
駒田充生 バックグランド濃度 旨集 24 

村山重俊・馬場浩司 降雨経過に伴う雨水の一般的水質およびCd，Cu， 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.3 
駒田充生 Pb， Zn濃度の変化 155 

Nakajima， Yasuhiro lndirect emission of greenhouse gases from ground- Joint international symposium on atmos- 2002.9 

Sawamotoヲ Takuji* water in agricultural ecosystems in J apan pheric chemistry within the earth sys- 130-131 

Fujiwara， Eiji tem : from regional pollution to global 

Matsumori， Kenji * change program and abstracts 

Matsuo， Kiyoshi * 

Nonaka， Kunihiko * 

Tsuruta， Haruo 
ネ

lshizuka， Shigehiro * Greenhouse gas emissions and their control at four The seventeenth world congress of soil I 1 2002.8 

Nakajima， Yasuhiro land-use types on Sumatra lsland， lndonesia sClence 225 

Anas Iswandi * 
Tsuruta， Haruo * 

Daniel Murdiyarso * 

中島泰弘・岸本卓治ネ 畑地および茶園台地小流域地下水経由の溶存温室 日本陸水学会第67回大会講演要旨集 2002.9 
藤原英司・松森堅治* 効果ガス発生 83 
松尾喜義*・野中邦彦* 発生量の推定と量的変動要因の解明-
鶴田治雄*

Nakano， Keiko Characterizing hydraulic conductivity of compacted l7th World Congress of Soil Science， 2002.8 

Miyazaki， Tsuyoshiネ field soils using non-similar media concept Bangkok， Thailand， Abstracts 1609 

中野恵子・加藤英孝 飽和土壌マトリクス中の分散粒子移動及び捕捉現 平成14年度農業土木学会大会講演会要 2002.8 

象 旨集 318-319 

Oda， Hisao Application of ll:lCd and 203Tl-tracer to the soil-pot International Sy(BmIpToRsiEuLm 2 on Bio-Trace PR-22 2002.10 

Kawasaki， Akira experiment of soybean (Glycine max) plant Elements 2002 (BITREL200Z) -Program 1-2 

and Abstracts 
(理化学研究所)

Oda， Hisao Determing the rice provenance using binary isotope The 17th World Congress of Soil Sci- 2002.8 

Kawasaki， Akira signatures along with cadmium content ence， Bangkok， Thailand， 14-21 August 1811 

Hirata， Takafumi* 2002 -Abstracts Volume V 

織田久男・川崎晃 安定同位体トレーサー利用によるカドミウムの吸 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.3 
伊藤正志キ・藤井芳 収・移行の解析(5 ) エンレイとタチユタカの 153 
佐藤福男* ダイズ品種間差異(幼英期調査結果)

Muraoka， Shinキ Crystal structure of CbnR， a LysR-type transcrip- XlX Congress and General Assembly of H 2002.8 

Okumura， Rumi * tional regulator the lnternational Union of Crystallogra- C275 

Nonaka， Takamasa * phy， Abstract Book 

Ogawa， Naoto 
Miyashita， Kiyotakaキ

Senda， Toshiya * 

村岡 真*・奥村瑠美* L構y造sR解析familyに属する転写調節因子 CbnRの結晶 第29回生体分子科学討論会講演要旨集 2002.7 
野中孝昌*・小川直人 41-42 
宮下清貴*・千田俊哉*

Ohtsu， Kazuhisa Does Triazine Herbicide Affect to Midge (Chi- 10th IUPAC lnternational Congress on Topics 5-6 2002.8 

Endo， Shozo ronomus yoshimatsuO Larvae's Growth ? the Chemistry of Crop Protection 162 

大津和久・遠藤正造 トリアジン系除草剤がセスジユスリカ1， 4齢幼虫 第 8回バイオアッセイ研究会・日本環 2002.9 

堀尾剛・小原裕三 に与える影響 境毒性学会合同研究発表会 57-58 

石原悟

斎藤雅典 Restoration of degraded terrestrial environments: Proceedings for lnternational Workshop， 2002.11 

Microbial function and utilization. Saito， M. and “Microbial Function in Revegetation 23-26 

Marumoto， T. Nov. 29 Process of Degraded Terrestrial Environ-
ments : From gene through to ecosystem 

(生研機構)



N.研究成果の発表と広報 67 

著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名(出版元)
巻(号)

発行年.月
ページ

斎藤雅典 Tubular vacuole system in arbuscular mycorrhizal Proceedings of lntemational Workshop 2002.10 
fungi with emphasis on nutrient translocation on Soil-Plant Interactions 47 

(Research Center for Eco-Environmental 

Sciences， Beijin， China) 

斎藤雅典 植生を制御する土壌微生物 第18回日本微生物生態学会講演要旨集 18 2002.11 

204 

酒井順子・小川直人 日本各地で分離された2.4-D分解菌の出遺伝子 日本微生物生態学会講演要旨集 2002.11 
長谷部亮 群について 49 

酒井順子・小川直人 日本各地で分離された2.4-D分解菌の tfdAおよび 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.4 
長谷部亮 tfdCの系統解析 32 

棲井泰弘・大和田章衣* 土壌中の水溶態重金属の集積とその化学形態分析 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.3 
牧野知之・菅原和夫 12 

清家伸康・段照沫 日本における水田土壌中ダイオキシン類の経時変 第11回環境化学討論会講演要旨集 2002.6 
石坂員澄・駒村美佐子 化 (日本環境化学会) 20-21 
上垣隆一・桑原雅彦

上路雅子

宮本伊織*・原 淳子* ダイオキシン類汚染土壌の非加熱処理一分解処理 第11回環境化学討論会講演要旨集 2002.6 
i賓回典明*・脇本忠明喝 条件の検討一 (日本環境化学会) 26-27 
本田克久*・水口定臣*

清家伸康・立川 涼*

横石英樹*・清家伸康 ダイオキシン類に関する精製法の開発 第11回環境化学討論会講演要旨集 2002.6 
段照沫・上垣隆一 (日本環境化学会) 394-395 
石井康雄・上路雅子

桑原雅彦

清家伸康・上垣隆一 土壌中ダイオキシン類の非加熱分解(第 2報) 第11回環境化学討論会講演要旨集 2002.6 
股照沫・桑原雅彦 (日本環境化学会) 422-423 
上路雅子・大内宗城*
本田克久*

清家伸康・段照沫 イネ葉におけるダイオキシン類濃度及び組成の経 第11回環境化学討論会講演要旨集 2002.6 
上垣隆一・桑原雅彦 時変化 (日本環境化学会) 652-653 
上路雅子

芝野和夫 ブラジルセラード水系と日本矢作川水系の主成分 日本熱帯農業学会要旨集 47 2003.3 
分析等による水質比較 67-68 

芝野和夫・神田健一 水田からのダイオキシン類と硝酸態窒素の流出特 平成14年度農業土木学会大会講演会要 2002.8 

中島泰弘 '性 旨集 814-815 

Sugiyama， Megumi Enhancement of A vailable Silicate in a Soil by Po- Second Silicon in Agriculture Confer- 2002.8 

Ae， N oriharu tassium Uptake of some Crop ence 62-64 

杉山 恵・阿江教治 低カドミウム子実の大豆系統のカドミウム転流機 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.3 

構について 接ぎ木による結果 69 

Suzuki， Katsuhiro Transport of suspended particles through macropores Intemational workshop on colloids and 80 2002.10 

Katou， Hidetaka in layered soils colloid-facilitated transport of contami- 157-164 

nants in soils and sediments， Tjele， Den-

mark 

(Danish Institute of Agrucultural Sci-
ences) 

Takagi， Kazuhiro In situ bioremediation of the herbicide simazine us- Abstracts of 10th IUPAC Intemational 2 2002.8 

Y oshioka， Yuuichi * ing degrading bacteria-enriched charcoal at a golf Congress on the Chemistry of Crop Pro- 56 
course tection (Basel 2002) 

高木和広 農薬等難分解性有機化合物による土壌・地下水汚 2002年度関西土壌肥料協議会講演会要 2002.12 
染と分解菌集積木質炭化素材を用いた原位置バイ 旨集 41-51 

オレメデイエーションによるリスク削減

品木和広・塚田さゆり* PCPF-lモデルとモミガラ成形炭粉末を用いた水 日本農薬学会第28回大会講演要旨集 2003.3 
稲用除草剤の水田系外流出削減技術の開発 119 

竹 内誠 ・板 橋直 地域水質評価システムの開発 矢作川流域の窒素 日本土壌肥料学会関東支部大会 講演 2002.9 
宮崎成生* 流出ポテンシャルの変遷- 要旨集 18 

宮崎成生*・竹内 誠 地域水質評価システムの開発 各種水質測定デー 日本土壌肥料学会関東支部大会 講演 2002.9 
板橋直 タ管理ルーチンの組込 要旨集 18 

上垣隆一・段照沫 トウモロコシにおけるダイオキシン類の年間変動 第11回環境化学討論会講演要旨集 2002.6 
清家伸康・桑原雅彦 (日本環境化学会) 282-283 
上路雅子

上路雅子 農薬の安全性評価と残留実態 第13回 SHITAシンポジウム「植物工 2003.1 

場をとりまく最新テクノロジー」 40-56 
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Nakai， Makoto Characteristic changes of cultivated soils in Japan for l7th World Congress of Soil Science， 2002.8 
Obara， Hiroshi the 20 years Abstracts，皿 1093 

中井信・小原洋 農耕地土壌の有機物と重金属含量の変動、定点調 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.4 
戸上和樹 査結果 2 94 

中井信・小原洋 農耕地土壌の実態 日本ベドロジー学会2002年度大会講演 2002.5 
要旨集 28 

中谷至伸 カスミカメムシ科(半麹目)の半麹鞘表面にみられ 日本昆虫学会第62回大会 2002.9 
る微細構造について 21 

梅宮善章*・小原洋 果樹園の土壌肥沃度変動解析(約40年の変化) 日本土壌肥料学会関東支部会講演要旨 2002.9 
中村ゆり*・増田欣也* 集 7 

小原洋・中井信 農耕地土壌の栄養塩類の変動、定点調査結果 1 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.4 
戸上和樹 94 

小原洋・戸 t和樹 土壌モノリスデータベース 日本ペドロジー学会2002年度大会講演 2002.5 
中井信 要旨集 26 

大倉利明・中井信 土壌生産力評価手法の検討-EPICモデルと 日本ペドロジー学会2002年度大会講演 2002.5 
SPCC- 要旨集 29 

Shinohara， Hirosuke Grouping of bacteria and fungi isolated from leaf Abstract， Intemational Congress of Plant 2003.2 

Enya， Junichirou* sheaths of intact plants Pathology 89 

Tsushima， Seiya 

Y oshida， Shigenobu 

Tsukiboshi， Takao 

佐山 玲*・篠原弘亮 Pseudomonas vi称n-d)i月avaによるクルスマスローズ 北日本病害虫研究会報 53 2002.11 
塩谷純一朗ネ・藤井直哉* 黒斑細菌病(新 ) 312 

篠原弘亮・塩谷純一朗埠 健全イネ葉梢から分離された細菌の16S rDNAに 日本植物病理学会報 68(6) 2002.12 

封馬誠也・吉田重信 よる分類学的検討 256 
月星隆雄

篠原弘亮・塩谷純一朗* イネ葉鞘における細菌相 植物微生物研究会第12回研究交流会講 2002.10 

封馬誠也・吉田重信 演要旨集 54~55 

月星隆雄

戸上和樹・中井信 非火山灰性土壌の重金属含量 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.4 

小原洋 94 

戸上和樹・中井信 一連の段丘土壌の重金属 日本ベドロジー学会2002年度大会講演 2002.5 

小原洋 要旨集 17 

Chung Wen-Hsin* Genetic variation of Uromyces species on cultivated Book of Abstracts of the 3rd Asia- 2002.11 

Tsukiboshi， Takao legumes in Japan Pacific Mycological Congress on Biodi- 121 

Kakishima， Makoto * versity and Biotechnology 

Chung Wen-Hsin* Taxonomic revision of Uromyces species on culti- Book of Abstracts of the 7th Intema- 2002.8 

Tsukiboshi， Takao vated legumes in Japan tional Mycological Congress 195 

Kakishima， Makoto * 

鍾 文金持・月星隆雄 栽培マメ類に寄生する日本産 Uromyces属さび菌 平成14年度日本菌学会関東支部年次大 2002.5 
柿駕員* の分類学的再検討 会講演要旨集 5 

森脇丈j台*・月星隆雄 日本産植物炭痘病菌の rDNA領域塩基配列に基づ 日本植物病理学会報 68 (2) 2002.8 
佐藤豊三* いた分子系統解析(予報) 193 

菅原幸哉*・井上達志* マイクロサテライトマーカーを用いた PCRによ 日本植物病理学会報 68(2) 2002.8 
雑賀優*・中島博永 るNeotyphodiumエンドファイトの検出と識別 193 
島貫忠幸榎本敬*
月星隆雄・大久保博人*
御子柴義郎*

猫塚修一*・漆原昌二* A1temaria altemata (Fries) Keisslerによるリンド 日本植物病理学会報 69 (1) 2003.2 

勝部和則*・月星隆雄 ウ黒斑病の発生(新称) 27 

森脇丈治*・月星隆雄 イネ科植物から分離した Colletotrichum gramini- 日本植物病理学会報 69 (1) 2003.2 
吉田重信・佐藤豊三* colaの形態と分子分類 47 

月星隆雄・鍾文金* 沖縄県で採集した暖地型牧草の新病害とその病原 日本草地学会誌 49 2003.3 
吉田重信・小林真* 菌 324~325 

Tsushima， Seiya Grouping of bacteria and fungi isolated from rice Abstract， Intemational Congress of Plant 2003.2 

Y oshida， Shigenobu panicles in a paddy field Pathology 89 

Shinohara， Hirosuke 

Enya， Junichirou * 

Tsukiboshi， Takao 

村上弘iii*.封馬誠也 アブラナ科野菜根こぶ病の DRCに基づく防除 2002年度目本土壌肥料学会関東支部大 2002.9 
佐藤 剛*・宍戸良洋* 会講演要旨集 25 

浅野貴博山田朋宏* アブラナ科野菜根こぶ病菌の宿主植物との純粋共 日本植物病理学会報 68 2002.8 

蒲池伸一郎萩尾高志* 存培養系の確立 193 
封馬誠也・田部井豊*

山田朋宏*・浅野貴博* デイファレンシャルディスプレイ方によるアブラ 日本植物病理学会報 68 2002.8 

蒲池伸一郎萩尾高志* ナ科野菜の根こぶ形成時に宿主および根こぶ病菌 193 

封馬誠也・田部井豊* が発現する遺伝子の解析

封馬誠也・篠原弘亮 健全イネ葉梢から分離される細菌の個体群構造 日本植物病理学会報 68(2) 2002.8 

塩谷純一朗*・吉田重信 256 

月星隆雄
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村上弘治*・封馬誠也 アブラナ科野菜根こぶ病に及ぼす有機質資材の影 士と微生物 56 2002.10 
畔柳有希子*・佐藤 剛キ 響 (日本土壌微生物学会) 135 
宍戸良洋*

八瀬順也*・宇高信一郎* イラクサギンウワパの多発生と薬剤感受性 関西病虫害研究会報 44 2002.5 
安田耕司・吉松慎一 80 

Y oshida， Shigenobu Rhizopus oryzae produces macerating enzymes in in- Phytopathology 92 (6) 2002.6 
Tsuyumu， Shinji * fected mulberry roots (American Phytopathological Society) S89 
Tsukiboshi， Tak:ao 
Shinohara， Hirosuke 
Tsushima， Seiya 

Y oshida， Shigenobu Antimicrobial compounds inhibiting mulberry an- The Third World Congress on Allelopa- 3 2002.8 

Hiradate， Syuntaro thracnose produced by Bacillus amyloliquf:.向ciens thy / Abstracts 242 
Hatak:eda， Kiyotak:ピ RC-2 
Shirata， Akira * 
Fujii， Yoshiharu 

吉田重信・露無慎二* Rhizopus oryzaeのマセレーション酵素生産性 日本植物病理学会報 68(6) 2002.12 

月星隆雄・篠原弘亮 161 
封馬誠也

吉松慎一・仲田幸樹* シイタケの害虫となったムラサキアッパ(鱗麹目、 日本昆虫学会関東支部第40回大会 2002.12 
ヤガ科)

吉松慎一・慶森創* 日本本土で発生したヤガ科新害虫クシナシスジキ 日本昆虫学会第62回大会講演要旨 2002.9 
廿日出正美半 リヨトウ 81 

吉松慎一・慶森創* ヤガ科新害虫 3種の日本本土での確認と発生実態 第47回日本応用動物昆虫学会大会講演 2003.3 
廿日出正美半・八瀬順也* 要旨 81 
宇高信一良s*.仲田幸樹*

安田耕司

吉松慎一・仲田幸樹* 食菌性のヤガ類について 日本鱗麹学会第49回大会講演要旨 2002.11 

5 

麿森創*・吉松慎一 芝草地に発生するクシナシスジキリヨトウの形態 芝草研究 31 2002.6 
廿日出正美* および生態学的特徴に関する研究 (日本芝草学会) 52-53 
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馬場浩司・段照沫 淡水産魚類耳石中の微量元素濃度の分析 第11回環境化学討論会講演要旨集 2002.5 

渡遺栄喜・石坂虞澄 (日本環境化学会) 332-333 

馬場浩司・佐藤挑子 生体鉱物中の微量元素の分析 第12回金属の関与する生体関連反応シ 2002.4 

石坂虞澄・段照沫 ンポジウム 講演要旨集 54-55 
(日本薬学会)

馬場浩司・岡村高明キ ジチチオレン樹脂による水質中の微量元素の除去 第51回高分子学会年次大会 講演要旨 51 (4) 2002.5 
山本仁*・上山憲ーキ 集 840 

馬場浩司・段照沫 HPTLC-LA(レーザーアプレーション)-1仁P-MSに 第17回生体機能関連化学シンポジウム 2002.9 
渡遺栄喜・石坂員澄 よる生体内微量元素のスクリーニング 講演要旨集 386-387 

(日本化学会生体機能関連化学部会)

Eun， Heesoo Development of a sensing method for nonylphenol in 10th IUPAC Intemational Congress on 2 2002.8 

Ishii， Yasuo Sltu the chemistry of crop protection Basel 164 

Baba， Koji 2002 
Ishizak:a， Masumi 
Kaya， Kunimitsu * 

Morita， Masatoshi * 

Eun， Heesoo L-leucine (Chiral) QCM sensor based on lL-leucine The Seventh World Congress on Biosen- 2002.5 

Umezawa， Y oshio * crystal growth sors P3-5.09 

股照沫・佐藤桃子 ダイオキシン類における抽出法の検討 第63回分析化学討論会要旨集 2002.5 
石坂員澄・馬場浩司 94 
清家伸康・上垣隆一

桑原雅彦・上路雅子

段照沫 日本農業環境におけるダイオキシン問題の現状と 2002年韓国農薬科学会秋学術発表会 2002.10 

展望 6-7 

横石英樹*・佐々木俊哉* アルミナカートリッジカラムを用いたダイオキシ 環境ホルモン学会第 5回研究発表会 2002.11 

段照沫 ン類の精製法の開発 142 

段照沫・渡遺栄喜 根菜類農作物におけるダイオキシン類に関する研 環境ホルモン学会第 5回研究発表会 2002.11 

清家伸康・上垣隆一 qプhし 175 
馬場浩司・石坂異澄

石井康雄・上路雅子

段照沫・服部員幸* 雑草を用いたダイオキシン類の軽減・除去技術の 環境ホルモン学会第 5同研究発表会 2002.11 
西原英治本 4食言す ( 1 ) 433 

段照沫・清家伸康 葉菜類農作物における付着土壌とダイオキシン類 第11回環境化学討論会要旨集 2002.6 

上垣隆一・桑原雅彦 に関する研究 (日本環境化学会) 194-195 

石井康雄・上路雅子
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股照沫 .i青家伸康 日本における畑土壌中ダイオキシン類の経時変化 第11回環境化学討論会要旨集 2002.6 
横石英樹キ・石坂員澄 (日本環境化学会) 196-197 
駒村美佐子・上垣隆一
桑原雅彦・石井康雄

段照沫・清家伸康 ウリ科農作物におけるダイオキシン類に関する研 第11回環境化学討論会要旨集 2002.6 
上垣隆一・桑原雅彦 4プしh (日本環境化学会) 280-281 
石井康雄・佐藤岩夫*
中村幸二*・上路雅子

股照沫・渡遺栄喜 ダイオキシン類の抽出及び精製法に関する研究 日本分析化学会第51年会講演要旨集 2002.9 
馬場浩司・石坂員澄 387 
清家伸康・上垣隆一
桑原雅彦・上路雅子

石井康雄

段照沫 .i度遺栄喜 ノニルフェノール液膜センサーの応用 日本分析化学会第51年会講演要旨集 2002.9 
馬場浩司・石坂虞澄 387 
石井康雄

段照沫 .i青家伸康 畑土壌における残留ダイオキシン類の経年変化の 日本農薬学会第28回大会 2003.3 
渡遺栄喜・横石英樹* 解析 110 
馬場浩司・石坂真澄
駒村美佐子・石井康雄
上路雅子

結田康一*・藤原英司 ヨウ素の圃場試験から算出したスイトウ及び各種 日本土壌肥料学会関東支部会講演要旨 2002.9 
木方展治 畑作物の移行係数(土壌 植物) 放射性ヨウ素 集 19 

トレーサ土耕ポット試験との比較-

藤原英司・白戸康人 放射性核種濃度を指標とする半乾燥地における士 日本沙漠学会講演要旨集 13 2002.6 
大黒俊哉・木方展治 壌侵食強度の見積り 5-6 

今川俊明

藤原英司・白戸康人 土壌中の210Pbを指標とする半乾燥地における地 第39回理工学における同位元素・放射 2002.6 
大黒俊哉・木方展治 表安定度の評価 線研究発表会要旨集 156 

(日本アイソトープ協会)

結田康一*・薮崎志穂* ヨウ素の水・土壌系における分布と移行 ヨウ素利用研究国際シンポジウム特集 5 2002.10 
藤原英司・木方展治 万J:l 97-98 

森 昌樹キ・大同久子* Isolation and Characterization of a Rice Dwarf Mu- 13th Congress of the Federation of Euro- 2002.9 
野村崇人*・石坂員澄 tant with a Defect in Brassinosteroid Biosynthesis p講ea演n Societies of Plant Physiology 233 
横田孝雄*・杉本和彦* 要旨集
佐藤浩二*・)責近洋彦*

菊池尚志*

森 昌樹*・野村崇人* イネわい性変異体brd1はブラシノライド生合成 育種学研究 4(別冊2) 2002.8 
大阿久子*・石坂員澄 変異体である 352 
横田孝雄*・杉本和彦*
岡部健*・佐藤浩二*
山元自告二*・蹟近洋彦*

菊池尚志*

忠田吉弘*・小野裕嗣* 日本の市販加工食品中のアクリルアミドの分析 日本農芸化学会2003年度大会講演要旨 2003.3 
亀山虞由美*・箭田浩士* 集 200 
小林秀誉*・石坂長澄
吉田充*

河上強志、*・石坂虞澄 平野部小湖沼における農薬濃度変動について 茨 日本農薬学会第28回大会講演要旨集 2003.3 
石井康雄・段照沫 城県菅生沼における事例 124 
石原悟・宮崎淳司*
田村憲司*・東照雄*

梶原英之*・三田和英* カイコにおける遺伝子産物の質量分析による時系 日本蚕糸学会第73回大会講演要旨集 2003.3 
中村匡利*・石坂虞澄 列的解析(第 1報) 51 

木方展治・大崎佳徳* 乾式灰化による農業環境試料中ヨウ素の効率的分 日本土壌肥料学会関東支部会講演要旨 2002.9 
藤原英司・結田康一* 十斤 集 19 
佐藤悠介*

結田康一本・木方展治 ヨウ素 127の水田地帯水系を通じての水平的およ 第39回理工学における同位元素・放射 39 2002.7 
藤原英司・薮崎志穂キ び垂直的移行 線研究発表会要旨集 22 

(日本アイソトープ協会)

木方展治・藤原英司 臭素同位体の水トレーサ適用に関する基礎的検討 第39回理工学における同位元素・放射 39 2002.7 
結田康一* 線研究発表会要旨集 115 

(日本アイソトープ協会)

駒村美佐子・津村昭人* わが国の水田における日7CSの作土内分布量と白 第39回理工学における同位元素・放射 39 2002.7 
藤原英司・木方展治 米汚染の関係 線研究発表会要旨集 20 
結田康一* (日本アイソトープ協会)

Ikenaka. Y oshinori * Congener profiles of polychlorinated dibenzo-p- 環境ホルモン学会第 5回研究発表会 2002.11 

Watanabe， Eiki dioxins， dibenzofurans and coplanar-PCBs in Lake 145 

Miyabara， Yuichi * Suwa 
Eun， Heesoo 

渡遺栄喜・股照沫 日本の湖沼におけるダイオキシン類に関する研究 環境ホルモン学会第 5回研究発表会要 2002.11 

馬場浩司・石井康雄 第I報 旨集 171 

i度遺栄喜・股照沫 日本の湖沼におけるダイオキシン類に関する研究 環境ホルモン学会第 5回研究発表会要 2002.11 

馬場浩司・石井康雄 第H報 旨集 172 
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著 者 名 論文タイトル

神崎由紀子*・ j度遺栄喜 Bifunctional haptenを用いた抗体作製への新戦略

久保博BB*.石井康雄 及びフェニトロチオン ELISAの開発
中津裕之*

神崎由紀子*・渡遺栄喜 Polるyh群ete特ro!的hap抗te血nによるステロイドホルモンに文ナ
久保博昭*・中津裕之ネ す 異 清開発の試み

渡遺栄喜・星野涼子* Bifunctional 製hのap試teみnを用いた低分子化合物に対す
神崎由紀子*・得本宙志* る抗血清作
久保博昭*・中津裕之*

(4) 著書・商業誌等刊行物

地球環境部

著 者 名 論文タイトル

Fumoto， Tamon Characteristics of the sulfur cycle in Japanese ecosys-

tems 

井上吉雄 精密農業とリモートセンシング

三中信宏 生物進化からみた科学と社会、そして科学社会学

三中信宏 進化学的にボタンを掛け直そう一一「反・生物

論」のルーツを振り返りながら

三中信宏・鈴木邦雄* 生物体系学におけるポパー哲学の比較受容

三中信宏 地理的分布、民俗知識体系、そして生物一言語一

文化多様性から見た『山釣り談義』

北田修一神保雅一* データサンプリング

田中昌一*・宮川雅巳*

三輪哲久

三輪哲久・高橋渉* PLS回帰による農業リモートセンシングデータの

二宮正士* 解析

西森基貴・鬼頭昭雄* 統計的ダウンスケーリング手法による温暖化時の

夏季東アジア域の降水量予測

西森基貴 地球温暖化が農林生態系に及ぼす影響

1.気候変化(地球温暖化)の実態とその予測

西森基貴 日本の降水量.

東アジアの降水量.
東アジアの上層の気温と風の場.

エルニーニヨ.

テレコネクション.

