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2021年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 ベルモント・フォーラムCRA（共同研究活動）
⾃然保護区が社会経済に及ぼす影響の多国融合研究を通じた新たなデータ共有・再利⽤⽅法の構築
(PARSEC)

近藤 康久 

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 社会技術研究開開発 気候変動オントロジーおよびシナリオ⽣成を⽀援するナレッジグラフの開発 熊澤 輝⼀

⽣物系特定産業技術研究⽀援センター（BRAIN） ムーンショット型農林⽔産研究開発事業 フードチェーン全体を通じた⾷品ロス低減とそれに伴う環境負荷削減に関する研究 ⾦本 圭⼀朗

⽣物系特定産業技術研究⽀援センター（BRAIN） イノベーション創出強化研究推進事業【開発研究ステージ】 ツマジロクサヨトウの効率的な発⽣予察技術と防除対策技術の開発 陀安 ⼀郎

東京⼤学 ⽂部科学省 科学技術試験研究委託事業
地域の脱炭素社会の将来⽬標とソリューション計画システムの開発と⾃治体との連携を通じた環境イノ
ベーションの社会実装ネットワークの構築

⾕⼝ 真⼈

法政⼤学 環境再⽣保全機構（ERCA）環境研究総合推進費 ローカルSDGｓ推進による地域課題の解決に関する研究 熊澤 輝⼀

（社）STAGE 共同漁業権活⽤にかかる委託研究 ⽥村 典江

（社）北海道開発技術センター 北海道中川町における内⽔⾯活⽤にかかる委託研究 ⽥村 典江



2020年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 ベルモント・フォーラムCRA（共同研究活動）
健全な未来都市への知的デザイン：持続可能なグリーン都市に向けた⾷料・⽔・エネルギーネクサスアプ
ローチ(METABOLIC)

⾕⼝ 真⼈

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 ベルモント・フォーラムCRA（共同研究活動）
⾃然保護区が社会経済に及ぼす影響の多国融合研究を通じた新たなデータ共有・再利⽤⽅法の構築
(PARSEC)

近藤 康久 

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 社会技術研究開開発 気候変動オントロジーおよびシナリオ⽣成を⽀援するナレッジグラフの開発 熊澤 輝⼀

⽣物系特定産業技術研究⽀援センター（BRAIN） ムーンショット型農林⽔産研究開発事業 フードチェーン全体を通じた⾷品ロス低減とそれに伴う環境負荷削減に関する研究 ⾦本 圭⼀朗

国⽴⼤学法⼈東海国⽴⼤学機構 京都市における「世界⾸⻑誓約／⽇本」気候⾏動計画に資する再⽣可能エネルギー導⼊ＦＳ調査 増原 直樹

忍野村（⼭梨県） 平成31年度⽔脈調査委託業務 ⾕⼝ 真⼈

⽥野・清武地域⽇本農業遺産推進協議会 宮崎市⽥野・清武地域の⽇本農業遺産申請にかかる調査・研究 阿部 健⼀

⽥野・清武地域⽇本農業遺産推進協議会
宮崎市⽥野・清武地域の⽇本農業遺産⼆次審査にかかる調査・研究及び⽇本農業遺産の保全計画にかかる
助⾔

阿部 健⼀

（社）STAGE 共同漁業権活⽤にかかる委託研究 ⽥村 典江

三井物産株式会社 三井物産環境基⾦2016年度研究助成 オープンサイエンスと社会協働の融合に基づく琵琶湖流域圏⽔草資源活⽤コミュニティーの形成 近藤 康久



2019年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 ベルモント・フォーラムCRA（共同研究活動）
健全な未来都市への知的デザイン：持続可能なグリーン都市に向けた⾷料・⽔・エネルギーネクサスアプ
ローチ(METABOLIC)

⾕⼝ 真⼈

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 ベルモント・フォーラムCRA（共同研究活動）
⾃然保護区が社会経済に及ぼす影響の多国融合研究を通じた新たなデータ共有・再利⽤⽅法の構築
(PARSEC)

