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年刊誌「インベン トリー」の発刊にあたって

In Publishing"INVENTORY"

浜崎忠雄
*

Tadao Hamazaki

独立行政法人農業環境技術研究所が発足して 1年余 りが立った。新 しく設立された農業環境

インベン トリーセンターでは,農業環境インベン トリーの構築や研究活動の状況をお知 らせ し,

農業環境インベン トリーの活用を促進するため年刊誌 「インベン トリー」を発刊することとし

た。ここにその第 1号をお届けする。

ちなみに,イ ンベン トリーとは,一般には財産や在庫品の目録を意味するが, 自然資源の目

録, 日録の作成 , さらには目録に記 された物品の意味もある。最近では,「温暖化ガスインベ

ン トリー」のように, 自然科学系でもよく使われるようになってきている。

農業環境問題を解決するための研究では,ま ず農業環境を構成する土壌,水 ,大気,昆 虫 ,

微生物,動物,植物,肥料,農薬など農業生態系の中で相互に作用 し合っている要素をよく把

握することが重要である。これ らの要素の調査・観測・分析・モニタリングなどのデータや手

法,分類・特性・機能・動態 0予測などの知見,保全・管理などの技術に関する情報 と標本は ,

多年にわた り多大の労力と資金をつぎ込んで蓄積 されてきたものあるとともに,農業環境研究

を推進する上でも,ま た研究成果を社会に役立てていく上でも,研究所にとつて貴重な財産で

ある。

農業環境技術研究所が取 り扱 う環境や食料の安全性の問題は,長 年かけてじわじわと進行 し,

突然問題化することが多い。地球温暖化,ダイオキシン・カ ドミウム・硝酸性窒素汚染,進入

・導入生物の生態系影響など問題の発生に迅速に対応 し,農作物や農業生態系の安全性を確保

するためには, 日頃から必要なデータや標本を集積 して置き,それを総合的に活用 した調査や

解析が必要である。

農業環境インベン トリーは,分散 して保存されている農業環境に係わる膨大なデータや標本

を整理 して,データベース化を進めるとともに,それ らの情報の検索・利用や新たな情報の蓄

積を容易に行 うことのできるシステムを開発することにより,分野を越えて情報を流通させ ,

高度利用,多面的利用を図ることを目指 している。

また,農業環境インベン トリーには,標本も重要である。現在,農業環境技術研究所には内

外の 200以上の土壌モノリス (断面標本)と 多数の土壌試料,約 120万 点の昆虫標本 と 500点

を超えるタイプ標本,約 7,000点 の微生物標本や菌株などを所蔵 し,農業環境インベン トリー

構築の基礎 となる分類・同定研究や研究素材の提供に役立てている。例えば,過去に採取され

蓄積 されている土壌試料は,ダイオキシンのように新たに発生 した環境問題を過去にさかのぼ

*農業環境イ ンベ ン トリーセ ンター長

Natural Rcsourccs lnvcntow Ccntcr
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つて明らかにし,将来のリスクの予測を行 うのに活用できる。

農業環境インベン トリーは,研究者だけでなく,行政関係者,技術者,一般市民に対 しても

必要な情報が効果的に提供できたり,提供 した情報が新たな情報を生んだらインベン トリーに

戻 してもらうことで増殖するシステムにしたいと考えている。また,農業環境の状態を過去 ,

現在,未来にわたつて一 日で見ることができるようにすることによつて,かけがえのない健全

な農業環境資源を次世代に継承することに貢献 したいと考えている。

農業環境インベン トリーは,農業環境に関わるすべての分野の情報や標本の集積,提供を目

指 しているので,農業環境インベン トリーセンターだけでなく全分野の連携,協力により構築

を進めている。

年刊誌 「インベン トリー」には,「報文」,「研究 トピックス」,「インベン トリー」,「研究標

本館」,「付録」のコーナーを設けた。「報文」には,研究論文または研究やインベン トリー構

築上有用な資料等を掲載する。「研究 トピックス」では,当 該年に生まれた主要な成果の概要

をいち早くお届けする。「インベン トリー」では,WEB上 または CD―ROMな どのメディアで

公開または公開予定の農業環境関係各分野の個々のインベン トリー (データ,手法,知見,技

術など)と インベン トリー構築 と利用に関連 して作成 されたシステムなどを紹介する。「研究

標本館」には,土壌モノリス館,昆 虫標本館,微生物標本館の標本・資料の情報のほか動物や

植物の標本・資料など農業環境各分野の標本・資料の情報を掲載する。また,「付録」には ,

農業環境インベン トリーセンターのセ ミナー講演要旨,研究課題,研究成果,研究協力・交流 ,

在職者 とその動きなどを掲載する。

農業環境インベン トリーの構築と農業環境インベン トリーセンターの研究活動は始まつたば

か りであり,第 1号の「インベン トリー」のコーナーでは農業環境術研究所ホームページの研

究 トピックスのコーナーなどですでに公開している事項を中心に紹介 している。当面は公開で

きる個々の情報を逐次農業環境技術研究所ホームページ (h■ p:〃w"w.niacs.affrc.gojp/)や 農業

環境インベン トリーセンターのホームページ (近 日開設)で公開して行き,実用できる農業環

境インベン トリーのフレームができた段階で,統合 した 「農業環境インベン トリー」として公

開したいと考えている。

農業環境インベン トリーは,かけがえのない健全な農業環境資源を次世代に継承することを

目指すすべての人々の力を得て構築 して行きたいと考えている。よりよい農業環境インベン ト

リーの構築のため是非皆様の知恵 と情報をお寄せいただきたい。また,掲載事項に関心のある

方はお問合せいただきたい。
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イネ科植物寄生性 3″θ″Fお,C″ツ
“
″FJα,段s`Fθ力〃

“
″属菌

のオフィオボリン毒素産生性

Productivity of Ophiobolins by Granlinicolous Fungi ofthe Genera,

3″οルr'S,Cν″ッノα″′α and Eχ sθ″οttJ′ν
“

月星隆雄
*・

森脇丈治
**・

吉田重信
*

Takao Tsukiboshi,Jotti MOriwaki and Shigenobu Yoshida

はじめに

オフィオボリン類は B″οαルお 属などポロ型の有色大型分生子を形成するいわゆるヘル ミン

トスポ リウム菌群等が産生するセスタテルペン構造を持つ宿主非特異的毒素であり,宿主細

胞のイオン漏出等を引き起こして,各種病原菌の病斑形成に重要な役割を果たす。また,他
の細菌,糸 状菌種に抗菌性を示 し,病原菌の宿主植物上での他の微生物に対する排他性を確

立するための二次代謝産物 としても再評価 されている (Li θ′α′.,1995)。

オフィオボリン類を産生する菌種については,こ れまで数種の B″οα′″′S,Иψθttj′′νSお よび

Cリカα′οψοrJν″ 属菌 で産生 が報告 され てい るが ,3″οαルJS属 類縁 の Cッ rックレ Jα お よび

LsιrοttJ′

“
″ 属菌を含めた広範囲の菌種で産生の有無が検討 されたことはない。 ここでは農林

水産省 MAFF微生物ジーンバンクで保存 されているイネ科植物寄生性 B″οαル′S,Cν rックル″Jα お

よび Lsθ′οカガタ
“

属菌を中心にオフィオボリン類産生性を評価することを目的とする。

材料と方法

イネ科植物寄生性あるいは腐生性の B″ο′αr″S,C“″νクル″Jα,助 sθrοカガν″属菌 25種 78株を供試

した (表 1)。 菌株は農環研保存の農林水産省 MAFF微生物ジエンバンク菌株,京都大学分

譲株,微生物分類研保存株を用いた。各菌株をPDA(Potato Dextrose Agar,Eiken Co。)培地で 3

日間前培養後,試験管を用いてオフィオボ リンの産生量が高い CM(Complete Medi■ lg

Ca(N03)2・ 4H20,0・ 2g KH2P04,0・25g MgS04・ 7H20,0・ 15g NaCl,10g glucose,lg yeast extract,lg

casdn hydrolysate/11■ re water)液 体培地で 25℃ ,暗黒下で 14日 間静置培養 した (月 星,1994)。

この培養ろ液 3mlを エキス トレルー トカラム(MERCK)を用いて酢酸エチルで抽出後,濃縮乾

固した。これを少量のクロロホルムに溶解 し,酢酸エチル :ベ ンゼン :酢酸=50:50:1で シリカ

ゲル薄層クロマ ト(TLC,MERCK)上 で展開後,硫酸バニリン (バ ニリン 0.5g,100%エ タノール

20ml,濃 硫酸 80ml)を噴霧 し,50℃ で 3分加温 して発色 させた。標準物質 としてオフィオボ

リン Aを同時に展開 して産生の有無を決定 し,そ の他の発色スポットは当該溶媒での既知の

*農業環境イ ンベ ン トリーセ ンター 微生物分類研究室

Microbial Systcmatics Laboratory,Natural Rcsourccs lnvcntory Ccntcr

**農業技術研究機構  中央農業総合研究セ ンター 北陸水 田利用部

National Agricultural Rcscarch Ccntcr,National Agricultural Rcscarch Organization
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Rf値から,物質を推定 した (Sugawara ι′α′。,1987;Xiao θ′α′。,1991)。

結果

培養ろ液抽出物を TLC上で展開・発色させた結果,オフィオボ リ

ン類は全て青紫色 (BP)に 発色 し,各菌種でその産生パターンは全 く

異なった (表 2)。 オフィオボリン Aは R卜0.66の BPス ポットと

な り,こ れを産生 したのは 3″ο′α″′S属の B.ο ryzαθ′B.zlizαガαθ,3.

′θιrsJαθ,3.″ッJlis,3.s′θηο響フJ′α,3.sοrgnJε。′α,β.sαιε力α″′,3.sθ′α″′αθ,3.

ψθε権″の 9種で,こ れ らは同時にオフィオボ リン B,1,オ フィオボ

リ ン Aの 置 換 体 あ る い は 異 性 体 で あ る Epiophiobolin A,

Epianhydroophiobolin A,Anhydroophiobolin Aと RF値 が 一 致 す る ス ポ

ッ トを形成 し,ほぼ同一のオフィオボ リン類産生パターンを示 した。

上記 9種を除く Cッrック′α″′αおよび 助 sθ″ο力′′ν
“

属種を含む他の 16種

では,3.“α肋′αJお よび B.sο″οわ″Jα″αが Rf-0.43の BPス ポットを形成 し,オフィオボリン I

を産生すると推定したが,3.″α肋′α′以外はオフィオボリン A類は産生せず,産生パターンが

全 く異なった。また,こ れ らの菌種はオフィオボ リン類の Rf値部分に BPス ポットではなく,

オフィオボ リン類以外のベンゼン環物質 と考えられる桃色,青緑色等の発色を示すスポット

を形成 した。

表 1 供試 した′ゎοんrゴ島 伽″″んrゴ′′ルs″οカゴカ″属菌

菌 種 菌 株 番 号 * 宿 主 病 害 名

∩

目

Ｈ

日

、

Ａ

欧

B C
大型分生子概形

.B- (zstrcilietlsls IVIAFF3O6OO1- 30601 3- 3o5269

EL l>ic:ctlor l<-j4,6, -1O, -52 -9
Etchkz'iclis I\4AFF3O54O1

.E|- c'c>ic:is I\z[AFF3O54O6, 305449
,8. clzt:v&:trtis 1vIAFF3o5369, S-Cy
.8. r'rzvziierzsis KtlE
Et lansc*xti IV[AFF3O5O62

El l@'sice MAFF3O5r:A,3O537O" 305392,305453

Et- nradls I\zIAFF3O6I69, 511395, 5l r39a, 5114Oa

ElNf835Z -8374- ClC2 (race f)

ロー ズ グ ラ ス他

パ ニ カ ム他

ロー ズ グ ラ ス

ジ ュズ ダマ

バ ミュー ダ グ ラ ス

カゼ クサ 類

ア シカ キ

トウモ ロ コ シ

シ コ ク ビエ

イ ネ

ネヒ アク
゛
ラス,ハ ールミレット

ア ワ

ソル ガ ム

ム ギ類 , グ ラ ス類

ノ シバ

トウモ ロ コ シ

ンル ガ ム

イ ネ

アゼ ガ ャ

パ ニ カ ム

トウモロコシ_ソ ルカ
゛
ム

毛す じ病 等

斑 点 症 状

す す 葉 枯 病

葉 枯 病

白枯 病

― (腐 生性 )

葉 枯 病

ご ま葉 枯 病

ご ま葉 枯 病

す す 葉 枯 病

ご ま葉 枯 病

目艮′点ソ丙

ご ま葉 枯 病

紫 斑 点 病

斑 点 病

褐 条 葉 枯 病

Jヒ 方斑 ′イI病

ご ま葉 枯 病

縁 :葉枯 病

にtい も ち病

葉 枯 病

ごま葉 枯 病

→
~す

紋 病

2-

3々 燿 蒻 の α

Es“ cを″′

B Sαコ磁η″

虚 saりを減″η

B平
“

プン   KLL蹄
g yc4a.η′″   BPlっ -3,-5,-7:-9

…
511433,IIひ 1006,-11021-1107.-1 3CD3

C~′ 2″協 α

≒ PIAFF:農 林 水 産 省 微 生物 ジー ンバ ン ク株 ,回J京 都 大 学 株 ,そ の他 :研究 室 保 存 株
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報文 :イ ネ科植物寄生性3ipoノ″ザ島 針 四■ari∂′ル動 〃吻属菌のオフィオボリン毒素産生性

表 2 βゴροルr∴ ル Sθrοカガ吻およびε″I^"farル属菌のオフィオボリン類産生性

＼ Rf値  o.17 0.ガ  0.32

菌種 (月包子 形 態 )スホ
°
ット色 ョビ RP Pi

o.39 0.43b O.53" 0.61

Pi BF ETP Pt

o.6d o.71" o.8t' o.89f

ETP ETP ETP ETP

Bilnlais or1r.* G-n)

a. ziwtire (TE)

B. Ieersie (IE)

a. nasdrs G-E)

B. sterospila GlE)

B. sorghicola (I-E)

a. saccr'a.t (I-E)

a. seta"ire (I-E)

B. slrectfer (I-E)

.a. chlortdis (IE)

-8. zetcota (T-C)

A rtatratai G-C.)

.8. sorokiniau (T-C)

A. cyrentts (T-C)

B. btcolor (I-C)

B. zdulasa (I-D)

a. coicts (S)

B. lalsa@i (S)

.8. anstraliensts (S)

.B- lntataiiensis ( S)

Antzlada irtternedia

C. hpda

Exs e rold f tstz ttzci czzrt

E rostrdtttt

E rnicrolnts

十(Pi)+

+(B・‐2+
十 (Brl   +

+(■征r)  十

+(Q‐2+00
+((■)    +(10          +

+((■ )

-f (ta -r(ec)
-F -r_ +(BG) -+

+(\B)

++++(つ +++

十 +∝⇒ +十  十  十 +++

+(10   +
十((井)+←0+いう

酢 酸 エ チ ル :ベ ンゼ ン :酢酸 →050:1で ‐£ 上 で展 開。 硫 酸 バ ニ リン噴 霧 に よ り発 色 。

*:H〕 大 型 楕 円形 分 生 子 ,LC:大 型 梶 棒 形 分 生 子 ,LD大 型 倒 卵 形 分 生 子 ,S小 型 分 生 子

**:ス ポ ッ ト色 IP:青紫 色 ,Pi:桃 色 ,B:青色 ,Ba青 緑 色 ,Ⅵ丑 黄 褐 色 ,Y黄 色 ,o:橙 色

()内 は 同一 カ ラ ムの他 の ス ポ ッ トとは 異 な る発 色 を した こ とを示 す 。

a:Ohidヒ通ntt b:ohidOdin■ c:E口 OphiCわdinへ d:ohi601inへ e:Eμ― ydmCyphiadilnヘ

f AndtOCypl・ i9bolinノ、g:Ohi301in c

オフィオボリン産生パターンと Bψοル″ブS属菌の分生子形態には関連が認められ,オ フィオ

ボリン Aを産生した菌種はいずれも分生子の形態が大型楕円形 (LE:長 さが約 70μ m以上 ,

分生子概形が楕円形)タ イプであつた (図 lC,`表 2)。 3.θttJa″ブルsは LEタ イプだが,例外

的にオフィオボ リン類の産生は認められなかった。大型梶棒形 (LC:分生子概形が根棒形 ,

図 lA)タイプの B.z`たοル,3.″激α′αブ,3.sο″οルノ″ノ
"α

,3.ッ
“

あ″″s,3.みたοあ″および大型倒卵形

(LO: 分生子概形が倒卵形,図 lB)タ イプの 3.″ο励′οsα では一部の種でオフィオボ リン I

を産生したが,オフィオボリン A類は産生せず,パ ターンが全 く異なった。小型分生子 (S)タ

イプの各菌種はオフィオボリン類を全 く産生 しなかった。
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考察

オフィオボ リン類はセスタテルペン (炭 素原子 25個 をもつテルペン類)で (Tsuda θ′α′.,

1965;Leung θ′α′っ 1984),子 の う菌有性 世代 を もつ B″θ′αrぉ 属 を中心 とした線 菌類

(Hyphomycetes)が 産 生 し,オ フ ィオ ボ リン A,B,C,D(cephalonic acid from Cリカα′θψθ″′ν″

εαθ″ν′θηS),F,G(■ om Иψ θ侶′′ルs νsrンs),H(同 左 ),I,Lの 計 9種類 が 知 られ て い る (Cuder θ′α′.,

1984;Sugawara θ′α′。,1987;Li α α′.,1995)。 この うちオフィオボリンAはイネごま葉枯病菌

Cοε力′ノοらοルs“″αわθα″ンS(=β″0′α/ノsギ″αθ)の 培養ろ液か ら宿主非特異的毒素として見出され

(中村・石橋,1958;Ohkawa and Tamura,1966),単独でイネ, トウモロコシなどの葉に病変を形

成 し,かつ根の伸長を抑制 し,特に毒性が強い。オフィオボ リン Aの異性体あるいは置換体

としては Epiophiobolin A,Anhydroophiobolin A,Epianhydroophiobolin A等 が知られ,こ のうち

Epiophiobolin Aが最も毒性が強い。毒性は細胞内のイオンやグルコースの漏出を引き起こすこ

とによるが (Tipton θ′ク′.,1977;Chattopadhyay and Samaddar,1980;Cocucci θ′α′.,1983), 健」こも

カル シウムイオンの受容体であるカルモジュ リンに強い阻害作用 を示す ことが知 られ る

(Leung θ′α′。,1985)。 また,こ れ らの物質は他の糸状菌に対 しても抗菌作用をもつことが知 ら

れ ,病原菌の植物体上での排他的地位確立に関与するとされている。オフィオボ リン Iは

Epianhydroophiobolin Aの 末端が第 1アルコールに置換 されたもので,Hydroxyophiobolin I等

の置換体が知 られるが,いずれも毒性は弱い。

オフィオボリン類を産生する B″ο′α″JS属菌は, これまで 3.γ″αθの他,3.″のグJs(race o,

T),3.sθ ′α″Jαθ,3.sο rg力 jεο′αが報告されているが (Nukina and Marumo, 1976;Sugawara θ′α′.,

1987),今 回の報告で 3zルα′′αθ,β ′θθ″s′αθ′B.sた4οψガα,3.sαθσ力αrJ,3 ψθθttrについては,オ
フィオボ リン類の産生が初めて認められた。この うち B.z″α4′αθおよび B.′θθrs′αθは 3.οッzαθ

と自由に交配 し,同種 とされているが (日 本植物病名 目録,2000),オ フィオボリン類の産生パ

ターンからもこのことが裏付けられた。また,オフィオボ リン類を産生する 3″ο′α″な 菌群の

多 くが周辺組織の壊死を伴った大型斑を形成するのに対 し,非産生の菌群は主にす じ状,斑

点状病斑の形成にとどま り,オ フィオボリン類の産生が病斑形成に大きく関わることが示唆

された。

オフィオボリン類を産生 したのは大型分生子を形成する B″ο′α″な 属菌種に限られ,小型分

生子を形成するβ″ο′α″JS属および近縁の Cν′ック′α″Jα,助 sθ″οカメ′ν″属菌では全く認められなかつ

た。β″ο′α″JS属 菌は核遺伝子 rDNA― ITS領域の塩基配列によ り,大型分生子 グループ と

Cν″ック′αr′α属菌を含む小型分生子グループに分かれることが知 られるが (Burbee θ
`α

′.,1999),

オフィオボ リン類産生パターンからもこのことが支持 された。また,大型分生子グループ内

でもオフィオボ リン A類を産生 したのは大型楕円形タイプの菌種に限られ, この形態が本属

菌の遺伝的類縁性を反映 している可能性がある。 しか し,LE,LCな ど分生子形態によるグル

ープ分けは現在のところ分子系統学的には支持 されず,ま たオフィオボ リン類の産生の有無

と宿主植物種などに関連は認められなかった。

謝辞

供試菌株を分譲頂いた京都大学農学部微生物環境制御学講座,津 田盛也教授に深 く感謝い
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トピックス

ヤガ科害虫 4グルー プ類似種の幼生期の識別法

Identiflcation Method of Siinilar Species in the Four Groups of Japanesc Noctuid

(Insecta:Lepidoptera)Pests on the Basis oflmmature Stages

吉松慎一*

Shin―ichi Yoshilnatsu

要約 チョウロヤガ科主要害虫の うち,特に幼生期の類似 した 4グループ (タ バコガ類 4種
,

キヨトウ類 2種 ,ネ キリムシ類 3種,ヨ トウ類 2種)合計 H種について,終齢幼虫および量の

形態的特徴に基づいた検索表を作成 し,幼生期の識別法を確立 した。

背景・ね らい

ヤガ科昆虫は現在わが国から約 1,300種が報告 されてお り,そ の約 1割の 126種が 「農林有

害動物・昆虫名鑑」 (1987)に登録 されている。しかし,それ らの害虫においてさえ,幼生期の

識別法はほとんどなく,正確な識別法の確立が求められている。そこで,イ ンベン トリーのフ

レーム構築研究の一環 として,ヤ ガ科主要害虫の中でも幼生期が特に酷似 してお り識別の難 し

い 4グループ H種について簡便な検索表を作成 し,識別法を確立 した。

成果の内容・特徴

1.タ バコガ,オオタバコガ,ツ メクサガ,キ タバコガのタバコガ類 4種について,農業環境

技術研究所昆虫標本館所蔵の幼虫および蛹の標本および今回新たに飼育 して得た標本を用い
,

終齢幼虫 (図 1, 2:大肥)お よび蛹の形態を調査 し,識別形質を抽出した。また検索表を

作成 し (表 1),識別法を確立 した。卵,若齢・中齢幼虫についてもその形態的特徴をできる

限 り明らかにした。

2.キ ヨトウ類ではアワヨトウとクサシロキヨトウ,ネ キリムシ類ではカブラヤガ,タ マナヤ

ガ,シ ロモンヤガ, ヨトウ類ではヨトウガ,シ ロシタヨトウについても,各グループ毎に前

項 と同様の方法で検索表を作成 し,幼生期の識別法を確立 した。

3.終齢幼虫では頭部斑紋の状態,大腺鋸歯の形態,特定の刺毛間距離,刺毛基板の形状,背

楯や肛上板上の刺の状態,気門長,皮膚の顆粒の有無等,蛹では尾突起や尾刺の形状,点刻

の状態等がこれ ら4グループの類似害虫の識別に利用できることが分かった。

成果の活用面・留意点

今回扱った種数は日本産ヤガ科害虫全種の 1割に過ぎず,残 り9割 については幼生期におけ

る識別法は確立されていない。

* 農業環境イ ンベ ン トリーセ ンター 昆虫分類研究室
Inscct Systcmatics Laboratory,Natural Rcsourccs lnvcntory Ccntcr

インベ ン トリー,第 1号 ,p.8-9(2002)
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研究 トピックス :ヤ ガ科害虫 4グループ類似種の幼生期の識別法

具体的データ

表1 タバコガ類終齢幼虫の検索表

大肥 (図 1)内側には大きく目立つ内歯がある(図2C,D)。 前胸 (図 1)背楯には細長い

棘を備える。 一――一~~~~~― ――――――――――一―――――――――一一一一-2へ進む

大肥内側には鋸歯はないか, あっても稜線上に小さく目立たない鋸歯がある程度であ

る(図2A,B)。 前胸背楯には棘はない。 ――――一――――一―――――――――――一―-3へ進む

頭部に黒褐色の小さな斑紋を多数備える。 ―一――~~~~~― ―一―一一―一一一――ツメクサガ

頭部に斑紋はない。 一―――――――――――――――――――一―――一―一―――一キタバコガ

気門の長さに対するSDl刺毛基板の縦の直径の比は第7腹節 (図1)で 1却 .97～ 1.19程度 ,

第8月節 では0.63～0.76程度である。腹部末端節の肛上板には小さい棘を備える。一――オオタバコガ

気門の長さに対するSDl刺毛基板の縦の直径の比は第7腹節では1.40～ 2.00程度,第8腹

節では0。 86～1.10程度である。腹部末端節の肛上板に棘はない。 一一一一一―一―一―一―タバコガ

第 7腹節

頭部

大腺
(黒塗 り部分 )