大野宏之・石郷岡康史 地球温暖化が農林生態系に及ぼす影響

後藤慎吉・鳥谷均 2. 水資源への影響

桑形恒男

新藤純子 土壌影響モデル

新藤純子 酸性雨による生態系影響評価 -臨界負荷量推定

の意義と問題点-

Shirato， Yasuhito Soil property changes affected by desertification con-

Okuro， Toshiya trol measures in Horqin sandy land， China 

Taniyama， Ichiro 
Tonghui Zhang 

本

Halin Zhao* 

谷山一郎 土壌保全

谷山一郎 地球温暖化が農林生態系に及ぼす影響 本講座の

目的と構成

Taniyama， Ichiro Out1ine of study on integration of prevention and re-
habilitation technology for desertification 

谷山一郎 農林地からの土砂流出に伴うリン流出をモニタリ

ングする

発表書名・誌名(出版元)

免疫化学測定法研究会第 7回学術集会

講演要旨集

日本分析化学会第51年会講演要旨集

日本分析化学会第51年会講演要旨集

発表書名・誌名(出版元)

Acidic deposition effects on agriculture 
in China 
(お1itsubishiResearch Institute) 

ST AFF newsletter 
(農林水産先端技術産業振興センター)

InterCommunication 
(NTT出版)

『児童心理学の進歩 (2002年版)j日

本児童研究所(編)

(金子書庖)

『批判的合理主義・第 2巻:応用的諸

問題J日本ホ。パー哲学研究会(編)

(未来社)

『山釣り談義』鈴野藤夫著

(文一総合出版)

『データサンプリングJ神保雅一(編)

(共立出版)

多変量解析実例ハンドブック

(朝倉書庖)

第 6回水資源に関するシンポジウム論

文集

日本土壌肥料学雑誌

(日本土壌肥料学会)

日本の気候 I 最新データでメカニズ

ムを考える一

(二宮書庖)

日本土壌肥料学雑誌

(日本土壌肥料学会)

地球環境ハンドブック(第 2版)

(朝倉書庖)

続身近な地球環境問題酸性雨を考え

る

(コロナ社)

Integration and Regional Researches to 
Combat Desertification -Present State 
and Future Prospect-The 16th Global 
Environment Tsukuba 
(CGERlNIES) 

日本土壌肥料学雑誌

(日本土壌肥料学会)

日本土壌肥料学雑誌

(日本土壌肥料学会)

Integration and regional researches to 

combat desertification， The 16th global 

environment Tsukuba 
(国立環境研究所)

環境負荷を予測する モニタリングか

らモデリングへー

(博友社)

71 

巻(号)
発行年月

ページ

2002.7 
16-17 

2002.9 

264 

2002.9 

416 

巻(号)
発行年.月

ページ

2002.3 
92-96 

13 (7) 2002.7 

20 

11 (3) 2002.7 
122-123 

41 2002.6 
318-321 

2002.8 
71-124 

2002.10 
316-322 

2002.6 
129-164 

2002.6 
187-194 

2002.8 
489-494 

73 (6) 2002.12 
789-796 

2002.11 
11-16 
44-49 
55-60 
205-212 
213← 219 

74(1) 2003.2 
85-92 

2002.10 
447-452 

2002.9 
175-184 

2002.2 
219-224 

73 (部門別 2002.10 
進歩総説特

集号)

606-608 

73 2002.12 
787-788 

2002.8 
118-121 

2002.12 
127-142 
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発行年.月
ページ

谷山一郎 土壌保全 新編土壌物理用語辞典 2002.9 
(養賢堂) 116-122 

谷山一郎 環境保全 新編土壌物理用語辞典 2002.9 
(養賢堂) 168-175 

吉本真由美・ LuoWeihong * 中国の水田 FACEにおける微気象特性とエネル 関東の農業気象 28 2002.10 
Zhu Jianguo * .小林和彦 ギー収支 (日本農業気象学会関東支部) 2-5 

'-ーーーーーー

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)

発行年.月
ページ

荒城雅昭・小坂肇* 2001年線虫関係国内文献目録 日本線虫学会誌 32 (2) 2002.12 
(日本線虫学会) 105-134 

藤井義晴 作物にも相性って、あるんです 家の光 78(7) 2002.7 
害虫防除に効果の有る植え合せで安全野菜を作っ (家の光協会) 136-137 
てみましょう O

藤井義晴 果樹園における下草と天敵利用法 果実日本 58 (1) 2003.1 
ーとくにヘアリーベッチのアレロパシーを利用し (日本園芸農業協同組合連合会) 48-51 
た技術について一

伊藤操子*・藤井義晴 他感作用(生物的条件と生理活性) 農業技術体系 土壌施肥編 2 2003.3 
(農山漁村文化協会) N 47-52の2

藤井義晴 他感物質とその農業利用 農業技術体系 土壌施肥編 2 2003.3 
(農山漁村文化協会) N52の4~52の8

藤井義晴 アレロノfシーとフィトンチッド 植物の科学 2003.3 
(ナツメ社) 178-179 

藤井義晴 植物に含まれる二次代謝物質の役割 植物の科学 2003.3 
(ナツメ社) 180-181 

藤井義晴 植物の香りとアロマテラピー 植物の科学 2003.3 
(ナツメ社) 220-221 

犬伏和之*・平舘俊太郎 土壌酸性をめぐる研究の進展と今後の課題一レ 日本土壌肥料学雑誌 73 (5) 2002.10 
棲井克年*・川東正幸* ビューと課題の抽出- (日本土壌肥料学会) 575-583 
馬 建鋒谷昌幸 *

岡崎正規林健太郎*
坂本一憲、人三枝正彦*

平舘俊太郎 進歩総説.第二部門 土壌化学・土壌鉱物.土壌 日本土壌肥料学雑誌 73 (部門別 2002.10 
分析法 (日本土壌肥料学会) 進歩総説特

集号)

619-623 

平舘俊太郎(分担翻訳) 世界の土壌資源一アトラスー 『世界の土壌資源 入門&アトラス 2002.12 
』社団法人国際食糧農業協会 (FAO) 1-82 

編

(古今書院)

平舘俊太郎(分担翻訳) 世界の土壌資源 入門 f世界の土壌資源一入門&アトラス 2002.12 
J社団法人国際食糧農業協会 (FAO) 1-150 

編

(古今書院)

平舘俊太郎 土壌の収着現象と化学物質の挙動 土のコロイド現象 2003.2 
(学会出版センター) 375-384 

平舘俊太郎 植物から分泌される有機酸類と土壌コロイドの反 土のコロイド現象 2003.2 
応、 (学会出版センター) 420-428 

井本郁子*・井上康平* 生命系ランドスケープを計画する生物情報地図 Bio-City 24 2002.10 
川上智稔*・井手任 GISによる生物分布の予測と地理情報化 (ビオシティ) 65-73 

森本幸裕*・横張真* パターンからプロセスへ:ランドスケープ・エコ ランドスケープ研究 66 (2) 2002.11 
深町加津枝本・井手任 ロジーの現在 (日本造園学会) 128-135 

井手任 生物相の保全からみた農村緑地 「緑の環境設計」渡辺達三編 2002.11 
(NTGコーポレーション) 617-621 

松井正春 害虫抵抗性遺伝子組換え作物の生態影響評価 農業技術 58 (2) 2003.2 
(農業技術協会) 337-341 

松井正春 コナジラミ類 外来種ハンドブック 2002.9 
(地人書館) 141 

望月文昭*・野口 浩 二種類のチャノコカクモンハマキ用交信撹乱剤の 植物防疫 56 (1) 2003.1 
撹乱効果 (日本植物防疫協会) 21-23 

阿部郁子 日本における白絹病菌の遺伝的変異 植物防疫 56 (9) 2002.9 
(日本植物防疫協会) 379-382 

Ohkuro， Toshiya Effects of conventioal remedies for desertification on Integration and Regional Researches to 2002.2 

Shirato， Yasuhito land and vegetation restoration in Horqin Sandy Combat Desertification -Present State 58-61 

Xueli Chang * Land， China and Future Prospect-The 16th Global 
Halin Zhao* Environment Tsukuba 

(CGERJNIES) 

津田宏之 根粒菌の分類の現状 農業技術 57 (8) 2002.8 
(農業技術協会) 360-364 

」 一 一 一
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著 者 名 論文タイトル 発表書名・誌名(出版元)
巻(号)

発行年.月
ページ

土屋健一 青枯病研究の最近の動向 一第 3回国際青枯病シ 植物防疫 56(8) 2002.8 
ンポジウムから- (日本植物防疫協会) 39-43 

土屋健一 第 3回国際青枯病シンポジウム (3rd IBWS) に 土と微生物 56 (2) 2002.10 
参加して (日本土壌微生物学会) 157-159 

土屋健一 生物防除と環境リスク バイオコントロール研究会レポート 8 2003.3 
(日本植物病理学会) 1-10 

山村光司 正しい分散分析結果を導くための変数変換法 植物防疫 56 (10) 2002.10 
(日本植物防疫協会) 436-441 

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)

発行年.月
ページ

Ae，Noriharu Utilization of rice plants for phytoremediation in Farming Japan 36(6) 2002 
Arao， Tomohitoキ heavy metal polluted soils (Farming Japan Co.， LTD) 16-21 

阿江教治・松本真吾* 作物の根による有機物の吸収 圃場と土壌 34(10/11) 2002.11 
(日本土壌協会) 72-78 

松本真吾阿江教治 有機態窒素は本当に吸収されない? 化学と生物 40 (11) 2002.11 
(日本農芸化学会) 710-712 

阿江教治 イネを利用した重金属汚染土壌の修復の可能性 農林水産技術研究ジャーナル 25 (4) 2002.4 
(農林水産技術情報協会) 19-22 

阿江教治・松本真吾* 土と土壌間で起こるさまざまな養分吸収システム 農業技術体系 土壌施肥編 2 2002.5 
杉山恵 (農山漁村文化協会) III44の2-44の8

江口定夫 アンブリソル、パーテイソル f世界の土壌資源 入門&アトラス 2002.12 
J社団法人国際食糧農業協会 (FAO) 132-140 

編 72-75 
(古今書院)

江口定夫 土壌通気、ガス拡散 「新編土壌物理用語事典」土壌物理学 2002.9 
会編 66-67 
(養賢堂)

石原悟 農薬の藻類に対する影響評価について 植調 36(1) 2002.4 
(日本植物調節剤研究協会) 22-31 

石井英夫 薬剤耐性菌の最近の話題と病害抵抗性誘導に関す 茨城県病害虫研究会会報 41 2002.3 
る研究 (茨城県病害虫研究会) 1-7 

石井英夫 うどんこ病菌の薬剤耐性機構と遺伝子診断 植物防疫 56 (6) 2002.6 
(日本植物防疫協会) 41-45 

波多野隆介*・加藤英孝 土壌物理 日本土壌肥料学雑誌 73(部門別 2002.10 
長谷川周一* (日本土壌肥料学会) 進歩総説特

集号)

601-606 

加藤英孝 移流、拡散、分散、移流分散方程式、吸着等温線 「新編土壌物理用語事典j土壌物理学 2002.9 
会編 61-64 
(養賢堂)

平井英明*. JII崎晃 地域環境 日本土壌肥料学雑誌 73 (部門別 2002.10 
羽賀清典* (日本土壌肥料学会) 進歩総説特

集号)

704-708 

川崎晃 文献紹介「下水汚泥施用土壌からのカドミウム、 再生と利用 26(96) 2002.6 
ニッケル、亜鉛の溶脱j (日本下水道協会) 80 

川崎晃 文献紹介「コンポスト施用土壌におけるカドミウ 再生と利用 26 (97) 2002.9 
ムの形態と植物可給性j (日本下水道協会) 104 

川崎晃 文献紹介「嫌気性消化汚泥からの重金属の生物溶 再生と利用 26(98) 2003.1 
脱のための pH条件J (日本下水道協会) 91 

小原裕三 臭化メチルの代替技術 ST AFF newsletter 13 (8) 2002.8 
(農林水産先端技術産業振興センター) 6 

三島慎一郎 農業生態系の持続的可能性一有機物資源循環と環 環境技術 31 (6) 2002.7 
境負荷の視点から (環境技術研究協会) 2-6 

織田久男・川崎晃 微量元素同位体比測定による米の産地国判別 ぶんせき 2002(12) 2002.12 
(日本分析化学会) 678-683 

織田久男・川崎晃 ストロンチウムとホウ素の安定同位体比によるコ 15N Information 2003.3 
メの産地国別・判別技術の開発 (重窒素圃場利用研究会) 15 

小川直人 芳香族塩素化合物分解と分子生態解析 日本土壌肥料学雑誌 73 (5) 2002.10 
(日本土壌肥料学会) 543-548 

斎藤雅典 微生物機能を利用した荒廃土壌の植生回復を目指 バイオサイエンスとインダストリー 60(10) 2002.10 

して (バイオインダストリー協会) 766-769 

後藤逸男*・若月利之* 土壌生物園はどこまで有機物資源をリサイクルで 日本土壌肥料学雑誌 73 2002.12 
中崎清彦上回成子* きるか? (日本土壌肥料学会) 821-826 
羽賀清典*・斎藤雅典

上路雅子 残留農薬 食品安全性セミナー 3 I残留農薬」 2002.5 
(中央法規) 1-309 
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中井信 土壌調査手法の検討 平成14年度土壌・施肥管理システム開 2003.3 
発事業報告書 5-12 

中井信 土壌の調査分類と土壌図 圃場と土壌 34(8) 2002.8 
(日本土壌協会) 6-11 

中井信・東照雄 * 土壌生成・分類 日本土壌肥料学雑誌 73 2002.10 
(日本土壌肥料学会) 662-667 

中井信・松森堅治* 土地分類利用と景域評価 日本土壌肥料学雑誌 73 2002.10 
(日本土壌肥料学会) 667-669 

中井信 我が国の農耕地土壌の実態 農業技術 58 (1) 2003.1 
(農業技術協会) 25-29 

太田誠一*・吉永秀一郎* 世界の土壌資源一入門&アトラス一、監訳 世界の土壌資源一入門&アトラス 2002.12 

中井信 (古今書院) 1-159 
1-82 

中井信・岩間秀矩* 土壌一般、編集執筆 新編土壌物理用語事典 2002.9 
(養賢堂) 36-46 

中井信・小原洋 データ集 新編土壌物理用語事典 2002.9 
(養賢堂) 178-183 

小原洋 定点調査に見る農耕地土壌の化学性 圃場と土壌 34(8) 2002.8 
(日本土壌協会) 28-32 

小原洋 アンスロソル及びフルビソル 世界の土壌資源一入門&アトラス 2002.12 
(古今書院) 40-42 

70-75 
24-25 
40-41 

小原洋 土壌一般の一部 新編土壌物理用語事典 2002.9 
(養賢堂) 20-22 

Ohkura， Toshiaki Soils of the Philippines-Paddy Soils-Volume 2 : The Soils of the Philippines -Paddy Soils- 2002.12 

Rodelio Carating * soil profile group II Volume 2 : The soil profile group n 1-84 

Mario Viluan * (Philipppines Society of Soil Science and 

Virgilio Castaneda * Technology) 

戸上手口樹 チェルノーゼム 世界の土壌資源 入門&アトラスー← 2002.12 
(古今書院) 55-57 

32-33 

上沢正志 下水の資源化とリン回収について 再生と利用 26 (98) 2003.1 
(日本下水道協会) 58 

上沢正志 施肥 植物栄養・肥料の事典 2002.5 
(朝倉書庖) 427-439 

安田耕司 ナガイモの害虫ナガイモコガとその近縁種 植物防疫 56 (12) 2002.12 
(日本植物防疫協会) 522-524 

吉田重信 クワ炭痘病の発生生態と桔抗細菌による発病抑制 植物防疫 56 (8) 2002.8 
(日本植物防疫協会) 349-352 

吉田重信 第13回オーストラリア植物病理学会大会に参加し 土と微生物 56 (1) 2002.4 

て (日本土壌微生物学会) 55-56 

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)

発行年.月
ページ

藤原英司・大黒俊哉 根据土壌中放射性核素的法度対沙漠化程度的坪俳 内蒙古草原荒漠化問題及其防治対策研 2002.12 
白戸康人・越鉄偉* (土壌の放射性核種濃度にもとづく砂漠化程度の 'アf也し 49-57 
越恰林* 評価) (内蒙古大学出版社)

石井康雄 2001年度の新規登録農薬および登録失効農薬(そ 日本農薬学会誌 27 (4) 2002.11 
の 1) (日本農薬学会) 439-443 

石井康雄 2001年度の新規登録農薬および登録失効農薬(そ 日本農薬学会誌 28 (1) 2003.2 

の 2) (日本農薬学会) 94-98 

木方展治 現代土壌肥料学の断面C19J 農業および園芸 77 (7) 2002.7 
土壌肥料分野における最近の放射能の調査と利用- (養賢堂) 820-827 



町.研究成果の発表と広報 75 

(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)

発行年月|
ページ

廉津敏弘 回帰分析 平成14年度数理統計短期集合研修・独 2002.11 
立行政法人農業技術研究機構短期集合 83-109 
研修(農林水産試験研究のための統計

的手法)テキスト

(農林水産省農林水産技術会議事務局・

独立行政法人農業技術研究機構)

駒田充生 アセチレン阻害法による農業域の小水路における 農業地帯における河畔緩衝帯の水質浄 2002.8 
脱窒の測定 化能の解析とその設置法に関する国際 127-138 

ワークショップ発表論文集

(河畔緩衝帯国際会議企画運営委員会)

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)

発行年.月
ページ

加藤知道*・古松* 中国青海高原における C02ブラックスと環境要因 平成13年度陸域環境研究センタ一年次 2002.4 
社明遠・李英年* 研究報告会 10 
越新全*・唐艶鴻*

及川武久*

林陽 生・ 宮田 明 東アジアモンスーン生態系のフラックスネット 地球環境研究総合推進費平成13年度研 2002.8 
小 野圭介大塚洋一* ワークの確立に関する研究 究成果 111-117 
井上 元キ・藤沼康実* 中間成果報告集~ (1/全 4分冊)

高田雅之ヘ鳥山 敦* (環境省地球環境局研究調査室)

小川茂男*・井上吉雄 耕地及びかい廃農地の高精度検出法の開発 高精度観測衛星を利用した地球温暖化 2002.4 
美濃伸之*・富田淳志* 等に伴うアジアの食糧生産変動の予測 10-16 

手法の高度化(農林水産技術会議事務

局研究成果386)

井上吉雄・富田淳志* リモートセンシングと作物生長モデルによる作物 高精度観測衛星を利用した地球温暖化 2002.4 
生産動態の推定一方法論とケーススタデイー 等に伴うアジアの食糧生産変動の予測 26-33 

手法の高度化(農林水産技術会議事務

局研究成果386)

井上吉雄 植物生理生態情報の電磁波計測とリモートセンシ 農業技術開発調査報告書 2003.3 
ング (農林水産技術情報協会) 55-66 

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13年度研 2002.8 
的空間的変動の解明に関する研究 究成果 184-189 

中間成果報告集 (1/全 4分冊)

(環境省地球環境局研究調査室)

小林和彦・吉本真由美 生態系操作実験 (FACE・温暖化実験)の現状と 第19囲気象環境研究会「地球環境変化 2003.2 
研究成果 に伴う陸上生態系の炭素・窒素循環の 1-35 

変化生態系プロセスの実験・観測・

モデリングの現状と展望 j 

三中信宏 生物形態の幾何学的定量化と分類パターン認知 統計数理研究所研究会「地図を描く・ 2002.2 
風景を眺める:主成分分析・多次元尺

度法とその周辺」

Miwa， Tetsuhisa Statistical Analysis of Experimental Data JICA Rice Research Technique Course 2002.8 
Text 1-26 

三輪哲久 確率分布カリキュレータ インベントリー No.1 2002.4 
38-40 

三輪哲久・高橋渉キ ノンパラメトリック回帰による農業データの解析 「ノンパラメトリック統計モデルの推 2003.3 
二宮正士* 定と平滑化法Jシンポジウム 41-43 

宮田明・ MdAbdul Baten * 各種生態系における大気と C02'CH4，エネルギー 地球環境研究総合推進費平成13年度研 2002.8 
永井秀幸* 交換量の解明に関する研究 究成果 89-92 

G山w田an智g康Hy*u.n Han* 一中間成果報告集 (1/全 4分冊)
小野圭介* (環境省地球環境局研究調査室)

西尾文彦田瀬則雄*

大滝英治*・岩田 徹*

宮田 明・小野圭介* エコシステムデータベース インベントリー No.1 2002.4 
14-18 

西森基貴 エルニーニョ現象の食糧生産に対する影響 AESTO News 2 2003.2 
(償却地球科学技術総合推進機構) 4 

西森基貴 解説:気候変化の予測の方法とその現状 近年の気候変動の状況と気候変動が農 2002.4 
作物の生育等に及ぼす影響に関する資 19-23 

料集

(農林水産省)

織田健次郎 国内窒素循環モデルについて 平成14年度物質循環モデル作成委員会 2003.3 

会議資料 6 
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ページ

川島博之ネ・新藤純子 アジアの主要河川流域における食糧生産と環境 第26回水の週間第 6回水資源に関する 2002.8 
岡本勝男・戸田任重本 シンポジウム「地球的な視点から見た 479-482 

水資源の現状と将来像J
(日本学術会議)

谷山一郎・演田洋平* 生態系における安定同位体の測定による物質フ 地球環境研究総合推進費平成13年度研 2002.8 
大津正一* ローの解明に関する研究 究成果 101-110 

中間成果報告集 (1/全 4分冊)

(環境省地球環境局研究調査室)

谷山一郎 地球温暖化に伴う食料生産変動予測 研究成果発表会資料 2002 2002.4 
11-19 

谷山一郎 温暖化による耕作土壌への影響 近年の気候変動の状況と気候変動が農 2002.4 
作物の生育等に及ぼす影響に関する資 148-149 
料集

(農林水産省)

Ito，Osamu* Case study in development of the sustainable agricul- 日中国交正常化30周年記念農業シンポ 2002.6 
Yagi， Kazuyuki ture system for various agro-ecosystems conducted ジウム要旨集 6-7 
Hosen， Yasukazu * by JIRCAS 
Matsumoto， Naruo * 

Watanabe， Takeshi * 

八木一行 農耕地から発生する溢室効果ガス:発生量とその 研究成果発表会資料 2002 2002.4 
制御技術 1-10 

横沢正幸 陸面物理過程と植物生長動態の相互作用に関する 「寒冷圏における大気一雪氷-植生相 2002.5 
多層統合モデルの開発 互作用の解明」 36-37 

(北海道大学低温科学研究所)

吉本真由美 高 C02濃度が水稲群落の微気象に及ぼす影響 平成14年度 共通基盤試験研究推進会 2003.2 
議 農業気象部会「ゆるぎない研究へ 11-17 
の挑戦2003年農業気象研究成果発表

会」

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)

発行年.月
ページ

荒城雅昭 全国市町村名日本語表記 ローマ字表記対照ファ インベントリー No.1 2002.4 
イル 41-44 

荒城雅昭 こんなに多様一知られざる多数派、線虫の世界 日本線虫学会第10回大会記念シンポジ 2002.10 
ウム 知られざる多数派・線虫の面白 29← 35 
さ

(日本線虫学会・筑波見虫科学研究会)

荒城雅昭 植物寄生性線虫の分類 平成14年度植物防疫官専門研修(線虫 2002.8 
コース)資料 1-44 

中川仁小林真* C 1化学変換のための超多収牧草利用条件の解明 畜産草地研究成果情報 1 2002.8 
蝦名真澄*・荒谷博 (農業技術研究機構畜産草地研究所) 91-92 

荒谷博・蝦名真澄* 植物に対して生理活性を有するエンドファイト産 畜産草地研究成果情報 2002.8 
小林真*・中川仁* 生新規物質 (農業技術研究機構畜産草地研究所) 93-94 

藤井義晴 野良ぱなし 悪い「草」と良い「草」 日本農業新聞 4月25日 2002.4 

藤井義晴 野良ぱなし あぜにヒガンバナを 日本農業新聞 5月23日 2002.5 

藤井義晴 野良ぱなし 食べられる厄介な草 日本農業新聞 6月20日 2002.6 

藤井義晴 野良ぱなし アレロパシーを活用 日本農業新聞 7月18日 2002.7 

藤井義晴 野良ぱなし 「八升豆」知りませんか? 日本農業新聞 8月15日 2002.8 

藤井義晴 野良ぱなし ヘアリーベッチの作用解明 日本農業新聞 9月12日 2002.9 

藤井義晴 野良ぱなし 生食可能な「ヤムビーン」 日本農業新聞 10月10日 2002.10 

藤井義晴 野良ぱなし 「一坪菜園Jで安全な野菜自給 日本農業新聞 11月17日 2002.11 

藤井義晴 野良ぱなし 仲良い植物で害虫退治 日本農業新聞 12月5日 2002.12 

藤井義晴 野良ぱなし 土や環境を浄化する植物 日本農業新聞 1月9日 2003.1 

松尾和人 遺伝子組換え作物の環境への影響評価 研究成果発表会資料 2002 2002.4 
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Mochizuki， Atsushi Assessment methods for indirect effects of introduced Proceedings of Intemational Workshop 2003.3 
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pan Ecosystems in East Asia and Assessment 

of its Environmental Impact 
-Toward Intemational Collaborative Re-

search-

望月 淳・望月雅俊 飼育見虫・ダニ類データベース http://www.niaes-nris.agropedia.affrc.go. 2003.3 
屋良佳緒利・松井正春 jp/search/insectlmainBrd.php 

西山幸司 植物細菌病の診断と病原細菌の同定に関する情報 インベントリー No.1 2002.4 

31-35 

大黒俊哉 休耕地を活用した生物多様性の保全と管理システ 農業環境技術研究所第 5回植生研究会 2003.3 
ム 資料 35-44 

津田雅孝*・永田裕二* セパシア菌ゲノムを構成する 3種染色体の構造と 文部科学省科学研究費特定領域研究 2002.8 
津田宏之 その可塑性に関する研究 「ゲノムJ4領域2002年度合同班会議 281 

資料

本間善久*・鈴木文彦 ダイズ急性枯死症に対する大豆品種・系統の抵抗 JIRCAS成績概要書 2003.3 
アルゼンチン INTAマルコス 性検定と病原菌の生態解明 320-321 

ファレス農業試験場*

田中幸一 水田生態系における生物多様性の評価 平成14年度東北農業推進会議生産環境 2003.1 

部会資料 1-6 

(農業技術研究機構東北農業研究セン
ター)

堀田光生*・土屋健一 青枯病菌 Ralstonia solanacearum 微生物遺伝資源マニュアル 12 2002 

(農業生物資源研究所) 1-34 

土屋健一 インドネシアにおける植物病原および共生シュー 微生物遺伝資源探索収集調査報告書 14 2002 
ドモナスの収集と特性評価 (農業生物資源研究所) 1-34 

土屋健一 植物関連細菌の検索および病害診断 平成14年度植物防疫官専門研修(植物 2002.8 

病理コース)講義資料 1-10 

山村光司・桐谷圭治キ 昆虫発育データベース http://www.niaes-nris.agropedia.affrc.go 2003.3 

jp/NIAES-NRIS/search/insectlmainGrw. 

php 

山村光司 多重比較法 平成14年度数理統計短期集合研修テキ 2002.11 

スト 171-195 
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(側筑波リエゾン研究所) 43 

Inoue， Tsunehisa Utilization of coated fertilizers for low input farming Japan-Korea Cooperative Research on 2002.10 

Nozoe， Takuhito * systems Sustainability and Environmental Bene司 10-12 

fits of Paddy Farming 

石井英夫 遺伝子から迅速に薬剤耐性菌を診断 日経産業新聞 12月12日 2002.12 

Itahashi， Sunao Analysis and evaluation system of water quality in a Proceedings of Intemational Workshop 2003.3 

Takeuchi，恥1akoto medium-sized river basin on Material Circulation through Agro- 30-33 

Ecosystems in East Asia and Assessment 

of its Environmental Impact 

-Toward Intemational Collaborative Re 
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板橋直・竹内誠 水田からの懸濁態負荷物質の流出特性 第20回土・水研究会資料 2003.2 
5-11 

Katou， Hidetaka Flow model of nutrients and water in paddy soils Japan-Korea Cooperative Research on 2002.10 

Sustainability and Environmental Bene- 1-3 

fits of Paddy Farming 

Kobara， Yuso Environmental Sciences and Emission Reducton of Seminar on Policy Implementation and 2003.1 

Methyl Bromide Altemative Technologies concerning Ozone 1-12 

La(JyIeC r Protection 
A) 

小原裕三 被覆資材による土壌くん蒸用臭化メチルの大気放 アグロバイオロジー先端セミナー 2002.7 
出量削減技術の開発 1-7 

小原裕三 被覆資材による土壌くん蒸用臭化メチルの大気放 第35回大気浄化光触媒研究会 2002.12 

出量削減技術 1-7 

Kuwahara， Masahiko Dioxins contamination to由etop parts of rice plants Proceedings of Intemational Workshop 2002.12 

Uegaki， Ryuichi grown in soils on “Effects of Dioxins on Agricu1ture， 143-148 

Seike， Nobuyasu Forestry and Fisheries， and their Mecha-

Otani， Takashi nisms of Action on Animals and Fishes" 
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桑原雅彦 農薬環境中に残留するダイオキシン類の現状 研究成果発表会資料 2002 2002.4 
29-35 

池口厚男*・島田和宏* 閏場の窒素収支マクロ評価による飼養頭羽数の試 農業技術研究機構研究調査室小論集 2003.3 
賓示戸雅之本・萩野暁史* 算 (農業技術研究機構研究調査室) 1-18 
賀来康一*・神山和則キ

三島慎一郎

小川直人 難分解性有機化合物の微生物分解機構と分解技術 第22回農業環境シンポジウムおよび第 2002.9 
の開発方向 2固有機化学物質研究会合同シンポジ 61-73 

ウム「残留性有機汚染物質 (POPs)
による環境汚染の現状と今後の対策」

シンポジウム資料

棲井泰弘・木方展治 (金属元素類(重金属元素等)の同位体比測定法 研究炉利用における研究成果集(平成 2002.8 
牧野知之・菅原和夫 の開発による土壌中の挙動解明) 12年度) 357 

安定問位体による土壌有機物中重金属の標識化 (日本原子力研究所)

鈴木克拓 懸濁粒子の土壌中の分散移動 第20回土・水研究会資料 2003.2 
12-16 

竹内誠 水移流を考慮した水質解析・評価システム 平成14年度近畿中国四国地域農業試験 2003.1 
研究推進会議問題別研究会 1-11 

(農業技術研究機構近畿中国四国農業
研究センター)

上路雅子 陸域における有害物質の動態と拡散防止技術 平成14年度漁場環境保全関係試験研究 2002.10 
推進会議有害物質部会資料 1-3 
(水産総合研究センタ一瀬戸内海区水

産研究所)

上路雅子 農薬の安全性評価と使用実態 「最近の食品産業における残留農薬の 2002.12 
問題」講習会 1-25 
(工業技術会側)

上路雅子 農薬の環境中での動きと安全性の評価 平成14年度農薬安全使用講習会 2002.7 
(福井県・鮒福井県植物防疫協会) 1-6 

上路雅子 農薬の残留と安全性 平成14年度フォーラム「農産物安全性 2002.10 
のための技術開発最前線」 34-47 
(農林水産技術情報協会)

上路雅子 農薬の役割と安全性を考える 日本農薬学会21世紀記念シンポジウム 2002.7 
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(日本農薬学会)
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浜崎忠雄・永谷泉* 農業環境モニタリングマニュアル インベントリー No1 2002.4 
36-37 

浜崎忠雄・永谷泉* 農業環境用語事典 インベントリー No1 2002.4 
45-46 

中井信 ・小 原洋 土壌モノリス作製法改訂版 インベントリー No1 2002.4 
21-22 

中井信 土壌分類検索プログラム インベントリー No1 2002.4 
23-24 

Ob訂 a，Hiroshi Construction of soil inventory and its utilization in Proceedings of Intemational Workshop 2003.3 

Ohkura， Toshiaki Japan on Material Circulation through Agro- 69-70 

Togami， Kazuki Ecosystems in East Asia and Assessment 
Nakai， Makoto of its Environmental Impact 

-Toward Intemational Collaborative Re-
search-

小原洋・中井信 土壌モノリスデータベース インベントリー No1 2002.4 

戸上和樹 19-20 

小原洋・中井信 土壌モノリス館 インベントリー No1 2002.4 

戸上和樹 47-51 

篠原弘亮・封馬誠也 健全イネでの常在が明らかになった Pseudomonas インベントリー No1 2002.4 

月星隆雄・吉田重信 huttiensisの再分類 10-11 
西山幸司・門田育生*

月星隆雄 沖縄県でのイネ科植物寄生性Bipolaris，Curvu- 微生物探索収集報告 15 2003.3 
laria， Exserohilum属菌の収集 (農業生物資源研究所) 21-28 

大久保博人*・菅原幸哉キ 酸性フクシン染色を用いたエンドファイトの光学 畜産草地研究成果情報 1 2002.8 

月星隆雄・島貫忠幸* 顕微鏡による検出法 (農業技術研究機構畜産草地研究所) 113-114 

御子柴義郎*

菅原幸哉*・月星隆雄 トウモロコシ北方斑点病菌レース間交配後代集団 畜産草地研究成果情報 2002.8 
大久保博人*・島貫忠幸本 を用いた連鎖地図の作製 (農業技術研究機構畜産草地研究所) 115-116 
御子柴義郎本

