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中国内モンゴル自治区内のホルチン草地の長閑な草原景観（上）と荒涼とした砂漠化景観（下）
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地域生態系の管理

　　　　高橋文敏　　（環境管理部長）

　21世紀を目前に

して，rあなたに

とっての20世紀の

トピックスはなに

か？」といった特

集番組や特集記事

がテレビや新聞を

にぎわせ，いろい

ろな視点からの評

価がなされている。rあなたにとって20世紀で印

象に残っている1枚の写真は？」と問われたと

きr月から出る地球の写真（Earth　rise）」と答

える人も多いだろう。

　1969年にアポロ11号が人間を月に運んだ。公

害問題や自然保護論争が盛んな頃でもあった。

r自然とは何か」ということが議論され，「自然

保護とは何か」も議論された。自然に対して人

間が手をつけるな，という論調も多く，今でも

その傾向は残っている。

　しかし，月は自然そのままのもので，無機的

な自然そのものが手つかずで継続している世界

であった。アポロ8号が月の裏から撮影した水

色の地球は無機的な月面と漆黒の宇宙の問に浮

いている生命体であり，隔絶されたr宇宙船地

球号」は有限の系であることも示していた。

　人間と自然とのかかわりを振り返ると，まだ

人間のエネルギーの使用がわずかで，人間が自

然へ働きかける行為も限られていたころは，自

然のなかに人問も活かされていた。しかし，近

代の人間は，自然を征服すべき対象として開発

を進めてきた。生態系を考えるとき，人間もそ

の生態系のなかで生き，良くも悪くも人間が生

態系に影響を与え・与えられていることを時々

忘れているらしい。

　手つかずの自然は少なくなった。しかし，そ

の一一方で人間が自然に長年働きかけることで作
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られた系がある。かつての落葉採取林，薪炭林，

農用林などとよばれる里山の二次林や農家林

（以下，里山林）がそうであり，地域固有の農業

生産体系によって作られた系もそうである。こ

うした系は人間の生産活動とのなかで独自の景

観を持つようになった。

　元来，里山林は木材生産の場としてよりも農

業生産を維持するための存在意義を持っていた

と考えられる。人間の活動，食糧生産を規定し

ていたのは農地の規模・生産を支える肥料供給

源としての里山林で，そのサイズと生産量とが

一定の関係で折り合いがついて，それを維持す

ることで土地利用が継続され地域独自の景観

（土地利用の生み出すランドスケープパターン）

ができた。そうした里山林が，木材価格の上昇

によって林業的な木材生産の場として広葉樹林

から人工林へと転換が図られたが，木材価格の

低迷とともに木材生産基地としての価値は低下

した。木材生産を中心とした林業の視点からは

そうかもしれないが，農業サイド，水系のサイ

ド，都市住民のサイドからから見たとき，農業

地域に存在する里山林は，木材生産機能だけで

はなく多くの機能・価値を持っている。

　人間の生活や生産活動との関わりを含め，地

域・流域を対象にして農地・林地・水系を一体

的に捉えようとするとき，それぞれを独立の系

として捉え，その系のなかの仕組みを把握する

ことも，むろん必要である。それに加えて対象

とする範囲を地域や流域に広げていったとき，

個々の系だけではなく系間の結びつきや相互の

働きかけ，個々の系の持つ機能が全体のなかで

果たしている役割，個々の系の機能の向上・低

下が全体に及ぼすプラス・マイナスの可能性を

検討していくことが重要である。そうしたとき

に農業の時間，森林・林業の時問，自然生態系

を構成する生物の時間，あるいは水系や大気系

を含めた空間的な広がりを重層的にとらえ，そ

れぞれの系を具体的に結びつける研究が，これ

からの生態系の管理を考えるために必要である。



3．

㌧サ

発展途上国が直面する砂漠化に関

する国際シンポジウムに出席して

今川俊明（環境立地研究室）
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　1999年10月6日，7日に中国科学院蘭州沙漠