近藤 康久 

環境再⽣保全機構（ERCA） 環境研究総合推進費 陸域における⾃然資本・⽣態系サービスがもたらす⾃然的価値の予測評価 中静 透

忍野村（⼭梨県） 平成31年度⽔脈調査委託業務 ⾕⼝ 真⼈

⽇之影町（宮崎県） ⽇之影町における公共交通利⽤の現状と課題に関する研究 阿部 健⼀

宮崎県⽴五ヶ瀬中等教育学校 フィリピン世界農業遺産認定地研修プログラム策定に係る研究 嶋⽥ 奈穂⼦

⽇本⼀の⼲⼤根と⼤根やぐら⽇本農業遺産推進協議会 ⽇本農業遺産申請にかかる調査・助⾔についての業務 阿部 健⼀

（社）STAGE 共同漁業権活⽤にかかる委託研究 ⽥村 典江

三井物産株式会社 三井物産環境基⾦2016年度研究助成 オープンサイエンスと社会協働の融合に基づく琵琶湖流域圏⽔草資源活⽤コミュニティーの形成 近藤 康久



2018年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 CREST 沿岸⽣態系の多様性機能評価のための多元素同位体トレーサー技術の開発 陀安 ⼀郎

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 ベルモント・フォーラムCRA（共同研究活動）
健全な未来都市への知的デザイン：持続可能なグリーン都市に向けた⾷料・⽔・エネルギーネクサスアプ
ローチ(METABOLIC)

⾕⼝ 真⼈

環境再⽣保全機構（ERCA） 環境研究総合推進費 陸域における⾃然資本・⽣態系サービスがもたらす⾃然的価値の予測評価 中静 透

忍野村（⼭梨県） 平成30年度⽔脈調査委託業務 ⾕⼝ 真⼈

氷⾒市（富⼭県） 農業遺産調査研究委託 阿部 健⼀

世界農業遺産⾼千穂郷・椎葉⼭地域活性化協議会 GIAHS動画世界発信事業 阿部 健⼀

三井物産株式会社 三井物産環境基⾦2016年度研究助成 オープンサイエンスと社会協働の融合に基づく琵琶湖流域圏⽔草資源活⽤コミュニティーの形成 近藤 康久



2017年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 CREST 沿岸⽣態系の多様性機能評価のための多元素同位体トレーサー技術の開発 陀安  ⼀郎

科学技術振興機構（JST） 国際科学技術共同研究推進事業 SATREPS コーラル・トライアングルにおけるブルーカーボン⽣態系とその多⾯的サービスの包括的評価と保全戦略 ⽯川 智⼠

⽇本学術振興会（JSPS） ⼆国間交流事業 インド (ICSSR) との共同研究「ムンダ諸語研究者の国際的ネットワークの構築」 ⻑⽥ 俊樹

⽇本学術振興会（JSPS） インド（DST）とのセミナー 「⽔・エネルギー・⾷料ネクサスの適⽤のための知の共有ワークショップ」 ⾕⼝ 真⼈

環境再⽣保全機構（ERCA） 環境研究総合推進費 陸域における⾃然資本・⽣態系サービスがもたらす⾃然的価値の予測評価 中静 透

忍野村（⼭梨県） 平成29年度⽔脈調査委託業務 ⾕⼝ 真⼈

⻄条市（愛媛県） ⻄条市の地下⽔⽔質モニタリング 陀安 ⼀郎

⼤野市（福井県） ⼤野盆地における健全な⽔循環の育成に資する科学情報獲得に関する業務 湧⽔第11号 陀安 ⼀郎

氷⾒市（富⼭県） 農業遺産調査研究委託 阿部 健⼀

宮崎県 聞き書きによる⼈材育成プログラム構築事業に関する業務 阿部 健⼀

三井物産株式会社 三井物産環境基⾦2016年度研究助成 オープンサイエンスと社会協働の融合に基づく琵琶湖流域圏⽔草資源活⽤コミュニティーの形成 近藤 康久



2016年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 CREST 沿岸⽣態系の多様性機能評価のための多元素同位体トレーサー技術の開発
陀安 ⼀郎
中野 孝教