図 1 ヤガ科の一般的な幼虫

図 2 タバコガ類終齢幼虫の左大肥内 ml‐ 図
A:タバコガ, B:オオタバコガ, C:ッ メクサガ,

D:キタバコガ。日盛 ,lmm.矢 印は内歯,斜線は体腔内を示す 。

その他

連絡先 :農業環境インベン トリーセンター 昆虫分類研究室 吉松慎一

月≧言舌 : 0298-38-8348, E― mail : yosirllatsu@niaes.affrc.goo jp

発表論文等 :吉松慎一,植物防疫基礎講座 :ヤ ガ類の見分け方 (1)～ (4),植物防疫,55(2),8386;

55(3),130-133;55(4),176-179;55(6),277280(2001)

/(ひ 洋t
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卜・ピックス

健全イネでの常在が明らかになつた角θ〃グ笏θ″′s力〃オオ/a/7S/Sの再分類

Reclassiflcation of Psθ夕dο″,ο″αsカタ′″θκs,s,an lnhabitant of Rice Plants

篠原弘亮・封馬誠也・月星隆雄・吉田重信
Ч・西山幸司

つ・門田育生
句

IIirosuke Shinohara,Seiya Tsushilna,Takao Tsukiboshi,Shigenobu Yoshida,

Koushi Nishiyama and lkuo Iくadota

要約 Pseudomonas huttiendsが ,健全イネか ら高頻度に分離 され,植物体に生′自、していること

がは じめて明 らかになった。本菌は遺伝子の相同性 と細菌学的性質によ り,1986年 に新設 さ

れた Herbaspi」 llum属 の細菌 と位置づけられ る。

背景・ね らい

農業環境 中には,様々な微生物が生息 し,生態系の維持に重要な役割 を果た していると考え

られ る。 この うち,共生微生物な どについては多 くの研究があるが,常在微生物についての研

究はほとん どない。今回,今 まで蒸留水か らしか見つかつていなかつた細菌が健全イネか ら多

数分離 された。分離株 は,イ ネ体内で他の微生物の増殖 を抑制 したので,こ れ らの分類学的な

検討 を行った。

成果の内容・特徴

1.P.huttiendsは ,イ ネの下部葉鞘か ら常に分離 され,葉鞘 に常在 している菌群の一つである

ことが明 らかになった (図 1)。

2.16S rDNA塩 基配列の相同性お よび全 DNAの 類似性 によ り,本菌は 1986年 に新設 された

Herbaspi五 llum属 細菌であることが判明 した (表 1)。

3.本菌は,既知の Herbas,五 llum属 細菌 と窒素固定能 (ア セチ レン還元活性)な ど 6つ の細

菌学的性質が異な り,それ らは本菌の判別の特徴 となる (表 2)。

成果の活用面・留意点

1.地域や分離部位が異なった場合の本菌の常在性 については,未検討である。

*l農業環境インベ ン トリーセンター 微生物分類研究室

Microbial Systcmatics Laborato理んNatural Rcsourccs lnvcntoッ CcntCr

*2生 物環境安全部 微 生物・小動物研 究 グル ー プ 微 生物評価研 究官

Microbiology Rcscarch Coordinator, Microbiology Group,Dcpartincnt of Biological Safcty

*3現在 東北農業研究セ ンター 畑地利用部

National Agriculturc Rcscarch Ccntcr for Tohoku Rcgion

イ ンベ ン トリー,第 1号 ,p.10-11(2002)
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研究 トピックス :健 全イネでの常在が明 らかになつたλθ〃グαヮο″2s力″ιιゴθ″sおり再分類

具体的データ

表1.16S rDNAの 相同性お よび DNA類似性試験結果

図1.健全イネから分離した細菌のコロニー (← ′力
“
籠
“
廊 )

16S rDNA DNA―DNA
P…

(MAFF 3022371)

H.rubrisabalbicans H.seropedicae P.ht ftierrsis
(MAFF 3@657r) 6TCC 35892T) (MAFI' 3T22s1t)

イネ分離株

(10菌 株)

P…
KMAFF 302237・ )

・
″¨ dttas

(MAFF 3026571)

Ittι ¨

(ATCC 35892T)

a)16S rDNA相 同性 (%):相 同性が98%未満は経験的に別種とする意見が多い。ただし,98%
以上ても DNA類 似性が70%未満の場合は別種とする。bDNA類 似性(%):基 準として,類似

性が70%以上のものを同種とする。蛍光強度で測定するため100%を 若干越える場合もある。

表2.細菌学的性質の違いによる識別

諫

al

瑕
　
・

瑕

５８

．

９

５２

．

９

菌 株

98.0-98.8

98.4

100.0

98J_98.9 輻 】

98.6

97.6

100.0

細菌学的性質  イネ分離株

(10菌 わ

P.lutiensis H.rTtbisubalfficars E-seropedicae
(MAFF 3V22371) (MAFF 302657T) (ATCC 35892T)

一
＋

＋

＋

一

一

一
＋

＋

＋

一

一

硝 酸塩の 運元

H7セテルDグ ルコサシ・

アジビン酸"

Iリ トリトーリレ"

イノシトーリレ・

アセチレン還元活性

+:陽性,一 :陰性,1)炭素源の資化性,2)炭 素源からの酸の産生

その他

連絡先 :農業環境インベントリーセンター 微生物分類研究室 篠原弘亮

電話 :0298‐ 38‐8355, E― mJl:hirosuke@niaes.affrc.go」 p

発表論文等 :篠原弘亮他,イ ネ褐条病細菌のイネ組織内増殖を抑制する細菌の分類学的検討 ,

＋

＋

一

一
＋

＋

＋
　
一　
一　
＋
　
一一　
＋

日右菫栃対幸収,  67(2), 177 (2001)
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自然植生の純一次生産力と農業気候資源の分布図

Distribution Maps of Net Primary Product市ity(NPP)of Natural Vegetation

and Related Climatic Resources

清野 裕
・

IIiroshi Selno

背景 と目的

農業気候資源は,気候を資源 として とらえた時,農業生産に気候が どの くらい寄与 している

かを定量的に示す ものである。作物 を含む植物の生育 と生長 にとつて重要な気候資源は,光 ,

温度,水である。 この うち,光 と温度には正相関があるため,一般 に温度 と水の豊富 さを定量

化 して気候資源 を評価する。農業環境技術研究所では, 自然植生の純一次生産力を一つの気候

指標 として,作物 を含む植物の気候的生産力を評価す る手法 (筑後モデル ;Uchtima and Scino,

1985)を 開発 した。 ここでは,メ ッシュ気候値 を利用 したわが国及び世界の 自然植生の純一次

生産力 と,関連す る気候資源の分布図を作成 した。

内容・特徴

以下の要素について,現在の気候値における分布 と,温暖化時の気候値 (GISS,GFDL,UKMO
のシナ リオ条件下)における分布図が作成 されている。 日本については,二次メッシュ (10km

× 10km)で ,世界については 30分 × 30分 のグ リッ ドで作成 されている。

1。 年平均気温の分布

2.有効積算気温の分布

3.温量指数の分布

4.寒 さの指数の分布

5。 年間蒸発量の分布

6。 日平均気温 10℃以上の期間の蒸発量の分布

7.5月 ～ 9月 の蒸発量の分布

8。 自然植生の純一次生産力の分布

9。 日平均気温 10℃以上の期間の純一次生産力の分布

10.5月 ～ 9月 の純一次生産力の分布

H。 世界の 自然植生の純一次生産力の分布

機能

上記の H項 目について,現在の気候値における分布 と,温暖化時の気候値 (GISS,GFDL,

*企画調整部

Departrncnt of Rcscarch Planning and Coordination

イ ンベ ン トリー,第 1号 ,p.12-13(2002)
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インベ ン トリー :自 然植生の純一次生産力 と農業気候資源の分布図

UKMOの シナ リオ条件下)における分布図を見ることができる。

利用法

農業環境技術研究所ホ‐■ページ (hipノ/w― .面 aes.affrc.gojp/)か ら,「研究成果 トピックス」
→「自然植生の純一次生産力と農業気候資源の分布図」へと移動することにより閲覧できる。

群沐震翼吻島鶴轟t

二鳳

‐Ⅲ卿
・ …・ "。

図 1 トップページ (上 )と 分布図の表示例 (下 )

問合せ先

企画調整部 清野 諮

電話 :0298-38‐ 8143,Fax:0298-38-8147,E¨mJl:hsdno@niaeS.affrc.goJp

い
・・

Ⅲ

…

Ⅲ Ⅲ

“

.tt・

=|■

●ヽ■■■わ IⅢ

“
|イ0申

“

申■||■″ ■い|,響 ⅢⅢⅢ
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ントリー

ェコシステムデータベース

Eco¨ System Database

宮田 明・小野圭介
*

Akira Miyata and Keisuke Ono

はじめに

「ェコシステムデータベース」は,科学技術振興事業団 (JST)に よる研究情報データベース

化事業 (1996-1999年 度)に より,旧 農林水産省農業環境技術研究所 と JSTが共同で開発 したデ

ータベースである。エコシステムデータベースは,1999年 10月 に一般公開された後,JSTか ら

の運用支援 (2002年 9月 末まで)を受けつつ,順次データの追加が行われ,現在に至っている。

データベースの主要部分については,特許申請中である。農環研狽1か らエコシステムデータベ

ースの開発に携わったメンバーは,すでに研究所を離れているので,JSTが作成 したパンフレッ

トに沿つて,現在の管理・運営責任者がデータベースの概要を紹介する。

背景と目的

旧環境資源部気象特性研究室は,陸上生態系と大気間のエネルギーおよびガス交換を解明す

ることを目的として,1990年代初頭から,国内の農耕地,中 国の半乾燥地域,ア ラスカのツン

ドラなど,世界各地の生態系を対象に観測を実施 してきた。これ らの観測の一部は,独立行政

法人化後の地球環境部フラックス変動評価チームに引き継がれ,現在 も継続されている。これ

らの観測で蓄積 されたデータの一部は研究論文 として公表 されているが,多 くのデータは未公

開のまま残 されていた。また,同様の問題を抱えている観測グループは少なくないことが予想

された。エコシステムデータベースは,こ れ らの未公開データを再整理 してデータベース化 し,

インターネッ トで公開することにより,一般の研究者に広 く利用 してもらうことを目的として

開発 された。

内容・特徴

エコシステムデータベースの対象は,地表面 と大気間のエネルギー,ガス交換に関する観測

データ (30分値)である。登録項 目は観測サイ ト毎に異なるが,微気象 (日 射量,温度,湿度 ,

風速など),地表面熱収支,二酸化炭素,メ タン,オ ゾンの濃度 とフラックスなどである。

本システムは DBサーバ とWebサ ーバからな り,利用者からのデータ検索は,Webサ ーバの リ

クエス トを介 して行われる。両サーバヘの不正侵入を防止するため,専用ハー ドウエアにより

ファイアウォールが展開されている。また,回線上のデータの暗号化やデータダウンロー ド時

のユーザ登録などにより,安全性が強化 されている。

* 地球環境部 フラ ックス変動評価チーム

Ecosysteln Gas Exchange Tealll,Dcpartmcnt of C1lobal Resourccs

イ ンベ ン トリー,第 1号 ,p.14-18(2002)
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インベントリー :エ コシステムデータベース

開発に際 して重視 されたのは,デー タ提供者の権利である。一般 に,観沢」データの公 開が進

まない理由 として,データ提供者 と利用者 との間で,利益分配に構造的な不均衡があることが

指摘できる。この問題 を克服す るために,本データベースではい くつかの工夫がなされている。

た とえば,Web上 では数値データは公開せず,数値か ら作成 されたグラフだけを公開 してい る。

これは,数値 をグラフ化す ることで著作権 を持たせ ,データ保持者の権利 を保護す るためであ

る。

平贔赳黎

機能

利用者は Webサイ トにおいて,(1)

方法に関す る情報 (画像 とコメン ト)

を受 けることができる。

観測データの時系列グラフ描画,(2)観測地および観測

の提供,(3)データのダウンロー ド,の 3つのサービス

図 1 エコシステムデータベースヘのアクセス

下のフレームにはAreゴ Sic/PcHod/を 選択す

ることができる検索Bo、 とEco‐DBが 持 って

いる各種機能へのAnchorが ある。

ざ1揚
不謬楊

ヲ予呻 抒 ‐―~・■・
=中

呻い性 F」響

…

晦

Top

使用

説明

ベージ画面ではEco‐DBの紹介や

方法,登録データや登録サイ トの

などが表示 さる。
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ペー ジで引用 されている論文等の リ

ス トを参照することができる。
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獅鷺翼〕濶謳馘饂
:

塾rcaの階層にアクセスすると,ま
:

:ず
初めに地域に関するコメン トが

:

'現

れる。

怒,軽密蠅暦

コメン トに続き,そ の Arcaの代表 :

的な写真画像 (TOP画像)が現れ

る。                |

TOP画像の下に当該 Arcaの 地図や

説明等が現れ,Areaの 概略を掴む

ことができる。

サイ トの階層 もおおよその構成

は地域の階層 と同じだが,唯一

の違いは一番上の段落に Data

Owncrの 情報が表示されること

である.

時 赫事の購層

図 2 検索ボックスの利用方法 (Area,Site,Period階 層の特徴 )
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機 麟 1 騨 彊

①

Picturc Sclcctボ タンを押すと,

Picturc Sdcctペ ージ (① )が
表示 される。 ここで検索 した

いShcやPcnodを指定すれば ,

その階層に登録 されている,

Picturc名 の リス ト (②)が表

示 される。閲覧 したいPIcturc

名 をク リックす る と,縮 小

JPEG画像が説明文 と共に表示

される (③ )。 元画像は,Pた turc

名 横 の Thc actural dzc
photographを ク リックす る と

表示 される。

/rンベン トリー :エ コシステムデータベース

杉 纏 脇

Graph Sclcctボ タンを押すと,

Graph Sclectペ ージ (① )が 表

示 され る。 ここで表示 したい

Graphの タイプ,サ イ ト,期 間

等を指定すれば,Graphが表示

される (② )。 Abbrc宙 a●onを
参 照 し た い 場 合 は

Abbrcviationを クリックする。

I稚謂 ザlm幅勒 翻
薇
“
‐F====¬ ヽ 臨 臨 奮曇 罐

躍理,シ「
―

IR轟 隋

データのDownloadを 希望する

Arca/Shc/Pcnodと ,取得 した

Uscr‐ID,E‐ mall addrcssを 記入

して Downloadボ タンを押せ

ば,Downloadに 関する約束事

に了承するか否かの画面が現

れる (② )。 これに同意すれば

(l agrCC),Downloadが 自動白勺に

始まる。

晶
登録 され て い る数 値 デー タの

Downloadを 希望す る場合は事前

にユーザー登録 をする必要があ

る。Rcgistration pagcで 表示 される

必要事項 を記入 して,最下部の

scndボ タンを押す と,記入 した

E―mJl宛 にUscr‐IDが 送 られる。取

得 したUscr‐IDは ,常時使用す る

ことができる。

図 3 画像閲覧,グラフ描画,利用者登録,数値データのダウンロー ド
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利用法

インターネット上の Webサ イ ト (http://ecomdb.niaes5.affrc.go.jp)に アクセスすること

により,誰でもエコシステムデータベースを利用できる。農業環境技術研究所のホームページ

の研究 トピックスからもアクセスできる。図 1,2,3に ,利用の手順を示 した。利用に際 して

は,段階に応 じて制約が設けられている。すなわち,webサ イ トの閲覧やグラフ描画については

自由に利用することができる。データのダウンロー ドを行 う際にはユーザ登録が必要となる。

登録 されたデータを利用 した成果物にはデータ保有者の記述を要請 し, とくにデータ自体が論

文等の根幹をなす場合には,データ保有者を共著者 とすることを求められる。

今後の展開

エ コ シ ス テ ムデ ー タベ ー ス の評 価 は 高 く,す で に独 立 法 人 産 業 技 術 総 合 研 究所

(http://pxeco.aisti go.jp)と 岡山大学 (http://ecodb.civil.okayama― u.ac.jp)力 エ`コシス

テムデータベースを導入 し,農業環境技術研究所 と同様のサイ トを開設 して,観測データを公開

している。また,国際北極圏研究センター (米 国,フ ェアバンクス市)も 導入の準備を進めてい

るほか,AsiaFlux(陸 上生態系の炭素収支の解明を目的として,1999年に組織 されたアジア地域

の観測ネ ットワーク)のデータ公開手段 としての検討も行われている。

エコシステムデータベースは,oracle社のソフ トウエア群を用いて構築されているが,Oracle

社の製品は高額で,バージョンアップも頻繁なため,今後予定 している分散型データベースとし

ての展開の障害となることが予想 される。そこで,エ コシステムデータベースの導入促進を図る

ため,2001年度にはフリーソフ トウェア (無料ライセンス)で ある Linuxを基本 ソフ トウエアと

するシステムヘの移行作業に着手 し,2002年度中には完了する予定である。

問合せ先

地球環境部 フラックス変動評価チーム 宮田 明・小野圭介

員≧言舌 : 0298-38-8239, FAX : 0298-38-8211

E―mail:amiyatOniaes.affrc.go.jp(宮 田),onOkOniaes.affrc.go.jp(小 野 )

-18-



憮 ■.it
孵 ントリー

土壌モノリスデータベース

Soil MonoHth Database

小原 洋・中井 信・戸上和樹
*

Hiroshi Obara,MakotO Nakai and Kazuki Toganli

目的 と背景

土壌標本 をそのままの姿で箱に採取または樹脂で裏打ち して剥ぎ取つた標本 を土壌モ ノリス

と呼ぶ。 旧農業技術研究所の土壌第 3科において土壌モ ノ リスの収集が始め られ,そ の後農業

環境技術研究所 に引き継がれ四半世紀が過 ぎた。 当初,わが国の代表的な土壌断面を収集す る

ことか ら始められてきたが,現在 まで収集 された土壌モ ノ リスは 130点 に達 し,他機 関か ら寄

贈 された り,海外か ら収集 された土壌モ ノリスを合わせ ると 200点余 りになっている。 これ ら

の上壌モ ノリスは,新たな土壌が全体の中で どこに位置づけられ るかを検討す る上で重要な基

準断面になる。収集土壌モ ノリスの一部は展示室で公開 され,国内外か らの多数の見学者 を迎

え,土壌に関す る理解の促進,土壌分類 に関す る標準化等に貢献 してきた。 また収集土壌モ ノ

リスの層別試料 も一定の条件のもと,大学・研究機 関な どに研究試料 として配布 ,利用 されて

きた。過去のある時点の土壌試料は,そ の時か ら現在までの変動 を解析す ることに役立つ と共

に,新たな分析手法が開発 された り,新たな項 目の分析が必要になった とき,過去に戻つて分

析 を行 うことが可能 となる。 このよ うに,保存試料は “タイムカプセル "と して活用でき,利

用範囲も広い。 とくに近年土壌試料の収集 も次第に困難 になってお り,試料保存の重要性は高

くなっている。

内容 と機能

土壌モ ノリスデータベースでは,収集 された全土壌について,土壌分類関係の基礎的データ

を整理 している。内容は,地点情報,土壌分類名お よび層別の主要理化学性データと共に土壌

断面写真、景観写真、地点位置地図の画像 ファイル等を収録 している。土壌分類名では,農耕

地 土壌 分類 の他 ,1998年 に発 行 され た最新 の国際的 な土壌 分類 の照合基 準 で あ る World

Reference Base for Soil Resources(WRB)お よび ア メ リカ 農 務 省 の So‖ Taxonomyの 分 類 名 を取

り上げている。管理ソフ トとしてPC用 のデータベースソフ ト (マ イクロソフ ト社アクセス)

を使用 し,データをまとめてみられるように数種類の表示用フォームを作成 している (図 1,

2)。 また他の環境でも容易に利用可能なように,カ ンマ付きテキス トファイルも用意 してい

る。これ らは土壌分類の標準的な断面データとして土壌分類改訂等の検討をはじめとする土壌

生成分類に関する研究に寄与するほか,よ り広い土壌・環境研究の有効な素材 としての利用も

期待 される。

*農 業環境イ ンベ ン トリーセ ンター 土壌分類研究室

Soil Classincation Laborato理 /,Natural Rcsourccs lnvcntow CcntCr

イ ンベ ン トリー,第 1号 ,p.19-20(2002)
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利用法

近 日中に,整理が進んだ代表的 50断面のデータを CD―ROM等で公開する予定である。

問合せ先

農業環境インベン トリーセンター 土壌分類研究室 小原 洋

電話 :0298-38… 8330,E¨ m」 l:obara@niaeS・ affrc.gojp
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土壌モノリス作製法改訂版

Methods for the Preparation of Soil Monoliths

中井 信・小原 洋
*

Makoto Nakai and卜 liroshi Obara

目的と背景

土壌断面標本 を土壌モ ノリス と呼び,土壌学の普及,教育,研究の資料 として重要な役割 を

果 している。そのため,諸外国では古 くか ら大学,博物館 ,農業試験場な どで,そ の作製法の

研究 と収集が行われてきた。わが国でも農業技術研究所,林業試験場,筑波大学な どで,永久

保存できる薄層土壌モ ノ リスの作製 と収集が進 められ,作製技術 も向上 してきた。

モ ノ リス作製技術 は,エ ポキシ系樹脂 を用いた方法が浜崎・三土によって紹介 されている

(農技研資,B18,1‐27(1983))。 しか し,そ の後樹脂や技術の進展があつたので,こ の資料

をもとに土壌モ ノリス作製法を改訂 して公表す ることに した。

内容 と機能

土壌モ ノリス作製法には,大 きく分 けて 2つ の方法がある。その 1つ は,野外で柱状土壌モ

ノリスを採取 して,室内で薄層土壌モ ノ リスにす る方法であ り,も う 1つは,野外で直接薄層

土壌モ ノリスを作製す る方法である。前者は,土壌断面に切 り込みを入れ,土壌モ ノリス採取

箱の大きさに合わせて柱状ブロックを作 り,こ のブ ロックを土壌モ ノリス箱に採取 し,室内で

薄層土壌モ ノリスにす る。後者は,野外で土壌断面に直接樹脂 を塗布 し,硬化後土壌断面を薄

くはぎ取 る方法である。

農業環境技術研究所では,わ が国における風土や収集・保存環境に合わせて,野外で木箱に

柱状土壌モノリスを採取 し,室内で薄層土壌モノリスに加工する方法を主に採用 し,規格外の

サイズのモノリスを採取する場合や砂礫質等で箱による採取が困難な場合を中心に,野外で直

接薄層土壌モノリスを採取する方法を採用 している。また,箱で採取 した場合の裏打ち用の樹

脂 としてはエポキシ系樹脂 (商 品名 ;ト マック NR…51)を ,野外で直接採取する場合はポリウ

レタン系 (商 品名 :ト マ ック NS-10)を 用いている。 さらに,表面仕上げ用の樹脂 としては ,

木工用ボン ドCH18な どを用いている。

この土壌モノリス作製法の改訂版を PDFフ ァイルにし,ホ ームページ上で閲覧できるよう

にしてある。

なお,薄層土壌モノリスは,額縁状の枠に収め,上部に土壌名 と採取地名,横には,土壌分

類,断面記載,分析値,微細形態写真などをパネルに収め,一部は土壌標本館に展示,公開し

ている。

*農業環境インベ ン トリーセ ンター 土壌分類研究室

Soil Classiflcation Laboratow,Natural Rcsourccs lnvcntow Ccntcr

イ ンベ ン トリー,第 1号 ,p.21-22(2002)
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図 1 土壌モ ノリス作製法の一部

利用法

農 業 環 境 イ ン ベ ン ト リ ー セ ン タ ー 土 壌 分 類 研 究 室 の ホ ー ム ペ ー ジ

(hip:〃soilgcjob.affrc.gojp/)に PDFフ ァイルでアップロー ドしてあり,ホ ームページにアクセ

スして自由に活用できる。

問合せ先

農業環境インベン トリーセンター 土壌分類研究室 小原 洋

電話 :0298-38‐ 8330,E―mJl:obara@niaeS・ affrc.gojp
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鶴 ベジトリー

土壌分類検索プログラム

Program of Keys to Cultivated Soil Classiflcation

中井 信
*

Makoto Nakai

目的 と背景

農耕地土壌分類第 3次改訂版 (3次案 )は ,分類基準 を定量化 し,キ ーア ウ ト方式が とられ

たため,一 定の方式 に従 つて分類 が可能 になつた。 そ こでパ ソコンで分類検索 を簡易 に行 うプ

ログラムを開発 した。 開発 はボー ラン ド社の C十+Builderで行い,OSは MS¨Windowsで ある。

内容 と機能

3次案では,断面記載 と分析値 か ら特徴層位 と識別特徴 を求 め,こ れ らの分類基準の有無で

キーア ウ ト方式で土壌名 を検索す る。本 プ ログラムでは,特徴層位 と識別特徴 を判定 した後の

検索 を行 う。

プ ログラムを起動す ると,図 1の 画面が表示 され るので,断面の欄 に断面の番 号 あるいは地

点な ど断面 を識別す る情報 を入力す る。次に,「 土壌群」のボタンをク リックす ると,図 2の土

壌群の検索画面が表示 され る。

対象の上壌断面にある特徴層位 ,識別特徴をチェックし,「 OK」 ボタンをクリックすると,

図 3の ように土壌群名が表示 され る。 ここで,特徴層位や識別特徴はいくつ選んでもよい。キ

ーアウ ト順にしたがつて,選択項 目が適用 され土壌群名を決めるようになっている。

*農 業環境 イ ンベ ン トリーセ ンター 土壌分類研 究室

Soil Classiflc2■ ion Laboratoり ,Natural Rcsources lnvcntor_■ Ccntcr

イ ンベ ン トリー ,第 1号 ,p23‐24(2002)

