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風にきく土にふれる

そしてはるかな時をおもい

環境をまもる

Conserve the environment 

by listening to wind， observing soil 

and thinking of our future 

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

イメ ージしている 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

独立行政法人農業環境技術研究所が発足して 1年と 3ヶ月が経過した。

設立に際して、研究所は、 1 )農業生態系の持つ自然循環機能に基づいた食料と環境の安全性の確保 2 ) 

地球規模での環境変化と農業生態系との相互作用の解明、および3)生態系・環境科学を支える基盤研究 を

行うわが国の中核的な研究所を目指した。つまり、農業を中心とする環境研究の基礎的および中心的な研究所

になることを志した。

そのため、組織を次のように特徴づけた。 1)運営の円滑化を図るため、企画調整部門を強化した。 2)研

究部は、地球環境問題、生物環境安全問題および化学環境問題を取り組む 3つの部に再編した。 3)農業環境

に関わるさまざまな情報を利用、活用、および提供できる農業環境インベントリーセンターを設置した。 4) 

さまざまな化学物質および放射性同位体などの分析に関わる共同研究ができる環境化学分析センターを設置し

た。 5)研究室制度による固定的な組織を改め、部の中にグループおよびチームを設けた。グループ内には研

究リーダーを中心とするユニットをおき、機動的な体制をとった。また、部間の併任制度も設けた。

研究所のこれらの構造をうまく機能させるために、 1 )公共性・自主性・透明性、 2)安心・安全・ブレー

キ・環境資源の次世代への継承、 3 )国際・学際・地際、を目標に掲げてきた。法人化してからの韓国および

中国の環境関連の研究所との MOU締結や、大学および県の研究所との共同研究の開始、さらには「情報:農

業と環境Jの提供などは、その努力の一端である O また、この年報の内容そのものが機能の結果である O

中国の股(いん)王朝の湯王(とうおう) (BC16) の言葉に、「笥(まこと)ニ日ニ新タナリ、日々新タナ

リ、又日ニ新タナリ」がある O 湯王は、毎朝顔を洗う洗面器にこの言葉を刻ませていたという O 環境研究に携

わる者は、いつもこの言葉を想起することが必要で、ある O そのよい例えに、リスク(危険度など)問題が新た

に注目されている O 世界的な動きである O それは、リスク・マネージメント(管理・運営)、リスク・アセス

メント(評価・予測)、リスク・コミュニケーション(情報伝達)、リスク・トレードオフ(選択肢)と多岐に

わたる O

さらに、レスター・ブラウンの著書に代表される「エコ・エコノミー」の概念もあらたな世界的な動きであ

るO この概念は、環境の視点から近い将来世界を席巻するであろう O

この「リスク」ゃ「エコ・エコノミーJを当所の組織を活用して、今後どのように展開していくのか。私た

ちに課せられた課題は大きい。今後の環境研究の存亡に関わる事項であることはまちがいない。当所の組織と

われわれの英知を結集すれば、これらの問題も自ずと解決に向かうであろうことを大いに期待している O

ここにお届けする平成13年度の活動をまとめた年報が、少しでも農業と環境のために役立つことを希望する O

N章に所員の研究成果などのリストを掲載した。関心のある方はいつでも必要な資料をご請求いただきたい。

平成14年7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 

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、次の研究を実施した。

気象研究グループでは、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、

二酸化炭素の濃度上昇がアジアのコメ生産に及ぼす影響

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・拡散過程の解明に関する研究を行っ

た。

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に関する研究では、米国

地質調査所が公開している地理情報をもとに河道網およ

び流域境界データを作成し、新たに河道モデルのプロト

タイプを組み込んで表面流出量を推定した。この結果、

推定値と実測河川流量は概ね一致したが、精度の向上に

は人為的取水や貯j留を考慮する必要がある点が明らかに

なった。また、農業生産管理の観点から見た気候変動影

響評価を行うため、植生指数のノイズ除去に対して LMF

(Local Maximum Fitting)処理法を活用したところ、東

アジアにおける一毛作農地と二毛作農地の判別が可能で

あることが明らかになった。さらに、これまでに開発が

進んでいるアメダス地域気象データ等を用いた水田水

温・地温の予測評価システムの精度向上を図り、同シス

テムから求めた予測値と実測値を比較した。出穂期以降

は、モデル計算の方が過大評価となる傾向にあったが、

これは穂による遮光の影響が未考慮のためと考えられた。

二酸化炭素の濃度上昇がアジアのコメ生産に及ぼす影

響のモデル化に関する研究では、 RiceFACE実験(水田

生態系を対象とした開放系大気 C02増加実験)結果と

イネ生長モデルによるシミュレーションの結果を比較し、

モデルの検証及び高度化を図った。ここで、既存のイネ

生長プロセスモデルである ORYZAlとSIMRIWに加え、

新しく開発中のモデル JAPONICAを用いた。モデル予

測値を解析した結果、今後重要となる水利用について、

蒸散が感んな 7月上中旬に高 CO2濃度により 0.5----1 oc 
程度葉温が上昇し、群落蒸発散量は生育期間全体として

5%程度減少すると見積もられた。また、大気化学一輸

送モデル (CTM及びMOZART-2) を用いて、中国大陸

におけるオゾン濃度の分布と、オゾンによる大気汚染が

イネの生長と収量に及ぼす影響を評価・予測した。この

結果、オゾンによる1990年のイネ減収率は、ワイブル関

数モデル (WFM) では平均1.5%に過ぎないが、指数関

数モデル (EFM) では平均4.6%と推定された。 2020年

には、推定減収率は WFMで平均4.1%、EFMは平均

8.4%に上昇する、生長プロセスモデルで推定した減収

率は EFMのそれよりも約 2%高まるなどが明らかに

なった。

農業生態系における炭化水素、花粉、ダスト等大気質

の放出・拡散過程の解明に関する研究では、農業生態系

から放出される各種大気質の濃度を連続して評価する手

法について検討した。レーザ一光学的原理に基づいたリ

アルタイム花粉モニターを用いた測定法が、従来困難で、

あった空中花粉量の時間単位の変動の評価に有効なこと、

また、半導体センサーを用いた手法が、アンモニア濃度

の測定および砂磯地から風で舞い上がるダスト発生量評

価に有効であることが明らかとなった。中国ゴビ砂漠の

敦燈に設置したダストおよび、気象モニタリング装置で連

続観測を行い、 2001年 3月下旬から 5月下旬までの期間

について、砂漠でのダスト密度指標 (DCI: Dust Concen-

tration Index、ダスト計の出力を規格化したダスト濃度

の指標)、気圧、温・湿度および風速の変化を解析した。

その結果、寒冷前線の通過とともに気圧が低下し、気温

が下降すると同時に相対温度が上昇した後に、 DCIの上

昇すなわちダストが発生することが明らかになった。ま

た、中国の青海高原の草原において、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を明らかに

するため、放射収支、水収支、炭酸ガス収支など基礎的

データの測定を開始した。さらに、チベット高原におけ

る86カ所の気象観測所における1978年以来の月平均気温、

降水量デー夕、全地域畜産の年生産量データなどを収集
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し、解析を行った結果、 1978年以来チベット高原におけ

る畜産生産量と気温は増加の傾向があり、畜産生産量の

増加は天然草地からのバイオマス供給量の増加によるも

のと考えられた。

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、 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、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、環境資源・環境負荷デー

タの分類子法及び多変量開発手法の開発に関する研究を

行った。

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に関する研究では、観音台および

八郷調査地を対象とした窒素、塩基などの循環推定のた

めの調査を行い、林内雨による窒素負荷量が観音台で

32. 9kg N ha-1 
y{l、八郷で13.1kgN ha-1 

y{lであることを

示した。また、土壌-植物系の窒素動態は、有機物の分

解や吸脱着、植物や微生物による利用など局所的に進行

する内部循環に強く支配されること、衰退過程にある地

点では土壌有機態窒素の無機化速度が小さく窒素供給は

大気からの窒素の沈着に強く影響されていること、樹木

が衰退している地点の二酸化硫黄とオゾン濃度は、健全

な樹木が分布している地点のほぼ 2倍であることなどが

明らかになった。キャッチメント・モデルによって対象

集水域の土壌水のイオン濃度の計算が可能になったが、

窒素の無機化速度や植物による吸収速度の部分に改善の

余地が残った。さらに、酸性雨について被害認識と対策

決定の国際比較の基盤情報として、タイ、ミャンマーに

おける調査を行い、昨年までに調査した中国と比較した。

この結果、局地的な大気汚染水質汚濁は深刻であり、窒

素の排出量は増加の傾向にあることが示された。一方、

経済規模や排出量は固によって100倍程度の違いがあり、

欧米の長距離越境大気汚染 (LRTAP)条約のような多

国間の協定により汚染性排出量規制を行うことは困難と

考えられた。

物質収支算定システムの構築と環境負荷の定量化手法

の開発に関する研究では、近年に食用輸入量が急増した

ため評価の対象として重要となった水産物について、精

度よく定量化することのできる物流算定点式を開発した。

これにより、全国版養分収支算定システムを試作して窒

素養分収支の実態、を試算したところ、 80年代後半以降の

窒素養分収支に、水産物の国内生産の減少と輸入の増加

が大きな影響を及ぼしたことが明らかになった。また、

農業および食品産業等に由来する廃棄物を利用したバイ

オマスエネルギ一生産システムの事例を選定し、環境影

響評価および経済性評価を実施する際の問題点を摘出す

るための検討を行った。このうち、マイタケの廃菌床を

利用したエタノールプラントでは、原料の購入費用、処

理量、製品価格等の諸元に妥当な暫定値を設定し、経済

性評価のシミュレーションを行い、評価が可能であるこ

とを確認した。肉午糞尿を用いたエタノール生産プラン

トでは、 LCAの評価対象範囲の決定に向けて、わが国

全体の肉午の糞尿発生量の推測等の予備的検討を行った。

GISを活用した農業生態系の空間構造変動の定量的把

握手法の開発に関する研究では、迅速測図を二段階で補

正し、地形図に重ね合わせることが有効な点が明らかに

なった。この方法では、はじめに現在の地形図が使用す

る横メルカトール図法に迅速測図を幾何補正し、次に、

残る歪みをラバー・シーテイング手法で詳細に補正した。

また、 1970年代まで使用されていた多面体図法の!日地形

図と現在の地形図をラバー・シーテイング手法で重ね合

わせを行った。後者の手法で変換した場合について地形

凶間の RMSエラーを検討し、重ね合わせ手法の利用可

能な条件を明らかにした。

衛星情報のデータベース化と画像解析手法の高度化に

関する研究では、農林水産研究計算センターの衛星画像

データベースシステム (SIDaB)のNOAAJAVHRRデー

タを用いて東アジア地域における10日毎最大値NDVI画

像を作成し、次に1997年から1999年までの平均値画像を

作成した。また、 2000年の10日毎最大値NDVI画像を準

リアルタイムで作成し、この画像と 3年間の平均画像と

の差の画像を作成した。さらに、 RADARSATデータを

カナダで受信した後、農林水産研究計算センター経由で

バンコクのアジア工科大学に送信し、アジア工科大学で

幾何補正処理済み画像に加工するシステムが完成した。

加えて、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を行い、 GIS情報を用いて水

田候補地を高精度で抽出することが可能になった。この

他、インドネシアジャンビ州東部低地について LAND-

SAT/TMデータを使用し1989年、 1992年、及び1998年

9年間の土地利用変化を求め、この地域からの温室効果

ガスブラックスの変化を推定した結果、炭素貯蔵量が年

に約 5%ずつ減少したことが推定された。

リモートセンシングによる植被動態の広域的検出・評

価手法の開発に関する研究では、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のためグラン
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ド・トゥルースと衛星画像 LANDSAT/TMデータから

求めた NDVIを参考にして教師分類を行い、有用な 3カ

テゴリーの牧草分布図を完成した。最も優占していたカ

テゴリーは、植物現存量が豊富(約500g乾燥重/ぱ)で

種数も多い草原 (Meadow Steppe) と一致した。また、

ヘリコプタによる観測データと地上での同時計測データ

の比較を行い、少数地点のキャリプレーションで反射率

や表面温度が精度よく求まることを実証し、航空機搭載

用リモートセンシング画像計測システムを確立した。さ

らに、試験圃場で実測した作物個体群の偏光と既存の反

射率等との比較に基づいて、作物種の判別や葉面積の推

定を行うことができる偏光計測のシステムと計測法を確

立した。加えて、植物生長と COzブラックスの広域評

価を行い、植被のハイパースベクトル計測データと渦相

関法による COzブラックスの間に高い正の相関がある

ことを見出した。さらに、植生指数と光合成有効放射の

吸収割合の関係をモデル化することにより、日々の域内

光合成容量の分布を任意のスケールで評価できることを

示した。

環境資源・環境負街データの分類手法及び多変量開発

手法の開発に関する研究では、多次元正規分布の確率

(オーソスキーム確率)の効率的な計算法を開発すると

ともに、有限個のオーソスキーム確率を用いて任意の多

次元正規分布関数が表現可能なことを理論的に証明した。

また、復元された祖先形質状態セットの聞の薄板スプラ

イン関数に基づく定量的評価法を拡張し、形質進化の方

向性を解釈するための定式化を行った。併せて、形質空

間を基準化して複数の形質情報を統合するための数学理

論を開発した。これにより、形態データと分子データの

もつ情報を同ーの枠組みの中で扱えるようになった。さ

らに、全国の農業試験研究機関で実施された稲・麦・大

豆の栽培試験データを用い開花期予測モデル作成のため

のデータベースを構築した。従来の DVIモデルでは、

生育時期ごとの温度の効果がモデルに組み込まれていな

かったが、ノンパラメトリック回帰手法を利用して生育

時期の影響を考慮した DVIモデルを開発し、より精度

の高い開花期予測が可能になった。

温室効果ガスチームでは、農地の利用形態と温室効果

ガス等の発生要因の関係解明及び発生制御技術の開発に

関する研究を実施した。

慣行的な肥培管理による水稲の栽培・非栽培期間にお

ける水田からの CH4、N20およびCO2ブラックスを同時

に連続測定するシステムの機能向上を図り、耕作を行っ

ていない冬期の各種フラックスの計測に適用した結果、

COzでは200mgCOzm-
Zh1以下、 CH4はほぼゼロ、 NzOは

ばらつきが大きいが比較的フラックスは大きく 50mgNmZ

h-1となることが示された。また、各種のバイオマス燃焼

による温室効果ガス発生率を明らかにする一環として、

南スマトラの試験地で、泥炭燃焼実験を行った結果、比較

的温室効果ガスフラックス自体は小さいが広域で長期間

燃焼するため総排出量が大きいと考えられた。バイオマ

ス燃焼などから発生した微粒子は温室効果に大きな影響

を及ぼすが、この微粒子の変動を明らかにするため、奄

美大島および周辺海洋上における大気の化学的特性を計

測した。これにより、粒子中の水溶性イオンは粒径が比

較的小さい場合には硫酸塩とアンモニアの濃度が高く、

粒径が大きい場合にはナトリウムと塩素等の海塩粒子が

卓越した。また、土地利用変化に伴う温室効果ガス発生・

吸収に関して、インドネシアの研究者との共同でスマト

ラ島における熱帯一次林、択伐林、皆伐・焼却後植林地、

初期ゴム園という土地利用形態の異なる地点を対象に

CH4、COz、NzOのフラックスを 3年間観測した結果、

湿潤熱帯林における土地利用変化により、土壌からの温

室効果ガスの放出は、伐採・焼却後の数年間は NzOフ

ラックスが増大する一方 CH4吸収は減少し、その後再

び一次林と同レベルの値に戻るといった動態が明らかに

なった。

不耕起等の栽培法による温室効果ガス制御技術に関す

る研究では、不耕起水田から発生する CH4の量が年次と

ともに減少して 7-----8年後には移植栽培とほぼ同程度と

なることを示した。一方 NzOの発生量は、不耕起の場

合に移植栽培の約 2倍となった。温暖化ポテンシャルの

概念を用いて COz等価発生量を比較したところ、不耕起

栽培圃場を開始して 7-----8年後に耕起移植栽培に戻すこ

とが温室効果ガス発生制御技術として有効な点が示唆さ

れた。また、国内および中国の代表的な農耕地土壌でハ

クサイ栽培し、残さをすき込む処理を行った土壌からの

NzOブラックスを測定したところ、発生量は土壌水分量

が依存することが明らかになった。また、キャベツ畑で

のNzOフラックス測定を行った結果、基肥や追肥を行っ

た後にフラックスの増加は見られないが、残さをすき込

んだ後に約250μgNmzh-1の比較的大きなフラックスが

測定され、作物の残さがNzOの発生源であることが示

唆された。さらに、代表的な茶闘が立地する地域の湧水

中の溶存 NzO濃度を測定した結果、大気平行濃度のお

よそ20-----170倍に相当する7.6---60.8 ~gNL-l の範聞とな

り、間接発生評価の重要性が明らかになった。

従来研究例が少ない畑地や草地からの亜酸化窒素の発
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生量を精綴に評価する基盤として、気象要素、土壌物理

性、土地管理過程を入力項目とする DNDC(Denitrification 

and Decomposition)モデルの日本の畑地土壌への適用可

能性について検討した。灰色低地土(タマネギ畑)と黒

ボク土(ニンジン畑)を対象としてモデル予測値と実測

値を比較したところ、いずれの土壌についても地温、土

壌水分、基質濃度、作物の炭素同化、窒素吸収量、土壌

呼吸量はほぼ一致した。しかし、灰色低地土では NzO

とNOの発生量の季節推移と大きさは一致したが、黒ボ

ク士の場合では実測した発生量が予測値の 1/10以下と

なり季節推移も異なった。これにより、黒ボク士固有の

理化学的・生物的特性を考慮したモデルの必要性が明ら

かになった。また、陸域生態系における CH4、NzO等の

インベントリーの充実を目的として、アジア地域におけ

る農耕地を含む陸域生態系からの温室効果ガスブラック

スデータを収集し解析した。これより、特に水田では CH4

とNzOのトレードオフ関係を考慮し年間を通した総合

的な評価が不可欠な点、土地利用形態を考慮した広域推

定の必要な点を指摘した。

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束アジアのコメ生産力の変化予

測、日本周辺の水稲栽培における脆弱性評価及び影響緩

和技術の提示、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た。

地球規模の環境変動に伴う生育阻害要因を考慮した束

アジアのコメ生産力の変化予測に関する研究では、食料

生産量変動予測に利用可能な統計的ダウンスケール手法

を開発し、空間的分解能に優れたデータベースの構築に

着手した。日本列島、韓半島、中国東部を含む領域で温

暖化後の気候を示すデータベースを作成し解析したとこ

ろ、従来の全球気候モデルの予測値では表現されていな

い夏期の太平洋高気圧の高緯度側への拡大が明瞭に現れ

ることが示された。この特徴は、夏作物の生産量変動の

予測精度に関係すると考えられた。また、 10km以下のメッ

シュサイズで確度の高い降水量予測を行うため、統計的

ダウンスケール手法を利用して降水量を予測する手順を

作成した。地域気候モデルの予測結果は気象研究所から

提供を受けた。日本周辺について詳細な降水量分布図を

作成し、従来から提供されている 3種の全球気候モデル

(気象研究所、東京大学気候システムセンター、英国ハ

ドレーセンター)を基にした結果と比較したところ、新

しい手法では日本海側の地域で降水量が減少する傾向が

示され、詳細な温暖化予測に極めて有効であることが示

唆された。

次に、栽培技術の適応および土地利用変化を考慮した

主要作物の栽培適地変動予測と食料供給力変動シナリオ

分析を行うため、インドと中国の水田作地域、畑作地域、

両者の混在地域を対象として自然環境条件を比較したと

ころ、年積算温度に関しては水田作地域では5 ， 200~

10，200
0

C日以上、畑作地域では3，700~9 ， 900 oC日、混在

地域では5，100~9 ， 800
v

C日であることなどが明らかにな

り、さらに土壌条件ほかを組み合わせることで栽培適地

の抽出が可能なことが示された。また、マイクロ波セン

サー'情報利用等による災害被害の把握手法の開発のため、

衛星データを用いて干ばつ擢災地域を検索する手法につ

いて検討した。さらに、群落の熱・水収支の変化などを

介して地域の気候にフィードバックが及ぶ過程を考慮し

た動的相互作用モデルの改良を行った。従来のモデルで

は群落中下層の個体の生長量が過小評価される傾向が

あったが、個体が占有する空隙率の概念のパラメータ化

と非同化部の呼吸量に関して改良した結果、個体群のサ

イズ構造の予測精度が向上し、同時に非同化部の呼吸量

が文献値とほぼ一致した。加えて、全球陸域炭素フラッ

クスのモデル化に関する研究を行った。基本となるロー

ザムステッド・カーボンモデルに、限られた要素からの

推定を可能とする単純化と、月別の変化が計算できる手

順を加えた。圃場試験データを用いてモデル推定値を検

証したところ、休耕の条件では炭素収支の季節変動と絶

対値はほぼ一致したが、陸稲と大麦の二毛作条件では推

定値を過小評価するなどの特徴が明らかになり、改良点

が明らかになった。

日本周辺の水稲栽培における脆弱性評価及び影響緩和

技術の提示に関する研究では、水稲の収量と最適栽培期

間への影響、害虫世代数への影響、積雪変動による農用

水資源への影響について解析した。その結果、温暖化時

に北陸、南関東、四国北部および九州西部では収量減の

危険性が生じること、特に気温日較差が小さい場合に減

収となることが示された。栽培期間の移動に関しては、

関東から東海・近畿・四国・九州にかけて最適な栽培期

間を選択する自由度が小さい一方、東北以北では栽培期

間を早めることにより収量増大が期待できることが明ら

かになった。水稲害虫のヒメトビウンカ世代数の増加お

よび積雪の減少が水稲栽培へ及ぼす影響を含めた脆弱性

マップを作成した結果、国内の水稲栽培において温暖化

に対して最も脆弱な地域は北陸から東北地方の日本海側

と推定された。

中国における砂漠化に伴う環境資源変動評価のための

指標の開発に関する研究では、温暖化時の炭素収支を議
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諭する場合に不可欠な炭素収支の国別把握に貢献するこ

とを目的として、簡便かっ信頼性の高いローザムステッ

ド・カーボンモデルを日本の畑土壌へ適用するための改

良およびパラメータの決定を行った。黒ボク土について、

活性アルミニウム量などの土壌特性値をパラメータとし

て腐植画分の分解率が変化するようにモデルを改良し、

北海道、青森県、長野県の黒ボク士畑に適用すると同時

に、従来モデルを愛知県の黄色士畑、埼玉県の褐色低地

士畑、滋賀県の灰色低地土水田に適用した。この結果、

畑土壌の場合に、改良モデルによる予測値は実測値とよ

く一致すること、この一方水出土壌への利用のためには

さらに改良が必要なことが示された。この改良モデルは、

畑土壌の炭素蓄積量算定のほか、土壌有機物含量維持の

ための堆肥投入量の決定など日本の畑土壌の有機物管理

にも役立つことが期待された。

環境変動が土壌侵食・塩類化等の士壌劣化に及ぼす影

響では、中国湖北省の塩類集積土壌を対象として現地調

査および、土壌侵食予測式の開発を行った。中国農業科学

院と協力して現地調査を実施するとともに今後のモニタ

リング地点の選定を行った。土壌侵食量の変化予測には、

USLE式を用いることとし、予測過程で重要な要素の一

つである温暖化時の夏期の降水量増加の影響について検

討した。全炭素含量変化および可給態窒素の変化につい

て、気候変化シナリオから求めた100年後の降水量を用

いて解析した結果、土壌侵食量と密接な関係のある全炭

素含量変化については黒ボク土の場合に2.8mm増大し褐

色森林土で4.7mm増大すること、可給態窒素については

5~20%変動することが明らかになった。また、中国内

蒙古の半乾燥地域(フフホト周辺の草原)を対象とし、

砂漠化に伴う植生や土壌などの環境資源の質的変化と生

物生産力との関係解明および、生物生産力の広域評価の

ための指標の開発に着手した。現地調査により、指標の

要素として重要な対象地域の植生タイプ、土壌の物理性、

肥沃度などが明らかになった。研究対象地域は、これま

で、調査を行ってきた奈是とは異なりより砂漠化の危険性

が高く、引き続きモニタリングを行う地域として適切と

考えられた。

フラックス変動評価チームでは、農耕地や自然生態系

におけるフラックス変動の評価に関する研究を実施した。

東アジアを代表する各種生態系における COz、CH4、

エネルギー交換量の解明、安定同位体比の測定による生

態系の物質フローの解明、測定結果を集約したラックス

ネットワークの構築を行った。すなわち、耕作期間全般

の水田について、渦相関法で測定した NEP(Net Ecosys-

tem Production) 値である428~455 gCm2に気温から推

定した土壌呼吸量を加算すると、稲の乾物重から求めた

炭素蓄積量611~714 gCmZとほぼ一致した。一方、耕作

期間全般を通した CH4放出量は 4gCm2であった。 6月

初旬における潅蹴水、田面水、排水中の炭素同位体比の

測定結果から、田面水中で、のイネ起源および大気起源の

溶存態無機炭素の混合比は 3 7と概算された。また、

北極圏ツンドラ生態系での温室効果ガスの収支について、

1999年以来継続して測定した CO2とCH4のフラックスを

解析した。非積雪期間のブラックスは、気象条件に応じ

たツンドラ植生の生育と密接に関係して CO2、CH4とも

年により大きな差が認められた。 CH4放出量の NEPに

対する比(炭素比)は従来の研究による値 1/30とほぼ

一致し、炭素固定量が大きければCH4放出量も大きい

ことが明らかになった。これらの観測データのデータ

ベース化に関しては、管理の面で基幹的な役割にある経

済産業省産業技術総合研究所にエコシステムデータベー

スの一部として移植し、公開を開始した。

生態系と大気聞のガス交換の評価制度向上を目的とし

て、測定手法やデータ処理法の過程で発生する異常値の

検出や除去といった品質管理の検討を行った。すでに海

外のブラックスサイトで導入されているデータ品質管理

を指針として、生データに対する統計値のテスト、非定

常性テスト、乱流強度テスト、エネルギー収支の充足率

テストを実施した結果、相関係数および乱流強度の検定

に基づくテストはあまり有効で、ないこと、非定常性の検

定では降雨時のデータの除去に有効な反面で日の出や日

の人り時刻のデータも除去してしまう危険があることが

明らかになった。エネルギーの充足率を利用する検定は、

変動の低周波成分が十分補足されないと考えられた。ま

た、複数の異なる超音波風速計およびオープンパス型ガ

ス分析計を同一条件に設置し、風速の主風向成分、直交

成分、鉛直成分、温度、水蒸気圧、 C02濃度の各変動成

分を測定し解析した結果、各変動成分には大きな差はな

いが平均値に差が認められた。特にオープンパス型ガス

分析計では、高周波成分に差が生じた。国際的に利用が

進んで、いる渦相関法で求めたブラックス値については、

ほぼ10%以内の違いで一致した。標準誤差で示されるぱ

らつきは、顕熱フラックスで、15Wm-z、潜熱フラックス

で"20Wm-2、COzブラックスでo. 12mg C02m2s1であった。

これらの値は、現状において各フラックスを評価する際

に避けられない誤差として考えられた。
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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、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、「農業生産活動が農業生態系

の生物群集の構造と多様性に及ぼす影響の評価(中課

題)Jの下で、小課題として「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」、「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」を中心に

研究を実施している O

スルホニルウレア系水田除草剤 (SU剤)は、我が国

をはじめ韓国等でも広く使用され、水田生態系を生息地

とする水生植物群集に、大きなインパクトを与えている O

そのため、かつて、水田生態系に頻繁に見かけられたア

ギナシ、サンショウモ、オオアカウキクサ等は減少し、

現在では希少植物種となっている O また、 su剤抵抗性

のイヌホタルイやキカシグサが出現し、それらの蔓延は

水生植物群集に対する撹乱要因になっている o 13年度は、

水田から流出する su剤濃度が、前述の希少植物種の生

育に及ぼす影響について検討し、サンショウモの感受性

が最も高いことが明らかになった。また、これらの知見

と前年度までの成果に基づき、水田から流出する su剤

を測定するためのバイオセンサーとして、ジュンサイや

スイタグワイ等の栽培種が有効で、あることを所の主要成

果として公表した。一方、イヌホタルイにおける su剤

感受性個体及び抵抗性個体を用いた交配試験、ならびに

その後代検定を行い、抵抗性遺伝子は優性 1遺伝子に支

配されること、 F2世代における抵抗性個体には抵抗性

に関してホモとヘテロがあることが明らかになった。

農地及び周辺植生の変動予測では、農業生態系におけ

る植生変化を把握するためのフレーム作りを目的として、

数値地図情報等を用いて農業生態系の類型化を行った。

このような国土区分は、既にいくつかの視点から行われ

ているが、ここでは多くの環境因子を扱うとともに、農

業生態系としての特徴が反映されるように、因子をカテ

ゴリー化して作成した。その結果、全国の農業生態系は

8クラスの大区分と60クラスの小灰分に類型化され、そ

れぞれの判別率は85%以上であった。こうして出来上

がったフレームに植生調査データを加えた肉付けをする

に当たり、今年度は、小区分番号66 (台地・低地景観、

夏季日射量がやや少ない、寡積雪・適湿、低標高・低谷

密度、低地士・未聞結堆積物、水田が多い)に相当する

茨城県南部において、絶滅危慎種タコノアシの分布とそ

の分布域の自然立地条件を調査した。今後の取り組みと

して、既往成果を活用しつつ、希少種や導入種の消長、

共通種の抽出、それらの増減と分布の変動等に的を絞っ

てデータを整備し、このフレームを活用した植生変化モ

ニタリングシステムの構築を試みる O

また、環境省が平成12---13年度に実施した第 6回自然

環境保全基礎調査において、全国から収集された形態的

にセイヨウタンポポと見なされるタンポポ870個体につ

いて、ゲノム含量及び葉緑体DNAマーカーによる雑種

識別を行い、それらの85%が日本産タンポポとの交雑に

よって形成された雑種タンポポであることを明らかにし

た。さらに、雑種タンポポの 3タイプ(4倍体、 3倍体

雑種及び雄核単為生殖雑種)について全国分布図を作成

し、前二者は、北海道から北東北地域には分布がなく、

関東・東海及び京阪地域を中心に分布するのに対して、

雄核単為生殖雑種(セイヨウタンポポと同じ染色体を持

つ)の分布は、セイヨウタンポポのそれと近似している

ことを示した。こうした侵入植物に関する情報は、生物

多様性の保全を実施する枠組みに対して警鐘となる貴重

な成果であり、これを所の主要成果として公表した。

カテコール化合物等の生理活性物質は、自然界や農業

生態系に存在する多くの植物種から放出されている O 本

年度は、それら物質による他感作用を検出するためのプ

ラントボックス法及びサンドイツチ法の改善、それらを

用いた他感作用の検出ならびにその原凶物質の同定を

行った。その結果、被覆植物のリュウノヒゲとセンチピー

ドグラス等、緑肥栽培されるヘアリーベッチ、外来侵入

植物のヒロハフウリンホウズキとオウソウカ等は他感物

質を産出し、それらの活性が高いことが明らかになった。

とくに、ヘアリーベッチの実験においては、他感作用の

原因物資がシアナミドであることが判明し、これが植物

体内で合成されることは全く新しい発見であり、これを

所の主要成果として公表した。また、土壌中における生
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理活性物質の動態解明を目的としたモデル実験では、他

感物質のドーパあるいはそれと同様にカルボキシル基を

持つ2，4-Dがアロフェン等粘土鉱物や腐植成分と Alま

たは Feを介した配位子交換反応で結合することが判明

し、これも主要成果として公表した。

他感作用の検出ならびにその原因物質の同定手法は、

遺伝子組換え作物の環境影響評価に有効であると考えら

れる O そこで、組換えイネと組換え根粒菌を接種したレ

ンゲを供試して、それらが根圏環境と土壌微生物相に及

ぼす影響について調査するとともに、環境影響評価手法

の確立について検討を深めた。さらに、他感作用の原因

物質は、合成化学農薬や肥料の使用量削減のために有効

であると期待され、こうした観点から、間伐材から生産

される精油成分について検討し、精油中に多く含まれる

青葉アルデヒド等の生理活性が高いことが明らかになっ

た。

昆虫研究グループでは、 3つの小課題の下に 7つの実

行課題を実施するとともに、地球環境部食料予測チーム、

生物環境安全部組換体チームの実行課題にも参加し、研

究を実施した。

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Jの中で、海外から導入した天敵が土着天敵

等の非標的見虫に及ぼす影響を評価するために、小課題

「ハモグリバエ等に対する導入寄生蜂等が非標的見虫に

及ぼす影響の評価」を実施した。侵入害虫マメハモグリ

バエの導入内部寄生蜂 1種、導入外部寄生蜂 1種および

土着外部寄生蜂 1種について、 2種の全組合せにおける

既寄生寄主に対する認識能力と 2重寄生時の勝敗を調査

した。マメハモグリバエの寄生蜂は、種類を問わず既寄

生寄主に対して産卵拒否する傾向があった。 2重寄生し

た場合は、後で産卵した寄生蜂が勝利し、産卵までの間

隔が長い万が、より有利であった。モデルシミュレーショ

ンの結果、外部寄生蜂聞には、導入・土着種の優劣は存

在せず、導入寄生蜂による土着寄生蜂の抑圧はないと予

想される

大課題「農業生態系の構造と機能の解明」の中では、

生態系における空間分布と生態系安定性の関係解明を目

的とする O その中で、植生構造の違いが昆虫個体群の動

態に及ぼす影響を明らかにするために、小課題「寄主植

物の空間分布がハムシ等の個体群動態に与える影響の解

析」を実施した。まず、 8月にブタクサハムシの寄主植

物であるブタクサを 1本植えた区および4本植えた区を

設け、成虫の株当たり侵入個体数を比較した。その結果、

1本区の方が 4本区よりも株当たり個体数が有意に多く、

植物密度が高いと 1植物当たりの植食者数が一般に少な

くなるという「資源拡散仮説」が成立することを確認し

た。また、 5月にブタクサ苗の 1本区および8本区を設

け、発育段階別のブタクサハムシ数およびブタクサの生

育量を調査した。実験終了時における株当たり成虫個体

数は、 8本区で、有意に少なかったが、植物間競争のため

に8本区で植物体が有意に小さかった。このため、株当

たり成虫個体数の違いを、「植物の空間分布の違いに起

因する成分」と「餌資源量の違いに起因する成分」に分

け、それぞれの寄与比率を key-factor/key-stage分析に

よって明らかにし、両成分の比率は約 3 4であると判

定された。また、 8本区と 1本区での幼虫数の差が成虫

数の差と比較して小さかったので、幼虫生存率が 8本区

で高いことが示唆された。

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 水田と雑草地聞を移動するク

モヘリカメムシについては、雄成虫からの放出物を空気

捕集して得られた捕集物に野外で雌雄に対する誘引活性

が確認され、集合フェロモンの存在を確認した。アブラ

ナ科を加害するハイマダラノメイガについては、大量飼

育し、処女雌抽出物をフロリシルカラムで分画し、 GC-

MSで分析したところ、主成分は既知物質であり、類縁

体は検出できなかった。数種の化合物を主成分と混合す

ることによって、誘引力を高める物質を発見した。また、

チャノコカクモンハマキに対する交信撹乱剤ハマキコン

Lによる交尾阻害効果は、 64世代選抜した後に、非感受

性系統は感受性系統に比べて100倍以上の高濃度処理下

でも交尾が可能であった。そこで、感受性と非感受性系

統の性フェロモンの成分を比較検討した(昆虫研究グ

ループの研究成果と展望を参照)。

微生物・小動物研究グループでは、農業生態系に生息

する微生物・小動物を対象に、農業生態系の維持増進に

関わる生物間相互作用の解明、個体群動態を規定してい

る環境要因の解明、農業生産活動が農業生態系の微生物・

小動物の生物多様性に及ぼす影響の解明等に関する調査

研究を行い、農業環境の安全性確保に資する制御技術の

開発並びに有用機能の利用技術の開発を目的としている O

以下に、当研究グループが実施する小課題毎に、平成13

年度に得られた成果を整理して示す。

生物及び環境要因が土壌微生物の個体群変動に及ぼす

影響の解明をに向けた「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、
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次の成果を得た。病原性低下凶子の存在を証明するため、

dsRNAを保有する弱病原力菌株を用いて dsRNAフリー

化を試みた結果、紫紋羽病菌14系統より 852菌株、白紋

羽病菌12系統より 360菌株の dsRNAフリー化処理単菌糸

分離株を得た。紫紋羽病菌14系統のうち、 1系統では

dsRNAが消失し、別の菌株では dsRNAバンドの一部が

消失した。他の12系統では dsRNAバンドパターンの変

化は見られなかった。白紋羽病菌では、 12系統中 4系統

で25--100%の頻度で dsRNAフリー化が認められた。ま

た、 dsRNAを対峠培養により導入した紫紋羽病菌をリ

ンゴに接種して、導入 dsRNAの病原性低下因子として

の効果を評価しようとしたが、明確な結果は得られな

かった。本研究成果により次の特許を取得した。松本直

幸・岡部郁子・植竹ゆかり:病原性が低い紫紋羽病菌株

分離株 V-70およびそれを含む紫紋羽病防除剤(特許第

3231744号)0 

紋羽病菌付随微生物が紋羽病菌適応度に及ぼす影響を

解明を目的とした、 1 )土壌中に菌糸を伸長させる性質

のある白紋羽病菌を用いて、土壌微生物相との相互関係

を評価する実験系の創出を試みた。すなわち、殺菌希釈

土壌を被覆した場合の菌糸仲長量に対する無殺菌希釈土

壌被覆の伸長量を多数の菌株を用いて調べた結果、本方

法の有用性が明らかになった。 2)今後研究材料として

用いる紋羽病菌付随微生物として Trichoderma属菌94菌

株を収集した。 3)紫紋羽病菌・土壌微生物相互関係に

ついては、土壌微生物の存在が紫紋羽病発病に重要な役

割を果たしていることが明らかになった。 4)紫紋羽病

発病経過に伴う随伴微生物相の変化について denaturing

gradient gel electrophoresis (DGGE) 法応用の可能性を検

討した。その結果、 DGGEで評価したニンジン表面の

微生物相は紫紋羽病発病とともに複雑化したが、無殺菌

土壌添加の効果を検出することはできなかった。

生物の産生する二次代謝物の微生物増殖と生物間相互

作用への影響評価を対象とした、「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Jの課題

を実施した。栽培環境の異なる植物根圏から分離された

多数の蛍光性 Pseudomonas属細菌について、植物寄生

性細菌および糸状菌に対する桔抗作用を生物検定した結

果、分離株の多くが培地上で抗生作用を示し、被験菌の

生育を阻害した。とくに高い活性を示したカーネーショ

ン根圏由来 3菌株について、 PCR1:去による抗菌物質の

検索を行った結果、 2，4-ジアセチルフロログルシノー

ル産生遺伝子の存在が示唆され、 HPLCほか理化学的手

法により同物質の産生が確認された。

Pseudomonas syringae pv. phaseolicolaのゲノム上に存

在している毒素産生遺伝子群 argK-tox clusterをクロー

ニングし、それを材料にして作製したショットガンライ

ブラリーおよびデイレーションライブラリーを用いるこ

とによって、 argK-toxclusterおよびその周辺領域を含む

約45kbの塩基配列を決定した。また、 atpD、carA、recA

および、16SrDNAの配列情報を組み合わせて分子進化学

的に解析したところ、 Pseudomonas属内には 2つの系統

(IG cluster 1とII) が存在しており、 Pseudomonassyrin-

gae群細菌は後者に属していることが明らかとなった。

アフィニテイバインデイングアッセイで、イネ縞葉枯ウ

イルス蛋白質と結合作用を示すウイルス感染植物に多く

存在する植物蛋白質が検出されたが、この結合作用を他

のウイルス蛋白質等を用いて検証した結果、当植物蛋白

質は、非特異的にウイルス蛋白質と結合することがわ

かった。一方、イネ-surkholderiaglumaeの相互作用に

おいて、後者の病原性欠損に関連することが予想される

フラジェリン蛋白質についてそのコード領域を単離した。

また、当研究グループでは、農耕地やその周辺に生息

する線虫の属・種レベルでの構成とその主要特性の解明

のため、「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Jの課題を

担当している 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。 Mononchida日

捕食性線虫では Prionchuluspunctatus， Clarks papillatus， 

Mylonchulus brachiyris， Coomansus parvus等 4属 5種を

同定したoDorylaimida目捕食性線虫では、Mesodorylaimus 

属等11属を確認し、 Eudorylaimusfransus， E. japonicus， 

Discolaimus・ majoκOpisthodorylaimuscavalcantii等 6種

を同定した。これら 2目の捕食性線虫については、耕起

堆肥連用岡場に棲息する種を明らかにすることができた

と忠われる o Rhabditida日細菌食性線虫では Diploscapter

属、 Heterocephalobω 属、 Acrobeloidω属等 9属の存在

を確認し、そのうち Mesorhabditisinarimensis， Acrobeles 

singulus， Seleborca marinnae， Cervidellus neftasiensisを同

定した。また、 Monhysterida目 細菌食性線虫の Mon-

hystrella postvulvaeとGeomonhysterajaponicumを新種記

載し、 Arareolaimida日の Plectusvarians.P. minimus等を

同定した。

昆虫病原性線虫等の特性解明として、高品域における

強殺虫活性系統の探索等を行い、本邦では南西諸島から

東北地方南部の太平洋側に分布する Heterorhabditis in-

dicaが25
0

C以上の高温域で他種に比べ殺虫活性が高い
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ことを明らかにした。本種の殺虫活性が最も高くなる至

適温度は産地によって異なり、おおむね南方産地の系統

の至適温度が高かったが、生息地の微気象的要因により

高温となることが予想、される産地の系統で高い至適温度

を示すものが認められた。この他、低温域で殺虫活性が

高く有望な Steinernemafertiae， S. sp. MY  2については、

アワヨトウ、ニセタマナヤガだけでなくカブラヤガやハ

スモンヨトウに対する殺虫活性も高く、 18
0

Cで 6ヵ月間

の保存後も活性を保持すること、さらに 7
0

Cでも増殖す

ることを確認した。

組換え体チームでは、「組換え作物の栽培が農業生態

系における生物相に及ぼす影響評価並びに導入遺伝子の

拡散に関する遺伝学的解析手法の開発と遺伝子拡散の実

体解明J(中期計画・小課題名)について、生物環境安

全部内外の関係部署と連携して合計10の実行課題を担当

している O その 5課題は一般栽培が可能な組換え農作物

の栽培を想定した環境影響評価で、①除草剤耐性作物の

植生への影響解明、②組換え体植物の遺伝拡散リスク評

価、③組換え農作物の環境影響モニタリング、④害虫抵

抗性遺伝子 (Bt) 導入トウモロコシ花粉の鱗麹日昆虫へ

の安全性評価、および⑤トウモロコシ花粉飛散の調査研

究、である O 以下に各実施課題の結果を要約するが、末

尾の花粉飛散の調査研究は、花粉飛散による非組換えト

ウモロコシ種子中への組換え種子の混入が社会問題とな

り、その緊急行政対応として実施したものである O

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して調査している

が、パラコート散布試験反にハルジオン、オオアレチノ

ギクなどパラコート抵抗性が報告されている草種が観察

された。また、冬雑草では各試験区に共通してホトケノ

ザ、オランダミミナグサなどの草種が共通して出現する

ことが明らかになった。組換え体植物の遺伝拡散リスク

評価では、自生の Brassica属 3種 (B.rapa， B. juncea， B. 

napus) の混生地における 3種間の遺伝子流動を交雑種

子の出現頻度より推定している o B. rapaに由来する種

子及び混生する B. juncω に由来する種子をフローサイ

トメーターを用いて解析した結果、それぞれから異種と

の交雑種子が見いだされた。いずれも 1.0~1.5%の低い

出現率であったが、野生集団においても異種間交雑が生

じていることが明らかになった。除草剤耐性組換えダイ

ズ、ナタネの闘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(植生、害虫、訪花昆虫、土壌微生

物)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。組

換えダイズと非組換え体区間での比較では、生育期毎に

調査した多くの項目に明瞭な差異は認められなかった。

植生、昆虫相調査項目の一部に両区間の差異があったが、

今後のモニタリング調査で継続して検討することとした。

冬作のナタネの調査結果については、現在、試料分析と

データ解析中である O

Btトウモロコシ花粉の鱗麹日昆虫への安全性評価の

課題は、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 その調査と結果は、 1 ) 

花粉のタンパク毒性試験では、検量線を ELISAの反応、

様式に従い両軸を対数変換することによる吸光度とトキ

シン濃度の相関性の向上、 2 )数%のカタバミ乾燥粉末

混入によるヤマトシジミ幼虫の人工飼料の改善、 3)飛

散花粉の葉上堆積の実態調査、 4)数理モデルによる花

粉飛散分布図を用いた面的な分布程度および風向との関

係、 5)花粉飛散と希少種 (RDB) 幼虫発生との重複

可能期の全国スケールでの把握、に要約される O トウモ

ロコシ花粉飛散の課題は、交雑率の判定にキセニアによ

る粒色の違いを利用して実施した。花粉源集団(ドナー)

からの距離によって受粉側集団(レシピエント)の交雑

率は指数関数的に減少するが、 1 )連続した交雑帯は花

粉源より 4m程度であり、 2)これ以上離れると不規

則なパッチ状に交雑個体が分布すること、 3)平均交雑

率は花粉源から50m離れたレシピエント個体では0.1%

まで低下することを明らかにした。

また、環境修復を口的とした微生物の特性や管理技術

に関して、次の 4課題を実施している O ①植物表生菌の

遺伝子水平移動・ゲノムの再編成の分子機構、②有用組

換え微生物のスイサイドシステムの発現機構、③キチ

ナーゼ遺伝子導入細菌によるバイオコントロール技術、

④環境修復を目的とする組換え微生物の遺伝子移動・拡

散の評価。

①の課題では、細菌における遺伝子の水平移動やゲノ

ムの再編成の実態を分子・遺伝子・ゲノムレベルで解析

し、それらを引き起こす原因となり得るゲノム構造を

Psωdomonas syringae細菌群を用いて解明しているが、

平成13年度には本群菌は少なくとも 6つ以上の系統に分

化してきたことを明らかにした。②では、スイサイド遺

伝子システムの発現制御系に合致し生育阻害遺伝子を選

抜し、土壌中での分解活性とスイサイド遺伝子システム

の発現の効果を検討している O ここでは生育阻害遺伝子

の発現を制御する転写抑制蛋白質の誘導条件を検討し、

最も高い誘導が起こる条件を解明した。③では、既に関
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発した組換え葉面細菌を用いて、士壌中での生残性、噴

霧接種周辺への拡散性等の安全性評価試験を実施する一

方で、組換え葉面細菌の改良のために、キチナーゼ遺伝

子カセットを宿主染色体に組み込むためのベクターを構

築した。また、④の課題では、カルバリル分解組換え細

菌を材料として作出し、組換え株のカルバリルエステ

ラーゼ活性と、遺伝子産物 (Ceh)の局在性を調査した。

また、クロロカテコール分解遺伝子群を伝達性プラスミ

ドに保持する野生株と非伝達性プラスミドに保持する組

換え株を用いて接合伝達能を in vitroで比較し、非伝達

性プラスミドは伝達性プラスミドに比べて頻度は低いも

のの、ヘルパープラスミドの存在下で伝達することを確

認した。

残りの 1課題は、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で、組換え

農作物の来歴、作物特性、導入遺伝子情報等の約30項目

を選択し、データベースを作成している O 平成13年度の

導入種子は、採種年度と採種地等が異なるイネ縞葉枯ウ

イルス抵抗性を付与したイネ種子および国内で市販され

ている外国産の飼料用トウモロコシ種子である O その情

報及び試料は、専用パソコンおよび低温フリーザー

( -25
0

C) に保存・保管し、その利用は関係者に限定し

ている O

3 .化学環境部

化学環境部は有機化学物質、重金属、栄養塩類の 3研

究グループとダイオキシンチームから構成され、食料の

安全性確保と農業生態系の維持を目標に“リスク評価"、

“リスク軽減"、“環境修復"をキーワードに開発研究を

行っている 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、土壌微生物による環境修復を目

的に研究を実施している O

水環境中での農薬の生物影響評価法の開発に向けて、

各種生物に対する農薬の反応性について解明した。除草

剤11種の藍藻及び珪藻に対する72時間後の半数生長阻害

濃度は藍藻で高い傾向にあり、特にスルホニル尿素系除

草剤の感受性が著しく高かった。さらに、生長が阻害さ

れている状態からの増殖回復性を調査した結果、 3日間

阻害を続けても藻類、の増殖能は失われないことを明らか

にした。また、緑藻(2種)、珪藻、藍藻の生長に対す

る土壌くん蒸剤による阻害度は、クロルピクリン>臭化

メチル>1，3-ジクロロプロベン (D-D) となり、いずれ

の薬剤も殺草的で生長阻害からの回復性は小さかった。

内分泌かく乱作用が疑われているトリアジン系除草剤の

水生昆虫ユスリカにおける生物濃縮性は認められず、人

工底質を用いた曝露試験による羽化率調査でも影響は確

認されなかった。また、魚類での内分泌かく乱作用の検

定法を確立するため、化学物質の曝露j去を検討した。流

水方式からなる曝露装置を試作し、他方、作用の簡易検

出法としてメダカのオスからメスへの性転換をエンドポ

イントとした。これらの方法を組み合わせることによっ

て、弱いエストロゲン作用を持つノニルフェノールの場

合でも、二次成長への明確な影響を観察することができ

た。

農薬の使用量削減のために開発されている病害抵抗性

誘導剤について、その作用機構等について解明した。同

じ作用特性をもっ各種薬剤の処理が、キュウリうどんこ

病、べと病、ナシ黒星病制御に有効で、あることが圃場試

験から実証された。また抵抗性誘導に伴い、 RT-PCRか

らPR-1やPAL遺伝子の転写活性の増大が、電子顕微

鏡観察からキュウリの過酸化水素及びリグニン生成の増

大が確認された。なお、カロースやタンパク質合成の阻

害剤添加により、抵抗性誘導効果が低下することを明ら

かにした。一方、ストロビルリン系殺菌剤の使用に伴う

各種植物病原糸状菌の mtDNAのヘテロプラスミーへの

影響について、薬剤散布回数、薬剤感受性及び変異型

DNAと正常型 DNAの検出程度との関係を解析した。

環境中における農薬の動態に関連する研究として、オ

ゾン層破壊物質して指定されている上壌くん蒸用臭化メ

チルとその代替薬剤の大気放出についての研究を進めた。

各種の被覆資材を活用することで大気放出量が低減する

ことが明らかになり、特に、ガスバリア一層として

ethylene-vinyl alcohol copolymer、二酸化チタン光触媒層、

光触媒粒子、高密度ポリエチレン繊維製不織シートを加

熱圧着して試作した二酸化チタン光触媒含有積層シート

を使用することで、従来からのポリエチレンフィルムよ

りも、臭化メチル、 D心、クロルピクリンの大気放出量

を1/10程度に抑制することができた。また、 D-Dとク

ロルピクリン処理後の土壌深度別の濃度は、表層及び15

cm深で、処理 1-2日後に最高となりその後漸減した。な

お、処理 7日後に D-Dが120cm深で、も検出されたことか

ら、地下部への移行が示唆された。同時に土壌節足動物

の生息密度に対するこれらの土壌処理剤の影響を調査し

た結果、土壌表層部 (0~ -5 cm)で被覆資材剥離直後

に大きく低下したが、下層部(-10cm~ -15cm)での影

響は小さかった。
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農地土壌中に長期間残留する 8塩素化ダイオキシンの

光分解性を解明するため、 400nm以下の紫外線領域と

強度をもっキセノンランプをセットしたソーラーシミュ

レーターによる照射実験系を組立てた。

難分解性芳香族塩素化合物分解菌の分解遺伝子の構造

と機能等を解析する技術を開発する研究として次の成果

を得た。 Burkholderia属細雨のクロロ安息香酸 (CB)分

解遺伝子群の発現は、レポーター実験により CB類を誘

導物質として cbeR遺伝子により正の制御を受けること、

catAプロモーター領域の配列の改変により発現が増強

されることを解明した。さらに、 CB類の分解能を指標

にBurkholderia属細菌 3株のクロロ安息香酸ジオキシゲ

ナーゼを比較解析し、基質特異性がhydroxylase alphas-

ubunitのC末端で決定されることを明らかにした。

わが国水田土壌で、分離された2，4-D分解菌14株につい

て、種類及び分解遺伝子の配列を調査した結果、 7株が

B urkholderia属、 5l朱が Ralstonia属、 1株が Sphingomonas

属であり、クロロカテコール分解遺伝子 (tfdC) の部分

配列には世界各地からの tfdCと共通のものが含まれて

いた。 AlcaligenesCSV90株の2，4-D分解遺伝子群の発現

は、調節因子 TfdSにより正の制御を受け、 3，5-ジクロ

ロカテコールから変換された2，4-ジクロロムコン酸を誘

導物質とすることを明らかにした。

土壌中の除草剤シマジン分解菌を汚染現場の浄化に適

応させるための技術開発の一貫として、単離したシマジ

ン分解菌について形態観察、菌体脂肪酸分析、 16SrRNA

塩基配列解析等を実施し、本分解菌を Arthrobacter属と

同定した。また、分解菌集積木炭素材を土壌中に 1cm以

上の厚さで埋設することによって、処理したシマジンの

85%以上が土壌中で分解し浸透水からも溶出されなかっ

た。さらに、各種方法によって試作されたモミガラ成形

炭の各種除草剤吸着能と吸着特性との相関性を調査した。

650
0

Cで生成した炭化物では吸着能が高く小さい粒径ほ

ど土壌吸着係数が高まることが認められた。また、この

モミガラ成形炭を水田土壌表面に施用すると土壌からの

除草剤の脱着速度も低下することを確認した。

遺伝子組換え生物による農業生態系への影響を評価し

組換え体の安全利用に資する基礎知見を得るため、組換

え微生物の生態や、遺伝子の発現制御機能等に関する研

究を行った。

高いキチナーゼ活性を有する組換え葉面細菌について、

土壌中での生残性は接種10日後でも108CFU前後が維持

されること、噴霧接種周辺約50cmまで拡散すること等を

明らかにした。本細菌を改良するため、キチナーゼ遺伝

子カセットを宿主染色体に組み込むためのベクターを構

築した。また、芳香族塩素化合物分解能を持ち、本化合

物を感知して稼動するスイサイド遺伝子システムの発現

を制御する転写抑制タンパク質の誘導条件を検討し、構

築した生育阻害遺伝子発現制御システムが有効に機能す

ることを明らかにした。さらに、環境修復を目的とする

カルバリル分解組換え細菌を作出し、エステラーゼ活性

や遺伝子産物の細胞内局在性を解析した。また、分解遺

伝子のプラスミドによる接合伝達頻度について in vitro 

条件で明らかにした。

重金属研究グループでは、平成13年~17年度の中期計

画(目標)である「農耕地土壌におけるカドミウム等微

量重金属の集積実態の解明及びイネ、ダイズによる微量

元素の吸収・移行の解明」の達成に向けて、三つの小課

題を実施している O 第一の課題は、「カドミウム等の土

壌中における存在形態と吸収抑制機構の解明」であり、

本年度は 4種類の異なる土壌を供試し、ポット栽培で水

稲栽培期間中の異なる生育ステージにポーラスカップで

土壌溶液を採取し、カドミウム濃度を測定した。一方、

収穫期の玄米中カドミウム濃度を測定した。その結果、

出穂期以降、土壌溶液中のカドミウム濃度が 1μg/kg以

上になると、玄米中のカドミウム濃度も 1mg/kgになる

確率の高いことを見いだした。また、 4種類の土壌を傾

斜させたプラスチック製の容器に充填し、土壌水分の変

動に伴うカドミウムの集積状況とイオン形態を調べた結

果、集積部の水溶態カドミウム濃度は土壌間で大きく異

なるが、ほぼ全量がカチオンとして存在していることを

認めた。さらに土壌の保存条件により重金属の存在形態

がどのように変化するかを明らかにするために、 4種土

壌を生士と風乾士に分け、保存温度を変えて比較検討し

た。土壌間で保存条件によるカドミウム存在形態の差異

が認められるが、マンガンに比べるとその差が小さいこ

とを確認した。

第二の課題は、「農耕地におけるカドミウム等の負荷

量の評価とイネ・ダイズ等による吸収過程の解明Jであ

るO 本年度は重金属の負荷量を評価するために、濯j既水、

雨水、肥料及び再生有機質資材等に含有されるカドミウ

ム、鉛、水銀、銅、亜鉛等重金属に関する文献データの

収集並びに分析を実施し、結果を取りまとめてデータ

ベースを作成した。また、カドミウムの安定同位体であ

る山Cdを直接、現地土壌に投与する簡便で精度の高い

圃場試験法を開発し、生育前期に吸収されたカドミウム

が生殖生長期以降にダイズ子実へ移行することを示した。

さらに、イネ(コシヒカリ)をポットで栽培し、異なる
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生育ステージに山Cdを土壌に添加し、その動態を追跡

した。生育初期に添加したカドミウムは葉部に、それ以

降に添加したものは茎に集積するが、出穂直前に添加し

たカドミウムは穂、に移行されやすいことを明らかにした。

元素同位体によるネギの産地国別では、ネギの採集方

法、ストロンチウム同位体比等について検討し、精度が

高く安定して測定できる条件を決定した。

第三の課題は、「カドミウム吸収能の低いイネ・ダイ

ズ品種の検索」で、本年度は20種以上のダイズ品種をカ

ドミウム汚染土壌で栽培し、子実中のカドミウム濃度の

低い品種を検索した。子実カドミウム濃度の低い系統・

品種として、エンレイ及びEn-bo-1-2を、濃度の高い品

種として、 Harosoyの系統であるスズユタカ及び東北128

等選抜した。また、低吸収性品種では根にカドミウムを

蓄積し、カドミウムの地上部への移行を妨げる傾向があ

るのに対して、高吸収性品種では根よりも茎葉にカドミ

ウムを蓄積することを見いだした。一方、イネの玄米中

のカドミウム濃度も品種間で明らかな相違が見られたが、

大豆と異なり栽培条件(水耕栽培と士耕栽培)によって

その濃度順位が変化した。カドミウム等重金属の土壌中

での下層移動を検討するために、 2種類の汚染土壌をカ

ラムに充填し、ダイズ及び陸稲を栽培した。生育期間を

通して採取した浸透液中のカドミウム濃度の分析から、

カドミウム流出量は非汚染土壌に比べて汚染土壌で高く、

O.lN塩酸抽出カドミウム量のおよそ 2割に達すること

を認めた。

畜産排j世物中の窒素化合物の放出速度を制御する目的

で、豚ふん尿中に各種鉱物資材を添加し、水抽出及びリ

ン酸緩衝液抽出有機態窒素の動態に及ぼす影響を追跡、し

た。高機能有機質肥料の開発では、リン酸緩衝液で抽出

した有機態窒素化合物を標識し、作物への取り込み状況

を調査した結果、チンゲンサイ、イネでは本窒素化合物

を積極的に取り込むことを確認した。

栄養塩類研究グループでは、農業排水系における水質

特性の変動、なかでも硝酸性窒素の動態解明、負荷軽減

技術の開発、流域を対象としたモニタリング手法の開発

および濃度変動・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

硝酸性窒素の上層内における動態解明では、圃場条件

下に近い吸着態イオン濃度・組成を持つ土壌を対象に、

実効的な陰イオン吸着の定量法を開発した。また、硝酸

イオンなど一価陰イオンの土壌吸着の大部分は、硫酸イ

オンとのイオン交換ではなく、土壌溶液濃度上昇による

陰イオン交換容量の増加による吸着であることを解明し

た。さらに、農環研黒ボク畑圃場において、降雨後の排

水過程における地下水流線網を作成し、圃場内の地下水

流向流速分布を推定した。

新規資材を用いる硝酸性窒素の負荷軽減技術の開発で

は、硝酸イオンを吸着する天然高分子骨格を有し、生分

解性で、市販のポリエチレンイミン系土壌団粒化資材に

近い吸着能を有する新資材を試作、土壌中における新資

材の分解速度から硝酸イオン吸着能の持続特牲を解明し

た。

流域を対象とした硝酸性窒素のモニタリング手法開発

では、硝酸性窒素と塩素イオンをトレーサーとするエン

ドメンバーズ法の適用により、矢作川支流のモデル地区

(河川長 2km、流域面積300ha、市街地50%、水田50%、

茶園10ha)からの硝酸性窒素の中間流出に対する土地利

用形態ごとの寄与率を、生活排水48%、茶園暗渠排水36%、

水田暗渠排水16%と推定できた。

表流水における硝酸性窒素の濃度変動・評価システム

の開発では、矢作川流域全域について士地利用図、等高

線図、土壌図等の窒素流出に関与すると想定される約100

項目について、 1950年~1995年の統計値を高密度で、ま

た、同流域内の1978年~1998年の水質データを電子ファ

イル化した。さらに、提供される各種地図情報のファイ

ル形式を問わずに、これらを簡易にビットマップ形式で

複写する専用ソフトを開発した。

ダイオキシン類 (DXN) の流出・流下実態、の解明で

は、 DXNの流出は懸濁物質に起因するため節水代かき

等により大幅な流出抑制が、午久沼底質の DXN濃度は

深さとともに漸減し、底質深と濃度から賦存量の把握が、

土壌インベントリー標本試料により国内水田土壌におけ

る経年的な DXN濃度の変動追跡が可能なことを解明し

た。また、 DXN下方移動の土壌要因として不飽和透水

係数ならびに毛管力による吸水速度が共に小さいことを

摘出した。さらに、 DXNの流下特性として代かき移植

とその後の強降雨時が中心で、塩化カルシウムによる懸

濁物質の凝集効果が高く、ポット施用試験では DXN流

出量が無施用の約 1/3に低下することを解明した。以

上、実態の解明と共に流出・流下抑制対策技術の提言や

技術素材の開発をおこなった。

他に、当グループは、運営費交付金プロジ、エクト研究

として農業による環境影響を総合的に評価する「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J(平成10~14) ならびに水系を一括りとして管理指

針等を策定する「森林・農地・水域を通ずる白然循環機
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能の高度な利用技術の開発J(前期平成12~14、後期15

~17) の推進を担っている O

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、安定同位体トレーサ一実験により、玄米に移行す

るダイオキシン類濃度が極めて低いことを確認した。イ

ネ各部位のダイオキシン類濃度と異性体組成は、土壌中

のそれとは全く相関がなかった。分けつ最盛期~出穂、直

前に採取した維管束液中にダイオキシン類は検出されな

かった。また、野菜等農作物のダイオキシン類汚染では、

キュウリ、スイカ、カボチャ、メロン可食部中のダイオ

キシン濃度は、生育の旺盛な夏期栽培においても増大せ

ず温度の影響を受けなかった。また、品種間差異も見ら

れなかった。ニンジンの栽培では、路地栽培>マルチ栽

培>トンネル+マルチ栽培の順にダイオキシン類、の残留

量が減少した。また、ニンジンの皮をむくと内部には、

殆んどダイオキシンは検出されなかった。

土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、ダイオキシン標準物質(1ZC-OCDD) を用いた

添加試験では、 99%以上分解していることを確認した。

焼却場周辺土壌では40%前後、農耕地土壌で20%前後の

分解率が得られた。また、本分解反応は、脱塩素反応で

はなくラジカル反応によりダイオキシン骨格の C-O結

合の開裂が起こっていることが予想された。高塩素化ダ

イオキシンの光分解技術の開発では、太陽光に近似させ

た波長分布(特に<400nmの紫外線領域)と強度を持

つソーラーシミュレーターを用いて、 OCDD添加標準

粘土試料を168時間照射した結果脱塩素化物の生成が認

められ、ダイオキシンに限った毒性等量は約 5倍に増加

した。植物酵素によるダイオキシン類の分解研究では、

白色腐朽丙等でダイオキシンの分解への関与が明らかに

されているラッカーゼとパーオキシダーゼ活性の高い数

種類の植物を選抜した。植物の搾汁をダイオキシン標品

に添加し分解を試みたが、いずれの抽出液でも添加した

ダイオキシン類の減少は見られなかった。しかし、他の

植物グループについて同様な分解試験を行ったところ、

両酵素活性の低かった植物の搾汁でダイオキシンの減少

が確認された。

他に、運営費交付金研究として、物理化学的特性の異

なるダイオキシン類異性体の農業環境における動態解明

を行っており、生育時期によるイネ葉のダイオキシン類

の濃度および組成変動は、イネ葉汚染に関与するダイオ

キシン類の起源が生育の進展につれて異なること起因し

ていることが分かつた。

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、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並びに昆虫・微生物の

収集・特性評価とジーンバンク登録に関する研究に取り

組んでいる O これらの課題は、中期計画の研究の柱 fc

生態学・環境科学研究に係る基礎的・基盤的研究jの大

課題 f3 )農業環境資源情報の集積」に位置づけられて

いる O

機能に基づく土壌の分類及びインベントリーのための

フレームの構築では、農耕地土壌分類第 3次改訂版の不

備について、農耕地土壌分類命名委員会において改善法

を検討し、 6項目についておおむね解決法に関する統一

見解が得られた。また、土壌インベントリーに取り上げ

るべき項目を抽出・整理し、土壌モノリス標本情報に関

しては国内130地点について、地点デー夕、断面記載デー

夕、理化学性分析デー夕、断面・風景写真の画像データ

を整理し、データベースを作成した。さらに、土壌資源

情報統合システムの開発においては土壌情報の入出力シ

ステムの作成に着手した。土壌情報データベースとして、

土壌環境基礎調査(定点調査)のデータベースを活用し、

調査地点を 5万分の 1地形図上に表示するようにした。

その地点を選択することで定点調査のデータを表示でき

るO また、データを個別または一括で入力し、検索をキー

コードでできる O これに付随している土壌分類プログラ

ムの開発においては、キーアウト方式の分類に必要な特

徴層位と識別特徴を画面から選択しながら土壌名を決定

するプログラムを作成した。

昆虫所蔵タイプ標本等のデータベース化及びインベン

トリーのためのフレームの構築では、甲虫日キクイムシ

類を対象として画像化に適した形質情報を検討し、全体

像背面、側面、頭部、麹鞘斜面部、標本ラベルを画像情

報として選定した。また、画像情報取得のための方法を

検討し、標本サイズに応じて比較的良質の画像が得られ

る手法を確立した。ヤガ科主要害虫 4グループ11種につ

いて終齢幼虫と踊での識別法を開発し、それぞれのグ
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ループごとに検索表を作成した。また、過去にほとんど

