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農耕地排水は水域の富栄養化の原

因となるか

一藻類増殖の潜在能力の測定のすすめ一

　　　　　　環境資源部長　藤井國博

　　　　　　　　　　　　　2000年2月中

　　　　　　　　　　　　央環境審議会は，

　　　　　　　　　　　　閉鎖性海域（東京
酬寧
　　　　　　　　　　　　湾，伊勢湾及び瀬
，融

厭　　　　　　　　　　　戸内海）における

　　　　　　　　　　　　第5次総量規制の

　　　　含　鑑燃繊

項目として第4次までのCODに窒素・燐を加

えること，窒素・燐については生活系，産業系

及びその他系のすべての発生源が実効ある対策

の推進を図ることなどである。

　第5次総量規制に窒素・燐が加えられた理由

は，海域における植物プランクトンの増殖に起

因する有機汚濁（内部生産COD）がCODの

環境基準達成を妨げているとし，増殖の原因と

なる窒素・燐の陸域からの流入を削減する必要

があるとするもので，これにより，これまで対

象外であった農耕地，山林などを含むその他系

発生源も負荷削減対策の推進が求められること

となる。

　農耕地から水域への窒素・燐の排出は，水田

の代かき後の強制落水による例などのように自

明である。しかし，農耕地排水が水域における

富栄養化二植物プランクトンの増殖の原因とな

っているのだろうか？

　これについては，過去に，各種排水の植物プ

ランクトンの生産力を評価する手法（藻類増殖

2

の潜在能カーAGPを測定）により畑地浸透水

を評価した例がある　（国立公害研）。

　それによると，黒ボク土，淡色黒ボク土，灰

色低地土（水田転換畑）とも浸透水のみでは窒

素は十分あるものの燐不足のため藻類は生育し

ないこと，浸透水に燐を添加しても藻類はほと

んど生育しないこと，藻類を増殖させるために

は燐とともにキレート剤（EDTA）の添加が

必要なことが示されている。この結果は，畑地

浸透水と水域の藻類の増殖とは直接的な関係を

もたないことを示している。

　しかし，水田から流出した田面水，暗渠排水，

集落排水，畜舎排水などの農業・農村からの排

水については，AGPは未測定であり，測定の

必要性を痛感している。また，畑地浸透水が上

記の排水と混合した場合，とくに集落排水や畜

舎排水のように燐とともに有機物を含む排水と

混合した場合には，燐の供給とともに，有機物

が前記のE　D　T　Aの役割を演じ，藻類を増殖さ

せる可能性が推測される。

　第5次総量規制の具体化は，2000年4月から

開始される中央環境審議会水質部会総量規制基

準等専門委員会において検討される予定である。

ここで，その他系発生源についても負荷削減対

策の推進が要請されるであろう。これを受けて，

今後は，持続農業法など農水環境3法によって，

水田，畑，集落，畜舎といった個別の負荷発生

源における削減対策がなされるであろうが，こ

れら個別対策を富栄養化の面から評価するとと

もに，農業・農村地域全体としての負荷削減努

力が正当に評価されるためにも富栄養化との因

果関係を評価しうるAGPの測定の必要性を痛

感している。
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インドに出張して

鶴田治雄（影響調査研究室）

　ナマステ！　アジアの農耕地からの温室効果

ガスの発生とその抑制技術の開発に関する日本

とインドとの共同研究の一環として，2000年の

！月31日から2月8日まで，インドのニューデ

リーにある国立物理学実験所（NPL〉と，ハイデ

ラバードにある国立リモートセンシング庁
（NRSA）を訪問し，現地調査と今後の共同研究

の打ち合わせを行なった。NPLは，第2次大戦後

にインドが独立して首相になったジャワハー

ル・ネールがrこれからは科学・技術が重要で

ある」と提唱し，1950年に設立された。ここで

はいわゆる科学的な標準及び各種原器に関する

仕事が中心であるが，それだけでなく物理化学

の研究がなされており，超高層大気から海洋や

生態系までとその研究対象はひろい。

　1990年から世界で同時に開始された地球圏一

生物圏国際共同研究計画（IGBP）のインドの国

内本部はここにおかれてあり，世界的に有名な

ミトラ氏がその中心人物である。彼は大気科学

の研究者であり，74才の現在でも第一線で活躍

している。会ったとたんに，研究内容が口から

ほとばしり出てしばし止まらない，というほど

にユニークであるが，きちんと相手の話を聞く

‘‘聞き上手”でもある。

　インドでの陸域生態系における温室効果ガス

の発生・吸収に関する研究は，IGBPの一環とし

て，まず水田からのメタン発生に関する調査研

究が2度にわたって実施され，今回の訪問では，

2回目のホットな結果を議論することができた。

幸いNPLの隣には，インド国立農業研究所
（NARI）があり，ここと連携して1回目は国内で，

2回目はアジアで多くの測定地点を設けて測定

を行った。その結果，インドの水田面積は世界

全体の約30％と最大であるにもかかわらず，発

生量は世界全体の発生量の10％以下と，非常に

少なかった。その原因は，現在検討中である。

インドのNPLの研究者と。中央がシャーマ研究員

　畑地からの亜酸化窒素（N20）の発生に関する

研究は，インドではこれから取り組む主要な課

題と位置づけられており，日本に寄せられてい

る期待は大きいものがある。私たちの研究室で

