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21世紀に・

期待される農業環境研究

農業環境技術研究所長 陽　捷行

自動車・工業生産・エネルギー使用

生産の増大など枚挙にいとまがない。

　このような成長を支える科学技術はわずかIOO

年前にはじまり、その後、肥大・拡大し大きな潮

流となり、20世紀後半を駆け抜けた。この歴史の

潮流の中で、われわれ人類はものを豊かに造り、

その便利さを享受するとともに、この技術を活用

し、宗教や政治や主義にからむ多くの戦争を行っ

てきた。今もそのことは続いている。

　この間、宇宙から地球を眺め傭畷的視点を獲得

し、地球環境問題を認識するに至った。傭轍的と

は、木を見る視点に対する森を見る視点だ。これ

によって、時空スケールでわれわれがどこからき

て、どこに行こうとしているのかという認識をも

獲得するに至った。

　それでは、われわれがこれから生きようとする

21世紀の世界的規模での課題とは、一体なんだろ

うか。それはr環境」とr情報」とrエネルギー」

だろう。いずれも現在の社会構造を根底から変革

する威力を内包しているうえ、これらに対応しな

いで事を怠ると、まさに遅れた国にならざるを得

ない。その上、これらは一国の混乱が世界中に

様々な影響をもたらす。地球温暖化問題や2000年

問題や放射能汚染問題などがそのよい例だ。

　21世紀は環境問題の世紀だとよく言われる。果

たしてそうだろうか。批判を畏れずあえていえば、

環境間題は実は人口問題の結果なのだ。増加しつ

　20世紀とは一体な

んであったのか。恐

らく、科学技術の大

発展とそれに付随し

た成長の魔力に取り

愚かれた世紀といえ

るのではないか。こ

こでいう成長とは、

あらゆる意味の物的

な拡大を意味する。

　　　・人口・食料
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つある人口を養うことはすなわち食料問題だし、

食料問題は当然農業問題なのだ。したがって、環

境問題はとりもなおさず農業問題だ。言うなれば、

21世紀はまさに農業の世紀なのだ。

　ところで、現実の日々の中でr環境」とは何だ

ろうか。それは自然と人間との関係にかかわるも

ので、環境が人間を離れてそれ自体で善し悪しが

問われているわけではない。両者の関係は、人間

が環境をどのように見るか、環境に対してどのよ

うな態度をとるか、そして環境を総体としてどの

ように価値づけるかによって決まる。すなわち、

環境とは人間と自然の間に成立するもので、人間

の見方や価値観が色濃く刻み込まれているものだ。

だから、人問の文化を離れた環境というものは存

在しない。となると、環境とは自然であると同時

に文化であり、環境を改善するとは、とりもなお

さずわれわれ自身を変えることにつながる。われ

われ自身を変えるとは何か。それは、人口増加、

食料不足、生産性低下、環境悪化という現象の中

で環境倫理の意識をもつことだろう。土や水や大

気や生物にも生存権があることの意識を持たない

限り、自然はわれわれに反逆する。

　となると、21世紀に期待される農業環境研究と

は何か。それは、環境倫理のもとに20世紀に獲得

した技術と傭畷的認識で研究を深化させることだ

ろう。人類の将来を破壊する時限爆弾とも危惧さ

れる内分泌かく乱物質の研究を例に挙げる。21世

紀には、内分泌かく乱物質と複雑系モデルのシミ

ュレーションのために情報技術を活用し、現実の

自然により近づいた環境をつくりだす必要がある。

それに成功すれば、人類はまた新しい時代を迎え

ることになろう。また、バンクの概念で農業環境

資源を保全・活用するインベントリー研究を例に

挙げる。21世紀の予想もしない環境問題に対応す

るため、これまでの技術と傭轍的認識をもって農

業環境資源を新たに評価・保全することに成功す

れば、われわれの後の世代に、永久に土地や水や

大気や生物を健全な状態で継承しつづけることが

できるだろう。

　21世紀に生きるわれわれ人類は、どうやら、こ

れまで自分たちの幸せのために造ってきたモノと、

今ある貴重な環境資源保全のための戦争を強いら

れているようだ。言いかえれば、21世紀の研究課

題は、生物圏や大気圏や土壌圏や水圏などの既往

の圏と、新たにできた人間圏の調和にあるとも言

える。後の世代のための諸氏の奮闘を切に期待
する。
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砂漠化防止研究の