研究例のない卵、若齢・中齢幼虫についても多くの形態

的特徴を明らかにした。さらに、アジア産キヨトウ類の

近縁種を分類学的に整理し、雌雄交尾器による検索表を

作成した。自然条件下における寄生性天敵の探索におい

ては、 12年度まではミカンキジラミ以外の寄生蜂がサン

プルに混入した可能性があったため、 13年度特に慎重に

採集した寄生蜂標本639個体の同定をしたところ、 4種

が確認できた。このうち、タマゴクロバチ科の Telenomus

sp. は見虫の卵寄生蜂であり、混入と考えられた。本種

を除く 3種を同定したところ、一次寄生蜂としてヒメコ

バチ科の Tamarixiaradiataとトピコバチ科の Diaphoren-

cyrtus sp.，二次寄生蜂としてトピコバチ科の Cheiloneu-

rus sp. と確認できた。これら 3種の寄生蜂成虫の外部

形態、を比較検討し、利用可能な形質を抽出した後に検索

表を作成した。

主要イネ科植物に常在する微生物相の分類・同定と機

能の解析及びインベントリーのためのフレームの構築で

は、出穂 1ヶ月前のイネ葉鞘と出穂期の葉鞘ならびに穂、

から細菌と糸状菌を分離した。葉鞘ではグラム陰性細菌

が陽性菌より多く、表生菌が全体の約 1割であった。

rDNA解析から特定の属の細菌 (Microbacterium属菌等)

が両時期とも高頻度で分離されていることが判明した。

糸状菌では、葉鞘と穂で種構成が異なり、葉鞘に 1種の

内生菌が生息すること、葉鞘、穂ともに Nigrospora属

菌が高密度で生息することが明らかになった。全国各地

で採取したイネ科植物195標本の止葉葉鞘から白色菌叢

を形成する内生菌を分離し、 rDNA情報を新たに収集し

た。 13年度に得られた情報と文献データを基にイネ科植

物寄生・共生菌目録を作成し、微生物ニーズ情報も収集

した。

見虫・微生物の収集・特性評価とジーンバンク登録で

は、見虫研究グループとともに 5種・系統の新規導入と

長期累代飼育虫の薬剤感受性、 トビイロウンカの抵抗性

品種加害性など144項目の特性を評価し、 2種をアクテイ

ブコレクションへ移行、ジーンバンクに登録した。微生

物については、微生物研究グループとともに植物常在菌、

植物病原菌など当初計画した微生物のほか、機構改革に

伴って散逸の恐れのある株を急逮追加し、計455株(目

標117株)を収集し、来歴と取扱に関するデータシート

を作成した。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、農薬分解能等145の特性につ

いて789株を調査し、計3，636特性(目標2，385特性)の

結果を得てジーンバンクに登録した。また、既保存細菌

を増殖し95株をセンターバンクへ管理換えした。

これらのほか、土壌中における微量重金属の移動分布

の解明では、既存の土壌微量重金属データとして、土壌

モノリスデー夕、土壌汚染環境基準設定調査(環境庁)、

重金属類概況調査(農水省)、土壌環境基礎調査(農水

省)を入手し、これらデータを統一的に扱えるようデー

タベースファイルに変換した。また、火山灰と地形の影

響を調べるため、火山灰の影響が少ない北海道枝幸郡浜

頓別町の頓別川流域の山地、上位段丘、中位段丘、低位

段丘、低地土壌を層位別に採取し、一般分析とフッ化水

素酸分解法による Cd、Zn、Cuの全量とO.lNHCl可溶

画分を定量した。微量重金属含量の高い秋田県の水田土

壌を採取し、表面分析のための固化を開始した。

さらに、組換え作物の長期栽培による環境影響モニタ

リングでは、組換え体ダイズ区と非組換え体ダイズ医で

の比較調査において、コナジラミ類の個体数は組換え体

区で、多かったが、他の昆虫種については区間に明瞭な差

はなかった。訪花昆虫の調査ではハナバチ類やチョウ類

は極めて少なく、花粉食のアザミウマ類、捕食性の小型

カメムシ類、花を摂食していると思われるホタルハムシ

(コウチュウ類)が多かったが、区間に明瞭な差はなかっ

た。

5.環境化学分析センター

環境化学分析センターは、平成13年度においてダイオ

キシン類、その他残留性有機汚染物質、農薬、重金属お

よび放射性同位元素と含む有害化学物質の測定法の開発

と農業環境中の動態に関する調査研究を行った。

「イネ等のおけるダイオキシン類の吸収、移行特性の

解明」では、ウリ科作物類による土壌中ダイオキシン類

の吸収・移行特性とキュウリの台木の種類及び栽培時期

の関連性について調査した。夏期にキュウリの白根百と

2種類の接木苗を約10pg-TEQ/g乾土の土壌に栽培した。

キュウリ果実中のダイオキシン類濃度は、従来報告され

ていた濃度範囲 (0.002-0.008pg-TEQ/g) であった。

また、露地栽培したスイカ、メロン、カボチャの可食部

におけるダイオキシン類残留濃度は、 0.003~0.068 pg-

TEQ/gであり、従来報告されていた範囲であった。こ

れらのことから、ウリ科作物はダイオキシン類の作物へ

の吸収・移行が非常に少なく、またキュウリの品種間の

有意差はなかった。

「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Jでは、約半世紀前から全
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国の定点から採取・保管してあった水田土壌中のダイオ

キシン類の分析を行った。 1960年から1965年にかけて水

田土壌中の八塩化ダイオキシン類 (OCDD) と1，3，6，9-

四塩化ダイオキシン (1， 3 ， 6 ， 8 -TCDD) の濃度上昇が観

察され、約60ng/gの濃度が観察された。 濃度上昇は、 PCP

およびCNPの使用時期と一致した。水田土壌中の OCDD

と1，3，6，8 -TCDD 濃度は1960年代後半から70年代初めご

ろから減衰し、ピーク時に比べて2000年にはそれぞれ約

1/3と2/3に減少した。

「水田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」では、 11種類のス

ルホニル尿素系除草剤をエレクトロスプレーイオン化タ

ンデム質量分析計を検出器とする高速液体クロマトグラ

フで分析する方法を開発した。水試料の場合は、浮遊物

や微小の懸濁物質を遠心分離により除去するのみで数十

pptオーダーの測定が可能で、あった。

「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、砂漠化に関する土地の状態を土壌

の侵食程度で測定する手法の検討を行った。土地の侵食

強度の推定に用いてきた印Csに代えて、地表の撹乱と

侵食が大きい砂漠化が進む地帯では、 210Pbの利用の可

能性を十食言すした。

「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、ソックスレー抽出装置、高速溶媒抽出

装置および超臨界流体抽出装置による抽出効率を検討し

た。ソックスレー抽出は16時間を要するが、概して良好

な回収率 (60---70%)を得た。高速溶媒抽出装置は、操

作時間が20分間と短時間であり、回収率は65---90%と良

好であった。超臨界流体抽出法は抽出時間は40分程度で

あるが、炭酸ガスのみの抽出では回収率が 4---28%、メ

タノールを少量添加した場合でも 18---30%と全体に回収

率が不良であった。

「農業環境中のカドミウム等の超微量分析法の開発J

では、 ICP-MS (誘導結合プラズマ質量分析装置)によ

る河川水中の極低濃度の重金属類の存在形態別分析法を

開発した。河川水中の金属元素を限界ろ過により粒子径

から <0.2μm(懸濁物質)、分子量<100，000、<50，000、

<30，000および<10，000 (溶存態)の 5段階に分別した。

近隣河川水中のカドミウム濃度は 8ppbであり、そのほ

とんどが溶存態であった。クロムは0.2μmと分子量

100，000の聞に30pptの濃度で存在した。これは高分子有

機物との複合体やコロイドなどが考えられる O 鉛は大半

が0.2μm以上の画分(懸濁物質)に存在していた。

「リスク評価のための137CS等放射性元素の平常時モ

ニタリング」では、利根川下流域にあるフッ素濃度を調

査した。 71ヵ所の井戸の地下水中濃度は0.002---0.1mg/

Lであった。潅j段期と非潅j既期とで地下水中のフッ素濃

度には差がなかった。 河川水および地下水中のフッ素濃

度は環境基準値に比べて十分に低いことを明らかにした。

また、中性子放射化分析法を応用して農業環境試料中

のハロゲン元素の分析法の確立および臭素同位体を土壌

中の水移動を検出するトレーサーとして利用する方法を

検討した。臭素同位体の中性子放射化分析法の検出感度

は、 O.OlngBrであった。臭素量として o~ 8ngの範囲

で直線性のある検量線を得た。土壌カラム実験で、上端

に90%の純度の臭素同位体を添加し、土壌カラムから流

出した水の臭素同位体の濃度を測定した。開発した放射

化分析法では分析の妨害は見られなかった。

印Csおよび90Srはウランの核分裂反応により生成され

る人工放射性核種である O 全国のて定点圃場から採取し

た米、小麦およびそれらを栽培した土壌中の両核種の濃

度を測定した。小麦や白米の日7CSの汚染レベルは数十

mBq/kg、、rは白米の場合、数 mBq/kgで、あった。土壌

中のレベルは、 137CSは10Bq/kg以下であった。、rの畑

地の濃度も同様に低かった。近年、大気圏内核実験や原

子炉事故の発生がないため環境中の人工放射能濃度は極

めて{氏くなった。

核燃料の再処理過程で排出される1291は、半減期が約

1600万年と長く、甲状腺への影響が懸念される核種であ

るO 放射性ヨウ素(1291) の環境中動態の参考とするた

め、非放射性ヨウ素(1271) の動態を調査した。河川水

では一般に上流より下流で濃度が高く、潅概期と非潅獄

期では潅瓶期でやや高くなった。水田土壌からのヨウ素

の溶脱によると考えられる O 濃度は、 0.2---45.2μg/L

であった。利根川下流域の地下水中濃度は、 9地点での

50mより浅い井戸水の濃度は1.7~381同/L であり、潅

概期が非潅減期より濃度が上昇した。
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II. 平成13年度研究課題

1 .年度計画研究課題一覧

A 農業生態系の持つ自然循環機能に基づいた食料と環境の安全性の確保

A-1 環境負荷物質の動態解明と制御技術の開発

A-1-1 ダイオキシン類のイネ等による吸収、移行及び、特定集水域水田土壌から農業排水系への流出実態の解明

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

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

A-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

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

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

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

重金属研究グループ

A-1-3-1 硝酸性窒素等の土層内移動の解明 栄養塩類研究グループ

A-1-3-2 各種資材等の評価による負荷軽減技術の開発 栄養塩類研究グループ

重金属研究グループ

A-1-3-3 硝酸性窒素の中規模流域におけるモニタリング手法の開発 栄養塩類研究グループ

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

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

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

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

A-1-5 農薬の水生生物等に対する影響評価法の開発

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

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

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見虫に及ぼす影響の評価 昆虫研究グループ

A-3 農業生態系の構造と機能の解明

A-3-1 環境要因が微生物の増殖、個体群変動に及ぼす影響の解明

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

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

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 昆虫研究グループ

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

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

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

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

A-3-4 畑地及びその周辺に生息する線虫の動態解明

生物環境安全部組換え体チーム

地球環境部温室効果ガスチーム

植生研究グループ

微生物・小動物研究グループ

植生研究グループ

A-3-4-1 畑地及びその周辺に生息する線虫の属・種構成の解明並びに昆虫病原性線虫等の特性解明 微生物・小動物研究グループ



II. 平成13年度研究課題

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-l 地球規模の環境変動が農業生態系に及ぼす影響解明

B-l-l 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-l 地球規模の環境変動に伴う生育阻害要因を考慮した束アジアのコメ生産力の変化予測

B-I-1-2 日本周辺地域の水稲栽培における脆弱性評価及び影響緩和技術の提示

B-I-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

地球環境部食料生産予測チーム

昆虫研究グループ

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-1-2-1 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

地球環境部食料生産予測チーム

B-I-3 気候変化が生態系のブラックス変動に及ぼす影響の解明
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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

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

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

地球環境部食料生産予測チーム

気象研究グループ

有機化学物質研究グループ

栄養塩類研究グループ

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

C-I-2-1 リスク評価のためのお7CS等放射性同位元素の平常時モニタリング

C-2 環境資源情報の計測・解析技術の高度化

C-2-1 農業生態系の広域的計測手法及び多変量解析手法の高度化

C-2-1-1 衛星情報のデータベース化と画像解析手法の高度化

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

C-2-1-3 環境資源・環境負荷データの分類手法及び多変量解析手法の開発

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

環境化学分析センタ一

重金属研究グループ

生態システム研究グループ

地球環境部食料生産予測チーム

生態システム研究グループ

生態システム研究グループ

農業環境インベントリーセンター

C-3ー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登録 農業環境インベントリーセンター

昆虫研究グループ

微生物・小動物研究グループ

有機化学物質研究グループ
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2 .受託プロジェクト研究等一覧

分類 プロジェクト略称、

運営費交付金プロジェクト 雑草防除

持続的農業

自然循環

(ISA) 

(IPM) 

(LCA) 

食料変動予測

形態・生理

農林水産省受託プロジェクト ダイオキシン

環境省受託プロジェクト

文部科学省受託プロジ、エクト

その他受託プロジ、エクト

カドミウム

品種産地判別

食料自給率向上(21世紀プロ)

組換え体産業化

(ジーンバンク事業)

環境ホルモン(耕地・森林)

(影響防止)

(ダイオキシン類動態)

エコシステム(畜産)

バイオマス

協調システム

( 1系(3)分散協調システム)

( 2系(1)農業環境情報)

(2系(2)作物生産)

日韓水田持続性

ミカンキジラミ

トウモロコシ花粉

不測時食料

内分泌かく乱 DB

カテコール

高機能有機肥料

(指定試験事業)

微量重金属

オゾン層破壊 (A2) 

熱帯アジア (B5) 

ぜい弱性 (Bll)

酸性物質 (C4) 

環境安全 (H4) 

リスク管理 (H5) 

吸収源機能 (K1 ) 

温室効果(IR2) 

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) 

草原生態系 (B13)

砂漠化 (G2) 

次世代 SAR

風送ダスト

炭素循環

侵入帰化植物

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

北極域

生理活性物質

環境微生物(生研機構)

病原性低下因子(生研機構)

APEX (JST) 

リモートセンシング(JST)

導入侵入植物(JST)

温窒効果ガス DB (1ST) 

プロジェクト名

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

環境負荷低減のための病害虫群高度管理技術の開発

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

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

ダイオキシン類の野菜等農作物可食部への付着・吸収実態の解明

農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

(地域研究課)

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

食料白給率向上のための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

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

(技術安全課)

微生物ジーンバンク

昆虫ジーンバンク

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(研究開発課)

21世紀を目指した農山漁村におけるエコシステム創出に関する技術開発

農林業におけるバイオマスエネルギ一実用化技術の開発

データベース・モデル協調システムの開発

(研究開発課)

水田農業の持続性と公益機能に関する日韓共同研究

カンキツグリーニング病媒介見虫ミカンキジラミの防除に関する研究

トウモロコシ花粉飛散の調査研究(地域研究課)

不測時の食料安全保障確立のための調査研究

環境ホルモン関係情報のホームページ上での公開(電子計算課)

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

高機能を有する有機性肥料の開発

環境負荷物質の動態解明試験

農耕地における微量重金属負荷量の評価に関する研究

オゾン層破壊物質および代替物質の排出抑制システムに関する研究

熱帯アジアの土地利用変化が陸域生態系からの温室効果ガスの発生・吸収量に及ぼす影響の評価に関する研究

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

酸性・酸化性物質に係る陸域生態系の衰退現象の定量的解析に関する研究

アジア地域における環境安全保障の評価手法の開発と適用に関する研究

地球環境リスク管理にかかるコミュニケーションと対策決定過程に関する研究

陸域生態系の吸収源機能評価に関する研究

温室効果ガスインベントリーシステム構築の方法論に関する研究

アジアブ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

C也、 NzOのインベントリーの精敏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

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

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

衛星搭載次世代 SARの陸域観測仕様に関する研究

風送ダストの発生メカニズムに関する研究

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

侵入帰化植物による植物多様性に対する遺伝子汚染のリスク評価のための基礎的研究

21世紀のアジアの水資源変動予測

アフイニテイ}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牲と浸透性の定量的把握

地球環境変化に伴う北極域陸域生態系の温室効果ガス収支の変動解明とデータの統合化

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

環境微生物の難分解性芳香族化合物分解能の多様性に関する分子生物学・分子生態学的研究

病原性低下因子利用による果樹類紋羽病の遺伝子治療

アジア域の広域大気汚染による大気粒子環境の変調

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

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

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



ll.平成13年度研究課題

再委託先リスト

委託内容 委託者

1 I農薬等化学物質によるホルモン様作用の機構解明 |北海道大学大学院水産科

学研究科

2 I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 |北海道大学低温科学研究

所

3 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|北海道大学北方生物圏

抑制技術の確立 |フィールド科学センター

4 Iキャッチメントモデル・解析手法の開発と総合評価 北海道大学北方生物圏

フィールド科学センター

5 I各種生態系における大気と COz、CH4、エネルギ交換量の解明 |筑波大学

6 I酸性雨の被害認識と対策決定の国際比較 1:筑波大学

7 I中国における砂漠化に伴う環境資源評価のための指標開発に関 1:筑波大学

する研究

8 I各種生態系における大気と COz、CH4、エネルギ交換量の解明|千葉大学環境リモートセ

に関する研究 |ンシングセンター

9 I土地利用変化に伴う温室効果ガスの発生・吸収の現地調査とそ|千葉大学農芸部

の総合評価

10 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|千葉大学農芸部

抑制技術の確立

11 I放射菌の抗生物質生産及び形態分化の開始の調節機構

12 I酸性雨の被害認識と対策決定の国際比較

13 I人為的活動による農耕地における炭素収支変動の評価

東京大学大学院農学生命

科学研究科

東京大学大学院農学生命

科学研究科

東京大学大学院農学生命

科学研究科

14 I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|東京大学国際・産学共同

「インパクト評価法の開発J センター

15 Iネギ中の鉛・ストロンチウム同位体分析法の開発と測定

16 I酸性降下物の陸水環境に及ぼす影響の定量的評価

17 Iキャッチメント・モデル解析手法の開発と総合評価

18 I人為的活動による農耕地における炭素収支変動の評価

東京工業大学

東京農工大学大学院農学

研究科

信州大学理学部

静岡大学農学部
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契約年月日 |委託金額

(完了年月日) I (千円)

H13.10.9 

(H14.3.10) 

H13.10.10 

(H14.3.10) 

H13.11.2 

(H14.3.10) 

H13.11.2 

(H14.3.10) 

H13.10.30 

(H14.3.10) 

H13.11.2 

(H14.3.10) 

H14.1.9 

(H14.3.10) 

H13.10.2 

(H14.3.10) 

H13.10.24 

(H14.3.10) 

H13.10.24 

(H14.3.10) 

H13.9.7 

(H14.3.10) 

H13.10.1 

(H14.3.10) 

H13.10.1 

(H14.3.10) 

H13.9.27 

(H14.3.10) 

H13.11.26 

(H14.3.10) 

H13.10.17 

(H14.3.10) 

H13.11.29 

(H14.3.10) 

H13.11.6 

(H14.3.10) 

2，889 

2，005 

1，000 

1，200 

991 

1，104 

1，934 

1，454 

2，500 

500 

1，800 

3，611 

2，474 

2，150 

2，775 

2，869 

1，038 

1，515 
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委託内 容 委託者

19 I人為的活動による農耕地における炭素収支変動の評価 豊橋技術科学大学

20 I農村地域からの温室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

国際分析

21 I天敵のシノモン利用による行動制御技術の開発

22 I農業生態系の脆弱性評価に関する研究

京都大学大学院農学研究

科

京都大学大学院農学研究

科

23 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 |ター

24 I各種生態系における大気と C02、CH4、エネルギ交換量の解明!岡山大学環境理工学部

に関する研究

25 I小型野生晴乳動物における組織・細胞・ゲノムレベルでの影響 l九州大学大学院生物資源

実態の把握 |環境化学研究科

26 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 l九州大学大学院生物資源

物の育種 |環境化学研究科

27 I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

「評価結果の特性分析及び重み付け」

株式会社エコマネジメン

ト研究所

28 I魚類のホルモンレセプターに対する農薬などの結合試験系の検|財団法人化学物質評価研

討 |究機構安全性評価技術研

究所

29 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|三菱総合研究所

済性評価

30 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|社団法人国際環境研究協
$ IA、
九 |五

31 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断1]) I名城大学

の分解菌の単離同定及びその無毒化に関する技術確立

32 Iマメハモグリバエの天敵利用法の開発 近畿大学

33 I農業生態系の脆弱性評価に関する研究 宮崎公立大学

34 I中国における衛星データと地上踏査・ほ場試験データの突合に|中国農業科学院農業自然

よる収量予測手法の開発 |資源和農業区劃研究所

35 I衛星情報を活用した作物作付け面積動向及び災害状況の把握手 lアジア工科大学院アジア

法の開発 |リモートセンシングセン

ター

36 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|北海道立根釧農業試験所

抑制技術の確立

契約年月日 !委託金額

(完了年月日) I (千円)

H13.11.14 

(H14.3.10) 

H 13 .11.14 

(H14.3.10) 

H13.10.3 

(H14.3.10) 

H13.11.12 

(H14.3.10) 

H13.9.11 

(H14.3.10) 

H13.10.22 

(H14.3.10) 

H13.11.26 

(H14.3.10) 

H13.11.26 

(H14.3.10) 

H13.10.3 

(H14.3.10) 

H13.10.1 

(H14.3.10) 

H13.9.7 

(H14.3.10) 

H 13 .12 .18 

(H14.3.10) 

H13.9.7 

(H14.3.10) 

H13.9.7 

(H14.3.10) 

H13.11.1 

(H14.3.10) 

H13.10.30 

(H14.3.10) 

H13.11.5 

(H14.3.10) 

H13.11.5 

(H14.3.10) 

1，246 

1，252 

3，000 

1，831 

1，865 

1，011 

2，871 

2，890 

4，000 

2，910 

2，802 

9，805 

3，814 

2，000 

1，096 

2，000 

1，854 

1，000 



ll.平成13年度研究課題

委託内容 委託者

37 I客土等の実施地医における土壌改良手法の検証「多湿黒ボク土|秋田県農業試験場

水田における水稲のカドミウム吸収抑制技術の開発J

38 I客上等の実施地区における土壌改良手法の検証「多湿黒ボク土|新潟県農業総合研究所

水田における水稲のカドミウム吸収抑制技術の開発J

39 Iダイオキシン類による作物の汚染部位と汚染防止技術の解析 |埼玉県農林総合研究セン

ター

40 I水田・休耕田の水質浄化機能の抑制要因の解明とその向上技術|静岡県農業試験場海岸砂

の開発 |地分場

41 I三河湾に注ぐ河川における硝酸性窒素動態と窒素収支の解明 |愛知県農業総合試験場豊

橋農業技術センター

42 I農耕地由来の環境負荷物質の収支解明 |愛知県農業総合試験場豊

橋農業技術センター

43 I客土等の実施地区における土壌改良手法の検証「露地野菜畑に|兵庫県立中央農業技術セ

おける野菜のカドミウム吸収抑制技術の開発J ンター

44 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

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

46 I客土等の実施地区における土壌改良手法の検証「転換畑におけ|福岡県農業総合試験場

る作物(小麦等)のカドミウム吸収抑制技術の開発J

47 I客土等の実施地区における土壌改良手法の検証「転換畑におけ|熊本県農業研究センター

る作物(大豆等)のカドミウム吸収抑制技術の開発」

21 

契約年月日 |委託金額

(完了年月日) I (千円)

(H14.3.10) 

(H14.3.10) 

H13.12.4 

(H14.3.10) 

H13.10.19 

(H14.3.10) 

H 13.8.24 

(H14.3.10) 

H13.9.7 

(H14.3.10) 

H13.9.7 

(H14.3.10) 

H13.12.27 

(H14.3.10) 

H13.10.26 

(H14.3.10) 

H13.9.13 

(H14.3.10) 

H13.11.30 

(H14.3.10) 

H13.12.27 

(H14.3.10) 

1， 110 

740 

1，850 

2，300 

2，300 

4，000 

1， 110 

500 

3，350 

1，110 

1， 110 



22 農業環境技術研究所年報平成13年度

3 .法人フロジェクト研究課題一覧

タイプ 研究課題名

運営 農業環境インベントリー構築に係る標本作製・保存

運営 農業環境インベントリー構築に係るデータベース作成

担当研究単位

インベントリ 土壌分類研

インベントリ 昆虫分類研

インベントリ センター長

インベントリ 土壌分類研

インベントリ 昆虫分類研

インベントリ 微生分類研

運営除草剤耐性作物の長期栽培が畑地生態系の植生に及ぼす影響解明 生物安全組換え体T

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

的かく乱評価に関する研究

運営 土壌中の微細粒子移動過程における粒子捕捉層形成 化学環境土壌物理U

運営 侵入ブタクサハムシのメタ個体群モデル 生物安全個体群動 U

運営所蔵一般標本のインベントリー構築に関する研究 インベントリ昆虫分類研

運営農業環境に生息する細菌の短時間分類・同定法の開発 インベントリ微生分類研

運営植物による大気中への水輸送動態解明 地球環境大気保全U

運営農業水資源の評価のための農耕地土壌水分変化特性の解明 地球環境気候資源 U

運営異なる土地利用状態を含む広域の蒸発散量推定の検討 地球環境気候資源 U

運営バイオミネラルを用いた環境中の有害微量元素濃度の経時変化解析 環境分析化学分析研

運営耕地生態系における炭素及び窒素収支に及ぼすリーチングの影響の評価 地球環境温室効果 T

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

生物安全線虫小動 U

インベントリ 昆虫分類研

生物安全植生生態 U

生物環境微生生態 U

連携 耕転法の違いによる畑作圃場における温室効果ガスの温暖化ポテンシャル評価と 地 球環境気象 G長

土壌炭素含量の変化予測 地球環境大気保全U

地球環境温室効果 T

インベントリ 土壌分類研

独立 殺菌剤が病原微生物 mtDNAのヘテロプラスミーに及ぼす影響の解明 化学環境農薬影響 U

独立 水田からのメタン発生プロセスのモデル 地球環境温室効果 T

独立 植物個葉の方向性偏光分光特性の野外測定 地球環境環境計測 U

独立 浅層地下水位の面的変動の観測 化学環境土壌物理 U

独立 地理情報システムを活用した広域的な土地利用の変遷と現状を分析する手法の開 地球環境 生態管理 U

発

独立 地下浸透水から放出される温室効果ガスの実態把握 化学環境水動態 U
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地球環境部 生物環境安全部 化学環境部 農薬環境
環境化

イン"'"ン
微生物・ 有機化学 トリーセ

学分析
気家研究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
重金属研究 G 栄養塩類研究G

ンター
センター

気候資;原 生系響態影 気保太人ヒ 環境i計聞l環境統計 事生態管理 i主効呆ガ量主
測食料牛産予

フ

植生生態 観生態后ミ 化学生態
導入見虫ま悩体群動態

昆生態虫
微物生態生 微生物機能

線虫
換組体え

動態価農薬評 響軽減農薬影
重金属動態

土壌化学
壌土生

土壌物理 動態養分
本動態 童保

ダ
モ フ オイ

ツ

ト ク
物ノ動ト イナ戸ヒ4 

U キ
(推) :推進リーダ U U U U U U セ ス U U U U T U U U U ン

(TL) :チームリーダ U ン ス

動計価蜜

U U U U U ン

(sL)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 
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

運営費交付金
持雑続草的防農除業 (ISA) 

9 -14 
((TSLL)) 植養生分生動態態リリーーダダ (sL) 農薬影響軽減リーダ • •• • ーーーー ーーー- ーーーー ーーーー ーーーー --一一 --ーー一一]ーーーー一一一一一一 一一ーー ーーーーー 一ーーー 四一一一 一戸ー← 一一ーー • • 一』一一 一一ーー• • 】自陣』目 一ー一『 ーーーー • ーーーー ー-ーー

11-15 
(IPM) 11-15 • • (LCA) 10-H 

五1主l任任Z主王主脅査畳一化託地手学球環期環境境境(S部部部L)長瓦長土壌I((微J推推E生)1)物長食寸、利養韮料用塩塩生リ語曹産1研研予ダ究元測G面民長長 一 • • • •• • 12 -17 
形食自然態料柿変環動生理f測

一一一一一一ーーーーー一一 一一一 一←一一ー-→ーーーー』一一一一ーー-ー一一ー一』四一一一戸ーーー一一一一一ー一一一• • • • • • 13 -17 T 
ーーーー-ー一一一一一一一一一一一一--一一 一一一一一一ーーーーー一一 一一一 一一一→一一一ー自由ー日一ー一一ーー山由ーーーーーーー日ーー一ーーーー-ー』直一一一一 • 13 -15 

行政対応特研(農)
ダカイドオミキウムシン

11-13 
一一一ー 一一ー- 一一円一 一→一一 一←→一 • 一一一一一一ーーーーー一一

主主主盃任任主主;査査孟盃・化扇(推学一動)環一語布境ワ機部ー長化ヂ学一物一(推置研)究重金G属長研究 長
一一ーー ーーーー --一一 『ー【司 --巴ー ーーーー ---- ーーーー ーー一一 ーーー一 ーーーー ーー一ー ーー一一 • • • 12 -14 G 

品種産地判別
一一一一一一ーーーーー一一 • 13 -15 

作物対応研究(農) 食料白給率向上 13 -16 • • 環境研究(農) 環境ホルモン(耕地・森林) 11-14 主任主査有機化学物質 G長 (nJ有化 G長 (sL)農薬動リ・ダイオ T長
一一一一 • • • • 一一一ー • ---- 一一ー一 一一一ー• 一ー一一 一ー一一 目------一一 ー一一一 一ーーー ーーーー 一ーーー ーーーー ー一一一 ー』一一 ーーーー ーーー一 一一『叩 ー一一ー ーーーー ーーーー 一一一ー ーーーー

(影響防止) 11-14 (sL)土壌微生物利用リーダ

エコ ム(ダ(沓イ崖オキ)シン類動態) 12 -14 
ー主主蚕査 蚕(1牙L)面接物守(質T二U:樹干環環リ境ー化ダ学分析セ一一ンタ一一長 一一 一 一一 • • • • • • • • ---ーーーー一一一一ーー • • バイオシマステス

12 -16 
------一一一一一ーー • 13 -17 

パイァク先端技術(農) 組換え体産業化 11-15 主任主査生部長(推)微G長 (TL)化生、微機、上微 1)、組換T長(参)植 G長 • • • • • • • • • ジーンパンク事業(農)
微見生虫物ジージーンパンパンクンク

60-
窓窓口口 微昆生虫研物究・小G動長物研究 G長 • • • • 一一一ー • 一一一ー ーーー四 ー一ー『 --ーー ーーー一 ----ーーーーー ーーー- • ---ー一一一一一『→』←←一回』 ー一一ー ーー一一 ー一一一 ー一一← • • • • 12-

総合研究(農) 協調シスァム(1系) 13 -17 主査 農業環境インベントリーセンター長 • ー』→唱白 ー一一一 ー一一一 一一ー叩 目ー一一 ーーーー ー一一一 一一一ー ーーーー ーーーー ーーーー 一一『ー --ーー ーーーー ーーー一 一ー』ー ーーーー ーーーー --一一 ーーーー
( 2系農業環境情報) (TL土壌分類研室長) • ( 2系作物生産) • 国際研究(農) 日韓水田持続性 9 -13 主任主杢地球部長 (1L)植生・重金・生シ G長(参)栄塩G長 • • • • 小事項(農) ミカンキジラミ 11-13 • 緊急調査(農) トウモロコシ花粉 13 • • 行政対応調査研究(農) 不測時食料 12 -14 主任主査生態システム研究G長 • • ファクト DB (農) 内分泌かく乱 DB 11-14 主任主青有機化学物質研究 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) 局機能有機肥料 13 -15 主査・課題代表 阿江士壌生化学リーダ • 公害防止(環) 微量重金属 12 -16 主任主杏化学環境部長課題代表樋口重金属研究 G長 • • • • 地球環境(環) 11-13 • 一一ー→ 町一日一 ー一一一 山ー一一 ーー一一 ーーーー ーーーー 一一ーー ー--- ーーーー ー『ーー 一ー-ー ーーーー ーーー一 ーー一一 一一ー一 一一一+ 一一→日 一~ー一

空課課題て題代代課表題表f主主鶴崩藤岡温tt生坦室態効球ンJ環ス呆境テガ貫スム研長T究長一G長 一 一一一 一一 • • • • • • • 11-13 
ー一一一一一一一一一一一一 • • 11-13 
一---世F←ー一一一一一一 • 11-13 
一一一一一一ーーーーー一一
11-13 • ーーーー--一一一一ーーーー ーー一一一一司ー---一一

サブ課課題題代代表表 新白藤戸物食質料循生環産予U測 • 11-13 
一一ーーー→一一一ー一一

サブ T • 11-13 
一一一一一一ーーーー一一一
11-13 • 一一一一一一ーーーー一一一

課題代表林地球環境部長 • • • 12 -14 
』一一一一一ーーーー一一一
12 -14 

ーーーーーーーー-ー一一 ーーーーーーーーーーーーー ーーーー---ーー『一一『ーーーーーーーー一ーーーーーーーーーー--司-----------ーーー-ーーーーー一一一一ー一一一一一一一一『ー一一一『一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一--ーーー
12 -14 • ---由一一一一一ーーー 一ー一一一---一『一一一

ササプデ課言課語題通題代氏代支表丘 谷川持山i島函食E太E料持気主生保雇産全予予1)測ー四TTダ長亘 r:t-:J:t::u長吾詰1百五妄 • • 12 -14 
ーーーーーー-ー一ーーー -----ー『一一一ー一一 • • 13 -15 
ーーーーーーーーーー一一 『回目---一一一一ーーー

サブ • 13 -15 

海洋・地球(文) 次世代 SAR 11-13 課題代去粛藤生態シスァム G長 • 総合研究(文)
風炭送素循ダ環スト

12 -14 • 一一一ー 一一一『 一」一ー ---一 一ー--ーーーー一ーーーーー一一一一ーーー --一一一一一一一一一一一一ー一一一一一ーー一一ーーーーーー一一一一一一一一ー宇一一一一一一一一ーー一『由ーーーーーー一一一一一一一一一ー一一ーー一一一ーー一一一一一『目ーーー一一一一ー一一一一ーー一ーー一一 一ーーー ーーーー • ー一一一 一四ーー ー一一一 ーーーー • ー一一一 一一ーー 一-ーー 一』ーー 一一一ー ーーー一 一一ー一
10-14 

流動促進(丈) 侵入帰化植物 9 -13 窓口植生研究G長 • 先導的研究(文) 水資源変動予測 13 -15 • • 国際共同研究(文) 北極域 12-13 課題代表宮田フフックス変動評価T • 原子力(丈) ア中性フ子イニアイ 10-14 
課課題題代代表表 高木橋方微放射生物性機|司位能体U分析研 ーー一一 一一一ー ー---• 十一一ー• 』一一一 一ー一一 一一一- 一ー一一 一・---一一一一ーー→一一一ーーー --一一 一ー一一 『一一一 --一一 同ーーー ーー一一 ---- • • 12 -16 

放調費(丈)
放降下射性放射ヨ性ウ核素種

32-
課課題題代代表表 駒木村方放放射射性性同同位位体体分分析析研研 ---- 一ー一一 ー一一一 ー→一一 一一ーー ー一一一 ーー一一 ーーーー 田司自- ーー一ー ーーーー 一一一ー ーーーー 一一ーー --抽ー一 一一ーー 一ーーー ー---ー---ーーーー ー---ー一一一 •• 3 -17 
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環病境原性椴低生物下因子

9 -13 
課課題題代代表表 小松川本微土壌生概物生生物態利リ用ーダU • 一一一-一一一一一ー自由一ー一一一 一ー一一 一一一一 一ーーー 」ーー一 ー←一一 一一ーー ー一一一 ーー一一 【司--一一--• ーー--・ 目司ーー 『ーーー ーー-ー 一---ーーー一 一一ーー 一ーーー ー--ー ----ーーーー ーーーー ー一一千

(生研機構) 10-14 
戦略的基礎研究 (JST) APEX 12 -16 • • 重点研究支援(JST)

導温リ入宰モ伝効入果ト柄セガ物スンシDBング

9 -14 
研研課題究究代代代丘表表 斎藤宮藤井田生化フ態学ラ生シッ態スクァスリ生ムー削動ダ究評価G長T • 一一一ー 一一ー← ー一一一ーーー巴ーー一一一一ーーー 一ー一一 一一一ー ーーーー 四ーーー ーーーー ーーー一 ーー一一 ー一一→ ーーーー• ー-ーー ーーーー 一ーーー 一一一ー ーーーー 一一回ー ーーーー ---ー ーーーー ーーーー ー間司由 ーーーー --ーー ーー『ー ーーーー ーーーー ーーーー ----

12 -17 
一一ー一『ー一一一一一一一 • 12 -17 
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Ill.研究成果と展望

1 .気候資源量を用いた地球環境変化

による農業生産への影響の解明

( 1 ) はじめに

化石燃料の燃焼、土地利用の変化などを含む人間活動

によって、大気中の二酸化炭素、メタン、フロンなどの

温室効果ガスやエアロゾルの濃度が増加し、これによる

地球規模での気候変動が予想されている o IPCC (気候

変動に関する政府間パネル)の気候変動に関する第 3次

評価報告書(科学的基礎分野) (Houghtonら， 2001) に

よると 、21世紀の終わり までには、 二酸化炭素の濃度が

540~970ppm に上昇し、これによって全球平均表面温

度が1.4~5.80C高くなることが予測されている O

農業生産はこのような気候変動の影響を大きく受ける

分野である O 同報告書(影響・適応・脆弱性分野)

(McCarthyら， 2001) では、温暖化による農業生産へ

の影響に関して、熱帯地域では、現在でも一部の作物は

気温が許容範囲の上限近くにあること、また、乾燥地帯

の農業が支配的であることから、たとえ気温のわずかな

上昇でも農業生産量が減少する可能性が高いことを述べ

ている O

このような気候変動が農業へもたらす影響を明らかに

するためには、まず、農業生産が、現在、どの様な条件

のもとで行われているのかを把握する必要がある D そこ

で、ここでは、気候値と農業生産に関する資料をもとに、

気候条件と現在の農業生産について明らかにする O

(2) 用いた資料

農業生産地域における気候条件を明らかにするために、

ここでは、 CRU(Climate Research Unit) Global Climate 

Datasetを用いた (Newら， 1999) 0 この資料は IPCC

Data Distribution Centreから配布されており、 1961~1990 

年の気温、降水量、日射量、風速、水蒸気圧などの気候

要素が空間分解能0.5
0

のグリッドデータとなっている O

また、農業生産地域の推定には USGS (United States 

Geological Survey)の土地被覆分布データを利用した。

これは、 USGSEROS (Earth Resources Observation Satel 

lite) Data Centerが配布しているもので 11km global land 

cover characteristics data baseJ とよばれ、 1992年 4月~

1993年 3月までの 1km NOAA/ A VHRRデータをもと

に作成されたものである O

さらに主要穀物の分布と作付け期間、生育ステージの

決定に関しては、 USDA(United States Department of Ag-

riculture) が作成した IMajorWor1d Crop Areas and Cli-

matic ProfilesJに掲載されている主要穀物分布図と、

NOAA/AVHRRのNDVIの時間変化を用いた。

(3) 結果と考察

図 1にCRUGlobal Climate Datasetから求めた全球に

おける温量指数の分布を示す。この温量指数は、植物が

一定の生育段階に達するまでに必要な気温を、月平均気

温の積算値として表したもの (吉良， 1945)であり、月

平均気温が 5Ocを越える期間に関して、月平均気温から

5
0

Cを減じた値を積算して求めたものである O ここで、

5
0

Cという基準温度は植物の生理的零点と考えられてい

る値で、これ以下になると植物の生理的機能が安全に保

たれなくなる O この温量指数を世界各地について算出す

ると o~300oC . monthの範囲にあり、日本や中国、ヨー

ロッパ、アメリカでは100~2000C ・ month、東南アジア

からインド、オーストラリア北部、アフリカ、南アメリ

カ北部では200
0
C・month以上になる O この温量指数を

温度資源として注目し、 USGSの土地被覆分布データと

比較すると、農業生産地域は約85
V

C . month以上の領域

に主に広がっている O この85
0
C. monthという値は夏緑

広葉樹と常緑広葉樹の境界とほぼ一致していることから

(林， 1989)、夏緑広葉樹が卓越する地域、あるいはこ

O 100 300(OC・month)

図 CRUGlobal Climate Datasetから求めた全球に

おける温量指数の分布
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図 2 全球の降水量と可能蒸発散量との差についての分布

れより冷涼な地域では、温度資源からみて農業に適して

いない地域と考えることができる O

農業生産では、温度資源だけではなく水資源に関して

も考慮しなければならない。図 2に全球における降水量

と可能蒸発散量との差についての分布を示す。可能蒸発

散量とは、植物で完全に覆われた地表面上で、水不足が

生じていない時の蒸発散量 (Thornthwaite，1948) であ

り、 FAOPenmam Monteith 法 (Allenら， 1998) から推

定したO また、降水量と可能蒸発散量の差は、その地域

の気候学的な水需給状態を示すもので、この値が負、す

なわち、降水量が可能蒸発散量を下回る地域は、降水だ

けでは作物の生育に必要な水を確保することができない

地域である O 中国の華北平原、 中国西部から西アジア、

アフリカ北部と南部、アメリカ西部からメキシコ北部、

南アメリカ南部、オーストラリアの大部分の地域では、

この値が負となることから、農業生産は濯慨に大きく依

存し、水不足や干ばつの影響を受ける危険性があると考

えられる O

つぎに、気候条件と農業生産がどの様に関係するのか

を考えることにする O 気候条件からみた作付け適地を、

つぎのように定義する O すなわち、①月平均気温 5Oc以

上の月が連続 3カ月間以上続くこと、②月降水量が月可

能蒸発散量の50%以上である月が連続して 3カ月間以上

続くこと、③日平均気温10
0

C以上を基準温度とする有効

積算温度が1400
0

C ・dayであることである O 月降水量が

月可能蒸発散量の50%というのは、穀物の播種が可能か

どうかの基準である (Allenら， 1998) 0 また、日平均気温

10
0

Cは、作物の栽培限界温度とされている(吉良， 1945)。

この気候条件から定めた作付け適地が、実際に農耕地と

して利用されているかどうかを検討するために、作付け

適地の分布と USGSの土地被覆分布を比較した (図3)0

濃緑色の地域は、気候的に作付け適地で、 USGSデータ

では農耕地として分類された地域、すなわち、実際に農

耕地として利用されている地域であり 、中国東北部東側

から華中・華南、インドシナ半島からインドに至るまで

広く分布している O これに対して、赤色の地域は、気候

的には作付けができないと推定されるが、実際には農耕

地として利用されている地域であ り、中国東北部西側か

ら華北平原、インド西部、ロシア連邦中央部からカザブ

スタン、ウズベキスタン、 トルクメ ニスタンからアフガ

ニスタン北部に広がる O これらの地域は、気候的に大き

な制約を受けながらも、農業生産を行っていることが想

像される O

きて、「農業生産が行われている地域で、どの程度、

水の需要があり、供給されているのか?Jという問題は、

現在の農業生産の状況を知る上で、また、将来、温暖化

などの気候変動によって農業生産がどの様に影響を受け

るのかを予測する上で、把握しなければならない重要な

ものである O ここでは、主要穀物に関する水の需給量を、

降水量と、 NDVIデータから決定した生育ステージの可

能蒸発散量から推定した (図 4)0 紫色で示されている

日本、朝鮮半島、 中国揚子江以南の華南、マレーシアと

インドネシア、インドシナ半島からインドガンジス川下

流地域は、作物の栽培に必要とする水量が降水量を下

回っており、降水量で、水の供給がほぼ満たされていると

推定される D これに対して、 青から赤色で示されている

部分は農業生産に必要とする水量が降水量を上回ってお

り水不足と推定される地域であり、 中国東北部から華北
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圃 農耕地 気候的作付適地 口 農耕地 気候的作付不適地 園 陸地水体

臼非農耕地気候的作付適地口非農耕地気候的作付不適地口海洋

図 3 気候条件からみた作付けに適した地域と、実際に農耕地

(USGSの土地被覆分布データで農耕地として分類された

所)として利用されている地域の分布を比較したもの

o 100 200 300 400 500 (mm) 

図4 アジアの農耕地の主要作物に関する水の需要量の推定値

( 1961~1990の平均値による )

平原 (100~300mmの水不足)、インドの西半分からパキ

スタン東部 (100~500阻) 、ロシア連邦中央部からカザ

フスタン、ウズベキスタン、 トルクメ ニスタンからアフ

ガニスタン北部 (300~600mm) に広がっている O この様

に、水の需要量が降水量を上回っている地域は、農業水

資源の変動に関して脆弱であり、これによって農業生産

が大きく変動することが考えられる O

(4) おわりに

1970年代後半から全球平均地表面温度が急激に上昇し、

また、 1990年代から気温と降水量の年々変動の増大した

ことにより、異常高温・低温や異常少雨・多雨が頻繁に

発生したことが、世界各地から報告されている O このこ

とは、温暖化により異常気象の頻度が増加することを懸

念させる D 農業生産はこれらの異常気象に大きく影響を

受けるが、このなかでも異常高温と異常少雨による干ば

つの被害が最も大きいことから、温暖化の進行する今世

紀において、食料供給の安定に大きな不安が投げかけら

れている O 図 2で示した降水量が可能蒸発散量を下回る

地域、あるいは図 4で示した農業生産に必要とする水量

が降水量を上回っている地域は、潜在的に干ばつの危険

性をはらんだ地域であり、これらの地域で、降水量が大き

く変動することは、干ばつの頻度が高くなることを意味

する D とくに、人口の多い中国とインドにこの様な地域

が数多く存在することは、この 2ヶ国が今後のアジアや

世界の食料需給に大きな影響を与えることが十分に懸念

される O このような状況のなかで、今後の食料の安定供

給を目指すためには、農業生産を支える水資源の需給関

係をより精度よく推定し、温暖化による影響を予測し、

それに基づいた対策をとることが必要である O
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2 .農耕地生態情報リモートセンシン

グのための分光デジタル画像計測

システム

( 1 ) はじめに

作物の調査・生育診断手法は栽培管理と作況予測の要

となる技術であるが、特に近年、環境保全や食糧に対す

る安全志向などの面から、農薬や肥料をはじめとする化

学資材や資源の適正利用・最少利用への要請が世界的に

強まっている D 画一的な管理ではなく作物や圃場の状況

に応じたきめ細かい管理をめざす、いわゆる「精密農業

(precision agriculture) Jは、このような要請に応える方策

のひとつと考えられる O そこでは、作物の生育や圃場の

状況を画像計測等によって空間的にとらえ、状態に応じ

た過不足のない管理を行うことが重要な課題となってい

る (井上ら， 1998; Moranら， 1997) 0 

一方、作物の気象災害調査等突発的な情報収集だけで

なく、流域生態系における水や物質の移動、生物生息環

境、植生バイオマス等生態系の環境保全機能に関わる研

究においても、生態系の現況を面的・定量的にとらえる必

要性が高まっている (Av訂 dら， 2000; Mengesら， 2001) 0 

リモー トセンシングはこれらの情報計測にきわめて有

効であり、衛星画像の利活用方法、光や電磁波の計測信

号を用いるためのアルゴリズムの探索、センシングシス

テムやプラットフォ ームの開発などの研究が進められて

いる O 人工衛星画像は広域計測に有効であるが、上記の

ような目的のためには、特に高い空間分解能と適時観測

が要求される場合が多く、適時に機動的に情報収集でき

る新たな観測システムへの要望が高い (Inoueら， 2000; 

Pearsonら， 1994; Moranら， 1997) 0 農業管理の面では、

リアルタイムで農場をf府鰍することは古くからの夢であ

り、 80年代からは航空機リモー トセンシングのためのビ

デオシステム (Mauselら， 1992) をはじめ欧米では種々

のシステム開発が試みられており (Everittら， 1991 ; Neal 

ら， 1994; Princeら， 1988)、赤外線写真や簡易なビデ

オリモー トセンシングは作物 (Tomerら， 1997) だけで

なく、自然草地生態系 (Mengesら， 2001)、水域生態系

(Avardら， 2000) の監視や解析などでも活用されつつ

ある。

本報告では当所で試作開発した新しい高精細度の航空

機搭載画像計測システムとその適用例について紹介する O

また、精密農業・農耕地生態系管理からみたリモー トセン

シングの応用可能性とセンサの要件についても考察する G

図 1 分光デジタル画像計測システム外観

(2) 航空機搭載多目的分光デジタル画像計測シ

ステムの開発

これまで、航空用に開発された分光画像計測システム

は、スキャナを用いた本格的なセンサ(例:カナダ製CASI)

と、欧米の研究機関等で試作されたビデオカメラを利用

した簡易なシステムであった (Cleversら， 1988; Everitt 

ら， 1995; Moranら， 1996) 0 これらは、位置精度のよ

い画像を再現することが難しかったり、解像度が十分で

なかったり、あるいは、観測波長域の選択や信号として

の定量化が容易でないなどの問題があった。そこで、本

システムでは最近比較的容易に入手できるようになった

高解像度の CCDを用い、波長帯を特定して数十 nm程

度の波長幅の画像をデジタル画像として取得する方式と

した。システムは、センサ部およびその制御と波長別画

{象の記S去とを行う制御部からなる (図 1)。 センサ部は

干渉フィルタ付の高解像度 CCDカメラ 5台と短波長赤

外カメラ、および熱赤外カメラを用いており、従来のス

チル写真やビデオ装置では不可能であった可視~近赤外

域 (460nm、560nm、660nm、830nm、950nm)、短波長

赤外域 (1，650nm)、および熱赤域 (8~13μm) の波長



29 

ーIRCSD)を、また、 8~13μm域には熱赤外カメラ

(HgCdTe) を用いている O 本システムは 2次元の素子

を用いているためスキャナ方式と異なり位置精度が比較

的高く、後処理の容易な画像を取得できるo

制御システムは大容量のメ モリを内蔵し、 高解像度の

ill.研究成果と展望

トウモロコシ闘場裸地200m 

(画像

数:可視~近赤外域1，280 x 1， 024、短波長赤外域:640 

X480、熱赤外域:512 x 480) 0 シャツタ速度、シャツタ

波長別デジタル画像の連続記録が可能となった

のインタ ーバルと連続取得枚数、フォーカス、絞り等の

制御は、波長別画像をモニタする表示画面上で直接行う

方式とした。また、観測域のモニタ用にビデオカメラに

より常時連続的にビデオ画像がテープに記録されるo シ

ステム全体の電源はバッテリにより完全に独立している

ため、機体からの電源供給を必要としない。

(3) 検証と解析事例

有人ヘリ AS350に搭載した観測実験によって得られ

た画質は安定しており、良好な画像データが得られた (図

2) 0 地上空間分解能は飛行高度と画角に応じて数cm~

数 mの範囲で設定できる O 図 2は夏季の圃場を約800m

の高度から観測した例である。図2上の660nm (赤)の

画像と、図 2下の830nm (近赤外)の画像を比較すると、

裸地とトウモロコシ (生育中期)の輝度が両画像で対照

的に異なることがわかる O また、裸地土壌での分光反射

率の分布が圃場内でかなり異なっていることがわかる O

土壌の窒素・炭素の分析値との比較から、これらの分光

反射率の違いが土壌有機物の分布に密接に関係している

660nm::!::5nmの波長帯の画像a) 

830nm::!:: lOnmの波長帯の画像

航空用分光デジタル画像計測システムによる波長別画像

の例.地上解像度は約35cm

、、‘，
r〆

'hu 

図 2

こと治宝わカミっている。

リモー トセンシング信号値を地上での分光反一般に、

別画像を取得できる。可視~近赤外域の測定には CCD

(Si)カメラを、短波長赤外域には短波長赤外カメラ (PtSi
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航空機システムによる計測温度 CC)

航空機システムによる計測値と地上での反射率、表面温度測定値との比較検証例

(左)可視~近赤外波長域は 3次多項式で、 (右)熱赤外波長域は線形で回帰

航空機システムによるCCD値

図 3
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取得した分光画像データによる葉面積指数とバイオマスの重回帰推定値と実測値との比較例

a)葉面積指数 LAI、b)作物体乾燥重 DW

図 4

によってそれぞれ精度よく分光反射率と表面温度に変換

できることが検証された。画像内の相対評価の場合には

これらの変換は必要ないが、地上での反射率や温度の絶

対値が必要な場合には、観測エリア内に少数点の校正点

射率や表面温度に変換するには、大気の影響を考慮する

必要がある O 特に熱赤外域では大気中の水蒸気濃度に影

響されるので、観測距離が長くなると注意を要する O 航

空機による低層観測の場合には、影響は比較的少ない。

航空機上で入射光、大気パスの吸収透過特性を同時に測 を設けることで、効率的な変換が可能である O

取得した画像データと地上で直接測定した葉面積指数、

バイオマス等との関係を調べたところ、可視~近赤外域

波長の分光反射率から、これらを比較的精度良く推定で

定できれば、それらを用いたキャリプレーションを行う

これらを実測することは容易では

ないので、地上での反射率や表面温度、放射率が既知の

面を利用するか、あるいは、特定の性質をもっタ ープを

ことは可能であるが、

(図 4)0 図4ではダイズ群落とイきることがわかった

ネ群落の葉面積指数およびバイオマスの推定を試みた結

これらに基づいて、圃場内の生育量の変異を果である O

設置してキャリプレーションされることが多い (Moran

ら， 2001) 0 

地上に分光反射率既知のボー ドを設置して、実際的な マッピングした例を図 5に示した。図 5は生育中期のダ

ここで見られる生育(葉面積指数)の

変異は、他の時期の観測画像と土壌の分析値から、主と

イズ圃場であり、キャリプレーションを行ったところ、同時計測した画像

計測値と分光反射率や表面温度の聞には安定した関係が

して土壌肥沃度の変異に起因する生育変異と推察された。

いずれにしても、土壌肥沃度、水ストレス、窒素ストレ

ス等諸要因に起因する生育の空間的変異を必要な解像度

でとらえ得る O

得られるこ とがわかった。可視・近赤外波長(図 3左)

また、熱赤外波長(図 3右)では直線

以上、生態系スケールにおける空間情報計測を目的と

して新たに試作開発した分光デジタル画像計測システム

について紹介した。本システムはこれまでのスチル写真

2.0 

やビデオ観測では不可能であった可視~熱赤外域の波長

別画像を高精細度で連続的に取得できる O そのため、精

密農業、気象災害評価、環境調査をはじめ多くの場面で、

空間分布情報を必要なタイミングで、必要な空間解像度

で取得することが可能である C

3.0 

4.0 

では 3次曲線で、

5.0 

取得した分光画像による葉面積指数および

バイオマスのマッピング例 ーダイズ圃場一

図 5
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表 1 農耕地生態系・精密農業管理におけるリモートセンシングのおもな応用場面と必要とされる条件

応用場面 精細度 モニタ周期 モニタ範囲 伝達時間 有効な波長帯と特性

植物の発育段階モニタリング 1 m -10m 1週 圃場~集落 2日 広帯可視近赤外、熱赤外、 SAR、ハイパースベクトル

生長のモニタリング 1 m -10m 1週 圃場~集落 2日 広帯可視近赤、熱赤外、 SAR、ハイパースベクトル

植物の水分欠乏・活性のモニ 1m-1krn 1日 圃場~集落 0.5 -1日 熱赤外、広帯可視近赤、狭帯可視近赤、ハイパースペクトル

タリング

植物の養分欠乏モニタリング 1 m -10m 1週 圃場~集落 2日 狭帯可視近赤、ハイパースペクトル

植物の病気モニタリング 1 m -10m 1週 圃場~集落 2日 ハイパースベクトル

植物災害のマッピング 10m -1 krn 3日[特期] 圃場~地域 1 -8時間 パンクロ、広帯可視近赤、熱赤外

収量マッピング 1 m -10m 3月[特期] 圃場~地域 1日-1週 広帯可視近赤、熱赤外、狭帯可視近赤

生長と収量の予測 10m -100m 1月[特期] 集落~地域 1日-1週 広帯可視近赤、熱赤外、狭帯可視近赤

土壌特性のマッピング 1 m -10m 6月[特期] 圃場~集落 1日-1週 広帯可視近赤、熱赤外、狭帯可視近赤

管理区画マップの更新 1 m -10m 1月[特期] 圃場~集落 1日-1週パンク口、広帯可視近赤、熱赤外、 SAR

土壌水分モニタリング 1 m -10m 3日 圃場~集落 0.5 -1日 広帯可視近赤、熱赤外、 SAR

雑草発生モニタリング 1 m -10m 1週 圃場 2日 広帯可視近赤、狭帯可視近赤、ハイパースベクトル

昆虫発生モニタリング 1 m -100m 1週 圃場~集落 0.5 -1日 広帯可視近赤、熱赤外

モデル.AIと結合した面変 1 m -30m 3日[特期] 圃場~集落 1日-3日 広帯可視近赤、熱赤外、狭帯可視近赤、ハイパースベクトル

異の原因同定

ハンドヘルドセンサによる面 1 m -10m 3日[特期] 闘場 即時叩 1日 広帯可視近赤、熱赤外、狭帯可視近赤、ハイパースベクトル

変異の原因同定 etc. 

地域気象データのマッピング 100m 1日 地域 即時-0.5日 広帯可視近赤、熱赤外、 etc.

