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㊧園目

旅の一時
総務部長　山田　紘一

　秋も深まった時期に初めてパリに行った時のこ

とであります。

　パリに居るのは，2日間の短い旅であり要領良

く廻ることにした。宿はセーヌ河に近い便利の良

いところでした。

　先ず1日目は，宿の近くからバスに乗ってセー

ヌ河に沿って建てられているルーヴル美術館に行

く，初めて見る重い歴史の中の美術館には約30万

点の作品が展示されている。自分のごく僅かな知

識の中でも直接大作を見ることができて大変な感

動であった。

　ルーヴル美術館は3階建で，1階には，古代ギ

リシャ・ローマ美術，ミロのヴィーナス，彫刻（中

世・ルネッサンス）奴隷（ミケランジェロ）等，

2階には，イタリア絵画のモナ・リザ，聖アンナ

と聖母子（ダ・ヴィンチ），フランス絵画の落日の

港（ロラン），モルトフォンテーヌの思い出（コロ

ー）等，3階には，個人寄贈絵画，特別展示場等

である。次はオルセー美術館に足を運んだ，オル

セー美術館の国家蒐集の歴史は1890年に始まり作

品は印象派絵画を始め，彫刻，写真等約2万点が

展示されている。19世紀のフランス美術の潮流が

多様化してゆく時代である。絵画では，マネの「草

上の昼食」，「横笛を吹く少年」，「バルコニー」，ド

ガの「ダンスのレッスン」，「アイロンをかける女

たち」，セザンヌの「青い花瓶」「トランプをする

人たち」，「玉ねぎのある静物」，モネの「ひなげし

の花」，「日傘をさす女」，「青い睡蓮」，ルノワール

の「ピアノに寄る少々たち」，「水浴の女たち」，ゴ

ッホの「自画像」，「オーヴェルの教会」，「ガシェ

医師の肖像」等を見ることができた。2日目は宿

を朝8時に車で出発し，パリの北西に向かって走

り，途中ビートが収穫され畑に山積みされている

風景など見ながら，はっきりとしないが約3時間

近く走ったと思います。第1の目的地である，モ

ネのアトリエのあるジヴェルニーの地にある有名

な，「睡蓮の池」を見ることができました。この池

は浮世絵にヒントを得て睡蓮の池に太鼓橋の架か

る日本風の庭園を造ったとされている。今でもそ

の時の絵画と同様の景色（はす，柳など廻りの木々

は植え替えられているのか。）が保たれており感銘

したところである。

　ジヴェルニーを後にして第2の目的地であるパ

リから南の方のオーヴェール・シュール・オワー

ズの地に行った。ここはゴッホが画家として最後

の作品を作制したところである。ゴッホの住まい

（部屋）から歩いて5分位のところに13世紀頃に

建てられたオワーズ教会堂がありゴッホはこの教

会堂を描いた2ヶ月後位に亡くなっている。

灘・
・鱒難

　　　　オワーズ教会堂（ゴッホの胸像）

　教会堂の横の道を歩いて10分位登って行くと丘

の上にゴッホ兄弟の墓がある。オワーズを後にし

て一路パリヘ向かう途中市内に入って夕方も少ク

薄暗くなってモンマルト丘に立ち寄った街灯で絵

を抽いている人々の群があった，パリの街の夜景

を見ながら宿に向かった。

　もう一度ジヴェルニーの町に行きたい。
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1海外出張報告　1