は，1997年にNPLの若手のシャーマ研究員を，

環境庁のエコフロンテイアフェローとして約8

ヶ月受け入れ，畑地からのN20と一酸化窒素の調

査研究を共同で実施した。彼は帰国後，この分

野の研究にも携わっており，今回の訪問では，

現地での共同調査とインドの農耕地からのN20の

発生に関する今後の研究協力の内容を詳細に打

ち合わせた。さらに，金属性容器に封入した標

準ガスと，実際の畑圃場でチャンバー法で採取

した空気を，双方で分析し，その濃度を比較検

討中である。

　次に訪問したNRSAがあるハイデラバードは北

緯17度に位置しているので熱帯であり，日本の

夏のような気候であった。ここにもIGBPのセク

ションがあり，インドが自前で打ち上げた人工

衛星のデータを解析して，森林による炭素固定

に関する研究などが行われている。また，焼き

畑農業で発生する温室効果ガスなどの広域にわ

たる発生量推定を，20才台後半の若いプラサド，

ヨゲシュ両研究員がNPLと共同で，現地調査結果

とリモセンデータ解析を併せて研究中である。

バイオマス燃焼から発生する微量気体成分の発

生に関しても今後の共同研究の具体的計画を打

ち合わせた。シャーマ，プラサド両研究員は，

この3月はじめに日本を別件で訪問したが，そ

の後農環研にも立ち寄って，こちらの研究者と

さらに話し合いを行った。

　今回は3度目のインド訪問であるが，相互の

共同研究が着実に進んでいることが大きな成果

であり，さらに発展することを期待したい。



気候変化に伴うアジアの農耕地に

おける気候資源量分布の変化

はじめに

　現在，約60億人の世界の人口を養う農業生産

が利用している資源は次の4つと考えられる。①

環境資源（気候条件，土壌条件，水資源など），

②生物資源（高い収穫率を持つ植物群，家畜，家

禽など），③技術資源（効率的な肥料，農薬，機

械，灌概施設など），④エネルギー資源（電力，

化石燃料など）。これらの資源を利用して，約14

億ヘクタールの農耕地と33億ヘクタールの放牧

地を使用して世界の食糧は生産されている。各地

域の農業生産は，そこで元来生育していた有用な

植物を選別し，改良を重ねた作物を栽培して行わ

れてきている。したがって，地域の気候・土壌条

件といった，環境資源に特に強く依存して作物が

栽培されている。

　一方，産業革命以降，人間活動に伴う炭酸ガス

（CO2），メタン（CH4）などの温室効果気体の大

気中の放出や，森林伐採などにより，地球の気候

システムは目に見える変化を示してきており，今

後もその変化はさらに大きくなると予想されてい

る。そして，そのような気候変化が農業生産の場

に及ぽす影響が懸念されている。特に人口の多い

アジァ地域の農耕地においては，将来予想される

気候変化によって，作物の栽培に必要な環境資源

の分布がどのように変化するかを推定・評価する

ことは重要な課題となっている。

　本稿では，アジアの農耕地における気候資源量

（気温および降水量など，気候条件からみた農業

生産に利用される資源量）の現状と将来の地理的

分布を推定し，その変化の特徴を明らかにする研

究例を紹介する。

4

気候資源量の地理的分布

　農耕地における作物の栽培に必要な気候資源

を表すものとして，ここでは温度資源と水資源

に関する次の二つの指標を考えた。すなわち温

度資源に関する量として月平均気温0度以上の積

算気温を用いた。水資源に関する量としては降

水量と気象要素（日射量・水蒸気圧・風速など）

から推定される潜在（ポテンシャル〉蒸発散量

との差の積算を採用した。ここでの積算期間は

！年とし，作物の栽培期間などは考慮していな

い。潜在蒸発散量はPenman－Monteithモデルに

よって計算した。現状の農耕地分布はIGBP－DIS

の土地利用・被覆データに基づいた。現在の気

候条件は緯度・経度方向O．50グリッド間隔で各

種気象要素の値（1961～1990年の平均の気候値）

が与えられているCRU．Global　Climate　Dataset

を利用した。また，将来予想される気候変化の

状況を表現する気候変化シナリオには東京大学

気候システム研究センターの大気・海洋大循環

モデル（CCSR－GCM）の結果を利用した。この気

候変化シナリオは年率1％で大気中二酸化炭素

濃度を漸増させた場合（IPCCのIS92aシナリオ

に基づく）の数値実験結果である。一般に大

気・海洋大循環モデルの空間分解能は緯度・経

度方向に数百kmと低いために，ここでは統計的

内挿法を用いて上のCRU－Global　Climate

Datasetと同じ空問分解能にまでデータを補間

した。

　対象とした地域は北緯50度から南緯12度，東

経66度から150度の領域である。この領域は南

アジァ，東南アジァおよび東アジアの主要国を

含んでいる。図1は現在の気候条件における気

候資源量の分布を示している。また図2は大気

中二酸化炭素濃度が現在の約2倍になる2060年

代での気候条件（2060～2069年の平均）における

気候資源量の分布を示している。凡例中の番号（1

～16）は図3に示すように，有効積算気温（SDD）

と降水量・潜在蒸発量差の積算（P－PET）とで定義

される気候資源量区分を表している。区分番号1

～4には東南アジア，インドなどの低緯度熱帯地

域が，6，7，IO，llには日本，中国，韓国など
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の中緯度温帯地域が属している。また，縦軸の

