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　rわれわれは，

どこからきて，

今どこにいて，

どこに行こうと

しているのか。」

　この命題は，

ひと，集団，組

織，社会全体に，

いつもf寸きまと

うものです。わ

たしたちの農

業環境技術研究所は一体どこからきたのでしょ

うか。農業環境技術研究所の歴史を簡単にひも

といて，その変貌をみることにします。

　農業環境技術研究所の歴史は，1893年（明治

26年）に設立された農事試験場に始まります。

今から107年も前のことです。最初の農事試験場

は，種芸部・煙草部・農芸化学部・病理部・昆

虫部・報告部・庶務部から構成され，．長い時間

をかけて国民に食料を供給するための研究所と

して着実に発展してきました。

　この間57年の歳月を経た農事試験場は，1950

年（昭和25年）に農業技術研究所に改組され，

新たな組織は，生理遺伝部・物理統計部・化学

部・病理昆虫部・経営土地利用部・農業土木

部・園芸部・家畜部・畜産化学部・庶務部から

構成されました。この組織は，たかだか11年の

寿命でしかありません。社会の変遷にともなっ

て，1961年（昭和36年〉には，園芸部が園芸試

験場へ，農業土木部が農業土木試験場へなどと，

さらに専門研究所へ分化していきます。その結

果，農業技術研究所には，生理遺伝部，物理統

計部，化学部，病理昆虫部，経営土地利用部・

庶務部が残ることになりまず。

　この組織は，たかだか22年の歳月のうちに再

び変貌し，農業環境技術研究所と農業生物資源

研究所に分化していきます。今から17年前の

1983年（昭和58年）のことです。そして，来年

の2001年（平成13年）に，この研究所は独立行

政法人農業環境技術研究所になります。

　組織変革が，このように11年，22年および17

年というきわめて短期間のあいだに実施されて

いるのには驚かされます。小さな変革は，農業

環境技術研究所になってからでも2－5年の間隔で

実施されているのです。

　このような組織における変遷を眺めていると，

組織にはいつも電池の入れ替えが必要なのだと

思い至ると同時に，自己調節機能であるrサイ

バネティクス」と呼ばれるシステム論にも思い

当たります。

　生物の自己調節機能はじつに優れています。

体温を一定に保つ能力とか，糖やイオン濃度を

調節する能力で，この機能をホメオスタシス

（動的平衡）といいいます。このホメオスタシス

の見方で，生物から機械まで，さらには組織か

ら社会まで広げて，統一的にこれらを捉えてい

った学問が自己調節機能rサイバネティクス」

と呼ぼれるシステム論ですが，研究所もこのよ

うな組織の一つであるとすれば，ホメオスタシ

スの活用が可能でしょう。

　例えば寒い環境においても，人間は体温を一

定に保とうとし，外界の小さな変化に対応しま

す。また，生物は外界からの圧力に対しても，

生物の密度を一定に保つ働きをします。先に述

べた2－5年の間隔で実施されている組織の改変

は，この小規模な変動に対する現象に相当しま
す。

　一方，社会的に大きな要請に対応した動的平

衡が，11年，22年および17年の間隔で行われた

組織改革にあたるでしょう。特に，今回の独立

行政法人にからむ組織の改変は，きわめて大き

な社会的変化で，組織として生き残るために所

員一丸となって行うことが望ましいと考えます。

　宇沢弘文は，現在をr日本の制度的前提を大

きく変え，日本を経済・自然・文化・社会など

すべての意味で豊かにする好機である。」といっ

ていますが，今回の改革もこの一部と捉えるこ

とが重要だと思います。

　所員の皆様のr農業環境研究」への英知と情

熱と思いが，余すところなくこの改革へ注がれ

ることをこころから希望しております。
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平成12年度

　　一般公開

して，分かりやすく研究内容の紹介が行われま

した。また，今回作成したパネルについては，

評判が大変良く，特に，最近話題となったダイ

オキシンを説明したパネルや，東海村の放射能

汚染の調査結果のパネルに質問が集中しました。

タイムリーであった点と，わかりやす、・表示が

受けたようです。

　本年も，科学技術週問の一環として，4月19

日　（水）に農林研究団地の一般公開が行われ，

当所の公開も多くの参観者で賑わいました。

　本年度の研究所統一テーマr21世紀に残そう

ゆたかな農業環境」を主とし，第1会場から第

5会場に各科，チームがテーマを設けて，研究

成果のパネルや実験装置などを準備し，参観者

を迎えました。

第1会場正面玄関

○微生物管理科

　r微生物の多様な世界」