セラードの大規模農業開発地

今川俊明（環境立地研究室）

　国際協力事業団の「ブラジル・セラード農業環

境保全研究計画」の短期派遣専門家としてブラジ

リア近郊にあるセラード農牧研究所（CPAC）に3

月17日から5月16日の間滞在し，セラードの大規

模農業開発地を調査する機会を得た。

　調査対象地域は，ブラジリアの北方約750kmにあ

るマラニョン州バルサス南方である。ここは，“シ

ャパーダ”と呼ばれる周囲を急崖で限られたテー

ブル状の平坦地で，開発面積は約4万haに及び，

その半分が農地として利用され，残りの半分が保

護地として残される予定である。1995年から日伯

共同で開発が進められているが，開発地では一筆

が約500haにも及ぶ圃場の整備がほぼ終了し，一

部ではすでに大豆が収穫期を迎えていた。この現

地を見た瞬問，その規模に驚くとともに圃場の土

壌環境及び保護地の植生モニタリング，作物の生

育・収量調査そして病虫害診断にとリモートセン

シング技術の活用の可能性の大きさを確信した。

　しかし，開発後わずか一年であるため，私たち

はとりあえず開発直後の95年6月26日観測のラン

ドサットTMデータを使って開発農地の土地評価

のための調査を行うことにした。まず，ランドサ

ットTMの合成画像を作成し，地形分類を行った

後，土壌，水分，植生の違いによって画像の色調

が異なることに着目し，現地での調査地点を設定

した。そして，現地では地域全体の地形・地質調

査と各地点の土壌断面調査，植物組成調査を通し

て，開発以前の植生分布を復元し，開発農地内の

地形，地質，土壌，植生の相互関係を明らかにし

た。また，各地点で採取した土壌を現在CPACで分

析しており，土壌水分や有機物含量の測定結果が

得られたならば，土壌資源評価が可能となり，今

後の圃場管理にも大いに役立つであろう。

　ところで，ここでは初年度大豆を中心として一

部陸稲，ミレットが栽培された。今年の大豆の平

均収量は2，400kg／haであり，将来的には4，000kg／

haまで上げたいとしている。そのためには水，肥

料，病虫害等の管理が重要であろう。また，今年

の問題としては収穫した大豆の貯留施設が整って

いないことや運搬用のトラックの確保が難しいた

め，せっかく収穫期を迎えた大豆が畑に放置され

たままになっていた。さらに，ここには家族も含

め500人の人々が現在住んでいる。そして，彼らが

村のバー（といっても無数の星を楽しめるレスト

ラン兼ビリヤード場）に集まって飲むときの話題

に教育と医療の問題を欠くことはないらしい。こ

れらはここが周囲と隔絶され，最も近い町とも車

で4時間以上かかることによる。実際，ブラジリ

アから車で二日がかりで現地に到着した我々も未

舗装道路になってからの最後の4時間はとてつも

なく長く，途中の休憩ではみんながいやになり帰

りたくなったことは忘れもしない。また，一週間

ではあったが，ベットだけの仮設住宅の一室で生

活し，その大変さを十分に味わうことはできた。

　セラードは食糧供給問題が間われる今地球上に

残された最大の農業開発可能地として世界中の注

目を浴びている。そして，ここと同じ大規模開拓

地がランドサット画像の同じシーン（約180km平

方）の中にいくつか認められることからも開発が

着実に進行していることがうかがえる。これらの

開発地をいかすためには，それぞれの場所への道

路が一刻も早く整備されることが緊急の課題であ

るが，持続的な生産を得るためには周囲の環境を

保全するための管理と計画を怠らないよう配慮す

る必要があるだろう。

農業開発の景観（右の二人が共同研究者）

一3一



研究トピックス

ド砂◆’陣ψφ伺』齢准蜘幽“1勘◆ψ◆酔◆碑陣ψ“鱒砂ゆ“φ榊◆““映◆’鱒網博ゆφ～

も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

1日本に新発生した害虫，i
◆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆

i　オオモンシロチョウ　i
き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き

◆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆
㍉6卜・一トrθ』・雌rの隔・”トo』・1僻・rJ』・llr・rの』d騨r9㌧岬・rひ・1”・ro隔・1一』9』・llトr9・・曜幽・ro』喝1伊・rひ騨・rφ轡rひql勝・rの隔・1レro』・IPrひ・・ゆr■ト，酔rの』・噂ゆrgh・趣rひぜ

日本未記録の害虫が北日本で発生

　7月30日付の北海道新聞は，北海道の札幌市と

これに隣接する後志管内でオオモンシロチョウ

（写真：表紙参照）が採集されたことを報じた。

その後，読売新聞，毎日新聞に同様の記事が載り，

本種が小樽市や伊達市，江差町でも発生している

ことが判明した。また，東奥日報は青森県，津軽

郡小泊村での本種の発生を報道した。さらに8月

末の日刊宗谷では，稚内市にも発生しているとの

ことであった。現在までに，発生が確認された地

点を第1図に示した。オオモンシロチョウはこれ

まで日本では発生したことがなく，ヨーロッパで

の発生様相からわが国への侵入が警戒されており，

特定重要病害虫に指定されている。

で食害する。生活史はモンシロチョウとよく似て

いるが，体が大きい分，摂食量も多く，また，集

団で加害することから被害は大きい。成虫は移動

性が強く，多数の成虫が同一方向へ飛翔している

のが観察されたり，イギリス北部の未発生地域に

侵入して数年間発生を繰り返すことが報告されて

いる。コモンウェルス昆虫研究所で1976年に発行

されたオオモンシロチョウの分布域は，ヨーロッ

パを中心として中近東，インド，中国であるが，

最近では，ロシアのバイカル湖地方や沿海州でも

普通に見られるようになったとのことである（第

2図）。このように，オオモンシロチョウはごく最

近、東に分布を拡大してきたようだがその原因は

不明である。
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第1図．オオモンシロチョウの国内の発生地域（黒丸）

オオモンシロチョウとはどんな虫か

　オオモンシロチョウは学名をjP宛7お
加召ss初6（L．）といい，ヨーロッパでアブラナ科野

菜の害虫として知られている。そこにはモンシロ

チョウもいるが，名前の通りオオモンシロチョウ

の方が大きいので，英名でそれぞれ，Smallwhite

と
， Large　whiteと呼ばれている。イギリスでは年

2世代を経過し，蠕の時期に休眠する。卵はアブ

ラナ科植物上に塊状に産みつけられ，幼虫も集団

第2図．才オモンシロチョウの分布

　大波線が1970年代の分布，小破線は最近の分布の推定地域

日本で発生する移動性昆虫

　今回の北日本におけるオオモンシロチョウの発

生は，日本海側に片寄っていることや，発生地域

が広いこと等の状況から考えて，成虫が大陸から

日本に移動侵入してきた可能性が高いと思われる。

ただ，最近のロシアとの交流をみると，人の動き

に伴って侵入した可能性も捨てきれない。

　人為的に日本に運び込まれ，国内に広く分布し

た害虫として，1945年侵入のアメリカシロヒトリ

や1976年侵入のイネミズゾウムシなど多くの例が

ある。一方，国外から移動侵入してきて国内で発

生する害虫の種類も意外に多い。例えば，ウンカ，

ヨコバイの類は梅雨前線に伴う気流に乗って，大

陸南部から毎年のように渡ってくる。コブノメイ

ガやアワヨトウも前線に伴う強風によって日本に
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運ばれ，国内で大発生する。これらの種類は日本