月星隆雄・森脇丈治* イネ科植物寄生性Bipolaris，Curvularia， Exserohi- インベントリー No.1 2002.4 

吉田重信 lum属菌のオフイオボリン毒素産生性 3-7 
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月星隆雄・吉田重信 日本野生植物寄生・共生菌類目録 DB http://cse.niaes.affrc. go. jp / tuki / 2002 
篠原弘亮・封馬誠也 mokuroku. html 

月星隆雄・吉田重信 日本産糸状菌類図鑑 ht甲 //cse.niaes. affrc. go. jp / tuki / 2002 
篠原弘亮・封馬誠也 zukan. html 

封馬誠也・月星隆雄 微生物標本館 インベントリー No1 2002.4 
吉田重信・篠原弘亮 57-58 

Uwasawa， Masashi Dioxin accumulation in a water body， as a result of Proceedings of 1ntemational Workshop 2002.12 
Taniyama， Ichiro suspended solid outf1ow and runoff in a watershed， on “Effects of Dioxins on Agriculture， 129-142 
Shirato， Yasuhito and outf1ow management in Japan Forestry and Fisheries， and their恥iecha-
Takeuchi， Makoto nisms of Action on Animals and Fishes" 
Shibano， Kazuo 

Makino， Tomoyuki 

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 4 2003.3 
(日本農業土木総合研究所) 7-26 

上沢正志 土地資源・地力に関わる M1の策定 農林水産業及び農林水産物貿易と資 2003.3 
源・環境に関する総合研究(農林水産 11 
技術会議事務局研究成果414)

上沢正志 取りまとめ責任者あとがき 農林水産業及び農林水産物貿易と資 2003.3 
源・環境に関する総合研究(農林水産 43 
技術会議事務局研究成果414)

草場敬上沢正志 普通畑・野菜畑の養分収支と土壌肥沃度変動予測 農林水産業及び農林水産物貿易と資 2003.3 
M1の策定 j原・環境に関する総合研究(農林水産 171-174 

技術会議事務局研究成果414)

Yasuda， Koji Construction of insect inventory and its utiliization in Proceedings of 1ntemational Workshop 2003.3 
Yoshimatsu， Shin-ichi NIAES of Japan on Material Circulation through Agro- 71-72 

Nakatani， Yukinobu Ecosystems in East Asia and Assessment 

of its Environmental 1mpact 

-Toward lntemational Collaborative Re-

search-

宮崎昌久*・安田耕司 日本産オオアブラムシ属のチェックリストおよび インベントリー No1 2002.4 
種の検索表 29-30 

安田耕司 昆虫標本館 インベントリー No1 2002.4 
52-56 

小西和彦松村雄* 農村域における昆虫相の多様性とその評価 農林水産業及び農林水産物貿易と資 2003.3 
安田耕可・山根爽ー* 源・環境に関する総合研究(農林水産 196-198 
山本道也* 技術会議事務局研究成果414)

河野勝行*・中田唯文* カンキツグリーニング病を媒介するミカンキジラ 国際農林水産業研究成果情報 9 2002.6 
高橋敬一*・小西和彦キ ミの分布はゲッキツの分布と一致する (国際農林水産業研究センター) 47-48 
安田耕司・吉松慎一

河野勝行*・中田唯文* 南西諸島におけるミカンキジラミとゲッキツの分 九州沖縄農業研究成果情報 17下巻 2002.11 
高橋敬一*・小西和彦* 布 (農業技術研究機構九州沖縄農業研究 535-536 
安田耕司・吉松慎一 センター)

井村 治*・森本信生本 糞虫の多様性をもたらす放牧草地の立地環境 畜産草地研究成果情報 2002.8 
佐々木寛幸*・時坤* (農業技術研究機構畜産草地研究所) 99-100 
吉松慎一

吉松慎一 研究トピックス:ヤガ科害虫 4グループ類似種の インベントリー No1 2002.4 
幼生期の識別法 8-9 

井村治*・森本信生* 糞虫の多様性をもたらす放牧草地の立地環境 共通基盤研究成果情報平成13年度 2002.8 
佐々木寛幸*・時坤* (農業技術研究機構中央農業総合研究 244-245 
吉松慎一 センター)
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Eun， Heesoo Levels and contamination pathway of dioxins in Proceedings of lntemational Workshop 2002.12 

U司i，Masako vegetables on “Effects of Dioxins on Agriculture， 149-162 

Forestry and Fisheries， and their Mecha-

nisms of Action on Animals and Fishes" 

股照沫・上路雅子 ダイオキシン類の野菜等農作物可食部への付着・ ダイオキシン類の野菜等農作物可食部 2003.3 
吸収実態の解明 への付着・吸収実態の解明(農林水産 6-57 

技術会議事務局研究成果410)

股照沫 農業環境中におけるダイオキシン類の動態 第22回農業環境シンポジウムおよび第 2002.9 

2固有機化学物質研究会合同シンポジ 11-17 

ウム「残留性有機汚染物質 (POPs)

による環境汚染の現状と今後の対策J
シンポジウム資料

藤原英司・結田康一* 世界の土壌・植物系におけるロ71の蓄積レベルと 環境放射能調査研究成果論文抄録集 44 2002.12 
木方展治 動態の把握 (平成13年度) 35-37 

カナダ (文部科学省)
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藤原英司・結田康一本 世界の土壌・植物系における凶Iの蓄積レベルと 環境放射能調査研究成果論文抄録集 44 2002.12 
木方展治 動態の把握 (平成13年度) 38-40 

ロシア(ヨーロッパ地域)・ウクライナ (文部科学省)

藤原英司・結田康一* 土壌および植物中山Iレベルのモニタリング 環境放射能調査研究成果論文抄録集 44 2002.12 
木方展治 (平成13年度) 41-42 

(文部科学省)

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 環境放射能調査研究成果論文抄録集 44 2002.12 
木方展治 物の放射能調査 (平成13年度) 115-116 

(文部科学省)

藤原英司・大黒俊哉 内モンゴル草原における土壌中放射性核種濃度に 中日学術研討会「内蒙古草原荒漠化問 2002.8 
白戸康人 もとづく侵食強度の推定 題及其対策」概要集 20-25 

(中日共同シンポジウム事務局)

Itoh， Kazuyuki * Assessment of bio-diversity in paddy farming system Japan-Korea Cooperative Research on 2002.10 
Aida， Miki* Sustainability and Environmental Bene- 19-25 

1shizaka， Masumi fits of Paddy Farming 

1keda， Hiroaki 

木方展治・藤原英司 地下水中山Iの蓄積レベルと動態の把握 環境放射能調査研究成果論文抄録集 44 2002.12 
結田康一* (平成13年度) 43-44 

(文部科学省)

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 環境放射能調査研究成果論文抄録集 44 2002.12 
結田康一* 態の把握 (平成13年度) 45-46 

(文部科学省)

木方展治・結田康一* (世界の土壌・植物系におけるハロゲン元素の合 研究炉利用における研究成果集(平成 2002.8 
都築克紀キ 量レベルと動態の解明) 12年度) 353-354 

チュニジア国の土壌および植物 (日本原子力研究所)

木方展治・結田康一本 (放射化分析法利用による安定41Kトレーサ法の 研究炉利用における研究成果集(平成 2002.8 
開発) 12年度) 355-356 
41Kによるモルモットふん尿の標識化 (日本原子力研究所)

木方展治・結田康一* 中性子放射化分析法の環境影響元素・物質研究に 平成12年度国立機関原子力試験研究成 41 2002.11 

棲井泰弘・牧野知之 対する新利用法と高度化技法の開発 果報告書 83-1 ~83-4 

菅原和夫 (文部科学省)

駒村美佐子・栗島克明* 土壌及び米麦子実の放射能調査 環境放射能調査研究成果論文抄録集 44 2002.12 

木方展治 (平成13年度) 31-32 
(文部科学省)

駒村美佐子・栗島克明* 90Sr，印Csの土壌中深度分布の実態調査 環境放射能調査研究成果論文抄録集 44 2002.12 
結国康一*・藤原英司 (平成13年度) 33-34 

木方展治 (文部科学省)

渡遺栄喜 農薬の ELISA法の開発 第19回農薬環境動態研究会「農薬の残 2002.9 
留分析における酵素免疫測定法の応用 2-7 

と課題J資料

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

独立行政法人農業環境技術研究所研究成果発表会 2002 14. 4.23 つくば国際会議場 参加者246名

第22回農業環境シンポジウムおよび第 2回有機化学物質研究会 14. 9.12 農業環境技術研究所 参加者182名

「残留性有機汚染物質 (POPs) による環境汚染の現状と今後の対策」

第19回農薬環境動態研究会 14. 9.13 農業環境技術研究所 参加者110名

「農薬の残留分析における酵素免疫測定法の応用と課題J

「農林水産業におけるダイオキシン類の動態と生物影響Jに関する国際 14.12.4-6 つくば国際会議場 参加者201名

ワークショップ

第19囲気象環境研究会 15. 2.25 農業環境技術研究所 参加者140名

「地球環境変化に伴う陸上生態系の炭素窒素・循環の変化一生態系プロ

セスの実験・観測・モデリングの現状と展望-J
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会議・研究会名 開催期日 開催場所 備考

第20回士・水研究会 15.2.26 農業環境技術研究所 参加者267名

「懸濁態負荷物質の農耕地から水域への流出」

第 5回植生研究会 15.3.5 農業環境技術研究所 参加者117名

「農業生態系における生物生息地の特性とそのネットワーク機能J

国際ワークショップ 15.3.25-26 つくば国際会議場 参加者139名

「東アジアの農業生態系における物質循環と環境影響評価一国際共同研

究に向けてJ

(2) 刊行物一覧

平成14年度中に当所が出版した刊行物は次のとおりである O

なお、年報、報告等に収録した論文名等は iN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 妻女 発行数

農業環境技術研究所年報 平成13年度 (NQ19) 2003. 1 170 1，250部

農業環境技術研究所報告 第22号 2003. 3 61 1，000部

農業環境研究成果情報 第19集 2003. 3 69 1，000部

農業環境研究叢書 第14号 2003. 3 166 500部

農環研ニュース NQ55 2002. 7 20 1，490部

農環研ニュース NQ56 2002.10 20 1，490部

農環研ニュース NQ57 2003. 1 18 1，600部

農環研ニュース NQ58 2003. 3 16 1，600部

Annual Report 2001/2002 2003. 3 81 650部
ー一一一一一一一一一一ーーー-ー一一一一一ー一一ー一一ー一一一一一一一一一ーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一ーーーー一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一ーーー一一一一一ー一一一一一 一一一一一一一一ー一一一一一一ー一一 一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一ー一一一一一

要覧(和文、 3つ折り)増刷 2002. 8 

概要(和文、 A4) 2002. 9 12 

概要(和文、 A4)増刷 2003. 2 12 

子供向けパンフレット(和文、 A4両面)増刷 2003. 3 

(3) r情報:農業と環境J14年度目次

* i情報:農業と環境」は当所のホームページ (http://www.niaes.affrc.go.jp) に掲載している O

NQ24 (2002.4.1) 

農業環境技術研究所:研究成果発表会のお知らせ

地球温暖化対策推進大綱が決まる

初代農事試験場長:沢野淳 (1859-1903)

平成13年度農業環境研究推進会議が開催された

農業環境技術研究所と統計情報部との平成13年度連絡会が開催された

農業環境研究成果情報(第18号)が刊行された

5，000部

2，000部

2，000部

3 ， 000音~



82 農業環境技術研究所年報平成14年度

農業環境技術研究所年報一平成12年度-刊行

NIAES Annual Report 2000/2001 刊行

移入鳥類が定住に成功するための決定要因

本の紹介74:植物栄養学、森敏・前 忠彦・米山忠克編、文永堂出版 (2001)

情報:農業と環境総日次 (NQ1 -NQ24 : 2000.5-2002.4) 

情報:農業と環境索引 (NQ1 -NQ24 : 2000. 5-2002.4) 

NQ25 (2002.5.1) 

石川 覚氏:2002年度日本土壌肥料学会奨励賞受賞

農業環境技術研究所「友の会J発足

IPCC第19回総会:新しい議長の誕生

日本と世界の天候:気象庁速報など

農業環境技術研究所報告 第21号が刊行された

農業環境技術研究所資料 第26号が刊行された

地球規模での重金属汚染の歴史

遺伝子組換えによって導入された DNAが浸透交雑をへてオアハカ(メキシコ)の在来品種トウモロコシで発見された

報告書の紹介:欧州議会と欧州理事会の指令案;環境被害の防止と修復に関する環境責任(欧州委員会による提案)

一前編一

本の紹介75:環境の時代を読む、宮崎公立大学公開講座 4、宮崎公立大学公開講座広報委員会編 (1999)

本の紹介76:昭和農業技術史への証言 第一集、昭和農業技術研究会、西尾敏彦編、農文協 (2002)

NQ26 (2002.6.1) 

土壌汚染対策法

報告書の紹介:欧州議会と欧州理事会の指令案;環境被害の防止と修復に関する環境責任(欧州委員会による提案)

-中編-

本の紹介77:エコ・エコノミー、レスター・ブラウン著、家の光協会 (2002)

本の紹介78:地球白書2002-03、クリストファー・フレイヴイン編著、家の光協会 (2002)

本の紹介79: Restoration of lnland Valley Ecosystems in West Africa， Association of Agriculture & Forestry Statistics 

(2002) 

本の紹介80: Nitrogen in the Environment; Sources， Problems， and Management， Eds.， R.F. Follett and J.L. Hatfield， 

Elsevier (2001) 

本の紹介81:環境学の技法、石 弘之編、東京大学出版会 (2002)

報告書の紹介:畜産における温室効果ガスの発生制御(総集編)、畜産技術協会 (2002)

報告書の紹介:研究成果386 高精度観測衛星を利用した地球温暖化等に伴うアジアの食料生産変動の予測手法の高

度化、農林水産技術会議事務局 (2002)

NQ27 (2002.7.1) 

平成14年度農業環境技術研究所評議会が開催された

第22回農業環境シンポジウムおよび第 2固有機化学物質研究会:合同シンポジウムの開催

第19回農薬環境動態研究会の開催

オオカバマダラ個体群への Btトウモロコシ花粉の影響:リスク評価

虫塚

報告書の紹介:欧州議会と欧州理事会の指令案;環境被害の防止と修復に関する環境責任(欧州委員会による提案)

-後編-
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本の紹介82: Geosphere-Biosphere Interactions and Climate， Cambridge University Press (2001) 

資料の紹介:平成14年版環境白書、環境省編

83 

資料の紹介:近年の気候変動の状況と気候変動が農作物の生育等に及ぼす影響に関する資料集、平成14年 4月、農林

水産省

No28 (2002.8.1) 

中国科学院土壌科学研究所と MOUを締結

中国の水質汚染

生物多様性は生態系への侵入に対する障壁となる

報告書の紹介:欧州議会、欧州理事会、経済社会評議会および地域委員会への欧州委員会報告;ライフサイエンスと

バイオテクノロジー(第 1部:欧州のための戦略)

本の紹介83: Climate Change; Implications for the Hydrological Cycle and for Water Management， Ed. Martin Beniston， 

Kluwer Academic Publishers (2002) 

資料の紹介 Iインベントリー」第 1号、(掛農業環境技術研究所・農業環境インベントリーセンター刊

No29 (2002.9.1) 

第22回農業環境シンポジウムおよび第 2回有機化学物質研究会:合同シンポジウムの講演要旨

サイエンスキャンプ2002が開催された

オランダ・ワーゲニンゲン国立農科大学稲専門家養成計画参加者寄贈の絵図

POPs条約の批准と国内の動向

地球の周囲が成長しつつある

Nature， Volume 418 (8 August 2002)に掲載された農業環境研究に関する記事

シミュレーションモデルにおける絶滅と空間構造

本の紹介84:環境保全型農業 10年の取り組みとめざすもの

本の紹介85:海馬-脳は疲れない一、池谷裕二・糸井重里著、朝日出版社 (2002)

本の紹介86: Global estimates of gaseous emissions of NH3， NO and NzO from agriculturalland， IFA and FAO， Rome， 2001 

報告書の紹介:欧州議会、欧州理事会、経済社会評議会および地域委員会への欧州委員会報告;ライフサイエンスと

バイオテクノロジー(第 2部:行動計画)

報告書の紹介:カルタへナ議定書関係審議会・懇談会中間報告

No30 (2002.10.1) 

「農林水産業におけるダイオキシン類の動態と生物影響Jに関する国際ワークショップの開催

第 2回「環境研究三所連絡会Jが開催された

光合成と窒素固定を同時に行うシアノバクテリア

世界の夏の異常気象:米国、欧州、アジア、ツバル、日本

水稲のカドミウム吸収抑制のための対策技術

ロシアの晴乳動物に対する保全の優先順位

本の紹介87:農業にとって進歩とは、人間選書58、守田志郎著、農文協 (2002)

報告書の紹介: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、欧

州委員会共同研究センター (2002)

No31 (2002.11.1) 

第 3回環境研究機関連絡会が開催された

農業環境技術研究所案内(1):土壌生成調査実験圃場



84 農業環境技術研究所年報平成14年度

紫外線Bと低 pHの相乗作用によるカエル佐への致死的および亜致死的影響

本の紹介88: The Nitrogen Cyc1e at Regional to Global Scales， Eds. E.W. Boyer and R.W. Howarth， Kluwer Academic Pub-

lishers (2002) 

本の紹介89:稲の日本史、佐藤洋一郎著、角川選書337(2002) 

本の紹介90:反近代の精神 熊沢蕃山、大橋健二著、勉誠出版 (2002)

本の紹介91:私の地球遍歴、石 弘之著、講談社 (2002)

本の紹介92:多文明共存時代の農業、高谷好一著、人間選書241、農文協 (2002)

本の紹介93:日本の棚田 百選、写真・文青柳健二、小学館 (2002)

資料の紹介:IGBP News Letter No.50 

報告書の紹介:理事会および欧州議会への委員会文書;共通農業政策への環境問題統合を監視するための指標に必要

な統計情報

No.32 (2002.12.1) 

第58回農業技術功労者表彰:小川吉雄氏;茨城県農業総合センター園芸研究所長・鋤農業環境技術研究所評議員

農業環境技術研究所案内(2):土壌モノリス館

窒素施肥が土壌炭素の安定性と代謝回転に及ぼす様々な影響

北アメリカの外来魚に対する生態学的予測とリスク評価

本の紹介94:海と暮らす イノーの世界 、みんなの環境シリーズ 1、(財)環境科学総合研究所 (2002)

本の紹介95: A Better Future for the Planet Earth， Lectures by the Winners of the Blue Planet Prize， The Asahi Glass Foun-

dation， pp282 (1997) 

本の紹介96: A Better Future for the Planet Earth Vol. 2 ， Lectures by the Winners of the Blue Planet Prize， The Asahi Glass 

Foundation， pp326 (2002) 

本の紹介97:地球生命圏 GAIA、J.E. Lovelock 著、スワミ・プレム・プラブッダ訳、工作舎 (1984)

本の紹介98:ガイアの時代、 J.E. Lovelock 著、星川 淳訳、工作舎 (1989)

本の紹介99:読書力、斎藤 孝著、岩波新書801(2002) 

資料の紹介:IGBP Dictionary， 2002/2003 

資料の紹介:環境と食料生産の調和に関する研究、高等研報告書0203、財団法人国際高等研究所 (2002)

報告書の紹介:欧州委員会から欧州会議、理事会、経済社会評議会および地域委員会への文書;持続可能な開発のた

めのグローバル・パートナーシップに向けて

No.33 (2003.1.1) 

新しい年を迎えて I自他の共生」と「機能の向上」をめざす

第19回気象環境研究会:地球環境変化に伴う陸上生態系の炭素・窒素循環の変化 生態系プロセスの実験・観測・モ

デリングの現状と展望

第20回土・水研究会:懸濁態負荷物質の農耕地から水域への流出

第 5回植生研究会:農業生態系における生物生息地の特性とそのネットワーク機能

ダイオキシン類に関する国際ワークショップが開催された

第 4回環境研究機関連絡会が開催された

平成14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

平成14年度外国人受け入れ研究者懇談会が開催された

本の紹介100:自然の中の人間シリーズ「農業と人間編J全10巻、西尾敏彦編、農文協 (2001)

第 6次欧州共同体環境行動計画の決定
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No34 (2003.2.1) 

国際ワークショップの開催:束アジアの農業生態系における物質循環と環境影響評価一国際共同研究に向けて

平成14年度農業環境研究推進会議の開催

水不足と地下水汚染

農業環境技術研究所案内(3):微生物標本館

農業環境技術研究所案内(4):昆虫標本館

侵入生物の分布拡大と景観生態学

「情報:農業と環境」のアクセス:111，111回目の方に!

本の紹介101:農業技術を創った人たち、西尾敏彦著、家の光協会(1998)

本の紹介102:農業技術を創った人たち H 、西尾敏彦著、家の光協会 (2003)

資料の紹介:Japan-Korea Cooperative Research on Sustainability and Environmental Benefits of Paddy Farming: National 

Institute for Agro-Environmental Sciences， Japan and National Institute of Agricultural Science and Technology， Korea 

遺伝子改変生物の環境への意図的放出に関する欧州議会と理事会の指令2001/18/ECの附則 Hを補足する手引き書

No35 (2003.3.1) 

農業環境技術研究所と農林水産省大臣官房統計情報部との連絡会が開催された

農業環境技術研究所が平成15年度に開催する研究会・シンポジウム

ドリン系殺虫剤に関する情報

農業環境技術研究所案内(5):ミニ農村

侵入生物とその寄生生物の減少

本の紹介103:世界の土壌資源 入門&アトラス

本の紹介104:世界の土壌資源-照合基準-

本の紹介105:環境科学の歴史 1、P.J.ボウラー著、小川員里子・財部香枝・桑原康子訳、朝倉書庖 (2002)

本の紹介106:環境科学の歴史 2、P.J.ボウラー著、小川員里子・森脇靖子・財部香枝・桑原康子訳、朝倉書庖 (2002)

本の紹介107:農の時代、進士五十八著、学芸出版社 (2003)

遺伝子改変生物の生態モニタリング

遺伝子改変生物の環境への意図的放出に関する欧州議会と理事会の指令2001/18/ECの附則刊を補足する手引き書

(4 ) 個別取材一覧

取材日 報道日 イ牛 名 取材機関 対応者

14. 4.23 14. 4.24 農耕地からの温室効果ガス削減技術について紹介 日本農業新聞 八木一行

14. 4.19 14. 7.13 タンポポ属植物にみられる雑種個体の識別と全国分布について紹 朝日新聞 井手任

介 芝池博幸

14. 5. 9 14. 5.20 「耐虫性遺伝子組換えトウモロコシの花粉に含まれる Btトキシ 日刊工業新聞 松井正春

ンの生物検定法Jについて紹介

14. 5.22 14. 5.23 平成14年度組換え体隔離圃場利用計画について紹介 化学工業新聞 附二徳、

14. 5.31 ベトナムメコンデルタの土壌と農業について紹介 日本テレビ 浜崎忠雄

14. 6. 3 14. 6.10 組換え隔離圃場における環境安全性評価について紹介 常陽新聞 岡二徳

14. 6.14 「地球温暖化と主要作物の栽培好適環境の変動」について紹介 テレビ朝日 岡本勝男

14. 7. 3 侵入病害虫について紹介 講談社 松井正春
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取材日 報道日 件 名 取材機関 対応者

14. 8. 8 雑種タンポポの識別と全国分布について紹介 ジオ・ワールド 芝池博幸

井手任

14. 7.12 アレロパシーの農業利用について紹介 共同通信社 藤井義晴

14. 8. 6 14. 8.30 第 3回世界アレロパシー会議について紹介 NHK 藤井義晴

14. 8.21 土壌くん蒸剤臭化メチルの全廃について紹介 NHK 石井康雄

14. 8.29 14. 8.30 アレロパシー研究の現状について紹介 NHK 藤井義晴

14. 8.30 

14. 9. 5 土壌中に残留する難分解性ドリン系殺虫剤の挙動について紹介 日本経済新聞 上路雅子

14.10.16 14.10.18 温暖化ガス測定機について紹介 NHK 宮田 明

14.10.23 14.11.10 「所さんの目がテン」への土壌の写真提供 日本テレビ 中井信

14.11. 8 雑種タンポポの全国分布について紹介 日本経済新聞 井手任

14.11.19 14.12.30 「土壌中のダイオキシン類の農作物への吸収・移行J(農環研 日本経済新聞 段照沫

ニュースNo.56) について紹介

14.11.19 「農林水産業におけるダイオキシン類の動態と生物影響」に関す NHK 大谷卓

る国際ワークショップについて紹介

14.11.28 農薬の使用方法と環境への影響について紹介 NHK 上路雅子

14.12.26 15. 1. 1 温暖化防止について紹介 日本農業新聞 八木一行

15. 1.20 15. 2. 9 地球温暖化が北陸農業に及ぼす影響について紹介 上越タイムス 井上聡

15. 2.11 

15. 2.25 中国での黄砂に関する NHKスペシャル作成に関わる情報収集に NHK 白戸康人

ついて

15. 2. 3 15. 2.15 農薬の環境研究の現状と課題について紹介 新農林技術新 上路雅子

聞社

14.12.10 黄砂について紹介 NHK 杜明遠

15. 1.20 

15. 2.25 

15. 3.22 
~26 

15. 3.11 15. 4.16 土壌モノリス館について紹介 NHK 中井信

15. 3.19 

15. 3.14 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開 H本工業新聞 林陽生

発jについて紹介
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日付 体見 出 し ?を，
アじ 表 す某

14. 4.16 

14. 4.17 

14. 4.24 

14. 5.20 

14. 5.23 

14. 5.28 

14. 6.10 

14. 7.13 

14. 7.31 

14. 8.23 

14. 8.23 

14.11. 1 

14.11.24 

14.12.30 

15. 1. 1 

15. 1.29 

15. 2. 9 

15. 2.11 

15. 2.17 

15. 2.19 

15. 3.26 

農業環境技術研が研究成果発表会を開く -23日につくば市で-

温室効果ガス施肥管理で削減 -農環研チームが提言一

生物検定法として、チョウのヤマトシジミが有効

一組換えトウモロコシで毒素遺伝子の環境影響評価一

隔離圃場を使用した組換え作物安全性評価 -今年度 5件実施-

地表の植生や物理的条件高精度で連続把握 航空機搭載型解析装置を開発-

遺伝子組換え植物の安全性評価一花粉飛散のモデルづくり-

雑種タンポポ全国に分布 -外見は欧州産、 DNA分析で判明-

作物の根、有機物を吸収 -1無機栄養説J覆す?新しい施肥法に期待

牧草に化学肥料と同ーの天然抑草物質 -農業環境技研が確認

マメ科の牧草に天然の除草成分 -農業環境技術研が発見-

温暖化で50年後の米は増収?