　　　　　　　　現場を調査して

谷山一郎（土壌保全研究室）

　平成12年ll月13日から18日まで、土壌保全

研究室が（社）国際環境研究協会に委託してい

る、環境庁地球環境研究総合推進費研究課題

「西オーストラリアにおける砂漠化防止・植生回

復に関する要素技術の体系化に関する研究」の

現地調査および研究打合わせを行うため、オー

ストラリアのカルグーリに滞在した。今年度は

当プロジェクト研究の最終年度に当たり、これ

までの研究の現地での成果を確認するとともに、

来年度以降の新規プロジェクト研究課題化のた

めの情報収集が主な目的である。

　国際環境研究協会は環境庁の外郭団体である

が、この中で東京大学の松本聡教授をリーダー

とし、民間企業とともに、砂漠化防止や砂漠開

発、緑化などの研究開発をおこなっている。こ

のグループが日本で開発された塩類集積土壌に

おける砂漠化防止技術を、乾燥・半乾燥条件で

ありながら交通や電源などインフラ整備が進み、

実証試験のしやすいオーストラリアで成果を確

認し、オーストラリアの技術と組み合わせて開

発途上国に持ち込もうというのがこのプロジェ

クト研究の狙いである。

　カルグーリは、インド洋に面した西オースト

ラリア州の州都パースから500km東側の内陸に入

ったところにあり、試験圃場はこのカルグーリ

の西20km、車で20分ほどの金鉱山の敷地内に設

けられている。なぜ、金鉱山に実験圃場を造っ

たか。実は、金を採掘するには、オーストラリ

アでは大規模な露天掘りによるため、掘り下げ

る地質や地下水、掘り上げた土砂・岩石の置き

場所、選鉱に使用される水資源またその廃水に

含まれる化学物質など周囲の環境に及ぼす影響

が間題となる。ところが、鉱山開発に伴う環境

保全・修復対策については政府の厳しい指導・

規制があり、鉱山会社ではその対応に相当な力

左＝江口さん，一人おいて右：鉱山事務所の環境担当の女性

を入れている。そのため、鉱山会社は効果的な

新しい技術の導入に意欲的で、そのための研究

には協力を惜しまない。一方、金鉱山には、高

い塩分濃度の処理廃液や下層土が混入したさま

ざまな塩類濃度や肥沃度レベルの土壌が敷地内

にある上、道路、かんがい用水および電気など

の試験研究に必要な基盤が整備され、圃場造成

のための大型機械を所有しており、圃場試験を

するにはいろいろと好条件が揃っている。この

ように場所を提供する側と試験をする側の狙い

が一致したためである。

　ところで、プロジェクト研究の現地での圃場

実験を担当しているのは、江口さんという日本

人女性で、カルグーリにあるカルチン工科大学

の研究生をしながら、4WDのピヅクアップトラ

ヅクを駆って現場を走り回っている。また、金

鉱山会社の現地の鉱山事務所には2～3人の環境

問題対応の担当者が常駐しているが、訪れた二

つの事務所でインタビューに応じたのはいずれ

も女性であった。彼女らは、夏の日中、40℃を

越す厳しい砂漠環境の中で、現場の植物や動物

の生態を調べ、環境保全のための対策を練って

いる。

　農薬問題に警鐘を鳴らしたr沈黙の春」の著

者レイチェル・カーソン、環境ホルモンの存在

を一般に知らしめたr奪われし未来」のシー

ア・コルボーンやダイアン・ダマノスキなど環

境問題分野では女性の活躍が目立つ。それが女

性の環境のインパクトに対する母性保護という

本能に基づくものであり、環境間題は女性に適

した分野という説もあるが、それはともかくと

して、農業環境技術研究所でも女性の活躍を期

待したい。



‡壌中に蓄積するタンパク様窒

．素化合物のチンゲンサイによる

恒接吸収

（1）はじめに

　　リーヴィッヒの無機栄養説以来、植物は無機元

素を吸収して、光合成によって植物の組織を形成し

ていることは、作物栄養学の常識である（無機栄養

説）。この原理を利用して化学肥料が作られ、また、

実際に作物生産が著しく増大した。これに対して、

最近、「健康iへの希求から、「有機物」やr堆肥」

を利用するr有機農業」への関心が高まっているが、

r食」を通してのr健康」管理が見直されている証で

もある。そのため、各地の農業試験場では野菜類に

