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いま大切な農業環境インベントリー

農業環境技術研究所長西尾道徳

　インベントリー

という用語が，最

近の環境関係の文

書に頻繁に登場し

ている。インベン

トリーとは，財産

資産目録や在庫目

録の意味である。

　1997年12月の
気候変動枠組条約

京都議定書でも，削減目標達成状況を評価する

基礎になる温室効果ガスインベントリーの報告

義務が決められた。

　農業分野ではUSDAの全国資源インベントリー

が有名だ。スタイン・ベヅクのr怒りのぶどう」

のように，土塵が吹き荒れたのを契機に1930年

代に土壌保全に対する機運が高まり，USDAは
r土壌保全局」を設置し，土壌侵食のモニタリン

グと改善事業に着手した。現在はr資源保全局」

に改組して，土壌侵食だけでなく，農地にかか

わる資源全般を対象にし，5年ごとにr全国資

源インベントリー」を公表している。1999年12

月に全国の民有地を対象にした1997年版のイン

ベントリーを公表した。例えば，アメリカの耕

地では1982年に年平均18t／haもの土壌侵食があ

ったが，土壌保全の努力によって1997年には年

間平均12t／haに減少したことなどを報告してい

る。そして，アメリカは，高度侵食耕地で作物

生産を行う場合，環境保全的農法を実施すると

の契約を行わないと，政府による価格支持や融

資などの受給資格も受けられない仕組みにして

いる。

　EUは1999年7月にrEUの農業，環境，農村
開発：その正確な情報～農業の課題」と題する

数百頁に及ぶ報告書を刊行した。これは2000年

の共通農業政策の改革において，環境保全との

調和を図る農業政策を強化し，そのための支出

を増加するのに際して，EU農業における様々な

環境状態を詳しく分析したインベントリーとい

えるものである。

　先進国では戦後の農業の集約化によって環境

負荷が深刻化し，その改善が必要になっている。
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その上，ウルグァイ・ラウンド農業合意で政府

による農業者への価格支持などの支援を削減す

ることが基本的に合意されたが，環境保全目的

の支援は削減対象から除外された。それゆえ，

環境対策が農業政策の大きな柱になっている。

　OECDの農業委員会と環境政策委員会は，環

境保全目的だとする政府支援が本当に環境改善

に役立つものかを判定するのに使える農業環境

指標を策定している。13の指標案がほぽ固まっ

てきた。その中で，例えば，農地にインプット

される窒素量と収穫物として農地から搬出され

る窒素量との差の指標（窒素バランス）を使っ

て，加盟国間の比較がなされている。1999年IO

月の会議に出された数値によると，大部分の加

盟国の窒素バランスは年問IOOkgN／ha以下だが，

1995－97年ではオランダ294，韓国253，ベル

ギー183，日本135，デンマーク119kgN／haが
突出している。

　このように持続可能な農業という国際的な

r大義名分」に合致したものであると，自国の農

業政策を位置付けるためには，それを科学的に

裏付けることが必要であり，その基盤になるの

が農業環境インベントリーといえる。

　関連した動きとして，1999年6月にOECD科

学技術政策に関する閣僚レベル会合が世界生物

多様性情報機関の設置を提言した。標本のラベ

ルまで含め，世界のあらゆる生物のゲノム地図，

生理的・生態的性質までも網羅した大データベ

ースの構築である。例えば，森林保全官が担当

地域の川で見慣れない魚を見つけたら，コンピ

ュータでデータベースにアクセスし，魚を確認

し，その特性情報をつかんで，外来種の場合は

蔓延防止の対策を講ずるのにも使えるようにし

ようというのである。

　インベントリーには標本も重要である。例え

ば，ダイオキシン間題が大きな話題になったが，

農地土壌の標本を収集してあれば，過去にさか

のぼってダイオキシンの状況を調べられる。

　農業環境インベントリーの部品は我が国でも農

水省，環境庁，厚生省の行政部局や，農水省や都

道府県の試験研究機関が分散してデータや標本を

集めている。しかし，それらは1つにまとめられ

ていない。これらをまとめて日本の農業と環境と

のかかわりの状態を分析し，農業政策に生かすこ

とが必要だろう。この全体は本来行政事業として

行うべき課題である。しかし，それが円滑に動く

ためには，研究機関が，標本収集，指標，計測手

法，分析手法を開発しておくことが必要である。
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The1999Brighton　Conference