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 RISTEX
フューチャー・アース：⽇本が取り組むべき国際的優先テーマの抽出及び研究開発のデザインに関する調
査研究

⾕⼝ 真⼈

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 RISTEX 社会的弱者と協働するトランスディシプリナリ―研究の試⾏と成果の統合 佐藤 哲

科学技術振興機構（JST） 国際科学技術共同研究推進事業 SATREPS “フィールドミュージアム”構想によるアマゾンの⽣物多様性保全 佐藤 哲

忍野村（⼭梨県） 平成28年度⽔脈調査委託業務 ⾕⼝ 真⼈

⼤野市（福井県） ⼤野盆地における井⼾⽔試料の安定同位体分析と微量元素分析業務 陀安 ⼀郎

⻄条市（愛媛県） ⻄条市の地下⽔⽔質モニタリング 陀安 ⼀郎

⻘森県教育委員会 三内丸⼭遺跡特別研究 中塚 武

⾼千穂郷・椎葉⼭地域活性化協議会 世界農業遺産⾼千穂郷・椎葉⼭地域戦略策定業務 阿部 健⼀



2015年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 CREST 沿岸⽣態系の多様性機能評価のための多元素同位体トレーサー技術の開発
陀安 ⼀郎
中野 孝教

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 RISTEX
フューチャー・アース：⽇本が取り組むべき国際的優先テーマの抽出及び研究開発のデザインに関する調
査研究

⾕⼝ 真⼈

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 RISTEX 社会的弱者との協働による課題駆動型ＴＤ研究の⼿法開発と試⾏ 佐藤 哲

科学技術振興機構（JST） 国際科学技術共同研究推進事業 SATREPS “フィールドミュージアム”構想によるアマゾンの⽣物多様性保全 佐藤 哲

科学技術振興機構（JST） 国際緊急共同研究・調査⽀援プログラム J-RAPID 台⾵30号のフィリピン・ビサヤス地⽅における住⺠⽣活基盤と⽣態系への影響調査 ⽯川 智⼠

科学技術振興機構（JST） 国際緊急共同研究・調査⽀援プログラム J-RAPID ネパール⼤地震による⼭地斜⾯災害の現状把握と復興計画策定のための斜⾯災害評価図の作成 ⾕⽥⾙ 亜紀代

⾹川⼤学 ⾹川県の地下⽔涵養に関するモニタリング⼿法の開発 中野 孝教

京都府 洛北の⽂化資源−意義の究明と活⽤⽅策−に係る調査研究業務 阿部 健⼀

⼤野市（福井県） ⼤野盆地における地下⽔質等分析 中野 孝教

⻄条市（愛媛県） ⻄条市の地下⽔⽔質モニタリング 中野 孝教

⻄条市（愛媛県） 第2期⻄条市環境基本計画策定に資するアンケート・ヒアリング調査 ⾕⼝ 真⼈



2014年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 CREST 沿岸⽣態系の多様性機能評価のための多元素同位体トレーサー技術の開発
陀安 ⼀郎
中野 孝教

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 RISTEX
フューチャー・アース：⽇本が取り組むべき国際的優先テーマの抽出及び研究開発のデザインに関する調
査研究

⾕⼝ 真⼈

科学技術振興機構（JST） 国際科学技術共同研究推進事業 SATREPS “フィールドミュージアム”構想によるアマゾンの⽣物多様性保全 佐藤 哲

科学技術振興機構（JST） 戦略的国際科学技術協⼒推進事業 ベルモントフォーラム 部族社会における農業と⽣態系の持続的経営（SMARTS2） 増⽥ 忠義

科学技術振興機構（JST） 国際緊急共同研究・調査⽀援プログラム J-RAPID 台⾵30号のフィリピン・ビサヤス地⽅における住⺠⽣活基盤と⽣態系への影響調査 ⽯川 智⼠