対する有機物の施用実験が行われている。その結果

を詳細に検討すると、リーヴィッヒの無機栄養説で

は説明できない場合に出くわす。ローザムステッド

で行われた長期有機物連用試験結果からも、テンサ

イは有機物の施用に著しく反応する作物であると指

摘されている（Mattingly、1973）。日本でも、稲ワ

ラ米ヌカを有機態窒素として施用したところ、陸稲

の生育は硫安施肥区よりも優ったとする山縣ら

（1999）の報告がある。チンゲンサイやニンジンが

有機物施用で土壌中に生成したタンパク様窒素化合

物を直接吸収している証拠が得られた。ここに、そ

の結果を示し、大方のご批判を仰ぎたい。

（2）有機態窒素に対するニンジンやチンゲンサイの

窒素吸収反応

　有機物として菜種油粕を、化学肥料として硫安を

施用し、播種後28日目のチンゲンサイ、ピーマン、

レタス（リーフレタス）、ニンジンの生育を窒素吸収

量で示した（図1）。また生育期間中の無機態窒素、

アミノ酸態窒素、タンパク様窒素（リン酸緩衝液で

抽出した）の推移を表1に示した。実験期問中の無

　表1　栽培期問中の無機態窒素、アミノ酸およびタンパク様窒
　　　素の変化

施用窒素
無機態窒素
（mgN／kg）

アミノ酸態窒素
　（mgN／kg）

タンノマク様窒素
　（mgN／kg）

無窒素 27，5～50．0呉 O．1－0．2 18，7～35

科学肥料（硫安） 90，5～133．0 O．3－0．4 18，9～31．0

菜種油粕 41、O～82．5 0，4～0．6 34，6～56

曇値は最小値～最大値を示す。
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機態窒素量が最も多いのは、硫安区次いで菜種油粕

区、最も少ない区は無施肥区であり、それに対応し

て、ピーマンやレタスの生育および窒素吸収量は、

硫安区＞菜種油粕区＞無窒素区となった。しかし、

ニンジンやチンゲンサイでは菜種油粕区での窒素吸

収量が多く、ついで硫安区、最も劣る区は無施肥区

であった。アミノ酸を吸収すると考えると、土壌で

の生成量はせいぜいO．6mg　N／kgであり、とうていニ

ンジンやチンゲンサイの旺盛な生育を説明できる量

ではない。ニンジンやチンゲンサイは、表1に示し

たタンパク様窒素に対して反応するものと考えられ

た。植物がタンパク様窒素を利用できるとすると、

2つの方法が考えられる。1）根圏における無機化の

促進、および2）タンパク様窒素の直接吸収、である。

1）については、根圏微生物によるタンパク様物質の

分解であるが、作物根圏土壌のタンパク分解活性に

は差が認められなかった。2）については、15N標識有

機態窒素で生育させた植物体の15Natom％を比較した

結果、作物問にかなりの差が認めらた。すなわち、

有機物として直接吸収できる作物と、無機化したア

ンモニア態あるいは硝酸態窒素のみを吸収できるも

のとがある。従って、我々はこの2）の要因と、タ

ンパク様窒素化合物の存在状態について、さらに詳

しく検討した。
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図1　菜種油粕の施用がピーマン、リーフレタス、ニンジン、
　　チンゲンサイ、ホウレンソウの窒素吸収量に及ぽす影響
　（移植28日後の生育）

（3）有機物の施用に伴い出現する土壌中のタンパク

様窒素化合物

　土壌を培養し、そこで生じる無機態窒素量で可給

態窒素量が判定されている。この培養で生じる無期

態窒素はリン酸緩衝液で抽出されるタンパク様窒素

化合物と極めて高い相関がある。すなわち、土壌に

添加された有機物は最終的には無機化されるため、

リン酸緩衝液で抽出されるタンパク様窒素化合物を

経過すると推定される。

　少量の土壌を砂に添加した培地を用いて、各種の

有機物を施用した場合のタンパク様窒素化合物がど

のように変化するのかを計時的に分子飾カラムクロ

マトグラフィーで測定した（図2）。検出にはタンパ
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ク質の検出に用いる280nmで検出した。A）にはグ