－Weeds．に参加して

芝池博幸（保全植生研究室）

　平成11年度重点基礎研究r除草剤連用に伴う

水田雑草の遺伝的多様性撹乱機構の解明」によ

る支援で，11月15日から18日までの4日問，
The　l999BrightonConference－Weeds一に参加し，

ポスター講演をする機会を得たのでその報告を
する。

　The　Brighton　Conference　は，　British　Crop

Protection　Councilによって毎年開催される会議

で，隔年でWeedsまたはPests　andDiseasesを会議

の中心的議題として取り上げている。会場のあ

るブライトン市は，イギリスの南海岸に位置す

る街で，ロンドン市からは特急で約50分と交通

の便は非常に良い。そのためか，夏は観光客で

ごった返すそうである。しかし，徐々に朝夕の

冷え込みがきつくなる晩秋には，街も普段の落

ち着きを取り戻し，会議に集中するにはもって

こいの季節だったように思う。

　さて，私たちの研究グループの発表は，近年，

日本各地から報告されているスルホニルウレア

系除草剤抵抗性雑草について，その起源や発生

回数，さらにその分布拡大様式を，DNAの塩基

配列に見られる変異をマーカーに追跡したもの

である。結果を要約すると，全国的に見れば，

各地で報告されている抵抗性個体は，いずれも

独自の起源をもつものの，集落単位で見ると，

ある圃場で発生した特定の抵抗性個体が周辺の

圃場へと拡がり，遺伝的には極めて均一な抵抗

性個体の集団が形成されていると言うことであ
る。

　私がポスターの前に立つ90分問に，15名あま

りの聴衆と意見交換することができた。その中

には，重点基礎研究による招璃で農環研に来所

されたデール・シャーナー博士もいたし，学会

前からメールによって連絡を取っていた，除草

剤による遺伝子の転写阻害を研究するグループ

もいた。また，議論の様子を伺うセッション・

オーガナイザーや抵抗性個体の分布拡大様式に

ついて研究を展開するイギリスのグループとも

麗叫　　　匹翻ド職

麟疑

会場のブライトン・メトロポール・ホテル

新たな交流を結ぶことができた。拙い英語によ

る発表ではあったが，概ね私たちの発表成果を

アピールできたのではないかと自負している。

　ポスター発表の翌日，会場を歩いていた私は，

一人の女性に呼び止められた。彼女はBBCワー
ルド（イギリスのTV放送局）のレポーターで，

世界の農業生産の現場についての番組取材をし

ているとのことであった。挨拶のような会話が

終わると，彼女はおもむろにヘッドホンとDVD
を取り出して，巨大なマイクを私に向け，矢継

ぎ早に質問を繰り出してきた。抵抗性雑草はど

んな状況で発生するの？　その時，農家はどう

対応するの？　抵抗性雑草の発生は回避できる

の？　はたして，しどろもどろの英語で返答す

る私を，彼女はどう思っただろうか。今のとこ

ろ，私のコメントが番組に含められるかどうか

は定かではない。

　他にも，インタラクティブ方式による遺伝子

組換え作物（GM作物〉に関する自由集会はおも

しろかった。集会の進め方は，座長による手短

な趣旨説明の後，持ち時問IO分で演者が論点の

解説をする。解説の後は，lO分程度の質疑応答

が行われる。この様なやり取りを3つの論点に

ついて行い，最後に総合討論に入る。書いてし

まえば，単純に討議時間の長い集会に思えるか

も知れないが，座長は主体的に議論の流れを作

り出し，聴衆や演者も小気味よいテンポで質疑

応答していた。集会のムードとしては，GM作物

の導入を促進する方向で議論は進んでいるもの

の，rアメリカは砂漠の真ん中でGM作物を栽培
できるかも知れないが，人家の庭先でGM作物を

栽培しなければならない私たちは，生態系への

影響をもっと慎重に検討せざるを得ない」など，

ユニークな視点からの発言も飛び出していた。

　あっという問に紙面が尽きてしまった。会議

の合間のよもやま話もたくさんあるが，この辺
で・AllTheBest，Bye”と言っておこう。＼（Ao〈）／



離炉

放線菌とキチナーゼ

1　自然界におけるキチンとキチナーゼの多様な

　　役割

　N一アセチルグルコサミンが連なった多糖類で

あるキチンは，強固な結晶構造を持った不溶性の

多糖で，自然界に存在する有機物としてはセルロ

ースに次いで多い。キチンとその関連物質である

キトサン，およびそれらの誘導体は様々な生理機

能を持ち，生物由来の機能性分子材料として注目

されている。また，キチン関連のオリゴ糖は，植

物に病原菌に対する抵抗性反応を誘導するエリシ

ター活性を持ち，キチンオリゴ糖の誘導体は根粒

形成における根粒菌からのシグナル物質として働

く情報伝達物質である。

　キチンを分解する酵素，キチナーゼは様々な生

物により生産され，実に多様な機能を果たしてい

る。真菌類や昆虫類，甲殻類など，細胞壁や外骨

格の主成分としてキチンを含む生物では，自らの

形態形成，脱皮や卿化にキチナーゼが不可欠であ

る。植物のキチナーゼに関しては議論はあるが，

細胞壁にキチンを含む植物病原菌に対する防御機

構であると考えられている。人間を含むほ乳類も

キチナーゼを生産する。その意義は不明だが，植

物の場合と同様に，キチンを含む病原菌に対する

防御機構ではないかと考えられている。一方細菌

は，キチンを分解して炭素源や窒素源として利用

している。即ち，土壌や海洋の細菌は自然界で多

量に作られるキチンを分解し，リサイクルすると

いう重要な役割を果たしている。土壌の細菌の中

で，キチンを分解できる種類は限られている。

我々は，地球上の炭素循環や生物間相互作用にお

いて重要な役割を果たしている土壌微生物のキチ

ナーゼに関して，主として分子生物学的手法を用

いた解析を進めている。

2　放線菌のキチナーゼ遺伝子

　土壌にキチンを添加するとS舵μo溺yc孤属放線
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菌が大量に増殖してくることからわかるように，

