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　典型的な冷夏の場合には，オホーツク海高気圧に源を発する寒冷な気流が北海道の北方で分かれ、約
1300km隔たった東北地方と韓半島にほぼ同時に達する。海面付近では霧が発生し日射をさえぎるために，
低温，寡照条件となって水稲の生育に影響が及ぶ。
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独立行政法人に期待する

企画調整部長　清野　諮

　農林水産省農業環

境技術研究所のニュ

ースは，この号をも

って幕を下ろす。そ

して次からは，新た

な独立行政法人農業

環境技術研究所のニ

ュースとして発足す

ることになる。

　独立行政法人化

は，われわれが経験したことのない一大組織再編

である。しかし，独立行政法人化は他人事ではな

い。この法人は，我々が努力し，我々がつくり上

げていかなければならないものである。

　独立行政法人化に向けて，所内では，これまで

多くの議論と作業が行われてきた。独立行政法人

化を推進する立場にたったものとして，一人一人

がそれぞれの責任を果たしながら，この難しい問

題に取り組んでいただいたことに感謝したい。

　これまで，r将来方向委員会（平成l　l年1月～3

月）」，r推進方策委員会（平成11年3月～l　l月）」

及びr準備委員会（平成ll年11月～）」を設置し

て，さまざまな議論を行ってきた。議論のもとに

新農業環境技術研究所の構想を打ち出してきたが，

情勢の変化等によって，全てが実現したわけでは

ない。大きな変化は，r多面的機能研究」の農業工

学研究所への移管と，r環境保全型農業研究」の農

業技術研究機構への移管であった。この二つの問

題は，当所が先陣を切って進めてきた研究分野で

あったが，現場での活用場面が強く求められる時

代になったため，それぞれ適切な機関に渡すこと

が必要となった。そして，地球環境部，生物環境

安全部，化学環境部，農業環境インベントリーセ

ンター，環境化学分析センターという3研究部，

2センター構想で進むことになった。
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　3研究部には，新たにグループ制が取り入れら

れた。これは，グループの中をフレキシブルな組

織にすることを狙っている。一方，2センターに

は従来と同じ研究室制を残した。

　研究方向については，農林水産省が定める中期

目標に沿って中期計画を定めた。

　地球環境部では，IPCC等で問題となっている地

球温暖化等の環境変化による農業生産への影響を

解明し，環境変化への適応策を検討する。また，

農耕地から発生する温室効果ガスの削減手法を開

発し，COP6等で議論されている温暖化防止対策

への貢献を行う。

　生物環境安全部では，遺伝子組換え作物の環境

影響評価法を深化させるとともに，新たに侵入・

導入する生物が生態系に与える影響を解明する。

また，世界的に間題となっている生物多様性と農

業との関わりを明らかにしていく。

　化学環境部では，ダイオキシン等の内分泌かく

乱物質やカドミウム，硝酸性窒素等の動態を明ら

かにし，農耕地や作物の化学的汚染を防止あるい

は浄化する技術を開発していく。

　環境化学分析センターは，外部に開かれた共同

分析センターとして化学環境部の研究を支える超

微量化学物質の分析法を開発する。また，1999年

のJCO事故のような緊急事態に対応できる基礎的

なデータの蓄積を行っていく。

　農業環境インベントリーセンターでは，さまざ

まな農業環境に関するデータやサンプルをデータ

ベース化し，農業環境の過去・現状・未来を表示

できるシステムを構築する。このシステムから提

供されるデータは，利用者がさらに加工すること

によって成長し，再びインベントリーに戻され，

自己増殖を続けていく。

　新農業環境技術研究所では上記のような研究を

推進し，農業と環境が調和した持続的な農業の展

開とともに，国民と社会に安心と安全を提供する

ことを目指す。

　農林水産省農業環境技術研究所は独立行政法人

農業環境技術研究所に変わるのである。我々は，

この困難な変革を乗り切れるだけの実績を持って

いる。独立行政法人化を我々の実力を示す好機と

とらえたい。
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一般公開
平成13年度科学技術週間

雛．鰭ぎ’婁遷
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魂‘餅、「

《《《次世代につなげよう大地の恵み》》》

　r次世代につなげよう大地の恵み」をテーマに独立行政法人農業環境技術研究所の一般公開

を次のとおり行います。

　各会場では，最新の研究成果や開発される今後の研究方向をパネルや実演でご紹介します。

　なお，来所記念として花苗など，お土産を用意しておりますので，お誘いのうえご来所くだ

さい。

ε麟齢螂繍嫌㎎職㈱㎝颯麗c卿語P融懸曝鰹i

　　　　　こカむる　　　ロホむな　だヌウぼだ
　　　　ルシ2饗鑛羅辮灘臨講！
　　　　ダ㈱羅源琶携縫5る寧｛ストロン彰ウ欝

　　　　土壌亀鯛㈱与の推竃‘鰐燃陰瞬買

公開　日
公開時間

　齢モれら鯛い醐艦卿蕨辮　霧

磯諺’

平成13年4月18日（水）
10：00～16：00

曳
欝　轡
　P哲3

襲禰

ンで

禰
撫

，書

パネルや実演での説明模様

交通

J一牛久駅⇒路一⇒騰1院一⇒農業環境技術研究所前下車徒歩3分

・東京駅八重州南口⇒常磐高速バスr筑波山」行にて⇒農林団地中央下車　徒歩10分
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　農業環境技術研究所では，r農業と環境」のかか

