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三法人統合後の農業環境インベントリー研究

Next Stcp of Natural Resources lnventory Rescarch after Consolidating 3 Agricultural Agencies

谷山一郎
*

Ichiro Tanlyalna

平成19年 12月 24日 に独立行政法人整理合理化計画が閣議決定 され、平成23年 4月 に独立行政法

人農業環境技術研究所 (農環研)は独立行政法人農業生物資源研究所 (生物研 )、 独立行政法

人種苗管理セ ンター (種苗管理センター)と 統合 され ることとな りま した。その理 由は、先端

研究分野で共通す る農環研 と生物研 を統合 した上で、これ らの研究所 と種苗管理セ ンター とを

一体化 し、両研究所で行われている先端研究 と種苗に関す る知的財産の保護・活用 とを結び付

け、業務運営の効率化 を図るためとしています。この統合 によつて、単純計算では職員880人 、

予算 180億 円、所在地 としては北海道か ら沖縄 までの農場 を含む 中規模 クラスの研究法人が生

まれ ることにな ります。すでに、平成19年度か ら統合検討体制の整備が始まつてお り、平成20

年度 には新法人の ビジ ョンの検討や研究課題 の重点化 に向けた点検 を行 うこととなつていま

す。

農業生物資源研究所は、もともと国研時代の昭和58年 12月 に農業技術研究所が再編 されて農

業環境技術研究所などが設立された際に、農業技術研究所の組織の一部 と植物 ウィルス研究所

などを母体に創設 されたとい う経緯があり、先祖は同じとい うことになります。現在でも、農

環研 と同じ建物や敷地に生物研の研究室、別棟および圃場があり、ルームメー トといつた近 し

い関係にあります。また、研究面でも、例えば農環研で行つているイネのカ ドミウムや ヒ素の

低吸収品種利用技術やファイ トレメディエーションによる土壌浄化技術の開発において、生物

研の協力を得ながら、それぞれの技術に適 した品種の選択を行 うなど、さまざまな場面で連携

を実施 してきています。農業環境インベン トリーの分野では、生物研のジーンバンク事業を受

託 し、サブバンクとして昆虫や微生物に関する特性情報を提供 した うえでデータベースを公開

するとともに、飼育昆虫や培養微生物の配布についても協力を行つています。

今後、農環研の上・水・大気・植物・昆虫・微生物などの農業環境資源のインベン トリー情

報や試料・標本 と生物研の種子・遺伝子などの生物遺伝資源の情報や試料、種苗管理センター

の品種情報などの統合効果の発揮に向けて、特色のある知的基盤整備を進め、資源・情報の統

合または一体的運用のための課題を整理することとなるでしよう。統合に際しては、三法人の

システムの統一など面倒なことが山のように待つているでしようが、この機会を絶好のチャン

スと捉えて、農業環境インベン トリー研究 とともに農業環境研究を発展 させていくことが期待

されます。

さて、年刊誌 「インベン トリー」も今年7号 を数えます。雑誌の性格は農業環境インベン ト

リーセンターの部内誌 としてだけではなく、全所的なインベン トリー広報誌 としての機能を果

たすべく、広 く関係情報を掲載 しています。今後は、法人統合を見据えた新たな農業環境イン

ベン トリー研究構築のために、ご支援ご鞭撻をお願いします。

農業環境インベ ン トリーセ ンター長

E)irector,Natural Resources lnvento理 /Center

イ ンベ ン トリー,第 7号,pl(2009)
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研1究|トビ ックス

広域的な栽培暦情報を集積し、共有するためのWebデータベース

Web Database for COllecting and Sharing the lnfOrmation of Wide Al・ ca Cultural Calendar

大野宏之
ネ
・坂本利 弘

料
・石塚直樹

ネ0鳥谷 均
林*

IIiroyuki Ohno,TOshihiro Sakalnoto,Naoki lshitsuka and]肛 itoshi Toritani

要約

栽培暦を保存するデータベースをインターネ ット上に構築 した。 これを利用すると、世界

各地の栽培暦を取得することができ、様々な研究に利用することができる。また、自らが調査

した栽培暦を登録 し、公開することができる。

背景と目的

育種や普及、地域研究などを通 して記録。作成 される栽培暦は、地域における作物の成長や

管理の実態を時間を追って記録 したものなので、現在や過去の農業活動の貴重な時空間ファク

トデータである (図 1)。 しかし、表記方法が多様な うえ、共通の保存場所も存在 しなかつた

ために、これまで有効に活用 されて来なかつた。そこで、インターネット技術を利用 して、栽

培暦を広 く収集・保存 し、利用 しやすい形で提供するデータベースを構築 した。

成果の内容

このデータベースは、インターネット上のホームページに構築されている。利用者は、作物

名や国名、栽培年次、緯度経度範囲などから、登録 されている栽培暦を検索することができる。

検索を実行すると、条件に合致 した栽培暦の内容 とその適用範囲の図が表示 される (図 2)。

検索結果 (栽培暦 と適用範囲の地理情報)は 、ファイルの形でダウンロー ドすることもできる。

このデータベースでは、栽培暦を、「概要」、「数値化規約 (記載事項に対応付ける数値や対応

方法などの定義 )」 、および 「数値化 された暦」 とに分割 して保存する。栽培暦の情報をこの

ように分割することにより、様々な書式の栽培暦を記録することが可能 となつた。その結果、

比較する栽培暦の情報が単純な数値の表 となるので、多数の栽培暦の統計的処理や書式が異な

る栽培暦の比較も容易 となる (図 3)。

また、このデータベースには、インターネット上から栽培暦を登録する機能があるので、公

開できるものであれば、研究者や研究機関は自らが所有する貴重な栽培暦をこのデータベース

を利用することにより、散逸することなく保持できるとともに、広 く一般に公開することがで

きる。 さらに、特定の栽培暦を利用者を限定 して公開する機能も持つているので、将来的に公

開する予定のものであっても、当分の間は公開範囲を特定の研究グループ内にのみ限定 し、研

究終了後に一般に公開することもできる (図 4)。

*生
態系計測研究領域 (現農研機構 中央農研 ),**生 態系計測研究領域,***大気環境研究領域 (現連携推進室 )

Ecowstem lnformatics Division(present NARO― NARC),Ecosystem lnfom■ atics DivisiOn,Agro―Meteorology Division

(present Research Coordination Offlce)

イ ンベ ン トリー,第 7号 ,p2-3(2009)

-2-



研究 トピックス :広域的な栽培暦情報を集積 し、共有するための Webデータベース

具体的データ

数値

規約ID 事項名 事項ID

1 播種の開始 1

1 播種の終了 2

1 収穫の開始 3

1 収穫の終了 4

図1 栽培暦は、本来の作成 目的だけでな く、他

の研究分野にも利用できる貴重な検証データであ

る。

図3 栽培暦の記録方式の模式図 栽培暦は、「概要」、「数値化規約」、「数値化された暦」の3つ のテーブル

に分割 して記録される。このようにすると、様々な書式の栽培暦を保存することができる。

図4 栽培暦データベース運用の概念図

限定公開として登録することもできる。

問い合わせ先

生態系計測研究領域 石塚直樹

電話/Fax:029-838-8228,E¨ m」 1

図2 栽培暦のデータベースを、インターネッ ト

上に構築 した。一般公開されている暦を、誰でも

閲覧・ダウンロー ドすることができる。

栽培暦の提供者は、栽培暦を一般公開可能として登録するほか、

これには、特定の者のみがアクセスできる。

: isituka@affrc.gojp

-3-
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1議1究||ビ ックス

渥美半島地域 を対象 と した

農耕地土壌分類第 3次改訂版 に基づ くデジタル農耕地土壌図の作成

Digital SOil Map in the Atsulni Peninsula

by Using Classification Of Cultivated Soils in Japan the Third Approximation

井上恒久
*・

中井 信
料

Tsunehisa lnouc and Makoto Nakai

要約 地力保全基本調査による土壌情報データベースの うちで、多くの地点の土壌調査データ

が収録 されている渥美半島地域を対象 として、農耕地土壌分類第 3次改訂版に基づいたデジタ

ル農耕地土壌図を作成 した。

背景と目的

わが国の農耕地土壌は、農耕地土壌分類第 2次案改訂版 (2次案、1983年 )に より 1/5万

土壌図が作成 され、調査データは 「地力保全基本調査による土壌情報データベース (地力保全

データベース)」 に収録 されている。また、1994年 に農業環境技術研究所は、農耕地土壌分類

第 3次改訂版 (3次案)を発表 した。3次案は、2次案に比べて分類基準に定量的な土壌の性

質を用いてお り、土壌機能を定量的に示せる点で有用である。そのため、既往の 1/5万 土壌

図を 3次案に基づいて改訂することが求められている。そこで、多くの地点の土壌調査データ

が上記データベースに収録 されている愛知県の渥美半島地域を対象に、GISソ フ トを用いて従

来の上壌分類を 3次案に読み替えることにより、当該地域のデジタル土壌図を作成 した。

成果の内容

1.土壌図を作成するための地力保全データベースの中で、愛知県については調査地点を特定

できる土壌調査データが十分な密度で提供 されている (図 1)。

2.GISソ フ トを用いて調査地点を土地分類基本調査 (1/5万 伊良湖岬、1987)の 図に重ねる

ことによつて各調査地点の土地利用・地形・地質を確認 した。また、調査地点の土壌断面記載、

分析データを地力保全データベースから得ることにより、3次案による土壌分類を地点別に判

定 した。このようにして従来の 1/5万 土壌図の表示単位である県土壌区を 3次案の土壌統群

に対応 させる読み替え表 (表 1)を作成 した。

3.GISソ フ トを用いて、既往の土壌図の表示単位を読み替え表に従い 3次案の土壌統群に変

換 し、3次案を用いた土壌図を作成 した (図 2)。

以上のように、十分な調査地点密度で土壌調査データが得 られる地域については、GISソ フ

トを用い 3次案に基づく土壌図を作成できることを実証 した。なお、作成 された 3次案に基づ

く土壌図には、土壌断面記載や分析データがリンクしてお り、農業環境評価の基礎データとな

る土壌情報データベースとしても活用できる。

農業環境インベン トリーセンター (現土壌環境研究領域),**農業環境インベン トリーセンター

Natural Resources lnventory Center(present Soil Environment Division),Natural Resources lnventory Center

インベン トリー,第 7号 ,p4-5(2009)
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研究 トピックス :渥美半島地域を対象とした農耕地上壌分類第3次改訂版に基づくデジタル農耕地土壌図

具体的データ

図 1地力保全基本調査による土壌調査地点図 (1/5万 伊良湖岬 )

表 1 土壌調査地点の主な土壌分類 :県土壊区、2次案⇔ 3次案の対比

県土壌区
2次案

土壌統群

イラコ
'-2

オか ル
「

1

ワシツ
・
カー3

砂丘未熟土

灰色低地土

ク
・
ライ■

細粒、灰色系

細粒

中粗粒

礫質、灰色系

厚層腐植

細粒

細粒

細粒

細粒、斑紋アリ

礫質

普通砂丘未熟土

灰色化低地水田土

表層灰色ク
・
ライ低地土

還元型グライ低地土

普通灰色低地土

腐植質褐色低地土

普通灰色台地土

普通赤色土

台地黄色土

湿性黄色土

山地褐色森林土

530

細粒  1252
細粒  1342
中粒  1353
礫質  1461
細粒  1622
細粒  1822
糸田オ立    2222

糸日米立    2372

細粒  2312
礫質  2451

テラツ・ 1    強ク
・
ライ土

ニシサカイー3  ,こ 1■イニ却し■

ノタ
゛-1      黒ホ

゛
ク土

卜がサ午-3 灰色台地土

ニシオー3    黄色土

ニシオー1    黄色土

ナカハター1  黄色土

ニシイシタ
・-1 褐色森林土

||11111:|:1111111111111:1111:|:■ ||■

麟|●■lllL

図 2土 壌分類 3次案による土壌図 (1/5万 伊良湖岬図幅、数字 :土壌統群番号 )

問い合わせ先

農業環境インベン トリーセンター 中井 信

電話 :029… 838‐ 8353,E日m五1:nakttmkt@affrc gojp

-5-



研究|ト ビックス

lkmメ ッシュ単位で推定した農業統計のデータベース化

1 lGn Grid Data of Agricultural Databasc

神山和貝げ・上田義治
料

Kazunorl Kohyama and Yoshihan口 1」eda

要約 農業集落単位で集計された耕地面積や家畜飼養頭数 といった農業統計データを農業環境

研究で利用 しやすい lkmメ ッシュ単位のデータに変換 し、データフォーマットが CSV形式の

ファイルを作成 した。

背景と目的

農林業センサスなどの農業統計データは市町村などの行政区画単位で集計されているが、集

水域などの自然の区画は行政区画 とは異なつた形状であることがほとんどである。そのため、

農業環境研究において、農業統計データを自然環境のデータと組み合わせて解析することが困

難であった。そこで、自然の区画に合わせて集計 しやすい lklllメ ッシュ単位の農業統計デー

タに変換 し、いろいろな目的に利用できるようにデータベース化を行った。

成果の内容

農業集落単位で集計された作 目別の耕地面積や家畜飼養頭数 といった農業統計データを llcll

メッシュ (国 土数値情報の 3次 メッシュ)単位に変換 し、これを全国及び都道府県単位にまと

めて汎用性の高い CSV形式のデータファイルを作成 した (注 1)。 変換には農業集落地図と

100mメ ッシュ土地利用データ (国 土地理院が作成)を組み合わせて lklllメ ッシュごとの耕地

面積を推定する方法を用いた (注 2)。

作成 したデータファイルは 3次 メッシュコー ド、年次、経営耕地面積など表 1に示 した 21

項 目から構成 されている。乳用牛～鶏までの家畜飼養に関する項 目は各農業集落の飼養頭羽数

を耕地面積の割合に応 じて lklnメ ッシュに按分 した値である。 1970年 から 1995年 までの 5年

ごとのデータがあり、耕地面積の経年的な変化を見ることもできる (図 1)。

これ らのデータは農業環境研究のための基礎的データの一つとして国土数値情報やメッシュ

気候値など既存の llcllメ ッシュデータと組み合わせて利用することができる。データはイン

ターネットを経由してダウンロー ドすることで入手できる。

注1 東京都および大阪府のデータについては未整備である
注2 神山ら(2003)日 本土壌肥料学雑誌,74,415¨ 424

本研究の一部は財団法人畜産環境整備機構 「家畜排せつ物利活用方策評価検討システム構築

事業」による成果である。また、農林水産研究情報・計算センターの農林水産基礎数値データ

ベースからダウンロー ドした農業統計データ (農林水産省統計部が作成)を利用 した。

*農
業環境イ ンベ ン トリーセ ンター ,率

*農
業環境イ ンベ ン トリーセ ンター (現情報システム専門役 )