S舵μo醒ycε3属放線菌は土壌中の主要なキチナー

ゼ生産菌である。放線菌は一般の細菌とは異な

り，形態が分化しており，ゲノムサイズも大腸

菌の2倍と大きく，細菌の中では最も進化した
グループである。土壌中で放線菌は，種々の菌

体外加水分解酵素を生産し，キチン，セルロー

ス等の多糖類を分解し，炭素源やエネルギー源

として利用している。

写真　土壌の代表的なキチン分解菌，3オreρめmycθ5

　　属放線菌。形態の分化が見られるなど，細菌の

　　中では最も進化している。

　我々は先ず，放線菌はどのようなキチナーゼ

を生産するのかを明らかにするために，放線菌

の一種，S舵μo，nyc651iv’4αnsを対象に，キチン培

地で培養してキチナーゼを生産させ，精製した。

その結果，同株は分子量や性質の異なる3種類
のキチナーゼを生産していた。しかしこの方法

では，性質や分子量の違いがわかるだけで，そ

れらのキチナーゼ同士や，他の生物のキチナー
ゼとの関係は不明である。そこで，S．lfvi4α郡と

極めて近縁で，ゲノム解析が進んでいる
5舵p餅nyC6500顔colO7を対象に，キチナーゼ遺伝

子をクローニングすることにした。

　詳細は省略するが，全ゲノムをカバーするコ

スミドライブラリーを利用し，全部で6つの遺
伝子をクローニングした。さらに，ゲノムプロ

ジェクトで明らかになったキチナーゼ遺伝子を

含めると，S。co疏co’07は全部で8つのキチナー

ゼ遺伝子を有していた。他のキチナーゼ生産菌

の場合，キチナーゼ遺伝子は多くてもせいぜい

3つであることを考えると，放線菌のキチナー

ゼ遺伝子は驚くべき多重遺伝子であることがわ
かる。

　遺伝子をクローニングする利点は，塩基配列

からタンパク質のアミノ酸配列を知ることがで

き，それをもとに類似の酵素問の系統関係（進

化の関係）がわかることである。種々の生物の

キチナーゼのアミノ酸配列データが集積し，そ
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の結果，すべてのキチナーゼは大きく2つのグ
ループに分けられることが判明した（糖加水分