国内で越冬することが難しく，大陸南部で増殖し

て梅雨時以降に日本に渡ってくる。移動方向は第

3図，aの南西から北東である。
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第3図．日本に侵入する移動性害虫の移動方向

　　　　a＝大陸南部からの移動，b＝大陸北部からの移動

　日本に移動侵入してくる昆虫で，他の方向から

来ることがあるのだろうか。日本より北の地域か

らの侵入は，成虫の出現する夏にはあまり北風が

吹かないことや，北風の吹く条件は気温が低く昆

虫が不活発になるなどの理由で，ほとんどないと

考えられている。東側は海洋なので外すとして，

西から東，すなわち大陸北部から日本へ移動して

きたと考えられる例はある。

　大陸にチョウセンシロチョウという種類が分布

する。食草はアブラナ科のスカシタゴボウで，栽

培種にはつかないので害虫リストに入っていない。

この蝶は移動性が強く，1958年から数度にわたっ

て北海道で発生した。1979年には道内に広く発生

し、1981年まで一部で発生を継続した。発生地は

蘭越，小樽，札幌，留萌，羽幌，名寄といずれも

日本海側であった。東北地方での発生は青森県津

軽郡三厩村と弘前市で，発生地域が今回のオオモ

ンシロチョウの場合と類似している。移動方向は

第3図，bと考えられる。ただ，この種類は本州

中部での発生はないが、九州北部の福岡，佐賀，

本州の島根，山口，岡山でも記録がある。

　ガンマキンウワバという蛾はヨーロッパで移動

性の害虫として知られている。この蛾は現在，北

海道でテンサイやキャベツ，マメ科牧草の害虫と

なっているが，本州以南の地域ではむしろ珍しい

種類である。本種は1960年代以前には日本にいな

かったと考えられている。1960年代に北海道で数

頭の採集記録があるが，これ以前の記録は全くな

い。その後，1970年代には北海道各地で採集され

るようになり，本州でも少ないながら記録される

ようになった。ガンマキンウワバは大陸側では北

朝鮮まで分布している。日本への侵入経路は全く

わからないが，ヨーロッパでの習性を考えれば，

1960年代にわが国への移動侵入が起こった可能性

は十分ある。移動侵入があったとすればチョウセ

ンシロチョウの場合と同様の方向であろう。この

ように，大陸から日本への北に片寄った移動侵入

と考えられる事例も少数ながらある。今回のオオ

モンシロチョウの発生もこの一例なのであろうか。

今後の対応

　オオモンシロチョウは北海道では9月末現在，

幼虫とのことである。順調にいけば，蠣になって

休眠し，越冬するはずであるがどうなるのであろ

うか。今後も国内で発生を繰り返すとすれば，ア

ブラナ科野菜栽培にとって重要な問題になること

から，緊急の防除対策が必要となろう。害虫研究

者にとっては，日本の害虫が1種類増え，対応が

求められることと，この種類に関するヨーロッパ

での研究蓄積が利用できるという長短二面がある。

何よりも害虫侵入の初期からその後の盛衰の経過

が観察できるという，滅多にない機会であること

は確かなことだ。

　オオモンシロチョウについての研究蓄積の多い

イギリスのC．B．Williamsはその著書，Insect

Migrationの中で「数百年にわたる記録を持ちな

がら，我々はいまだにこの普通種の移動の様相を

はっきり理解するまでにはいたっていない」と述

べている。今回の北日本でのオオモンシロチョウ

の発生についても，不明な点が多々，残されてい

る。今後，大陸側の詳しい情報の収集や，国内の

未確認，未発表データの集積等の仕事があり，こ

れからの発生の動向，分布拡大や再度の侵入の有

無など，興味はつきない。現在の発生地はつくば

からちょっと遠いが，注目していきたいと思う。

　　　　　　　　（昆虫行動研究室　齊藤　修）
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次世代土壌水分計

一完全な土壌水分の

　モニタリングを目指して
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　次世代水分計と表題に書いたけれども，原理は