数値標高データ生成 5 m -30m 5 -10年 集落~地域 1週一 1月 広帯可視近赤、パンクロ

植物・土壊特性の点サンプリ 1 m -30m 3月[特期] 圃場~集落 1日-1週 パンクロ、広帯可視近、赤熱赤外、 SAR

ングを面データヘ展開

注 1)特期:特定時期のタイムリーなモニタが必要。広帯:広波長帯、狭帯:狭波長帯。 AI:人工頭脳による意思決定支援システムなど。

注2)精細度とモニタ範囲は情報の利用の仕方と現象の発生状況によって異なる O モニタ範囲は下限を示す。

(4 ) 今後の展望

精密農業・農耕地生態系管理の観点から、分光学的・

電磁波的なリモートセンシング画像計測の応用場面を考

察すると概ね表 1のようになる O 画像計測情報はこのよ

うに多くの場面で活用できる可能性があるが、表の各欄

に示したように応用場面によって必要とされる空間分解

能、観測頻度、観測範囲、情報伝達時間、および最適波

長帯への要求はそれぞれ異なる(井上， 1997; Moranら，

1997)0たとえば、地形や肥沃士、水分特性などは年次

や季節によってあまり変化しないため、圃場ごとあるい

は圃場内の局所管理の多くはこの区画情報に基づいて行

うことができる O しかし、比較的短期に変化する、雑草

や害虫、土壌水分や栄養状態の変化、気象変動や病害な

どによるストレスについてはリアルタイム情報が不可欠

である O また、多くの場合、比較的高い空間解像度が要

求されるが、これらは航空機センサあるいは高解像度衛

星によってはじめて可能となるものである O 今後はさら

に多様な適用場面において、分光画像計測情報から必要

な情報を抽出するためのアルゴリズムを明らかにしてい

くことが必要である O
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(環境計測ユニット 井上吉雄)

3 .湿潤熱帯林の土地利用変化にとも

なう土壌からの温室効果ガス発生・

吸収量の変動

(1) はじめに

アジア太平洋地域では人口の急増に伴い、土地利用形

態が大きく変化しつつある O 特に熱帯地域では、熱帯林

が消失して農耕地などに急速に変化しつつある O このよ

うな土地利用/土地被覆の変化によって温窒効果ガスの

発生量や吸収畳が変化し、地球温暖化に影響を及ぼして

いると推測されている o IPCCによれば、湿潤熱帯林の

土壌は NzOの主要な発生源、のーっとされているが、熱

帯アジアでの湿潤熱帯林で、の測定がなかったので、その

推定値の不確実性は大きい(Ipcc，2001) 0 また、世界

のメタン発生量の約20%は自然湿地から発生していると

推定されているが、熱帯アジアの泥炭湿地からの温室効

果ガスの発生・吸収に関する調査研究は、これまで行わ

れていなかった。さらに、この泥炭湿地も一部では急速

に農耕地へ移行しつつあり、温室効果ガスフラックスも

大きく変化していると思われる O

このような背長のもと、インドネシアの研究者と共同

でスマトラ島において現地調査研究を1997年から開始し

た。本研究の目的は、これまで測定例のなかった熱帯ア

ジアの湿潤熱帯林及びその周辺の開発地域において、温

室効果ガスのフラックス測定を継続して実施するととも

に、それらの地域が伐採や焼き畑によって消失し、農耕

地やプランテーションへ移行するという土地利用変化に

伴い、土壌からの温室効果ガスの発生・吸収量の空間変

化と長期的な時間変化を明らかにすることである O

なお、本研究は、環境省地球環境研究総合推進費 (B-
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5)にて、 (独)森林総合研究所北海道支所(石塚成宏氏)、

インドネシアの BIOTROP-GCTE-IC-SEA、ボゴール農業

大学 (Prof.D. Murdiyarso and Prof. I. Anas) との共同研

究として行った。

(2) 研究方法

インドネシア・スマトラ島中部のジャンビ州のパシル

マヤンにある BIOTROP森林保護試験地及びその周辺の

開発地域を現地調査地域に選定し、表 1に示す 4種類の

異なる土地利用形態を持つ 6地点で、土壌表面から大気

への温室効果ガス (CH4、COz、NzO) のブラックス測

定を、 1997年 9月から毎月 1回、クローズドチャンバ一

法で実施した(各地点とも 3連)。

パシルマヤンは、平均年間降水量は2，000~2 ， 500mmで、

あり、通常、雨期は 9月から 3月まで、乾期は 4月から

8月までである O 調査地域の 6地点は半径10km以内に位

置しており(南緯 10 03' ~06' 、東経102
0

05'~10') 、

土壌タイプは同一 (Ultisols，in USDA Soil Taxonomy) 

で土壌 pHは表層 (0~ 5 cm) で4.0~4.8 と強い酸性で

あり、肥沃で、はなかった。一次林 (p1、P2) と択伐

林の L2地点は、 BIOTROP森林保護地域内に、その他

の 3地点は開発地域に設定した。 o地点と L1地点は、

道路を挟んで反対側に位置するように試験地を設定した。

択伐林であった O地点は1996年の乾期に皆伐・焼却後

に植林が開始されたが、その日寺点ではまだ択伐林であっ

たL1では 1年遅れて1997年の後半に伐採が開始され、

1998年の 3月に伐採終了とともに、焼却され植林された。

本長期調査ではこのような土地利用変化に伴う土壌から

の温室効果ガスフラックスの時間変化を把握できた貴重

な地点となった。 Rのゴム閣は、企業が経営する規模の

大きいゴム困と異なり、個人が所有する小規模なもので

あり、下草はアランアラン (Alang-alang) が生えていた。

このような小規模ゴム園は、ジャンビ州ではゴム園全体

の約70%を占めており、典型的な例と判断された。

さらに、後述するように、長期調在地点の P1とP2

で CH4ブラックスがしばしば正の値を示したので、そ

の空間的異質性を明らかにするために、 2001年 9月に、

森林保護地域内の P1とP2を含む約0.5haの地域内で、

8 X 10メッシュ(1メッシュは 3mX 3 m) の格子80地

点において土壌からの温室効果ガスフラックスをチャン

バー法で測定し、その空間分布を求めた。

(3) 結果と考察

， )温室効果ガスフラックスの長期変化

調査期間中に土地利用変化のなかった地点 P1、P2、

L2、0、Rでは、 COzブラックスはイ也のガスよりもはっ

きりとした季節変化を示し、 9月前の(あるいは 9月を

含む)数ヶ月の乾期の間小さくなり、その他の時期は大

きくなった。 NzOブラックスは、 P1、0、Rではほと

んど10μgNm-Zh-1以下と非常に小さく季節変化は明瞭

ではなかった。しかし、 P2とL2では、最大値目 -20

μg N m-z h-1を示し、 COzと同様な季節変化を示したo

CH4ブラックスは、 L2、0、Rでは調査期間中ほとんど

常に吸収を示したが、 P1ではしばしば、また P2では

ほとんどの期間、正の値を示し、最大値は470μgCH4 m-z 

h-1と非常に大きかった。これらからパシルマヤンでは

通常、土壌水分量が少なくなる乾期に CO2とNzOフラッ

クスが小さくなり、逆に CH4吸収フラックスは大きく

なるという季節変化を示すことが示唆された。

一方、調査期間中に土地利用に関して質的な変化がみ

られた地点、 L1での、温室効果ガスフラックス測定結果

を図 1に示す。 L1は、択伐林だ、ったが調査期間中の1997

年後半から伐採が開始され1998年 2月に伐採が終了して

焼却され、その後植林された。 NzOフラックスは焼却後

に急増したが、その後は減少し約 2年半後には伐採前の

択伐林時代のレベルまで、戻った。一方、 CH4の吸収フラッ

クスは伐採期間中から焼却前後までほとんどなくなった

が、その後次第に大きくなり、約 2年半後には 1次林P

1のレベルに戻った。 COzフラックスは、焼却後一時的

に200mg COz m-z h-1に減少したが 8ヶ月後には焼却前

のレベルに戻り、 2000年 4月以降は、平均400mg COz m-2 

h-1前後とさらに大きくなった。これらの COzブラック

ス増加の原因は、伐採・焼却および植林による土壌の質

的変化や、伐採・焼却によるリターの減少と植林による

表 1 スマトラ島シャンビ州北部のパシルマヤン試験地における調査地点の概要

土地利用 一次林 一次林 択伐林伐採林 伐採・焼却後植林 ゴム林

伐採・焼却後植林

試験地名 Pl P2 L2 Ll O R 

その他 数十年間 数十年間 研究用 97年 9月に伐採開始 96年伐採・焼却後 95年伐採・焼

伐採記録伐採記録保護林 98年 3月に焼却 ゴム植栽 却林床は

なし なし ゴム植栽 Alan-alan 
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2 )温室効果ガスフラックスの空間分布

パシルマヤンの P1とP2地点を含む80地点でのフ
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ラックス集中測定結果を凶 3に示した。

全地点の CH4平均フラックスは46.1μgCH4 m-2 h-1と

この原凶は、全地点の半数で CH4が
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正の値を示した。

土壌から大気中へ放出されていたためである O 本集中調

査と同時に行ったジャンビ州全域における広域調査では、

正の CH4ブラックスが測定された地点の数カ所でシロ

(農業環境技術研究所ら，2002) 0 

エ=
'E 400 
0> 

E 200 しアリが観察された

フラックスが正の地点で

シロアリが CH4の発生源である可能性は大きい。

シロアリの影響であれば同時に CO2濃度も高く

たがって、本調査においても、

は、

なお、

なる可能性があるが、ジャンピ州全域の広域調査では、

表層土壌中の CH4濃度が高くても、 CO2濃度は高くない

場合もあった。なお、広域調査では、 CH4が正の地点は

非常に少なかったのに対し、パシルマヤンにおける本調

己忌

。
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査では、正の CH4ブラックスが測定された地点が多かっ

これはパシルマヤンの森林保護地域特有のものと推

この地域になぜシロアリが多く存在してい

るか、あるいはそれと異なる CH4生成機構があるのか

た。L1地点での CH4，C02、NzOブラックスの経月変化。

点線の矢印は伐採開始時期を、実線の矢印は焼却された

時期を示す。

図 1

測されるが、

は、現時点では不明で、ある O増加などが考えられる O

全地点の NzOフラックス平均値は2.58μgN m-z h-J、

これらの値は、パ

ICH41 

最大値は11μgN m-2 h-1であった。
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6地点の空間変化をそれと等価な土地利用変

化過程 (p1 /P 2→L2→L1→O→R) に置き換えて、 L

1のブラックスに土地利用変化の影響が見られた 2年間

(1997年 9月'"'-'1999年 8月)のフラックス平均値を示し

たものである O 土地利用変化による NzOブラックスの

長期変化が、図 1と図 2で一致した。熱帯林を牧草地へ

変化させた中米の報告 (Kellerら， 1994) では変化後 Nz

図 2は、

O 

しかし、今回のインドネシアOは10年間高いとされた。

-60 

600 

の結果では、約 2年半でもとの NzO発生量に戻った。

また、 O地点では L1地点よりも 1年前に伐採・焼却が
IC021 

1: 400 

E 

E200 

なされたが、 NzOブラックスは P1、P2及びL2より

も小さく、伐採・焼却の影響をまだ受けていると推測さ

れた。 RのNzOフラックスは 6地点の中で最小であっ

ゴム園 Rの林床がアランアランの草であっ

たことやゴムの生育年数が短いことなどによると推測さ

これは、た。

匡亘

O 

30 

25 れる oCH4吸収フラックスの平均値は、平均値が正となっ

たP2を除いた一次林 P1と択伐林 L2で大きく、 R、L 20 ...c 

E 15 
0) 

ミ

1、OのJII買に小さくなった。 COzブラックスの平均値は、

P2が最大で、同じ一次林の P1よりも大きかった理由
10 

O 

5 
の一つはシロアリの影響と推測された。また、 L1より

も1年前に伐採・焼却された地点 Oでは最小であった。
R 

6地点における CH4，COz、N20フラックスの 2年間の

平均値 (1997年 9 月 ~1999年 8 月)

O L2 L1 

謂査地点

P2 P1 

図 2
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図3 パシルマヤンの80地点における CH4(上段)、COz(中段)、

N20 (下段)フラックスの頻度分布。

横軸の数値はフラックス巾の最小値を表す (例えばCH4の場

合、 50は、 50三五fCH4<100を意味する)

シルマヤンでの P1とP2地点での 3年間の平均値とほ

ぼ等しかった。

全地点の COzブラックス平均値は562mg CO2 m-z h-1 

であり、パシルマヤンでの P1およびP2地点での 3年

間平均値よりも大きかった。しかしパシルマヤンでも、

乾期よりも雨期に大きくなり、 L1地点では2000年以降

に500mg COz m-2 h-1を示すこともあった(図 1参照)。

これら 3つの温室効果ガスフラックスの聞には、有意

な相関は見られなかった。これは、それぞれのガスの生

成・分解機構が相互に関係せず、独立していることを示

唆している O なお、シロアリは、腸内でセルロースを分

解されるため、 CH4だけでなく COzも生成されるので、

シロアリの影響を受けた地点では、両方のブラックスが

大きい可能性がある O しかし、この80地点のデータでは、

正の CH4ブラックスが大きくても COzのフラックスが

常に大きいとは限らなかった。これは、土壌中の C02

濃度はもともと高いので、シロアリの影響が CH4ほど

はっきりとした濃度差に表れなかったためとも考えられ

るO

(4) おわりに

これまでに測定された世界の熱帯多雨林における N20

発生量は、 0.01-7.68kgN ha-1 y-lの範囲にある

(Bbreuerら， 2000) 0 熱帯アジアで初めて測定した本調

査結果ではインドネシア・スマトラ島パシルマヤンの湿

潤熱帯林(一次林)土壌からの NzO 発生量は、 0.13~

O. 39kg N ha-1 y-lと推定され、世界の熱帯地域では非常

に小さい値であることが明らかになった (Ishizuka

ら， 2002) 0 また、世界の熱帯多雨林土壌からの平均発

生量は136.4mg N m-2 y-lと推定されている (Potter，1996) 

が、本調査結果によれば、インドネシア・スマトラ島パ

シルマヤンの 1次林および択伐林からの NzO発生量は、

25.8~62.5mgN m-2y-1と推定された (Ishizukaら， 2002) 0 

この値は世界の平均値の約20~45%であり、 IPCC を含

むこれまで、の熱帯林土壌からのNzO発生量推定(6-7TgNy-l)

(Ipcc， 2001; Kellerら， 1994; Bouwmanら， 1993)は、

過大に見積もられていたことの可能性が示唆された。

このように、スマトラ島の湿潤熱帯林土壌からの NzO

ブラックスが他の熱帯地域よりも小さい理由は、非火山

灰土では、肥沃でない酸性土壌のために硝化速度が世界

の他の熱帯地域よりも非常に小さいため、と推測された。

しかし、広域調査で明らかになった火山灰土においても

NzOブラックスが小さい原因は、これから解明すべき研

究課題である D
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4 .生育阻害要因を考慮した日本の水

稲生産の温暖化に対するぜい弱性

の評価

( 1 ) はじめに

COzなどの温室効果気体が増加した場合の気候変化に

ついては、世界の多くの研究機関により、全球気候モデ

ル (GCM) による予測が行われている o COzが複数の

温室効果ガス排出シナリオに沿って増加した場合に、全

球平均では今後100年間において1.4~5.8
0

Cの気温上昇

が予想、されている (IPCC，2001) 0また日本を含む束ア

ジア地域では、気象研究所の結果によると、 COzが年率

1%複利で増加した場合に、 70年間で 2~3.50C の気温

上昇が予想されている (Tokiokaら， 1995) 0 

ところで日本では、 1980年代以降、夏季における気温

の変動幅は大きくなっている(西森， 1999)0 このため、

北日本を中心に冷害が頻発し再三コメが不作となる一方

で、北陸や九州などでは異常高温による収量減や品質低

下も報告されている O 例えば、 1983年の北陸地域~九州

地方北部および1990年の西日本において、それぞれ高温

障害による収量減が起こり、また1999年の東北地方では

高温に起凶する品質低下が起こっている(寺島ら， 2001) 0 

我が国の水稲収量は稲作技術の進歩によって大きく向上

したが、上記のように、今なお気象条件に大きく影響さ

れており、今後に予想、される気候変動による影響の大き

さが示唆される O このため、地球温暖化の条件下で、日

本における水稲収量の将来予測を行うことが求められて

いるが、そのためには、単に登熟期の高温による生産量

の増減を評価するだけでは不十分で、ある O つまり、温暖

化のもとでの異常気象の頻発など気候の年々変動とそれ

に対応した収量の変動について論じる必要があるほか、

病害虫の分布の拡大や農用水資源の不足など成育阻害要

因についても対象とする必要がある O そこで本研究では、

大気中の COz濃度が現状の約 2倍となり、日本付近の

地上気温が約 2oC上昇するとされる2060年代において、

日本の水稲単収に対する気候変化・異常気象に対する影

響に、害虫と水資源の要素を加味し、温暖化により水稲

生産が負の影響を受ける可能性のある地域、すなわちぜ

い弱な地域の同定を行う O

(2) 気象要素に対するぜい弱度

まず気象要素に対するぜい弱度として、西森ら (2001)

による温暖化限界値を採用した。これは、普通作の単収

(Y : kg/10a) を、登熟期間(出穂後40日間)における平

均気温 (T40:OC)と積算日射量 (Sr40: MJ/ rrl) を変数

とする回帰推定式により計算された最大収量が期待され

る値であり、以下の式で与えられる O

~Y=A * ~Sr40 + B * (企T40 -C) z + D -( 1 ) 

この式の概念には、潜在的な収量を表す気象生産力(村

田， 1964) または気候登熟量指数(内島ら， 1967) の考

え方が含まれている O ここで Aは、 T40およびSr40に

対しては、それぞれの平均値 (1979~1994年)からの偏

差であり、また Yに対しては、同期間の線形トレンド

を除去した値であることを示す。この操作は、 Yに含ま

れる土壌、品種、技術や施策などの気候外要因および人

為的要因を取り除くために行ったものである O 収量の

データは、農林水産省統計情報部が編集した、各年産の

作物統計より抽出し、また気温と口射量のデータは、清

野 (1993) による、アメダス観測資料から得られた 3次

メッシユデータ(おおむね 1km単位)を用いた。

式(1)において、係数B の値はおおむね負となり、適

温値からの高温および低温方向へのずれが起これば、と

もに単収が減少することを示す。また定数 C は、その

値が正であれば、現在より気温が上昇しでも単収が増加

する余地があるが、負であればすでに高温の限界を超え

ており、気温の上昇とともに単収は減少していく、すな

わち将来の温暖化に対する限界値を意味する O 図 1に、

その限界値 C の値を示した。北海道、東北などの北日

本地域、および長野、岐阜などの内陸地域では、この値
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はおおむね正であり、気温上昇によってさらなる単収の

増加が期待される O しかしながら南関東、北陸、四国北

部お よび九州北西部の各地域では、この値が負であり(図

1で黄緑~赤の地域)、現在の気候条件においてさえ、

最適な気温よりもさらに高温の条件下で栽培されている

ことを示している O したがって Cの値が負であるこれ

らの地域は、温暖化時の気象条件に対してぜい弱である

と考えた。

(3) 水資源要素に対するぜい弱度

水資源に関するぜい弱度として、温暖化時の2060年代

における降雪水量の減少率を採用した。これは井上ら

(1998)により 計算された2060年代の降雪水量 H2060の、

現在の降雪水量 H1990に対する比 D :

D = (H2脚 -Hl捌 )/Hl則 一 (2)

で表される O 計算の根拠となった温暖化予測値は、先に

述べた気象研究所の GCMによる温暖化予測結果

(Tokiokaら， 1995) を、横沢ら (1997)が局地気候シ

ナリオに展開したものである O

図2によると、減少率 D は、北日本お よび北陸から

中国にかけての山間地で大きく、特に東北~北陸地域の

日本海側などではこの値が0.15以上となる O これらの地

域ではさらに、気温の上昇が融雪時期を早め、河川への

流出も早まると予想される O したがって、水稲の代かき

田植え期に河川水量が減少し、農業用水が不足する可能

性が高まるため、 D>0.15以上の地域を水資源に対して

ぜい弱な地域と考えた。
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図 1 最大収量となる最適気温と現在気温との差

式(1)における Cの値で表される (西森ら， 2001) 

図 2 2060年代における降雪水量の減少率 Dの分布

(井上・横山， 1988) 

(4) 害虫要素に対するぜい弱度

害虫に対するぜい弱度として Yamamuraら (2002)に

よる温暖化時のヒメトピウンカの世代交代数をとりあげ

た。(3)と同様に、横沢ら(1997)による2060年代の予測

気温を使用し、 まず有効積算温度則を用いて発育速度を

計算する一般的な枠組み:

r= (T-To )/K (T>Toの時)-(3) 

= 0 (T>Toの時)

を設定し、これに日射の変動を加味して、水田への移植

時期を 6月1日と仮定し、その時点においての世代数を

計算した。そして世代数の境界域となる地域は、成虫が

多数存在することにより、イネ縞葉枯病の多発危険地帯

になるため、害虫要素に対してぜい弱であると考えた。

図3によると、その危険地帯は東北~北陸、南関東およ

び西日本の沿岸地域にみられる O 現在の気象条件による

と多発危険地域は、北海道と関東~西日本の一部に限ら

れており (Yamamuraら， 2002)から、温暖化時の2060

年代には、害虫発生の危険は大幅に高まっていることが

わかる O

(5) 各要素を総合したぜい弱度の算出

上記 3要素を併せたぜい弱度の算定に当たっては、

各々 3要素の重みは同ーとし、ぜい弱な要素の数 (0~ 

3 )およびその要素の組み合わせを図化した (図 4)。

これによると温暖化時には、北陸地方では 3要素とも

ぜい弱であり、次いで東北日本海側地域が水資源と害虫

要素の変化にぜい弱、南関東地域が気象と害虫要素の変

化にぜい弱である O 北陸地域は温暖化時の気象、水資源、

害虫という全要素の変化に対してぜい弱であり、温暖化

時の水稲生産が大きな影響を受けることが推定される O
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また、東北日本海側地域および南関東地域でも、注意が

必要である O

(6) 問題点と今後の展望

本研究では、品種や土壌の違い、作付け体系の変更な

どの要因は考慮、できなかった。まず気象要素の解析にお

いては、実際の出穂日のデータから、出穂期の気温と日

射を求めている O ところが実際には、気象状況が変動し

た場合に、品種や作付け体系が変化して出穂日が変動す

る可能性がある O 林 (2001)によれば、平均的な温暖化

(気温上昇)のもとで収量(正確には登熟量指数)を最

大にするために、 2060年代には出穂日を、北日本は10日

前後早め、逆に東北以南では 2~3 週間ほど遅らせる必

要がある O 加えてこの出穂日が変化した状況においても、

北日本の収量は増加するものの、西日本は依然として高

温で、かつ季節の進行により日射量が減少する時期に当

たるため、収量は減少する O 品種や作付け体系の変更は、

年々行われるものではないものの、北日本は現在より 1

~ 2
0

Cの気温上昇で最適条件を向かえ、西日本ではすで

に高温限界に達しているという本研究の結果は、おおむ

ね林 (2001)の指摘と一致している D

また北日本などでは、移植を早めると収量増になる効

果とは別に、低温による未登熟率の増加で、収量減とな

る危険性も指摘されている(米村ら， 1998) 0 これは現

在では梅雨明け後に相当する減数分裂期が、移植を早め

たために梅雨期のまっただ中になってしまうためである O

さらに高温リスク回避のために行われる作期の移動先が、

図3に示したヒメトピウンカ被害の発生時期の温暖化に

噌

.0 世代

田 1世代

2 世代.3 世代以上

図 3 2060年代における 6月 1日を基準としたヒメトビ

ウンカ世代数の予測

(Yamamura and Yokozawa， 2002) 

. . ;;J 

図4 気象、水資源および害虫の 3要素からみたぜい弱度の分

布 (赤:全要素、黄:水資源+害虫、黄緑:気象+水資

源、淡青:気象+害虫、緑:水資源、 j農青:害虫、紫・

気象、黒.ぜい弱要素なし)

よる変化と重なってしまうことも懸念されている(林ら，

2001)。

実験的研究によれば、 COz倍増による直接効果と気温

上昇とで、乾物生産量は25%程度増加すると考えられて

おり CHorie，1993;金ら， 1996a)、西日本な どの高温

リスクも回避される可能性がある O ただし高 COzに加

えて、開花期に35
0

C以上という高温条件が重なると、品

種間差異はあるもものの不稔発生率が高まり (Matusiら，

1997)、収量が激減する (金ら， 1996b)、との指摘もあ

るO したがって将来的には、平均気温での議論よりも、

例えば最高気温35
0

C以上の連続日数との関係など、極高

温の影響を調査する必要があるが、 1994年までの気温

データには35
0

C以上の事例はまだ少ないため、現段階で

高温・高 COzの同時影響を論ずるのは難しい。

さらに本研究で用いた気候予測値は、 IS92と呼ばれる、

以前の温室効果ガス排出シナリオに基づいた、 単一の

GCMによる予測結果であり、 GCMによって、また最

近の排出シナリオを用いることにより、結果が異なるこ

とが予想される D 例えば図 2で示された水資源量の減少

は、気温の上昇のみによる効果であり、降水量は現在と

ほとんど変化しないとのモデル予測値に従っている O し

かしながら、温暖化時に日本海側地域においては、季節

風の弱まりにより、冬季の降水量そのものが減少するこ

とも予想されおり、その場合には、ぜい弱な地域は図 2
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に示された範囲よりも拡大し、かっその程度も強くなる

おそれがある O

このように、温暖化だけでなく年々の気候変動(異常

気象)のレベルにまでおよぶリスク評価には、気象条件

のみならず、ここで対象とした水資源の変動や虫害の発

生、さらに作物生理の変化や作期の移動など、機々な要

因が絡むため、これらのリスクを総合的に評価するため

の、さらなる研究の進展が必要で、ある O
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5.農業生態系における CO2フラック

スの長期観測

( 1 ) フラックスネットとその研究の位置づけ

植物群落と大気との間の二酸化炭素 (COz) の交換は、

植物の成長や作物生産に密接に関わることから、農業気

象学の分野では地表面のエネルギー収支、蒸発散量とと

もに、これまで多くの観測が行われてきた研究テーマで

ある O すでに、 1950-----60年代には、空気力学的方法(傾

度法)やボーエン比熱収支法を用いて、水田や畑地の C02

フラックスの測定が実施されている(井上ら， 1958) 0 

その後の超音波風速計の進歩と、高速応答型の COz分

析計の開発により、 1980年代には渦相関法による COz
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フラックスの測定が実用化された。 1990年 代 に 入 札 地

球規模での COz収支、炭素収支を明らかにするために

は、陸域生態系と大気聞の COz交換のモニタリングと

モデル化が重要で、あるという認識が、微気象学、植物生

態学、生物地球科学の分野の研究者の間で共通のものと

なり、 COzブラックスを多点で、かつ長期的に観測しよ

うという機運が高まった。これを受けて、ヨーロッパで

はEUROFLUX、北アメリカでは AmeriFluxとよばれる

COzブラックスの長期観測ネットワークが組織され、観

測が開始された。日本を含む束アジアにおいても、 1999

年の AsiaFluxの発足を機に、それまで大学や研究機関

が個別に実施してきた観測の組織化が進み、この地域の

代表的な陸域生態系における COzブラックスの長期観

測ネットワークが整備された。 EUROFLUX (2000年に

Eurocarboに改組)、 AmeriFlux、AsiaFluxなどの地域ご

との COzブラックスの長期観測ネットワークの連合体

を、フラックスネット (FLUXNET) とよぶO

フラックスネットでは、渦相関j去によるタワー観測を

標準的な COzフラックスの測定法として採用し、水蒸

気フラックスやエネルギー収支の測定も実施している O

さまざまな生態系、気候条件の観測点において、同一の

手法を用いた観測を同時に実施することにより、観測点

聞のデータの比較、統合が容易になる O また、通年で観

測を実施していることも、植物の生育期間に限られてい

た1990年代前半までの観測とは異なる、フラックスネッ

トの特徴といえる O 渦相関法を用いたタワー観測は、 30

分から数年までのさまざまな時間スケールでのフラック

スの変動を測定できるが、空間的な変動の把握という点

では限界がある O 地球規模での COz収支の解明という

課題に対するフラックスネットの役割は、地球上の代表

的な(広い面積を占める)生態系での炭素収支を把握す

ると同時に、生態系一大気聞の COzブラックスとその

変動要因を明らかにし、モデル構築に必要なデータを提

供することによって、フラックスの空間的なスケール

アップに寄与する、ということである O また、フラック

スネットには、モデル計算やリモートセンシングの検証

データを提供するという役割もある O なお、渦相関j去に

よる COzブラックスの測定法は、一般気象観測や COz

濃度のモニタリングのように確立された方法ではないの

で、フラックスの長期観測に関わる手法的な問題の研究

も、フラックスネットの活動の一環として実施されてい

るO

陸域生態系のなかでも森林の COz吸収機能の評価に

対する関心が高いため、フラックスネットの観測点の多

くは森林にあるが、 AsiaFluxには水固などの非森林生態

系の観測点も含まれている O フラックスネットの観測点

に農業生態系が少ない理由は、地球規模での炭素収支に

占める役割が小さいからというよりも、農業生態系の多

様性がゆえに観測点の選択が難しいからであろう O 将来

的には、中国や、フラックスネットから欠落している南

アジア(インドなど)への観測点の設置が望まれている O

現在、地球環境部フラックス変動評価チームは、つくば

市真瀬の水稲単作水田、北海道東部の釧路湿原、および

アラスカ州 Barrowの北極海沿岸に位置する湿性ツンド

ラにおいて、フラックスネットの観測を実施している O

以下では、水田観測点の結果を中心に、現在の研究内容

と今後の課題について報告する O

(2) 観測データの品質管理

長期観測では、ブラックスデータの品質を吟味して異

常値を選別すること、すなわち品質管理は重要な作業で

ある O 例として、 2001年に水田観測点で得られたブラッ

クスの30分値の全データを、図 1 (上図)に時系列で示

す。図 1 (上図)を見ると、 CO2ブラックスの季節変化

に重なって、多数のばらついたデータが分布している O

これらのばらついたデータは、降雨中で測器が正常に動

作しなかったり、大気の状態が渦相関法の適用には不適

当なため、正しいフラックスの測定ができなかった時間

帯のデータである O そこで、個々のデータについて、測

定時間 (30分間)内の定常性が成り立っているかどうか、

測定で得られた乱流強度が Monin-Obukhov相似則から

予想される関係を満たすかどうか、などの条件を設定し、

これらの条件を満たすデータだけを抽出すると、図 1(下

図)が得られる O このような品質管理後の時系列データ

からは、 CO2ブラックスの季節変化が明瞭に読みとれる O

たとえば、耕作期間のイネによる C02の吸収に引き続

き、 255日頃から315日頃にかけて弱い吸収がみられる O

これは、収穫後の耕起きれていない水田に成長した「ひ

こばえ」による吸収である O 図 1に示した期間について

は、品質管理前のデータの欠損率は 8% (停電や測器の

トラブル、定期的な校正などによる)であったが、品質

管理後の欠損率は54% (日中46%、夜間61%) に達した。

この観測点の欠損率が高くなった一因として、降雨時の

測定が困難なオープンパス塑ガス分析計を使用している

ことがあげられる O

(3) 欠損データの補完

COzブラックスは日変化を示すため、欠損データを無
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このようにして決定した回帰式を用いて、図 1(下図)

の欠損データを補完して得られた COzフラックスの月

別積算値 (NetEcosystem Exchange， NEE) を、図 2 (上

図)に示す。また、補完の過程で得られた回帰式を用い

1lI.研究成果と展望

て計算した、生態系呼吸量と総光合成量の月別積算値を

(下図)に示す。図 2 (上図)から、 NEEが負と

(水田が大気中の COzを吸収する)のは、わずか

3ヶ月間にすぎず、その他の月は水田からの COzの放

出か、収支が均衡していることがわかる O

図 2

なる

τ，
a'
鍵

i
t
↑1
1

1

1

0

 

内

u

h

u

丹

U

A

U

h

u

n

u

引

山

町

内

J

e

n

V

4

3

ぺ
J

ε

u

r-f‘径一
O

定
基
当

C
H
o
u
r
-∞
守
E
C
F
C
五
百
む
よ
υ

9 

このように、

9月から11月に

この期間の COz

水稲単作水田における COzの吸収期間は、同緯度帯に

分布する森林よりもかなり短い。また、

かけてのひこばえによる COz吸収は、

360 

水田観測点の2001年の C02フラックスの年変化。

個々の点はフラックスの30分値を表し、負の値は水田による

CO2の吸収、正の値は水田からの CO2の放出を表す。上図

は品質管理前で、下図は品質管理後。横軸は 1月 1日を 1と

する通算日数。水稲の移植日は 5月4日 (124日)、収穫日は

9月 1日 (244日)。

300 240 180 

Oay ofyear 

120 60 

図 1

収支に無視できない影響を及ぼしていることがわかる O

この圃場では、 2001年には12月初旬に耕起が行われ、成

長したひこばえは、収穫残j査(稲わら)

鋤き込まれた。一方、収穫直後に耕起が行われた1999年

にはひこばえの成長がみられず、また耕起とともに土中

に鋤き込まれた稲わらの分解によって、秋季に大きな

COzの放出が観測された。欠損データの補完前の概算で

とともに土中に

はあるが、収穫直後に耕起が行われた年は、耕起が遅れ

ひこばえが成長した年に比べて、非耕作期間(収穫から

翌年の移植まで)の水田からの COzの総放出量が約 2

倍になると試算されている O 以上の結果から、農業生態

系の年間の COz収支を評価するためには、非耕作期間

のブラックスの評価も重要で、あること、耕起や収穫残さ

の処理などの水田の管理方法が、水田の年間の COz収

支に影響を与えることがわかった。

視してフラックスの平均値に観測時数をかけても、正確

なフラックスの積算値は得られない。年間の COz収支

を評価するためには、欠損データの補完が不可欠である O

ブラックスネットで用いられる欠損値の補完法としては、

期間ごとに決定したブラックスの平均の日変化を用いる

方法と、 フラックスと気象要素との関係を用いる方法と

があり、後者はあらかじめ関数形を与えて回帰式を決定

する方法(非線形回帰法)と、気象要素の段階別にフラッ

クスの平均値を計算した表を作成して参照する方法とに

分けられる O 水田観測点の CO2フラックスデータの補

完には、非線形回帰法を採用した。この方法では、観測

データから生態系呼吸量(植物体の呼吸量と土壌呼吸量

と温度との回帰式と、総光合成量と光合成有効放

射量との回帰式を決定して、補完に用いる O ここで、夜

の和)

圃1，.， ， ， ， ~ 
(

F

・£
coε
何・
εω
回

)
ω
ω
z

間については CO2ブラックスの測定値は生態系呼吸量

日中については測定された COzブそのものであるが、
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水田観測点の2001年の月別 CO2フラックスの変化口

上図は、欠損データを非線形回帰法を用いて補完した後の月

別のブラックスの合計値 (NEE)。下図は、補完の過程で計

算された生態系呼吸量 (RE) と総光合成量 (GPp) の月合

計値口

図2

ラックスを総光合成量と生態系呼吸量とに分離する必要

まず夜間の COzブラックス(生態系

と温度との回帰式を決定し、この回帰式を日中

日中の生態系呼吸量を推定した。つ

日中の生態系呼吸畳の推定値と CO2フラックス

の測定値とから、総光合成量を求めた。総光合成量と光

合成有効放射量との回帰式は、イネの生長と水田の湛水

状態を考慮して、 1年を13に分けた各期間について求め

た。また、生態系呼吸量と温度との回帰式は、耕作期間

(湛水期間と落水期間とを区別した)、ひこばえの生長

期間、それ以外の 4つの期間に分けて決定した。生態系

呼吸量の回帰式の説明変数としては、耕作期間は気温、

非耕作期間(落水状態)は深さ 1cmの地温を用いた O

がある O そこで、
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(4) 観測データの検証

図 2 (上図)に示した月別の NEEを1年間で合計す

ると、約200g C m-zとなる O この値はどの程度確かな

のだろうか。これを確認するには、渦相関法とは独立し

た方法での検証が必要で、ある O 耕作期間の COzブラッ

クスの観測データの検証法としては、フラックスの積算

値を植物体に蓄積された炭素量と比較する方法がある O

そこで、耕作期間について、根部を含むイネの体内の炭

素含有量を定期的に測定し、 COzブラックスの積算値と

比較したところ、ブラックスの積算値の方が約30%小さ

いという結果が得られた。この不一致の原因のひとつと

して、土壌呼吸量の寄与が考えられる O テキサス州の湛

水深15cmの水田では、土壌呼吸による COzの大気への

放出が無視できるため、 COzブラックスの積算値はイネ

への炭素蓄積量とよく一致したと報告されている

(Campbellら， 2001) 0 一方、本観測点では耕作期間内

に落水期間があり、湛水期間の湛水深も 3cm以内と浅い

ため、土壌呼吸量の寄与が無視で、きないことが予想され

るO しかし、実際には土壌有機物分解量と根部の呼吸量

とを分離することが難しいため、 COzブラックスの積算

値とイネへの炭素蓄積量の違いを、土壌呼吸量だけで説

明できるのかどうかについては、まだ結論が得られてい

ない。

また、 COzの年間収支を評価するうえでは、非耕作期

間のフラックスのデータの検証も必要である O 図 1 (下

図)によれば、冬季(耕起後)の水田からの COzブラッ

クスは、平均的には 1~2μmol m-2 
S-lである。一方、

測器の大きさや配置に起因するスベクトル補正、ガス分

析計に関わる密度補正など、観測データの処理の過程で

施されるブラックスの補正項の大きさは 5μmol m-z 
S-l 

を越えることもある O したがって、 1μmol m-z 
S-l程度

のフラックスを測定するには、これらの補正をきわめて

正確に行う必要がある O 私たちの観測では、積雪に覆わ

れた湿原やツンドラ、裸地状態の水田で、日中にわずか

に吸収となるような COzブラックスの日変化が観測さ

れているが、これが実際のブラックスを表しているのか、

あるいはデータ処理を含む測定上の問題があるのかにつ

いては、現在検討中である O 非耕作期間の水田について

は、チャンバ一法による土壌呼吸量の測定値との比較を

予定している O

このように、独立した方法による COzフラックスの

長期観測データの検証はまだ不十分で、あり、ブラックス

ネット共通の課題といえる O 農業生態系は森林に比べて

植生構造が均一で、植物の生育調査も容易なため、この

課題に取り組むには適した観測点である O なお、測定だ

けではなく、前述のデータの品質管理や欠損値の補完の

過程で、データがバイアスを受ける可能性についても、

十分な検討が必要で、ある O
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(ブラックス変動評価チーム 宮田 明)

6 .ヘアリーベッチの他感作用と作用

物質シアナミドの同定

( 1 ) はじめに

現在の日本では、食糧自給率が 3割しかないにもかか

わらず、休耕地や耕作放棄地が増加し全耕地面積の 5%

にも達している O 外食産業の利用が増加している反面、

環境ホルモン、遺伝子組換え食品、輸入食糧のポストハー

ベスト農薬汚染が懸念されている O

そこで、植物自身を用いた安全性が高くて簡易な植生

管理法の導入が望まれている O とくに遊休農地や果樹園

では、他感作用の強い被覆作物の導入が考えられる O こ

のような用途の最も適した植物として、これまでに農環

研で10年に渡り研究してきたヘアリーベッチの特性につ

いて概説し、昨年見出したその作用物質について紹介す

るO

(2) ヘアリーベッチの特性とその利用

ヘアリーベッチ (Viciavillosa Roth) (写真 1)は、ソ

ラマメやカラスノエンドウの仲間で、明治時代に牧草と

して導入された。花がフジに似ているのでシラゲクサフ

ジ、あるいはナヨクサフジの和名がある O 秋まきで春先

から初夏に圃場を全面被覆して雑草をほぼ完壁に抑制し、

開花後は一斉に枯れて敷きわら状になること、窒素固定

をして緑肥効果も高いことから、果樹園や休耕地の雑草

管理に最適である O 表 1に栽培方法を示す。
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写真 1 ヘアリーベッチ

表 l へアリ ーベッチの栽培法と性質

1 )播種期 9~1l月 耐寒性は強いが、冬季マイナス20
0

Cが限界。

2 )播種量 10アールあたり 3~ 4 kg、散播可能だが覆土は発芽率

を向上させる。

3 )種子価格 1 kgあたり 500円程度、種苗会社、農協で入手可能。

4)生育状況 春先に急速に成長する 。 5~6 月に開花し、 7 月上旬

頃一斉に枯れて敷藁状になる O 乾燥重は10アール当た

り 300~700kg。

5 )留意点 ベッチが枯れた後、夏~秋に徐々にかけて雑草が徐々

に発生する。種子はたくさんできるが、不耕起では再

生しにくいので毎年播種する必要がある。また、雑草

が多い場合は播種前に除草が必要。

ヘアリ ーベッチは他感作用により広葉雑草を抑制する

が、イネ科植物を阻害しないので、休耕地管理のために

それを栽培すると、メヒシバ等のイネ科雑草が残ること

がある O しかし、ヘアリ ーベッチの雑草抑制力は、レン

ゲよりも強く、耐虫性に優れるので、全国の休耕地で、

その栽培が徐々に普及し始めている O また、農環研の研

究成果を基に、果樹園の下草管理を目的とした被覆植物

としても、その利用が徐々に拡大している O とくにカキ

の下草管理に適しており、現在では岐阜県本巣地方の富

有柿産地では全体の約 8割の600haに普及している O

(3) ヘアリーベッチの他感物質の同定

ヘアリーベッチの他感作用については、特異的なバイ

オアッセイ手法であるプラントボックス法、サンドイツ

チ法により証明されていたが、その作用物質に関する研

究は遅れていた。平成13年度は、重点研究支援制度の援

助もあり、作用成分の同定に成功した。

物質の同定は、定法どおり、ヘアリ ーベッチの茎葉部

より得た粗抽出液から、レタス伸長阻害活性を指標とし

て、各種カラムクロマトグラフイーにより植物生育阻害

物質を単離・精製し、核磁気共鳴法 (NMR)、質量分析

法 (MS)、赤外分光分析法 (IR)等によりその化学構造

を解析した。その結果、雑草抑制作用の主成分はシアナ

ミド (cyanamide、図 1)であった。

ヘアリ ーベッチ粗抽出液に含まれるレタス下匹軸伸長

阻害活性は、シアナミドによりほぼ完全に説明できた。

レタス幼根伸長成長阻害活性には、シアナミド以外の成

分も寄与している可能性が残されたが、 8割以上の阻害

活性はシアナミドで説明できた (図 2)。

シアナミドは肥料である石灰窒素の成分である ことか

ら、合成化学肥料からの混入が懸念されたので、シアナ

ミドが実際に植物体内で合成されるのか否かを調べた。

すなわち、無施肥で 9日間栽培したヘアリ ーベッチの茎

葉部に含まれるシアナミド含量を測定したところ、種子

に含まれるシアナミド含量の40倍に増加していたことか

ら、シアナミドはヘアリーベッチにより生合成されてい

ることが確認され、肥料成分の混入ではないことが明ら

かとなった。

シアナミドは、肥料としての働き以外に、種子休眠覚

醒効果、殺虫・殺菌効果、除草効果が知られているが、

これまで生物の体内成分として天然に存在することは知
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られていなかった。本研究は、生物からのシアナミドの

最初の発見である O 植物界の存在はこれまで全く知られ

ていなかったが、土壌微生物には、シアナミドを特異的

に分解する活性を持つものが報告されており、この物質

は自然界では速やかに分解されるものと推定される O

(4 ) おわりに

以上のように、ヘアリーベッチからシアナミドが検出

されたことは、これまでに知られているヘアリーベッチ

の雑草抑制作用や、耐虫・耐病性を、シアナミド合成と

関連して解明する手がかりとなる O また、これまでに報

告されていた、ヘアリーベッチによる家畜中毒現象が、

含まれるシアナミドによって説明できる可能性が高い。

現在、マメ科を中心に、いろいろな植物を対象に、シア

ナミドの存在と分布について精査している O その結果と

して、これまで知られているアンモニア態窒素と硝酸態

窒素に対して、新たにシアナミド態、窒素という窒素栄養

形態が存在することを明らかにしたい。また、本研究は、

これまでに純粋に合成化学肥料とされてきた石灰宝素の

新たな意義と用途を切り開く可能性がある O

(植生生態ユニット 藤井義晴・平舘俊太郎・荒谷博

信州大学 加茂綱嗣)

7 .性フェロモン撹乱剤に対する害虫

の抵抗性発現

性フェロモンを利用して誘ヲi試験をするとフェロモン

トラップ同士の干渉が起こることが知られている(中村

ら， 1983) 0そこで、大量の性フェロモンを圃場に処理

すれば雌雄聞の性フェロモン交信を撹乱し交尾を阻害で

きるのではないか、という発想から、性フェロモンを用

いた交信撹乱法の検討が始められた。交信撹乱法はフェ

ロモン製剤の性能向上に伴い成果を上げ、その使用面積

は急拡大し、 1997年には世界では約50万ヘクタールにま

でなった(小川， 1998) 0これは、環境意識の高まりに

より有効成分の安全性の高さや、種特異的に作用するこ

とで天敵を含めた生態系に及ぼす影響が小さいこと、対

象害虫の産卵数を増加させてしまう危険性や抵抗性の発

現の可能性が小さいためと考えられる O

これまでに交信撹乱剤に抵抗性が発現したという報告

はない。交信撹乱剤の有効成分が害虫の性フェロモン成

分と同一である場合、仮に、害虫が交信撹乱剤を無効に

する能力を獲得したとしても、その個体は雌雄の性フェ

ロモン交信ができずに交尾が不可能になると予想される O

交信撹乱剤に抵抗性を示し、なおかつ、自身の性フェロ

モン交信を可能とする方法は、コミュニケーションに使

用する性フェロモン組成を交信撹乱組成とは異なるもの

にするしかない。これには進化レベルの時聞が必要と推

測され、実用上、通常の害虫の世代交代速度では交信撹

乱剤への抵抗性発現は問題とならないと考えられていた。

しかし、性フェロモンと同一組成の交信撹乱剤ではない

が、チャノコカクモンハマキとチャハマキの害虫二種が

(Z) -11 -テトラデセニルアセタート単一成分を使った

交信撹乱剤を12年間連続して使用した結果、抵抗性を獲

得したことが確認された(望月ら， 2001; Mochizukiら，

2002)0 

茶樹の主要害虫であるチャノコカクモンハマキとチャ

ハマキの性フェロモンは、 4成分および 3成分からなる O

この中で両種に共通している成分は (Z)-11 -テトラ

デセニルアセタートの一成分だけである O この一成分を

利用した交信撹乱剤は茶樹のハマキガ類および果樹のハ

マキガ類を対象とした交信撹乱剤として1983年農薬登録

されている(性フェロモン剤等使用の手引き編集委員会，

1993)0静岡県島田市初倉において1995年頃からこの交

信撹乱剤の効力が疑われ始めたので、その効力を確認す

るため、 1985、86年当時に交信撹乱剤処理を施した茶園

において、交信撹乱剤処理を1996年に実施した。交信撹

乱剤処理の効果は、茶園に設置したフェロモントラップ

による捕獲数の減少によって判定が可能であるため、撹

乱剤処理園と無処理園でフェロモントラップによる誘引

試験を行った。表 1に示すように、 1985、86年の結果で

は、処理国での捕獲数が無処理園の捕獲数に比較して少

なく、処理効果が認められている O 一方、 1996年では処

理園においても大量に捕獲され、処理効果の明らかな低

下を確認した。

合成フェロモンの化学合成過程での化学分析はナノグ

ラムオーダーで行われているが、昆虫の性フェロモンに

対する感度はさらに低く、ピコグラムオーダーといわれ

ている O したがって、機器分析では検出できない超微量

の不純物が製造過程で混入し、その不純物が交信撹乱剤

の効果を低下させた可能性も考えられる O そこで、 1999

年に島田市初倉と交信撹乱剤の効果が認められていた金

谷町と菊川町で同じ製造ロットの交信撹乱剤を用いて処

理効果の比較を行った。その結果、初倉では交信撹乱剤

の効力は低下していたが、金谷町と菊川町ではフエロモ
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ントラップ捕獲数の減少が認められ、交信撹乱剤処理の

効果が確認された(表 2) 0 このことから交信撹乱剤処

理効果の低下は交信撹乱剤不純物が原因ではなく、交信

撹乱剤に対する抵抗性が初倉のハマキに出現したためと

判断された。

現在、性フェロモン撹乱剤の作用機構は十分に解明さ

れていないが、次のような諸説がある(中村ら， 1983) 0 

(1)性フェロモンへの連続的暴露により、感覚器細胞や中

枢神経の反応が低下する、 (2)性フェロモンが多数の場所

から放出されて性フェロモンを出している雌に定位でき

ない、 (3)性フェロモンが一面に漂い雌の性フェロモンの

存在が覆い隠されれわからなくなる、 (4)性フェロモンの

一部の成分が大量にあるため、雌の出した性フェロモン

の成分比が歪められる、 (5)高濃度の性フェロモンに対す

る雄の行動が通常とは異なる、などである O ハマキガの

交信撹乱剤は (z)“ 11-テトラデセニルアセタート単

一成分であるから、 (1)、(4)、(5)が複合的に作用している

と思われるが、大気中の濃度は 1立方メートル当たり 20

ナノグラム前後であり、大気の流れから濃淡があり得る

ことを考慮すると、(4)、(5)が重要な働きをしているもの

と考えられる O 一方、昆虫で抵抗性の発現によって生じ

る性フェロモンの変化は、 (1)性フェロモンの量の変化、

(2)性フェロモンの構成成分比の変化、 (3)性フェロモンの

構成成分の変化、が考えられる O 抵抗性の発現した初倉

から採集したチャノコカクモンハマキ処女雌の性フェロ

モンを分析した結果、 (2)の現象が確認され、現在、この

変化と抵抗性との関連性について検討中である O

表 1 交信撹乱剤処理園におけるチャノコカクモンハマキ

試験年

1985 

1986 

1996 

の年間捕獲数

処理国

69 

105 

3，694 

無処理園

3，089 

883 

7，300 

誘引源:合成性フェロモン (3mg)、粘着トラップ

試験地:島岡市初倉

表2 交信撹乱剤処理園におけるチャノコカクモンハマキ

の捕獲数

処理園 無処理園

島田市初倉

金谷町

菊川町

719 

20 

。
1999年 4 月 30 日 ~5 月 7 日、 1トラップ

誘引源:合成性フェロモン (3mg)、粘着トラップ

815 

120 

46 

昆虫での抵抗性の発現はある個体群が交信撹乱成分に

連続的に暴露され、その個体群に少数存在していた抵抗

性遺伝子を持った個体が交信撹乱剤の選択圧によって結

果的に優占種となるためであろうと考えられる(浜，

1992)0 また、発現に時間を要したのは抵抗性個体が感

受性個体と配偶行動において競合する機会が多かったか

らであると推測される O

初倉での追試において、効果の低下した単一成分の交

信撹乱剤に替わる新たな交信撹乱剤として、 (Z)-9 -

テトラデセニルアセタートなどを加えた複数成分にする

ことで交信撹乱を引き起こすことを明らかにした。今後、

こうした複数成分を用いた交信撹乱剤に対する抵抗性の

発生の可能性を検討する上でも、この単一成分の交信撹

乱剤に対する抵抗性発現の機構の解明がさらに必要であ

るO

引用文献

1 )浜 弘司 (1992):害虫はなぜ農薬に強くなるか.農

山漁村文化協会

2 )望月文昭・福本毅彦・野口 浩 ・ 杉 江 元(2001): 

Aroma Res.. 2. 185-189 

3) Mochizuki， F.， T. Fukumoto， H. Noguchi， H. Sugie， T. 

Morimoto and K. Ohtani (2002): Appl. Entomol. 

Zool.. 37. 299-304 

4 )中村和雄・玉木佳男 (1983):性フェロモンと害虫防

除:実験と効用.古今書院、東京

5 )小川欽也(1998):バイオコントロール， 2， 18-23 

6 )性フェロモン剤等使用の手ヲ|き編集委員会 (1993): 

性フェロモン剤等使用の手引き.日本植物防疫協会，

東京

(昆虫生態ユニット 野 口 浩 ・杉江元)
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8 .紋羽病菌における病原力低下因子

の探索とその利用の可能性

(1 ) はじめに

紋羽病はリンゴやナシなどを侵す果樹類の重要病害で、

媛性台木の使用や加温栽培など集約的な栽培条件下で被

害は甚大になる O 紋羽病は土壌伝染するため大量の農薬

を土壌に潅注する以外有効な防除法はない。これまでの

農薬一辺倒だった防除対策に代わって、効果が永続しな

いことや環境汚染への懸念から、近年では生物防除の開

発も試みられたが実用的な成功例はない。多くは括抗菌

の定着不良によるものと思われるが、生物防除法開発の

今後について、十分な総括はなされていない。果樹類の

紋羽病はその生態的特徴、作物の経済的価値などを考慮

すると、生物防除の対照としてもっともふさわしい病害

である(松本， 2000) 0 

微生物生態ユニットでは、菌類ウイルスに由来する病

原力低下因子を利用した生物防除のプロジェクト研究を

生研機構の支援の元に行っており、 14年度は最終年度に

当たる O ここでは農業環境技術研究所で分担した課題「病

原性低下因子の探索と評価Jにおける研究結果の概要を

報告し、病原力低下因子を利用した新しい生物防除法の

将来展望を述べる O

糸状菌に存在する菌類ウイルスは、一般に球形で二本

鎖 (ds)RNAをゲノムとしてもっている G そのなかの

あるものは、植物病原糸状菌の病原力を低下させること

が知られている O 病原力の低下作用がある ds町吋Aを病

原力低下因子という O 病原力低下因子の利用のためには、

dsRNAに感染させた培養菌(接種源)を植物体上の病

巣(野生株)と接触させ、野生株に dsRNAを感染させ

る必要がある O 感染のためには両者の菌糸が融合し、細

胞質が接触しなければならない。しかし、遺伝的に異な

る系統聞の菌糸融合では、融合細胞は死滅し(図 1)、

dsRNAの移行は起こらない。 dsRNAは細胞質和合性の

菌株間の完全菌糸融合(融合した菌糸細胞質は死滅しな

い、図 2)に よってのみ移行するので、野生菌株と接種

源との細胞質和合性を考慮しなくてはならない。

また、紋羽病の重要性は関係者が一様に認めるところ

であるが、防除法の開発に関する研究が中心であり、病

原菌の菌学的な基礎研究はほとんど行われていなかった。

これらの知見は生物防除に必要不可欠であるので、紋羽

病菌の生物学も併せて研究した。

r 

検M

図 1 紫紋羽病菌における異なる系統聞の菌糸融合。

融合細胞 (矢印)は死滅し、 dsRNAは移行しない。

図 2 紫紋羽病菌における細胞質和合性の菌株間での菌糸

融合。融合細胞 (矢印)は死滅せず、 dsRNAは相

手菌株に移行する。

(2) 紋羽病菌の生物学

紋羽病菌には紫紋羽病菌と白紋羽病菌の 2種がある O

両者の菌学的基礎知見に関して、ここではとくに重要と

思われる以下の 2点について報告する D

1 )紋羽病菌の個体群構造

dsRNAを含む接種源の有効性が野生株との細胞質和

合性に左右されることは前述の通りである O 野生株と和

合性の接種源を開発しても、圃場の個体群が多様である

と生物防除の効率は低下する O 紋羽病菌はパッ チ状に拡

大するので、 一つの系統が根系を伝って隣接する果樹個

体へと広がると予想されるが、確認のために擢病個体内

における病原菌の多様性を調査した。その結果、パッチ

の境界部を除いて、 一本の催病樹は一つの病原菌系統に

より占有され (赤平ら， 2000;中村ら， 1999)、また一

つのパッチも一つの系統が栄養的に広がった結果である

と判明した(中村ら， 2000; 2001) 0 さらに、大小のパッ

チが複数存在する圃場における病原菌個体群構造の変化

を経時的に調べたところ、大きいパッチは広がったが小

さいパッチはほとんど広がらなかった。このことは、汎
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用性のある接種源が未開発である現状では、どのパッチ

をまず防除対象とするかの指針になる O

2 )種内変異

もう一つの課題は、宿主範囲の広い紋羽病菌が果たし

て遺伝的に一つの独立した単位としてまとまっているか

否かを確認することである O 菌糸融合は同種内の菌株間

相互反応であるので、遺伝的に異なる菌群が存在すると、

dsRNAを用いた生物防除に支障をきたす。草本、木本

あわせて 7種の宿主に由来する国内産紫紋羽病菌10菌株

と外国産紫紋羽病菌 5菌株は、いずれの組み合わせにお

いても菌糸融合をしたので、これらは同ーの菌糸融合群

に属し (Uetakeら， 2002)、dsRNAを含む紫紋羽病菌接

種i原は世界中どこでも通用すると期待される O また、白

紋羽病菌はその菌糸と菌糸束の特徴をもって同定される

が、完全時代に基づいた厳密な同定はいままでほとんど

なされていなかった。そこで、再確認の意味も含めて、

子座の発見につとめた (Nakamuraら， 2000) 0 また、分

生子柄束の形成による簡易同定法も開発した (Nakamura

ら， 2002) 0 

(3) 接種法の確立と病原力の評価

紫紋羽病菌のリンゴに対する病原力の評価結果は反復

毎の変動が大きく、また結果が得られるまで時間を要す

るので、従来法との比較により接種法の改良を加えた

(Uetakeら， 2001a) 0 従来法では接種リンゴ台木個体間

で催病度にばらつきが見られたが、全菌株間の根冠にお

ける d催病度には、菌株聞に差が認められ、おおまかに病

原力強・中・弱に区分された。従来法に代わって、短期

間で多数の菌株を評価可能なニンジンを用いたアクリル

板根箱法を開発した。本法では、バーミキュライトに植

えたニンジンの発病経過をアクリル板を通して経時的に

観察し、感染座の形成に要した時間で病原力を評価する O

その結果は従来法の結果と矛盾しなかった。中~弱病原

力菌株の中には dsRNAに感染している菌株も多数存在

しているが、病原力の強い菌株にも dsRNAは存在し、

逆に病原力の弱い菌株の中にも dsRNAフリー株は存在

した(松本ら， 2001) 0 

白紋羽病菌においては、黄花ルピナスを用いた室内試

験を開発し (Uetakeら， 2001b)、本法によって菌株聞

に明らかな病原力の強弱を認めたが、紫紋羽病菌同様、

dsRNAの有無とは明確な関係がなかった。しかし、

dsRNAに感染した菌株のなかには病原力の低い菌株も

いくつか検出された。

(4) dsRNAの検出

13年度までに紫紋羽病菌559菌株と白紋羽病菌424菌株

についてのRNAの検出を試みた。調査した紫紋羽病菌

のうち68.4%、白紋羽病菌では20.9%の菌株で dsRNA

が確認されてた。これまで各菌株から検出された dsRNA

サイズは多様で、、紋羽病菌には数多くの菌類ウイルスが

存在していることが示唆された (Arakawaら， 2002;池

田ら， 2002) 0 紋羽病菌は一つの系統がパッチ状に存在

するが、パッチの部分ごとに環境条件は異なる O 紫紋羽

病菌においてパッチ内における位置やその広がりと

dsRNAの関係を調べたところ、バンド数の増減やその

サイズの変化など電気泳動パターンに微妙な変化がみら

れた。また、複数の白紋羽病菌系統が存在するナシ岡場

においては、同じ系統に属す菌株間で dsRNAの有無が

みられたり、 dsRNAパターンの違いがみられたりする

例があった (Arakawaら， 2002) 0 

紋羽病菌においては栄養菌糸を伸長させることが主要

な繁殖方法で、一般に dsRNAフリー化のメカニズムと

いわれている有性生殖が少なくとも農業環境下ではあま

り機能していないことが、紋羽病菌におけるのRNA検

出頻度の高さの理由であると考えられる O 紋羽病菌にお

いても、有性世代を経ることで dsRNAの消失が起こる

ことが確認された(池田ら， 2002) 0 しかし、菌糸先端

細胞から単菌糸分離を行っても、 dsRNAフリー化の成

功率はきわめて低く、白紋羽病菌における Reoviridae科

ウイルスの例(後述)を除いて、フリー化商株は得られ

なかった。

(5) 病原力低下因子の検出

ある菌株に含まれる dsRNAが病原力低下因子である

ことを証明するには、①dsRNAを含む弱病原力菌株か

らのRNAを除き、病原力の回復をみるか、あるいは②

別の菌株に dsRNAを感染させて病原力の低下を明らか

にする必要がある O

①に関しては、弱病原力で dsRNAを含む紫紋羽病菌

13菌株、白紋羽病菌14菌株を用いて、菌糸先端部より単

菌糸分離を総計1，249回実施し、生じた菌そう中におけ

るdsRNAの有無を調べた。その結果、 Reoviridae科に

属す菌類ウイルス (Osakiら，印刷中)を含む白紋羽病

菌 6菌株の単菌糸分離株のみで dsRNAが検出されなく

なった。こららの白紋羽病菌のうち、 1菌株を除いて

dsRNAフリー化により病原力の回復がみられた(荒川

ら， 2001) (図 3) 0 紫紋羽病菌においては単菌糸分離に

よりのRNAを除くことはできなかった。



48 農業環境技術研究所年報 平成13年度

②については、菌株間の細胞質不和合性に関係なく対

峠培養によりの附仏を感染させる手法が果樹研究所リ

ンゴ部、広島県立大学との共同研究で開発された(須崎

ら， 2000) 0 本方法により弱病原力紫紋羽病菌菌株の

dsRNAを細胞質和合性の異なる相手に感染させること

が可能になった。 dsRNAに新たに感染した紫紋羽病菌

菌株の病原力低下については現在調査中である O

図 3 白紋羽病菌における病原力低下因子の存在。

W370: dsRNAを含む弱病原力菌株;hti 1 -4 : W370 

から単菌糸分離によりのRNAフリーにした菌株、病原

力が強くなっている。

(6) 今後の問題点

本プロジェクトの最終的な目標は、 (1)有効な dsRNA

を発見し、 (2)任意の菌株にその ds陪仏を導入する手法

を開発することである o dsRNAの有効性を評価するに

は、 dsRNAフリ ーにして病原力の回復を証明するか、

あるいは任意の菌株に dsRNAを導入して、病原力の低

下を確認するかのどちらかの方法による O 現在までのと

ころ、 白紋羽病菌では一部の菌株でのみ前者の方法が成

功している O おそらく dsRNAフリ ー化のしやすさは、

ds即吋Aと菌の相互関係の緊密さに依存するであろう O

任意の菌株に導入できる方法が確立すればスクリ ーニ ン

グの効率は飛躍的に高くなると思われる O

任意の菌株に dsRNAを取り込ませる方法としては、

プロトプラストを用いる方法と、対l持培養による方法が

現実的である O 前者では、ウイルス粒子を分離・精製す

ることが必要であり、また紋羽病菌におけるプロトプラ

ストの作成は容易ではない口対峠培養に よる方法では、

既に紫紋羽病菌で成功しているo しかし、必ずしもすべ

ての系統に適用できるわけでもないし、また感染効率も

一定していない。おそらく dsRNAを受容する菌株に含

まれる ds町吋A との間で干渉作用が起こっていると推定

される O このことは、現場での利用にも影響することが

予想される O

数多くある ds即吋Aのなかでも有効なものを、接種に

よらず特異的かつ迅速に検出するために、特異的プライ

マーの設計は必須である O また、将来は干渉作用の影響

を受けにくいよう dsRNAを組換えることも必要であろ

うO 菌類ウイルスに由来する dsRNAの菌体外での増殖

は知られていないので、組換え体が系外に溢出する可能

性は非常に低いと思われる O 野外における導入 dsRNA

の紋羽病菌体内での増殖・移行や、体外への溢出をモニ

ターする手法の開発も今後望まれる D
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9 . トウモロコシの花粉飛散と環境影
響評価

( 1 ) はじめに

近年、世界の遺伝子組換え作物の作付面積が急増して

いる O これまでの調査によると2000年の作付面積の増加

率は、前年比で11%増、面積では430万 haの増である O

この結果、 2000年時点の世界での総作付面積は4，420万

haになり、この値は英国の国土面積のほぼ 2倍に相当

する (James，2000) 0 さらに、 2001年における総作付面

積は、初めて5，000万 haを超え、 5，260万 haと概算され

ている(James，2001) 0 組換え作物は、ダイズ、 トウモ

ロコシ、ナタネ、ワタが中心で、その組換え体の導入形

質は、ダイズとナタネでは除草剤耐性のものが多く、ま

たトウモロコシとワタでは除草剤耐性と害虫抵抗性の作

物が栽培されている O

我が国では、 2001年 8月末で34種類の遺伝子組換え作

物の一般圃場での栽培が認可されている O その内、ダイ

ズ、 トウモロコシ、ナタネについては除草剤耐性、 トウ

モロコシでは除草剤耐性および害虫抵抗性が付与された

組換え体の栽培が認められている O

遺伝子組換え作物の栽培に伴う周辺環境への影響につ

いては、多くの議論があるが、その主なものは、①組換

え作物自体の雑草化、②花粉飛散による影響(近縁種な

どとの交雑、花粉摂食による非標的生物への影響)、③

抵抗性植物・昆虫の出現、④ウイルス抵抗性作物が他の

植物に及ぼす影響、⑤生物多様性の低下と生態系への影

響等、が掲げられている O その中で、とくに②のトウモ

ロコシの花粉飛散が周辺環境に及ぼす影響については、

2つの点からその懸念が指摘されている O 一つは、 iBt

トウモロコシの花粉飛散が鱗麹目昆虫に及ぼす影響Jで、

他方は「花粉飛散による組換えトウモロコシと非組換え

トウモロコシとの交雑」である O ここでは、 トウモロコ

シ花粉の飛散距離と堆積量および交雑率との関係調査研

究の概要を紹介する O

(2) Btトウモロコシ花粉の飛散がチョウ目昆虫

に及ぼす影響評価

本研究は、害虫抵抗性の遺伝子組換えトウモロコシか

ら飛散した花粉が害虫以外の非標的昆虫種に悪影響を及

ぼすのではないかという報告から始まった研究である O

トウモロコシの大害虫であるヨーロッパアワノメイガの

幼虫は、 トウモロコシの葉や茎を食害するばかりでなく、
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茎に食入してトウモロコシの生育に悪影響を与え収量の

低下を招く O ヨーロッパアワノメイガを含む鱗麹目見虫

はBacillus thuringiensis (Bt) が生産する Btタンパク質

を摂取すると消化活動が阻害され死に至ることが知られ

ている O この特性を利用し Btタンパク質を生産する遺

伝子を作物に導入して、ヨ ーロッパアワノメイガに抵抗

性を持たせた遺伝子組換えトウモロコシ(以下、 Btト

ウモロコシと略す)が、 1996年から米国で栽培され、そ

の後、アルゼンチンやカナダでも栽培が行われている O

米国コーネル大学の Loseyら (1999) は、オオカバマ

ダラ(マダラチョウ科)の幼虫を用い、食草であるトウ

ワタ葉上に Btトウモロコシの花粉を振りかけて摂食さ

せたところ、 4日間で44%が死亡し、生き残った幼虫の

発育も阻害されることを報告した。この報告は、遺伝子

組換え作物の新しいタイプの環境影響として世界中に波

紋を投げかけた。しかし、その後、野外条件下における

花粉の飛散状況、 トウワタの生態分布や葉上における花

粉量の分布などが考慮されていないため、この研究報告

をもって Btトウモロコシが、自然界の昆虫相に予想外

の影響を及ぼすと結論づけることが適切ではないと指摘

された。

自然条件下でトウモロコシ圃場周辺に堆積する花粉の

量は、圃場からの距離、気象条件、植生および植物の形

図 1 ダーラム型花粉採集器の外観。上部円盤上及び上部

円盤と下部円盤の聞にワセリンを塗布したスライド

グラスを設置し花粉の採集を行った。

状によって大きく変化するが、我が国においては、これ

らについて具体的な資料は極めて限られている O 本研究

では、 トウモロコシ圃場の周囲に飛散する花粉の分布と

飛散距離との関係を明らかにするための基礎的なデータ

を得る目的で、圃場の風下への花粉の飛散距離と落下花

粉の分布・堆積の実態を調査した。

1 )調査方法

トウモロコシ花粉採取には、 36.3aのトウモロコシ(デ

ントコ ーン)圃場(南北40.4m、東西89.8m) 内にダー

ラム型花粉採集器 (図 1)を、計 6か所 (B2、N1、

N2、N3、N4、N5) に設置した(図 2)0花粉採集

器の地表120cm及び、125cmの高さにワセリンを塗布したス

ライドグラスを乗せ、それに付着した花粉を染色して顕

微鏡の下でその数を計数した。ここでは地表120cmで、捕

集された花粉の数を風に乗って飛散してきた花粉の数

(飛散花粉数)とし、花粉採集器の屋上 (125cm) で捕

集された花粉の数は、畑内や畑の近くで落ちてきた花粉

も含むので「落下花粉数」と呼ぶことにする(川島

ら， 2001) 0 

2 )花粉源(園場)からの距離と落下花粉数との関係

花粉採取の期間中に、 トウモロコシ圃場の外側で記録

した落下花粉が流出もせず、その場に全て堆積した数(堆

積花粉数)と花粉源である圃場からの距離との関係を明

らかにするために、圃場からの距離ごとの堆積花粉数と

の関係を指数関数で回帰した。

圃場外の調査地点では、圃場の外側 1mに設置した

サイト B2で最も高く (7，182粒/cm)、ついで N1 (1， 927 

粒/cm) であった。落下花粉数の実測値より圃場からの

|トウ苦シ|

N1 ・ト 1<Xn

N2・卜劫n

N3eト沿n

N4・ト4G-n

M ・ト拍n

B2 群落外、群落縁より 1m

外側の位置に設置

N1 ~N 5 群落外、群落縁よ

り外側へそれぞれ10m、20m、

30m、40m、50mの位置に設

置

図 2 ダーラム型花粉採集器の配置
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距離と圃場外に落下し堆積した花粉の総数(堆積花粉数)

との関係を見ると、密接な関係があり、明らかに圃場か

ら離れるにしたがって堆積する花粉数は著しく減少する O

また、圃場外に堆積した花粉の約64%が10m以内に堆

積し、 20m以内では約81%が堆積することがわかる O

また、圃場縁から最も離れた50mの地点では、約5.1%

まで減少する(図 3)0本調査の結果から、 トウモロ コ

シの多くの飛散花粉は圃場の近隣に集中的して落下する

ことが明らかとなった。

y-=348.8214+exp(9.0192+(・0.159929)傘x)

r = 0.9996 (p<0.001) 

10000 

8000 
N 

E 
之J

量ま語将S事陸撃師単 6 曲 。
4000 ~ ¥ 64.0% 

14戸税/ 十空/
10 20 30 40 50 

圃場からの距隊 (m)

図 3 トウモロコシ圃場からの距離と堆積花粉数との関係

3 )今後の課題

これまでトウモロコシ花粉の飛散距離については、主

として育種選抜のための隔離距離の推定と関連した報告

がある。それによると標準的な隔離距離は、 200mとさ

れており (Kwonら， 2001)、花粉の潜在的な飛散距離

は本調査で得られた距離の 4倍であると推定される O 本

調査では、花粉源の圃場から50mまでの距離で花粉の

捕集を行い、経験式として距離と落下花粉数との関係を

表しているため、 50m以上離れた地点における落下花

粉数を正確に推定することはできない。これ以上離れた

地点における落下花粉数を推定するためには、風下側に

測定点をさらに延長し、得られた結果に基づいて回帰式

を修正することが必要である(松尾ら， 2002) 0 

(3) トウモロコシ花粉の飛散距離と交雑率に関

する調査研究

この研究の実施は、米国で栽培されていた飼料用の遺

伝子組換えトウモロコシ「スタ ーリンク」が食品に混入

していた問題に端を発している。その後、 トウモロコシ

花粉の飛散距離は?その交雑率は?など、疑問が持ち上

がり、本研究は花粉の飛散距離と交雑率との関係を明ら

4 斗一
A-li!現場

... 一一一一
卓

花粉受け側 花粉j原
←一 越

21m 
シルノ、ーハニーノtンタム ハニーバンタム

(白色粒) (黄色粒)
4十一一一一

二 51m ..一一一 17m一一一一+

図 4 A -1圃場におけるドナー側トウモロコシ (ハニー

バンタム)とレシピエント側 (シルバーハニーパン

タム)の配置と播種面積及び播種期

花粉源 l 
個体

受粉iHlJ交雑個体

受粉側
非交雑個体

図 5 キセニアを利用した交雑個体の判別。受粉側個体(白

色粒)の中に花粉源個体と同様な黄色粒が生じる (キ

セニア)ことで、花粉を介した交雑の有無を判定で

きる。

風

かにする目的で、 2001年の緊急調査として取り組まれた。

なお、この研究課題は平成14年度から組換え農作物の花

粉飛散と交雑に関するプロジェクト研究として継続して

実施されている。

1 )調査方法

試験に用いた材料は、開花・絹糸抽出期がほぼ同調す

る市販の甘味種トウモロコシを供試した。花粉源 (ド

ナー)には、黄色粒の雌穂をつけるハニーバンタムを卓

越風の風上側に播種し、受粉側 (レシピエント)には、

白色粒のシルバーハニーバンタムを風下側に配置した

(図 4)0 収穫期に、受粉側の10畝について、花粉源と

受粉側の境界から、 0.3m、1.2m、2.1m、以降50.1mま

で2.1mごとに受粉側株の成熟雌穂を選び、 一畝当たり

26本、合計260本の雌穂を採取した。交雑率の判定は、

採取した受粉側の雌穂上に観察されるキセニア現象によ

る黄色粒数を計測して実施した(図 5)0

2 )花粉源からの距離と交雑率との関係

花粉源に隣接する受粉側株 (0.3mの距離)の平均交

雑率は23%であった。また、花粉源から4.2mまでは、
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連続して交雑株が観察されたが、これ以上では交雑株は

散在して不規則に分布した。花粉源から最も離れた株

(50. 1m) での平均交雑率は0.1%であった。花粉源から

の距離と交雑率との関係を指数関数で回帰して示すと、

花粉源から 7mまでは距離とともに交雑率も著しく減

少するが、 8m以上の距離では交雑率は大きく低下し

て変化もなく、回帰式では0.28%の交雑率に収放した。

3 )今後の課題

今回の緊急調査では、花粉源から50mの距離までの

花粉飛散と交雑率との関係を検討し、その基礎的となる

知見の蓄積とともに、キセニア現象による交雑率の判別

が有効であることを確認した。さらに花粉源から受粉側

距離を200m以上に延長した調査研究が必要となるが、

今後、前述したプロジェクト課題の中でキセニアを利用

した判別法を利用し、広域圃場で継続して取り組む計画

である O
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10. ハスモンヨトウの成虫と幼虫におけ

る農薬感受性の差異と抵抗性要因

( 1 ) はじめに

近年人々の生活を快適にするため多くの化学物質が合

成・使用されるようになった。これら化学物質の使用量

が多くなるに連れて、それら化学物質による環境生物へ

の影響が懸念されるようになった。現在、 OECDなどで

環境保全のための化学物質の生態影響試験法などのガイ

ドラインが作成されつつある O しかし、化学物質の生態

影響を評価するためには先ず、化学物質の生物に対する

影響特性を詳細に調べておく必要がある O

昆虫は180万種以上いるとも言われており、全動物数

の 3/4以上を占めるとされている O これら昆虫は色々

な動植物を餌としており、様々な環境に適応、生態系で

重要な役割を果たしていると考えられる O また、多くの

昆虫は他の動物と異なり脱皮変態を経て成虫となる O 中

でも鱗麹目、双麹目、膜麹日、鞘麹目などの昆虫は完全

変態をし、幼虫と成虫で大きく姿を変える O

このため、外部からの化学物質の取り込みやその影響

は成虫と幼虫では大きく異なる可能性があると考えられ

るO しかし、このことに関する試験研究はそれほど多く

はない。また、昆虫は各種環境に適応し生き延びてきて

おり、農薬などの使用に対応して抵抗性を発達させてい

る場合もある O そこで筆者らはハスモンヨトウを対象と

して、成虫と幼虫に対する農薬感受性の違い、抵抗性の

要因等を検討した。

(2) 成虫と幼虫の農薬感受性

成虫と幼虫の農薬感受性の違いについて河野ら (1983)