-COz濃度1.5倍/倒れにくい/でも病原菌には弱い一

湿地や雑木林で野生生物が共存(ミニ農村)

一都市に自然の生態系多様な生き物を呼び戻す-

野菜のダイオキシン濃度土の付着で上昇一皮むけば大幅低減-

水かき混ぜてメタン減らす -温暖化防止にアイガモ君活躍-

果樹紋羽病防除に新子、効果は半永久的 -病原菌遺伝子治療を提案-

温暖化で春に水不足一環境保全型農業・未来からの警鐘〈上〉

無理しない稲づくり 環境保全型農業・未来からの警鐘〈下)-

菌・昆虫・水質の 6DBHP上で公開

菌類、昆虫、水質など 6種類 DB公開

日韓中共同で環境研究スタート -願いは「農業維持J-

日本農業新聞

日本経済新開

日本農業新聞

日刊工業新聞

化学工業日報

日刊工業新聞

常陽新聞

朝日新聞

日本農業新聞

日本農業新聞

日本経済新開

日本農業新聞

日本経済新聞

日本経済新聞

日本農業新聞

日本農業新聞

上越タイムス

上越タイムス

化学工業日報

日本工業新聞

日本農業新聞
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見 発 表

14. 4.24 

安某 体

14. 8.30 

14.10.16 

14.11.10 

出 し

NHK教育テレビ

NHK総合テレビ

NHK総合テレビ

日本テレビ

「インターネットスクール・たったひとつの地球」一安全なたべもの

「おはよう日本J-アレロパシー研究の現状-

「おはよう北海道J-温暖化ガス測定機の紹介-

「所さんの目がテン・マツタケの謎」一一土壌の写真提供-



88 

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

0評議会・研究推進会議

平成14年度独立行政法人農業環境技術研究所評議会 14. 5.24 農業環境技術研究所

平成14年度農業環境研究推進会議 15. 3. 3~ 3. 4 農業環境技術研究所

0プロジ、ェクト研究推進評価会議

運営費交付金 15. 2.12 農業環境技術研究所

「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」

バイテク先端技術 15. 2.12~2.13 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J

環境研究 15. 2.13 農業環境技術研究所

「農林水産業における内分泌かく乱物質の動態解明と作用機構に関する総合

研究(ダイオキシン類動態、)J 

環境研究 15. 2.14 農業環境技術研究所

「農林水産業における内分泌かく乱物質の動態解明と作用機構に関する総合

研究(耕地・森林)J

運営費交付金 15. 2.17~2.18 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j

地球環境保全(環境省) 15. 2.19 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」

行政対応特研 15. 2.20 農業環境技術研究所

「農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等の開発に関する研究」

運営費交付金 15. 2.20 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J

高度化事業 15. 2.21 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」

地球環境総合(環境省) 15. 2.21 農業環境技術研究所

「地球温暖化の生物園への影響、適応、脆弱性評価に関する研究」

行政対応調査研究 15. 2.27 農業環境技術研究所

「不測時の食料安全保障確立のための調査研究」

環境研究 15. 2.27 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J(耕地・森林)

環境研究 15. 2.28 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J(カドミウム)

地球環境総合(環境省) 15. 2.28 農業環境技術研究所

「砂漠化指標による砂漠化の評価とモニタリングに関する総合的研究」

地球環境総合(環境省) 15. 3. 5 農業環境技術研究所

「流域の物質循環調査に基づいた酸性雨による生態系の酸性化および富栄養

化の評価手法に関する研究」

運営費交付金 15. 3. 7 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J

運営費交付金 15. 3.10 農業環境技術研究所

「環境負荷低減のための革新的農業技術の開発J
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会議・研究会名 開催期日 開催場所 備考

0その他

第 2回環境研究機関連絡会 14. 5.28 国立環境研究所

環境研究 3所連絡会 14. 9.10~ 9.11 瀬戸内海区水産研究所

第 3回環境研究機関連絡会 14.10. 3 国立環境研究所

第 4回環境研究機関連絡会 14.12.17 農業環境技術研究所

平成14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 15. 2. 7 農林水産省

2 .海外出張

氏名 所属 活動内容 期間 備考

米村正一郎|地球環境部

出張先

ドイツ 生態系と大気の聞の大気微量物質の交換過程に関す 1 14. 3.26 1 若手研究者海外派遣

社 明遠|地球環境部

David 地球環境部

SPRAGUE 

中国

アメリカ

る研究 1 ~15. 9.25 I 日本学術振興会

地表面条件と風送ダスト発生の関係解明に関する調 14.4. 4 I要請出張

査研究 I ~14. 4.25 I理化学研究所

アメリカ自然人類学会に出席 14. 4. 9 I研究推進費
~14. 4.15 

吉本真由美|地球環境部 |中国 I r大気 COzの増加が生産力と水利用に及ぼす影響の I 14. 4.10 I交付金プロジ、エクト

予測」に関する調査研究 I ~14. 4.20 

鈴木 文彦|生物環境安全部 |アルゼンチン I PCR法による大豆急性枯死症の発病機構の解明に I 14. 4.24 I要請出張

岡 三徳、|生物環境安全部 |韓国

関する調査研究 I ~14. 5.22 I JIRCAS 

遺伝子組換え体の環境安全性評価セミナーへの参加 I 14. 4.28 I要請出張
~14. 4.30 I韓国生物科学・工学

研究所

小林 和彦|地球環境部 |中国 I r大気 COzの増加が生産力と水利用に及ぼす影響の I 14. 5.14 I交付金プロジ、エクト
予測Jに関する調査研究 1 ~14. 5.22 

須藤重人|地球環境部 |インドネシア |町T(環境化学と毒物学に関する国際会議)川 14. 5山究推進費
に出席 I ~14. 5.23 

松本直幸|生物環境安全部 |トルコ |第 7回植物病原菌生物跡ワーキン山一プ会議 I 14. 5山 究 推 進 費
に出席 I ~14. 5.28 

西村 誠一|地球環境部 |中国 | 温帯高山草原生態系における炭素動態と温暖化影響 I14. 5.24 I要請出張

社 明遠|地球環境部 中国

荒城雅昭|生物環境安全部 |スペイン

吉田 睦浩|生物環境安全部 |スペイン

長谷部亮|化学環境部 |ノルウェー

星野 裕子|生物環境安全部 |ノルウェー

岡本勝男|地球環境部 |ポルトガル

陽 捷行|理事長 中国

陽 捷行!理事長 中国

の解明に関する研究 I ~14. 6. 3 I国立環境研究所

第12回水土保全学会国際大会に出席

第 4回国際線虫学会に出席

第 4回国際線虫学会に出席

14. 5.26 I研究推進費
~14. 5.31 

14. 6. 7 I研究推進費
~14. 6.16 

14. 6. 7 I研究推進費
~14. 6.16 

第 7回細菌遺伝学・生態学シンポジウムに出席 1 14. 6.141 研究推進費
~14. 6.20 

第 7回細菌遺伝学・生態学シンポジウムに出席 1 14. 6.141研究推進費
~14. 6.20 

危機解析と災害軽減におけるコンピュータ・シミュ 1 14. 6.18 1要請出張
レーションに関する国際学会に出席 I ~14. 6.23 I東京大学

日中国交正常化30周年記念農業シンポジウム及び日 I 14. 6.26 I要請出張

中農業技術研究開発センター開所式に出席 I ~14. 6.29 I JIRCAS 

東アジアにおける農業問題に関する共同研究のため 1 14. 7. 2 I研究推進費
のMOU締結 I ~14. 7. 5 
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氏名|所属 出張先

林 陽生!地球環境部 中国

岡 三徳|生物環境安全部 |中国

渡辺 薫|総務部 |中国

社 明遠|地球環境部 |中国

David 地球環境部
SPRAGUE 

イギリス

農業環境技術研究所年報平成14年度

活動内容

東アジアにおける農業問題に関する共同研究のため
のMOU締結

期間| 備考

14. 7. 2 I研究推進費
~14. 7. 5 

東アジアにおける農業問題に関する共同研究のため I 14. 7. 2 I研究推進費
のMOU締結 1 ~14. 7. 5 

束アジアにおける農業問題に関する共同研究のため I 14. 7. 2 I研究推進費
のMOU締結 1 ~14. 7. 5 

地表面条件と風送ダスト発生の関係解明に関する調 1 14. 7. 5 1文科省

査研究 I ~14. 7.26 I総合研究

南東イングランド地域農村景観に関する調査と情報 1 14.7.111農水省

収集 1~14. 7.191環境研究

須藤重人|地球環境部 インドネシア |大気浮遊粒子観測及び、バイオマス燃焼調査 14.7.131要請出張

~14. 7.26 1科学技術振興事業団

吉本真由美|地球環境部 中国 |高 COz濃度下の中国の水田生態系における群落微気 1 14. 7.141文科省

宮田 明|地球環境部 アメリカ

吉田 重信|農業環境インベン|アメリカ
トリーセンター

白戸康人|地球環境部 |中国

大黒 俊哉|生物環境安全部 |中国

藤原英司|環境化学分析セン|中国
ター

堀尾 剛 l化学環境部 スイス

大津和久|化学環境部 スイス

高木和広|化学環境部 スイス

段 照沫|環境化学分析セン|スイス
ター

小原裕三|化学環境部 スイス

三輪哲久|地球環境部 アメリカ

清家伸康|化学環境部 スペイン

桑原雅彦!化学環境部 スJてイン

三島慎一郎|化学環境部 韓国

大浦典子|地球環境部 韓国

三輪哲久|地球環境部 アメリカ

象の観測研究 1~14. 7.221科研費

iCOP6の政府間協議を支援する生態系温室効果ガ I 14. 7.25 I研究推進費
ス収支データの蓄積とデータベースの展開に関する 1 ~14. 8. 3 
研究」に関わる現地調査

アメリカ植物病理学会大会に出席 14. 7.26 I研究推進費
~14. 8. 2 

「中国における砂漠化に伴う環境資源変動評価のた 1 14. 8. 2 1 環境省
めの指標開発に関する研究Jに係る研究打ち合わせ 1~14. 8.22 1地球環境
および現地調査

「中国における砂漠化に伴う環境資源変動評価のた 1 14. 8. 2 1 環境省
めの指標開発に関する研究Jに係る研究打ち合わせ 1~14. 8.22 1地球環境
および現地調査

日中共同シンポジウム「中国内モンゴルの草原荒漠 1 14. 8. 2 I研究推進費
化とその防止対策Jに出席 1 ~14. 8.22 

第10回IUPAC国際農薬化学会議に出席

第10回IUPAC国際農薬化学会議に出席

第10回IUPAC国際農薬化学会議に出席

第10回IUPAC国際農薬化学会議に出席

14. 8. 3 I研究推進費
~14. 8.10 

14. 8. 3 I研究推進費
~14. 8.10 

14. 8. 3 I研究推進費
~14. 8.10 

14. 8. 3 I研究推進費
~14. 8.10 

第10回IUPAC国際農薬化学会議に出席 1 14. 8. 3 1研究交流促進法第 5
~14. 8.11 1条

第 3回多重比較国際会議に出席 1 14. 8. 4 1研究交流促進法第 5
~14. 8. 7 I条

第22回国際ハロゲン化環境有機汚染物質および残留 1 14. 8. 9 1研究推進費
性有機汚染物質に関するシンポジウムに出席 1 ~14. 8.18 

第22回国際ハロゲン化環境有機汚染物質および残留 I 14. 8. 9 I研究推進費
性有機汚染物質に関するシンポジウムに出席 1 ~14. 8.18 

国際生態学会に出席 I 14. 8.11 I研究推進費
~14. 8.17 

国際生態学会に出席 I 14. 8.11 I研究推進費
~14. 8.17 

2002年度アメリカ統計関係合同学会に出席 I 14. 8.11 I研究交流促進法第 5
~14. 8.17 I条



氏名 所属

三中信宏|地球環境部

横沢正幸|地球環境部

上沢正志|化学環境部

江口定夫|化学環境部

中野恵子|化学環境部

加藤英孝|化学環境部

牧野知之|化学環境部

斎藤元也|地球環境部

織田久男|化学環境部

川崎 晃|化学環境部

新藤純子|地球環境部
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出張先 活動内容 期間 備考

フィンランド |第21回ウイリ・ヘニッグ学会に出席 I 14. 8.11 I研究交流促進法第 5
~14. 8.17 I条

韓国 |土壌系炭素循環過程のモデル化に関する研究打ち合 14.8.11 I文科省

タイ

タイ

タイ

タイ

タイ

わせおよび現地調査 I ~14. 8.18 I総合研究

第17回国際土壌科学会議に出席

第17回国際土壌科学会議に出席

第17回国際土壌科学会議に出席

第17回国際土壌科学会議に出席

第17回国際土壌科学会議に出席

14. 8.14 1研究推進費
~14. 8.21 

14. 8.141研究推進費
~14. 8.21 

14. 8.141研究推進費
~14. 8.21 

14. 8.141研究推進費
~14. 8.22 

14. 8.161研究推進費
~14. 8.21 

韓国、タイ、中 l衛星情報のリアルタイム解析のための要因技術及び 14.8.15 I農水省

国 |システム設計 I ~14. 8.28 I行政対応調査研究

タイ

タイ

イギリス

第17回国際土壌科学会議に出席

第17回国際土壌科学会議に出席

第4回生態系の挙動に関する国際会議に出席

14. 8.16 1研究推進費
~14. 8.22 

14. 8.161研究推進費
~14. 8.22 

14. 8.17 1研究推進費
~14. 8.24 

中井 信!農業環境インベン lタイ 第17回国際土壌科学会議に出席 14. 8.17 1研究推進費
~14. 8.28 トリーセンター

小林和彦|地球環境部 中国

吉本真由美|地球環境部 中国

社 明遠|地球環境部. 中国

谷山 一郎|地球環境部 中国

西森基貴|地球環境部 中国

大野宏之|地球環境部 中国

横沢正幸|地球環境部 中国

鳥谷 均|地球環境部 中国

林 陽生|地球環境部 中国

三中信宏|地球環境部 ギリシャ

松尾和人|生物環境安全部 |台湾

中国の開放系大気 C02増加水田におけるイネの穂の I 14. 8.23 I農水省

熱収支観測 I ~14. 9. 7 I環境研究

高 C02濃度下の中国の水田生態系における群落微気 I 14. 8.23 I文科省
象の観測研究 I ~14. 9. 7 I科研費

「温帯高山草原生態系における生物気象環境の時間 I 14. 8.23 I環境省
的空間的変動の解明」に関する調査研究 I ~14. 9.12 I地球環境

「環境変動が土壌侵食・塩類化等の土壌劣化に及ぼ I 14. 8.28 I交付金プロジ、エクト
す影響の解明」に関する調査研究 I ~14. 9.11 

「大気海洋結合モデル及び統計的手法を用いた高精 I 14. 8.28 I交付金プロジ、エクト
度の気候変動予測」に関する調査研究 I ~14. 9.11 

「地球温暖化の生物圏への影響、適応、脆弱性評価 14.8.29 I環境省
に関する研究」に係る現地調査 I ~14. 9.17 I地球環境

中国における温暖化による農業生産力の変動予測に I 14. 9. 1 I農水省
必要なモデル化、データ収集に関する研究打ち合わ I~14. 9.11 I環境研究
せおよび現地調査

中国における農業気象災害の早期予測・警戒システ I14. 9. 2 I要請出張
ムの技術開発に関する調査 I ~14. 9.14 I農林水産技術会議事

務局

モンスーンアジアの気候の変動解析とデータベース I 14. 9. 5 I要請出張
構築 I ~14. 9.11 I京都大学

第 6回国際系統進化学会に出席 14. 9. 7 1研究推進費
~14. 9.19 

国際ワークショップ「遺伝子組換え農作物に関する 14.9. 9 I要請出張
影響と生物安全性jに出席 I ~ 14. 9. 14 I FFTC 
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氏名 所属 備考出張先 活動内容 期間

川崎 晃|化学環境部

井上吉雄|地球環境部

酒井英光|地球環境部

斎藤元也|地球環境部

八木一行 l地球環境部

鈴木克拓|化学環境部

中島泰弘|化学環境部

今井秀夫|化学環境部

岡本勝男!地球環境部

谷山 一郎|地球環境部

マレーシア

スペイン

中国

ギリシャ

ギ、リシャ

デンマーク

ギ、リシャ

アメリカ

ギ、リシャ

フランス

段 照沫|環境化学分析セン|韓国
ター

石井英夫|化学環境部

阿江教治 1化学環境部

David 地球環境部

SPRAGUE 

小林和彦|地球環境部

インド

ブラジル

ノルウェー

インド

岡 三徳|生物環境安全部 |中国

松尾和人|生物環境安全部 |中国

八木一行|地球環境部 |オランダ

大倉利明|農業環境インベン|カナダ
トリーセンター

中谷至伸|農業環境インベン|タイ
トリーセンター

中井 信|農業環境インベン!パキスタン
トリーセンター

斎藤雅典|化学環境部

長谷部亮 i化学環境部

中国

マレーシア未利用資源飼料化計画における製品の安 I 14. 9.11 I要請出張
全性評価及び有害物質分析 I ~14.10. 9 I JICA 

国際シンポジウム「定量化リモートセンシングの最 14.9.14 I研究推進費
先端Jに出席 I ~14. 9.21 

第24回国際稲研究会議に出席 1 14. 9.151研究推進費
~14. 9.20 

OECD農業と環境のためのリモートセンシングワー I14. 9.16 I要請出張

クショップに出席 I ~14. 9.24 I OECD食料・農業・

水産局

第10回国際気象大気科学協会/第 7回国際地球大気 I 14. 9.16 I研究推進費
化学プロジェクト合同会議に出席 I ~14. 9.27 

土壌・堆積物中でのコロイドと汚染物質のコロイド 14.9.17 I研究交流促進法第 5
促進輸送に関する国際ワークショップに出席 I ~14. 9.22 I条

第10回国際気象大気科学協会/第 7回国際地球大気 I 14. 9.20 I研究推進費
化学プロジェクト合同会議に出席 I ~14. 9.28 

有機農業に関する OECDワークショップに出席 I 14. 9.21 I要請出張

~14. 9.28 I農林水産省

「炭素循環に関するグローバルマッピングとその高 I14. 9.21 I文科省
度化に関する国際共同研究」に関する情報収集 I ~14. 9.29 I総合研究

「農村地域からの温室効果ガス排出量の制御可能性 I 14. 9.23 I環境省
とその効果の国際分析」に関する調査 I ~14. 9.29 I地球環境
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診断 I ~14.10.28 I JIRCAS 

OECD農業景観指標専門家会合に出席 14.10. 51研究推進費
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イネ・コムギ コンソーシアム研究計画ワーク I14.10. 6 I要請出張
ショップに出席 I ~14.10.12 Iイネ・コムギコン

ソーシアム

第 7回遺伝子組換え生物の安全性に関する国際シン I 14.10.10 I研究推進費
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氏名 所属 出張先 活動内容
3
4
.

，e 
R
作

日
川

H
M
F
 

備考

土屋健一|生物環境安全部 |タイ 第 1回国際熱帯。亜熱帯植物病理学会議参加 1 14.11. 41研究推進費

~14.11.10 

小原裕三|化学環境部 |アメリカ

今井秀夫|化学環境部 |韓国

2002年度臭化メチルの代替技術と放出抑制に関する I 14.11. 5 I研究推進費

国際研究会議に出席 I ~14.11.11 

「農業生態系における水質保全とその環境影響評価J1 14.11.13 1研究推進費

(日韓共同研究)に係わる打ち合わせ I ~14.11.16 

上沢正志|農業環境インベン|韓国

トリーセンター
「農業生態系における水質保全とその環境影響評価JI 14.11.13 I研究推進費

(日韓共同研究)に係わる打ち合わせ I ~14.11.16 

小川 恭男|生物環境安全部 |韓国 「農業生態系における水質保全とその環境影響評価JI 14.11.13 I研究推進費

(日韓共同研究)に係わる打ち合わせ I ~14.11.16 

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JI 14.11.13 I研究推進費

(日韓共同研究)に係わる打ち合わせ I ~14.11.16 

遠藤正造|化学環境部 韓国 「農業生態系における水質保全とその環境影響評価JI 14.11.13 I研究推進費

(日韓共同研究)に係わる打ち合わせ I ~14.11.16 

石原 悟!化学環境部 アメリカ 北アメリカ第23回環境化学毒性学会に出席 14.11.151 研究推進費
~14.11.22 

石郷岡康史|地球環境部 |中国 中国における気象災害等の実態及び早期予測の研究 14.11.19I要請出張

動向に関する調査 I ~14.11.27 I JIRCAS 

藤井義晴|生物環境安全部 |ベトナム ムクナの栽培に関する技術指導 14.11.19 I受託出張

~14.11.30 I ICA文化協会

David 地球環境部

SPRAGUE 
アメリカ アメリカ人類学会第101回大会に出席 14.11.20 I研究交流促進法第 5

~14.11.26 I条

小林和彦|地球環境部 中国 日本一中国環境フォーラムに出席 14.12. 3 ，研究推進費
~14.12. 7 

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および現地調査 14.12.19 I環境省

~14.12.24 I地球環境

同本勝男|地球環境部 中国 「炭素循環に関するグローバルマッピングとその高 14.12.19I文科省

度化に関する国際共同研究」に関する情報収集 I ~14.12. 24 I総合研究

「温帯高山草原生態系における生物気象環境の時間 I 15. 1. 6 I環境省

的空間的変動の解明」に関する調査研究 I ~15. 1.15 I地球環境

社 明遠|地球環境部 中国

牧野 知之|化学環境部 |インドネシア |インドネシアにおける水田土壌及び米穀中のカドミ I15. 1. 8 I要請出張

ウム含量分析・短期派遣専門家 I ~15. 2. 5 I JICA 

大倉 利明|農業環境インベン lフィリピン I rフィリピン農民参加によるマージナルランドの環 15.1.13 I要請出張

トリーセンター 境及び生産管理計画」運営指導調査団 I ~15. 1.25 I JICA 

麓 多門|地球環境部

鳥谷 均|地球環境部 タイ

温暖化と大気 CO2増加が農業生態系に及ぼす影響の I 15. 1.26 I環境省

FACE実験による解明と予測(高 CO2濃度下の水田 I~15. 2.10 I地球環境

土壌のプロセスモデルに関する研究)

農業生産マネージメント的視点から見た気候変動影 I15. 1.27 I文科省

響評価 I ~15. 1.31 I先導的研究

中国における穀物生産の気候変化に対する脆弱性評 I15. 1.30 I環境省

価のために必要なモデル化、栽培試験に関する研究 I~15. 2. 8 I地球環境

打ち合わせ

アメリカ

横沢正幸|地球環境部 中国

鈴木 文彦|生物環境安全部 |ニュージーラン|国際植物病理学会に出席

ド
15. 2. 1 ，研究推進費

~15. 2. 8 

封馬 誠也|農業環境インベン|ニュージーラン|国際植物病理学会に出席

トリーセンター |ド
15. 2. 1 I研究推進費

~15. 2. 8 

篠原 弘亮!農業環境インベン|ニュージーラン l国際植物病理学会に出席
トリーセンター |ド

15. 2. 1 ，研究推進費
~15. 2. 8 
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氏名 所属 出張先 活動内容 期 備考

石井英夫|化学環境部 ニュージーラン|国際植物病理学会に出席 I 15. 2. 1 I研究推進費
ド I~15. 2. 9 

井上吉雄|地球環境部 フランス I I農耕地における炭素収支関連パラメータの評価手 I 15. 2. 1 I文科省
法の開発Jに関する調査研究 I ~15. 2.22 I総合研究

白戸康人|地球環境部 タイ |土壌炭素ブラックスの時空間変動モデルの構築と広 15.2. 2 I環境省
域推定手法の開発 I ~15. 2.11 I地球環境

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 15.2. 6 I文科省
査研究 I ~15. 2.21 I総合研究

井上 聡|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 I 15. 2. 6 I文科省
査研究 I ~15. 2.21 I総合研究

新藤純子!地球環境部 ラオス、タイ |メコン川流域での水需給に関する地上調査および情 15.2. 9 I要請出張
報収集 I ~15. 2.15 I東京大学

岡本勝男|地球環境部 ラオス、タイ |メコン川流域での水需給に関する地上調査および情 15.2. 9 I要請出張
報収集 I ~15. 2.15 I東京大学

鳥谷 均|地球環境部 中国 農業生産マネージメント的視点から見た気候変動影 15.2.10 I文科省
響評価 I ~15. 2.14 I先導的研究

須藤重人|地球環境部 インド、マレー|アジアの農耕地における CH4、N20の発生量の評価 15.2.16 I環境省
シア !とその発生抑制技術の確立に関する研究 I ~15. 2.22 I地球環境

八木一行|地球環境部 中国 アジアの農耕地における CH4、N20の発生量の評価 15.2.17 I環境省
とその発生抑制技術の確立に関する研究 I ~15. 2.21 I地球環境

平舘俊太郎|生物環境安全部 |イギリス アルミニウムに関するキールミーテイングに出席 I 15. 2.21 I研究推進費
~15. 2.27 

陽 捷行|理事長 カンボジア 持続的農業の研究開発に関するシンポジウムに出席 1 15. 2.24 1要請出張
~15. 3. 2 I開国際農業交流・食

糧支援基金

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 15.3.10 I要請出張
に関するワークショップに出席 I ~15. 3.14 I JIRCAS 

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 15.3.10 I要請出張
査研究 I ~15. 3.28 I中国科学院

農業環境への侵入または導入微生物が及ぼす影響に 15.3.14 I要請出張
関する調査研究及び技術指導 I ~15. 3.21 I東京農業大学

松本 直幸|生物環境安全部 |南アフリカ共和|国連環境会議 (UNEP)臭化メチル技術選択肢委員 1 15. 3.141要請出張
国 |会 (MBTOC) に出席 I ~15. 3.25 I農林水産省

土屋健一 l生物環境安全部 |タイ

藤井 義晴|生物環境安全部 |フィリピン
円
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岡本勝男|地球環境部 |中国

中国華北平原(黄河流域)の農業地帯における河川、 15. 3.20 I要請出張
地下水の硝酸濃度測定 I ~15. 3.25 I東京大学

黄河領域での現地調査・測定及び資料収集 15. 3.20 I要請出張
~15. 3.25 I科学技術振興事業団

「土壌侵食・土壌生物多様性指標に関する OECDI 15. 3.24 I要請出張
専門家会合jに出席 I ~15. 3.30 I農林水産省

新藤純子|地球環境部 |中国

斎藤 雅典|化学環境部 |イタリア
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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

0国内

鞘麹目害虫抵抗性トウモロコシ MON863系 船農林水産先端技術産業振 生物環境安全部長、植生研 14. 4. 1 
統の安全性評価に関する研究 興センター、 究グループ、昆虫研究グ ~15. 3.25 

側日本モンサント ループ、組換え体チーム

B.t.遺伝子を導入した害虫抵抗性トウモロ 側農林水産先端技術産業振 生物環境安全部長、植生研 14. 5. 1 
コシの安全性評価に関する研究 興センタ一、 究グループ、昆虫研究グ ~15. 3.25 

附日本モンサント ループ、組換え体チーム

鱗麹日害虫抵抗性トウモロコシ Eventl76の 制農林水産先端技術産業振 生物環境安全部長、植生研 14. 4. 1 
安全性評価に関する研究 興センター、 究グループ、昆虫研究グ ~15. 3.25 

件4$シンジエンタ・シード 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

B. t. Crly 1 F害虫抵抗性、グルホシネート耐 制農林水産先端技術産業振 生物環境安全部長、植生研 14. 5.10 
性トウモロコシ1507系統の安全性評価に関 興センター、 究グループ、昆虫研究グ ~15. 3.25 
する研究 側ダウ・ケミカル日本 ループ、有機化学物質研究

グループ

トウモロコシスクロースリン酸合成酵素遺 (掛農業生物資源研究所 植生研究グループ、微生物・ 14. 4.20 
伝子を導入した組換えバレイショの模擬的 小動物研究グループ ~15. 3.31 
環境における安全性評価

トウモロコシ C4型 PEPC遺伝子を導入した 自由農業生物資源研究所 植生研究グループ、微生物・ 14. 4.20 
組換えイネの隔離ほ場における環境に対す 小動物研究グループ ~15. 3.31 
る安全性評価

循環型生活社会を構築するための植物由来 (械フィルドサイエンス 植生研究グループ 13. 4. 1 文科省・革新的
揮発性生理活性物質の利用 ~15. 3.31 技術開発

アジア域の放射・水収支に及ぼすエアロゾ 科学技術振興事業団 温室効果ガスチーム 12. 4. 3 JST・戦略的基
ルと雲の影響に関する観測的研究 ~15. 3.31 礎研究

LysRタイプ調節因子の結品構造解析 倒産業技術総合研究所 有機化学物質研究グループ 13. 7. 1 
~16. 3.31 

衛星データによる農業モニタリングシステ 宇宙開発事業団 生態システム研究グループ 13.10. 9 
ムの構築 ~16. 3.31 

高機能を有する有機性肥料の開発 側日清製粉 重金属研究グループ 14. 4. 1 農水省・連携実
~16. 3.31 用化研究

植物酵素を利用したダイオキシン類の除去 体制出光興産 有機化学物質研究グルー 14. 4. 1 
技術の開発 プ、ダイオキシンチーム ~15. 3.20 

ダイオキシン類の植物における吸収移行特 岩手県農業研究センター 有機化学物質研究グルー 14. 4. 1 
性の解明 プ、ダイオキシン評価研究 ~15. 3.31 

官、環境化学分析センター

土壌中にあるカドミウムの吸収性に優れた 側植物工学研究所 重金属研究グループ 14. 4. 1 
イネ科等の植物の選抜とカドミウム汚染土 ~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 側興和 有機化学物質研究グループ 14. 4. 1 
オレメデイエーション技術の開発 ~17. 3.31 

凝集剤を利用した水田からの土壌懸濁物質 愛知県農業総合試験場 重金属研究グループ 14. 5. 1 
放出抑制技術の開発 ~15. 3.31 

画像型分光偏光放射計による農業環境計測 側航空宇宙技術研究所 地球環境部長、生態システ 14. 5.27 
手法の研究 ム研究グループ ~17. 3.31 

生分解性イオン交換資材を利用した暗きょ 北海道立中央農業試験場 栄養塩類研究グループ 15. 2. 1 
排水中硝酸性窒素除去技術の開発 ~15. 3.31 
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研究課題 相手機関 所内担当部署 期間 備考

OMOU (協定覚え書き)

アジア・モンスーンの固有な条件下におけ 大韓民国農村振興庁農業科 13.10.31 
る共通した農業と環境の問題の解決に関す 学技術院 ~ 
る研究協力

中国科学院土壌科学研究所と農業環境技術 中国科学院土壌科学研究所 14. 7. 4 
研究所との共同研究の実施 ~ 

(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14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

農業資材審議会特定農薬小委員会、専門委員

組換え微生物のリスク評価に関する W G、委員

農業資材審議会農薬部会、専門委員

地域特産品農薬登録検討会、委員長

組換え植物 W G、委員

組換え微生物のリスク評価に関する WG、委員

ディジタルアーカイブ作業部会、委員

システム整備計画策定W G、委員

農学情報資源システム運営会議、委員

植物防疫に関する技術連絡会議、委員

肥料公定規格設定検討会、委員

硝酸性窒素環境負荷等低減対策事業・高度吸収抑制対策事業成績検討会、委員

各種事業検討会、委員

農業用施設等有害物質実態調査ダイオキシン類拡散対策技術確立調査検討委員会、委員長

水田等を利用した浄化技術検討委員会、委員長

環境省

環境省

環境省

環境省

環境省

環境省

環境省

環境省

環境省

環境省他

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

厚生労働省

人事院

農薬登録保留基準設定技術検討会、委員

中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会、専門委員

登録保留基準設定技術検討会分析法部会、委員

要調査項目評価検討会、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

ダイオキシン類常時監視等データベース構築検討会、委員

温室効果ガス排出算定方法検討会農業分科会、委員

酸性雨対策検討会生態影響分科会、委員

温室効果ガス排出算定方法検討会農業分科会、委員

吸4又源グッドプラクテイスガイダンスタスクフォース、委員

科学技術・学術審議会、専門委員

組換え DNA実験指針植物 W G、委員

総合研究「炭素循環J推進委員会、委員

薬事・食品衛生審議会、専門委員

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬部会、臨時委員

残留農薬安全性評価委員会、委員

厚生科学研究 fWHO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

国家公務員採用 I種試験専門委員、委員

茨城県

埼玉県

埼玉県

北海道

自然共生・環境創造支援調査検討委員会、委員

農産物安全性技術専門委員会、委員

農林試験研究機関等再編・整備検討委員会、委員

エゾシカ保護管理検討会、委員



名古屋大学

(掛国立環境研究所

(~同農業技術研究機構中央農業総合研究センター

畑農業技術研究機構作物研究所

(掛農業技術研究機構動物衛生研究所

(掛農業生物資源研究所

(掛食品総合研究所

側農薬検査所

側肥飼料検査所

生物系特定産業技術研究推進機構

JICA 

宇宙開発事業団

海外環境協力センター

資源・環境観測解析センター

資源・環境観測解析センター

資源探査用観測システム研究開発機構

新エネルギー産業技術総合開発機構 (NEDO)