古くから知られており，約15年前頃からアメリカ

を中心に使われ始め，この2～3年で我が国にも

急速に普及し始めた水分計である。日本では未だ

この水分計を利用した研究例は少ないが，使って

みると画期的な水分計であることがわかる。

　次世代水分計は，一般にTDRと呼ばれており，

その原理は厳密さを犠牲にすると，大体次のよう

に説明出来る。誘電体を電磁波が通過するとき，

その速度は誘電率の平方根で割った値に比例する。

空気の誘電率は1で，電磁波（光）はその中を1

秒間に30万km進む。一方，水の誘電率は80である

ので，水中を電磁波が進むスピードは空気中の約

1／9と遅くなる。また，土粒子の誘電率は3～7

と水に比べると非常に小さい。したがって，土壌

中を電磁波が進む速さは，土壌中の水分の多少に

よって大きく変化することになる。TDRはこの原

理を利用している。実際の測定は，土壌中にステ

ンレス棒を挿入し，棒の頭にパルスで与えた電磁

波が土壌中にある棒の先端で反射して戻って来る

までの時間を測る。例えば30cmの棒の場合，水中

に入れたとしても，反射波が戻って来る時間は数

千万分の1秒にすぎない。このような微小な時間

をケーブルテスタという機械で測定する。ケーブ

ルテスタはもともと，海底ケーブルが，カジキマ

グロ（？）などによって切断された場合，その位

置を測るという機械である。TDRの土壌分野の普

及が遅れたのは，このケーブルテスタが高価だっ

たことにもよる。

　土壌に含まれる水の量は，畑作物の水管理，水

ストレスの研究にとって，最も大切な測定項目で

あり，乾燥した土1gが持つ水の重さ（含水比），

または1c㎡の土に含まれる水の体積（体積含水率）

によって表される。測定法としては，テンシオメ

ータ，セッコウブロック，熱伝導率，中性子，ガ

ンマ線などの方法があり，得られた値を含水比に

変換する。そのため，土壌毎に測定値と含水比と

のキャリブレーションを取らなくてはならない。

また，植物の利用出来る土壌水分領域の一部しか

測定出来ないこと，点の測定しか出来ないこと，

放射線を浴びる危険があることなどの欠点を持っ

ていた。しかし，TDRでは土壌の誘電率と体積含

水率との関係が土の種類によらず同一の曲線とし

て表されることが多いこと，ステンレス棒の長さ

全体にわたる平均の水分が得られること，植物の

利用出来る水分領域をカバー出来ることに加え，

自動計測が容易でメンテナンスが不要という利点

を持っている。数年後には水分計測の多くがTDR

にとって代わられると思われる。

　さて，以上のような特徴を持つTDRを使う、と，

今までと比較してどのようなことが新しくわかっ

たかを，構内の黒ボク土畑で1年間，1時間毎に

計測したデータをもとに紹介する。畑は裸地で管

理し，ステンレス棒の長さは1mと30cmである。

　土壌には，水を貯め込む性質と，水を流す性質

がある。植物は前者を利用して育ち，地下水は後

者の寄与の結果である。TDRは前者のみを測定す

る。図1は，深さ1mまでと30cmまでの平均体積

含水率の年問変動を降雨との対応で示している。

冬のつくばは雨が少なく乾燥しており，12月から

2月までの月降水量は20～30mm程度である。しか

し，冬場であるので土面蒸発は少なく，土壌水分

は，低水分でほぼ一定である。3月から7月の梅

雨明けまでは，4月を除くと月降雨量は150mm以上

あり，土壌水分は湿潤状態で推移する。梅雨が明

け，強い日差しの天気が続くと，土面蒸発により

土壌は強く乾燥する。一年で最も乾燥したのは，

合計180mmを超える雨を伴った9月15日の台風の

前日である。台風により，土壌は非常に湿った状

態になった。10月以降は雨は少なく，次第に土壌

は乾燥していく。年間の降水量は1219mmと平年並

みであった。
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図．土壌水分の年問変動

　図中で横に引いた2本の直線は，一年間に降っ

た10回の大雨の翌日の土壌水分の平均値である。

この値は，土壌中の大きな間隙の水が下方に排水

されてしまった後に土壌が保持出来る最大の量で，

圃場容水量と呼ばれる。圃場容水量は，今まで実

測が難しかったことから，採取した土壌の室内試

験値を代用して来たが，TDRを使えば容易に測定

出来る。体積含水率0．642とは，1m（1000mm）の

土層に642㎜の水が含まれていることを意味して

いる。圃場容水量と，最も乾いた9月14日の水分

量の差は約100mmであった。このような値は，畑地

潅概が必要とされる地域では垂誕の情報である。

また，l　m土層の年間の平均水分量は590mmと計算

された。溶質移動モデルでは，溶質が移動する距

離を推定するのに，平均水分量が必要となるが，

TDRを使うことによって，はじめてこのような値

を実測値として出せるようになった。

　しとしとと降る雨は土に全て浸み込み，夕立や

豪雨では雨の一部は地表面を流れ窪地にたまる。

降雨前後の土壌水分測定より，土に浸み込んだ雨

の量を計算し，雨量計雨量との対応をとってみた。

その結果，図1の5月15日頃と9月の台風による

10伽皿を超える降雨では，合計65mmの雨は土の水分

を増加させなかった。この量は全降水量の約5％

である。つまり，95％の雨は土に浸み込んでいっ

たことになり，溶質の移動においても95％は既往

の理論で考えても良さそうである。5％の雨は地

表を流れ去ったのか，大きな土壌空隙を急速に排

水してしまったのかは不明である。研究所構内の

黒ボク土は，水田転換畑に多くみられる灰色低地

土に比べ，水持ち，水通しともはるかに良い。灰

色低地土では土壌に浸み込む雨の割合は少なく，

亀裂から暗渠といった水移動が卓越し，溶質移動

の形態も黒ボク土とは大きく異なるはずである。

TDRにより土壌水分量の測定法が確立したので，

あとは，土壌中の水移動速度を定量化出来れば，

土壌水分のモニタリングはパーフェクトになる。

現在，畑の不飽和水移動の定量化を目指しており，

今年度中には目途がつくだろうと考えている。

　　　　　　　（土壌物理研究室　長谷川周一）
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所内みどツクス

平成8年度
農業環境技術研究所運営委員会報告

企画科長　上路雅子

　当所では試験研究の基本方向，試験研究成果の

評価，試験研究の運営等に関して，学識経験者の

意見を反映することにより所の円滑な運営及び研

究の効率化を図る目的で，毎年運営委員会を開催

している。今年度の運営委員会は，運営委員とし

ての岸康彦日本経済新聞社解説委員，福岡克也立

正大学経済学部教授，千賀裕太郎東京農工大学農

学部教授，細川充史東京都農業試験場長，鈴木継