第2会場大会議室

○計測情報科

　r測ってわかる環境変化」

○土壌管理科

　r目で見てわかる土のはたらき，考えよう人

間の役割」

O水質管理科

　r農業と生活を支える水，きれいな水」

○農薬動態科

　「農業環境と化学物質」

O地球環境研究チーム

　r変動する世界の農業環境」

　各科が，パネルや実験装置などに工夫をこら

第3会場　土壌モノリス館

○土壌管理科

第4会場昆虫展示館
O昆虫管理科

第5会場圃場

○業務科

　第3会場の土壌モノリス館では，日本をはじ

め世界から集めた土壌モノリスを展示・説明し

ました。

　第4会場の，昆虫展示室では，珍しい昆虫標

本や，研究成果（天敵農薬，フェロモン，侵入

昆虫他）のパネルの展示を行いました。

第5会場は，今年も圃場での野菜の収穫体験を

行いましたが、お昼までには菜の花がすっかり

なくなり好評ぶりを示しました。

　例年好評であるお土産として，今回は，ビオ

ラとミニトマトを差し上げたところ大変好評で

した。

今年の一般公開は，天候にも恵まれ多くの参観

者を集めることができました。実行委員を始め

として，支援班等の皆様，ご協力ありがとうご

ざいました。

　　　　　　　　　（企画調整部　情報資料課）
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酸性雨による土壌化学性変化

を予測するモデルの開発

（1）はじめに

　化石燃料の燃焼に起因する酸性物質，農業や畜

産からの窒素，また火山から発生する硫黄化合物

などが酸性降下物として地上に降り注いでいる。

生態系内では，土壌の化学的な反応や、動植物の

作用により，酸を吸収，中和するさまざまな緩衝

機構が働いて，急激な変化を防いでいる。しかし

北欧や北米で問題となった湖沼の酸性化は，緩衝

能の小さい土壌が酸性雨により負荷された酸を十

分中和できなかったことが一因であり，pHの低

下とそれによって溶出したアルミニウムが魚類に

被害を及ぼしたと考えられている。

　酸性雨によってもたらされる酸に対して土壌の

中和能力が十分であるのか，また酸性雨により土

壌の性質はどのように変化するのかを知ること

は，生態系への影響を評価するために重要である。

酸の中和は土壌の特性や酸性化の段階によって，

関与する反応機構や寄与の大きさが異なり，また

土壌の性質の変化は非常に緩慢であるため検出が

難しい。このため，いろいろな反応機構を取り入

れたモデルによる推定が有用であると考えられ

る。本研究では，日本の土壌の酸中和機構として

重要と思われる反応を含んだモデルを作成し，1

年間にわたる野外調査に適用して，土壌水中イオ

ン濃度変化を予測することにより，どのような反

応過程が土壌の化学性の変化を支配しているかに

ついて検討した。

（2）モデルの概要

　図1にモデルの概念図を示した。土壌水を中心

に考えると，そこには，物質が降水と共に流入す

る。また鉱物風化や有機物分解により土壌固体か

らイオンが溶出し，一方，植物による吸収などに

より消費される。モデルでは，’これらの過程によ

る，土壌中での各イオンの正味変化量（△）をイ

ンプットデータとして与える。更に，土壌水中及

び粘土鉱物や土壌有機物の表面に吸着しているイ

4

オンが係わる，図に示したような化学反応を平

衡反応として導入した。

化　ダイナミックプ・セスとして
　　　取り扱った化学過程解

　　　　陽イオン交換、硫酸吸普
「
、
銚

ヒ　　　　　　　有機酸解離

　解　アルミニウ畷化物溶解など

△二吸収一鉱物風化＋・・

流出6

図1　モデルの概念と考慮した化学過程

（3）野外調査

　農業環境技術研究所の自然土壌保存圃場（観

音台），および茨城県新治郡八郷町の国有林（八

郷〉において，林外雨，林内雨，A。層浸透水及

び土壌水を定期的に採取した。観音台は，淡色

黒ボク土で，30年生のアカマヅ林である。八郷

は花歯岩母材であるが，火山灰の影響もかなり

受けた褐色森林土で，20～30年生の落葉広葉樹

林である。各調査地で林外雨2地点，林内雨と

A・層浸透水を3地点で採取し，土壌水も各3地

点においてA層の下部（深さ20cm）とB層の中

（深さ50cm）からポーラスカップを用いて採取

した。

　図2に，いくつかのイオンについて，林外雨

による沈着量から土壌B層内（50cm）からの流

出量まで，1平方メートル，1年問（1997年10

月～〉当りの移動量を示した。乾性沈着や樹冠

溶脱により，降水は樹冠を通過することにより

イオン濃度を増し，さらにA。層でイオンが大量

に負荷される。この際水素イオンが消費されpH
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も高くなった。ナトリウムを除く塩基性陽イオ