研究所の創立40周年式典の一環として，蘭州市

でr発展途上国が直面する砂漠化に関する国際

シンポジウム」（IntemationalSymposiumon

DesertificationFacing　Developing　Countries）が開催

された。

　蘭州市は中国中北部，標高約1，500mで黄河の

河谷に東西に細長く広がる人口約170万人の街

で，敦煙への空路中継点として知られている。

　今回のシンポジウムに参加したのは，私たち

が蘭州沙漠研究所と中国の砂漠化に関して既に

10年近く共同研究をしていることに加えて，私

の研究室に95年2月から科学技術特別研究員とし

て1年半滞在した王濤氏が，弱冠40歳で（現在

の中国では決して珍しくはないが）現在所長代

行を務めてることから，友人として少しでも彼

を盛りたてることができればという理由からで

あった。

　参加者は，シンポジウムのタイトルから蘭州沙

漠研究所と少なからぬ交流をもつインド，パキ

スタン，イラン，マリ等のアジア・アフリカ諸

国を予想したが，結果的にはドイヅ，アメリカ，

イスラエル，アルゼンチン，日本と地元中国か

らの約30名であった。旅費等が自己負担であっ

たことが最大の要因であったようで，ここに現

在の砂漠化間題の解決を難しくしている一面を

垣間見た思いであった。

　シンポジウムでは，王濤所長代行の基調講演の

後，蘭州沙漠研究所との砂漠化防止に関する共

同研究の成果として，ドイツのヤッケル教授が

タクラマカン砂漠，私と筑波大学の石敏俊助教

授がホルチン沙地の例を紹介した。アルゼンチ

ンのゴンザレス女史は衛星データを用いた地域

的な干ばつの探知手法を，イスラエルのカッツ

アー教授がイスラエルの乾燥地農業について報

告した。また，アメリカのムァト教授は環境影

響評価モデルを用いた砂漠化評価手法を紹介し

た。さらに，国連砂漠化条約に対する中国の対

応や今後の活動方針が事務局の林業部から紹介

された。この他，蘭州沙漠研究所の若手研究者

が最近の研究成果を発表した。

　その中で，ムアト教授の土壌・植生・気候・

放牧圧データを統合した砂漠化評価モデルは，

ホルチン沙地の仕事に適用することが可能で大

変興味深かった。また，イスラエルの砂漠の乾

燥と豊富な太陽エネルギーをいかして，適切な

水管理で農業生産を高めているという報告は視

点が違って興味を引かれたが，発展途上国での

適用は難しいといわざるを得なかった。

　今回のシンポジウムは，参加国の関係でテー

マの焦点がやや逸れた感はあったが，蘭州沙漠

研究所と何らかのつながりをもつ研究者が集ま

ったということでは，遠慮気がねのない議論が

できたこと，今後互いに連絡を取り合うことを

確認できたことは有意義であった。

　最後に，私の中国訪問も13回目となり，行く

度に北京などの都市域の発展，変貌には目を見

張らせられるが，砂漠化域での調査環境は決し

てよいとはいえない。そのような中，既に約20

年中国に通っているというヤッケル教授が雑談

の中で，r調査を終え，帰国するときは二度と来

るものかと毎回思うが，今回で14回目になって

しまった。」という含蓄ある発言に，なぜか納得

してしまった。
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気象情報と作物モデルによる水稲生育

過程リアルタイム推定システム

冷害年は例外年ではすまされぬ！

　1993年東北地方を襲った冷害による水稲の大

幅な減収は，農業だけでなく社会的にきわめて深

刻な間題を引き起こした。統計的に見れば，大冷

害はたしかに例外的に起きる現象である。しかし

ながら，科学技術が大きく進歩した今日において

も被害の程度は甚大であり，あらかじめ冷害に備

えておくための研究や技術開発の必要性が，この

大冷害を機に再確認された。ここで紹介する研究

は，このような冷害問題に早期に対処し，被害軽

減対策に資するために実施されたr冷害予測プロ

ジェクト」の一環として行われたものである。

水稲生育過程IJアルタイム推定システムの概要

　各種気象情報と作物モデルを有機的に統合する

ことによって，リアルタイムで水稲の生育ステー

ジ等の分布が推定でき，収穫期において収量の分

布が推定できるr水稲生育過程リアルタイム推定

システム」を開発した。図1にシステムの概要を

示す。本システムの中で，中心部分となるのが，

水稲の生育過程をシミュレートするr水稲生育・

収量推定モデル」である。アメダスデータや国土

数値情報などをもとに，地形因子解析法により日

平均気温分布を求め，気象衛星ひまわり画像など

をもとに，アルベド値を利用した地上日射強度推

定法により日積算日射量の分布を求める。これら

の気象データを，水田分布データや作付時期デー

タなどとともに，r水稲生育・収量推定モデル」

へ入力する。モデルから出力される生育ステージ

や収量などの空問分布推定値は，統計情報部から

提供される実測値を用いて検討を行い，不都合な

場合はフィードバックしてモデルパラメータなど

の部分的修正を行った上で再計算を行う。計算結

果は画像ファイル形式に変換し，見やすい形に整
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理された上で表示される。計算区画1つの大き

さは，国土数値情報等で用いる3次メッシュ

（約lkm四方）である。

アメダスデータ
国±数値情報

重回帰モデル

気象衛星
ひまわり画像

日射量推定モデル

　　　日平均気温分布　　　　　　日積算日射量分布

　　　　　　　　　　　　／

塵劉一・擢響・

出穂日・不稔歩合・収量等の推定値分布

　　　↓

冷害年における対策
平年における収畢予測

図1　水稲生育過程リアルタイム推定システムの概要

広域的な水稲の生育状況を一目でとらえる

　冷害年（1993年）における東北地方6県の実

測収量と，本システムを用いて推定した収量の

関係を図2に示す。実測収量は24作柄表示地帯

における実測値を用いた。また，推定収量は各

作柄表示地帯に属する水田の計算収量を平均し

て求めた。この図から，冷害年における収量の

大幅な低下が，r水稲生育過程リアルタイム推定

システム」によってかなり良く再現できている

ことが解る。寄与率もO．86と高く，相関係数で

は約0．93となる。平年値を推定する場合と異な

り，データのレンジが大きく，またr水稲生

育・収量推定モデル」に組み込まれた効果が機

能することもあって，冷害年のような収量が大

きく変化するような場合に，本システムは非常

に有効であることが明らかになった。ただし，

作柄表示地帯によっては，かなりの収量推定誤

差が生じてしまう所もあり，実際の適用場面で

は地域の特性などを考慮して，注意深く　r水稲

生育過程リァルタイム推定システム」からの出

力を見なければいけない。本システムの特長は，

r気温分布推定法（菅野，1997）」，r日射量分布

推定法」，r水稲生育モデル（Yajima，1996）」

等を，データの流れを軸として，1つのシステ
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ムに統合した点にある。従来は，日平均気温と