有効積算気温によって栽培体系は次のようにお

おまかに分類される。4000以下：一期作（コム

ギ・トウモロコシなど），4000～5800：二期作

（イネとコムギなど），5800～8000：三期作

（イネの二期作と他の作物），8000以上：熱帯作

物。図3には対象領域において現在農耕地とし

て利用されている地域について，1～16の各気候

資源量区分に属する農耕地の面積を示している。

現在の気候条件における面積と，あわせて2060

年代における面積をそれぞれ円の大きさで示し

ている。図よりインドなどの熱帯地域に分布す

る非常に乾燥した気候資源量区分1に属する農耕

地の面積は減少し，より湿潤な気候資源区分4に

属する農耕地の面積が増加すると推定された。

図4は中国について集計した結果である。図3

と同様に各気候資源量区分に属する農耕地の面

積の変化を表している。中国全体として降水量

の増加により湿潤な気候資源区分3，7の面積が

増加するが，北京付近の畑作地帯では高温で乾

燥した気候資源量区分5に属する地域が増加する

と推定された。

今後の展望

　各作物は栽培に適した気候資源量の上限・下

限を持っている。それに基づいた地域ごと，作

物ごとに栽培期間を考慮した気候資源量を推定

し，その変動予測を行う必要がある。その際，

ここで紹介した気候条件のみの水資源指標は当

然十分ではなく，土壌水分条件等の地表面の情

報を取り入れた評価法の開発が必要である。ま

た，農業生産には資源の量だけではなくその質

も重要である。例えば積算の降水量は同じでも

短期的に集中した降雨とある降雨問隔を持つ降

り方とでは水の利用効率が異なり，作物の生

育・収量に影響を与える。これらの要因などを

も含めた総合的な影響評価が今後必要である。

（地球環境研究チーム　横沢正幸・岡本勝男）

図1

ト／へ

。鞭嘱

　　　　　　ρ一応　　　　　　　　貞

現在の気候条件下の気候資源量区分の分布

　　　　　　　　　1雛〆

　　　　　　　　　　　1餐F

　　　　冒1㌧？

　　　　　為

“
織
噸

　　　　　　　　A　　　　　　飛
図2　2060年代における気候資源量区分の分布予測結果

Cl㎜uladve［e皿per飢ure〔（1egleeday）
12000

10000

8000

6Qo〔）

4（〕（）o

2000

0
　
1

○
　’）

○◎
隊　　　　　4

◎， ．◎、。

9

OI、， 　　o　　　◎
H

◎
1
3

◎
1
4

　に＿
O　　　　　O

碁
、
　
　
　

16

　心試ダ　、
　　弐loOl）kInρ

　〇
　一1000　0　1〔脚　2鷹　3000P－PET〔圃
図3　有効積算気温と降水量・潜在蒸発量差とで定義

される気候資源量区分（1－16）と気候変化に伴うア

ジアの気温資源量区分ごとの農耕地面積の変化

Cumu／瓢ive　tempe工飢ure（de名Iee（圭ay｝

12Qoo

10QOO

80QO

60〔壕

40〔）0

2000

1

〇
二

1◎
3
i 4

㊦，
’