わりについて研究を行っています。そこには三つ

の視点があり，一つ目はr農業が環境に与える影

響」です。この中には，肥料の使いすぎによる地

下水汚染や，水田からメタンが発生して大気環境

に影響を与えるといった問題があります。二つ目

はr環境が農業に与える影響」です。地球温暖化

や酸性雨といった問題があり，作物のダイオキシ

ン汚染もこの中に入ります。三つ目はr農業を行

うことで環境を保全する」という視点です。農業

を行うことで，農地特有の生物の生息の場を提供

したり，土壌侵食を防止するなど，環境を保全す

ることができます。

　今日は，二つ目の問題に関連するr地球温暖化

の農業への影響」とr農業におけるダイオキシン

の間題」について紹介します。

1．地球温暖化の農業への影響

　地球温暖化によって農業に大きな影響が出るの

でないかと懸念されています。とくに，食料自給

率40％の我が国にとっては，我が国への影響もさ

ることながら，世界の食料生産への影響は大きな

関心事です。

　図1は，世界の穀物栽培地域が温暖化の影響に

よってどのように変化するかを，気候条件から見

たものです。緑色は現在の栽培地域で温暖化によ

る変化のないところ，赤色は現在の栽培地域で温

暖化によって栽培不可能となる地域，黄色は現在

栽培地域でないが新たに栽培地帯となりうるとこ

ろを示します。

　気候条件だけで判断すると，栽培可能地域は3％

ほど増える結果となりますが，これに土壌条件を

加えて判断すると，栽培適地は，現在の5億1500

haから46％も減少する可能性があることがわかり

ました。このような状況に対応するには，我が国

の自給率を少しでも高めていくことが重要です。

図1∫気候条件から見た裁培地帯の変化

　　黄色＝新たに栽培可能となる地域

　　赤色 l現在の栽培地域で栽培不可能となる地域

　　緑色1現在の栽培地域で変化のない地域

　図2は，温暖化による我が国の水稲収量の変化

を調べたものです。大気中の二酸化炭素濃度がほ

ぼ現在の2倍となる2060年頃の気象条件を使って，

現在の収量との差を見たものです。その結果，全

国平均では現在より！割減となることがわかりまし

た。

．、，ド轡5旧・δ笹，．登面笹・直齢

1登熟塁輩灘φ肇化く現在値との偏奉勘．

酉＝

培時期遅れる

北＝

培時期早まる

培期間でも
の地域で収穫誠

均で1割減

図2　水稲の収量が最高になる時期を設定した場合の潜

　　在収量を計算

　このような研究を通じて，農業環境技術研究で

は温暖化に伴う農業への影響を解明し，国民の食

料確保の問題に貢献していく予定です。



5

2．農業におけるダイオキシン問題

　ダイオキシンにはいくつかの種類があり，これ

らをダイオキシン類とよんでいます。ダイオキシ

ン類の発生源の90％以上は焼却施設であるといわ

れています。農業では，過去に使用された農薬の

中に製造過程で不純物としてダイオキシン類を含

むものがありました。ダイオキシン類は分解され

にくいのが特徴です。

　図3に示すように，ダイオキシンは焼却施設か

ら大気中に出て，農地に落下し作物や土壌に付着

します。農地のダイオキシンを含む土壌が河川に

流れ出ると，河川や海洋に住む魚介類の汚染を招

いていることが懸念されています。ちなみに，ダ

イオキシンの一日耐容摂取量は1キログラムあたり

4ピコグラムで，体重50キログラムの人なら1日

200ピコグラム摂取しても健康上問題がないとい

われています。では，作物はどのくらい土壌中の

ダイオキシンを吸収するでしょうか。

うに根を食べる場合は，皮に土といっしょ’にダイ

オキシンがついてくるので，皮をむくことでダイ

オキシンの摂取を減らすことができます。

，ぜネ今のダィオキ～～頚轡霧糞験

図4　ダイオキシン類に汚染した土壌に稲を栽培 し、稲各

　　部位での濃度を測定した結果，玄米からの検出は極

　　めて少なかった。

　　ダイオキ㌣劒環境中にお閃誰㌧

蝋誇驚算壽1

糧ウ＊糾磯蔽

図3　ダイオキシン類の環境中における動き

騨轟

行

i＿・榊搬糠噸騰．　遼伽ノ畷麹藤轡

　　　　　　　騰騨蜘

1脚麹齢鋤1

．、 鱗轟轡購ノ事撒継 麟醸麟

．礁鞭繋

麟轡継轄

図5・一トンネル栽培や雨よけ栽培によって，葉のダイオキ

　　シン濃度は低下する。

ニンジンの根では，皮をむけばダイオキシン濃度は

低下する。

　図4は，稲を使って調べた結果です。41ピコグ

ラム（これを100％とする）のダイオキシンを含

む土壌中に稲を栽培した結果，我々が食べる玄米

には0．002％しか検出されませんでした。しかし，

土壌中と稲体のダイオキシン類の組成が異なるこ

一とから，根から吸収したのか，大気から付着した

のかは結論できません。

　図5は，ニンジンとホウレ）（ソウについて調べ

た結果です。トンネノレ栽培や雨よけ栽培のように，

大気から落ちてくるダイオキシンから作物を保護

してやる方法は効果的です。また，ニンジンのよ

　今後は，作物が土壌中のダイオキシン類を根か

ら吸収するのかどうかを明確にしていくこと，土

壌に付着したダイオキシン類がどのように広がっ

ていくのかを明らかにするとともに，ダイオキシ

ン類の分解・除去技術の開発に取り組む予定です。

　このプレゼンテーションにあたって，地球環境

研究チームと農薬動態科の協力を得ました。
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日本と韓国における水稲収穫量