美国立環境研究所長，宇佐美毅資源環境技術総合

研究所長，猪俣敏郎構造改善局計画部資源課長，

今村洋農産園芸局環境保全型農業対策室長，藤巻

農業研究センター所長，小林一三森林総合研究所

長に加えて伊藤洋技術会議事務局環境研究室長及

び当所関係者が出席して7月17日に開催された。

　会議に先立ち，近年地球環境関連研究を強化す

るために改修された微細気象観測棟及びクライマ

トロンの見学を行い，各施設の観測システム，実

験内容や研究成果等を説明し研究現場を紹介した。

轡

微細気象観測棟にて

織

　午後からの会議は環境研究官の司会で，所長挨

拶，出席者の紹介に続き，企画調整部長が当所の

研究推進の基本方向，研究推進体制・プロジェク

ト研究の実施状況等の研究推進の現状を資料に基

づいて説明した。

』撃．

所運営委員会

例年，研究成果は各研究部・科単位で主要研究成

果等を中心に紹介してきたが，今年は次の2題に

絞って紹介した。地球環境研究チーム長は「地球

環境研究の現状と農環研の研究方向」と題して，

地球環境研究チームの設立経緯，地球環境研究チ

ームと所内の16研究室で実施されている地球環境

研究及び今後の研究方向を，また，土壌管理科長

は「農林業がもつ国土保全機能評価に関する研究

の動向」と題して，「貿易と環境」プロジェクト研

究の概要、世界の多様な農業生態条件に対応可能

な指標開発の必要性，国土保全機能評価の方法論

等について紹介した。

　続いて意見交換が行われ，環境研究の現状や問

題点，当所に対する要望等について活発な意見が

出された。運営委員から次のような意見があった。

従来，主として環境研究は自然科学の分野として

行われてきたが，環境研究を行うには人間生活が

大きな要因として考慮されるべきで社会，文化，

哲学あるいは経営・経済学的な側面からのアプロ

ーチも必要で多分野との連携が重要である。また，

当所の研究内容に対しては、範囲があまりにも広

すぎて分かりにくく，具体的に当所が農水省の中

でどのような役割を果たしているのか？という厳

しい質問もあった。さらに，都心部のヒートアイ

ランド現象に対して農林地の気温低下効果を当所

との研究協力で明らかにしたとの紹介があった一

方で，環境保全型農業を推進する上で重要な土作

りや病害虫防除等に関して当所への協力要請が求

められた。この他にも多くの貴重な意見が出され

たが，詳細については「運営委員会議事録」とし

てとりまとめ配布するのでご覧いただきたい。
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土地利用／被覆と地球環境保全

　　　　に関する日米ワークショップ

地球環境研究チーム長　袴田共之

　　　（ワークショップ事務局長）

　地球環境変動の視座から世界を眺めると，土地

利用／被覆の変化は世界中でドラマチックに進ん

でおり，その変化は，質的，量的に大変なもので

ある。それは，今後，長期的な気候変動，大気化

学成分や生物多様性の変動，および水域，土壌，

湿地などを含む地球規模環境変動に重要なインパ

クトを与えると考えられる。土地利用／被覆変化

の影響は，特に農村部で顕著であり，食料や森林

生産などに対する影響も大きい。

　このような認識のもとで，1996年2月27日～29

日に科学技術庁研究交流センター（つくば市）を

会場にして本ワークショップが開かれた。本ワー

クショップは，日米科学技術協力協定のもとで，

「地球変動研究に関する日米ワークショップ」の

第4回目として開催され，開催事務局を農業環境

技術研究所が担当した。なお，前回は1994年10月

にハワイで開催されている。

　今回のワークショップ議長は，日本側から農林

水産省農業環境技術研究所長の永田徹氏，アメリ

カ側からNSF（国立科学財団）のRobertCorell氏

であった。出席者は，日本からは各省庁の推薦参

加の36名，アメリカから16名，日本以外のアジア

諸国からの招待者としてタイ2名，インドネシア

2名，マレーシア1名で，計57名であった。

　本ワークショップでは研究の現状や関連するコ

ンセプトに関する講演を踏まえ，ワーキング・グ

ループに分かれた議論を通じ，土地利用プロセス

の実態、データベース作り，リモートセンシング

の応用，モデリングなど基礎的・方法論的な共通

認識を持った上で，セッション会合において具体

的な共同研究のテーマを出し合った。それらの結

果は，共同研究プロポーザル集及びコミュニケと

して全体会合で確認が行われた。

　それらの内容の一端をごく簡単に紹介させてい

ただこうと思うが，本ワークショップの記録は，

印刷に付され，参加者，関係機関等に配布される

ので，詳細な内容に関心のある方は，そちらを参

照して頂ければ幸いである。

　土地利用／被覆変化に関し，広範なスケールに

わたって，各種の自然／人為現象に係るデータの

必要性が高まっており，この問題に関する基本的

戦略，必要なデータの内容，データ利用などに関

し多くの問題を解決することが急務となっている。

土地利用／被覆変化のモデルの改善のために，土

地利用変化を引き起こす社会経済的原動力と生態

系から大気にいたる生物物理的変動特性との関係

，解明，土地利用変化に影響する細かなスケールの

諸過程を結合して，地域又は地球規模にスケー

ル・アップする，また逆にスケール・ダウンする

頑強な手法の開発，いっそう集約的な社会経済的，

生物物理的データベースの開発，検証と相互比較

のための方法の改善などが要求される。土地利

用／被覆変化のプロセス研究のためには，生態的，

社会経済的および自然的過程の統合的影響を把握

することが必要とされる。土地利用／被覆変化の

分析にあたっては，人類による選択，社会の慣例

と規範，所有権などの限界と柔軟性などに注目す

る必要がある。また，「決定的な不決定」とか「選

択できる不選択」などの行動を通して人類社会が

土地利用／被覆の変化に影響を与えているかもし

れないことを認識しなければならない。

　会場では，より多様ないきいきとした報告，指

摘，提案などが開陳され，日米及び他のアジア諸

国を含む科学者の間で土地利用／被覆変化と地球

環境変動に関する課題をかかげて共同する機会と

課題はきわめて多いことが浮かび上がった。会期

中に15件以上の共同研究課題が提案され，それら

を含む会議の結果に関し両国代表（日本側は，農

業環境技術研究所長）によるコミュニケの調印が

行われた。今後の研究共同の進展が期待されるワ

ークショップであった。

　なお，次回は，通商産業省が日本側事務局とな

りアメリカにおいて開催される予定である。
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　　　　　主な会議・研究会等（H8．7～9）