o妻i
＿オL．、　8

し

・
、

11つ

　
　
　
篤
甘

◎
、

◎
1 4

き
。
　

l
l

。
垂
『
i　◎16

軍　0
　－1000　　　　　〔）　　　　　1000　　　　2仁壌麺　　　　31）oo　P－PET〔㎜）

図4　気候変化に伴う中国における気温資源量区分ご

との農耕地面積の変化



・睡

D　N　A塩基置換確率の

新しい推定法

　r自然なる万物は，美しくなりたいと心から願

いっつ，空に向かって，大地に向かって叫ぶのだ」

　　作曲家エイトル・ヴィラ＝ロボス　　は彼の

「ブラジル風バッハ第5番」の中でソプラノ歌手

にこのカンティレーナ（短詩）の一節を唄わせた。

各々の個人的体験を通して自然の多様さを目の当

たりにするとき，われわれは彼女（Naturesa）

のr叫び」をどのように聴きとっているのだろう

か。自然物の中でも生物はわれわれ人間にとって

特別な存在である。その生物を研究する学問の中

でも，今日われわれが体系学（systematics）と

呼んでいる分野は，人間にとってもっとも身近な

存在である生きものの分類整理と知見の体系化を

目指し，アリストテレス以来の長い歴史をもって

いる。人間は生きものをもっと深く知りたいとい

う皮膚感覚を持ち合わせている。体系学はその深

層動機のもとに今日まで生き続けてきた（長谷川

他1999，三中2000）。

　すべての学問分野と同じく，体系学もまた急速

に現代化してきた。データの面から言えば，最近

の急速な分子レベル（核酸・タンパク質）のデー

タ蓄積とともに，体系学の中で系統類縁関係の推

定を目的とする分子系統学（molecular　phylo－

genetics）の占める地位はますます重くなってき

た。

　しかし，体系学の問題は，蓄積されたデータの

みによってそのすべてが解決できるわけではな

い。せっかくのデータも解析方法が不適切である

ならばだいなしになってしまう。データがあれば

あるほど，それを解析する方法論もまた進歩すべ

きだろう。私がこれまで関心をもってきたのは，

データの特性を反映できるような系統推定法の改

6

良という理論的問題だった。われわれはどのよ

うにすれば，分子あるいは形態の形質情報のも

とで，それぞれの特性を生かした精度の高い系

統推定を行うことができるのだろうか？

　DNA塩基配列データに基づく系統推定を行

う上では，方法論的にいくつかの陥穽が待ち受

けている。すべての塩基サイトが等確率的に塩

基置換をするのであれば，事前仮定としてはか

なり単純な分子進化モデルを置けばすむだろう。

しかし，現実には分子進化学的なさまざまなバ

イアスの存在が知られており，それが単純な分

子系統推定を困難にしている。

　私がここ数年関心をもってきた問題は，タン

パク質をコードする塩基配列におけるコドン位

置問の塩基置換確率バイアスである。よく知ら

れているように，タンパク質をコードするDN

A塩基配列では，トリプレット暗号の第1，第

2そして第3コドン位置によって塩基置換確率

（速度）に大きな差が生じることがある。これは，

ある塩基置換が同義であるかどうかの頻度がコ

ドン位置ごとに異なっているからである。第2

コドン位置の塩基サイトでの塩基置換はほぼ確

実に非同義置換すなわち翻訳されるタンパク質

において別のアミノ酸への変化を生じる塩基置

換となる。したがって，第2コドン位置の塩基

置換に対しては強い自然淘汰が作用し，結果と

して塩基置換確率は小さくなる。これに対して，

第3コドン位置では多くの塩基置換がタンパク

質のアミノ酸配列に影響を及ぽさない同義置換

であるため，自然淘汰の作用が弱く，塩基置換

確率は大きくなると期待される。第1コドン位

置での塩基置換確率は第2と第3コドン位置の

中間になる。

　このようなタンパク質コード領域での塩基置

換バイアスの特性は，分子生物学的な知見によ

って十分に裏づけられている。この知見を分子

系統推定に反映させることが私の研究テーマと

なっている。進化速度の速いコドン位置では，

数少ない形質状態（A，G，C，Tの4塩基）

の間で塩基置換を繰り返すため（多重置換と呼
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ぶ），現在観察される塩基配列上の類似性に比べ