日積算日射量に，アメダスデータや気象官署デ

ータ等から求めた値を用いていたが，本システ

ムでは気象衛星ひまわり画像や国土数値情報を

加味して高精度に推定した値を用いる。
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図2　冷害年（1993年）における実測収量と

　　　　　　　　　　　　　　推定収量の関係

　その他，本システムでは，気温分布データと

日射量分布データの構造と書式を，画像データ

との互換性が高く，リアルタイムでの高速処理

に適した形式にした。r水稲生育・収量推定モデ

ル」の本体は，リアルタイムでの大量データ処

理を考慮して，ワークステーション上に構築し

た。収穫時期までの気象データを入力すること

で，収量推定値や不稔歩合等の分布を即座に計

算し地図上に出力する。収穫時期までの気象デ

ータを用いて，本システムによって推定した東

北地方6県の1997年の収量分布を図3に示す。

r水稲生育過程リアルタイム推定システム」が開

発されたので，国の行政部局や地方自治体の農

林行政などにおいて水稲の生育診断や予測を行

う際に活用できる。

残された問題点

　本システムの精度を向上しつつ，より利用し

やすくするためには，以下にあげるような点に

留意して，今後の研究を実施していく必要があ

る。

1）r水稲生育・収量推定モデル」のアルゴリズ

蝿

認
聖

　，鱒一
．樋・・

推定収量1997年
　（kg／10＆）

　　　一200

　　　200－300

□300－400
踵睡　4・・一5・・

　　　500　600

　　　　600

図3　水稲生育過程リアルタイム推定システムにより

　　得られた1997年の推定収量分布

ムやパラメータをより現実の現象にそったもの

に改良し，推定精度を向上すること。

2）気象衛星rひまわり」の画像について，上

質の画像を迅速に入手する手段や，日積算日射

量推定手法の改良。水稲生育情報が，より迅速

に入手できるような方法の開発。

3〉収量などの推定値を公開する場合，計算条

件などについてわかりやすく示すとともに，誤

って使われないようにするための方法などにつ

いても検討を必要とする。

　　　　　　　　　大気生態研究室　川島茂人



寒天を使用した「サンドイッチ法」に

よる植物の葉から出る他感物質の検定

はじめに

　他感作用（アレロパシー）を実証するためには

特異的な検定・証明法が必要である。すでに，根

から滲出する物質による作用を検定するrプラン

トボックス法」を開発し，混植時の他感作用の検

定に用いている　（農業環境成果情報8）。一方，

葉から浸出する物質による作用は，落葉マルチや

被覆植物による雑草抑制，樹木下草への影響など

に関与する。従来，葉から水や有機溶媒で抽出す

る方法が行われてきたが，このような方法では実

際に作用していないものを検出する恐れがある。

そこで，自然な状態で葉から浸出する物質による

作用を検定する手法を開発した。この手法を用い

て，広く日本および世界の植物の他感作用を比較

検証し，強い作用を持つ植物の探査を行った。

1　背景と目的

　自然界において，他感作用が示唆される現象が

数多く報告されているが，その多くの場合は，作

用経路まで解明されたとはいえない。他感作用の

作用経路は，大きく分けて，（1）根からの滲出

（exudation），（2）葉やリターからの溶脱

（leaching），（3）葉などからの揮散（evapora－

tion）の3つがある。これらの作用経路を意識し

た検定手法の開発が重要である。すでに，根から

の滲出については，プラントボヅクス法を開発し

た。今回は，作用経路（2〉の葉からの溶脱を特

異的に検出する手法の開発を行った。

　仮説として，同様の形態で同量の落葉が蓄積し

たとき，光の遮蔽や水分条件等の物理的要因以外

に，化学物質による他の植物の発芽・生育への影

響がある場合を想定した。

　具体的には，実験室内で落葉・落枝からの化学

物質の放出を，物理的要因を排除して測定する試

みとして，落葉を寒天培地にサンドイヅチ状に包

埋し，この上で検定植物を栽培することによって，

6
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通常下へ溶脱（浸出）される物質を，上へ移動

させ，そこに栽培したレタス等の検定植物の生

育に及ぼす影響を調べることによって，他感作

用を特異的に検出しようとするものである。

2　サンドイッチ法の開発

2－1　材料と方法

　材料は，主として樹木，および一部の作物・

雑草の落葉・落枝を対象にした。自然に落ちた

枯葉で，できるだけ新鮮なもので，自然な落葉

時期である秋（ll月～12月）に採取したものを供

試した。用具は，ヌンク社製の6穴の組織培養

用マルチディッシュを用いた。落葉広葉樹の落

葉量は樹種によらず一定であり，1ヘクタール

あたり，年間でほぼ3トンであることが分かっ

ている。そこで，寒天によって包埋する葉の量

は，50mg／IOc㎡／10mlとした。なお，針葉樹の

落葉量はその約2倍，熱帯多雨林では，約3倍

であることから，これらの葉では倍量のIOOmg

でも調べた。まず落葉を秤量し，ディッシュに

入れ，オートクレーブ後，45℃とした寒天5ml

を添加して葉を浮かせた状態でゲル化させた。

その上に，更に5mlの寒天を加えて葉をサンド

イッチ状に重層包埋した。検定植物としては，

主としてレタス（GreatLakes366）を用いたが，