⾹川⼤学 ⾹川県の地下⽔涵養に関するモニタリング⼿法の開発 中野 孝教

静岡県 富⼠⼭の地下⽔を活⽤した新型熱交換システム構築事業 中野 孝教

⼤野市（福井県） ⼤野盆地における地下⽔質等分析 中野 孝教

⻄条市（愛媛県） ⻄条市の地下⽔⽔質モニタリング 中野 孝教



2013年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 CREST 沿岸⽣態系の多様性機能評価のための多元素同位体トレーサー技術の開発 中野 孝教

科学技術振興機構（JST） 国際科学技術共同研究推進事業 SATREPS 半乾燥地の⽔環境保全を⽬指した洪⽔−⼲ばつ対応農法の提案 檜⼭ 哲哉

⽇本学術振興会（JSPS） 異分野融合による⽅法的⾰新を⽬指した⼈⽂・社会科学研究推進事業 ⽇本の環境思想と地球環境問題―⼈⽂知からの未来への提⾔― 秋道 智彌

国⽴国際医療研究センター（NCGM） 国際医療研究開発事業 開発途上国における保健医療サービス強化のための学校保健普及についての県レベル研究 ⽯川 智⼠

東京⼤学 ⽂部科学省 環境技術等研究開発推進事業費補助⾦
気候，⼟地利⽤，⼈⼝の変化が引き起こす新たな健康リスクの予測モデル構築とその検証に関する研究基
盤形成

⽯川 智⼠

東京⼤学 環境省 環境研究総合推進費 ⽣物多様性保全と調和した⽣物⽣産システムに関する研究 阿部 健⼀

静岡県 富⼠⼭の地下⽔を活⽤した新型熱交換システム構築事業 中野 孝教

⻄条市（愛媛県） ⻄条市の地下⽔⽔質モニタリング 中野 孝教

岐⾩経済⼤学 イトヨ湧⽔調査研究事業 中野 孝教

（株）国際開発センター
JICAスーダン国カッサラ州基本⾏政サービス向上による復興⽀援プロジェク
ト

スーダン国カッサラ州基本⾏政サービス向上による復興⽀援プロジェクト 縄⽥ 浩志



2012年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

科学技術振興機構（JST） 先端計測分析技術・機器開発事業 世界標準をめざした光学的⼆酸化炭素⾃動測定器の実⽤化開発 川崎 昌博

科学技術振興機構（JST） 国際科学技術共同研究推進事業 SATREPS ストライガ防除に資する知⾒の集約と普及 縄⽥ 浩志

科学技術振興機構（JST） 地球規模課題対応型国際科学技術プログラム【若⼿FS】 エコヘルス：⼈間の健康に与える⽣態リスクに関する研究−フィリピンの事例 ラザフィンラベ バム