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一

世界気象機関

関東農政局・東京管区気象台

(財)残留農薬研究所

(財)残留農薬研究所

財)地球科学技術総合推進機構

側)日本下水道協会

(財)日本下水道協会

償却日本下水道協会

(賊日本食品分析センター

(財〉日本食品分析センター

(財)日本土壌協会

(財)日本農業研究所

(間日本農業土木総合研究所

償却日本葉たばこ技術開発協会

備)リモートセンシング技術センター

鮒農林水産技術情報協会

問日本植物防疫協会

側日本植物防疫協会 「

償却日本植物調整剤研究協会」

船日本植物防疫協会 「

側)日本植物調整剤研究協会」

鮒日本動物薬事協会

鮒農林水産航空協会

問林業薬剤協会

(財)日本草地畜産種子協会

側植物ゲノムセンター

環境科学技術研究所

全国野菜需給調整機構

地球科学技術推進機構

日本アイソトープ協会

日本環境衛生センター酸性雨研究センタ一

日本ユネスコ国内委員会

農薬バイオテクノロジー開発技術研究組合

有機質肥料生物活性利用技術研究組合

V.研究ゅ技術協力

難処理人工物研究センター中間評価委員会、委員

地球環境モニタリング・データベース検討会、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

ジーンバンク動物部会、委員

組換え DNA実験安全委員会、委員

調査研究推進委員会、委員

肥料分析標準試料調整委員会、委員

出・融資課題審査専門委員会、委員

フィリピン・農薬モニタリング体制改善計画国内委員会、委員

衛星データ利用推進委員会農業 W G、主査

黄砂問題検討会、委員

SARミッション専門委員会、委員

EOSデータ利用専門委員会、委員

リモートセンシング産業技術動向委員会、委員

産業技術研究助成事業、評価者

STAFFニュースレター編集委員会、委員

「民間結集形アグリビジネス創出技術開発事業」研究推進会議、委員

農業気象委員会、委員

関東地域農業気象協議会、幹事

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、委員

陸分科会及び全球マッピング分科会、委員

再生と利用編集委員会、委員

下水汚泥緑農地利用促進連絡会、委員

下水汚泥利用マニュアル改訂委員会、委員

農作物等有害物質稔合委託事業(ダイオキシン類)に関する検討委員会、委員

農作物等有害物質総合委託事業(重金属)に関する検討委員会、委員

土壌・施肥管理システム開発委員会、委員

環境負荷低減農業技術確立実証事業、委員

物質循環モデル作成委員会、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

環境保全型農業のための先進計測技術の開発委員会、委員

新農薬(生物農薬)実用化試験、委員

環境残留試験委員会、委員

作物残留専門委員会、委員

環境毒性専門委員会、委員

情報化による精密航空防除散布システム開発委員会、委員

調査委員会、委員

飼料作物種子遺伝子検査検討会、委員

組換え DNA実験安全委員会、委員

陸上環境評価委員会、委員

衛星画像処理システム検討会、主査

地球科学技術フォーラム地球観測委員会、委員

ライフサイエンス部会安定同位体委員会、委員

キャッチメント解析手法検討 WG、委員

事前科学省委員会 IHP分科会 W G、委員

技術開発設計監理委員会、委員

実行委員会、委員

97 
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平成14年度 行政機関等が設置する常設委員会委員名簿(個人別一覧表)

用 務 委託者
担当者の所属

氏名
部 グループ等

温室効果ガス排出量算定方法検討会農業分科会、委員 環境省 地球環境部 気象研究グループ長 野内 勇

吸収j原グッドプラクテイスガイダンスタスクフォース、 環境省他 地球環境部 気象研究グループ長 野内 勇
委員

農業気象委員会、委員 世界気象機関 地球環境部 気象研究グループ長 野内 勇

関東地域農業気象協議会、幹事 関東農政局・東京管区 地球環境部 気象研究グループ長 野内 勇
気象台

関東地域農業気象協議会、幹事 関東農政局・東京管区 地球環境部 気象研究グループ 鳥谷 均
気象台

農学情報資源システム運営会議、委員 技会筑波事務所 地球環境部 気象研究グループ 鳥谷 均

SARミッション専門委員会、委員 資源・環境観測解析セ 地球環境部 生態システム研究グ 藤藤元也
ンター ループ長

EOSデータ利用専門委員会、委員 資源・環境観測解析セ 地球環境部 生態システム研究グ 斎藤元也
ンター ループ長

リモートセンシング産業技術動向委員会、委員 資源探査用観測システ 地球環境部 生態システム研究グ 斎藤元也
ム研究開発機構 ループ長

衛星データ利用推進委員会農業 WG、主査 宇宙開発事業団 地球環境部 生態システム研究グ 粛藤元也

ループ長

衛星画像処理システム検討会、主査 全国野菜需給調整機構 地球環境部 生態システム研究グ 藤藤元也
ループ長

総合研究「炭素循環」推進委員会、委員 文部科学省 地球環境部 生態システム研究グ 井上吉雄
ループ

地球科学技術フォーラム地球観測委員会、委員 地球科学技術推進機構 地球環境部 生態システム研究グ 芝山道郎
ループ

酸性雨対策検討会生態影響分科会、委員 環境省 地球環境部 生態システム研究グ 新藤純子
ループ

キャッチメント解析手法検討 WG、委員 日本環境衛生センター 地球環境部 生態システム研究グ 新藤純子
酸性雨研究センター ループ

自然科学小委員会 IHP分科会 WG、委員 日本ユネスコ国内委員 地球環境部 生態システム研究グ 大野宏之
之Z〉3;、 ループ

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
長

吸収源グッドプラクテイスガイダンスタスクフォース、 環境省他 地球環境部 温室効果ガスチーム 八木一行
委員 長

環境負荷低減農業技術確立実証事業、委員 財)日本農業研究所 地球環境部 温室効果ガスチーム 八木一行
長

物質循環モデル作成委員会、委員 側)日本農業土木総合研 地球環境部 温室効果ガスチーム 八木一行
究所 長

吸4又源グッドプラクテイスガイダンスタスクフォース、 環境省他 地球環境部 食料生産予測チーム 谷山一郎
委員 長

物質循環モデル作成委員会、委員 (財)日本農業土木総合研 地球環境部 食料生産予測チーム 谷山一郎
究所 長

陸上環境評価委員会、委員 環境科学技術研究所 地球環境部 食料生産予測チーム 谷山一郎
長

陸分科会及び全球マッピング分科会、委員 側)地球科学技術総合推 地球環境部 食料生産予測チーム 岡本勝男
進機構

衛星リモートセンシング推進委員会、委員 (財)リモートセンシング 地球環境部 食料生産予測チーム 岡本勝男
J支持1センター

吸1又j原グッドプラクテイスガイダンスタスクフォース、 環境省他 地球環境部 食料生産予測チーム 白 戸 康 人
委員



v.研究・技術協力 ハ可
U

Q
d
 

用 務 委託者
担当者の所属

氏名
グループ等

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 ブラックス変動評価 宮田 明
チーム長

組換え DNA実験指針植物 WG、委員 文部科学省 生物環境安全部 部長 岡 三徳

組換え植物 WG、委員 農林水産省技術会議 生物環境安全部 部長 岡 三徳

国家公務員採用 I種試験専門委員、委員 人事院 生物環境安全部 植生研究グループ 池田浩明

自然共生・環境創造支援調査検討委員会、委員 茨城県 生物環境安全部 植生研究グループ 大黒俊哉

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

産業技術研究助成事業、評価者 新エネルギー産業技術 生物環境安全部 植生研究グループ 平舘俊太郎
総合開発機構 (NEDO)

植物防疫に関する技術連絡会議、委員 農林水産省生産局植物 生物環境安全部 見虫研究グループ長 松井正春
防疫課

新農薬(生物農薬)実用化試験、委員 側日本植物防疫協会 生物環境安全部 見虫研究グループ長 松井正春

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 昆虫研究グループ長 松井正春

国家公務員採用 I種試験専門委員、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、委員 北海道 生物環境安全部 見虫研究グループ 山村光司

飼料作物種子遺伝子検査検討会、委員 (財)日本草地畜産種子協 生物環境安全部 見虫研究グループ 山村光司
~ 、

組換え微生物のリスク評価に関する WG、委員 農林水産省技術会議 生物環境安全部 微生物・小動物研究 土屋健一
グループ

組換え体植物 WG、委員 農林水産省技術会議 生物環境安全部 組換え体チーム長 松尾和人

農薬登録保留基準設定技術検討会、委員 環境省 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
ループ長

薬事・食品衛生審議会、専門委員 厚生労働省 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
ループ長

厚生科学研究 IWHO飲料水水質ガイドライン改定等に 厚生労働省 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
対応する水道における化学物質に関する研究」委員会、 ループ長
委員

農業資材審議会特定農薬小委員会、専門委員 農林水産省 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
ループ長

科学技術・学術審議会、専門委員 文部科学省 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
ループ長

農産物安全性技術専門委員会、委員 埼玉県 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
ループ長

農林試験研究機関等再編・整備検討委員会、委員 埼玉県 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
ループ長

難処理人工物研究センター中間評価委員会、委員 名古屋大学 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
ループ長

革新的農薬廃液処理技術検討会、座長 (賊残留農薬研究所 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
ループ長

内分泌かく乱(水生生物)影響判別試験技術確立委員会、 (財)残留農薬研究所 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
委員 ループ長

農作物等有害物質総合委託事業(ダイオキシン類)に関 (財)日本食品分析セン 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
する検討委員会、委員 ター ループ長
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用 務 委託者
担当者の所属

氏名
部 グループ等

環境残留試験委員会、委員 船日本植物防疫協会・ 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
働)日本植物調整剤研究 ループ長
協会

環境毒性専門委員会、委員 鮒日本動物薬事協会 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
ループ長

情報化による精密航空防除散布システム開発委員会、委 間農林水産航空協会 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
員 ループ長

調査委員会、委員 鮒林業薬剤協会 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
ループ長

調査研究推進委員会、委員 (独)農薬検査所 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
ループ長

フィリピン・農薬モニタリング体制改善計画国内委員 JICA 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
β五、、 女ョEと貝口 ループ長

技術開発設計監理委員会、委員 農薬バイオテクノロ 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
ジー開発技術研究組合 ループ長

たばこ耕作資材委託試験成績中間検討会、委員 償却日本葉たばこ技術開 化学環境部 有機化学物質研究グ 遠藤正造
発協会 ループ

組換え DNA実験安全委員会及び組換え体利用に関する 作物研究所 化学環境部 有機化学物質研究グ 長谷部亮
業務安全委員会、委員 ループ

組換え DNA実験安全委員会及び組換え体利用に関する 中央農業総合研究セン 化学環境部 有機化学物質研究グ 長谷部亮
業務安全委員会、委員 ター ループ

組換え微生物のリスク評価に関する WG、委員 農林水産省 化学環境部 有機化学物質研究グ 長谷部亮
ループ

産業技術研究助成事業、評価者 新エネルギー産業技術 化学環境部 有機化学物質研究グ 長谷部亮
総合開発機構 (NEDO) ループ

STAFFニュースレター編集委員会、委員 農林水産先端産業振興 化学環境部 有機化学物質研究グ 長谷部亮
センター ループ

「民間結集形アグリビジネス創出技術開発事業」研究推 農林水産先端産業振興 化学環境部 有機化学物質研究グ 長谷部亮
進会議、委員 センター ループ

実行委員会、委員 有機質肥料生物活性不Ij 化学環境部 有機化学物質研究グ 長谷部亮
用技術研究組合 ループ

組換え DNA実験安全委員会、委員 側植物ゲノムセンター 化学環境部 有機化学物質研究グ 長谷部亮
ループ

組換え DNA実験安全委員会、委員 動物衛生研究所 化学環境部 有機化学物質研究グ 小川直人
ループ

肥料公定規格設定検討会、委員 農林水産省生産局生産 化学環境部 重金属研究グループ 樋口太重
資材課 長

硝酸性窒素環境負荷等低減対策事業・高度吸収抑制対策 農林水産省生産局生産 化学環境部 重金属研究グループ 樋口太重
事業成績検討会、委員 資材課 長

農作物等有害物質総合委託事業(重金属)に関する検討 (財)日本食品分析セン 化学環境部 重金属研究グループ 樋口太重
委員会、座長 ター 長

肥料分析標準試料調整委員会、委員 。同肥飼料検査所 化学環境部 重金属研究グループ 樋口太重
長

再生と利用編集委員会、委員 (賊日本下水道協会 化学環境部 重金属研究グループ JII崎 晃

各種事業検討会、委員 農林水産省生産局土壌 化学環境部 重金属研究グループ 菅原和夫
保全班

農作物等有害物質総合委託事業(重金属)に関する検討 (賊日本食品分析セン 化学環境部 重金属研究グループ 阿江教治
委員会、委員 ター

下水汚泥利用マニュアル改訂委員会、委員 側)日本下水道協会 化学環境部 栄養塩類研究グルー 斎藤雅典
プ長

実行委員会第 2分科会、副座長 有機質肥料生物活性利 化学環境部 栄養塩類研究グルー 粛藤雅典
用技術研究組合 プ長



V.研究・技術協力 101 

用 務 委託者
担当者の所属

氏名
音B グループ等

下水汚泥緑農地利用促進連絡会、委員 備)日本下水道協会 化学環境部 栄養塩類研究グルー 井上恒久
ブ

ライフサイエンス部会安定同位体委員会、委員 日本アイソトープ協会 化学環境部 ダイオイキシンチー 上垣隆一
ム

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 ダイオイキシンチー 清家仲康
ム

ダイオキシン類常時監視等データベース構築検討会、委 環境省 化学環境部 ダイオイキシンチー 清家伸康
貝 ム

農業用施設等有害物質実態調査:ダイオキシン類拡散対 農林水産省農村振興局 農業環境インベン センター長 上沢正志
策技術確立調査検討委員会、委員長 トリーセンター

水田等を利用した浄化技術検討委員会、委員長 農林水産省農村振興局 農業環境インベン センター長 上沢正志
トリーセンター

環境負荷低減農業技術確立実証事業、企画委員 (財)日本農業研究所 農業環境インベン センター長 上沢正志
トリーセンター

環境保全型農業のための先進計測技術の開発委員会、委 制農林水産技術情報協 農業環境インベン センター長 上沢正志
貝 βA 、 トリーセンター

再生と利用編集委員会、委員 (財)日本下水道協会 農業環境インベン センター長 上沢正志
トリーセンター

下水汚泥利用農地・緑地利用マニュアル編集委員会、委 (財)日本下水道協会 農業環境インベン センター長 上沢正志
員 トリーセンター

出・融資課題審査専門委員会、委員 生物系特定産業技術研 農業環境インベン 土壌分類研究室 中井
究推進機構 トリーセンター

ディジタルアーカイブ作業部会、委員 農林水産省技術会議 農業環境インベン 土壌分類研究室 中井
トリーセンター

システム整備計画策定 WG、委員 農林水産省技術会議 農業環境インベン 土壌分類研究室 中井
トリーセンター

土壌・施肥管理システム開発委員会、委員 (財日本土壌協会 農業環境インベン 土壌分類研究室 中井
トリーセンター

組換え DNA実験安全委員会、委員 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
トリーセンター

国家公務員採用 I種試験専門委員、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

植物防疫に関する技術連絡会議、委員 農林水産省生産局植物 農業環境インベン 微生物分類研究室 封馬誠也
防疫課 トリーセンター

中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会、専門委員 環境省 環境化学分析セン センター長 石井康雄
ター

登録保留基準設定技術検討会分析法部会、委員 環境省 環境化学分析セン センター長 石井康雄
ター

要調査項目評価検討会、委員 環境省 環境化学分析セン センター長 石井康雄
ター

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬部会、臨時委 厚生労働省 環境化学分析セン センター長 石井康雄
貝 ター

残留農薬安全性評価委員会、委員 厚生労働省 環境化学分析セン センター長 石井康雄
ター

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 センター長 石井康雄
ター

地域特産品農薬登録検討会、委員長 農林水産省 環境化学分析セン センター長 石井康雄
ター

作物残留専門委員会、委員 何日本植物防疫協会・ 環境化学分析セン センター長 石井康雄
(財)日本植物調整剤研究 ター

協会
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2 )国際機関への協力

内 容 期間 場所 所属 氏名

OECD農業と環境のためのリモートセンシングワーク 14. 9.16 ギリシャ 地球環境部 粛藤元也

ショップに出席 ~14. 9.24 (キフィシア)

OECD有機農業に関するワークショップに出席 14. 9.21 アメリカ 化学環境部 今井秀夫
~14. 9.28 (ワシントン)

OECD農業景観指標専門家会合に出席 14.10. 5 ノルウェー 地球環境部 David Sprague 
~14.10.11 (オスロ)

IGBP-IHDPワークショップに出席 14.10.10 オランダ 地球環境部 八木一行
~14.10.17 (ビルトーヴェン)

OECD農地の土壌有機炭素指標に関する専門家会合に出席 14.10.14 カナダ 農業環境インベン 大倉利明

~14.10.20 (オタワ) トリーセンター

国連環境会議 (UNEP)臭化メチル技術選択枝委員会 15. 3.14 南アフリカ共和国 生物環境安全部 松本直幸

(WBTOC)に出席 ~15. 3.25 (ケープタウン)

OECD土壌侵食・土壌生物多様性指標に関する専門家会合 15. 3.24 イタリア 化学環境部 粛藤雅典

に出席 ~15. 3.30 (ローマ)

一一一

3 )研究会等への講師派遣

氏名 所 属 講師派遣の内容 依頼者 期間

藤井義晴 生物環境安全部植生研究グループ 南部アフリカ地域特設野菜・畑作技術コー 国際協力事業団 14. 4.25 
ス講師

大谷 卓 化学環境部ダイオキシンチーム長 平成14年度 I種試験採用者専門研修講師 農林水産技術会議事務局 14. 4.15 

今井 秀 夫 化学環境部長 平成14年度 I種試験採用者専門研修講師 農林水産技術会議事務局 14. 4.16 

中井 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 家畜改良センター 14. 5.14 
土壌分類研究室長 ~14. 5.15 

神田健一 化学環境部栄養塩類研究グループ 平成14年度一般職員行政基礎研修講師 農林水産研修所 14. 6. 6 
~14. 6. 7 

鳥谷 均 地球環境部気象研究グループ 平成14年度一般職員行政基礎研修講師 農林水産研修所 14. 6. 7 

井上恒久 化学環境部栄養塩類研究グループ 平成14年度一般職員行政基礎研修講師 農林水産研修所 14. 6.12 

上路雅子 化学環境部有機化学物質研究グ 第25回消費生活大学講座講師 側食品科学広報センター 14. 6.11 
ループ長 ~14. 6.12 

岡 三徳 生物環境安全部長 公開シンポジウム講師 国立民族学博物館 14. 6.15 
~14. 6.16 

上 路 雅 子 化学環境部有機化学物質研究グ 平成14年度農薬安全使用講習会講師 社団法人福井県植物防疫協会 14. 7.10 
ループ長 ~14. 7.11 

上路雅子 化学環境部有機化学物質研究グ 「農薬の安全性を考える」講師 神崎町廃プラスチック対策協議 14. 7.24 
ループ長 ふエミ、

上 路 雅 子 化学環境部有機化学物質研究グ 暮らしのミニ講座講師 制食品科学広報センター 14. 7.25 
ループ長

大倉利明 農業環境インベントリーセンター 平成14年度 JICA土壌診断環境保全コース 社団法人北方圏センタ一帯広国 14. 8. 1 
土壌分類研究室 講師 際センター

荒城雅昭 生物環境安全部微生物・小動物研 平成14年度植物防疫官専門研修講師 横浜植物防疫所 14. 8.21 

究グループ

土屋健一 生物環境安全部微生物・小動物研 平成14年度植物防疫官専門研修講師 横浜植物防疫所 14. 8.26 

究グループ
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氏名 所 属 講師派遣の内容 依頼者 期間

井上吉雄 地球環境部生態システム研究グ 平成14年度土壌肥料研究会講師 独立行政法人農業技術研究機構 14. 9. 5 
ループ 東北農業研究センター

鳥谷 均 地球環境部気象研究グループ 平成14年度一般職員行政基礎研修講師 農林水産研修所 14.10. 2 

井 上 恒 久 化学環境部栄養塩類研究グループ 平成14年度一般職員行政基礎研修講師 農林水産研修所 14.10. 9 

神田健一 化学環境部栄養塩類研究グループ 平成14年度 A般職員行政基礎研修講師 農林水産研修所 14.10.10 
~14.10.11 

三中信宏 地球環境部生態システム研究グ 平成14年度都道府県農林水産関係研究員短 独立行政法人農業生物資源研究 14.10. 8 
ループ 期集合研修講師 所 ~14.10.11 

封馬誠也 農業環境インベントリーセンター 平成14年度成果発表会講師 独立行政法人農業技術研究機構 14.10. 9 
微生物分類研究室長 東北農業研究センター ~14.10.10 

上路雅子 化学環境部有機化学物質研究グ 平成14年度漁場環境保全関係試験研究推進 独立行政法人水産総合研究セン 14.10.23 
ループ長 会議有害物質部会講師 ター瀬戸内海区水産研究所

上路雅子 化学環境部有機化学物質研究グ 平成14年度フォーラム講師 社団法人農林水産技術情報協会 14.10.28 
ループ長

樋口太重 化学環境部重金属研究グループ長 平成14年度フォーラム講師 社団法人農林水産技術情報協会 14.10.28 

鳥谷 均 地球環境部気象研究グループ 第82囲気候変動対策関係省庁連絡会講師 気象庁気候・海洋気象部長 14.10.30 

織田久男 化学環境部重金属研究グループ 佐賀バイオシンポジウム講師 九州バイオテクノロジー研究会 14.11.12 
~14.11.13 

三中信宏 地球環境部生態システム研究グ 平成14年度数理統計短期集合研修講師 農林水産技術会議事務局 14.11.11 
ループ ~14.1 1. 13 

廉沢敏弘 企画調整部研究交流科長 平成14年度数理統計短期集合研修講師 農林水産技術会議事務局 14.11.13 

山村光司 生物環境安全部昆虫研究グループ 平成14年度数理統計短期集合研修講師 農林水産技術会議事務局 14.11.14 
~14.1 1. 21 

横沢正幸 地球環境部食料生産予測チーム 平成14年度数理統計短期集合研修講師 農林水産技術会議事務局 14.11.19 

新藤純子 地球環境部生態システム研究グ 平成14年度数理統計短期集合研修講師 農林水産技術会議事務局 14.11.20 
ループ

林 陽生 地球環境部長 施設園芸新技術セミナー講師 社団法人日本施設園芸協会 14.11.12 

林 陽生 地球環境部長 第13回アジア農業シンポジウム講師 九州東海大学 14.11.27 
~14.1 1. 29 

野内 勇 地球環境部気象研究グループ長 放射線安全研究センターシンポジウム講師 独立行政法人放射線医学総合研 14.12. 2 
究所

David 地球環境部生態システム研究グ COE成果発表シンポジウム講師 京都大学東南アジア研究セン 14.12. 4 
Sprague ループ ター ~14.12. 6 

松井正春 生物環境安全部昆虫研究グループ 平成14年度植物防疫官専門研修講師 農林水産省横浜植物防疫所 14.12. 9 
長

藤井義晴 生物環境安全部植生研究グループ 平成14年度特産農作物セミナー講師 財団法人日本特産農産物協会 14.12.11 

上路雅子 化学環境部有機化学物質研究グ 「農薬の安全性評価と使用実態J講師 工業技術株式会社 14.12.17 
ループ長

山中武彦 生物環境安全部昆虫研究グループ 平成14年度病害虫防除所職員等中央研修講 農林水産省生産局長 14.12.20 
師

鳥谷 均 地球環境部気象研究グループ 中国次期プロジェクト研究課題化ワーク 独立行政法人国際農林水産業研 15. 1. 9 
ショップ講師 究センター

林 陽生 地球環境部長 平成14年度水産工学関係試験研究推進会議 独立行政法人水産総合研究セン 15. 1.16 
水産基盤部会講師 ター水産工学研究所

小原裕三 化学環境部有機化学物質研究グ 平成14年度 JICA集団研修講師 財団法人日本環境衛生センター 15. 1.30 
ループ



104 農業環境技術研究所年報平成14年度

氏名 所 属 講師派遣の内容 依頼者 期間

田中幸一 生物環境安全部昆虫研究グループ 平成14年度東北農業試験研究推進会議生産 独立行政法人農業技術研究機構 15. 1. 30 
環境推進部会講師 東北農業研究センター ~15. 1.31 

松尾和人 生物環境安全部組換え体チーム長 平成14年度北海道農業試験研究推進会議推 独立行政法人農業技術研究機構 15. 2. 2 
進部会研究会講師 北海道農業研究センター ~15. 2. 4 

阿江教治 化学環境部重金属研究グループ 平成14年度東北農業試験研究推進会議畑作 独立行政法人農業技術研究機構 15. 2. 3 
物部会講師 東北農業研究センター ~15. 2. 4 

八木一行 地球環境部温室効果ガスチーム 平成14年度JICA集団研修講師 財団法人日本気象協会首都圏支 15. 2. 4 
社

林 陽生 地球環境部長 平成14年度 JICA集団研修講師 財団法人日本気象協会首都圏支 15. 2.10 
社

斎 藤 雅 典 化学環境部栄養塩類研究グループ 121世紀の森林資源・生命科学に向けて」 京都大学木質科学研究所 15. 2.24 
長 講師 ~15. 2.25 

(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 酒井 J台 北海道立根釧農業 食料生産予測チーム 傾斜地における養分流出予測 14. 5.27 
試験場 ~14. 9.30 

依頼研究員 小川恭弘 長崎県総合農林試 昆虫生態ユニット 微小害虫の生理活性物質に関する研究 14. 6. 3 
験場 ~14. 8.30 

依頼研究員 稲坂恵美子 鳥取県農業試験場 土壌生化学ユニット 農地への有機物施用が水環境並びに作物 14. 6. 3 
生理に及ぼす影響 ~14. 8.30 

依頼研究員 宮崎成生 栃木県農業試験場 水質保全ユニット 流域における水質浄化機能の評価と養分 14. 6. 3 
管理指針への提言 ~14.11. 29 

依頼研究員 大森誉紀 愛媛県農業試験場 土壌微生物利用ユニット 土壌微生物による環境汚染物質の浄化に 14. 7. 1 
関する研究 ~14. 9.30 

依頼研究員 菅野英二 福島県果樹試験場 微生物分類研究室 果樹から分離される細菌の同定と分離細 14. 9. 2 
菌の有効利用 ~14.11.29 

依頼研究員 前川和正 兵庫県立農林水産 微生物分類研究室 作物上における常在菌の機能に関する研 14.10. 1 
技術総合センター q九hふ ~14.12.27 

依頼研究員 福田秀樹 秋田県病害虫防除 環境化学物質分析研究室 秋田県における水稲玄米の残留農薬の実 14.10. 1 
所 態調査 ~14.12.27 

依頼研究員 半i宰勝拓 福島県農業試験場 水質保全ユニット 栄養塩類の地表面収支に基づく行政区界 14.10. 1 
単位のデータベース構築 ~14.12.27 

依頼研究員 後藤新一 山形県病害虫防除 微生物分類研究室 果樹から分離される微生物の分離・同定 14.11. 1 
所 ~14.12. 27 

依頼研究員 松森 熊本県農業研究セ 養分動態ユニット 栄養塩類の地表面収支に基づく行政区界 14.11. 1 
ンター 単位のデータベース構築 ~15. 1.31 

依頼研究員 伏見典晃 静岡県柑橘試験場 微生物分類研究室 ミカン葉土の微生物の分離同定及び有効 14.12. 2 
利用法の開発 ~15. 2.28 

科学技術特別研 光永貴之 導入昆虫影響ユニット 導入天敵農薬の土着天敵に対する競争能 14. 4. 1 
究員 力評価のための数理生態学的研究 ~14. 9.30 

日本学術振興会 岸本卓治 温室効果ガスチーム DNDCモデルによる日本の耕地土壌か 15. 1. 1 
特別研究員 らの温室効果ガス発生量とその削減可能 ~15. 3.31 

量の予測

STAフェロー Edmond Ranga 食料生産予測チーム 降水量及び気候変動がモンスーンアジア 12. 4.13 
シップ Ranatunge における水稲生産量の変動に及ぼす影響 ~14. 4.12 

JSPS外国人特 Xiangkui Yan 中国甘粛農業大学 土壌生化学ユニット 下水汚泥施用が引き起こす重金属汚染士 14. 3.10 
別研究員 養分動態ユニット 壌の栽培植物による環境修復 ~16. 3. 9 

JSPS外国人特 Shenqiang Wang 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 
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制度名 氏名 期所属 受入研究室 研究課題

JSPS外国人特 IWeiguo Cheng 温室効果ガスチーム
別研究員

JSPS外国人特 IMohamed Faize Iフランス国立農業 l農薬影響軽滅ユニット
別研究員 研究所

JSPS外国人特 IWuyunna 中国内蒙古大学 |食料生産予測チーム
別研究員

JSPS外国 人招 IHyub sung Lee I韓国農村振興庁農|土壌物理ユニット
へい研究者 業科学技術院
(短期)

JSPS外国 人招 IChangsheng Li アメリカニューハ|生態系影響ユニット
へい研究者 ンプシャー大学
(短期)

JSPS外国人招 IGen-xu Wa時 |中国科学院 l大気保全ユニット
へい研究者

(短期)

JSPS外国 人招 IJ.G .Dietrich 
へい研究者 I Werner 
(短期)

安定同位体j去を用いた二酸化炭素の濃度 14.4. 1 

増加が水田土壌からのメタン発生に及ぼ I~16. 3.31 
す影響

植物の生体防御機能の活性化による農薬 14.7.13 
削減技術の開発 I ~16. 7.12 

地球規模の温暖化や降雨変動が束アジア 14.11.26
の食料生産に及ぼす影響の数値予測手法 I~16.11.25 
の開発

水および溶質移動特性による農耕地土壌 14.3. 1 
の分級 I ~14. 4.29 

大気 CO2の増加が農業生態系の炭素・窒 14.3.15 
素循環に及ぼす影響のモデリング I ~14. 5.14 

中国北西部内陸盆地におけるダストス 14.3.28 
トームの発生及びその影響に関する研究 I~14. 6.25 

ドイツフイリップ|栄養塩類研究グループ !アーパスキュラー菌根共生系の分子発生 15. 1. 5 
ス大学 学と生理生態学 I ~15. 3. 3 

JSPS外国 人招 IWarsim Ahmad Iインドアリガー. I線虫・小動物ユニット
へい研究者 ムスリム大学

(長期)

エコフロンテイ IEdmond Ranga 
ア・ブエロー I Ranatunge 

エコブロンテイ IFulu Tao 
ア・ブエロー

外国人招へい研 IAlbert Olioso 
究者

外国人招へい研 IDerek Muir 
究者

農業環境に棲息する土壌線虫の分類・同 14.6.21 
定及び多様性に関する研究 I ~15. 4.19 

ブラックス変動評価チー|束アジア生態系に関する炭素収支観測 14.7. 5 
ム |データの品質の管理及び解析 I ~15. 3.31 

中国農業科学院 |食料生産予測チーム

フランス国立農業|環境計測ユニット

研究機構

カナダ国立水研究|ダイオキシンチーム
所

外国人招へい研 IJong-Guk Kim 韓国国立全北大学|ダイオキシンチーム
究者

外国人招へい研 IKurunthachalam Iアメリカニュー|ダイオキシンチーム

究者 I Kannan ヨーク州立大学
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 へ招人国

者
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外国人招へい研 IWa1ter W. 
究者 I Kovalick， Jr. 