他の検定植物でも調べた。

2－2　ゲル支持体の検討

　サンドイッチ法に用いるゲルを決定するため

に，ます，寒天，ゼラチン，粘土，デキストラ

ン等をゲル支持体として比較検討した。その結

果，寒天がもっとも生育阻害がなかったこと，

透明であり根の観察が容易であること，最も低

い濃度でゲル化すること等の優れた特性を持っ

ていたので採用した。なお，活性炭の寒天ゲル

ヘの添加により，さらに根の伸長がよくなるこ

とから試験に用いた寒天にはなお微量の不純物

を含むことが示唆される。

2－3　寒天濃度の検討

　用いる寒天の濃度を，O．25％～2．5％の範囲

で検討した。寒天濃度がO．5％以下では，ゲル強

度が弱く，軟弱な寒天となるため濃度はこれ以

上とした。0．5％～2，5％を比較した結果，

0．5％（W／V）が最がも良かったので，この濃度に

決定した。温度条件は，これまでのレタスの試

験と同様，25℃暗黒下とした。
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2－4　測定時間の決定

　確立した条件で培養したときの測定時問の決

定を行った。すなわち，幼根と胚軸の伸長を吸

水開始後，経時的に測定した結果，幼根伸長は，

1．5日～2．5日，胚軸伸長は，2．5日から4．5日

が直線関係にあることがわかったので，吸水開

始後2．5日（60時間）に測定することにした。

2－5　検定植物の検討

　レタス以外に，アカクローバ，キュウリ，イ

ネ，ソルゴーを用いて，植物種による感受性の

違いを検討した。まず，これらの検定植物の最

適温度と検定期間を調べた結果，レタス，アカ

クローバ，ソルガムでは20℃3日，イネは25℃

4日，キュウリは20℃4一日が最適であった。表

1に5種の検定植物を用いた雑草類の検索結果

を示す。主成分分析の結果，レタスを用いた検

索によって作用の強い植物を大まかに抽出でき

ることが分かった。

表1　5種の検定植物を用いたアレロパシー植物の検索

検　定　植　物

植物名　レタスクローバキュウリイネソルゴー
ワサビダイコン

ハルガヤ

カタバミ

シャクヤク

カンナンニッケイ

ケンポナシ

オオハンゲ

イシミカワ

ヅノレドクダミ

ヒメスイバ

ナギ

クズ

クララ

イスノキ

ベニマンサク

メギ

ヨウシュウヤマゴボウ

ヤブラン

43

21

9
46

34

49

48

12

49

10

37

48

48

35

23

12

47

18

79

82

34

74

81

52

60

17

75

7
54

76

66

74

32

33

57

44

42

48

61

90

83

33

89

82

73

80

78

71

77

101

75

44．

85

44

63

73

61

68

91

61

86

60

95

67

17

58

79

111

45

91

　9

19

44

57

56

80

64

78

37

41

79

46

38

64

37

64

70

47

31

37

注）数値は幼根伸長の対照区（水）に対する％

　クローバはアカクローバ、レタスはグレートレークス366

2－6　サンドイッチ法の確立

　以上の結果，確立された検討手法を図1に示

す。また，写真1に実際に検定している様子を
示す。

o o o
o o　　　　　　o　「

o
，

o o o
♀

o
O　　　　o o o o o O

基本的な検定手順

①落下直後の落葉を採取し，60℃で一夜乾燥する。

②50mgを切り取リ，径35mmの6穴マルチディッシュに入れ
　る。

③0．5％の低温ゲル化寒天5認を添加し葉を表層に固定する。

④固化後更に5m¢を重層して寒天で葉をサンドイッチにす
　る。

⑤固定すべき植物種子を最適数置床し，最適温度で検定する。

　レタスの場合，5粒を置床し，20℃暗黒条件で60時間培
　養する。

図1　サンドイッチ法による検定法

3　サンドイッチ法を用いた検索結果

　これまでにこの手法を用いて，400種以上の植

物の落葉・落枝を対象に検定してきた。その結

果の一部を表2に示した。

　発芽を阻害する強い活性を持っていたのは，今

回調べた中ではレモンユーカリであった。これ

らは，ディッシュ内に50mgの葉を入れて揮発性

物質のみの作用で検定しても強い発芽・生育阻

害が見られた。レモンユーカリの他感作用や作

用物質の一一部についてはすでに報告されている。

この他に，有力な植物はCocc1ηia，レモングラス，

デリス，グリシジア，ウパス，キンマ，
Sandrfcロ』mなど薬用植物，有毒植物として知ら

れるものが多かった。



表2　東南アジアで採取した植物葉のアレロパシー活性

　　　　　　　　　　　　　　　　（上位のみ）

学名（一般名） 幼根長下胚軸　採取国

E礁認yμ雌C漉∫040耀（レモンユーカリ〉

Cocc’n∫αgrαn41s（紅爪）

Cylnわopogon61∫7αオ螂（レモングラス）

1泥7r’s56侃48n5（デリス）

B召gonlα97αn読S（シュウカイドウ）

Acωα削9伽

pψ6rわ2≠6’（キンマ）

1〉召1加n如01召雌c6α（ミズオジギソウ）

Tαmαガn4鰐尻のcα（タマリンド）

ノ〉αn4∫nα40燗8s言∫cα（ナンテン）

Pα面nsonぬα6麗16α緬

P6」オ0卿07配η2μ670C卿泥η2