8．7．17　　　平成8年度　農業環境技術研究所運営委員会

8．9．19　　環境シンポジウム『21世紀の食料確保と農業環境』

8．9．25～26　第13回　農薬環境動態研究会『新農薬の開発と薬剤抵抗性等の管理』

所内異動

発令年月日

　8．8．1

採　用
発令年月日

　8．8．1

職務復帰

発令年月日

　8．9．2

昇　任
発令年月日

　8．4．1
（8．9．20施行）

　　　　人事（H8．7．～9）

氏　名　　　　新所属
藤
、

原　英　司　　環境管理部（資源・生態管理科環

　　　　境立地研究室）
後　藤　慎　吉　　環境資源部（気象管理科気候資源

　　　　研究室）
江　口　定　夫　　環境資源部（土壌管理科土壌物理

　　　　研究室）
篠　原　弘　亮　　環境生物部（微生物管理科微生物

　　　　特性・分類研究室）

氏　名

戸田任重

氏　名
青木えみ子

氏　名

横沢正幸

吉田睦浩

高木和広

　　所　 属

環境資源部主任研究官（水質管理

科水質保全研究室）

　　所　属
総務部会計課（調達係）

　　新所属
企画調整部主任研究官（地球環境

研究チーム）

環境生物部主任研究官（微生物管

理科線虫・小動物研究室）

資材動態部主任研究官（農薬動態

科除草剤動態研究室）

　　一10一

　　旧所属
企画調整部（企画科）

企画調整部（企画科）

企画調整部（企画科）

企画調整部（企画科）

　　旧所属
企画調整部（地球環境研究チーム）

環境生物部（微生物管理科線虫・

小動物研究室）

資材動態部（農薬動態科除草剤動

態研究室）



海外出張（H8．7～9）

氏　　名 所　　属 出　張　先 本人の活動内容 出張期間 備　　考

小林和　彦 環境資源部 アメリカ合衆国 戦略的基礎研究推進事業による「CO2倍増時の生態系の H．8．7．1 要請出張・新技術

FACE実験とモデリング」研究課題のための，FACEに関 ～H．8．7．11 事業団

する研究情報の調査・収集

三　輪　哲　久 環境管理部 オ　ラ　ン　ダ 「国際計量生物学会」出席 H．8．7．1 研究交流促進法第

～H．8．7．5 5条

高　木　和　広 資材動態部 フ　ラ　ン　ス 「第2回国際農薬環境微生物シンポジウム」出席 H．8．7．5 研究交流促進法第

～H．8。7．11 5条

阿　江　教　治 環境資源部 アメリカ合衆国 「第5回国際根研究会」出席 H．8．7．13． 研究交流促進法第

～H．8．7．19 5条

藤　井義　晴 環境生物部 マレイシア マレイシアにおける雑草防除のためのアレロパシー活性 H．8．7．17 国研センター

の高い植物の検索 ～H．8．7．30

齋　藤　元　也 環境管理部 中　　　　国 「東北アジア・環境リモートセンシング国際シンポジウ H．8．7．21 研究交流促進法第

ム」出席 ～H．8．8．3 5条

清　水　矩　宏 環境生物部 中　　　　国 農山村水田地帯の生物多様性の保全と持続可能な利用に H．8．8．3 国研センター（農

関する調査 ～　　H．8．10 水省）

松　本　直　幸 環境生物部 アメリカ合衆国 人為的環境変動が農業生態系の生物問相互作用に及ぼす H．8．8．4 科技庁・重点基礎

影響の解明 ～H．8．8．10

清　野　　　諮 環境管理部 オ　ラ　ン　ダ 環境保全機能からみた土地利用変動の影響評価手法の開 H．8．8．4 科技庁・重点基礎

発 ～H．8．8．12

真　木　太　一 環境資源部 オ　ラ　ン　ダ 環境保全機能からみた土地利用変動の影響評価手法の開 H．8．8．4 科技庁・重点基礎

発 ～H．8．8．12

井　手　　　任 環境管理部 英　　　　　国 バッチダイナミクス理論による農村緑地の生物多様性維 H．8．8．11 科技庁・中期在外

持機構の解明 ～H．9．2．10

岡　本　勝　男 企画調整部 カ　　ナ　　ダ 「環太平洋リモートセンシング会議ビクトリア’96」出席 H．8．8．12 科技庁・重点基礎

～H．8．8．19

美　濃　伸　之 環境管理部 カ　　ナ　　ダ 「環太平洋リモートセンシング会議ビクトリア’96」出席 H．8．8．12 科技庁・重点基礎

～H．8．8．19

小　西　和　彦 環境生物部 大　韓　民　国 大韓民国・農村振興庁農業科学技術院において「寄生蜂の H．8．8．13 JICA
分類同定」に係わる専門家として任に当たる ～H．8．8．31