て，実際の塩基置換回数はもっと多い可能性が

高くなる。このバイアスは分子系統樹の樹形推

定を誤らせる可能性があるので，何らかの事前

補正をする必要がある。

　私がいま研究を進めている枠組みは一般化最

節約法（generalized　parsimony　method）と呼

ばれている（三中　1997）。この方法は，形質

状態の変化（塩基置換）それぞれに対して，あ

る重み（コスト）を与えることにより，系統樹

全体にわたる重み合計値が最小となる樹形をも

つ系統樹を選ぶという最適化基準を置く系統推

定法である。まずはじめに，形質のr重み」の

意味について説明する。さまざまな形質の状態

変化は行列の形で表示することができる。この

行列をステップ行列（stepmatrix〉と呼ぶ。た

とえば，DNA塩基配列におけるあるサイトの

ステップ行列は下記のように表現できる。

　　　　　　　　　　　To

　　　　　　　　　A　C　G　T

　　　A　　　a　b　c

　　　C　g　　　d　eFrom
　　　G　h　i　　　f

　　　T　j　k　l
［行列要素には適当な正の実数値が入る］

このステップ行列は，ある塩基サイトにおける

始点塩基（From）から終点塩基（To）への塩基

置換の重みを行列形式で表示する。対角線要素

の一は塩基置換が生じていないことを表わす。

直感的にわかりやすい重みは塩基置換数それ自

身である。すなわち，任意の塩基間の置換は必

ず1ステップで生じるので，この1という値を

重みとするステップ行列を与えることができる。

そして，このとき従来から行われてきた最節約

法による塩基置換総数が最小の系統樹が選ばれ

ることになる。一般化最節約法とは，このステ

ップ行列の要素を直感的な置換数ではなく，あ

る形質状態の置換に伴うコストであると一般的

に解釈し，系統樹全体にわたる総コストの最小

化という一般化最節約規準を設定する。

　ステヅプ行列に基づく一般化最節約法での未

解決問題は，rコスト」の推定法そのものである。

重みすなわちコストはどのようにして決定すれ

ばよいのだろうか？　図1に示したのは，ある

樹形のもとでのコスト算出の手順である。

瞬讐形質賦態を
鑛籟豹麹に決建
ずる

図1

この手順では，重みの算出よりも前に系統樹の

樹形を与える必要がある。しかし，系統推定よ

りも前に決定するために，特定の系統樹の樹形

に依存した重みの決定方法では論理循環が生じ

てしまう。

　私は，塩基置換確率を系統樹に依存しないや

り方で事前推定し，その値に基づいて形質状態

変化，すなわち塩基置換のr重み」を与えてや

ればよいと考えた。形質の重み付け（character

weighting）は，従来の体系学や系統学ではほと

んど手つかずの研究テーマであり，多くの場合，

形質の重みは研究者の主観に頼って行われてき

たのが実情である。残念ながらこの状況は分子

系統学が浸透してきた現在でもあまり変わって

はいない。しかし，少なくともDNA配列デー

タについては，観察データに基づく経験的な

r重み」の設定が可能であると私は考える。

　私は，この問題を解決するために，無作為化

系統樹（random　trees）に基づくステップ行列

の推定法を開発した。これは，（1）観察された



DNA配列データを無作為に選ばれた系統樹の

上で塩基置換数をカウントし，それに基づいて

平均的な塩基置換確率をコドン位置ごとに推定

する。（2〉推定された置換確率値の負の対数値

によってステップ行列の重みを与えるという方

法である。この方法だと系統樹の樹形に依存せ

ずに塩基置換確率を推定できるという利点があ

る。何よりも，この推定方法は，従来用いられ

てきた塩基配列の対比較による推定値よりもす

ぐれていることが，モンテカルロ・シミュレー

ションによって生成された塩基配列に基づく推