解酵素の分類でファミリー18と19）。ファミリ

ー18と19のキチナーゼは，キチンを分解すると

いう基本的な機能は共通だが，分解のメカニズ

ムが異なり，それぞれ別の祖先から派生してい
ると考えられる。

　従来，キチナーゼを生産する生物のうちで植

物のみがファミリー18と19の2種類を生産し，

他の生物は動物から植物まで，ファミリー18キ

チナーゼのみを生産すると考えられていた。と

ころが，S．606Z’coZo7よりクローニングしたキチ

ナーゼ遺伝子の中で，2つはファミリー19（植

物型）キチナーゼ遺伝子であった。細菌のゲノ

ムは通常閉じた環状だが，放線菌のゲノムは端

が開いた線状である。キチナーゼ遺伝子を染色

体上にマッピングした結果，family19キチナー

ゼ遺伝子はfamilyl8キチナーゼ遺伝子とは離れ

て，線状染色体の両端付近に存在していた。線

状染色体の両端付近は再編成を受け易く，family

l9キチナーゼ遺伝子を放線菌が獲得したのは比

較的最近のことであり，植物から何らかの機構

で転移した可能　　　　　　　。励

性が考えられ
る。

　キチナーゼの　　　　　　　　　　　ch‘θ

重要な機能の一

つは，糸状菌に

対する抗菌性で　　　　　　　　　　　o蜥

ある。両酵素の

糸状菌に対する

生育阻害能を培　　　・崩　　　　o鮒

地上で調べた結

果，ファミリー

19キチナーゼ
の方が糸状菌に

対して高い生育

阻害を示した。

このことは，今

後キチナーゼの

利用を進める上

で，重要な情報
である。
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ch∫C　chごβch∫E

図2

放線菌5freρオ0’ηycθ5coe〃CO’or

のゲノム上のキチナーゼ遺伝子の

位置。放線菌のゲノムは線状であ

るため，3時の位置が開いた状態
で示してある。cん’Fとc削（ヲはフ

ァミリー19の，他はすべてファ
ミリー18のキチナーゼ遺伝子。
キチナーゼ遺伝子の分布には明ら

かな偏りが見られる。

　　キチナーゼ生産の誘導物質

　土壌の中は不均一で，微生物にとって利用で

きる基質は時により変化する。そのため，微生

物はその時々の利用できる基質を感知し，それ

を利用するための酵素の生産のスイッチをONに

する。放線菌キチナーゼの生産も，キチンが周

乞　圃瞭　　

囲に存在するときに誘導的に起こる。それでは，

放線菌はどのようにしてキチンを感知している

のだろうか。これには，不溶性のキチンを直接

認識しているか，キチンの分解産物であるキチ

ンの少糖類，あるいは最終分解産物であるN一ア

セチルグルコサミンを認識している可能性が考

えられた。そこで，レポーター遺伝子を用い，

キチナーゼ遺伝子の発現を鋭敏に直接検出でき

るようにした。その結果，少糖類の添加により

短時問でキチナーゼ遺伝子が発現することが明

らかとなった。キチンの少糖類の中でも，2糖

であるキトビオースによる誘導が最も効率が高

く，キトビオースが誘導物質として働いている

ことが明らかとなった。次に，放線菌を不溶性

のキチンで培養し，培養液中のキトビオース濃

度を測定した結果，培養開始時にはキトビオー

スは検出できなかったが，その後増加し始め，

ある程度増加したところでキチナーゼ遺伝子の

発現が開始した。このことから，構成的にごく

少量（検出できないレベル）生産されているキ

チナーゼの働きによりキトビオースが生産され，

そのキトビオースによりキチナーゼ遺伝子の転

写が開始されることが示唆された。

　キトビオースは，0。04ppmという極めて低濃

度でも，キチナーゼの生産を誘導しており，代

謝を誘導する基質としてではなく，シグナル物

質としてキチナーゼ遺伝子の発現を誘導してい

る。キチンの少糖類は，植物の病原菌の認識や，

マメ科植物の根粒菌の認識においてもシグナル

物質として機能している。放線菌の場合も，同

種の細胞問でキチナーゼ生産を同調させるシグ

ナルとして働いている。このように，キチンの

少糖類が環境中の生物間で広くシグナル物質と

して働いていることは，興味深い。

4　今後の展望
　放線菌が何故これほどまでに多様なキチナー

ゼ遺伝子を有しているのか，その本当の意義の

解明はこれからである。また，これら多様なキ

チナーゼ遺伝子は厳密な発現制御を受けており，

キトビオースで誘導され，グルコースなどで抑

制される。環境中で厳しい競争下にある土壌微

生物にとって，経済的な遺伝子発現，即ちr必
要な機能（遺伝子）を必要な時にのみ発現させ

る」ことが，土壌中で生き残るためには必須で

ある。キチナーゼに関して，多様な酵素の機能

の解明とともに，精緻な遺伝子発現制御機構を

解明することが，環境微生物としての放線菌の

理解のために必要である。

　　　　（土壌微生物利用研究室　宮下清貴）
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新しいタイプの病害制御剤一非殺菌性

化合物アシベンゾラルSメチルー

はじめに

　農作物の病害防除には現在，合成化学物質を中

心とする殺菌剤が広く使用されている。しかし，

既存のr農薬」を取り巻く情勢には，今日極めて

厳しいものがある。内分泌かく乱（環境ホルモン）

作用に代表される，人体や環境への負の影響が懸

念されるだけでなく，消費者，栽培者の有機農産

物指向が高まっているからである。

　このような社会環境のもとで，革新的な農薬代

替技術の開発が必要であることは述べるまでもな

い。そこで，新しいタイプの病害制御剤として注

目される，アシベンゾラルSメチルによる，病害

抵抗性の誘導とその機構に関する研究を紹介する。

1　アシベンゾラルSメチルによる病害抵抗性の

　　誘導

　植物に生体防御機構が存在することが古くから

知られているが，人為的にこれを活性化させ，実

際の農業場面で積極的に利用しようとする試みは，

比較的歴史が浅い。そこで，各種資材の病害抵抗

性誘導活性を調べ，その中からノバルティス社に

よって見出された，ベンゾチアジアゾール系化合

物，アシベンゾラルSメチル（図！）を選抜した。

COSCH3

＼

／

S
＼

　N
／
N

図1　病害抵抗性誘導化合物アシベンゾラルSメチル

　この化合物やその代謝物は，従来の多くの殺菌

剤のような，直接的な抗菌作用，例えば胞子発芽

阻害や菌糸生育阻害作用をほとんど示さなかった

（非殺菌性）。それにもかかわらず，これらを処理
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した植物では，処理した葉だけではなく，処理