ルコース（ブドウ糖）と硫安（窒素源）、B）稲ワラ

と米ヌカの混合物およびC）卵白アルブミンである。

横軸はタンパク様窒素化合物が排出される時間（保

持時間）であり、化合物の分子量が大きいほど早く

カラムから排出される。従って、同じ保持時間であ

れば、分子量はほぼ等しいと考えられる。図1の結

果は、どのような有機物が土壌に添加されても、培

養時間の経過と共に、8．4分に排出されるタンパク様

物質に収敏していく様子が観察された。この物質は、

分子量が8000ダルトンの分子量を持つタンパク様窒

素化合物であり、土壌細菌の増殖を抑制する抗生物

質を添加すると、この8000ダルトンの物質の生成が

遅れることから、この物質が微生物由来であると推

察された。すなわち、土壌へ施用された有機物は一

旦微生物に取り込まれ、その菌体が死滅した後、細

胞質は分解し無機態窒素へ速やかに移行するが、微

生物菌体の細胞壁成分は分解に対して抵抗力を示し、

最終的には8000ダルトンの物質へと移行する。これ

が土壌中に蓄積し、あるいは一部、徐々に無機化す

るものと思われる。先に示した、ホウレンソウやニ

ンジンが菜種油粕施用で旺盛な生育を示すのも、こ

の8000ダルトンの物質が関与するものと着目した。
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図2　培養の経過に伴う有機物施用土壌のリン酸緩衝液抽出液のサイズ排除HPLCクロマトグラム
　（釜数字は培養経過日数）
　A＝グルコース＋硫安
　B＝稲ワラ米ヌカ混合物
　C＝卵白アルブミン

（4）ニンジンやチンゲンサイによるタンパク様物質

の直接吸収

　有機物の直接吸収機構については、無菌の水耕実

験の結果、20万一30万以上もある巨大分子をエンドサ

イトシスによって取り込むことができるとの報告が

ある（Nishizawa　and　Mori，1980）。我々は、有機態

窒素に反応する作物としてチンゲンサイを、無機態

窒素にしか反応しない作物としてピーマンを用いて

実験した。栽培途中でこれらの茎を切除し導管から

出てくる溢泌液を分子飾クロマトグラフィーで分析

した。その結果、チンゲンサイの溢泌液には、8000

ダルトンの物質と同じ保持時間を持つ物質が検出さ

れた。ピーマンにはこの物質は検出されなかった。

タンパク様物質を含まない水耕栽培で育てたチンゲ

ンサイの導管液には8000ダルトンの物質が検出され

なかった（図3）。この結果はチンゲンサイが土壌中

に存在する8000ダルトンの土壌有機物を直接吸収利

用していることを示唆している。
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図3　菜種油粕を窒素源として栽培したチンゲンサイとピーマンの導管液のサイズ排除HPLC
　カラムクロマトグラム（同時に無機態窒素を窒素源として水耕栽培した時の導管液のク
　ロマトグラムと、土壌をリン酸緩衝液で抽出した液のクロマトグラムも参照されたい）