定法間の比較によって示された（図2）。

騰㈱
鵬二〇．01

α蹴o．05

モデル分鼓選

τ鵬

a　　o　　9　　建

綾 ト徳　窃　　α　鵬
●

窪o

晦9

鷹　1－3αα　α
α　　α　三一3はx鵬

重 “　　傷　α　レ3（x

鞍遷移穣譲勧憲パラメーター愚デ漕

　　　　　500塩基から成る配列の生成

モンテカルロ・シミュレーション。モデヲレ系統樹の根に

無作為に塩基を配列し、枝ごとの1パラメーター模型

（α＝0，01とする）に基づく塩基置き換えを起こさせ、末

端で500塩基対を得る。

o．04

α鋸o．ゆ1

漆O．◎3

聾
＆α02

聾
婁“01

霧
糾

　　o
　　　摩23456789肇0　　　　　　　　　賢e緯靴a敏鴎

上記のシミュレーションを10回反復し、αの最節約推

定値および対比較推定値と真値0，01とを比較した。黄

は従来の対比較推定、青は10無作為系統樹からの最節

約推定、赤は全105系統樹からの最節約推定である。

図2

、串、

　現在，さらに詳細なシミュレーション研究と，

実際の塩基配列データ（さまざまな生物群のミ

トコンドリァや葉緑体DNA）への適用を進め

ているところである。

　生物進化の過程で，過去の系統発生のマーカ

ーとなる形質群にはさまざまなカテゴリーが生

じたと考えられる。上述の塩基コドン位置もそ

ういうカテゴリーの一種である。分子進化学的

な知見が深まるとともに，系統解析の上で考慮

されるべきさまざまなカテゴリーが今後も発見

されると予想される。そういうカテゴリーは，

ある場合には構造生物学的な意味づけが，別の

場合には機能生物学的な意味づけが可能になる

かもしれない。系統解析が単に系統樹の構築だ

けでなく，もう一歩進んで遺伝子レベルあるい

はタンパク質レベルの機能進化をさぐる出発点

となるためには，系統推定のバックグラウンド

となる進化過程の知識の集積とその積極的利用

という道を進む必要があるだろう。

　グスタフ・マーラーの第3交響曲の第4楽章

では，r世界は思い描いていたよりも深いのだ」

という二一チェの一節（rツァラトストラはかく

語りき」から）が静かに唄われる。確かに，生

物進化の世界は調べるほどその深さを実感させ

られる。データが集まればすべては解決するの

だというのはナイーヴな帰納主義者のたわごと

にすぎない。いま最良の系統樹であったとして

も明日にはきれいに捨て去られる可能性がある。

われわれはデータと理論との間にあるべき緊張

関係を再認識する必要がある　（三中・鈴木

2000）。
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旨

判
（H12．　1～3）

転入
発令年月日　　氏　　名　　　　新　　所　　属　　　　　　　　　旧　　所　　属

12．1．1　大野　宏之　企画調整部主任研究官（地球環　　国際農林水産業研究センター環境資源部主

　　　　境研究チーム）　　　　　　　　　任研究官

転出
発令年月日　　氏　　名　　　　新　　所　　属　　　　　　　　　旧　　所　　属

12．2．1　野副　卓人　国際農林水産業研究センター環　　資材動態部主任研究官（肥料動態科多量要

　　　　境資源部主任研究官　　　　　　素動態研究室）

併任
発令年月日　　氏　　名　　　　新　　所　　属　　　　　　　　　旧　　所　　属

12．1．16　小泉　裕信　環境管理部（計測情報科隔測研　　経済局統計情報部生産統計課（土地資源統

　　　　究室）　　　　　　　　　　　　計班土地資源統計係）

育児休業

発令年月日　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　所　　属
12．3．2　大野　宏之　　　　　　　　　　　　　　　　　企画調整部主任研究官（地球環境研究チーム）