ンや硝酸イオンは，A・層から土壌への流入量よ

りも土壌からの流出量の方が大きい。即ち，鉱

物風化などによる供給量よりも植物吸収などに

よる消費量の方が大きいことが示された。特に

カリウムイオン（アンモニウムイオンも）の減

少率が大きく，これらのイオンは土壌層からほ

とんど流出せず，植物などに効率的に利用され

ていた。

（4）土壌の化学性変化を支配している過程の検討

　モデルの上記野外調査への適用において，A・

層からの流入量を土壌へのイオンのインプヅト

として用い，A層（20cm〉とB層（30cm）を対

象にした。モデルによるイオンの各土壌層から

の流出量が測定値（図2）とほぼ等しくなるよ

うに土壌層での正味の生成速度（△〉を与えた。

　図3に△を年間一定値とした時の観音台の推

定結果を示した。土壌水pH，土壌水中の硝酸イ

オンや塩基性陽イオンの濃度の変化が比較的よ

く再現されている。養分吸収による消費や鉱物

風化などによる供給は，いずれも温度に依存し

て季節変化をする。観音台では変化がお互いに

相殺された結果，年問を通してほぼ一定の生成

（消費）速度となり，土壌水中イオン濃度は，A。

層を通して大気から土壌層へ負荷される物質の

量に依存して変化している。落葉広葉樹林であ

る八郷の場合，△が年間一定値であるとすると，

モデルによる推定結果は測定値と大きく異なる。

図4（a）は，△に図4（b）のような季節変化

を仮定した時の推定である。八郷では植物によ

る養分吸収の季節変化が有機物分解や鉱物風化

の季節変化に比べて大きく，植物吸収が土壌水

濃度へ与える影響が大きいと考えられた。また，

図3に示したように，陽イオン交換反応が機能

しないと仮定した場合には，土壌水のpHの予測

値は大きく変動し，酸性雨による酸や土壌内で

生成した酸を迅速に中和して系のpHを一定に保

つために，陽イオン交換反応の役割が大きい。

（5）終わりに

　酸性雨として大気からもたらされる窒素や硫

黄は，長期的に土壌pHや栄養塩濃度などの土壌

特性を変化させ，それは土壌微生物や土壌動物

の活性に影響を与え，栄養塩循環の変化を引き

起こす可能性がある。さらに植物の生育にも影

響を及ぼすことも考えられる。本文でも紹介し

たような観測は，生態系における物質循環に関

する情報を与える。物質循環や土壌の特性を支

配しているメカニズムを推定することにより，

その変化のおよその方向と大きさを予測するた

めに，モデルが利用できるのではないかと考え

ている。

　　　　　　（地球環境研究チーム　新藤純子）
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衛星S　A　Rデータ等による水