（5）終わりに

　土壌のリン酸緩衝液抽出物を窒素源として、ニン

ジン、チンゲンサイ、レタスを無菌栽培したところ、

ニンジンやチンゲンサイはその乾物重が増大した。

一方、レタスでは生育しなかった。このことからも、

ニンジンやチンゲンサイには特異的な有機態窒素吸

収能力の存在することが明らかになった。

　アラスカのツンドラに生育するスゲは酸性で低温、

かつ有機物に富んだ条件を好む特異的な植物である。

ホウレンソウやチンゲンサイも比較的低温を好む秋

冬野菜ある。r冬ニンジンには堆肥が効く」と言われ

ているが、低温時に施用された有機物は、その無機

化が抑制され、その結果、タンパク様窒素が多く蓄

積し、それをニンジンが積極的に吸収するものと思

われる。地温が比較的高い場合、タンパク様窒素が

蓄積しても、速やかに分解され、タンパク様窒素の

吸収が見かけ上、反映されにくいことによる。従っ

て、過去に行われた多くに有機物施用実験では、あ

い矛盾するデータが得られたに違いない。有機物に対

する作物反応の解析は端緒についたばかりである。

　　　　　　　　　（土壌生化学研究室　阿江教治）



アシアの稲作地帯に発生する

テヌイウイルスのゲ！阜

構造の解析

（1〉はじめに

　イネ縞葉枯病は、時に稲を枯死させることもあ

る、日本の稲作における重要な病害の一つです。

この病害は、ヒメトビウンカが媒介するイネ縞葉

枯ウイルス（RSV）によって引き起こされるも

ので、ロシア、中国、台湾などで発生が認められ

ます。R　S　Vは、4分節の一本鎖RNAからなる

糸状の粒子で、テヌイウイルス属を代表する標準

種となっています。同じくテヌイウイルスに属す

るイネの病原ウイルスの一つに、イネグラッシー

スタントウイルス（RGSV）があります。この

ウイルスは、トビイロウンカによって媒介され、

主に東南アジア、南アジアで発生が認められます

が、日本でも九州地方で発生し、被害がでたこと

があります（図！〉。この二つのウイルスの核酸

を解析し，遺伝子を比較した結果を紹介します。

　　　　　　　　　レ
　　　　　　　餌

　　　　筆餅』

　　　　◇、罐∵

図1　アジアの稲作地帯におけるRGSVの発生分布

　　　　　肇：RGSV　　　　　命：RSV

（2）RS　VとRG　S　Vのゲノム構造

　RSVのゲノムは、4本の分節RNAから構成

されていますが、このうち一番長いRNA1には、

ウイルスRNAの複製酵素であるRNAポリメラ

ーゼがコードされています。このRNA　lを除く

．6、麗

3分節には、それぞれ二つの蛋白質の遺伝子が

存在しており、遺伝子の一つはウイルスRNA

の配列上に、もう一つはウイルスRNAの相補

的配列上にコードされています。このようなコ

ード様式を持つRNAは、アンビセンスRNA
と呼ばれており、テヌイウイルスのゲノムに共

通する特徴の一つです。テヌイウイルス以外で

アンビセンスRNAを持つウイルスは、ブニヤ

ウイルス科とアレナウイルス科のウイルスに限

られており、かなり特殊なコード様式といえま

す（図2〉。
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図2　RSV及びRGSVゲノム構造の模式図
左の数字は、RNAの番号を示す。ウイルス鎖のRNAは、