⽇本学術振興会（JSPS） 異分野融合による⽅法的⾰新を⽬指した⼈⽂・社会科学研究推進事業 漁業を省エネ構造にするための海況予測技術の開発 秋道 智彌

国連⼤学⾼等研究所 境省環 境研究総合推進費 ⾥⼭・⾥地・⾥海の⽂化的価値の評価 湯本 貴和

国⽴国際医療研究センター（NCGM） 国際医療研究開発事業 開発途上国における保健医療サービス強化のための学校保健普及についての県レベル研究 ⾨司 和彦

東京⼤学 ⽂部科学省 環境技術等研究開発推進事業費補助⾦
気候，⼟地利⽤，⼈⼝の変化が引き起こす新たな健康リスクの予測モデル構築とその検証に関する研究基
盤形成

秋道 智彌

東京⼤学 境省環 境研究総合推進費 アジアにおける⽣物多様性損失のシナリオ分析 湯本 貴和

東京⼤学 境省環 境研究総合推進費 ⽣物多様性保全と調和した⽣物⽣産システムに関する研究 阿部 健⼀

静岡県 富⼠⼭における⽔循環の解明と持続可能な地下⽔利⽤に関する研究 中野 孝教

遊佐町（⼭形県）  ⿃海⼭麓における湧⽔の地下⽔脈考察 中野 孝教

（財）⽇本⽔⼟総合研究所 気候変動の農業・⽔資源管理に関する調査研究の世界的動向調査業務 渡邉 紹裕

（株）国際開発センター
JICAスーダン国カッサラ州基本⾏政サービス向上による復興⽀援プロジェク
ト

スーダン国カッサラ州基本⾏政サービス向上による復興⽀援プロジェクト 縄⽥ 浩志



2011年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

科学技術振興機構（JST） 先端計測分析技術・機器開発事業 世界標準をめざした光学的⼆酸化炭素⾃動測定器の実⽤化開発 川崎 昌博

科学技術振興機構（JST） 国際科学技術共同研究推進事業 SATREPS ストライガ防除に資する知⾒の集約と普及 縄⽥ 浩志

科学技術振興機構（JST） 地球規模課題対応型国際科学技術プログラム【若⼿FS】 エコヘルス：⼈間の健康に与える⽣態リスクに関する研究−フィリピンの事例 ラザフィンラベ バム

⽇本学術振興会（JSPS） 異分野融合による⽅法的⾰新を⽬指した⼈⽂・社会科学研究推進事業 漁業を省エネ構造にするための海況予測技術の開発 秋道 智彌

国連⼤学⾼等研究所 境省環 境研究総合推進費 ⾥⼭・⾥地・⾥海の⽂化的価値の評価 湯本 貴和

国⽴国際医療研究センター（NCGM） 国際医療研究開発事業 開発途上国における保健医療サービス強化のための学校保健普及についての県レベル研究 ⾨司 和彦

東京⼤学 ⽂部科学省 環境技術等研究開発推進事業費補助⾦
気候，⼟地利⽤，⼈⼝の変化が引き起こす新たな健康リスクの予測モデル構築とその検証に関する研究基
盤形成

秋道 智彌

東京⼤学 境省環 境研究総合推進費 アジアにおける⽣物多様性損失のシナリオ分析 湯本 貴和

東京⼤学 境省環 境研究総合推進費 ⽣物多様性保全と調和した⽣物⽣産システムに関する研究 阿部 健⼀

静岡県 富⼠⼭における⽔循環の解明と持続可能な地下⽔利⽤に関する研究 中野 孝教

遊佐町（⼭形県）  ⿃海⼭麓における湧⽔の地下⽔脈考察 中野 孝教

 （財）⽇本⽔⼟総合研究所 気候変動の農業・⽔資源管理に関する調査研究の世界的動向調査業務 渡邉 紹裕

（株）国際開発センター
JICAスーダン国カッサラ州基本⾏政サービス向上による復興⽀援プロジェク
ト

スーダン国カッサラ州基本⾏政サービス向上による復興⽀援プロジェクト 縄⽥ 浩志



2010年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

環境省 地球環境研究総合推進費 アジアの⽔資源への温暖化影響評価のための⽇降⽔量グリッドデータの作成 ⾕⽥⾙ 亜紀代

科学技術振興機構（JST） 国際科学技術共同研究推進事業 SATREPS ストライガ防除に資する知⾒の集約と普及 縄⽥ 浩志

科学技術振興機構（JST） 先端計測分析技術・機器開発事業 世界標準をめざした光学的⼆酸化炭素⾃動測定器の実⽤化開発 井上 元

⽇本学術振興会（JSPS）
異分野融合による⽅法的⾰新を⽬指した⼈⽂・社会科学研究推進事業
（課題設定型研究領域）

⽇本の環境思想と地球環境問題−⼈⽂知から未来への提⾔ 秋道 智彌

国連⼤学⾼等研究所 境省環 境研究総合推進費
⾥⼭・⾥池・⾥海の⽣態系サービスの評価と新たなコモンズによる⾃然共⽣社会の再構築−⾥⼭・⾥池・
⾥海の⽂化的価値の評価