PψαSα朋6nrOS泥溺

Sαn40r16雄n々06加ρ6（セントール）

L蜘灘hlnεn51s（クコ）

Z）losco78αhlspl4α（ガドング）

PO1‘0ρho耀加n6耀

1n漉g確7αオin6砂7∫α（ナンバンアイ）

Eμc躍y穿硲c加6泥α（銀葉丸葉ユーカリ）

GJか’6’φα∫10π加n4α

T〃μ彪ηz8ε∬〃θ

Eッh枷α躍加溺加翻3（デイゴの類）

Sαn4r’c雄nた06σαρ8（セントール）

A砺ziαセわ加罐（ビルマネム）

Cα551α万s擁α

Sεsわαη如grαη4耀o辺（シロゴチョウ）

B’s6hφαノαvαn’6α（アカギ）

Lαg8醜ro6〃παガorめ扉nゴα（ミソハギ類）

Po加々hlα撒伽α

鋤osp6r溺配灘αxl伽6

1弛如n㍍r6g如（ホウオウボク）

Gり痂o翅α36がμ〃パグリリシジア）

An加7如砂x必αr諭（ウパス）

A6α6如力燗8n部αnα（キンゴウカン）

A4αn80n彪読9加薦（バオバブ）

L6鷹α6nα16曜08εph躍α（ギンネム）

Cα65αψ∫ηiαsαPPαn（スオウ）

A耽彪溺y吻ρh卿

Anηonα39μα溺03α（バンレイシ）

∠）曜αn如泥p6n3（タイワンレンギョウ）

O

O

O

O

2

2

3

3

3

4

4

6

6
7

7

8

8

9

9
9

10

10

10

10

10

11

12

12

12

12

13

13

14

14

14

14

15

16

16

17

0

0

0

0

0

4
18

4
26

11

22

39

19

8
24

22

！6

35

9
68

14

28

30

37

23

45

86

46

56

10

81

1
12

36

67

94

20

49

35

51

日本

Thailand

Thailand

Thailand

日本

Thailand

Thailand

Thailan（i

Thailan（i

日本

Thailεln（i

Thailand

Thailan（i

Malaysia

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

日本

Thailand

日本

Malaysia

Thailand

Thailand

Thailan（i

Thai里and

PhilipPines

Malaysia

Thailand

Thailan（i

Thailand

PhilipPines

Thailan（i

Malaysia

PhilipPines

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Thεしiland

注）検定には感受性の高いレタス（Great　Lakes366）を用いた・
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　一般に，ブナ科など落葉広葉樹の活性は弱く，

ヒマラヤシーダー，セコイアなどの針葉樹，デ

イゴ，ギンネム，ムクナなどのマメ科植物，マ

ンゴー，アブラギリ，ゴムノキ，ムクゲ，コー

ラ，コーヒー，インドボダイジュ，オンブ，ベ

ニノキなどの熱帯産植物から強い活性が検出さ

れた。この他にもアベマキ，ハナミズキ，スダ

ジイ，クリ，ハウチワカエデ，フウ，プラタナ

ス，アカメガシワ，イチョウ，ドウダンヅツジ

等から強い活性が検出された。また，稲わらに

もかなり強い阻害活性が見られた。

　これまでの結果を総括すると，ヒマラヤシー

ダー，セコイァ，イチョウなど，古い種類の樹

木でありながら，今日まで生き残っている植物

や一属一種の珍しい植物の活性が強いことが注

目される。これらの樹木が今日まで生き長らえ

た理由の一つに，アレロパシーを持つために競

争に有利であった可能性が考えられる。

　一方，これらの中でハナミズキやフウやプラタ

ナス等街路樹として多く栽培されている植物や

アカマヅの落葉，あるいは稲わらなど多くの材

料の供給が可能なものについては，その雑草防

除等への有効利用が考えられる。

おわりに

　本法は他感作用植物の一次検索と生態系におけ

る活性評価に用いることができる。特に，樹木

の落葉や作物の枯れ葉による他感作用を証明す

ることが可能である。また，寒天培地中へ移行

した物質を調べることによって，実際に作用し

ている物質を同定することが可能である。これ

までの試験で検索された活性の強い植物につい

ては，圃場試験等によって雑草や作物への影響

を評価し，作用物質を明らかにしたのち，生態

的な雑草抑制に利用することが期待される。

引用文献

1）del　Moral8乙Muller；Bull．Torrey　Bot．Club

　96，467（1969）

2）西村弘行：農化誌，62，986（1988）

3）藤井義晴・渋谷知子：雑草研究42巻（別）

　p．122－125（1997）

　　　　　　　　　他感物質研究室　藤井義晴
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ミ

　　　　　　（H．11．7～9〉
昇任
発令年月日　　氏　　名　　　　新　　所　　属　　　　　　　　　旧　　所　　属
U．4，1　牧野　知之　環境資源部主任研究官　　　　　　環境資源部（土壌管理科土壌化学研究室）
（1L9．29施行）　　　　　　（土壌管理科土壌化学研究室）