黒色線で、ウイルス相補鎖は、灰白色で示す。右端の

数字はRNAの塩基数。各RNA分子上の蛋白質の遺伝子

を長方形で示し、同色の長方形は対応する遺伝子であ

ることを示す。

Pol　　　：RNAホ。リメラーゼ

N　　　＝核酸を包む外皮蛋白質

NSmajorl感染特異蛋白質

　RSV、RGSV以外にトウモロコシストラ
イプウイルス（MSpV）、イネオーハーブラン

カウイルス（RH　B　V）の二つがテヌイウイル

スとして分類されていますが、いずれのウイル

スのゲノム構造もRSVとよく似通っています。

RHBVは、4分節からなり、ゲノム構造は
R　S　Vと同じですし、MS　p　Vは5分節ですが、



蛋白質の遺伝子を一つコードする低分子量の

RNA5を除くとRSVと類似の構造を持って
います。対応する蛋白質のアミノ酸配列の相同

性（一致するアミノ酸の割合）でもRSV、RHBV、

MSpV間では、40～70％と高く、これら3種
は近縁のウイルスであることがわかります。

　RGSVは、6分節のRNAをゲノムとして

持っています。このうち、RNA3とRNA4
は、他のテヌイウイルスには存在しない固有の

分節RNAです。RGSVの6分節はすべて、
アンビセンスRNAであり、R　S　Vと比較して、

5種類も多くの蛋白質の遺伝子をコードしてい

ます（図2）。RNAポリメラーゼは、RNA1

にコードされており、RSVのポリメラーゼと

の相同性は38％と比較的高い値を示します。し

かし、RGSVと他の3種テヌイウイルス間の、

ポリメラーゼ以外の蛋白質の相同性は、20～

30％とかなり低く、RGSVは、他の3種のテ
ヌイウイルスとは類縁性が低いと考えられます。

現在RG　S　Vは、RS　V、MS　p　V、RHBV
の3種と同じテヌイウイルス属として分類され

ています。しかし、RGSVは他の3種のウイ
ルスとゲノム構造が大きく異なり、遺伝子の類

似性も低いことから、RGSVの分類について

は、再度検討する必要があると考えています。

（3）テヌイウイルスの進化

　テヌイウイルスは、植物ウイルスですが、動

物ウイルスであるフレボウイルスとの間で、ゲ

ノムにコードされている蛋白質に相同性が見ら

れます。特にRNAポリメラーゼの相同性は、

非常に高く、テヌイウイルスとフレボウイルス

は、同じ祖先から進化したものと考えられてい

ます。RSVとRGSVのRNA2にコードさ
れている分子量の大きい蛋白質は、フレボウイ

ルスの粒子の膜構造の蛋白質と類似しています。

しかし、テヌイウイルスの粒子は、膜構造を持

っていません。この蛋白質の遺伝子の役割は今

のところ不明ですが、テヌイウイルスの祖先ウ

イルスは膜構造を持っており、その膜蛋白質遺

伝子が何らかの必要性から保持し続けられたも

のだと考えられます。

　図3は、ゲノムにコードされている2種類の

蛋白質の相同性をもとに作成した系統樹です。

祖先ウイルスからフレボウイルスとテヌイウイ

ルスに分岐した後、4種のテヌイウイルスのな

かでRGSVは早くに分岐し、他のテヌイウイ

ルスとは異なる独特のゲノムを持つように進化

したものと思われます。

　RGSVの媒介虫であるトビイロウンカは、

イネ単食性で他の植物では生育することができ

ません。これに対して、RSVを媒介するヒメ

トビウンカは、イネの他、麦類やイネ科雑草な

ども寄主としており、R　S　V自体も20種以上の

イネ科植物に感染、増殖することができます。

RGSVが独自のゲノム構造を持つように進化

を遂げたことには、トビイロウンカーイネとい

う、閉じられた環境下に置かれたことが関係し

ているかもしれません。
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図3　最大節約法によるテヌイウイルス、フレボウイルス、トスポ

　　ウイルスの系統樹

外皮蛋白質、膜蛋白質（フレボウイルス、トスポウイルス）、RNA2の3，
端にコードされる蛋白質（テヌイウイルス）の配列から作成した。

PUTV、RVFV、UUKV：いずれもフレポウイルス属の一種
TSWV　lトマト黄化えそウイルス（ブニヤウイルス科トスポウイルス属）

（4）おわりに

　これまでR　S　V、RG　S　Vのゲノム解析を進

めてきましたが、遺伝子のコード様式やウイル

ス粒子を構成する蛋白質の遺伝子については明

らかにできたものの、その他の蛋白質の機能に

ついてはよくわかっていません。RSVの場合、

ゲノムにコードされている7種の蛋白質の内、

機能等の情報があるものは、わずか3種にすぎ

ません。今後は、これら蛋白質のウイルスの感

染・増殖における役割についても検討を行って

いく予定です。

（寄生菌動態研究室　高橋真実・元微生物管理科

上席研究官　鳥山重光）

　系統分析は、調査計画研究室の三中信宏氏の協力によりお

こなわれました。
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　　and　thinking　of　our　future

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

イメージしている。また、NIAESという当所の英語略称を茶色で描くことで土をイメージしている。あ

わせて、農業環境の対象領域を表している。
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加藤　英孝 環境資源部 アメリカ 米国土壌学会2000年度大会に出席 Hl2．11．4 科技庁

～Hl2．11．11 重点基礎

鈴木　克拓 環境資源部 アメリカ 米国土壌学会2000年度大会に出席 Hl2．11．4 科技庁

～Hl2。11．11 重点基礎

小原　裕三 資材動態部 アメリカ 2000年度臭化メチルの代替技術と放出抑 H12．11。5 研究交流促進法

制に関する国際研究会議に出席 ～Hl2。11．9 第5条

藤井　義晴 環境生物部
、
’
不

パーノレ ヒマラヤの薬用植物資源の保護と利用に関す H12．11．5 研究交流促進法
るネパールー日本合同シンポジウムに出席 ～H12．11。12 第5条

美濃　伸之 環境管理部 韓国 環境デザインに関する国際集会に出席 Hl2．11．9 研究交流促進法

～H12．11．13 第5条

井上　　聡 環境管理部 アメリカ 第8回地球変動ワークショップに出席 Hl2．11．12 要請出張

～H12．ll．17 国立環境研究所

谷山　一郎 環境資源部 オーストラリ 西オーストラリアにおける砂漠化防止・植生 Hl2．11．13 環境庁

ア 回復に関する要素技術の体系化に関する研究 ～H12．11．18 地球環境研究
総合推進費

David 環境管理部 アメリカ アメリカ人類学会第99回大会に出席 Hl2．ll．15 研究交流促進法
Sprague ～H12．11．20 第5条

浜崎　忠雄 環境資源部 フィリピン 「フィリピン農民参加によるマージナルラン Hl2．11．20 JICA
ドの環境及び生産管理計画」に係わる短期専 ～H12．11．30
門家派遣

