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生物環境の

安全確保研究の展開・強化

環境生物部長　河部　逞

　　　　藁　　　　　　　　科学技術に関連す

　　　　　　　　　　　　る問題が活発に議論

＿　　　　　　　　　、　されている。狭い国

　　　　　　　　　　　土に過密な人口を抱

　　　　　　　　　　　　え，資源が乏しい日

　　　　　　　　　　　本の発展する方策と

　　　　　　　　　　　　して，科学技術創造

　　　　　　　　　　　立国がある。そして，

　　　　　　　　　　　科学技術振興の様々

な施策が打ち出されて十数年になるが，研究予算

の延びや研究環境の改善は，まだ研究レベル向上

として現れていないようである。逆に，日本の科

学水準の低下や，若者の科学離れを嘆く声もしき

りである。科学技術振興はなお険しい。

　一方，今，豊かな生活を通し科学技術の恩恵を

実感しながら，科学技術に対する不安感はむしろ

強まっているようである。最近，rこのまま科学技

術が進歩すれば人類の滅亡を招く」との，米国IT

産業リーダーの一人であるビル・ジョイ氏の問題

提起があった。最も急速に進歩し夢が膨らむGNR

（遺伝子工学，ナノテクノロジーとロボット）こそ

が危ない，科学技術では基礎研究も情報流通も制

限すべきだとの主張である。GNRの悪用が深刻な

事態を招き得ることは予想できる。少なくとも科

学を過信し目先の利益を優先して安易に新技術の

実用化を進めていけば，今後も様々なハザード／

リスクに悩まされ続けることになろう。

　科学技術の暴走や予想外の悪影響，あるいは限

界の指摘は，別に新しくはない。“矛盾”に繋がる

韓非子の故事に，紀元前の中国は，すでに技術の

限界やミサイルと迎撃システムの開発競争に到る

軍拡の愚かさを認識していたと見るのはゆき過ぎ

だろうか。しかし，人類はむなしさに浸りながら，

武器と防御具に工夫を凝らし，毒と毒消しを探索
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し，生産と破壊・廃棄を繰り返し，これらに科学

技術は深く関わってきた。

　20世紀には，原子力，化学物質，微生物，医療，

遺伝子工学等の科学技術が花開くとともに，これ

らが内包する危うさも顕在化した。21世紀には遠

からず先覚の警告が実り，生産性，利益や優位性

のみの追求は終焉し，世界の科学技術の行き過ぎ

やほころびの修正が進むと信じたい。

　さて，科学技術への夢と不安が交錯する中で，

農業環境技術研究所は来年度から独立行政法人と

なる。そして，これまで農業環境を支えあるいは

生産の障害となる植生，微生物（線虫を含む），昆

虫を研究してきた私達の環境生物部は，生物群集

を中心とした農業環境（農業圏外の相互に影響し

合う環境も含む）の安全確保・向上に関する基礎

的・先導的研究を推進する部へ生まれ変わろうと

している。

　より明確な目標の下で，積極的に農業が関わる

科学技術の健全な発展・普及を支えるためである。

言い方を変えれば，環境との関わりにおいて，農

業が，加害者にも被害者にもならないよう，食料

生産に留まらず環境保全と諸産業の持続的な発展

に積極的に寄与するものとなるよう，生態系に視

点を据えて幅広い研究を展開し深化させることが

生物分野の使命と考える。

　これは新しい道の開拓も必要な難しい研究であ

るし，直接には農業の持続的な発展，ひいては，

少し大げさになるが人類を滅亡から救う重要な仕

事である。生態系には未知の難間題が多い。また，

環境，生態系と農業は切り離せないが，相互関係

の解明はこれからである。

　社会・経済の先行きは不透明だが，日本では多

くの人々が今も恵まれた生活を享受している。食

料自給率の異常な低さ，世界の飢餓に苦しむ多く

の人々の存在，さらに，世界人口の増加，解決に

は遠い様々な地球環境問題等に不安を感じながら。

　もちろん，新研究所だけでは農業環境の全領域

に渡る研究を推進することはできない。しかし農

業が関わる重要な環境問題については，その解消，

未然防止，加えてこれら分野における国際貢献に

向け重点的・効率的に研究を推進し，着実に成果

を挙げ，頼りになる研究所となるため，真剣に具

体的な方策を検討する最終段階に私達はいる。
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「サイエンスキャンプ2000」