吉　本　真由美 環境資源部 アメリカ合衆国 ツンドラ地域でのメタン放出及び土壌・環境に関する測 H．8．8．14 要請出張・サンデ

定システムの開発 ～H．8。9．18 イエゴ州立大学

三　中　信　宏 環境管理部 ハンガリー 「第5回国際系統進化学会」出席 H。8．8．16 科技庁・国研集会

～H．8．8．26

川　島　博之 企画調整部 デンマータ 「生態学サミット・第10回生態モデリング国際会議」出席 H．8．8．17 科技庁・重点基礎

～H．8．8．25

横　沢　正　幸 企画調整部 デンマータ 「生態学サミット・第10回生態モデリング国際会議」出席 H．8．8．17 科技庁・重点基礎

～H．8．8．25

三　島　慎一郎 環境管理部 デンマータ 「生態学サミット・第10回生態モデリング国際会議」出席 H．8．8．17 科技庁・重点基礎

～H．8．8。25

二　宮　正　士 環境管理部 ス　　イ　　ス 「第19回情報検索に関する研究開発国際会議」出席 H．8．8．17 科技庁・重点基礎

～H．8．8．24
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氏　　名 所　　属 出　張　先 本人の活動内容 出張期間 備　　考

生　出　真　里 環境管理部 ス　　イ　　ス 「第19回情報検索に関する研究開発国際会議」出席 H．8．8．17 科枝庁・重点基礎

～H．8．8．24

石　井　英　夫 資材動態部 イ　ギ　リ　ス 「第4回仁果類病害の総合防除に関するワータショッ H．8．8．18 科技庁・重点基礎

プ」蹄 ～H．8．8．21

今　川　俊　明 環境管理部 中　　　　　国 「砂漢化防止対策の適用効果の評価手法の開発に関する H．8．8．20 環境庁・地球環境

研究」に係わる研究打ち合わせ及び現地調査 ～H．8．9．3 研究総合推進費

大　黒　俊　哉 環境生物部 中　　　　　国 「砂漠化防止対策の適用効果の評価手法の開発に関する H．8．8．20 環境庁・地球環境

研究」に係わる研究打ち合わせ及び現地調査 ～H．8．9．13 研究総合推進費

白　戸、．康　人 環境資源部 中　　　　　国 「砂漢化防止対策の適用効果の評価手法の開発に関する H．8．8．20 環境庁・地球環境

研究」に係わる研究打ち合わせ及び現地調査 ～H．8．9．13 研究総合推進費

斉藤　修 環境生物部 イ　タ　リ　ア 「第20回国際昆虫学会議」出席 H．8．8．23 科技庁・重点基礎

～H．8．9．2

森　本　信　生 環境生物部 イ　タ　リ　ア 「第20回国際昆虫学会議」出席 H．8．8．23 科技庁・重点基礎

～H．8。9．2

山　村　光　司 環境生物部 イ　タ　リ　ア 「第20回国際昆虫学会議」出席 H．8．8．24 科技庁・重点基礎

～H．8．9．2

屋　良　佳緒利 環境生物部 イ　タ　リ　ア 「第20回国際昆虫学会議」出席 H．8．8．24 科技庁・重点基礎

～H．8．9．2

矢　野　栄　二 環境生物部 イ　タ　リ　ア 「第20回国際昆虫学会議」出席及びボローニャ大学昆虫 H．8．8．24 科技庁・重点基礎

学研究所訪問 ～H．8．9．6

谷　山　一　郎 環境資源部 ド　　イ　　ツ 「ヨーロッパ土壌保全会議」出席，M　I策定情報の収集 H．8．8．25 農水省・貿易と環

オ　ラ　ン　ダ ～H．8．9．8 境プロジェタト

井　村　　　治 環境生物部 イ　タ　リ　ア 「第20回国際昆虫学会議」に出席，ポスター発表 H．8．8．26 研究交流促進法・

～H．8．8．30 第5条

原　薗　芳　信 環境資源部 アメリカ合衆国 「北極域ツンドラにおけるメタンフラッタスの高精度評 H．8．8．29 科技庁・国際共同

価とモデル化」の効率的推進に資する ～H．8．9．24 研究

真　木　太　一 環境資源部 中　　　　　国 乾燥農業限界地域の環境改善による持続的農業技術の開 H．8．9．1 国研センター・

発に関する研究 ～H・8，9・16 （農水省）

西　尾　道　徳 フインランド O　E　C　D農業と環境・環境便益セミナー出席 H．8．9．8 農水省

～H．8．9．15

林　　　陽　生 環境資源部 中　　　　　国 「気候環境の評価に基づいた米生産力の変動予測」の調 H．8．9．9 農水省

査 ～H．8．9．21

清　野　　　諮 環境管理部 中　　　　　国 「気候環境の評価に基づいた米生産力の変動予測」の調 H．8．9．9 農水省

査 ～H．8．9．21

鳥　谷　　　均 環境資源部 中　　　　　国 「気候環境の評価に基づいた米生産力の変動予測」の調 H．8．9．9 農水省

査 ～H．8．9．21

新　藤　純　子 企画調整部 オ　ラ　ン　ダ 酸性降下物のモニタリングとモデリングに関するワーク H．8．9．9 科技庁・重点基礎

ショップに出席 ～H．8．9．15

織　田　久　男 資材動態部 イ　ギ　リ　ス プラズマ源質量スペタトル分析に関する第5回国際会議 H．8．9．13 科技庁・重点基礎

に出席 ～H．8．9．22

根　本　正　之 環境生物部 ス　ペ　イ　ン 第1回国際アレロパシー学会に出席 H．8．9．14 科技庁・重点基礎

～H．8．9．22

藤　井　義　晴 環境生物部 ス　ペ　イ　ン 第1回国際アレロパシー学会に出席 H．8．9．14 科技庁・重点基礎

～H．8．9。22