図 1 土壌分類検索プログラム初期画面
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続けて,同様の方法により,土壌亜群,土壌統群,土壌統を順次検索する。 これ らの下位の

分類では,上位の分類の違いによって異なった基準を用いているため,表示 され る選択画面は

異なる基準が表示 される。検索 した結果は,フ ァイルに保存するか印刷することができる。

現在のプログラムでは,特徴層位 と識別特徴を別に判定す る必要がある。今後,断面記載 と

分析値のデータベースから特徴層位 と識別特徴をコンピューターに識別 させ,検 索を自動化す

るプログラムを開発する予定である。

図 2 土壌群 の検索画面

利用法

このプ ログラムは 436 kBの 大 きさである。書 き込み可能 なメデ ィアを添 えて下記 に申込 め

ば配布可能 である。

問合せ先

農業環境 イ ンベ ン トリーセ ンター 土壌分類研 究室 中井 信

電話 :0298… 38-8353,E―mJl:nakJmkt@affrc.gojp

図 3 土壌群の検索結果
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マメハモグ リバ エ寄生蜂の図解検索

An 11lustrated Key to the Hymenopterous Parasitoids of Z″ ′θ″ッzα ″派)″′in Japan

小西和彦
拿

Kazuhiko Konlshi

マメハモグリバエとその寄生蜂

マメハモグリバエ Zノ′ノθ″ッzα ″ル″′は体長 2 mmほ どの,マ メ科をはじめキク科,セ リ科 ,

ナス科など多くの植物の葉を加害する害虫で, 日本へは 1990年頃侵入 して,主に施設栽培の

キク, トマ ト,ガーベラ,セル リーなどで問題になっている。このハエの幼虫は植物の葉に ト

ンネルを掘 りながら葉肉を食害するため, トンネルの部分は白っぽくなり,ま るで葉に線を描

いたように見える。

本種は多くの殺虫剤に対 して抵抗性を獲得 してお り,ま た,幼虫が葉の中にいて殺虫剤がか

かりにくいこともあつて,薬剤防除のみで被害を回避することが困難になっている。 さらに,

施設栽培では花粉媒介のためにハナバチ類を使っていたり,他の害虫を防除するために天敵を

使っていたりと殺虫剤を使えない場合も多い。そのようなわけで, ヨーロッパでは従来からマ

その内1種は日本にもいるイサエアヒ
=メコバチD′gみク乃郷 JSαθα(図 1)で,も

'
ヽ

う 1種は 日本か ら記録がないハモグリコ 図 1

マユバチ D“″
"sα

∫め″たα (図 2)で ある。

マメハモグリバエが含まれるハモグリバエ科の寄生蜂には寄主範囲が広いものが多いことが

知られている。従って,侵入害虫であるマメハモグリバエにも元々日本にいる多くの寄生蜂が

寄生することが予想された。日本の在来寄生峰の中に天敵農薬 として使える種がいないか探 り,

また,既存の天敵農薬の効果を判定した り,海外から導入 した寄生蜂を用いた場合に在来寄生

蜂にどのような影響を与えるか評価するために,どのような種の在来寄生蜂がマメハモグリバ

エに寄生しているかを知る必要があつた。そこで, 日本でのマメハモグリバエ発見直後から,

このハエにどのような在来寄生蜂が寄生 しているか調査が行われ,1995年 から 1997年 にかけ

ては小事項 「マメハモグリバエの防除に関する研究」に農業環境技術研究所昆虫分類研究室が

参画 してこのハエが発生 しているできるだけ多くの地域から寄生蜂を収集 し,少なくとも 28

種もの在来寄生蜂が侵入害虫であるマメハモグリバエに寄生 していることが明らかになつた。

*現在 独立行政法人 農業技術研究機構 Jヒ海道農業研究センター 虫害研究室

EntomoloⅣ  Laboratory,Departmcnt of Agro― Environmcntal Scicnccs,National AgHcultural Rcsearch Ccntcr

for HOkkaido Rcgion

イ ンベ ン トリー,第 1号 ,p25‐ 28(2002)

イサエアヒメコバチ 図 2 ハモ グ リコマユバチ

喜富[f バ[]l鯰
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また,それ らの寄生峰の内 ,

インベ ン トリー 第 1号  (2002)

ヒメ コバチ 巖″ 7ip′αrSικ郷 ツ″″θO“お (図 3),ハモ グ リミカンム リ

■ || ガ メ θあ 1」 1ヾ)]能 ::;篤 ::;:;1

1■  ο腸%薦″,C″ガθε力α′お′θ″ルθ夕sの

|■  4種が全地域で優占種となってお

11虐:種靴η
・
f』ξ奮景翼:

コバチ かになった。
図 3 カ ンム リヒメコバ チ

■■■■■|― |

図 4 ハモ グ リミ ドリヒメ

寄生蜂の同定と図解検索

マメハモグリバエが体長 2 mm程度の小さな昆虫であるため,そ れに寄生するハチも小さ

なものばかりである。その上,寄生蜂には未解明の種が多く,図鑑のような一般向けの情報も

ほとんどない。このようなことから,通常,寄生蜂の分類の専門家以外が寄生蜂の同定をする

ことはほとんど不可能である。

マメハモグリバエのような重要害虫が侵入 し,それに対 して天敵農薬が有効であることが分

かっているような状況であれば,多 くの試験場で天敵農薬の試験が行われであろうことは容易

に想像できる。 1回のサンプリングで複数種を含む多量の寄生蜂が得 られるため,全国の試験

場で得 られる寄生峰の個体数は莫大なものとなり,そ の同定を日本に数人 しかいない寄生峰の

分類学者に依頼 していたのでは同定結果の回答がいつまで経ってももらえないような事態とな

り,た いへん効率が悪い。

そこで,分類の専門家でなくても容易に形態の違いを理解 して,寄生蜂の種を同定できるよ

うに,図 を多用 した検索表を作成 して 「マメハモグリバエ寄生峰の図解検索」として農業環境

技術研究所資料第 22号 (1998年 )に公表 した。この図解検索を用いることで在来種 28種 と

導入種であるハモグリコマユバチの計 29種 を,形態の知識なしに同定できることが期待され

た。図解検索公表後に多 くのマメハ

モグリバエ寄生蜂関連の成果が出 さ

れたにもかかわ らず同定依頼の件数

が少なかつたことか ら,図解検索を

有効に利用 していただけているもの

と考えている。

マメハモグ リバエ寄生蜂の図解検索

ホームページ

マメハモ グ リバエ寄生蜂の図解検

索には,農業環境技術研究所ホーム

ページ,(http:〃www.niaes.affrc.gojp/)

の研究 トッピクスか らアクセスでき

る。農環研資料に発表 した図解検索

ではそれまでにマメハモグリバエか

ら出た寄生蜂 28種全てを取 り扱った

が,そ の後に新たな寄生蜂が見つかる 図 5 マメハモグリバエ寄生蜂の図解検索 トップ・ベージ

ー 26-
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インベン トリー :マ メハモグリバエ寄生蜂の図解検索

可能性 は残 っている し,既に取

り扱 つてい る 28種 に関す る知

見が増加す るのは確実である。

いつたん印刷物 として出 して し

ま うとそのよ うな情報 を追加す

ることが困難 であることか ら,

図解検索のホー ムペー ジも作成

した (図 5)。 その後 ,現在 に

至 るまで新 たな寄生蜂 は見つか

つていないが, 日本語 で書かれ

た図解検索の別刷 り請求が海外

か らも来るため,ま ずは英語版

を作 ってホームページに追加 し

た (図 6)。 そ の他 に,新 たに

付けられた和名 も追加 している。

また,最近 ,ハ モ グ リコマユバ

チ と Dαε
“"sα

 s齢疏側 α′の識別法

も追加 した (図 7)。 図 6 英語版図解検索の 1ページロ

Fore"建 IⅢⅢ

'Ⅲ

ⅢⅢ1011ト

FIⅢⅢ IヽⅢⅢ  Cell●Ⅲ Ⅲ

01轟i轟め 前翅

図7 ハモグリコマユバチ Dα
`′
ンsα J分たαとD sαsα腸″αプの識別法のペ

D ttwttwα′はハモ グ リコマユバチ と同属 で,ナモ グ リバエ の寄生蜂 と して記載 され た種 で
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あリマメハモグリバエヘの寄生は確認 されていないのだが,も しD.sttαた翻α′がマメハモグリ

バエから得 られてもこの図解検索ではハモグリコマユバチと同定されてしまうためである。以

上のように,あ まり頻度は高くないものの,時々新 しい情報を追加 しているので,既に農環研

資料に載つた図解検索を利用 している方も httpノ/cse.naro.affrc.gojp/kollishi/mぷ n.htmを 訪れて

みていただきたい。

近年,マ メハモグリバエと同属の トマ トハモグリバエ Z″jο″ッza sα′jソαθが日本に侵入 し,ま

た,やはり同属のレタスハモグリバエ Z.力αjあンθれ∫Jsの 侵入も懸念されている。これ らの寄生

蜂を調査する際も,マ メハモグリバエ寄生蜂の図解検索を活用 していただけると幸いである。

ただし,マ メハモグリバエ以外の寄主の寄生蜂を同定する際は,同定結果が疑わしい種は無理

に種名を確定せずに専門家に同定依頼するようおすすめしたい。

問合せ先

北海道農業研究センター 生産環境部 虫害研究室 小西和彦

電話 :011… 857-9280,E‐mdl:konishi@affrc.go」 p
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日本産オオアブラムシ属のチェック リス トおよび種の検索表

A Check List ofJapanese C′ 4αrα Curtis(Homoptera:Aphididac)with Keys to the Specics

宮崎昌久・安 田耕司*

Masahisa Miyazaki and Koii Yasuda

オオアブラムシ属の分類

オオアブラムシの仲間は体長 4～ 5 mm前後,ア ブラムシとしてはその名の示す よ うに大型

の部類に属す る。マツ (P′η夕s),エ ゾマツ (Pたθα), トドマツ (/bノθs),カ ラマツ (Z″所),ツ
ガ (■2rga)な ど,専 ら針葉樹 を寄主植物 とす る一群で,種 によってそれぞれ寄主 とす る針葉

樹の種類は限 られている。ほかのアブラムシ類に見 られるよ うな寄主転換 をすることはなく,

周年針葉樹で繁殖 し,若い枝か ら盛んに吸汁 し,糖分に富み 「甘露」 と呼ばれた りす る排泄物

を大量に排泄す るので,発生の多い林は甘露を培地に して発生す るすす病で黒ずむほどであ り,

特に植林のために育て られ る幼苗では生育不良が問題 になる。

オオアブラムシ属として記載された種は世界で約 200種にのぼる。アブラムシの総種数はお

よそ 4000種 といわれているので,かな り大きなグループといえる。生態的にも形態的にもよ

くまとまってお り,ア ブラムシのほかのグループからの識別は比較的容易であるが,一方,種
のレベルでは形態的に近似 したものが多く,分類 。同定は甚だ困難である。

および種の検索表の トップ 。ページ

贈 嚇

|■●■|■|「,,■■||●             =■ |■載 1,|1場■|

図 1 日本産オオアブラムシ属のチェックリス ト

*農業環境イ ンベ ン トリーセ ンター 昆虫分類研究室

Inscct Systcmatics Laboratow,Natural Rcsourccs lnvcnto,Ccntcr

イ ンベ ン トリー,第 1号 ,p29‐ 30(2002)
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日本産の種の分類・同定

日本産の種については Inouc(1970)に よつて分類学的な再検討がなされ,24種が認められて

いる。アブラムシの生活環は複雑で,同一種のなかに有性世代 と単為生殖世代があり,単為生

殖世代には翅 (はね)を持つ有翅虫と,翅のない無翅虫がいる。それぞれに異なつた姿をして

いるが,すべての型の標本を揃えることは必ず しも容易ではない。InOuc(1970)は 種の同定作業

の便に供するため,無翅虫について検索表を作成 した。この検索表では体表に現れる斑紋に重

きが置かれている。 しかし,こ の斑紋の種内変異の程度が過小評価 されている嫌いがあり,こ

の検索表を用いての同定作業には困難な点がある。

Eastopら (1998)に よる 「日本産オオアブラムシ属 (同翅 日 :ア ブラムシ科)のチェックリ

ス トおよび種の検索表」 (農業環境技術研究所資料第 22号)では,ア ブラムシ類に関する最新

の分類手法や情報を駆使 し, 日本産のオオアブラムシ属の分類が再検討 された。得 られた標本

に基づいて 31種が認められている。

ホームページの構成

本ホームページ (図 1)は ,前述の資

料の内容 と構成をほぼそのまま電子化

したものである。まず これまでに 日本

から記録 されたオオアブラムシ属の種

名が総覧され ,こ の研究で認められた 31

種 と併せて,種のチェックリス トが与

えられた。この リス トではシノニム (同

物異名)や分類学上の問題点など,従

来の記録に対 して現在の知見に照 らし

つつ コメン トが付 され,残 された研究

上の問題点についても言及されている。

得 られた標本に基づいて,有翅虫と無

翅虫を対象 として 2つ の検索表が作成

で分か り

真 (図 2

利用法

近 日中

である。

された。 この検索表が本資料の眼 日で
図 2 プレパラー ト標本の写真

あ り,最新の知見を駆使 してより正確

やすい同定作業のよりどころを提供 している。また,種 ごとにプレパラー ト標本の写

)が添えられ,検索表の補助資料 となっている。

に,農業環境インベン トリーセンター (昆 虫分類研究室)のホームページで公開予定

問合せ先

農業環境インベ ン トリーセンター 昆虫分類研究室 安 田耕司

電話 :0298‐ 38‐8354,E―mJl:kyasuda@niaes.affrc.gojp
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植物細菌病の診断と病原細菌の同定に関する情報

Information on IDiagnosis of Bacterial E)iseases of Plants and ldentiflcation ofPlant― Pathogenic Bacteria

西山幸司
*

Koushi Nishiyama

背景と目的

ホームページの内容は文字で説明するよりも画面を見れば一 目瞭然 とい うことが多いので ,

ここでは開発の背景に重点を置いて記述する。研究の現場で生産される種々様々な成果すなわ

ち標本やデータ,理論などは,す ぐに役立つもの,何年か後に役立つもの,役立つことなく朽

ちはてるものなどに区分できる。新規性が重要なこともあれば,継続性が重要なこともある。

また,成果は複合技術のこともあれば,個別技術のこともあり,個 と全体を同時に観ておく必

要がある。橋にたとえると次のように説明できる。個々の部材 も構造も景観 もみな重要な要素

であるが,物流を支えるとい う所期の目的が達成 されなければ,部分の話は意味を持たない。

作物の病害は糸状菌病が最も多く,ほかに細菌病, ウイルス病,フ ァイ トプラズマ病,線虫

病,生理障害などがある。この うち,細菌病については原因となる細菌の分類方式が1980年 に

大きく改められた。また,診断,生態の解明,防除法などの研究成果も相当に蓄積 されている

にもかかわらず,それ らを解説する適当な著書が無かつたので,診断と防除に役立てる実用書

の出版が企画 され,故 田部井英夫 (農水省農業環境技術研究所,微生物特性 0分類研究室長 )

を編集委員長に,高梨和雄,高橋幸吉,西 山幸司が加わつて,「作物の細菌病 一診断 と防

除―」・)が 1991年 に刊行 された。それから10年 を経て,細菌および細菌病に関するわが国の研

究はさらなる発展を遂げた。当所関連では植物病原細菌 と農業環境に生虐、する非病原細菌の同

定法に関する研究が進んだ。 これ らの成果を先の書籍に追加するとともに,今 日の電子技術の

進歩を利用 して安価で利便性の高いものを出版することが計画 された。その結果生まれたもの

が 「作物の細菌病 2001年追補 ―病徴診断 と病原の同定―」
2)で ,cD‐ROMを 媒体とし,

HTML(Hyper Text Markup Language)文 で書かれている。内容は大きく5章 に分かれているが ,

関連箇所にはリンクが張られてお り,す ぐ隣に記述 されているように見せる工夫がされている。

上記のCD…ROM版 「作物の細菌病」は商業出版物であるが,先の書籍版 と同様に多数の方か

ら病徴写真の提供を受けてお り「読者が育てる本」の形式をとつている。また,内容の一部は

既に学術雑誌上で報告 したものを再編集 したものであり,発行所の許可を得て当所のホームペ

ージ上で一部分を公開することとなった。研究成果を利用者へ直接届けられる点,論文形式よ

りは利用 し易くなっている点,報告後に得 られた成果が追加 されている点,メ ールア ドレスの

埋め込みなどで質疑応答が容易な点,CD―ROM版の内容紹介がされている点など,情報の発信

側 と受信側の双方でメリットがあるように計画 されている。

*生
物環境安全部 微生物・小動物研究グループ 微生物評価研究官

ⅣIicrobiology Rcscarch Coordinator, Microbiology Group, Dcpartmcnt of Blological Safcty

イ ンベ ン トリー,第 1号 ,p.31-35(2002)
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内容・特徴

病気の発生は,作物の状態,気象条件,土壌状態,施肥の状況など様々な条件によって影響

されるため,一片の写真や文章で言い表せるほど単純なものではない。また,発生の初期 と後

期では症状が全く異なることも珍 しくなく,初めて異常を察知 した時に如何にみたてる (診察

する)かは,熟練農業者 0技術者 といえども困難なことである。時間の経過を待てば,状態の

変化であるいは正 しく診断できるようになるかもしれないが,それでは防除対策の策定に支障

をきたす。 したがって,病気の原因を速やかに特定することが肝要である。

はじめに細菌病の疑いがあるかどうかを調べるために病害図鑑がいる。つぎに病原細菌を特

定するために細菌を分離 し,迅速に同定する技術がいる。それ らの基盤 として,わが国に発生

する細菌の種類やその宿主範囲などの情報,あ るいは,細菌の分離や性状検査に必要な技術情

報がいる。病原細菌が特定されると,細菌の生態や適用農薬などの情報が調べ られるようにな

るので,的確な防除技術を選択 して営農に資する。 「作物の細菌病」はこの過程に必要な事項

が編集 されている。

このホームページで公開している部分は,現場の状況が把握でき,あ る程度の実験設備を有

する利用者を主な対象 としている。より克明な病徴写真や細菌の精密同定法あるいは生態や防

除法の解説を必要とする方にはCD―ROM版および書籍版を利用 して頂 くことを想定している。

1)日 本産植物細菌病害の図鑑

目次は五十音順に植物を配置 し,植物ごとに細菌病を整理 している。各病害には簡単な病徴

説明と病徴画像の概略 (以下サムネイル画像 と略する)が表示 され,サムネイル画像をクリッ

クすると詳細な病徴画像が見られるようになっている。

このホームページでは,表示例に使っているダイズの細菌病で病徴説明と大画面の病徴を見

ることができる。その他のものはサムネイル画像が表示 されるだけである。 この画像は,「読

者が育てる本」として, どのような写真の提供が望ましいかを判断する際の材料になる。

2)日 本産植物細菌病と病原細菌の種類

目次は,①食用作物,野菜等の植物区分,②植物名の五十音順配列,③細菌属名,④細菌種

名,⑤菌種の異名,の 5種類を備えている。本文は,植物細菌病の病名 目録 と日本に発生する

病原細菌の学名 とその異名,お よび病原細菌の宿主範囲を述べている。

このホームページでは,病原細菌の学名 と異名はすべて見ることができる。病名 目録および

宿主範囲については,表示例に使っている食用作物のみ見ることができる。

3)植物病原細菌の簡易同定

細菌の同定手法にはいくつかの呼び名がある。精密同定法は正確 さを第一 とし学術的要素が

強い。簡易同定法は正確 さにおいては前者に劣るが,病気の診断など迅速性が要求される場面

で活躍する。特異検出法は前2者 とは異なり,特定の重要病原細菌を迅速にかつ正確に同定す

ることに重点がある。また,今 日では核酸塩基配列の解読の進歩により,広範囲の細菌を迅速

でかつ正確に同定できる包括的新技術も登場 しているが,今のところ設備の面でどこでも利用

できるとい うわけにはいかない。

ここでは,わが国に発生する病原細菌を網羅的に扱った3種類の簡易同定法を紹介 している。

細菌株を集め実測 したデータを基に構築 した技術である点に特徴がある。また,使用 した大部

分の菌株はMAFFジ ーンバンクに登録 0保存されてお り,い つでも入手できる。簡易同定78は

三分法に基づく検索法を採用 してお り, この手法の原型 となる1978年の報告3)に ちなんで再命
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名 したものである。簡易同定96は陽性率鑑別表に基づく検索法を採用 してお り,検査項 目の違

いで,簡易同定96-APIと 簡易同定96-MUCの 2種類がある。ここで紹介 しているものには類似

菌種を識別する方法が追加 されてお り,論文形式の報告
4)ょ り使い易 くなつている。そのほか

,

これ らの手法の適用範囲 (同 定できる細菌の種類)を表示すると共に,それ ら菌種によつて起

きる病害の種類 (宿主範囲)も 表すようになつている。

4)最近話題の細菌および細菌病害

最近発見された新病害,病原細菌および最近話題になっている細菌病について,発表文献を

示す と共に簡単な解説がついている。

機能

このホームページは,制 作協力者の意見を取 り入れて順次機能を追加 し,ま た,いつでも関

係個所が見られるように多数の リンクを設けた。そのために構造が複雑にな り,検索途中で迷

子になる恐れが生 じてきたので,分割画面の最上位行に各章の見出しを表示することにした。

以下に構造の概略を示す 目的で,各章で見 られる画面の例を紹介する。図 1は初期画面である。

各章の見出 し行に示 される [戻 る]の記号は,こ の画面へ返るためのマークである。

1)日 本産植物細菌病害の図鑑

・ [目 次][イ ネーもみ枯細菌病]の順に検索 した例 (図 3)。

2)日 本産植物細菌病と病原細菌の種類

・ [目 次]一 [植物名―イネ]の 順に検索 した例 (図 2)。

・ [食用作物 ]一 [ダイズー斑点細菌病 ]― [サ ムネイル画像]一 [大画面画像]の順に検索 した例 (図

4)。

・ [目 次][細菌種名―B.g′ν″αθ][学名 詳細 ]と [病 害名 ]を 検 索 した例 (図 5)。

3)植物病原細菌の簡易同定

・簡易同定の手法を選択する画面 (図 6)。

・ [簡易同定96-MUC―検索]を 選んだ際の最初の画面 (図 7)。 検索方法の説明とプロフィール

インデ ックスー覧表が表示 されている。

・同上でプロフィールインデックスが7300の 検索を実施 した例 (図 8)。

0同 上でE″w′′Jα εα″0′οソ0/α  Subsp.εα″ο′ονO″αの宿主範囲を検索 した例 (図 9)。

・手法の選択のページで [簡易同定78-検索図]を 選んだ例 (図 10)。

・ この手法で検索できる菌種の種類 (検索可能菌種群)と ,そ の うちの1菌種を指定して宿

主範囲を表示 した例 (図 H)。

4)最近話題の細菌および細菌病害

・ [新 しい細菌病][ネ ギ葉枯細菌病]の 順に検索 し,そ の内容を表示 した例 (図 12)。 さらに

病徴写真を見るための リンクもある。

利用法

このホームページは,約 1,200フ ァイル,約 4.7MBytcsの 大きさがあ り,農業環境技術研究所

ホームページ (http://www.niaes.attcogo.jp/)の 研究成果 トピックスの一つ として紹介 されている。

直接アクセスするには biosafe/Bact/Ent.html[大 小文字識別注意]を付加する。また,植物細菌

病,植物病原細菌,同 定など,い くつかのキーワー ドが指定されているので,各種の検索
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図4ダイズ斑点細菌病 (病徴写真 )

図5 Bgル″αθ学名 (下),病害名 (右 ) 図6 簡易同定 (手法の選択 )

図7 簡易同定96-MUC(検 索方法の説明)  図8 検索事例 (MUC=7300の 場合)

図1初期画面

図3イ ネもみ枯細菌病 (縮小写真)

図2イ ネ細菌病の目録
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讐

図10 簡易同定78の例

サービスからでもアクセスできる。

問合せ先

農業環境技術研究所 環境生物安全部 微生物・小動物研究グループ

微生物評価研究官 西山幸司

電話 :0298388263,フ ァクス:0298388199,E― mJl:nislyama@niaes.affrc.go」 p
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308pp., 日本植物防疫協会
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原の同定― ,65MBytcs, 日本植物防疫協会

3)西 山幸司 (1978):植 物病原細菌簡易同定法の試案。植物防疫,32,283288
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図9 宿主範囲の表示 (例 :Ecc)

図H 検索可能菌種群 と宿主範囲の例 図12 新 しい細菌病害の紹介例
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農業環境モニタリングマニュアル