の実施について

　近年，将来の科学技術を担う青少年の科学技術

離れが問題となっており，この問題の対策のた

めに，科学技術庁科学技術振興局が主催して高

校生を対象に夏休み中の一定期間，最先端の科

学技術に直接触れるための場を提供する「サイ

エンスキャンプ2000」を実施しており，本年に

おいても，参加機関の募集以来があり，当研究

所も企画科が各部に呼びかけてテーマを募り参

加者を募集したところ，全国から興味・関心を

もった男子3名，女子9名，計12名が農業環境

技術研究所に参加した。

　今回のサイエンスキャンプの日程は，8月1日

（火〉！3時から3日15時まで実施し，開講式で

の所長の歓迎挨拶から始まり，コース別に分け

て，（1）Aコース：生物や環境状態をリモート

Aコース：計測プラットホームに乗り込んで

Bコース1水田観測地（つくば市真瀬）にて

センシング法により測るrリモートセンシング

で生態圏を測る」講師：隔測研究室長ほか（2）

Bコース：地球温暖化の原因である二炭化酸素の

農地による吸収・放出の測定r植物群落におけ

るCO2の働きを測る」講師：気象特性研究室長ほ

Cコース＝土壌保全研究室にて

〆糧

か（3）Cコース：工業活動や車が原因である酸

性雨の問題r酸性雨を測る」講師＝地球環境研

究チーム新藤主任研究官ほか，のテーマをとり

あげ，研究者がどのように問題解決に取り組ん

でいるかを実際に体験したことで科学技術の重

要性と理解を深めたと察します。修了時にはデ

ータ解析や実験結果をコース別に発表を行い，

その内容を伺うと，あらためて対応していただ

いた講師をはじめ，皆様にお礼を述べる次第で

す。　閉講式は，参加者に所長から修了証を授与

し，挨拶を企画調整部長が行い，記念撮影を終

えて無事に終了しました。また，関係者には企

画，準備，解析実験結果の対応にご苦労されま

したこと，併せてお礼申し上げます。

　　　　　　　　　　企画調整部　情報資料課

参加者との記念撮影
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畦畔管理におけるヒガンバナの

意義とその他感物質リコリン

およびクリニンの同定

（1）はじめに

　畦畔は，田畑を仕切るあぜであり，水田の周囲

をとりまいて所有権を明確にする意義がある。農

作業面から見ると，畦畔は作業のために人や農業

のための機械が通過する道路であり，米・麦など

の収穫物が運搬されるための通路である。一方，

畦畔は圃場内の作業において発生する雑草等の残

さの捨て場としての役目もあった。畦畔は，一定

の土地を周囲の自然環境から切り離して，稲のよ

うな均一な作物を栽培するための防波堤の役目も

果たしている。日本のような温暖多雨の環境では，

雑木・雑草の生育が旺盛であり，このような自然

環境の中で農作物を生産する農業生態系を維持す

るために畦畔が持つ機能は重要である。畦畔は外

界からの雑草雑木，害獣や害虫の侵入から農地を

守るための防御ゾーンであり，自然生態系と農耕

地との境界をなすフロンティアであるともいえる。

　畦畔は，放置すれば雑草が繁茂する。雑草の中

には病害虫のすみかとなり，越冬や冬ごもりに適

した場所を提供するものがある。また，大きな草

が農作業のじゃまになったり，雑草種子が収穫物

に混入するおそれがあり，農地への雑草の侵入源

となることもある。そこで，農家は畦畔の維持管

理に農作業に劣らぬ労力を投入してきた。このよ

うに，畦畔管理は農業生産とは直結しないが，農

業環境にとって重要である。

　このような畦畔を管理する新たな被覆植物も試

行されているが，伝統的にヒガンバナとリュウノ

ヒゲが植え付けれられてきた。特にヒガンバナは

重要な畦畔管理植物であった。

　ヒガンバナはお彼岸に正確に咲くこと，別名，

曼珠沙華，死人花とも呼ばれ，1000以上の地方名

をもつ身近な植物であった。しかし，墓場の周辺

に見いだされることが多いため不吉なイメージが

強く，また，有毒物質を含むので，子供達が誤っ
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て食べないように，昔から危険な植物と教えられ