湯本 貴和
秋道 智彌

国⽴環境研究所 地球環境研究総合推進費 環礁上に成⽴する⼩島嶼国の地形変化と⽔資源変化に対する適応策に関する研究 ⾕⼝ 真⼈

国⽴国際医療研究センター（NCGM） 国際医療研究開発事業 開発途上国における保険医療サービス強化のための学校保健普及についての県レベル研究 ⾨司 和彦

福島⼤学 環境研究・技術開発推進費
イクロコズムを⽤いた⽣態系リスクと影響評価システム⼿法の開発（マイクロコズムの構成微⽣物群と安
定性確保のための操作条件の最適化及びモデル化）

川端 善⼀郎

⻄条市（愛媛県） 道前平野沿岸域における地下⽔調査 ⾕⼝ 真⼈

⻄条市（愛媛県） ⻄条市の堆積物の起源推定と元素吸着実態の解明研究 中野 孝教

遊佐町（⼭形県）  ⿃海⼭麓における湧⽔の地下⽔脈考察 中野 孝教

⽯川県⽔産総合センター 新たな農林⽔産政策を推進する実⽤技術開発事業 漁業を省エネ構造にするための海況予測技術の開発 ⾕⼝ 真⼈

 （財）⽇本⽔⼟総合研究所 気候変動の農業・⽔資源管理に関する調査研究の世界的動向調査業務 渡邉 紹裕

⽮崎総業（株） 先端計測分析技術・機器開発事業 ⼆酸化炭素モニタリング⽤超⼩型計測装置 井上 元



2009年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

環境省 地球環境研究総合推進費 アジアの⽔資源への温暖化影響評価のための⽇降⽔量グリッドデータの作成 ⾕⽥⾙ 亜紀代

⽇本学術振興会（JSPS）
異分野融合による⽅法的⾰新を⽬指した⼈⽂・社会科学研究推進事業
（課題設定型研究領域）

⽇本の環境思想と地球環境問題−⼈⽂知から未来への提⾔ 秋道 智彌

国連⼤学⾼等研究所 境省環 境研究総合推進費
⾥⼭・⾥池・⾥海の⽣態系サービスの評価と新たなコモンズによる⾃然共⽣社会の再構築−⾥⼭・⾥池・
⾥海の⽂化的価値の評価

湯本 貴和
秋道 智彌

国⽴環境研究所 地球環境研究総合推進費 環礁上に成⽴する⼩島嶼国の地形変化と⽔資源変化に対する適応策に関する研究 ⾕⼝ 真⼈

国⽴国際医療研究センター（NCGM） 国際医療研究開発事業 開発途上国における保険医療サービス強化のための学校保健普及についての県レベル研究 ⾨司 和彦

福島⼤学 環境研究・技術開発推進費
イクロコズムを⽤いた⽣態系リスクと影響評価システム⼿法の開発（マイクロコズムの構成微⽣物群と安
定性確保のための操作条件の最適化及びモデル化）