Manual for Agro― ]Environmentalヽ 4onitoring

浜崎忠雄・永谷  泉
*

Tadao Hamazaki and lzumi Nagatani

背景 と目的

戦後の高度経済成長の時代の波が農村にも押 し寄せて くると,作物の養分は化学肥料 を購入

して十分に施用できるよ うにな り,安価な輸入飼料 を購入 して家畜生産が急速 に拡大 し,家畜

糞尿が農村 にあふれ るよ うになった。 また,効果の高い農薬 も多量に使われ るよ うになった。

しか し,農業生産力は顕著に高まったが,水が次第に汚れ,身近な生物が減 り,農村部でも環

境汚染の影響が顕在化 してきた。

農業環境技術研究所は,こ うした農村の環境状態 を現地でモニタ リングす る必要性 を痛感 し
,

平成 6年度か ら 5年間,茨城県の農村 を対象 に して, どのよ うな手法を用いれば農村の環境状

態を把握できるのか,そ のための手法 を開発す るプロジェク トを実施 した。

平成 11年 2月 に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が地下水等への水質汚染 に係 わる環境基準項

目に追加 され,農業においても環境保全 との調和をはかることが従来 よ りも厳 しく求められ る

時代 となった。それに応 えるには農村部の環境状態をできるだけ正確 に把握 し,科学的論拠 に

基づいて地域環境管理計画を農業者が実行 して行 くことが必要である。

本マニュアルは,こ のプロジェク トの成果をベースに し,そ こでカバーできなかった部分に

ついては当該分野の第一人者の協力を得て補完 し,総合的かつ実用的な調査マニュアル とす る

ことを目指 して作成 されたものである。

しか しなが ら,本マニュアルは印刷部数に制限があ り,限 られた ところに しか配布 されてい

ない。そ こで今回,当 マニュアル を電子化 してWeb版 を作成 し,いつで もインターネ ッ ト上で

閲覧できるよ うに整備 した。

内容・特徴

水環境保全のための農業環境モニタ リングマニュアルは, 7つ の章か ら構成 されている。 こ

れ らの章は別々のファイル に作成 されている。 また,フ ァイル形式は汎用性 を重視 して PDF
とした。 ファイルの開覧には Adobe Acrobat Readerが 必要であるが,Adobe Acrobat Reader

は Adobe社の Webサイ トか ら無償でダウンロー ドができるため,誰でもどこか らでも利用可

能である。 また,PDFフ ァイル は ドキュメン トの体裁 を崩 さずに閲覧・印刷が可能であるた

め,図面や表が多 く挿入 されている当マニュアル には最適のファイル形式である。

このマニュアルの原版は次のものである。

* 農業環境 イ ンベ ン トリーセ ンター

Natural Rcsourccs lnvcntorv Ccntcr

イ ンベ ン トリー、第 1号 、p.36-37(2002)
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水環境保全のための農業環境モニタリングマニュアル

編 者 :農業環境技術研究所環境資源部 藤井國博・岩間秀矩 。今井秀夫・高橋義明

発行 日 :平成 11年 3月 26日

発 行 :農林水産省農業環境技術研究所

また,そ の内容は以下の通 りである。

はじめに

第 I章 農業環境モニタリングの基本事項

第Ⅱ章 流域環境調査法

第Ⅲ章 流域負荷源調査法

機能

Web版のブラウズ表示にはフレームとい う機能を使用 している。左フレームには章毎のリ

ンク項 目を示 し,こ このリンク項 目をクリックすることで,右フレームにリンク対象のファイ

ル内容が表示されて閲覧できる。このフレーム機能により,利用者は項 目内容を簡単に理解す

ることができ,フ ァイル内容を効果的に閲覧することができる。 さらに,マ ニュアル内に多用

されている図については,」 PEGお よびPNG等 のイメージ形式ファイルを作成 し,図 のみを取 り

出すことも可能 となつている。フレーム機能については,フ レーム対応のブラウザの使用が前

提条件 となるがインターネットエクスプローラ (バ ージョン 3以上)や,ネ ットスケープ (バ

ージョン 3以上)で動作するので,最近のほ)と んどの PC上 で利用可能である。

第Ⅳ章 水移流調査法

第V章 負荷物質の動態調査法

第Ⅵ章 流域水質評価法

第Ⅶ章 生物相による水環境評価法

|■11競葉観攪t,,ラタ●ヨ崎繊
=i,,め

構斑

1'|11:■ず||,T■ 11':|:∵ ■卜:11■11■ IFT1111

図 1 トップページと内容の表示例

利用法

現在,農業環境技術研究所のイン トラネ ッ トで仮公開中である。近 日中に,農業環境インベ

ン トリーセンターホームページで公開予定である。

問合せ先

農業環境技術研究所 農業環境インベン トリーセンター

電話/Fax 0298-38-8351,E― mJI winvc@niacs.affrc.gojp
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確率分布カ リキュ レー タ

Probabiliサ Distribution Calculator

三輪哲久
ネ

Tetsuhisa Miwa

背景と目的

近年,農業研究に限らず,実験や調査によつて得られた変動を伴 うデータに対 しては,適切な

統計手法を適用 し,統計的な解析を実施することが強く求められている。それは,現場で新技術

を開発する場合にも,ま た,学術雑誌へ論文を投稿する場合にもあてはまることである。

このとき,従来は,数表化された統計数値を用いて統計的な判定を行なっていた。たとえば分

散分析においては,F分布表の 5%点や 1%点 の値 と比較 して結果が有意であるかどうかを判定し

ていた。 しかし最近では,こ のように 5%と か 1%と かに固定した値 と比較するのではなく,実

際に得られた F値にどれくらい有意性があるかとい う確率 (p値,あ るいは有意確率という)を

示すことが求められるようになってきた。この目的のためには,実現され うるF値は無限に存在

するので,事前に数表を用意しておくことは不可能である。

さらに,統計手法に関する研究は日夜続けられてお り,新 しい統計手法自体が次々と開発され

ている。それにともなって,従来とは異なる確率分布に関する統計数値計算が必要とされるよう

になってきた。

本研究課題では,新たな統計数値計算を必要とするものについては,その計算プログラムを開

発・作成するとともに,従来から使われていた確率分布を含め,イ ンターネット上から容易に必

要な統計数値が計算できるシステムを構築することを目的としている。

内容・特徴

従来,統計解析において広く利用されてきた確率分布

1)正規分布,2)χ 2分
布,3)′ 分布,4)F分布

に関して,

0パーセン ト点

・有意確率 し値)

を分子・分母の任意の自由度に関して計算する。

統計的多重比較手法で必要とされる

5)ス チューデント化した範囲

6)Dllncall法 のための規準値

*地球環境部 環境統計ユニ ッ ト

sttusucs unit,Dcpaltmcllt of Global Resources

インベ ン トリー,第 1号,p38-40(2002)
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7)Ryan法のための規準値

に関して,任意の確率に関するパーセン ト点を計算する。筆者の調査 した限りでは,

ット上で多重比較の規準値を計算するシステムは,世界中で本サイ トのみである。さ

較手法に関しては,1%点,5%点 ,10%点 の数表も提供 している。

図 1の Webページに,現在提供されている確率分布を示す。

インターネ

らに多重比

Editl11ピ k,||||《〕011鰤 ■ⅢⅢiCator Flel●

Probttb通ちFDおtributtOn Calculators
presented by Tetsuhlstt MILVA,(1五 鐵鑢1鐵 参ξ),D.Eng.

0_ 嘔 =5,J/2=・°

0_4

0_2

F嘔 ,4,0

BasiC Statistical Distributions

・ Nomal dsむibution rstal.dttd nortnal distibutiOn)
。 Chi scuarcよsttb■ltion

・  r dL饉budOn
・  F Klisttlibu減on

RIultiple Comparisons

O Sttdct■tizcd rangoこ stibu毬on,菫鐘懇 鍍 頸 マ肇r欝

・  Cttdcal val■ les lbr DIIIncal■ 'st■■trtinlc rangc tcsts,覧罐顆鶴露肇
O Cttdcal v・al■tcs for Rvan'sm■ lltiplc ran2c tcsts,鷲冨剛 鷺

・  薇 dcal週ucs for]B品 olomctv・ s tCStS

● D画雌ctt's tcsts in thc― balanccd modcls[Conmg Soon.1      ‐

L麟 機 機 器 NI‐洟 褥 f

Therc have beenロヨEII口|ヨEヨ 宙s壺。rs since 2αЮ‐02-04(a2,Чユヨ,ヽ■ねout●●ulltlng,lge,rebaめ .

Con3mcnts`rc wcicomc,Criticisms arc most wcicomc.Thank you.

Ths shc is fratne― Fret,tabl← f■・∝,… atiO藤おee,javttfree and』 ●k← f■・ee.

鑽鶉 rl:| [昴蒟

…

図 1 本システムで提供 される確率分布

機能

たとえば分散分析において, 自由度 (d,多)=(5,20)で,分散比 F=3:2が観測された場合

の′ 値を計算するための入力画面を図 2に示す。この画面で “CJculate" ボタンをクリックす

れば,図 3に示 したように有意確率′=0:0278が 直ちに計算される。

さらに,図 4には,Duncan法による多重比較を実施するための規準値を求めるための入力画

面を示す。
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図 2 F分布の′値を求めるための入力画面

図 4 Duncan法のための入力画面

図 3 F分布の′値の計算結果

利用法

農業環境技術研究所のホームページ (hip:〃― w.iaes.affrc.gojp/)か ら,“研究成果 トピック

ス"⇒ “確率分布カリキュレータ" とリンクをたどることにより,図 1のページに入ることが

できる。2002年 3月 現在,イ ンターネットに接続され,Webブ ラウザが利用可能であれば,誰
でも本システムを利用することができる。

問合せ先

地球環境部 環境統計ユニット 三輪哲久

電話 :0291‐38-8224,E‐ mJl:miwa@niaes.a① rc.gojp
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全国市町村名日本語表記一ローマ字表記対照ファイル

A File Composed of a List of Japanese Local Public Bodies for Transcription

between Japanesc and English

荒城雅昭
*

4ヽasaaki Araki

背景 と目的

農業環境インベ ン トリーデータベースの構築並びに公開に際 しては,英語表記により世界に向

けて情報を発信することも視野に入れ る必要がある。わが国の地名には同音異字のものも多いた

め, 日本語表記 された生物標本の採取地名などは他地点 との混同は少なくなると思われるが, 日

本人でも読みが解 らないような難読地名 も多 く,ロ ーマ字表記 とするのに手間がかかる。市町村

名でもほぼ同様のことが言えることか ら, 日本語表記 された市町村名を英語で変換するための
,

日本全国の市町村名の 日本語表記―ローマ宇表記対照表を作成 した。

内容・特徴

財団法人地方 自治情報センターホームページ (httpプ/www.lasdec.nippon― net.nejp/)か ら地方公

共団体 コー ド住所データをダウンロー ドし,こ れに含まれる市町村名のひ らがな表記をヘボン式

の規則に則つてローマ字に置換 し Excd 2000の ワークシー ト (フ ァイル名 :市町村名 日英変換

.xls)と した。ヘボン式をとつている市町村が大半であるが,訓令式を採つている市が 2あ り,

長音の表記法の違いなどで同 じひ らがなでもローマ字表記が異なることがある表記 (表 1)につ

いては,都道府県の英語ホームページの各市町村名表記,あ るいは各市町村のホームページの英

語表記により修正 した。町村のホームページで英語表記を確認できない場合やホームページ未開

設の町村な どでは,商工会議所な どのホームページにおける表記や,町村のホームページの連

表 1 同 じひ らがなでもローマ字表記が異なることがある表記
ひらがな    事由       ローマ字 (稀な表記)   稀な表記の例

う       長音       省略(u,h)~   伊王島町 Iottima T。    (長 崎県)他多数

お

おお

し       ヘボン式 (副‖令式) shi(si)
ち       ヘボン式 (副‖令式) chi(ti)
つ      ヘボン式 (司‖令式) tsu(tu)
じょ        変貝J          jo(jyo)
んば,んぶ,んベーヘボン式 (変則)  mb(nb)
ん|ゴ       厳密なヘボン式をとつている市町村の方が少ない

んま,んみ,んも ヘボン式 (変則)  mm(nm)

んば,んぼ   ヘボン式 (変貝1)  mp(np)
厳密なヘボン式をとっている町村がない

「可東町  Atoh T.
箕面市  MinOh C.

富津市   Futtu C.
今庄町  ImttyO T.
印格本す Inba V.

.    御殿場市 Gotemba C.
群馬町  Gunma T.

大田原市 Ohtawara C.  (栃木県)他多数

大滝村  Ootaki V.    (北海道)他多数
日進市  Nissin C. (愛知県)

大内山村 Outiyama V.  (二重県)

(長 音)

長音,先頭

省略 (h)

○(Oh,Oo)

(山 口県)他2

(大 阪府 )

(千葉県)

(福井県)他 2

(千葉県)他多数

(静岡県)他 2

(群馬県)他多数

厳密なヘボン式をとつている市町本寸の方が少ない(群馬県も)。 天 間林 村 Temmabayashi V.(青 森 県 )

安八町  Anpach T.   (岐 阜県)他 3

*生物環境安全部 微生物・小動物研究グループ 線 虫 。小動物ユニ ッ ト

Ncmatology and Soil Zoology Unit,Dcpartmcnt of Biological Safcty Scicncc

インベ ン トリー,第 1号 ,p.41…44(2002)

-41-



インベ ン トリー 第 1号  (2002)

絡先電子 メールア ドレスに見 られ る表記な どを採用 した場合がある。 どうしても正確 と思われ

る表記が解明できないわずかな町村については,最 も蓋然性の高そ うな表記を採 り

合わせをして確認するということはしていない。

町村に問い

機能

この Excdの ワークシー ト (表 2)に より都道府県名 と市町村名をキー として,Excd
VL00KUPコ マンドなどを利用しての市町村名の日本語表記からローマ字表記への変換ができ

表2全 国市町村名 日本語表記 ―ローマ字表記対照ファイル

(市町村名 日英変換 .対 s,Excd 2000ワ ークシート;一部抜粋 )

Ibaraki    ibaraki Tochigi   tochigi Saitama  saitama

伊奈町  Ina T.
羽生市  Hanyu c
さいたま市Saitama C
越生町  Ogose T.
越谷市  Koslllgaya C.
横瀬町  Yokoze T.
岡部町  Okabe T.
桶川市  Okegawa C.
加須市  Kazo C
花園町  Hanazono T
皆野町  Minano T
滑り|1町  Namegawa T
岩槻市  Iwattuki C
寄居町  Yo五iT
馬奇匹itt  Kisai T.

吉見町  Yoshimi T
吉川市  Yosh■kawa C
吉田町  Yoshida T.
久喜市  KlよiC
宮代町  Miyasluro T.
狭山市  Sa)rama C
玉り|1村  Tamagawa V
熊谷市  Kumaga),ac
栗橋町  Kurihashi T
戸田市  Toda c
幸手市  Satte c
江南町  Konan T
荒り|1本寸  Arakawa V.
行田市  Gyoda C
鴻巣市  Kmosu c
妻沼町  NIenuma T
坂戸市  Sakado C
三郷市  Misato C
三芳町  Miyosh T
志木市   Shiki C.
児玉町  Kodama T
春田部市 Kasukabe C
所沢市  Tokorozawa C
小鹿野町 OganO T
小川町  Ogawa T
庄和町  Showa T
4/AN伏町  lIIatsubushi T

菖蒲町  Shobu T
上尾市  Ageo C
上福岡市 Kamifukuoka C.
上里町  Kamisato T
新座市  N五 za C.

深谷市  Fukaya C.
神川町  Kamikawa T.

つくば市 Tsukuba C. 粟野町  Awano T
ひたちな力Hitachnaka C.宇 都宮市 Utsunomiya C.伊 香保町 IkahO T

烏山町  Karasuvama T.伊勢崎市 Isesaki C

益子町  MashikO T 下仁田町 ShimOluta T
塩原町  Shiobara T   笠懸町  Kasakake T

下館市  ShimOdate C  岩舟町  Iwaf■ lne T

牛堀町  Ushibo五 T.  鹿沼市  Kanuma C.

玉造町  Tamatsuku五 T.上河内町 Kamikawachi T.渋 川市  shibukawa C
玉里村  Tama五 v 上三川町 KaminOkawa T.小 野上村 OnOgamハ「

金砂郷町 Kanasago T  真岡市  Moka c.

茎崎町  Kuhzaki T  西那須野:Nishinasuno T.沼 田市  Numata C

足尾町  Ashio T 新 町     Shin T

=F0ry Sanwa T. 都賀mT  Tsuga T

の
　
る

下妻市  SlumOtsuma C 喜連川町 Ktsuregawa T.吉 岡町  YOsluoka T.
河内町  Kawaclll T   高根沢町 Takanezawa T.宮 城村  Miyagi V
霞ヶ浦町 Kasumigaura T国 分寺町 K☆ubutti T. 境町   Sakai T

阿見町  AmiT
旭村   Asahi V.
伊奈町  Ina T.
茨城町   Ibaraki T
瓜連町  Urizura T
猿島町  Sashma T

笠間市  Kasama C
関城町   SettO T
岩井市  Iwai c.
岩間町  Iwama T
岩瀬町  Iwase T.
牛久市  Ushiku C

協和町  Kyowa T
境mT    sakai T

塩谷mT  shioya T
河内町  Kawaclu T
葛生町  Kuzuu T

黒磯市  Kuroiso C
黒ヨヨ町   Kurobane T
今市市  Imaichi C
佐野市   SanO c
市貝町   Ichikai T.
氏家町  LT」 iie T

小山市  Oyama c
ノトリ‖町  Ogawa T

Gunma gunma

fi+fi Annaka C.

甘楽町  Kanra T
館羽ヽ市  Tatebayashi C
鬼石町  Onislu T.
吉井町  Yoslui T

玉本寸町  Tamamura T.
桐生市  KrP c.
群馬町  Gunma T
月夜野町 TsukiyOno T
吾妻町  Agatsuma T
呂崎市  Takasaki C
高山村  Taka、アama V.
黒保根村 Kurohonc V
子持村  KomOchi V

昭和村  Showa v
松井田町 Matsuida T

大胡町  Ogo T
大泉町  Oizumi T
中之条町 NakanojO T.

中里村  NakasatO 「ヽ

桂本寸   Kattura V 壬生町  Mibu T.

結城市  Yuki C.
古河市  Koga C
五霞町  Goka T
御前山村 Go2nyama V
江戸崎町 EdOsak■ T

西方町  Nishikata T. 上野村  UenO 「ヽ

石橋町  Ishibashi T. 新治村  Niiharu V

足利市  Asl■lkaga C. 新田町  Nitta T
大田原市 Ohtawara C  新里村  Niisato V

榛東村  Shll・ tOヽ T

榛名町  Haruna T
水上町  Minakami T
赤城村  Aka諄 ヽT

赤堀町  Akabori T
千代田町 Chi、アoda T

川場村  Kawaba V
前橋市  Maebashi C

南河内町 Minamikawachi倉 渕村  Kurabuchi V
南那須町 Minaminasu T.草 津町  KusaおuT
二宮町  Ninomiya T. 太田市  Ota c
日光市  NikkO C.   大間々町 Omama T

高萩市  Takahagi C  大平町  Ohira T
桜り!1村  Sakuragawa V.田

'召

町  Tanuma T

山方町  Yamagata T  湯津上村 Yuzukami V
鹿嶋市  Kashlllla C  藤岡町  FuJloka T
七会本寸   Nanakai 「ヽ

取手市  Tonde c
守谷市  Moriya C
十王町  JuO T
緒り|1村  Ogawa V.
ノ1ヽ り|1町   Ogawa T
常 Jヒ 町  」ohoku T
常陸太田l HitachiOta C

新治村  Niiha五 V
新利根町 ShintOne T

真壁町  Makabe T

膝原 ltt  Fujihara T.

栃木市  Tochigi C
那須町  Nasu T

馬頭町  BatO T.
芳賀町  Haga T
茂木町  Motegi T
野木町  Nott T

神栖町  Kan五su T,  矢板市  Yaita C.   長野原町 NaganOhara T
水海道市 Mitsukaido C  栗山本寸  Kuriyama V.  夕需恋村  TsumagOi V

全国には同 日本語表記の市はないが,同漢字表記の町あるいは同漢宇表記の村がそれぞれ存在 し,

それ らが違ったローマ字表記を採っていることもある。 このため,都道府県名 もキー とした変換

の方がよ り正確である。また,市町村合併,市制施行等があればその都度データを修正 して行 く
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必要もある。これらのため,データは都道府県ごとに別カラムに整理し,先頭に都道府県名 (ロ

ーマ字表記 ;日 本語表記の行は先頭大文字,ロ ーマ字表記の行は全部小文字)を付してある (表

2)。

岡山県勝央町 (し ょうお うちよう ;Shoo T.),熊 本県大矢野町 (Ohyallo T.;「おひやの」と読

める)な ど適切かどうか疑わしい表記も,今後各市町村により修正されると思われる。本ファイ

ルは毎年更新の予定で,平成 14年 3月 までの市町村名の変動 (市・町制施行,市町村合併,ホ

ームページにおけるローマ字表記の変更)について修正済である。

同一県内にひ らがな表記が同じ 表 3 ローマ字表記あるいは日本語表記が同じ同一県内

町あるいは村があることがある    の町あるいは村

(表 3)。 また,同一県内に日本哺譲潰一讐熙ギ≒詩詳 Azuma V. (Aeatsu

百署晋Ё言彗曇望を[な静iII、  言][ 曇菫]三:護粟  態illi∫『[[sの

は 村 が あ る こ と も あ る (表 3)。
話 量 甦

郡 一宮呼 M Lhnotta T CSunD
撃郡  吉井町     Yoshii T(よ五wD

テ[彙融曇[]1身 :111:5]議 3 :嘗[ 1:]1 言II:馨署   慢黒籠b.(ShitsuH)
てこれらが違ったローマ字表記あ 螢量量 黛箸郭 橘籍    辻歯橿露輩も
るいは日本語表記をとつている場欝量詣栓縛黎夢量評  襟藁讐量il震盤樫ノ
合 の 正 確 な 変 換 は 保 障 で き な い 。 鹿児島県 姶良郡 姶良町     Ara T.幅 rD

そ こで , これ らを区別するため 鹿児島県肝属郡 吾甲町    Ara T.(Kmdsu励

に, 日本語表記, ローマ字表記とも必要な場合,町村名の後に所属する郡の名称を付した。本フ

ァイルは Excc1 2000の VL00KUPコマン ドを用いれば, 日本語表記からローマ字表記へ,ま た

ローマ字表記か ら日本語表記への変換にも利用できると思われるが,表 3に あるような町村につ

いては,郡名も併せて入力しないと対応するデータが見つからないことがあるので注意が必要で

ある。

ローマ字表記では市を「C.」 ,町は 「T.」 ,村は 「V.」 ,東京都の区は「W.」 と省略してある。

政令指定都市の区については,財団法人地方自治情報センターホームページに情報がないことも

あつて対応 しなかった。「町」を「まち」と読むか,「 ちよう」と読むか,「村」を「むら」と読

むか 「そん」 と読むかを知 りたいならば,財団法人地方自治情報センターホームページを参照さ

れたい。

利用法

線虫・小動物ユニットでは線虫標本のデータベース化 とラベル作成システムの構築を進めつつ

ある。線虫標本データベースには,標本番号,標本の採取地名,採取都道府県名,採取年月日,

採取者名などを入力することとし,本 ファイルをワークシー トとして持つ日英変換用のファイル

を用意 して, 日本語で標本の採取地名などを入力すると,そのローマ字表記が自動的に線虫標本

データベースに入力されるようなシステムをExce1 2000で 作成 して利用 している。標本ラベルは,

日本語版 と英語版に必要なデータをデータベースから取 り出し,両者を作成 して,プ レパラー ト

標本に貼付 している。線虫のプレパラー ト標本にはラベル貼付可能箇所が 4つ あるので,標本ラ

ベルの日本語版 と英語版を貼付し,さ らに線虫の同定終了後には同定ラベルを貼付することがで

きる。
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日本語の都道府県名を入力 して,本 ファイルを利用 してローマ字表記に変換すれば,生物標本

データベースなどを日本語,英語を共に用いて作成する際,市町村名入力の手間を軽減すること

ができると考えられる。

農業環境技術研究所内は,イ ン トラネ ッ トを通 じてダウンロー ドできるようにする予定である。

所外の方は下記にお問合せ下さい。

問合せ先

生物環境安全部 微生物・小動物研究グループ 線虫・小動物ユニッ ト 荒城雅昭

TEL:0298‐ 38-8269, E―mdl:arach麓 @niaeS.affrcogOJp
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農業環境用語事典