外国人招へい研 IJianyuan Cui 
究者

外国人招へい研 IZhibao Shen 
究者
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刀口1
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人国

者

外
究

外国人招へい研 ITao Wang 
究者

韓国国立毒物学研|ダイオキシンチーム

究所

アメリカ環境保護|ダイオキシンチーム

局

中国科学院

中国科学院

中国科学院

食料生産予測チーム

大気保全ユニット

大気保全ユニット

中国黒竜江省農業|食料生産予測チーム
科学院 | 

中国農業科学院 |食料生産予測チーム

中国科学院 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 14.7.30 
るリスク評価 I ~15. 3.31 

農耕地の炭素収支関連パラメータ評価手 14.12. 1 
法の開発 I ~14.12.11 

「農林水産業におけるダイオキシン類の 14.12.3 
動態と生物影響」に関する国際ワーク I~14.12. 7 
ンヨツブ

「農林水産業におけるダイオキシン類の 14.12.3 
動態と生物影響」に関する国際ワーク I~14.12. 7 

ンヨツフ

「農林水産業におけるダイオキシン類の 14.12.3 
動態と生物影響」に関する国際ワーク I~14.12. 7 
ンヨツフ

「農林水産業におけるダイオキシン類の 14.12.3 
動態と生物影響jに関する国際ワーク I~14.12. 7 
ンヨツフ

「農林水産業におけるダイオキシン類の 14.12.3 
動態と生物影響jに関する国際ワーク I~14.12. 7 

ンヨツブ

中国における砂漠化に伴う環境資源変動 15. 1.15 
評価のための指標開発に関する研究 I ~15. 1.25 

地表面条件と風送ダスト発生の関係解明 15. 1.17 
に関する研究 I ~15. 1.27 

温帯高山草原生態系における生物気象環 15.1.17 
境の時間的空間的変動の解明 I ~15. 1.27 

地球温暖化の生物圏への影響、適応、脆 15.2.10 
弱性評価に関する研究 I ~15. 2.21 

21世紀のアジアにおける科学的陸域炭素 15.2.10 

管理に向けた統合的炭素収支研究 I ~15. 2.21 

21世紀のアジアにおける科学的陸域炭素 15.2.12 
管理に向けた統合的炭素収支研究 I ~15. 2.26 
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制度名 氏名 期間所属 受入研究室 研究課題

。bn
 

a
 

Y
 

研へ招入国
者

外
究

外国人招へい研 IXin Li 
究者

中国内蒙古大学 |食料生産予測チーム

中国科学院

外国人招へい研 IXunhua Zheng 中国科学院
究者

中国における砂漠化に伴う環境資源変動 15.2.17 
評価のための指標開発に関する研究 I ~15. 3. 1 

ブラックス変動評価チー|東アジアモンスーン生態系の炭素固定量 15.2.23 
ム |の十巴握とアジアフラックスネットワーク I ~15. 3. 1 

の確立

ブラックス変動評価チー|束アジアモンスーン生態系の炭素固定量 15.2.23 
ム |のf巴握とアジアブラックスネットワーク I~15. 3. 1 

の確立

外国人招へい研 IKi-cheol Eom 韓国農村振興庁農|地球環境部
究者 業科学技術院

外国人招へい研 IMum-Hwan 
究者 I Koh 

地球環境部

国際ワークショップ「東アジアの農業生 15.3.24 
態系における物質循環と環境影響評価 I ~15. 3.28 
国際共同研究に向けて

国際ワークショップ「東アジアの農業生 15.3.24 
態系における物質循環と環境影響評価 I ~15. 3.28 
国際共同研究に向けて~J

国際ワークショップ「東アジアの農業生 15.3.24 
態系における物質循環と環境影響評価 I~15. 3.28 
国際共同研究に向けて 」

国際ワークショップ「束アジアの農業生 15.3.24 
態系における物質循環と環境影響評価 I ~15. 3.28 
国際共同研究に向けて J 

国際ワークショップ「束アジアの農業生 15.3.24 
態系における物質循環と環境影響評価~ I ~15. 3.28 
国際共同研究に向けて~J

国際ワークショップ「東アジアの農業生 15.3.24 
態系における物質循環と環境影響評価~ I ~15. 3.28 
国際共同研究に向けて~J

国際ワークショップ「東アジアの農業生 15.3.24 
態系における物質循環と環境影響評価~ I ~15. 3.28 
国際共同研究に向けて~J

国際ワークショップ「束アジアの農業生 15.3.24 
態系における物質循環と環境影響評価~ I ~15. 3.28 
国際共同研究に向けて 」

国際ワークショップ「東アジアの農業生 15.3.24 
態系における物質循環と環境影響評価~ I ~15. 3.28 
国際共同研究に向けて 」

国際ワークショップ「東アジアの農業生 15.3.24 
態系における物質循環と環境影響評価 I ~15. 3.28 
国際共同研究に向けて 」

国際ワークショップ「東アジアの農業生 15.3.24 
態系における物質循環と環境影響評価~ I ~15. 3.28 
国際共同研究に向けて J 

国際ワークショップ「束アジアの農業生 15.3.24 
態系における物質循環と環境影響評価~ I ~15. 3.28 
国際共同研究に向けて 」

国際ワークショップ「東アジアの農業生 15.3.24 
態系における物質循環と環境影響評価 I ~15. 3.28 
国際共同研究に向けて

国際ワークショップ「東アジアの農業生 15.3.24 
態系における物質循環と環境影響評価 I ~15. 3.28 
国際共同研究に向けて 」

スルホニルウレア系水田除草剤施用が水 14.4.30 
田周辺の植物群落の種多様性に及ぼす影 I~14. 5. 2 
響

韓国農村振興庁農|地球環境部
業科学技術院

外国人招へい研 IPil-Kyun Jung 韓国農村振興庁農|地球環境部
究者 業科学技術院

外国人招へい研 IJae-Jak Nam 
究者

韓国農村振興庁農|地球環境部
業科学技術院

韓国農村振興庁農|地球環境部
業科学技術院

外国人招へい研 IJianmin Zhou 中国科学院
究者

外国人招へい研 ILinzhang Yang 中国科学院
究者

外国人招へい研 IXin Jiang 中国科学院
究者

外国人招へい研 IWeiming Shi 中国科学院
究者

外国人招へい研 IXuezhe時 Shi 中国科学院
究者

外国人招へい研 IJiabao Zhang 中国科学院
究者

外国人招へい研 IZucong Cai 中国科学院
究者

外国人招へい研 IJianguo Zhu 中国科学院
究者

外国人招へい研 IYong Han 中国科学院
究者

招へい者
(国内)

伊藤一幸

外国人招へい研 IYong-Kwang 
究者 I Shin 

招へい者
(国内)

三原真智人

招へい者
(国内)

大手信人

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

地球環境部

独立行政法人農業|植生生態ユニット
技術研究機構東北
農業研究センター

東京農業大学 |栄養塩類研究グループ |農業排水系において底質の関係する栄養 14.7.26 
塩類の動態と制御

京都大学大学院 |地球環境部 I rアジアブラックスネットワークの確立 14.9.18 
による束アジア生態系の炭素固定量把 I~14. 9.19 
握J課題検討会議
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制度名 期

招へい者

(国内)

氏名

大場和彦

招へい者

(国内)
丸山篤志

招へい者

(国内)
脇水健次

招へい者

(国内)
岩田 徹

招へい者

(国内)
荒川征夫

招へい者

(国内)
中 本 恭 子

招へい者

(国内)
木平英一
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究

究
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外国人受入研究 IMathias 
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又入国外

者

「アジアフラックスネットワークの確立 14.12.10
による東アジア生態系の炭素固定量把 I~14.12.12 
握」課題検討会議

病原性低下因子利用による呆樹類紋羽病 14.1ロ2.2お3 
の遺伝子j治台療 I ~14.1ロ2.2μ4 

独立行政法人農業|フラツクス変動評価チ一|水田の CO
技術研究機構九ナ州|ト、|ム |研究打ち合わせ I ~1日5. 2.2お6 
沖縄農業研究セン

ター

所属 受入研究室

独立行政法人農業|地球環境部

技術研究機構九州

沖縄農業研究セン

ター

独立行政法人農業|地球環境部

技術研究機構九州

沖縄農業研究セン

ター

九州大学大学院 |地球環境部

岡山大学 地球環境部

名城大学 微生物生態ユニット

名古屋大学大学院|物質循環ユニット

韓国祥明大学 景観生態ユニット

韓国農村振興庁農|温室効果ガスチーム

業科学技術院

フィリピン国際稲|土壌生化学ユニット

研究所

韓国農村振興庁農 l気候資源ユニット

業科学技術院

外国人受入研究 IKi-Cheol Eom 韓国農村振興庁農 I(化学環境部他)

者 業科学技術院

外国人受入研究 IKuang-Le 韓国農村振興庁農 I(化学環境部他)

者 I Park 業科学技術院

外国人受入研究 ISan-Keun Ha 韓国農村振興庁農 I(化学環境部他)

者 業科学技術院

外国人受入研究 IB .G.Park 韓国農村振興庁農 I(化学環境部他)

者 業科学技術院

外国人受入研究 ISoon-Ja Seok 韓国農村振興庁農 I(化学環境部他)

者 業科学技術院

外国人受入研究 IKyo-Moon 
者 IShim 

外国人受入研究 IMin-Su Han 
者

韓国農村振興庁農|気候資源ユニット

業科学技術院

韓国農村振興庁農|気候資源ユニット

業科学技術院

研究課題

「アジアブラックスネットワークの確立 14.12.10
による東アジア生態系の炭素固定量把 I~14.12.12 
握」課題検討会議

「アジアブラックスネットワークの確立 14.12.10
による東アジア生態系の炭素固定量把 I~14.12.12 
握」課題検討会議

「アジアフラックスネットワークの確立 14.12.10
による東アジア生態系の炭素固定量把 I~14.12.12 
握J課題検討会議

流域の物質循環調査に基づいた酸性雨に 15.3. 5 
よる生態系の酸性化および富栄養化の評 I~15. 3. 6 
価手法に関する研究

農業生態系における緑地管理形態の変化 14.4. 1 
による周辺植生変動予測 I ~15. 3.29 

農地における土地利用と肥料管理に伴う 14. 5. 5 
温室効果ガスの発生要因の解明と発生抑 I~14. 5.11 
制技術の開発

低リン酸耐性イネにおける遺伝子の微細 14.6. 3 
マッピング 1~14. 7.10 

14.10. 2 
~14.10.16 

気候変動による農業生態系への影響評価 14.8. 5 
とその対策技術に関する調査研究 I ~14.10. 4 

MOUに基づく日韓共同研究「農業生態 14.10.23
系における水質保全とその環境影響評 I~14.10.25 
価」事前打ち合わせ

MOUに基づく日韓共同研究「農業生態 14.10.23
系における水質保全とその環境影響評 I~14.10.25 
価」事前打ち合わせ

MOUに基づく日韓共同研究「農業生態 14.10.23
系における水質保全とその環境影響評 I~14.10.25 
価J事前打ち合わせ

MOUに基づく日韓共同研究「農業生態 14.10.23
系における水質保全とその環境影響評 I~14.10.25 
価」事前打ち合わせ

MOUに基づく日韓共同研究「農業生態 14.10.23
系における水質保全とその環境影響評 I~14.10.25 
価」事前打ち合わせ

日韓両国の異常気象と気候変化による穀 14.11.4 
物生産への影響評価・予測手法の開発 I ~14.1 1. 10 

日韓両国の異常気象と気候変化による穀 14.11.4 
物生産への影響評価・予測手法の開発 I ~14.11.10 

外国人受入研究 IJ ae-Chen Y ou 韓国環境管理公団|環境化学物質分析研究室 1農作物及び農地土壌のダイオキシン類超 15.2.17 
者 中央検査所 微量分析法および新規ダイオキシン類の I~15. 2.27 

抽出・精製法

重点研究支援協|叢 敏

力員 I (吉本晶)

生態システム研究グルー|リモートセンシング技術の高度化による 14.4. 1 
プ |陸域植物生産量の推定 I ~14.12.31 
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制度名 氏名 所 属 受入研究室 研究課題 期間

重点研究支援協 石塚直樹 生態システム研究グルー リモートセンシング技術の高度化による 14. 4. 1 
力員 フ 陸域植物生産量の推定 ~14.12.31 

重点研究支援協 冨久尾歩 生態、システム研究グルー リモートセンシング技術の高度化による 14. 4. 1 
力員 ブ 陸域植物生産量の推定 ~14.12.31 

重点研究支援協 穴沢道雄 生態システム研究グルー リモートセンシング技術の高度化による 14. 4. 1 
力員 フ 陸域植物生産量の推定 ~14.12.31 

重点研究支援協 永谷 泉 生態システム研究グルー リモートセンシング技術の高度化による 14. 4. 1 
力員 フ 陸域植物生産量の推定 ~14.12.31 

重点研究支援協 山田 智 康 ブ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 14. 4. 1 
力員 ム 効果ガス収支データの蓄積とデータベー ~15. 3.31 

スの展開に関する研究

重点研究支援協 小野圭介 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 14. 4. 1 
力員 ム 効果ガス収支データの蓄積とデータベー ~15. 3.31 

スの展開に関する研究

重点研究支援協 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 14. 4. 1 
力員 ム 効果ガス収支データの蓄積とデータベー ~14. 4.30 

スの展開に関する研究

重点研究支援協 韓 光紘 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 14. 4. 1 
力員 ム 効果ガス収支データの蓄積とデータベー ~15. 3.31 

スの展開に関する研究

重点研究支援協 吉越 ，!、亙 ブ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 14. 5. 1 
力員 ム 効果ガス収支データの蓄積とデータベー ~15. 3.31 

スの展開に関する研究

重点研究支援協 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 14. 4. 1 
力員 学生態的な安全性評価 ~15. 3.31 

重点研究支援協 西原英治 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 14. 4. 1 
力員 学生態的な安全性評価 ~15. 3.31 

重点研究支援協 Zahida Iqbal 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 14. 4. 1 
力員 学生態的な安全性評価 ~15. 3.31 

重点研究支援協 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 14. 4. 1 
力員 学生態的な安全性評価 ~15. 3.31 

重点研究支援協 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 14. 4. 1 
力員 Masud Parvez 学生態的な安全性評価 ~15. 3.31 

4 .研修等

( 1 ) 技術講習

氏名 所 属 受入研究室 研究課題 期 間

塩谷純 J 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 14. 4. 1 
~15. 3.31 

安 達 理 恵 千葉大学 微生物分類研究室 ムギ類等の葉上微生物の分類、同定 14. 4. 1 
~15. 3.31 

堀元栄枝 新潟大学大学院 化学生態ユニット ヘアリーベッチのアレロパシー活性と雑草防除技術 14. 4. ] 
~15. 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ー 14. 4. 1 
ル技術の開発 ~15. 3.31 

片岡 智 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ー 14. 4. 1 
ル技術の開発 ~15. 3.31 

大 野 雅 弘 茨城大学 土壌微生物利用ユニット キチナーゼ遺伝子導入細菌によるバイオコントロー 14. 4. 1 
ル技術の開発 ~15. 3.31 

吉光寺徳子 筑波大学大学院 土壌生化学ユニット 有機肥料の植物への効果についての検討方法 14. 4. 1 
~15. 3.31 
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氏名

蕪木佐衣子

河 上 強 志

小橋有里

属
一
院

一
学

?
一
大

月
一
学

一
大

一
波

一
筑

筑波大学大学院

筑波大学大学院

山口 紀子 !東京大学大学院

杉j宰真悟 l東京農業大学

藤谷千賀 l東京農業大学

Villa Joselito 岐阜大学大学院

Evangelista 

森脇 丈治 I (掛農業技術研究機構

Wong 東京農業大学

Boonsuebsakul 

中島弓絵

Lydia Faize 

池 中 良 徳

大 内 藍 子

小杉理恵、

佐々木原梢

吉田優二

小室幸子

合田奈央

間野正美

岡安智生

小松洋介

横山史絵

堀川麻由子

Teajin Choi 

長谷川浩

松下裕子

I
P
 

室
一
ツ

宛
九
一
ニ

研
一
ユ

入
一
態

受
一
動

一
属

一
金

一
重

研究課題

水環境試料中の重金属元素等の測定

同
1
4

j
 

日「
l

H
口川・

判
且
F

14. 4. 1 
~15. 3.2却0 

環境イ化ヒ学物質島財y分矧J

薬濃度の測定技術の取得 I ~1日5. 3.2初0 

土壌微生物利用ユニツト l抗生物質耐性遺伝子の土壌中での分布と遺伝子拡散 14.4.23 
に関する研究 I ~15. 3.31 

化学生態ユニット

微生物機能ユニット

微生物機能ユニット

微生物機能ユニット

微生物分類研究室

微生物機能ユニット

国立福島工業高等専門学|農薬動態評価ユニット
校

体制グランドサロアーセン|農薬影響軽減ユニット
トニコラス

信州大学

東京農業大学

東京農業大学

東京農業大学

NMRを用いた土壌中の植物生育阻害成分の構造解 14.5. 1 
析 I~14. 9.30 

環境微生物の多様性解析技術の修得 14. 5. 1 
~15. 3.31 

環境微生物の多様性解析技術の修得 I 14. 5. 1 
~15. 3.31 

環境微生物の多様性解析技術の修得 I 14. 5.11 
~15. 3.31 

植物由来細菌の同定および保存方法 I 14. 6. 3 
~14. 6. 7 

環境微生物の多様性解析技術の修得 I 14. 7.26 
~14. 9.23 

環境中の微量有機化学物質の測定 14. 7.29 
~14. 8. 9 

植物における生体防御機能の活性化 14. 7.29 
~15. 3.31 

14. 8. 1 
~15. 3.31 

14. 8. 6 
~14. 8.31 

14. 8. 6 
~14. 8.31 

14. 8. 8 
~14. 9.13 

14.8~15.2 

(計16日)

環境化学物質分析研究室|底質中ダイオキシン類の分析技術の習得

環境微生物の多様性解析技術の修得

環境微生物の多様性解析技術の修得

環境微生物の多様性解析技術の修得

ヤガ科の同定に関する技術習得

環境微生物の多様性解析技術の修得 14. 9. 1 
~15. 3.31 

14.10. 7 
~15. 1.31 

ブラックス変動評価チー IC02とCH4ブラックス観測の技術講習ならびにデー 14.10.16
ム |タ解析への参加 I ~15. 3.31 

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

土壌試料の粒径分析手法の習得 14.11.28 
I ~15. 3.31 

マイクロサテライト・マーカーを用いた人里植物の 14.12.2 
クローン分析 I ~14.12.20 

マイクロサテライト・マーカーを用いた人里植物の 14.12.2 
交雑率の推定 I ~14.12.20 

マイクロサテライト・マーカーを用いた人里植物の 14.12.2 
交雑率の推定 I ~14.12.20 

フラックス変動評価チー|微気象学的な測定と理論
ム

同位体窒素分析

14.12.15 
~15. 3.31 

15. 3. 4 
~15. 3. 7 

微生物機能ユニット

微生物機能ユニット

微生物機能ユニット

農水省横浜植物防疫所 |昆虫分類研究室

岐阜大学大学院

長岡技術科学大学

千葉大学大学院

東京大学大学院

新潟大学

新潟大学

新潟大学

韓国延世大学

(掛農業技術研究機構

。到農業技術研究機構

微生物機能ユニット

食料生産予測チーム

組換え体チーム

組換え体チーム

組換え体チーム

温室効果ガスチーム

温室効果ガスチーム 同位体窒素分析 15. 3. 4 
~15. 3. 7 
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(2) 外国人研修

制度名

JICA研修員

JICA石汗修員

JICA研修員

氏名 受入研究室
暗号吟

九 題|期間所 属 課研

Mario Miyazawa Iブラジルパラナ州立農業|土壌生化学ユニット|窒素の循環及び窒素汚染の実態把握と 14.4. 2 
研究所 対策 I ~14. 4.25 

Mohd Safidin マレーシア農業開発セン|重金属動態ユニット|マレーシア未利用資源飼料化計画にお 14.7.17 
Kshim ター ける製品の安全性 I ~14. 8.13 

Rodelio Bello フィリピン土地および水|土壌分類研究室 |フィリピン・農民参加によるマージナ 14.10.9 
Carating 管理局 ルランドの環境及び生産管理計画 I ~14.10.25 

ウインターイン IY oung-Sook 
ステイテュート IKim 

韓国ソウル市立大学校 |生態管理ユニット

ウインターイン IJin-Min Yi 
スティテュート

韓国ソウル大学校

リモートセンシング及びGISを用い 15.1.14 
た地球規模の気候変動が農業生態系に I~15. 2.20 
及ぼす影響の解明

環境化学物質分析研|農業環境におけるヒ素汚染に関する研 15.1.14 
究室 |究 I ~15. 2.20 

ウインターインスティテュート(日韓産業技術協力財団、科学技術国際交流センター)



(3) 職員研修

所内研修一般研修

氏名

坂本利弘

前JIIいずみ

高 橋 朋 宏

岩 崎 亘 典

芝池博幸

石川 覚

渡遺栄喜

大倉利明

岩 崎 亘 典

芝池博幸

石川 覚

渡遺栄喜

廉津敏弘

八 木 一 行

大谷 卓

SPRAGUE 
David Shigeru 

池田浩明

宮本ゆり

前 田 篤 子

木戸 剛

青 木 隆 之

山根理愛

小野寺朝子

近藤美保子

高 橋 朋 宏

岩 崎 亘 典

大津和久

坂本利弘

石郷岡康志

山中武彦

森本 晶

中野恵子

三島慎一郎

戸上和樹

中谷至伸

吉 田 重 信

渡遺栄喜

全職員

全職員

所

企画調整部研究企画科

総務部庶務課

総務部会計課

地球環境部

生物環境安全部

化学環境部

環境化学分析センター

属

農業環境インベントリーセンター

地球環境部

生物環境安全部

化学環境部

環境化学分析センター

企画調整部研究交流科長

地球環境部温室効果ガスチーム

化学環境部ダイオキシンチーム長

地球環境部生態システム研究グループ

生物環境安全部植生研究グループ

企画調整部研究企画科

イ〉

イP

企画調整部情報資料課

'l 

総務部庶務課

総務部会計課

ク

地球環境部

化学環境部

企画調整部

地球環境部

生物環境安全部

化学環境部

ク

ィシ

農業環境インベントリーセンター

タ

イ〉

環境化学分析センター

V.研究・技術協力

研修課題

新規採用者研修

理事長講話

英語研修

セクシュアル・ハラスメント防止研修

倫理研修

期 間

14. 4. 1 

14. 4. 8 

14. 5. 9--15. 3.20 

14.10.18--14.10.29 

14.11.28 

111 
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派遣研修一般研修

氏名

坂本利弘

山中武彦

芝池博幸

中谷至伸

大倉利明

坂本利弘

坂本利弘

岩 崎 亘 典

山中武彦

芝池博幸

石川 覚

中谷至伸

大倉利明

渡遺栄喜

前川いずみ

高橋朋宏

染谷 透

砂同清之

林 陽生

上沢正志

後 藤 慎 吉

山中武彦

戸上和樹

星 野 裕 子

山中武彦

戸上和樹

前JIIいずみ

松岡亜紀子

数藤信之

武田隆賀

青 木 隆 之

所 属

企画調整部

生物環境安全部

イシ

農業環境インベントリーセンター

イ〉

企画調整部

企画調整部

地球環境部

生物環境安全部

ぞか

化学環境部

農業環境インベントリーセンター

ク

環境化学分析センター

総務部庶務課

総務部会計課

総務部会計課

企画調整部研究企画科

地球環境部長

農業環境インベントリーセンター長

地球環境部

生物環境安全部

農業環境インベントリーセンタ一

生物環境安全部

づ'

農業環境インベントリーセンター

総務部庶務課

総務部庶務課

総務部庶務課

総務部庶務課

企画調整部情報資料課

研修課題

国家公務員合同初任研修 14. 4. 2~14. 4. 5 

期 間

I種試験採用者研修

I種試験採用者専門研修

(研究職コース)

14. 4. 8~14. 4.12 

14. 4.15~14. 4.18 

コ
E種試験採用者研修 14. 4.22~14. 4.25 

コ

一般職員行政研修 14.11.25~14.12. 6 

係長行政研修 (1) 14. 7. 1~14. 7.12 

農林水産省所管試験研究関係 14.10.16~14.10.18

独立行政法人研究管理職員研修

つ
--J
「
|
|
」

数理統計短期集合研修(基礎編) I 14.11.11~14.11.15 

数理統計短期集合研修(応用編) I 14.11.18~14.1 1. 22 

接遇研修

関東地区窓口クレーム対応研修

関東地区係長研修

人事院式監督者研修(JST)専科コース

関東地区JST基本コース指導者養成研修

15. 1.14~15. 1.17 

14. 7.30~14. 7.31 

14.10.15~14.10.18 

14.12.12~14.12.13 

15. 1.27~15. 1.31 

派遣研修専門研修

氏名 所 属 研修課題 期 間

村上政治 化学環境部 研究交流センタ一英語研修 14. 4.16~14.12.10 

中島泰弘 手，

上垣隆一 ク

藤牧峻介 企画調整部情報資料課長 知的財産権研修 14.11.26~14.11.29 

研修会

氏名 所 属 研修課題 期 間

増田昇利 総務部庶務課 災害補償実務担当者研修会 14. 5.21~14. 5.23 

増 田 昇 利 総務部庶務課 災害補償実務担当者研修会 14.11.20~14.11.21 

畦地日出男 総務部庶務課 セクシュアル・ハラスメント 14. 7.12 
研修会一現状と対応策-

猪 和則 総務部会計課 PRTR研修会 15. 2.13 
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講習会

氏名 所

j度遅浩二 企画調整部業務科

荒 貴裕 タ

鈴 木 文 夫 企画調整部業務科

若林浩徳 イP

阿部勝男 企画調整部業務科

根本康夫 企画調整部研究情報システム科

渡辺 薫 総務部会計課

増田昇利 総務部庶務課

5.分析・鑑定等

( 1 ) 分析・鑑定

項目 件 名

属

分析 飼料作物に生じるカピ毒ロリトレム Bの定量

分析 植物に含まれる耐凍性物質の分析

分析 根粒菌分泌物質の質量スペクトル測定

分析 ダイズに含まれる多糖類の質量スペクトル測定

分析 メタン・亜酸化窒素の標準ガスの相互鑑定

J 

コ

コ

分析 インドネシア泥炭土壌中の炭素、窒素、ハロゲンの存在量

鑑定 水田栽培サトイモに発生した腐敗病害の鑑定

鑑定 アスパラガス軟腐症状の鑑定

鑑定 九州で発生したイネの不明病害の鑑定

鑑定 イチジクの病害症状の鑑定

(2) 同定・技術指導

項 目 同

見 虫 19 

微生 物 25 

土 壌

キ充 計

リモートセンシング

その他

研修課題 期 間

ガス溶接技能講習 14.12. 6--14.12. 7 

危険物取扱者試験準備講習会 15. 1.23--15. 1.24 

車車両系建設機械運転技能講習会 15. 3.19--15.3.20 

情報セキュリテイセミナー 14. 5.24 

海外勤務者の健康管理セミナー 15. 2.24 

依頼元 対応部署

動物衛生研究所 環境化学分析センタ一環境化学物質分

析研究室

農業生物資源研究所 環境化学分析センタ一環境化学物質分

析研究室

農業生物資源研究所 環境化学分析センタ一環境化学物質分

析研究室

森林総合研究所 環境化学分析センタ一環境化学物質分

析研究室

インド国立物理学研 地球環境部温室効果ガスチーム

究所

千葉大学園芸学部 地球環境部温室効果ガスチーム

沖縄県農業試験場 生物環境安全部微生物・小動物研究グ

ループ

佐賀県農業試験研究 生物環境安全部微生物・小動物研究グ

センター ループ

九州沖縄農業研究セ 生物環境安全部微生物・小動物研究グ

ンター ループ

香川県病害虫防除所 生物環境安全部微生物・小動物研究グ

ループ

(件数)

，疋i乙寸. 技術指導

12 

29 

6 

95 

10 

52 
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1 . 機 構

平成14年度末における機構は次のとおりである O

理事長一理事

監事

企画調整部

研究企画科

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

「一庶務課
総 務 部 | 庶務係、人事係、職員係、厚生係

」一会計課

地球環境部

生物環境安全部

一化学環境部

予算係、支出係、検収管理係、契約係、施設管理係、営繕係

気象研究グループ

気候資源ユニット、生態系影響ユニット、大気保全ユニット

生態システム研究グループ

環境計測ユニット、環境統計ユニット、物質循環ユニット、

生態管理ユニット、リモ}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

ブラックス変動評価チーム

植生研究グループ

植生生態、ユニット、景観生態ユニット、化学生態ユニット

昆虫研究グループ

導入昆虫影響ユニット、個体群動態ユニット、

昆虫生態ユニット

微生物・小動物研究グループ

微生物生態ユニット、微生物機能ユニット、

線虫・小動物ユニット

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

重金属評価研究官

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

農業環境 「一一土壌分類研究室

インベントリーセンター| 昆虫分類研究室

L 一一微生物分類研究室

環境化学分析センター l 環境化学物質分析研究室

L 一一放射性同位体分析研究室



2 .人事

( 1 )定 貝

平成14年度末各部定員は、次のとおりである O

1 )役 員

VI.総務

役職名 戸吊14 勤 非常勤

理 事 長 1 

理 事 1 

I駆皿と. 事 1 1 

之口』 言十 3 1 

2 )職 員

，疋-4 

部 ~U 

計

1 

1 

2 

4 

員

一般職員 技術専門職員 研究職員

11ι 、? 画 調 整 部 10 14 8 

会111会也、 務 部 29 1 

地 球 環 境 部 38 

生 物 環 境 女-色 ノ1¥二- 部 33 

化 ず戸与ー 環 境 部 44 

農業環境インベントリーセンター 11 

環境化学分析センター 8 

ム口、 計 39 15 142 

(2) 人事異動(平成14年 4月1日から平成15年 3月31固まで)

(採用)