稲作付け面積の推定手法

（1）はじめに

　農作物の作付け面積は現地調査など多くの労力

をかけて毎年推定し公表されている。現行の方法

では，高い推定精度を維持するために，母集団の

整備や実地調査に多くの労力を必要とする。もし，

これを衛星データから精度良く推定できるなら

ば，作業の効率化が図れる。また，市町村単位で

なく，任意の地域を対象に集計することも可能で

あり，様々な目的で利用可能である。

　Landsat／TMなどの高解像度光学センサデータ

が得られれば，水稲作付け面積を高精度で推定す

ることが可能である。しかし，アジアモンスーン

地帯に位置する日本では，水稲作付け地の推定に

有効な田植後の光学センサデータの取得確率が極

端に低くなる。

　一方で，天候に左右されず夜間でも観測可能な

合成開ロレーダ（S　AR）データがあるが，S　A

R特有のスペヅクルノイズ，標高が高くなるにつ

れて歪むフオアショートニング歪み等により，S

ARデータ単独では推定精度が低い。

　そこで従来の光学センサデータとS　ARデータ

を併用することにより，毎年早期に高精度で水稲

作付け面積推定が可能な手法を開発した。

（2）使用データと解析対象地域

　SARデータの一つであるRADARSATデータ
を用いて，水田単作地帯である北海道の石狩川流

域（16市町）と関東平野で一部2毛作が行われ

ている栃木県中南部（21市町村〉を対象に水稲

作付け面積を推定した。石狩川流域では5月下旬

の短期問に水稲が移植されるため，移植が終了し

た6月5日観測のRADARSATデータを用いた。

栃木県では，水田単作の水田は5月上旬に水稲が

移植され，麦刈り取り後の水田は6月上～中旬に

6
．

移植されるため，2回の水稲移植のピークが終

了した2時期のRADARSATデータ（5月17日，

6月27日）を使用して解析した（図1）。

憾
繧
凄虻

響
田

RADARSATデータ観測

槻．．．都℃）響

砺木県
中部・

北海道石狩

辮灘欝懸

写）

　4月下旬　5月上旬　申旬　　下旬　　6月上旬　中旬　　下旬

図1　水稲の移植時期と衛星データ観測

（マイクロ波）

　　　　擁羅摯灘紹．

水酉

鏡薇反射
（マイク鷺波）

麟萩してびなも壌蜘、

土壊颪．切》蘇からの数翫

土壌

薄醐期礁稲
　ほとんどが鏡藏及射

　r訊

一生育串《磯期綴》承稲

水簾

』
植物偉からの激侃
4

土壌

土壌

土

麟憲し乳綴報．

土壌颪からの敵翫

．生鳶串《’後期の冬躍豪，、

　植物偉力、らの敏織

図2　農地の表面状態とS　A　Rデータ観測状況

水禰維轄ナ可能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　　　　　→＝…＋…111…s　窺アィ燕

　　　　　　　　i頚■→
　　　　　　　　承穐悸付拶地ファイ1レ　　　　　灘横の集謙

図3　水稲作付け面積の推定フロー

（3）解析の原理と方法

　ここで用いたRADARSATは雲を透過するマイ

クロ波のCバンド（波長5．6cm）を地上に送信

し，その反射（後方散乱）を観測する。河川や

湖沼のような水面では斜めに放射されたマイク
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ロ波が水面で鏡面反射するため，放出した方向

には電波が戻らない（後方散乱がない）。生育初

期の水稲でも同様な理由で後方散乱が小さい。

これに対し，生育の進んだ水稲や田畑，生育し

た小麦では後方散乱があり，水面や生育初期の

水稲とは区別できる（図2）。

　従って，過去の光学センサデータから水稲を

栽培した部分と畑を抽出しておき，RADARSAT

データから後方散乱の小さい部分を重ね合わせ

ることによって水稲作付け地を決定できる（図

3）。抽出された水稲作付け地を別途作成した市

町村界ファイルと重ね合わせ集計することによ

り，市町村単位で水稲作付け面積を推定できる。

実際には図4に示すような手順で推定した。

（4）水稲作付け面積の推定結果

　北海道石狩川流域を対象に上記のような方法

で推定した値は，地上調査に基づいた統計値に

対し16市町平均で98．5％（標高データを用いた

補正）と高い値で推定できた（図5）。また，標

高データを用いてSAR画像を補正することに

より幾何学的な歪みが減少し，さらに推定精度

が高くなると推察できる。

　栃木エリアの水稲作付け面積を市町村単位で

集計すると，地上調査に基づいた統計値と比較

して101，1％とほぽ一致した（図6）。石狩川流

域の結果に比べ，市町村単位での誤差がやや大

きい。ここでは2時期のRADARSATデータを用

いていることや土地利用が石狩川流域より複雑

であることが原因と思われる。

（5）おわりに

　Landsat／TMデータでは雲に覆われた地区の水

田を抽出できないが，RADARSATデータでは雲

に関係なく取得できる。以上のように，水田分

類に適した田植え直後にRADARSAT等のCバン

ドSARデータを取得し，標高に由来する歪み等

を補正後，光学センサの画像と併用する方法は

きわめて実用性の高い推定手法である。水稲以

外の作物については今後の課題である。

　　　　　　　　　　（隔測研究室　小川茂男）

1995／6／12　　　　　　1993／7／8

andsat／T　　Landsat／珊

幾何補正

1997／6／5

RADARSAT

幾何補正

土地被覆

分類

土地被覆

分類

土地被覆分類
画像の作成

幾何補正

フィルタリン

　処理

標高データ
（DEM）

開放水面，森林

エリアの処理

統計量，ヒスト

グラムの算出

水田抽出のための
閾値の決定

独立点の除去

地

形

図

市町村のコー
ドファイノレ化

　　　水田候補地　　　　　　　　水稲作付け地　　　　水稲作付け面穣集
　　　の選　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　計（市町村単位）