Natural Resources lnventow Center, Natural Resources ln、 rentow Center(present Coordinator for Research lnforlllaion

Systems)

イ ンベ ン トリー,第 7号 ,p6-7(2009)
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研究 トピックス :lkmメ ッシュ単位で推定した農業統計のデータベース化

具体的データ

表 1 データファイルの項目

以下の 21項 目のデータが lkmメ ッシュごとに記録されている。

データ項目 (単位)     データ項目 (単位)    データ項目 (単位)

メッシユコード (3次メッシュ) 作 日別面積 続 き)    家畜飼養頭羽数

年次 (西暦)           工芸農作物 (a)     乳用牛 (頭 )

経営耕地面積 (a)        野菜類 (a)       肉用牛 (頭 )

田 (a)              花き類 (a)        ブタ (頭 )

畑 (D              種苗 (a)        鶏 (100羽 )

作目別面積            飼料用作物 (a)

麦類 (a)          果樹・桑 (a)

緞     (a)                     ノミ (a)

いも類 (a)         その他 (a)

豆 類 (a)

｝

ノ
．蒸

F/イ
1995

難 耕地な し

田 ■50・・嗽

||1 20～ +20%

鷲雛 ‐

“

～‐71・・
顧露 る%以 下

図1 l10nメ ッシュデータによるわが

国の耕地面積の推移

1970年から1995年 までの 5年ごとの

データが整備されている。これらのデ

ータは国土数値情報やメッシュ気候

値など既存の l kmメ ッシュデータと

組み合わせて利用することができる

1970→1995間 の嚇地の増減

+が耕地の増加、一が減少を示している。

「■5鰯以上」には 1970年 以降の開発地を含ん

でいる

問い合わせ先

農業環境インベン トリーセンター 神山和則

電話 :029-838… 8227,E―m」l:kohyalna@attC gOjp
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土壌線虫の簡易同定に役立つ画像付形質一覧表の公開

Web Site of the Soil Nematode's Character List with a lmage Useful for Simple ldentification

荒城雅昭
*

Masaaki Araki

要約

関東北部の畑の代表的な土壌線虫 (62属 )の分類・同定に有用な形質項 目を一覧表に取 り

まとめ、公開した。その うち、29属の線虫については、特徴を提えた鮮明な画像を見ること

ができる。

背景と目的

わが国の農耕地の上壌線虫相は植物寄生性線虫を除いてほとんど明らかにされておらず、同

定に利用できる資料もあまりない。そこで、茨城県の畑圃場から見出されるほぼすべての土壌

線虫をリス トアップし、それ らの形態的特徴を属 (一部科)レベルの同定に利用できるよう形

質一覧表にした。

成果の内容

土壌線虫の形質一覧表は農業環境技術研究所 (農環研)の Webサイ トからアクセスできる

(■IRL:http:′′
…

.niaes affrc.gojp/inventry/nemapics/)。 この形質一覧表には、研究所構内の不

耕起堆肥連用ほ場の 12年にわたる調査で見出された 58属 のほか、茨城県で見出される植物寄

生性線虫 4属 を加えた 62属 (一部科 レベル)の線虫を取 り上げた (図 1)。 また、同定に役立

つ特徴を提えた鮮明な顕微鏡写真 (29属 )を表にリンクさせ、表示できるようにした (図 2)。

本形質一覧表は、体の大きさなどの記述では主として成虫を対象 としている。同じ属でも成

虫と幼虫で形態が著 しく異なるシス トセンチュウやネコブセンチュウ、あるいは形態の異なる

耐久態幼虫を生 じる P″お′ノθ′θ力νs属線虫などは成虫や耐久態幼虫を区別 して扱った (図 1)。

また、分類学で重要視 される、線虫の頭部、口腔の形態、飾 り、食道や尾部など、40～ 100

倍程度の低倍率でも観察できる体の概形や大きさ、プロポーションを示 している。したがつて、

低倍率での観察することが多い土壌線虫の群集構造の解明の際などに有効である。

今後、水田、畑、草地などの主要線虫を追加するとともに、未掲載の線虫画像も拡充して行

く予定である。

環境生物生態機能研究領域

Environmental BiofunctiOn Division

イ ンベ ン トリー,第 7号 ,p8-9(2009)
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研究 トピックス :土壌線虫の簡易同定に役立つ画像付形質一覧表の公開

具体的データ

土壌線虫画像データベース;属レベル簡易同定のための形質一覧装
き0画像データ ―ヽス,形責―質郷 ,農果織場技籠驚露躍不絣鼠畷 271国 期 .

藤虫属名をクリ、ンクすると画像(写真)が表薇きれます:画懇デ|■ 林●スli′て炒籠■菫書べはプラウ
'0「

透駿議で誤して■●1.

画像(写菫)が

'篤

てき
'か

つた線虫中 華。これぅo画像11

上11● ウスカ■ンルをは と 0麟所が図とともにま融 るよう||す

作れ ていますが.関東地力動鮎 ホ31雑本賛.専中 主要中 でrス テ解 す・

所属 目名 線虫属 食迪つ特徴

穐 ″: 形状 :由リェ合 龍 ■躊F ttT I□Ю特徴□お(ぎ 雄灘 醜 く 1由 リェ合
 :尾

端の 形状

直   1  1□ 九  :  なし □針  11田短.節球 (中 部食道球)  糸状     直  1  糸直

ん  1  丸   : 骨格発達 | オフセット |  □針  :明 眸.節球 1中 都食道球 :  半円     ―   |  九足

切断―鈍

属二九屋

( 屁由 |  力   | ●4発憚 ‐ ォフセット |  □針  1 明瞭 節球 1中 書B=僣 球 1  細三  1  直   |  三●

屁由  1  丸

撃111=111臭違|・身;五:‐ |=古算
‐
lt凛1嘉

=|:よ

」[豪:Lll』幕|・機古:続||

轟韮■

':ち

|■
=話~1請

計蘇I■轟蓋|‐
1輔=|==」=~=Iを二

1帯l::i鷲喜ittl博‐‐‐‐‐静 ‖■卜■[・■楡ず塑ず鮮=ぶ予・|{■唾―
lj:|:鳥よ|‐

~稿
誌i■

¬ ■ヽ1讃
~1~憤

譜 : L I 鳥1~1‐
=し

 1 1 : 占ζ l稀ξ島
=詳

i基[お  素L I 書 : 素[

藻::酵■蔦轟|||||:|||1鴻||1lI凛1:|こ|:1111■■■|■|■11111=:墓E:IIこⅢⅢl■Ⅲ彎「 :二|ヽ:=f≒ :._彎1.==t 「ヽ■1_.1_=._撃 1型■甲■・■彎 Fη l ,「 :型 W if聖1ザ

1:tよ鳥よ■
~塩

、II~~I蠅蘇」I‐:1‐

=1唱
II=‐1‐

・
litJ‐=~==|~島

rl=橘
訂 '花轟」|I Tvbnchid.I目 1    為

`ん
4″υ

`    1大 菫 ]ヽ 型 :  棒伏  :直 ―( 屁由 1  丸   :  なし     ―  |  □針  l  lo短    全道球発達 1  長円  |  ―

ltよ鴻■
‐
4≧塞

~■1ぺ像信」聰裏:i五4■福√■
‐
lJ~~■●

=富
||IⅢ●鳳ど

=■
■■1請1‐藻||

1.IΨ ll.1.|● ‐|キ ■ |.|二 .1111111ヽ き
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= 

書 1素 L― 載
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I

: Rhatttua目  1    -― l    l中 席―杷 1  維  ヽ   直   1  飾   | フンク

●■,=|.1■ I II ヽ .I=・
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■・‐↑1■_1卜■

「
■ツトー■|=卜■]:

■Ⅲ11111111111薇111■111111111■| |ヽ:.|||||||:|111111■|■::三二:IIII■●菫
=1■

1lⅢⅢ喧 |■1
: 二二

~■
■
~瓦

ヽ
~

話 ill乱 首 ■  1鳥 島1鳳1~~1革 百 二li l綜 皇 I書
IIへ 為

`i 

なし II 1 111 1 - 後都 ,鰈型 | 三角 1 直  : 三直

11■|■IⅢ■|||■1■■||11＼111■|■■lⅢll■|■IⅢⅢ義|■11■●11
:攣Pり |,申 |‐_11‐ ‐‐_■ ‐1.■ 1‐ 1‐ |‐_ヽ ._マ ー_1_|_.1牛 | ― 鰤 喫 1動  脚 鋤 1韮

図1公開 した 質一覧表の トップページ (部分) 属名をクリックすると画像が表示される。

問合わせ先

環境生物生態機能研究領域 荒城雅昭

電話 :029-838… 8269,E― m五1:arachis@affrc gojp

図2リ ンクさせた線虫画像 (例 )左 :″′″/enchυs属キタネグサ レセンチユウ,右 :ワ センチユウの一種
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水稲の温暖化影響評価のための「モデル結合型作物気象データベース」
Model Coupled Agro-lneteorological Database for Estiinating the Effect of Global Warining and

Climate Variability on Ricc Production

桑形恒男
*・

吉本真 由美
*・

石郷岡康史
*・

長谷川利拡
*

Tsunco Kuwagata,NIayulni Yoshilnotoっ Yasushi lshigoOka and Toshihiro Hasega、 va

1.は じめに

地球温暖化の進行が、コメの生産性や品質に大きな影響を及ぼすことが懸念されている。IPCC

第 4次報告書 (AR4)に よれば、地球全体の平均気温は過去 100年で 0.74℃ 上昇 し、今後 も

この上昇傾向が続 くとい う予測 がな され てい る。温暖化や異常気象にともなつたコメの生

産変動を正確に予測 し、将来の収量低下のリスクを評価するためには、近年の温暖化傾向や気

象変動が、実際のコメ生産に及ぼしている影響や要因を総合的に解析する必要がある。そこで

今回、日本各地における水稲生産の変動要因を調べるための有用なツール として、 日本全国

の気象データに水田物理環境モデル とイネ生育モデルを組み合わせた 「モデル結合型作物気象

データベース」を開発 した。

2.データベースの構造

データベースには、全国のアメダス地点 (約 850地点)における 1980年以降 (地域によつ

ては 1976年以降)の 日別気象データが収納されている。また、全国に約 150地点ある気象官

署については、1961年 以降の日別データを収納 した。気温、風速、降水量などの基本要素に加

えて、日射量、湿度、蒸散要求量 (ポ テンシャル蒸発量 と FAO基準蒸発散量の 2種類)と い

った作物生産に重要な影響を与える要素を収納 したことが、本データベースの大きな特徴であ

る。 日射量や湿度などはアメダス地点では観測 されていないが、日照時間ならびに近隣の気象

官署のデータを活用することで、高精度に推定することに成功 した。各地点における気象デー

タには、地力保全基本調査による土壌データ (財団法人 日本土壌協会)も 付加 されている (図

1)。

また、データベース上のメニュー画面、もしくは Googic Earthの 地図上から、任意のアメダ

スもしくは気象官署地点を選ぶことによつて、気象データを容易に取 り出すことができる (図

2)。

データベース本体には 「物理環境モデルJと 「生育モデル」力`組み込まれていて (図 1)、 水

稲の稔実や登熟に影響 を及ぼす水 田水温 (日 別値,Kuwagata ct,al.,2008)や 出穂・開花期にお

ける穂温の 日変化 (Yoshimoto ct al.,2004)、 主要品種の生育ステージや LAI(葉面積指数)な
どを推定す ることができる (図 3)。 これ らのモデル は、すでに実測データに基づ く詳細な検証

がなされている。 なお、本データベースは Exccl上 で動作す るよ うになつているが、 日別気象

データに関 しては、テキス ト形式でも取 り出す こともできる。

'大気環境研究領域

A「 O‐NIeteorology DiⅥ sion

インベ ン トリー,第 7号,p10-12(2009)
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インベン トリー :水稲の温暖化影響評価のための 「モデル結合型作物気象データベース」

地理情報 。

地形データ
アメダス・気

象官署データ

850地点)檄鵜 言簸
データ

(1栽培管理情部 )

水朧水潟 (麗別)

麒  (臨懸)
壼竃ステージ、臨Al...

