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は　し　が　き

　当研究所は，農業関係試験研究機関の再編整備により，農業生産の対象となる生物の生育環境に

関する技術上の基礎的調査研究を行う機関として，昭和58年12月1日に新たに発足した。企画連絡

室，総務部，環境研究官ほか，研究部門として環境管理部，環境資源部，環境生物部及び資材動態

部の4部（計10科，48研究室）を擁し，自然生態系と調和した農業生産技術の確立をめざして，①

農業上問題となる環境要因の体系的解明，②農業環境生物の特性の解明と管理・利用技術の確立，

③農業改良資材の環境保全的利用技術の確立，④農業生態系の制御技術と変動予測法の確立，⑤環

境資源の維持と保全機能の増進技術の確立，⑥農業生産力の維持・増進を図る総合的環境管理・保

全技術の確立，⑦地球的規模の環境変化の農業生態系への影響の解明と地球環境を維持・保全する

ための技術開発の研究基本目標を掲げ，関係する国・公立試験研究機関，大学等との緊密な連携協

力のもとに，農業環境の総合的な評価及び管理ならびにそれに必要な計測及び情報処理の手法開発，

大気，土，水の保全，植生の特性及び利用，微生物・線虫・昆虫その他の小動物などの特性及びそ

の有効利用，新規の農薬及び肥料等土壌改良資材の動態及び特性ならびに未使用資源等の農業資材

としての利用などに関する調査研究を分担実施している。

　この年報は，当研究所における昭和63年度の研究活動の概況と各種所掌業務に関する年度実績の

概要を集録したもので，関係各方面への広報普及を主目的とした刊行物である。

　この目的に基づいた研究成果を展望するために，主要なもの11課題を選定し，その概要を紹介す

るにとどめたが，研究所の研究方向と研究内容の一端を御理解いただければ幸いである。

　なお，当研究所の研究成果に関しては，別途，研究報告としての「農業環境技術研究所報告」を

年2回発刊しており，また「農環研ニュース」を年4回発刊し，遂次，研究トピックスの紹介も行

っている。さらに，昭和60年度から「農業環境研究成果情報」を刊行し，農業環境に関連する研究

成果の広報を図っている。

　この年報と併せて，これらの資料を参照され，新しい研究分野「農業環境」を担う当研究所に対

する御理解，御指導及び御協力をお願いする次第である。

　　　　平成元年12月

農業環境技術研究所長

　　　　　　　速　水　昭　彦
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1．研究実施の概要

1．環境管理部

　環境管理部は資源・生態管理科及び計測情報科

の2科で構成され，農業環境の総合的な評価及び

管理・保全計画手法の開発並びに農業環境に係わ

る各種情報の収集・処理手法の確立に関する調査

研究を行っている。

　資源・生態管理科では農業環境の総合的管理保

全技術の開発を目的として，土地・水などの基礎

資源の動態評価，環境資源に対する外部インパク

トの影響評価，農村動態の評価，及び緑地環境と

景域の評価などの研究を進めたほか，新たに地球

規模の環境変動を視野においた環境研究を開始し

た。

　資源動態評価に関してはリモートセンシングの

利用による土壌腐植評価について，第一に千葉県

北総火山灰台地の畑土壌のラソドサットデータに

よる腐植評価に成功した。第二にこれまで困難と

された湛水時水田のランドサットデータによる腐

植評価が北海道空知郡南部の水田地帯で成功し

た。また，資源計量のトータルシステムとしての

環境資源管理台帳の作成手法の開発がすすめら

れ，衛星画像による畑作物の判別に成功，また小

麦の3年間収量の粗い推定がでぎた。土壌診断な

どで蓄積された分析データを他の情報と編集整備

して細密地点情報として活用するための大縮尺圃

場管理システムの作成がすすめられ，今年度は読

み取り精度の向上や地籍図の利用，ファイルシス

テムの改良が行われた。

　外部影響評価に関しては，河川水質のモニタリ

ングが茨城県牛久沼流域の4河川で続けられた。

大気汚染の長期・低濃度広域影響の評価を目的と

したデータベースの整備がすすめられ，関東地域

の水稲の作付品種，クリティカルな生育段階を迎

える時期などが地点情報として整備された。

　緑地生態の評価に関しては，茨城県茎崎町の2

ヵ所の社寺林における食餌調査で，フク・ウの捕

食，狩の場と時間などについての特異な生態が明

らかにされた。農用林の林相遷移に関する地域の

「種子供給ポテンシャル」の解析・評価に関して，

第一に，農用林内のサクラ類の種子分布がヒヨド

リの生活史と対応した行動範囲に強く支配される

こと，第二に茨城県新治村の51の林地の草本層調

査からアカマツ農用林の林相遷移に関する種子供

給ポテンシャルの指標として草本層におけるヤブ

ツパキクラスの被度が有用でありこの指標はスダ

ジイ・シラカシ林との近接度と強く関連すること

が明らかにされた。

　農村動態の評価については混住地域における景

域保全に関する研究が開始され，混住化の経緯が

自動車の普及，持ち家建設などの経済現象と密接

に推移することが明らかにされた。また千葉県佐

倉市周辺における土地利用推移調査から，宅地化

の進行度，宅地予備群としての樹林地，農地，空

ぎ地の分布から混住地域を類型化する試みが行わ

れた。

　地域の物質動態評価についてはライシメータに

おける窒素の収支試験で，地下水位60cmまで

は脱窒主体の高地下水型，90cmでは溶脱が多

く，脱窒が少ない低地下水位型であることが明ら

かにされた。茨城県の火山灰台地にある豚舎の素

堀貯留槽から出る窒素は地下浸透水の流れに伴っ

てNH4として豚舎近傍に局在，NO3としては豚

舎から10－60mの間に広く分布するこが明らか

にされた。茨城県牛久沼流域の小流域ごとに無機

化窒素量負荷1．9－13．5：kg／10aと土壌呼吸量負

荷87－389kg／haが推定された。わが国全体で

農林業ゾーンからのP負荷量が7300t，生活ゾー

ンからのP負荷量が83000t（いずれも元素量）

と推定された。
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　環境保全機能の評価については総合的開発研究