てきた。現在，ヒガンバナは一部の地方で嫌われ，

畦畔を守る植物としての意義は忘れられている。

そこで，ヒガンバナの持つ雑草抑制作用について，

他感作用の観点から調べた。

（2）ヒガンバナに含まれる雑草抑制成分

　ヒガンバナの雑草抑制作用については，四国学

院大学の高橋道彦教授の研究が端緒である。ヒガ

ンバナの鱗茎には雑草の生育を強く阻害する物質

が含まれており，とくにセイタカアワダチソウな

どのキク科雑草を強く阻害するが，イネやイネ科

植物への阻害は弱く，従って畦畔管理に最適な性

質を持っていることが明らかにされている。

　そこで，農環研において，根から滲出する他感

物質の検定手法として開発したプラントボックス

法（農業環境研究成果情報，第8集）と，葉から

溶脱する物質の検定法であるサンドイッチ法（同，

第14集）により，農地周辺植物の他感作用を検定

した。その結果，根や無傷の鱗茎からは強い植物

生長阻害物質は出ないが，葉から出る物質による

作用では，ヒガンバナには，カタバミやベゴニア

に匹敵する強い植物生長阻害作用があった。

　ヒガンバナ栽培ポットに雑草を播種すると，キ

ク科等の発生は強く抑制されるが，イネ科等に対

する抑制効果はやや劣った。この結果は，ヒガン

バナが多く生育する現地の畦畔ではセイタカアワ

ダチソウのようなキク科の雑草が少なく，メヒシ

バやエノコログサなどのイネ科の雑草が多いとい

う観察と一一致している。

　そこで，他感作用に関与する物質を明らかにす

る目的で，80％エタノールを用いてヒガンバナの

葉と鱗茎から植物生育阻害物質を活性を指標に抽

出精製した。その結果，阻害活性のあるlO種のア

ルカロイドを単離した。

　これらのアルカロイド成分の中で，含有量が最

大で阻害活性が最強の成分を，各種NMR，マス
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スペクトルを用いて分析した結果，図1に示す構

造を持つ化合物リコリンとその誘導体クリニンを

同定した。

　リコリンは，15ppmでレタス（キク科）の根や

地上部の生育を完全に阻害し，50％阻害濃度

（EC5・）は2ppmであった。この活性は天然物質最強

のアブシジン酸に匹敵する。イネに対しては活性

が弱まり，EC5・は15ppmである。クリニンのレ／タ

ス根伸長阻害に対するEC5・は20ppmであり，他の

アルカロイドでメチレンジオキシ構造をもたない

化合物は活性が弱かった。ヒガンバナ鱗茎中の植

物生育阻害物質として，既にリコリシジノールが

報告されているが，その活性はリコリンの10％程

度である。同じメチレンジオキシ構造をもち，キ

ハダから単離されたベルベリンもリコリンと同程

度の阻害活性があることから，メチレンジオキシ

骨格が活性発現に重要であると推定される。
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図2　リコリンがレタス（●）および