Technical Terms on Agricultural EnvironHlents

浜崎忠雄・永谷 泉
*

Tadao Hamazaki and lzumi Nagatani

背景 と目的

農業環境は,土壌,水 ,大気,肥料や農薬な どの非生物か ら昆虫,微生物,動物,作物,植

生 といった生物 に至るまでさまざまな構成要素か らな り,それ を取 り扱 う専門分野 も多岐にわ

たつている。また,元素 レベル,遺伝子 レベルか ら生態系や地球規模の レベルまで広範な系を

取 り扱 っている。そ こで用い られている用語は専門性が高 く,ま た新 しい用語が次々に出て く

るので,専 門が違 った り,同 じ専門でも分野が違 うと用語がわか らないことが しば しば起 こる。

ま してや一般 の人にはわか らない用語 ばか りとい う事態 になっていることは容易 に想像でき

る。

そ こで,異分野,一般の人にも研究で使われている用語が リアル タイムでわかるよ うに,各

研究者が 自分 自身の研究で使 っている用語 を逐次登録 して,他人に研究への理解 を高めてもら

うことを 目的 として, 自主的な用語登録 を通 じて農業環境用語事典作 りを開始 した。

内容・特徴

農業環境 に係 わる多分野の用語が登録 されている。用語数は当所研究職員の協力 を得て,逐

次増語 して行 く。インターネ ッ ト上で誰でもどこか らでも農業環境用語が検索できるよ うに ,

農業環境用語事典の作成 を進 めてい くため,現在は,プ ロ トタイプ版 として JavaScriptと い

う Web技術 を用いたデータベースを作成 している。JavaScriptは クライアン ト側がすべての

情報 をダ ウンロー ドして検 索実行す るので,語数 が少 ない うちは検 索速度 が速 く,ま た ,

CD‐ROM等 のメデ ィアでの持 ち運び も可能である。 しか しなが ら,将来語数が増 えてい くと

クライアン ト側 PCの負担が大きくなる欠点があるため,そ の ときは CGI(Common Gateway

lnterface)や PHP等 の技術 を利用 した本格的デー タベースを整備 して行 く必要がある。

機能

検索項 目は,和名用語,英名用語,用語に対す る解説お よび著者名である。用語の著者 によ

る検索 も可能 に して,著者が登録 した用語 をいつで も点検できるよ うに してある。 また,AND

やORの 検索機能 を選択す ることで,複数の語句による検索 も可能である。検索 された結果には ,

用語の和名 ,読み (ひ らがな),英名 ,解説,著者名が表示 され る。

* 農業環境インベン トリーセンター

Natural Rcsourccs lnvcntorv Ccntcr

インベン トリー,第 1号 ,p.45-46(2002)
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図 1 スター トの画面

図 2 検索結果の表示例

利用法

現在,農業環境技術研究所内でのイン トラネットによる試行 と内容点検を行つている。近 日

中に農業環境インベン トリーセンターホームページで公開予定である。

問合せ先

農業環境インベン トリーセンター

電話/Fax:0298‐ 38‐8351,E―mJl:winvc@niaeS・ affrc.go」 p
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館

土壌モノリス館

Soil Museum

小原 洋 。中井 信・戸上和樹
*

Hiroshi Obara,Makoto Nakai and Kazuki Togami

土壌断面をそのままの姿で採取または樹脂で裏打ちして剥ぎ取つた標本 を土壌モ ノリスと呼

ぶ。 旧農業技術研究所の土壌第 3科において土壌モ ノリスの収集が始め られ,そ の後農業環境

技術研究所に引き継がれ四半世紀が過 ぎた。 当初,わが国の代表的な土壌断面を収集す ること

か ら始められてきたが,現在 まで収集 された土壌モ ノリスは130点 に達 し,他機 関か ら寄贈 さ

れた り,海外から収集 された土壌モノリスを合わせると200点 余 りになっている。これ らの上

壌断面標本は,研究 。調査対象の土壌が全体の中でどこに位置づけられるかを検討する上で重

要な基準断面になる。基準断面と比較検討することにより,当 該土壌が分類上どこに位置する

かを同定できる。収集土壌モノリスの一部は展示室で公開され,国 内外からの多数の見学者を

迎え,土壌に関する理解の促進,土壌分類に関する標準化等に貢献 してきた。また,収集土壌

モノリスの層別試料も一定の条件のもと,大学 。研究機関などに研究試料として配布,利用さ

れてきた。過去のある時点の土壌試料は,そ の時から現在までの変動を解析することに役立つ。

新たな分析手法が開発された り,新たな項 目の分析が必要になつたとき,過去に戻つて分析を

行 うことが可能二なる。このように,保存試料は “タイムカプセル"と して活用でき,利用範

囲も広がる。 とくに近年土壌試料の収集も次第に困難になつてお り,試料保存の重要性は高く

なつている。

国内土壌モノリス

日本国内で農業環境技術研究所及びその

前身である農業技術研究所で収集 した土壌

モノリスは2001年 10月 現在で130点 である。

初期にはわが国の代表的な土壌の収集から

始められたが,そ の後土壌の時系列変化 ,

土壌侵食の様子,土地利用変化に伴 う土壌

の変化などを解 りやす く見せ るための系列

で収集 された土壌などがある。そのため土

壌の種類は必ず しも均等に配分 されていな

いが主要な土壌については一通 り網羅 土壌モノリス館の展示

(以 下 3次改訂版 と呼ぶ)と 農耕されている。表 1に収集土壌の農耕地土壌分類第 3次改訂版

*農業環境インベ ン トリーセ ンター 土壌分類研究室

Soil Classiflcation Laboratow, Natural Rcsourccs lnvcntoly Ccntcr

インベ ン トリー,第 1号,p47-51(2002)
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地土壌分類 2次案改訂版 (以 下 2次案 と呼ぶ)の 上壌群別収集点数のクロス表を示 した。 2次

案, 3次改訂版共に,岩盤が地表下すぐに出てくる岩屑土と黒泥土以外のすべての土壌群の土

壌標本がそろつていることが分かる。 2次案で未同定となっている土壌はポ ドゾルなど適当な

土壌群が設定されていない土壌が含まれている。 2次案で分類できなかったポ ドゾルに対 して

3次改訂版では分類上の位置が与えられた。 2次案で黒ボク土と一括 されていた土壌が,火 山

放出物未熟土,森林黒ボク土,非 アロフェン質黒ボク土,及び黒ボク土に分割 され特徴付けが

細かく行われた。また低地土グループでは低地水田土が新設され 2次案の褐色低地土,灰色低

地土及びグライ土からの移行もあった。

地

土壌分
類第2次

案改訂
版

農耕地土壌分類第3次改

造
成

台

地
土

造
成
低
地
土

泥
炭

土
ラ
イ
土

灰
色
低
地
土

色

低

地
土

赤

色

土

色

土

赤
色
土

グ

ラ
イ
台
地
土

灰
色
台
地
土

褐
色
森
林
土

黒
ボ

ク
グ

ラ
イ
土

湿
黒
ボ

ク
土

黒
ボ

ク
土

砂
丘
未
熟
土

未
同
定

言丁 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18

泥炭土
ポドゾル

砂丘未熟土
火山放出物未熟土
黒ボクグライ土

多湿黒ボク土

森林黒ボク土
非アロフェン質黒ボク土
黒ボク土

低地水田土
グライ低地土

灰色低地土
未熟低地土

褐色低地土
グライ台地土

灰色台地土

陸成未熟土

暗赤色土

赤色土

黄色土

01

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

合計 3  2 44

つ
乙

α
Ｕ

つ
４

林土 10

4  1 11  8  2  6 11  5  6 12 10  2  2  11  130

表 1 国内収集土壌モノリスの新旧土壌分類の対応表

-48-



研究標本館 :土壌モノリス館

表 2 農環研収集国内土壌モ ノリス (そ の 1)

暮彗 都道府県 地名 土地利用 採取年 土壌統群 (農耕地土壌分類第3次改訂版 )

0001 岡山県  児島郡藤田村

0002 岡山県  児島郡興除村

0003 岡山県  玉野市八浜町

0004 岡山県  茶屋町早島新田

0005 茨城県  筑波郡谷田部町

0006 沖縄県  島尻郡南風原町

0007 沖縄県  名護市久志

0008 沖縄県  名護市鳥小堀

0009 静岡県  引佐郡三ヶ日町

0010 静岡県  磐田市寺谷

00H 静岡県  小笠郡浜岡町

0012 静岡県  駿東郡小山町

0013 北海道  岩見沢市上志文

0014 北海道  千歳市美々

0015 北海道  美唄市開発町

0016 北海道  紋別市小向

0017 香川県  善通寺市生野町

0018 香川県  善通寺市善通寺町

0019 兵庫県  小野市河合西町

0020 茨城県  竜ヶ崎市馴1馬 町

0021 神奈川県 藤沢市亀井野

0022 茨城県  真壁郡関城町

0023 茨城県  真壁郡関城町

0024 長野県  北佐久郡軽井沢町

0025 佐賀県  唐津市技去木

0026 佐賀県  有明千拓地

0027 栃木県  今市市大室

0028 栃木県  那須郡西那須野町

0029 栃木県  黒磯市自由学園

0030 栃木県  那須郡西那須野町

0031 鳥取県  淀江町佐陀新田

0032 茨城県  筑波郡谷田部町

0033 茨城県  筑波郡谷田部町

0034 長野県  塩尻市宋賀

0035 長野県  塩尻市宋賀

0036 茨城県  筑波郡谷田部町

0037 長崎県  諌早市貝津町

0038 秋田県  仙北郡田沢湖町

0039 愛知県  豊橋市大崎町

0040 愛知県  田原町南神戸

0041 静岡県  浜松市豊岡町

0042 沖縄県  伊江村東江前

0043 沖縄県  国頭郡恩納村

0044 東京都  調布市野水

0045 香川県  綾歌郡国分寺町

0046 香川県  坂出市力日茂町

0047 香川県  綾歌郡綾南町

0048 香川県  綾歌郡綾南町

0049 北海道  帯広市清川

0050 北海道  帯広市北広野      林地  1984 多腐植質厚層黒ボク土

水田  1976 細粒質表層灰色グライ低地土

水田  1976 細粒質グライ化灰色低地土

水田  1976 細粒質斑鉄型グライ低地土

水田  1976 細粒質灰色化低地水田土

林地   1981 多腐植質厚層黒ボク土

畑地   1981 軟岩型陸成未熟土

林地   1981 典型灰白化黄色土

林地   1981 細粒質普通赤色土

樹園地  1981 典型普通暗赤色土

林地   1981 腐植質厚層非アロフェン質黒ボク土

林地   1981 典型普通砂丘未熟土

林地  1981 典型普通火山放出物未熟土

林地   1981 礫質山地褐色森林土

林地   1981 典型普通火山放出物未熟土

草地   1981 典型高位泥炭土

林地   1981 細粒質普通灰色台地土

林地   1981 細粒質山地黄色土

水田  1981 細粒質灰色化低地水田土

草地   1981 細粒質台地黄色土

草地   1981 典型淡色黒ボク土

畑地  1981 多腐植質厚層黒ボク土

畑地  1981 中粒質普通褐色低地土

水田  1981 中粒質下層褐色低地水田土

林地  1981 典型普通火山放出物未熟土

樹園地  1982 典型酸性型暗赤色土

水田  1982 細粒質斑鉄型グライ低地土

林地   1982 多腐植質厚層黒ボク土

林地   1982 礫質腐植質褐色低地土

林地   1982 中粒質普通褐色低地土

林地   1982 腐植質普通黒ボク土

水田  1982 典型漂白化低地水田土

林地  1982 多腐植質普通黒ボク土

林地  1982 腐植質普通黒ボク土

畑地   1982 典型淡色黒ボク土

畑地   1982 典型淡色黒ボク土

畑地   1983 腐植質普通黒ボク土

草地   1983 細粒質普通赤色土

林地   1983 典型淡色黒ボク土

林地   1983 典型普通灰色台地土

林地   1983 細粒質普通赤色土

林地   1983 細粒質台地黄色土

畑地  1983 典型石灰型暗赤色土

草地   1983 典型普通砂丘未熟土

市街地  1984 典型淡色黒ボク土

水田  1984 典型漂白化低地水田土

水田  1984 細粒質水田化褐色低地土

水田  1984 細粒質普通灰色台地土

水田  1984 細粒質水田化黄色土

林地   1984 腐植質普通黒ボク土
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表 2 農環研収集国内土壌モノリス (そ の 2)

番ξ
都道府県 地名 土地利用 採取年 土壌統群 (農耕地土壌分類第3次改訂版)

0051 埼玉県  鴻巣市

0052 埼玉県  鴻巣市

0053 茨城県  筑波郡谷和原村

0054 茨城県  筑波郡谷和原村

0055 茨城県  筑波郡谷和原村

0056 栃木県  氏家町箱森新田

0057 茨城県  石下町左平太新田

0058 茨城県  筑波郡谷田部町

0059 埼玉県  鴻巣市鴻巣

0060 東京   八王子市鑓水

0061 愛知県  豊田市豊栄町

0062 岩手県  北上市藤沢

0063 栃木県  塩谷郡藤原町

0064 栃木県  塩谷郡藤原町

0065 栃木県  塩谷郡藤原町

0066 栃木県  塩谷郡藤原町

0067 群馬県  勢多郡粕川町

0068 群馬県  群馬郡箕郷町

0069 群馬県  利根郡昭和村

0070 静岡県  榛原郡金谷町

0071 静岡県  榛原郡金谷町

0072 静岡県  榛原郡榛原町

0073 香川県  善通寺市生野町

0074 香川県  善通寺市生野町

0075 香川県  善通寺市生野町

0076 宮崎県  東諸県郡綾町

0077 鹿児島県 指宿郡頴娃町

0078 鹿児島県 指宿市小牧

0079 山口県  宇部市藤河内

0080 山口県  美弥郡秋芳町

0081 静岡県  菊川町沢水加

0082 静岡県  金谷市牧ノ原

0083 岩手県  胆沢郡金ヶ崎町

0084 岩手県  岩手郡松尾村

0085 青森県  上北郡十和田湖町

0086 長野県  東筑摩郡波田町

0087 長野県  北安曇郡松川村

0088 茨城県  稲敷郡美浦村

0089 茨城県  つくば市観音台

0090 静岡県  天竜市安蔵

0091 三重県  久居市庄田町

0092 埼玉県  大滝村十文字峠

0093 北海道  枝幸郡浜頓別町

0094 北海道  雨竜郡雨竜町

0095 新潟県  東頸城郡大島村

0096 新潟県  東頸城郡大島村

0097 新潟県  東頸城郡大島村

0098 新潟県  東頸城郡大島村

0099 茨城県  つくば市観音台

0100 千葉県  袖ヶ浦市長浦

細粒普通灰色低地土

細粒普通灰色低地土、

腐植質厚層黒ボク土

腐植質普通黒ボク土

典型淡色黒ボク土

多腐植質普通黒ボク土

細粒質斑鉄型グライ低地土

多腐植質泥炭質黒ボクグライ土

細粒普通灰色低地土

腐植質普通黒ボク土

細粒質普通赤色土

腐植質普通非アロフェン質黒ボク土

多腐植質厚層黒ボク土

多腐植質普通黒ボク土

腐植質普通黒ボク土

多腐植質厚層黒ボク土

多腐植質厚層黒ボク土

腐植質厚層黒ボク土

典型腐植質火山放出物未熟土

細粒質台地黄色土

細粒質台地黄色土

細粒質台地黄色土

細粒質山地褐色森林土

典型山地褐色森林土

典型山地褐色森林土

多腐植質厚層黒ボク土

盤層型厚層黒ボク土

典型普通火山放出物未熟土

花商岩質普通陸成未熟土

細粒質普通赤色土

細粒質台地黄色土

礫質台地黄色土

多腐植質厚層非アロフェン質黒ボク土

下層無機質低位泥炭土

典型普通森林黒ボク土

厚層水田化黒ボク土

典型漂白化低地水田土

細粒質普通灰色台地土

台地造成土

典型ばん土質褐色森林土

多腐植質普通多湿黒ボク土

典型普通ポドソル

典型普通ポドソル

典型高位泥炭土

細粒質普通グライ台地土

細粒質普通グライ台地土

礫質普通灰色台地土

細粒質普通灰色台地土

台地造成土

低地造成土

水 田  1985
水 田  1985
畑地   1985
畑地   1985
畑地   1985
水 田  1985
水 田  1985
水 田  1985
水 田  1985
林地   1986
畑地   1985
林地   1985
林地   1986
畑地   1986
畑地   1986
畑地   1986
林地   1986
林地   1986
林地   1986
林地   1986
林地   1986
林地   1986

樹園地  1986
樹園地  1986
樹園地  1986
畑地   1986
林地   1986
畑地   1986
林地   1986
草地   1986
林地   1987
茶園   1987
林地   1987
草地   1987
林地   1987
水 田  1988
畑地   1988
林地   1989
水 田  1990
林地   1990
林地   1991
林地   1991
草地   1993
草地   1993
水 田  1994
水 田  1994
水 田  1994
水 田  1994
水 田  1995
林地   1996
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表 2 農環研収集国内土壌モ ノリス (そ の 3)

ζξ都道府県地名 土地利用 採取年 土壌統群 (農耕地土壌分類第3次改訂版)

0101 千葉県  袖ヶ浦市長浦

0102 香川県  綾歌郡国分寺町

0103 香川県  坂出市加茂町

0104 栃木県  那須郡南那須町

0105 栃木県  那須郡南那須町

0106 福島県  福島市荒井

0107 福島県  福島市荒井

0108 群馬県  太田市東今泉

0109 群馬県  太田市大島

0110 二重県  鈴鹿市伊船新田

01H 二重県  名賀郡菰野町

0112 二重県  一志郡嬉野町

0113 茨城県  新治郡八郷町

0114 茨城県  筑波郡谷和原村

0115 静岡県  富士宮市富士国有林

0116 静岡県  富士宮市富士国有林

0117 沖縄県  中頭郡読谷村

0118 沖縄県  石垣市カーラ岳

0119 宮崎県  都城市横市町

0120 熊本県  阿蘇郡波野村

0121 岡山県  岡山市光津

0122 岡山県  玉野市八浜

0123 岡山県  岡山市興除

0124 北海道  枝幸郡浜頓別町

0125 北海道  枝幸郡浜頓別町

0126 北海道  枝幸郡浜頓別町

0127 北海道  枝幸郡浜頓別町

0128 北海道  枝幸郡浜頓別町

0129 北海道  枝幸郡浜頓別町

0130 宮城県  玉造郡鳴子町     草地

典型湿′
l■_未熟低地土

中粒質下層褐色低地水田土

細粒質湿性低地水田土

典型ばん土質褐色森林土

典型ばん土質褐色森林土

典型淡色黒ボク土

典型淡色黒ボク土

細粒質下層褐色低地水田土

細粒質普通灰色低地土

厚層非アロフェン質黒ボク土

中粒質水田化褐色低地土

細粒質グライ化灰色低地土

典型淡色黒ボク土

細粒質表層灰色グライ低地土

普通森林黒ボク土

多腐植質普通黒ボク土

典型石灰型暗赤色土

酸性型暗赤色土

腐植質厚層黒ボク土

多腐植質厚層黒ボク土

細粒質湿性低地水田土

細粒質表層灰色グライ低地土

細粒質湿性低地水田土

細粒質普通赤色土

細粒質普通灰色低地土

細粒質山地褐色森林土

典型腐植質褐色森林土

典型腐植質灰色台地土

細粒質山地褐色森林土

厚層非アロフェン質黒ボク土

市街地  1996
水田  1996
水田  1996
畑地  1996
畑地   1996
畑地   1998
畑地   1998
水田  1999
水田  1999
わ本責L    2000

ガく田    2000

刀K田     2000

本本貴L    2000

水田  2000
本本貴L    2000

本木貴L    2000

畑地  2000
5■貴L    2000

5■ttL    2000

本ヽ貴L    2000

水田  2001
畑地  2001
水田  2001
林地  2001
畑地  2001
林地  2001
林地  2001
林地  2001
林地  2001

問合せ先

農業環境インベ ン ト

電話 :0298-38-8353,

リーセンター 土壌分類研究室 中井 信

E―mdl:nak」 mkt@niaes.affrc.goJp
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昆虫標本館

Insect Museum

安田耕司'

Ktti Yasuda

はじめに

昆虫は農業環境を構成する重要要素のひとつであり,そ の分類研究は,昆 虫に関するあらゆ

る研究の基礎である。農業環境技術研究所昆虫分類研究室では従来より農業害虫,天敵,花粉

媒介昆虫など農業と関係する昆虫類を中心として分類研究を行つてきたが,最近では農業の生

産場面だけではなく農業環境全体に関わるものに研究対象を広げようとしている。

昆虫標本 と言えば,チ ョウ, トンボ,ク フガタなどの大形美麗昆虫や珍奇昆虫などを展示す

るためもの,も しくは単なる趣味として集められたものと考えられがちであるが,当 標本館の

標本はそのような意図で収集されたものではない。標本は基本的には形態情報に基づく分類研

究の材料とするため,あ るいは種の同定の参照標本とするために保管されている。 さらに形態

情報以外にも,その昆虫の分布や食性,発生時期,採集当時の環境条件,DNAな ど,標本か

ら抽出できる情報は多岐にわたり,工夫次第で様々な研究に利用することが可能である。昆虫

標本館では,こ れまで長年にわたつて収集 されてきた昆虫標本を保存 してお り,そ の数は現在

約 120万点にのぼっている。

標本館の標本収容能力と現状

昆虫標本館には明治 32年 に農事試験場に昆虫部が設立されて以来の標本が蓄積 されている。

1950年 (昭和 25年)の機構改革により農事試験場は農業技術研究所 となり,同時に当研究室

図 1 病理昆虫標本館
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図 2 標本ロッカーと標本箱
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研究標本館 :昆 虫標本館

の前身である昆虫分類同定研究室が新設 された。当時は標本を保管するための部屋が設けられ

ていたわけではなく,標本箱は研究室内に同居 していた。 1979年 (昭和 54年)の筑波学園都

市への移転に際 して別棟の病理昆虫標本館 (図 1)が建てられ,昆虫分類研究室と改名 された

当研究室がその管理を行ってきた。病理昆虫標本館の内部は病理関係 と昆虫関係のスペースに

分かれてお り,昆虫関係部分は昆虫分類標本室 3室,昆虫液浸標本室,タ イプ標本室,生態 。

依頼同定標本室など 380ポの広さをもつ。 1993年 (平成 5年)には病理昆虫標本館に隣接 し

て環境資源分析センターが建てられ,そ の 2階に新たに 220ピ の昆虫標本保存室が設けられた。

現在,昆 虫標本館には大型 ドイツ型標本箱 44個が収納できる標本ロッカーが 248台設置さ

れている (図 2)。 他にもタイプの異なる標本ロッカーがあり,ま た研究本館の研究室にも若

干の標本ロッカーがあるので,それ らを含めると全体で約 12,000箱 の標本箱を収納できる設

備がある。 1箱あたり平均 150点 の標本を納めると仮定すると約 180万 点の標本を保管できる

ことになる。現在既に約 7,000箱 に標本が納められてお り,現有の乾燥標本数は 100万点余 り

と推定される。

上述の標本以外に,紙包み (三角紙)に入つた状態の標本も多数保有 しているが,そ の実数

は明らかでない。これ らについては順次標本作製を行 う予定であるが,毎年新たに採集 された

り寄贈される標本の処理に追われ,三角紙標本の整理はなかなか進んでいないのが現状である。

また身体の軟らかい昆虫を保存するためのアルコール液浸標本も保存 している。液浸標本室に

はチ ョウロやハエロを主体とする幼虫標本が多数保管されているが,そ の正確な数は現在のと

ころ把握できていない。 さらにアブラムシやカイガラムシ,ア ザ ミウマなどの微小昆虫は顕微

鏡で検鏡するためのプレパラー ト標本 として保管されている。やはり正確な数は不明であるが ,

プレパラー ト 100枚入 り収納ケースで約 600箱 ,25枚入ケースで約 80箱が保管されている。

以上の乾燥標本,三角紙標本,液浸標本,プ レパラー ト標本のすべて合わせると,所蔵標本

の数は約 120万点にのぼると推定され,現在も毎年約 2万点ずつ増加 している。

所蔵標本の内容

標本館には様々な特徴を持つコレクションや標本シリーズが保存されている。その主なもの

について説明する。

(1)所蔵 コレクション :所蔵標本には研究

室歴代のスタッフが自ら研究対象 とする昆虫

群を長年にわたつて収集 したもののほか,外

部の研究者から当標本館に寄贈 されたコレク

ションが多 く含まれる。 これ らのコレクシ ョ

ンは,それぞれの研究者が自らの専門分野を

中心 として特定の目的を持つて集めたもの
,

あるいは特定地域の昆虫相を反映 したものが

多 く,研究材料 としてよくまとまってお り,

学術的にも価値の高いものである。表 1に は

現在所蔵 している主なコレクションを示 した。

図 3 所蔵コレクション

ものである。中島秀雄,佐藤力夫 ,

★印のものは最近 5年 間に新たに寄贈 された

杉繁郎の各コレクションについては現在も順次標本を移管
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中で今後 さらに点数は増加する予定である。

(2)ホ ロタイプ標本 :ホ ロタイプ標本は新種が初めて記載 された際に指定 された単一の標本

で,そ の種の種小名 を担 うと定められたものである。分類研究を進 める上では必ず参照 しなけ

表 1 昆虫標本館の主な所蔵コレクション (五十音順 )