「農林業における水保全・管理機能の高度化に関

する総合研究」が開始され，その中で，土地利用

連鎖系における水保全機能の評価手法の開発を目

的としたグループ研究が禿足し，茨城県恋瀬川流

域をフィールドとした調査研究に着手した。また，

農地の表層土壌水分量を衛星画像データから評価

する手法開発が着手された。農林地の機能に対す

る享受者側からの評価と農林地の構造との関係を

解析する研究が続けられ，岩手県松尾，西根両地

区の農林業関係者の意識調査から林地では野生動

植物の保護機能，農地では景観保全に対する評価

が高く，土・水保全機能に対する評価は両者に共

通して高いことが明らかにされた。

　景域評価に関しては農環研の所内プ・ジェクト

として地域アメニテイの保全からみた平地林の役

割に関する住民意識調査が千葉県佐倉市臼井地区

で行われ，回答者の95％以上が景観保全，レクレー

ション，大気浄化などの面で農村における樹林地

の役割を積極評価していることが明らかにされ

た。また新たに心理評価手法によるアメニテイ機

能の評価を目的とした研究が開始された。

　地球規模の環境評価については中国内蒙古地区

の沙漠周辺地域における農牧地利用に伴う植生破

壊系列と指標植物に基づぎ，ランドサツトデータ

による草原の退行度評価及び沙漠化程度の基準案

が策定された。また，温室効果ガスとして注目さ

れるメタンの農地からの発生に関し，茨城県竜ヶ

崎市の農試圃場などにおいて，水稲移植期から収

穫期にかけてのメタン発生の計測が行われ，世界

の他地点での計測値と比較検討されたほか，温度，

有機物施用などとの関係が調べられた。

　さらに地表から揮散する微量の気体硫黄化合物

の捕集，濃縮ガスク・マトグラフ分析の手法が

新たに開発された。

　計測情報科では，農業生態系の制御・変動予測

法の開発の一環として，農業生態系に関する様々

な情報を迅速，適切，効率的に計測，収集，処理，

評価する手法の開発を目指して研究を実施してい

る。

　リモートセンシング関連では，作物等の生体情

報計測のための各種センサーの開発と農業への利

用法の開発を進め，分光測定データを様々に変換

した数値により水稲の葉面積指数ならびに新鮮重

を推定する可能性を示すとともに，この新鮮重か

ら玄米重への変換式を導ぎ，小地域における出穂

期の分光反射特性の計測とデータ処理，収量予測

地図の作成を一貫して行うシステムを試作した。

また，磁気センサーによる作物形態の3次元構造

を簡便に測定できる装置を開発した。さらに，一

般別枠研究「情報処理」の一環として，無線を利

用した作物・環境計測情報の総合モニタリングシ

ステムを試作した。人工衛星データの利用では，

多時期，多バンドデータを解析して植生図を作成

し，阿蘇地域の草地に進入したチカラシパの分布

状態を明らかにした。国際共同研究としては，2

時期のランドサットMSSデータからタイ国中央

平原の土地利用と植生指数との関係，さらに既存

土壌図との重ね合せにより土地利用と土壌との関

係等を明らかにした。

　アイソトープ利用等効率的高精度分析法につい

ては，アイソトープトレーサー法により，原子炉

などから放出され農作物を汚染する恐れのある放

射性ヨウ素について，牧草と野菜類の茎葉／土壌

水濃度比を経時的に調査した。また，自然に存在

する安定同位体をトレーサーとして利用する方法

として，舎飼期における飼料一家畜間の13C，15N

自然存在比の変動を明らかにし，物質循環解明へ

の手がかりを得た。さらに，濃縮40Kの精密測

定法を開発し，大豆と水稲の施肥カリと十壌カリ

の寄与率を明らかにした。放射化分析法について

は，全国40か所の水田から収集した水稲と土壌中

のヨウ素を放射化分析し，土壌と作物の相関関係，

濃度比などを明らかにした。環境放射能について

は，全国各地の農耕地土壌，米麦子実の降下放射

生核種の地域分布と経年変化を引ぎ続ぎ調査・検

討した。その結果，昭和62年度の置換体90Srは

前年にひきつづぎ土壌，米麦子実とも減少傾向に

あることが認められた。

　数理解析手法の開発については，イネ虫媒ウイ
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ルス病の疫学モデルの開発をすすめ，空間構造を