　　イネ（▲）の根の伸長に及ぼす影響

　ヒガンバナ中のリコリンの濃度は，生の鱗茎中

には0．5mg／g，生葉中には0．3mg／gと，二次代謝

物質としてはかなり高濃度であった。クリニンが

リコリンに次いで多い成分であったが，0．02mg／g

程度であった。また，リコリンは水溶性が高い。

以上のように，含有量，活性の強さ，イネ科とキ

ク科に対する作用特性などから，リコリンがヒガ

ンバナの他感作用の本体であると推定される。

（3）おわりに

　ヒガンバナは秋に開花したあと葉が出て，冬か

ら初春にかけて，幅8mm，長さ40cmの多肉質の

葉をつけるが，初夏には枯れる。従って，イネが

小さい春先から初夏に畦畔雑草を抑制し，イネの

生育時期には葉がなくイネの生長を妨害しないの

で，畦畔管理植物として理想的な性質を持ってい

る。

　ヒガンバナは地下部の鱗茎の分裂によって容易

に増殖可能である。この鱗茎は土質を間わず再生

し，過湿にも乾燥にも強く，畦畔や土手で繁殖す

る。ただし，リコリン等の他感物質は，イネ科植

物を阻害しないので，メヒシバ等のイネ科雑草が

残ることがあり，ヒガンバナで畦畔が埋め尽くさ

れるまでは雑草管理が必要である。

　ヒガンバナに含まれるリコリンには，哺乳動物

の中枢神経麻痺作用が，また，真菌類の殺菌作用，

ウジムシなどの殺虫作用，細胞分裂阻害作用等が

ある。墓場の周りに植えられたのは，このような

作用を利用して墓を清潔に保つ知恵であったのか

もしれない。ネズミ等の忌避，防虫や抗菌性など

も広い意味での他感作用である。それで，ヒガン

バナは伝統的に畦畔に植えてモグラによる穴を防

ぎ畦畔が崩れるのを防ぐために用いられていたと

考えられる。飢饅の時には鱗茎を掘り上げ有毒ア

ルカロイドを十分に水洗し除去した後に約30％も

含まれるデンプンを食用にしていた。現在わが国

の畦畔や野山に自生するヒガンバナは3倍体であ

るため種子ができないことから，人間が広めたも

ので，縄文時代に中国大陸から持ち込まれたもの

と考えられている。

　かつて，日本の水田畦畔を彩ったヒガンバナも，

近年めっきりその姿を消している。ヒガンバナは

農民が畦畔を守る目的で植えていた植物であり，

人の維持管理なしには繁殖できないためであろう。

秋に畦畔一面に咲いたヒガンバナは美しい（表紙

写真〉。子孫のために，景観形成，雑草抑制，モグ

ラによる穴あけ防止，非常食糧という多面的な機

能を持ったこの有用植物を畦畔に復活し，維持す

ることが望まれる。

　　　　　　　　　（他感物質研究室　藤井義晴）
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1）藤井義晴・Zahida　IQBAL・平舘俊太郎・中嶋

直子・中谷敬子・高橋道彦：ヒガンバナの他感作

用と作用物質リコリン・クリニンの同定，雑草研

究44巻（別）P．182－183（1999）



薬剤解毒酵素庫伝子の構造解析
及びその発現量比較による、、

揖抗性ワタアブラムシの識別

はじめに

　農作物に付く害虫を殺すために同じ殺虫剤を使

い続けるとだんだんと効かなくなってくる場合が

あります。この現象をr抵抗性がつく」といいま

す。害虫に抵抗性がつくと防除が難しくなり農作

物に対する被害が大きくなったり，防除のコスト

が高く付いたりするので農家の人たちやわれわれ

消費者が直接的に困るのはもちろんなのですが，

近頃とみに危惧されているのは，抵抗性の発達が

農薬使用量の低減化を阻害する大きな要因の一つ

になっているという点です。殺虫剤が効かなくな

ってくれば当然散布する量や回数，殺虫剤の種類

が増えてきます。ある殺虫剤に対して抵抗性がつ

いた場合，タイプの違う殺虫剤に変えたりして対

抗してきましたが，最近では複数のタイプの殺虫

剤に抵抗性のついた害虫も少なくなくなり，従来

の対抗策も限界が近づいてきました。地球環境問

題に対する社会的関心が高まる中，農業において

もr環境に優しい農業」やr安全な食料の供給」

といったことが強く求められており，さらに，最

近ではいわゆるr環境ホルモン」問題がにわかに

クローズアップされているのはご存知の通りで

す。環境庁がリストアップした環境ホルモン様作

用を持つことが疑われる化合物中にも農薬が多数

含まれており，農薬に対する社会的不安，反発は

日増しに高まるばかりです。r無農薬」は誰が考

えても理想です。しかし，無農薬で今の地球上の

人口を支えていくことは現在の技術ではまず不可

能です。抵抗性がつく原因を科学的に解明して最

小限の農薬投入量で最大限の効果を生み出す防除

技術を早急に開発することが望まれます。

抵抗性と遺伝子

　殺虫剤抵抗性はWHOによってr昆虫の正常

な集団の大多数を殺す薬量に対して耐える能力

がその系統に発達したこと」（傍点著者）と定義

されています。すなわち，抵抗性は遺伝する性

質であり，抵抗性に関連する遺伝子（以下r抵

抗性遺伝子」と略）が存在するということです。

このr抵抗性遺伝子」はどこから来るのでしょ

うか。これまでのところ，殺虫剤が虫の遺伝子

を変化させて抵抗性遺伝子を生じさせたという

例は一つも発見されていません。抵抗性遺伝子

は極々小さい割合の虫が殺虫剤と接する以前か

ら既に持っていたというのが定説です。それを

持っていた虫がたまたま殺虫剤散布にあった際

に生き残って抵抗性遺伝子を子孫に伝え

る…　　というサイクルを重ねることで，つい

にはほとんどの虫が抵抗性遺伝子を持つものに

なってしまうわけです。殺虫剤に強くなるとい

うこと以外には役に立っているとは思えない遺

伝子を殺虫剤なんかが出現する以前から持って

いたなんて改めて遺伝子の多様性のすごさを思

い知らされるような気がします。

　害虫に殺虫剤抵抗性がつくのを避けるという

ことは抵抗性遺伝子を持った虫の割合が経済的

に許しがたいほどの被害を与えるまでに増えな

いように管理するということです。そのために

は，抵抗性遺伝子の構造や性質を詳しく調べて，

正確に高感度で，しかも簡便に抵抗性遺伝子の

頻度を把握する技術（モニタリング技術といい

ます）を開発する必要があります。

ワタアブラムシの抵抗性遺伝子

　ワタアブラムシ（図1，ゴキブリの仲間では

ありません。いわゆるアリマキの一種です）は

、
、　嚇

亀

轡

図1　ワタアブラムシ
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1．5mmほどの小さな虫ですが，大変多くの種類