していない上位葉でも，数種の病害に対する抵

抗性が誘導・発現した（全身的獲得抵抗性，

SAR）。実際の試験例を写真に示した。

写真　アシベンゾラルSメチルのキュウリ黒星病に対

する抵抗性誘導（右＝蒸留水処理，左＝化合物処理）

　キュウリの第1葉のみにアシベンゾラルSメチ

ルを浸漬処理し，その後，植物体全体に黒星病

菌の胞子懸濁液を噴霧した。その結果，対照の

蒸留水処理区では，激しく発病し，やがて葉が

枯死したのに対し，化合物処理区では発病が軽

微で，植物が旺盛に生育した。このような発病

抑制効果は，キュウリでは炭疽病や斑点細菌病

にも認められた。また，その効果は持続的で，

キュウリ第1葉のみをアシベンゾラルSメチル

で1回処理した後は，防除薬剤の散布を必要と

しなかった。この他，ナシの黒星病や赤星病に

対しても，圃場試験やポット試験で，発病抑制

効果が見られた。

　このように，従来の多くの殺菌剤とは性格が異

なるアシベンゾラルSメチルは，その後，イネ

いもち病防除用の抵抗性誘導剤として，我が国

で実用化されている。また，アメリカでは，

EPA（環境保護庁）からrリスクの低い化合物」

に認定され，トマトの細菌病やタバコのべと病

を対象に，近々商品化が予定されている。

　この化合物が糸状菌や細菌による病害に一定の

防除効果が期待できること，一般に防除が困難

な土壌病害（線虫害も含む）やある種のウイル

ス，害虫，抵抗性誘導の試験例が少ない果樹病

害の一部にも有効とされることは，作用機構と

も関連して，大変興味深い。

2　抵抗性誘導の機構

　アシベンゾラルSメチルを処理したキュウリ



では，抵抗性に関与するとされるパーオキシダ

ーゼ遺伝子の他，キチナーゼ，β一1，3一グルカナ

ーゼなどの溶菌酵素遺伝子の転写活性が顕著に

増大していた。特に前2者の遺伝子は，アシベ

ンゾラルSメチルのキュウリ第1葉への処理後，

速やかに上位葉においても発現した。また，パ

ーオキシダーゼやキチナーゼ（図2）の酵素活性

自体も高まっていた。キチナーゼ遺伝子による

組換え植物で，耐病性が増強された例がキュウ

リでもあることから，アシベンゾラルSメチル

による抵抗性誘導や発病抑制に，キチナーゼが

関与する可能性は高い。

図2　ウェスタンブロッティングによるキチナーゼ蓄積

　　の検出

　更に，アシベンゾラルSメチルを処理したキュ

ウリの抽出物をTLC展開し，キュウリ黒星病菌

を用いて検定すると，抗菌スポットが現れた。

この抗菌性物質は，天然物としては未報告のベ

ンジルヒドロペルオキシド（図3）と同定された。

この化合物も，アシベンゾラルSメチルを処理

したキュウリの第1葉，ならびに未処理の上位

葉の両方から検出されたが，発病抑制における

役割については，今後の検討課題として残され

ている。

　　　　　　　CH200H
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＼
図3　抗菌性化合物ベンジルヒドロペルオキシド

　一方，アシベンゾラルSメチルを処理しても，

キュウリ黒星病菌の胞子発芽，発芽管伸長は全

く影響を受けず，植物への侵入も観察された。

葭ダ

従って，抵抗性誘導の引き金は速やかに引かれ

るものの，抵抗性が実際に発現するのは，この

場合，主として侵入後の菌糸伸展の時期にある

と考えられた。

3　抵抗性誘導剤の魅力と将来展望一IPMにおけ

　　る役割

　施設栽培や傾斜地での，農薬による病害虫防除

は一般に過酷な作業であることから，栽培者の

高齢化が深刻な我が国において，農業の担い手

不足の一因ともなっている。抵抗性誘導剤は効

果が持続的であることから，作業の省力化や，

病害防除のための薬剤散布回数の削減が期待で

きる。

　また，農薬による生態系のかく乱の一例として，

薬剤耐性・抵抗性の問題が，新たに開発された

薬剤に次々と現れて，防除を困難にしている。

しかし，抵抗性誘導の機構には，複数の因子が

関与すると考えられることから，標的有害生物

に薬剤耐性（抵抗性）が発達するリスクも低い

と考えられる。

　現在，作物保護の大半は，有害生物を直接標的

とする化学防除に依存しているが，病害抵抗性

誘導剤を，バイテク利用も含む抵抗性育種や，

通常の殺菌剤と併用することによって，農薬使

用量や生産コストの削減，農薬の環境影響の低

減，農産物の安全性の向上など，種々の問題の

解決と環境保全型病害制御技術の開発をもたら

すものと期待している。
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　　　　　　　　　　係長
保科　次雄　環境資源部水質管理科長　　　　　野菜・茶業試験場企画連絡室企画科長

樋口　太重　資材動態部肥料動態科長　　　　　農業研究センター企画調整部業務第2科長

芝山　道郎　企画調整部主任研究官（地球環　　草地試験場生態部主任研究官（草地生態シ
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横山　和成　北海道農業試験場畑作研究セン　環境生物部主任研究官（微生物管理科土壌
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l　l．12．1　藤枝　智子　農業総合研究所資料部図書課調　　企画調整部（情報資料課管理係）

　　　　査整備係長

併任
発令年月日　　氏　　名　　　　新　　所　　属　　　　　　　　旧　　所　　属
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採用
発令年月日　　氏　　名　　　　新　　所　　属
l　l．IO。1　須藤　重人　環境管理部（資源・生態管理科

　　　　影響調査研究室）
股　　煕沫　資材動態部（農薬動態科農薬管

　　理研究室）

育児休業

発令年月日　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　所　　属
11．12．2　小西　和彦　　　　　　　　　　　　　　　　　環境生物部主任研究官（昆虫管理科昆虫分

　　（平成11年12月2日から平成12年3月31日まで）　　類研究室）
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（H．　11．　10～H．　11．　12）