水稲生産の将来予演1

品種改良、栽培技術への

鷲̀ 通年の気象変動が水稲生産|こ およぼす
影響 。要困の解析

2.4乍物生育、収量モデル等の開発 (パラ

メータ決定 'モデル検証 )

赤枠で囲んだ中央部分

データが収納されている

図 1:「 モデル結合型作物気象データベース」の基本構造

(黄色)がデータベース本体に該当する。気象官署についても、1961年 以降の日別

(図 中では省略 )。

図 2 気象データの表示例 (Google Earthの 地図上からの選択 )

3.データベースの活用法

インターネットの普及にともなつて、気象データはネットワーク経由で容易に入手できるよ

うになつた。気象庁でも過去のデータをホームページ上で公開している。ただしこれ らの気象

データを実際に作物データの解析に利用 しようとすると、データの一次処理などに予想以上の

手間がかかる。本データベースを既存の作物データベースや栽培試験データと組み合わせれば、

近年の温暖化傾向や気象変動が水稲に及ぼしている影響を解明する上で必要なデータセ ット

を、容易に作成することができる。 さらにデータベース本体に組み込まれている「物理環境モ

デル」と「生育モデル」を有効に活用することで、コメの生産性や品質に影響をおよぼす気象

要因の特定が容易となり、水稲生産の将来予測や収量低下の リスク評価、適応技術の開発など

-11-
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に大きく貢献することが期待される。また本データベースは、日射量や湿度、蒸散要求量とい

った、農業生産において重要な気象要素を含むことから、水稲以外の農作物に対 しても有用な

情報を提供することができる。

現在、本データベースの Wcb公開版の準備を進めている。平成 21年 3月 には公開される予

定であり、全国どこからでも自由にアクセスすることが可能となる。また、DVD版について

も同時に配布を予定 している。

図3データベース上での計算例

任意の観測地点を選択 し、特定品種に対する出穂日や生育状況を生育モデルによつて予測することができ

る (左上 )。 出穂日における穂温、葉温などの日変化は、物理環境モデルによつて推定することが可能である

(右下、グラフは穂温の計算例)。

引用文献

Yoshimoto,M,H Ouc,N Takahashi,and K Kobayashi(2005)The effects of FACE crec‐ Air C02 cnrichment)on

temperatures and transpiratiOn of五 ce panicles at■ owe五 ng stage Journal of Agricultural Meteor010,,60(5),

597-600

Kuwagata T,T Hamas山 ,and T Watanabe(2008)Modding water temperature in a Hce paddy for agro‐

environmenta research Ag五 culturd and Forett Meteorolo,,doi:10 10164agrfOmet200806011(in press)

問い合わせ先

大気環境研究領域 桑形 恒男
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IIIotoo Koitabashi,Shigenobu Yoshida and Sciya Tsushilna

l.微生物インベン トリー構築の意義

微生物は、地球の物質循環に深 く関わ り、生態系のバランスを維持する上で大きな役割を果

たしている。これ ら微生物は、地球上で生 じた過酷な環境変化に適応 してきたものであり、結

果的に、様々な機能を有 していると考えられる。 したがつて、これら微生物の環境中での役割

を明らかにすることは、環境保全を進める上で極めて重要であると同時に、農業、医療、工業

等の産業界で有用な生物機能を探索する際のジーンプール としてもこれ ら環境中の微生物が貴

重な存在である。その一方で、人畜及び植物に病原性を持つ微生物も存在 してお り、これらの

微生物に関する生存場所や機能に関する情報も作物生産、健康維持に重要である。 しかし、こ

れ らの情報は膨大であり、必ず しも整理 されてるとは言えない。そこで、多くの微生物情報を

網羅的に整理 して発信することを目的として、農環研所蔵微生物標本データ、除草斉J2,4…D分

解菌、さらに人畜植物共通病原性ならびに環境修復等の機能を有する微生物に関する情報を分

散型データベースにより2001年 より農業環境技術研究データベースの一部 として Web公開し

てきた。

2.微生物インベン トリーの再構築

微生物情報は、様々な分野のユーザーによる利用が期待 される。そのため、微生物情報の提

供に当つても、それぞれのデータベースのあった提供法を考えた。その一つ として、まず 1)

データベース単独での利用、 2)統合検索システムの中での利用、を想定した 「微生物インベ

トリー」を作成 し、「
“

Jε″Jοκθ」 と名付け公開したところ、2006年 までに約 6万 4千のアク

セス数を得ることができた。 しかし、Web公 開技術は日進月歩であり、より良い公開状態に

することでさらに多くのアクセス数を得るために新 しい Webサ イ トの構築を行つた (図 1)。

本システムは 「総合検索」、「データベースー覧」、「総合検索の使い方」、「他の微生物情報

紹介」からなつていたが、「データベースー覧」を トップ画面全面に取 り込み、「研究成果紹

介」 と「お問い合わせ」の窓口を作成 した (図 2)。 また、町山激's new」 として更新 トピック

を紹介できるようにした。「総合検索」力`本システムの本体で、データベースからキーワー ド

による検索を行 うことができる。 しかし、データベースによつては、目的とする情報をどのよ

うなキーワー ドで検索できるのかが難 しい場合がある。そのため、「総合検索の使い方」をよ

り分かりやすくし、簡易な利用法を解説するとともに、データベース毎にデクショナリーを

つけて項目 (Item)毎 に入力されているデータ内容を表示し、ユーザーが検索対象とするデー

生物生態機能研 究領域 ,料生物生態機能研究領域 (現農林水産省農林水産技術会議事務局 )

En宙 ronmental Bioftlnction D市ision,En宙 ronmental Biofuncuon D市 ision(preSent Agriculture,Forestry and Fisheries

Research Council Secreta丘 at,NIIAFF)

イ ンベ ン トリー,第 7号 ,p13-15(2009)
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タベースの項 目毎のデータ内容をあらかじめ印刷 しておくと、簡単にキーワー ド検索ができる

ようになつているシステムは継続 した。「データベースー覧」を トップ画面に組み入れたこと

で、ユーザーは利用 したいメニューに直接アクセスすることが可能 となつた。 さらに、「他の

微生物情報」では微生物保存機関や国際的な微生物情報ネットワークを中心として関連サイ ト

を紹介 した。 リンクでそれぞれのサイ トに入ることが可能である。

図 1 新しい″ノθra乃′θけ ィ トの トップページ

サイ トア ドレス :http://www niaes affrc go」 p/inventry/microorg/index html
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インベン トリー :新 しいπグ
“
θttπιの Webサイ トの構築

畿 饉 晰 インベン難リー鉤 艤 覇 資 饉 欄難《?0準奪‐露0ゆ 事》

1.織生●7~―タベース鶴縣

(1)論 文

1 月曇陸纏・憲田饉構・饉漂弘舞・舞薦鋪饉.彗 本麟生纏犠寄生・共生書類目録の作瀧 躍轟公鸞.機養rui40)77-

80.2004唸 ).

2、 月最陸藤・小複嬌基夫・書爾重確・置村奪葉子・饉原弘撼・封篤錫懺 130年蘭取懸 れた藤難環壌接饉研究所覇議織生

梅標本のデータベース作成.餞 本議撃奎機 00)1■ 12007“ 〉

(2)その儀、書籍、特E年鶴

1「ぃわrぼorce」の繭穣鸞線.壁鏃簸 060447号 轡 成10年 7月68)
2 封藤継也・′:罐畿轟夫・書彗量饉=生農鶴子.デオ寺シ聾 レゞノール老分解する新競織生擁.(特許出朧中〉特腱2007-

0503351撃く20073)

3 封馬鑢也・ホ機構議夫・書田豊確・生轟鶴子.デオキシエバレノールを分解する新競徽生鶴.輔許議機中〉特轟露01-

t1505631争 く211073》

4 1膵宏子・小崚機基夫・封馬継連・壊本洋会,焦分解散ブ似
"ク

分解箇および機の分解酵素鑽遣方法 特麟2007-

49877=子 (20072)

2.篠擁主農量生機腱係

く1)論文
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図2 研究成果の紹介 (一部)

問い合わせ先

生物生態機能研究領域 小板橋基夫

電話 :029-838‐ 8355,E‐m」1:koita@af■ c gOJp
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簸泰館

肥料・煙害展示室におけるその他の肥料標本
Soil Cond亜 oncrs ill the Room of F(洒 lizer and Smokc Pollution

谷 山一郎
オ

IchmЭ Tanvalna

1.は じめに

2006年 4月 にオープンした農業環境インベ

ン トリー展示館内の 「肥料・煙害展示室」に、

2007年 4月 18日 の一般公開に合わせて、農業

試験研究機関や肥料会社から寄贈・購入 した

特殊肥料、土壌改良資材、自給肥料および農

薬入 り肥料の標本を公開した (写真 1)。

特殊肥料 とは、硫安や化成肥料などの普通

肥料以外の養分供給効果の高い、油かす、米

ぬか、家畜ふん堆肥などのことである。

土壌改良資材 とは、養分の供給を目的 とし

た肥料 とは異な り、土壌の養分保持能などの

化学性、保水性や透水性などの物理性、微生物の数や種類を増加 させるなどの生物性を改善す

る資材である。養分供給能が高く、物理性・生

物性改良効果の高い家畜ふん堆肥、樹皮やおが

くずを副資材 としたバーク堆肥は、特殊肥料でもある。また、重金属濃度が高い可能性がある

汚泥堆肥などは、普通肥料 としての登録が必要である。土壌改良資材は動植物系と無機質系に

分けることができる。動植物系では泥炭の加工物であるピー トモス、家畜ふん堆肥、バーク堆

肥、汚泥堆肥、貝化石粉末や微生物資材がある。無機質系としては、鉱物由来のベン トナイ ト、

ゼオライ トやパーライ ト、鉱 さい、合成高分子化合物などがある。

この他に法律の規制を受けない、農家の自家製造・消費を目的とした、腐葉土、草木灰、家

畜ふん堆肥などの自給肥料がある。

農薬入 り肥料 とは、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、植物生長調節剤などの農薬を混入させた肥料

で、肥料 と農薬の同時施用による省力化や農薬施用の均一化が図られる。

展示 してある特殊肥料、土壌改良資材および農薬入 り肥料は以下の通 りである。

2.特殊肥料

1)なたね油かす粉末 (写真 2):なたね油を絞つた種子かすを粉末にしたもの。成分含有

量 :N:53%, P205:20%, K20:10%。

・
農業環境イ ンベ ン トリーセ ンター長

DirectOr,Namral Resources lnventry Center

イ ンベ ン トリー,第 7号,p1620(2009)

写真 1 その他の肥料標本展示コーナー
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研究標本館 :肥料・煙害展示室

2)牛ふん堆肥 :牛ふんともみがらを混合 し、

堆積 ・醗酵 させ た もの。成 分含 有率 :

N:07%, P205:05%, K20:6%。

3)バーク堆肥 :牛ふんに副資材 として樹皮

を混合 し、堆積・醗酵 させた堆肥。成分含

有率 :N:06%,P205:0.3%,K20:0.1%。

4)醗酵鶏ふん :鶏ふんを堆積・醗酵 させた

もの。 成 分含 有率 :N:25%,P205:60%,

K20:3.0%

5)成形型家畜ふん堆肥 (ペ レッ ト堆肥):

ペ レッ ト堆肥 とは堆肥の水分を調整 した う

えで、窒素肥料を添加 し、押 し出し機にか

けて、直径 3～ 8mm、 長 さ 10mm程度の円

筒形のペ レッ ト状にした堆肥である。ペ レ

ット化により容積が堆肥の半分程度 と運搬

が容易にな り、農地への散布 も肥料散布機

械が利用でき、臭気なども少ないなど、堆

肥の欠点をカバーする新たな有機質資材 と

して注 目されている。展示室には九州沖縄

農業研究センターから提供 された、原材料

とペ レットの直径の違いによる 8種類の成

形型家畜ふん堆肥 (ペ レッ ト堆肥)を展示

している。直径 3、 5、 8mmの 牛ふんとお

がくず (N:40%, P205:17%, K20:28%)を

原材料 としたもの、直径 5mmの牛ふん,お

がくず (写真 3),鶏ふん (N:35%,P205:71%,

K20:47%)、 牛ふんと樹皮 (N:2.5%,P205:10%,K20:2.2%)、 牛ふんと竹 (N:19%,P205:29%,

K20:28%)、 牛ふん と豚ぷん (Ni3 2%,P205:59%,K20:46%)、 牛ふん と油粕 (N:51%,

P205:10%,K20:22%)を 混合 したものを展示 している。

3.動植物系土壊改良資材

1)ピー トモス :カ ナダ産泥炭を水洗 し、脱水、粉砕、乾燥、飾別 したものに石灰などを加

えて pHを調整 したもの。主な効果は土壌の保水性、保肥力の改善である。園芸用培土や

野菜育苗用上の配合資材 として用いられる。

2)農業排水処理施設脱水ケーキ :農業集落排水処理施設において、汚水を生物膜法によつ

て処理 した排水に高分子凝集剤を用いて沈殿 させた汚泥を遠心脱水 させたもの。有機質資

材を混合 して堆肥化する前の原料である。成分含有率 :N:57%,P20S:15%,K20:033%。

群馬県農業技術センター提供。

3)汚泥堆肥 :農業排水処理施設脱水ケーキに街路樹の剪定枝を副資材 として混入 し、堆積

。醗酵 させたもの。成分含有率 :N:10%,P205:088%,K20:035%。 群馬県農業技術センタ

写真2 なたね油かす粉末

::::::::::::::::::::1::::::::::懸 ::::::|::::|::1111:::||::::1::11111:11::||:|:111::1:111:|:|:111111● :|:||=■ ●■■■●●

写真 3 ペレット堆肥 (直径5rlm)牛 ふんとおがく
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―提供。

4)牛ふん炭 (500° C処理):牛ふんを酸素の

ない還元状態において 500° Cで加熱 し、炭

化 させたもの。土壌物理性の改善、微生物の

住み家、 リン酸、カ リの肥料効果が期待でき

る。成分含有率 :N:1.8%,P205:2.8%,K20:82%。

千葉県農業総合研究センター提供。

5)牛ふん炭 (800° C処理,写真 4):牛ふん

を酸素のない還元状態において 800° Cで加

熱 し、炭化 させたもの。前述の効果が期待で

き る。 成 分 含 有 率 :N:0.6%,P20ダ 54%,

K20:120%。 千葉県農業総合研究センター提供。

6)も みがらくん炭 :も みがらを蒸 し焼きにした炭化物。

改良に用いられる。

4.無機質系土壌改良資材

1)ゼオライ ト (写真 5):凝灰岩に多く含まれ、

カ リウム、カルシウムやマグネシウムを含有

するアル ミナケイ酸塩鉱物を粉末にしたもの。

保肥力の改善、カ リウムやカルシウムなどの

肥料効果、 リン酸固定力の低下効果がある。

2)ベ ン トナイ ト :2:1型粘土鉱物であるスメ

クタイ トを主成分 とする粘土である。砂質土

水田の保水性増大や漏水防止に効果がある。

また、陽イオン交換容量が著 しく大きいので、

保肥力の改善が期待できる。

3)バー ミキュライ ト :主に外国産の加水雲母

類の原石を 600～ 1000℃で焼成 したものであ

り、軽量で保水性、通気性、保温性、保肥性

に優れた特性を持つ。園芸用培土として用い

られている。

4)パーライ ト (写真 6):真珠岩などガラス質

流紋岩類を粉砕後、高温で焼成発砲 させたも

のである。主に土壌の物理性改良のために用

いられ、透水性 。通気性が不良な粘質土や干

害を受けやすい砂質上の改良に効果がある。

5)ポ リエチ レンイ ミン系資材 :ア クリル酸 と

メタク リル酸ジメチルア ミノエチルの共重合物のマグネシウム塩 とポ リエチ レンイ ミンと

写真4 牛ら、ん炭 (8∞
°
C)

酸性上の改良、通気性や透水性の

写真 5 ゼオライ ト

写真 6 パーライ ト
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の複合体である。無色から淡黄色の粘ちゆう