の農作物に被害を与える大害虫です。最近有機

リン系，カーバメート系，ピレスロイド系など

各種の殺虫剤に対して抵抗性がついて，防除が

非常に困難になった害虫の一つです。

　私たちはワタアブラムシが有機リン系の殺虫

剤（例えばスミチオンとかマラソンとかが含ま

れます〉に強くなった原因を認べてみました。

その結果，体内にカルボキシルエステラーゼ

（以下rC　E」と略）という殺虫剤を壊す酵素の

一種をたくさん持っているものほど強いことが

わかりました。一番強いものは一番弱いものの

30倍以上ものC　Eを持っていました。酵素とい

，うのはタンパク質でできていて，タンパク質の

設計図が遺伝子です。つまり，ワタアブラムシ

の有機リン剤に対する抵抗性遺伝子はC　Eの遺

伝子ということになります。わたしたちは，こ

のC　E遺伝子の構造を明らかにすることに成功

しました。遺伝子は，A，C，G，Tと略され

る4種類のr塩基（えんき）」という成分が長く

一列に並んでいて，その並び方がタンパク質の

材料のアミノ酸の並び方を決めています。ワタ

アブラムシのCE遺伝子は2，228個の塩基が並ん

でいて526個のアミノ酸の並び方を決めているこ

とがわかりました（図2）。

C　E遺伝子量の比較による抵抗性虫の識別

　次に，遺伝子の一部を2～3時間で100万倍に

も増幅し，高感度で検出できる方法（P　C　R法

といいます）を用いて，抵抗性の虫とそうでな

い虫とをC　E遺伝子の量の違いで識別できない

か試してみました。図3を見てください。抵抗

性の虫では矢印で示したところにはっきりとバ

ンドが見られます。このバンドはP　C　R法によ

って増幅されたC　E遺伝子の一部です。ところ

が，抵抗性を持たない虫ではバンドがほとんど

見えません。つまり，抵抗性を持たない虫は100

万倍に増やしてやってもまだ検出できないほど

元々持っていたCE遺伝子が少ないということ

です。このように，P　C　R法でC　E遺伝子量を

比較することで抵抗性の虫とそうでない虫が明

確に識別できることがわかりま．した。

では，即実用化…　　とはいきません。正確な

モニタリングには非常にたくさんの虫を検定す

る必要がありますが，この方法は今の段階では

手間的，コスト的に簡便で経済的とは言えない

のです。実験室の中では満足のいく結果が得ら

れても，現場で実用できる形にしていくにはま

だまだたくさんのハードルをクリアしていかな

ければなりません。

　　　　　　　（殺虫剤動態研究室　鈴木　健〉
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図2　C　E遺伝子の塩基配列（黒小文字）と推定されるC
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図3　P　C　R法による抵抗性虫の識別
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（Hl2．7～9）