氏　　名 所　属 出　張　先 本　人　の　活　動　内　容 期　　間 備　考

門田　育生 環境生物部 パラグアイ 病害防虫 H．1！．IO．1 JICA
～Hl　l。l　l。30

杜　　明遠 環境資源部 アメリカ 第5回砂漠工学会に出席 H．11．10．3 研究交流促進法

～H11．10．9 第5条

鶴田　治雄 環境管理部 インドネシア 土地利用変化に伴う温室効果ガスの発生・ H．口．IO，4 環境庁

吸収の現地調査とその総合評価 ～HI　l．IO．l　l 環境研究総合推
進費

斎藤　元也 環境管理部 インドネシァ 生態系変化のデータベース化とスケール H．l　l．10．4 環境庁

アヅプに関する研究 ～Hl　l．10．11 環境研究総合推
進費

中島　泰弘 環境管理部 インドネシア 熱帯の土地利用変化等に伴うCH4，N20の H．11．10．4 環境庁

収支に関する現地調査 ～HI　l．IO．21 環境研究総合推

進費

今川　俊明 環境管理部 中国 発展途上国が直面する砂漠化に関する国 H．11．10．5 研究交流促進法

際シンポジウムに出席 ～H11。IO．8 第5条

小川　茂男 環境管理部 タイ タイ国メクロン川流域保全に関する会議 H．l　l．10．12 研究交流促進法
に出席 第5条

屋良佳緒利 環境生物部 フランス 10BC国際シンポジウムr生物的防除の H．11．IO．16 研究交流促進法
問接的な影響の評価」に出席 ～HI　l．lO．20 第5条

井上　吉雄 環境管理部 アメリカ 人工衛星データ等を利用した陸域生態系 H．11．10．17 環境庁

の3次元構造の計測とその動態評価に関 ～Hl1．l　l．5 環境研究総合推

する研究 進費

藤井　　毅 環境生物部 ギリシャ 放線菌の生物学に関する第11回国際シン H．ll．10．22 科技庁

ポジウムに出席 ～Hl　l．10。30 国研集会

石井　英夫 資材動態部 アメリカ 第2回環太平洋農薬科学会議に出席 H．11．10．23 研究交流促進法
～Hl　l．10．29 第5条

伊藤　一幸 環境生物部 アメリカ 第2回環太平洋農薬科学会議に出席 H，l　l．10．24 研究交流促進法

～H11．10．29 第5条

高木　和広 資材動態部 アメリカ 第2回環太平洋農薬科学会議に出席 H．11．IO．24 研究交流促進法

～Hll．10、29 第5条

小林　和彦 環境管理部 中国 変動するモンスーンアジアの気候条件に H．11．10．25 科技庁

おけるコメ生産量の予測 ～Hl　l．11．5 国際共同研究
に国間型）

西村　誠一 環境生物部 アメリカ アメリカ農学会第91回講演会に出席 H．l　l．IO．30 科技庁

～H11．11．6 重点基礎

秋山　博子 環境管理部 アメリカ アメリカ農学会第91回講演会に出席 H．lI．10．30 科技庁

～Hl1．11．6 重点基礎

小原　裕三 資材動態部 アメリカ 1999年度臭化メチルの代替技術と放出 H．11．10．31 科技庁

抑制技術に関する国際研究会議に出席 ～Hl1，11，6 重点基礎

西尾　道徳 所長 韓国 日韓共同研究r水田農業の持続性・公益 H．11．11．1 農水省

的機能の解明と環境調和型栽培管理技術 ～Hl1、11．6 国際共同研究
の開発」
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氏　　名 所　属 出　張　先 本　人　の　活　動　内　容 期　　問 備　考