はニジュウヤホシテントウでは成虫のピラクロホス(有

機リン剤)感受性は幼虫と同等かあるいは低いことを、

また、浜 (1988) はコナガの成虫と幼虫の有機リン剤に

対する感受性を比較し、いずれも成虫の方が感受性の高

いことを報告している O しかしコブノメイガの場合、成

虫のネライストキシン剤のカルタップに対する感受性は

幼虫のそれに比べて高かったが、有機リン剤のモノクロ

トホスやアセフェートでは逆に、成虫の感受性が低く、

農薬によって成虫と幼虫の感受性は大きく異なることが

報告されている(遠藤， 1997) 0 

ハスモンヨトウの成虫と幼虫の農薬感受性を比較する

ため、再現性もよく、両者に適用可能な局所施用法を用

いて調査した。
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表 1 感受性系統における 3齢幼虫と雌成虫の薬剤感受性

LD50，μg/g 感受性比

農薬名 3齢幼虫 雌成虫
成虫 LD50

幼虫 LD50

ベルメトリン 0.223 1.62 7.3 

フェンノtレレート 1.11 8.96 8.1 

メソミ yレ 3.43 6.38 1.9 

MEP 14.5 77.8 5.4 

ダイアジノン 145 a) 

EPN 1.48 

サリチオン 3.40 

a)未検定

感受性系統の 3齢幼虫或いは成虫の胸部背面に0.1μl

の薬剤アセトン液を処理、 24時間後に生死を判定した。

処理薬量と死虫率の関係を Bliss(1935) の方法により

解析し、 LD50値を求め、その結果を表 1に示した。メソ

ミルでは成虫と幼虫で感受性差はほとんどなかったが、

ピレスロイド剤のペルメトリン、フェンバレレート、有

機リン剤の MEPでは成虫の感受性の方が低かった。成

虫と幼虫の感受性差はハスモンヨトウとコナガでは類似

した傾向を示したが、コブノメイガでは逆の傾向であり、

昆虫の種類により成虫と幼虫の感受性差は異なると考え

られた。

加水分解酵素アリエステラーゼはヒメトビウンカ(尾

山奇ら， 1971; Miyataら， 1976; Endo ら， 2000; Endo 

ら， 2002) やツマグロヨコバイ(浜， 1984; Motoyama 

ら， 1984)、アブラムシ (Suzukiら， 1993)、ニカメイガ

(Konnoら， 1989)等の有機リン剤抵抗性に関与してい

ることが報告されている。そこでハスモンヨトウの成虫

と3齢幼虫におけるアリエステラーゼ活性の差異を検討

した。幼虫は全虫体を、成虫は腹部をリン酸緩衝液で磨

砕、 α-酢酸ナフチルを基質にしてその活性を測定した。

結果を表 2に示したが、感受性の低かった成虫のアリエ

ステラーゼ(解毒酵素)活性は幼虫のそれの 1/5から

1/3と逆に低かった。遠藤 (1997) はコブノメイガ成

虫と幼虫の有機リン剤に対する感受性差は、成虫では有

効成分が虫体内に取込まれでも作用点には到達していな

い可能性の高いことを指摘しており、ハスモンヨトウの

場合もコブノメイガの場合と同様のことが起きているこ

とが示唆された。

表 2 感受性系統における 3齢幼虫と成虫のアリエステラーゼ活性

生育ステージ AliE 活性， nmo1/10min/蛋白 μg

3齢幼虫 2.5 

雌成虫 0.57 

雄成虫 0.98 

a) 3齢幼虫のアリエステラー活性を 1とした場合の値

活性比a)

1.0 

0.22 

0.39 

(3) ハスモンヨトウ幼虫の農薬抵抗性発達と抵

抗性要因

ハスモンヨトウはダイズ、サトイモ、野菜などを加害

する広食性の害虫として古くから知られている o 1980年

頃までは若齢幼虫は各種薬剤に対して感受性が高かった

(升田ら， 1981) 0 しかし1980年代末からは有機リン剤に

対する抵抗性(高井， 1991)、メソミルに対する抵抗性(西

東ら， 1989;西東ら， 1991;高井， 1991)、さらには合

成ピレスロイド抵抗性(広瀬， 1995) が報告されるよう

になった。このように使用農薬に対する昆虫の適応化が

見られている O そこでこのハスモンヨトウの抵抗性要因

について検討を試みた。

表 3 ハスモンヨトウ幼虫に対する協力剤の効果

LD50，μg/g 協力効果

農薬名 感受性個体群抵抗性個体群感受性個体群抵抗性個体群

ベルメトリン 18 

ベルメトリン +PB 20 0.90 

ベルメトリン +DEF 8.2 2.2 

メソミ yレ 5.1 98 

メソミ yレ+PB 3.5 68 1.5 1.4 

メソミ yレ+DEF 4.6 214 1.1 0.46 

恥1EP 15 293 

お1EP+PB 8.6 880 1.7 0.33 

恥1EP+DEF 1.6 121 9.4 2.4 

PB:ピベロニルブトキシド

DEF: S， S， S-tributyl thiophosphate 

協力剤の効果を表 3に示した。 PB (ピペロニルブト

キシド)、 DEF(S， S， S -tributyl thiophosphate) を処理し

でも感受性個体群、抵抗性個体群のメソミル感受性に変

化はなく、 PB、DEFはメソミルに対し協力作用を示さ

なかった。しかし、ペルメトリン、 MEPに対しては両

個体群とも DEFは協力効果を示し、 MEPの解毒にアリ

エステラーゼが関与している可能性が考えられた。そこ

で3齢幼虫のアリエステラーゼ活性を調べたところ、抵

抗性個体群のアリエステラーゼ活性は感受性個体群のそ

れより数倍高いことが明らかとなった。

(4 ) 幼虫磨砕液上清による MEPO(MEPオキソ

ン)分解捕捉活性

感受性と抵抗性個体群の 6齢幼虫をリン酸緩衝液 (pH

7.2) で磨砕、ナイロンゴースで鴻過、 800gで10分遠沈、

その上清をさらに100，000gで60分遠沈し、その上清を

得た。この上清液と 14C標識 MEPOを27
0

Cでインキユ

ベートした。 MEPO分解物を含む水画分と MEPOが蛋

白に捕捉された蛋白画分に分けて放射能を測定した。抵

抗性個体群の MEPO捕捉活性は感受性個体群のそれの
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約3倍高かった。 MEPO分解活性は抵抗性個体群の方

が感受性個体群のそれより 1.5倍高かった(図 1) 0 この

結果はモモアカアブラムシ (Devonshierら， 1982) やニ

カメイガ (Konnoら， 1989) での報告と同様であり、ハ

スモンヨトウ幼虫磨砕液に含まれる蛋白がMEPO捕捉

活性と分解活性を持っていると考えられた。

70 

60 

国 50
間断

E 岩Fi4羽20 0 

10 

。。 20 ~ 00 00 100 

反o寺間(分)

図 1 幼虫ホモジネート 100，000上清の MEPO分解捕捉活性

s:感受性個体群磨砕液上清、 R:抵抗性個体群磨砕液上清

120 

(5) アリエステラーゼアイソザイムの MEPOに

対する感受性

器官は生体内でそれぞれの役割を持っており、それら

の器官におけるアリエステラーゼの活性やアイソザイム

が異なっていることが予想される O 実際、真鍋ら (1985)

はツマグロヨコバイを用いて、体j夜、脂肪体、中腸のア

リエステラーゼアイソザイムパターンが異なることを報

告している O ここではハスモンヨトウの中腸、脂肪体、

マルピーギ管等を取りだし、それらの磨砕液を調製、遠

沈し、上清のアリエステラーゼを等電点電気泳動により

分離アイソザイムパターンを調べた。その結果アイソザ

イムパターンは器官により非常に異なることが明らかに

なった。そこでこれらのアイソザイムの MEPO感受性

を調べた。中腸、マルビーギ管のアイソザイムは全て同

じように MEPOに阻害されたが、脂肪体、体液のアリ

エステラーゼアイソザイムの一部は MEPOによりほと

んど阻害されない結果を得た。

先に述べたが、幼虫磨砕液上清には MEPO分解活性

と捕捉活性がある o MEPOに阻害されないアイソザイ

ムがMEPOの分解を、 MEPOに阻害されやすいアイソ

ザイムがMEPOを捕捉していることが考えられ、今後

詳細に検討する必要がある。

表4 ハスモンヨトウ幼虫の器官別のアリエルテラーゼ活性

活性， nmo1/10min/蛋白 μg

( 6齢幼虫 ) 活性比

器官 感受性個体群 抵抗性個体群
抵抗性

感受性

体液 0.139 0.124 0.89 

脂肪体 2.36 5.08 2.15 

マルピーギ管 7.22 6.67 0.92 

前腸 2.63 3.48 1.32 

中腸 11.8 30.7 2.60 

後腸 3.75 4.53 1.21 

(6 ) まとめ

①化学物質の生物に対する影響を考えるとき、生物に

対する反応は生育ステージにより大きく異なることがあ

るO ②生態系の保全を考えた場合、多くの場合ある種が

化学物質に感受性であっても、抵抗性であってもその種

が存続できれば、生態系に与える影響はほとんどないと

考えられ、化学物質からの生態影響を逃れられることに

なる O ③生物種によっては化学物質に対する抵抗性獲得

の難易などがあり、これらを予測することも必要である O

このため、野外における化学物質感受性の変動、地域性

などを明らかにしていくことが求められている O

人間活動によって放出される化学物質の生物影響を評

価することが必須であるが、野外における生態影響実態

を調べると共に、生物各種に対する化学物質の影響の基

礎データを積み上げることも非常に重要と考えられる O
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(農薬動態評価ユニット 遠藤正造)

11. 113Cdトレーサ一法による圃場ダイズ

のカドミウム吸収・移行特性の解明

( 1 ) はじめに

食品中の重金属元素濃度に関する国際基準値設定の動

きを受けて、カドミウム (Cd) のダイズ等主要作物に

よる吸収と可食部への移行・蓄積過程の解明が急務と

なった。そして、この目的に先立つて手法の開発が求め

られた。

1 )動態解明は対策の一歩

1971年から数年間、水稲および土壌中の Cdの挙動に

関する研究が集中的に行われた。 Cdの玄米へのとりこ

みは、出穂期>幼穂形成期>分げつ期>登熟期の順に高

まること(伊藤ら， 1971;柳沢ら， 1972;茅野， 1973)、

また、土壌を湛水して Ehが低下するにしたがい土壌中

の水溶性 Cd濃度は低下すること(勝見ら， 1972) が見

いだされた。この現象の発見から、玄米への Cd吸収抑

制を目的とした「出穂期から水田を湛水し還元状態に保

つ」という農家個人で行える簡易な対策技術を確立した。

水稲中の Cdの動態研究は、国内で多々実施されてき

たが、畑作物特にダイズについては国内外でも未着手の

状態であった。これは、わが同では農産物中の Cdの法

規制が米に対してのみ実施されたためと、欧米諸外国で

の研究ニーズの低さが考えられる O そこで、ダイズ(品

種:エンレイ)による Cdの吸収と子実への蓄積過程を

明らかにするため、日3Cdを直接、土壌中にトレーサー

として投与する圃場試験法の開発を試みた。圃場で行う

意義は、作物による元素等の吸収・移行は現地の土壌や

気象等の環境要因および品種特性により影響を受けるこ

とがあるが、これらを避けるためである O

2 )動態解明のためのトレーサ一手法開発の必要性

環境中での物質の動態を調べるために同位体トレー

サ一法がよく利用される o Cdの放射性同位体 (RI) と

して、 109Cd(半減期:470日)、 115mCd(半減期:44.6日)

および日5Cd(半減期:53.5時間)の 3種が一般に知ら

れている O かつて、茅野(1973) は、 l09Cdと115mCdをRI

トレーサーとして水稲水耕栽培試験に用いて、 Cdの吸

収時期および吸収経路と水稲玄米中への Cdとりこみ量

との関係を一早く明らかにした。これに対して、近年、

Cd安定同位体トレーサーを用いた医生物学への利用が

Suzukiら (1997) によって始められた。 Cdの安定同位

体は、 105Cd(存在比1.25%)、問Cd(同0.89%)、日OCd(同

12.51%)、山Cd(同12.81%)、山Cd(同24.13%)、山Cd
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(同12.22%)、山Cd(同28.72%)、山Cd(同7.47%)の

8種が知られている o Cd安定同位体は RI使用にみられ

る放射線使用安全管理(野外利用申請を含む)や半減期

などの使用上の制約がない。しかも、分析における検出

感度においては、高周波誘導結合プラズマ質量分析装置

(rCP-MS) で測定すればppt(1兆分の 1)レベルの高

感度分析ができるといった長所がある D

(2) 考案した手法とその特徴

1 ) l13Cdトレーサーの注入

株元の中心から10crn離れた円上の10箇所に、中空の外

針と内針からなる特製の注入針の先端を表土から10crnの

深さに差し込む。内針を抜き外針仁端のジョイント部に

注射筒先端を取り付け、トレーサー溶液 (Cd10 rngL1、

10 mL)を土壌中に注入する(図 1) 0 投与は生育期間

中に 6回(表 1)、試験は 5連で、行った。

2 )定量分析

採取した試料中のトレーサー由来および土壌由来の

Cd濃度の分析は、湿式(硝酸)分解/rCP-MS法により

求めた。

図 1 トレーサーの投与作業

3) 113Cdトレーサーの添加量

本実験では 1株当たり Cd1 mgを添加したが、全試料

においてトレーサー由来の Cd濃度を十分な感度で測定

できた。この添加量は深さ30crnまでの土壌に対する平均

濃度にして Cd0.009 mg kg-1以下で、この濃度は一般

表層土壌中の平均 Cd含有量(織田， 1997) の41~87分

の1のレベルに過ぎない。

表 1 圃場試験の概要

月日 生育 トレ…
時期 サ } 投

与1

5メ25 t番手重
ち15 出芽期

6/29 l問自

7/26 2間鼠

1128 開花期

8/10 ' 3個目
8メ18 最大繁

茂期

8/24 葉・爽 器4関日

抜取り

9/13 5回目

9/29 ，6，，_回目

10/22 成熟期

10/27 収穫

(3) 本手法を用いて解明した新事実

1 )生育初期に吸収したカドミウムが葉に蓄積

8月24日の葉中のトレーサー濃度は、 1回目投与区(本

葉 2~3 葉期)では0.06 mg kg-Iまで達したが、 2回目

(開花期直前)以降は0.01mg kg"J以下まで急減した。

また、 1回目投与区の位置別トレーサー濃度分布は、土

壌由来 Cdの吸収パタ ーンと 一致した(図 2)0すなわ

ち、この時期の葉中 Cdの大半は開花期までに吸収され、

かっ葉に蓄積されることがわかった。

2 )ダイズ子実中のカドミウム濃度は生育前半にほぼ

決まる

収穫時の子実中のトレーサー由来 Cd濃度は、 3回目

と4回目の間の最大繁茂期を境として、 4回目以降に急

減することが分かった (図 3)。すなわち、栄養生長期

に葉や茎に蓄積された Cdが生殖生長期に多量に子実に

移行することが示唆された(図 2、図 3)0 
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濃度と標準偏差

上:第 1位枝着粒、中:第 5位枝着粒、

下:第 8位枝着粒

3 )収穫時のダイズ子実中のカドミウム濃度の事前予

測の可能性

爽と子実に蓄積される Cd濃度の聞には極めて高い相

関がある(図 4)0 これは、維管束を経てきた(茅野， 1973) 

Cdの子実と爽への分配比が一定であることを示してお

り、着粒期から収穫期までの時期別の分配比の変化を求

めることにより、収穫期を待たず子実中 Cd濃度を推定

することが可能になると考えられる O

(4) おわりに

本手法を用いて得られた新事実から、どのようなカド

ミウム対策に結びつくであろうか。かつて、現地の汚染

水田において、米の Cd濃度と土壌中の交換性 Ca量お

よび pH (KCl) との聞に有意な負の相関 (R= -0.67) 

が得られており (Takijimaら， 1973)、石灰施用による

Cd吸収抑制効果は水稲で、も認められている O ダイズの
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図4 葉と爽のカドミウム濃度の関係 (収穫期)

場合、栄養生長期それも初期に葉や茎に蓄積し、その後、

生殖生長期になると多量に子実に移行することから、生

育初期から土壌を中和させて水溶態 Cdを水酸化物とし

て難溶化させることが肝要と考えられる O その具体的な

普及技術の開発は緒についたばかりである O

本研究ではトレーサーの土壌投与深さを10cmで、のみ

行ったが、生育時期別のダイズの根系発達を考慮して、

トレーサー投与の深さを 2点以上取ったほうがより正確

なデータが得られる。本法におけるトレーサーの投与を

平面的かつ深さ別に行うことによって例えば「客士事業

における事前事後のカドミウム吸収評価試験」などに適

用可能である O

本研究はプロジェクト研究「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」

の個別課題「カドミウム吸収特性における品種間差異の

解明」において実施中である O
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12. 牛久沼流入河川における懸濁物質、

ダイオキシン類の発生、流下量

( 1 ) はじめに

日本の水田には有機塩素系の除草剤として、 1960年代

初期から1970年代初期までは PCP、また、 1960年代後半

から1980年代中期までは多量の CNPが散布された。こ

れら除草剤の生産過程で、ダイオキシン類で副成してい

たため、水田土壌における低濃度汚染が生じている O 水

田作土中におけるダイオキシン類の半減期は略25年と長

く、現在でも投入量の約半量が残存し、作土中濃度は約

50pg/gの水準にある O この量は面積当たりに換算する

と約72mg/haであり、これに対して前述の分解・揮散速

度は1.7mg/ha/年と遅い。他に約0.032mg/ha/年が降下物

由来で負荷されている O これに対して水稲への吸収量は、

籾0.0002、わら0.006、根0.004mg/ha/年程度で、あり、全

量を水田外に持ち出したとしても作土保持量からみれば

微量である O 水田からの懸濁物質の流出量は、既往文献

によれば400~4000kg/ha/年程度で、あり、ダイオキシン

類も約O.02~0. 2mg/ha/年程度が水田外に流出している

とみられるが、詳細は明らかでない。そこで、懸濁物質

と行動をともにするダイオキシン類の環境中での挙動及

び流出抑制法に関する研究調査を、午久沼集水域を対象

に実施している O 現在までに得られた結果、すなわち、

水田からの流出、懸濁物質およびダイオキシン類の年間

流下量、流出しやすい時期、全懸濁物質に占める水田山

来の割合及び代かき時の水田からの流出抑制法としての

節水代かき、無代かきの効果について報告する O

(2) 既往調査データによる懸濁物質の発生・流

下特性

実調査に先立ち、午久沼流入河川に類似する霞ヶ浦流

入18河川について懸濁物質濃度の変動パターンを茨城県

環境部のモニタリングデータを基に解析した(表 1) 0 

1972年以降の懸濁物質濃度の各河川の平均値は12~28

mg/L であるが、各河川での変動幅は数10~数100倍に達

する。半数以上の河川で過去25年間に懸濁物質濃度は約

50%に低下、また、 4~6 月に最大、 10~11月に最小値

をとる O 流量との関連も半数以上の河川で認められたが、

特定流量以上で懸濁物質濃度が再減少する河川の方が多

い。以上の結果は、谷津地形に存在する小河川では護岸

工事の進展、用排水路を含む土地改良等により懸濁物質

の流出が抑えられること、 j韮i既期初期に濃度が上昇する

こと、降雨後 1日も経過すると降雨前の懸濁物質濃度に

戻ることを示している O

(3 ) 牛久沼流入河川における懸濁物質、ダイオ

キシン類の流出負荷量と負荷の由来

牛久沼に流入する河川は、西谷田}11、東谷田川、稲荷

川の 3河川が主であり、それら河川に 5観測地点を設定

した。これら地点に対する分割集水域の土地利用面積率

を表 2に示す。本地域一帯が谷津地形であることから、

分割集水域の大小によらず林地、畑・樹園地、水田の比

率がほぼ一定となる特徴がある o 2000年度の結果から、

流水中のダイオキシン類は主に懸濁物質中に存在するこ

と、懸濁物質の流出は高強度降雨時に多く、例えば降雨

強度が160mm/日の台風時には、流量は平時の約10倍、懸

濁物質濃度も 3~5 倍に上昇するが、降雨終了 4 時間後

には流量は約 6割に低下し、 24時間後にはほぼ基底流量

に戻る O このことは、連続測定でもしない限り、サンプ
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表 1 震ヶ浦流入河川群の ss決定要因

59 

n ss 濃度 集約式 年 月 流量 先行降水量

mv::!::sd mJnへ-max 重相関係数 有意性最大月 最小月 有意性型 1日前 2目前 3日前 1週間前 1ヶ月前

一ノ瀬川 207 12.5::!::11.0 (1 ~68) 0.600 + 5.4 10.2 ++ 凸 uuu U 

園部川 255 13.9::!::13.4 (2 ~105) 0.664 ddd + 6.5 11.4 d d 

花室川 143 12.7::!:: 13.0 ( 2 ~101) 0.494 ddd + 4.3 10.2 十 凸

梶無川 222 21.7::!::43.9 (1 ~580) 0.442 ddd ++ 4.3 10.2 ++ ム

雁通川 149 16.9::!::15.9 (1 ~117) 0.659 ++ 6.5 11.9 ++ ム

境川 252 21. 9::!:: 18.1 (4 ~160) 0.332 U d 

桜川 1 156 17 .4::!:: 18.0 (4 ~185) 0.537 ddd + ム uuu 

山王川 245 19.7::!::26.3 (2 ~253) 0.600 ddd +++ 3.2 10.9 + 凸 d 

山田川 192 17.0::!::18.4 (3 ~180) 0.364 + 4.3 10.2 

新Jll 137 16.7::!::11.5 (3 ~97) 0.553 U d 

新利根Jll 251 16.1::!::7.3 ( 4 ~57) 0.393 U + ム

清明川 235 27.5::!:: 26.5 (1 ~210) 0.457 d + 3.2 9.8 + 凸 u 

蔵川 182 24.3士 20.0 (1 ~104) 0.653 + 7.6 I + 凸

大洋川 139 23.9::!:: 72.6 ( 1 ~820) 0.433 dd U 

備前川 197 24.5::!:: 20.4 (3 ~160) 0.334 d d 

夜越川 195 22.2::!:: 32.0 ( 1 ~280) 0.535 +++ 凸

流川 90 12.1::!::9.4 (1 ~57) 0.639 d 

恋瀬川 224 16.3::!:: 46.3 ( 1 ~596) 0.421 d + 凸 U 

偏回帰係数の F値 2> d: 2 ~ 5 dd・5~10 ddd: 10< 有意性は F値 一 2> + 2 ~ 5 ++: 5 ~ 1 0 +++: 10< 

流量の型;凸は特定流量でお最大、ムは流量増ほどss増大

年及び‘先行降水量， U は増大、 dは減少、個数は有意性を示す

表 2 試料採取地点に対する集水域の土地利用面積率(%)

観測点 面積 (krrl) 森林 草地 樹園地 畑地 裸地 水田 居住地 学校・研究施設 工場 水域 他

1.西谷田川(上流) 10.2 18.1 0.4 1.4 48.1 3.1 16.7 9.5 0.9 0.6 0.3 0.9 

2. 西谷田川 (下流) 13.5 19.1 0.3 2.6 44.5 2.6 17.8 9.4 0.8 0.8 0.2 1.6 

3. 蓮沼川 5.9 19.9 0.0 3.7 35.9 5.9 12.7 9.2 7.8 0.2 0.4 4.1 

4. 東谷田川 17.1 20.2 1.0 3.3 36.0 4.3 14.8 10.6 4.5 0.3 0.4 4.6 

5.稲荷川 8.0 12.7 0.6 3.6 39.9 1.9 11.7 12.2 11.3 0.3 1.2 4.7 

リングが同一日であっても、降雨から数時間の時刻差で

懸濁物質流下量の推定値が大きく変動する可能性を示し

ている O そこで、図 3に示すように、流量観測及び懸濁

物質の測定を、 20回/月程度の頻度で実施し、観測時刻

から24時間前までを 2時間単位で区切り、これらの時間

内の降雨強度と流量、懸濁物質濃度との関連を多変量解

析によって数式化し、これと AMeDaSの時間降雨デー

タを組み合わせることで、流水量及び懸濁物質流出量推

定の高精度化を図った。その結果、河川上の特定点を通

過する水量、懸濁物質濃度は、ほぼ、時間別前降雨強度

と潅瓶期、非濯j既期における基底流量比によって推定可

能(実流量と推定値問の重相関係数は 5地点で流量につ

いてO.854~0. 984、懸濁物質濃度について0.721~0.970)

であり、また、流量、懸濁物質濃度について下流側での

流出時間遅れの検出も可能となった。但し、ダイオキシ

ン類の流出量推定のためのサンプリングは、略 2回/月

の頻度とせざるを得なかった。ダイオキシン類の流出と

懸濁物質の流出との比率をみる(図 5)と濯概期は約40

pg -毒性等量 (TEQ)/g-SSと水田作土の濃度に類似し
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しかし、入水から移植までの聞の懸濁物質量

及びダイオ キシン類流出量は全期間の約 1/5と少ない

この原因は排水路などに蓄積した水田土壌由来

められる O4月下旬と 11月以降は低下している O

1， 3， 6，8-TeCDD濃度/ダイオキシン類濃度比(1，3，6，8-

ダイオキシン類の異性体の一つで、過去に

た値をとり、

その後の降雨と共に流下するため

と考えられる O また、西谷田川、東谷田川、稲荷川につ

いて、全流出懸濁物質量に占める水田からの懸濁物質の

流出が 8割を占めるとすると、水田から流出する懸濁物

質量は、各々の河川で濯瓶期700、463、277kg/ha、非濯

j既期で1940、857、269kg/haと推定できる O 同様に、

イオキシン TEQ量は各々の河川で濯蹴期0.025、0.0165、

0.0098mg/ha、非濯瓶期で0.0693、0.0308、0.0095mg/ha

(図 4)0 

のダイオキシン類が、

TeCDDは、

散布した水田除草剤に副成分として含有されていた)は、

水田濯瓶期は約12% (この値は谷山らによる水田排水路

底質における値に近い)、落水後は約 8%に低下した。

これら事実から、小河川を流下 している懸濁物質ーの由来

源として、特に濯概期で、は水田作土の比率が約 8割と高

ダいことを明らかにした。

当流域内の水田で、は 4月下旬から 5月上旬に入水、代

かき、移植が実施され、これら実施率と河川水中 TEQ

(表 3)0

AMeDaSの降雨データ(ri)
(1時間単位)

と推定できる

流量観測及びSS測定用試料のサンプリング

(20回/月)

濃度及びTEQ/SS濃度比との聞には明らかな関連が認

ダイオキシン類測定用試料

のサンプリング(2回/月)

ぅ時刻
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図 5 調査地点における懸濁物質あたりダイオキシン類毒性等量 (圃;pg-TEQ/g)および

ダイオキシン類に占める1，3，6，8-T巴CDOの重量割合 c.;%) 

表 3 河川から牛久沼へ流出する水量 V、懸濁物質 SS及びダイオキシン類 TEQ量

流域面積 水田面積 j韮蹴期 (4/20~ 7 /30) 非j蓮j既期 C4/1 ~ 4/19 8/1 ~12/16) 
地点

[kni] [ha] V[Mt] 

稲荷川 8.0 94 2.21 

東谷田川下流 17.1 253 6.30 

西谷田川下流 13.5 240 4.05 

(4) 代かき時の水田からの懸濁物質、ダイオキ

シン類の流出とその抑制法

当所の精密水田の 2区画(面積10x 50mで、充填土

壌は沖積軽埴士、ダイオキシン類濃度76pg/g土)を使

用して、水尻排水の懸濁物質濃度と懸濁物質中のダイオ

キシン類 TEQ濃度との関連を調査、定量的な関係式を

求めた(図 1) 0 この関係式を使用して、かけ流し代か

き、節水代かき、無代かき時のダイオキシン類の流出量

を調査した結果、差が大きく、節水代かき、無代かきに

より顕著に流出が抑制できる(図 2)。

(5) おわりに

水質項目としての懸濁物質は、 1970年代初頭に策定さ

れた農水省の水稲用濯蹴水質基準値にみられるように、

水利用の立場から取り上げられてきた。しかし、沖縄県

の赤土土砂流出にみられるように、懸濁物質の流出・流

下は海洋珊瑚礁等への直接的な、 また、閉鎖性水域にお

ける水質の富栄養化に大きく影響を与える O さらに、懸

濁物質に収着されている重金属類や有機ハロゲン系化学

物質、特に各種農薬、ダイオキシン類の水移動に伴う流

出・流下・堆積は、水域で生産される魚介類の食品とし

ての安全性ならびに環境ホルモンとしての広範囲な生態

系撹乱にまで問題を波及させている O 懸濁物質の発生・

移流・堆積の予測に関するモデル研究ならびに発生・流

下抑制の技術確立は急務である O

(水動態ユニット 芝野和夫

水質保全ユニット 竹内誠・駒田充生)

SS[t] 

32.5 

146.2 

210.3 

TEQ [mg] V[Mt] SS[t] TEQ [mg] 

1.15 2.12 31.6 1.12 

5.23 4.40 270.8 9.75 

7.51 3.24 581.1 20.80 

13. 稲体におけるタイオキシン類の分

布と移行性について

われわれの体内に取り込まれるダイオキシン類の経路

は、その大部分(98%弱)が食事に よる経口摂取 (2.25pg

-TEQ/kg体重/日)で、その他若干量が大気降下物およ

び土壌を呼吸ならびに経皮的に摂取することによる(農

林水産省環境対策室， 1999) 0 したがって、現時点で安

全の目安となるわが国の耐容一日 摂取量 (TDI:4 pg 

TEQ/kg体重/日)を大幅に下回ってはいるが、国際的に

TDIが更に低く設定される機運にあるため、ダイオキシ

ン類摂取経路として最も重要である食品の安全性確保に

は更なる対応が求められる可能性がある D

わが国で近年実施された主要農作物中ダイオキシン類

実態調査(環境省ら， 1999~2002) により、これら作物

の可食部におけるダイオキシン類の濃度実態が明らかに

なってきた。これまでの結果を総合すると、 大部分の主

要作物の可食部からはほとんどダイオキシン類は検出さ

れず、摂取量から判断して安全性に問題ないと思われる

結果が得られている O しかし、可食部以外の部位やそれ

以外のマイナーな大多数の農作物については調査事例が

少ないため、ダイオキシン類の農生態系への侵入経路、作

物体から検出されたダイオキシン類の移行経路や蓄積等

に関する知見はほとんど得られていないのが実状である O

主食のコメを例にとっても、実態調査では玄米中から
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はダイオキシン類はほとんど検出されていないが、可食

部に限定した調査結果であり、それ以外の稲体各部位の

分布実態、は分かつていない。稲藁や籾殻は堆肥の重要な

有機質資材であり、家畜の粗飼料としても利用価値は高

いため、 これらの部位におけるダイオキシン類の濃度実

態を知ることは、農生態系におけるダイオキシン類の動

態や畜産製品の安全性を考慮するうえで重要である O そ

こで、ダイオキシン類の蓄積した土壌でイネを栽培し、

全生育期間中の葉ならびに収穫時の地上部各部位におけ

るダイオキシン類の濃度および異性体組成について検討

した。

田植え直後のイネ葉から検出されるダイオキシン類濃

度は、 一時的に全生育期間中で最も高くなったが、イネ

の生育が進むにつれて急速に低下した後ほぼ一定となり、

収穫期にかけて再び漸増する傾向が認められた。 一方、

田植え直後の葉からは土壌中の除草剤由来と推定される

少数の特徴的なダイオキシン類異性体が高濃度で検出さ

れるが、生育が進むにつれてその濃度は低下するととも

に異性体組成は複雑になり、生育後期には燃焼由来の異

性体組成に近似した。これらのことから、イネ葉は生育

初期には移植作業に起因した田面水中の土壌粒子に付着

したダイオキシン類の影響を強く受けるが、生育が進む

につれて次第に大気経由の降下物に由来すると推定され

るダイオキシン類の影響を強く受けていると判断される

(図 1) 0 これらの結果は、イネ葉に蓄積するダイオキシ

*au I，l ! LJ 
九川ょ L~J 
イあて717Uし一一
イJILLιJμ
慨焼九t.ff¥川

図 1 イネ葉における PeCDDsおよびTeCDFs異性体

組成の変化

ン類濃度と異性体組成は動的に変化しており、試料の採

取時期および採取位置に十分配慮する必要性を明示して

いる O

ポット栽培した収穫期のイネ体地上部各部位のダイオ

キシン類濃度は葉>籾殻>茎>玄米の}II買に低下し、玄米

中のダイオキシン類濃度は極めて低い。しかし、葉と籾

殻からは低濃度ながらもダイオキシン類が検出されたこ

とから、稲藁や籾殻を利用する生産環境では、土壌や生

産物における動態の解明が必要である O また、イネ体地

上部各部位のダイオキシン類異性体組成は互いに類似し

ていたが、土壌中濃度が最も低かったコプラナーPCBs

の濃度が各部位で顕著に高く、土壌中のダイオキシン類

異性体組成とは明らかに異なるとともに、各異性体は低

塩素化物ほど蓄積量が多い (桑原ら， 2001) 0 さらに、

分げつ最盛期~出穂直前の維管束液中からはダイオキシ

ン類は検出されなかった (図 2)。 したがって、イネ体

地上部各部位から検出されるダイオキシン類は、土壌中

ダイオキシン類がイネの根から吸収され地上部各部位に

移行している可能性は低く、その主要汚染経路は大気経

由の降下物による可能性が高い。今後は異性体組成の類

似した濃度の異なる土壌でイネを栽培し、地上部各部位

におけるダイオキシン類濃度と異性体組成を明らかにし、

イネ体地上部への移行経路を確定する予定である D

-
f
l
'
-

一ハu
一

一
戸
」
一

-

宇

i

一

-
qu
一

=。
一

一
バ
斗
一

一
nu-

-nu

一
j
 

一+英一

l籾柄:O.38pg-TEO/g I 

グ畿f

¥込 q争、

l玄米:0.0011pg-TEO/91 

図 2 イネ体地上部各部位への夕、イオキシン類の移行
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14. ヤガ科害虫 4グループ類似種を幼

虫や踊で識別する

( 1 ) はじめに

現在日本からは、約5，340種の蛾類が記録されている O

しかし、その分類学的研究は未だ十分ではなく、新種や

新記録種を含めて最近でも毎年30~40種の蛾類が日本の

フォ ーナ(昆虫相)に追加されている O ヤガ科はこの蛾

類の仲間では最大のグループで、現在我が固から1，300

種以上が知られている O この内の約 1割に当たる126種

がいわゆる害虫として、「農林有害動物・昆虫名鑑」

(1987) に記録されている O

一方、蛾の仲間は卵、幼虫、踊、成虫と形態を劇的に

変化させる(完全変態)ことから、それぞれの種を識別

するためには、これらのステージごとの識別法が必要と

なってくる O ところが、これまでの分類学的研究は主に

成虫に基づくもので、幼虫や踊についての研究は不十分

であった。ヤガ科では、害虫においてさえこれら幼生期

での識別法は確立されていなかった。従って、都道府県

の農業試験場や病害虫防除所では、野外で採集したこれ

ら幼虫を一旦飼育して羽化させた成虫を用いて種の同定

を行う場合が多かった。しかし、このような方法では迅

速な同定が期待できず、また、成虫が得られず同定その

ものさえ不可能になる場合も考えられる O

そこで、ヤガ科の中で幼虫が外見的に酷似し識別が最

も困難だと思われた 4グループをサンプルとして取り上

げ、幼虫や踊でグループごとに種の識別が可能かどうか

を検討した。

(2) 扱ったグループと種名

扱ったのは、以下の 4グループ合計11種である O

タバコガ類:タバコガ、オオタバコガ、ツメクサガ、キ

タノtコガ

A B c D 

キヨトウ類:アワヨトウ、クサシロキヨトウ

ネキリムシ類:カブラヤガ、タマナヤガ、シロモンヤガ

ヨトウ類:ヨトウガ、シロシタヨトウ

この内、キヨトウ類の 2種はイネ科植物の害虫である

が、他の 3グループの各種は多くの野菜類の害虫として

知られている O

(3) 幼虫の体色の個体変異

蛾類の幼虫の体色には個体変異がある場合も多い。最

も顕著なのは今回扱った中ではタバコガ類のキタバコガ

であるので図 1に示した。これらの幼虫は同じ母蛾の卵

から生まれたものである O また、今回扱った同じタバコ

ガ類害虫のタバコガ、オオタバコガ、ツメクサガでも終

齢幼虫の体色には個体変異が認められ、これら 4種の色

彩に基づく識別は困難である O

このように幼虫の体色の個体変異が大きい場合は、体

色は種の識別形質としては必ずしも適切ではない。そこ

で、幼虫の各部形態を詳細に比較検討し、種の識別に利

用できる形質を見つけ出す必要がある O

図 1 キタバコガ終齢幼虫体色の個体変異

E F G 

図 2 アワヨトウ幼虫の左大限内面 (yoshimatsu、1990を改変)

A: 1齢、 B:2齢、 C:3齢、 D:4齢、 E:5齢、 F:6齢、 G ・ 7齢.
目盛、 A、B: O. 05mrn、C:0.1mm、D: 0.2mm、E:0.3mm、F、G: 0.5r凹
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(4) 幼虫での識別法

タバコガ類 4種の老熟幼虫の識別法については、最近

の当研究所の成果情報(第18集:46-47)・ニュース(55: 

7-8)で既に分かり易く解説したので参考にして欲しい。

ここでは最も単純な例として、キヨトウ類の 2種につい

ての識別法を述べる D

先ず、キヨトウ類はヨトウガ亜科に属し、日本からは

現在44種が記録されている O キヨトウ類の中では、アワ

ヨトウとクサシロキヨトウの 2種が害虫として記録され

ている O 一般的なヤガ類の幼虫では 1齢から終齢の聞に

大胞 (たいさい =大あご)の 6本の鋸歯の位置はあまり

変化しない。しかし、キヨトウ類では大腿の鋸歯が齢期

とともに一連の形態変化をし、またこの変化のパターン

はキヨトウ類のどの種でも同じである。このような一連

の形態的変化を通して形成されたキヨトウ類幼虫の特異

な大胞は本グループで独自に獲得された形質だと考えら

れた(図 2; Yoshimatsu， 1990) 0 すなわち、若齢では

大胞は 6本の完全な鋸歯を備える(図 2、A、B)0 中齢

になると H3と01の聞に小さな溝が形成され(図 2、

c)、続いてこの溝は拡張し 01と02は接近し(図 2、

D、E)、その後老熟に近づくと H1とH2の聞にさらに

もう一つの溝が形成され VとHlは接近する(図 2、F、

G)oすなわち、ヤガ類老熟幼虫で図 2、F、Gのような

特異な大胞を備えるものがいれば、その種はキ ヨトウ類

の仲間であるということができる O

キヨトウ実買のアワヨトウ(図 3)とクサシロキ ヨトウ

. 27' 7FT ぺ川一川町刈 :千点制約..叫1・
~司・.. 民 団ι 占~.阻幽圃圃瞳量血 a・

図 3 アワヨトウ終齢幼虫とその頭蓋

(図 4)の終齢幼虫とその頭蓋を示した。アワヨトウ幼

虫は高密度条件下で飼育した場合には体色が黒化する相

変異という現象を生じる O 野外でもアワヨトウは大発生

した時には幼虫は黒化型となり、本来の寄主植物である

イネ科作物を食い尽くした場合には集団でぞろぞろと隣

接するイネ科以外の畑にも移動し、被害を及ぼすので

armywormとも呼ばれている D このような相変異はここ

で扱った11種の中では他にヨトウガで観察されるが、ク

サシロキ ヨトウには相変異はない。図3は黒化型ではな

い普通の幼虫であるが、図 4のクサシロキヨトウと体色

が酷似しており、外見だけでの識別は困難である O そこ

で、両種終齢幼虫の各部形態を詳細に比較検討し、種の

識別に利用できる形質について検討した。その結果を表

1に検索表として示した。検索表で利用したのは頭蓋の

左右一対の P1刺毛と AF2刺毛の相対的な位置、体の

刺毛基板の状態である O 結果としては、これら 4グルー

プ全ての終齢幼虫において種を識別することができ、ま

た、検索表を同様に作成した。他に、大腿鋸歯の形態、

背楯や旺上板上の赫の状態、気門長、皮膚の頼粒の有無

等が種の識別形質として利用できることが分かった。

表 I キヨトウ類害虫 2種終齢幼虫の検索表

頭部の左右 1対の刺毛 PlとAF2はほぼ直線上に並ぶ。

胴部のどの刺毛の刺毛基板も茶褐色で割とよく目立つ。

ーアワヨトウ

頭部左右の Plを結ぶ線分は左右の AF2を結ぶ線分よりも明ら

かに上に位置する。胴部の刺毛基板は無い。

ークサシロキヨトウ

図4 クサシロキヨトウ終齢幼虫とその頭蓋
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終齢幼虫以外にも、これまで、情報が少なかった卵、若

齢・中齢幼虫についてもできるだけ特徴を記載した。

(5) 踊での識別法

ここでは、タバコガ類の踊での識別法を、表 2に検索

表として示した。また、踊の尾端の形態を参考に示した

(関 5) 0 

踊においては、尾突起や尾刺の形状、点刻の状態等が

種の識別形質となることが分かつた。

結果としては、踊においても、これら 4グループ全て

で種を識別することができ、検索表を同様に作成した。

表 2 タバコガ類害虫 4種の踊の検索表

1 尾端が細長く尾突起として伸長し、その末端に 2本の尾刺を備え

る一一一一一一回一一一』一一一一一一ー一一一 2に進む

一 尾端が細長く伸長せず、その末端に 2本の尾刺を備える O

----3に進む

2 尾突起側方部は蛇腹状になる。ーー ーー ー キタバコガ

ー 尾突起側方部には 1カ所突出部を備えるが、蛇腹状にはならない。

ーツメクサガ

3 尾端の 2本の尾刺の基部はやや離れて位置している。

ーオオタノtコガ

尾端の 2本の尾刺の基部はかなり接近している。

タノ、fコガ

9 

A B 

C D 

図 5 タバコガ類害虫 4種の踊尾端の形態

8 -10 :第 8-10腹節、 A:タバコガ、 B:オオタバコガ、

c:ツメクサガ、 D:キタバコガ、目盛 1mm 

(6) おわりに

以上の研究により、終齢幼虫や踊での識別法は今回

扱った 4グループ11種については可能になった。しかし、

これらはヤガ科害虫126種の一部に過ぎず、今後他のグ

ループにおいても識別法の確立が望まれる O また、農業

環境インベントリーの構築に向けて、害虫以外の種につ

いても同様の情報を整理することが重要で¥そのために

は研究対象とする種の幼虫や踊のアルコール液浸標本を

さらに収集・整理する必要がある O

今回は形態的な研究により識別法を開発したが、形態

的な差異が少ない若齢・中齢幼虫、卵では、大類ら (2000)

がオオタバコガとタバコガで PCR-RFLPi去を用いて種

の識別を行ったように、重要害虫でありまた識別が困難

なグループにおいては、将来的にはさらに分子生物学的

な識別法の開発も望まれる O

引用文献

1 )日本応用動物昆虫学会 編 (1987) 農林有害動物・

昆虫名鑑. 379pp，日本植物防疫協会，東京

2 )大類幸夫・松沢春雄・小池芳昭・吉松慎一 (2000)

オオタノtコガとタノtコガの PCR-RFLPi去による識

別および日本のタバコガ圃場におけるオオタバコガ

の発生調査への応用.日本応用動物昆虫学会誌， 44 

(2)， 73同 79

3 ) Yoshimatsu， S. (1990): Morphological transitions in the 

larval mandibles of the Leucania -complex (Lepidoptera， 

Noctuidae). Tyo to Ga， 41， 171-179 

(昆虫分類研究室 吉松慎一)

15.わが国における米と小麦の90Srと137CS

汚染 -1959年""2000年にわたる調

査とその解析-

(1) はじめに

わが同における環境放射能の本格的な調査研究は、

1954年のビキニ環礁における米国の核爆発実験による放

射能まぐろ事件が社会問題化されたことを契機に、緊急

を要する課題として国家的規模で大学や行政機関等の幅

広い分野で行われるようになった。

当研究所(旧農業技術研究所時代からの継承を含む)

では1957年より上記の調査研究の一環として土壌および

米と小麦の子実(米は玄米と白米、小麦は玄麦と一部小
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麦粉)の 90Srと即Csの調査・研究を分担し今日に至っ

ている o 90Srと日7CSは放射性降下物 (fallout)成分のう

ち、長半減期で人類に対する影響が最も大きいグループ

に属する放射性核種と位置づけられている。

本報告では、白米と玄麦の放射能汚染調査とその結果

を解析して得られた主要なものに焦点を絞り紹介する O

このように、長期間にわたり、しかも、多くの定点観測

網を対象にした土壌および米、小麦の放射能調査が継続

して実施されている例は他にはなく、世界的にみても貴

重なデータとなっている O

(2) 実験方法

定点観測圃場とした全国の15国公立農業試験場の水

田・畑の土壌とそこで生産された米・小麦子実を分析試

料としている口

米・小麦子実および土壌の分析は公定法に従って90Sr

は発煙硝酸法による放射化学分析 p線測定法、 137CSは

リンモリブデン酸アンモニ ウムー塩化白金酸法による p

線測定法およびy線スベクトロメトリによりそれぞれ

行った。

(3 ) 結果および考察

1 )白米の90Srと137Csの含量の経年変化

1959年から2000年の41年間にわたる経年推移を図 1に

示した。全国平均値 (mBq/kg)でみれば、 1963年に 90Sr

(269)と印Cs(4，179)でそれぞれに急峻で最大の極大値

が第 1ピークとして認められた。この時期は 90Srと山Cs

の降下量の最大時期に相当する O その後 90Srと日7CSに

よる汚染はそれらの降下量の減少を反映して急激に低下

し、第 2ピークとして1968年に 日7CS(618)が、 また70
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年に 90Sr(61)が、それぞれ極大値として観測された。

これらは第 1ピークに比べて、 90Srで23%、印Csで15%

に相当する O その後も緩やかではあるが低下し続け、 75

年には 90Sr(29)と日7CS(192)、さらに95年には 90Sr(5) 

と137Cs(46)など極めて低レベルで推移してきている O

玄米は白米に比して平均で 90Srは5.8倍、 印Csは2.6倍の

高濃度を示した (駒村ら， 2001) 0 このように、米の 90Sr

と日7CS汚染は、核爆発実験の規模と回数を直接鋭敏に

反映していることが読みとれる O

2 )小麦(玄麦)のちrと137CSの含量の経年変化

玄麦の 90Srとロ7CS汚染は米の場合と同様に、大気圏

内での核爆発実験の規模を反映して増減を繰り返す形で

推移している(図 2)0 全国平均値 (mBq/kg)は1963年

に90Sr'(12，300)および即Cs(43，600)の各ピークが白

米の場合と同様にそれぞれ過去最高の汚染として観測さ

れた。降下量の多い時期における含量の国際比較をして

みると、例えば、 1961年の国連科学委員会で報告された

1959年産小麦 (玄麦)のも 含量の平均 (mBq/kg)は、

アメリカ1，960、旧ソ連1，440、イギリス1，260、デンマー

ク1，440、西ドイツ1，180、フランス740、カ寸ダ1，440、

などの北半球各地に対して、南半球のオーストラリアで

は260と際だつて低い。日本では2，890と諸外国より高い

値が観測された。

日本における1963年産玄麦での高い汚染は、米子実の

汚染と同様に、 61年~62年に行われた大規模核爆発実験

の影響を強く受けた直接汚染に起因するところが大であ

るが、この点に関しては後述する。しかしその極大ピー

クに比べて、 3年後の1966年には 90Sr(2， 360)が19%

の相対値、 137Cs(2，870)が 7%の相対値にまで急減し

た。その後緩やかな低下傾向を示しながら推移し、 1981

1980 1990 2000年

図 l 白米中の吋rと叩Csの含量の経年推移
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玄麦中の90Srと137csの含量の経年推移

1980 1970 

図 2

1960 

麦でこのように 日7CSの特異的ともいえる強い汚染が生

じた理由は以下のように説明される O 事故により放出さ

れた falloutのわが国土への降下は1986年 5月に集中し

た(青山ら， 1996) 0 137Csによる玄麦汚染は上述のよう

に、その降下量を強く反映し、降下量の多い時ほど直接

年産玄麦では80年に行われた中国の核爆発実験の影響と

考えられるピークが90Srで小さく、 印Csでやや大きく認

められた。 1986年にはチェルノブイリ原子炉事故の影響

(5，960)が観測され

汚染の割合が指数関数的に増加する O 降下した 5月頃は、

小麦の生育段階でいえば出穂開花期にあたり、この時期

は、Ichikawaら (1961)の小麦での知見あるいは津村ら

(1984)の水稲で、の汚染解析結果から判断して地上部(特

に穂)に付着した 日7CSが体内に最も効率よく取り込ま

れて玄麦に移行する時期に相当する O チェルノブイリ事

故年でこのように小麦の特異的な 日7CS汚染が生じた重

を強く受けた お7CSの大きいピーク

たが、翌年には事故前年の平常レベルに まで急低下した。

それ以降では両核種ともに緩やかな低下傾向を続けなが

ら今日に至っている O なお、玄麦は小麦粉に比して平均

で90Srは3.1倍、 J37Csは2.1倍の高い値となっている

村ら， 2002) 0 

3) 90Srと137Csによる白米と玄麦の汚染経路

(駒

農作物がfalloutにより汚染する経路として大気から

たま

これに対

要条件として、 川Csの降下量の多かった時期が、

たま出穂開花日と重なったことがあげられる O

90Sr 
100 

降下した 90Srや印Csが茎葉などを介して、あるいは、

穂に付着して取り込まれる直接汚染と土壌を介して根か

ら取り込まれる間接汚染がある O 長期にわたる本放射能

調査結果を解析して、過去における白米と玄麦の汚染形

態、すなわち、直接汚染と間接汚染の割合を算出した。

玄麦での算出割合を図 3に示した。 80 
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1963年前後における 90SrとJ37CSの極多量降下期では

白米、玄麦ともに両核種の直接汚染の割合は50~90%に

それ以降の多量~少量降下期に相当する時期

では数%から50%と減少した。1987年以降ではそれらの

降下が殆ど認められないことを反映して、白米、玄麦の汚

及んだが、

137Cs 
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染は両核種ともほぼ100%が間接汚染となっている。印Cs

は両核種の極多量降下期では白米、玄麦ともに直接汚染

の割合は 90Srより強く現れた。

1986年のチェルノブイリ原子炉事故年における玄麦の

日7CSによる直接汚染の割合は、 1960年頃の極多量降下

期に匹敵する著しく高い値を示したこと は特筆に値する D 200C 

玄麦の 90Srと137Cs汚染の経路別割合とその経年変化図 3

しかし、事故年以降では現在に至るまではほぼ全量が

90Srと同様に間接汚染に起因した汚染となっている。玄
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して、わが国の米では、水稲の栽培が 137csの降下の少

ない時期に始まったため、直接汚染は無視できる程度で

あるこ と、および、間接汚染源である水田土壌中の口7CS

含量 (Bq/kg) は1985年19.3、86年19.4と事故に よる上

乗せがほとんど認められないため平均値を上回る汚染に

は至っていない(駒村ら， 2001) 0 

4 )不測の核事故時の米と玄麦の 90Srと137CS汚染の

推定方法

不測の核事故などに より90Srや 137csが、米や小麦の

ように生育期間の比較的長い作物の生育中に降下した場

合、収穫期の子実にどの程度の放射能汚染が生じるか予

測することが重要となる O 長年の放射能調査結果を解析

して、不測の核事故などが生じたときの米、小麦子実の

90Srと137Cs汚染の推定法を検討した。

90Srと137cs降下の極多量から少量降下期では、各年の

米と玄麦の 90Srと印Cs含量と当該年栽培期間中の両核

種降下量との聞に高度な正の相関が成り立つことが判明

した。この関係に回帰式 y=axOを導入し、ここではこれ

を汚染推定式と定義した。本式は、不測の核事故などが

生じた場合、 ωSr・と137csの地上への降下量 (x) から米

と玄麦の両核種含量 (y) を推定するものである口式中

aは間接汚染相当分である O 汚染推定式(全国平均) を

試算し表 1に示した。本推定法は、核事故に伴う fallout

成分である 90Srと137Csが、水稲、小麦栽培期間中のう

ち、とくに収穫時までの約 2か月間に 1~1000Bq ぱ降

下した場合によい適合ができる口

本推定式の信頼性を検証するため、 1986年のチェルノ

ブイリ原子炉事故によりもたらされた 13iCsの水稲、小

麦栽培期間中の降下量 (x) (気象研究所の青山ら (1996)

の報告 より算出)から同年産米、小麦子実のmcs含量

を推定した。推定値と実測値の比較を図 4に掲げたが両

者間で比較的良い一致が見られ、本推定法の有用性が確

認された。

表 1 不測の核事故などが生じた時の 間Srとt:l7Csによる

米麦子実汚染の推定方法

核種 米麦子実 n 汚染推定式 相関係数

玄麦 24 y = 122xO
.
71 0.949今ネネ

旬。SI 玄米 24 y = 41xO
.
70 0.936本*:;< 

白米 24 y=13xO.'9 0.893*キネ

玄麦 19 Y = 43xO.9u 0.974ネ本ネ

"'Cs 玄米 22 y = 86xO
.
70 0.949本京本

白米 24 y = 52xOfifi 0.918キキキ

*不* p<O.OOl 
y:米麦子実中の 90Srと 1訂Cs含量 (mBq/kg)、全国平均

x 栽培期間中(収穫日までの約 2か月間)における大気からの 削SI

と137Csの降下量 (Bqlrrl) 
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r 137cs:11986年産
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図4 汚染推定式の検証

ーチェルノブイリ事故年(1986)産米麦子実の

mCs含量の推定値と実測値の比較一

(4) おわりに

長期間にわたる本放射能調査・研究データは貴重な成

果としてとり まとめられ各分野で活用されている O

最近では、 90SrとJ37csの降下量の激減により、この種

の仕事が軽視されがちであるが、主要食料である米、小

麦の 90Srと137cs含量の調査・研究は、人類に対する放

射線の影響評価に貢献でき、不測の核事故などが生じた

時のバックグラウンド値としての役割等を果たすことに

もなるので、引き続き今後とも重要であると考えられる O
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N.研究成果の発表と広報

平成13年度中に発表された研究成果をつぎのとおり 5つに分類した。

1 研究成果

(1) 農業環境技術研究所の刊行物

(2) 学術刊行物(査読制度有)

(3) 学会等講演要旨集

(4) 著書・商業誌等刊行物

(5) その他

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

ト順に掲載した。(*印は、外部所属者で、、配列から除外しである。)

2 広報

(1) 所主催によるシンポジウム・研究会

(2) 刊行物一覧

(3) 情報:農業と環境

(4 ) 個別取材一覧

(5) 新聞記事

(6) テレビ・ラジオ等

1 .研究成果

( 1 ) 農業環境技術研究所の刊行物

著 者 名 論文タイトル

山本勝利* 里地におけるランドスケープ構造と植物相の変容
に関する研究

牧野知之 土壌中におけるマンガンの酸化還元機能と動態

岡部郁子 わが国における白絹病菌の遺伝的変異

松尾和人・川島茂人 Bt遺伝子組換えトウモロコシの花粉飛散が鱗麹
杜明 遠 ・ 斎 藤 修* 日昆虫に及ぼす影響評価

松井正春・大津和久
大黒俊哉・松村雄*

三田村強

月星隆雄・吉田重信 日本野生植物寄生・共生菌類目録
篠原弘亮・封馬誠也

大野宏之 マイクロ波リモートセンシングによる積雪水資源

量のモニタリング

山本勝利・加藤好武 里地におけるランドスケープ構造の変容が植物相
に及ぼす影響

小林和彦 CO2倍増時の生態系の FACE実験とモデリング

川島茂人・杜明遠 環境影響評価のためのトウモロコシ花粉落下総数
米村正一郎・井上聡 の予測手法
松尾和人

小原洋 土壌環境基礎調査・定点調査結果に基づく農耕地

土壌資源特性の変動解析

村山重俊 農業に係わる水の水質とトリハロメタン生成能

大黒俊哉・白戸康人 中国北東部半乾燥地域の砂地草原における砂漠化

防止対策が植生回復に及ぼす効果

森脇丈治・月星隆雄 植物炭痘病菌の PCR-RFLP法による識別と分子
封馬誠也 系統学上の位置
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安田耕司 ナガイモを加害している小蛾はヤマノイモコガで 平成12年度農業環境技術研究所年報 No18 2002.2 
はな治、った 79~82 

野副車人・井上恒久 鉱さい含鉄資材が水田土壌の酸化還元電位(Eh)の 平成12年度農業環境技術研究所年報 No.18 2002.2 
変化に及ぼす影響 86~89 

佐藤桃子 殺虫剤カルバリル (NAC) を迅速に分解する新 平成12年度農業環境技術研究所年報 No18 2002.2 
規細菌 93~85 

Nishimori， Motoki Statistical downscaling method for projection of NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

regional-scale precipitation change under the ob- 26-27 

served c1imate system in East Asia 

Sprague， David Shigeru Study of historical land survey maps NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

28 

Matsumori， Kenji Use of geographical information systems to estimate NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

Imagawa， Toshiaki the rate of erosion from farmlands 28~29 

Ishitsuka， Naoki Determination of the area of a paddy field from NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

RADASAT synthetic aperture radar data 30-31 

Saito， Genya Development of a methodology for estimating paddy NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

field area by using remote sensing data 31 

Ishigooka， Yasushi Assessment of c1imatically cultivable regions in East NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

Toritani， Hitoshi Asia 32-33 

Kawashima， Shigeto Estimation of total corn pollen deposition for envi- NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

ronmental assessment 33 

Sakurai， Yasuhiro Changes in concentration of heavy metals in soil so- NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

lution caused by flooding， and development of a 34 

chemical speciation method 

Makino， Tomoyuki Increased dissolution of soil manganese oxides by NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

drying 35 

Murayama， Shigetoshi Water quality and trihalomethane formation potential NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

Baba， Kouji (THMFP) of surface and ground waters in agricul- 36~37 

tural areas 

Murayama， Shigetoshi Concentration of heavy metals in surface waters in a NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

Baba， Kouji rural agricultural catchment 37 

Matsuo， Kazuhito Differences in germination responses to temperature NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

between native and related invasive plantains 38~39 

Nishimura， Sei-ichi Effect of free-air C02 enrichment on CO2 exchange NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

at the floodwater surface in a rice paddy field 39 

Moriwaki， Jo吋1 Molecular phylogenetic analysis of anthracnose NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

pathogen， and identification using restriction frag- 40 

ment length polymorphisms of rDNA internal tran-

scribed spacer regions 

Okabe， Ikuko Population differentiation of Sclerotium ro約iiin Ja- NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

pan 41 

Y oshida， Mutsuhiro Distribution， discrimination， and pathogenicity of the NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

entomopathogenic nematode Steinernema 戸ltiaein 41 

Japan 

Yasuda， Kouji A micro-moth pest of Chinese yam in Japan NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 
42~43 

Yamamura， Kouji Controlling the probability of biological invasion NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

43 

Ishii， Hideo Resistance of cucumber pathogens to strobilurin fun- NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

gicides and its molecular diagnosis 44~45 

Uegaki， Ryuichi Fate of dioxins during green tea processing NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

45 

Inoue， Tsunehisa Effects of Fe-containing slag fertilizers on changes in NIAES Annual Report 2000/2001 2002.1 

Nozoe， Takuto Eh in paddy soils 46~47 

藤井義晴 クレオメ(セイヨウフウチョウソウ)に含まれる 農環研ニュース No51 2001. 7 

他感作用の強い揮発性物質の同定 7~9 

米村正一郎 畑地・林地土壌によるメタン・一酸化炭素・水素 農環研ニュース No52 2001.10 

ガスの吸収 4~5 

織田久男 ホウ素及びストロンチウムの安定同位体比による 農環研ニュース No52 2001.10 

コメの生産国の判別 6~7 

松本直幸 ミトコンドリア DNAで識別される高度耐凍性の 農環研ニュース No53 2002.1 

雪腐黒色小粒菌核病菌 4-5 

井上吉雄 野外計測用高速ハイパースペクトル画像計測シス 農環研ニュース No53 2002.1 

テムー植物生体情報を非破壊・リモートでとらえ 6~7 

る

鶴田治雄 中国の主要な水田地帯からのメタンと亜酸化窒素 農環研ニュース No54 2002.3 

の発生 5~6 

伊藤一幸 除草剤抵抗性雑草の抵抗性遺伝子はどう拡散する 農環研ニュース No54 2002.3 

のか 7~8 
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小原 洋・ 中井 信 土壌環境基礎調査・定点調査にもとづく農耕地士 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
戸上和樹 壌資源特性の変動解析 1-2 

棲井泰弘・菅原和夫 土壌中の水溶態カドミウム等の湛水による濃度変 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
牧野知之・酒井順子 動とその溶存形態 3-4 

村山重俊・馬場浩司 家畜排せつ物が土壌に還元されているシラス台地 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
畑地下水のトリハロメタン生成能 5-6 

松尾和人・伊藤一幸 在来オオバコと近縁な帰化種の温度←発芽パター 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
佐々木香織*・根本正之* ンの特徴 13-14 

吉田陸浩 昆虫病原性線虫 Steinernemafe1tiaeの分布・識別・ 農業環境研究成果情報 第17集 2001. 7 
殺虫活性 15-16 

安田耕司 ナガイモを加害する新種の小蛾ナガイモコガ 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
17-18 

石井康夫・三宅司郎* 免疫化学測定法による河川水中の除草剤メフェナ 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
稲生圭哉*・小原裕三 セットおよびシメトリン等の測定 19-20 
大川秀郎本

野副卓人・井上恒久 鉱さい含鉄資材が水田土壌の酸化還元電位に及ぼ 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
関口哲生 す影響 23-24 

岡部郁子・森川千春* PCR-RFLP解析による白絹病菌の類別と地域的分 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
松本直幸 布 25-26 

森脇丈j台・月星隆雄 炭痘病菌 6種の PCR-RFLP法による類別と分子 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
|封馬誠也 系統学上の位置 27-28 

桑原雅彦 つくばにおける畑害虫タネバエの誘殺消長と薬剤 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
感受性 29-30 

|石井英夫・杉山知子* ストロビルリン系薬剤耐性菌の PCR-RFLPによ 農業環境研究成果情報 第17集 2001. 7 
西村久美子*・石川由美* る遺伝子診断 31-32 

大野宏之 ユーラシア寒冷域における大陸規模の積雪深と融 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
解の状況をリモートセンシングで知る手法 33-34 

秋山博子・鶴田治雄 窒素肥料を施用した黒ボク土畑圃場からの亜酸化 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
窒素と一酸化窒素の発生 35-36 

西村誠一・小林和彦 水田の田面水から大気中への COz放出に及ぼす大 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
岡田益己*・小泉博* 気 COz濃度上昇の影響 37-38 

加藤好武・横張真* 平地の農耕地を中心とした地域景観の広域的評価 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
山本勝利・大久保悟* 手法 39-40 

山本勝手IJ ・加藤好武 里山地域における植物相保全を目的とした管理対 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
大久保悟*・横張真* 象地の選定指針 41-42 

美濃伸之・井上吉雄 高頻度観測センサと合成開口レーダを併用した牧 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
小川茂男・富田淳志 草生育の時系列モニタリング 43-44 

小川茂男・井上吉雄 衛星データの組合せによる農地の土地利用変化の 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
美濃伸之・富田淳志 抽出法 45-46 

富田淳志・井上吉雄 時系列衛星画像による水稲の広域的な作付け分布 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
小川茂男・美濃伸之 および作付け時期の推定 47-48 

駒村美佐子・津村昭人* 不測の核事故が生じた時の米麦の放射能汚染の推 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
定方法 49-50 

竹内誠・高田裕子 水移動上の土地利用連鎖状態に基づく流域単位で 農業環境研究成果情報 第17集 2001.7 
駒田充生 の自然窒素浄化量の予測手法 51-52 

段照沫・上路雅子 野菜類におけるダイオキシン類の汚染軽減方策 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
2-3 

芝野手口夫・竹内 誠 ダイオキシン類の水田からの流出・流下特性 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
駒田充生 4-5 

川崎晃・織田久男 ダイズのカドミウム吸収特性解明のための 113Cd 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
トレーサー試験法 6-7 

加藤英孝 カラム浸潤法による黒ボク土の硝酸イオン吸着容 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
量の測定 8-9 

小川直人・長谷部亮 Burkholderia属細菌のクロロ安息香酸分解遺伝子 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
群発現の調節因子による制御 10十 11

松井正春・粛藤修* 耐虫性遺伝子組換えトウモロコシの花粉に含まれ 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
るBtトキシンの生物検定法 12-13 

山村光司・勝又肇* 害虫の侵入定着を防止し所定の安全レベルを達成 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
するための植物検疫強度の推定法 14-15 

伊藤一幸・石坂真澄 水生植物の奇形葉による水田からの除草剤流出の 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
検出法 16-17 

平舘俊太郎・藤井義晴 火山灰土壌による2，4-Dの吸着メカニズムの解 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 

明 18-19 

藤井義晴・平館俊太郎 ヘアリーベッチに含まれる植物生長阻害物質シア 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 

石坂真澄・小原裕三 ナミドの発見 20-21 

芝池博幸・大黒俊哉 DNAからみたタンポポ属植物の雑種個体の識別 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 