転入
年月日　　　　氏　名　　　　　新　　所　　属

12．8．1
旧所属

長谷部　亮　環境生物部微生物管理科土壌微　農業生物資源研究所遺伝資源第一部微生物

　　生物利用研究室長　　　　　　　探索研究チーム長

12．9．16　　高津　　武　企画調整部情報資料課課長補佐　　中国農業試験場総務部綾部総務分室長

所内異動

年月日　　　　氏　名　　　　　新　　所　　属

！2．8．1
旧所属

村上　政治　環境資源部（土壌管理科土壌生　企画調整部（企画科）

　　化学研究室）

森本　　晶　環境生物部（微生物管理科土壌　企画調整部（企画科）

　　微生物利用研究室）

12．9．！ 加藤　好武　環境管理部主任研究官（資源・　環境管理部資源・生態管理科長

　　生態管理科農村景域研究室〉

転出
年月日　　　　氏　名　　　　　新　　所　　属　　　　　　　　旧　　所　　属

12．8．1　　金井二三子　農林水産技術会議事務局筑波事　企画調整部情報資料課課長補佐

　　　　務所電子計算課システム専門官
　　　　（兼研究情報課）

竹内　香純　農業生物資源研究所遺伝資源第　企画調整部（企画科〉

　　一部（微生物探索研究チーム〉

併任解除

年月日　　　　氏　名　　　　　新　　所　　属

12．8．1　　竹内　香純　　企画調整部（企画科〉
旧所属

企画調整部（企画科）兼農業生物資源研究
所企画調整部（企画科）

井手　　任　環境生物部植生管理科保全植生　環境生物部植生管理科保全植生研究室長兼

　　研究室長　　　　　　　　　　　農林水産技術会議事務局

退職
年月日　氏名
12．7．31　　太田　尚寿　一身上の都合

　旧所属
環境資源部（気象管理科気象特性研究室）

日本農業気象学会　学術賞（12．8．23）

野内　　勇（環境資源部気象管理科）

r酸性雨，紫外線の農作物影響および水田からの水稲を介したメタン放出機構に関する研究」
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泳謙駄戴碁璽ノ＼
　　　（H12．　7～9）　．

氏　　名 所　　属 出張，先 活　　動　　内　　容 期　　問 備　　考

三輪　哲久 環境管理部 アメリカ 2000年度国際計量生物学会議に参加 H12．7．2 研究交流促進法

～Hl2．7．7 第5条

上沢　正志 環境資源部 オランダ OECDワークショップr持続的農業経営シ H12．7．2 要請出張

ステムに関する技術の適応」に出席 ～H12．7．9

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。7．3 科技庁

室効果ガス収支の変動解明とデータの統合 ～Hl2．7，9 国際共同研究

化に関する研究 （二国問型）

中野　恵子 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 H12．7．3 科技庁

室効果ガス収支の変動解明とデータの統合 ～H12．7．20 国際共同研究

化に関する研究 （二国問型）

杜　　明遠 環境資源部 中国 東アジア草原生態系における炭素収支の推 H12．7，6 要請出張

定と指標生態系の策定に関する研究 ～H12，7．20 北京大学生態研
究・教育センター

須藤　重人 環境管理部 インドネシア インドネシア域における生物マス燃焼が及 Hl2，7．11 要請出張

ぼす気候学的影響に関する調査的研究 ～Hl2．7．19 東京大学気候シス

テム研究センター

高木　和広 資材動態部 ドイツ，イギ 土壌微生物の養分代謝及び汚染土壌の環境 H12．7，19 要請出張
リス 修復についての情報交換をおこなうため ～H12．7．30 九州大学

井上　吉雄 環境管理部 アメリカ 国際地球科学リモートセンシングシンポジ Hl2．7．23 研究交流促進法

ウムに出席 ～H12、7．29 第5条

斎藤　元也 環境管理部 アメリカ 国際地球科学リモートセンシングシンポジ H12。7，23 研究交流促進法

ウムに出席 ～Hl2。7．30 第5条

須藤　重人 環境管理部 イギリス 第28回燃焼に関するシンポジウムに出席 H12．7．29 科技庁

～H12。8．6 重点基礎

米村正一郎 環境資源部 イギリス 第28回燃焼に関するシンポジウムに出席 Hl2．7．29 科技庁

～Hl2．8．6 重点基礎

河部　　逞 環境生物部 アメリカ 第85回アメリカ生態学会に出席 Hl2．8．4 科技庁

～H12．8．12 重点基礎

鶴田　治雄 環境管理部 カナダ 第6回国際生態学会国際湿地会議に出席 Hl2．8．5 科技庁

～Hl2．8．13 重点基礎

宮田　　明 環境資源部 カナダ 第6回国際生態学会国際湿地会議に出席 H12．8．5 科技庁

～Hl2。8．13 重点基礎

富田　淳志 環境管理部 タイ マイクロ波センサ情報利用等による作付動 Hl2．8．5 農水省

向モニタリング手法の開発 ～H12．8．15 r食料安全保障」

自戸　康人 環境資源部 中国 r砂漠化評価と防止技術に関する総合的研 H12，8．6 環境庁

究」に係わる現地調査 ～Hl2．8．26 環境研究総合

推進費

大黒　俊哉 環境生物部 中国 r砂漠化評価と防止技術に関する総合的研 H12．8．6 環境庁

究」に係わる現地調査 ～Hl2．8．26 環境研究総合

推進費

David 環境管理部 カナダ 第6回国際湿地シンポジウムに出席 H12．8．6 研究交流促進法

Sprague ～Hl2．8．14 第5条
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氏　　名 所　　属 出張先 活　　動　　内　　容 期　　間 備　　考