変動の特徴と推定

　地球の平均気温は，過去120年問にO．6℃／100

年の割合で上昇してきた。これが温暖化の実態で

ある。しかし年々の気温変動の記録には，昇温傾

向に比べ変動周期が短く同時に振幅の大きな変動

が重なっている。実際に，1993年の冷夏によっ

て大冷害が発生したことは記憶に新しい。地球規

模の温暖化を背景としながら，冷害が発生する危

険性がむしろ増大しているといえよう。最近では

温暖化と同時に，異常気象など短周期の環境変動

の影響予測をさらに充実させることが求められる

ようになってきた。

　東アジア諸国における水稲収量の年々変化を図

1に示す。1980年と1993年には，日本韓国で

収量が顕著に減少した。特に1993年の日本の東

北地方についてみると，作況指数57と戦後の混

乱期を除いて最悪の被害が発生した。これは，東

北地方の太平洋側で連日ヤマセ日となったことが

原因であった。
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図1　東アジア諸国の水稲収量の年々変動図

　実はこの時同時に，韓半島の日本海側でもヤマ

セに酷似した現象が発生し，沿岸地帯の水稲の生

育に大きな影響を及ぼした。この時の天候を表紙

（図）に示す。オホーツク海上のブロッキング高

。6

気圧から南西に吹き出す寒冷気流は，北海道北

方で分流し，一方が東北地方の三陸沖に達して

ヤマセとなり，他方が日本海へ入り韓半島東岸

の江陵（カンヌン〉付近に達した。このため韓

半島でも日本のヤマセ地帯と酷似した障害型冷

害が発生した。

　韓国では，寒冷な北東気流をセッ・パラム，

また脊梁山脈を越えて西側に吹き降ろすフェー

ン風をノプセとよぶ。これらの気象現象の構造

は，日本の東北地方と全く相似である。表紙

（図〉の天候が現れた1993年の収量減の偏差を

図2に示す。1993年産の水稲収量は，例えば岩

手県では1．5t／ha（偏差一68％），韓半島の日本

海側に位置する江原道では3．Ot／ha（偏差一22％）

と激減した。
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　　口＋15脇
　　［三コo、．15％

　　翻、15．繊
　　■■曲却％
Anomaly　Ratlo　ofYield，1993

　　　　一　　　　　　旛

図2　日本と韓国における1993年の水稲収量偏差の分布

　異常気象は固有の広がりをもって発現し，しば

しば隔離した地域に同じ災害をもたらす。この

視点は，日本，韓国，北朝鮮地域を対象とした

収量予測に欠かせない。そこで，東北地方の気

温と，日本（東北地方）および韓国（全国）の

収量との関係を図3に示す。これによると，両

地域の収量が，東北地方という固有地域の気温

変動と，隔離した地域の水稲収量が密接に関係

することが分る。
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　　　Temperature　Anomaly　ln漁e　Tohoku　Dlstrict（℃）