井出任 と全国分布 22-23 

荒城雅昭 土壌線虫を指標とした黒ボク土畑における耕起の 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 

影響評価 24-25 
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西森基貴・横沢正幸 生育阻害要因を考慮した日本の水稲生産の温暖化 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
石郷岡康史・鳥谷均 に対するぜい弱性の評価 28-29 
後藤慎吉・井上聡

山村光司・田中幸一
守屋成ー*

小原裕三・石井康雄 被覆資材による土壌くん蒸用臭化メチルの大気放 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
段照沫・石原悟 出量削減技術の開発 30-31 

l鶴田治雄・中島泰弘 湿潤熱帯林の土地利用変化に伴う土壌からの温室 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
米村正一郎・須藤重人 効果ガス発生・吸収量の変動 32-33 

白戸康人・谷山一郎 日本の畑土壌に適用可能な土壌炭素循環モデル 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
袴田共之* (改良 RothCモデル) 34-35 

駒村美佐子・木方展治 わが国における小麦の放射能汚染の長期観測 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
津村昭人* 40-41 

井上吉雄・富田淳志* 航空機搭載多目的デジタル分光画像計測システム 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
小川茂雄*・美濃伸之* 42-43 

井上吉雄・富田淳志* 短波長赤外反射特性に基づいた作物収穫残査の士 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
小川茂雄*・美濃伸之* 壌被覆率計測手法 44-45 

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 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 
46-47 

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 農業環境研究成果情報 第18集 2002.3 

月星隆雄・吉田重信 huttiensisの再分類 48-49 
西山幸司・門田育生*

Otani， Takashi * Interspecific Diffences in the Role of Root Exudates NIAES Series rPlant Nutrient No.4 2001. 7 

Ae， Noriharu in Phosphorus Acquisition Acquisition New PerspectivesJ 101-119 

Ae， Noriharu The Significance of the Root Cell Wall in Phospho- NIAES Series rPlant Nutrient No.4 2001. 7 

Renfang Shen * rus Uptake Acquisition New PerspectivesJ 251-275 

Otani， Takashi * 

Yamagata， Makoto * Possibility of Direct Acquisition of Organic Nitrogen NIAES Series rplant Nutrient No.4 2001. 7 

Matsumoto， Shingo * by Crops Acquisition New PerspectivesJ 399-420 

Ae，Noriharu 

(2) 学術刊行物
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Masuda， Kazuhiko * 
Nagai， Tomohiro * 
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Suzuki， Jun * 
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Yabuki， Sadayo * 
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Shi Guangyu * 
Zhang Xiaoye本

Shen Zhibao * 
Wei Wenshou * 

Cs-137 depth distribution in Haplic-Udic ferrosols of I Soil Science 
Southem China and its implication for soil erosion 

167 (2) I 2002.2 
147-163 

The impact of aeolian dust on climate : I Joumal of Arid Land Studies 
Sino-Japanese cooperative project ADEC 

11(4) 12002.3 
211-222 

Zhou Jun* 

Fumoto. Tamon 
Shindo. Junko 

Oura， Noriko 
Harald Sverdrup* 

林陽生・石郷岡康史

横沢正幸・鳥谷均

後藤慎古

西村格*・佐々木寛幸*

浦野豊*・小森谷祥明*

井上聡・西村由紀*

Adapting the PROFILE model to calculate the criti- I Water Air and Soil Pollution 
cal load for East Asian soils by including volcanic 

glass weathering and altemative aluminum solubility 

system 

温暖化が日本の水稲栽培の潜在的特性に及ぼすイ |地球環境

ンパクト

130 I 2001.8 
1247-1252 

6(2) I 2002.3 
141-148 

日本における自然草原の気候要因から見た植生帯|日本草地学会誌

区分とその温暖化による影響 4.気候環境から見

た日本の自然草原の植生帯区分とその温暖化によ

る変化予測

47 I 2001 
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大野宏之・川島茂人 の影響 259-266 

井上聡・横山宏太郎* 地球環境変化時における降積雪の変動予測一国内 雪氷 63 (6) 2001.11 
大野宏之・川島茂人 主要河川流域における降水量の変動一 489-499 

Inoue， Y oshio An AOTF-based hyperspectral imaging system for International Journal of Remote Sensing 22 2001.12 
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Inoue， Y oshio Analysis of multi-frequency and fuIl-polarization Physical Measurements and Signatures in I 8 2001.10 
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Maeno， Hideo * the entire growing season時

Uratsuka， Seiho* 

Kozu， Toshiaki * 

Albert Olioso * Using a coupled crop-SVAT model to assess crop Physical measurements and Signatures in I 8 2001.4 

Inoue， Y oshio canopy processes Remote Sensing 735-740 

Jean-Pierre Wigneron * 

Jean-Cristophe Calvet* 

Inoue， Y oshio Prototype TDR probes for measurement of moisture Agricultural Water Management 50 2001.5 
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Kitamura Koichi * the-move measurements" 
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Saito， Akihiro * Characteristics of a Streptomyces coe/icolor A 3 (2) Applied and Environmental Microbiol- 67 (3) 2001 
Miyashita， Kiyotaka * extracellular protein targeting chitin and chitosan ogy 1268~1273 

G. Biukovic* . H. Schrempf* 

清家伸康・吉田雅司* 大気環境におけるダイオキシン類の季節変動 環境化学 10 2001 
松田宗明*・河野公栄キ 455~465 

脇本忠明*

清家仲康・松本めぐみ* 松山平野における底質中ダイオキシン類の分布と 環境化学 11 2002.3 
松田宗明*・河野公栄* 挙動 89~96 

脇本忠明*

Sugahara， Kazuo Erosion Control in Pineapple Fields on the Island of Japan Agricaltural Research Quartely 35 (2) 2001.4 
Ohwaki、Yoshinari* Ishigaki 91-96 
Banzai， Kenji * 

高木和広 有機化学物質の陸圏での動態と制御一曝露量低下 環境ケミカルサイエンスー21世紀の潮 13 2002.3 
による環境リスクの削減を目指して 流を探る 33~39 

元永圭*・高木和広 殺菌剤 TPNおよび代謝物の農薬連用圃場におけ 日本土壌肥料学雑誌 72(3) 2001. 6 
松本聴* る垂直分布 432~434 

Uegaki， Ryuichi The Fate of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Organohalogen Compounds 51 2001 
Kurokawa， Shunji * Dibenzofurans in Corn 302~305 

Y oshimura， Y oshinori * 

Yimin Cai 

Fujita， Yasuhito * 

Eun， Heesoo 

Seike， Nobuyasu 
Kuwahara， Masahiko 

U司i，Masako 

上垣隆一・段照沫 製茶過程における茶葉中のダイオキシン類の挙動 食品衛生学会誌 42 2001. 6 
清家伸康・桑原雅彦 154~158 

石井康雄・小原裕三
上路雅子・中村幸二*
成田伊都美*

U司i，Masako Rice paddy field herbicides nd their effects on the Weed Biol寸o戸g与」 y aI1d Management 1 (1) 2001.4 
Inao， Keiya * environment and ecosystem (日本雑草会) 71-79 

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(出版冗一) 巻ペ-(号ηY) 発行年.月

Kataoka， Mieko * I Effect of Pedological Characteristics on Agueous Soil I Environ.Sci.Technol.(American Chemical I 35 (9) I 2001 
Tsuge， Kouichiro * I Extraction Recovery and tert-Butyldimetthylsilylation I Society) I 1823-1829 
Takesako， Hiroshiキ Yieldfor Gas Chromatography-Mass Spectrometry of 

Hamazaki， Tadao 1 Nerve Gas Hydrolysis Products from Soils 
Set0， Ya8110* 

桝本雅身・高原伸一* 日本の植物検疫において発見された害虫相の10年 日本応用動物見虫学会誌 45 (4) 1 2001.11 
白井洋一 間の推移 195← 201 

草場敬*・太田 健* 都市化に伴う農耕地土壌賦存の変容解明-1970年 ペドロジスト 45 (1) 1 2001. 6 
中井 信・天野洋司* 後半から80年代埼玉県南東部における農耕地土壌 32-40 

賦存特性に与えた都市化の影響

Nakatani， Yukinobu 1 Cimicicapsus Poppius a separate genus， with descrip- 1 Tijdschrift voor Entomologie 1 144 1 2001.12 
tionof new species (Hetemptera，Miridae¥  253~259 

西山幸司・篠原弘亮 植物病原細菌の炭素源利用試験に用いる共通基礎 日本植物病理学会報 67 12001.8 
門田育生* 培地の検討 97~106 

佐山 玲*・篠原弘亮 Pseudomonas viridiflavaによるチンゲンサイ腐敗 北日本病害虫研究会報 52 12001.11 
藤井直哉*・西山幸司 病(新称 159-62

藤井亘哉*・篠原弘亮 Erwinia carotovora subsp. c arotovoraによる 北日本病害虫研究会報 52 12001.11 
佐山 玲*・深谷富夫* ズッキーニ軟腐細菌病(新称 163-66 
西山幸司
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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

Tanaka， E討i* Phylogenetic studies of Ephelis species from various Mycological Research 105 (7) 2001.7 
Kawasaki， Shigeki * locations and hosts in Asia 811← 817 
Matsumura， Keishi * 
Kusuda， Rie * 

Tanaka， Chihiro * 

Y ou-Liang Peng * 

Tsukiboshi， Takao 
Tsuda， Mitsuya * 

Takahashi， Keiichi * The inhibitory effect of an epiphytic fungus， Ephelis JIRCAS Journal 9 2001. 5 
Nora S. Meneses * sp.， on the feeding of Mythimna (Pseudaletia) sepa- 17-21 
Kohno， Katsuyuki" rata (Lepidoptera Noctuidae) and Aioiolopus tha-

Tsukiboshi， Takao lassinus tamulus (Orthoptera Acrididae) 

Kobayashi， Makoto本

Tsukiboshi， T泊正ao Claviceps sorghicola and C. africana， the Ergot Japan Agricaltural Research Quartely 35 (4) 2001.11 
Shimanuki， Tadayuki * Pathogens of Sorghum， and their Cultural Control in 221-226 
Koga， Hironori * Japan 

Tanaka， Atsushi * Sex Pheromone of Acrolepiopsis nagaimo Yasuda Applied Entomology and Zoology 36(2) 2001. 5 
Yasuda， Koji (Lepidoptera Acrolepiidae)， a predominant leaf- 203-207 
Wakamura， Sadao本 miner on Chinese yam in Tottori Prefecture: field 

evaluation and activity of the third component 

Y oshida， Shigenobu Rhizopus rot of mulberry grafted saplings caused by Journal of General Plant Pathology 67(4) 2001.11 
Murakami， Ritsuko * Rhizopus oryzαe 291-293 
Watanabe， Tsuneo * 

Koyama， Akikoネ

Yoshimatsu， Shin-ichi Review of the genus Mythimna Ochschenheimer Entomological Science 4(4) 2001.12 
Albert Legrain * (Lepidoptera， Noctuidae， Hadeninae) in Taiwan， with 431-437 

description of a new species and checklist 

Yoshimatsu， Shin-ichi Discovery of Mythimnμ lineatipes (Moore) from Ja Transactions of the Lepidopterological 53 (1) 2002.1 
pan and Thailand， with taxonomic study of its close Society of Japan 55-62 
relatives from Asia (Lepidoptera， Noctuidae， Hadeni-

nae) 

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

Eun， Heesoo PCDD!Fs levels in spinach Organohalogen Compounds 51 2001. 9 
Ishii， Yasuo 321-323 
Kobara， Yuso 

Ishihara， Satoru 

Uegaki， Ryuichi 

Seike， Nobuyasu 

Kuwahara， Masahiko 

Nakamura， Ko吋i* 
Narita， Itsumi * 

Uりi，Masako 

Eun， Heesoo Studies of the transfer of PCDD!Fs from soil into Ja- Organohalogen Compounds 51 2001.9 
Kuwahara， Masahiko pomca nce 324← 327 
Uegaki， Ryuichi 

Seike， Nobuyasu 

U司i，Masako 

Eun， Heesoo Novel sensing method based on a QCM immobilized Analytical Sciences 17 2002.3 
Umezawa， Yoshio* with sensory crystals 1679-1682 

Inao， Keiya * Prediction of Pesticide Behavior in Paddy Field by Journal of Pesticide Science 26 2001.8 
Ishii， Yasuo Water Balance on the Water Management Using Pes- 229-235 
Kobara， Yuso ticide Paddy Field Model (PADDY) 

Kitamura， Yasuo * 

佐藤勝也*・横山武彦* 水田農薬の使用傾向と水生生物に対するリスク評 農薬検査所報告 41 2001.9 
石井康雄 価~OECD モデルによるリスクの試算 29-50 

Niwa， Shinobu * Responses of a Model Legume Lotus japonicus to Molecular Plant-Microbe Interactions 14(7) 2001.7 
Kawaguchi， Masayoshi * Lipochitin Oligosaccharide Nodulation Factors Puri- 848-856 
Imaizumi -Anraku， Haruko * fied from Mesorhizobium loti JRL 501. Molecular 

Iku ta， Akira * Plant -Microbe Interactions 

Ishizaka， Masumi 

Kouchi， Hiroshi * 

駒村美佐子・津村昭人* わが国での似ISrとJ:l7Csによる白米の汚染 1959年 Radioisotopes 50 2001 
小平潔* 以来37年間の長期観測とその解析 80-93 

Sato， Mamoru * Pseudomonas syringae pv. Solidagae. pv. nov.， the Journal of Plant Pathology 67 2001.11 

Watanabe， Kenji* Causal Agent of Bacterial Leaf Spot of a Tall Golden 303-308 

Sato， Yoko Rod Solidago altissima 

結田康一・野田岳史水 地表面から地下 水系への元素・物質移行追跡圃 日本土壌肥料学雑誌 73 2002.2 
木方展治・橋本直樹* 場の構築と利用 57-63 
川満一史*

一ー--'--
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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

堀元栄枝荒木肇* ヘアリーベッチ不耕起水田における雑草抑制と稲 雑草研究第40回講演会講演要旨 46 (別) 2001.4 
長坂善禎*・中谷敬子 の生育 124-125 
藤井義晴

中谷敬子・藤井義晴 スギナの器官形成に及ぼす窒素形態の影響 雑草研究第40回講演会講演要旨 46(別) 2001. 4 
170-171 

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

Iain P. McTaggart* Influence os soil physical properties and fertiliser 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001.3 
Akiyama， Hiroko type on N20 and NO emissions from nearly saturated 227 
Bruce C. Ball * J aoanese soils 

Tsuruta， Haruo 

Akiyama， Hiroko Nitrous Oxide and Nitric Oxide Emissions from An- The GW  12 Intemational conference 2001.4 
Tsuruta， Haruo dosol after the Application of Different Organic Mat- 12 

ters 

Akiyama， Hiroko Effect of Organic Matter Application on Nitrous Ox- The 11 th Nitrogen workshop 2001. 9 
Tsuruta， Haruo ide and Nitric Oxide Emissions from Andosol 33 

Du Mingyuan Climatic changes and human impacts on the Qinghai- Workshop on impact of global change 2001. 9 
Kawashima， Shigeto Tibetan Plateau conceming to carbon balance on terrestrial ecosystems 5 
Yanhong Tang * 

Song Gu 
Xianzou Zhang * 

Shenbin Chenネ

社 明遠 中国西部の水土開発利用と生態環境の相互影響に 中国科学院乾燥地域大規模工程行為に 2001. 9 
ついて よる生態環境問題学術検討会 3 

Du恥1ingyuan Mutual influence between the human activities and lntemational conference on human di- 2001. 5 
Kawashima， Shigeto the climatic change in Qinghai-Tibet Plateau during mensions and natural processes in envi- 49 
Xianzou Zhang * recent years ronmental change， Xi' an， China 
Shenbin Chen * 

Du恥1ingyuan Simulation of the effect of a comfield on wind and MODSIM 2001 The Modelling and 2001 

Kawashima， Shigeto on pollen deposition Simulation Society of Australia and New 899-903 

Matsuo， Kazuhito Zealand lnc. 

Y onemura， Seiichiro 

lnoue， Satoshi 

林陽生・鳥谷均 温暖化による水稲作期の移動と害虫発生時期の同 農業環境工学関連 4学会2001年合同大 2001.6 
石郷岡康史・後藤|実吉 期の可能性 fZb3、E 41 
横沢正幸・西森基貴
山村光司・桐谷圭治*

井上聡・川島茂人 地球温暖化によるスギ花粉飛散開始日の変動 農業環境工学関連 4学会2001年合同大 2001.6 
高橋裕一* βヱミ、 196 

Inoue， Satoshi Estimating Water Equivalents of Snowfall in Major 8 th JIRCAS lntemational Symposium 2001.11 
Y okoyama， Kotaro * Japanese Catchments under Global Warming Program and Abstracts 17 
Ohno， Hiroyuki 

Kawashima， Shigeto 

井上聡・横山宏太郎* 国内主要河川への温暖化の影響 関東の農業気象 27 2001.11 
大野宏之・川島茂人 (日本農業気象学会関東支部) 33-34 

Kataryna Dabrowska-Zielinska * Comparative studies on combination of optical and SPIE lntemational Symposium on Re- Vol. # 4542 2001. 9 
lnoue， Y oshio SAR signatures in estimation of plant and soil vari- mote Sensing for Agriculture， Ecosys- 37-49 
Weis Kowalik * ables based on mode1 analysis tems， and Hydrology， Proceedings of 
Maire Gruszczynska * SPIE 

Kataryna Dabrowska-Zielinska * Various approaches for soil moisture estImates using Proc. lntemational Geoscience and Re- Vol. 1 2001.7 
lnoue， Y oshio remote sensmg mote Sensing Symposium (IGARSS) 261-262 
Maie Gruszczynskピ 2001 
Weis Kowalik* 

Susan Stankiewicz* 

Inoue， Y oshio Interactions between mu1ti-frequency microwave Proc. Intemational Geoscience and Re- Vol. III 2001.7 
Kataryna Dabrowska-Zie1inska * backscatters and rice canopy variables mote Sensing Symposium (IGARSS) 1270-1272 

Kurosu， Takashi * 2001 

Maeno， Hideo * 

Uratsuka， Seiho * 

Kozu， Toshiaki * 
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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

Albert Olioso 
本

Using a coupled crop-SVAT model to assess crop Proc. Intemational Geoscience and Re- Vol. W 2001.7 
Inoue， Y oshio canopy processes from remote sensing data mote Sensing Symposium (IGARSS) 3006-3011 
Jean-Pierre Wigneron* 2001 
SamuelOrtega-Farias水

Patrice Lecharpentier* 

I Michael Pare * 
Jean-Chrisphe Calvet* 

Albert Olioso * 放射伝達モデルおよび土壌一植生一大気伝達モデ 日本リモートセンシング学会2001年秋 31 (2) 2001.11 
井上吉雄 ル・生長モデルの統合による植生生態システムの 季学術講演会論文集 151-154 
Jean-Pierre Wigneron本 動態予測
Samuel Ortega-Farias本

Patrice Lecharpentier* 

Michael Parde * 

Jean-Chrisphe Calvet* 

Inoue， Y oshio Estimating eco-physiological crop variables based on Proc. NIAES-STA Intemational Work-I 1 2001.4 
remote sensing signatures and modeling shop “Crop Monitoring and Prediction at 91-104 

Regional Scales" 

Ogawa， Shigeo * Estimation of paddy field area using satellite data for Proc. NIAES-STA Intemational Work-I 1 2001.4 
Inoue， Y oshio all weather condition shop “Crop Monitoring and Prediction at 238-244 
Mino， Nobuyuki * Regional Scales" 
Tomita， Atsushi水

Albert Olioso * Using a coupled crop-SVAT model to assess crop Intemational Workshop “Remote Sensing ¥ 1 2001.9 
Jean-Pierre Wigneron* canopy processes from remotely sensed data and Modeling of Hydrological Proc- 25-30 
Patrice Lecharpentier* esses" 
Michael Parde * 

Marie Weiss * 

Hapita Chauki * 

Nadin Brisson * 

Inoue， Y oshio 
Samuel Ortega * 
Jean-Christope Calvet水

Olioso Albert* リモートセンシングと生長モデル、 SVATモデル 日本作物学会紀事 70 (別2) 2001.10 
井上吉雄 の統合による作物 環境系ダイナミクスの計測・ 133-134 

Wigneron Jean-Pierre 
本

評価
Ortega-Farias Samuerl * 

Lecharpentier Patrice * 

Parde Michael * 

Calvet Jean-Christope * 

井上吉雄 フィールドにおける光計測・電磁波計測一一リモー シンポジウム「計測技術最先端J(農 1 2001 
トセンシングを中心に一 業技術情報協会主催)講演要旨 1-10 

井上吉雄 収量予測へのリモートセンシング技術の活用につ 農林水産省統計情報部研究会「水稲平 1 2001. 9 
いて 年収量の評価に関する研究会J資料 51-64 

井上吉雄 水稲群落のマイクロ波後方散乱と生長変量の相関 日本作物学会紀事 70 (別2) 2001.10 
Kataryna Dabrowska-Zielinska * 分析およびプロセスモデルによる解析 131-132 
黒須隆志*・前野英生*

浦塚j青山T・古津年章*

井上吉雄 水稲群落の生長変量とマイクロ波後方散乱の関係 日本作物学会紀事 70(別1) 2001.4 

K黒a須tar隆yn志a Dabrowska-Zielinska * 一全作付期間にわたる多周波・多偏波後方散乱の 58-59 
*・前野英生率 連続計測一

浦塚清峰*・古津年章*

井上吉雄 植生光合成容量のリモートセンシングに関する研 日本リモートセンシング学会2001年秋 31 (2) 2001.11 

Albert Olioso * 究1.航空機スベクトル画像計測による光合成容量 季学術講演会論文集 239-242 
M. Susan恥10ran* 関連パラメタの推定

Jiaguo Qi* 

Wineng Choi * 

鳥谷均・石郷岡康史 気候・気象条件からみた作物の光乾物変換係数の 農業環境工学関連 4学会2001年度合同 2001 
後藤真吉・岡本勝男 特徴 大会講演要旨集 202 
横沢正幸

石郷同康史・鳥谷均 東アジア農耕地における水資源の広域評価 農業環境工学関連 4学会2001年合同大 2001. 6 
後藤慎吉 会講演要旨 203 

Ishigooka， Yasushi Assessment of River Discharge for Evaluating Agri- 8 th JIRCAS Intemational Symposium 2001.11 
Toritani， Hitoshi cultural Water Resources in East Asia 17 
Kuwagata， Tsuneo 

Goto， Shinkichi 
Ohno， Hiroyuki 

伊藤一幸・西村誠一 水田における CNP由来のダイオキシン類の土壌 雑草研究 40(別) 2001 
残留と植物体への移行 198-199 

川島茂人・高橋裕一* レーザ一花粉カウンターを用いたスギ林内におけ 農業環境工学関連 4学会2001年合同大 2001.6 
藤田敏男*・社明遠 る空中花粉量の測定 之ヱミ』 204 

米村正一郎・井上聡

酒井英光

高橋裕一*・川島茂人 リアルタイム花粉モニター (KH-3000)、ダーラ 日本アレルギー2001年総会 50(9・10) 2001.10 
藤田敏男ネ ムサンプラーとバーカードサンプラーの比較 917 

高橋裕一人大橋武* 表面プラズモン共鳴 (SPR)法による空中 Cryj1 日本アレルギー2001年総会 50(9・10) 2001.10 

名古屋隆生*・川島茂人 量のリアルタイム測定 917 
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巻(号)

発行年.月
ページ

Kobayashi， Kazuhiko Rice growth responses to elevated COz concentration The IGBP Global Change Open Science 2001.7 
Kim， Han Y ong * and N fertilizer application in the field Conference， RAI， Amsterdam， The Neth- 142 
Lieffering， Mark * erlands 
Miura， Shu 
Okada， Masumi * 

金漢龍*・小林和彦 FACE (Free-Air COz Enrichment) に対する水稲の 日本作物学会第212回講演要旨 2001.9 
岡田益己ネ 生育と収量の応答 179-180 

Kobayashi， Kazuhiko F ACE: a window into future ecosystems under C02 US-Japan Workshop on Carbon Cycle 2001.10 
-rich atmosphere Management Terrestrial Ecosystem 52 

Kobayashi， Kazuhiko Rice plant growth and methane emission are stimu- Sixth International Carbon Dioxide Con- 2001.10 
Kim， Han Y ong 

キ

lated by the increased atmospheric COz concentration ference 337-340 
Lieffering，恥1ark*

Miura， Shu 
Inubushi， Kazuyuki * 

Cheng， Weiguo * 

Hoque， Md. Mozammel * 

Aonuma， Shinichi本

Okada， Masumi * 

Kobayashi， Kazuhiko Rice plants and paddy ecosystems in the atmosphere Olga G. Nalbandov Symposium 2001.11 
under human impacts 

i Kobayashi， Kazuhiko Simulation of crop yield over space and time: Expe- Proceedings of NIAES-ST A lnternational 2001.4 
Hunt， L.Anthony本 riences from the GCTE crop networks Workshop 2001 ‘Crop Monitoring and 69-76 

Prediction at Regional Scales' 

桑形恒男・村井麻理* 根からの吸水過程を考慮した植生蒸散プロセスに 日本気象学会2001年春季大会講演予稿 2001. 5 
11賓寄孝弘* 関する研究ーイネの通水抵抗の根圏温度依存性の 集 127 

定量化-

村井麻理*・桑形恒男 低温による吸水機能の低下が水稲の吸水・蒸散プ 農業環境工学関連 4学会2001年合同大 2001.6 
j賓寄孝弘* ロセスに及ぼす影響 会講演要旨 139 

桑形恒男 "1賓寄孝弘* 水田水温の広域監視等に利用可能な日平均水田水 農業環境工学関連 4学会2001年合同大 2001. 6 
渡辺力* 温の推定モデル ~ 159 

桑形恒男 "i賓寄孝弘* 水田水温の熱収支的な特性とそれが群落微気象に 日本気象学会2001年秋季大会 2001.10 
渡辺力* およぼす影響 252 

Murai， Mari * Effect of root temperature on hydraulic resistance Plant Biology 2001， Final Program 2001.7 

Kuwagata， Tsuneo and transpiration from rice plants under various hlト 87 
Ishikawa， Junko * midity conditions 

Hamasaki， Takahiro * 

Kuwagata， Tsuneo Effect of Root Temperature on Hydraulic Resistance 8 th JIRCAS International Symposium 2001.11 
Murai， Mari * and Transpiration of Rice Plants 21 

Hamasaki， Takahiro* 

三中信宏 分岐図における最節約復元形質状態聞の定量的比 日本進化学会第 3回大会 プログラ 2001.1 
車交 ム・講演要旨集 83 

三中信宏 生物多様性の認識一分類学的概念装置は動き続け 日本生物地理学会第56四年次大会シン 2001.4 

るのか ポジウム「生物多様性を記載する方 7 
法:データベース化とその理論的基
盤」講演要旨集

三中信宏 系統樹を描く一生物進化学と離散数学が交わる場 慶磨数理科学セミナー 2001.5 

所で一

三中信宏 分岐分類学 微生物系統分類学セミナー 2001.5 

三中信宏 「ノ、ェ」と「帝王」一一ー科学論的言説の経験的テ 日本ポパー哲学研究会第12同年次大会 2001.6 

スト シンポジウム

三中信宏 系統樹を描くこと 生物系統学とは何か? 東京理科大学理工学部セミナー 2001. 6 

Minaka， Nobuhiro Quantitative comparison of parsimoniously recon- Program and Abstract Volume， Talk at 2001.8 

structedancestral character-states in a cladogram the XXth Meeting of the Willi Hennig 22-23 

Society 

Inubushi， Kazuyuki * Effects of COz enrichment on methane and nitrous The IGBP Global Change Open Science 2001.7 

Cheng， Weiguo * oxide emission from paddy field and microbial Conference， RAI， Amsterdam， The Neth- 141 

Aonuma， Shinichi * biomass in soil erlands 
Hoque， Md. Mozammel * 

孔1iura，Shu 

Kobayashi， Kazuhiko 
Kim， Han Y ong * 

Okada， Masumi * 

Sasaki， Haruto * Analysis of carbon distribution in rice plants grown 日本作物学会第212回講演要旨 2001.9 

Hara， Takahiro * at elevated C02 269-270 

Miura， Shu 
Hoque， Md. Mozammel本

Ito， Satoshi 

Kim， Han Y ong * 

Okada， Masumi * 

Kobayashi， Kazuhiko 
一一
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Miwa， Tetsuhisa Efficient Computation of High Dimensional lntegral 日本計算機統計学会第15回大会講演論 2001.5 
A. 1. Hayter* Expressions 文集 67-70 
Kuriki， Satoshiキ

Miwa， Tetsuhisa Combining the advantages of one-sided and two町 The Proceedings of lntemational Confer- 2001.8 
Tony Hayter* sided procedures for environmental risk assessment ence on Statistical Challenges in Envi- 111-118 

ronmental Health Problmems 

恥1iwa，Tetsuhisa The calculation of non-centred orthant probabilities The Proceedings of the 53 rd Session of 2001.8 
Tony Hayter* the ISI 121-122 
Kuriki， Satoshi * 

三輪哲久 非心象限確率の効率的計算法 第69回日本統計学会講演報告集 2001. 9 
Tony Hayter* .栗木哲* 83-84 

Harazono， Y oshinobu * Effects of heavy autumn rain in 2000 on energy and 日本気象学会2001年春季大会講演予稿 2001.5 
Md. Abdul Baten * CO2 exchange over rice field 集 95 
Suzuki， Chieko * 

Miyata， Akira 

永井秀幸本 開光路型ガス分析計を用いたブラックス測定シス 農業環境工学関連 4学会2001年合同大 2001. 6 
Taejin Choi * テムの相互比較 会講演要旨 141 
Jinkyu Hong* 
宮田 明・原薗芳信*

鈴木智恵子*・三枝信子*

Joon Kim* 

Baten， Md. Abdul * Changes of microclimate and fluxes by high precipi- 農業環境工学関連 4学会2001年合同大 2001. 6 

Suzuki， Chieko * tation after rice harvest in 2000 会講演要旨 142 

Miyata， Akira 

I Harazono， Y oshinobu * 

l桧物聖*宮田明 釧路湿原におけるメタンフラックスの季節変化 農業環境工学関連 4学会2001年合同大 2001. 6 
原薗芳信*・神明子* 会講演要旨 146 
伏見元*・谷山明守*

間野正美*・原薗芳信水 北極域沿岸ツンドラにおける植物生育期間の C02 農業環境工学関連 4学会2001年合同大 2001. 6 

宮田明 収支 会講演要旨 147 

Rommel Zulueta * 
Walter Oechel本

宮田明・間野正美* 北極域沿岸ツンドラにおけるメタンフラックスの 農業環境工学関連 4学会2001年合同大 2001. 6 
原薗芳信* 季節変化 会講演要旨 148 

Rommel Zulueta * 

Walter C. Oechel * 

宮田明 湿原の蒸発散量とエネルギー収支、炭素ブラック 第4回CERes環境リモートセンシン 2001.12 

スのリージョナル規模での推定手法の開発 グシンポジウム資料集 35-38 

Miyata， Akira lnfluence of subzero temperature on sensitivities of Proceedings of the 2 nd lntemational 2002.1 

Mano， Masayoshi * three open回pathinfrared gas analyzers Workshop on Advanced Flux Network 3← 4 

and Flux Evaluation 

Yamamoto， Susumu * The Asia Flux Network: Present activity and its ex- Proceedings of the 2 nd lnternational 2002.1 

Saigusa， Nobuko * tenslOn Workshop on Advanced Flux Network 3-4 

Ohtani， Y oshikazu氷 and Flux Evaluation 

Miyata， Akira 
Fujinuma， Y. * 

Inoue， Gen* 

Hirano， Takashi * 

Fukushima， Y. * 

Harazono， Y oshinobu * Effect of field management on CO2 budget of rice Proceedings of the 2 nd International 2002.1 

Md. Abdul Baten * field in central Japan Workshop on Advanced Flux Network 14-15 

Takamura， Chikako * and Flux Evaluation 

Miyata， Akira 

Ono， Keisuke * Seasonal variations of CO2 flux and energy balance Proceedings of the 2 nd lnternational 2002.1 

Miyata， Akira of three different communities in Kushiro marsh， Ja- Workshop on Advanced Flux Network 94-95 

Himono， Takashi * pan and Flux Evaluation 

Harazono， Y oshinobu * 

Yamada， Tomoyasu * Plant soil respiration in paddy field Proceedings of the 2 nd Intemational 2002.1 

Miyata， Akira Workshop on Advanced Flux Network 87-88 

Md. Abdul Batenネ and Flux Evaluation 

Harazano， Y oshinobu * 

Miyata， Akira Budgets of carbon and greenhouse gases at a custom- Proceedings of the 2 nd International 2002.1 

Md. Abudul Baten * arily cultivated rice paddy in central Japan during the Workshop on Advanced Flux Network 46 
Yamada， Tomoyasu * 2001 growing season and Flux Evaluation 
N agai， Hideyuki * 

Harazono， Y oshinobu * 

Takamura， Chikako * 

Baten， Md. Abdul本 Differences in CO2 exchange at rice field of Kanto， Sixth lnternational Carbon Dioxide Con- 2001.10 

Miyata， Akira Japan by yearly different climate ference 269-272 

Harazono， Y oshinobu * 

Harazono， Y oshinobu * Carbon dioxide uptake at Arctic tundra ecosystem Sixth lnternational Carbon Dioxide Con- 2001.10 

Mano， Masayoshi * under current weather. The 6 th international C02 ference 350-353 

Miyata， Akira Conference 
Rommel C. Zulueta * 
Walter C. Oechelネ



84 農業環境技術研究所年報平成13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

Nakajima， Yasuhiro Main microbial processes for nitrous oxide emissions 9 th lntemational Symposium on Micro- 2001.8 
lshizuka， Shigehiro * from soils in different land-use pattems in Sumatra， bial Ecology 333-334 
Tsuruta， Haruo lndonesia 
Iswandi Anas * 

Saharjo Daniel勘1urdiyarso* 

中島泰弘・松尾喜義* 茶園台地下の湧水中の溶存亜酸化窒素のモニタリ 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001.3 
野中邦宏*・鶴田治雄 ング 228 

程為国*・中島泰弘 尿素および被覆尿素肥料の溝状施肥が白菜園場に 日本土壌肥料学会講演要旨集 2001.4 
須藤重人・秋山博子 おける NzOおよびNOの放出量に及ぼす影響 160 
鶴田治雄

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2001年春季大会 2001. 5 
の夏季東アジア域の降水量予測 講演予稿集 221 

西森基貴・横沢正幸 水稲単収変動の地域性に対する気候変動・異常気 農業環境工学関連 4学会2001年合同大 2001.6 
象の影響 会講演要旨 302 

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2001年春季大会 (79) 2001. 5 
の夏季東アジア域の降水量予測 講演予稿集 221 

Nishimori， Motoki lmpact and sensitivity of climate change and unusual Proceedings of lntemational Workshop 2001.4 
Y okozawa， Masayuki weather on regional paddy rice yield in Japan on Crop Monitoring and Prediction at 253-256 

Regional Scales 

西村誠一・鶴田治雄 三種の主要な温室効果ガス (CH4、NzO、COz)フ 第49回日本生態学会 2002.3 
ラックスの同時測定システムの構築 274 

Okamoto， Katsuo Will food-demand growth in China change land-use? CD-ROM Proceedings of lntemational 2001 
Y okozawa， Masayuki Symposium on LUCC Contribution to 4 
Kawashima， Hiroyuki Asian Environmental Problems 

岡本勝男・横沢正幸 環境災害データ収集システムにおける衛星リモー 2001年度秋季シンポジウム・研究発表 17(別号2) 2001 
川島博之キ ト・センシングの1'i割 会要旨集:農業と環境の調和を模索す 79-80 

る、システム農学会

森直樹*・ JII島博之* 世界食糧需給モデルに基づく農業土地利用変化予 環境経済・政策学会2001年大会報告集 2001 
同本勝男・横沢正幸 調。 311-312 
大賀圭j台*

川島博之*・岡本勝男 地球温暖化に伴う生物生産量予測 環境経済・政策学会2001年大会報告集 2001 
横沢正幸・大賀圭治* 126-127 

大黒俊哉・常学礼* 中国ホルチン砂地における過放牧草地の回復過程 第49回日本生態学会全国大会講演要旨 2002.3 
趨恰林* 212 

大野宏之・矢吹伯裕* SSMII輝度温度差の日変化を利用した融雪域の検 2001年度日本雪氷学会全国大会 2001.10 
大畑哲夫* 出 23 

横山宏太郎*・小南靖弘* 降雪水量計比較観測1998~2001 2001年度日本雪氷学会全国大会 2001.10 
川方俊和*・大野宏之 28 

大野宏之・矢吹伯裕* 地理情報を利用したマイクロ波輝度温度差による 2001年度日本雪氷学会全国大会 2001.10 
大畑哲夫* 積雪深推定手法 39 

大浦典子・新藤純子 窒素添加が土壌からの NzO発生量に与える影響 環境科学会2001年会講演要旨集 2001.10 
麓多門・戸田任重* 34-35 
川島博之*

穴沢道雄*・斎藤元也 SPOT VEGETATIONを用いた LWCIによる森林 日本写真測量学会平成13年度年秋季学 2001.11 
沢田治雄* 火災危険度マップ作成の試み 術講演会発表論文集 63-64 

叢敏*・斎藤元也 時系列 NOAA/AVHRRデータを利用した水田抽 日本写真測量学会平成13年度年次学術 2001.6 
石塚直樹* 出法の検討 講演会発表論文集 141-144 

穴沢道雄*・斎藤元也 熱帯と温帯の様々な植生域に関する LWCIと 日本写真測量学会平成13年度年次学術 2001.6 
沢田治雄* NDVIの季節変化の比較 講演会発表論文集 251-252 

Saito， Genya Application of TERRA/ ASTER Data on agriculture The 21 st Asian Conference on Remote 2001.11 
lshituka， Naoki * land mapping Sensing， Proceedings of the 22 nd Asian 1-6 
Matano， Y oneharu * Conference on Remote Sensing 
Kato， Masatanぷ

lshituka， N aoki * Rice paddy montoring using RADARSAT Data The 21 st Asian Conference on Remote 1 2001.11 
Saito， Genya Sensing， Proceedings of the 22 nd Asian 13-18 
Ogawa， Shigeo * Conference on Remote Sensing 
Fukuo， Ayumi* 

Anazawa， Michio * Vegetaion montoring study using Leaf Water Content The 21 st Asian Conference on Remote 1 2001.11 
Saito， Genya ludex (LWCI) and NDVI Sensing， Proceedings of the 22 nd Asian 406-411 
Sawada， Y oshito * Conference on Remote Sensing 
Sawada， Haruo * 

Fukuo， Ayumi* lnfluence of human activities and livestock on lnner Proceedings of the 22 nd Asian Confer- 2 2001.11 
Saito， Genya Mongolia grassland ence on Remote Sensing 788-791 
Akiyama， Tsuyoshi * 
Zuozhong Chen * 

Donald M. U gsang * Assessment of small passive comer reflectors for Proceedings of the 22 nd Asian Confer- 2 2001.11 

Honda， Kiyoshi * geometric correction of RADARSA T FINE MODE ence on Remote Sensing 1026-1031 

Saito， Genya SAR DATA 

穴沢道雄*・斎藤元也 様々な植生(農耕地・森林)における LWCI(葉 日本リモートセンシング学会第30回学 2001. 5 
津田義人*・沢田治雄* の水分含有指数)及びNDVIの季節変化の比較 術講演会論文集 127-128 
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石塚直樹*・斎藤元也 準リアルタイム RADARSATデータによるタイの 日本写真測量学会平成13年度年次秋季 2001.6 
本 多潔* 水田調査 学術講演会発表論文集 173-176 
Danald M. Ugsang* 
岩男弘毅*

石塚直樹*・斎藤元也 PI-SAR観測における農地の散乱特性の違い 日本写真測量学会平成13年度年次学術 2001.6 
小川茂男*・他 6名 講演会発表論文集 229-230 

穴沢道雄*・斎藤元也 熱帯と温帯の様々な植生域に関する LWCIと 日本写真測量学会平成13年度年次学術 2001.6 
沢田治雄* NDVIの季節変化の比較 講演会発表論文集 251-252 

石塚直樹*・斎藤元也 GISデータを利用した SARによる水稲作付け面 日本リモートセンシング学会第30回学 2001.5 
小川茂男* 積の推定 術講演会論文集 255-256 

Jinhua Chen * Estimating GHG fluxes from land use and land cover 日本写真測量学会平成13年度年次秋季 2001.11 
Saito， Genya change in tropical lowland using multi-temporal 学術講演会発表論文集 23-26 
Lilik Prasetyo本 Landsat data 

穴沢道雄*・斎藤元也 SPOT VEGETATIONを用いた LWCIによる森林 日本写真測量学会平成13年度年秋季学 2001.11 
沢田治雄* 火災危険度マップ作成の試み 術講演会発表論文集 63-64 

宮崎武志、*・毛利建太郎* RADARSAT画像による岡山県児島湾干拓地にお 日本リモートセンシング学会第31回学 2001.12 
大内和夫*・斎藤元也 ける水田観察 術講演会論文集 117-118 
石塚直樹*

穴沢道雄*・斎藤元也 LWCI (葉の水分含有指数)により作成した森林 日本リモートセンシング学会第31回学 2001.12 
沢田治雄* 火災危険度マップの評価 術講演会論文集 213-214 

Glen Davidson * Gradual Change Detection for rice Crop Mapping us- 日本リモートセンシング学会第31回学 2001.12 
Ouchi， Kazuoキ ing RADARSAT Data 術講演会論文集 255-256 

Saito， Genya 

Ishitsuka， Naoki * 

Mohri， Kentaro * 

Uratsuka， Seiho* 

I Ji伽 aChen* Data base development for eco-system changes and International Symposium on LUCC Con- 2001.12 

Saito， Genya GHG emission changes using remote sensing and tribution to Asian Environmental Prob- CD-ROM 

Lilik Prasetyo * GIS-case studies at upland and lowland in Sumatra lems 

Island-

酒井英光・八木一行 高 COz濃度大気が水稲群落光合成に及ぼす影響 日本農業気象学会2001年度全国大会講 2001.6 
小林和彦・川島茂人 要 224 

芝山道郎 作物個体群の反射率、偏光反射率および偏光度に 日本作物学会紀事 70(別号2) 2001.9 
よる作物判別と葉面積指数の推定可能性 301-302 

芝山道郎 作物個体群の葉群構造と偏光反射率 日本リモートセンシング学会30回学術 2001.5 
講演会論文集 225-226 

芝山道郎 偏光による作物個体群判別と葉面積推定の可能性 日本リモートセンシング学会31回学術 2001.12 
講演会論文集 233-234 

酒井徹*・村岡裕由* 3次元デジタイザを用いた群落構造の把握と生産 日本生態学会49回大会講演要旨集 2002.3 
秋山 侃*・芝山道郎 量の推定 273 

新藤純子・大浦典子 森林における土壌 植物系の窒素循環と大気沈着 環境科学会2001年会講演要旨集 2001.10 
麓多門・戸田任重* 量変化の影響 32-33 
川島博之*

Shindo， Junko Effect of atmospheric nitrogen deposition on nitrogen Proceedings of 7 th International Joint 2001.11 

Fumoto， Tamon budget in the forest ecosystems in Central Japan Seminar on the Regional Deposition 66-71 

Oura， N oriko Processes in the Atmosphere 

川島博之*・新藤純子 地球規模の窒素循環と酸性雨 環境科学会2001年会講演要旨集 2001.10 
116-117 

Shindo， Junko Nitrogen cycle in East Asian ecosystems affected by N 2001 The Second International Nitro- 2001.10 
Oura， N oriko increasing emission of anthoropoginic nitrogen com- gen Conference 61 
Fumoto， Tamon pounds 
Toda， Hideshige * 

Kawashima， Hiroyuki * 

白戸康人・谷山一郎 中国ホルチン沙地における砂漠化程度と土壌生産 日本沙漠学会講演要旨集 12 2001.5 
張銅会*・趨恰林* 力の評価 81-82 

白戸康人・袴田共之* ローザムステッド・カーボン・モデルの日本の農 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001.3 
谷山一郎 耕地土壌への適用 234 

白戸康人・横沢正幸 ローザムステッド・カーボン・モデルの日本の農 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.3 
Kevin Coleman * 耕地土壌への適用 166 

Shirato， Yasuhito Testing the Rothamsted Carbon Model Against Long Proceedingsf of The 9 th U.S.-Japan 2001.10 
Kevin Coleman * ーtermExperiments on Japanese Arable Soils Workshop on Global Change Carbon cy- 39 

cle Management in Terrestrial Ecosys-

tems 

Sprague， David S. Agriculture protects nature: traditional agriculture， “Agriculture protects nature traditional 2001.12 
rural foothills， and biology in the revaluation of agriculture， rural foothills， and biology in 411 

modern Japanese biodiversity the revaluation of modern Japanese bio-

diversity"， Program and Abstracts， 

American Anthropological Association 

Sprague， David S. 最新衛星画像にみるアフリカの生態 日本アフリカ学会 2001.5 
10 
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S蒲pr谷ague， David S GPSテレメトリーによるニホンザルの遊動調査 日本霊長類学会 2001.7 
肇*・萩原光* 121 

Sprague， David S. Biodiversity under traditional land use in Japan Proceedings of the International Seminar 2001.1 
on Multi-Functionality of Agriculture 11-121 

須藤重人・米村正一郎 APEX-E 1 (2000年12月)における地上および洋 大気化学討論会講演要旨集 7 2001 
鶴田治雄・川島茂人 上観測 (2)鹿児島一那覇間のフェリーによる洋 3 
野島邦一人佐野到* 上大気中の微量ガス分析
向井苑生*・中島映至*

尾崎洋子*・山田桂大* 連続フロー質量分析法によるメタンの水素同位体 大気化学討論会講演要旨集 7 2001 
中川書子*・須藤重人 比測定方法の確率とバイオマス燃焼試料への適用 28 
吉田尚弘*

須藤重人・米村正一郎 農作物残さの焼却による大気中微量ガスの発生 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001.3 
鶴田治雄・川島茂人 234 

Sudo， Shigeto Trace gas measurements over the ocean between APEX Workshop 2001 2001. 9 
Nojima， Kunikazu * Hakata and N aha by ferry 120 
恥1ukai，Sonoyo * 

Tsuruta， Haruo 

Maeda， Takahisa* 

Nakajima， Teruyuki * 
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リマモリオナガコパチの年次変動解析 106 

吉田睦浩 昆虫病原性線虫 Heterorhabditisindica地域個体群 日本線虫学会誌 31 (1/2) 2001.12 

の殺虫活性比較 52 

吉田睦浩 日本産昆虫病原性線虫 Heterorhabditisindicaの殺 第45回日本応用動物昆虫学会大会講演 2001.4 

虫活性と温度条件 要旨 32 

光永貴之・矢野栄二* マメハモグリバエの天敵農薬である複数種の寄生 第45回日本応用動物昆虫学会大会 2001.4 
蜂の相互関係について(II ) 134 

矢野栄二*・小津朗人* シミュレーションによるマメハモグリバエの寄生 第45回日本応用動物昆虫学会大会 2001.4 
蒋南青*・光永貴之本 蜂イサエアヒメコバチの評価 135 

光永貴之 導入寄生蜂と在来寄生蜂の競争関係の評価手法の 昆虫研究グループ・シンポジウム「導 2001.12 
試み 入昆虫の生態系への影響とその評価 25十 32

法」農業環境技術研究所

小津朗人*・矢野栄二* イサエアヒメコバチるD寄igl主yp体hus isaω のマメハモ 第45回日本応用動物見虫学会大会 2001.4 
グリパエ幼虫に対す 液摂取と卵生産の関 135 
係
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Koga， Nobuhisa * Evidence for direct organic nitrogen uptake by plants Plant Nutrition-Food security and and 2001.7 

Yamagata， Makoto * using specific tracer protein sustainability of agro-ecosystems through 213-214 

Matsumoto， Shingo * basic and applied research-

Ae， Noriharu 

荒尾知人・阿江教治 低カドミウム大豆系統のカドミウム吸収および分 日本土壌肥料学会 2001年度高知大会 47 2001.4 

布特性 講演要旨集 96 

Arao， Tomohito Screening of genotypes with low cadmium content in Plant Nutrition-Food security and and 2001.7 

Ae， Noriharu soybean seed and rice grains sustainability of agro-ecosystems through 292-293 

basic and applied research-

Eguchi， Sadao Soil water conditions causing bypass flow in an Arト Soil Science Society of America 2001 2001.10 

Hasegawa， S. * dosol field Annual Meetings 245 

江口定夫・長谷川周一* 黒ボク土畑におけるバイパス流の発生について 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001.3 

6 

遠藤正造・鈴木健 モモアカアブラムシのクロルニコチニル剤に対す 第45回日本応用動物昆虫学会講演要旨 2001.4 

大津和久 る感受性の系統間差との要因検討 集 36 

段照沫 農作物におけるダイオキシン類吸収・移行に関す 第10回環境化学討論会 2001. 5 

る研究(1 ) 206-207 

蔵本多聞*・藤井毅 有用組換え微生物におけるスイサイドシステムの 平成14年度日本農芸化学会大会講演要 2002.3 
長谷部亮・瀬戸裕之* 構築 旨集 48 

川瀬智一*.斉藤明広* Actinobacteria (放線菌および関連細菌)における 平成14年度日本農芸化学会大会講演要 2002.3 
藤井毅・二階堂直樹キ Family19キチナーゼの分布と系統解析 旨集 132 
宮下j青貴*・渡遺剛志*

Hasebe， Akira Transport of Burkholderia cepacia during infiltration Abstracts of 9 th Intemationl Symposium 2001 

Koike， Junキ of water into two contrasting soils of Microbial Ecology 384 

Katou， Hidetaka 

染谷信孝*・沼田慎一* トマト葉面細菌 Serratia marcescens B 2のキチ 日本植物病理学会報 67 2001 
中島雅巳*・長谷部亮 ナーゼ遺伝子を導入したイネいもち病菌に対する 188-189 
日比忠明*・阿久津克己* 防除効果

沼田慎一人片岡智* 海洋細菌Alteromonas換sp. のチナーゼ遺伝子を 日本植物病理学会報 67 2001 
富山雅光*・長谷部亮 効率的に発現させた組 え葉面細菌によるキュウ 189 
中島雅巳*・阿久津克己* リ灰色かぴ病の生物的防除

落合弘和*・竹内香純* イネ白葉枯病菌より見いだされた挿入配列につい 日本植物病理学会報 67 2001 
長谷部亮・露無慎二* て 210 
加来久敏*

長谷部亮 青枯病菌 Ralstonia solanacωrumより単離された 日本植物病理学会報 67 2001 

Fathepure， B.Z. * 5種類の挿入配列因子 211 
堀田光生*・土屋健一
飯田滋*

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 日本植物病理学会関東支部会 2001.11 

長谷部亮・中島雅巳* 子導入 Pseudomonasputidaの作出 25 
阿久津克己*

堀尾剛・伊藤文成* 生育暑気段階のメダカに対する内分泌かく乱物質 第10回環境化学討論会講演要旨集 2001.5 

作用に関する研究 358-359 

Hoshino(Takada)， Yuko Temporal change in bacterial community structure in Abstracts of 9 th Intemationl Sympo- 2001 

Hasebe， Akira flooded-water of rice paddy soil sium of Microbial Ecology 215-216 

高田祐子・長谷部亮 土壌への基質添加が湛水モデル上水中の細菌群集 日本土壌肥料学会講演要旨集 2001 

駒田充生・竹内 誠 構造に与える影響の検討 32 

石原悟・石井康雄 単細胞藻類の除草剤に対する感受性の比較 日本雑草学会第40回講演会講演要旨集 2001.4 

小原裕三・段照沫 196 

Ishihara， Satoru Effect of several herbicides on algal production SETAC 22TH ANNUAL MEETING 2001.11 

Horio， Takeshi ABSTRACT BOOK 206 

Kobara， Yuso 

Ishii， Yasuo 

加藤正広*・梅本j青{乍* ノシバの葉腐病(ラージパッチ)耐病性に関する 日本芝草学会春季大会講演要旨集 2001.6 

石井英夫 研究(1)

石井英夫・西村久美子水 病害抵抗性誘導化合物アシベンゾラル Sメチル 日植病関東部会講要集 2001.10 
杉山知子* 及び DF-391の各種使用方法の検討 21 

Cools Hans Jorgen * 

Cools Hans Jorgen * Priming of the defense response in cucumber : Po- 日植病関東部会講要集 2001.10 

Sugiyama， Tomoko * tentiation of PAL gene expression by pre-treatment 21 

Ishii， Hideo with acibenzolar-S-methyl 

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 (PGIP) 日植病関東部会講要集 2001.10 

朴杓允* 及びその遺伝子のナシからの検出 22 

石井英夫・杉山知子* キュウリ病害におけるストロピルリン系薬剤耐性 日植病関東部会講要集 2001.10 

西村久美子* 菌の分布状況の推移 22 

白石さやか*.度違泉* Oxalis属植物体抽出液が植物病原糸状菌の胞子発 日本雑草学会第40回講演会講演要旨集 46(別) 2001.4 

久野勝治*・石井英夫 芽と生育に及ぼす影響 100-101 

藤井義晴
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Ishii， Hideo Strobilurin resistance in cucumber pathogens and its Abstr. 13 th Intr. Reinhardsbrunn Symp. 2001.5 
Sugiyama、Tomoko* molecular diagnosis 
Nishimura， Kumiko * 

Ishikawa， Yumi * 

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発表会特別講演 2001. 6 
る研究

Ishii， Hideo Asian pear scab and its control Abstr. Intr. Symp. Asian Pears 2001.8 

26 

杉山知子*・石井英夫 病害抵抗性誘導化合物 DF~391によるキュウリ 日植病報 67 (2) 2001.8 
PRータンパク質の活性の増大 182 

Ishii， Hideo PCR-RFLPによるストロビルリン系薬剤耐性菌の 日植病報 67 (2) 2001. 8 
遺伝子診断 218 

Ishii， Hideo Current status of fungicide resistance and related re- Abstr. Intr. Symp. Resistance 2001.9 
search in J apan 

石井英夫 各種病原菌の薬剤耐性について 九州・沖縄地区植物防疫関係者研修会 2002.2 
講演

石坂真澄・石原悟 水系試料におけるスルホニル尿素系除草剤の 日本農薬学会第27回大会講演要旨集 2002.3 
堀尾剛・佐藤桃子 LC/ESI/MS/MS多成分分析 98 

板橋直 耕畜連携のための家畜ふん堆肥中塩類濃度低減化 関東畜産学会講演要旨 2001.10 
の試み 41 

板橋直 家畜ふん堆肥の水洗による含有成分濃度の低減化 土壌物理学会シンポジウム講演要旨集 2001.11 
46-47 

神田健一 ブラジル中西部における土地利用と土壌の窒素無 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001.3 
機化ポテンシャルの変動 156 

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 47 2001.4 
収・移行の解析 (2)~ll3Cd トレーサーのダイズ圃 211 
場試験への適用)一

川崎晃・織田久男 安定同位体トレーサ一利用によるカドミウムの吸 2001年度日本土壌肥料学会関東支部千 2001.9 
収・移行の解析(3)ーダイズ圃場試験における 葉大会講演要旨集 14 
113Cdトレーサーの移行(幼爽期調査結果)一

Kobara， Y uso Monitoring of atmospheric fumigants in the horticul- 2001 Annual International Research Con- 2001.11 

Ishihara， Satoru tural area of Ibaraki， Japan ference on Methyl Bromide Alternatives 105-1 ~105 

Ishii， Yasuo and Emissions Reductions -2 

Eun， Heesoo 

小原裕三・石井康雄 茨城県下園芸作地域における土壌くん蒸剤濃度の 第10回環境化学討論会講演要旨集 2001.5 

股 照沫・石原悟 測定 526-527 

小原裕三・石井康雄 茨城県下園芸作地域(鉾田町)における大気中土 日本農薬学会第27回大会 講演要旨集 2002.3 

段県 沫・ 石原 悟 壌くん蒸剤の長期連続モニタリング 91 

駒田充生・竹内 誠 畑地の土壌空気および地下水中における亜酸化窒 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001.4 

高田裕子・江口定夫 素の動態 229 
藤井図博*

駒田充生・竹内誠 河川底泥の脱窒に占める亜酸化窒素発生割合の推 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.4 
J疋J-. 164 

Komada， Michio Denitrification at small streams in rural zone meas- Proceedings of Internatinal workshop on 2001.11 
ured by acetylene inhibition methods efficiency of purification processes in ri- 123-132 

parian buffer zones their design and 

planning in agricurtural watershed 

桑原雅彦・上垣隆一 土壌中ダイオキシン類の稲による吸収・移行 第10回環境化学討論会 2001. 5 
清家伸康 208-209 

桑原雅彦 農業環境におけるダイオキシン類の分布実態 第一固有機化学物質研究会 2001. 9 
1-7 

牧野知之・菅原和夫 連続遠心法を用いた土壌微粒子の粒径別分離 日本粘土学会 45 2001.9 

棲井泰弘 234-235 

三島慎一郎 日本における窒素利用に伴う環境リスクと地域に 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001 
おける改善案 217 

三島慎一郎 宮崎県における窒素フローと県内優良事例に関す システム農学 17 (別号2) 2001 

る考察 65-66 

村山重俊・馬場浩司 中山間農業集水域小河川水の微量重金属元素濃度 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001.4 

と時期的変動 210 

石塚成宏*・中島泰弘 異なる土地利用における温室効果ガスの地表面か 日本林学会 112 2001.3 

鶴田治雄 らの発生速度とそのメカニズムについて スマト 501 

Iswandi Anas * ラ島ジャンピの固定試験地での例

Daniel Murdiyarso 
当k

Ishizuka， S. * The variation of greenhouse gas emmisions from International Workshop on Land- 2002.2 

Iswandi， A. * soils and the control of gas emissions at various land U seChange and Greenhouse Gases， Soil 21 

Nakajima， Yasuhiro ーuse/covertypes in Jambi province C and Nutrient Cycling in the Tropics 

Y onemura， Syouichirou 

Tsuruta， Haruo 

D. Murdiyarso * 
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中島泰弘・石塚成宏* 熱帯アジアでの土地利用変化に伴う土壌からの亜 日本土壌微生物学会 55 2001. 5 
鶴田治雄.Iswandi Anas * 酸化窒素発生要因の解明 146 
Oaniel Murdiyarsoネ (2) 従属栄養性硝化細菌と亜酸化窒素ブラック

スとの関係

N akajima， Yasuhiro Main microbial processes for nitrous oxide emissions International Workshop on Land- 2002.2 
Ishizuka， S. * from soils in different land-use patterns in Sumatra， U seChange and Greenhouse Gases， Soil 27 

Tsuruta， Haruo Indonesia C and Nutrient Cycling in the Tropics 
A.Iswandi* 

O. Murdiyarso * 

中野恵子・宮崎毅* 微細土壌粒子移動に伴う透水性の時間変化 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001.3 

4 

中野恵子・駒田充生 北極域沿岸ツンドラの永久凍土層融解に伴う水質 農業環境工学関連 4学会2001年合同大 2001.6 
原薗芳信*・間野正美* 変化 会講演要旨 200 
R. C. Zulueta * 

W. C. Oecel* 

中野恵子・宮崎毅水 沖積士畑地圃場の土壌圧縮と透水性低下現象との 平成13年度農業土木学会大会講演会講 2001.7 

関連について 演要旨集 250~251 

織田久男・ JII崎晃 ICP-MSを用いたホウ素とストロンチウムの同位 プラズマ分光分析研究会 第53回講演 2001.11 
体比測定による米の生産国判別-植物試料の前処 ぷZ2〉Z、 53← 61 

理、分析上の諸注意を中心に一

高砂裕之*・織田久男 植物-櫨材系水路を用いた農業集落排水の高度処 日本土壌肥料学会 高知大会 47 2001.4 

川崎晃・長峰徹昭* 理における微量元素の動態 208 
尾崎保夫*

Oda， Hisao Determination of the geographic origin of brown-rice International Congress on Analytical Sci- 2001.8 

Kawasaki， Akira with isotope ratios of 11 B/ 10 B and 87 Sr/86 Sr ences 2001 343~344 

Hirata， Takafumiキ

l織 田 久 男 川 崎晃 樹木衰退の解明と対策第 4報モリブデン、銅 日本土壌肥料学会 関東支部会 2001.9 

等の微量要素施肥がアカマツ苗の生育に及ぼす影 22 

響

Shenghao Liu * Identification of the region responsible for the sub- ASM Conference on Biodegradation， 2001.10 

Ogawa， Naoto strate specificity differences between the two chloro- Biotransformation， and Biocatalysis， Ab- 44 

Hasebe， Akira catechol 1ユーdioxygenasesCbnA and TcbC stract Book 

Miyashita， Kiyotaka * 

Ogawa， Naoto Construction of chimeric enzymes of benzoate dioxy- The Pseudomonas 2002 Meeting， Ab- 2001.9 

Shenghao Liu * genases from Burkholderia strains stract Book 118 

Perigio B. Francisco Jr. * 

Kajiwara， Toshiko * 

Hasebe， Akira 
Miyashita， Kiyotaka * 

Perigio B. Francisco Jr. * The Burkholderia sp. NK 8 regulatory gene cbeR The Pseudomonas 2001 Meeting， Ab- 2001. 9 

Ogawa， Naoto regulates the catA， catB ， and tfdC promoters stract Book 103 

Hasebe， Akira 

Miyashita， Kiyotakピ

Ogawa， Naoto The expression in viνo 01 2，4-dichlorophenoxyacetate ASM Conference on Biodegradation， 2001.10 

Hara， Naho* catabolic operons介。mAlcaligenes sp. CSV 90 and Biotransformation， and Biocatalysis， Ab- 45~46 

Tsuda， Masataka * Ralstonia eutropha J孔1P134 in response to 2，4- stract Book 

Hasebe， Akira dichloromuconate 

Miyashita， Kiyotaka * 

小川直人・原奈穂* クロロカテコール分解遺伝子群のクロロムコン酸 平成14年度日本農芸化学会大会講演要 2002.3 

津田雅孝*・長谷部亮 類による誘導発現 旨集 178 
宮下清貴*

劉生i告*・小川直人 クロロカテコール1，2ージオキシゲナーゼ CbnAと 平成14年度日本農芸化学会大会講演要 2002.3 

長谷部亮・宮下清貴* TcbCの構造と基質特異性の解析 旨集 178 

柿内俊輔*・大嶋秀雄 黒ボク士における硝酸態窒素の溶脱に対する離散 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001.4 

竹内誠 型モデルの適合性 213 

大津和久・遠藤正造 セスジユスリカ (Chironomus yoshimatsui) に対 第10回環境化学討論会講演要旨集 2001.5 

するトリアジン系除草剤の生物濃縮試験法 520~521 

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 (Chi- 第36回日本水環境学会年会 講演要旨 2002.3 

ronOl仰 syoshimatsui)幼虫の羽化率へ及ぼす影響 集 603 

菅原和夫 亜熱帯におけるハクサイ心腐れ症の発生条件と軽 日本土壌肥料学会 高知大会 47 2001.4 

Hernandez Lauro Gキ 減対策 178 
増田泰三坂西研二*

酒井J'I貢子・小川直人 日本各地の水田土壌からの2，4-0分解菌の分離 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001.4 

菅原和夫・長谷部亮 40 
宮下清貴*

酒井順子・小川直人 日本各地の水田土壌より分離した2，4-D分解菌の 日本微生物生態学会 17 2001.11 

長谷部亮 クロロカテコール分解遺伝子について 71 

酒井順子・小川直人 日本各地の水田土壌からの2，4-D分解菌の分離 日本土壌肥料学会 両知大会 47 2001.4 

菅原和夫・長谷部亮 40 

宮下清貴*

棲井泰弘・菅原和夫 玄米へのカドミウム移行量推定のための土壌溶液 日本土壌肥料学会 両知大会 47 2001.4 

大和田章衣*・牧野知之 分析法 20 
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大和田章衣*・棲井泰弘 土壌溶液採取器を用いた土壌溶液中の微量重金属 日本土壌肥料学会 関東支部会 2001. 9 
菅原和夫・牧野知之 濃度の測定法 24 
久保田正亜*

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10回環境化学討論会 2001.5 
段照沫・桑原雅彦 466-467 
上路雅子・大内宗城*
本田克久*

清家伸康・段照沫 各種土壌中ダイオキシン類の起源別異性体組成の 日本内分泌撹乱化学物質学会第 4回研 2001.12 
上垣隆一・桑原雅彦 比較 究発表会要旨集 430 
上路雅子

清家伸康・石坂虞澄 水田土壌におけるダイオキシン類の経時変化 日本農薬学会第27回大会 2002.3 
駒村美佐子・股照沫 93 
上垣隆一・桑原雅彦
上路雅子

関口哲生・木下忠孝* 黄色士茶園圃場の暗渠排水中のリンの挙動 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001. 3 
井上恒久 209 

芝野和夫・加藤保* 矢作川流域における窒素・リンのモニタリング 日本土壌肥料学会中部支部会 81 2001.1 
21 

Hernandez Lauro G. * 亜熱帯における耐暑性ハクサイ春植え栽培への心 日本土壌肥料学会 高知大会 47 2001.4 
増田泰三*・菅原和夫 腐れ症軽減対策の適用 179 

菅原和夫・坂西研二* 被覆硝酸石灰の施用量とハクサイ心腐れ症発生率 日本土壌肥料学会 関東支部会 2001. 9 
の関係 13 

杉山恵・阿江教治 カリウム吸収能の作物間比較一作物の栽培がカリ 日本土壌肥料学会 2001年度高知大会 47 2001.4 
ウム鉱物の組成におよぼす影響一 講演要旨集 159 

Sugiyama， Megumi Effect of potassium uptake by crop species on solu- Plant Nutrition-Food security and and 2001.7 
Ae， Noriharu bilization of silicate in a soil sustainability of agro-ecosystems through 570-571 

basic and applied research一一

鈴木克拓・加藤英孝 不撹乱黒ボク士への定フラックス浸入過程におけ 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001.3 
る表面湛水と不均一流の発生 5 

山本幸洋*・田中福代* 殺菌剤クロロタロニルによる土壌のアンモニア酸 日本農薬学会大会講演要旨 2002.3 
藤原仲介*・高木和広 化能抑制作用 43 
松丸恒夫*