図4　マイクロ波データ等による水稲作付け面積の推定

　　フロー

8，000

7，000

6，000

　5，QOO
盆

5
摯4，000
製
製

　3，000

2，000

葉，OOO

0

◇

㊤

　　　0　　　　1，000　　2，000　　3，000　　4，000　　5，000　　6，000　　7，000　　8，000

　　　　　　　　　統計値（ha）

図5　統計値と推定値の比較（石狩川流域，市町村単位）

埋
製
轄

5，000

4，000

3，000

2，000

1，000

0

　o
　o②②7

◎

㊦

⑱
●

o推定値

o

　　0　　　　　　　1，000　　　　　2，000　　　　　3，000　　　　　4，000　　　　　5，000

　　　　　　　　　　統計値
図6　統計値と推定値の比較（栃木工リア，市町村単位）



8

灘
難1

§

　　　　＿＿魏
（Hl2．　4～6）

転入
年月日

12，4．1

12。6．1

昇任
年月日

12．4．1

氏名　　新所属
福嶋　勝之　　総務部長

山本　芳子　総務部庶務課厚生係長

辻島　厚子　企画調整部庶務主任

浜崎　忠雄　環境資源部長

松田泉企画調整部研究交流科長

　旧所属
野菜・茶業試験場総務部長

森林総合研究所総務部用度課検収係長

農業研究センター総務部庶務課庶務第1係
主任（兼厚生係〉

国際農林水産業研究センター環境資源部長

農業研究センター病害虫防除部マイコプラ
ズマ病害研究室長

封馬　誠也　　環境生物部微生物管理科微生物　　東北農業試験場総合研究部主任研究官（総

　　特性・分類研究室長　　　　　　　合研究第3チーム）

吉松　慎一　環境生物部主任研究官（昆虫管　草地試験場環境部主任研究官（害虫制御研

　　理科昆虫分類研究室）　　　　　　究室）

西森　基貴　企画調整部（地球環境研究チー　筑波大学助手地球科学系

　　ム）
上垣　隆一　　資材動態部（農薬動態科殺菌剤　草地試験場飼料生産利用部（飼料調製評価

　　動態研究室）　　　　　　　　　研究室〉

数藤　信之　総務部庶務課庶務第2係長　　　　野菜・茶業試験場総務部武豊総務分室庶務

　　　　　　　　係長

氏名　 新所属　　 旧所属
陽　　捷行　　所長　　　　　　　　　　　　　　企画調整部長

清野　　諮　企画調整部長　　　　　　　　　環境管理部資源・生態管理科長

加藤　好武　　環境管理部資源・生態管理科長　環境管理部資源・生態管理科農村景域研究

　　　　　　　　室長
塩見　敏樹　　環境生物部微生物管理科長　　　　企画調整部研究交流科長

加藤　敬子　総務部庶務課庶務第2係主任　総務部庶務課（人事第2係）

　　（兼人事第2係）
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所内異動

年月日　　　　氏

12．4．1　　宮本

　　　　　　沢里

　　　　　　稲葉

　　　　　　藤井

　　　　　　西山

　　　　　　安田

　　　　　　杉江

　　　　　　松森

12．6．1　　根本

　　　　　　増田

　　　　　　菊池

　　　　　　佐藤

転　　出

年月日

12．4．！

12。6．1

12。6．30

名

ゆり

春美

昌之

國博

幸司

耕司

　元

堅治

康夫

昇利

昌樹

和彦

鈴木まゆみ

　氏

工藤

齊藤

小西

原口

山崎

宮下

名

雅枝

　修

和彦

和朋

順一

清貴

　　　新　　所　　属

総務部会計課用度係主任（兼調
達係）

総務部庶務課（庶務第2係）

総務部会計課（用度係）

環境研究官

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

環境生物部昆虫管理科昆虫行動
研究室長

企画調整部主任研究官（企画科）

総務部庶務課厚生係長

総務部会計課支出係長

総務部会計課監査係長

総務部庶務課（人事第1係）

総務部庶務課厚生係主任兼会計
課（主計係〉

　　　新　　所　　属

農業研究センター総務部庶務課
庶務第1係主任（兼厚生係）

中国農業試験場企画連絡室研究
交流第1科長

北海道農業試験場生産環境部主
任研究官（虫害研究室）

食品総合研究所素材利用部主任
研究官（穀類特性研究室）

野菜・茶業試験場総務部武豊総
務分室庶務係長

農林水産技術会議事務局研究管
理官

　　　旧　　所　　属

総務部庶務課庶務第2係主任

企画調整部

総務部会計課（調達係）

環境資源部長

環境生物部微生物管理科微生物特性・分類
研究室長

企画調整部主任研究官（企画科）

環境生物部主任研究官（昆虫管理科昆虫行
動研究室）

環境管理部主任研究官（資源・生態管理科
環境立地研究室）

総務部会計課支出係長

総務部会計課監査係長

総務部庶務課庶務第2係長

総務部会計課（主計係）

総務部庶務課厚生係主任兼会計課（監査係〉

　　　旧　　所　　属

総務部会計課用度係主任