年月日 氏 名 新 所 属

14. 4. 1 前JIIいずみ 総務部庶務課(庶務係) 新規採用

14. 4. 1 高 橋朋宏 総務部会計課(施設管理係) 新規採用

14. 4. 1 坂本利弘 企画調整部研究企画科 新規採用

14. 4. 1 芝池博幸 生物環境安全部主任研究官(組換え体チーム) 選考採用

14. 4. 1 岩崎亘典 地球環境部(生態システム研究グループ生態管理ユ 選考採用(任期付研究員)
ニット)任期平成18年 3月31日まで

14. 4. 1 石川 見""ιA 化学環境部(重金属研究グループ土壌生化学ユニット) 選考採用(任期付研究員)
任期平成18年 3月31日まで

14. 4. 1 渡遺栄喜 環境化学分析センター(環境化学物質分析研究室)任 選考採用(任期付研究員)
期平成18年 3月31日まで

(昇任)

年月日 氏 名 新 所 属 !日 所

115 

(15.3.31現在)

計

32 

30 

38 

33 

44 

11 

8 

196 

属

14. 4. 1 道下 IセK主 総務部会計課長 農林水産省農林水産技術会議事務局総務課課長補佐(経
理班担当)

14. 4. 1 永 井芳治 企画調整部情報資料課課長補佐 独立行政法人農業技術研究機構野菜茶業研究所総務部庶
務課人事係長

14. 4. 1 岡 三徳 生物環境安全部長 生物環境安全部植生研究グループ長
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年月日 氏 名 新 所 属 !日 所 属

14. 4. 1 小川恭男 生物環境安全部植生研究グループ長 独立行政法人農業技術研究機構北海道農業研究センター
畜産草地部放牧利用研究室長

14. 4. 1 大津和久 化学環境部主任研究官(有機化学物質研究グループ農 化学環境部(有機化学物質研究グループ農薬動態評価ユ
薬動態評価ユニット) ニット)

14. 4. 1 板橋 直 化学環境部主任研究官(栄養塩類研究グループ水質保 化学環境部(栄養塩類研究グループ水質保全ユニット)
全ユニット)

14.10. 1 上 沢正志 農業環境インベントリーセンター長 化学環境部栄養塩類研究グループ長

14.10. 1 粛藤雅典 化学環境部栄養塩類研究グループ長 独立行政法人農業技術研究機構畜産草地研究所草地生態
部土壌生態研究室長

14.11. 1 鈴木丈夫 企画調整部業務科総括作業長 企画調整部(業務科)

(転任)

年月日 氏 名 新 所 属 !日 所 属

14. 4. 1 畦地日出男 総務部庶務課課長補佐 独立行政法人国際農林水産業研究センター総務部会計課
課長補佐

14. 4. 1 佐藤 隆洋 総務部会計課専門職(監査) 独立行政法人農業技術研究機構東北農業研究センター総
務部庶務課厚生係長

14. 4. 1 大谷 卓 化学環境部ダイオキシンチーム長 農林水産省農林水産技術会議事務局地域研究課課長補佐
(総括及び企画班担当)

14. 4. 1 鈴木 健 化学環境部主任研究官(有機化学物質研究グループ農 農林水産省農林水産技術会議事務局研究調査官
薬影響軽減ユニット)

14. 9. 1 新関幸子 企画調整部情報資料課広報係長 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
課レファレンス係長

(配置換)

|年月日 氏 名 新 所 属 |日 所 属

14. 4. 1 渡辺 薫 総務部会計課課長補佐 総務部会計課監査官

14. 4. 1 根本康夫 企画調整部研究情報システム科専門職(広報) 総務部庶務課厚生係長

14. 4. 1 田中 修 総務部庶務課専門職(労務管理) 総務部庶務課課長補佐

14. 4. 1 武田 隆 賀 総務部庶務課庶務係長 総務部庶務課人事係長

14. 4. 1 白石正 毅 総務部庶務課人事係長 総務部会計課予算係長

14. 4. 1 数藤信之 総務部庶務課職員係長 総務部庶務課庶務係長

14. 4. 1 増田昇利 総務部庶務課厚生係長 総務部会計課支出係長

14. 4. 1 小山英也 総務部会計課予算係長 総務部会計課契約係長

14. 4. 1 屋代はつい 総務部会計課支出係長 総務部庶務課職員係長

14. 4. 1 猪 手口則 総務部会計課検収管理係長 企画調整部情報資料課広報係長

14. 4. 1 菊 池昌樹 総務部会計課契約係長 総務部会計課検収管理係長

14. 4. 1 加藤敬子 総務部庶務課専門職(人事係) 総務部庶務課人事係主任

14. 4. 1 辻 島厚子 総務部会計課専門職(予算係) 企画調整部研究企画科研究調整係主任

14. 4. 1 野口美千代 総務部会計課専門職(検収管理係) 総務部会計課検収管理係主任

14. 4. 1 谷田部真紀 総務部会計課専門職(検収管理係) 総務部会計課検収管理係主任

14. 4. 1 鈴木まゆみ 総務部会計課専門職(契約係) 総務部会計課予算係主任

14. 4. 1 前 田篤子 企画調整部研究企画科(研究調整係) 総務部会計課(予算係)

14. 4. 1 木戸 剛 企画調整部研究企画科(研究推進係) 総務部会計課(契約係)

14. 4. 1 廉i宰敏弘 企画調整部研究交流科長 企画調整部主任研究官(研究企画科)
一一」
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年月日 氏 名 宗万 所 属 !日 所 属

14. 4. 1 SPRAGUE， 地球環境部生態システム研究グループ研究リーダー 地球環境部主任研究官(生態システム研究グループ生態
David Shigeru (生態管理ユニット) 管理ユニット)

14. 4. 1 八 木一行 地球環境部温室効果ガスチーム長 地球環境部主任研究官(温室効果ガスチーム)

14. 4. 1 池田浩明 生物環境安全部植生研究グループ研究リーダー(植生 生物環境安全部主任研究官(植生研究グループ植生生態
生態ユニット) ユニット)

14. 4. 1 桑原雅彦 化学環境部ダイオキシン評価研究官 化学環境部ダイオキシンチーム長

14. 4. 1 駒田 充生 企画調整部主任研究官(研究企画科) 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)

14. 8. 1 坂本 利弘 地球環境部(食料生産予測チーム) 企画調整部研究企画科

14. 9. 1 又川速雄 企画調整部付 企画調整部業務科総括作業長

14.10. 1 谷田部真紀 総務部庶務課専門職(庶務係) 総務部会計課専門職(検収管理係)

14.10. 1 佐 藤和彦 総務部会計課(検収管理係) 総務部庶務課(人事係)

14.10. 1 大野宏之 地球環境部生態システム研究グループ研究リーダー 地球環境部主任研究官(食料生産予測チーム)
(リモートセンシングユニット)

14.10. 1 木村龍介 企画調整部主任研究官(研究交流科) 化学環境部主任研究官(栄養塩類研究グループ養分動態
ユニット)

(勤務命令)

年月日 氏 名 新 所 属 |日 所 属

14. 4. 1 秋 山匡央 総務部会計課(施設管理係) 総務部会計課(営繕係)

14. 4. 1 板橋 直 化学環境部(栄養塩類研究グループ。水質保全ユニット) 化学環境部(栄養塩類研究グループ養分動態ユニット)

14.10. 1 小野寺朝子 総務部庶務課(人事係) 総務部庶務課(厚生係)

14.10. 1 松岡亜紀子 総務部庶務課(厚生係) 総務部庶務課(庶務係)

15. 1. 1 高橋朋宏 総務部会計課(検収管理係) 総務部会計課(施設管理係)

(職務復帰)

|年月日|氏 名|

|14. 4叶前田篤子|育児休業

所属

企画調整部研究企画科(研究調整係)

(併任)

併任先

企画調整部情報資料課

本務所属

企画調整部研究情報システム科専門職(広報)

(併任解除)

氏名 併任先 | 本務所属

企画調整部情報資料課課長補佐高津 武|企画調整部研究情報システム科

(専従許可)

有効期間

平成14年 9月1日~平成15年 8月31日まで 付
一

立
口
一

整
一

調
一

画
一

企
一

現所属
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(出向)

年月日 氏 名 新 所 属 !日 所 属

14. 4. 1 j賓森保海 独立行政法人農業技術研究機構近畿中国四国農業研究 総務部庶務課管理官
センター総務部総務課長

14. 4. 1 増崎 藤雄 独立行政法人農業生物資源研究所総務部庶務課課長補 総務部会計課課長補佐
佐

14. 4. 1 高津 武 独立行政法人農業生物資源研究所総務部管理課専門職 企画調整部情報資料課課長補佐
(施設管理)

14. 4. 1 江口貴史 独立行政法人農業技術研究機構東北農業研究センター 企画調整部研究企画科(研究推進係)
総務部福島総務分室用度係長

14. 4. 1 稲葉昌之 独立行政法人農業生物資源研究所総務部管理課(施設 総務部会計課(施設管理係)
管理係)

14. 4. 1 伊藤一幸 独立行政法人農業技術研究機構東北農業研究センター 生物環境安全部植生研究グループ研究リーダー(植生生
地域基盤研究部連携研究第 1チーム長 態ユニット)

14. 9. 1 坂入 正行 農林水産省農林水産技術会議事務局技術政策課(情報 企画調整部情報資料課(広報係)
広報班情報システム係)

14.10. 1 浜 崎忠雄 文部科学省鹿児島大学教養農学部(生物資源化学科食 農業環境インベントリーセンター長
糧生産化学講座)

15. 1. 1 佐藤 和彦 独立行政法人農業技術研究機構果樹研究所総務部興津 総務部会計課(検収管理係)
総務分室庶務係長

(退職)

年月日 氏 名 所 属

15. 1.31 桑原雅彦 勧奨 化学環境部ダイオキシン評価研究官

15. 3.31 藤牧峻介 定年 企画調整部情報資料課長

15. 3.31 石井康雄 定年 環境化学分析センター長

15. 3.31 樋口 太重 勧奨 化学環境部重金属研究グループ長

15. 3.31 村山 重俊 勧奨 化学環境部重金属研究グループ重金属評価研究官

15. 3.31 武田 隆 賀 生物系特定産業技術研究推進機構 総務部庶務課庶務係長
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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 総 務 部 予算 係長 小山英也
理 事 長 陽 捷行 専門職 辻島厚子
理 事 三田村強 支出係長 屋代はつい
I医皿と. 事 杉原 進 近藤美保子
監事(非常勤) 高橋 弘 検収管理係長 猪 和則

専門職 野口美千代
職 員 専門職 (~14.9. 30) 谷田部真紀
企 画調整部部長 清野 諮 (14.10.1~14.12.31) 佐藤和彦

部付 (14.9.1~) 又川速雄 C1 5.1.1~) 高橋朋宏
研究企画科長 今川俊明 契約係長 菊池昌樹
主任研究官 駒田充生 専門職 鈴木まゆみ

イシ 藤井 毅 染谷 透
(~14.7.31) 坂本利弘 沢里春美

研究調整係長 宮本 ゆり 施設管理係長 永山典夫

前田篤子 秋山匡央
研究推進係長 砂岡清之 (~14.12.31) 高橋朋宏

木戸 岡。 専門職(監査) 佐藤隆洋
研究交流科長 廉 津 敏 弘 地球環境部部長 林 陽生
主任研究官 (14.10.1~) 木村龍介 気象研究グループ長 野内 勇

ィP 中谷敬子 研究リーダー(気候資源ユニット) 鳥谷 均
研究情報システム科長 粛藤滋隆 主任研究官 桑形恒男

専門職(広報) 根本康夫 石郷岡康史

情報資料課長 藤牧峻介 後藤慎吉

課長補佐 永井芳治 研究リーダー(生態系影響ユニット) 小林和彦
管理係長 青木隆之 主任研究官 吉本真由美

山根理愛 酒井英光

広報係長 (~14.8.31) (欠員) 研究リーダー(大気保全ユニット) 川島茂人
広報係長C14.9.1~) 新関幸子 主任研究官 社 明遠
(~14.8.31) 坂入正行 ク 米村正一郎

業務科長 筒井 等 ク 井上 聡
総括作業長 (~14.8.31) 又川速雄 生態システム研究グループ長 粛藤元也

総括作業長C14.11.1~) 鈴木文夫 研究リーダー(環境計測ユニット) 井上吉雄

上村 博 主任研究官 芝山道郎

飯泉良行 研究リーダー(環境統計ユニット) 三輪哲久

(~14.10.30) 鈴木丈夫 主任研究官 三中信宏

松本公吉 研究リーダー(物質循環ユニット) 織田健次郎

鈴木忠男 主任研究官 新藤純子

阿部勝男 ク 麓 多門

若林浩徳 ィP 大浦典子

山口 弘 研究リーダー(生態管理ユニット) スプレイグ デイピッド

岡田利之 岩崎亘典

鎌田輝志 研究リーダー(リモ}トセンシングユニット) (兼)粛藤元也
j度遅浩二 (~14. 9.30) 

高橋正史 研究リーダー(リモートセンシングユニット) 大野宏之
主j主Iし 貴裕 C14.10.1~) 

総 務 部 部長 福嶋勝之 温室効果ガスチーム長 八木一行

庶務課長 宮坂 光 須藤重人

課長補佐 畦地日出男 秋山博子

庶務係長 武田隆賀 西村誠一
専門職 (14.10.1~) 谷田部真紀 食料生産予測チーム長 谷山一郎
(~14. 9.30) 松岡亜紀子 主任研究官 岡本勝男

前川いずみ 'l 横沢正幸

桜井清明 (~14. 9.30) 大野宏之
人事係長 白石正毅 ク 西森基貴
専門職 加藤敬子 ク 白 戸 康 人
(~14.9.30) 佐藤和彦 (14.8.1~) 坂本利弘
(14.10.1~) 小野寺朝子 フラックス変動評価チーム長 (兼)林 陽生

職員係長 数藤信之 主任研究官 宮田 明

厚生係長 増田昇利 生物環境安全部 部長 岡 三徳

(~14. 9.30) 小野寺朝子 植生研究グループ長 小川恭男

(14.10.1~) 松岡亜紀子 研究リーダー(植生生態ユニット) 池田浩明

専門職(労務管理) 田中 修 主任研究官 原田直園

会計課長 道下 隆 研究リーダー(景観生態ユニット) 井手 任

課長補佐 渡辺 薫 主任研究官 大黒俊哉
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所属・役職名 氏名 所属・役職名 氏名

生物環境安全部 研究リーダー(化学生態ユニット) 藤井義晴 化学環境部 主任研究官 楼井泰弘
主任研究官 平舘俊太郎 手' 牧野知之

主JI主しクι」ミ 博 研究リーダー(土壌生化学ユニット) 阿江教治

昆虫研究グループ長 松井正春 主任研究官 杉山 d宙じ品、

研究リーダー (導入昆虫影響ユニット) 望月 淳 村上政治

主任研究官 望月 雅俊 石川 A見LEsム

屋良佳緒利 栄養塩類研究グループ長 (~14.9. 30) 上沢正志

研究リーダー(個体群動態ユニット) 田中幸一 栄養塩類研究グループ長 (14.10.1~) 粛藤雅典

主任研究官 山村光司 研究リーダー(土壌物理ユニット) 加藤英孝

山中武彦 主任研究官 江口定夫

研究リーダー(昆虫生態ユニット) 杉江 7じ 中野恵子

主任研究官 野口 浩 鈴木克拓

微生物・小動物研究グループ長 塩見敏樹 研究リーダー(養分動態ユニット) 井上恒久

微生物評価研究官 西山幸司 主任研究官 (~14.9.30) 木村龍介

研究リーダー(微生物生態ユニット) 松本直幸 1/ 三島慎一郎

主任研究官 岡部郁子 研究リーダー(水動態ユニット) 芝野 手口夫

星野裕子 主任研究官 神田健一

研究リーダー(微生物機能ユニット) 土屋健一 中島泰弘

主任研究官 津田宏之 研究リーダー(水質保全ユニット) 竹内 誠
手， 高橋真実 主任研究官 板橋 直
イシ 鈴木文彦 ダイオキシンチーム長 大谷 卓

研究リーダー (線虫・小動物ユニット) 荒城雅昭 上垣隆一

主任研究官 吉田睦浩 清家伸康

組換え体チーム長 松尾和人 ダイオキシン評価研究官 (~15.1.31) 桑原雅彦

主任研究官 白井洋一 農業環境 センター長 (~14.9.30) 浜崎忠雄
ク 芝池博幸 インベントリー センター長(14.10.1~) 上沢正志

化学環境部部長 今井秀夫 セ ン タ 一 土壌分類研究室長 中井

有機化学物質研究グループ長 上路雅子 主任研究官 小原 洋

研究リーダー (農薬動態評価ユニット) 遠藤正造 ク 大倉利明

主任研究官 堀尾 岡。 戸上和樹
イ〉 小原裕三 昆虫分類研究窒長 安田耕司
ク 大津和久 主任研究官 吉松慎一

石原 ，匝i口 中 谷 至 伸

研究リーダー (農薬影響軽減ユニット) 石井英夫 微生物分類研究室長 封馬誠也

主任研究官 鈴木 健 主任研究官 月星隆雄

研究リーダー(土壌微生物利用ユニット) 長谷部亮 吉田重信

主任研究官 高木和広 篠原弘亮
1/ 小川直人 環境化学分センター長

酒井順子 析 セ ン タ ー 環境化学物質分析研究室長 (兼)石井康雄

森本 日日日 主任研究官 石坂異澄

重金属研究グループ長 樋口太重 段 照沫

重金属評価研究官 村山重俊 馬場浩司[
研究リーダー(重金属動態ユニット) 織田久男 i度遺栄喜

主任研究官 J I [崎 晃 放射性同位体分析研究室長 木方展治

粛藤貴之 主任研究官 駒村美佐英子可 | 
研究リーダー(土壌化学ユニット) 菅原和夫 藤原

(4 ) 受賞・表彰

日本土壌肥料学会奨励賞 (14.4.3)

石川 覚

「植物のアルミニウム耐性、低リン耐性における根端細胞原形質膜と根分泌物の意義に関する研究j

国際アレロパシー学会ポスター賞(金賞) (14.8.30) 

藤 井義晴

「他感物質としてのフラボノイドの機能」
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国際アレロパシー学会ポスター賞(銅賞) (14.8.30) 

荒谷 博・平舘俊太郎・藤井義晴

「ムクナ系統に含まれ、体外に漆出される L-3，4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA)によるレタスの阻害作用」

国際アレロパシー学会ポスター賞(銅賞) (14.8.30) 

荒谷 博・平舘俊太郎・藤井義晴

「ヘアリーベッチを導入した水田における雑草抑制と稲の収量J

アジア太平洋雑草学会論文賞 (15.3.21)

藤井義晴・平舘俊太郎

「ヘアリーベッチ由来の他感物質を用いた実用的な雑草抑制法」

日本農薬学会業績賞 (15.3.22)

石井康雄

「残留農薬の効率的な分析法の開発に関する研究」

望月喜多可記念業績賞 (15.3.22)

石井康雄

「残留農薬の効率的な分析法の開発に関する研究」

日本植物病理学会学術奨励賞 (15.3.28)

吉田重信

「クワ炭痕病の発生生態および防除に関する研究)

平成14年度永年勤続者表彰 (14.4.1)

(20年以上)

白石正毅(総務部庶務課)

猪 和則(総務部会計課)

野口美千代(総務部会計課)

月 星隆雄(農業環境インベントリーセンター)

平成14年度 功 績 者 表 彰 (14.4.1)

白石正毅(総務部庶務課)

上路雅子(化学環境部有機化学物質研究グループ)

(5) 叙位・叙勲・褒章

平成14年春生存者叙勲 (14.4.29)

(勲四等瑞宝章)

桐谷主治(元農業環境技術研究所所長)

(勲六等瑞宝章)

森屋金重(元企画調整部総括作業長)
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3 . iZL 3C 計

( 1 ) 財務諸表

貸借対照表

(平成15年3月31日)

(単位:円)

資産の部
I 流動資産

現金及び預金 958，612，170 
前渡金 1， 250，000 
未収収益 826，735 
その他の流動資産 41， 660 

流動資産合計 960，730，565 
E 固定資産

1 有形固定資産
建物 7，781，388，004 

減価償却累計額 329，918，534 7，451， 469，470 
構築物 1， 466，536，491 

減価償却累計額 55，130，856 1， 411， 405，635 
車両運搬具 13，120，466 

減価償却累計額 3，388，146 9，732，320 
工具器具備品 2，429，286，051 

減価償却累計額 855，934，300 1， 573，351， 751 
土地 25，200，000，000 
その他の有形固定資産 98，881， 547 

有形固定資産合計 35，744，840，723 
2 無形固定資産

ソフトウエア 41，814，177 
電話加入権 2，046，000 

無形固定資産合計 43，860，177 
3 その他の資産

預託金 1， 571，000 
その他の資産合計 1， 571，000 

固定資産合計 35，790，271，900 
資産合計 36，751，002，465 

負債の部
I 流動負債

リース債務 25，657，720 
運営費交付金債務 250，165，342 
研究業務未払金 13，819，497 
未払金 134，580，560 
未払費用 110，166，636 
未払消費税等 5，469，600 
預り金 11， 851， 216 
その他の流動負債 540，030 

流動負債合計 552，250，601 
E 固定負債

リース負債 74，897，566 
資産見返負債

資産見返運営費交付金 330，482，289 
資産見返物品受贈額 584，592，826 915，075，115 

長期借入金 959，778，000 
回定負債合計 1，949，750，681 
負債合計 2，502，001， 282 

資本の部
I 資本金

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

E 資本剰余金
資本剰余金 197，670，000 
損益外減価償却累計額 -800，589，113 
損益外固定資産除売却差額 -125，634，359 

資本剰余金合計 -728，553，472 
皿 利益剰余金

積立金 430，128，396 
当期未処分利益 194，156，735 

(うち当期総利益 194，156，735) 
利益剰余金合計 624，285，131 

資本合計 34，249，001，183 
負債資本合計 36，751，002，465 
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損益計算書

(平成14年 4月 1日~平成15年 3月31日)

(単位:円)

経常費用

研究業務費

給与、賞与及び諸手当 1， 418，858，596 

法定福利費・福利厚生費 150，209，378 

退職金 171，084，074 

その他人件費 140，551， 878 

外部委託費 204，626，223 

研究材料費 1，654，224 

支払リース料 575，820 

貸借料 10，220，841 

減価償却費 242，697，268 

保守・修繕費 298，655，478 

水道光熱費 244，809，852 

旅費交通費 84，140，160 

消耗品費 303，748，086 

備品費 165，752，198 

諸謝金 1，483，000 

支払手数料 2，382，325 

図書印刷費 97，127，903 

その他業務経費 29，270，636 3，567，847，940 

一般管理費

役員報酬 42，350，762 

給与、賞与及び諸手当 192，485，560 

法定福利費・福利厚生費 28，472，850 

その他人件費 15，283，227 

貸借料 3，007，173 

減価償却費 1， 712，538 

保守・修繕費 124，521，331 

水道光熱費 15，743，424 

旅費交通費 5，006，752 

消耗品費 19，660，145 

備品費 7，899，423 

諸謝金 6，407，000 

支払手数料 2，237，256 

その他管理経費 18，336，876 483，124，317 

財務費用

支払利息 774，704 774，704 

経常費用合計 4，051， 746，961 

経常収益

運営費交付金収益 3，199，564，698 

事業収益

その他事業収入 1， 773，474 1， 773，474 

受託収入 732，159，167 

資産見返負債戻入 192，925，136 

財務収益

受取利息 76，328 76，328 

雑益 1，376，600 

経常収益合計 4，127，875，403 

経常利益 76，128，442 

臨時損失

過年度消耗品費 3，429，203 

固定資産除却損 12，920，684 16，349，887 

臨時利益

過年度受託研究収入(※) 118，028，293 

過年度物品受贈益 3，429，203 

資産見返負債戻入 12，920，684 134，378，180 

当期純利益 194，156，735 

当期総利益 194，156，735 
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キャッシュ・フロー計算書

(平成14年4月1日~平成15年3月31日)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料、商品又はサービスの購入による支出

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

還付消費税及び加算金

雑益

業務活動よるキャッシュ・フロー

E 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

E 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー

W 資金増加額

V 資金期首残高

M 資金期末残高

行政サービス実施コスト計算書

I 業務費用

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

(控除)

受託収入

その他の事業収入

受取利息、

雑益

臨時利益

H 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

E 引当外退職手当増加見積額

N 機会費用

政府出資等の機会費用

V 行政サービス実施コスト

(平成14年 4月1日~平成15年 3月31日)

3，567，847，940 

483，124，317 

774，704 

16，349，887 

-732，159，167 

-1， 773，474 

-76，328 

-1， 376，600 

-118，028，293 

325，942，986 

119，365，297 

236，338，019 

4，068，096，848 

-853，413，862 

445，308，283 

(単位:円)

-1，428， 778，689 

-2，215，656，658 

-203，699，183 

3，485，273，000 

732，159，167 

1，912，764 

371， 210，401 

80，027 

-774，704 

425，087，095 

41，948 

795，644，767 

-1，454，710，600 

-27 ， 162 ，887 

158，859，000 

-1，323，014，487 

959，778，000 

959，778，000 

432，408，280 

526，203，890 

958，612，170 

(単位:円)

3，214，682，986 

445，308，283 

-49，102，530 

236，338，019 

3，847，226，758 



重要な会計方針

1 .運営費交付金収益の計上基準

費用進行基準を採用しております。

2.減価償却の会計処理方法

(1 ) 有形固定資産

定額j去を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5 ~50年

構築物 5 ~50年

車両運搬具 4~ 8年

工具器具備品 5 ~10年
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また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準第77) の減価償却相当額については、資本剰余金の控除項目である損益外減価償却

累計額と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. 退職手当に係る引当金及び見積額の計上方法

職員の退職手当については財源措置がなされるため、退職手当に係る引当金は計上しておりません。また、行政サービス実施コス

ト計算書における引当外退職手当増加見積額は、自己都合退職金要支給額の当期増加額に基づき計上しております。

4.行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

国債利回り等を参考に0.7%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。

(※) 受託収入

従来は、利益の発生原因を明瞭に捉えることを目的として、固からの受託研究収入を財源として購入した償却資産について、資

産見返負債を設定しておりましたが、当期より受託研究収入の全額を収益として計上する方法としました。

これは、国からの受託研究収入に係る会計処理が複数存在しておりましたが、当期において自己収入として会計処理することが

明らかになったことにより、独立行政法人間における比較可能性を確保するために行ったものであります。

この結果、前期と同一の基準に比べて受託収入が97，946，104円、資産見返負債戻入が25，826，950円、経常利益が72，119，154円、

過年度受託研究収入が118，028，293円、当期純利益が190，147，447円増加しております。

貸借対照表の注記事項

(1) 運営費交付金から充当されるべき退職手当見積額は、1，703，462，914円になっております。

(2) 当期未処分利益のうち、 190，147，447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。

損益計算書の注記事項

過年度消耗品費及び過年度物品受贈益は、会計システムを過年度において国から承継したものとして処理したものです。

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、預金となっております。

(2) 重要な非資金取引

① ファイナンス・リースによる資産の取得は、車両運搬具3，752，880円になっております。

行政サービス実施コスト計算書の注記事項

(1 ) 引当外退職手当増加見込額は、 4月 1日現在の退職手当見積額1，752，565，444円と 3月31日現在の退職手当見積額1，703，462，914円の

差額で計上しております。

(2) 政府出資等の機会費用は、計上利率:0.7% (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452，837，194円) + (期末政府出資金34，353，269，524円-資本剰余金728，553，472円)) /2 f x 0.7%で
計上しております。
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利益の処分に関する書類(案)

(単位:円)

I 当期未処分利益

当期総利益

E 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 。
。

194，156，735 

194，156，735 

194，156，735 

194，156，735 194，156，735 

(注 1)当期未処分利益のうち、 190，147，447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O

(注 2)利益の処分については、当期財務諸表についての主務大臣の承認を得た時点において、処理を行うこと

になっております。

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)

減価償却累計額
資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 差引当期残高

当期償却額

建物 。 79，484，131 。 79，484，131 1，308，109 1， 301， 909 78，176，022 

有形固定 構築物 3，324，520 4，572，352 1， 116，150 6，780，722 86，783 73，311 6，693，939 

資産(償
車両運搬具 20，258，320 3，752，880 10，890，734 13，120，466 3，388，146 1， 942， 109 9，732，320 

却費損益
内) 工具器具備品 1，283，321，450 238，366，281 13，326，656 1， 508，361， 075 438，999，685 235，689，974 1，069，361，390 

計 1，306，904，290 326，175，644 25，333，540 1，607，746，394 443，782，723 239，007，303 1， 163，963，671 

建物 3，910，057，309 3，899，779，364 107，932，800 7，701， 903，873 328，610，425 166，545，866 7，373，293，448 

有形固定 構築物 4，241， 116，356 20，188，817 2，801， 549，404 1，459，755，769 55，044，073 26，186，701 1，404，711 ，696 
資産(償
却費損益 工具器具備品 931，501，250 。 10，576，274 920，924，976 416，934，615 133，210，419 503，990，361 

外)
計 9，082，674，915 3，919，968，181 2，920，058，478 10，082，584，618 800，589，113 325，942，986 9，281， 995，505 

土地 25，200，000，000 O o I 25，200，000，000 。 o I 25，200，000，000 

非償却資
その他有形固定資産 99，519，547 。 638，000 98，881， 547 。 。 98，881， 547 

産

計 25，299，519，547 。 638，000 25，298，881，547 。 o I 25，298，881，547 

建物 3，910，057，309 3，979，263，495 107，932，800 7，781， 388，004 329，918，534 167，847，775 7，451， 469，470 

構築物 4，244，440，876 24，761，169 2，802，665，554 1， 466，536，491 55，130，856 26，260，012 1，411，405，635 

車両運搬具 20，258，320 3，752，880 10，890，734 13，120，466 3，388，146 1， 942，109 9，732，320 

有形固定
工具器具備品 2，214，822，700 238，366，281 23，902，930 2，429，286，051 855，934，300 368，900，393 1，573，351， 751 

資産合計

土地 25，200，000，000 。 o I 25，200，000，000 。 o I 25，200，000，000 

その他有形固定資産 99，519，547 。 638，000 98，881， 547 。 。 98，881，547 

計 35，689，098，752 4，246，143，825 2，946，030，018 36，989，212，559 1， 244，371， 836 564，950，289 35，744，840，723 