川端 善⼀郎

⻄条市（愛媛県） ⻄条市の名⽔の⽔質形成に関する地球化学的研究 中野 孝教

⽯川県⽔産総合センター 新たな農林⽔産政策を推進する実⽤技術開発事業 漁業を省エネ構造にするための海況予測技術の開発 中⽥ 聡史

 （財）⽇本⽔⼟総合研究所 気候変動の農業・⽔資源管理に関する調査研究の世界的動向調査業務 渡邉 紹裕

⽮崎総業（株） 先端計測分析技術・機器開発事業 ⼆酸化炭素モニタリング⽤超⼩型計測装置 井上 元



2008年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

環境省 地球環境研究総合推進費 アジアの⽔資源への温暖化影響評価のための⽇降⽔量グリッドデータの作成 ⾕⽥⾙ 亜紀代

⽇本学術振興会（JSPS） 学術動向等に関する調査研究 農学分野（農業工学）に関する学術動向の調査・研究 渡邉 紹裕

⽇本学術振興会（JSPS） ⼈⽂・社会科学振興のためのプロジェクト 「⾶び出す⼈⽂・社会科学〜津々浦々学びの座」の実施 加藤 雄三

国⽴環境研究所  地球環境研究総合推進費
環礁上に成⽴する⼩島嶼国の地形変化と⽔資源変化に対する適応策に関する研究 （⽔資源変化予測と影響
評価に関する研究）

⾕⼝ 真⼈

国⽴環境研究所  地球環境研究総合推進費
環境汚染修復のための新規微⽣物の迅速機能解析技術の開発における⽔圏微⽣物の濃縮および病原微⽣物
の検出⼿法の研究開発

川端 善⼀郎

京都⼤学 地球環境研究総合推進費 熱帯⽣産林における森林認証導⼊の社会的インパクトに関する研究 市川 昌広

⻄条市（愛媛県） ⻄条市の名⽔の⽔質形成に関する地球化学的研究 中野 孝教

⽮崎総業（株） 先端計測分析技術・機器開発事業 ⼆酸化炭素モニタリング⽤超⼩型計測装置 井上 元



2007年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

環境省 地球環境研究総合推進費 アジアの⽔資源への温暖化影響評価のための⽇降⽔量グリッドデータの作成 ⾕⽥⾙ 亜紀代

⽇本学術振興会（JSPS） 学術動向等に関する調査研究 農学分野（農業工学）に関する学術動向の調査・研究 渡邉 紹裕

⽇本学術振興会（JSPS） ⼈⽂・社会科学振興のためのプロジェクト 「⾶び出す⼈⽂・社会科学〜津々浦々学びの座」の実施 加藤 雄三

国⽴環境研究所 地球環境研究総合推進費 ライフスタイル変⾰のための有効な情報伝達⼿段とその効果に関する研究 鄭 躍軍

国⽴環境研究所 地球環境研究総合推進費 環境汚染修復のための新規微⽣物の迅速機能解析技術の開発における微⽣物解析⼿法の研究 川端 善⼀郎

国⽴国際医療研究センター（NCGM） 国際医療協⼒研究委託費
ラオスのモデル地区における学校保健プロスペクティブ研究の実施、その成果に基づく包括的学校保健
パッケージの作成

⾨司 和彦

京都⼤学 地球環境研究総合推進費 熱帯⽣産林における森林認証導⼊の社会的インパクトに関する研究 市川 昌広

⻄条市（愛媛県） ⻄条市の名⽔の⽔質形成に関する地球化学的研究 中野 孝教



2006年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

⽂部科学省 科学技術振興費主要5分野の研究開発委託費
イネ遺伝資源実験系統の収集・保存・提供と基礎データの蓄積（近縁野⽣種、栽培系統のデータ化と種⼦
増殖・提供）