宮田　　明 環境資源部 アメリカ 地球環境変化に伴う北極域陸域生態系の温室 H12．11．20 科技庁

効果ガス収支の変動解明とデータの統合化に ～Hl2．11．26 国際共同研究
関する研究 （二国間型〉
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氏　　名 所　　属 出張先 活　　動　　内　　容 期　　問 備　　考

谷山　一郎 環境資源部 マレーシア、 アセアン各国で行われる農業の多面的機能に H12．ll．26 要請出張
ベトナム、 関する調査研究に対する調査・指導 ～H12．12．7 アセアン事務局
ブルネイ

伊藤　一幸 環境生物部 台湾 雑草の多様性に関する国際シンポジウムに H12，11．27 研究交流促進法
出席 ～Hl2．12，1 第5条

江口　定夫 環境資源部 ニュージーラ ニュージーランド土壌科学学会／オーストラ H12．12，2 科技庁
ンド リア土壌科学学会2000年会議出席 ～H12．12．13 重点基礎

守屋　成一 環境生物部 カナダ アメリカ昆虫学会2000年次大会に出席 H12．12．2 科技庁

～Hl2．12．13 重点基礎

斉藤　元也 環境管理部 台湾 第21回アジアリモートセンシング会議に出 Hl2，12．4 研究交流促進法
席 ～Hl2．12．9 第5条

小川　茂男 環境管理部 タイ タイ国ランパチ川における流域荒廃の因果連 Hl2．12．10 要請出張

鎖の解明とその農林工学的修復 ～H12．12．18 筑波大学

富田　淳志 環境管理部 タイ チャオプラヤーデルタ会議に出席 Hl2．12，11 研究交流促進法

～H12．12．15 第5条

小林　和彦 環境管理部 アメリカ CO2倍増時の生態系のFACE実験とモデリ Hl2．12．13 要請出張
ング ～Hl2．12．22 科学技術振興事

業団

大黒　俊哉 環境生物部 中国 中国西部開発と環境保全に係わるワークショ Hl2．12．17 要請出張
ツプに出席 ～H12．12．20 OECC

原薗　芳信 環境資源部 アメリカ 地球環境変化に伴う北極域陸域生態系の温室 Hl2．12．21 科技庁

効果ガス収支の変動解明とデータの統合化に ～H12．12．26 国際共同研究

関する研究 （二国聞型）

高橋　正史 企画調整部 アメリカ 地球環境変化に伴う北極域陸域生態系の温室 H12，12．21 科技庁

効果ガス収支の変動解明とデータの統合化に ～H12．12．26 国際共同研究

関する研究 （二国間型）

簸暫研罪、鼻

（H．12．10～12）

氏　　名 所　　　属 滞在する研究室 課　　　　題　　　　名 期　　　間

長谷部匡昭

石栗　陽一

滋賀県農業試験場

青森県りんご試験場

微生物特性・分類研
究室

昆虫行動研究室

細菌の分類・同定及び特性の解明

りんご害虫の行動特性の解明

H12．10．2

～Hl2．12，28

H12．11．1
～H．13．1．31

襲 蕪衡叢饗噸
（H．　12．　10～12）

氏　　名 所　　　属 滞在する研究室 課　　　　題　　　　名 期　　　間

田中　悠輔 長岡技術科学大学 土壌微生物利用研 有機塩素化合物分解菌の遺伝子解析 H12．10．1
究室 ～H13．1．31

Estela　A． 筑波大学大学院 植生生態研究室 ALS阻害除草剤抵抗性雑草の抵抗性検定 Hl2．10．2
Blancaver 及びALS遺伝子の解析 ～Hl3．3，31