な液体で水に可溶である。粘質上の土壌団粒   ‐

化促進効果にる透水性改善 と硝酸イオン溶脱

抑制に効果がある。              .
6)ポ リビニルアル コール系資材 :エ チレンと  '、

`

酢酸から作 られる酢酸 ビニルを重合、けん化  ・

して製造 される合成高分子系資材である。耐

水性団粒形成を促進 し、土壌侵食の防止や雨

水の有効利用に効果がある。

7)鉱 さい :鉄鉱石を原料に鉄の精錬時に排出

され鉄酸化物や酸化カルシウムなどの産出物

を粉砕 したもの。炉の種類により、平炉 さい、電炉 さい、転炉 さい (写真 7)な どに分け

られる。水 田に施用す ると、強還元による老朽化お よび硫化水素の発生 も抑えるとともに、

鉄分の添加 による根いたみを防止す る。 さらに、根 を健全にす るとともに、ケイ酸な どの

養分吸収によ り稲体が強化 され、倒伏防止、いもち病や ごまはがれ病な どの軽減にもつな

がる。

5.自給肥料

1)腐葉土 (写真 8):ケ ヤキ、クヌギ、ナラな

どの落葉樹やシイ、カシなどの常緑樹の落ち葉

を堆積 し、水分だけを調整 して作る普通たい肥

と水分調整のほか肥料分を加えて腐熟を早める

促成たい肥 とに分けられる。

2)草木灰 :草や木を燃焼 させた後の灰。カ リウ

ムや石灰分を含む肥料であるとともに、酸性矯

正の資材 として用いられる。

3)牛ふん堆肥 :牛ふん,も みがらを混合 して、

堆積・醗酵 させた堆肥。

6.農薬入 り肥料

1)除草剤入 り肥料 :商品名 :ユ クリース 10号

(写 真 9)。 肥料 成 分 :N:10%,P205:10%,

K20:10%。 含有農薬 :ク ロルフタリム (除 草剤 )

05%。 三菱化学アグリ製。

2)殺 虫斉l入 り肥料 :商 品名 :く みあいエムシ

ロン 042号 。肥料成分 :N:10%,P205:14%,

K20:12%。 含有農薬 :カ ルタップ (殺虫剤)04
%。 三菱化学アグリ製。

3)除草剤入 り肥料 :商品名 :ス ミショー ト21。

肥料成分 :N:10%,P205:10%,K20:10%。 含有
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農薬 :ウ エコナゾール P(植物生長調節剤 )0.012%。 住友化学工業製。

4)除草剤入 り肥料 :商品名 :エ ムマイテ ィ 6号。肥料成分 :N:15%,P205:4%,K20:15%。

含有農薬 :パ クロブ トラゾール (植物生長調節剤)0.06%。 三菱化学アグリ製。

5)農薬肥料 :石灰窒素。肥料成分 :N:20%,P205:0%,K20:0%。 含有農薬 :カ ル シウムシア

ナ ミ ド(殺 虫斉J,除草剤 )40%。 電気化学工業製。

参考文献

土壌保全調査事業全国協議会編 (2003)土壌改良と資材改訂第 2版 ,pl-581, 日本土壌協会

肥料協会新聞部編 (2007)肥料年鑑平成 19年版,pl…284,肥 料協会新聞部

門い合わせ先

農業環境インベントリーセンター長 谷山一郎

電話 :029-838-8351,E― ma■ :erosion@affrc.goJp
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土壊モノリス館

Soil Museuin

中井 信
*・

月ヽ原  洋
ホ。大倉利 明

*

NIlakoto Nakai,Hiroshi Obara alld Toshiaki Ohkura

lまじめに

土壌断面をそのままの姿で採取し、樹脂で裏打ちして固定 した標本を上壌モノリスと呼ぶ。

旧農業技術研究所 (農技研)の上壌第 3科で現在の形式の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 (農環研)に 引き継がれ 30年以上経過 した。当初は、日本の代表的な

土壌断面を収集することから始められてきたが、現在までに収集 された土壌モノリスは 162断

面を数え、他機関からの寄贈や、海外で収集 した土壌モノリスを加えると240断面以上になつ

ている。これ らの上壌断面標本は、国内外の土壌分類名の比較、土壌分類基準の検討などにあ

たつて、代表的土壌をほぼ網羅する基礎試料・データになる。

今 日では、このような土壌モノリスの収集は国内外を問わず行われるようになり、研究や教

育用資材 として様々な場所で活用されている。下の写真はタイ国の土地開発局 (バ ンコク)に

おける土壌モノリスの展示である。タイ国での土壌モノリス収集は、1980年代に東北タイで

行われた ЛCAプロジェク トに専門家 として派遣 された三土正則、井上恒久両氏が現地スタッ

フに教えた農技研・農環研式の上壌モノリス作成法によつて大きく発展 したと言われている。

現在では、両氏が教えた方法に加えて、彼 ら自身で様々な工夫を行い新 しいタイプの土壌モノ

リス (写真右)も 作成 。展示 している。

また、2008年 4月 には、長年の土壌モノリス収集・展示関係活動を評価 され、「土壌モノリ

スを活用した土の理解増進」として、文部科学大臣表彰科学技術賞 (理解増進部門)が、関係

者 5名 (浜崎忠雄氏 (現鹿児島大学 )、 大田健氏 (現 中央農研 )、 筆者 ら)に授与 された。農

環研の土壌モノリス収集に関係 された多くの方々に、報告と謝意を表する。

写真 タイ国土地開発局の土壌モノリス (写真提供、Somsak Sukchan氏 )

`農 業環境インベ ン トリーセ ンター

Natural Resources lnventory Center

イ ンベ ン トリー,第 7号 ,p21…28(2009)
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平成 19年度採取土壊モノリス

No  155

地点 :茨城県つくば市真瀬 フラックス測定水田

緯度 :36.054056  経度 :140.026972 測地系 :」GD2000

記載 日 :2007/03/22   天候 :日青

調査者 :大倉、戸上  調査の状態 :通常断面記載

母材 :沖積堆積物  標高 :8.3m

露岩 :な し

0～ 20 cm KAp)、 平坦判然、7.5Y4/2(野 外)、 糸根状斑鉄含む、石礫なし、亜角塊状構造、粘

着性弱、可塑性弱、細孔隙含む、小根富む及び細根富む、半乾、Fe 呈色なし、堅密度 6

20～ 40 cm伍 2)、 平坦明瞭、7.5Y3/2(野 外)、 糸根状 2.5Y4/4斑 紋含む、石礫なし、壁状構

造、粘着性弱、可塑性弱、細孔隙含む、細根富む及び小根含む、半湿、Fe 弱呈色、堅密

歴: 25

40～ 58 cm(Clg)、 平坦判然、10Y3/2(野外)、 管状 2.5Y4/4斑 紋富む、石礫なし、壁状構造、

粘着性弱、可塑性中、細孔隙富む、細根含む、半湿、Fe即時呈色、堅密度 17

58～ 95 cm(C2g)、 平坦漸変、10Y3/2(野外)、 管状 5Y4/2斑紋含む、石礫なし、壁状構造、

粘着性弱、可塑性中、細孔隙あり、細根あり、半湿、Fe即時鮮明、堅密度 14

95～ 127 cm(Gl)、 平坦画然、2.5GY3/1(野 外)、 管状 2.5Y3/3斑紋あり、石礫なし、壁状構

造、粘着性弱、可塑性中、細孔隙あり、細根あり、湿、Fe即時極鮮明、堅密度 13

127～ 150 cm(D、 7.5Y3/2(野 外)、 斑紋なし、石礫なし、壁状構造、粘着性弱、可塑性弱、

孔隙なし、根なし、湿、Fe即時鮮明、堅密度 11

―-22-一
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地点 :青森県黒石市 青森県農業試験場 堆肥連用試験 Tl(無肥料区)

緯度 :40.648278 経度 :140.580944測 地系 :世界測地系OGD2000)

記載 日 :2007/04/25 天候 :曇

調査者 :大倉  調査の状態 :

堆積様式 :運積成 水成 河成

傾斜 :方位 NNW、 区分 平坦

人為 :テ ラス造成  排水状態

通常断面記載

扇状地成  標高 :40m

:乾 田

露岩

備考

なし

堆肥連用試験圃場 無肥料区(T‐ 1)

0～ 15 cm KAp)、 平坦明瞭、2.5Y3/1(野 外)、 糸根状斑紋含む及び膜状斑紋あり、亜円小礫含

む、大亜角塊状構造、粘着性弱、可塑性弱、細孔隙あり、細根富む、半乾、堅密度 17

15～ 20 cm(A2)、 平坦明瞭、2.5Y3/2(野 外)、 糸根状斑紋含む及び膜状斑紋あり、亜円小礫含

む、中亜角塊状構造、粘着性弱、可塑性弱、細孔隙あり、細根含む、半乾、堅密度 21

20～ 32 cm(2Al、 平坦明瞭、10YR2/2(野外)、 点状斑紋あり、亜円小礫含む、中亜角塊状構造、

粘着性弱、可塑性弱、細孔隙あり、細根含む、半乾、堅密度 19

32～ 48 cm(3Al、 平坦明瞭、10YR2/1(野外)、 斑紋なし、亜円中礫含む、小亜角塊状構造、粘

―-23-―
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着性弱、可塑性弱、細孔隙含む、細根あり、半乾、堅密度 22

48～ 58 cm(4AC)、 波状明瞭、10YR4/4(野外)、 斑紋なし、亜円小礫富む、単粒状構造及びの

中、粘着性弱、可塑性弱、孔隙なし、根なし、半乾、堅密度 17、 備考 :レキ (中 、亜円、

含む )

58～ 72 cm(4Cl)、 平坦明瞭、10YR4/4(野外)、 斑紋なし、石礫なし、単粒状構造、粘着性弱、

可塑性弱、孔隙なし

72～ 86 cm(4C2)、 平坦明瞭、10YR4/6(野外)、 不定形結核あり、単粒状構造、粘着性弱、可

塑性弱、孔隙なし

86～ 100 cm(4C3)、 10YR5/4(野外)、 不定形斑紋あり、単粒状構造、粘着性弱、可塑性弱

No. 157

地点 :青森県黒石市 青森県農業試験場 堆肥連

用試験 T2(化学肥料区)

記載 日 :2007/04/25  天候 :雨

調査者 :大倉  調査の状態 :通常断面記載

備考 :調査前の天候曇

0～ 18 cm(Ap)、 平坦明瞭、25Y3/2(野外 )、 膜状

斑紋 あ り、亜 円小礫含む、大亜角塊状構造、粘着

性弱、可塑性弱、亀裂あ り、細根富む、堅密度 17

18～ 26 cm(A2)、 平坦明瞭、10YR2/3(野外 )、 膜

状斑紋含む、亜 円小礫含む、中亜角塊状構造、粘

着性弱、可塑性弱、亀裂あ り、細根含む、堅密度

21

26～ 34 cm(2A)、 平坦明瞭、10YR3/2(野外 )、 斑

紋な し、亜円小礫含む、小亜角塊状構造、粘着性

弱、可塑性弱、亀裂含む、細根あ り、堅密度 21

34～ 48 cm(3A)、 波状明瞭、10YR7/1(野外 )、 斑

紋な し、小礫含む、中亜角塊状構造、粘着性 中、

可塑性弱、孔隙な し、細根あ り、堅密度 18

48～ 60 cm(4AC)、 平坦明瞭、10YR2/3(野外 )、

斑紋な し、小礫含む、中亜角塊状構造、粘着性 中、

可塑性弱、孔隙な し、根な し、堅密度 17

60～ 80 cm(4Cl)、 平坦明瞭、10YR4/4(野外 )

80～ 100 cm(4C2)、 25Y5/3(野外 )

No. 158

地点 :青森県農業試験場 T15(堆 肥 2倍区)

記載 日 :2007/04/25  天候 :雨

調査者 :中井
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調査の状態 :通常断面記載

堆積様式 :運積成 水成 河成 段丘成

備考 :調査前の天候曇

0～ 20 cm、 平坦明瞭、10YR4/2(野外)、 糸根状斑

紋含む、中礫あり、中亜角児状構造、粘着性中、可

塑性中、細孔隙含む及び連続で垂直のベッド間に中

幅亀裂含む、細根富む、堅密度 17

20～ 28 cm、 平坦明瞭、10YR3/2(野外 )、 糸根状斑

紋すこぶる富む及び点状マンガン斑あり、中礫あり、

中亜角塊状構造、粘着性中、可塑性中、粘土被覆あ

り、細孔隙含む、細根あり、堅密度 24

28～ 36 cm、 平坦明瞭、7 5YR3/1(野 外)、 斑紋あり、

小礫富む、粘着性中、可塑性強、細孔隙含む、細根

あり、堅密度 18、 備考 :レキ (中 )含む

36～ 52 cm、 平坦明瞭、10YR1 7/1(野外)、 斑紋あ

り、小礫あり、中亜角塊状構造、粘着性中、可塑性

強、細孔隙含む、細根あり、堅密度 23、 備考 :れ

き (ガ 、ヽ中)あ り

52～ 69 cm、 平坦判然、7 5YR3/2(野 外 )、 斑紋なし、

大礫含む、単粒状構造、粘着性弱、可塑性弱、根な

し、堅密度 18、 備考 :レキ (小)も 富む

69～ 94 cm、 平坦判然、10YR4/3(野外)、 斑紋なし、

中礫含む、単粒状構造、粘着性弱、可塑性弱、根

なし、備考 :レキ (小 )も 富む

94～ 121 cln、 10YR6/3(野外)、 斑紋なし、小礫富

む、単粒状構造、粘着性弱、可塑性弱、根なし、

備考 :レキ (中 )も含む

No  159

地点 :青森県黒石市 青森県農業試験場

記載 日 :2007/04/25  天候 :雨

調査者 :中井  調査の状態 :通常断面記載

備考 :調査 日前曇  基準点調査無窒素区

0～ 16 cIIn、 平坦明瞭、10YR4/1(野外)、 不定形結

核含む、中亜角塊状構造、粘着性 中、可塑性 中、

根含む、堅密度 17

16～ 22 cm、 平坦明瞭、10YR3/2(野外 )、 糸根状斑

紋含む及び不定形斑紋含む、小礫含む、中亜角塊

状構造、粘着性中、可塑性中、根含む、堅密度 22

22～ 39 cm、 平坦漸変、10YR2/1(野外)、 小礫あり、
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中亜角塊状構造、粘着性中、可塑性中、細孔隙あり、