寺添 斉*・高木和広 木質炭化素材を用いたプレチラクロール (PTC) 日本農薬学会大会講演要旨 2002.3 
分解細菌の迅速集積と単離 45 

高木和広・吉岡祐一本 分解菌集積木質炭化素材を用いた除草剤シマジン 日本農薬学会大会講演要旨 2002.3 
のゴルフ場での原位置バイオレメデイエーション 46 

高木和広 木質炭化素材を用いた難分解性化合物分解菌の迅 第3回難処理大量人工物研究会(名古 2001.1 
速集積・単離法及び汚染土壌中への導入法の開発 屋大)

Takagi， Kazuhiro In situ bioremediation of the herbicide simazine us- 文部科学省日英共同研究研究成果報告 2001.7 
Yoshioka， Yuichi* ing decomposing bacteria-enriched charcoal at a golf 会(九州大) 271-272 

course 

竹内誠・駒田充生 地域水質評価システムの開発-水質 MI(Macro- 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001.4 
高田裕子 Indicator) に取込むための流達率予測手法一 209 

竹内誠 地域の農業環境問題解決へ向けての提案一特定集 平成13年度農業環境研究推進会議推進 2002.2 
水域における負荷変動の動態予測と自然浄化機能 部会資料 41-60 
評価一

竹内誠・駒田充生 地域水質評価システムの開発-GISデータのリ 日本土壌肥料学会講演要旨集 48 2002.4 
モート・オブジェクト化- 148 

竹内誠 天然石灰質資材を使用して豚舎汚水からリンを回 つくば研究交流センター・つくば講座 2001.10 
収・除去する 資料 1-10 

上垣隆一・黒川俊二* トウモロコシにおけるダイオキシン類の挙動 第10回環境化学討論会 2001. 5 
吉村義則*・段照沫 204-205 
清家伸康・桑原雅彦
上路雅子

上垣隆一・股照沫 製茶過程における茶葉中のダイオキシン類の挙動 第10回環境化学討論会 2001.5 
清家伸康・桑原雅彦 458-459 
石井康雄・小原裕三
上路雅子・中村幸二*
成田伊都美*

上垣隆一・清家伸康 ダイオキシン類高濃度土壌栽培によるスイート 第4回環境ホルモン学会研究会 2001.12 
段照沫・桑原雅彦 コーンのダイオキシン類濃度 429 
上路雅子

上路雅子 農薬の役割 第9回農薬シンポジウム「農薬とその 2002.2 
安全性」 制緑の安全推進協会 4-12 

上路雅子 農薬の必要性と有用性 平成13年度岸和田市民消費生活学校 2001.11 
(岸和田市) 10-13 

'--- --
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浜崎忠雄 水田土壌の生成と水環境 ベドロジスト 45 2001. 6 
(日本ベドロジスト懇談会) 48-55 

村上理都子*・平舘俊太郎 クワ暗斑病菌 (M菌y由ro来the毒ci素umrovriedrirn ucaria) の病原性 日本植物病理学会報 67 (2) 2001. 8 
白田BB*.吉田重信 発現に対する本 A， verruacrin A， 184 
矢j畢盈男* Jおよび未同定毒素の関与

l長谷川 jγ ・渡遁好昭宇 有機物漉き込み後の N動態に対する CERESモデ 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001.4 
中井信 ルの適用 156 

中井信・南保正己* 土壌肥料学における IT戦略環境情報インベン 日本土壌肥料学会誌 73 (1) 2002.2 

[浜崎忠雄小原洋 トリ (日本土壌肥料学会) 65-68 
小崎隆*・小牧雅*

中谷至伸・石井実* 無農薬水田と慣行水田の畦畔におけるカメムシ類 第45回日本応用動物昆虫学会大会講演 2001.4 

の多様性 要旨 11 

!中谷至伸 日本産 Pilophorus属(半麹目、カスミカメムシ 日本昆虫学会第61回大会講演要旨集 2001. 9 
科)の分類学的研究 102 

|西山幸司・篠原弘亮 最近報告された新しい細菌病(3) 第21回植物細菌病談話会要旨集 2001.9 
封馬誠也 65-69 

梅宮善章*・小原 洋 果樹園の土壌肥沃度変動:土壌環境基礎調査デー 土壌肥料学会講演講要集 47 2001.4 
中村ゆり*・増田欣也* タの土壌群別特性 165 

小原洋 諸外国の土壌関連インベントリー 土壌肥料学会講演講要集 47 2001.4 

242 

梅宮善章*・小原 洋 果樹園の土壌肥沃度変動:定点調査 1-4巡目 日本土壌肥料学会関東支部千葉大会講 2001.9 
中村ゆり*・増田欣也* データから 演要旨集 28 

篠原弘亮・門田育生* イネ褐条病細菌のイネ組織内増殖を抑制する細菌 日本植物病理学会報 67 (2) 2001.8 
封馬誠也・西山幸司 の分類学的検討 177 

戸上和樹・小原洋 小流域における土壌中の重金属分布 (2) 土壌肥料学会講演講要集 47 2001.4 
中井信 129 

鍾文金*・月星隆雄 栽培マメ類に寄生する Uromyces属菌の分類学的 日本菌学会第45回大会講演要旨集 2001.6 
柿罵異* 再検討 60 

Tsukiboshi， Takao Illustrated Encyclopedia of Forage Crop Diseases The Intemational online symposium in 2001. 5 

Shimanuki， Tadayuki * Instructional Technology in Plant Pathol- 15 

ogy， Submission 

森脇丈治*・月星隆雄 6種植物より分離された新種の炭症病菌 日本植物病理学会報 67 (2) 2001.8 
佐藤豊三* 165 

村上弘治*・釘馬誠也 根こぶ病権病根の処理が土壌中の病原菌密度に及 2001年度日本土壌微生物学会講演要旨 2001.4 
黒畔有希子*・佐藤 剛* ぼす影響 集 5 
宍戸良洋*

封馬誠也 アブラナ科野菜根こぶ病休眠胞子密度動態モデル 平成13年度東北地域研究成果移転セミ 2001.11 
の講義と実習 ナー

村上弘治*・封馬誠也 アブラナ科野菜根こぶ病における DRC診断、 日本土壌肥料学会講演要旨集 47 2001.4 
黒畔有希子*・佐藤 剛* 土壌・植物による影響 46 
宍戸良洋*

針馬誠也 微生物分類研究室の研究紹介と研究をとりまく環 山形大学農学部「微生物分類に関する 2002.1 
境 情報交換会

安田耕司 カシクルミの害虫クルミミガの正体 第46回日本応用動物昆虫学会大会講演 2002.3 
要旨 111 

安田耕司 ナガイモ (Dioscoreaopposita) のムカゴを加害す 第45回日本応用動物昆虫学会大会講演 2001.4 
る小蛾について 要旨 115 

河野勝行*・中田唯文* 南西諸島におけるゲッキツとミカンキジラミおよ 第46回日本応用動物昆虫学会大会講演 2002.3 
高橋敬一*・小西和彦* びその天敵寄生蜂の分布 要旨 120 
安田耕司・吉松慎一

Y oshida， Shigenobu Bacillus amyloliquぐfaciensRC-2 produces antimicro- 13 th binnial congress Australasian plant 2001. 9 
Hiradate， Syuntaro bial compounds， iturins A 2 to A 7 pathology conference (abst.) 341 

Hatakeda， Kiyotakど

Shirata， Akira * 

吉田重信・月星隆雄 茨城県で発生した Colletotrichumacutatumによる 日本植物病理学平成13年度関東部会講 2001.10 
村上理都子*・篠原弘亮 ブルーペリー炭痘病(新称) 演要旨集 4 
封馬誠也

村上理都子*・奥野哲郎* クワ暗斑病菌種(M生y物roへthecのi影um響roridum) が生産する 第52回日本蚕糸学会関東支部会学術講 2001.11 
和田早苗*・早坂昭二* 植物毒素の各 演会要旨集 19 
宮本和久*・自国 昭*

吉田重信

吉田重信・村上理都子* Rhizopus oryzaeによる接木クワ苗の腐敗病(新称) 日本植物病理学会報 67 (2) 2001.8 

渡遺恒雄*・小山朗夫* 165 

吉松慎一 九州から発見された日本未記録のキヨトウ(ヤガ 日本鱗麹学会第48囲大会講演要旨 2001.11 

科)について 32 

吉松慎一・有村一弘* エンドファイト(内生菌)感染植物の耐虫性 第45回日本応用動物昆虫学会大会講演 2001.4 
要旨 186 
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吉松慎一 アジア産キヨトウ Mythimna属(ヤガ科)の分類 日本昆虫学会第61回大会講演要旨 2001.9 
の現状と将来 97 

吉松慎一 蛾類の分類学的研究と人工飼料育 その接点 全国蚕糸関係試験研究運営協議会人工 2002.2 

飼料育研究会

環境化学分析センター
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馬場浩司・岡村高明* Removal of Trace Elements Using Novel Ion- 第 9回高分子錯体国際シンポジウム 2001.8 
山本仁*・上山憲一* exchange and Chelating Resins with Thiol and 

Dithiol Groups 

馬場浩司・岡村高明* ジチオレン モリブデン樹脂による酸化還元反応 第51回錯体化学討論会 2001. 9 
山本仁*・上山憲一* 398 

段照沫・石坂員、澄 水中のノニルフェノールの分析法に関する研究 第27回日本農薬学会 2001.4 

馬場浩司・佐藤桃子 ( 1) 99 

段照沫・石井康雄 農作物におけるダイオキシン類吸収・移行に関す 第10囲環境化学討論会 2001. 5 

小原裕三・石原悟 る研究(1 ) 206-207 

上垣隆一・清家伸康
桑原雅彦・中村幸二*

成田伊都美*・上路雅子

Eun， Heesoo Novel sensing method based on a QCM immobilized IUPAC International Congress on Ana- 2001.8 

Umezawa. Yoshio* with sensory crystals lytical Sciences 2001 352 

Eun， Heesoo Studies of the transfer of PCDD/Fs from soil into Ja- 21 st Internatioanl Symposium on Halo- 2001. 9 

Kuwahara， Masahiko pomca nce genated Environmental Organic Pollut- 324-327 

Uegaki， Ryuichi ants and POPs 

Seike， Nobuyasu 

Uりi，Masako 

Eun， Heesoo PCDD/Fs levels in spinach 21 st Internatioanl Symposium on Halo- 2001.9 

Ishii， Yasuo genated Environmental Organic Pollut- 321-323 

Kobara， Yuso ants and POPs 

Ishihara， Satoru 
Uegaki， Ryuichi 

Seike， Nobuyasu 

Kuwahara， Masahiko 
Nakamura， Ko可i*
Narita， Itsumi * 

U司i，Masako 

段照沫・桂宰j原* ホウレンソウにおけるダイオキシン類に関する研 第4回環境ホルモン学会研究発表会 2001.12 

高島良子*・石井康雄 究(II ) 426 

上垣隆一・清家伸康

桑原雅彦・上路雅子

段照沫・崖宰源* エゴマにおけるダイオキシン類に関する研究(1 ) 第4回環境ホルモン学会研究発表会 2001.12 
石井康雄・上垣隆一 428 

清家伸康・桑原雅彦

上路雅子

松森堅is* .藤原英司 深層土壌類型に基づく土壌図の 3次元表示 東北地理学会 2001.10 

今川俊明 20-21 

松森堅jf-藤原英司 台地小流域の表土の窒素量の推定 地域特性に基 日本土壌肥料学会講演要旨 48 2002.3 

中野恵子 づく養分移動モデルの開発のために 140 

梶原英之金子卓世* Ana1ysis of radiation mutants of rice: Application of Proceedings of The Australian Society 33 2001.1 

西村実*・石坂員澄 proteomics and single strand conformation polymor- for Biochemistry and molecular Biology Pos-1-157 

phism (Combined Conference Abstracts) 

梶原英之*・金子卓世* いね放射性変異系統のプロテオーム分析と SSCP 生物物理化学(第52回日本電気泳動学 45(補冊2) 2001.11 
石坂虞澄 法による遺伝子突然変異の同定 会総会抄録号)

股照沫・崖宰源* シュンギクにおけるダイオキシン類に関する研究 第4回環境ホルモン学会研究発表会 427 2001.12 

石井康雄・上垣隆一
j青家伸康・桑原雅彦

上路雅子

中村憲治*・石坂真澄 茨城県の火山灰土壌における農薬の吸着性 日本農薬学会第27回大会講演要旨集 2002.2 

石井康雄 37 

梶原英之*・金子卓世* マメ科植物における種子プロテオーム分析 日本農芸化学会2002年度大会講演要旨 2002.3 

石坂真澄・堀田敬紘* 集 148 
原田久也*

石坂真澄・石原悟 水系試料におけるスルホニル尿素系除草剤の 日本農薬学会第27回大会講演要旨集 2002.2 

堀尾剛・佐藤挑子 LC/ESI/MS/MS多成分分析 98 

生駒泰基・木方展治 畦表面硬化栽培法が葉菜類の生育斉一化に及ぼす 園芸学会誌 70(別2) 2001.9 

豆崩/う轡t才 288 
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Kihou， Nobuharu Organic Matter Addition as the Practical Method of Proceedings of the Intemational Work-
Ikoma， Hiroki * Acceleration of Denitrification Activity shop on Efficiency of Purification Proc-
Imazono， Sasakazu * esses in Riparian Buffer Zones 

Their Design and Planning in Agricu 1 

tura 1 Watersheds 

駒村美佐子・津村昭人 不測の核事故が生じた時の米麦の放射能汚染の推 第38回理工学における同位元素・放射
小平潔* 定方法 線研究発表会要旨集

高橋知之*・駒村美佐子 水田土壌中 90Sr移行評価モデルの不確実性に関す 日本原子力学会2001年(第39回)春の
内田滋夫* る+食言す 年会要旨集

佐藤銚子・渡部賢司* 氷核活性細菌の各種冬雑草に対する除草作用 雑草研究
佐藤守*

Sato，恥1amoru* Horizontal and Vertical Movements of Mulberry Abstracts， American Society for Microbi-
Wei Wei* Dwarf-Phytoplasmas in Mulberry Trees ology， 101 st General Meeting 

Kawakita， Hiromu 
本

Sato， Yoko 

結田康一・木方展治 水田圃場の土壌・土壌水系におけるフッ素の動態 日本土壌肥料学会講演要旨
松本雄一本

南川玲子*・高橋嘉夫* 水田圃場の土壌・地下水系におけるヒ素などの微 日本土壌肥料学会講演要旨

結田康一・木方展治 量元素の溶出
栗島克明*・清水洋*

(4) 著書・商業誌等刊行物

企画調整部

著者名

中谷敬子

地球環境部

著 者 名

Du Mingyuan 
Y onemura， Seiichiro 
恥1aki，Taichi * 
Shen Zhibao * 
羽TangWanfu* 

Du Mingyuan 
Kawashima， Shigeto 

Maki. Taichi* 

Kuruppuarachchi， Tilak. * 
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三中信宏 樹は何を語り始めるのか進化的思考の人間観 生物学史研究 67 2001.4 
への関わり (生物学史研究会) 83-87 
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野内勇 光化学オキシダントによる植物被害 大気環境変化と植物の反応 2001.6 
(養賢堂) 72-112 
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野内勇 大気環境の悪化を警告する指標植物 大気環境変化と植物の反応 2001.6 
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Kohno， Y oshihisa * 

お1urano，Kentaro * 

Okita， Toshikazu * 
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Sprague， David S. Monkeys in the backyard: encroaching wildlife and “Primates Face to Face: The Conserva- 2002.2 

rural communities in Japan tion Implications of Human-Nonhuman 254-272 

Primate Interconnections'¥ A. Fuentes 

and L. Wolfe eds 

(Cambridge University Press) 

Taniyama， Ichiro Evaluation of Management for Combating Desertifi- UNU Desertification Series No.4 2002.2 

Imagawa， Toshiaki cation in Horqin Sandy Land， China，Integrated Land (United Nations University) 79-91 

Ohkuro， Toshiya Management in Dry Areas 

Shirato， Yasuhito 
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Zhang Tongfui * 

Zhao Harin* 

Wang Tao* 
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(成山堂書庖) 169-184 

鶴田治雄 窒素揮散と施肥管理 「環境保全と新しい施肥技術」 2001.1 

(養賢堂) 316-333 

山村光司 温暖化と害虫発生 研究ジャーナル 24(10) 

(社団法人農林水産技術情報協会) 36-43 

鞠子 茂*・横沢正幸 大気植生土壌系における COz交換 「大気環境変化と植物の反応」 2001.6 

(養賢堂) 284-323 

Y okozawa， Masayuki Effects of climatic change on suitable zones for sev- Environment and Agriculture. Eds. Jha， 2002.1 

Okamoto， Katsuo eral crops in Asia P.K.， Karmacharya， S.B. Baral， S.R. and 148-155 

Toritani， Hitoshi Lacoul， P 

Kawashima， Hiroyuki * (Ecological Society， Nepal) 
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Hara， Toshihiko * A multi-layered integrated model of surface physics- Present and Future of Modeling Global 2001 
Watanabe， Tsutomu * growing plants interaction， MINoSGI Environmental Change: Toward Inte噌 173-185 
Y okozawa， Masayuki grated恥10deling.Eds.，恥1atsuno，T. and 
Emori， Seitaキ Kida， H 
Takata， Kumiko * (Terra Scientific Publishing， Tokyo) 
Sumida， Akihiro * 

Y onemura， Seiichiro Tropospheric ozone climatology over Peninsular Ma- 文部省科学研究費報告書 2001 
Tsuruta、Haruo laysia from 1992 to 1999 lndonesian Forest Fire studies-1999 (IN- 83-102 
Sudo， Shigeto FOS 99) 
Kawashima， Shigeto 
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藤井義晴 アレロパシ一物質の農業利用 化学と生物 40(2) 2002.2 
(日本農芸化学会) 98-100 

藤井義晴 他感作用を利用した雑草防除 九州の雑草 31 2001.11 
(九州雑草防除研究会) 13-16 

藤井義晴 マメ科植物利用による耕地管理技術 2 )ムクナ、 国際農林業協力 24(4) 2001.8 
その他 (国際農林業協力協会) 36-41 

藤井義晴 植物に由来する他感物質などの生理活性二次代謝 植調 35(1) 2001.4 
物質の植物化学調節剤としての利用 (日本植物調節剤研究協会) 17-22 

藤井義晴 他感作用を持つ被覆植物による畦畔植生管理C1 J 農業および園芸 76(5) 2001. 5 
畦畔管理の実態とアレロパシー活性のある被覆植 (養賢堂) 557-562 

物を利用した省力管理技術

藤井義晴 他感作用を持つ被覆植物による畦畔植生管理Cz J 農業および園芸 76(6) 2001.6 
畦畔の植生管理に適した被覆植物、とくにヒガン (養賢堂) 659-664 

バナとそのアレロパシー

後藤文之*・吉原利一* 分子育種法による高鉄含有量レタスの作出(その 電力中央研究所報告 U01017 2001.10 
村田信夫*・遠山 操* 5 )フェリチン遺伝子を導入した組換えレタス (財団法人電力中央研究所) pp. 23 + iv 
増 田太郎池田浩明 の環境に対する安全性評価

松本直幸

Valverde， B.E. * World rice and herbicide resistance “Herbicide Resistance and World Grains" 2001.4 

Itoh， Kazuyuki Eds. by S.B. Powles & D.L. Shaner 195-249 

(CRC Press) 

Chin， D. V. * Collection and identification of lowland rice weeds in JIRCA立S行R政ep法ort人 89 2001.4 

Itoh， Kazuyuki Vietnum (独 国際農林水産業研究セ 72-83 

Hiraoka， H. * ンター)

伊藤一幸 近代農法が身近な植物を減らした 科学 72(1) 2002.1 

(岩波書庖) 90-92 

伊藤一幸 オモダカ 植物の世界草本編(下) 2001.10 
(Newton Press) 138-141 

神田幸英*・北野}II夏ー* 三重県紀州地域におけるスルホニルウレア系除草 東海作物研究 2001.12 

伊藤一幸・水谷善之* 剤抵抗性タケトアゼナの出現および発生状況 (作物学会東海支部) 27-31 

松井正春・植松勉* 第 1編害虫 新 版 植 物 防 疫 2001.4 

上路雅子 (全国農業改良普及協会) 3-113 

松本直幸 病原性低下因子利用による果樹類紋羽病の生物防 北日本病虫研報 52 2001.11 

除 (北日本病害虫研究会) 1-3 

松本直幸 菌類ウイルス (dsRNA) を利用した果樹類紋羽病 農業技術 56 (9) 2001.9 

生物防除の試み (農業技術協会) 403← 406 

西山幸司・高橋幸吉* 「作物の細菌病J(2001年追補)病徴診断と病原 日本植物防疫協会 2001.8 
高梨和雄* の同定 CD-ROM 

芝池博幸・森田竜義* 拡がる雑種タンポポ 生物の科学「遺伝」 56(2) 2002 

裳華房 16-18 

Yamamura， Kohji Plant density Pimentel 0 (編)Encyclopedia of Pest 2002.2 

M(aDneakgkeemr) ent 
622-624 

山村光司 温暖化と害虫発生 研究ジャーナル 24 (10) 2001.10 

(社団法人農林水産技術情報協会) 36-43 

山村光司 Key -factorlkey -stage分析による経時的測定データ 植物防疫 55 (8) 2001.8 

の解析 (日本植物防疫協会) 389-393 

山村光司 害虫への影響 地球温暖化問題検討委員会(編)地球 2001.8 

温暖化の日本への影響2001 21-24 

(地球温暖化問題検討委員会、影響評

価ワーキンググループ)
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遠藤正造 農薬ハンドブック 2002年版(分担執筆編集) 農薬ハンドブック 2002年版 2002.11 
(日本植物防疫協会) 1-211 

Ochiai， H.* Phylogenetic analysis of Xanthomonas strains based Solke， H. De Boer et al. eds. ln “Plant 2001 
Hasebe， Akira on the nucleotide sequences of 16 S-23 S rRNA Pathogenic Bacteria" 144-146 
K泊(u，H. * spacer region， 23 S rRNA and gyrB genes (Kluwer Academic Pulishers) 

長谷部先 土壌 DNAの利用で広がる新しい世界 エンバイオ 1 2001 
(環境コミュニケーションズ) 45-49 

長谷部売 培養困難な微生物資源にアクセスする STAFF Newsletter 7 2001 
(社団法人農林水産先端技術振興セン 7 

ター)

井上恒久 下水汚泥と微量元素問題について 再生と利用 24 (93) 2001. 9 
(社団法人日本下水道協会) 11-16 

井上恒久 肥料 分析化学便覧(日本分析化学会編) 2001.11 
(丸善) 96-99 

石井英夫 薬剤抵抗性問題(殺菌剤) 農薬学辞典 2001 
(朝倉書庖) 166-174 

石井英夫 レジスタンス2001 農薬に対する耐性・抵抗性に Techno Innovation 44 2001.12 
関する研究集会← (社団法人農林水産先端技術振興セン 53-54 

ター)

Ishii， Hideo DNA-based approaches for diagnosis of fungicide re- ACS 固Sy化m学posium Series 808 2002 
slstance (米会) 242-259 

石井英夫 新たな抵抗性誘導剤による作物病害防除の可能性 農業および園芸 77(3) 2002 
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ーー一一ー一一ーー一一一一一ーーー一一一一ーー一ー一一一一一一一四一一一一一一一一一一一ーー一一一一一一ー-ーー一一一ーーー一一一一一一一一一ー一一一一一一ー一一一一一ーーー一一一一一一一一ー一一ーー一一一一一一一一一一一ーーー一一一一ーー一一一一ー一ーーー-ー一一ーーー一一一一一ー一一一一一ー一一一一一ー一ーー一一一一一一ー一一一一一ー

要覧(和文、 3つ折り) 2001. 4 

要覧(和文、 3つ折り)増刷 2001. 9 

要覧(和文、 3つ折り)増刷 2002. 1 

要覧(英文、 3つ折り) 2001. 7 

要覧(英文、 3つ折り)増刷 2002. 1 

要覧(北京語、 3つ折り) 2001.10 

要覧(韓国語、 3つ折り) 2001.10 

隔離圃場(和文、 4つ折り) 2001.12 

(3) r情報:農業と環境J13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) に掲載されています。

Na12 (2001.4.1) 

独立行政法人農業環境技術研究所の設立:平成13年 4月 1日

独立行政法人農業環境技術研究所の組織

平成12年度農業環境研究推進会議が開催された

500部

2，000部

2，000部

1，000部

1，000部

1，000部

1，000部

5 ， 000音~

平成12年度農業環境研究推進会議合同推進部会:重要検討事項「農業環境資源インベントリーの構築と利用」

本の紹介36: 2010年地球温暖化防止シナリオ、水谷洋一編著、実教出版 (2000)



No13 (2001.5.1) 

独立行政法人農業環境技術研究所設立

独立行政法人農業環境技術研究所の中期目標

独立行政法人農業環境技術研究所業務方法書

独立行政法人農業環境技術研究所の中期計画

N.研究成果の発表と広報

独立行政法人農業環境技術研究所平成13年度計画

鶴岡治雄氏:平成13年度農林水産大臣賞受賞

阿江教治氏:平成13年度文部科学大臣賞受賞

牧野知之氏:2001年度日本土壌肥料学会奨励賞受賞

農業環境技術研究所年報一平成11年度一刊行

農業環境技術研究所資料-第25号-刊行

Annual Report， April 1999 -March 2000， National Institute of Agro-Environmental Sciences 刊行

109 

Climate Variability and Its Impacts on Paddy Rice Production in J apan and South Korea， N ational Institute of Agro-

Environmental Sciences 刊行

資料:商業化組換え作物の世界情勢 1999年

No14 (2001.6.1) 

温暖化

大工原銀太郎博士のデスマスク:九州大学へ移管

繁殖期を持つ小鳥のえさの供給と需要の季節的ずれによるエネルギー収支と適応度コスト

本の紹介37:東洋的環境思想の現代的意義 一杭州大学国際シンポジウムの記録一、農文協、人間選書225(1999) 

本の紹介38:環境土壌学、 2.耕地の土壌物理、ダニエル・ヒレル著/岩田進午・内嶋善兵衛監訳、農林統計協会(2001)

本の紹介39:国際食料需給と食料安全保障、農林水産文献解題No29、監修 是永東彦、農林統計協会 (2001)

本の紹介40:地球温暖化の日本への影響2001、環境省地球温暖化問題検討委員会 (2001)

本の紹介41:環境と文明の世界史一人類史20万年の興亡を環境史から学ぶ一、石 弘之・安田喜憲・湯浅越男、洋

泉社 (2001)

本の紹介42:地球白書2001-02、レスター・ブラウン編著、家の光協会 (2001)

本の紹介43:環境の人類誌、岩波講座 文化人類学第 2巻、福井勝義編著、岩波書庖 (1997)

資料:気候変化2001、IPCC地球温暖化第 3次評価報告書一政策決定者向け要約一、 IPCC(気候変動に関する政府

間パネル)編 (2001)

No15 (2001.7.1) 

遺伝子組換え作物に関する海外情報

New Phytologist 特集号:COz増加と未来の生態系

生物多様性に基づいた指標生物による景観の持続可能性評価

本の紹介44:日本土壌の有害金属汚染、浅見輝男著、アグネ技術センター (2001)

本の紹介45:持続可能な農業への道、大日本農会叢書 3 (2001) 

本の紹介46:農学原論、祖田 修著、岩波書庖 (2000)

本の紹介47: Ecological Data; Design， Management and Processing， Eds.， W. K. Michener and J. W. Brunt， Blackwell Sci-

ence (2000) 

本の紹介48:化学物質と生態毒性、若林明子著、産業環境管理協会、丸善 (2000)

本の紹介49: Soils and Environmental Quality， Eds. G. M. Pierzynski， J. T. Sims and G. F. Vance， CRC Press (2000) 



110 

No16 (2001.8.1) 

第 1回有機化学物質研究会

第18回農薬環境動態研究会

農業環境技術研究所年報平成13年度

第 1回環境化学分析センタ一分析技術講習会の報告一環境化学分析センター ー

サイエンスキャンプ2001の開催

人類によって促進された窒素循環の政策的意味

環境状態、を表す指標生物としての花粉媒介昆虫:その種類、活動性および多様性

本の紹介50:世界の環境危機地帯を往く、マーク・ハーツガード著、忠、平美幸訳、草思社 (2001)

本の紹介51:稲のことは稲にきけ、近代農学の始祖:横井時敬、金沢夏樹・松田藤四郎編著、家の光協会 (1996)

本の紹介52:全予測、環境&ビジネス、三菱総合研究所、ダイアモンド社 (2001)

本の紹介53: Environmental Restoration of Methals-Contaminated Soils， Ed. 1. K. Iskandar， Lewis Publishers (2001) 

本の紹介54:大気環境変化と植物の反応、野内 勇編著、養賢堂 (2001)

報告書の紹介:現代バイオテクノロジーと農産物市場

No17 (2001.9.1) 

独立行政法人評価委員・専門委員の農林研究同地の視察

第 1回有機化学物質研究会:農業に係わる内分泌かく乱物質(環境ホルモン)研究の現状と課題一分布実態と生物

影響を中心に一

外来の植物、動物、微生物の侵入が経済と環境へ及ぼす脅威

本の紹介55:農業における環境教育、平成12年度環境保全型農業推進指導事業、全国農業協同組合連合会・全国農業

協同組合中央会、家の光協会 (2001)

本の紹介56:生ごみ・堆肥・リサイクル、岩田進午・松崎敏英著、家の光協会 (2001)

本の紹介57:レスター・ブラウンの環境革命:21世紀の環境政策をめざして、レスター・ブラウン編著、松野 弘監

修、朔北杜 (2000)

本の紹介58:農から環境を考える -21世紀の地球のために-、原 剛著、集英社新書 (2000)

本の紹介59:内分泌かく乱物質問題 36の Q&A、(社)日本科学工業協会エンドクリンワーキンググループ編、中

央公論事業出版 (2001)

報告書の紹介:2001年環境のシグナル

No18 (2001.10.1) 

第21回農業環境シンポジウムの開催

窒素循環と環境問題

平成13年度独立行政法人農業環境技術研究所評議会の開催

カナダ、ケベック州の集約農業地域における畑周辺部(3類型)の烏による利用

農業環境データの解析における片側推論と両側推論を融合した統計手法

IPCC第三次評価報告書

報告書の紹介:欧州理事会及び議会への欧州委員会報告書;天然資源の保全、農業、漁業及び開発と経済協力分野に

おける生物多様性行動計画(第 1巻)

本の紹介60:植物の養分獲得 (PlantNutrient Acquisition)一新たな展望 (NewPerspectives)一， NIAES Series 4 (2001) 

本の紹介61:昆虫と気象、桐谷圭治著、成山堂書庖 (2001)

本の紹介62:環境土壌物理学、 3.環境問題への土壌物理学の応用、ダニエル・ヒレル著、岩田進午・内嶋善兵衛監訳、

農林統計協会 (2001)

本の紹介63:CD・-ROM版:作物の細菌病 (2001年追補)-病徴診断と同定一
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No.19 (2001.11.1) 

農業環境技術研究所ー IGBP-GCTERice Network，“Rice Face Modeling 2001" 国際ワークショップの開催

ワークショップ:地球温暖化の日本への影響

平成13年度専門技術員研修開催される-土壌インベントリーとその土壌管理への活用一

外来昆虫種の侵入によって植物群落に必要な相利共生関係がこわされる

本の紹介64:有機物の有効利用 Q&A、鹿児島県農業試験場

No.20 (2001.12.1) 

日韓共同研究に関する覚え書き (MOUの締結)

環境研究機関連絡会(9研究所)設置される

シンポジウム:導入昆虫の生態系への影響とその評価法(農業環境技術研究所・昆虫研究グループ)

農作物におけるダイオキシン類

農業環境計画によるオランダの農地の生物多様性保全の効果は不十分

本の紹介65: OECDリポート 農業の多面的機能 (2001)

本の紹介66:環境保全と新しい施肥技術、安田 環・越野正義著、養賢堂 (2001)

盈科而進(えいかじしん横井時敬書

No.21 (2002.1.1) 

新しい年を迎えて

第19回土・水研究会

第 4回植生管理研究会:遺伝子からみた植生変化の解析とインベントリーの構築

世界の環境資源と環境問題

マックス・フェスカと日本各地の土性図(1 ) 

温暖化した世界での生物の反応

報告書の紹介:欧州理事会及び議会への欧州委員会報告、農業に関する生物多様性行動計画(第 3編)

本の紹介67:環境考古学のすすめ、安田喜憲著、丸善ライブラリー (2001)

No.22 (2002.2.1) 

平成13年度気象環境研究会 農業生態系における大気質拡散の評価-

第 6回衛星データの農業実利用研究会 -農業分野における衛星データの流通と利用-

「熱帯地域の土地利用変化と溢室効果ガス、土壌炭素と栄養分のサイクル」に関する国際ワークショップ

平成13年度農業環境研究推進会議の開催

平成13年度農業環境技術研究所評議会が開催された

農業環境技術研究所と農村振興局資源課農村環境保全室との連絡会が開催された

京都議定書の2002年発効の体制

エアロゾル、気候および水循環

自然環境下における遺伝子組換え作物のモニタリング

本の紹介68:水俣病の科学、西村 肇・岡本達明著、日本評論社 (2001)

本の紹介69:共生の思想、-自他の衝突と協調一、藤原鎮男著、丸善ライブラリー (2000)

本の紹介70:熱情土壌学、久馬一剛編、名占屋大学出版会 (2001)

資料:世界と日本における食料安全保障の現状と課題 (2002)

No.23 (2002.3.1) 

「循環型経済社会に関する専門調査会」中間取りまとめ

111 
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マックス・フェスカと日本各地の土性図(2 ) 

種多様性は種間の促進作用を通じて生態系機能を高める

本の紹介71:中山間地と多面的機能、田測俊雄・塩見正衛編著、農林統計協会 (2002)

本の紹介72: Using Statistics to Understand the Environment， C. P. Wheater and P. A. Cook， Routledge， London (2000) 

本の紹介73: Environmental Ethics Today， P. S. Wenz， Oxford University Press (2001) 

諮問文書の紹介:持続可能な開発;生物多様性を振興する改革の好機

資料:我が国の食料自給率一平成12年度食料自給率レポート・食料需給表-

資料:Proceedings， NIAES-ST A lntemational Workshop 2001“Crop Monitoring and Prediction at Regional Scales" 

(4 )個別取材一覧

取材日 報道日 件 名 取材機関 対応者

13. 4. 9 「地球温暖化の農業への影響」について紹介 朝日新聞 林陽生

13. 4.12 「二宅島の噴煙による農作物の影響」について紹介 日本農業新聞野内勇

13. 4.12 13. 4.26 「田んぼの底力jについて紹介 日本農業新聞 中井信

13. 5.16 13. 6.13 「インターネットスクール・たったひとつの地球J NHK学校放上路雅子

~安全なたべもの~について紹介 送番組部

13. 5.31 13. 6. 5 「模擬的環境利用試験の一般説明会Jの補足説明について紹介 朝日新聞 河部選

13. 6.18 13. 6.21 一宅島噴煙からの酸性雨による農作物被害について紹介 日本 農 業 新 聞 野 内 勇

13. 7. 4 「トウモロコシ花粉飛散の調査研究」及びプロジ、エクト「組換え 朝日新聞 河部選

体の産業的利用」における“長期栽培による環境影響モニタリン 大阪本社

グ"に関することについて紹介

13. 7.13 13. 9. 連載コラム「日本人の足跡」に生物地理学における蜂須賀正氏の 産経新聞東京 二中信宏

業績を載せるためのインタビュー 本社社会部

13. 7.20 13. 8. 1 「日本の水田生態系から放出されるメタンの空間分布と総量Jに 東京新聞 横沢正幸

ついて紹介 科技庁クラブ鶴田治雄

13.10. 2 13.10.20 サイエンスアイ「シリーズ環境-酸性雨が生態系を乱す 」酸性 NHK科学環境 新藤純子

雨の影響等について紹介 番組部

13.10. 4 13.10.31 サイエンスチャンネル「食べ物から放射線?J r食べ物の中にも 体樹エーオン 藤原英司

自然起源の放射線が含まれている」について紹介

13.10.19 「世界温暖化会議との関係を企画する」番組に地球温暖化が昆虫 NHK 松井正春

(害虫)へ及ぼす影響について紹介 つくば報道室

13. 9.25 13. 9.28 コメの生産国判別を紹介 日本経済新聞 織田久男

筑波支局

13. 8.28 重金属動態ユニットの“元素同位体によるコメの産地判別手法の KBS 織田久男

開発"について紹介 韓国テレビ

13.10.31 13.11. 1 「地球温暖化と農業への影響について」について紹介 日本農業新聞清野諮

石井康雄

13.11.19 13.11.21 キャンベーン2001r農業は生命産業」の特集へ、養分収支の概要、日本農業新聞 上沢正志

収支を小さくする対策技術について紹介 特報グループ
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取材日 報道日 件 名 取材機関 対応者

13.11.10 13.12. 2 東京科学シンポジウムの特集に「地球温暖化と世界の農作物生産 新聞赤旗 谷山一郎

への影響」について紹介 くらし家庭部

13.12.13 14. 1. 1 新年号に「農業研究の将来」と題し、ダイオキシン、カドミウム 全国農業新聞清野諮

等、インベントリーを紹介 編集部

13.10.25 「生態系のエネルギー、 CO2収支の観測とデータベースの構築」 側ヘレチ・メ 宮田 明

について紹介 デイア ・ リ

サーチ

13.12.13 大気汚染(光化学オキシダント)による農作物被害の写真提供 中日新聞 野 内 勇

東海本社

14. 1. 9 「地球温暖化のけ本への影響2001Jに関わる農業への影響につい NHKテレビ 林陽生

て紹介 番組制作局

(5) 新聞記事

日付

13. 4.10 

13. 4.12 

13. 4.13 

13. 4.25 

13. 5. 4 

13. 5. 9 

13. 5.29 

13. 6.17 

13. 6.20 

13. 6.24 

13. 6.25 

13. 7.13 

13. 8. 1 

13. 9. 

13. 9.28 

13.11.21 

13.12. 2 

14. 1. 1 

14. 1.21 

14. 2. 5 

見出し発表

16日からの科学技術週間にあわせて一般公開

18日に科学技術週間にあわせて筑波農林研究団地一般公開

[三宅島火山ガス]南風の日は注意、 一関東・東海農作物に影響-

農林水産試験研究機関の独立行政法人化

-18の試験研究機関 r6法人Jに再編成-

田んぼの底ぢから<4> 一巧みな栄養供給機能-

雑種タンポポ -今日本の植物は、人、物が移動種も汚染-

百年単位の革命:環境問題

花粉飛散を調査一組換え作目の交雑-

食用酢並み強い酸性雨 一三宅島火山ガスが原因関東の雨水に異変一

花粉の飛散実験 -遺伝子組換えでの交雑可能性を調査一

サイエンスキャンプ2001 -県内15機関で募集-

花粉どこまで飛ぶ -組換えトウモロコシ問題-

水田放出メタン最大年87万トン -温暖化効果は COzの20倍一

連載コラム「日本人の足跡j

コメ生産国判別 -微量成分分析偽ブランド撃退-

肥料資源無駄遣い -農家の意識改革が必要一

東京科学シンポジウム 一地球温暖化と世界の農作物生産への影響一

環境への影響予測-農業研究の将来一企画調整部長清野諮

環境分野で連携強化 -9つの公的機関

土壌・肥培管理試験成果 -食味値向上へ手引書-

媒

常陽新聞

日本農業新聞

日本農業新聞

新農林技術新聞

女也
T

d
A
i

・

日本農業新聞

朝日新聞(タ)

農機新聞

日本農業新聞

日本農業新聞

読売新聞

常陽新聞

朝日新聞(タ)

東京新聞

産経新聞

日本経済新聞

日本農業新聞

新聞赤旗

全国農業新聞

日本経済新聞

日本農業新聞
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(6) テレビ・ラジオ等

日付 見出し発表 安某 木
γ

，A
I
 

13. 6.13 

13.10.20 

13.10.31 

「インターネットスクール・たったひとつの地球J -安全なたべもの NHK教育テレビ

「サイエンスアイJシリーズ環境 -酸性雨が生態系を乱す-

「アトミックワールドJ -食べ物から放射線?- サイエンスチャンネル
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v.研究@技術協力

1 .会議等

会議・研究会名 開催期日 開催場所 備考

0評議会・研究推進会議

平成13年度独立行政法人農業環境技術研究所評議会 13.11.16 農業環境技術研究所

平成13年度農業環境研究推進会議 14. 2.28~ 3. 1 農業環境技術研究所

。プロジ、ェクト研究推進評価会議

バイテク先端技術 14. 2. 4~ 2. 5 農業環境技術研究所

「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」

交付金・持続的農業 (LCA) 14. 2. 8 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J

環境研究 14. 2.13 農業環境技術研究所

「地球温暖化が農林水産研究に与える影響の評価及び対策技術の開発j事前評

価会議

環境研究 14. 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(ダイオキシン類動態)J

環境研究 14. 2.15 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 

交付金・自然循環 14. 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」

行政対応 14. 2.21 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」

行政対応 14. 2.21 農業環境技術研究所

「ダイオキシン類の野菜等農作物可食部への付着・吸収実態の解明J

行政対応調査研究 14. 2.21 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J

国際交流 14. 2.22 農業環境技術研究所

「水田農業の持続性と公益機能に関する日韓共同研究J

公害防止 14. 2.22 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J

交付金・食料変動予測 14. 2.25 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」

0その他

平成13年度農業環境技術研究所と農村振興局資源課農村環境保全室との連絡会 13.12. 5 農林水産省

平成13年度農業環境技術研究所と統計情報部との連絡会 14. 3.15 農業環境技術研究所
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2 .海外出張

氏名 所属 出張先

白戸康人|地球環境部 中国

石井英夫|化学環境部 ドイツ

社 明遠|地球環境部 中国

佐藤 桃子|環境化学分析セン|アメリカ
ター

八木一行|地球環境部 中国

伊藤 一幸|生物環境安全部 |中国

河部 選|生物環境安全部 |韓国

藤井義晴|生物環境安全部 |アメリカ

農業環境技術研究所年報平成13年度

活動内容 期間 備考

中国における砂漠化に伴う環境資源変動評価のため 113.4.10 1要請出張

の指標開発に関する研究 1 ~ 4.181中国科学院

第13回国際ラインハーツブルンシンポジウムに出席 1 13.5.12 1研究交流促進法第 5条
~ 5.17 

環境変化の人類と自然過程に関する国際大会に出席 113.5.15 1研究交流促進法第 5条
~ 5.17 

第101回アメリカ微生物学会に出席 13. 5.20 I研究交流促進法第 5条
~5.24 

中国における環境保全型農業生産技術の評価と開発 113.5.22 1要請出張

に関する研究 I ~ 6.15 1 JIRCAS 

第四回アジア太平洋雑草学会に出席

組換え体安全性評価研究セミナーに出席

第10回太平洋科学中間会議に出席

13. 5.27 I研究交流促進法第 5条
~ 6. 2 

13. 6. 1 1要請出張

~ 6. 31韓国生物学・生物工学

研究所

13. 6. 2 I研究交流促進法第 5条
~ 6. 7 

林 陽生|地球環境部 オーストラリア|気候変動枠組条約(豪 GHG目録レビューへの専門 113.6. 2 1要請出張

家派遣 1~ 6. 91農水省総合食料局

大野宏之|地球環境部 アメリカ 第 4回雪氷学におけるリモートセンシングシンポジ 113.6. 3 1研究交流促進法第 5条
ウムに出席 1 ~ 6.10 

横沢正幸|地球環境部 スペイン 生態系および持続的発展に関する第 3回国際会議に 113.6. 4 1研究交流促進法第 5条
出席 1 ~ 6.10 

岡本勝男|地球環境部 スJてイン 生態系および持続的発展に関する第 3回国際会議に 113.6. 4 1研究交流促進法第 5条
出席 1 ~ 6.10 

宮田 明|地球環境部 アメリカ 地球環境変化に伴う北極域陸域生態系の温室効果ガ 1 13. 6. 6 1 文科省

ス収支の変動解明とデータの統合化 1 ~ 6.141国際共同研究

鶴田治雄|地球環境部 タイ アジア地域における大気エアロゾルの広域分布とそ 113.6.26 1要請出張
の化学特性に関する研究 1 ~ 7. 11科学技術振興事業団

藤井 義晴|生物環境安全部 |ネパール 農業開発と環境保全セミナーに出席 13. 6.30 1要請出張
~ 7. 8 I APO 

井上吉雄|地球環境部

谷山 一郎|地球環境部

小林和彦|地球環境部

鳥谷 均|地球環境部

阿江教治|化学環境部

荒尾知人|化学環境部

杉山 恵|化学環境部

社 明遠|地球環境部

オーストラリア 1IEEE地球科学とリモートセンシングに関する国際 113.7. 7 1研究推進費

シンポジウム2001に出席 1 ~ 7.14 

ミャンマー、マ 1 r農業の多面的機能に関する調査研究・普及事業JI 13. 7. 8 I要請出張

レーシア |に係わる現地調査及び指導 I ~ 7.15 I ASEAN 

オランダ

イタリア

ドイツ

ドイツ

ドイツ

中国

IGBP地球変化国際会議に出席 13. 7. 8 I研究推進費
~ 7.15 

第 2回穀物生育のモデリングに関する国際シンポジ 113.7.151研究推進費
ウムに出席 1 ~ 7.20 

第14回国際植物栄養会議に出席

第14回国際植物栄養会議に出席

第14回国際植物栄養会議に出席

13. 7.26 I研究推進費
~ 8.3 

13. 7.261研究推進費
~ 8. 3 

13. 7.261研究推進費
~ 8. 3 

温帯高山草原生態系における生物気象環境の時間的 113.7.271環境省
空間的変動の解明 1 ~ 8.13 1地球環境
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氏名 所属 出張先 活動内容 期間 備考

八木一行|地球環境部 中国 |第12回世界肥料会議に出席 13. 8. 2 1 研究交流促進法第 5条
~ 8. 9 

須藤重人|地球環境部 インドネシア |熱帯アジア域の大気汚染物質発生量調査 13. 8. 4 I要請出張
~ 8.15 1科学技術振興事業団

西村誠一|地球環境部 中国 温帯高山草原生態系における生物気象環境の時間的 113.8. 9 1環境省
空間的変動の解明 1 ~ 8.221地球環境

桑形 恒男|地球環境部 |オランダ lチベット高原大気エネルギー・水循環過程 1 13. 8.18 1要請出張

~ 8.25 1京都大学

馬場 浩司(環境化学分析セン|アメリカ |第 9岡高分子錯体国際シンポジウムに出席 113. 8 

夕一 1 ~ 8.2幻3 

斎藤 元也|地球環境部 |マレーシア、タ Ir衛星情報のリアルタイム解析のための技術開発J1 13. 8.19 1農水省

イ、中国 |に関連する国際研究集会に出席 I ~ 8.30 I行政対応調査研究

三輪 哲久 l地球環境部 |韓国 |第53回国際統計協会会議に出席 113. 8.21 1研究交流促進協 5条

小林和彦|地球環境部 中国

吉本真由美|地球環境部 中国

米村正一郎|地球環境部 韓国

三中信宏!地球環境部 アメリカ

星野 裕子|生物環境安全部 !オランダ

中島泰弘|化学環境部 オランダ

長谷部亮|化学環境部 オランダ

谷山 一郎|地球環境部 |中国

白戸康人|地球環境部 l中国

大黒俊哉!生物環境安全部 l中国

藤原 英司|環境化学分析セン|中国
ター

~ 8.28 

大気 COzの増加が生産力と水利用に及ぼす影響の 113.8.231交付金プロジ、エクト
予測 I ~ 8.30 

大気 COzの増加が生産力と水利用に及ぼす影響の 113.8.23 1交付金プロジェクト
予測 I ~ 9. 5 

第12回世界大気環境会議に出席

第20回ウイリ・ヘニング学会に出席

第9回国際微生物生態シンポジウムに出席

第9回国際微生物生態シンポジウムに出席

第9回国際微生物生態シンポジウムに出席

13. 8.25 1研究推進費
~ 9. 1 

13. 8.251研究推進費
~ 9. 1 

13. 8.25 1研究推進費
~ 9. 2 

13. 8.25 1研究推進費
~ 9. 2 

13. 8.26 1研究推進費
~ 9. 2 

気候変動が土壌浸食・塩類化等の土壌劣化に及ぼす 113.8.26 1交付金プロジ、エクト
影響の解明 I ~ 9.14 

中国における砂漠化に伴う環境資源変動評価のため 113. 8.26 1環境省
の指標開発に関する研究 1 ~ 9.141地球環境

中国における砂漠化に伴う環境資源変動評価のため 113.8.26 1環境省
の指標開発に関する研究 1 ~ 9.141地球環境

中国における砂漠化に伴う環境資源変動評価のため 113.8.26 1環境省
の指標開発に関する研究 1 ~ 9. 7 1 地球環境

中島泰弘|化学環境部 インドネシア |熱帯アジアの土地利用変化が陸域生態系からの温室 113.9. 4 1環境省
効果ガスの発生・吸収量に及ぼす影響の評価に関す 1~ 9.221地球環境
る研究

米村正一郎|地球環境部 インドネシア |熱帯アジアの土地利用変化が陸域生態系からの温室 113.9. 4 1環境省

段 照沫|環境化学分析セン|韓国
ター

小原裕三|化学環境部 韓国

上路雅子|化学環境部 韓国

効果ガスの発生・吸収量に及ぼす影響の評価に関す 1~ 9.221地球環境
る研究

ダイオキシン2001第21回環境中ハロゲン化有機化合 113.9. 9 1研究交流促進法第 5条

物と POPsに関する国際シンポジウムに出席 1 ~ 9.14 

ダイオキシン2001第21回環境中ハロゲン化有機化合 ¥13.9. 9 ¥研究交流促進法第 5条

物と POPsに関する国際シンポジウムに出席 I ~ 9.14 

ダイオキシン2001第21回環境中ハロゲン化有機化合 113.9. 9 !研究交流促進法第 5条

物と POPsに関する国際シンポジウムに出席 I ~ 9.15 
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氏名 |所属

清家伸康|化学環境部

上垣隆一|化学環境部

横沢正幸|地球環境部

岡本勝男 l地球環境部

杜 明遠|地球環境部

小川 直人|化学環境部

出張先

韓国

韓国

イギリス

イギリス

中国

ベルギー

活動内容 H
1
d
 

i
 

同「
l

日
目

刊

H
F 備考

ダイオキシン2001第21凪環境中ハロゲン化有機化合 113.9. 9 1研究交流促進法第 5条
物と POPsに関する国際シンポジウムに出席 ~9.15 

ダイオキシン2001第21回環境中ハロゲン化有機化合 113.9. 9 1研究推進費
物と POPsに関する国際シンポジウムに出席 ~9.15 

英国リモートセンシング学会に出席 13. 9.11 1研究推進費
~ 9.16 

炭素循環に関するグローバルマッピングとその高度 113. 9.11 1文科省

化に関する国際共同研究 1 ~ 9.16 1総合研究

地表面条件と風送ダスト発生の関係解明に関する研 113. 9.11 1文科省

究 1 ~10. 41総合研究

単環芳香族化合物分解系の多様性と分解機構に関す 113.9.16 1要請出張

る研究 1 ~ 9.22 1生研機構

吉田 重信|農業環境インベン|オーストラリア|第13回オーストラリア植物病理学会に出席
トリーセンター

石井英夫|化学環境部

高木和広|化学環境部

米村正一郎|地球環境部

小川 直人|化学環境部

宮田 明|地球環境部

井上吉雄|地球環境部

八木一行|地球環境部

新藤純子|地球環境部

鶴田 治雄|地球環境部

斎藤元也 l地球環境部

イギリス

イギリス

中国

13. 9.22 1研究推進費
~ 9.28 

抵抗性2001会議に出席 13. 9.22 1研究推進費
~ 9.28 

土壌微生物の養分代謝及び、汚染土壌の環境修復につ 113. 9.23 1要請出張

いての情報交換 I ~10. 3 I九州大学

地表面条件と風送ダスト発生の関係解明に関する研 113.9.25 1文科省

究 1 ~10. 4 1 総合研究

アメリカ自治領|生分解、生物交換、生物触媒に関するアメリカ微生 113.10.1 I研究推進費
プエルトリコ |物学会に出席 1 ~10. 8 

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

中国

江口 定夫|化学環境部 |アメリカ

平舘俊太郎|生物環境安全部 |アメリカ

伊藤 一幸|生物環境安全部 |韓国

岡本勝男|地球環境部 l中国

陽 捷行|理事長

林 陽生|地球環境部

鶴田 治雄|地球環境部

韓国

韓国

韓国

地球環境変化に伴う北極域陸域生態系の温室効果ガ 113.10.121文科省
ス収支の変動解明とデータの統合化 1 ~10.19 1国際共同研究

農耕地における炭素収支関連パラメータの評価手法 113.10.131文科省
の開発に関する調査研究 1 ~11. 4 1 総合研究

第 2回国際窒素会議に出席 13.10.131研究推進費
~10.20 

第 2回国際窒素会議に出席 13.10.13 1研究推進費
~10.20 

第 2回国際窒素会議に出席 13.10.141研究推進費
~10.19 

地理情報システムを用いた農業環境変動の評価技術 113.10.16 1要請出張

の開発 1 ~10.27 1 JIRCAS 

2001アメリカ農学会に出席 13.10.20 1研究推進費
~10.27 

アメリカ土壌学会に出席 13.10.20 1研究推進費
~10.27 

水田農業の持続性・公益的機能の解明と環境調和型 113.10.251農水省
栽培管理技術の開発 1 ~11. 31国際交流

ICII2001 :情報技術と情報網に関する国際会議に出 113.10.281要請出張

席 1 ~11. 21東京大学

水田農業の持続性・公益的機能の解明と環境調和型 113.10.291農水省
栽培管理技術の開発 1 ~ll. 31国際交流

水田農業の持続性・公益的機能の解明と環境調和型 113.10.291農水省

栽培管理技術の開発 1 ~11. 31国際交流

水田農業の持続性・公益的機能の解明と環境調和型 113.10.29 1農水省
栽培管理技術の開発 1 ~11. 3 1 国際交流
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氏 名 所属 出張先 活動内容 期間 備考

岡 三徳 l生物環境安全部 |韓国 水田農業の持続'性・公益的機能の解明と環境調和型 113.10.291農水省
栽培管理技術の開発 1 ~11. 31国際交流

上沢正志|化学環境部 韓国 水田農業の持続'性・公益的機能の解明と環境調和型 /13.10.29/農水省

栽培管理技術の開発 1 ~11. 31国際交流

井上恒久|化学環境部 韓国 水田農業の持続性・公益的機能の解明と環境調和型 113.10.291農水省
栽培管理技術の開発 1 ~11.31 国際交流

八木一行|地球環境部 韓国 水田農業の持続'性・公益的機能の解明と環境調和型 113.10.291農水省

栽培管理技術の開発 1 ~11. 11国際交流

斎藤元也|地球環境部 韓国 l水田農業の持続性 公益的機能の解明と環境調和鰹附型¥13.10 
栽培管理技術の開発 1 ~1日1. 3 

阿江教治|化学環境部 ブラジル、パラ|南米の大豆畑及び草地におけるリンの循環に関する 113.10.311要請出張

グアイ |試験及び調査 ~12.1 1 JIRCAS 

小林和彦|地球環境部 |アメリカ ナルバンドフ・シンポジウムに出席

藤井 義晴|生物環境安全部 |メキシコ 第24回天然物化学国際シンポジウムに出席

13.11. 1 I要請出張
~ll. 5 I米国イリノイ大学

13.11. 31研究推進費
~1 1. 11 
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荒谷 博|生物環境安全部 |メキシコ 第24回天然物化学国際シンポジウムに出席 13.11. 3 I研究交流促進法第 5条
~11.12 

井手 任|生物環境安全部 |スイス

David 地球環境部 |スイス
Sprague 

小原祐三|化学環境部 アメリカ

白戸康人|地球環境部 フィリピン

鶴田 治雄 l地球環境部 ドイツ

石原 悟|化学環境部 アメリカ

井上吉雄|地球環境部 ラオス

鶴田 治雄|地球環境部 インド

須藤重人!地球環境部 インド

岡 三徳|生物環境安全部 |アメリカ

松井 正春|生物環境安全部 |アメリカ

David 
Sprague 

地球環境部

斎藤元也|地球環境部

アメリカ

ネパール

OECD生物多様性専門家会議に出席

OECD生物多様性専門家会議に出席

13.11. 3 1研究推進費
~11.10 

13.11. 31研究推進費
~1 1. 10 

2000年臭化メチルの代替技術と放出抑制に関する国 113.11.4 1研究推進費
際研究会議に出席 I ~11.10 

フィリピン・農民参加によるマージナルランドの環 I13.11. 5 I要請出張
境及び生産管理計画短期派遣専門家 I ~ 11 .28 I JICA 

国際ワークショップ「過渡期の熱帯農業-温室効果 113.11.6 1要請出張

ガス発生軽減の機会?Jに出席 I ~1 1. 10 Iドイツ ボン大学

第22回環境化学毒性学会年会に出席 13.11.10 I研究推進費
~1 1. 17 

「モンスーンアジアの気候変動と地球温暖化が稲生 113.11.111要請出張
産に与える影響の評価・予測研究」に関する調査研 1~1 1. 17 1京都大学
'7u 
プし

アジアの農耕地における CH4、N20の発生量の評価 113.11.21 1環境省
とその発生抑制技術の確立に関する研究 1 ~1 1. 28 1 地球環境

アジアの農耕地における CH4、N20の発生量の評価 113.11.21I環境省
とその発生抑制技術の確立に関する研究 1 ~1 1. 28 1 地球環境

OECD r組換え生物と環境」国際会議に出席

OECD r組換え生物と環境j国際会議に出席

アメリカ人類学会に出席

13.11.27 I要請出張
~12. 2 I農林水産省

13.11.27 I要請出張
~12. 2 I農林水産省

13.11.27 I研究推進費
~12. 4 

「第 1回アジア生態システム管理のための地球情報 113.12.11研究交流促進法第 5条
地域セミナー」に出席 I ~12. 7 

新藤純子 i地球環境部 タイ、ミャン|酸性雨の被害認識と対策決定の国際比較に関する調 113.12. 2 1環境省

マー l査研究 I ~12. 9 I地球環境

岡本勝男 l地球環境部 タイ、ミャン Ir炭素循環に関するグローバルマッピングとその高 113.12.2 1文科省
マー |度化に関する国際共同研究」に関する情報収集 1 ~12. 9 1 総合研究
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氏名 所属 備考出張先 活動内容 H
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杜 明遠|地球環境部

鶴田治雄|地球環境部

宮田 明|地球環境部

野内 勇 l地球環境部

麓 多門|地球環境部

オーストラリア I2001年モニタリングとシミュレーション国際大会に 113.12. 8 1研究推進費

出席 1 --12.15 

フィリピン

韓国

中国

中国

第 3回APN/STARTワークショップ「東アジアの土 1 14. 1. 7 1 要請出張
地利用/管理の変化と微量ガスの発生Jに出席 I --1.12 1国際稲研究所

第2回 Asia Fluxワークショップに出席 14. 1. 8 I研究推進費
--1.12 

日本・中国シンポジウム「農業への酸性降下物の影 1 14. 1. 9 1研究推進費
響」に出席 1 -- 1.11 

日本・中国シンポジウム「農業への酸性降下物の影 114. 1. 9 1研究推進費
響」に出席 --1.11 

土屋 健一|生物環境安全部 |南アフリカ共和|第 2回ラルストニア・ソラナシアルム国際シンポジ 114.2. 1 1研究推進費

国 |ウムに出席 I --2.12 

井上吉雄|地球環境部

白戸康人 l地球環境部

横沢正幸|地球環境部

阿江教治|化学環境部

岡本勝男|地球環境部

新 藤 純 子 i地球環境部

米村正一郎|地球環境部

社 明遠|地球環境部

須藤重人|地球環境部

陽 捷行|理事長

鶴田治雄 l地球環境部

宮田 明|地球環境部

小林和彦|地球環境部

米村正一郎|地球環境部

フランス

イギリス

イギリス

ガーナ

ベトナム

ベトナム

中国

中国

マレーシア

マレーシア

中国

アメリカ

インド

ドイツ

「農耕地における炭素収支関連パラメータの評価手 114.2. 2 1文科省
法の開発」に関する調査研究 1 -- 3. 4 1 総合研究

「人為活動による農耕地における炭素収支の変動評 114.2. 3 1環境省

価」に関する調査研究 1 --2.10 1地球環境

炭素循環に関するグローバルマッピングとその高度 114.2. 3 1文科省

化に関する国際共同研究 1 --2.10 1総合研究

アフリカ地域持続的食料支援調査 14. 2.11 I要請出張
--3. 4 I国際農林業協力協会

炭素循環に関するグローバルマッピングとその高度 114.2.17 1文科省
化に関する国際共同研究 1 --2.22 1総合研究

アジアの水と農業に関する情報収集 14. 2.17 I要請出張

--2.22 I東京大学

地表面条件と風送ダスト発生の関係解明に関する研 114.2.17 1文科省

究 1 --2.28 1総合研究

地表面条件と風送ダスト発生の関係解明に関する研 114.2.17 I文科省

究 I --2.28 1総合研究
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持続的農業の研究・開発に関するシンポジウムに出 114. 2.24 I要請出張

席 1 --2.28 1農林水産省

アジアの農耕地における C礼、 NzOの発生量の評価 114.3. 3 1環境省
とその発生抑制技術の確立に関する研究 1 -- 3. 9 1 地球環境

「地球環境変化に伴う北極域陸域生態系の温室効果 114.3. 7 1文科省
ガス収支の変動解明とデータの統合化」に関する調 1--3.161国際共同研究
査研究

GCTE-イネ・コムギ コンソーシアム研究計画 114.3.12 1要請出張

ワークショップ準備会合に出席 I --3.15 I GCTE-イネ・コムギ

コンソーシアム

生態系と大気との間の大気微量物質の交換過程に関 114.3.26 1若手研究者海外派遣

する研究 1 '" 15.9.25 I科学技術振興事業団
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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

ダイズ由来フェリチン遺伝子を導入したレタス 船農林水産先端技術産業振 生物環境安全部長、植生研 13. 4. 1 
の安全性評価に関する研究 興センタ一、 究グループ、微生物・小動 ~13. 7 .31 

(財)電力中央研究所 物研究グループ

B.t.遺伝子を導入した害虫抵抗性トウモロコシ 制農林水産先端技術産業振 生物環境安全部長、昆虫研 13. 4. 1 
の安全性評価に関する研究 興センタ一、 究グループ、植生研究グ ~14.3.25 

側日本モンサント 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.遺伝子を導入した害虫抵抗性トウモロコシ 制農林水産先端技術産業振 生物環境安全部長、昆虫研 13. 4. 1 
の安全性評価に関する研究 興センタ一、 究グループ、植生研究グ ~14.3.25 

(械ノバルティスシード 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

害虫抵抗性及び除草剤耐性を導入したトウモロ 間農林水産先端技術産業振 生物環境安全部長、昆虫研 13. 4. 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、植生研究グ ~14.3.25 

側ダウ・ケミカル日本 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

難分解性有機化合物浄化システムの開発 (械東洋電化工業 有機化学物質研究グループ 13. 4. 1 
~14.3.31 

有機化学物質の系外流出制御技術の開発 側欣膳 有機化学物質研究グループ 13. 4. 1 
~14.3.31 

循環型生活社会を構築するための植物由来揮発 体制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
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ルと 科学技術振興事業団 温室効果ガスチーム 13. 4. 1 戦略的基礎研究
雲の影響に関する観測的研究 ~16.10.31 

単環芳香族化合物分解系の多様性と分解機構に (特)生物系特定産業技術研究 有機化学物質研究グループ 13. 4. 2 基礎研究推進
関する研究 推進機構 ~14.3.31 

病原性低下因子の探索と評価 儒生物系特定産業技術研究 微生物・小動物研究グルー 13. 4. 2 基礎研究推進
推進機構 フ ~14.3.31 

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 

高機能を有する有機牲肥料の開発 制日清製粉 重金属研究グループ 13. 7.12 農水省・連携実
~14. 3.20 用化研究

衛星データによる農業モニタリングシステムの 備)宇宙開発事業団 生態システム研究グループ 13.10. 9 
構築 ~16.3.31 

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る 大韓民国農村振興庁農業科 (掛農業環境技術研究所 13.10.31 
共通した農業と環境の問題の解決に関する研究 学技術院 ~ 
協力)
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(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

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

農林水産省

農林水産省

農林水産省

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

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

人事院

石川県

北海道

埼玉県

つくば市

平成13年度行政機関等が設置する常設委員会委員名簿(集計表)

ディジタルコミュニティ施設・設備作業部会、委員

重金属検討委員会、委員

硝酸検討委員会、委員

組換え作物 WG、 委 員 (2名)

組換え微生物 WG、 委 員 (2名)

組換え微生物のリスク評価に関する WG、委員

デジタルアーカイブ作業部会、部会員

農林水産研究計算・情報センターシステム整備計画策定 WG、委員

酸性雨による農業への影響調査検討委員会、委員(2名)

植物防疫に関する技術連絡会義、委員(2名)

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、座長

肥料公定規格設定検討会、委員

水稲平年収量等に関する研究会、委員

土壌保全事業等の検討会、委員

多面的機能維持管理調査委託事業、委員

水田等を利用した浄化技術検討委員会、委員長

農業資材審議会専門委員会、委員

農業生産資材に由来するノニルフェノールの実態解明に関する調査研究結果検討会、委員

キャッチメント解析手法検討 WG、委員

ダイオキシン類測定調査受注資格審査検討会、主査

ダメージ関数小委員会、委員

温室効果ガス排出量算定方法検討会インベントリ WG、委員

温室効果ガス排出量算定方法検討会農業分科会、委員(2名)

吸収源対策合同検討委員会、委員(2名)

酸性雨対策検討会生態影響分科会、委員

森林等の吸収源問題に関する WG、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、検討員

農薬残留調査検討会、委員

農薬生態影響評価検討会(生態影響 WGを含む)、委員

農薬登録保留基準設定技術検討会、委員

要調査項目評価検討会(分析法 WGを含む)、委員

吸収源グッドプラクティスガイダンス・タスクフォース、委員(5名)

組換え DNA技術等専門委員会、委員

科学技術・学術審議会、専門委員(科学技術振興調整費応募課題審査)