寄贈者または
研究者   コレクションの内容

石井  悌  コバチ類を種 とした寄生蜂 と東南アジアの昆虫

井上  寛  シャクガ科およびメイガ科の標本 657点
岡崎常太郎  現在では採集不可能な東京産昆虫な ど

於保 信彦  甲虫・チ ョウを主 とした世界の美麗昆虫

勝屋 志朗  寄生性ハチ ロを中心 とした標本約 17500点
加藤 静夫  ハエ ロ標本シ リーズ

河 田  党  ガ類の成虫および幼虫標本約 1万点

熊沢 誠義  北アルプスの高山昆虫を中心 とした標本
★熊沢 隆義  国内外の甲虫標本約 5000点

黒沢三樹夫  アザ ミウマ ロのプ レパラー ト標本 と関連文献
(タ イプ標本 61点 を含む約 5000点 )

桑名伊之吉  カイガラムシ上科のタイプ標本を含むプ レパラー トおよび乾燥標本

約 5000点 (横浜植物防疫所 よ り移管 )

桑山  覚  南千島産昆虫および ウスバカゲロウロ,シ リアゲムシロの標本

(タ イプ 52点 を含む 3200点,北海道農業試験場より移管 )

★佐藤 力夫  ヤガ科を中心 とした鱗翅 目標本約 8400点
素木 得一  ハナアブ科, ミバエ科およびアブ科のタイプを含む標本

★杉  繁郎  ヤガ科およびシャチホコガ科等のタイプを含む鱗翅 目標本約 29000点
高橋  弘  ブユ科およびアブ科の標本お よび関連文献

常木 勝次  ア リ類標本約 2万点

寺山  守  ア リ科のタイプ標本シリーズ

★中島 秀雄  シャクガ科,ス ズメガ科等の鱗翅 目標本約 18000点
新島 善直  食材性甲虫キノコムシ類,キ クイムシ類の標本数千点

野淵  輝  国内外の食材性甲虫キノコムシ類,キ クイムシ類のタイプを含む

標本約 5万点

長谷川 仁  カメムシ類を主とした標本

服部伊楚子  熱帯アジア産を含む鱗翅 目幼虫の液浸標本
土生 涎申  ゴミムシ科およびアシブ トコバチ科のタイプ 340種 を含む標本シリーズ

早川 博文  日本産アブ科のタイプを含む標本

福原 楢男  ハエ ロおよびバ ッタロの標本

藤村 俊彦  日本および東南アジア産カ ミキ リムシ科お よび他の昆虫数万点

古川 晴男  中国大陸産を含むバ ッタロ昆虫

南川 仁博  茶の害虫とその寄生蜂など約 2万点

湯浅 啓温  ハムシ科を主 とした昆虫

ればならない重要な標本であり,ま たそれぞれの種にただ 1個体 しか存在 しない極めて貴重な

標本である。標本館には現在のところ 500種 あまりのホロタイプ標本 (図 4)が整理されてい

るが,それ らは不慮の災害から守るため耐火・耐震構造をもつタイプ標本室の頑丈な標本ロッ

カーに入れ られて保管されている。また一般標本の中にもまだ多数のホロタイプ標本が気付か

れないまま紛れ込んでいるものと考えられ,それ らについても今後早急に探索 し,タ イプ標本

室に移す必要がある。既にタイプ標本室に移 されているホロタイプ標本を分類群別に見ると,

甲虫目が最も多く 217種 ,次 いでハチロ 104種 ,ハエロ 82種 ,カ メムシロ57種 ,そ の他の順
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となっている。 これ らのホロタイプ標本については学名,和名 ,採集データ ,

既にデータベースとしてまとめられている。今後

は各ホロタイプ標本の画像情報を付け加えて有用

な分類情報データベースを作成 し,イ ンターネ ッ

トを通 じて世界に提供することを計画 している。

(3)同 定依頼標本 :外部の機関から毎年多数の

同定依頼の要請がある (表 2)。 都道府県の農業試

験場や民間会社から依頼 されるものが多 く,そ の

ほとん どは農業害虫や不快害虫であ り,最近では

食品に混入 した昆虫が増加 している。同定依頼の

標本は,今後同様の依頼があつた場合の参考 とす

るため,同 定終了の後 も依頼者へは返却せず標本

館で保管することを基本方針 としている。そのた

め年々多数の標本 とその発生状況に関する情報が

蓄積 されつつあ り,そ の量は現在ではかな り膨大

なもの となつている。長年にわたつて蓄積 された

これ らの標本 と情報を有効に活用するため,蓄積

情報のデータベース化を現在進めているところで

ゴミムシのホロタイブ標本

一ギ

一

罐

一

1996      147
1997      133

1998      138
1999       65
2000      129
2001       64

記載文献情報が

3168

1998

2885

787

1641

1151

一ダ
イ
■
■

‡
一
一一
４寃

図 4

ある。

(4)証拠標本 :研究成果を論文等に発表 した場合,そ こで扱った材料を証拠標本 (voucher

spedmen)と して保存 しておくことが望まれる。生物種の同定には間違いが起こりうるもので

あり,疑 いが生 じたときには再調査 しなければならない。また分類研究の進展によつて当時 1

種と思われていたものが後年複数種に分割されることも珍 しくなく,研究材料の再同定が必要

になる場合がある。そのような状況に対応するためには,研究で扱った材料を公共の標本館等

で保存 しておく必要がある。最近では証拠標本の保存を論文受理の条件 としている学術雑誌も

ある。以上の観点から当標本館では要請があれば証拠標本の保存を受け付けている。我が国で

はまだ証拠標本の必要性に関する認識が低 く受付件数は多くないが,野外調査のサンプルや交

配実験で得 られた個体などが保存されている。

標本館の利用状況

研 究室 ス タ ッフが利 用す る標

本 は所蔵標本 の一部 であ り,ス

タッフによる利用だけでは約 120

万点 の所蔵標本 の価値 を十分 に

生か し切れ るものではない。 そ

こで希望があれ ば外部 の研 究者

に も利用 を許 可 し,所蔵標本や

文献類 の効率的利用 を図 つてい

表 3 最近 6年間の標本館の研究利用者数

年度 長期利用者数* 短期利用者数  利用者数合計

1996     4(1)
1997     4(1)

1998     3(2)
1999     3(1)

2000     4(2)

2001     1

18

42(1)

38

22(1)

46(2)

41(2)

46            49(1)
22(3) 26(5)

29            30
*)流 動研究,依頼研究な ど 3週 間以上の利用者数 ,

( )はその うちの外国人利用者数

る。表 3に は標本館に直接来訪 した最近 6年間の利用者数を示 した。外国人も含めて毎年 20

～ 50名 の利用があり,中 には 3週間以上に及ぶ長期利用の例もある。これ らの長期利用は流

年間の同定依頼件数
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動研究員制度や依頼研究員制度,国 内の各種研修制度,外国人研究者の各種招聘制度によつて

滞在 した研究者によるものである。それ

ぞれの分類群の専門家に標本利用の便を

図ることは,所蔵標本の分類 0整理を進

める上でもメリットが大きい。

また研究のための標本の貸 し出 しは公

的な標本保存機関の責務であ り,標本の

有効利用を図る上でも重要である。毎年 10

～ 20件 の貸出依頼があり,貸出標本数は

ホ ロタイプ標本 を含めて毎年数百～数千

個体に及ぶ (表 4)。

表 4 最近 6年間の標本貸出数
年度  合計件数   標本数
1996    19(4)

1997    17(3)
1998     6(2)

1999    11(1)

2000     9

2001    15

1351(143)

1607(138)

162(  8)

2412(650)

306

867

6705(939)

( )はその うちの外国への貸出数

おわ りに

現在の ところ,昆 虫標本館の所蔵標本はチ ョウ,甲 虫,ハチ,ハ エ,バ ッタ等の 目 (oder)

レベルで大まかに整理 されてお り,部分的には さらに科 (family)レ ベル もしくは属 (genus)

レベルまで整理 され配列 されているが,全体的に見れ ば分類体系に沿つた整理は極 めて不十分

な状態である。所蔵標本か ら特定のグループの標本 を探そ うとす る場合,現状では上述のコレ

クシ ョンの中か らその情報に頼つて探索することが多 く,それ以外の場所に納め られている標

本 については,ひ とつひ とつの標本箱を確認 してい く以外に方法がない。そのため,価値のあ

る標本が未発見のまま埋 もれて しまっていることも少な くない と考え られ,折角多数保管 され

ているにもかかわ らず,それ らの標本や標本情報が十分に生か されているとは言い難い。所蔵

標本 とその情報 を有効に活用す るためには,標本の分類 と整理 を早急に進 め,少な くとも科 も

しくは上科 (super family)レ ベルまで分類・整理 し,そ こに含まれ る標本 を個別にデータベー

ス化 し,簡易に検索できるシステムを構築す る必要がある。

問合せ先

農 業環境 イ ンベ ン トリーセ ンター 昆虫分類研 究室 安 田耕 司

電話 :0298-38-8354,FAX:0298-38-8354,E― m五1:kyasuda@HaCS・ affrc.gojp
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微生物標本館

Microorganisrn Museum

封馬誠也 0月 星隆雄・吉田重信・篠原弘亮
*

Seiya Tsushirna,Takao Tsukiboshi,Shigenobu Yoshida,1■ irosuke Shinohara

農業環境インベ ン トリーセ ンターの微生物標本館 は,農林水産省傘下の独立行政法人 として

は唯一の微生物標本保存施設であ り,寄託 された微生物ホロタイプ標本 に NIAES No。 を付けて

保管 している。 さらに 1880年代か ら現在に至るまで約 120年間にわた り寄贈・採集 された微

生物乾燥標本 ,微生物乾燥 さく葉標本等約 5,000点 を,標本室内で安定的に保管 している。 こ

れ らの標本は微生物種の記載 を行 う上で学術的に価値が高 く,外部か らの利用者 も多い。また ,

農林水産省微生物ジーンバ ンク事業の一環 として,細菌お よび糸状菌の凍結乾燥アンプル,凍

結チューブ,継代培養試験管な ど合わせて約 4,000点 を低温室において保存 している。今後は

微生物乾燥標本 を中心にデータベースを作成 し,ネ ッ トを通 して国内外に情報 を公開 し,微生

物標本の有効利用 を促す予定である。

微生物ホ ロタイプ標本

微生物ホ ロタイプ (holotype)標 本 とは,微生物新種 の記載 が行われた とき,そ の著者 が指定

す る正基準標本で,そ の微生物培養体あるいは植物感染体の乾燥体 として保存 され るものであ

る。 当標本館では現在の ところ表に示 した 9種の微生物のホロタイプを空調設備 によ り低湿の

最適条件 とした専用室で厳重 に保管 してお り,要請があれ ば正式な標本館 (herbanium)と して

このよ うな標本 を受け入れ る体制 を整 えている。また,ホ ロタイプ と共にアイ ソタイプ (Isotype

:副基準標本 ,重複標本)も 同時に保管 している。これ らの基準標本は世界でただ一つ存在 し,

微生物種の同定にはな くてはな らないもので,こ れ らの保管は当標本館の重要な業務の一つ と

なっている。

所蔵す る微生物ホロタイプ標本

標本 No. 菌学名 和名 寄託者 Isotype数

NIAES10463
NIAES10472
NIAES10477
NIAES10494
NIAES
NIAES
NIAES20510
NIAES20515
NIAES99701

Exobasidium japonicum
E. cylindrosporum
E. kawanense
E. otanianum
C erc ospor a rhapi s icola
Macrophom a aspidis tr ae
Claviceps sorghicola
Fusarium fractiflexum
F. kyushuense

ヤマツツジ裏白もち病菌
モチツツジもち病菌
モチツツジ平もち病菌
コババツハ

゛
ツツシ

゛
裏白もち病菌

カンノンチク褐点病菌
ハラン斑点病菌
ソルガム麦角病菌

コムギ赤かび病菌

江塚昭典
江塚昭典
江塚昭典
江塚昭典
富永時任
岩 田吉人
月星隆雄
青木孝之

青木孝之

*農業環境インベ ン トリーセ ンター微生物分類研究室

Microbial Systcmatics Labor触 o7, Natural Rcsourccs lnvcntory Ccntcr

イ ンベ ン トリー,第 1号 ,p.57-58(2002)
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微生物さく葉標本

当標本館では基準標本の他に約 3,000点 の微生物乾燥標本を保管 している。その多くはさく

葉,つ まり微生物が植物葉に感染 した状態で押 し葉として乾燥 した状態で保管されてお り,こ

うした標本は,吸湿紙に包んで感染植物あるいは微生物の分類ごとに標本庫の中に体系的に整

理・保管されている。これ らの標本の中には,1880年代の Lagerhdm, Sydow氏 らに始まる日

本植物病理学の黎明期を示す貴重な寄贈コレクションも含まれてお り,今後はこれ らを順次デ

ータベース化 し,全情報を提供 していく予定である。またこれ らの標本については希望する研

究者への貸出も行っている。

所蔵する主な微生物さく葉標本

寄贈者 コレクション内容 (菌属名 ) 採集期間 標本数

Lagerheim,G.V.

Sydow,P.

河村栄吉

滝元清透

田杉平司

明 日山秀文

土屋行夫

1887-1901    28

1896‐ 1902   97

1911‐ 1943   255

1913… 1942   54

1919‐ 1942    70

1920… 1946   32

1956… 1970  212

Entyloma, Uromyces

Puccinia, Urocystis, Ustilago

B otrytis, C ercospora, Pyricularia

Xanthomonas, Alternaria, Colletotrichum

P eronospora, Plrytophthora, Sclerospora

P hyllosticta, Sclerotium

Curvularia, Scolocotrichum, Stagonospora

さく葉標本などを保存する標本棚

右図 A:カ ビのシャーレ保存標本

B:カ ビのさく葉標本 :チ ゴユ リに寄生する

″
"′

″乃θ″α菌 (標本 No.208-1‐ H9)

問合せ先

農業環境インベントリーセンター 微生物分類研究室

電話 :0298‐ 38‐8355,E―mJl:seya@niaes.affrc.goJp
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館

地質調査所および農事試験場で発刊 された土性図目録

Catalogue of Agronolnic Maps Published by Geological Survey of Japan and

Agricultural Experirnent Station of Japan

浜崎忠雄
*・

中井 信
料

Tadao Hamazaki and Makoto Nakai

わが国で国の事業として土壌図作 りが始められたのは明治の 10年代である。明治政府は ,

明治 15(1982)年 11月 ,農商務省地質調査所土性課に ドイツから農林地質学者マックス・フ

ェスカを招き,国別土性調査を開始 した。そして最初に完成 したのが 「大 日本甲斐国土性図」

(明 治 18(1985)年 )で ある。フェスカは,12年間滞在の後,明 治 27(1894)年 に帰国した。

フェスカ帰国後 も彼の弟子および弟子の弟子たちによつてこの事業は引き継がれ,昭和 12

(1937)年 に陸奥国を除く全国の土性図が完成 した。最後の陸奥国 (青森県)が完成 したのは

戦後の昭和 23(1948)年 であつた。 この間,明 治 38(1905)年 に,こ の事業は地質調査所土

性課から当所の母体である農事試験場 (明 治 26年設立)土性部に移管された。農事試験場で

は,国別土性図のほかに朝鮮土性図や大 日本土性略図の編纂も行なわれた。

地質調査所および農事試験場で作製 された土性図の目録を表 1～ 3に示 した。これ らのうち,

残念ながら当所に所蔵 していない国別土性図は,地質調査所で発行 した阿波国,出雲・岩見・

隠岐,大隅 0薩摩,大隅国諸島,肥前国東北部である。この うち阿波国と出雲・岩見・隠岐は

説明書が存在することから,土性図の欠落は明らかである。しかし,大隅・薩摩,大隅国諸島 ,

肥前国東北部については,後 に農事試験場でも発行 されている。大 日本土性略図は関豊太郎に

よって全国を 16に分割 して編纂されたものであるが,第 6葉 と第 9～ 16葉 が欠落 している。

マックス・フェスカと日本各地の上性図については,農環研ニュース No.53～ 54に紹介さ

れているので参考にされたい。

これ らの土壌図は,土性図と称 されるように土性 (砂 ,シル ト,粘土の重量割合で区分され

た粒径組成)と 地質で区分されている。いわゆる農林地質図の一種である。土壌を独立した自

然体 としてとらえる近代土壌学は,ち ょうどフェスカが 日本に滞在 していた 19世紀末にロシ

アの V.V.ド クチャーエフ (1846～ 1903)に よつて創始された。その後,こ のロシア学派の土

壌観は世界に広がり,今 日の土壌学の基礎をなしている。 日本にもヨーロッパやアメリカを通

じて通過国の土壌観をミックスしながら,あ るいはロシアから直接伝えられた。今 日の土壌分

類体系である農耕地土壌分類や林野土壌分類は,近代土壌学の考え方に基づいて作られ,戦後

の上壌図はこれ らの分類体系にしたがつて作製 されている。 したがつて, 日録の土性図は,戦

前にわが国で唯一の土壌図としてその役割を果たし,今 日の土壌調査・分類研究を支えてきた

歴史的遺産である。

*農業環境インベン トリセンター

**農 業製ポ 哭サTTぜ 」〕瞥
r土

壌分類研究室

ジじむ fザ翌?Υttbttrら樹
W∝JⅣmЮツCm∝
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表 1 国別土性図 (そ の 1)

番

号
土性図名

土 性 図

発行年月

説明書

発行年
発行所 調査担当者 製図担当者 葉数

図葉

所蔵

セッ

ト

集合
図所
蔵数
(軸内
数)

説明

書所

蔵数

備考

1

甲斐国 明治18年 明治20年 地質調査所 恒藤規隆。

大内元・フェ

スカ

市原正秀
l 10万分の1

下野国東部 明治19年 明治21年 地質調査所 青山元・高
橋昌。フェス

市原正秀
10万分の 1

3
相模全図武蔵国
南部

明治20年 明治21年 地質調査所 渡邊朔。今

井秀之助・

フェスカ

吉田晋・市

原正秀 10万分の 1

武蔵国北部 明治21年 明治21年 地質調査所 恒藤規隆・

フェスカ
菅沼盈之

1 2 10万分の 1

信濃国 明治23年 明治23年 地質調査所 松岡操。今

井秀之助・

フェスカ

菅沼盈之。

鈴木民作 1 1 10万分の 1

安房上総全国。

下総国南菩R

明治23年 明治23年 地質調査所 鳴下松次
良5。 フェスカ

吉田晋
1 1 10万分の1

7
下野国西部 明治23年 明治 23年 地質調査所 青山元・フェ

スカ
高麗虎

1 1 10万分の 1

陸前全国。磐城
□ J「書ス

明治23年 明治24年 地質調査所 恒藤規隆・

フェスカ
吉田晋

2 10万分の 1

岩代全国。磐城
国南剖

明治23年 明治24年 地質調査所 鴨下松次
郎・フェスカ

高麗虎
10万 分の 1

上野国 明治24年 明治24年 地質調査所 松岡操・フェ

スカ
吉田晋

1 10万分の 1

肥後国 明治24年 明治24年 地質調査所 恒藤規隆・

フェスカ
東京製図会
朴 昌調 整

10万分の 1

1
常陸全国。下総
国北部

明治24年 明治25年 地質調査所 平 田孝次
郎 。フェスカ

東京製 図会
朴 昌調彗

1 10万分の 1

1
備後。安芸 明治25年 明治25年 地質調査所 山中壽爾・

フェスカ
鈴木民作 10万分の 1

1
因幡・伯者 明治25年 明治25年 地質調査所 早川元次

郎。フェスカ
高麗虎

2 10万分の 1

1

陸中国 明治25年 明治26年 地質調査所 青山元。′」ヽ

林房次郎・

フェスカ

吉田晋
10万分の1

加賀・能登 明治25年 明治26年 地質調査所 三成文一

郎。フェスカ

若林平二郎
1 10万分の1

周防。長門 明治26年 明治29年 地質調査所 東條平二

郎。フェスカ

吉 田晋
l 10万分の 1

河内。和泉全国。

摂津国東部
明治26年 明治26年 地質調査所 松岡操 。フェ

スカ
高麗虎

2 10万分の 1

阿波国 明治26年 明治26年 地質調査所 鴨下松次
自5。 フェスカ

高麗虎
10万分の 1

壱岐。対馬全国。

肥前国西南部
明治26年 明治26年 地質調査所 小林房次

郎。フェスカ
吉田晋

1 10万分の 1

若狭・越前 明治27年 明治27年 地質調査所 早り|1元 次

虫6。 フェスカ

吉田晋
10万分の1

近江国 明治27年 明治27年 地質調査所 鴨下松次
郎・フェスカ

高麗虎 10万分の1

出雲・石見・隠岐 明治27年 明治28年 地質調査所 三成文一

郎・フェスカ
高麗虎

2 10万分の 1

讃峙 国 明治28年 明治 28年 lll」暫調杏所 松岡操 鈴木清忠 1 10万 分の 1

豊後全国・豊前
国東南部

明治28年 明治37年 地質調査所 山中壽爾・

恒藤規隆。

フェスカ

佐々木信
堅。高麗虎 1 10万分の1

遠江・駿河・伊豆 明治28年 明治30年 地質調査所 新荘二郎・

松岡操・フェ

スカ

高麗虎
10万分の1

羽後国 明治29年 明治 30年 lllJ笛 調 杏 所 鴨 下松 次郎 吉 円晋 10万分 の 1

尾張・三河 明治29年 明治30年 地質調査所 三成文一郎 高麗虎・鈴
木清忠

10万分の 1

イ ンベ ン トリー 第 1号  (2002)
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表 1 国別土性図 (そ の 2)

番

号
土性図名

土 性 図

発行年月

説明書

発行年
発行所 調査担当者 製図担当者 葉数

図葉

所蔵
セッ

ト

集合

図所

蔵数

(軸 内

数 )

説明

書所

蔵数

備 考

尾張・三河 明治29年 明治30年 地質調査所 三成文一郎 高麗虎・鈴
木清忠

10万分の1

播磨・但馬・淡路

全国。摂津西部・

丹波国西南部

明治29年 明治30年 地質調査所 小林房次郎 高麗虎
10万分の 1

大隅・薩摩 明治30年 明治30年 地質調査所 早り|1元次郎 古同並
日田

膚

士
口
一戦
一

10万分の1

大隅国諸島 明治30年 明治30年 地質調査所 早川元次郎 吉 田晋・高
函虐

10万分の 1

大和国 明治30年 明治31年 地質調査所 松岡操 吉 田晋 10万分 の 1

日向国 明治30年 明治36年 地質調査所 三成文一

郎・恒藤規

隆

高麗虎

1 10万分の1

美作・備前。備中 明治31年 明治34年 地質調査所 松岡操 吉 田晋 。高
函虐

l 10万分の1

羽前全国・羽後
国飽海剖

明治32年 明治34年 地質調査所 鴨下松次郎 吉同並日田
虐

士
口
一麗
一

1 l 10万分の1

越中国 明治33年 明治37年 地質調査所 三成文一

郎。小林房

次郎・鈴木

重助

高麗虎

1 10万分の 1

月Ptti[コ 撲rJヒ菩R 明治36年 明治 37年 地暫調杏所 松岡操 体 々 大 信 堅 10万分の 1

十佐 国西南部 明治40年 3月 豊事試験場 鴨T松次郎 体 々 大 信 堅 10万分の 1

誠後国西南部 明治43年 3月 農事試験場 三成文一郎 体 々 外(イ言堅 10万分の 1

筑前・筑後・豊前
日両 Jヒ辛R

明治43年 3月 農事試験場 小林房次郎 佐々木信堅
1 10万分の1

越後国東北部・

佐清□
明治44年 3月 農事試験場 三成文一郎 佐々木信堅 10万分の1

旧 前 国 東 Jヒ菩ζ 明治 45年 3月 農事試験場 三成文一郎 体 々 太 イ言堅 10万分 の 1

大 隠 □ 諸 島 明治45年 3月 農事試験場 鴨下松次郎 体 々 林(イ言堅 20フデ/77Nσ
D l

大隅薩摩国 明治45年 3月 農事試験場 嘱鳥
~F木

公とk良6 佐 々木 信 堅 10万分の 1

山城丹後全国及

丹波国東北部

明治45年 3月 農事試験場 小林房次郎 佐々木信堅
1 10万分の1

十佐 国東 Jヒ 部 明治 45年 3月 農事試験場 鳴下松次郎 14‐ 々木信堅 10万分 の 1

升予 国東北部 大IE 2年 3月 事試 験場 三成文一郎 10万分 の 1

伊予国西南部 大13年 3月 島事試 験 場 =威 す 一 郎 佐 々木 イ言堅 10万分 の 1

和歌 山県 大正9年 10月 農事試験場 三成文一

郎・監入松

二郎・櫻井

浚亮

佐々木信堅

10万分の1

島根 県那賀郡 大正 12年 3月 豊専試 験場 三成文一郎 佐 々大信 堅 10万分の 1

岐阜県美濃国 日召不日4年 3月 農事試験場 三成文一

郎・櫻井浚
幕・甲鳥下寛

佐々木信堅
9 ] 10万分の1

岐阜県飛騨国 日召不日7年弓月 農事試験場 鴨下寛・岡

田俊次

佐 々木信

堅・吉田篤
オ

C 10万分の 1

二重県北部(伊

智全国。伊勢 Jレ

日召不日10年6月 農事試験場 鴨下寛・岡
田枠次

吉田篤次 10万分の1

二重県南部 (伊

勢国南部・志摩

全国・糸己伊国南
Jヒ 牟碁那 )