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流動研究員（H．8．7～9）

氏　　名 所　　属 派遣又は招へい場所 研　究　課　題 期　　問

松　本　直　幸 環　境　生　物　部 北海道農業試験場 アルファルファ雪腐黒色小粒菌核病抵抗性の H．　8．　5．　7～H．　8．　5．30

微生物管理科 検定法の確立

土壌微生物生態研究室

澤　田　宏　之 環　境　生　物　部 国立遺伝学研究所 Pseudomonas属細菌の病原性分化に関する H．　8．　9。　1～H．　8．11．19

微生物管理科 分子進化学的研究

寄生菌動態研究室

織　田　久　男 資　材　動　態　部 東京工業大学 マルチコレタターI　C　P質量分析計による高 H．　8．　8．12～H．　8．　8．23

肥　料　動　態　科 精度ホウ素同位体分析

微量要素動態研究室

猪　谷　富　雄 広島県立大学 他感物質研究室 国内外の香米，赤米系統におけるアレロパシ H．　8．　7．31～H．　8．　8．　8

一の検索

大　滝　英　治 岡　　山　　大　　学 気象特性研究室 農業用水中の二酸化炭素分圧動態の把握 H．　8．　9．17～H．　8．10．　6

鰹　谷　　　憲 大阪府立大学 気象特性研究室 大気微量気体の農林生態系における観測的研

究

H．8．9．20～H．8．10．9

依頼研究員（H．8．7～9）

氏　　名 所　　　属 滞在する研究室 課　　　　　題 期　　間

高　橋　行　継 群馬県農業試験場 気象生態研究室 作物の気象生態反応の解明とそのモデル化 H．8．7．1～H．8．9．30

酒　井　和　彦 埼玉県園芸試験場 微生物特性・分類研究室 園芸作物の細菌病の分類・同定 H．　8．　7．　1～H．　8．　9．30

中　畠　吉　直 熊本県農業研究 多量要素動態研究室 有機質肥料の機能性評価 H．8．7．1～H．8．10．31

セ　　ン　　タ　　ー

一　守　貴　志 岩手県立農業試験場 気象生態研究室 水稲の障害不稔時における気象生態反応の解明と H．8．8．1～H．8．10．31

そのモデル化

神　田　　　徹 埼玉県農業試験場 個体群動態研究室 発生予測モデルの構築手法及び効率的な発生予察 H．　8。　9．　1～H．　8．11．30

の情報分析

角　田　廣　和 福島県立会津 情報解析・システム研究 農業情報システムの構築手法に関する研究 H．8．9．2～H．9．2．28

農林高等学校
宝
土

入　来　浩　幸 鹿児島県茶業試験場 情報解析・システム研究 ソフトコンピューティングによる製茶製造工程最 H．　8．　9．　2～H．　8．ll．29

宏
土 適化技術に関する研究

小　澤　朗　人 静岡県農業試験場 天敵生物研究室 マメハモグリバエの生物防除法の開発に関する研

究

H．8．9．2～H．8．12．27

一13一



技術講習（H．8．7～9）

氏　　名 所　　属 滞在する研究室 課　　　　　題 期　　間

糸　川　修　司 高知県農業技術 土壌調査分類研究室 土壌分類および土壌断面調査方法の修得 H．　8．　7．　1～H．　8。　7．12

セ　　ン　　タ　　ー

松　田　晴　光 筑波大学環境科学 個体群動態研究室 耕地生態系の混作による昆虫相，生態系多様性へ H．8．8．1～H．9．3．31

研　　　究　　　科 の効果

日　浦　直　之 高知県農業技術 他感物質研究室 樹園地における環境調和型雑草制御技術研究手法 H．8．10．13～H．8．10．26

セ　　ン　　タ　　ー の習得

その他の研究員（H．8．7～9）

氏　　名 所　　属 種　類 滞在する研究室 課　　　　　題 期　　問

Pamela メリーランド大学 サマーイン 生物情報計測研究室 分光計測，熱計測に基づく植物及び土壌特性の H．8．7．4

Nagler スティテユート リモートセンシングに関する研究。特に，イメ ～H．8．9．15

一ジングスペタトロメータによる分光画像の解

析

JemiferA． アラスカ大学 サマーイ　ン 分析法研究室 誘導結合プラズマ発光分析計および高分解能型 H．8．7．4

Pugin スティテユート 誘導結合プラズマ質量分析計を利用して既に採 ～H．8．8．22

集している穀物食性鳥類の餌と糞を他元素同時

分析

AlanE．Green ニユージーランド 科技庁外国人 気候資源研究室 「シンチレーション法を用いた複雑な土地利用 H．8．8．20

園芸研究所 招　　へ　　い 地域における顕熱輸送量の評価」の研究 ～H．8．10．4

NasirM．Khan パキスタン国立農 国際農業外国 隔測研究室 リモートセンシング及び地理情報システムを用 H．8．8．27

業研究センター 招　　へ　　い いた半乾燥地域における土壌劣化の解析に関す ～H。8．9。23

る研究

Piyaratt タ　イ　農業局 国際農業外国 殺虫剤動態研究室 コナガ天敵類の薬剤感受性検定法の確立 H．8．9．18

Keinmeesuke 招　　へ　　い ～H。8．10。14

Prapit タ　イ　農業局 国際農業外国 土壌生化学研究室 土壌中におけるリンの動態 H．8．9．30

Sangtong 招　　へ　　い ～H．8．10．20

農環研ニュース　Nα32　平成8年11月20日
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