総合研究「炭素循環J推進委員会、委員

厚生科学研究 fWHO飲料水水質ガイドライン改訂等に対応する水道における化学物質に関す

る研究J委員会、委員

残留農薬安全性評価委員会、委員

薬事・食品衛生審議会、専門委員

薬事・食品衛生審議会金品衛生分科会農薬部会、委員

国家公務員採用試験、 I種試験専門委員

国家公務員採用試験、 E種試験専門委員

河北潟水質浄化検討会、委員

エゾシカ保護管理検討会、委員

農産物安全性技術専門委員会、委員

つくば市環境審議委員会、委員



日本学術会議

日本学術会議

日本学術会議

宇宙開発事業団

国際農林業協力協会

国際農林業協力協会

資源探査用観測システム研究開発機構

農林水産先端産業振興センター

資源・環境観測解析センター

資源・環境観測解析センタ一

地球科学技術推進機構

日本ユネスコ国内委員会

WMO (世界気象機関)

(掛農業技術研究機構

中央農業総合研究センター

(掛農業技術研究機構

中央農業総合研究センター

(掛農業技術研究機構動物衛生研究所

(掛農業技術研究機構作物研究所

畑農業生物資源研究所

(掛農薬検査所

(掛肥飼料検査所

(掛国立環境研究所

制日本植物防疫協会 「

(財)日本植物調節剤研究協会」

何日本植物防疫協会 「

(賊日本植物調節剤研究協会」

倒)日本草地畜産種子協会

(財)日本土壌協会

樹)日本土壌協会

(財)日本土壌協会

(財)日本土壌協会

(財)日本土壌協会

(財)日本土壌協会

(財)日本土壌協会

(財)農業技術協会

制日本動物薬事協会

側農林水産技術情報協会

側農林水産技術情報協会

(財)農林統計協会

制日本下水道協会

(財)日本食品分析センター

(賊日本食品分析センター

備)日本農業研究所

側)日本農業研究所

(財)残留農薬研究所

(財)残留農薬研究所

(財)残留農薬研究所

船日本植物防疫協会

日本原子力研究所

全農

全国野菜需給調整機構

施設園芸協会

環境科学技術研究所

日本葉たばこ技術開発協会

東京管区気象台・関東農政局

下水汚泥緑農地利用促進連絡会

有機質肥料生物活性利用技術研究組合

v.研究・技術協力

第 6部土壌・肥料・植物栄養学研究連絡委員会、委員

第6部土壌・肥料・植物栄養学研究連絡委員会土壌科学小委員会、委員

地球環境研究連絡委員会、 IGBP専門委員会 LUCC小委員会、委員

衝星データ利用推進委員会、農業 WG、主査

フィリピン農民参加によるマージナルランドの環境及び生産管理計画国内委員会、委員

日・アセアン農業技術交流事業国内検討委員会、委員

リモートセンシング産業技術動向委員会、委員

STAFFニュースレター編集委員会、委員

EOSデータ利用専門委員会、委員

SARミッション専門委員会、委員

地球科学技術フォーラム地球観測委員会、委員
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自然科学小委員会 IHP分科会ユネスコ・アジア太平洋地域 IHPトレーニングコース WG委員

会、委員

農業気象委員会 (CAgM)、委員

関東東海北陸農業試験研究推進会議土壌肥料部会、副部会長

組換え DNA実験安全委員会及び組換え体利用に関する業務安全委員会、委員

組換え DNA実験安全委員会、委員

組換え DNA実験安全委員会及び組換え体利用に関する業務安全委員会、委員

ジーンバンク動物部会、委員

調査研究推進委員会、委員

肥料等技術検討会、委員

地球環境モニタリング・データベース検討委員会、委員

環境残留試験委員会、委員

作物残留専門委員会、委員

飼料作物種子遺伝子検査検討会、委員

温室効果ガス発生抑制対策基礎調査検討委員会、委員

環境負荷診断システム開発委員会・作業部会、部会長

土壌改良資材評価委員会、委員

土壌環境影響診断システム開発事業、作業部会委員

土壌環境評価システム開発事業に係わる専門委員会、委員長(座長)

土壌環境評価システム開発事業作業部会、委員

土壌環境評価システム開発事業土壌調査データ公開等検討専門委員会、委員

温室効果ガス排出削減定量化法調査専門委員会、委員長(座長)、委員(2名)

環境耐性専門委員会、委員

水と緑とやすらぎ空間開発事業、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

アジア太平洋地域農作物被害量予測手法開発研究委員会、委員

「再生と利用j編集委員会、委員

農作物等有害物質総合調査委託事業(重金属)に関する検討会、委員・座長

農作物等有害物質総合委託事業(ダイオキシン類)に関する検討会、委員

農業環境収支適正化確立事業有機質資材等施用管理技術管理委員会、会長

農業環境収支適正化確立事業環境負荷診断機器開発管理委員会、委員長、委員(2名)

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

農用地土壌及び農作物のダイオキシン類等に関する検討会、委員

生物農薬連絡試験委員会、委員

アイソトープ専門部会、専門委員(2名)

営農総合対策本部、肥効率向上技術研究会、委員

衛星画像処理システム検討会、主査

新技術評価委員

陸上環境評価委員会、委員

検討会、委員

関東地域農業気象協議会、幹事

委員

実行委員
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平成13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

ディジタルコミュニティ施設・設備作業部会、委員 農林水産省 企画調整部 研究情報システム科長 粛藤滋隆

吸収源対策合同検討委員会、委員 環境省 地球環境部 部長 林 陽生

温室効果ガス排出量算定方法検討会インベントリ WG、 環境省 地球環境部 部長 林 陽生
委員

森林等の吸収源問題に関する WG、委員 環境省 地球環境部 部長 林 陽生

ダメージ関数小委員会、委員 環境省 地球環境部 部長 林 陽生

地球環境研究連絡委員会、 IGBP専門委員会 LUCC小委 日本学術会議 地球環境部 部長 林 陽生
員会、委員

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 部長 林 陽生
委員

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

吸収源グッドプラクティスガイダンス・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 (CAgM)、委員 WMO (世界気象機関) 地球環境部 気象研究グループ長 野内 勇

酸性雨による農業への影響調査検討委員会、委員 農林水産省 地球環境部 気象研究グループ長 野内 勇

関東地域農業気象協議会、幹事 東京管区気象台・関東 地球環境部 気象研究グループ 鳥谷 均
農政局

多面的機能維持管理調査委託事業、委員 農林水産省 地球環境部 気象研究グループ 川島茂人

衝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

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 粛藤元也
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 粛藤元也
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 粛藤元也
ム研究開発機構 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 粛藤元也

ループ長

アジア太平洋地域農作物被害量予測手法開発研究委員会、 (財)農林統計協会 地球環境部 生態システム研究グ 粛藤元也
委員 ループ長

水稲平年収量等に関する研究会、委員 農林水産省 地球環境部 生態システム研究グ 井上吉雄
ループ

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 環境省 地球環境部 生態システム研究グ 新藤純子

ループ

酸性雨による農業への影響調査検討委員会、委員 農林水産省 地球環境部 生態システム研究グ 麓 多門

ループ

温室効果ガス発生抑制対策基礎調査検討委員会、委員 (財)日本土壌協会 地球環境部 温室効果ガスチーム 八木一行
長
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用 務 委託者
担当者の所属

氏名
部 グループ等

温室効果ガス排出削減定量化法調査専門委員会、委員 樹)農業技術協会 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

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

日・アセアン農業技術交流事業国内検討委員会、委員 制国際農林業協力協会 地球環境部 食料生産予測チーム 谷山一郎
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 食料生産予測チーム 白戸康人
委員 長

自然科学小委員会 IHP分科会ユネスコ・アジア太平洋 日本ユネスコ国内委員 地球環境部 食料生産予測チーム 大野宏之
地域 IHPトレーニングコース WG委員会、委員 AZ3Z 、 長

地球環境モニタリング・データベース検討委員会、委員 (掛国立環境研究所 地球環境部 フラックス変動評価 宮田 明
チーム

組換え作物 WG、委員 農林水産省 生物環境安全部 部長 岡 三徳

国家公務員採用試験、 I種試験専門委員 人事院 生物環境安全部 植生研究グループ 池田浩明

新技術評価委員 施設園芸協会 生物環境安全部 植生研究グループ 藤井義晴

植物防疫に関する技術連絡会議、委員 農林水産省 生物環境安全部 昆虫研究グループ長 松井正春

生物農薬連絡試験委員会、委員 制日本植物防疫協会 生物環境安全部 昆虫研究グループ長 松井正春

ジーンバンク動物部会、委員 。到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

エゾシカ保護管理検討会、委員 北海道 生物環境安全部 昆虫研究グループ 山村光司

飼料作物種子遺伝子検査検討会、委員 備)日本草地畜産種子協 生物環境安全部 昆虫研究グループ 山村光司
Aヱミ、

組換え DNA技術等専門委員会、委員 文部科学省 生物環境安全部 微生物・小動物グ 塩見敏樹
ループ長

つくば市環境審議委員会、委員 つくば市 生物環境安全部 微生物・小動物グ 塩見敏樹
ループ長

植物防疫に関する技術連絡会義、委員 農林水産省 生物環境安全部 微生物・小動物グ 塩見敏樹
ループ長

組換え微生物 WG、委員 農林水産省 生物環境安全部 微生物・小動物グ 土屋健一
ループ

国家公務員採用試験、 H種試験専門委員 人事院 生物環境安全部 微生物・小動物グ 津田宏之
ループ

組換え作物 WG、委員 農林水産省 生物環境安全部 組換え体チーム長 松尾和人

農業資材審議会専門委員会、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

農業生産資材に由来するノニルフェノールの実態解明に 農林水産省 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
関する調査研究結果検討会、委員 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訂等に 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

科学技術・学術審議会、専門委員(科学技術振興調整費 文部科学省 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
応募課題審査) 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

農薬残留調査検討会、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

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

農作物等有害物質総合委託事業(ダイオキシン類)に関 (問日本食品分析セン 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
する検討会、委員 ター ループ長

環境耐性専門委員会、委員 制日本動物薬事協会 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
ループ長

環境残留試験委員会、委員 制日本植物防疫協会 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
倒)日本植物調節剤研究 ループ長

協会

革新的農薬廃液処理技術検討会、座長 倒)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

調査研究推進委員会、委員 (掛農薬検査所 化学環境部 有機化学物質研究グ 上路雅子
ループ長

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

検討会、委員 日本葉たばこ技術開発 化学環境部 有機化学物質研究グ 遠藤正造
協会 ループ

組換え微生物 WG、委員 農林水産省 化学環境部 有機化学物質研究グ 長谷部売
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

組換え DNA実験安全委員会及び組換え体利用に関する (掛農業技術研究機構 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 中央農業総合研究セン ループ

ター

組換え DNA実験安全委員会及び組換え体利用に関する 制農業技術研究機構 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 作物研究所 ループ

実行委員 有機質肥料生物活性利 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

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 長谷部売
センター ループ

水と緑とやすらぎ空間開発事業、委員 鮒農林水産技術情報協 化学環境部 有機化学物質研究グ 高木和広
AZコE、 ループ

組換え DNA実験安全委員会、委員 (掛農業技術研究機構 化学環境部 有機化学物質研究グ 小川直人
動物衛生研究所 ループ

肥料公定規格設定検討会、委員 農林水産省 化学環境部 重金属研究グループ 樋口太重
長

肥料等技術検討会、委員 (掛肥飼料検査所 化学環境部 重金属研究グループ 樋口太重
長

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 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、座長 長

農作物等有害物質総合調査委託事業(重金属)に関する 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
検討会、委員・座長 ター 長

農業環境収支適正化確立事業有機質資材等施用管理技術 備)日本農業研究所 化学環境部 重金属研究グループ 樋口太重
管理委員会、会長 長

土壌改良資材評価委員会、委員 (財)日本土壌協会 化学環境部 重金属研究グループ 樋口太重
長

営農総合対策本部、肥効率向上技術研究会、委員 全農 化学環境部 重金属研究グループ 樋口太重
長
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用 務 委託者
担当者の所属

氏名
部 グループ等

土壌保全事業等の検討会、委員 農林水産省 化学環境部 重金属研究グ、ループ 菅原和夫

河北潟水質浄化検討会、委員 石川県 化学環境部 重金属研究グループ 阿 江 教 治

重金属検討委員会、委員 農林水産省 化学環境部 重金属研究グループ 阿江教治

硝酸検討委員会、委員 農林水産省 化学環境部 重金属研究グループ 阿江教治

環境保全型農業のための先進計測技術の開発委員会、委 船農林水産技術情報協 化学環境部 栄養塩類研究グルー 上沢正志
員 βA 、 プ長

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 化学環境部 栄養塩類研究グルー 上沢正志
プ長

環境負荷診断システム開発委員会・作業部会、部会長 (財)日本土壌協会 化学環境部 栄養塩類研究グルー 上沢正志
プ長

農業環境収支適正化確立事業環境負荷診断機器開発管理 働日本農業研究所 化学環境部 栄養塩類研究グルー 上沢正志
委員会、委員長 プ長

「再生と利用」編集委員会、委員 制日本下水道協会 化学環境部 栄養塩類研究グルー 上沢正志
プ長

農業環境収支適正化確立事業環境負荷診断機器開発管理 例日本農業研究所 化学環境部 栄養塩類研究グルー 加藤英孝
委員会、委員 フ

委員 下水汚泥緑農地利用促 化学環境部 栄養塩類研究グルー 井上恒久
進連絡会 フ

ダイオキシン類測定調査受注資格審査検討会、主査 環境省 化学環境部 ダイオキシンチーム 清家伸康

第 6部 土壌・肥料・植物栄養学研究連絡委員会、委員 日本学術会議 農業環境インベン センター長 浜崎忠雄
トリーセンター

第 6部 土壌・肥料・植物栄養学研究連絡委員会土壌科 日本学術会議 農業環境インベン センター長 浜 崎 忠 雄
学小委員会、委員 トリーセンター

フィリピン農民参加によるマージナルランドの環境及び 制国際農林業協力協会 農業環境インベン センター長 浜 崎 忠 雄
生産管理計画国内委員会、委員 トリーセンター

関東東海北陸農業試験研究推進会議土壌肥料部会、副部 (掛農業技術研究機構 農業環境インベン センター長 浜 崎 忠 雄
会長 中央農業総合研究セン トリーセンター

ター

温室効果ガス排出削減定量化法調査専門委員会、委員長 償却農業技術協会 農業環境インベン センター長 浜崎忠雄
(座長) トリーセンター

土壌環境評価システム開発事業に係わる専門委員会、委 樹)日本土壌協会 農業環境インベン センター長 浜崎忠雄
員長(座長) トリーセンター

土壌環境評価システム開発事業作業部会、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

土壌環境評価システム開発事業土壌調査データ公開等検 (財)日本土壌協会 農業環境インベン 土壌分類研究室 中井
討専門委員会、委員 トリーセンター

温室効果ガス排出削減定量化法調査専門委員会、委員 (財)農業技術協会 農業環境インベン 土壌分類研究室 中井
トリーセンター

デジタルアーカイブ作業部会、部会員 農林水産省 農業環境インベン 土壌分類研究室 中井
トリーセンター

農林水産研究計算・情報センターシステム整備計画策定 農林水産省 農業環境インベン 士壌分類研究室 中井
W G、委員 トリーセンター

土壌環境影響診断システム開発事業、作業部会委員 (財)日本土壌協会 農業環境インベン 土壌分類研究室 小原 洋

トリーセンター

薬事・食品衛生審議会金品衛生分科会農薬部会、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
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用 務 委託者
部

担当者の所属
氏名

グループ等

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

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、検討員 環境省 環境化学分析セン センター長 石井康雄

ター

農薬生態影響評価検討会(生態影響 WGを含む)、委員 環境省 環境化学分析セン センター長 石井康雄

ター

農用地土壌及び農作物のダイオキシン類等に関する検討 (財)残留農薬研究所 環境化学分析セン センター長 石井康雄

会、委員 ター

要調査項目評価検討会(分析法 WGを含む)、委員 環境省 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 船日本植物防疫協会 環境化学分析セン センター長 石井康雄

側)日本植物調節剤研究 ター

協会

アイソトープ専門部会、専門委員 日本原子力研究所 環境化学分析セン センター長 石井康雄

ター

アイソトープ専門部会、専門委員 日本原子力研究所 環境化学分析セン 放射性同位体分析研 木方展治

ター 究室

2 )国際機関への協力

内 n廿- 期 間 場 所 所属 氏名

気候変動枠組み条約豪州温窒効果ガス目録レビュー 13. 6. 2 オーストラリア 地球環境部 本本 陽生

~ 6. 7 (キャンベラ)

OECD生物多様性専門家会議 13.11. 3 スイス 地球環境部 David Spr任ague 
~11.10 (チューリッヒ) 生物環境安全部 井手

OECD r組換え生物と環境」国際会議 13.11.27 アメリカ 生物環境安全部 岡 三徳

~12. 2 (ノースカロライナ) 生物環境安全部 松井正春

APEC r持続的農業の研究・開発に関するシンポジウム」 14. 2.24 マレーシア 理事長 陽 捷行
~ 2.28 (クアラルンプール)

APO r農業開発と環境保全セミナー」 13. 6.30 ネパール 生物環境安全部 藤井義晴
~ 7. 8 (カトマンズ)

ASEAN r農業の多面的機能に関する調査研究・普及事業」 13. 7. 8 ミャンマー(ヤンゴン)、マ 地球環境部 谷山一郎

に係わる現地調査及び指導」 ~ 7.15 レーシア(クアラルンプール)

IRRI r第 3回APN/STARTワークショップ東アジアの土地 14. 1. 7 フィリピン 地球環境部 鶴田治雄

利用/管理の変化と微量ガスの発生」 ~ 1.12 (マニラ)

JICA rフィリピン農民参加によるマージナルランドの環 13.11. 5 フィリピン 地球環境部 白 戸 康 人

境及び生産管理計画短期派遣専門家」 ~11.28 (マニラ)
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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

清野 害谷 企画調整部長 平成13年度 I種採用者専門研修講師 農林水産技術会議事務局長 13. 4.16 
~ 4.19 

石 井 英 夫 化学環境部 平成13年度 I種採用者専門研修講師 農林水産技術会議事務局長 13. 4.16 
有機化学物質研究グループ ~ 4.19 

鳥谷 均 地球環境部気象研究グループ 平成13年度一般職員行政基礎研修講師 農林水産技術会議事務局長 13. 6. 7 

藤井義晴 生物環境安全部 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 13. 6. 8 
植生研究グループ ス講師

駒田充生 化学環境部 平成13年度一般職員行政基礎研修講師 農林水産技術会議事務局長 13. 6.12 
栄養塩類研究グループ ~ 6.13 

関口哲生 化学環境部 平成13年度一般職員行政基礎研修講師 農林水産技術会議事務局長 13. 6.15 
栄養塩類研究グループ

上路雅子 化学環境部 消費生活専門講座講師 株式会社食品科学広報センター 13. 7.18 
有機化学物質研究グループ

藤井義晴 生物環境安全部 南アフリカ共和国特設野菜栽培コース講師 国際協力事業団 13. 8. 7 
植生研究グループ

三輪哲久 地球環境部 稲研究コース講師 国際協力事業団 13. 8. 8 
生態システム研究グループ

林 陽生 地球環境部長 温暖化が及ぼす農作物への影響に関する研 農林水産大臣官房企画評価課長 13. 8.22 
究会講師

阿江教j台 化学環境部 作物研究所セミナー講師 独立行政法人農業技術研究機構 13. 8.29 
重金属研究グループ 作物研究所長

松井正春 生物環境安全部 平成13年度植物防疫官専門研修講師 横浜植物防疫所長 13. 9. 5 
昆虫研究グループ長

上沢正志 化学環境部 我が固における物質循環に関する研究会議 農林水産省総合食料局長 13. 9. 6 
栄養塩類研究グループ長 日市

林 陽生 地球環境部長 温暖化が及ぼす農作物への影響に関する研 農林水産大臣官房企画評価課長 13. 9.14 
究会講師

松尾和人 生物環境安全部組換え体チーム 研究成果報告会コメンテーター 農林水産政策研究所長 13. 9.28 

駒 田 充 生 化学環境部 平成13年度一般職員行政基礎研修講師 農林水産技術会議事務局長 13.10. 3 
栄養塩類研究グループ ~10. 4 

井 上 恒 久 化学環境部栄養塩類研究グループ 平成13年度一般職員行政基礎研修講師 農林水産技術会議事務局長 13.10. 5 

鳥谷 均 地球環境部気象研究グループ 平成13年度一般職員行政基礎研修講師 農林水産技術会議事務局長 13.10. 9 

上路雅子 化学環境部 農薬の安全性講師 株式会社食品科学広報センター 13.11. 5 
有機化学物質研究グループ

野口 r告 生物環境安全部昆虫研究グループ 平成13年度野菜茶業課題別研究会講師 独立行政法人農業技術研究機構 13.11.14 
野菜茶業研究所長

封島誠也 農業環境インベントリーセンター 平成13年度東北地域研究成果移転セミナー 独立行政法人農業技術研究機構 13.11.29 
微生物分類研究室 講師 東北農業研究センター長 ~11.30 

廉i畢敏弘 企画調整部研究金両科 平成13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長 13.11. 7 

三中信宏 地球環境部 平成13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長 13.11. 5 
生態システム研究グループ ~11. 7 

新藤純子 地球環境部 平成13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長 13.11.14 
生態システム研究グループ

横沢正幸 地球環境部食料生産予測チーム 平成13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長 13.11.13 

山 村 光 司 生物環境安全部 平成13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長 13.11. 8 
昆虫研究グループ ~11.12 
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氏名 所 属 講師派遣の内容 依頼者 期間

浜崎忠雄 農業環境インベントリーセンター 平成13年度独立行政法人農業技術研究機構 独立行政法人農業技術研究機構 13.11.27 
短期集合研修講師 理事長 ~11.29 

樋口太重 化学環境部 有機質肥料の機能性評価についての講師 JA全農長野県本部 13.11.27 
重金属研究グループ

荒城雅昭 生物環境安全部 平成13年度植物貿易官専門研修講師 横浜植物防疫所長 13.11.28 
微生物・小動物研究グループ

土屋健一 生物環境安全部 平成13年度植物貿易官専門研修講師 横浜植物防疫所長 13.12. 3 
微生物・小動物研究グループ

小林和彦 地球環境部気象研究グループ 温暖化が及ぼす農作物等への影響に関する 農林水産大臣官房企画評価課長 13.12. 5 
研究会講師

松本直幸 生物環境安全部 第18回資源生物科学シンポジウムコメン 岡山大学資源生物科学研究所長 13.12.13 
微生物・小動物研究グループ テーター ~12.15 

山村光司 生物環境安全部 平成13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 14.1.23 
昆虫研究グループ 師

上 路 雅 子 化学環境部 農薬の安全性講師 株式会社食品科学広報センター 14.11. 5 
有機化学物質研究グループ

小原裕三 化学環境部 オゾン層保護対策・代替技術セミナー講師 財団法人日本環境衛生センター 14. 1.31 
有機化学物質研究グループ

石 井 英 夫 化学環境部 平成13年度九州、|・沖縄地区植物貿易関係者 九州農政局長 14. 2. 5 
有機化学物質研究グループ 研修会講師

井 上 恒 久 化学環境部 平成13年度珪酸石灰肥料委託試験成績検討 珪酸石灰肥料研究会 14. 2.15 
栄養塩類研究グループ 会及び講演

上路雅子 化学環境部 農薬シンポジウム講師 株式会社食品科学広報センター 14. 3. 6 
有機化学物質研究グループ

上沢正志 化学環境部 農村地域における物質循環に関する勉強会 財団法人日本農業土木総合研究 14. 3.13 
栄養塩類研究グループ 講師 所

松尾和人 生物環境安全部 平成13年度調査研究担当者会議講師 独立行政法人種苗管理センター 14. 3.15 
組換え体チーム 理事長

(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 川越洋二 宮崎県総合農業試 微生物機能ユニット メロンの土壌病原菌の生存増殖に影響を 13. 6. 1 
験場 与える拾抗微生物の同定 ~13. 8.31 

依頼研究員 寺添 斉 電力中央研究所 土壌微生物利用ユニット 養液栽培等で用いられる酸アミド系薬剤 13. 6.11 
の分解微生物の探索と分解機構の解明 ~13.11.30 

依頼研究員 伊藤正志 秋田県農業試験場 重金属動態ユニット 安定同位体トレーサ一法を用いたダイズ 13. 7. 1 
におけるカドミウムの吸収移行過程の解 ~13. 9.30 
明

依頼研究員 松尾尚典 岐阜県農業技術研 導入昆虫影響ユニット 天敵の利用技術と環境影響評価に関する 13. 9. 1 
究所 研究 ~14. 2.28 

依頼研究員 中 村 憲 治 茨城県農業総合セ 環境化学物質分析研究室 土壌及び作物における残留農薬分析 13. 9.20 
ンター ~13.12.19 

依頼研究員 須賀 丈 長野県自然保護研 昆虫分類研究室 長野県産訪花昆虫類の分類学的研究 13. 9.25 
究所 ~13.12.21 

依頼研究員 元木 ，匝l口 長野県農業試験場 化学生態ユニット 野菜のアレロパシ一物質の探索 13. 9.26 
~13 .12. 26 

依頼研究員 安田文俊 鳥取県園芸試験場 農薬影響軽減ユニット ナシ病害抵抗性の誘導機構に関する研究 13.10. 1 
~13 .12.28 

依頼研究員 青木由美 富山県農業技術セ 個体群動態ユニット リンゴのナミハダニの被害および個体群 13.10. 1 
ンター 動態の解析 ~13 .12. 28 

依頼研究員 猫塚修一 岩手県農業研究セ 微生物生態ユニット リンゴ紫もんぱ病の生物防除に関する研 14. 1. 4 
ンター qプbし ~14. 3.29 
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制度名 氏名 期

科学技術特別研|中谷至伸
究員

科学技術特別研|光永貴之
究員

STAブエロー ISaman 
ンツブ I Seneweera 

農域生態系における微小カメムシ類の分 13.4. 1 
類同定法と種多様性の解明 I ~13. 9.30 

導入天敵農薬の土着天敵に対する競争能 13.4. 1 
力評価のための数理生態学的研究 I ~14. 3.31 

大気中の二酸化炭素濃度増加時における ll.4. 6 
イネの発育反応に及ぼす低温の影響に関 I~13. 4. 5 
する研究

不耕起栽培及び有機栽培が自活性土壌線 12.3.30 
虫の多様性におよぼす影響の解明 I ~14. 3.29 

降水量及び気候変動がモンスーンアジア 12.4.13 
における水稲生産量の変動に及ぼす影響 I~14. 4.12 

バングラデシュ農|フラックス変動評価チー|水田・大気聞の温室効果ガスブラックス 12.10.7 
科大学 |ム |の微気象学的評価 I ~14. 3.31 

所属 室一究
一
室

研
一
究

入
一
研

受
一
類分虫昆

導入昆虫影響ユニット

オーストラリア l生態系影響ユニット

Westem Sydney大
戸ら
ず」

STAフエ ロー IZakaullah Khan I韓国薬用植物試験 l線虫・小動物ユニット
シップ 場

STAブエ ロー IEdmound Ranga 
ンツブ I Ranatunge 

STAブエ ロー IMohammad 
ンツフ I A. Baten 

STAブエロ-I Fulu Tao 
ンツブ

STAブエ ロー IHans Jorgen 
ンツブ I Cools 

STAブエ ロー IJung Sup Lee 
ンツブ

食料生産予測チーム

中国農業科学院 l食料生産予測チーム

イギリスプリスト|農薬影響軽減ユニット

ル大学

韓国農村振興庁 |微生物生態ユニット

STAブエ ロー IZhiming Feng 中国科学院
シップ(短期)

STAブエ ロー IMatthias 
シップ(短期 IWissuwa 

JSPS外国人特 IXiangkui Yan 
別研究員

JSPS外国人特 IShenqiang Wang I中国科学院
別研究員

JSPS外国人招 IGujjaish N. 
へい研究者 I Magesan 
(短期)

大気保全ユニット

土壌生化学ユニット

中国甘粛農業大学|土壌生化学ユニット

重金属動態ユニット

ニュージーランド|土壌物理ユニット

森林研究所

JSPS外国 人招 ITao Wang 
へい研究者

(短期)

JSPS外国人招 IHyub sung Lee 韓国農村振興庁 |土壌物理ユニット
へい研究者

(短期)

JSPS外国人招 IChangsheng 
へい研究者 I Li 
(短期)

JSPS外国 人招 IGen-xu Wang 
へい研究者

(短期)

エコフロンテイ IWeiguo Cheng 
アフェローシッ

フ

外国人招へい者 ITohru Saito 

外国人招へい者 IRommel 
C. Zulueta 

中国科学院 食料生産予測チーム

アメリカニューハ l生態系影響ユニット

ンプシャ一大学

中国科学院 |大気保全ユニット

温室効果ガスチーム

研究課題

地球規模の環境変化にともなう東アジア 13.2.19 
農業の脆弱性評価に関する研究 I ~14. 2.18 

植物における全身抵抗性誘導の分子機構 13.2.20 
の解明 I ~14. 2.19 

菌類ウイルスを用いた果樹類紋羽病生物 13.3.15 
防除 I ~14. 3.14 

土地利用変化およびそれがダストの大気 13.3.25 
中への供給に及ぼす影響に関する研究 I ~13. 6.24 

作物の低リン酸耐性機構のその遺伝的改 13.4. 1 
良法 I ~13. 6.30 

下水汚泥施用がヲ|き起こす重金属汚泥土 14.3.10 
壌の栽培植物による環境修復 I ~16. 3. 9 

113Cd標識肥料・ライシメータ試験によ 14.3.26 
るカドミウムの負荷と動態 I ~16. 3.25 

火山灰土壌による溶質吸着量の新しい実 13.10.8 
用的な測定法に関する研究 I ~13.11. 3 

地球規模の温暖化や降雨変動による土壌 13.11.30
劣化が東アジアの食料生産に及ぼす影響 I~14. 2.25 
の評価に関する研究

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COz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 

熱帯アジアの土地利用変化が陸域生態系 13.4. 1 
からの温室効果ガスの発生・吸収量に及 I~14. 3.31 
ぼす影響の評価に関する研究

アメリカ国際北極 1ブラックス変動評価チー|地球環境変化に伴う北極域陸域生態系の 13.10.15
圏研究センター |ム |温室効果ガス収支の変動解明とデータの I~13.11. 1 

統合化に関する研究

アメリカサンデイ|フラックス変動評価チー|地球環境変化に伴う北極域陸域生態系の 13.10.20
エゴ州立大学 |ム |温室効果ガス収支の変動解明とデータの I~13.11. 1 

統合化に関する研究

外国人招へい者 IKobkiet タイ農業協同省 |食料生産予測チーム

Paisancharoen 

外国人招へい者 IJie Yang 中国内蒙古大学 |食料生産予測チーム

陸域生態系の吸収源機能評価に関する研 13.10.22
究 I~13.12. 2 

中国における砂漠化に伴う環境資源変動 13.11.21
評価のための指標開発に関する研究 I ~13.12.8 
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制度名 氏名 期間所属 受入研究室 研究課題

外国人招へい者 IWuyunna 中国内蒙古大学 l食料生産予測チーム

外国人招へい者 IJeffey T. Baker Iアメリカ農務省 |生態系影響ユニット

外国人招へい者 IUpendra Singh アメリカ国際肥料|生態系影響ユニット
開発センター

外国人招へい者 ILloyd T. Wilson Iアメリカビューモ|生態系影響ユニット
ント研究センター

外国人招へい者 IRobert オーストラリアヤ|生態系影響ユニット
L. Williams ンコ農業研究所

外国人招へい者 IKri比 |タイコンケン大学|生態系影響ユニット
Pannangpetch 

外国人招へい者 INikolass 
P. R. Anten 

外国人招へい者 Ilain P. 
Mc Taggart 

オランダユトレヒ|生態系影響ユニット
ト大学

イギリススコット|温室効果ガスチーム
ランド農業大学

中国における砂漠化に伴う環境資源変動 13.11.21
評価のための指標開発に関する研究 I ~13.12. 8 

高濃度 C02環境下のイネ生長プロセスモ 13.11.25
デリング(農環研・ IGBP-GCTERice Net- I ~ 13.11.30 
work国際ワークショップ)

高濃度 CO2環境下のイネ生長プロセスモ 13.11.25
デリング(農環研.IGBP-GCTE Rice Net- I ~ 13.11.30 
work 国際ワークショップ)

高濃度 CO2環境下のイネ生長プロセスモ 13.11.25
デリング(農環研・ IGBP-GCTERice Net-I ~13.11.30 
work国際ワークショップ)

高濃度 CO2環境下のイネ生長プロセスモ 13.11.25
デリング(農環研・ IGBP-GCTERice Net-I ~ 13.11.30 
work国際ワークショップ)

高濃度 C02環境下のイネ生長プロセスモ 13.11.25
デリング(農環研・ IGBP-GCTERice Net- I ~ 13.11.30 
work国際ワークショップ)

高濃度 C02環境下のイネ生長プロセスモ 13.11.25
デリング(農環研・ IGBP-GCTERice Net- I ~13 .11. 30 
work国際ワークショップ)

温室効果ガスインベントリーシステム構 13.12.2 
築手法の開発 I ~13.12.14 

外国人招へい者 IHyojung Kwon Iアメリカサンデイ|ブラックス変動評価チー|地球環境変化に伴う北極域陸域生態系の 14.1.15 
エゴ州立大学 |ム !温室効果ガス収支の変動解明とデータの I~14. 1.26 

統合化に関する研究

外国人招へい者 IWanfu Wang 

外国人招へい者 IJinhuan Qiu 

外国人招へい者 IYubo Shen 

外国人招へい者 IPatrik Wallman 

外国人招へい者 IWonsik Kim 

中国敦短研究院 |大気保全ユニット

中国科学院 l大気保全ユニット

中国科学院 |大気保全ユニット

スウェーデンルン

ド大学

韓国延世大学校

物質循環ユニット

地表面条件と風送ダスト発生の関係解明 14.1.16 
に関する研究 I ~14. 1.23 

地表面条件と風送ダスト発生の関係解明 14.1.16 
に関する研究 I ~14. 1.23 

地表面条件と風送ダスト発生の関係解明 14.1.16 
に関する研究 I ~14. 1.23 

酸性降下物の陸水環境に及ぼす影響の定
量的評価

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
ム |のt~!屋とアジアブラックスネットワーク

の確立

外国人招へい者 IPatrick Mutuo ロンドン大学 |温室効果ガスチーム

外国人招へい者 IMichael Keller アメリカニューハ|温室効果ガスチーム
ンプシャ一大学

外国人招へい者 IChristopher 
Neil 

外国人招へい者 IG. H. J. de 
Koning 
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アメリカ海洋生物|温窒効果ガスチーム
研究所

ドイツゲッチンゲ|温室効果ガスチーム
ン大学

インドネシア環境|温室効果ガスチーム
省

インドネシアボ|温室効果ガスチーム
ゴール農業大学

インドネシアボ|温室効果ガスチーム
ゴール農業大学

14. 2. 3 
~14. 2.14 

14. 2.17 
~14. 2.23 

「熱帯地域の土地利用変化と温室効果ガ 14.2.17 
ス、土壌炭素と栄養分のサイクル」に関 I~14. 2.23 
する国際ワークショップ

「熱帯地域の土地利用変化と温室効果ガ 14.2.18 
ス、土壌炭素と栄養分のサイクル」に関 I~14. 2.22 
する国際ワークショップ

「熱帯地域の土地利用変化と温室効果ガ 14.2.18 
ス、土壌炭素と栄養分のサイクル」に関 I~14. 2.22 
する国際ワークショップ

「熱帯地域の土地利用変化と温室効果ガ 14.2.18 
ス、土壌炭素と栄養分のサイクルJに関 I~14. 2.22 
する国際ワークショップ

「熱帯地域の土地利用変化と温室効果ガ 14.2.18 
ス、土壌炭素と栄養分のサイクルJに関 I~14. 2.22 
する国際ワークショップ

「熱帯地域の土地利用変化と温室効果ガ 14.2.18 
ス、土壌炭素と栄養分のサイクルJに関 I~14. 2.22 
する国際ワークショップ

「熱帯地域の土地利用変化と温室効果ガ 14.2.18 
ス、土壌炭素と栄養分のサイクルJに関 I~14. 2.22 
する国際ワークショップ
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制度名 氏名 間期所属 受入研究室 研究課題
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外国人招へい者 IMuljady D 
Mario 

外国人招へい者 IAbdul Hadi 

インドネシアボ|温室効果ガスチーム

ゴール農業大学

インドネシアボ|温室効果ガスチーム

ゴール農業大学

インドネシアラン|温室効果ガスチーム

ブングマングク

ラット大学

「熱帯地域の土地利用変化と温室効果ガ 14.2.18 
ス、土壌炭素と栄養分のサイクル」に関 I~14. 2.22 
する国際ワークショップ

「熱帯地域の土地利用変化と温窒効果ガ 14.2.18 
ス、土壌炭素と栄養分のサイクルjに関 I~14. 2.22 
する国際ワークショップ

「熱帯地域の土地利用変化と温室効果ガ 14.2.18 
ス、土壌炭素と栄養分のサイクル」に関 I~14. 2.22 
する国際ワークショップ

外国人招へい者 ISoo-Jin Hwang I韓国釜山大学校 |フ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 14.2.18 
ム |のJ巴握とアジアブラックスネットワーク I~14. 2.24 

の確立

招へい者(国内)I長谷川拡博

招へい者(国内)I伊藤千春

招へい者(国内)I松本真悟

招へい者(国内)I鳥山 和伸

招へい者(国内)I文字信貴

招へい者(国内)I大手信人

招へい者(国内)I谷

招へい者(国内)I大場和彦

招へい者(国内)I村井麻理

招へい者(国内)I大崎 満

招へい者(国内)I原口 昭

招へい者(国内)I Leandro 
Buendia 

招へい者(国内)I伊藤千春

招へい者(国内) J古賀伸久

招へい者(国内)I内島善兵衛

招へい者(国内)I大場和彦

北海道大学大学院|生態系影響ユ、ニット

秋田県農業試験場|土壌生化学ユ、ニット

島根県農業試験場|土壌生化学ユニット

独立行政法人農業|生態系影響ユニット

技術研究機構中央

農業研究センタ一

大阪府立大学 |地球環境部

京都大学大学院 |地球環境部

誠 京都大学大学院 |地球環境部

二酸化炭素の濃度上昇がアジアの米生産 13.5.27 
に及ぼす影響のモデル化 I ~13. 5.29 

高機能を有する有機性肥料の開発 I 13. 7.24 
~13. 7.25 

高機能を有する有機性肥料の開発 13 .7.24 
I ~13 .7.25 

二酸化炭素の濃度上昇がアジアの米生産 13.9.10 
に及ぼす影響のモデル化 I ~13. 9.11 

「アジアブラックスネットワークの確立 13.11.7 
による東アジア生態系の炭素固定量把 I~13.11. 8 
握J課題検討会議

「アジアフラックスネットワークの確立 13.11.7 
による東アジア生態系の炭素固定量把 I~13.11. 8 
握」課題検討会議

「アジアフラックスネットワークの確立 13.11.7 
による東アジア生態系の炭素固定量把 I~13.11. 8 
握」課題検討会議

「アジアフラックスネットワークの確立 13.11.7 
による東アジア生態系の炭素固定量把 I~13.11. 9 
握」課題検討会議

気候変化や二酸化炭素の濃度上昇による 13.12.17
農業気候資源量の変動特性の解明と影響 I~13.12.19 
評価法の開発

「熱帯地域の土地利用変化と温室効果ガ 14.2.18 
ス、土壌炭素と栄養分のサイクルJに関 I~14. 2.21 
する国際ワークショップ

「熱帯地域の土地利用変化と温室効果ガ 14.2.18 
ス、土壌炭素と栄養分のサイクルJに関 I~14. 2.21 
する国際ワークショップ

「熱帯地域の土地利用変化と温室効果ガ 14.2.18 
ス、土壌炭素と栄養分のサイクル」に関 I~14. 2.21 
する国際ワークショップ

21世紀を目指した農産漁村におけるエコ 14.2.21 
システム創出に関する技術開発 I ~14. 2.23 

高機能を有する有機性肥料の開発 I 14. 3. 6 
~14. 3. 8 

農業生態系の脆弱生評価に関する研究 14. 3.17 
~14. 3.19 

気候変化や二酸化炭素の濃度上昇による 14.3.17 
農業気候資源量の変動特性の解明と影響 I~14. 3.19 
評価法の開発
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北九州市立大学 |温室効果ガスチーム

財団法人地球環境|温室効果ガスチーム
戦略研究機関

秋田県農業試験場|土壌生化学ユ、ニット

独立行政法人農業|土壌生化学ユ、ニット

技術研究機構北海

道農業研究セン

タ一

宮崎公立大学 気候資源ユニット

独立行政法人農業|気候資源ユニット

技術研究機構九州

沖縄農業研究セン

ター
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制度名 氏名 H
l
e
 

i
 

H
「
l

口
H
リ

刊

E
F

招へい者(国内)I中J11 博視

所属

京都大学

受入研究室

気候資源ユニット

研究課題

農業生態系の脆弱生評価に関する研究 14. 3.18 
I ~14. 3.19 

農用地の重金属に関する新規プロジ、エク 13.11.4 
ト打ち合わせ I ~13.11.10 

中国における砂漠化に伴う環境資源変動 13.11.30
評価のための指標開発に関する研究 I ~14. 2.25 

外国人受入研究 ISun-Gang Yun 韓国農村振興庁 |重金属動態ユニット

者

外国人受入研究 IWei Wu 中国科学院 l食料生産予測チーム

者

重点研究支援協|叢

力員

重点研究支援協|石塚直樹

力員

重点研究支援協|冨久尾歩

力員

重点研究支援協|穴沢道雄

力員

重点研究支援協|陳 金華

力員

重点研究支援協|永谷 泉

力員

重点研究支援協|山田 智康

力員

重点研究支援協|小野圭介

力員

重点研究支援協|永井秀幸

力員

重点研究支援協 IGwang Hyun 
力員 I Han 

重点研究支援協|大前義男

力員

重点研究支援協|西原 英治

力員

重点研究支援協 IZahida Iqbal 
力員

重点研究支援協|加茂綱嗣

力員

重点研究支援協|服部真幸

力員

生研機構派遣職 IPerigio B. 
員 IFrancisco. Jr 

生研機構派遣職|鈴木勝久

員

生研機構派遣職|劉 生浩

貝

生研機構派遣職|中村 仁

貝

生研機構派遣職|池田 健一
貝

敏 リモートセンシングユ|リモートセンシング技術の高度化による 13.4. 1 
ニット |陸域植物生産量の推定 I ~14. 3.31 

リモートセンシングユ|リモートセンシング技術の高度化による 13.4. 1 
ニット |陸域植物生産量の推定 I ~14. 3.31 

リモートセンシングユ|リモートセンシング技術の高度化による 13.4. 1 
ニット |陸域植物生産量の推定 I ~14. 3.31 

リモートセンシングユ|リモートセンシング技術の高度化による 13.4. 1 
ニット |陸域植物生産量の推定 I ~14. 3.31 

リモートセンシングユ|リモートセンシング技術の高度化による 13.4. 1 
ニット |陸域植物生産量の推定 I ~14. 1.31 

リモートセンシングユ|リモートセンシング技術の高度化による 14.2. 1 
ニット |陸域植物生産量の推定 I ~14. 3.31 

フラックス変動評価チー ICOP6政府間協議を支援する生態系温室 13.4. 1 
ム |効果ガス収支データの蓄積とデータベー I~14. 3.31 

スの展開に関する研究

ブラックス変動評価チ-I COP6政府間協議を支援する生態系温室 13.4. 1 
ム i効果ガス収支データの蓄積とデータベー I~14. 3.31 

スの展開に関する研究

フラックス変動評価チー ICOP6政府間協議を支援する生態系温室 13.4. 1 
ム |効果ガス収支データの蓄積とデータベー I~14. 3.31 

スの展開に関する研究

ブラックス変動評価チー ICOP6政府間協議を支援する生態系温室 13.4. 1 
ム l効果ガス収支データの蓄積とデータベー I~14. 3.31 

スの展開に関する研究

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 13.4. 1 
学生態的な安全性評価 I ~14. 3.31 

化学生態ユニット l農業生態系における導入 侵入植物の化 13.4. 1 
学生態的な安全性評価 I ~14. 3.31 

化学生態ユニット l農業生態系における導入 侵入植物の化 13.4. 1 
学生態的な安全性評価 I ~14. 3.31 

化学生態ユニット |農業生態系における導入 侵入植物の化 13.4. 1 
学生態的な安全性評価 I ~14. 3.31 

化学生態ユニット |農業生態系における導入 侵入植物の化 13.4. 1 
学生態的な安全性評価 I ~14. 3.31 

生物系特定産業技|土壌微生物利用ユニット|単環芳香族化合物分解系の多様性と分解 13.4. 1 
術研究推進機構 機構に関する研究 I ~14. 3.31 

生物系特定産業技|土壌微生物利用ユニット|単環芳香族化合物分解系の多様性と分解 13.4. 1 
術研究推進機構 機構に関する研究 I ~13.10.31 

生物系特定産業技|土壌微生物利用ユニット|単環芳香族化合物分解系の多様性と分解 13.4. 1 
術研究推進機構 機構に関する研究 I ~14. 1.31 

生物系特定産業技|微生物生態ユニット |病原性低下因子利用による果樹類紋羽病 13.4. 1 
術研究推進機構 の遺伝子治療 I ~14. 3.31 

生物系特定産業技|微生物生態ユニット

術研究推進機構
病原性低下因子利用による果樹類紋羽病 13.4. 1 
の遺伝子治療 I ~14. 3.31 
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氏名 期
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vd 
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J
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凶

U
R
U
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δ
 

堀元栄枝

沼田慎一

片岡 智

塚田さゆり

原園愛子

角田 淳

矢頭秀幸

Estela 
A. Blancaver 

小 室 幸 子

大和田章衣

塩谷純一朗

間野正美

大崎佳徳

杉i宰真吾

谷 尚嗣

田村英生

山崎幸重

中島竜一

吉光寺徳子

河上強志、

清水えり

山 野美鈴

蕪木佐衣子

所属

筑波大学

新潟大学大学院

東京農工大学大学院

茨城大学大学院

側欣膳

興和総合科学研究所

明治大学

名古屋大学大学院

筑波大学大学院

岐阜大学

茨城大学大学院

受入研究室 研究課題

食料生産予測チーム I TOCの分析 13. 4. 2 
I ~14. 3.31 

化学生態ユニット |マメ科牧草、ヘアリーベッチ前作圃場における雑草 13.4. 2 
抑制機構 I ~14. 3.31 

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 13.4. 2 
ル技術の開発 I ~14. 3.31 

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 13.4. 2 
ル技術の開発 I ~14. 3.31 

土壌微生物利用ユニット|シミュレーションモデルによる数理解析法の修得と 13.4. 9 
液クロおよびガスクロによる各種除草剤分析法 I ~14. 3.31 

土壌微生物利用ユニット|ライシメータを用いた土壌中での内分泌かく乱物質 13.5. 1 
の挙動の解析および内分泌かく乱物質分析法 I ~13.11.30 

微生物機能ユニット 植物根圏細菌の物質生産機能の解析技術

細菌の遺伝子やゲノムの構造を解析するための技術 13.5. 7 
I ~14. 3.31 

ブラックス変動評価チー|水田における温室効果ガスブラックスの観測及び研 I 13. 5. 7 
ム|究 I~14. 3.31 

微生物機能ユニット

植生生態ユニット I ALS阻害除草剤抵抗性雑草の抵抗性検定および I 13. 5. 7 
ALS遺伝子の解析 I ~14. 3.31 

微生物機能ユニット |植物共存細菌における抗菌活性機能と植物生育促進 13.5.14 
効果 I ~13.12.28 

土壌化学ユニット |土壌-植物系におけるカドミウムの動態 13. 5.14 
~14. 3.31 

植物中に含まれる他感物質の精製および同定中部電力体制エネルギ一応|化学生態ユニット

用研究所

高知県農業技術センター|植生生態ユニット

微生物分類研究室 |微生物の分類・同定 I 13. 5.16 
I ~14. 3.31 

ブラックス変動評価チー|自然生態系における温室効果ガスフラックスの観測 13.6. 1 
ム |的研究及びモデル化による収支評価研究 I ~14. 3.31 

高知県農業技術センター|放射性同位体分析研究室|イオンクロマトグラフを用いた土壌及び作物体中の 13.6.11 
ヨウ素分析法 I ~13. 6.22 

東京大学 |微生物機能ユニット |植物根圏細菌の物質生産機能の解析技術 I 13. 7. 2 
~14. 2.15 

水田雑草のスルブオニルウレア抵抗性検定法

微生物機能ユニット 植物根圏細菌の物質生産機能の解析技術

東京農業大学

千葉大学大学院

東京大学

東京大学

筑波大学大学院

筑波大学大学院

長岡技術科学大学

東京大学

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

13 .7. 2 
~14. 2.15 

13. 8.20 
~13. 8.31 

13. 8.27 
~13. 9. 7 

13. 8.20 
~13. 9.21 

13. 9.17 
~14. 3.31 

13.10. 1 
~14. 3.31 

13.10.10 
~14. 1.31 

13.10.15 
~13.11.30 

13.10.22 
~14. 3.30 

環境化学物質分析研究室|河川底質・河川水中の農薬分析に関する技術

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

景観生態ユニット iタンポポ属における遺伝子流動解析

重金属動態ユニット |重金属測定技術
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氏名 所属 受入研究室 研究課題 期間

Wong 東京農業大学

Boonsuebsakul 

大野雅弘 |茨城大学

微生物機能ユニット |環境微生物の多様性解析技術 13.10.25 
I ~13.12.23 

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 13.11.1 
ル技術の開発 I ~14. 3.31 

脇坂政幸

田村英生

福岡県工業技術センター|化学生態ユニット

インテリア研究所 | 

中部電力体制エネルギ一応|化学生態ユニット

用研究所

アレロパシ一物質の分離・同定技術と実験解析方法 I 13.11.15 
~13.12.11 

岩野安寿香 豊橋技術科学大学 食料生産予測チーム

植物中に含まれる他感物質の精製および同定 13.12.10 
I ~13.12.20 

NMRを用いた土壌中の植物生育阻害因子の同定 14. 1. 4 
I ~14. 3.31 

土壌の炭素循環モデルの評価と土壌特性の分析法 14. 1. 8 
~14. 2.22 

山口紀子 東京大学大学院 化学生態ユニット

鈴 木 公 英 横浜植物防疫所 線虫・小動物ユニット 植物寄生性線虫の分子生物学的な同定及び識別手法 I 14. 1.28 
~14. 2.26 

宮川 学 ベルグアース体制 微生物分類研究室 細菌の簡易同定法 14. 3.11 
~14. 3.22 

(2) 外国人研修

氏名 所属 受入研究室

食料生産予測チーム

研究課題 ロ「
Ji
 

口
ド
E
E

口
刀

剖
戸

Young-Kwans 韓国慶照大学

Yoon 

異常気象が韓国と日本のコメ生産に及ぼす影響評価 14.1.15 
とその緩和策 I ~14. 2.21 

(3) 職員研修

所内研修一般研修

氏名 所 属 研修課題 期 間

山根理愛 企画調整部情報資料課 新規採用者研修 13. 4. 5 

山中武彦 生物環境安全部昆虫研究グループ 新規採用者研修 13.10. 1 

中谷至伸 農業環境インベントリーセンター

井上 聡 地球環境部気象研究グループ 英語研修 13. 5.10~14. 3.14 

斎 藤 元 也 地球環境部生態システム研究グループ

吉 田 睦 浩 生物環境安全部微生物・小動物研究グループ

森本 日日日 化学環境部有機化学物質研究グループ

中野恵子 化学環境部栄養塩類研究グループ

鈴 木 克 拓 タ

板橋 直 ク

中島泰弘 タ

戸 上 和 樹 農業環境インベントリーセンター

中谷至伸 手，

吉 田 重 信 イシ

林 陽生 地球環境部 管理職員研修 13. 6.25 

粛藤元也 地球環境部生態システム研究グループ

同 三徳 生物環境安全部植生研究グループ

全職員 倫理研修 13. 7~13. 9 
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派遣研修一般研修

氏名 所 属 研修課題 期 間

清家伸康 化学環境部ダイオキシンチーム I種試験採用者専門研修 13. 4.16~13. 4.19 
(研究職コース)

山根理愛 企画調整部情報資料課 E種試験採用者研修 13. 4.23~13. 4.26 

近藤美保子 総務部会計課 一般職員行政基礎研修第 2班 13. 8.30~13. 9.28 
(行政コース)

渡辺 薫 総務部会計課 地域管理事務担当者研修 13.10. 9~13.10.12 

武田隆賀 総務部庶務課 係長行政研修(II ) 13.10.16~13.11. 2 

田中 修 総務部庶務課 JKET (討議式研修「公務員倫理 14. 1.10~14. 1.11 
を考えるJ)指導者養成研修

品津 武 企画調整部情報資料課 課長補佐研修 14. 1.21~14. 1.25 

松岡亜紀子 総務部庶務課 接遇研修 14. 3. 7 

派遣研修専門研修

氏名 所 属 研修課題 期 間

小野寺朝子 研究交流センター英語研修 13. 4.16~13.12.10 

平舘俊太郎 生物環境安全部植生研究グループ

星野裕子 生物環境安全部微生物・小動物研究グループ

上垣隆一 化学環境部ダイオキシンチーム

藤原英司 環境化学分析センター 放射線防護課程研修 13. 6.11~13. 6.29 

今川俊明 企画調整部研究企画科 研修員受入機関指導者英語研修 13. 8.30~14. 2.28 

高津 武 企画調整部情報資料課 新任機関管理者講習会 13.10.15~13.10.19 

宮本ゆり 企画調整部研究企画科 工業所有権研修 13.10.22~13.10.25 

小原 洋 農業環境インベントリーセンター 農学情報機能部門研修 13.12. 4~13.12. 6 

又川速雄 企画調整部業務科 ほ場管理者研修 13.12.11~13.12.13 

(農業機械安全基本研修)

荒 貴裕 企画調整部業務科 ほ場管理職員研修 14. 1.21~14. 2.12 
(高性能農業機械整備技術研修)

上村 博 企画調整部業務科 高性能農業機械利用技能基本研修 14. 1.30~14. 2. 6 

研修会

氏名 所 属 研修課題 期 間

田中 修 総務部庶務課 職員苦情・相談実務研修会 13. 5.25 

田中 1多 総務部庶務課 特定独立行政法人の災害補償実務 13. 5.29~13. 5.31 
担当者研修会

渡辺 薫 総務部会計課

コ
独立行政法人に関する研修会 13. 6.13 

菊池昌樹 ろ，

宮本ゆり 企画調整部研究企画科 農学図書館情報研修会 13. 7.31 

高津 武 企画調整部情報資料課

猪 手口員。 づ'

根本康夫 総務部庶務課 災害補償業務研究会 13.10.23~13.10.25 
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講習会

氏名 所 属 研 修 課 題 期 間

根本康夫 総務部庶務課 衛生管理者受験準備講習会 13. 5.29~13. 5.31 

渡辺 薫 総務部会計課

高津 武 企画調整部情報資料課

猪 和員。 ク

鈴木丈夫 企画調整部業務科 高所作業車運転技能講習会 13. 9.18~13. 9.19 

松本公吉 企画調整部業務科 ガス溶接技能講習 14.12. 7~14.12. 8 

高橋正史 イ〉

飯泉良行 企画調整部業務科 車車両系建設機械運転技能講習 14. 1. 8~14. 1. 9 

阿部勝男 企画調整部業務科 チェーンソ一作業従事者特別 14. 3. 6~14. 3. 7 
教育講習会

山口 弘 ク

5 .分析・鑑定等

( 1 )分析・鑑定

日

一

析

析

析

析

析

析

定

項

一

分

分

分

分

分

分

鑑

件名

ダイズ中のカドミウム同位体の分析依頼

土壌中のカドミウムの分析依頼

土壌溶液中のカドミウムの分析依頼

ケイ酸肥料の熱分析依頼

豚ぷん堆肥中の栄養塩類ならびに重金属の濃度について

組換え体 Btトキシンの生物検定

菌株検査(生残性、コンタミ検査)

依頼元 対応部署

秋田県農業試験場 化学環境部重金属研究グループ

北陸研究センター 化学環境部重金属研究グループ

茨城大学 化学環境部重金属研究グループ

ケイカル協会 化学環境部重金属研究グループ

日本農業実践学園 化学環境部栄養塩類研究グループ

STAFF 生物環境安全部見虫研究グループ

農業生物資源研究所 |化学環境部有機化学物質研究グループ

(2) 技術指導

項

昆虫

微 生 物

土壌

統計

目 同定 技術指導

64 

20 

A
斗
4

F

H

U

O

A

U

F

h

u

ρ

h

v

q
J

ワ
ω

Q

d

1

i

リモートセンシング

その他 3 38 
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VI.総務

1 .機構

平成13年度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
~会計課

地 球 環 境 部

生物環境安全音

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、リモートセンシングユニット

温室効果ガスチーム

食料生産予測チーム

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、京観生態ユニット、化学生態ユニット

見虫研究グループ

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

」一一微生物分類研究室

環境化学分析センタ 1 環境化学物質分析研究室

」一一放射性同位体分析研究室
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2 .人 事

( 1 )定員

平成13年度末各部定員は、次のとおりである O

1 )役員

役職名 戸吊g，. 勤

理 事 長 1 

理 事 1 

監 事 1 

之口』 計 3 

2 )職員

部 別
一般職員

JJι ¥ 画 五周 整 音B 10 

J珂会己、 務 部 29 

地 球 環 境 部

生 物 環 境 女~ ノ~二 部

化 t戸 ιA 環 境 部

農業環境インベントリーセンター

環境 化 学 分 析 セ ン タ ー

A口、 計 39 

非常勤

1 

2疋-'--か

技術専門職員

14 

1 

15 

(2) 人事異動(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(14.3.31現在)

計

2 

4 

員

研究職員 計

8 32 

30 

38 38 

33 33 

45 45 

11 11 

8 8 

143 197 

注:I日所属欄で、農林水産省農業環境技術研究所から引き続き独立行政法人農業環境技術研究所に異動となった

者については、「農業環境技術研究所」は、省略してあります。

(任命)

年月日 氏 名 新 所 属 |日 所 属

13. 4. 1 陽 捷行 理事長 所長

13. 4. 1 三田村強 理事 環境生物部植生管理科長

13. 4. 1 杉原 進 監事 草地試験場環境部長

13. 4. 1 高橋 弘 監事(非常勤) 株式会社三菱総合研究所地球環境研究本部長

(採用)

年月日 氏 名 新 所 属

13. 4. 1 山根理 愛 企画調整部情報資料課(管理係) 新規採用

13.10. 1 山中武 彦 生物環境安全部(昆虫研究グループ個体群動態ユニツ 選考採用
ト)

13.10. 1 中谷至 伸 農業環境インベントリーセンター(昆虫分類研究室) 選考採用

14. 2. 1 大倉利明 農業環境インベントリーセンター主任研究官(土壌分 選考採用
類研究室)
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(昇任)

年月日 氏 名 新 所 属 !日 所 属

13. 4. 1 宮本ゆ り 企画調整部研究企画科研究調整係長 総務部会計課用度係主任

13. 4. 1 本木 陽生 地球環境部長 企画調整部地球環境研究チーム長

13. 4. 1 粛藤元也 地球環境部生態システム研究グループ長 環境管理部計測情報科上席研究官

13. 4. 1 岡 三徳 生物環境安全部植生研究グループ長 国際農林水産業研究センタ一生物資源部主任研究官

13. 4. 1 石井康雄 環境化学分析センター長 資材動態部農薬動態科農薬管理研究室長

13. 4. 1 井上 聡 地球環境部主任研究官(気象研究グループ大気保全ユ 地球環境部(気象研究グループ大気保全ユニット)
(13.9.25施行) ニット)

13. 4. 1 大浦典子 地球環境部主任研究官(生態システム研究グループ物 地球環境部(生態システム研究グループ物質循環ユニツ
(13.9.25施行) 質循環ユニット) ト)

13. 4. 1 西森基貴 地球環境部主任研究官(食料生産予測チーム) 地球環境部(食料生産予測チーム)
(13.9.25施行)

13. 4. 1 三島慎一郎 化学環境部主任研究官(栄養塩類研究グループ養分動 化学環境部(栄養塩類研究グループ養分動態ユニット)
(13.9.25施行) 態ユニット)

13.10. 1 白戸康人 地球環境部主任研究官(食料生産予測チーム) 地球環境部(食料生産予測チーム)

14. 1. 1 今井秀夫 化学環境部長 化学環境部主任研究官

(転任)

年月日 氏 名 新 所 属 |日 所 属

13. 4. 1 清野 害谷 企画調整部長 企画調整部長

13. 4. 1 今川俊明 企画調整部研究企画科長 環境管理部資源・生態管理科環境立地研究室長

13. 4. 1 廉津 敏弘 企画調整部主任研究官(研究企画科) 企画調整部主任研究官(企画科)

13. 4. 1 藤井 毅 企画調整部主任研究官(研究企画科) 環境生物部主任研究官(微生物管理科土壌微生物利用研
究室)

13. 4. 1 辻 島厚子 企画調整部研究企画科研究調整係主任 企画調整部庶務主任

13. 4. 1 砂 岡清之 企画調整部研究企画科研究推進係長 総務部会計課用度係長

13. 4. 1 江口 貴史 企画調整部研究企画科(研究推進係) 総務部会計課(調達係)

13. 4. 1 松田 泉 企画調整部研究交流科長 企画調整部研究交流科長

13. 4. 1 中谷敬子 企画調整部主任研究官(研究交流科) 環境生物部主任研究官(植生管理科他感物質研究室)

13. 4. 1 藤藤滋隆 企画調整部研究情報システム科長 企画調整部研究技術情報官

13. 4. 1 藤牧峻介 企画調整部情報資料課長 企画調整部情報資料課長

13. 4. 1 高津 武 企画調整部情報資料課課長補佐 企画調整部情報資料課課長補佐

13. 4. 1 青木隆之 企画調整部情報資料課管理係長 企画調整部情報資料課管理係長

13. 4. 1 猪 和則 企画調整部情報資料課広報係長 企画調整部情報資料課広報係長

13. 4. 1 坂入正行 企画調整部情報資料課(広報係) 企画調整部情報資料課(広報係)

13. 4. 1 筒井 等 企画調整部業務科長 企画調整部業務科長

13. 4. 1 又川速雄 企画調整部業務科総括作業長 企画調整部業務科総括作業長

13. 4. 1 上村 博 企画調整部業務科 企画調整部(業務科)

13. 4. 1 飯 泉良行 企画調整部業務科 企画調整部(業務科)

13. 4. 1 鈴木丈夫 企画調整部業務科 企画調整部(業務科)

13. 4. 1 松 本公吉 企画調整部業務科 企画調整部(業務科)

13. 4. 1 鈴木 忠 男 企画調整部業務科 企画調整部(業務科)
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年月日 氏 名 宗万 所 属 |日 所 属

13. 4. 1 阿 部勝男 企画調整部業務科 企画調整部(業務科)

13. 4. 1 若林浩徳、 企画調整部業務科 企画調整部(業務科)

13. 4. 1 山口 弘 企画調整部業務科 企画調整部(業務科)

13. 4. 1 岡田利之 企画調整部業務科 企画調整部(業務科)

13. 4. 1 鎌田 輝志 企画調整部業務科 企画調整部(業務科)

13. 4. 1 i度違浩二 企画調整部業務科 企画調整部(業務科)

13. 4. 1 高橋正史 企画調整部業務科 金画調整部(業務科)

13. 4. 1 主I主Iし 貴裕 企画調整部業務科 企画調整部(業務科)

13. 4. 1 福嶋勝之 総務部長 総務部長

13. 4. 1 宮坂 光 総務部庶務課長 総務部庶務課長

13. 4. 1 田中 修 総務部庶務課課長補佐 草地試験場総務部庶務課課長補佐

13. 4. 1 数 藤信之 総務部庶務課庶務係長 総務部庶務課庶務第 2係長

13. 4. 1 松岡亜紀子 総務部庶務課(庶務係) 企画調整部(庶務)

13. 4. 1 桜井清明 総務部庶務課(庶務係) 総務部会計課(用度係)

13. 4. 1 武田隆 賀 総務部庶務課人事係長 総務部庶務課人事第 1係長

13. 4. 1 加 藤敬子 総務部庶務課人事係主任 総務部庶務課庶務第 2係主任

13. 4. 1 佐 藤和彦 総務部庶務課(人事係) 総務部庶務課(人事第 1係)

13. 4. 1 屋代はつい 総務部庶務課職員係長 総務部庶務課人事第 2係長

13. 4. 1 根 本康夫 総務部庶務課厚生係長 総務部庶務課厚生係長

13. 4. 1 小野寺朝子 総務部庶務課(厚生係) 総務部庶務課(厚生係)

13. 4. 1 j賓森 保 海 総務部庶務課管理官 総務部庶務課課長補佐

13. 4. 1 j度遅輝章 総務部会計課長 総務部会計課長

13. 4. 1 増崎藤雄 総務部会計課課長補佐 総務部会計課課長補佐

13. 4. 1 白石正 毅 総務部会計課予算係長 総務部会計課主計係長

13. 4. 1 鈴木まゆみ 総務部会計課予算係主任 総務部庶務課厚生係主任

13. 4. 1 前田篤子 総務部会計課(予算係) 総務部会計課(支出係)

13. 4. 1 増田昇利 総務部会計課支出係長 総務部会計課支出係長

13. 4. 1 近藤美保子 総務部会計課(支出係) 総務部会計課(用度係)

13. 4. 1 菊池昌樹 総務部会計課検収管理係長 総務部会計課監査係長

13. 4. 1 野口美千代 総務部会計課検収管理係主任 総務部庶務課庶務第 2係主任

13. 4. 1 谷田部真紀 総務部会計課検収管理係主任 総務部会計課支出係主任

13. 4. 1 小 山英也 総務部会計課契約係長 総務部会計課調達係長

13. 4. 1 木戸 岡。 総務部会計課(契約係) 総務部会計課(調達係)

13. 4. 1 染谷 透 総務部会計課(契約係) 総務部会計課(施設管理係)

13. 4. 1 沢 里春美 総務部会計課(契約係) 総務部庶務課(庶務第 2係)

13. 4. 1 永 山典夫 総務部会計課施設管理係長 総務部会計課施設管理係長

13. 4. 1 稲葉昌之 総務部会計課(施設管理係) 総務部会計課(用度係)

13. 4. 1 秋 山匡央 総務部会計課(営繕係) 農林水産技術会議事務局筑波事務所管理第 2課(建築係)