図3　東北地方の気温変化と日韓両国の水稲収量との

　　関係

　以上の結果は，夏期の気温が2℃～3℃低下す

ると，この地域の水稲収量は約1t／ha減少するこ

とを示している。また，気温上昇に対しては，

収量が増加する効果は大きくないこともわかる。

この関係を基にして，気温偏差に対し両国の収

穫量がどのように変動するかを見積もった。結

果を表！に示す。

気温

偏差
（℃）

収穫量変動の平年偏差の割合

　　　　　（％）

日本東北地方

　＋韓国全国

（済州道を除く）

　日本全国＋

　韓国全国
（済州道を除く）

一3 一37 一17

一2 一21 一10

一1 一9 一4

＋1 6 3
＋2 8 4
＋3 7 3

　気温偏差：東北地方における7月・8月の平均気温の平年偏差

　東北地方＝青森、岩手、秋田、山形、宮城の5県

表1　東北地方の気温偏差に対する水稲収穫量の変動

　　の割合

　これによると，東北地方の7月と8月の平均気

温が，平年から1℃，2℃，3℃とだんだん低

下するにつれ，日本全国と韓国全国の収穫量が

応じて4％，！0％，17％と減少することがわか

る。この計算では，日本と韓国の推定栽培面積

が1997年のレベルであること，日本の東北・北

海道地方以外は冷夏の影響が及ばないことを仮

定している。なお，日本の収穫量の範囲を東北

地方に限った場合（収穫量変動の平年偏差の割

合の左の欄）には，日本全国とした場合より収

穫量が変動する割合が大きくなるのは当然である。

　ところで，収穫量は気温などの気象要素の変

動ばかりでなく，栽培方法や土壌条件・施肥量，

品種の変化など多様な要素の影響も受けること

は言うまでもない。これを示す良い例を次に紹

介する。韓国では，ほぼ1970年以降の20年問に，

収量性に優れたハイブリッド品種（統一）が導

入され，全国的に急激に普及した。図4に韓国

全国における水稲収穫量と統一による収穫量の

年々変動を示す。
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　　　　　　　　Year

図4　韓国の水稲収穫量に対する単一品種の占有割合

　図4の通り，統一は1978年に全国のほぼ75％

という広大な面積で栽培されるに至った。しか

し，この品種は低温に弱い特性があったため

1980年の冷夏の影響を大きく被った。図1に示

されている韓国における1980年の大きな減収

は，実はこうした低温に弱い品種をほぼ全国で

栽培したことに原因があった。

　幸い日本では，1980年の韓国のように固有の

品種に偏った栽培は行われてこなかった。しか

しこの例は，経済性だけを求めた栽培方法には，

思いがけない落とし穴が潜んでいることを示す

ものとして覚えておくべきだろう。

　表1の推定は，品種の収量性などのノイズと

なる要素を削除せず解析を行った結果である。

この種のノイズの除去は今後の間題とすること

とし，現時点では気温変動に対する収穫量の推

定に利用価値が高いと考えられる。

　　　　　　　地球環境研究チーム　林　陽生
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水系における農薬の挙動とその
リスク指標

1．はじめに

　我が国の水稲栽培時期の夏期は高温多湿で，稲

の生育を害する多種多様な害虫，病菌，雑草が発

生します。現状では，それらを防除するために農

薬使用は避けられません。水田で使用された農薬

が河川へ流出する現象が観察されています。河川

水中の農薬濃度が十分に低ければそこに棲息する

生物に悪影響を与えることはありません。農薬使

用の結果起こるかもしれない環境への影響を未然

に防止する対策を立てることが必要です。ここで

は，河川中の農薬濃度を予測し，農薬の生態影響

を評価する一つの方法を紹介します。

2　水田中の農薬濃度の変化

水田に農薬が散布された時の様子を図1に示し

ます。

　　　溶解

蒸散

↑

脱着

流出

分解

　　　　　　　　　　　　　　　　　分解

　　　麟
　　　　　　　　寺’プ

　　　　　　　溶脱

図1．水田に散布された農薬の挙動

　農薬が水に溶け出し，徐々に水田土壌の表面に

吸着され，水田水中の農薬濃度は下がります。水

田の水深は5cm程度ですが，水田水は地下浸透し，

畦から漏れるために水を供給します。水位の減少

率は1日に数mm～数十mmに達します。雨が降れ

ばで田面水量が増え，日が照れば水が蒸発して水

量が減ります。水中の農薬濃度が減少してくると

8

土壌表面に吸着されていた農薬が再び水へ溶け出

してきて水中濃度が上昇します。水中と土壌中で

の農薬は，微生物により分解されます。この他，

酸化や加水分解などの化学的分解により分解され

ます。蒸気圧の大きい農薬は大気中への蒸散が無

視できません。水中では太陽光線による光化学反

応が起こります。このように，農薬の水中濃度は

増減を繰り返しながら減少します。多くの農薬の

水中濃度は3～7日で最大濃度の半分の濃度に下が

ります。3週問も経つと水中からほぼ消失します。

　数式はタブーですが，この様子を説明するため

には数式の助けが必要です。次式は水田水中に農

薬製剤が落下した瞬問から農薬が水中や土壌中へ

拡散していく様子を三つの微分方程式で表したも

のです。

　　　漉V　　　　一一灰，（cガら）　　　　　（1）
　　　読
　　　v4q一臨一q）一Qq－qq一噸号礁一q）

　　　読
　　　一解q一鵬嶋　　　　　　（2）

　　　ノq一厭誰∫c許一q）一鰍ぬq（3）
　　　　4！

A：水田面積（㎡）　Cs：土壌中農薬濃度（mg／kg）

Cw二水田水中濃度（mg／L）　Cw。：水溶解度（mg／L）

κf：フロインドリッヒ吸着係数（L／㎏）Kが揮

発速度定数（m／day）kdes　l脱着速度定数（1／day）

左廊：土壌中での一次分解速度定数（1／day）

kdw：水中での一次分解速度定数（1／day）k。：農

薬製剤からの溶出速度定数（1／day）　M：土壌固

相重量（㎏）　1丘1：フロインドリヅヒ吸着平衡の

非線形度　Qg：水田の浸透水量（m3／day）　Qs二

水田水の流出水量（m3／day）　6時間（day）　V：

水田水量（m3）VV：製剤中の成分量（mg）

　式（！）は農薬製剤から成分が水中に溶け出す様

を，式（2）は水中農薬量の変化を，式（3）は土壌中

の農薬量の変化を表します。

　実例としてメフェナセヅト除草剤の例を図2－

！および2に示します。この図で実線は前述の微

分法的式をコンピューターで計算し，その数値を

グラフ上に描いたものです。丸印は水田水と土壌

を分析して得た値をグラフ上に示したものです。

普通，この連立微分方程式を解くことはできませ

ん。解くとは微分式を含まない方程式の形にする

ことです。従って，農薬の物性，気象情報などの
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図2－1．水田水中のメフェナセットの濃度変化