環境生物部昆虫管理科昆虫行動研究室長

環境生物部主任研究官（昆虫管理科昆虫分
類研究室）

資材動態部主任研究官（農薬動態科殺菌剤
動態研究室）

総務部庶務課（人事第1係）

環境生物部微生物管理科土壌微生物利用研
究室長



　　　　　　　　　　　　　　　　、tQ、

採用
年月日　氏名　 新所属
12。4．！　　村上　政治　企画調整部（企画科）

　　森本　　晶　企画調整部（企画科）

　　竹内　香純　企画調整部（企画科）

併任
年月日　　　　氏　名　　　　　新　　所　　属　　　　　　　　旧　　所　　属

12．4．1　　竹内　香純　農業生物資源研究所企画調整部　企画調整部（企画科）

併任解除

年月日　　　　氏　名　　　　　新　　所　　属　　　　　　　　旧　　所　　属

12，6．16　　小泉　裕信　経済局統計情報部生産統計課　経済局統計情報部生産統計課（土地資源統

　　　　（土地資源統計班土地資源統計　計班土地資源統計係）兼環境管理部（計測
　　　　係）　　　　　　　　　　　　　情報科隔測研究室）

育児休業

年月日　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　所　　属

12．5．1　　酒井　順子　平成12年5月1日から平成12　環境資源部（土壌管理科土壌化学研究室）

　　　　年5月31日まで

職務復帰

年月日　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　所　　属

12．4．1　　小西　和彦　育児休業（平成12年4月1日）　環境生物部主任研究官（昆虫管理科昆虫分

　　　　　　　　　　類研究室）
12．4．17　　大野　宏之　育児休業（平成12年4月17日）　企画調整部主任研究官（地球環境研究チー

　　　　　　　　　　ム〉
12．6．1　　酒井　順子　育児休業（平成12年6月1日）　環境資源部（土壌管理科土壌化学研究室）

退職
年月日　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　所　　属

12．4．1　　西尾　道徳　勧奨　　　　　　　　　　　　　所長

〃　 児玉進勧奨　　　　　 総務部長

12．6．1　　山本　芳子　一身上の都合　　　　　　　　　総務部庶務課厚生係長
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　　1
　　r黄欝・ 表彰

第17回アジア太平洋雑草学会　最優秀ポスター発表賞（平成l　l年11月27日）

藤井　義晴（環境生物部〉

中谷　敬子（環境生物部）

　r水田畦畔植生における植物間相互作用」

農林水産大臣賞（職員功績者）（平成12年4月7日）

　結田　康一（環境管理部計測情報科）

　　r放射性・安定ヨウ素および臭素の農業生態系における動態解明と環境汚染・過剰・欠乏問題の解明」

科学技術庁長官賞（研究功績者）（平成12年4月18日）

　宮下　清貴（環境生物部微生物管理科〉

　　r土壌放線菌のキチン分解酵素キチナーゼに関する研究」

（社）日本リモートセンシング学会　優秀論文発表賞（平成12年5月l　l日〉

　井上　吉雄（環境管理部）

　　rハイパースペクトル計測による植物生理特性の評価」

システム農学会　システム農学会論文賞（平成12年5月17日）

　岡本　勝男（企画調整部）

　　r地球規模の穀物生産量推定のためのリモート・センシング及びG　I　S的アプローチに関する研究」

平成12年度永年勤続者表彰（平成12年4月7日）

　　（30年）

　　西尾　道徳（元所長）

　　上沢　正志（環境資源部土壌管理科長）

　　保科　次雄（環境資源部水質管理科長）

　　桑原　雅彦（資材動態部農薬動態科）

　　遠藤　正造（資材動態部農薬動態科）

　　織田　久男（資材動態部肥料動態科）

（20年）

鈴木　文夫（企画調整部業務科）

鈴木　忠男（企画調整部業務科〉

加藤　英孝（環境資源部土壌管理科）

畔上　耕児（環境生物部微生物管理科）

到』馬　誠也（環境生物部微生物管理科）



1
、
～

壷』外、鄭葺

（Hl2．　4～6）

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 イギリス 国際北極圏研究集会に出席 Hl2．4．4 研究交流促進法
～H12．4．8 第5条

David 環境管琿部 アメリカ アメリカ自然人類学会第69回大会に出席 H．12．4．12 研究交流促進法
Sprague ～H12．4，16 第5条

河部　遅 環境生物部 韓国 第1回韓国一日本組換え生物安全性に関す Hl2．4．13 研究交流促進法
るセミナーに参加 ～H12．4。14 第5条

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 H12．5．IO 国際共同研究
室効果ガス収支の変動解明とデータの統合 ～Hl2．5．17 （二国間型）