考慮したモデルによりシステムに病気が進入する

条件を検討したところ，ウイルス病媒介虫の平均

密度や分布集中生が低ければ，疫病システムは生

態的なウイルス抵抗性を持つことを明らかにし

た。また，ツマグ・ヨコバイの疫学モデルの検討

により，イネ移植日の株当り個体数が少なくなる

とそれに応じて平均保毒率も低くなることを明ら

かにした。さらに，昆虫の分布から分散率を簡易

に推定するため，従来のモデルより解釈の容易な

差分型分散モデルを作成し，これによって昆虫の

分散率とトラップ効率を推定する方法を考案し

た。

　統計的解析法の開発適用法については，平均値

比較のための多重比較法の中で，Rayan法が任

意の帰無仮説の下で実験基準の過誤率を保障し，

検出率も高いことを明らかにするとともに，

Rayan法を適用するための統計数値表を作成し

た。また，測定誤差を考慮した場合の曲線のあて

はめと変曲点の推定について，シミュレーション

によりスプライン関数と平滑化法を検討し，一般

にスプライン関数が優り，しかも測定誤差の変動

係数に比べ変曲点推定値の変動係数が小さいこと

を示した。統計遺伝学的研究では，遺伝母数推定

のためのダイアレル分析法における環境変動の影

響を検討するとともに，生物集団の遺伝構造の変

遷を決める基本的事象である染色体上のキアズマ

数の分布のモデル化を試み，二項分布族によく適

合することを明らかにした。

　データベース，情報システム等情報処理手法の

関連では，農業環境試験研究に係わる書誌情報に

ついて，カセットファイリング装置を用いたデー

タベースの構築を行うとともに，統計解析，コン

ピュータ間通信によるデータの相互利用が可能な

システムを開発した。また，多様な構造をもつ農

業研究データの効率的管理手法開発の一環とし

て，農地の区画や行政界データと社会・経済的統

計データとを結合して利用するためのプ・トタイ

プシステムの開発を行った。さらに，タイ国農業

局との共同研究では，農業生産力の定量的把握の

ための土地条件の抽出・利用手法の検討を行い，

パソコンによる簡易な画像処理システムを作成

し，市販のソフト等との併用により土地利用変化

の抽出などの解析に実用上支障なく使用でぎるこ

とを確認した。

2．環境資源部

　環境資源部は気象管理科，十壌管理科及び水質

管理科の3科から構成され，農業生態系の維持・

保全のための基本的要素である農業気象，農耕地

土壌及び農業用用排水の水質について，農業環境

資源としてその特性及び機能の解明，利用及び保

全に関する調査研究を行っている。

　気象管理科では，農業気候資源の把握・特性解

明と合理的利用技術の開発，大気一植生系におけ

る物質・エネルギーの動態解明と制御技術の開

発，作物など植生に対する気象環境要因の影響の

解明，大気汚染物質の植生に及ぼす影響の解明と

制御技術の開発などの他，最近問題となっている

地球的規模の環境変化に対する取り組みとして，

二酸化炭素濃度の上昇による温室効果や紫外線量

の増加など，大気環境の変化が農業生態系に及ぼ

す影響の解明に関する基礎的研究を実施してい

る。

　気候資源に関しては，農業気候資源の評価法の

開発を進めており，今年度は日射量のメッシュ分

布図の作成を試みた。従来農業気候資源Q分布図

は等値線を用いて作成されてきたが，最近メッシ

ュ気候値等が整備されつつある現状にかんがみ，

広島県を対象に選び，国土数値情報の標高データ，

アメダスの日照時間値等を用いて地形の影響を考

慮した上で日射量をメッシュ分布に変換する方法

を確立した。また本年度は，三次メッシュ気候値

を筑後モデルで処理し，北海道地域における自然、

植生の純一次生産力のカラーメッシュ分布図を作

成した。

　気象環境要因の解明については，作物栽培や病

害虫発生予察に関して有用なアメダス観測地点が

おおよそ21km四方に1地点の割合で分布して