39～ 52 cm、 平坦明瞭、10YR3/3(野外)、 小礫富む、

性弱、細孔隙あり

52～ 94 cm、 10YR4/4(野外)、 小礫富む、単粒状構造

94～ 132 cm、 10YR6/2(野外 )、 小礫すこぶる富む、

備考 :レキ (中 )もすこぶる富む

No  160

地点 :青森県黒石市 青森県農業試験場

記載 日 :2007/04/26  天候 :曇

調査者 :中井  調査の状態 :通常断面記載

備考 :基準点調査対照区

0～ 16 cm、 平坦明瞭、10YR3/2(野外)、 膜状斑紋あ

り、小礫あり、中亜角塊状構造、粘着性中、可塑性

中、小孔隙あり、小根富む、堅密度 18

16～ 31 cm、 平坦漸変、10YR4/1(野外 )、 膜状斑紋含

む及び糸根状斑紋富む、小礫含む、中亜角塊状構造、

粘着性中、可塑性中、細孔隙含む、小根富む、堅密

度 24

31～ 43 cm、 平坦漸変、10YR7/1(野外)、 中礫あり、

中亜角塊状構造、粘着性中、可塑性強、細孔隙含む、

小根あり、堅密度 22

43～ 54 cm、 平坦明瞭、10YR5/2(野外)、 斑紋なし、

小礫あ り、極弱の中亜角塊状構造、粘着性中～強、

可塑性強、小孔隙含む、根あり、堅密度 21、 備考 :

土性 (LiC)  レキ (中 )も 有

54～ 79 cm、 平坦漸変、10YR6/3(野外)、 不定形斑紋

あり、亜円小礫富む、根なし、備考 :レ キ (中 )も

富む

79～ 124 cm、 25Y5/3(野外)、 不定形斑紋あり、軽石

腐朽中礫富む

No  161

地点 :青森県黒石市 青森県農業試験場

記載 日 :2007/04/26  天候 :曇時々小雨

調査者 :高 田  調査の状態 :通常断面記載

土地利用 :水 田

備考 :基準点調査推肥区

0～ 20 cm(Alp)、 平坦明瞭、10YR2/2(野外)、 糸状

斑紋含む及び膜状斑紋あ り、小礫あり、大亜角塊状

根あり、堅密度 23

極弱の中亜角塊状構造、粘着性弱、可塑
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構造、粘着性弱、可塑性弱、孔隙なし、細根含む、堅密度 19

20～ 26 cm(Ac2)、 平坦明瞭、10YR3/2(野外)、 膜状斑紋含む、小礫あり、中亜角塊状構造、

粘着性弱、可塑性弱、孔隙なし、細根含む、堅密度 21

26～ 41 cm(2A)、 平坦明瞭、10YR3/2(野外)、 糸状斑紋含む及び膜状斑紋あり、小礫含む、

中亜角塊状構造、粘着性弱、可塑性弱、亀裂あり、細根あり、堅密度 22

41～ 63 cm(3A)、 平坦明瞭、10YR1 2/1(野外)、 糸状斑紋あり、小礫あり、小屑粒状構造、粘

着性弱、可塑性中、亀裂含む、根なし、堅密度 19

63～ 80 cm(4cl)、 平坦明瞭、10yR3/4(野外)、 小亜角塊状構造

80～ 91 cm(4c2)、 平坦明瞭、10YR4/4(野外)、 富む

91～ 100 cm(4c3)、 10YR4/3(野外 )、 富む

地点 :東京都生活クラブ共同村 あきる野市戸倉

記載 日 :2007/07/13  天候 :雨のち曇 り

調査者 :大倉  調査の状態 :通常断面記載

人為 :不明

排水状態 :乾 田

0～ 15 cm(AP)、 平坦漸変、7 5YR3/2(野 外)、 斑紋なし、円小礫含む、屑粒状構造及びの亜角

塊状構造、粘着性弱、可塑性弱、被覆なし、亀裂含む、細根含む、半湿、Fe呈色なし、Al呈

色なし、堅密度 13

ぜοθ7 7声

務銅梅
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15～ 26 cm(A2)、 平坦明瞭、7.5YR3/2(野 外)、 斑紋なし、円小礫含む、屑粒状構造及びの亜

角塊状構造、粘着性弱、可塑性弱、被覆なし、亀裂含む、細根含む、半湿、Fe 呈色なし、Al

呈色なし、堅密度 12

26～ 40 cm(BW)、 7.5YR3/4(野 外)、 斑紋なし、亜角小礫含む、亜角塊状構造、粘着性弱、可

塑性弱、被覆なし、亀裂含む、細根あり、半湿、Fc呈色なし、Al呈色なし、堅密度 20

40～ 68 cm(BC)、 7 5YR3/4(野外 )、 斑紋なし、亜円巨礫含む、亜角塊状構造、粘着性弱、可

塑性弱、被覆なし、亀裂含む、根なし、半湿、Fe呈色なし、血 呈色なし、堅密度 19

問い合わせ先

農業環境インベン トリーセンター 中井 信

電話 :029-838¨ 8353,E…m江1:nakaimkt@affrc.gojp
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NIAES Collection Series 4i Coleoptera

吉武  啓
十
・ 中谷至伸 '・ 吉松慎 一

ネ

IIiraku Yoshitake,Yukinobu Nakatani and Shin… ichi Yoshiinatsu

l.は じめに

農業環境技術研究所昆虫標本館には、既に本誌第 1号 (安 田,2002)お よび第 3～ 6号 (安

田ほか,2004、 中谷ほか,2005、 吉松ほか,2006、 吉松ほか,2007)に おいて紹介されたように、

農業生態系に生息する種を中心に 120万点を越える昆虫標本が保管されてお り、その中には、

多数の甲虫類 (コ ウチユウロ)の標本が含まれている。本稿では、標本シリーズ第 4回 として

昆虫標本館所蔵の甲虫標本コレクションの概要を紹介 した上で、今後の標本管理に関する展望

を述べたい。

2.昆虫標本館所蔵の甲虫標本コレクションの概要

当館には、24万点以上の甲虫標本が収蔵 されている (図 1)。 その中には 237点 以上のタイ

プ標本が含まれ、大部分の標本情報がデータベース化および一般公開されている (中 谷ほか
,

2003;http:〃 cse niacs affrc gojp/nakatany/inssys/coloolst htm)。 上科または科 レベルで整理 された主

要分類群毎の標本点数の内訳は表 1に示 した通 りであり、多くの農林業害虫を含む植食性甲虫

(タ マムシ科、カミキリ科、ハムシ科、ゾウムシ上科)や環境指標性の高いオサムシ科甲虫の

占める割合が大きいことが特色である。また、当館の甲虫標本コレクションを構成する主要コ

レクションとその標本数を表 2に示 した。以下、各コレクションの概要を述べる。

表 1 主要分類群の標本点数

(整理済み標本のみ )

表 2 主要コレクションとその標本

標本点数 コレクション名 標本点数

ハンミョウ科

オサムシ科

ハネカクシ科

クヮガタムシ科

コガネムシ科

タマムシ科

コメツキムシ科

カミキリムシ科

ハムシ科

ゾウムシ上科

土生泄申コレクション

田中和夫コレクション

野淵輝コレクション

藤村俊彦コレクション

湯浅啓温コレクション

桑山覚コレクション

1,502

46,489

3,872

3,313

15,619

1,741

3,847

28,030

14,934

30,313

23,786

13,864

20,107

27,759

12,355

2,022

図 1 甲虫標本コレクシヨン

の収蔵状況

=農
業環境インベ ン トリーセ ンター

Natural Resources lnventory Center

イ ンベ ン トリー,第 7号 ,p29-32(2009)
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1)土生コレクシ ョン

当館 の前身 に当た る農業技術研 究所昆 虫

同定分類研 究室の主任研究官 であった故・

土生剰 申 (は ぶ あきのぶ)氏 の標本 コ レ

クシ ョンである (図 2)。 オサムシ科 甲虫が

中心であ り、ホロタイプ 187点 をは じめ、同

氏 による 日本産 ゴ ミムシ類 の分類学的研 究

(Habu,1967,1973,1978な ど)の証拠標本が

含 まれ てい る。 その学術的価値 の高 さか ら

2004年以降優先的に本 コレクシ ョンのデー

タベー ス化 を進 めた結果、 これ までに画像

を除 く標本情報のデー タベー ス化 がほぼ完

了 した (22,699件 )。

図 2 土生コレクションの一部 (ナ ガゴミムシ類 )

2)田 中 コ レク シ ョン

U S Anny NIledical Labo厳 ow,PaciiCの 元 Elltomologistで あり、力とゴミムシの研究者 として

著名な田中和夫 (た なか かずお)氏から寄贈 されたオサムシ科甲虫のコレクションであり、

日本産ゴミムシ類のホロタイプ 24点 をはじめとする学術的価値の高い標本が多数含まれてい

る。現時点での総数は 13,864点 だが、ご本人による整理が終わった標本を 2003年から順次受

け入れてお り、今後も相当数の標本が追加 される予定である。前述の土生コレクションと共に、

我が国におけるゴミムシ研究に欠 くことのできない重要なコレクションである。 これまでに

1,169件の標本情報のデータベース化が完了している。

3)野淵コレクション

農林省林業試験場保護部昆虫第二研究室長

であつた故・野淵輝 (の ぶち あきら)氏 に

よつて収集 されたキクイムシ科 とナガキクイ

ムシ科を中心とする標本コレクションであり、

50点 のタイプ標本が含まれる (図 3)。 1991年

に同試験場の後身である森林総合研究所か ら

当館に移管 された。木材害虫が数多 く含まれ

る両科のコレクシ ョンとしては世界有数の規

模であ り、森林資源管理や植物防疫上の重要

性が非常に高いため、近年は本 コレクシ ョン

のデータベース化を優先的に進めている。 こ

れまで 6,000点 分のデータ入力を終えている。

4)藤村コレクション

沖縄県石垣島在住の昆虫研究家である藤村俊彦 (ふ じむら としひこ)氏から 1997年 に寄

贈 されたコレクションである。国内外から収集 された多数の甲虫標本が分類群を問わず含まれ

図3 フクギノコキクイムシのタイプ標本
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ているが、とくに多くの樹木害虫を含むカミキリムシ類

のコレクシ ョンが充実 してお り、ヒ トオビチビカ ミキリ

ジb″ ν″ルSθノα″ Fttimuraの ホロタイプや、世界に数頭 し

か標本のない稀種 Mcg"′ s′θ解′ηα′
's(Gahan)(図

4)の標

本など学術的に貴重な標本が数多く含まれている。

5)湯浅コレクション

農林省農事試験場害虫部長、農業技術研究所総務部長

(病理昆虫部昆虫科防除第 2研究室長 と併任)を歴任 さ

れた故・湯浅啓温 (ゆ あさ ひろはる)氏の標本コレク

ションである。主 として農業害虫の標本で構成 されてお

り、応用昆虫学分野において利用価値の高い貴重な資料

となつている。 とくに、同氏が研究対象 とされていたハ

ムシ科やタマムシ科を中心 とする甲虫コレクションが充

実している。

6)桑山コレクション

農林省北海道農業試験場長を務められた故・桑山覚 (く

わやま さとる)氏 の標本コレクションである。 1989年

に同試験場から当館に移管 された。同氏は 「南千島昆虫

誌」 (桑 山, 1967)の著者 として著名な方であり、同誌に

掲載 された昆虫類の記録の証拠 となる南千島産甲虫類の

標本 2,000点 余 りが含まれる (図 5)。 戦後、日本人研究者

が南千島において学術調査を行 うことは極めて困難にな

つたため、当地の昆虫相を知る上で大変貴重な資料 と言

える。これまでに全体の約半数に当たる 1,000点 について、

画像を含む標本情報のデータベース化が終了している。

3.今後の標本管理について

全体的に見ると、当館の甲虫標本コレクシ ョンは、鱗

翅類や半翅類などのコレクシ ョンよりも整理が遅れてい

ると言わざるを得ず、 ロレベルでの類別が済んでいない

標本 も相当数あるため、コレクシ ョンの規模 を正確に把 図5 色丹島産オオゴボウゾウムシ

握することす ら困難であるのが現状である。このような未整理標本を一次資料 として有効に活

用するためには、上科や科、亜科など高次分類群レベルでのソーティング (仕分け)作業を何

よりもまず進める必要がある。また、大まかなソーティングの済んだコレクションは、さらに

族や属、種 と同定精度を高めることで、データベース化が可能な状態にしなければならない。

しかし、下位カテゴリーまでの同定作業には多大な労力と時間を要するため、短期的には、対

象群を限定した上でその整理に重点的に取 り組むのが現実的である。当館の甲虫標本コレクシ

ョンの中では、多くの農林業害虫や生物的防除資材を含む植食性甲虫や環境指標性の高いオサ

図4農 環研所蔵の胎♂″/S′θ″ノ/7a//S

♂の標本
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ムシ科の優先順位がとくに高いと考えている。一方、最も重要な参照標本であるホロタイプは

もとより、上述の主要コレクションのような整理済みの標本については、これまで同様に学術

的価値の高いものから逐次データベース化 と一般公開を進めて行 くことで、当館所蔵の標本情

報の利用促進を図つて行 く予定である。また、多方面からの同定依頼に迅速に対応可能にする

ため、専門家によつて正確に同定された甲虫標本を交換や寄贈などを通 じて積極的に入手する

ことにより、同定作業の効率化に資する参照標本コレクションを充実させたいと考えている。

4.謝辞

本稿を草するにあた り、服部伊楚子氏 (調布市)、 松村雄氏 (那須塩原市 )、 安田耕司氏、

宮崎昌久氏、井澤員知子氏 (農業環境技術研究所 )、 小西和彦氏 (北海道農業研究センター)、

前原一慶氏、中西洋介氏 (筑波大学)に種々ご協力いただいた。末筆ながら記 して感謝の意を

表 したい。
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微生物標本館への2007年度標本追加

Additional Specilncns to the]ν licroorganislll Museum in 2007

小板橋基夫
*・

吉 田重信
*・

封馬誠也
*

ィゝlotoo Koitabashi,Shigenobu Yoshida and Seiya Tsushilna

1.微生物標本館とは

農業環境技術研究所農業環境インベン トリーセンターに所属する微生物標本館には、多くの

研究者から寄託 された微生物タイプ標本が NIAES番 号を付けて保管されている。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