許　　在明 韓国国立植物検疫所 昆虫分類研究室 バーク・ビートル（ナガキクイムシ科と H12，10．23

キクイムシ科）の同定手法に関する研修 ～Hl2．11．5

洪　　基正 韓国国立植物検疫所 昆虫分類研究室 バーク・ビートル（ナガキクイムシ科と Hl2．10．23

キクイムシ科）の同定手法に関する研修 ～H12．11．5
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醜技・術講習ブ．
（H．　12。　10～12）

氏　　名 所　　　属 滞在する研究室 課　　　題　　　名 期　　　間

鍾　　文禽 筑波大学大学院 微生物特性・分類研 マメ類さび病菌の微量DNAのnested一 Hl2．11．1
究室 PCRによる増幅とシークエンス解析手 ～H13．2．28

法の習得

箕浦　和重 名古屋植物防疫所 昆虫分類研究室 植物検疫等で発見されたアザミウマ目昆 Hl2．11．13

虫の同定技術習得 ～H12．12．12

加藤　公道 福島県果樹試験場 土壌物理研究室 ナシ園土壌の不飽和透水係数測定と養水 Hl2．11．13

分動態量の算定 ～Hl2．11．17

脇坂　政幸 福岡県工業技術センタ 他感物質研究室 木材抽出成分のアレロパシー作用の評 Hl2．11．15

一インテリア研究所 価、解析、各種分析法 ～HI2，12．11

堀元　栄枝 新潟大学大学院 他感物質研究室 マメ科牧草、ヘアリーベッチ前作圃場に H12．12．1
おける雑草抑制機構 ～H13，3．31

下田　武志 生物系特定産業技術研 天敵生物研究室 天敵を用いた害虫の総合防除 H12．12．1
究推進機構 ～H13．2．28

倉田　　斉 東京農工大学 影響調査研究室 質量分析室でのEA－MASS及び周辺機器 H12．12．25
の使用 ～Hl3、3．31

秋田　佳子 東京農工大学 影響調査研究室 質量分析室でのEA－MS圃場の使用 H12．12，25
～H13．3．3！

静噸鯉麹勲輪
　　　　（H．　！2。　IO～12）

氏　　名 所　　属 種　　類 滞在する研究室 課　　　題　　　名 期　　間

Mohammad バングラデシ STAフェローシ 気象特性研究室 気象学的手法による農業生態系一 H12．10．1
A．Baten ユ農科大学 　oヅフ 大気間の温室効果ガス交換の評価 ～H14．9．30

HanYong 中国科学院土 特定交流共同研 情報解析・システ CO2倍増時の生態系のFACE実験 H12．10，22

壌科学研究所 究費 ム研究室 とモデリング ～H12．11．4

TohruSaito アラスカ大学 科技庁外国人招 気象特性研究室 地球環境変化に伴う北極域陸域生 H12．10．23

国際北極圏セ へい 態系の温室効果ガス収支の変動解 ～H12．11．21
ンター 明とデータの統合化

楊　　宗興 東京農工大学 客員研究員 影響調査研究室， 森林生態系に負荷される窒素の窒 Hl2．10．25

素安定同位対比の解明 ～H，13．3。31

陳　　金華 重点研究支援 派遣研究員 計測情報科上席研 リモートセンシング技術の高度化 H．12．11。1

協力員事業 究官 による陸域植物生産量の推定 ～H．13．3、31

Huiru 中国林業科学 環境庁外国人招 環境立地研究室 砂漠化防止技術の適用に基づく土 H．12．12．5

Zhang 研究院資源信 へい 地利用計画手法に関する研究 ～H12．12．18
息研究所

Tonghui 中国科学院寒 環境庁外国人招 環境立地研究室 砂漠化防止技術の適用に基づく土 H12，12．6
Zhang 区早区環境与 へい 地利用計画手法に関する研究 ～H12．12．25

工程研究所

Jin－Ju 中国中日技術 JICA個別研修員 昆虫管理科 作物栽培r昆虫管理と環境保護j Hl2，12．11

Wang 協力実施管理 ～H12、12．28
事務局

Deug－Soo 韓国群山工科 STAフェローシ 気象特性研究室 チャンバー法による農耕地の微量 H12．12．13

Kim 大学 　0ツフ 気体フラックス観測と微気象学的 ～H13．1．31
手法との相互比較
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