日召不日12年 3月 農事試験場 鴨下寛・岡

田俊次

吉田篤次

1 10万 分の 1

青森 県 昭和 23年 農事試験場 鴨下寛 吉「ll筐次 10万 分 の 1

研究標本館 :地 質調査所お よび農事試験場で発刊 された土性図 目録
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表 2 朝鮮土性図

番

号
土性図名

土 性 図

発行年月

説明書

発行年
発行所 調査担当者 製図担当者 葉数

図葉

所蔵
セッ

ト

集合

図所

蔵数

(軸 内

数 )

説明

書所

蔵数

備 考

1

朝鮮土性図 明治44年 3月 農事試験場 鴨下松次
郎・三成文
一郎・/Jヽ 林

房次郎・鈴
木重礼

1 50万分の1

表 3 大 日本 土性 略図

番

号
土性図名

土 性 図

発行年月

説明書

発行年
発行所 調査担当者 製図担当者 葉 数

図葉

所蔵
セッ

ト

集合

図所

蔵数

(軸内

数 )

説明

書所

蔵数

備 考

1

大日本土性略図
第1葉

農事試験場 関 豊太郎
50万分の 1

大 日本土性略図
第2糞

大正 13年 3月 農事試験場 関 豊太郎 佐々木信堅
33(1 50万分の1

大日本土性略図
第3葉

大正 13年 6月 農事試験場 関 豊太郎 佐々木信堅
33(1 50万 分の 1

大日本土性略図
第4葉

大正14年 1月 農事試験場 関 豊太郎 佐々木信堅
32(1 50万分の1

5
大 日本土性略図
筆ら菫

大正14年 5月 農事試験場 関 豊太郎 佐々木信堅
33(1 50万分の 1

大 日本土性略図
笛6華

農事試験場 関 豊太郎 50万分の 1

大 日本土性略図
第7糞

大正 15年 7月 農事試験場 関 豊太郎 佐々木信堅
50万分の 1

大日本土性略図
第8葉

大正 15年 3月 農事試験場 関 豊太郎 佐々木信堅
29(1 50万分の1

大 日本土性略図
第9葉

農事試験場 関 豊太郎 50万分の1

1
大日本土性略図
第lo葉

農事試験場 関 豊太郎 50万 分の 1

大 日本土性略図
筆 11華

農事試験場 関 豊太郎 50万分の 1

大 日本土性略図
第12葉

農事試験場 関 豊太郎 50万分の 1

1
大 日本土性略図
第 13葉

農事試験場 関 豊太郎 50万分の 1

l
大 日本土性略図
第14葉

農事試験場 関 豊太郎 50万分の 1

大 日本土性略図
第15葉

農事試験場 関 豊太郎 50万分の1

1
大 日本土性略図
第16葉

農事試験場 関 豊太郎 50万分の 1

大 日本土性略図

`全

国 )

農事試験場 関 豊太郎 500万 分の

1

問合せ先

農業環境インベン トリーセンター 土壌分類研究室 中井 信

電話 :0298-38-8353,E―mJl:nak面 mkt@」 aeS・ affrc.gojp
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平成 13年度 NRICセ ミナー講 演要 旨

第1回  7月 13日

農業環境インベン トリーセンター調査研究細部設計検討会

第2回  9月 27日

世界の土壌資源

Soil Resources of the World

浜崎忠雄 (農 業環境インベ ン トリーセ ンター )

地球上の陸地や浅い水面下は,一年中氷原になっているところを除き,土壌 に覆われている。

人類 を含む生物はその土壌 に支えられて生きている。世界には,そ の生成環境 (気候,生物 ,

母材,地形,年代な ど)と 生成過程が異な り, さまざまな形態や性質をもつた土壌が分布 し,

それぞれ生物 を生産す る力 も異なっている。 さまざまな土壌 をみてまず感 じるのはその色の違

いだろ う。そのため古来土壌は土の色の名でよく呼ばれてきた。 しか し,土壌の分類は国によ

り人により多種多様で,こ れまで世界的に統一 されたものがなかった。そのため,国際土壌学

会を中心に世界の上壌命名 の共通語たる 「世界土壌照合基準 (WRB)」 が 1998年 に作 られた。

この体系は FAO― Unesco世 界土壌図凡例の改訂版 を土台に作 られ、世界土壌図 との対比 も可能

であ り,ま た土壌群数 も 30と い う説明に手 ごろである。 ここでは,こ の土壌分類体系に照 ら

してスライ ド用いて世界の土壌 を紹介 し,そ の生成 ,特性 ,分布お よび利用についてお話す る。

第3回  10月 26日

食用ヤマノイモ類の小蛾害虫

4ヽicro―Moth Pests of Yallll in Japan

安田耕司 (昆 虫分類研究室 )

栽培種であるナガイモ を加害 してい る小蛾 は,こ れ までヤマ ノイモ コガ Иε″οの Jυs'S

sttνたJθ′′αであるとされてきたが,最近の研究 (Yasuda,2000)に より,新種であることが判

明し,ナガイモコガ И.″αgα″οと命名 された。また山野に自生するヤマノイモの葉にはヤマ

ノイモコガの他に A.japonicaが ムカゴに寄生することが判明した (和名 :ヤ マノイモムカゴ

コガ)。 その後の調査によリナガイモのムカゴにもナガイモコガが,ま たヤマノイモの葉にも

ヤマノイモムカゴコガが寄生することが確認 され,両種は寄主植物を異にするものの形態のほ

か食性においても極めて酷似 していることが明らかとなった。

そこで,それぞれの寄主植物であるナガイモ とヤマノイモが近接 して存在する場所では,両

種はどのように生虐、しているかを明らかにするため予備的な調査を実施 した。その結果,農地

で栽培 されているナガイモにはナガイモコガが寄生 し,近距離にあるヤマノイモには両種の混

棲が認められた。一方,ナガイモ圃場 と数 km離れた場所にあるヤマノイモではほとんど混生

はみられず,ほ とんどがヤマノイモムカゴコガであった。両種の関係をさらに詳 しく解明する

ためには,性フェロモン成分や DNA情報などの比較研究が必要である。
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カメムシ亜 目の形態 と分類について

Ⅳlorphology and Systematics of Heteroptera

中谷至伸 (昆 虫分類研究室 )

カメムシ亜 目 (異翅亜 目)は不完全変態の昆虫で,セ ミ, ヨコバイな どを含むセ ミ亜 目 (同

翅亜 目)と は姉妹群関係にあ り,こ れ ら両者でカメムシロ (半翅 目)を構成する。 国器は,一
般的な昆虫が咀疇式であるのに対 して,針状の吸収式である。前翅は,一部の原始的なグルー

プをのぞき,基半部が革質化 し,膜質の先端部 とは明瞭に区別 され る。 目名はこの前翅に由来

する。口器 の構造 と前翅の形態はカメムシ亜 目を特徴づけるもつともよく知 られた形質である。

また,多 くのグループの成虫では,後胸に蒸発域 をともなった臭腺が開 口す る。 ここで臭腺か

らの分泌物 を素早 く気化 させ ることで臭気 を放つ。雌雄の交尾器 について,特に,雄交尾器は

他の昆虫 と同 じく,分類に用い られ る形質を多 く有 し, これまでもつともよく注 目されてきた

部分である。雄の腹部第 9節は背板 と腹板が融合 してカプセル状の生殖節 にな り,通常一対の

把握器 を備 える。この把握器や生殖節 に収まっている挿入器の形態は分類学によく用いられ る。

また,カ メムシ亜 目はかつては水生カメムシ群,両生カメムシ群,陸生カメムシ群の 3グル

ープに分類 されていたが,現在では 7つ の下 目(Iniaorder)に 分類 されている。下 目単位で多 く

は肉食で,植物食は トコジラミ下 日,カ メムシ下 目に見 られ るのみである。7下 目の うち,ア
メンボ下 目のものはほとんどが水面生活で,タ イ コウチ下 目はその多 くが水生である。 これ ら

はそれぞれ両生カメムシ群,水生カメムシ群 とされていた。

第4回  11月 20日

衛星デー タを用いた森林火災早期発見システム

Early Detection System for Forest Fire Using Satellite Data

永谷 泉 (農 業環境インベ ン トリーセンター )

「リアル タイム地球観測衛星データ高速通信・高速演算配信 によるアジア太平洋防災ネ ッ ト

ワー クの開発」 (1998.10-2001.9)プ ロジェク トにおいて,森林火災早期発見システムは開発 さ

れ た。 この システ ムは ,米 国気 象衛 星 NOAAと 米 国空 軍 軍 事気 象衛 星 DMSP(Defense

Meteorologica Satdl■ e Program)の 準 リアル タイムデータを利用 して,早期に森林火災を発見

している。NOAA データか らは地表面温度の高い所 を抽出 し,DMSPデ ータか らは夜間の森

林火災の光 を提 える。 この両データか らよ り正確 な火災位置を捉 える。また,NOAAと DMSP
のデータは,海外の受信局か ら APAN等 の高速ネ ッ トワー ク回線 を利用 して農林水産研究計

算センターヘ送信 され,セ ンター内の衛星データ リアル タイムアーカイブシステムによつて自

動処理 されている。

本報告会では,衛星データ リアル タイムアーカイブシステム,お よび森林火災早期発見シス

テムの概要について, リモー トセンシングおよび GISについての簡単な説明 とともに述べる。
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最近ののθ力//"θ /〃s属 およびβわθ/′′/s属糸状菌の分類について

Recent Trend on the Classiflcation of Fungal Genera,Cο θ/7′
jObO′νs and β″ο′α″パjS

月星隆雄 (微 生物分類研究室 )

Cοε力′jοらοルs属糸状菌は長楕 円形の暗色分生胞子 を形成 し,様 々なイネ科植物に寄生 して葉

枯れな どの症状 を引き起 こし,微生物除草剤 としても利用 され る。 この菌は子の う菌類 だが ,

無性世代は 3ripο ′αガSお よび Cνr172/′α″′α属が対応 している。最近 これ ら無性世代の形態お よび リ

ボゾーム DNA配列 を基 に,本属 を Cοσ力′jοらοルsと Psθンあ
`ο

ε乃′′οらοルs属 に分割するべきか論議

が起 きている。 このよ うな動向 とともに演者 らの報告 した新種な ども含 めた本属菌の分類 につ

いて,解説す る。

第5回  12月 19日

長野県のハナバチ類 :その分布の概要 と生息環境評価の試み

Bccs in Nagano Prefecture:An Overview of Their Distributions and aヽ 4ethod for Evaluation of Their

Habitats

須賀 丈 (長 野県 自然保護研究所 )

受粉などの 「生態サー ビス」をにな う生物群集の分布 に関す る情報 を地域の 自然環境保全 に

反映 させ るためには,そ れ に適 した空間スケールにもとづ く評価の しかたが必要である。そ こ

で 1996年 か ら 2001年 にかけて,長野県内のはばひろい標高差 をふ くむ 4地域 を中心に訪花昆

虫の調査をお こない,採集 された約 1,300個 体のハナバチ類 についてその分類群別の構成比 を

比較 した。その結果,7科 21属約 110種 あま りのハナバチ類が確認 された。個体数ではマル

ハナバチ属 9種で半数 ちか くを しめてお り,垂直分布 ではマルハナバチの しめる個体数 の割合

が亜高山帯や高山帯で大 きくなる傾向がみ られた。 けれ ども種数は標高のひ くい場所で多か っ

た。また安曇野か ら飛騨 山脈 にかけてのデータをもちいて地理情報システムによる空間解析 か

ら各植生タイプに対す るマルハナバチ とミツバチの生慶、地選好性 を評価す る予備的な解析 をお

こない,こ の手法の可能性 について検討 した。

土壌環境基礎調査のデー タベース化

Database of Soil Monitoring

土壌分類研究室 中井 信

現在更新が進 められ ている土壌図,土壌環境基礎調査 (定点調査)データ,地力保全調査デ

ータ,及び新規モニタ リング調査データは,土壌資源インベ ン トリー としてデータベース化 し,

オンラインで図化 ,解析 ,評価・予測ができるシステムの開発 を進 めている。

この うち土壌環境基礎調査 (定点調査)は,1979年か ら 5年 に 1度同一地点で,土壌の特

性 と土壌管理 について調査が行われ,すでに 4回 の調査が行われた。調査地点は約 2万地点 あ

り,大 まかには地 目と土壌型の面積 を反映 している。1地点にお ける調査項 目は数百項 目あ り,

12の テーブルに分割 して, リレーシ ョナルデータベースを構築 した。

データベースは oracleで 作成 されてお り, 目的項 目を抽 出 し,ア プ リケーシ ョンソフ トに

よって解析 を行 うことができる。項 目抽出には,マ イ クロソフ ト社の Acccssを ,解析 には SPSS

を主に利用 している。
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第6回  3月 20日

JICAプ ロジェク ト方式技術協力「フィリピン国土壌研究開発センター計画フェーズ H」 ,「 マ

ージナル土壌の生産および環境管理計画」における土壌・土地評価分野の活動報告

Progress Report on the Soil and Land Evaluation Act市 ity in the JICA PraCCt Type Technical

Cooperation:「 SOils Research and Development Ccnter Phase II」  and 「Environmental and Productivity

Management of Margind Soils in the Philippines(EPMNIA)」

大倉利明 (土壌分類研究室 )

安定な経済発展 を遂げるためには,食糧の安定供給が大前提であ り,農業生産の安定化,収
益性向上が重要な因子 となる。生産を支える土壌の調査研究体制の確立,関連技術の開発は ,

農業開発政策の立案・実施において重要な基礎的情報を与える。 フィリピン政府は農業省土壌

・水管理局 (BSWM)を ,そ の担 当機 関 として土壌調査・保全 。研究お よび土地評価な どの業務

を行 っていた。しか しなが ら,施設の不備 ,調査研究体制や人的資源の未成熟によつて,BSWM
の機能は十分発揮 されていなかった。そ こで,フ ィ リピン政府は,1980年代後半か ら,我国

に対 して,土壌研究開発センターを設立 し,研究施設・機材の整備 0人的資源の資質向上を図

ることを目的 とした,プ ロジェク ト方式技術協力の実施可能性 を探つてきた。二国間のプロジ

ェク ト方式技術協力 として,1989年 か ら始まった,土壌研究開発センター計画は,フ ェーズ I

・H(1989～199401995-2000)が 実施 され,現在は EPMMAが 2005年 まで執 り行われている。

著者 は,JICA派遣専門家 として,1995年か ら 2002年 まで,BSWMで 土壌・土地評価分野

の担 当を した。プロジェク トの背景,主要成果,進捗状況,今後の課題 について報告する。

表生菌 と内生菌

Epiphytic and Endophyticヽ 4icroorganisms

封馬誠也 (微生物分類研究室 )

植物体上の微生物に関する研究は古 くか ら行われてきた。その中で,それ らの微生物の生態

や機能の解明な らびに制御等を 目的 とした研究な どか ら,植物体の微生物を 「内生菌」や 「表

生菌」にわけて,それぞれの機能等を議論す るよ うになってきた。一方で,こ れ らの定義や分

離方法について種々の議論 もなされてきた。今回は,表生菌 と内生菌の定義の変遷等を中心に ,

研究の現状等 を紹介す る。内生菌の定義 に関 しては,従来は,「 生活環の大部分を病気 を起 こ

さずに植物体内に生虐、しているもの」 (SたgJ,1987)と い う定義が広 く認 め られていたよ うで

あるが,近年では,病原菌か どうかの識別が困難 な例 もあること等か ら,「 生育期間のある期

間,病徴 を示 さずに生存 しているすべての生物」 (Pct五ni,1996)と い う考え方が定着 しつつあ

るよ うである。表生菌に関 しては,定義のみな らず,分離方法に関する議論が多 く行われた。

植物病原菌が表生菌 として生存 し,そ れが伝染源 となっているとい う画期的発見 (CrOsse,1959)

がな された後,植物病理分野では,表生菌の生態,発生予測,防除等に関す る研究が行われて

いる。 こ うした研究か ら,表生菌の定義は難 しく,分離方法で統一的な方法を作ることも困難

である (Hirano,1984), とす る考えが出 されている。以上,定義や分離方法に問題 があるも

のの,一方で,内 生菌か表生菌かをある程度明 らかに した上で,機能や環境 と微生物の関係 を

調べることが重要 となっている。 ここでは, さらに葉上での微生物間の微量元素の競合や,微
生物のバイオセサー としての可能性,環境ス トレス耐性等に関する研究を紹介する。

-66-



研究課題一覧

研究の柱 (A:B:C)
研 究課題

(大課題 :中 課題 :小 課題 :実行課題 )

予算 区分 研究

期 間

担 当研 究室等

G:グルー プ

U:ユ ニ ッ ト

T:チー ム

担 当者

農業生態系の持つ 自然循環機能 に基づい

た食料 と環境の安全性の確保

1)環境負荷物質の動態解明 と制御技術 の

開発

(2)カ ドミウム等微量元素の土壌集積

経路及びイネ・ ダイズ事実への移行過

程の解明

① カ ドミウム等の土壌 中にお ける存

在形態 と吸収抑制機構の解明

1 土壌 中にお ける微 量重金属の移

動分布の解明

(5)農薬の水生生物等 に対す る影響評

価法の開発

① 水 田用除草剤 の水系にお ける拡散

経路の解明 と藻類等水生生物 に対す

る影響評価法の開発

1 臭化 メチル代替薬剤の環境生物

に対す る影響評価

)人 為的イ ンパ ク トが生態系の生物相 に

及ぼす影響の評価

(1)遺伝子組換 え生物 に よる生態系か

く乱機構の解明 と影響評価手法の開発

① 組換 え体作物の栽培 が農業生態系

における生物相 に及 ぼす影響評価並

びに導入遺伝子 の拡散 に関す る遺伝

学的解析手法の開発 と遺伝子拡散 の

実態解明

1 組換 え作物の長期栽培 による環

境への影響モニタ リング

環・公 害防

止 [微 量重

金属 ]

所・研究推

進費 [連携 ]

農 ・バイテ

ク先端技術

[組 換 え体

産業化 ]

12-16

11-15

昆虫分類研

農薬動態 U
植 生生態 U
微生物生態 U
線 虫・ 小動物 U

組換 え体 T
植生生態U
昆虫G長

微生物機能U
昆虫分類研

土壌分類研 中井 信

小原 洋

戸上和樹

安 田耕 司

ほか

安 田耕 司

ほか
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研究の柱 (A:BiC)
研 究課題

(大 課題 :中 課題 :小 課題 :実 行課題 )

予算区分 研究

期間

担 当研究室 担 当者

地球規模での環境変化 と農業生態系 との

相互作用の解明

2)農 業が地球環境 に及 ぼす影響解明 と対

策技術の開発

(3)人 間活動に伴 う環境変動が農業生

態系における物質循環及び空間構造の

特性に及ぼす影響の解明

② 物質収支算定 システムの構築 と環

境負荷の定量化手法の開発

1 耕転法の違いによる畑作圃場 に

おける温室効果ガスの温暖化 ポテ

ンシャル評価 と土壌炭素含量の変

化予測

④  中国にお ける砂漠化 に伴 う環境資

源変動評価のための指標の開発

1 パ キスタンにおける砂漠化 プ ロ

セスの解明 と指標化に関す る研究

生態学・環境科学研究に係 る基礎的 0基

盤的研究

3)農 業環境資源情報の集積

(1)農業環境資源の分類・同定及び機

能の解明に基づ くイ ンベ ン トリー フ レ

ームの構築

1 農業環境イ ンベ ン トリー構築 に

係わるデータベースの作成

農業環境イ ンベ ン トリー構築 に

係わる標本作製 0保存

所 ・研究推

進費 [連携 ]

環 ・地球環

境 総合 [砂

漠 化 ](委
託 )

所・研究推

進費 [運 営」

所・研究推

進費 [運 営」

13-15

気象研 究 G長
大気保全 U
温室効果 ガス T
土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

昆 虫分類研

微生物分類研

土壌分類研

昆虫分類研

中井 信

小原 洋

戸上和樹

ヤまか

中井 信

中井 信

小原  洋

戸上和樹

安 田耕 司

吉松慎 一

中谷至伸

封馬誠也

月星隆雄

吉田重信

篠原弘亮

中井 信

小原 洋

戸上和樹

安 田耕 司

吉松慎一

中谷至伸
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研 究の柱 (A:B:C)
研 究課題

(大 課題 :中 課題 :小 課題 :実 行課題 )

予算区分 研 究

期間

担 当研 究室 担 当者

土壌 の分類 と機 能 の解 明及 びイ ン

ベ ン トリーのためのフ レームの構 築

1 機 能 に基 づ く土壌 分類 の体 系化

と土壌 イ ンベ ン トリー のた めの フ

レームの構築

2 土壌 資源 情報統合 システ ム の開

発

所蔵 タイ プ標 本 等 のデー タベ ー ス

化及 びイ ンベ ン トリー のた めの フ レ

ームの構築

1 所蔵 タイ プ標本等 のデー タベ ー

ス化 と昆 虫イ ンベ ン トリー のた め

のフ レー ムの構築

2 自然条件 下 にお け る寄生性 天 敵

の探索

主要イネ科植 物 に常在す る微 生物

相 の分類 ・ 同定 と機 能 の解 析 及 び イ

ンベ ン トリー のた めの フ レー ムの構

築

1 イネ科植 物 にお け る常在微 生物

の所在 ,特性 及び遺伝情報 のデ ー

タベ ー ス化 とイ ンベ ン トリー の た

めのフ レーム構築

2)昆 虫・微 生物 の収集 ・特性 評価 と

ジー ンバ ンク登録

1 昆虫ジー ンバ ンク

①

②

③

運営交付金

農 ・ 総合研

究 [協 調 シ

ステ ム ]

運営交付金

農・ ジー ン

バ ンク事業

[昆 虫ジー

ンバ ンク]

農・ ジー ン

バ ンク事業

[微 生物 ジ

ーー ン バ  ン

ク ]

小

力

や
ヽ

・
　

ミヽ

ラ

独

Ｅ

ジ

事項

ンキ

]

運営交付金

13-17

13-17

13-17

11… 13

13-17

12-17

60-17

土壌分類研

土壌分類研

昆 虫分類研

昆 虫分類研

導入昆 虫影響 U
個体群動態 U
昆 虫生態 U
昆 虫分類研

微 生物評価研 究

官

微 生物 生態 U
微生物機 能 U
線 虫・小動物 U
土壌微 生物利 用

U
微生物分類研

微生物分類研

中井 信

小原 洋

戸 上和樹

中井 信

小原 洋

戸上和樹

安 田耕 司

吉松慎一

中谷至伸

吉松慎 一

安 田耕 司

封馬誠也

月星隆雄

吉田重信

篠原弘亮

安 田耕 司

中谷至伸

ほか

封馬誠也

月星隆雄

吉田重信

篠原弘亮

ほか
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(1)査読論文

表 題 著 者
発表誌名

(出版元)

巻

号
′` ―ン

/ 発行年

月

Effect of Pedological Characteristics on

Agueous Soil Extraction Recovery and

tert-Butyldimetthylsilylation Y ield for

Gas Chromato graphy- Mass

Spectrometry of Nerve Gas Hydrolysis

Products from Soils

Mieko Kataoka,

Kouichiro Tsuge;

Hiroshi Takesako,

Tadao Hamazaki and

Yasuo Seto

Environ.Sci.Technol 35(9) 1823-

1829

2001

Background Levels of Trace and Ultra-

trace Elements in Soils of Japan

Yamasaki, S., A.
Taked4 M. Nanzyo, I

Taniyama, and M.
Nakai

Soil Sci.Plant Nutr. 47(4) 755-7

65

2001.12

都市化に伴 う農耕地土壌賦存の変

容解明-1970年後半から80年代埼

玉県南東部における農耕地土壌賦

存特性に与えた都市化の影響一

草場 敬 (中 央

研)・ 太田 健・中

井 信 。天野洋司

ペ ドロジス ト 45(1) 32-40 2001.6

日本の植物検疫において発見され

た害虫相の10年間の推移

桝本雅身 (現横浜植
物防疫所),高原伸
一,自井洋一

日本応用動物昆虫

学会誌

45(4) 195-201 2001.11

Review of the Genus Mythimna
Ochschenheimer (Lepidoptera,

Noctuidae, Hadeninae) in Taiwan, with
Description of a New Species and

Shin-ichi Yoshimatsu
and Albert Lesrain

Entomological
Science

4(4) 431-437 2001.12

Cimicicapszs Poppius a Separate

Genus, with Description ofNew
Species (Heteroptera, Miridae)

Yukinobu Nakatani Tijdschrift voor
Entomolosie

253-259 2001.12

Sex Pheromone of Acrolepiopsis
nogaimo Yasuda (Lepidoptera:

Acro lepiid ae), a Predominant

Leafininer on Chinese Yam in Tottori
Prefecture: Field Evaluation and

Activity of the Thkd Component

Atsusi Tanaka K● i

Yasuda and Sadao

Wakamu蝋 生物研 )

Applied
Entomology and

Zoology

36(2) 203-207 2001.5

Discovery of Mythimna lineatipes

(Moore) from Japan and Thailand, with
Taxonomic Study of Its Close Relatives

from Asia (Lepidoptera, Noctuidae,

Hadeninae)

Shin― ichi Yoshimatsu Transactions of the

Lepidopterological

Society of Japan

53(1) 55-62 2002.1

日本野生植物寄生・共生菌類 目録 月星隆雄・吉田重

信・篠原弘亮・封馬

誠也

農環研資 26 1-169 2002.3

Claviceps sorghicola and C. africana,
the Ergot Pathogens of Sorghum, and

Their Cultural Control in Japan

Takao Tsukiboshi.