く葉標本など約 7,000点 を、標本室内で安定的に保管 している。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。その収集は現在も続いてお り、

2007年度に新たに収蔵 した標本について紹介する。

2.微生物さく葉標本

当標本館では基準標本の他に約 7,000点 の微生物乾燥標本を保管 してお り、2007年 について

も標本を追加保存 した。長野県上田市菅平高原でカバノキ科、ウルシ科などの木本やキク科、

オオバコ科などの草本類に寄生するうどんこ病菌の収集を行い、押 し葉 として乾燥 した状態で

保管 した。 うどんこ病菌は近年分類体系が大幅に変更されたため (高松, 2002)、 今回保存 さ

れたシラカンバ うどんこ病菌Zηs″力θわθ′ν力′αU.Braun&S.Tよ amatsuや ウルシうどんこ病

菌 Jνs″力θツθ
“
た権″θ (Henn.)U.Braun&S.Talcalllttsuな どは新学名で保存された貴重な標

本 といえる。

表 1 追加さく葉標本の詳細情報

標本番号 病原菌学名 寄主植物   採集者 採集日 採集地

1491001 Jッs″力θ bθ′ノ′′α

1491002ガリs´力θツクJ9Jσ′ηθ

1491003 6)′グ′ν777 bα′Sα 7PP′4αθ

1491004 POabiψ ヵαθ″α ′οル7gおθ′α

1491005JッS″みθ′ν′訪″

1491006 JッS″力θブレgiα〃′S

1491007 ∬りIs″力θ″′θ777な′αθ

1491008 Sallα daθα ′ν′
`ざ

4θ′

1491009どηs″みθ Sy冴励

1491010 Eη s″力θた雰α4οブ、Ztt zθ′わw“

シラカンバ

ウルシ

キツリフネ

ウワミズザクラ

ミズキ

オニグルミ

ヨモギ

イタヤカエデ

オオバコ

ケヤキ

コムギ

小板橋基夫

小板橋基夫

小板橋基夫

小板橋基夫

小板橋基夫

小板橋基夫

小板橋基夫

小板橋基夫

小板橋基夫

小板橋基夫

小板橋基夫

長野県小県郡真田町

長野県小県郡真田町

長野県小県郡真田町

長野県小県郡真田町

長野県小県郡真田町

長野県小県郡真田町

長野県小県郡真田町

長野県小県郡真田町

長野県小県郡真田町

茨城県つ くば市

茨城県つ くば市

2005。 9.29

2005。 9.29

2005.9.29

2005.9.29

2005.9.29

2005.9.29

2005.9.29

2005.9.29

2005.9.29

2005.11.3

2006.6.221491011 Blumeria graminls f. sp. tritici

*生
物生態機能研究領域

En、/ironmental Biof■ lnction Division

イ ンベ ン トリー,第 7号 ,p33-35(2009)
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図 1 ミズキうどんこ病菌のさく葉標本    図2 ミズキうどんこ病菌の子のう殻 (バーは50μ m)

今までに標本館 に収蔵 された標本は、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 Lagerllcim

氏や SydOw氏 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、広 く一般に利用可能にす るために 2001年度 に Web上 で公開 し、 さらに 2006年度 にはポ

ス トグレSQLな ど用いた高速検索システムを構築し、2006年 9月 の公開から2008年 8月 まで

に約 1,500回 のアクセスがカウン トされた。

3.ジーンバンク登録菌株の標本化

農業環境インベン トリーセンターでは、農林水産省のジーンバンク事業のサブバンクとして

微生物遺伝資源の探索収集、評価、保存、配布等の活動を行つている。2007年に収集 した 15

菌株の植物病原菌の培養菌体の乾燥標本を作成 した。 この中には、 トマ トの新病害緑かび病

の病原体 である P"ノεノ′′′ν″ 釘αノたν″ や 沖縄 で採集 されたニガ ウリに褐斑症状 をお こす

Cθκθψθ″ θ″′ν〃″αなどの標本が含まれている (表 1、 図 3)。

表1 2007年に追加された微生物標本

登録番号 提供者番号      菌種 分離源等 寄託者

図 2 ミズキうどんこ病菌の子のう殻 (バーは50μ m)

Ⅳ岬

306709  Bl‐ 35-2

306710  Bl‐ 35‐ 3

30671l   Bl‐ 35‐4

306712  Bl‐ 35‐5

306713  0SHl
306714  0SH2

306715   0SH3
306716  0SH4

306717   CcN l
306718  PaNl l
306719  PhGl
306720   CoKl
306721  DoKl
306722 ApUl
306723   PoTl

バナナ
ニガウリ
アスパラガス

タマネギ

キュウリ

イチゴ

ネギ

トマ ト

吉田重信

吉田重信

吉田重信

吉田重信

吉田重信

吉田重信

吉田重信

吉田重信

小板橋基夫

小板橋基夫

小板橋基夫

小板橋基夫

小板橋基夫

小板橋基夫

小板橋基夫

Penicillium geastrivottts ty'" 4 +
Penicillium geastrivonts tY< 4 +
Penicillium geastrivonts tY< 4 +
Penicillium geastrivonts r/Y-? 4 +
Sclerotinia sclerotiorum V, 7
.Fu s ari um oxysp or um f . sp. m om or dicae

=/J't
Matophomina phaseolina tY-? 4 +
Fu s ari um oxysporum f. sp. cu b enffi

Ceraspora citrullina
Phomopsis asparag'i
Pleospora herbatam
ColI et otri ch um or bi cul are
Ibndrophoma obscutans
Alternaria porri
Penicillium oxalicum
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研究標本館 :微生物標本館への 2007年度標本追加

図 3 ジーンバンク登録菌株の菌叢 (一部 )

左から 306709, 306713, 306714, 306715, 306716, 306717, 306718

参考文献
高松進 (2002)う どんこ病菌の分子系統と新しい分類体系,植物防疫,56,229-237.

問い合わせ先

生物生態機能研究領域 小板橋基夫

電話 :029‐ 838‐ 8355,E¨m」1:koita@af■ c.go」 p
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Web公開情報 (2008年 3月 31日 現在)

名  称 ■IRL 備  考

土壌モノリスデータベー

ス

土壌モノリス作成法改訂

版

土壌保全調査事業等優良

成果

土性図 目録

農耕地上壌分類 (第二次

改訂版 )

農耕地上壌分類 (第二次

改訂版)英語版

http : //www. niaes. affrc. go jp/inventry/soil/monolith/index.htm

http : //www.niaes. affrc. go jp/inventry/soil/

Document/method.pdf

http : //www.niaes. affrc. go jplinventry/soil/

TElTENsokuho/index.html

http : /iwww. niaes. affrc. go jplinventry/soil/Document/

Fesca.pdf

http : /iwww. ni ae s. af frc . go j p/inventry/s o 1l I lab or atory I
Informations.html

http : /iwww. niaes. affrc. go jplinventry/soil/Document/

Classification.pdf

一部公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

農環研標本館所蔵タイプ

標本データベース

三橋 ノー ト画像データベ

ース

日本産オオアブラムシ属

のチェック リス ト及び種

の検索表

日本産ヒョウタンカス

カメ族の図説検索

マメハモグリバエ寄生蜂

の図解検索

http : i/www. niaes. affrc. go jplinventry/insect/inssys/typelst.htm

http : i/www. niae s. affrc. go jplinventry/in sectiinssys/

m_noteO1.html

http : //www. niae s. affrc. go jplinventry/in s ect/key_c inar al main.ht

m

http : //www.niaes. affrc. go jplinventry/insect/illust_keysi

pil ophorini/key_pil ophoriniO 1 .html

http : //c se. cryo. affrc . go j p/koni shi/m ain.htm

一部公開

一部公開

一般公開

一般公開

一般公開

微生物イ ンベ ン

(772たrOFo″εθ)

リー

農業環境技術研究所所蔵

微生物 さく葉標本 目録

http : //www.niaes. affrc. go jplinventry/microorg/index.html

http : /iwww. niaes. affrc. go jplinventry/microorg/specimen/

index.html

一般公開

一般公開
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付録 :Web公開情報

名  称 L「RL 備  考

日本野生植物寄生・共生

菌類 目録 (日 本語版 )

同 (英語版 )

日本産糸状菌類図鑑 (日

本語版 )

同 (英語版 )

http . iiwww.niaes. affrc. go.j p/inventry/microorg/mokuroku/

mokuroku.html

http : /iwww. ni ae s. affrc . go .j p/inventry/mi cr o or gl engl

mokuroku-e.html

http : //www.niaes. affrc. go.j p/inventry/microorg/mokurokui

zukan.html

http : i/www. ni ae s. af frc . go .j p/inventry/m i cro org/en gl ztkan- e .ht

ml

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

農業環境用語事典

農業環境モニタリングマ

ニュアル

植物の金属元素含量に関

するデータ集録

土壌線虫画像データベー

ス ;属 レベル簡易同定の

ための形質一覧表

栽培歴データベース

エコシステムデータベー

ス (英語版 )

アジア・太平洋外来生物

データベース (APASD)

(英語版 )

外来植物図鑑 (国 が特定

外来生物、要注意外来生

物に指定 した植物 )

自然植生の純一次生産力

と農業気候資源の分布

http : i/www.niaes. affrc. go.j p/inventry/center/glossary/index.html

http : //www. n i ae s . affr c . g o j p/inv entry/c e nter I mmanu aI I

index.html

http : /iwww. ni ae s. affrc . go j p/inventry/c enterihvym etal/

index.html

http : //www.niaes. affrc. go.jp/inventory/nemapics/

http: I I dccw. dc. affrc go j p/

http : I I ecomdb. niae s. affrc. go.j p/

http'. I I ap asd-ni ae s. dc . affrc. go j p/

http : //www. niaes. affrc. go jplproj ectlplant_alien/book.html

http : //www. ni ae s. affrc . go j p/to pic s I g7 I clmre s . html

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開
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NRICセ ミナ ー 講 演 要 旨

第 1回  5月 16日

1)農耕地土壌分類第3次案による土壌図編集

Revising soil maps using the third approxilnation of the classincation of cultivated soils in Japan

井上 恒久

既往の全国の土壌図は、農耕地土壌分類 2次案に従って作成 されているが、調査地点の土壌

分類 を 2次案→ 3次案 に読み替 える作業 を GISを 利用す ることによ り迅速かつ精確 に行 うこ

とを試み る。

2)農耕地における窒素流出 リスクの評価法の開発一窒素流出量の算定方法の検討一

Development of the evaluatiOn techniqlle for the nilヒ ogen outflow risk of agricultural land in Japan

…]Development alld validation of the numerical inodel―

遠藤 明

「農耕地の過剰窒素は農地系外にどの程度流出するか ?」 とい うことを知るためには、農耕

地の窒素収支、土壌・気象条件等から1年間の窒素流出量を算定することが必要である。そこ

で、今回、有限要素法汎用ソルバーを用いた窒素流出量算定数値モデルを開発 し、キャピラリ

ーライシメータ試験結果を用いてモデルの検証を行った。採水量と硝酸態窒素濃度に対応する

相関係数がそれぞれ高い数値を示 していたことから、モデルの精度は良好 と評価 した。

第 2回  6月 20日

1)農耕地土壌の炭素量の変動

Soil organic carbon of arable soils in Japan

中井 信

1979年 か ら 2002年までの、 日本の農耕地土壌 中の炭素含量の変動の解析経過 を報告す る。

データの整備が不完全なため途中経過であるが、土壌炭素の変動、投与資材や土壌管理 との関

係 を調べた結果である。

2)土地利用の変動か ら環境について考える

Environment affected by land use change

神 山 和貝J

農業活動の変化に ともなつて土地利用 も変動する。過去の地図を基に長期的な土地利用の変

動を調べ、色々な環境に及ぼ した影響 を評価 した結果 を報告す る。
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付録 :NRICセ ミナー講演要旨

第 3回 7月 18日

1)カ ザ フスタン北部における土壌有機炭素収支の時空間変動解析 と持続的農業の確立に関す

る研究

Allalysis of spatial and tcmporal variation of soil organic carbon budget and its application to

sustainable agriculture in northern Kazakhstan

高田 裕介

カザフスタン北部穀作地帯において、土壌有機物 (SOM)資 源の減耗が問題 となつている。

本研究では、州域での SOM資源の地図化手法の確立、土壌有機炭素 (SOC)動態のモデル化、SOC

収支の時空間変動解析を地理情報システム上で行い、SOM減耗を抑制するための輪作体系の

提言を行つた。SOC収支の時空間変動解析の結果、休閑を含む輪作体系で SOMの減耗が予測

され、休閑頻度の増加 と共に SOMの減耗が増加すると示唆された。本地域において SOMの

減耗を抑制する輪作体系として、休閑の排除、または採草地の導入が推奨された。

2)国際集会参加報告 (国 際影響評価学会 (IAIA))

Consequencc alld fllture perspcctive of development a natural resourcesinvcntow and its utilization

―a pragmatic implication of IAIA07 Thcme Fomm

大倉 利明

6月 ソウル (韓国)にて開催 された IAIA大会に参加 した。 さらに、天然資源インベン トリ

ー情報の利活用 とい うテーマでフォーラムの座長を務めたので、その概要を報告する。

第 4回  9月 21日

1)家畜ふん尿堆肥の成分の経年変化 と家畜ふん尿堆肥作成時の窒素揮散量の再計算

Recent trcnd of nutrient ingrcdients in livcstOck manure and rccalculation of nitrogen volatilization

rate during composting of livestock excreta

三島 慎一郎

家畜ふん尿堆肥は、近年乾燥化が進み、肥料成分含有率が上昇傾向にあると言われている。

しか しそのよ うな比較は、ほ とん どの場合 10年程前の前回調査 との比較によるものであつた。

そこで今回、家畜ふん尿堆肥の採集年のわかっている文献 を収集 し、ま とめる事で、近年の家

畜ふん尿堆肥の含水率、肥料成分含有率に経年変化があるか どうかを調べた。また求められた

結果 より、排泄 される糞尿の堆肥化過程で揮散す る窒素量を再計算 した。

2)土壌の特性 と農薬の動態

Rclationship bct、 ″ccn soil propertics and environmental fatc of pesticides

稲生 圭哉

農耕地等で使用 された農薬成分の大部分は土壌表面に達 し、土壌中でしだいに分解 し消失す

るが、その一部が河川などの水系に移行することによる環境 リスクが懸念 されている。農薬の

土壌残留量や圃場外の移行・拡散量は、農薬の物理化学的性状のみならず土壌の特性によつて

も大きく影響を受ける。そこで、土壌の物理性・化学性が農薬の土壌吸着性や移動性に及ぼす

影響について解説 し、土壌インベン トリーを有効に活用 した農薬の動態予測の取 り組みについ

―-39-―



インベン トリー 第 7号  (2009)