出した結果を示します。この問の計算方法は省略

しますが，実測値と計算値はよい一致を示してい

ます。
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図2－2．水田土壌中のメフェナセットの濃度変化

数値を微分式に代入してコンピューターを使って

数値計算を行います。その結果が図中の実線です。

実測値と計算値はよく一致しています。この方程

式により1筆の水田から流出する農薬量を計算し

ます。次に，水田群について考えます。水田ごと

に農薬散布時期が多少異なるため流出する農薬量

と時期がばらつきます。このため，数学モデルで

計算するには水田群における水管理方法，気象情

報，農薬使用時期や使用量の情報などが必要です。

図3に茨城県南部のある集水域におけるメフェナ

セットの河川水中濃度を実測し，河川水量，雨量，

農薬使用量などの情報から集水域の農薬濃度を算

図3、小集水域におけるメフェナセット濃度変化

3．農薬の河川水中濃度と生物影響指標

　動態予測モデルを用いて一定のシナリオの下に

個々の農薬の野生生物リスクを次式により相対的

に比較することができます。

　　　PECR9＝
　　　TOX

　ここでRQはリスク指数，PECは予測環境濃度，

TOXは対象生物に対する毒性です。農薬の毒性

は生物種により異なります。RQが大きいほどリ

スクが大きいことになりますが，リスクが無視で

きるのはどの位と考えたらよいでしょうか。急性

毒性の場合RQがO．1以下ならば急性リスクは小

さいと考えられます。河川水中農薬濃度は数理モ

デルや実測値などで求めることができます。問題

は野生生物に対する毒性値です。現在は，魚類，

甲殻類および藻類を実験生物として急性毒性試験

が行われています。今後はより長期の毒性試験成

績が整備されることとなっています。全農薬の

RQ合計値の変化を年単位で観察すると農薬の野

生生物リスクの増減傾向を観察できます。ただし，

リスク指数が50％減少したから現実のリスクも

50％減少したかどうかの量的関係は未解明です。

しかし，数年間のリスク増減傾向を見るためには

有効な方法であると思います。

　　　　　　　　　農薬管理研究室　石井康雄



、10

羅 醗

（H13．　！～3〉

昇任
年月日

13．1．1

所内異動

年月日

13．1，1

13．3．31

併任解除

年月日

13．3．31

退職
年月日

13．3，31

氏名　　新所属　　 旧所属
江口　定夫　環境資源部主任研究官（土壌管　環境資源部（土壌管理科土壌物理研究室）

　　理科土壌物理研究室）

氏名　 新所属　　 旧所属
加藤　好武　環境管理部資源・生態管理科農　環境管理部主任研究官（資源・生態管理科

　　村景域研究室長
野口美千代　総務部庶務課庶務第2係主任

加藤　敬子　総務部庶務課庶務第2係主任

宮本　ゆり　総務部会計課用度係主任

農村景域研究室）

総務部庶務課庶務第2係主任（兼庶務第1係）

総務部庶務課庶務第2係主任（兼人事第2係）

総務部会計課用度係主任（兼調達係）

氏名　 新所属　　 旧所属
鈴木まゆみ　総務部庶務課厚生係主任　　　　総務部庶務課厚生係主任兼総務部会計課（主計係）

桜井　清明　総務部会計課（用度係）　　　　　総務部会計課（用度係）兼農林水産技術会

　　　　　　　　議事務局筑波事務所管理第1課
山本　勝利　環境管理部主任研究官（資源・　環境管理部主任研究官（資源・生態管理科
　　生態管理科農村景域研究室）　　農村景域研究室）兼企画調整部
池田　浩明　環境生物部主任研究官（植生管　環境生物部主任研究官（植生管理科植生生
　　理科植生生態研究室）　　　　　　態研究室）兼企画調整部
鈴木　　健　　資材動態部主任研究官（農薬動　　資材動態部主任研究官（農薬動態科殺虫剤

　　態科殺虫剤動態研究室）　　　　動態研究室）兼農林水産技術会議事務局
堀金　　彰　農業研究センター作物生理品質　農業研究センター作物生理品質部上席研究
　　部上席研究官　　　　　　　　　官兼環境管理部
田中　喜之　農業生物資源研究所生理機能部　農業生物資源研究所生理機能部耐病性研究
　　耐病性研究室長　　　　　　　　　室長兼環境管理部

氏名
陽捷行勧奨
藤井國博勧奨
三田村強勧奨
三浦　　周　北海道へ

　　美濃　伸之　兵庫県へ
定年退職

年月日　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　所　　属

13．3．31　　結田　康一　　　　　　　　　　　　　　　　　環境管理部計測情報科分析法研究室長

　　高槁　義明　　　　　　　　　　　　　　　　　環境資源部土壌管理科上席研究官

独立行政法人関係

年月日　氏名　　　　　　　旧所属13．3．1　　陽　　捷行　　独立行政法人農業環境技術研究所　農業環境技術研究所長

　　　　理事長となるべき者に指名する
　　杉原　　進　独立行政法人農業環境技術研究所　草地試験場環境部長
　　　　監事長となるべき者に指名する
　　高橋　　弘　独立行政法人農業環境技術研究所　株式会社三菱総合研究所地球環境研究本部