ソフトウェア 21，042，975 27，162，887 。 48，205，862 6，391， 685 5，402，503 41，814，177 

無形固定
電話加入権 。 2，046，000 。 2，046，000 。 。 2，046，000 

資産

計 21，042，975 29，208，887 。 50，251，862 6，391，685 5，402，503 43，860，177 

その他の 預託金 980，000 591，000 。 1，571，000 。 。 1，571，000 

資産 計 980，000 591，000 。 1， 571，000 。 。 1， 571，000 

一一一」

注:摘要①:資産科目修正による増加1，116，150円(建物)、同減少1，116，150円(構築物)を含んでいます。

摘要②:資産科目修正による増加10，890，734円(工具器具備品)、同減少10，890，734円(車両運搬具)を含んでいます。

摘要③:資産科目修正による増加2，801，331， 181円(建物)、同減少2，801，331， 181円(構築物)を含んでいます。

摘要④:固から承継した電話加入権について、資産計上したものです。

摘要

① 

① 

② 

② 

③ 

③ 

④ 
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2.たな卸資産の明細

(単位:円)

当期増 加 額 当 期 減 少 額

種 類 期 首 残 高 当期購入・ 期末 残高 t商 要

製造・振替
その他 振出・振替 その↑也

1首 ま毛 口口口 。 828，000 。 828，000 。 。
肩リ 産 物 。 583，400 。 583，400 。 。

計 。 1，411，400 。 1，411，400 。 。

3.資本金及び資本剰余金の明細及び増減

(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

政府出資金 34，353，269，524 。 。34，353，269，524 
資本金

計 34，353，269，524 。 。34，353，269，524 

運営費交付金 980，000 591，000 。 1， 571，000 災害補償預託金の預託

施設整備費補助金 35，194，000 158，859，000 

政府承継 。 2，046，000 

資本剰 計 36，174，000 161， 496，000 

刀人t豆人乙
損益外減価償却累計額 -482 ，742， 132 -325 ， 942 ， 986 

損益外固定資産除売却差額 -6，269，062 -119，365，297 

計 -489，011，194 -445 ， 308 ， 283 

差引計 -452，837，194 -283，812，283 

4.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

交付金当期

194，053，000 

2，046，000 電話加入権

。 197，670，000 

-8，096，005 -800，589，113 

。-125，634，359 

-8，096，005 -926，223，472 

-8，096，005 -728，553，472 

当期振替額

交付年度 期首残高 運営費交付金 資産見返運営交付額 資本剰余金
収 益 費交付金

計

平成13年度 204，680，703 。 204，680，703 。 。 204，680，703 

平成14年度 。3，485，273，000 2，994，883，995 239，632，663 591，000 3，235，107，658 

合 計 204，680，703 3，485，273，00。3，199，564，698 239，632，663 591，000 3，439，788，361 

(2) 運営費交付金収益

業務等区分 13年度交付分 14年度交付分 AII 、 計

研究業務費 200，579，687 2，518，008，445 2，718，588，132 

一般管理費 4，101，016 476，100，846 480，201， 862 

財務費用 774，704 774，704 

合計 204，680，703 2，994，883，995 3，199，564，698 

(単位:円)

期末残高

。
250，165，342 

250，165，342 
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5.役員及び職員の給与費の明細

(単位:円)

報酬 又 は 給 与 退 職 手 当
区 分

支給人員数支 車合 額 支給人員数 支 額

1又}u 員 42，350，762 4 。
職 員 1， 611， 344，156 194 171， 084，074 5 

之口』 計 1， 653，694，918 171， 084，074 

※ 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、職員給与規定によっております。

2. 職員の給与支給人員数は、 1年間の平均支給人員数によっております。

(2) 決算報告書

(単位:円)

区 分 予算額 決算額 差 額 備 考

収入

運営費交付金 3，485，000，000 3，485，273，000 273，000 

施設整備費補助金 159，000，000 158，859，000 -141，000 

無利子借入金 960，000，000 959，778，000 -222，000 

受託収入 765，000，000 732，159，167 -32，840，833 政府からの委託費受入額の減

諸収入 2，000，000 3，226，402 1， 226 ，402 

計 5，371， 000，000 5，339，295，569 -31， 704，431 

支出

業務経費 966，000，000 1，009，809，894 43，809，894 

施設整備費 159，000，000 158，859，000 -141，000 

借入金施設整備費 960，000，000 959，778，000 一 222，000

受託経費 765，000，000 729，599，667 -35 ，400 ， 333 政府からの委託費受入額の減

一般管理費 422，000，000 438，947，489 16，947，489 

人件費 2，099，000，000 1， 991， 554，232 -107，445，768 

計 5，371， 000，000 5，288，548，282 -82，451， 718 
ーーーーーーー--'-
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(3) 予算及び決算

昨年度同様に研究の自主牲を活かす観点から、運営費交付金を財源として「研究推進費」の枠 (288，427千円)

を設けて、当所が主催する独自の国際会議の開催 (5，200千円)、国際研究集会等への参加 (17，910千円)、所内独

自の法人プロジ、エクト (42，122千円: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)への充当等、所内の競争的資金として活用し、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、昨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・機器の供用化を図り、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。また、機器等の購入に際してはグリーン購入法に沿って、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、一般管理費及び受託経費の管理経費を削減を図ることがで

き、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、公募型プロジ、エクト審査委員会を設置して申請内容に助言を与えるとともに、各部・セン

ターで応募戦略を検討させた。その結果として、平成14年度に開始した受託プロジェクトは10課題で191，377千円

であった。また、文部科学省、環境省、生研機構の競争的資金に、代表提案 6課題、参画提案 3課題が採択され、

自己資金の獲得を図ることができた。

1 )予算

平成14年度予算決算

(単位:百万円)

区 分 予算額 決算額 {蒲 考

収入

運営費交付金 3，485 3，485 

施設整備費補助金 159 159 

無利子借入金 960 960 

受託収入 765 732 

諸収入 2 3 

版権及特許権等収入 2 1 

その他の収入 O 2 

計 5，371 5，339 

支出

業務経費 966 1，010 

施設整備費 1，119 1，119 

受託経費 765 729 

試験研究費 695 675 

管理諸費 70 54 

一般管理費 422 439 

研究管理費 106 170 

管理諸費 316 269 

人件費 2，099 1，992 

言十 5，371 5，289 
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2 )収支計画

平成14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 4，219 4，068 

経常費用 4，219 4，051 

人件費 2，099 2，003 

業務経費 868 953 

受託経費 649 632 

一般管理費 423 218 

減価償却費 180 245 

財務費用 O 1 

臨時損失 O 16 

収益の部 4，219 4，262 

運営費交付金収益 3，388 3，200 

諸収入 2 3 

受託収入 649 732 

資産見返運営費交付金戻入 55 31 

資産見返物品受贈額戻入 125 162 

臨時利益 。 134 

純利益 。 194 

目的積立金取崩額 。 O 

総利益 。 194 

3 )資金計画

区 分

平成14年度資金計画決算

計画額

(単位:百万円)

決算額 備 考

資金支出

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次期年度計画の期間への繰越金

5，371 

4，039 

1，332 

O 

O 

6，289 

3，849 

1，482 

O 

958 

資金収入

業務活動による収入

運営費交付金による収入

受託収入

その他の収入

投資活動による収入

施設整備費補助金による収入

その他の収入

財務活動による収入

無利子借入金による収入

その他の収入

前年度からの繰越金

5，371 

4，252 

3，485 

765 

2 

159 

159 

O 

960 

960 

O 

6，289 

4，644 

3，485 

732 

427 

159 

159 

0 

960 

960 

O 

526 
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(4 ) 固定資産

1 )有形固定資産

区 分 妻女 主互ヨ主ム

建物
建面積 29，545凶

延べ面積 58，046rrl 

構 フ鋭t-: 物

車 車 両 運 搬 具 6点

工 兵 器 具 備 品 658，点

土

JL 

竹木

2 )無形固定資産

区

地

ljf 木

JL 木

分

建物敷地 206，349rrl 

出 42，950rrl 

畑 149，670rrl 

そ の他 171，897rrl 

計 570 ， 866rrl 

2，310本

431rri 

数 量

ソフトウエア

電話加入権

24，点

28回線

(5) 平成14年度機械等購入

(運営費交付金財源)

機 械 名 型 式 名

田植機 クボタ SPJ-40 AK-IF 

遺伝子増幅装置 ABI 9700 G GeneAmp PCR System 

マイクロスコープ キーエンス VH-8000

画像処理解析装置 CELSIUS Intel Pentium 4 Windows NT Workstation 

スプレヤー 丸山製作所 BSM-630SLT-C 2丸山ブームスプレヤー

カウンター マルチオートカウンタ -KC型

雨量観測装置 SE-SIS 

試料前処理装置 ETHOS PLUS 2 

電気泳動装置 パルスフィールド CHEFMapper XAチラーシステム2

ルーター L4ルータ SSR2000 SSR-2-B 128 L 4ルータ設定込み

渦相関測定システム Research R 3 A/NLオープンパスアナライザー

データ処理装置 日本コンビューティングシステム製 VCRW80012 

一酸化二窒素自動分析装置 日本サーモエレクトロン MODEL46C 

土壌観測装置 FVS-32 ch 

全有機炭素窒素分析装置 AnalyticJena TOC TN Analaizer Mulit N/C 3000 

試料燃焼装置 TGA-MS装置 STA409 PCLuxx-MS GSD 300 

製氷機 日本フリーザースコッツマン AFE-400

試料分解装置 シバタ K-437. K-414スクラバーセット

光合成蒸散測定装置 盟和商事 LI-1600スーパーポロメーター

スライド映写機 日本アピオニクス MP-700

土壌 PF測定装置 DIK-3402広域土壌 PF測定装置

131 

購入金額(円) 研究室等名

787，500 業務科

1， 171，800 微生物分類研究室

4，935，000 個体群動態ユニット

678，300 気候資源ユニット

1， 981，350 業務科

1， 785，000 業務科

1，029，000 食料生産予測チーム

4，677，750 物質循環ユニット

4，980，150 微生物分類研究室

1，236，900 総務部

4，747，680 ブラックス変動評価チーム

1， 337，700 気候資源ユニット

5，616，996 物質循環ユニット

9，366，000 土壌分類研究室

9，399，000 土壌微生物利用ユニット

13，650，000 農薬動態評価ユニット

629，475 有機化学物質研究グループ

1，800，750 土壌生化学ユニット

2，125，620 生態系影響ユニット

941，850 研究企画科

1， 736 ，868 土壌物理ユニット
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機 f戎 名 型 式 名 購入金額(円) 研究窒等名

大気圧光イオン化装置 アプライドノtイオシステムズジャノtンフォトスプレー 3，587，850 環境化学物質分析研究室

ガスクロマトグラフ自動分取装置 Agilent 6890ほか 17，839，500 昆虫生態ユニット

イオンクロマトグラフ ダイオネクス Dxi-500 16，275，000 土壌物理ユニット

クリーンベンチ SANYO MCV -91 BNS 682，500 環境化学物質分析研究室

クロマトチャンノすー 日本フリーザー MC-8EF 2 653，100 環境化学物質分析研究室

純水製造装置 ミリポア ZDXS003 KT高純水製造装置 Ellix3 518，910 環境化学物質分析研究室

超低温槽 超低温槽用 REB-1300Revco 1，336，650 環境化学物質分析研究室

ガンマスペクトロメトリーシステム ブロードエネルギーゲルマニウム検出器ほか 15，540，000 放射性同位体分析研究室

唐箕 坪刈用唐箕 PS型 684，600 業務科

ダイオキシン自動抽出装置 DPU-8 A-l 3，494，400 ダイオキシンチーム

サーバー NEC Express 58001120 L NP 8100-868 P 1 N 8130-08 CP 05 960，015 石汗究情報システム科

草刈機 ハンマーナイフモアバロネス HMB-1l00 2，184，000 業務科

試料導入装置 資生堂微量金属分析システム NANOSPACE 4，704，000 環境化学物質分析研究窒

遠心分離機 佐久間製作所製 RSL-IV型冷却式遠心機 712，215 土壌化学ユニット

テレメトリシステム NTT-AT生体追跡、マルチテレメトリシステム 2，685，533 生態管理ユニット

トラクター KL34HFBMAP、ロータリーキャノビ、パデイーハロー 4，063，500 業務科

コンビュータソフトウェア 総務部Webシステム OS'Webサーバ設定作業込み 1， 606， 500 総務部

コンビュータソフトウェア ArcGIS Geostatistical Analyst 546，000 生態管理ユニット

コンビュータソフトウェア 侵入生物情報 1， 500，000 昆虫研究グループ

コンビュータソフトウェア 総報酬制対応プログラム 577，500 総務部

コンピュータソフトウェア 数値地図 ArcChima 777，000 食料生産予測チーム

コンビュータソフトウェア 所紹介ビデオ韓国語版 1， 148，868 情報資料課

(受託等予算財源)

機 f戒 名 型 式 名 購入金額(円) 研究室等名

電気泳動装置 D Code DGGEコンフ。リートシステム BioRad 170-9085 S 1 1， 219，050 土壌微生物利用ユニット

ワークステーション 空間情報統合シミュレータ DellPrecision 530 1， 110，375 環境計測ユニット

土壌水分計 キャンベル TDR-I00 853，335 ブラックス変動評価チーム

気象観測装置 キャンベル CR10Xシステム 881，685 大気保全ユニット

気象観測装置 キャンベル CR10Xシステム 881，685 大気保全ユニット

遺伝子増幅装置 Bio-Rad I-Cyclerサーマルサイクラー 831， 600 土壌微生物利用ユニット

採水器 ISCO Model-3700 C 529，200 物質循環ユニット

採水器 ISCO Model-3700 C 529，200 物質循環ユニット

自動雨水採取器 小笠原計器 US-330 1， 165，500 重金属評価研究官

二酸化炭素計 英弘精機 ADC2250 2，493，750 温室効果ガスチーム

排水測定システム SUS 304 940，800 放射性同位体分析研究室

パーソナルコンビュータ 日本 IBMIntelistation Mpro 6229-5 M 7 22 P 6976内蔵 612，465 気候資源ユニット

ディスプレイ装置 イイヤマ AQ531lDBK 546，630 気候資源ユニット

データ記憶装置 日本コンピユ}ティングシステム VCRBA16006ディスクアレイシステム 713，790 気候資源ユニット

メタン濃度測定装置 堀場製作所 APHA-360 3，082，800 ブラックス変動評価チーム

C02/H20分析計 盟和商事クローズドパス C021H20アナライザー LI-700 3，340，260 ブラックス変動評価チーム

マイクロプレート光度計 ヴイエント BT-MQX200 2，759，400 微生物機能ユニット

分光光度計 アマシャム GeneQuantProセルイ寸き 659，137 組換え体チーム

恒温装置 FLI-301 N-L 1， 124，550 植生生態、ユニット

恒温装置 FLI-301 N-L 1， 124，550 植生生態ユニット

遺伝子増幅装置 サーマハイベイド PCRエクスプレス IIHB-PX-BG 02 892，500 組換え体チーム

ファイアウオール装置 富士通 NetShe1terlFW 1， 247，085 リモートセンシングユニット

超低温槽 日本フリーザー CL-322U縦型 999，600 微生物機能ユニット
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機 械 名 型 式 名 購入金額(円) 研究室等名

採水器 ISCO Model-3700 C 529，200 物質循環ユニット

破砕機 キアゲン MixerMill MM 300 977，130 組換え体チーム

水質自動分析装置 携帯用迅速水質分析計DRl2400型キアゲン MixerMill MM 300 963，900 物質循環ユニット

ハンドフットクロスモニタ ALOKA MBR-201型 3，150，000 放射性同位体分析研究室

分解装置 アクタック DK20ケルダール分解装置 791，437 土壌生化学ユニット

二酸化炭素計 携帯用赤外線ガス分析計 LI820 682，500 養分動態ユニット

土壌採取装置 下層土壌採取装置 FV-471 2，992，500 土壌分類研究室

顕微鏡用デジタルカメラシステム ニコン PDMC2i 948，255 組換え体チーム

COz分析装置 群落 COz分析装置 LI-820 2，581， 110 食料生産予測チーム

DNA自動分離装置 倉敷紡績 PI-50 5，339，250 微生物機能ユニット

自動細胞分析装置 フローサイトメー夕、ー PARTEC社プロイデイーアナライザー PA型 6，568，086 組換え体チーム

データ記憶装置 RAID DISK装置 997，500 気候資源ユニット

高感度ゲルマニウム検出器システム遮蔽体 キャンベラ CIO-25X 35 T Ge検出器用 4，588，500 放射性同位体分析研究室

マルチチャンネルアナライザー キャンベラ MP2-1 U Multiport MCA 935，550 放射性同位体分析研究室

電気泳動装置 アトー製デンシトグラフ AE-6920V -FX 3，118，500 組換え体チーム

採士機 FV-480型移動式 2，971， 500 放射性同位体分析研究室

水分測定装置 水分計 EB-340MOC 614，250 組換え体チーム

送風乾燥機 RT-120 HM 360 L 535，920 組換え体チーム

恒温装置 MT 1204 B 温度勾配恒温機 982，800 組換え体チーム

試料燃焼装置 FV-334型管状型土壌焼成炉用 4，200，000 放射性同位体分析研究室

超音波風速温度計 GILL R3-50/CL 1，653，750 フラックス変動評価チーム

データ記憶装置 CRA 6-6/l20-32-U 2サイバネテック 576，975 土壌分類研究室

データ記憶装置 CRA 6-6/120-32-U 2サイバネテック 576，975 土壌分類研究室

恒温装置 FLI-301 N-L 1， 124， 550 植生生態ユニット

コンビュータソフトウェア Spatial Analyst 546，000 景観生態ユニット

コンビュータソフトウェア 3 D Analyst 546，000 景観生態ユニット

コンビュータソフトウェア 中華人民共和国植生図100万分のl 785，557 景観生態ユニット

コンビュータソフトウェア ArcGIS Spatial Analyst 546，000 生態管理ユニット

コンビュータソフトウェア ER Mapper Ver 6.3 892，500 大気保全ユニット

コンピュータソフトウェア 土壌資源情報システム 1，464，000 環境計測ユニット

コンビュータソフトウェア ERDAS IMGINE Vector 602，700 気候資源ユニット

コンビュータソフトウェア 土地利用図 4，725，000 気候資源ユニット

コンビュータソフトウェア グラフ表示ソフト Linux版 840，000 フラックス変動評価チーム

コンビュータソフトウェア 画像表示ソフト Linux版 504，000 フラックス変動評価チーム

コンビュータソフトウェア ダウンロード支援ソフト Linux版 504，000 フラックス変動評価チーム

コンビュータソフトウェア 数値登録ソフト Linux版 504，000 ブラックス変動評価チーム

コンビュータソフトウェア 穀物作付け分布図 3，675，000 気候資源ユニット

(リース契約)

機

貨物自動車

械 名 型 式 名 購入金額(円)

3，752，880 I総務部

研究室等名

トヨタ ハイエースパン GL-E



134 農業環境技術研究所年報平成14年度

(6) 特許等一覧表

1 ) 圏内

発 明

植物電気センサー

農園芸作物病害防除組成物

の 名 称、

14メチル 1オクタデセン、その製造法およびその化合物
を有効成分とする昆虫誘引剤

オキナワカンシャクシコメツキ用性誘引剤

(E)-4、(Z)-10-テトラデカジェニルアセタート、その製
造法およびその化合物と (Z)-10-テトラデセニルアセター
トを有効成分とする見虫誘引剤

5 テトラデセン酸メチルの製造法

土壌水分測定装置

ジメチルカーバメートよりなる殺虫協力剤

カンシャノシンクイハマキ用誘引剤

オクタデカージェン・テトラインーカルボン酸誘導体およ
びその製造法

(E)-7，9ーデカジエニルアセタートを追加成分とする昆虫
誘ヲ|剤

9，11-ドデカジエニルブチレートと9，11-ドデカジエニルヘ
キサノエートを成分とする昆虫誘引剤

植物生育培地水分制御法

(Z)-7-ドデセニルアセタートと (Z)-9-ドデセニルアセ
タートを有効成分とする昆虫誘引剤

土壌病害防除・植物生長促進剤

シュードモナス属細菌 P-4菌株・土壌病害防除剤及び土壌
病害防除方法

5-テトラデセン酸メチルを有効成分とする昆虫誘引剤

シバットガの配偶行動撹乱剤

宿主ベクタ一系

シバットガの誘引剤

芝生害虫の配偶行動撹乱剤

ヨトウガの誘引剤

3次元自由曲面設計装置

発明者

金 子 忠 男 、 高 辻 正 基

上杉靖彦、片桐政子

玉木佳男、杉江 7c 
熊 倉 正 昭 、 佐 藤 力 郎

玉木住男、杉江 7c 
長嶺将昭、金城美恵子

玉木佳男、杉江 7じ

川崎建次郎、奥 俊夫
若公正義、氏家 武
本間健平、平野千里
堀池道郎

玉木佳男、杉江 アじ

野口 1告

柏淵辰昭

宍戸 孝、見野安彦

玉木佳男、杉江 7c 
金城美恵子

西山幸司

玉木佳男、杉江 7じ

長嶺将昭、金城美恵子

玉木佳男、杉江 7c 
長嶺将昭、金城美恵子

久 保 田 徹 、 岩 間 秀 矩

玉木佳男、杉江 7じ

川崎建次郎、北村賓彬

小林紀彦、飯島宏一

鈴木孝仁、成田 勇

玉木佳男、杉江 7c 
野口 r告

杉江 元、野口 r告
清水喜一、河名利幸
福田 寛、山本 B百
福本毅彦、井原俊明

福本文良、佐藤 ~丁L・

美濃部{有三

杉江 元、野口 r告
清 水 喜 一 、 河 名 利 幸
福田 寛、山本 昭
福本毅彦、井原俊明

杉江 元、野口 浩
清 水 喜 一 、 河 名 利 幸
福田 寛、山本 昭
福本毅彦、井原俊明

杉江 元、野口 r告
清水喜一、河名利幸
福田 寛、山本 Bs 
福本毅彦、井原俊明

竹津邦夫

出願年月日 特許・出願番号 備考

57. 7.14 特許第1613187号

58. 2.21 特許第1287114号

58. 7.26 特許第1312765号

59. 6.28 特許第1389525号

59.12. 3 特許第1609865号

59.12. 3 特許第1589436号

60. 4. 9 特許第1909283号

61. 5.23 特許第1646045号

62. 2.28 特許第2081639号

62. 8. 7 特許第2500314号

63. 7.22 特許第1906565号

63. 8.18 特許第1906566号 共同出願

63. 9.20 特許第1661053号 共同出願

63. 9.29 特許第1778711号

63.10.19 特許第1855389号

元.2.14 特許第2614913号 共同出願

元.7.21 特許第1628011号 共同出願

2.12.27 特許第2851443号 分割出願

3. 4.19 特許第2600090号 共同出願

4. 1.27 特許第2779090号 共同出願

4. 1.29 特許第2793736号 共同出願

4. 3.10 特許第2779093号 共同出願

4.10.22 特許第2674678号 共同出願
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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 7. 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、大平善男
津田勝男、山中正博
堤 隆文、鈴木宏始

ナガチャコガネの誘引剤 杉江 元、野口 浩 7. 4.25 特許第2654514号 共同出願
川崎建次郎、本間健平
大泰司誠、柿崎昌史
鈴 木 宏 始 、 福 本 毅 彦

新規土壌凝集剤 高橋義明、棲井泰弘 7. 9. 6 特許第2741746号 共同出願
牧野知之

薬剤の放出制御・抑制方法及びその資材 小 原 裕 三 、 石 井 康 雄 8. 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 8. 7.12 特許第3163377号 共同出願
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 8.11.29 特許第2838200号
に接続するためのインターフェイス及び接続方法

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 9. 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 9. 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 10. 2.26 特許第2884511号 共同出願
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 10. 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 10.11.25 特許第3051920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 高木和広、吉岡祐一 11. 6.22 特願2001-505668号 共同出願
た分解菌保持担体、その分解菌保持担体を利用する汚染士
壌回復又は地下水汚染防止の方法

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 11. 9.14 特許第3231744号 共同出願
む紫紋羽病防除剤 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 13. 1.25 特願2001-16569号 共同出願
植竹ゆかり、荒川征男
中村

凝集剤 牧野知之、扇谷 r告 13. 9.28 特願2001-298825号 共同出願
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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(抗腫蕩剤及びそれを用いた抗腫蕩治療方法) カナダ 佐藤善司 59.10.16 特許第1237667号
松田 泉
野田孝人
奥田重信

リゾキシン カナダ
岩崎茂夫

63. 3.24 特許第1311434号 分割出願古川 敦
小林久芳

3次元自由曲面設計装置 アメリカ 竹津邦夫 5. 3.24 特願第08/036446号

カナダ 5. 3.23 特許第2092217号

ベルギー 5. 3.25 特許第0594276号

スイス 5. 3.25 特許第0594276号

ドイツ 5. 3.25 特許第69326868.9-08号

フランス 5. 3.25 特許第0594276号

イギリス 5. 3.25 特許第0594276号

イタリア 5. 3.25 特許第0594276号

リヒテンシュタイン 5. 3.25 特許第0594276号

オランダ 5. 3.25 特許第0594276号

スウェーデン 5. 3.25 特許第0594276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 中国 鳥山重光 4.12. 2 特許第92115177.2号
製造法

韓国
早川孝彦

4.12. 1 特許第255474号 共同出願朱 亜峰

台湾 5. 1.20 特許第82425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 オーストラリア 高木和広 11. 5.11 特許第735417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

韓国
吉岡祐一

11. 5.11 特許第336195号 共同出願解菌保持担体

EPC 11. 5.11 特願第99918364号 共同出願

アメリカ 11. 5.11 特願第09/462，877号 共同出願

カナダ 11. 5.11 特願第2，296，658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 アメリカ 高木和広 11. 8.23 特許第6451580号 共同出願
を集積する方法 吉岡祐一

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 韓国 高木和広 12. 1.10 特願第10-2001一7001662号 共同出願
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

EPC 
吉岡祐一

12. 1.14 特願第99925418.8号 共同出願壌回復又は地下水汚染防止の方法

アメリカ 12. 1.18 特願第09/744996号 共同出願

カナダ 12. 1.18 特願第2342805号 共同出願

オーストラリア 12. 1.20 特許第751850号 共同出願
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4 .図 室田

平成14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 O

( 1 ) 受入れ図書・資料冊数

区 分 購入 寄贈 計

単行書 手口 599 38 637 

(冊) 洋 191 3 194 

資料 手口 O 56 56 

(冊) 洋 O 7 7 

雑誌 手口 79 1，048 1，127 

(種) 洋 190 195 385 

(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 37件 1，052件 2，680件

省 タト 12件 554件 56件

計 49件 1，606件 2，736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

4誌(のべ 22件)

144人(コピー 2，804枚)

25人(コピー 313枚)

241人(コピー 4，564枚)

18人

5圃視察・見学者数

区 分 農業関係者 一 般 学 生 公 務 貝 外国 人 計

年 月 件 人 件 人 件 人 件 人 {牛 人 件 人

平成14年 4月 2 44 3 27 5 71 

5月 3 66 3 38 1 1 7 105 

6月 5 60 5 60 

7月 1 40 1 25 9 71 11 136 

8月 3 85 4 88 1 7 4 18 12 198 

9月 2 48 1 5 1 21 4 74 

10月 3 61 1 2 6 54 10 117 

11月 1 27 1 27 4 102 3 5 9 161 

12月 1 18 1 7 1 1 3 26 

平成15年 1月 1 7 4 18 5 25 

2月 1 15 2 11 3 26 

3月 1 24 9 55 10 79 

計 2 51 7 200 19 387 9 119 47 321 84 1，078 

一 般 公 開 69 1，062 122 79 1，332 

つくばちび、っ子博士 62 62 

A口、 計 120 1，262 571 198 321 2，472 
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6 .委員会

委員会名 委員会委員構成委員会の目的

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
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、エクト等|公募型プロジ、エクト等に、研究職員が応募しようとす|部長、センター長、研究企
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
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
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

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
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、
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

ター職員

機械委員会

圃場委員会

アイソトープ委員会 法人における原子力の利用研究及び放射線障害防止並
びに緊急放射能調査について必要な事項を審議するこ
とを目的とする

企画調整部長、研究企画科
長、環境化学分析センター
長、庶務課長、会計課長、
放射線取扱主任者、放射線
業務総括者、開放研究室責
任者、開放研究室放射線管
理者

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、
考委員会 lの候補者の選考を行うことを目的とする l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
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
業務安全委員会 l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

管理者及び業務安全主任
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 l企画調整部長、研究企画科
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、

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 l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
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・

センター職員
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研究技術情報高度化委員会
情報部会員、農林水産研究
技術情報運営協議会専門部
会員法人代表、(オブザー
バー:法人に居室等を有す
る他の独法職員)

理事、企画調整部長、研究
部長、センター長、情報資
料課長

報告・資料投稿論文審| 法人における報告・資料に投稿された論文等について
査委員会 |審査を行い、その内容の質的向上を図ることを目的と

する

人数|備考
(含むオブ
ザ}パー)I (事務局・庶務)

9 I (研究企画科)

9 I (研究企画科)

7 I (研究企画科)

10 I (研究企画科)

8 I (研究企画科)

10 I (研究企画科)

9 (研究企画科)

6 I (研究交流科)

12 I (企画調整部)

12 I (企画調整部)

9 I (研究情報システ
ム科)

6 I (研究情報システ
ム科)

6 I (研究情報システ
(8) Iム科)

8 I (情報資料課)
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人数 f蒲 考
委員会名 委員会 の目的 委員会委員構成 (含むオブ

ザー1¥-) (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)
する法人において日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、 部長、センター長、庶務課 8 (庶務課)
優れた人材を採用することを目的とする 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、 部長、センター長、庶務課 8 (庶務課)
委員会 適正な審査・評価を行うことを目的とする 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

情報公開準備委員会 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に 総務部長、企画調整部長、 10 (庶務課)
基づき法人における情報公開の体制を整備することを 各研究部長・各グループ長 H13.12.1lから
目的とする から各部 1名、センター長、 H14. 6.30まで

研究企画科長、庶務課長、
会計課長

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 理事、部長、センター長、 11 (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 研究企画科長、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日 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)
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人数 f蒲 考
委員会名 委員会の目的 委員会委員構成 (含むオブ

ザ}パー) (事務局・庶務)

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)
βA 、 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、 11 (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

」ー
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