て紹介する。

第 5回  10月 17日

1)カ ス ミカメムシ科の分類学的研究における近年の知見

Recent kllowledge On taxonomy of the falnily Miridac(Hetcroptera)

中谷 至伸

カス ミカメムシ科はカメムシ類 (半翅 目異翅亜 目)の 中で最大の科であ り、 日本か らは 400

種あま り、世界中では 2万種以上存在す るであろ うといわれている。演者 はこれまで 日本国内

を中心にカス ミカメムシ科について分類学的研究を行 ってきたが、近年い くつかの知見をえら

れたので、これについて報告す る。

2)長崎県で最近問題 となっている病害虫について

Recent insect pest in Nagasaki prefecture

山田 将樹 (長崎県病害虫防除所 )

演者は、9月 から 11月 まで、農業環境インベン トリセンターの昆虫標本館で昆虫の分類に

ついて研修を受けている。本セ ミナーでは、長崎県病害虫防除所の業務内容 と現在長崎県内で

問題 となつている病害虫について紹介する。

第 6回  11月 21日

1)昆虫の分類 と新たな害虫の発見

Insect taxonomy and the discove7 of ne、 v inscct pests

吉松 慎一

世界や 日本の昆虫分類学の現状を最初にお話 したい。新 しい作物 を導入す ることや新たな栽

培法を適用す ることな どで新たな害虫が発生す ることがある。 日本の害虫には どのよ うなグル

ープのものが多いのかを紹介 し, さらに最近 どうい う種類の新害虫が どうい う原因で増 えてい

るのかを考えてみたい。

2)転換畑での大豆生産における土壌障害 (土壌クラス ト、湿性など)に ついて

Soil restrictiOns,i.e.sOil crust,aquic condition,On soybean production in paddy fields

小原 洋

転換畑の大豆作では、出芽不良、湿害な どが収量や品質の低下要因の一部 としてあげ られて

いる。北陸研究センター在籍中、出芽阻害要因の一つ として注 目されている土壌 クラス トにつ

いて、人工降雨で生成 したクラス トの性質 と土壌の性質 (一般理化学性、粘土鉱物)の 関係 を

調べた。また、上越地域での大豆品質 (し わ粒)と 土壌の性質の関係、大豆の根 とグライ層の

関係 な どを検討 した。今回のゼ ミでは、これ らの概要について紹介す る。
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付録 :NRICセ ミナー講演要旨

第 7回  12月 10日

1)電子国土Webシ ステムによるインベン トリー情報の発信 と共有

Translllission and sharing of inventory infomation by CybcrJapan Web system

上 田 義治

地理情報の発信 と共有を推進す るために国土地理院が作成提供 している電子国土 Webシ ス

テムの概要 と、これを利用 した農業環境インベ ン トリー情報の発信の試みを紹介す る。

2)土壌情報の社会的利用

■Itilization of Soil lnfomation except lor Agriculture

谷 山 一郎

土壌情報が、地球温暖化対策、環境アセスメン ト、リスク指標、生物多様性指標や農業環境

支払制度などにどのように使われているかを概説 し、問題点と今後の研究の必要性を指摘する。

第 8回  3月 26日

農耕地の様々な種類の上壌調査・土壌図作成に関 つてきて

Several kinds of soil sun/cys in scales and mapping of thc soils

井上 恒久

農技研→九州農試→豊橋指定試験→農環研 と勤めてきて、その間に関った様 々な種類の土壌

調査 と作成 した土壌図について概説す る。
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難:録

テーマ

共 催

日 時

場 所

参加者

名 )

研修会 :土壌調査法現地研修会

圃場管理の違いが低地水田土壌に及ぼす影響 と土壌調査法

(独)農業環境技術研究所、土壌保全調査事業全国協議会、 (財)日 本土壌協会、

新潟県農業総合試験場

平成 19年度 10月 4日 (木 )～ 5日 (金 )

新潟県長岡市内

42名 (大 学 1名 、独法 2名 、都道府県農業試験場 36名 、土壌協会 2名 、北陸農政局

程日

　

１ 0月 4日 (1日 目)

土壌断面調査法現地研修 (長岡市内水田 2圃場 )

講師 :(独 )農業環境技術研究所農業環境インベ ン トリーセ ンター  大倉利明 。中井 信

10月 5日 (2日 目)

関連情報研修 (新潟農総研会議室 )

① 低地水田土壌の生成と土壌管理

② 暗渠施工の有無が圃場からのメタン発生に及ぼす影響

③ 中越大震災における被害状況と対策技術

④ 水稲と大豆における緩効性肥料の地力窒素代替効果

中井 信 (農 環研 )

自鳥 豊 (新潟農総研 )

本間利光 (新潟農総研 )

高橋龍彦 (新潟大学)

備考 :本年の研修断面は暗渠排水の効果が明瞭に現れてお り、低地土壌の特性を説明するのに

最適な土壌であった。次年度は岡山県で開催する予定である。

土壌断面調査法の現地研修 関連情報研修
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(2)そ の他の論文等

研究成果の発表

(1)査読論文

表  題 著  者 発表誌名

(出 版元 )

巻

(号 )

頁 発行

年月

三重県の茶園にお ける非ア ロ

フェン質黒ボク土お よび黄色

上の生産力特性

安田典夫,出 岡裕哉 ,中

井信

ペ ドロジス ト
つ
乙
　
　
■
１

2007.

6

耕作放棄地の分布 と潜在生産

力 の推定

佐 々木 寛幸 , 神 山和則 ラ

松浦庄 司

日本草地学会誌 53

(3)

189-

194

2007

10

Simulation model of pesticide

fate and transport in paddy

environment for ecological risk

assessment and management

Keiya Inao,

HirozumiWatanabe,

Dimitrios G. Kaprouzas,

Ettore Capri

Japan

Agricultural

Research

Quarterly

42

(1)

‐３
．
　

２‐

2008.

1

ダイズ子実の縮緬 じわ発生に

及ぼす切葉、摘末処理の影響

関口哲生,小原洋,新良

力也,亀川健一, 田渕公

清

日本土壌肥料学

雑誌

79

(1)

81-

85

2008.

2

家畜ふん堆肥 と化学肥料を併

用 したキャベツ栽培試験圃場

における硝酸態窒素の現存量

評価

庄司正っ塚本雅俊,神 山

和則っ中井信,大倉利明,

鹿沼信行っ戸上和樹っ加

部武,畠 山雅直ラ高橋朋

子,山 田正幸,小柴守

群馬県農業技術

セ ンター研究報

告

4 ３
［
　

４

2007.

4

Relationship between nitrogen

and phosphate surplus from

agricultural production and river

water quality in two types of

production structure

Shinichiro Mishima.

Satoru Taniguchi,

Kazunori Kohyama,

Mitsuo Komada

Soil Science and

Plant Nutrition

53

(4)

318-

327

2007.

8

凍結融解過程におけるケイ酸

の動態解析‐高速液体 クロマ

トグラフィーによる検討‐

駒 田充生,谷 口悟っ板橋

直,三島慎一郎

日本土壌肥料学

雑誌

78

(3)

313-

315

2007.

6

表  題 著  者 表誌名

(出 版元 )

巻

(号 )

頁 発行

年月

EUの 上壌 の実態 と農業 谷 山一郎 農業技術体系

土壌編追録

(農文協 )

16-2 2007.

4
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表  題 著 者 表誌名

(出 版元 )

巻

(号 )

頁 発行

年月

肥料・煙害展示室 谷 山一郎 イ ンベ ン トリー 6 38…

39

2007.

12

NRS土 壌 図 と土壌調査・土

壌図資料の Web公 開

中井信 イ ンベ ン トリー 6 17-

18

2007

12

土壌モノリス館 中井信ラ大倉利明ラ戸上

和樹

イ ンベ ン トリー 6 ２６
］

３７

2007.

12

渥美半島地域を対象 とした農

耕地土壌分類第 3次改訂版に

基づ くデジタル農耕地土壌図

の作成

井上恒久,中 井信 研究成果情報

(農環研 )

24 ２２
．
　

２３

2008.

3

lkmメ ッシュ作物別栽培面積

データベース

神 山和貝J インベ ン トリー 6 14…

16

2007.

12

「農業環境 リスク指標」研究

とイ ンベ ン トリー

ネ申山和貝J イ ンベ ン トリー 6 2007.

12

北海道農業研究センターから

譲渡 された土壌試料

神山和則,大倉利明 イ ンベ ン トリー 6 ‐９
［

　

２‐

2007

12

水質環境への影響の評価 神 山和則 家畜排せつ物利

活用方策評価検

討システム構築

事業報告書

213…

219

2008.

3

lknlメ ッシュ単位で推定 した

農業統計のデータベース化

神山和貝J 研究成果情報

(農環研 )

24 42-

43

2008

3

米国の土壌保全調査政策 大倉利明 ペ ドロジス ト 51

(2)

137-

140

2007.

6

Q12大 豆の出芽・苗立ちに影

響す る土壌の特性 (ク ラス ト)

とその対策 は ?,収 量・品質

の向上 と安定生産のための大

里づ くり

小原 洋 Q&A―大豆 300A

技術を導入 した

大豆生産に向け

て―

(農研機構 )

29-

30

2007.

3

2006年新 潟 県上越 地域 の大

豆品質 (し わ粒 )と 圃場・土

壌条件 の関係

小原洋,関 口哲生,大野

智史

新潟アグノロミ 43 ５２
¨

　

５９

2007.

12

作物被害を引き起 こす新たな

害虫

吉松慎一 農業技術 62

(10)

442‐

446

2007.

10

ギンスジアカヤガの 日本か ら

2頭 目の記録 と雌雄交尾

器形態

吉松慎一 蛾類通信 245 365-

366

2007

インベン トリー 第 7号  (2009)
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付録 :研究成果の発表

表  題 著 者 発表誌名

(出 版元 )

巻

(号 )

頁 発行

年月

菌床シイタケの新害虫をヤガ

科ナ ミグルマアツバ と同定

吉松慎一,仲 田幸樹 インベ ン トリー 6 ８
．
　

９

2007.

12

菌床シイタケの新害虫はナ ミ

グルマアツ

吉松慎一 農業環境技術研

究所環境報告書

2007

14 2008.

3

River water qualities and types

of agricultural production - a

comparison between paddy

farming and intensive livestock

production areas

Shin―Ichiro]MIishilna WIT transactions

on ecology and

the environment

(WIT Press)

106 417…

424

2007

わが国にお ける窒素・ リン酸

・重金属のフロー とその環境

負荷の評価

三島慎一郎 日本土壌肥料学

雑誌

78

(5)

449…

450

2007

10

土壌肥沃度の評価・管理に関

する新展開 :土壌窒素 と農業

・環境

小崎 隆,渡辺和彦,佐

野修 司,矢 内純太,鳥 山

和伸,松本真悟,阿江教

冶,三島慎一郎

日本土壌肥料学

雑誌

79

(1)

113-

118

2008.

2

農業環境技術研究所・標本シ

リーズ 3:中 島秀雄コレクシ

ンヨ

吉松慎一,中 谷至伸,安
田耕 司

イ ンベ ン トリー 6 38…

39

2007.

12

A Web-Based Illustrated Key to

Japanese Species of the Tribe

Pilophorini ( t-l emiptera.

Miridae)

Yllkinobu]ゞ akatani NIAES Annual

Report 2007

22 2008

3

Environmcntal Characteristics of

lrigation Ponds as Dragonfly

Habitats

Kouichi Tanaka,

Takehiko Yamanaka.

Nbunori Iwasaki,

David.S. Sprague,

Yukinobu Nakatani

NIAES Annual

Report 2007

14…

16

2008`

3

トンボの生息環境 を守 るため

のため池のあ り方

田中幸一,山 中武彦,岩

崎亘典,DⅣid S.Spraguc,

中谷至伸

農環研ニュース 76 ５
．
　

６

2007

10

トンボの生息環境 を守 るため

のため池のあ り方

田中幸一っ 山中武彦っ岩

断与I王メt, David S.Spraguc,

中谷至伸

農業環境技術研

究所年報

24 ‐０
［

　

‐２

2008.

3
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表  題 著  者 発表誌名

(出 版元 )

巻

(号 )

頁 発行

年月

水 田農薬の動態予測モデル と

その活用…I.水 田圃場 にお ける

動態予測モデル とその活用例

渡邊裕純,稲 生圭哉 今月の農業 272…

279

2007

8

水田農薬の動態予測モデル と

その活用 ―I..水 田集水域 に

おける動態予測モデル とその

活用例

稲生圭哉,渡邊裕純っ 田

中拓

今月の農業 82…

89

2007.

9

インベン トリー 第 7号  (2009)

(3)口 頭発表

表  題 著  者 発表誌名

(出 版元 )

巻

(号 )

頁 発行

年月

メッシュデータを利用 した土

壌侵食量推定マップの作成

神山和則,谷山一郎,大

倉利明,中井信

日本土壌肥料学

会講演要旨集

17 2007.

8

土壌情報の社会的利用 谷山一郎,神 山和則 ,中

井信,上 田義治

日本土壌肥料学

会講演要旨集

198 2007

8

深層土壌調査法お よび土壌分

類 にお ける深層 土壌の位置づ

け

大倉利明,中井信,神 山

和則,谷 山一郎

日本土壌肥料学

会講演講要集

114 2007

8

段丘土壌 にお ける鉛 の起源 の

推定

戸上和樹,川 崎晃,中 井

信,大倉利明

2007年 度 日本

土壌肥料学会東

北支部会福 島大

会講演要 旨集

12 2007.

12

Development of soil-crop

inventory on heavy metals

Japan

ln

R/1akOtO Nakai Proceedings of

lnternational

Workshop of

ESAFS 8

75…

82

2007

10

東海地方の段丘土壌における

元素の消長

戸上和樹,大倉利明, 山

本光宣,松本昌直っ中井

信

日本ペ ドロジー

学会 2007年度

大会講演要 旨集

37 2007.