小川　茂男 環境管理部 タイ rタイ国ランパチ川における流域荒廃の因果連鎖 H12．8．6 要請出張
の解明とその農林工学的修復」に係わる現地調査 ～Hl2．8．11 筑波大学

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 H12．8，8 科技庁

室効果ガス収支の変動解明とデータの統合 ～Hl2．8．20 国際共同研究

化に関する研究 （二国間型）

田中　幸一 環境生物部 ブラジル 第21回国際昆虫学会に出席 H12．8，18 科技庁

～Hl2。8．29 重点基礎

桝本　雅身 環境生物部 ブラジル 第21回国際昆虫学会に出席 Hl2．8．18 科技庁

～Hl2．8．29 重点基礎

今川　俊明 環境管理部 中国 r砂漠化評価と防止技術に関する総合的研 Hl2．8．18 環境庁

究」に係わる現地調査 ～Hl2．8．26 環境研究総合

推進費

斎藤　元也 環境管理部 中国 アジア太平洋高度ネットワーク北京会議に Hl2．8．21 研究交流促進法
出席 ～Hl2，8．26 第5条

月星　隆雄 環境生物部 中国 第1回アジァ植物病理学会大会に出席 H12，8．25 研究交流促進法

～Hl2．8，29 第5条

袴田　共之 環境管理部 タイ 陸域生態系の吸収源機能評価に関する研究 H12．9．4 環境庁

～Hl2。9．9 環境研究総合

推進費

岡本　勝男 企画調整部 イギリス リモー、トセンシング学会第26回年次大会に Hl2．9．11 科技庁

出席 ～Hl2．9。16 重点基礎

山村　光司 環境生物部 南アフリカ 侵入生物に関する国際計画，統合会議に出 Hl2，9．15 科技庁

席 ～H12．9．24 国研集会

桑原　雅彦 資材動態部 タイ 主要穀類収穫後の損耗事態とその要因の調 H12．9，19 農水省

査 ～H12．10．18 JIRCAS

伊藤　一一幸 環境生物部 韓国 水田農業の持続性・公益的機能の解明と環 H12．9．13 農水省

境調和型栽培管理技術の開発 ～Hl2．9．20 国際共同研究

総合推進事業

鶴田　治雄 環境管理部 インドネシァ 土地利用変化に伴う温室効果ガスの発生・ Hl2．9，17 環境庁

吸収の現地調査とその総合評価 ～Hl2．9．22 環境研究総合

推進費

須藤　重人 環境管理部 インドネシア 土地利用変化に伴う温室効果ガスの発生・ Hl2．9．17 環境庁

吸収の現地調査とその総合評価 ～H12．9．27 環境研究総合

推進費

阿江　教治 環境資源部 中国 土壌一植物系におけるリンの循環に関する Hl2．9．17 研究交流促進法

国際シンポジウムに出席 ～H12，9。23 第5条

藤井　義晴 環境生物部 アメリカ 植物生態系における揮発性生理活性物質の Hl2。9．25 科技庁

解明に関する研究 ～Hl2．IO．8 国際共同研究
（二国間型）

平舘俊太郎 環境生物部 アメリカ 植物生態系における揮発性生理活性物質の Hl2．9．25 科技庁

解明に関する研究 ～Hl3．1。12 国際共同研究
（二国間型）

杜　　明遠 環境資源部 中国 地表面条件と風送ダスト発生の関係解明に H12．9．27 科技庁

関する研究 ～H12．10．3 総合研究

吉本真由美 環境管理部 イタリア 大気CO2増加実験（FACE）システムの性能 H12。9．29 要請出張

評価手法の開発に関する交流育成 ～H12．10，16 JISTEC

秋山　博子 環境管理部 イギリス 農耕地から放出される亜酸化窒素の発生量 H12．9．30 科技庁

のモデノレ化と発生制御技術の開発 ～H13．9．29 長期在外研究員
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流卑砺窯、員

（H．12．7～9）

“鞭鰍窪、景

（H．12．7～9）

氏　　名 所　　　属 滞在する研究室 課　　　題　　　名 期　　　間

工藤　　巌 愛知女子短期大学 昆虫分類研究室 穿孔亜目アザミウマの分類学的研究 H12．7。31～Hl2．8．31

H13．2。13～H13．3。16

氏　　名 所　　　属 滞在する研究室 課　　　題　　　　名 期　　　間

柿内　俊輔 熊本県農業研究センタ 水質保全研究室 農業域からの窒素流出のモデル化 Hl2．7．3
一農産園芸研究所 ～Hl2．10．31

高橋　正樹 岩手県農業研究センター 多量要素動態研究室 誘導結合プラズマ分析（ICP）を用いた土 Hl2，8．1
壌一植物系における多量要素の動態解明 ～H12．IO．31