麓　　多門　環境資源部主任研究官

　　（土壌管理科土壌保全研究室）
環境資源部（土壌管理科土壌保全研究室）

山田　和義　資材動態部主任研究官（肥料動　　資材動態部（肥料動態科有機資源利用研究室）

　　態科有機資源利用研究室〉

所内異動

発令年月日　　氏　　名　　　　新　　所　　属　　　　　　　　　旧　　所　　属
l　l．8，1　石郷岡康史　環境資源部（気象管理科気候資　　企画調整部（企画科）

　　　　源研究室）
戸上　和樹　環境資源部（土壌管理科土壌生　企画調整部（企画科）

　　成分類研究室）

中野　恵子　環境資源部（水質管理科水動態　　企画調整部（企画科〉

　　研究室）

l　l．9．6　今井　秀夫　環境資源部付 環境資源部水質管理科長

併任
発令年月日　　氏　　名　　　　新　　所　　属　　　　　　　　　旧　　所　　属
l　l、8．1　堀尾　剛　　中央水産研究所内水面利用部　　　資材動態部主任研究官

　　　　　　　　　　（農薬動態科殺菌剤動態研究室）
派遣
発令年月日　　氏　　名　　　　新　　所　　属　　　　　　　　　旧　　所　　属

11．9，6　今井　秀夫　国際連合食糧農業機関　　　　　　環境資源部付

　　　　（インドネシァ国ジャカルタ市）
　　　　平成l　l年9月6日から平成13年9月5日まで

退職
発令年月日氏名
l　l。9．30　山川　　修？台 　旧所属企画調整部主任研究官

（地球環境研究チーム）

懸ゴ受裳・表彰’騒

日本土壌肥料学会奨励賞（11．4．3）

平舘俊太郎、（環境生物部主任研究官）

　rムギネ酸と土壌の相互作用」

Best　Letter　Award

ベスト・レター・アワード（11，9．9〉

英国リモート・センシング学会

岡本　勝男（企画調整部主任研究官）

山川　　修？台　　　　　　　　　〃
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海外出・張

（H．ll．7～H．ll．9）

氏　　名 所　属 出　張　先 本　人　の　活　動　内　容 期　　間 備　考

山田　和義 資材動態部 スペイン 第6回地中海気候の土壌に関する国際会 H．／1．7。3 研究交流促進法

議に出席 ～H．117．9 第5条

中井　　信 環境資源部 オーストラリア 第5回微量元素の生物地理化学国際会議 H。l　l．7．l　l 科技庁

に出席 ～H．ll．7。18 重点基礎

鶴田　治雄 環境管理部 インドネシァ インドネシアでのバイオマス燃焼による H．l　l．7．20 要請出張

ガスとエアロゾルの発生量に関する現地 ～H．11．7．28 科研費

調査

米村正一郎 環境資源部 インドネシァ インドネシアでのバイオマス燃焼による H．l　l．7．20 要請出張

ガスとエアロゾルの発生量に関する現地 ～H．l！．7．28 科研費

伊藤　一幸 環境生物部 イスラエル 第14回国際作物保護科学会議に出席 H．11．7．23 科技庁

～H．11．8。2 重点基礎

石井　英夫 資材動態部 イスラエル 第14回国際植物保護会議に出席 H．11。7．25 研究交流促進法

～H．l　l．8．！ 第5条

野内　　勇 環境資源部 アメリカ 国際植物学会議に出席 H．11．7．31 科技庁

～H。11。8，9 重点基礎

芝池　博幸 環境生物部 アメリカ 国際植物学会議に出席 H。l　l。7．31 科技庁

～H．l　l．8．9 重点基礎

袴田　共之 環境管理部 フィリピン， 東アジア酸性雨モニタリングネットワー H．11．8．3 研究交流促進法

ベトナム クにおける土壌・植生調査のためのフィ ～H，11．8．12 第5条
リピン・ベトナム技術交流会議に出席

藤井　義晴 環境生物部 カナダ 第2回世界アレロパシー会議に出席 H．11．8．8 科技庁

～H．11．8．15 重点基礎

三輪　哲久 環境管理部 フィンランド 第52回国際統計協会会議に出席 H．l　l．8．8 研究交流促進法

～H，l　l，8．20 第5条

今川　俊明 環境管理部 中国 r中国における持続的土地利用のための H．l　l．8．20 環境庁

砂漠化防止技術適用に関する実証的研究」 ～H．11．8．31 地球環境研究総合

に係わる研究打ち合わせ及び現地調査 推進費

白戸　康人 環境資源部 中国 r中国における持続的土地利用のための H．11，8。20 環境庁

砂漠化防止技術適用に関する実証的研究」 ～H。l　l。9．9 地球環境研究総合

に係わる研究打ち合わせ及び現地調査 推進費

大黒　俊哉 環境生物部 中国 r中国における持続的土地利用のための H．l　l．8．20 環境庁

砂漠化防止技術適用に関する実証的研究」 ～H．11．9．9 地球環境研究総合

に係わる研究打ち合わせ及び現地調査 推進費

米村正一郎 環境資源部 インドネシア 熱帯アジアでの森林火災から出るガスの発 H，l　l，8。23 研究交流促進法

生実験に関する国際ワークショップに出席 ～H．11．8．28 第5条
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氏　　名 所　属 出　張　先 本　人　の　活　動　内　容 期　　間 備　考