　　　　監事長となるべき者に指名する長
　　　　（非常勤）

　旧所属農業環境技術研究所長

環境研究官

環境生物部植生管理科長

環境管理部主任研究官（資源・生態管理科
情報解析・システム研究室）

環境管理部（計測情報科隔測研究室）
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海外出張
（Hl3．1～3〉

氏　　名 所　　属 出張先 活　　動　　内　　容 期　　間 備　　考

井上　吉雄 環境管理部 フランス リモートセンシングにおける物理計測と信 Hl3，1．6 科技庁

号解析の国際シンポジウムに出席 ～H13。2，11 総合研究

岡本　勝男 企画調整部 スイス 地球環境の変動が食糧と水の供給に及ぼす Hl3．1．12 要請出張
影響に関する研究打ち合わせ ～Hl3，1。19 東京大学

小林　和彦 環境管理部 中国 CO2倍増時の生態系のFACE実験とモデリ H13．1．14 要請出張
ング ～Hl3。1．21 科学技術振興事

業団

今川　俊明 環境管理部 フィリピン， 土壌侵食推定のための評価式に用いられる Hl3．1。14 農水省
タイ パラメータの妥当性を検証するため，研究 ～H！3．1．22 r貿易と環境」

対象地域であるフィリピン，タイにおいて，
推定結果の現地検証を行う

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 Hl3．1．15 要請出張

ぼす気候学的影響に関する調査的研究 ～H13．1，20 東京大学

米村正一郎 環境資源部 マレーシア インドネシア域における生物マス燃焼が及 Hl3．1．15 要請出張
ぼす気候学的影響に関する調査的研究 ～Hl3．1．20 東京大学

鶴田　治雄 環境管理部 タイ r東アジアにおける土地利用／管理の変化と H13．1。18 研究交流促進法
大気微量成分ガスの発生」に関するワーク ～H13．1．24 第5条
ショヅプに出席

斎藤　元也 環境管理部 フランス r衛星による自然災害監視に関するワーク Hl3。1．29 要請出張
ショップ」に出席 ～Hl3．2．3 科学技術国際交

流センター

宮田　　明 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 H13．2．1 科技庁

室効果ガス収支の変動解明とデータの統合 ～H13．2，7 国際共同研究

化に関する研究

阿部　勝男 企画調整部 アメリカ 地球環境変化に伴う北極域陸域生態系の温 H13．2，1 科技庁

室効果ガス収支の変動解明とデータの統合 ～H13．2。7 国際共同研究
化に関する研究

袴田　共之 環境管理部 イギリス，オ 京都議定書の吸収源活動評価に関わる政策 H13，2。3 環境庁
ランダ，スイ 決定の日・米・欧比較研究 ～H13．2，13 環境研究総合推
ス 進費

新藤　純子 企画調整部 タイ 酸性雨の被害認識と対策決定の国際比較 Hl3、2，8 環境庁

～Hl3，2．13 環境研究総合推
進費

斎藤　元也 環境管理部 タイ 不測時の食料安全保障確立のための調査研 H13，2．8 農水省
究 ～H13．2，15

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 H13．2，ll 科技庁

機能に関する基礎研究 ～H13．2．17 国際共同研究

中谷　敬子 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 H13，2．11 科技庁

機能に関する基礎研究 ～Hl3．2．！7 国際共同研究

岡本　勝男 企画調整部 タイ 国際会議SARCS2001（東南アジァにおけ Hl3．2．15 科技庁

る地球環境変化と持続的発展：地域的科学 ～Hl3．2。20 総合研究
方針会議）に出席

大浦　典子 企画調整部 タイ 酸性雨の被害認識と対策決定の国際比較 H13．2．16 環境庁

～H13．2．20 環境研究総合推
進費

鶴田　治雄 環境管理部 中国 温室効果ガスインベントリーシステム構築 Hl3．2。25 研究交流促進法
の方法論に関する調査 ～Hl3．2．28 第5条
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氏　　名 所　　属 出張先 活　　動　　内　　容 期　　間 備　　考

小林　和彦 環境管理部 中国 CO2倍増時の生態系のFACE実験とモデリ Hl3．3、4 要請出張
ング ～Hl3．3．10 科学技術振興事

業団

三浦　　周 環境管理部 中国 CO2倍増時の生態系のFACE実験とモデリ H13，3．4 要請出張
ング ～Hl3．3．10 科学技術振興事

業団

横沢真由美 環境管理部 中国 CO2倍増時の生態系にFACE実験とモデリ H13．3．4 要請出張
ング ～Hl3．3．10 科学技術振興事

業団

宮田　　明 環境資源部 タイ アジアモンスーン水循環研究国際ワークシ H13．3．5 科技庁
ヨツプに出席 ～H13．3．10 重点基礎

鶴田　治雄 環境管理部 中国 アジァの農耕地から発生するメタンと亜酸 Hl3．3．7 環境庁
化窒素の発生及び抑制技術に関する研究 ～H13．3．13 環境研究総合推

進費

斎藤　元也 環境管理部 インドネシァ 熱帯アジァの土地利用変化が陸域生態系か H13，3．8 環境庁
らの温室効果ガスの発生・吸収量に及ぼす ～H13．3．15 環境研究総合推
影響の評価に関する研究 進費

中島　泰弘 環境管理部 インドネシァ 熱帯アジァの土地利用変化が陸域生態系か H13，3．8 環境庁
らの温室効果ガスの発生・吸収量に及ぼす ～Hl3、3．15 環境研究総合推
影響の評価に関する研究 進費