江波戸宗大 （株）欣膳 除草剤動態研究室 モデル数値解析とモミガラ成形炭を組 H12，8．1
み合わせた農薬流出制御技術の習得 ～H12．8．31

長谷川雅明 新潟県農業総合研究所 土壌生化学研究室 園芸作物における有機質肥料（有機態 H12．9．1
園芸研究センター 窒素）の施用技術と作物栄養的評価 ～H12．11，30

小山　　淳 宮城県古川農業試験場 個体群動態研究室 水田における昆虫群集の解析 H12．9．1
～Hl2．9．29

八尾　充睦 石川県農業総合研究セ 個体群動態研究室 トゲシラホシカメムシの発生予察法の Hl2．9．1
ンター 確立 ～H13．2，28

江口　武志 熊本県病害虫防除所 寄生菌動態研究室 植物寄生性病原菌の生理・生態解明と Hl2．9．1
防除法に関する技術の習得 ～H12．11，30

大橋　優二 北海道立中央農業試験場 除草剤動態研究室 農薬分解菌の単離技術の習得 H12．9．1
～H12．ll，30

神頭　武嗣 兵庫県病害虫防除所 殺菌剤動態研究室 イチゴうどんこ病に対する病害抵抗性 Hl2．9．25
向上機構の解明 ～H12．12．22

鎮、術講』翼、戸1

（H．12．7～9）

氏　　名 所　　　属 滞在する研究室 課　　　題　　　名 期　　　間

松丸　光男 アズマ株式会社 他感物質研究室 ヒバ油のアレロパシー作用の植物種間差 H12．8．1
～Hl2．8。3

阿部　　由 東京農業大学 微生物特性・分類研 微生物機能検定 H12．8．7
究室 ～Hl2．9。30

神保　忠祐 東京農業大学 微生物特性・分類研 微生物機能検定 H12．8．7
究室 ～H12．9．30

岡部　陽子 クリザールジャパン（株） 殺菌剤動態研究室 作物病害防除活性の評価方法及び作用 Hl2．8．21
様式の調査方法 ～Hl3．3．31

杉山　知子 ロイヤルインダストリ 殺菌剤動態研究室 作物病害防除活性，抵抗性誘導能の評 H12．8。21
一ズ（株） 価方法 ～H13．3，31

Yang－Kyu 韓国農林部国立植物検 線虫・小動物研究室 植物寄生性線虫の分類同定に関する研修 H12．9．18
Man 疫所 ～H12．12．17
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　（H．12．7～9）
氏　　名 所　　属 種　　類 滞在する研究室 課　　　題　　　名 期　　間

Ganda タイ JICA個別研修員 微生物特性・分類 牧草品種評価選抜 H12，7．7
Nakamanee パクコン動物栄 研究室 ～Hl2．7。21

養研究センター

Weiguo 中国 エコフロンティア 影響調査研究室 熱帯アジァの土地利用変化が陸域 Hl2，8．1
Cheng 千葉大学大学院 　　　　　　Oフェローシヅフ 生態系からの温室効果ガスの発 ～H13．3．31

生・吸収量に及ぼす影響の評価に
関する研究

Jens ドイツ STAフェローシ 土壌生化学研究室 イネにおけるアルミニウムあるい Hl2．9．25
Wegner ベルリン・フン ヅプ は重金属耐性に関わるQTL解析 ～H12．12．24

ボルト大学

Victor ロシア科学アカ 科技庁外国人招 昆虫行動研究室 侵入・導入昆虫の生態影響の解明 H12。9．7
N．Kuznetsov デミー生物土壌 へい と侵入・蔓延防止策に関する研究 ～H12．10．8

学研究所

Giashuddin バングラデシュ JICA個別研修員 隔測研究室 熱帯作物環境学 H12，9．12
Miah バンガバンデウ ～Hl2，12。8

農業大学

Perla フィリピン農務省 JICA個別研修員 多量要素動態研究 肥料動態 Hl2．9．13
Pamganiban 土壌・水管理局 官

土 ～Hl2．12、7

Margarita　G． ロシア科学アカ STAフェローシ 昆虫分類研究室 アジアのキバガ科に関する分類学 H12．9、17
Ponomarenko デミー生物土壌 　oツフ 的及び比較形態学的研究 ～H12．12。17

学研究所
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