原薗　芳信 環境資源部 アメリカ 地球温暖化の原因物質の全球的挙動とそ H．11．8．26 科技庁

の影響等に関する観測研究 ～H．11．9．8 地球科学

宮田　　明 環境資源部 アメリカ 地球温暖化の原因物質の全球的挙動とそ H．11。8．26 科技庁

の影響等に関する観測研究 ～H．11，9．8 地球科学

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 H，ll．8．29 科技庁

におけるコメ生産量の予測」 ～H．11．9．4 国際共同研究

（二国問型）

石井　英夫 資材動態部 韓国 第4回国際医学・生物学電子顕微鏡シン H．口．8．30 研究交流促進法

ポジウムに出席 ～H，ll．9．3 第5条

袴田　共之 環境管理部 中国 東アジアの酸性降下物生態影響モニタリ H．11．8．30 研究交流促進法

ングに関するワークショヅプに出席 ～H，11．9、4 第5条

宮下　清貴 環境生物部 ハワイ 単環芳香族化合物分解系の多様性と分解 H．ll．8．31 特定交流共同研究

機構に関する研究 ～H．ll，9．7

小川　直人 環境生物部 ハワイ 単環芳香族化合物分解系の多様性と分解 H．11．8．31 特定交流共同研究

機構に関する研究 ～H．11．9，7

陽　　捷行 企画調整部 イタリア 科学と生命現象の会議に出席 H．11．9．3 研究交流促進法

～H．ll．9．10 第5条

吉田　睦浩 環境生物部 ロシア 微生物遺伝資源の海外調査 H．ll．9．5 農水省

～H．ll．10．7

岡本　勝男 企画調整部 イギリス アジアにおける生物資源の持続可能な開 H，11．9．7 要請出張

発と土地利用計画 ～H．11．9．12 科研費

鶴田　治雄 環境管理部 オランダ CO2以外の温室効果ガスに関する第2 H．11．9，7 研究交流促進法

回国際シンポジウムに出席 ～H．11．9．II 第5条

三中　信宏 環境管理部 ドイツ ウィリー・ヘニック学会年次大会に出席 H．11．9．ll 研究交流促進法

～H，11．9．19 第5条

清野　　諮 環境管理部 オランダ FAO・和蘭政府共催多面的機能に関する H．口．9．11 農水省

国際会議に出席 ～H．11．9．19

米村正一郎 環境資源部 イタリア 第6回国際地球大気化学会議に出席 H．ll．9．12 科技庁

～H．ll．9．19 重点基礎

鶴田　治雄 環境管理部 イタリア 第6回国際地球大気化学会議に出席 H．11．9，12 科技庁

～H，ll，9．19 重点基礎

宮田　　明 環境資源部 イタリア 第6回国際地球大気化学会議に出席 H．11．9，12 科技庁

～H．11．9．19 重点基礎

麓　　多聞 環境資源部 中国 酸性雨の農業への影響に関するワークシ H．ll．9．12 研究交流促進法

ヨツプに出席 ～H．11，9。18 第5条

袴田　共之 環境管理部 中国 酸性雨の農業への影響に関するワークシ H．11．9．12 研究交流促進法

ヨヅプに出席 ～H。11．9．18 第5条
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氏　　名 所　属 出　張　先 本　人　の　活　動　内　容 期　　問 備　考