清野　　密 環境管理部 韓国 日韓共同研究r水田農業の持続性・公益 H．ll．11。1 農水省

的機能の解明と環境調和型栽培管理技術 ～Hll．ll，6 国際共同研究
の開発」

高橋　文敏 環境管理部 韓国 日韓共同研究r水田農業の持続性・公益 H．ll．ll．1 農水省

的機能の解明と環境調和型栽培管理技術 ～Hll，11，6 国際共同研究
の開発」

鶴田　治雄 環境管理部 韓国 日韓共同研究r水田農業の持続性・公益 H．11．U．1 農水省

的機能の解明と環境調和型栽培管理技術 ～Hll．ll．3 国際共同研究
の開発」

上沢　正志 環境資源部 韓国 日韓共同研究r水田農業の持続性・公益 H．11．11．1 農水省

的機能の解明と環境調和型栽培管理技術 ～Hll．11、6 国際共同研究
の開発」

林　　陽生 企画調整部 中国 変動するモンスーンアジアの気候条件に H．ll．11，3 科技庁

おける米生産量の予測 ～Hll．ll．9 国際共同研究
（二国間型）

横沢　正幸 企画調整部 中国 変動するモンスーンアジアの気候条件に H．ll．ll．3 科技庁

おける米生産量の予測 ～Hll．11．9 国際共同研究
（二国間型）

鶴田　治雄 環境管理部 中国 アジアの農耕地からのメタンと亜酸化窒 H．ll．ll．4 環境庁

素の発生および抑制技術に関する研究 ～Hl1，ll．7 環境研究総含推
進費

牧野　知之 環境資源部 チリ ラテンアメリカ土壌科学会議に出席 H．ll．ll，5 科技庁

～Hll．11、15 重点基礎

江口　定夫 環境資源部 チリ 第14回ラテンアメリカ土壌科学会議に H．口．口．6 研究交流促進法
出席 ～Hll，11，12 第5条

野副　卓人 資材動態部 フィリピン 稲の環境調和型品種による持続可能な生 H．ll．11．7 要請出張

産技術の開発 ～Hll，ll，13 IRRI

中井　　信 環境資源部 台湾 作物生産における微量要素に関する国際 H．11．ll．8 要請出張

ワークショツプに出席 ～Hll．口．13 FFTC

織田　久男 資材動態部 台湾 作物生産における微量要素に関する国際 H．II．ll．8 要請出張

ワークショップに出席 ～H／l．ll．13 FFTC

芝池　博幸 環境生物部 イギリス 1999年ブライトン国際雑草会俄に出席 H．11．11．14 科技庁

～H工1．11，20 重点基礎

David 環境管理部 アメリカ アメリカ人類学会第98回大会出席 H．11．ll、15 研究交流促進法

Sprague ～Hll，口．21 第5条

畔上　耕兜 環境生物部 タイ イネ種子に付着する微生物の多様性と管 H．ll．11．16 研究交流促進法

理に関するワークショップに出席 ～Hll、ll．20 第5条

原田　二郎 環境研究官 タイ 第17回アジァ太平洋雑草科学会議に出席 H．ll．11．21 研究交流促進法

～Hll，ll，28 第5条

岡本　勝男 企画調整部 タイ 炭素循環に関するグローバルマヅピング H．11．ll。21 科技庁

とその高度化に関する国際共同研究 ～HI1．11．27 総合研究

鳥谷　　均 環境資源部 タイ 炭素循環に関するグローバルマッピング H．11．11．21 科技庁

とその高度化に関する国際共同研究 ～Hll．ll，27 総合研究

藤原　英司 環境管理部 中国 第20回リモートセンシング会議に出席 H．ll．ll．21 科技庁

～Hll、11，26 重点基礎

斎藤　元也 環境管理部 中国 第20回リモートセンシング会議に出席 H．ll．ll．21 科技庁

～HII，ll，26 重点基礎
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氏　　名 所　属 出　張　先 本　人　の　活　動　内　容 期　　間 備　考