化に関する研究

石井　英夫 資材動態部 ギリシャ 植物病害抵抗性に関する第1回国際シンポ Hl2．5．19 科技庁
ジウムに出席 ～Hl2．5．28 国研集会

佐藤　銚子 資材動態部 アメリカ 第100回米国微生物学会に出席 H12．5．19 研究交流促進法
～Hl2．5．25 第5条

三中　信宏 環境管理部 オランダ ウィリー・ヘニック学会第19回年次大会 H12．5．28 研究交流促進法
に出席 ～Hl2．6．4 第5条

伊藤　一幸 環境生物部 ブラジル 地球環境変化に伴う北極域陸域生態系の温 H12．6．4 科技庁
室効果ガス収支の変動解明とデータの統合 ～H12．6．14 重点基礎
化に関する研究

松本　直幸 環境生物部 イタリア r病原性低下因子利用による果樹類紋羽病 H12。6，12 生研機構
スイス の遺伝子治療」推進のため ～H12，6．23 特定交流
ハンガリー 共同研究

原薗　芳信 環境資源部 韓国 第2回農薬分野における情報と技術アジア H12．6．14 研究交流促進法
会議に出席 ～H12，6．18 第5条

袴田　共之 環境管理部 モンゴノレ 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク Hl2．6。17 研究交流促進法
における土壌，植生調査のためのモンゴル ～Hl2．6．21 第5条
技術交流会議に出席

三島慎一郎 環境管理部 カナダ エコサミット2000に出席 Hl2．6．17 研究交流促進法
～H12．6，23 第5条

岡本　勝男 企画調整部 カナダ エコサミット2000：諸科学の統合国際会 Hl2．6．17 科技庁
議に出席 ～Hl2，6，24 総合研究

横沢　正幸 企画調整部 カナダ エコサミット2000：諸科学の統合国際会 Hl2．6．17 科技庁
議に出席 ～H12．6．24 重点基礎

米村正一郎 環境資源部 インドネシァ rインドネシア域における生物マス燃焼が Hl2．6．19 要請出張
及ぼす気候学的影響に関する調査的研究」 ～H12。7．1 東京大学気候シス

の現地調査 テム研究センター

鶴田　治雄 環境管理部 中国 東アジアにおける土地の利用／管理の変化 ，Hl2。6，18 研究交流促進法
と大気微量ガスの発生に関する国際ワーク ～Hl2，6．22 第5条
ショップに出席

矢野　栄二 環境生物部 カナダ アザミウマ研究のワークショップに出席 Hl2・620 研究交流促進法
～Hl2．6．23 第5条

三輪　哲久 環境管理部 ドイツ 第2回多重比較国際会議に出席 Hl2．6．25 研究交流促進法
～Hl2．6．28 第5条
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（H．　12．　4～6）

氏　　名 所　　　属 滞在する研究室 課　題　名 期　　間

池羽　正晴

加藤　正広

茨城県農業総合センター

千葉県農業試験場

土壌物理研究室

殺菌剤動態研究室

黒ボク土畑土壌中の硝化過程における
溶質移動

芝草の耐病性機構に関する研究

H12．6．1
～H12．8．31

H　l2．6．1

～Hl2、11．30

，鴫技術講習＿

　　（H．　12．　4～6）

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 H12．4．1
Iqubal 株式会社 ～H13．3．31

江波戸宗太 （株）欣膳 除草剤動態研究室 シュミレーションモデルによる数値解析法 H12．4．10
の修得と液クロ及びガスクロによる各種除 ～H12．7．13
草剤分析法の修得

高村　近子 筑波大学大学院 気象特性研究室 灌漸農地（水田）における水・熱収支，ガ H12．4．13

スフラヅクスの測定 ～H13．3．31

間野　正美 千葉大学大学院 気象特性研究室 自然生態系における温室効果ガスフラックスの Hl2．4．14
観測的研究及びモデル化による収支評価研究 ～H13．3．31

當間　美佳 九州大学大学院 除草剤動態研究室 内分泌撹乱物の分析法の修得 Hl2．5．1
～H12．7．31

新子　和規 筑波大学 地球環境研究チーム 気象データの解析手法 H12．5。1
～Hl3。3，24

菅野　剛 筑波大学 地球環境研究チーム 気象データの解析手法 Hl2．5．1
～H13．3，24

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定法 Hl2．5．9
について ～H12．5，12

畠山　剛 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定法 Hl2．5．9
について ～Hl2．5．12

田村　浩之 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定法 Hl2．5．9
について ～H12．5．12