Tadayuki Shimanuki

and Hironori Koga

JARQ 35(4) 221-226 2001.11

Rhizopus rot of Mulberry Grafted

Saplings Caused by Rhizopus oryzae

Yoshida, S.,

Murakami, R.

Watanabe, T. and

KoyamE A

J. General Plant

Pathology

67(4) 291-293 2001.11

研究成果の発表
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The Inhibitory Effect of an Epiphyrc

Fungus, Ephelis sp., on the Feeding

of Mythimna (P seudoletia) Separata

(Lepidoptera : Noctuidae) and

A ioiolopus thalas s inus tamulus

(Orthoptera : Acrididae)

Keiichi Takahashr.

Nora S. Meneses,

Katsuyuki Kohno,

Takao Tsukiboshi and

Makoto Kobayashi

JIRCAS Journal 9 17… 21 2001.5

Phylogenetic Studies of Ephelis

Species from Various Locations and

Hosts in Asia

Eiji Tanaka, Shigeki

Kawasaki, Keishi
Matsumura, Rie

Kusuda, Chihiro
Tanaka, You-Liang
Peng, Takao

Tsukiboshi and

Mitsuya Tsuda

Mycological
Research

105

(7)

811-817 20017

Iシ■クj″ノα εα″0′0ツOrα subsp. c

αrO′0ソ 0″αによるズジキーニ軟腐細

菌病 (新称 )

藤井直哉・篠原弘

亮・佐山 玲・深谷

富夫 。西山幸司

北 日本病害虫研

究会報

つ
ん 63-66 2001。 11

植物病原細菌の炭素源利用試験に

用いる共通基礎培地の検討

西山幸司 0篠原弘

亮・門田育生

日本植物病理学

会報

67 97-106 2001.8

Rθνあ″ο″αsソ′/ノグ′αツαによるチン

グンサイ腐敗病(新称).

佐山 玲・篠原弘

亮・藤井直哉・西山

幸司

北 日本病虫研報 つ
ん 59-62 2001.11

付録 :研 究成果の発表

(2)そ の他 の論文等

表  題 著 者
発表誌名

(出版元 )

巻

号
ノヽ _ン 発行年

月

農業環境技術研究所における情報

研究の現状 と方向

浜崎忠雄 農業研究機構平

成 13年度短期集

合研修 「農林水

産試験研究のた

めの情報処理技

術」テキス ト

29-44 2001。 11

水田土壌の生成 と水環境 浜崎忠雄 ペ ドロジス ト 45 48-55 2001.6

農業環境技術研究所の農業環境イ
ンベン トリー構想および土壌断面

調査 と土壌分類の意義

浜崎忠雄 平成 13年度専門

技術員研修 「専

門研修」資料

1-6 2001.9

土壌資源・特性・計測情報 , 小原 洋 季刊肥料 90 110-114 2001.1

土壌環境基礎調査 。定点調査にも

とづ く農耕地土壌資源特性の変動

解析

小原 洋・中井

信・戸上和樹

農業環境研究成

果情報

17
つ

“
2001.7

土壌情報の整備 と活用 中井 信・小原 洋 平成 13年度専門

技術員研修 [専

門研修」資料

28-38 2001.9

土壌肥料学における IT戦略一環

境情報インベン トリー

中

己
洋

雅

井 信 。南條正

浜崎忠雄・小原
小崎 隆・小牧

日本土壌肥料学

会誌

73(1) 65-68 2002.2

土壌環境基礎調査・定点調査結果
に基づ く農耕地土壌資源特性の変

動解析

小原 洋 農業環境技術研

究所年報,平成
12年度

60-65 2002.2
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土壌資源・特性・計測情報 , 小原 洋 季刊肥料 90 110-114 2001 1

土壌環境基礎調査・定′点調査にも
とづく農耕地土壌資源特1生 の変動
解析

小原 洋・中井

信・戸上和樹

農業環境研究成果
情幸風

20017

土壌情報の整備 と活用 中井 信・アJヽ 原 洋 平成13年度専門技

術員研修 [専門研

修」資料

28-38 20019

土壌肥料学における IT戦略一環

境情報インベ ン トリー
中井 信・南條正

己・浜崎忠雄・小原
洋・ノlヽ 崎 隆・ノJヽ 牧
雅

日本土壌肥料学会
― l■

73(1) 65-68 20022

土壌環境基礎調査・定点調査結果
に基づく農耕地土壌資源特性の変
動解析

小原 洋 農業環境技術研究

所年報,平成 12年

度

60-65 20022

わが国の農耕地土壌 中に蓄積 され
たカ ドミウムの実態

中井 信 第 19回 土・水研究

会資料

15-21 20023

Changes of Soil Characteristics durrrg
1979 to 1998 rr .Tapanese Arable Lands

小原 洋 Allllual RcPo員

2000-2001,NIAES

6-7 20023

土壌管理による土壌への炭素蓄積 中井 信 平成13年度温室効

果ガス排出削減定

量化法調査報告書

49-61 20023

農耕地土壌分類第3次 改訂版への読

替え法

中井 信 平成 13年度土壌環

境評価システム開
発事業報告書

20023

現代土壌肥料学の断面 [10]一 土

壌インベン トリーの情報システム
中井 信 農業および園芸 76

(10)

1123-

1130

2001 10

土壌調査支援システムの活用方法
と今後の課題

小原 洋 平成13年度土壌環

境評価システム開
発事業報告書

20023

New Distributional Records of
Deraeocorine Plant Bugs (Heteroptera,

Miridae) from Japan

Yukrrobu Nakatani Rostria (50) 27-29 2001 12

植物防疫基礎講座 :ヤ ガ類の見分
け方 (3)ネ キ リムシ類の識別法―

カブラヤガ・タマナヤガ・シロモ

ンヤガー

吉松慎一 植物防疫 , 日本植
物防疫協会

55(4) 176-179 20014

植物防疫基礎講座 :ヤ ガ類の見分
け方 (4)ヨ トウ類の識別法―ヨト

ウガ・シロシタヨトウー

吉松慎一 植物防疫、 日本植

物防疫協会

55(6) 277-280 20016

マガタマ リンガの雌 と最 も古い採

集記録

吉松慎一 一〓
口温旭

〈
ム

類

学

蛾

類
日本蛾 326 20021

ナガイモを力日害 している小蛾はヤ
マノイモコガではなかった

安田耕司 農業環境技術研究

所年報,平成 12年

度

79-82 20022

マメシンクイ 安田耕司 農林水産研究文献

解題 No 27、 大豆

害虫

(27) 463-471 20022

“

ン トリー 第 1号  (2002)
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トウモロコシ・ソルガムすす紋病
菌は菌株間で寄生性が異なる

菅原幸哉 。大久保博
人・月星隆雄・島貫
忠幸・御子柴義郎

草地飼料作研究

成果最新情報

16 75‐76 2002.1

第 1回 アジア植物病理学会議に参加

して

月星隆雄 土 と微生物 55(1) 65 2001.4

IPMの 中における生物防除 ,

「IPMの 中における生物防除―現

状 と展開―」

封馬誠也 日本植物病理学

会バイオコン ト
ロール研究会編

1-13 2001.4

芝草病害のインターネット検索～
エン ドファイ ト最新情報も含めて

月星隆雄 芝草研究 30表罫

別 1号

26-31 2001.6

炭疸病菌 6種のPCR―VLP法によ

る類別 と分子系統学上の位置

森脇丈治 0月 星隆
雄・封馬誠也

農業環境研究成
果情報

17 27-28 2001.7

アブラナ科野菜根 こぶ病の病原菌
密度―発病度 (DRC)診断法の策

定 とその利用

封馬誠也 。村上弘
治・佐藤 剛・宍戸
良洋

総合農業生産環
境作物病害平成
12年度主要成果

140-141 20017

お とり植物作付けに伴な うアブラ
ナ科野菜根こぶ病菌体眠胞子密度
動態のモデル化

封馬誠也 0村上弘
治・佐藤 剛・宍戸
良洋

総合農業生産環
境作物病害平成
12年度主要成果

138‐ 139 2001.7

アブラナ科野菜根 こぶ病の病原菌

密度―発病度 (DRC)診断 と休眠

胞子密度動態のモデル化

封馬誠也 0村上弘治 総合農業平成 12

年度新技術

14 141‐ 146 2001,7

細菌の分離方法 と細菌性状の調査

法

西山幸司・篠原弘亮 作物の細菌病
2001年 追補

2001.9

茨城県で発生 したCο′′θ′ο″たカグ″

αεν′α″″によるブルーベ リー炭そ

病 (新称 )

吉田重信 今月の農業 2月 号 76-78 2002.2

植物炭疸病菌のPCR‐VLP法によ

る識別 と分子系統学上の位置

森脇丈治 0月 星隆
雄・封馬誠也

農業環境技術研
究所年報,平成
12年度

75‐78 2002.3

最近報告 された新 しい細菌病(3) 西山幸司・篠原弘
亮・封馬誠也

第21回植物細菌

病談話会要旨集

65‐69 2001.9

(3)口 頭発表

表  題 著  者
発表誌名

(出 版元 )

巻

号
′` ―ン

発行年
月

小流域 における土壌中の重金属分
布(2)

戸上和樹・小原洋

中井信

日本土壌肥料学会
講演講要集

20014

諸外国の土壌関連インベ ン トリー 小原 洋 日本土壌肥料学会

講演講要集

47 242 2001.4

有機物漉き込み後のN動態に対する

CERESモ デルの適用

長谷川 浩 (東北

研 )・ 渡邊好昭 (東

北研 )。 中井 信

日本土壌肥料学会
講演講要集

47 156 20014

果樹園の土壌肥沃度変動 :土壌環

境基礎調査データの土壌群別特性
梅宮善章 (果樹
研)。 小原 洋 。中
村ゆ り (果樹研 )・
増田欣也 (果樹研 )

日本土壌肥料学会

講演講要集

47 165 20014

果樹園の上壌肥沃度変動 :定点調
査 1-4巡 ロデータから

梅宮善章 (果樹
研)。 小原 洋 。中
村ゆ り (果樹研)・
増田欣也 (果樹研 )

日本土壌肥料学会

関東支部千葉大会

講演要旨集

20019

九州か ら発見 され た 日本未記録の

キ ヨ トウ (ヤ ガ科)について
吉松慎一 日本鱗翅学会第48

回大会講演要旨

2001 11
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ナガイモ の′οscθ″α9′′οSJ′α)の
ムカゴを加害する小蛾について

安田耕司 第45回 日本応用動

物昆虫学会大会講
演要旨

20014

エンドファイ ト (内 生菌)感染植
物の耐虫性

吉松慎一 。有村一弘

(九 州研 )

第45回 日本応用動

物昆虫学会大会講

演要旨

186 20014

無農薬水田と慣行水田の畦畔にお
けるカメムシ類の多様性

中谷至伸・石井実 第45回 日本応用動

物昆虫学会大会講
演要旨

20014

アジア産キヨ トウ」り ′力′
““

α属 (ヤ

ガ科)の分類の現状 と将来

吉松慎一 日本昆虫学会第61

回大会講演要旨集

97 2001.9

日本産Pブ′9′力ο″s属 (半翅 日,カ ス

ミカメムシ科)の分類学的研究

中谷至伸 日本昆虫学会第61

回大会講演要旨集

102 20019

蛾類の分類学的研究と人工飼料育
一その接点―

吉松慎一 全国蚕糸関係試験
研究運営協議会人
工飼料育研究会

20022

南西諸島におけるゲッキツとミカ
ンキジラミおよびその天敵寄生蜂
の分布

河野勝行(国研セ沖

縄)・ 中田唯文(国研

セ沖縄 )。 高橋敬一

(国研セ沖縄 ,現
JICA)・ 小西和彦(現

北農研)・ 安 田耕司

吉松慎一

第46回 日本応用動

物昆虫学会大会講

演要旨

120 20023

正のガヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

レク虫宝
口のヽヽ

ヽ
レクンヽカ

体
安田耕司 第46回 日本応用動

物昆虫学会大会講

演要旨

2002.3

Illustrated Encyclopedia of Forage
Crop Diseases

Takao Tsukiboshi and

Tadayuki Shhnanuki

The International
online symposium in

Instructional
Technology rr Plant

Pathology,
Submission

2001.5

6種植物 より分離 された新種の炭
疸病菌

森脇丈治・月星隆
雄・佐藤豊三

日本植物病理学会

幸風

67(2) ′
０ 2001 8

微生物分類研究室の研究紹介と研
究をとりまく環境

封馬誠也 山形大学農学部
「微生物分類に関

す る情報交換会」

20021

Rカレυνs ο″″α
`に

よる接木クワ苗の

腐敗病 (新称 )

吉田重信・村上理都
子・渡邊恒雄・小山

朗夫

日本植物病理学会

幸隈

67(2) 165 2001 8

イネ褐条病細菌のイネ組織内増殖
を抑制する細菌の分類学的検討

篠原弘亮・門田育
生・封馬誠也・西山

幸司

日本植物病理学会

幸風

67(2) 20018

アブラナ科野菜根 こぶ病休眠胞子
密度動態モデルの講義 と実習

封馬誠也 平成13年度東北地

域研究成果移転セ

ミナー

2001 11

アブラナ科野菜根こぶ病における
DRC診 断,― 土壌・植物による影

響

村上弘治・封馬誠
也・黒畔有希子・佐
藤 剛・宍戸良洋

日本土壌肥料学会

講演要旨集

47 46 20014

栽培マメ類に寄生するひり,7εθs属

菌の分類学的再検討

鍾文金・月星隆雄
柿鳥 員

日本菌学会第45回

大会講演要旨集

60 20016

インベ ン トリー 第 1号 (2002)
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茨城県で発生したCο′′θ′ο′″た力ν″

αεν′α′夕〃によるブルーベ リー炭疸

病 (新称)

吉田重信・月星隆

雄・村上理都子・篠

原弘亮・封馬誠也

日本植物病理学

平成 13年度関東

部会講演要旨集

4 2001.10

クワ暗斑病菌 (」リノrO′乃θε′ν″

″οrガタ″)が生産する植物毒素の各

種生物への影響

村上理都子・奥野哲

郎 。和田早苗・早坂

昭二・宮本和久・白

田 昭・吉田重信

第52回 日本蚕糸

学会関東支部会

学術講演会要旨

集

19 2001.11

根 こぶ病罹病根の処理が土壌中の

病原菌密度に及ぼす影響

村上弘治・封馬誠
也・黒畔有希子・佐
藤 剛・宍戸良洋

2001年度 日本土

壌微生物学会講

演要旨集

2001.4

クワ暗斑病菌 (MyrOthedum
verrucaria)の病原性発現に対する

本菌由来毒素rOridin A,verruac」 n

A,Jお よび未同定毒素の関与

村上理都子 0平舘俊
太郎・白田昭・吉田

重信・矢澤盈男

日本植物病理学

会報

67(2) 184 2001.8

B aci llus amyloliquefaciens RC-2

Produces Antimicrobial Compounds,

Iturins A2 to A7

Yoshida,S.,Hiradate,

S.,Hatakeda,K.and

Shirata,A.

l3th Binnial
Congress

Australasian Pant

Pathology

Conference (abst.)

341 2001.9

付 録 :研 究成 果 の発表
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研究協力・交流

(1)国外での国際研究集会

氏  名 所  属 開催 国 活動内容 期  間 備  考

吉 田重信 微生物分類研 オ ー ス ト

ラ リア

第 13回 オース トラ リア植物

病理学会に出席,発表

13.9.22′ ′ヽ9.28 研究推進費

(2)科 学技術庁特別研究員

氏  名 受入研究室 研 究課題 期  間

中谷至伸 昆虫分類研 農業生態系における微小カメムシ類の分類同定法

と主多様性の解明

11.1.1 - 13.9.30

(3)依頼研究員

氏  名 所  属 受入研 究室 研 究課題 期  間

須賀 丈 長野県 自然保

護研究所

昆 虫分類研 長野県産訪花性昆虫類 に関す る分

類学的研究

13.9.25- 12.21

(4)技術講習生

氏  名 所  属 受入研 究室 研究課題 期  間

青木 由美

塩 谷純 一

良Б

宮川 学

柳 沢宏 司

富 山 県 農 業

技 術 セ ン タ

東京農業大学

株)ベル グア

ース

山形大学農学

部

昆 虫分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

ネキリムシ類幼虫の識別法につ

い

~C

細菌の分類・同定に関する研究

細菌の分類・同定に関す る研究

糸状菌研究手法

13.5.24

13.4.1～ 14.3.31

14.3.11 - 14.3.22

14.3.4～ 3.15

(5)講 師派遣等

氏  名 所  属 講師派遣の内容 期  間 依頼者

浜崎忠雄

浜崎忠雄

浜崎忠雄

セ ンター長

セ ンター長

セ ンター長

平成 12年度 中国四国地域土壌保全

対策事業成績検討会

平成 13年度短期集合研修 「農林水

産試験研究のための情報処理技術」

平成 13年 度専門技術員研修 「専門

研修」

13.5.31

13.11.27

13.9.19～ 9.20

農水省 中国四

国農政局

農業研究機構

農水省経営局

普及課
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氏  名 所  属 講師派遣の内容 期  間 依頼者

中井 信

中井 信

中井 信

小原 洋

小原 洋

小原 洋

小原 洋

小原 洋

封馬誠也

封馬誠也

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

微生物分類研

微生物分類研

平成 12年度東海・近畿ブ ロック土

壌保全対策事業成績検討会

平成 12年度東北・北海道地域土壌

保全対策事業成績検討会

土壌保全対策事業全国会議

平成 13年度専門技術員研修 「専門

研修」

アグロバイオ先端セ ミナー

平成 12年度北陸ブ ロック土壌保全

対策事業成績検討会

平成 13年度専門技術員研修 「専門

研修」

九州沖縄農業試験研究推進会議生産

環境推進部会

山形大学農学部 「微生物分類に関す

る情報交換会」

平成13年度東北地域研究成果移転セ

ミナー

13.6.18 - 6.19

13.6.6 ハV 6.7

14.2.19

13.9.19/ヽン9.20

13.5.23

13.7.11

13.9.19～ 9.20

14.2.7

14.1.00

13.11.00

農水省近畿農

政局

農水省東北農

政局

農水省生産局

農産振興課

農水省経営局

普及課

農林交流セ ン

ター

農水省北陸農

政局

農水省経済局

普及課

九州沖縄農業

研究セ ンター

山形大学農学

部

東北農業研究

セ ンター

(6)外部委員会委員等

氏  名 所  属 委嘱・応嘱先 委嘱・応嘱名 期  間

浜崎忠雄

浜崎忠雄

浜崎忠雄

浜崎忠雄

浜崎忠雄

中井

中井

信

　

信

セ ンター長

センター長

セ ンター長

セ ンター長

セ ンター長

土壌分類研

土壌分類研

日本学術会議

(社 )国 際農林業協

力協会

中央農業総合研究セ

ンター

(財 )農 業技術協会

(財 )日 本土壌協会

(財 )日 本土壌協会

(財 )日 本土壌協会

第 6部 土壌 0肥 料・植物栄

養学研究連絡委員会委員

フィ リピン農民参加 に よる

マー ジナル ラン ドの環境及

び生産管理計画国内委員会

委員

関東東海 北陸農業試験研 究

推進会議 土壌肥料部会副部

会長

温室効果 ガス排 出削減 定量

化法調査専門委員会委員長

土壌環境評価 システム開発

事業 に係 わ る専門委員会委

員長

土壌環境評価 システム開発

事業作業部会委員

土壌環境評価 システム開発

事業 に係 わ る専門委員会委

員

12.10.1 - 15。 9.30

12.2.8 ハV 17.1.31
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氏  名 所  属 委嘱・応嘱先 委嘱 ・応嘱名 期  間

中井 信

中井 信

中井 信

1土
壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

微生物分類研

微生物分類研

|(財 )農業技術協会

農林水産技術会議事

務局

農林水産技術会議事

務局

(財 )日 本土壌協会

(独 )食 品 総 合 研

究所

東北農業研究セ ンタ

|[:う]ヨ重考争][1『
会委員

農林水産研 究計算・情報セ

ンター システム整備 計画策

定 ワーキンググループ委員

土壌環境影 響診断 システ ム

開発事業作業部会委員

組換 え DNA実 験安全委員

会委員

植 物 防 疫 に 関 す る技 術 連

絡会議委員

13.2～

14.2～  14.5

13.6.28- 15.3.31

13.4.17ン ンヽ 14.4.16

(7)学会委員等

∠ンベン トリー 第 1号  (2002)

氏  名 所  属 学会名 委員等名 期  間

浜崎忠雄

浜崎忠雄

中井 信

中井 信

中井 信

中井 信

小原 洋

小原 洋

小原 洋

安 田耕 司

吉松慎 一

中谷至伸

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

月 星隆雄

月 星隆雄

月 星隆雄

月星隆雄

月星隆雄

セ ンター長

セ ンター長

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

昆虫分類研

昆虫分類研

昆虫分類研

微生物分類研

微生物分類研

微 生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

本土壌肥料学会

本ペ ドロジー学会

本土壌肥料学会

本土壌肥料学会

本ペ ドロジー学会

本ペ ドロジー学会

本ペ ドロジー学会

本ペ ドロジー学会

本ペ ドロジー学会

本応用動物昆 虫学

本応 用動物昆 虫学

本 昆 虫 学 会

本土壌微生物学会

本植物病理学会

本植物病理学会

本植物病理学会

本植 物病理学会

本草地学会

本芝草学会

本草地学会

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

会

日

会

日

日

日

日

日

日

日

評議員

評議員

理事

第 5部門長

評議員

編集幹事

評議員

会計幹事

土壌調査 トレー ニ ングコー

ス指導講師

農林有害動物・ 昆 虫名鑑編

集委員会委員長

農林有害動物・ 昆 虫名鑑編

集委員会委員

電 子 化推 進 委 員 会 委 員

日本 土壌微 生物学会編集委

員会委員

バイオ コン トロール研 究会

幹事長

病害生態研究会幹事

事務局会計幹事

病名委員会委員

用語委員会委員

2001年 度春季大会運営委員

会運営委員

2002年 度大会運営委員会運

営委員

10.4～  14.3

59.4ヘン 14.3

12.4～  14.3

12.4- 15.3

12.4- 14.3

12.4 ハV 14.3

12.4～  14.3

12.4～  14.3

12.10.5 ⌒V 10.7

13.5′～

13.5´～

13.4～

12.1.1 - 15.12.31

13.4.1

13.4.1′～

13.4.1 ～ 5.26

13.4.1～

13.4.1～

13.4.1 ′ヽン6.3

14.3.26～
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(8)同 定依頼・技術相談等

件  名 受入研 究室 件  数 標本数

(菌 株数 )

種  数

昆虫同定

微生物同定

昆虫所蔵標本調査

昆 虫の学名・種名・文献等に関す る相談

微生物の分離・同定・文献等に関す る相談

世界 と日本の土壌分類・特性等に関す る相談

昆虫分類研

微生物分類研

昆虫分類研

昆虫分類研

微生物分類研

土壌分類研等

64

16

13

21

10

8

1,151

58

208

付録 :研 究協力・交流
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在職者 とその動き (14.3.31現 在 )

氏  名 所  属 役  職 備  考

浜崎忠雄

永谷 泉

中井 信

小原 洋

大倉利明

戸上和樹

増田康代

渡辺寿美子

安田耕司

吉松慎一

中谷至伸

服部伊楚子

松村 雄

一澤 圭

井澤員知子

封島誠也

月星隆雄

吉田重信

篠原弘亮

鐘 文金

今井真千子

渡邊有里子

農 業環境 イ ンベ ン

トリーセ ンター

土壌分類研究室

′ノ

ノ′

ノ′

ノ′

ノノ

昆虫分類研究室

〃

′′

〃

〃

′′

′′

微生物分類研究室

セ ンター長

非常勤職員

室長

主任研究官

ノ′

研究員

非常勤職員
〃

室長

主任研究官

研究員

非常勤職員
〃

′′

ノ′

室長

主任研究官

研究員

′′

非常勤職員

ノ′

ノ′

13.4.1-

13.10.1 - 14.1.31

13.4.1-

ノノ

14.2.1選 考採用

13.4.1～

〃

ノ′

ノ′

′′

13.10.1選考採用

13.9.1 - 13.6.30

13.4.1-

13.9.1 - 13.12.31

13.4.1′～

ノ′

〃

ノ′

ノ′

′′

ノ′

13.10.22採 用

(3ヶ 月以上在籍者 )

学位 等 )表彰等 (各種表彰 ,

第 1回 日本ペ ド白ジー学会論文賞

平成 13年 4月 4日信 (土壌分類研究室長 ),中井
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