佐藤 洋⼀郎

⽂部科学省 科学技術振興調整費 衛星を⽤いた広域⼈間活動の⼤気影響評価 河本 和明

環境省 地球環境研究総合推進費 アジアの⽔資源への温暖化影響評価のための⽇降⽔量グリッドデータの作成 ⾕⽥⾙ 亜紀代

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 農地の⽔循環の解明と節⽔灌漑技術の開発 渡邉 紹裕

⽇本学術振興会（JSPS） ⼈⽂・社会科学振興のためのプロジェクト 千年持続学の確⽴〜社会制度の持続性に関する学融合的研究〜 加藤 雄三

⽇本学術振興会（JSPS） 学術動向等に関する調査研究 農学分野（農業⼯学）に関する学術動向の調査・研究 渡邉 紹裕

森林総合研究所（FFPRI） 地球環境研究総合推進費 ライフスタイル変⾰のための有効な情報伝達⼿段とその効果に関する研究 鄭 躍軍

森林総合研究所（FFPRI） 地球環境研究総合推進費 環境汚染修復のための新規微⽣物の迅速機能解析技術の開発における微⽣物解析法の研究 川端 善⼀郎

⼭梨⼤学 科学技術振興費主要5分野の研究開発委託費 黄河領域における水利用の実態解明と土地・水管理モデルの開発 福嶌 義宏



2005年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

⽂部科学省 科学技術振興費主要5分野の研究開発委託費 ⻩河領域における⽔利⽤の実態解明と⼟地・⽔管理モデルの開発 福嶌 義宏

⽂部科学省 科学技術振興費主要5分野の研究開発委託費 イネ近縁野⽣種、栽培種のデータ化と種⼦増殖 佐藤 洋⼀郎

⽂部科学省 科学技術振興調整費 我が国の国際リーダーシップの確保 世界の⽔問題解決に資する⽔循環科学の先導 ⿍ 信次郎

⽂部科学省 科学技術振興調整費 衛星を⽤いた広域⼈間活動の⼤気影響評価 河本 和明

⽂部科学省 科学技術振興調整費 雪氷微⽣物をもちいた氷河のアイスコア分析による中国乾燥域の歴史解読 ⽵内 望

環境省 地球環境研究総合推進費 乾燥地域の⽔資源への温暖化影響評価のための⽇降⽔量グリッドデータの作成 ⾕⽥⾙ 亜紀代

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 農地の⽔循環の解明と節⽔灌漑技術の開発 渡邉 紹裕

⽇本学術振興会（JSPS） ⼈⽂・社会科学振興のためのプロジェクト 千年持続学の確⽴〜社会制度の持続性に関する学融合的研究〜 加藤 雄三

森林総合研究所（FFPRI） 地球温暖化とその対応が森林・林産業に与える影響の予測と評価 鄭 躍軍



2004年度

委託者名 事業名 研究課題名 研究者名

⽂部科学省 科学技術振興費主要5分野の研究開発委託費 ⻩河領域における⽔利⽤の実態解明と⼟地・⽔管理モデルの開発 福嶌 義宏

⽂部科学省 科学技術振興費主要5分野の研究開発委託費 イネ近縁野⽣種、栽培種のデータ化と種⼦増殖 佐藤 洋⼀郎

⽂部科学省 科学技術振興調整費 我が国の国際リーダーシップの確保 世界の⽔問題解決に資する⽔循環科学の先導 ⿍ 信次郎

⽂部科学省 科学技術振興調整費 ⾵送ダストの⼤気中への供給量評価と気候への影響に関する研究 中尾 正義

⽂部科学省 科学技術振興調整費 衛星を⽤いた広域⼈間活動の⼤気影響評価 河本 和明

⽂部科学省 科学技術振興調整費 雪氷微⽣物をもちいた氷河のアイスコア分析による中国乾燥域の歴史解読 ⽵内 望

科学技術振興機構（JST） 戦略的創造研究推進事業 農地の⽔循環の解明と節⽔灌漑技術の開発 渡邉 紹裕

⽇本学術振興会（JSPS） ⼈⽂・社会科学振興のためのプロジェクト 千年持続学の確⽴〜社会制度の持続性に関する学融合的研究〜 加藤 雄三

⽇本学術振興会（JSPS） ⼈⽂・社会科学振興のためのプロジェクト 豊かな⼈間像の獲得ーグローバリズムの超克−⽣死の現場からの考察 ⽊下 鉄⽮

森林総合研究所（FFPRI） 地球温暖化とその対応が森林・林産業に与える影響の予測と評価 鄭 躍軍