小林　和彦 環境管理部 イギリス IGBP－GCTE国際会議出席 H．11．9。19 特定交流共同研究

～H。11．9．25

横沢　正幸 企画調整部 イギリス 食料と林業1気候変化とその対応，GCTE H．l　l．9．19 総合研究

Focus3国際会議に出席 ～H．l　l．9．25

岡本　勝男 企画調整部 イギリス 食料と林業：気候変化とその対応，GCTE H．l　l．9．19 総合研究

Focus3国際会議に出席 ～H。！1．9，25

斎藤　元也 環境管理部 オーストラリア AP　AN（アジァ太平洋高性能ネットワ H．11．9．20 研究交流促進法

一ク）キャンベラミーティング出席 ～H，l　l，9．25 第5条

高木　和広 資材動態部 イギリス， 土壌微生物バイオマスの養分代謝につい H．11．9．23 要請出張

ドイツ ての情報交換および汚染土壌の環境修復 ～H．11．10．2 科研費

についての情報交換

小林　和彦 環境管理部 スイス CLIMAG（気象情報の農業利用）研究集 H．11．9，26 要請出張

会に出席 ～H．11．10．1 START

阿江　教治 環境資源部 インド 国際半乾燥熱帯作物研究所（ICRISAT） H．l　l．9．26 要請出張

と国際農林水産業研究センター ～H．l　l．IO．4 ICRISAT

（JIRCAS）の共同主催による国際ワー

クショップに出席

　　、稼、頬研窄興

（H．ll．7～H．11．9）

氏　　名 所　　　属 滞在する研究室 課　題　名 期　　問

下澤　秀樹 広島県立農業技術セン 他感物質研究室 アレロパシー植物による生産調整水田 H．！1．7．19

ター の省力的植生管理技術の開発 ～H，l　l．10．15

遠藤　貴司 宮城県農業研究センター 気候資源研究室 作物の作柄解析と適地判定のための日 日H．11．8．1

射データの利用 ～H．11．10．31

山田　宗孝 富山県農業技術センター 微量要素動態研究室 カドミウムの畑作物への吸収と移行 H。l　l。9，1

～H．11．l　l．30

松山　　稔 兵庫県立中央農業技術セ 他感物質研究室 他感作用の検定手法の開発 H．11，9．1

ンター ～H，11．l　l．30

後藤　知昭 栃木県病害虫防除所 殺菌剤動態研究室 病原菌の薬剤耐性機構の解明と診断技 H．l　l．9．1

法の開発 ～H．11．l　l．30

山口　卓宏 鹿児島県農業試験場 個体群動態研究室 害虫個体群の解析方法の習得 H．l　l．9．21

～H，，12，3。20
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　　訟輩術講翠、．

（H．ll．7～H．ll．9）

氏　　名 所　　　属 滞在する研究室 課　題　名 期　　問

高村　近子 筑波大学 気象特性研究室 水田におけるCH4，CO2，水蒸気フラ H．11．7．1

ックスの測定と解析 ～H．12．3．31

野島　秀伸 鹿児島県農業試験場 寄生菌動態研究室 稲もみ枯細菌病の病原細菌のP　C　R H．l　l，7．12

法による検出方法の習得 ～H．11．7，16

扇谷　　浩 三菱製紙株式会社 土壌化学研究室 土壌の化学性，物理性の分析・評価 H．l　l．7，12

総合研究所 方法 ～H．12．3。31

小野　圭介 横浜国立大学大学院 地球環境研究チーム 日射量広域分布モデルのパラメータ H．11．7，23

の決定法について ～H。11．7．30

Sanchez一 ドイヅ 土壌生化学研究室 アルミニウム毒性に対するイネ品種 H．11．8．28

Elsner クリスチャン・ 間の遺伝的変異 ～H．11．l　l，20

Matias アルブレヒト大学

長縄　俊明 筑波大学大学院 土壌微生物生態研究室 土壌伝染性糸状菌におけるdsRNA産 H．11．9．1

生条件の検討 ～H。12．3．20

向醸

氏　　名 所　　属 種　　類 滞在する研究室 課　　題　　名 期　　間

Aixin　Hou 中国科学院応 コフロンティァ 影響調査研究室 アジァの農耕地から発生する H．11，7，2

用生態研究所 　　　　　　oフェローシッフ 窒素酸化物の抑制技術 ～H．12，3．31

Jessica　A． フィリピン農 JICA個別研修員 土壌保全研究室 土壌保全 H．l　l．7．6

Torrion 業省土壌・灌 ～H。I　l．9．29

灘局

Yiping　Zhang 中国科学院西 客員研究員 気候資源研究室 中華人民共和国雲南の多様な H．l　l．7．7

双版納熱帯植 気候条件における水稲生産力 ～H．11．8，24

物園 の評価とNPPモデルを利用し

た推定

Nimfa　C． フィリピン農 JICA個別研修員 農薬管理研究室 環境試料中の微量農薬分析 H．l　l，7．14

Chen 業省作物産業 ～H，11，9．17

局
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氏　　名 所　　属 種　　類 滞在する研究室 課　　題　　名 期　　間

Alexandra ブラジル 国際農業外国人 他感物質研究室 ダイズの生育土壌あるいは根 H．11、7．23

Jose　Cattelan 農牧研究公社 招へい 圏から分離した細菌が生産す ～H，l　l，9．1

大豆研究セン る植物生育促進物質あるいは

ター 生長調節物質の単離

Alice　Malonzo フィリピン稲 JICA個別研修員 農村景域研究室 農業経営 H．11．7．26

Briones 研究所 ～H．l　l，8。6

Jorge　N。B． パラグアイ農 JICA個別研修員 土壌物理研究室 重粘土壌の物理性と測定法 H，11．8．12

Ramirez 業総合試験場 ～H．11．l　l．10

Dale　L． アメリカ 科技庁外国人招 植生生態研究室 除草剤連用に伴う水田生態系 H．11．8．19

Williams アメリカンサ へい 雑草の遺伝的多様性撹乱機構 ～H．11．9．．2

ヤナミド株式 の解明に関する研究

会社

Jianjun　Tang 中国江西農業 科技庁外国人招 地球環境研究チーム 変動するモンスーンアジアの H．11．8．22

大学 へい 気候条件における米生産の予

測

～H．11．8．29

Robert オーストラリア 環境庁地球環境 情報解析・システム アジア地域における環境安全 H．l　l．8．22

Williams ヤンコー農業 招へい 研究室 評価手法の開発と適用に関す ～H．l　l．8，29

研究所 る研究

Govindaraghav一 インドSPIC STAフェロー 殺菌剤動態研究室 天然生理活性物質による作物 H．11．9．30

an　Suresh 科学財団農薬 シツプ 病害防除気候の解明に関する ～H．l　l，12，29

研究センター 研究

◎お詫びと訂正

No．43（1999．7）のr受賞・表彰」で下記の誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

l　lぺ一ジ　左段最下行（農林水産大臣賞）

誤1阿部　遅　　正：河部　遅

農環研ニュース　No．44　平成11年11月26日

発行　農業環境技術研究所　〒305－8064　茨城県つくば市観音台3－1－1　電話　0298－38－8186（情報資料課広報係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匠口届り　（株）エリート印届1


	中国内モンゴル自治区内のホルチン草地の長閑な草原景観と荒涼とした砂漠化景観（写真）
	巻頭言
	地域生態系の管理

	海外出張報告
	発展途上国が直面する砂漠化に関する国際シンポジウムに出席して

	研究トピックス
	気象情報と作物モデルによる水稲生育過程リアルタイム推定システム
	寒天を使用した「サンドイッチ法」による植物の葉から出る他感物質の検定

	人事（H.11.7～9）
	受賞・表彰
	海外出張（H.11.7～9）
	依頼研究員（H.11.7～9）
	技術講習（H.11.7～9）
	その他の研究・研修