富田　淳志 環境管理部 タイ 熱帯アジァの土地利用変化が陸域生態系か H13．3．9 環境庁
らの温室効果ガスの発生・吸収量に及ぼす ～Hl3．3．23 環境研究総合推
影響の評価に関する研究 進費

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に関す H13．3，14 科技庁
る研究 ～H！3．3．25 総合研究

米村正一郎 環境資源部 中国 地表面条件と風送ダスト発生の関係に関す H13．3．14 科技庁
る研究 ～Hl3．3．25 総合研究

鶴田　治雄 環境管理部 韓国 水田農業の持続性・公益的機能の解明と環 H13．3．19 農水省
境調和型栽培管理技術の開発 ～H13．3．23 国際交流共同研

究総合推進事業

加藤　英孝 環境資源部 韓国 水田農業の持続性・公益的機能の解明と環 Hl3．3．19 農水省
境調和型栽培管理技術の開発 ～H13．3，23 国際交流共同研

究総合推進事業

織田　久男 資材動態部 韓国 水田農業の持続性・公益的機能の解明と環 Hl3．3．19 農水省
境調和型栽培管理技術の開発 ～Hl3．3．23 国際交流共同研

究総合推進事業

関口　哲生 資材動態部 韓国 水田農業の持続性・公益的機能の解明と環 H13，3。19 農水省
境調和型栽培管理技術の開発 ～Hl3．3．23 国際交流共同研

究総合推進事業

須藤　重人 環境管理部 中国 アジァの農耕地から発生するメタンと亜酸 H13．3，21 環境庁
化窒素の発生及び抑制技術に関する研究 ～H13．3．26 環境研究総合推

進費

宮田　　明 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 HI3．3．21 科技庁
室効果ガス収支の変動解明とデータの統合 ～Hl3．3．31 国際共同研究
化に関する研究 （二国間型）
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依頼研究員

（H．13．　1～3）

氏　　名 所　　　属 滞在する研究室 課　　　題　　　名 期　　　問

甲田　裕幸 北海道立根釧農業試験
場

影響調査研究室 農地における脱窒能測定法習得 H13．2．1
～H13，3、30

技’術講習’

（H．13．　1～3）

氏　　名 所　　　属 滞在する研究室 課　　　題　　　名 期　　　問

岩泉　　連

高橋　　学

横浜植物防疫所

横浜植物防疫所

昆虫分類研究室

昆虫分類研究室

輸入植物検疫において発見された害虫
（ハエ目）の携行調査

輸入植物検疫において発見された害虫
（ガ類）の携行調査

Hl3．1．29
～H！3．2．16

H13．2．19
～H13．3．2

そ⑳糖の研究　癬疹「

（H．13．　1～3）

氏　　名 所　　属 種　　類 滞在する研究室 課　　　題　　　名 期　　問

永井　秀幸 重点研究支援 派遣研究員 気象特性研究室 COP6の政府問協議を支援する生態 Hl3．1．4
協力員事業 系温室効果ガス収支データの蓄積と ～H13，3，31

データベースの展開に関する研究

山田　智康 重点研究支援 派遣研究員 気象特性研究室 COP6の政府間協議を支援する生態 Hl3．1，4
協力員事業 系温室効果ガス収支データの蓄積と ～Hl3．3．31

データベースの展開に関する研究

小野　圭介 重点研究支援 派遣研究員 気象特性研究室 COP6の政府間協議を支援する生態 Hl3．1．4
協力員事業 系温室効果ガス収支データの蓄積と ～Hl3，3。31

データベースの展開に関する研究

大前　義男 重点研究支援 派遣研究員 他感物質研究室 農業生態系における導入・侵入植 H13，！．4
協力員事業 物の化学生態系な安全性評価 ～H13。3，31

西原　英治 重点研究支援 派遣研究員 他感物質研究室 農業生態系における導入・侵入植 Hl3．1。4
協力員事業 物の化学生態系な安全性評価 ～H13．3，31

Zahida 重点研究支援 派遣研究員 他感物質研究室 農業生態系における導入・侵入植 ’H13．1，4
Iquba1 協力員事業 物の化学生態系な安全性評価 ～Hl3，3．31

高木　嘉美 重点研究支援 派遣研究員 他感物質研究室 農業生態系における導入・侵入植 H13．1，4
協力員事業 物の化学生態系な安全性評価 ～Hl3、3。31

服部　眞幸 重点研究支援 派遣研究員 他感物質研究室 農業生態系における導入・侵入植 H13，1．4
協力員事業 物の化学生態系な安全性評価 ～Hl3．3．31

TaejinChoi 韓国延世大学 環境庁外国人招 気象特性研究室 アジアフラックスネットワークの H13。1．10
へい 確立による東アジア生態系の炭素 ～Hl3，1．15

固定量把握に関する研究

Gun－Yeob 韓国農村振興 環境庁外国人招 気象特性研究室 アジアフラックスネットワークの H13．1．29
Kim 庁 へい 確立による東アジア生態系の炭素 ～Hl3．2．3

固定量把握に関する研究

JoonKim 韓国延世大学 科技庁国際共同 気象特性研究室 地球環境変化に伴う北極域陸域生 H13．2．8
研究総合推進制 態系の温室効果ガス収支の変動解 ～H13。2，15
度 明とデータの統合化に関する研究