13. 4. 1 渡辺 薫 総務部会計課監査官 東北農業試験場総務部用度課課長補佐

13. 4. 1 野内 勇 地球環境部気象研究グループ長 環境資源部気象管理科長
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13. 4. 1 鳥谷 均 地球環境部気象研究グループ研究リーダー 環境資源部気象管理科気候資源研究室長
(気候資源ユニット)

13. 4. 1 桑形恒男 地球環境部主任研究官(気象研究グループ気候資源ユ 東北農業試験場地域基盤研究部主任研究官
ニット) (評価制御研究室)

13. 4. 1 石郷岡康史 地球環境部(気象研究グループ気候資源ユニット) 環境資源部(気象管理科気候資源研究室)

13. 4. 1 後藤慎吉 地球環境部(気象研究グループ気候資源ユニット) 環境資源部(気象管理科気候資源研究室)

13. 4. 1 小林和彦 地球環境部気象研究グループ研究リーダー 環境管理部計測情報科情報解析・システム研究室長
(生態系影響ユニット)

13. 4. 1 吉本真由美 地球環境部主任研究官(気象研究グループ生態系影響 環境管理部主任研究官(計測情報科情報解析・システム
ユニット) 研究室)

13. 4. 1 酒井英光 地球環境部(気象研究グループ生態系影響ユニット) 環境資源部(気象管理科大気生態研究室)

13. 4. 1 川島茂人 地球環境部気象研究グループ研究リーダー(大気保全 環境資源部気象管理科大気生態研究室長
ユニット)

13. 4. 1 杜 明遠 地球環境部主任研究官(気象研究グループ大気保全ユ 環境資源部主任研究官(気象管理科大気生態研究室)
ニット)

13. 4. 1 米村正一郎 地球環境部主任研究官(気象研究グループ大気保全ユ 環境資源部主任研究官(気象管理科大気生態研究室)
ニット)

13. 4. 1 井上 聡 地球環境部(気象研究グループ大気保全ユニット) 環境資源部(気象管理科大気生態研究室)

13. 4. 1 井上吉雄 地球環境部生態システム研究グループ研究リーダー 環境管理部計測情報科隔測研究室長
(環境計測ユニット)

13. 4. 1 芝山道郎 地球環境部主任研究官(生態システム研究グループ環 企画調整部主任研究官(地球環境研究チーム)
境計測ユニット)

13. 4. 1 三輪哲久 地球環境部生態システム研究グループ研究リーダー 環境管理部計測情報科調査計画研究室長
(環境統計ユニット)

13. 4. 1 三中信宏 地球環境部主任研究官(生態システム研究グループ環 環境管理部主任研究官(計測情報科調査計画研究室)
境統計ユニット)

13. 4. 1 織田健次郎 地球環境部生態システム研究グループ研究リーダー 環境管理部資源・生態管理科生態管理研究室長
(物質循環ユニット)

13. 4. 1 新 藤 純子 地球環境部主任研究官(生態システム研究グループ物 企画調整部主任研究官(地球環境研究チーム)
質循環ユニット)

13. 4. 1 麓 多門 地球環境部主任研究官(生態システム研究グループ物 環境資源部主任研究官(土壌管理科土壌保全研究室)
質循環ユニット)

13. 4. 1 大浦典子 地球環境部(生態システム研究グループ物質循環ユ 企画調整部(地球環境研究チーム)
ニット)

13. 4. 1 SPRAGUE、 地球環境部主任研究官(生態システム研究グループ生 環境管理部主任研究官(資源・生態管理科生態管理研究

David Shigeru 態管理ユニット) 室)

13. 4. 1 鶴田治雄 地球環境部温室効果ガスチーム長 環境管理部資源・生態管理科影響調査研究室長

13. 4. 1 八木一行 地球環境部主任研究官(温室効果ガスチーム) 国際農林水産業研究センタ一環境資源部主任研究官

13. 4. 1 須藤重人 地球環境部(温室効果ガスチーム) 環境管理部(資源・生態管理科影響調査研究室)

13. 4. 1 秋山博子 地球環境部(温室効果ガスチーム) 環境管理部(資源・生態管理科影響調査研究室)

13. 4. 1 西村誠一 地球環境部(温室効果ガスチーム) 環境生物部(植生管理科植生生態研究室)

13. 4. 1 谷山一郎 地球環境部食料生産予測チーム長 環境資源部土壌管理科土壌保全研究室長

13. 4. 1 岡本勝男 地球環境部主任研究官(食料生産予測チーム) 企画調整部主任研究官(地球環境研究チーム)

13. 4. 1 横 沢 正幸 地球環境部主任研究官(食料生産予測チーム) 企画調整部主任研究官(地球環境研究チーム)

13. 4. 1 大野宏之 地球環境部主任研究官(食料生産予測チーム) 企画調整部主任研究官(地球環境研究チーム)

13. 4. 1 西 森 基貴 地球環境部(食料生産予測チーム) 企画調整部(地球環境研究チーム)

13. 4. 1 白戸康 人 地球環境部(食料生産予測チーム) 環境資源部(土壌管理科土壌保全研究室)

13. 4. 1 宮田 明 地球環境部主任研究官(フラックス変動評価チーム) 環境資源部主任研究官(気象管理科気象特性研究室)
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13. 4. 1 j可部 選 生物環境安全部長 環境生物部長

13. 4. 1 伊藤一幸 生物環境安全部植生研究グループ研究リーダー(植生 環境生物部植生管理科植生生態研究室長
生態ユニット)

13. 4. 1 原因直園 生物環境安全部主任研究官(植生研究グループ植生生 環境管理部主任研究官(資源・生態管理科生態管理研究
態ユニット) 室)

13. 4. 1 池 田浩明 生物環境安全部主任研究官(植生研究グループ植生生 環境生物部主任研究官(植生管理科植生生態研究室)
態ユニット)

13. 4. 1 井手 任 生物環境安全部植生研究グループ研究リーダー(景観 環境生物部植生管理科保全植生研究室長
生態ユニット)

13. 4. 1 大黒俊哉 生物環境安全部主任研究官(植生研究グループ景観生 環境生物部主任研究官(植生管理科保全植生研究室)
態ユニット)

13. 4. 1 芝 池博幸 生物環境安全部(植生研究グループ景観生態ユニット) 環境生物部(植生管理科保全植生研究室)

13. 4. 1 藤井義晴 生物環境安全部植生研究グループ研究リーダー(化学 環境生物部植生管理科他感物質研究室長
生態ユニット)

13. 4. 1 平舘俊太郎 生物環境安全部主任研究官(植生研究グループ化学生 環境生物部主任研究官(植生管理科他感物質研究室)
態ユニット)

13. 4. 1 荒谷 博 生物環境安全部(植生研究グループ化学生態ユニット) 草地試験場育種部(育種資源研究室)

13. 4. 1 松井正春 生物環境安全部昆虫研究グループ長 環境生物部昆虫管理科長

13. 4. 1 望月 1芋 生物環境安全部昆虫研究グループ研究リーダー(導入 農林水産技術会議事務局研究調査官
昆虫影響ユニット)

13. 4. 1 望月 雅俊 生物環境安全部主任研究官(昆虫研究グループ導入昆 環境生物部主任研究官(見虫管理科天敵生物研究室)
虫影響ユニット)

13. 4. 1 屋良佳緒利 生物環境安全部(昆虫研究グループ導入昆虫影響ユ 環境生物部(昆虫管理科天敵生物研究室)
ニット)

13. 4. 1 田中幸一 生物環境安全部昆虫研究グループ研究リーダー(個体 環境生物部主任研究官(昆虫管理科個体群動態研究室)
群動態ユニット)

13. 4. 1 山村光 司 生物環境安全部主任研究官(昆虫研究グループ個体群 環境生物部主任研究官(昆虫管理科個体群動態研究室)
動態ユニット)

13. 4. 1 杉江 7G 生物環境安全部昆虫研究グループ研究リーダー(昆虫 環境生物部昆虫管理科昆虫行動研究室長
生態ユニット)

13. 4. 1 野口 r告 生物環境安全部主任研究官(昆虫研究グループ昆虫生 環境生物部主任研究官(見虫管理科昆虫行動研究室)
態ユニット)

13. 4. 1 塩見敏樹 生物環境安全部微生物・小動物研究グループ長 環境生物部微生物管理科長

13. 4. 1 西山幸司 生物環境安全部微生物・小動物研究グループ微生物評 環境生物部微生物管理科上席研究官
価研究官

13. 4. 1 松本直幸 生物環境安全部微生物・小動物研究グループ研究リー 環境生物部微生物管理科土壌微生物生態研究室長
ダー(微生物生態ユニット)

13. 4. 1 岡部郁子 生物環境安全部主任研究官(微生物・小動物研究グ 環境生物部主任研究官(微生物管理科土壌微生物生態研
ループ微生物生態ユニット) 究室)

13. 4. 1 星野裕子 生物環境安全部(微生物・小動物研究グループ微生物 環境資源部(水質管理科水質保全研究室)
生態ユニット)

13. 4. 1 土屋健一 生物環境安全部微生物・小動物研究グループ研究リー 農業生物資源研究所遺伝資源第二部微生物評価保存研究
ダー(微生物機能ユニット) チーム長

13. 4. 1 津田宏之 生物環境安全部主任研究官(微生物・小動物研究グ 環境生物部主任研究官(微生物管理科寄生菌動態研究室)
ループ微生物機能ユニット 兼組換え体チーム)

13. 4. 1 高橋真実 生物環境安全部主任研究官(微生物・小動物研究グ 環境生物部主任研究官(微生物管理科寄生菌動態研究室)
ループ微生物機能ユニット)

13. 4. 1 鈴木文彦 生物環境安全部主任研究官(微生物・小動物研究グ 環境生物部主任研究官(微生物管理科寄生菌動態研究室)
ループ微生物機能ユニット)

13. 4. 1 荒城雅昭 生物環境安全部微生物・小動物研究グループ研究リー 環境生物部微生物管理科線虫・小動物研究室長

ダー(線虫・小動物ユニット)
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13. 4. 1 吉田睦浩 生物環境安全部主任研究官(微生物・小動物研究グ 環境生物部主任研究官(微生物管理科線虫・小動物研究
ループ線虫・小動物ユニット) 室)

13. 4. 1 松尾和人 生物環境安全部組換え体チーム長 環境生物部主任研究官(植生管理科植生生態研究室)

13. 4. 1 白井洋一 生物環境安全部主任研究官(組換え体チーム) 環境生物部主任研究官(昆虫管理科昆虫行動研究室)

13. 4. 1 j賓 弘司 化学環境部長 資材動態部長

13. 4. 1 今井秀夫 化学環境部付 環境資源部付

13. 4. 1 上路雅子 化学環境部有機化学物質研究グループ長 資材動態部農薬動態科長

13. 4. 1 遠藤正造 化学環境部有機化学物質研究グループ研究リーダー 資材動態部農薬動態科殺虫剤動態研究室長
(農薬動態評価ユニット)

13. 4. 1 堀尾 岡。 化学環境部主任研究官(有機化学物質研究グループ農 資材動態部主任研究官(農薬動態科殺菌剤動態研究室)
薬動態評価ユニット)

13. 4. 1 小原裕三 化学環境部主任研究官(有機化学物質研究グループ農 資材動態部主任研究官(農薬動態科農薬管理研究室)
薬動態評価ユニット)

13. 4. 1 大津和久 化学環境部(有機化学物質研究グループ農薬動態評価 資材動態部(農薬動態科殺虫剤動態研究室)
ユニット)

13. 4. 1 石原 '1延口 化学環境部(有機化学物質研究グループ農薬動態評価 資材動態部(農薬動態科農薬管理研究室)
ユニット)

13. 4. 1 石 井 英夫 化学環境部有機化学物質研究グループ研究リーダー 資材動態部農薬動態科殺菌剤動態研究室長
(農薬影響軽減ユニット)

13. 4. 1 長谷部亮 化学環境部有機化学物質研究グループ研究リーダー 環境生物部微生物管理科土壌微生物利用研究室長
(土壌微生物利用ユニット)

13. 4. 1 小 川直人 化学環境部主任研究官(有機化学物質研究グループ土 環境生物部主任研究官(微生物管理科土壌微生物利用研
壌微生物利用ユニット) 究室)

13. 4. 1 高木和 広 化学環境部主任研究官(有機化学物質研究グループ土 資材動態部主任研究官(農薬動態科除草剤動態研究室)
壌微生物利用ユニット)

13. 4. 1 酒井順子 化学環境部(有機化学物質研究グループ土壌微生物利 環境資源部(土壌管理科土壌化学研究室)
用ユニット)

13. 4. 1 森本 目日白 化学環境部(有機化学物質研究グループ土壌微生物利 環境生物部(微生物管理科土壌微生物利用研究室)
用ユニット)

13. 4. 1 樋口太重 化学環境部重金属研究グループ長 資材動態部肥料動態科長

13. 4. 1 村山 重俊 化学環境部重金属研究グループ重金属評価研究官 環境資源部水質管理科水質特性研究室長

13. 4. 1 織田久 男 化学環境部重金属研究グループ研究リーダー(重金属 資材動態部肥料動態科微量要素動態研究室長
動態ユニット)

13. 4. 1 JII崎 晃 化学環境部主任研究官(重金属研究グループ重金属動 資材動態部主任研究官(肥料動態科微量要素動態研究室)
態ユニット)

13. 4. 1 斎藤貴之 化学環境部(重金属研究グループ重金属動態ユニット) 環境管理部(計測情報科分析法研究室)

13. 4. 1 菅原和夫 化学環境部重金属研究グループ研究リーダー(土壌化 環境資源部土壌管理科土壌化学研究室長
学ユニット)

13. 4. 1 棲井 泰弘 化学環境部主任研究官(重金属研究グルーフ。土壌化学 環境資源部主任研究官(土壌管理科土壌化学研究室)
ユニット)

13. 4. 1 牧 野知之 化学環境部主任研究官(重金属研究グループ土壌化学 環境資源部主任研究官(土壌管理科土壌化学研究室)
ユニット 兼 ダイオキシンチーム)

13. 4. 1 阿江教治 化学環境部重金属研究グループ研究リーダー(土壌生 環境資源部土壌管理科土壌生化学研究窒長
化学ユニット)

13. 4. 1 荒尾知人 化学環境部主任研究官(重金属研究グループ土壌生化 環境資源部主任研究官(土壌管理科土壌生化学研究室)
学ユニット)

13. 4. 1 杉山 言d己壬ふ、 化学環境部主任研究官(重金属研究グループ土壌生化 環境資源部主任研究官(土壌管理科土壌生化学研究室)

学ユニット)

13. 4. 1 村上政治 化学環境部(重金属研究グループ士壌生化学ユニット) 環境資源部(土壌管理科土壌生化学研究室)

13. 4. 1 上沢正志 化学環境部栄養塩類研究グループ長 環境資源部土壌管理科長
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年月日 氏 名 来庁 所 属 |日 所 属

13. 4. 1 加藤英孝 化学環境部栄養塩類研究グループ研究リーダー(土壌 環境資源部土壌管理科土壌物理研究室長
物理ユニット)

13. 4. 1 江口定夫 化学環境部主任研究官(栄養塩類研究グループ土壌物 環境資源部主任研究官(土壌管理科土壌物理研究室)
理ユニット)

13. 4. 1 中野恵子 化学環境部(栄養塩類研究グループ土壌物理ユニット) 環境資源部(水質管理科水動態研究室)

13. 4. 1 鈴木克拓 化学環境部(栄養塩類研究グループ土壌物理ユニット) 環境資源部(土壌管理科土壌物理研究室)

13. 4. 1 井上恒久 化学環境部栄養塩類研究グループ研究リーダー(養分 資材動態部肥料動態科多量要素動態研究室長
動態ユニット)

木村龍介 化学環境部主任研究官(栄養塩類研究グループ養分動 資材動態部肥料動態科有機資源利用研究室長
態、ユニット)

13. 4. 1 三島慎一郎 化学環境部(栄養塩類研究グループ養分動態ユニット) 環境管理部(資源・生態管理科生態管理研究室)

13. 4. 1 板橋 直 化学環境部(栄養塩類研究グループ養分動態ユニット) 資材動態部(肥料動態科有機資源利用研究室)

13. 4. 1 芝野 手口夫 化学環境部栄養塩類研究グループ研究リーダー(水動 環境資源部水質管理科水動態研究室長
態ユニット)

大嶋秀雄 化学環境部主任研究官(栄養塩類研究グルーフ。水動態 環境資源部主任研究官(水質管理科水動態研究室)
ユニット)

13. 4. 1 神田健一 化学環境部主任研究官(栄養塩類研究グループ水動態 国際農林水産業研究センタ一環境資源部主任研究官
ユニット)

13. 4. 1 関口哲生 化学環境部主任研究官(栄養塩類研究グループ水動態 資材動態部主任研究官(肥料動態科多量要素動態研究室)
ユニット)

13. 4. 1 中島泰弘 化学環境部(栄養塩類研究グルーフ。水動態、ユニット) 環境管理部(資源・生態管理科影響調査研究室)

13. 4. 1 竹内 誠 化学環境部栄養塩類研究グループ研究リーダー(水質 環境資源部水質管理科水質保全研究室長
保全ユニット)

13. 4. 1 駒田充生 化学環境部主任研究官(栄養塩類研究グループ水質保 環境資源部主任研究官(水質管理科水質保全研究室)
全ユニット)

13. 4. 1 桑原雅彦 化学環境部ダイオキシンチーム長 資材動態部農薬動態科上席研究官

13. 4. 1 上垣隆一 化学環境部(ダイオキシンチーム) 資材動態部(農薬動態科殺菌剤動態研究室)

13. 4. 1 清家伸康 化学環境部(ダイオキシンチーム) 資材動態部(農薬動態科農薬管理研究室)

13. 4. 1 浜崎忠雄 農業環境インベントリーセンター長 環境資源部長

13. 4. 1 中井 農業環境インベントリーセンター土壌分類研究室長 環境資源部土壌管理科土壌生成分類研究室長

13. 4. 1 小原 洋 農業環境インベントリーセンター主任研究官(土壌分 環境資源部主任研究官(土壌管理科土壌生成分類研究室)
類研究室)

13. 4. 1 戸上和樹 農業環境インベントリーセンター(土壌分類研究室) 環境資源部(土壌管理科土壌生成分類研究室)

13. 4. 1 安 田耕司 農業環境インベントリーセンター昆虫分類研究室長 環境生物部昆虫管理科昆虫分類研究室長

13. 4. 1 吉 松慎一 農業環境インベントリーセンター主任研究官(昆虫分 環境生物部主任研究官(昆虫管理科昆虫分類研究室)
類研究室)

13. 4. 1 封馬誠也 農業環境インベントリーセンター微生物分類研究室長 環境生物部微生物管理科微生物特性・分類研究室長

13. 4. 1 月星隆雄 農業環境インベントリーセンター主任研究官(微生物 環境生物部主任研究官(微生物管理科微生物特性・分類
分類研究室) 研究室)

13. 4. 1 吉 田重信 農業環境インベントリーセンター(微生物分類研究室) 環境生物部(微生物管理科微生物特性・分類研究室)

13. 4. 1 篠原弘亮 農業環境インベントリーセンター(微生物分類研究室) 環境生物部(微生物管理科微生物特性・分類研究室)

13. 4. 1 佐藤挑子 環境化学分析センタ一環境化学物質分析研究室長 資材動態部農薬動態科除草剤動態研究室長

13. 4. 1 石坂巽澄 環境化学分析センター主任研究官(環境化学物質分析 資材動態部主任研究官(農薬動態、科除草剤動態研究室)
研究室)

13. 4. 1 段 照沫 環境化学分析センター(環境化学物質分析研究室) 資材動態部(農薬動態科農薬管理研究室)

13. 4. 1 馬場浩司 環境化学分析センター(環境化学物質分析研究室) 環境資源部(水質管理科水質特性研究室)

13. 4. 1 木方展j台 環境化学分析センター(放射性同位体分析研究室長) 環境管理部主任研究官(計測情報科分析法研究室)
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年月日 氏 名 来万 所 属

13. 4. 1 駒村美佐子 環境化学分析センター主任研究官(放射性同位体分析
研究室)

13. 4. 1 藤原英司 環境化学分析センター(放射性同位体分析研究窒)

(配置換)

氏名| 新所属

今井 秀夫|化学環境部主任研究官

(併任)

年月日 氏 名

13. 4. 1 高津 武

13. 4. 1 秋 山 匡央

13. 4. 1 杉江 7じ

13. 4. 1 酒井順子

13. 4. 1 田中喜之

(職務復帰)

年月日 氏 名

13. 4.11 沢里春美

13. 9. 6 今 井秀夫

(育児休業)

(出向)

年月日 氏 名

13. 4. 1 長谷川周一

13. 4. 1 増元洋美

13. 4. 1 桝本雅身

13. 4. 1 鈴木 健

13. 4. 1 畔上耕児

13. 4. 1 守屋成一

13. 4. 1 矢野栄二

13. 4. 1 八木下保

併 任 先

企画調整部研究情報システム科

独立行政法人農業技術研究機構統括部施設課

独立行政法人農業技術研究機構総合企画調整部融合研
究チーム

生物環境安全部(組換え体チーム)

環境化学分析センター

所

総務部会計課(契約係)

化学環境部付

所

総務部会計課(予算係)

新

属

属

所 属

文部科学省北海道大学教授大学院農学研究科

農林水産政策研究所企画調整部広報課広報係長

横浜植物防疫所成田支所(航空貨物検疫・第 2チーム
同定主任)

農林水産技術会議事務局研究調査官

独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究セン
ター病害防除部細菌病害研究室長

独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究セン
ター虫害防除部害虫生態研究室長

独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究セン
ター虫害防除部生物防除研究室長

独立行政法人農業技術研究機構野菜茶業研究所企画調
整部養成研修第 2課専門職(教務)
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|日 所 属

環境管理部主任研究官(計測情報科分析法研究室)

環境管理部(資源・生態管理科環境立地研究室)

旧所属

本 務

企画調整部情報資料課課長補佐

総務部会計課(営繕係)

生物環境安全部昆虫研究グループ研究リーダー(昆虫生
態ユニット)

化学環境部(有機化学物質研究グループ土壌微生物利用
ユニット)

独立行政法人農業生物資源研究所生理機能研究グループ
耐病性研究チーム長

育児休業

国際機関等派遣職員(国際連合食糧農業機関(インドネ
シア国ジャカルタ市)) 

|日 所 属

企画調整部企画科長

企画調整部情報資料課管理係主任

環境生物部(昆虫管理科昆虫分類研究室)

資材動態部主任研究官(農薬動態科殺虫剤動態研究室)

環境生物部微生物管理科寄生菌動態研究室長

環境生物部昆虫管理科個体群動態研究室長

環境生物部昆虫管理科天敵生物研究室長

総務部庶務課庶務第 1係長
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年月日 氏 名 新 所 属 i日 所 属

13. 4. 1 保科次雄 独立行政法人農業技術研究機構野菜茶業研究所茶業研 環境資源部水質管理科長
究部長

13. 4. 1 宮 川三郎 独立行政法人農業技術研究機構東北農業研究センター 環境管理部計測情報科長
作物機能開発部長

13. 4. 1 袴 田共之 独立行政法人農業工学研究所農村環境部長 環境管理部資源・生態管理科長

13. 4. 1 加藤好武 独立行政法人農業工学研究所農村環境部景域研究室長 環境管理部資源・生態管理科農村景域研究室長

13. 4. 1 富田淳志 独立行政法人農業工学研究所農村環境部(景域研究室) 環境管理部(計測情報科隔測研究室)

13. 4. 1 山本勝利 独立行政法人農業工学研究所農村環境部主任研究官 環境管理部主任研究宮(資源 生態管理科農村景域研究|
(生態工学研究室) 窒)

13. 4. 1 松森堅治 独立行政法人農業工学研究所農村環境部主任研究官 企画調整部主任研究官(企画科)
(環境評価研究室)

13. 4. 1 小川茂男 独立行政法人農業工学研究所地域資源部土地資源研究 環境管理部主任研究官(計測情報科隔測研究室)
室長

13. 4. 1 高 橋文敏 独立行政法人森林総合研究所北海道支所長 環境管理部長

13. 9. 1 荒尾知人 農林水産省農林水産技術会議事務局研究調査官(研究 化学環境部主任研究官(重金属研究グループ土壌生化学
開発課) ユニット)

13.10. 1 関口哲生 独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究セン 化学環境部主任研究官(栄養塩類研究グループ水動態ユ
ター北陸水田利用部主任研究官(土壌管理研究室) ニット)

(退職)

年月日 氏 名 所 属

13.12.31 j賓 弘司 勧奨 化学環境部長

14. 3.31 渡 漫輝章 定年 総務部会計課長

14. 3.31 鶴田治雄 定年 地球環境部温室効果ガスチーム長

14. 3.31 河部 選 定年 生物環境安全部長

14. 3.31 大 嶋秀雄 定年 化学環境部主任研究官(栄養塩類研究グループ水動態ユ
ニット)

14. 3.31 佐 藤桃子 定年 環境化学分析センタ一環境化学物質分析研究室長

14. 3.31 松田 泉 勧奨 企画調整部研究交流科長

14. 3.31 芝池博幸 任期満了 生物環境安全部(植生研究グループ景観生態ユニット)
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(3) 役職員名簿
「一

所属・役職名役員 氏名 所属・役職名 氏名

1ィ5又月a 員 m。ι也L、 務 部 木戸 岡。
理 事 長 陽 捷行 染谷 透
理 事 三田村強 沢里春美
監 事 杉原 進 施設管理係長 永山典夫
監事(非常勤) 高橋 弘 稲葉昌之

営繕係長
職 員 秋山匡央
企画調整部部長 j青野 害谷 監査官 渡辺 薫

研究企画科長 今川俊明 地球環境部 部長 本本 陽生
主任研究官 廉津敏弘 気象研究グループ長 野内 勇

ク 藤井 毅 研究リーダー(気候資源ユニット) 鳥谷 均
研究調整係長 宮本 ゆり 主任研究官 桑形恒男

主任 辻島厚子 石郷岡康史
研究推進係長 砂岡清之 後藤慎吉

江口貴史 研究リーダー(生態系影響ユニット) 小林和彦
研究交流科長 松田 泉 主任研究官 吉本真由美
主任研究官 中谷敬子 酒井英光

研究情報システム科長 粛藤滋隆 研究リーダー(大気保全ユニット) 川島茂人

広報専門官 主任研究官 社 明遠

情報資料課長 藤牧俊介 づ' 米村正一郎
課長補佐 高津 武 タ 井上 聡
管理係長 青木隆之 生態システム研究グループ長 粛藤元也

山根理愛 研究リーダー(環境計測ユニット) 井上吉雄

広報係長 猪 和則 主任研究官 芝山道郎

坂入正行 研究リーダー(環境統計ユニット) 三輪哲久

業務科長 筒井 等 主任研究官 三中信宏

総括作業長 又川速雄 研究リーダー(物質循環ユニット) 織田健次郎

上村 博 主任研究官 新藤純子

飯泉良行 タ 麓 多門

鈴木文夫 ク 大浦典子

松本公吉 研究リーダー(生態管理ユニット) (兼)斎藤元也

鈴木忠男 主任研究官 スプレイグデイピ7ド

阿部勝男 研究リーダー(リモートセンシングユニット) (兼)斎藤元也

若林浩徳 温室効果ガスチーム長 鶴田治雄

山口 ヲム 主任研究官 八木一行

岡田利之 須藤重人

鎌田輝志 西村誠一

渡遅浩二 秋山博子

高橋正史 食料生産予測チーム長 谷山一郎
総 務 吉日 荒 貴裕 主任研究官 岡本勝男

部長 福嶋勝之 ク 横沢正幸

庶務課長 宮坂 光 づ' 大野宏之
課長補佐 田中 修 ク 西森基貴

庶務係長 数藤信之 ク 白戸康人

松岡亜紀子 ブラックス変動評価チーム長 (兼)林陽生

桜井清明 主任研究官 宮田 明

人事係長 武田隆賀 生物環境安全部 部長 j可部 選
主任 加藤敬子 植生研究グループ長 同 三徳

佐藤和彦 研究リーダー(植生生態ユニット) 伊藤一幸

職員係長 屋代はつい 主任研究官 原田直函

厚生係長 根本康夫 ~ 池田浩明

小野寺朝子 研究リーダー(景観生態ユニット) 井手 任

管理官 演森保海 主任研究官 大黒俊哉
会計課長 渡遺輝章 芝j也博幸

課長補佐 増崎藤雄 研究リーダー(化学生態ユニット) 藤井義晴

予算係長 白石正毅 主任研究官 平舘俊太郎

主任 鈴木まゆみ 荒谷 博

前田篤子 昆虫研究グループ長 松井正春

支出係長 増田昇利 研究リーダー(導入昆虫影響ユニット) 望月 1字

近藤美保子 主任研究官 望月 雅俊

検収管理係長 菊池昌樹 屋良佳緒利

主任 野口美千代 研究リーダー(個体群動態ユニット) 田中幸一

主任 谷田部真紀 主任研究官 山村光司

契約係長 小山英也 (I3.10.1~) 山中武彦
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所属・役職名役員 氏名 所属・役職名 氏名

研究リーダー(昆虫生態ユニット) 杉・1工 7じ 化学環境部 栄養塩類研究グループ長 上沢正志

主任研究官 野口 浩 研究リーダー(土壌物理ユニット) 加藤英孝

微生物・小動物研究グループ長 塩見敏樹 主任研究官 江口定夫

微生物評価研究官 西山幸司 中 野 恵 子

研究リーダー(微生物生態ユニット) 松本直幸 鈴木克拓

主任研究官 岡部郁子 研究リーダー(養分動態ユニット) 井上恒久

星野裕子 主任研究官 木村龍介

研究リーダー(微生物機能ユニット) 土屋健一 ク 三島慎一郎

主任研究官 津田宏之 板橋 直
ろ， 高橋真実 研究リーダー(水動態ユニット) 芝野和夫
ぞ〉 鈴木文彦 主任研究官 大嶋秀雄

研究リーダー(線虫・小動物ユニット) 荒城雅昭 づ' 神田健一

主任研究官 吉田睦浩 づ' (~13. 9. 30) 関口哲生

組換え体チーム長 松尾和人 中島泰弘

主任研究官 白井洋一 研究リーダー(水質保全ユニット) 竹内 誠

化学環境部 部長 (~13.12.31) j賓 弘司 主任研究官 駒田充生

部長(14.1.1~) 今井秀夫 ダイオキシンチーム長 桑原雅彦

有機化学物質研究グループ長 上路雅子 上垣隆一

研究リーダー(農薬動態評価ユニット) 遠藤正造 清家伸康

主任研究官 堀尾 岡。 部付 (~13.9.5) 今井秀夫
ク 小原裕三 主任研究官 (13.9.6~13.12.31) 今井秀夫

大津和久 農業環境 センター長 浜崎忠雄

石原 '悟 インベントリーセンター 土壌分類研究室長 中井

研究リーダー(農薬影響軽減ユニット) 石井英夫 主任研究官 小原 洋

研究リーダー(土壌微生物利用ユニット) 長谷部亮 ク (14.2.1~) 大倉利明

主任研究官 高木和広 戸上和樹
手， 小川直人 昆虫分類研究室長 安田耕司

酒井順子 主任研究官 吉松慎一

森本 日日日 (13.10.1~) 中谷至伸

重金属研究グループ長 樋口太重 微生物分類研究室長 封馬誠也

重金属評価研究官 村山重俊 主任研究官 月星隆雄

研究リーダー(重金属動態ユニット) 織田久男 吉田重信

主任研究官 JII崎 晃 篠原弘亮

粛藤貴之 環境化学分 センター長 石井康雄

研究リーダー(土壌化学ユニット) 菅原和夫 キ斤センター 環境化学物質分析研究室長 佐藤桃子

主任研究官 棲井泰弘 主任研究官 石坂虞澄
手， 牧野知之 段 照沫

研究リーダー(土壌生化学ユニット) 阿江教治 馬場浩司

主任研究官 杉山 珪d己王ρ 放射性同位体分析研究窒長 木方展治
ろ， (~13.8.31) 荒尾知人 主任研究官 駒村美佐子

村上政治 藤原英司



VI.総務

(4 ) 受賞・表彰

農林水産省職員功績者表彰 (13.4. 7) 

鶴田 治雄(地球環境部温室効果ガスチーム)

「農耕地における満室効果ガスの排出削減対策技術の確立および技術指導J

文部科学省研究功績者表彰 (13.4.18) 

阿江教治(化学環境部重金属研究グループ)

「特異なリン酸獲得機構を有する植物の発見とこれら機構の解明・利用に関する研究j

平成13年度永年勤続者表彰(13.4. 1) 

(30年以上)

増崎藤雄(総務部会計課)

(20年以上)

川島 茂人(地球環境部気象研究グループ)

井上 吉雄(地球環境部生態システム研究グループ)

織田健次郎(地球環境部生態システム研究グループ)

谷山 一郎(地球環境部食料生産予測チーム)

同 三徳、(生物環境安全部植生研究グループ)

藤井 義晴(生物環境安全部植生研究グループ)

荒城 雅昭(生物環境安全部微生物・小動物研究グループ)

駒田 充生(化学環境部栄養塩類研究グループ)

151 
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3 . dZh 玄 計

( 1 ) 財務諸表

貸借対照表

(平成14年3月31日)

(単位:円)

資産の部

I 流動資産
現金及び預金 526，203，890 
前渡金 1，250，000 
未収消費税等 423，754，395 
未収収益 969，723 
その他の流動資産 1，292，378 

流動資産合計 953，4 70，386 

E 固定資産

1 有形固定資産

建物 3，910，057，309 
減価償却累計額 73，628，386 3，836，428，923 

構築物 4，244，440，876 

減価償却累計額 117，913，783 4，126，527，093 

車両運搬具 20，258，320 
減価償却累計額 1，446，037 18，812，283 

工具器具備品 2，214，822，700 
減価償却累計額 494，935，318 1，719，887，382 

土地 25，200，000，000 

その他の有形固定資産 99，519，547 

有形固定資産合計 35，001， 175，228 

2 無形固定資産
ソフトウェア 20，053，793 

無形固定資産合計 20，053，793 

3 その他の資産
預託金 980，000 

その他の資産合計 980，000 

固定資産合計 35，022，209，021 

資産合計 35，975，679，407 

負債の部
I 流動負債

運営費交付金債務 204，680，703 

研究業務未払金 10，916，047 

未払金 155，351， 826 
未払費用 103，939，563 

預り金 48，453，851 
流動負債合計 523，341，990 

E 固定負債
リース債務 122，460，126 

資産見返負債

資産見返運営費交付金 122，157，654 
資産見返受託費 118，028，293 

資産見返物品受贈額 759，130，618 999，316，565 

固定負債合計 1， 121， 776，691 

負債合計 1， 645，118，681 

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 36，174，000 
損益外減価償却累計額 -482，742，132 

損益外固定資産除売却差額 -6，269，062 

資本剰余金合計 -452，837，194 

皿 利益剰余金
当期未処分利益 430，128，396 

(うち当期総利益 430，128，396) 

利益剰余金合計 430，128，396 

資本合計 34，330，560，726 

負債資本合計 35，975，679，407 

貸借対照表の注記事項
運営費交付金から充当されるべき退職手当見積額は、 1，752，565，444円になっております。
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損益計算書

(平成13年4月1日~平成14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. 453，413，976 

法定福利費・福利厚生費 146，530，446 

退職金 205，929，355 

その他人件費 115，539，355 

外部委託費 177，317，678 

研究材料費 2，767，479 

賃借料 9，902，281 

減価償却費 204，827，207 

保守・修繕費 292，464，632 

水道光熱費 259，843，125 

旅費交通費 75，440，635 

消耗品費 288，331. 121 

備品費 175，825，266 

諸謝金 1. 242，000 

支払手数料 2，215，496 

図書印刷費 104，702，640 

その他業務経費 32，816，571 3，549，109，263 

一般管理費

役員報酬 41，303，445 

給与、賞与及び諸手当 195，098，412 

法定福利費・福利厚生費 28，752，640 

退職金 29，682，180 

その他人件費 15，027，961 

賃借料 3，842，605 

減価償却費 1. 343，367 

保守・修繕費 145，369，269 

水道光熱費 13，503，039 

旅費交通費 4，174，354 

消耗品費 23，923，333 

備品費 11，141.339 

諸謝金 4，534，250 

支払手数料 1. 540， 781 

その他管理経費 19，609，204 538，846，179 

財務費用

支払利息 58，542 58，542 

経常費用合計 4，088，013，984 

経常収益

運営費交付金収益 3，235，996，770 

事業収益

その他事業収入 2，663，497 2，663，497 

受託収入 649，481. 957 

固定資産見返負債戻入 204，094，979 

財務収益

受取利息 259，416 259，416 

雑益 20，937 

経常収益合計 4，092，517，556 

経常利益 4，503，572 

臨時損失

承継消耗品費 379，505，145 379，505，145 

臨時利益

物品受贈益 379，505，145 

還付消費税等 425，624，824 805，129，969 

当期純利益 430，128，396 

当期総利益 430，128，396 
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キャッシュ・フロー計算書

(平成13年4月1日~平成14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

その他事業収入

小計

利息、の受取額

利息の支払額

雑益

業務活動によるキャッシュ・フロー

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

施設費による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

皿 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

VI 資金期末残高

キャッシュ・フロー計算書の注記事項

(1 ) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳は、現金及び預金となっております。

(2) 重要な非資金取引

①現物出資の受入による資産の取得は、以下のとおりとなっております。

1 .建物 3，910，057，309円

2. 構 築 物 4，212，191， 418円

3. 工具器具備品 931， 501， 250円

4. 土 地 25，200，000，000円

5. そ の 他 99，519，547円

②承継による資産の取得は、以下のとおりとなっております。

1 . 車 両 運 搬 具 16，445，100円

2. 工具器具備品 935，355，893円

③ファイナンス・リースによる資産の取得は、工具器具備品124，535，721円になっております。

利益の処分に関する書類

I 当期未処分利益

当期総利益 430，128，396 

前期繰越欠損金 。

E 利益処分額

積立金 430，128，396 

。 430，128，396 

(単位:円)

-1 ，329，837 ， 142 

-2，015，060，791 

-219，877，582 

3，570，986，000 

772，414，838 

1，697，472 

780，322，795 

255，703 

-58，542 

20，937 

780，540，893 

-289，531，003 

35，194，000 

-254，337，003 

。

526，203，890 

0 

526，203，890 

(単位:円)

430，128，396 

430，128，396 



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

固定資産見返委託費戻入

E 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

VI.総務

行政サービス実施コスト計算書

(平成13年 4月1日~平成14年 3月31日)

3，549，109，263 

538，846，179 

58，542 

379，505，145 

-649，481， 957 

-2，663，497 

-259，416 

-20，937 

-425 ， 624 ， 824 

4，904，588 

482，742，132 

6，269，062 

477，775，912 

4，467，519，129 

-1，073，146，043 

489，011， 194 

行政サービス実施コスト計算書の注記事項

155 

(単位:円)

3，394，373，086 

489，011， 194 

-19，533，771 

477，775，912 

4，341， 626，421 

(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1，772，099，215円と 3月31日現在の退職手当見積額1，752，565，444 
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:1.4% (長期国債237: 2012年 3月償還)を摘要し、¥(期首政府出資金34，353，269，524円+

(期末政府出資金34，353，269，524円-資本剰余金452，837，194円)) 21 x1.4%で計上しております。

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

定額法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

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1.4%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。
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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

資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

構築物 。 3，324，520 。 3，324，520 

有形固定 車両運搬具 16，445，100 3，813，220 。 20，258，320 
資産(償

却費損益 工具器具備品 935，355，893 348，616，414 650，857 1， 283，321， 450 

内)
計 951， 800，993 355，754，154 650，857 1，306，904，290 

建物 3，910，057，309 。 。3，910，057，309 

有形固定 構築物 4，212，191， 418 35，194，000 6，269，062 4，241， 116，356 
資産(償

却費損益 工具器具備品 931， 501， 250 。 。 931， 501， 250 

外)
計 9，053，749，977 35，194，000 6，269，062 9，082，674，915 

土地 25，200，000，000 。 o I 25，200，000，000 

非償却
その他有形固定資産 99，519，547 。 。 99，519，547 

資産

計 25，299，519，547 。 o I 25，299，519，547 

建物 3，910，057，309 。 。3，910，057，309 

構築物 4，212，191， 418 38，518，520 6，269，062 4，244，440，876 

車両運搬具 16，445，100 3，813，220 。 20，258，320 

有形固定
工具器具備品 1， 866，857，143 348，616，414 650，857 2，214，822，700 

資産合計

土地 25，200，000，000 。 o I 25，200，000，000 

その他有形固定資産 99，519，547 。 。 99，519，547 

計 35，305，070，517 390，948，154 6，919，919 35，689，098，752 

無形固定 ソフトウエア 。21，042，975 。 21，042，975 

資産 計 。21，042，975 。 21，042，975 

その他の 預託金 。 980，000 。 980，000 

資産 計 。 980，000 O 980，000 

(単位:円)

減価償却累計額
差引当期残高 摘要

当期償却額

19，672 19，672 3，304，848 

1，446，037 1，446，037 18，812，283 

203，715，683 203，715，683 1， 079，605，767 

205，181，392 205，181，392 1， 101， 722，898 

73，628，386 73，628，386 3，836，428，923 

117，894，111 117，894，111 4，123，222，245 

291， 219，635 291， 219，635 640，281， 615 

482，742，132 482，742，132 8，599，932，783 

。 o I 25，200，000，000 

。 。 99，519，547 

。 o I 25，299，519，547 

73，628，386 73，628，386 3，836，428，923 

117，913，783 117，913，783 4，126，527，093 

1，446，037 1，446，037 18，812，283 

494，935，318 494，935，318 1， 719，887，382 

。 o I 25，200，000，000 

。 。 99，519，547 

687，923，524 687，923，524 35，001， 175，228 

989，182 989，182 20，053，793 

989，182 989，182 20，053，793 

。 。 980，000 

。 。 980，000 
」一一一一一

※注記 期首残高は平成13年 4月 1日発足のため、政府からの出資及び承継額を記載したものです。

2.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 出商 要

政府出資金 34，353，269，524 O 。34，353，269，524 
資本金

計 34，353，269，524 。 。34，353，269，524 

運営費交付金 。 980，000 。 980，000 災害補償預託金の預託

施設整備費補助金 。 35，194，000 35，194，000 

計 。 36，174，000 。 36，174，000 

資本剰
損益外減価償却累計額 。-482，742，132 。-482 ， 742，132 

f刀¥主f立L三

損益外固定資産除売却差額 。 -6，269，062 。 -6，269，062 施設整備に伴う除却

計 。-489，011.194 。-489，011.194 

差引計 。-452，837，194 。-452，837，194 
ー一一司ーーーーーー...L-

※注記 期首残高は平成13年4月 1日発足のため、政府からの出資額を記載したものです。
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川運営費交付金債務
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(単位:円)

交付金
当期振替額

交付年度 期首残高
当期交付額 運 戸邑出 費 資産見返

交付金収益 運営費交付金

平成13年度 。3，570，986，000 3，235，996，770 129，328，527 

合計 。3，570，986，000 3，235，996，770 129，328，527 

(2) 運営費交付金収益

業務等区分 13年度交付分 三口』 計

研究業務費 2，698，443，816 2，698，443，816 

一般管理費 537，494，412 537，494，412 

財務費用 58，542 58，542 I 

合 計 3，235，996，770 3，235，996，770 

4.役員及び職員の給与費の明細

報酬 又は給与
区 分

支 事合 額 支給人員数

役 員 41，303，445 4 

職 員 1，648，512，388 193 

A口、 計 1， 689，815，833 
L一一一一一一一

※注記 1 .支給の基準

役員に対する報酬等の支給基準は、役員給与規程によっております。

職員に対する給与の支給基準は、職員給与規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) 予算及び決算

資本剰余金 計
期末残高

980，000 3，366，305，297 204，680，703 

980，000 3，366，305，297 204，680，703 

(単位:円)

退 職 手 当

支 給 額 支給人員数

。 。
235，611， 535 7 

235，611， 535 

研究の自主性を生かす観点から、運営費交付金を財源として「研究推進費」の枠を設けて、当所が開催する独自

の国際会議の開催 (5，000千円)、国際研究集会への参加 (15，000千円)、所内独自のプロジェクト(約40，000千円;

原則として、個人ないしは単独研究単伎で実施する独立型、複数の研究単位で実施する連携型、所の推進方向に沿っ

て、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。

経費の節減に関わる方針として、業務経費については、中期計画内の研究機械の購入計画を立てるとともに、所

内の機械・機器の共用化を図り、経費の節減に取り組んだ。また、一般管理費についても、研究本館内の不必要な

電気の消灯及び研究器具の洗浄時の節水等に努め、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したり、所内の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等を図り、経費の節減に努める

こととした。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諸費の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、公募型プロジェクト審査委員会を設置して申請内容に助言を加えるとともに、各部・セン

ターで応募戦略を検討させた。その結果として、文部科学省、環境省、生研機構等の競争的資金に、代表提案 4課

題、参画提案 8課題が採択され、 45，000千円の自己資金の獲得を図ることができた。
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平成13年度予算決算 (単位:百万円)

区 分 予算額 決算額 備 考

収入

運営費交付金 3，571 3，571 

施設整備費補助金 35 35 

受託収入 924 772 

諸収入 2 429 

版権及特許権等収入 2 2 

その他の収入 O 427 

計 4，532 4，807 

支出

業務経費 458 478 

施設整備費 35 35 

受託経費 924 770 

試験研究費 824 708 

管理諸費 100 62 

一般管理費 942 800 

研究管理費 107 161 

管理諸費 835 638 

人件費 2，173 2，091 

計 4，532 4，175 

1 )収支計画

平成13年度収支計画決算 (単位:百万円)

区 分 計画額 決算額 {蒲 考

費用の部 4，509 4，468 

経常費用 4，509 4，088 

人件費 2，173 2，101 

業務経費 359 339 

受託経費 875 647 

一般管理費 942 795 

減価償却費 160 206 

財務費用 O O 

臨時損失 。 380 

収益の部 4，509 4，898 

運営費交付金収益 3，472 3，236 

諸収入 2 3 

受託収入 875 649 

資産見返運営費交付金戻入 14 205 

資産見返物品受贈額、戻入 146 380 

臨時利益 O 426 

純利益 O 430 

目的積立金取崩額 O O 

総利益 。 430 



2 )資金計画

区 分

資金支出

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次期中期目標の期間への繰越金

資金収入

業務活動による収入

運営費交付金による収入

受託収入

その他の収入

投資活動による収入

施設整備費補助金による収入

その他の収入

財務活動による収入

(3) 固定資産

1 )有形固定資産

区 分

建物
建面積

延べ面積

f茸 ァ筑に 物

車 車 両 運 搬 具

工具器具備品

士

且L

竹木

之口込

2 )無形固定資産

区

地

樹

JL 

計

分

ソフトウエア

合 計

木

木

VI.総 務

平成13年度資金計画決算

計 画 額

委交

建物敷地

水 田

次回

そ の他

計

数

4，532 

4，349 

183 

O 

O 

4，532 

4，497 

3，571 

924 

2 

35 

35 

O 

。

豆Eヨ王

29，396m 

57 ，897 m 

13点

587点

206，349m 

42，950m 

149，670ぱ

171，897ぱ

570，866ぱ

2，319本

431rrl 

Eヨ

互王

4点

159 

(単位:百万円)

決算額 イ蒲 考

4，380 

3，565 

290 

O 

526 

4，380 

4，345 

3，571 

772 

2 

35 

35 

O 

O 
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(4 ) 機械等購入

機 f戎 名 型 式 名 購入金額(円) 研究室等名

自動車 トヨタグランドハイエース リミテッドエクセレント 3，813，220 総務部

モニタリングシステム装置 本体W-2000ほか 1，497，888 農薬動態評価ユニット

サンフォトメーター 英弘精機 MS-120 標準 4波長 683，235 環境計測ユニット

自動視程測定装置 アーンデラ一社 2，510，235 大気保全ユニット

カーペットスプレヤー 丸山製作所 CGD明610NR 1， 659 ，000 業務科

遺伝子増幅装置 TP400 PCRサーマルサイクラー 703，080 微生物生態ユニット

人工気象器 日本医化器械 LPH-200-RDSCT 1，275，750 線虫・小動物ユニット

マイクロプレート光度計 TECAN GENios 2 4，998，000 微生物分類研究窒

遺伝子解析装置 ABI PRISM 3100 16，991， 100 微生物分類研究室

気象観測装置 キャンベル社 5，160，750 大気保全ユニット

元素分析計 サーモフイニガン FlashEAl112 NCSほか 9，327，255 物質循環ユニット

全有機体炭素計 島津製作所 TOC-VCSHほか 6，630，687 大気保全ユニット

サンプラー 柴田科学 HV-100 8019-1 659，400 ダイオキシンチーム

サンプラー 柴田科学 HV-I008019-1 659，400 ダイオキシンチーム

サテライトサンプラー R&P PM-2.5/10 678，720 農薬動態評価ユニット

蛍光画像解析装置 東洋紡 FAS-1000 2，362，500 土壌微生物利用ユニット

遺伝子解析装置 ABIネ士 GeneAmp PCR System 9700 1， 122，975 組替え体チーム

高速自動濃縮装置 GLサイエンス IC761 922，950 土壌微生物利用ユニット

エアーサンプラー 柴田科学 HV-I008019-1 659，400 環境化学物質分析研究室

マッフル炉 濁川理化工業 TMS-AG-454360 3，822，000 放射性同位体分析研究室

遠心分離機 目立 CF15 R 604，800 土壌微生物利用ユニット

二酸化炭素濃度変動測定装置 LI-7500校正システム信号変換器 3，999，202 ブラックス変動評価チーム

遺伝子増幅装置 日本バイオラッド NO.170-8720JA 831，600 土壌微生物利用ユニット

熱風乾燥機 須中理化工業 0-190FDS-LWDK 2，940，000 業務科

分光光度計 ベックマン DU530 1， 257 ， 795 土壌微生物利用ユニット

土壌物理測定装置 キャンベル杜マイクロロガー CR10X 2，100，000 大気保全ユニット

C02/HzO分析計 LI-7500 2，884，770 ブラックス変動評価チーム

ミキサーミル SPEX NO.8000 D-230 1， 627，500 放射性同位体分析研究室

ダイオキシン自動抽出装置 GLサイエンス DPU-8型 4，370，100 ダイオキシンチーム

圧力容器 アドノすンテック DV-20-ST-Aほか 614，544 食料生産予測チーム

イオンクロマトグラフ DX-320ほ7が 5，995，500 土壌生化学ユニット

マイクロプレート光度計 モデル550ELISAシステム E 1， 568， 700 農薬動態評価ユニット

物置 ヨド YSOU由5856 1， 972，425 総務部

試料前処理装置 ヤナコ M-511 3，034，500 農薬動態評価ユニット

ファイノミースコープ キーエンス VI-I000 858，900 食料生産予測チーム

試料分解装置 KN-l 978，639 重金属動態ユニット

赤外放射計 CG4 AC 100V 756，000 気候資源ユニット

実体顕微鏡システム オリンノtス SZX12-3144 879，900 大気保全ユニット

試料分解装置 KN-l 978，639 重金属動態ユニット

分光光度計 島津 UV-1600田B 945，000 水動態ユニット

自動滴定装置 AUT-501 TTT-510 1， 705，567 養分動態ユニット

試料前処理装置 マイルストーンネ土 ETHOSPLUS 2 4，816，350 重金属評価研究官

HPLCシステム MODEL557Cほか 3，690，120 環境化学物質分析研究室

エアーサンプラー ザルトリウス杜 MD-8エアスキャンシステム 680，400 土壌微生物利用ユニット

自動滴定装置 柴田科学 7710-90 901，425 環境化学物質分析研究室

遠心分離機 クボタ MODEL3740 776，475 土壌微生物利用ユニット

ポータブルレーザ一面積計 CI-203 997，500 環境計測ユニット

試料濃縮装置 ラピッドパップ N2S型 79100S 992，250 土壌生化学ユニット

細胞破砕装置 Fast Prep FP 120 Instrument 565，110 土壌微生物利用ユニット
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機 械 名 型 式 名 購入金額(円) 研究室等名

生物環境調節装置 日本医化 KCLP-1400-11 -CT-S 759，780 農薬動態評価ユニット

恒温装置 タイテック製型式LX-3200F 897，750 組替え体チーム

カウンター 藤原製作所 KC-lO 889，350 組替え体チーム

クリーンベンチ UNICO UN-650 F 999，600 環境化学物質分析研究窒

天秤 MX5メトラートレド 1. 294， 125 組替え体チーム

レーザーアプレーションシステム New Wave Research UP-213 16，905，000 環境化学物質分析研究窒

ガスクロマトグラフ 島j干上 GC-2010 AE AOC-20 IS Gcsolution 3，969，000 農薬動態評価ユニット

ダイオキシン自動抽出装置 GLサイエンス DPU-8A型 5，244，750 環境化学物質分析研究室

試料燃焼装置 ダイアンインスツルメンツ QF-02型 2，451， 750 放射性同位体分析研究室

二酸化炭素計 キャンベル社 CO2/H20アナライザー CS7500ほか 4，601， 100 大気保全ユニット

超低温槽 テイオン TU-83V 1， 320， 900 微生物生態ユニット

水素発生装置 島津製作所 OPGU-2200S 567，000 水動態ユニット

データ処理装置 富士通 NPP関連諸量データ・ストレージ CELSIUS460 4，987，500 食料生産予測チーム

クロマトグラフ CPC-LLB-M SSC-3465 SS-250 F 3，251. 325 化学生態ユニット

恒温装置 東京理化 MTI-204B 982，800 組替え体チーム

酵素反応解析装置 ナイカイ ERA-I0 630，000 化学生態ユニット

ポンプ GLサイエンス PU610 HPLCポンプ 708，750 環境化学物質分析研究室

COZ/H20分析計 LI-7500 2，884，770 フラックス変動評価チーム

電気化学アナライザー ALS 822 A'ま治、 4，697，595 環境化学物質分析研究室

検出器 島津 RF-I0AXL-A 992，250 水質保全ユニット

検出器 島津 CDD-I0AVP 614，250 水質保全ユニット

データレコーダ TEAC DR-M 3 aMk 2 S 999，495 ブラックス変動評価チーム

クリーンベンチ オリエンタル技研 VCU-840E型 700，000 養分動態ユニット

放射収支計 EKO MR-40ドーム温度測定素子付き 771，645 ブラックス変動評価チーム

空気清浄装置 藤原製作所 FS-凹 3，738，000 化学生態ユニット

粒度分布自動測定装置 堀場製作所 LA-920 6，864，900 土壌物理ユニット

画像処理解析装置 VH-5000 693，000 化学生態ユニット

遠心分離機 クボタ MODEL3740アングルロータ AF2724 776，475 化学生態ユニット

ワークステーションシステム AlphaStation DS 20 Eコンノすック 997，500 食料生産予測チーム

ワークステーションシステム SunBlade 1000モデル A28 USF 1-9 L-D 1024 JB 2，804，235 食料生産予測チーム

葉面積計 LAI-2000光強度センサー付属 1，670，130 気候資源ユニット

二酸化炭素ブラックス測定装置 LI-6252 6252-FL 4，883，865 環境計測ユニット

保管庫 RI貯蔵庫ヨシザワ LA製 TR-Ol-Ol 981，750 放射性同位体分析研究室

保管庫 RI廃棄物保管庫ヨシザワ LA製 TR-OI-Ol 981，750 放射性同位体分析研究室

データ処理装置 SunBlade 100 1. 950， 900 気候資源ユニット

水分測定装置 キャンベル社 4，655，700 土壌物理ユニット

データ処理装置 SunBlade 1000 1， 795，500 リモートセンシングユニット

検出器 島津製作所製 SPD-IOA VP-s 699，300 放射性同位体分析研究室

データ処理装置 Dell PowerVault 220 SLan用データストレージ 2，064，825 環境計測ユニット

データ処理装置 Dell PowerEdge 6450 Lan用計測データ管理サーバ 1， 298， 325 環境計測ユニット

気象観測装置 メック M 1，469，317 個体群同体ユニット

昆虫行動調査レーダー RECCO Detector 994，350 個体群同体ユニット

メタン分析装置 GC-14 BPTF ほカミ 4，753，350 温室効果ガスチーム

郵便料金計器 アスコムハスラー F325 AD ， S 220 R-PS 1， 239 ，000 総務部

コンビュータソフトウェア (独)農業環境技術研究所紹介ビデオ 9，000，000 情報資料課

コンビュータソフトウェア j韮j既農業地域分布図 NOAAデータ加工 6，300，000 気候資源ユニット

コンピュータソフトウェア 土壌データ入出力システム 5，007，975 土壌分類研究室

コンビュータソフトウェア 線虫カウンター用ソフト VisualC++ 735，000 線虫・小動物ユニット
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(5) 特許等一覧表

1 )国 内

>;じ立 明

植物電気センサー

農園芸作物病害防除組成物

。〉 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 d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ーテトラデセニル
アセタートを有効成分とする見虫誘引剤

5ー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
昆虫誘引剤

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士
壌病害防除方法

5ー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 7じ

熊倉正昭、佐藤力郎

玉木佳男、杉江 7じ

長嶺将昭、金城美恵子

玉木住男、杉江 7じ

川崎健次郎、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 7じ

野口 1告

柏淵辰昭

宍戸 孝、昆野安彦

玉木佳男、杉江 フじ

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

玉木住男、杉江 JC 
長嶺将昭、金城美恵子

久保田徹、岩間秀矩

玉木佳男、杉江 JC 
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 7じ

野口 浩

杉江 元、野口 1告
清水喜一、河名利幸
福田 寛、山本 日目
福本毅彦、井原俊明

福本文良、佐藤 ~丁-

美濃部佑三

杉江 元、野口 1告
清 水 喜 一 、 河 名 利 幸
福田 寛、山本 H百
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

杉江 元、野口 浩
清 水 喜 一 、 河 名 利 幸
福田 寛、山本 日百
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 共同出願

63. 8.18 特許第1906566号 共同出願

63. 9.20 特許第1661053号

63. 9.29 特許第1778711号

63.10.19 特許第1855389号 共同出願

7じ. 2.14 特許第2614913号 共同出願

元. 7.21 特許第1628011号

2.12.27 特許第2851443号 分割出願

3. 4.19 特許第2600090号

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
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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 十字
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 J告 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
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
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、前田浩士 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
物成長阻害剤 前 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

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土
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 Y-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

3次元自由曲面設計装置 カナダ 5. 3.23 特許第2092217号

3次元自由曲面設計装置 ベルギー 5. 3.25 特許第0594276号

3次元自由曲面設計装置 スイス 5. 3.25 特許第0594276号

3次元自由曲面設計装置 ドイツ 5. 3.25 特許第69326868.9-08号

3次元自由曲面設計装置 フランス 5. 3.25 特許第0594276号

3次元自由曲面設計装置 イギリス 5. 3.25 特許第0594276号

3次元自由曲面設計装置 イタリア 5. 3.25 特許第0594276号

3次元自由曲面設計装置 リヒテンシュタイン 5. 3.25 特許第0594276号

3次元自由曲面設計装置 オランダ 5. 3.25 特許第0594276号

3次元自由曲面設計装置 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 早川孝彦

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 韓国
朱 亜峰

4.12. 1 特許第255474号
製造法

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 台湾 5. 1.20 特許第82425号
製造法

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 吉岡祐一
解菌保持担体

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 韓国 11. 5.11 特願第2000-7000229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

土壌中の有機塩素系化合物を好気的に分解する分解菌、そ EPC 11. 5.11 特願第99918364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

土壌中の有機塩素系化合物を好気的に分解する分解菌、そ アメリカ 11. 5.11 特願09/462，877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

土壌中の有機塩素系化合物を好気的に分解する分解菌、そ カナダ 11. 5.11 特願2，296，658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

土壌中の有機汚染物質を分解する分解菌の集積方法及びそ アメリカ 高木和広 11. 8.23 特願第09/378，762号 共同出願
れを用いた分解菌の単離方法 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 11. 6.22 特願第10-2001 -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 吉岡祐一
壌回復又は地下水汚染防止の方法

単離した分解菌の集積方法及びその集積方法により得られ EPC 11. 6.22 特願第99925418.8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
壌回復又は地下水汚染防止の方法

単離した分解菌の集積方法及びその集積方法により得られ アメリカ 11. 6.22 特願第09/744，996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

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 カナダ 11. 6.22 特願第2，342，805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
壌回復又は地下水汚染防止の方法

単離した分解菌の集積方法及びその集積方法により得られ オーストラリア 11. 6.22 特願第41695/99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

データベースシステム アメリカ 原薗芳信 12. 9.29 特願第090/675303号
小峰正史
高木健太郎
小林義和
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4 .図 室田

平成13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 555 16 571 

(冊) 洋 258 6 264 

資料 手口 O 69 69 

(冊) 洋 。 4 4 

雑誌 手口 79 786 865 

(種) 洋 191 136 327 

(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 105件 604件 2，614件

省 外 18件 373件 44件

計 123件 977件 2，658件
」一一一一一

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

2誌(のべ 16件)

156人(コピー 3，216枚)

46人(コピー 1，323枚)

224人(コピー 5，738枚)

38人

5.視察・見学者数

区 分 農業関係者 一 般 ナ戸-4 生 公 務 貝 タト 国 人 計

年 月 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人

平成13年 4月 2 46 1 15 3 61 

5月 1 6 1 50 3 73 2 16 3 10 10 155 

6月 1 34 1 45 1 1 3 22 6 102 

7月 1 83 3 65 2 11 6 159 

8月 1 20 3 74 6 48 10 142 

9月 2 78 3 55 2 2 7 135 

10月 2 27 2 48 2 28 6 103 

11月 2 26 1 61 6 32 9 119 

12月 1 20 1 31 1 15 1 4 4 70 

平成14年 1月 1 2 1 4 2 6 

2月 1 2 2 16 3 18 

3月 1 2 3 5 4 7 
一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一四一一一一一一一一一ー

計 5 87 11 333 10 262 12 198 32 197 70 1，077 

一 般 公 開 75 1，215 194 108 1，592 

つくばちびっ子博士 36 36 

A口、 計 162 1，548 492 306 197 2，705 
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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
人数| 備 考
(含むオブ|
ザーパー)I (事務局・庶務)

業績評価審査委員会 |法人に勤務する研究管理職員及び研究職員の資質の向 l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こと|ター長
を目的に、法人における研究、運営及び科学技術への
貢献等の業績について、公正性、透明性、納得性のあ
る評価を行う

公募型プロジェクト等|公募型プロジェクト等に、研究職員が応募しようとす|理事、部長、センター長、
検討委員会 lる際、申請書の記載事項について、法人の研究推進方|研究企画科長、研究交流科

向との適合性を検討するとともに、申請内容に対する|長(派遣規定に基づく研究
助言を与えることを目的とする |職員派遣の場合のみ)

研究推進費審査委員会|法人の公正かっ効率的運営に資することを目的とする|部長、センター長
研究推進費の執行に関する審査を行うことを目的とす
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一対策等|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

機械委員会 |法人における研究用機械等の計画的な導入及び管理運|金画調整部長、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

圃場委員会 |圃場の管理運営に関する事項を審議し、調査及び研究|企画調整部長、業務科長、
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

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 l企画調整部長、研究企画科
びに緊急放射能調査について必要な事項を審議するこ|長、環境化学分析センター
とを目的とする |長、庶務課長、会計課長、

放射線取扱主任者、放射線
業務総括者、開放研究室責
任者、開放研究室放射線管
理者

整備検討委員会 法人の設立に伴い、研究所準備委員会の決定した事項
の遂行及び新たに生じた事項に対応することを目的と
する

企画調整部長、総務部長、
研究企画科長、研究企画科
主任研究官、研究調整係長、
研究交流科長、庶務課長、
管理官、会計課長、研究リー
ダー(景観生態ユニット)、
(オブザーバー:労働組合

代表者)

9 (研究企画科)

10 I (研究企画科)

7 (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 I (研究企画科)

10 
(11) 

(研究企画科)
H13 .4 .2~ 

H13. 9. 30まで

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 l企画調整部長、研究部長、 6 I (研究交流科)
考委員会 |の候補者の選考を行うことを目的とする lセンター長
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研究技術情報高度化委|法人の電子計算機関係の共用室並びに共用機器の整備|研究情報システム科長、企 6 I (研究情報システ
員会情報部会 |と管理運営を円滑に行うことを目的とする |画調整部職員、各研究部職 I - Iム科)

員、センター職員

来月ネットワーク運営|農林水産研究計算センターと接続するのに必要な共用!研究技術情報高度化委員会 6 I (研究情報システ
会議 |不ツトワークが効率的に利用できるよう管理運営を図|情報部会員、農林水産研究 1 (8) 1ム科)

ることを目的とする |技術情報運営協議会専門部

会員法人代表、(オブザー
バー:法人に居室等を有す
る他の独法職員)

所報告・資料投稿論文|法人における報告・資料に投稿された論文について審|理事、企画調整部長、研究 8 I (情報資料課)
審査委員会 |査を行い、その内容の質的向上を図ることを目的とす|部長、センター長、情報資

る |料課長

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) I企画調整部長、情報資料課 9 I (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 l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
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採用審査委員会 職員の採用に関する計画の立案及び採用審査を行い、 |理事、企画調整部長、総務
優れた人材を採用することを目的とする |部長、研究部長、センター

長、庶務課長

9 (庶務課)

研究職員等給与等審査!研究職員及び任期付研究員の給与の決定等にあたり、 |理事、企画調整部長、総務
委員会 |適正な審査・評価を行うことを目的とする |部長、研究部長、センター

長、庶務課長

9 (庶務課)
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A2 
口貝委生衛全安

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 I (庶務課)
基つ三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
目的とする |から各部 1名、センター長、

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|理事、部長、センター長、 11 I (会計課)
安全並びに災害の防止)の適正な運営を図ることを目|業務科長、庶務課長、会計
的とする |課長

指名競争参加者選定委 l指名競争契約に参加する者の指名及び随意契約を行う
員会及び随意契約審査 l場合に開催し、審査することを目的とする
委員会

理事、総務部長、会計課長、
会計課長補佐、監査官、営
繕係長又は契約係長

6 (会計課営繕係)
建設工事契約及び
測量・建設コンサ
ルタント等契約
(会計課契約係)

建設工事契約及び
測量・建設コンサ
ルタント等契約以
外の契約
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人数 f庸 考
委員会名 委員会 の目的 委員会委員構成 (含むオブ

ザー/い) (事務局・庶務)

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(理事
適正な予算の執行を図ることを目的とする 長の指名する若干名)

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
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