　　（平成12年3月2日から平成12年4月14日まで）

退職
発令年月日氏名
12．3．30　原田　二郎　勧奨

　旧所属
環境研究官

定年退職

発令年月日氏名
12．3．31　吉原　節子

　　植松勉
　　鳥山重光
　　松村雄

　旧所属
総務部庶務課厚生係長

環境生物部微生物管理科長

環境生物部微生物管理科上席研究官

環境生物部昆虫管理科昆虫分類研究室長



工Q

／．灘撚、鱒畢〆

　　　（Hl2．‘1～3）

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 第l　l回地球環境変化に関するシンポジウム Hl2．1．8 科技庁

出席 ～Hl2。1，16 重点基礎

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の H12．1．12 科技庁

影響等に関する観測研究 ～Hl2．1．21 地球科学

小原　　洋 環境資源部 タイ 長期的気象変動等による熱帯林生態系の応 H12．1．23 要請出張

答に関するワークショップに参加 ～Hl2．1．28 JISTEC
鶴田　治雄 環境管理部 インド アジアの農耕地からのメタンと亜酸化窒素 Hl2．1，31 環境庁

の発生および抑制技術に関する研究 ～H12．2．8 環境研究総合推
進費

鳥谷　坪 環境資源部 オーストラリ 炭素循環に関するグローバルマッピングと Hl2．2．5 環境庁

ア その高度化に関する共同研究 ～Hl2．2．14 環境研究総合推
進費

横沢　正幸 企画調整部 オーストラリ 炭素循環に関するグローバルマッピングと H12．2．5 環境庁

ア その高度化に関する共同研究 ～H12．2，14 環境研究総合推
進費

清野　　諮 環境管理部 インドネシァ 日・アセアン農業技術交流グループ会議出 H12．2．14 農水省

席 ～Hl2．2。19

須藤　重人 環境管理部 マレーシァ インドネシア域における生物マス燃焼が及 Hl2。2．23 要請出張

インドネシァ ぽす気候学的影響に関する調査的研究 ～Hl2．3．3 東京大学気候シ
ステムセンター

米村正一郎 環境資源部 インドネシァ 土地利用変化が土壌と温室効果ガスの発生 Hl2．2．25 研究交流促進法

に与える影響に関するワークショヅプに参
加

～Hl2。3．1 第5条

鶴田　治雄 環境管理部 オーストラリ I　PCC専門家会合r温室効果ガス発生イ Hl2．2．26 農水省
ア ンベントリー算定方法と不確実性の管理」 ～H12，3．2

に出席

岡本　勝男 企画調整部 インドネシァ 農業分野における衛星データ利用研究会に Hl2，3．1 研究交流促進法
参加 ～H12．3．4 第5条

袴田　共之 環境管理部 インドネシア 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク Hl2．3．12 研究交流促進法