JosephG、 アメリカサン 科技庁国際共同 気象特性研究室 地球環境変化に伴う北極域陸域生 H13。2．12
Verfaillie ディエゴ州立 研究総合推進制 態系の温室効果ガス収支の変動解 ～H13．2。25

大学 度 明とデータの統合化に関する研究
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氏　　名 所　　属 種　　類 滞在する研究室 課　　　題　　　名 期　　間

Tian 中国科学院遥 科技庁国際共同 情報解析・システ 「環境変動下における地域農作物 Hl3。2．18
Guoliang 感応用研究所 研究 ム研究室 生産のモニタリングと予測」ワー ～H13．2．22

クショップに出席

JinZhiqing 中国江蘇省農 科技庁国際共同 情報解析・システ r環境変動下における地域農作物 H13．2．18
業科学院 研究 ム研究室 生産のモニタリングと予測」ワー ～H13．2．22

クショップに出席

LuoYuanpei 中国科学院自 科技庁国際共同 情報解析・システ 「環境変動下における地域農作物 Hl3．2．18
然資源考察委 研究 ム研究室 生産のモニタリングと予測」ワー ～H13．2．22
員会 クショップに出席

WuBinfang 中国科学院遥 科技庁国際共同 情報解析・システ r環境変動下における地域農作物 H／3．2．18

感応用研究所 研究 ム研究室 生産のモニタリングと予測」ワー ～Hl3．2。22
クショップに出席

LiuJiandong 中国気象科学 科技庁国際共同 情報解析・システ r環境変動下における地域農作物 H13．2．18
研究院 研究 ム研究室 生産のモニタリングと予測」ワー ～H13．2．22

クショップに出席

Chen 中国科学院自 科技庁国際共同 情報解析・システ r環境変動下における地域農作物 H13．2．18
Shenbin 然資源考察委 研究 ム研究室 生産のモニタリングと予測」ワー ～H13，2．22

員会 クショップに出席

LinErda 中国農業科学 科技庁国際共同 情報解析・システ 「環境変動下における地域農作物 H13．2．18
院 研究 ム研究室 生産のモニタリングと予測」ワー ～H13．2．22

クショップに出席

Sophie フランス農務 環境庁外国人招 隔測研究室 国際ワークショヅプr気候変動下 H13．2．18
Moulin 省農業研究機 へい における地域作物生産のモニタリ ～Hl3．2．22

構 ングと予測」に出席

Csaba ハンガリー国 環境庁外国人招 隔測研究室 国際ワークショップr気候変動下 H13。2．18
Wirnhardt 立地理学リモ へい における地域作物生産のモニタリ ～Hl3。2．22

一トセンシン ングと予測」に出席
グ研究所

FuluTao 中国農業科学 STAフェローシ 地球環境研究チー 地球規模の環境変化にともなう東ア H13．2．19
院 ップ ム ジア農業の脆弱性評価に関する研究 ～H14．2．18

GooBok 韓国農村振興 客員研究員 微量要素動態研究 重金属農業環境基準設定のための Hl3．2．26

Jung 庁 室 調査 ～Hl3．3．7

Wonl1Kim 韓国農村振興 客員研究員 微量要素動態研究 重金属農業環境基準設定のための Hl3．2。26
庁 室 調査 ～Hl3．3．7

Brian アメリカ 科技庁国際共同 他感物質研究室 植物生態系における揮発性生理活 H13。2．26
Scheffler USDA 研究 性物質の機能に関する基礎研究 ～H13．3．10

GwangHyun 重点研究支援 派遣研究員 気象特性研究室 COP6の政府間協議を支援する生態 H13。3．1
Han 協力員事業 系温室効果ガス収支データの蓄積と ～Hl3．3．31

データベースの展開に関する研究

WalterC． アメリカサン 科技庁国際共同 気象特性研究室 地球環境変化に伴う北極域陸域生 H13．3．6
Oechel ディエゴ州立 研究総合推進制 態系の温室効果ガス収支の変動解 ～H13．3．19

大学 度 明とデータの統合化に関する研究

JungSup 韓国農村振興 STAフエローシ 土壌微生物生態研 菌類ウィルスを用いた果樹類紋羽 Hl3．3、16
Lee 庁 　oツフ 究室 病生物防除 ～H14，3．15

Zhiming 中国科学院 STAフェローシ 大気生態研究室 土地利用変化およびそれがダスト H13．3．25
Feng ップ の大気中への供給に及ぼす影響に ～H13．6．24

関する研究

MichelR．R． スイスローザ 環境庁外国人招 資源・生態管理科 陸域生態系の吸収源機能評価に関 Hl3．3．25
Maignan ンヌ大学 へい する研究 ～H13．3．28

MikhailF． ロシァ科学ア 環境庁外国人招 資源・生態管理科 陸域生態系の吸収源機能評価に関 H13．3．25
Kanevski カデミー へい する研究 ～H13、3．28

MarieF． スイスローザ 環境庁外国人招 資源・生態管理科 陸域生態系の吸収源機能評価に関 H13．3．25
Maignan ンヌ大学 へい する研究 ～H13．3．27

農環研ニュース　No，50　平成13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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