新藤　純子 企画調整部 タイ 酸性雨の被害認識と対策決定の国際比較 H．11。11．21 環境庁

～H／l．11．27 環境研究総合推

進費

伊藤　一幸 環境生物部 タイ 第17回アジア太平洋雑草学会及びサテラ H．11．11，22 研究交流促進法

イトワークショヅプに出席 ～Hl　l．12．2 第5条

藤井　義晴 環境生物部 タイ 第17回アジァ太平洋雑草科学会議に出席 H．11．11．22 科技庁

～Hl1．l　l．28 重点基礎

松村　　雄 環境生物部 タイ 第17回アジア太平洋雑草科学会議に出席 H．11．l！．22 科技庁

～Hl　l．！1．28 重点基礎

平舘俊太郎 環境生物部 タイ 第17回アジァ太平洋雑草科学会議に出席 H．l　l．11．22 科技庁

～Hl　l．l　l．28 重点基礎

高木　和広 資材動態部 タイ 第17回アジァ太平洋雑草科学会議に出席 H．l　l．l　l，22 科技庁

～Hl1．l　l．28 重点基礎

中谷　敬子 環境生物部 タイ
第17回アジァ太平洋雑章科学会議に出席

H．11．11．22 科技庁

～HI1．l　l．28 重点基礎

袴田　共之 環境管理部 マリ共和国 主要国（農産物輸出国）における養分収 H。11．12．4 農水省

支M　Iの策定 ～Hl1．12．15 r環境と貿易」

阿江　教治 環境資源部 ブラジル 農牧輪換にともなう土壌有機物の消長の H，l　l．12．4 農水省

解析 ～Hl　l．12．20 JIRCAS

藤井　義晴 環境生物部 アメリカ 植物生態系における生理活性物質の役割 H．l　l．12．6 科技庁

に関する基礎研究 ～HI　l．12．30 二国間専門家派遣

　　　「体「頼1研「究鼻

（H．　ll．　10～H．　l　l．　12）

氏　　名 所　　　属 滞在する研究室 課　題　名 期　　間

輪達　公重 岩手県農業研究センター 気候資源研究室 りんどうの開花期およびその分布の予 H，11．10．1

測手法の開発 ～Hl　l．12．28

阿部　雄幸 山形県病害虫防除所 微生物特性・分類研究室 植物病原細菌の同定・分類技術 H．11．10．1

～Hl　l．11．30

上野　　清 山形県立農業試験場 昆虫分類研究室 天敵の分類及び同定 H．11．10．1

～Hl　l．12。28

加藤　賢一 山形県立農業試験場 隔測研究室 G　I　S解析技術研究 H．11．10．1

～Hl　l．12．28

吉田　修一 宮城県古川農業試験場 植生生態研究室 スルホニルウレア抵抗性雑草の生態， H．！l．10．1

遺伝特性の解明 ～Hl　l．12．28

梅津由美子 宮城県病害虫防除所 天敵生物研究室 天敵の機能評価に関連する研究 H．l　l，10．1

～Hl　l．12．28

篠崎　　毅 愛媛県農業試験場 微生物特性・分類研究室 野菜病害の細菌の分類と同定 H．l　l．10．1

～Hl　l．12．28

巾石　一英 高知県病害虫防除所 殺虫剤動態研究室 野菜害虫モモアカアブラムシの薬剤感 H．l　l．11．1

受性検定法の習得 ～Hl　l。12．28
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（H．

一』辣衝誰習．・

11．10～H．ll． 12〉

氏　　名 所　　　属 滞在する研究室 課　題　名 期　　間

Zahida ノダプランツテクニカ 他感物質研究室 ソバのアレロパシー物質の分析 H。11。10．1

Iqbal 株式会社 ～H，12．3．31

Hyeong－Jin 韓国農村新興庁農業科 微生物特性・分類研究室 鞭毛菌類病の診断および糸状菌の分類 H．l　l．IO．l　l

Jee 学技術院 ～Hl1．lO．17

Dong－Soo 韓国農村新興庁農業科 微生物特性・分類研究室 不完全菌類の分類同定と長期保存法 H．口．10。11

Ra 学技術院 ～HI　l．10，17

原　　奈穂 長岡技術科学大学 土壌微生物利用研究室 芳香族塩素化合物分解プラスミドの解析 H．l　l．11．1

～Hl1．12．28

松浦　貴之 横浜植物防疫所 微生物特性・分類研究室 植物病原細菌同定法の修得 H．l　l．11．8

～Hl　l．12，7

安部　　充 福島県果樹試験場 、L壌物理研究室 ナシ園土壌の不飽和透水係数測定と養水 H．11．11。22

分動態量の算定 ～Hl　l．l　l．25

（H．　11．　10～H．　ll．　12）

氏　　名 所　　属 種　　類 滞在する研究室 課　　題　　名 期　　問

DerekWilliam イギリス 農水省 殺菌剤動態研究室 薬剤耐性遺伝子の環境動態解 H．ll．10．2

Hollomon ロンクフシュトン 技術開発 明と薬剤の適性利用技術の開 ～H．11．12．2

試験場 国際共同研究 発

Shoukat パキスタン植 STAフェロー 微生物特性・分類 蛍光プローブPCR法による植 H．11。IO．15

Hussain 物遺伝資源研 　　oシヅフ 研究室 物病原糸状菌の検出と同定に ～H．12．1，14

究所 関する研究

Cameron イギリス 科技庁外国人招 水質管理科 農業水域における微量・超微 H．11．11．5

Mcleod シェフィーノレ へい 量金属元素の賦存量のモニタ ～Hll．12．4
ド大学 リング手法の開発に関する研

究

AlbertOlioso フランス国立 科技庁総合研究 隔測研究室 炭素循環に関するグローバル H．ll．ll，8

農業研究機構 マヅピングとその高度化に関 ～Hll．11．22
する研究

HoraceG． アメリカ 農水省 他感物質研究室 生物間の化学交信物質に関す H，11．11．8

Cutler マーサー大学 国際共同研究総 る国際ワークショヅプに出席 ～Hll．ll．IO
合推進費

LeslieA． アメリカ 農水省 他感物質研究室 生物問の化学交信物質に関す H．1！．II．8

Weston コーネル大学 国際共同研究総 る国際ワークショップに出席 ～Hll、11．IO
合推進費

Wilf　Powell イギワス 農水省 他感物質研究室 生物間の化学交信物質に関す H，11．ll．8

IACR一ローザ 国際共同研究総 る国際ワークショップに出席 ～Hll．11。IO
ムステッド試 合推進費

験場
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氏　　名 所　　属 種　　類 滞在する研究室 課　　題　　名 期　　間

FranciscoA． スペイン 農水省 他感物質研究室 生物問の化学交信物質に関す H．II．ll．8

Macias カディツ大学 国際共同研究総 る国際ワークショヅプに出席 ～Hll．11。IO
合推進費

IsaoKubo アメリカ 農水省 他感物質研究室 生物問の化学交信物質に関す H．11．口。8

カリフォルニ 国際共同研究総 る国際ワークショップに出席 ～H11．ll．10
ア大学 合推進費

StephenO． アメリカ 農水省 他感物質研究室 生物問の化学交信物質に関す H．11．11．8

Duke USDA 国際共同研究総 る国際ワークショップに出席 ～Hll，11，10
合推進費

J。Daniel アメリカ 農水省 他感物質研究室 生物間の化学交信物質に関す H，ll，ll，8

Hare カリフオルニ 国際共同研究総 る国際ワークショップに出席 ～Hll．ll．IO
ア大学 合推進費

IanT． ドイツ 農水省 他感物質研究室 生物間の化学交信物質に関す H．11．口。8

Baldwin マックスプラ 国際共同研究総 る国際ワークショップに出席 ～Hl1．ll．10
ンク研究所 合推進費

AzimMallik カナダ 農水省 他感物質研究室 生物間の化学交信物質に関す H。ll．ll．8

レイクヘッド 国際共同研究総 る国際ワークショップに出席 ～Hll．11．10
大学 合推進費

TaoWang 中国科学院沙 環境庁地球環境 環境立地研究室 中国における砂漠化防止技術 H．11．ll．19

漠研究所 招へい の適用に基づく土地利用計画 ～Hll．ll．28
手法に関する研究

Saman スリランカ STAフェロー 情報解析システム 大気中の二酸化炭素濃度増加 H．11．12．1

Seneweera シツプ 研究室 時におけるイネの発育反応に ～H．13．4．5

及ぼす低温の影響に関する研
究

YiqiLuo アメリカ 科技庁国際共同 情報解析システム CO2とオゾンがイネの生長と H．11。12。8

オクラホマ大 研究（二国間型） 研究室 水田生態系に及ぼす影響 ～HII．12．18
学
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