における技術交流会議に出席 ～HI2．3。16 第5条

守屋　成一 環境生物部 タイ 第7回国際養蜂研究会議および第5回アジ H12．3，18 科技庁

ア養蜂学会合同大会 ～Hl2．3．26 重点基礎

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の Hl2．3，20 科技庁

影響等に関する観測研究 ～H12．3。30 地球科学

袴田　共之 環境管理部 フランス 陸域生態系の吸収源機能評価に関する研究 Hl2．3．21 環境庁

ドイヅ ～Hl2。3．31 環境研究総合推
進費
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楓

葺衡講弩
（Hl2．　1～3）

氏　　名 所　　　属 滞在する研究室 課　題　名 期　　間

斎藤　　学 横浜植物防疫所 昆虫分類研究室 アブラムシ類の同定診断に関する技術 Hl2．1，24

習得 ～HI2．2．18

土屋　光晴 王子緑化株式会社 土壌保全研究室 人工降雨装置を利用した土壌侵食量測 H12．2．15

定法について ～Hl2。2．18

坂元　貴仁 日立造船株式会社 土壌保全研究室 人工降雨装置を利用した土壌侵食量測 Hl2，2．15

定法について ～Hl2．2．18

三浦　修平 鳥取県農業試験場 資源・生態管理科長室 アメダスデータのメッシュ化とイネ生 H12．3．23

育予測への利用 ～Hl2．3。24

　　　　　1…＝　…1　　　ヒ＆』…冒

・鴛錐姻醗輝峰
（H．12．　！～3）

氏　　名 所　　属 種　　類 滞在する研究室 課　　題　　名 期　　問

Tεle－Jin 韓国　Yonsei ウィンターイン 気象特性研究室 炭素収支観測研究におけるデー H12．1．／7

Choi University スティテユート タ解析，フラヅクス評価 ～Hl2．2．25

Sung－Eun 韓国 ウィンターイン 農村景域研究室 景域計画のための農業生態系の H12，1．17

Park Sang　Myung スティテユート もつ国土・環境保全機能の評価 ～Hl2．2、25

University

Katarzyna ポーランド国立 科技庁 隔測研究室 農耕地における生産力のマヅピ Hl2．3．5

Dabrowska一 測地学地理情報 総合研究 ングと一次生産および関連諸量 ～H12．3．12

Zielinska 研究所 の推定に関する研究

Ju　Hongbo 中国林業科学院 環境庁 環境立地研究室 中国における砂漠化防止技術の H！2．3．6

森林資源情報技 地球環境招へい 適用に基づく土地利用計画手法 ～H12．3．18

術研究所 に関する研究

Marcia アメリカノース 国際共同研究 情報解析・システ CO2とオゾンがイネの生長と Hl2。3．15

Lynn カロライナ州立 （二国問型） ム研究室 水田生態系に及ぼす影響 ～Hl2．3，29

Gumpertz 大学

Wu　Wei 中国科学院沙漠 環境庁 環境立地研究室 砂漠化防止技術の適用に基づく Hl2．3。16

研究所 地球環境招へい 土地利用計画手法に関する研究 ～Hl2．3。25

Gui－Rui　Yu 中国科学院自然 科技庁 地球環境研究チー 炭素循環に関するグローバルマヅ Hl2．3．！8

資源総含考察委 総合研究 ム ピングとその高度化に関する国 ～Hl2．3，25

員会 際共同研究

Kevin イギリスローザ 環境庁 資源・生態管理科 酸性・酸化性物質に係わる陸域 H12．3．19

William ムステッド農業 地球環境招へい 生態系の衰退現象の定量的解析 ～Hl2．3，31

Coleman 研究所 に関する研究
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氏　　名 所　　属 種　　類 滞在する研究室 課　　題　　名 期　　問

Liu　Gang 中国科学院土壌 国際共同研究 地球環境研究チー 変動するモンスーンアジアの気 Hl2．3，19

科学研究所 （二国問型） ム 候条件における米生産量の予測 ～H12．3．31

Lin　Erda 中国農業科学院 国際共同研究 地球環境研究チー 変動するモンスーンアジアの気 H12．3．20

農業気象研究所 （二国間型） ム 候条件における米生産量の予測 ～Hl2．3．26

Liu　Chuang 中国科学院自然 科技庁 地球環境研究チー 炭素循環に関するグローバルマヅ H12．3．21

資源総合考察委 総合研究 ム ピングとその高度化に関する国 ～Hl2．3，25

員会 際共同研究

Shu　Geng アメリカ 科技庁 気候資源研究室 炭素循環に関するグローバルマヅ H12．3．23

カリフォルニア 総合研究 ピングとその高度化に関する国 ～H12．3．25

大学 際共同研究

Byong－Lyol 韓国気象庁応用 科技庁 気候資源研究室 炭素循環に関するグローバルマヅ H12。3、23

Lee 気象局 総合研究 ピングとその高度化に関する国 ～H12．3．25

際共同研究

Frank デンマーク王立 科技庁 情報解析・システ CO2とオゾンがイネの生長と H12．3．23

Alfons 農獣医学大学 （二国間型） ム研究室 水田生態系に及ぼす影響 ～Hl2．3，31

Ewert

平成12年度科学技術週間 灘 毅 変 爾

テーマr21世紀に残そうゆたかな農業環境』

と　き／4月19日（水）

じかん／10100～16：00

交通／囎簑聾騎／から

　　　　関東鉄道バスにて農業環境技術研究所前下車
熱心に聞き入る見学者

・．翻麟皆様のご来所をお待ちしております。

農環研ニュース　No．46　平成12年3月31日

発行　農業環境技術研究所　〒305－8604　茨城県つくば市観音台3－1－1　電話

　　　　　　　　　　ホームページ　httpl／／www．niaes．affrc．go．jp／

0298－38－8186（情報資料課広報係）
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