山田　晋 東京大学大学院 土壌保全研究室 水田跡湿地における土壌の全窒素および可 Hl2．5．15

給態窒素測定法の修得 ～H12．6．15

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・評価方法 H12，5．15
～Hl3．3、31

長縄　俊明 筑波大学 土壌微生物生態研究室 紫紋羽病菌および白紋羽病菌における Hl2．5．15

dsRNA保有状況に及ぼす諸要目の検討 ～Hl3．3．31

下田　武志 生研機構 天敵生物研究室 天敵を用いた害虫の総合防除 Hl2，6．1

～H12．11．30

水野　昭美 新潟大学大学院 保全植生研究室 自動シークエンサーを用いたタンポポ属の Hl2．6．19

葉緑体DNAの塩基配列決定 ～H12．6．21

LikaiZhou 中国科学院沈陽応用生 資源・生態管理科 土壌の生産力及び質の評価に関する研究 H12．6．5
態研究所 ～H12．6．12

Hougtu 中国科学院沈陽応用生 資源・生態管理科 土壌の生産力及び質の評価に関する研究 Hl2．6．5
Xie 態研究所 ～H12．6．12

Roughua 中国科学院沈陽応用生 資源・生態管理科 土壌の生産力及び質の評価に関する研究 H12。6．5
Li 態研究所 ～Hl2．6．12
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（H．　12．　4～6）

氏　　名 所　　属 種　　類 滞在する研究室 課　　題　　名 期　　間

鈴木　勝久 生研機構 派遣研究員 土壌微生物利用研 単環芳香族化合物分解系の多様 Hl2．4．1
究室 性と分解機構に関する研究 ～H13．3．31

劉　生浩 生研機構 派遣研究員 土壌微生物利用研 単環芳香族化合物分解系の多様 Hl2。4．1
究室 性と分解機構に関する研究 ～H13，3．31

Perigio　B． 生研機構 派遣研究員 土壌微生物利用研 単環芳香族化合物分解系の多様 H12。4．1

Francisco，Jr 究室 性と分解機構に関する研究 ～H13．3，31

中村　仁 生研機構 派遣研究員 土壌微生物生態研 病原性低下因子の探索と評価 H12．4．1

究室 ～Hl3．3，31

荒川　征夫 生研機構 派遣研究員 土壌微生物生態研 病原性低下因子の探索と評価 H12．4．1

究室 ～Hl3．3．31

植竹ゆかり 生研機構 派遣研究員 土壌微生物生態研 病原性低下因子の探索と評価 H12．4．1
究室 ～Hl3．3．31

石塚　直樹 重点研究支援協 派遣研究員 計測情報科 リモートセンシング技術の高度 Hl2，4．1
力員事業 化による陸域植物生産量の推定 ～H13．3．31

叢　敏 重点研究支援協 派遣研究員 計測情報科 リモートセンシング技術の高度 H12．4。1

力員事業 化による陸域植物生産量の推定 ～H13．3．31

村上　拓彦 重点研究支援協 派遣研究員 計測情報科 リモートセンシング技術の高度 H12．4．1

力員事業 化による陸域植物生産量の推定 ～H13．3．31

富久尾　歩 重点研究支援協 派遣研究員 計測情報科 リモートセンシング技術の高度 H12，4．1

力員事業 化による陸域植物生産量の推定 ～H13．3，31

穴沢　道雄 重点研究支援協 派遣研究員 計測情報科 リモートセンシング技術の高度 Hl2．4．1

力員事業 化による陸域植物生産量の推定 ～H13．3．31

Edmound 東京都立大学 S　T　Aフェロー 地球環境研究チー 降水量および気温変動がモンスー H12．4，13

Ranga シツプ ム ンアジアにおける水稲生産量に ～Hl4．4．12

Ranatunge 及ぼす影響に関する研究

Bruce アメリカ農務省 S　T　Aフェロー 情報解析・システ 植物と生態系の大気CO2増加に Hl2．6．20

A．KimbalI 水保全研究所 シツプ ム研究室 対する応答について実施された ～H12．9．19

開放系大気CO2増加（FACE）実
験結果の解析と増加

Zucong　Cai 中国科学院土壌 特定交流共同研 情報解析・システ 土壌からの温室効果ガスの発生 H12．6．24

科学研究所 究 ム研究室 に関する研究 ～Hl2．7．8

黒川　俊二 草地試験場 流動研究員 保全植生研究室 葉緑体D　NAマーカーを用いた Hl2。6，12

イチビの系統および集団構造の ～Hl2．7．14

解析 Hl2．9．18

～Hl2．10．20
Hl2．11。6

～Hl2．12．8
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