4

農耕地土壌炭素の変動 (2) 中井 信 ,金澤健二 日本土壌肥料学

会講演要 旨集

2007

8

Concept of Natural Resources

Inventory and Framework of

Utilization

Toshiaki Ohkura,

Ryunosuke Hamada

Abstracts 27th

Annual Conference

of International

Association for

Impact Assessment

106 2007.

6
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表  題 著  者 発表誌名

(出版元 )

巻

(号 )

頁 発行

年月

2006年新 潟 県 上越 地域 の大

豆品質 (し わ粒 )と 土壌条件

の関

小原洋,関 口哲生,大野

智史

日本ペ ドロジー

学会 2007年度

大会講演要 旨集

23 2007

4

水 田 (転換畑)でのクラス ト

生成 と土壌条件の関係 作土

の砕土率、土壌水分 とクラス

ト生成の関係について

小原洋,関 口哲生,大野

智史っ細川寿

日本土壌肥料学

会講演要旨集

116 2007.

8

転換畑大豆作の土壌物理的問

題 (ク ラス ト等について)

小原洋 日本作物学会紀

事

77

男Jl

342-

343

2007.

9

ふ ん 尿 利 用 計 画 ソ フ ト

「AMAFE」 の開発 と普及

松 中照夫,三枝俊哉,佐
々木寛幸,松本武彦,神

山和則っ 古館 明洋,三浦

周

北海道草地研究

会賞受賞論文

2007.

12

黒ボク土および非黒ボク土農

耕地からの無機態窒素の年間

浸透流出量の算定…農業環境

リスク指標値の算定に向けて

遠藤明,三島慎一郎,神
山和貝J

2007年 度 日本

土壌肥料学会

関東支部大会

講演要 旨集

20 2007.

11

採草地の炭素収支に及ぼす堆

肥投入 の影響

松浦庄司っ官田明,間野

正美,費示戸雅之,森田

昭憲っ官地朋子っ波多野

隆介っ神 山和則,佐々木

寛幸

農業環境工学関

連 学 会 2007年

合 同大会 プ ログ

ラム

81 2007.

9

Occurrence of Opogona sacchari

in Japan

Shin… ichi Yoshilnatsu NIAES International

Symposium

Invasive Alien

Species in

Monsoon Asia:

Status and Control

2007.

10

Ephelis japonica, a causal fungus

of black choke disease and an

epiphytic symbiont of C4

grasses, confers resistance

against herbivorous pests and

environmental stress to host

plants

Takao Tsukihoshr.

Ryuichi lJegaki,

Shin-ichi Yoshimatsu.

Koya Sugawara

5th International

Symposium on

the Molecular

Breeding of

Forage and Turf

MBFT

2007.

7
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表  題 著  者 発表誌名

(出 版元 )

巻

(号 )

頁 発行

年月

The construction of an image

database of Lepidoptera
collections in Japan" "Network

construction for the
establishment of insect inventory

in Tropical Asia (TAIIV) "

Utsugi Jinbo,

Toshiya Hirowatari,

Akinori Nakanishi,

Kyoichiro Ueda,

Osamu Yata,

Shin-ichi Yoshimatsu,

Motomi Ito

Program of

International

Symposium

"tropic Asian

Insect Inventory"

(rntt v) Projecr

58-

59

2007

6

農業環境技術研究所が最近公

開 した昆虫類 関連 のデー タベ

ース と今後の戦略

吉松慎一っ仲谷至伸,上
田義治っ安田耕司

日本昆虫学会第

67回 大 会 講 演

要 旨

182 2007.

7

野菜 におけるニセ タマナヤガ

の発生お よび合成性 フェロモ

ン トラップによる成 虫捕獲調

査

栗原潤ラ桑澤久仁厚,豊
嶋悟郎,伊原竜夫,萩原

保身ラ猪野正明,吉松慎

第 52回 日本応

用動物昆虫学会

大会講演要 旨

182 2008

3

トンボの種構成 に影響す る溜

め池の環境

田中幸一,浜崎健児, 山

中武彦っ 中谷至伸,岩崎

亘典

日本昆虫学会第

67回 大 会 講 演

要 旨

76 2007.

7

広域調査による トンボが好む

生息環境の評価 と生息地の地

理的制約の解明 茨城県南部

での研究例 と今後の展望

山中武彦, 田中幸一っ浜

崎健児っ岩崎亘典,DⅣ id

S.Sprague,中 谷至伸

2007年 度 日本

蜻蛉学会大会研

究発表要 旨集

2007.

11

クロヒ ョウタンカス ミカメ と

近縁種ついて (半翅 目 :カ ス

ミカメムシ科 )

中谷至伸 日本昆虫学会第

67回 大 会 講 演

要 旨

88 2007.

7

光異性 化 お よび代謝 分解 を考

慮 した PADDYモ デル の開発

―除 草剤 ピ リ ミノバ ック メチ

ル ヘ の適用…

稲生圭哉っ水谷浩之,典
語靖洋っ堀尾剛,石原悟 ,

池 田光政

日本農薬学会講

演要旨集

32 61 2008.

3

除草剤 ピリミノバ ックメチル

の水 田にお ける挙動予測

水谷浩之,稲生圭哉,池
田光政

日本農薬学会第

講演要旨集

32 62 2008.

3

水中の農薬の生態系影響評価

における暴露評価 の重要性 ,

「農薬の リスク管理に向けてJ

―農薬分析 に何が求 め られ る

か ?…

堀尾剛,稲 生圭哉 第 24回農薬環

境動態研究会資

料

25…

31

2007.

6
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表  題 著  者 発表誌名

(出 版元 )

巻

(号 )

頁 発行

年月

不確 実性 を考慮 した農薬の確

率論 的 生態 リス ク評価 ―水産

動植物 の被害防止 に係 る農薬

登録保留基準の評価スキーム

ヘの適用…

永井孝志,稲生圭哉,横

山淳史,岩船敬,堀尾剛

日本農薬学会講

演要旨集

つ

“
49 2008.

3

シュンギクにおける農薬残留

濃度予測

島本文子 ,稲 生圭哉 日本農薬学会講

演要旨集

32 49 2008.

3

わが国の農耕地 における窒素

・ リン酸・重金属類のフロー

とその環境負荷 の評価

三島慎一郎 日本土壌肥料学

会講演要旨集

223 2007.

8

農耕地における栄養塩類及び

重金属類の収支 とその環境影

響評価

三島慎一郎 第 6回 日本農学

進歩賞受賞者講

演要旨集 ((財 )

農学会 )

２３
［

　

２６

2007.

4

黒ボク土農耕地か ら流 出す る

窒素の溶 出 リス ク評価法の開

発

遠藤明,三島慎一郎 平成 19年度農

業農村工学会大

会講演会講演要

旨集

656 2007.

9

有限要素法汎用 ソルバーを用

いた黒ボク土農耕地からの窒

素の流出量算定

遠藤明ラ三島慎一郎 システム農学会

2007年 度 春 季

シンポジウム・

一般研究発表会

講演要旨集

23

別 1

20…

21

2007.

4

日本 と韓国での農業生産に伴

う過剰窒素の発生量 とその要

因

三島慎一郎っ李淵 日本土壌肥料学

会講演要旨集

17 2007

8

付録 :研究成果の発表
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(1)国外での研究交流等

研究協力・交流

氏名 出張国 活動内容 期  間

大倉利明

中井 信

三島慎一郎

神山和則

谷 山一郎

中谷至伸

大韓民国 (ソ ウル )

ロシア

ポル トガル (コ イ ンブ

ラ )

中国 (南京 )

中国 (大連 )

イギ リス (ロ ン ドン)

国際環境影響評価学会出席

土壌調査 0モ ノリス採取

生態系 と持続的発展に関する会議

2007

「日本 と中国の農業生態系流域 にお

ける窒素循環およびその水質に及ぼ

す影響 に関す る比較研究」研究打合

せ

環境保全及び環境低負荷型社会構築

のための研究における農業環境イン

ベ ン トリーの役割 についての情報交

換

英国 自然史博物館 における昆虫イン

ベ ン トリーの調査

19

19. 6. 4～  9

19。  7.12-27

19。  9。  3´～ 7

3-

12.12-16

20. 1.20-27

19

(2)依頼研究員

氏  名 所  属 研究課題 期  間

山田将樹 長崎県病害虫防除所 チ ヨウロ、カメムシ ロお よび微小昆

虫類の分類・同定法の修得

19。  9.25-

12.22

(3)技術講習生

氏  名 所  属 研究課題 期  間

中村嘉孝

久田紀夫

玉嶋勝範

東京農工大学大学院農学

府

和歌山県農林水産総合技

術センター農業試験場

大分県農林水産研究セン

ター安全農業研究所

最新の土壌調査法・分類法

土壌モノリスの調整技術の修得

モモシンクイガの同定法および資料

収集

19

19

20. 2.28

6～

8.31

5′
―Ψ 7

(4)講師派遣等

氏  名 講師派遣の内容 依頼者 期  間

中井 信

大倉利明

小原 洋

大倉利明

土壌調査法現地研修会講師

〃

〃

土壌モノ リス採取法現地指導

土壌保全調査事業全国協議会

〃

′′

和歌山県農業試験場

10.19. 5

8. 8-10

4-

19.

―-50-―



氏  名 講師派遣の内容 依頼者 期  間

大倉利明

大倉利明

環境学習会講演

国立保健医療科学院

生活クラブ生協東京

国際コース 「土壌環境」研修

講師

19. 7.13

19.12. 5

付録 :研究協力・交流

(5)外部委員会委員等

氏  名 委嘱・応嘱先 委嘱・応嘱名 期  間

谷 山一郎

谷山一郎

中井 信

大倉利明

小原 洋

谷山一郎

上田義治

中井 信

中井 信

大倉利明

大倉利明

大倉利明

大倉利明

大倉利明

大倉利明

神山和則

神山和貝J

農林水産省

農林水産省関東農政局

〃

′ノ

〃

農林水産省東北農政局

農林水産省

農林水産省中四国農政局

青森県

農林水産省北陸農政局

農林水産省近畿農政局

農林水産省生産局

土壌保全調査事業全国協議会

農林水産省

群馬県

農林水産省九州農政局

「産学官連携 による食料産業等

活性化のための新技術開発事業

研究推進会議委員

「土壌保全対策事業関東ブロッ

ク会議」専門委員

〃

〃

〃

「土壌保全対策事業北海道・東

北ブロック会議」専門委員

共済組合筑波支部運営委員会

土壌保全対策事業中国・四国ブ

ロック会議

放射性物質形態別移行調査検討

委員会

「土壌保全対策事業北陸ブロッ

ク会議」専門委員

「土壌保全対策事業近畿ブロッ

ク会議」専門委員

農地土壌炭素吸収量算定検討チ

ーム委員

ア ドバイザー

環境こだわり農業環境影響調査

事業調査検討委員会

中山間資源循環検討会議外部委

員

〃

「土壌保全対策事業北陸ブロッ

ク会議」専門委員

18

1′～18

19

18

19

18

18

18

19

1ハV

1-

1-

18.10. 1′―V

18. 4。 1′～

1-

〃

1-

”
　

”

４

　

４

1-

1-

19

19
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(6)学会委員等

氏  名 学会名 委員等名 期  間

谷 山一郎

中井 信

大倉利明

大倉利明

神 山和貝J

神 山和貝J

神 山和貝J

吉松慎一

吉松慎一

吉松慎一

中谷至伸

土壌物理学会

日本ペ ドロジー学会

日本ペ ドロジー学会

日本ペ ドロジー学会

日本土壌肥料学会

日本ペ ドロジー学会

日本土壌肥料学会

日本応用動物昆虫学会

日本応用動物昆虫学会

日本鱗翅学会

日本昆虫学会

評議員

評議員

幹事

評議員

第 5部 門長

会計監査委員

欧文誌編集委員

学術用語委員会

農林有害動物・昆虫名鑑編集委員会学

会用語委員会

将来計画特別委員会

電子化推進委員

19。  4. 1′～

16. 4。  1′～

16. 4. 1～

18. 4. 1′～

18. 4. 1-

18. 4. 1～

18。  4。  1′～

15。 1.1′～

13。  5。  1-

17.12.10-

13. 4. 1′～

インベン トリー 第 7号  (2009)

(7)同定依頼・技術相談等

件  名 件  数

土壌モノリス作製法・展示に関する相談

土壌採取・分析法に関する相談

土壌特性に関する相談

土壌関係取材

昆虫同定

昆虫の学名・種名・文献等に関する相談

昆虫標本に関する相談

2

5

18

2

17

2

1

(8)そ の他

件  名 期  間

農業環境技術研究所一般公開農業環境インベン トリー展示館公開

つくばちびつ子博±2007-昆 虫採集教室

つくばちびつ子博±2007-農 業環境インベン トリー展示館公開

アグリキッズ科学教室 「木枯 らしの中の昆虫を探そ う」

19. 4.20

19. 7. 25

19. 8. 8,  8.22

20。  2.10-11

―-52-一



氏  名 職  名 期  間 備  考

谷 山 一郎

井上 恒久

上 田 義治

中井 信

ネ申山 不口貝J

小原 洋

吉松 慎一

中谷 至伸

大倉 利明

三島 慎一郎

稲生 圭哉

白戸 康人

宮崎 昌久

遠藤 明

高田 裕介

齋藤 猛雄

増 田 康代

渡辺 寿美子

木代 玲子

伴  とよ

井澤 員知子

木内 憲子

赤坂 泰基

前原 一慶

中村 加代子

是永 知子

センター長

上席研究員

〃

〃

〃

主任研究員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

契約職員 (専門員 )

特別研究員

〃

契約研究員

契約職員

′ノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

派遣職員

18. 4. 1-

19。  4. 1-20. 3.31

18. 4. 1′ ^V20。  3.31

18. 4. 1′～

18. 4. 1ン～

19。 10. 1′
―や

18. 4。  1-

18. 4. 1′～

18. 4。  1-

18. 4. 1-20。  3.31

18. 4. 1´～

20. 1. 1-

18. 4。  1～

19。  4. 1′～

19。  4。  1′～

18。 11.13′
―や

18. 4. 1′～

18. 4. 1-

18. 9。 25′
―V

18. 4。  1ン^v20. 3.31

18. 4. 1～

19。  5。  1～

19。 12. 1ン
~v

19。 11.1′～

20。  1.15-

19. 8. 1′―V20. 2.28

定年退職

情報システム専門役

物質循環研究領域

在職者 とその動き

(3ヶ 月以上在籍者 )
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