いるが，これらの活用をさらに高めるため海岸，
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平野，山間等様々な地形を含む関東甲信越地域を

対象として，任意の地点における毎時の気象要素

をアメダスデータから推定する方法を確立した。

　また，昭和63年度は冷夏のため東北地域で水稲

の障害型及び遅延型冷害により大きな被害がで

た。しかし，被害の発生状況を定量的にリアルタ

イムで予測する方法がなく，その開発が望まれて

いる。そこで，水稲品種ササニシキを対象として，

水稲の発育モデルと不稔発生の低温感受性モデル

とを組み合わせて不稔歩合を推定する式を開発し

た。開発した式を用いて，宮城県下の22地点の水

稲生育診断圃およびその近傍のアメダス観測地点

のデータを援用して第3次メッシュごとに不稔歩

合を推定した結果，実態をよく反映するメッシュ

図が得られ式の有効性が確認された。

　大気保全に関しては，オゾンの長期暴露が水稲

体内の防御機能物質に与える影響の解明を続ける

とともに，作物収量に及ぼす影響量を評価するた

めのモデルの開発を行っている。

　また，地球的規模の環境変化が農業生態系へ及

ぼす影響の解明に資するため，CO2濃度の上昇

と温暖化が農業生産に及ぼす影響の地理的・季節

的変化の解明，高CO2が蒸発散量や収量に及ぼ

す影響，水田から大気中へのメタンの放出にかか

わる水稲の役割の解明などの研究を進めている。

水田からのメタンの放出に関しては，水稲根が土

壌水中に溶存するメタンを吸収し，根内でガス化

し分子拡散によって地上部に輸送され，主として

気孔とは異なる葉鞘の微小な孔から大気中に放出

されることが明らかにされた。その場合，メタン

放出量は水中のメタン濃度に比例し，また有機物

として堆肥よりも稲わら施用でメタンの発生が増

加することが認められた。

　土壌管理科では，農業生態系を支えている十壌

資源について，その賦存量を把握し土壌情報シス

テムとして利用する方法を開発するとともに，土

壌のもつ作物生産機能と環境保全機能の維持・増

進を図るため，土壌の化学的，物理的，生化学的

特性の解明とその制御・利用技術の開発，並びに

土壌資源の保全・管理技術の開発に関する基礎的

研究を実施している。

　土壌資源の調査，分類に関しては，有限の資源

として有効利用が指摘されている土壌りんについ

て，全りん量，フォスファターゼ等により利用可

能となる有機りん，キレート等化学的手段で利用

可能となるEDTAりんおよび有機態りんに分け

蓄積量を土壌の種類別に調査し，関東地方の農耕

地土壌のりん賦存量分布図を作成した。また，土

壌調査の現場において黒ボク土を他の黒色十壌と

識別する化学的手法を開発した。

　土壌の化学的特性については，引続き土壌蓄積

りんの効率的利用技術の開発を進め，その一環と

して各種キレート剤のりん溶出効果を検討しくえ

ん酸の溶出効果が大きいことが認められた。しか

し圃場におけるくえん酸施用の効果は低りん土壌

においてわずかに認められたに過ぎず，これに対

しビニールマルチは高りん土壌でもコマツナのり

ん酸吸収を促進する効果があった。

　土壌の物理的特性と制御技術の開発に関して

は，昨年度開発した負圧水循環方式による土壌水

分制御法についてコカブを栽培したポツトヘの適

用面から検討し，長時間にわたって培地の水分を

一定に維持でぎることを確認した。土壌中の水と

ガスの移動特性が土壌病害の発生に関与するメカ

ニズムを上記の十壌水分制御装置を用いて検討

し，ネコブ病の発生はpF2を境としてそれより

も多い水分条件で発病することを明らかにした。

また発病は作土と耕盤の通気不良にともなう土壌

中のCO2濃度の上昇によって助長されることが

現地（群馬農試高冷地分場）並びに室内栽培試験

によって推定された。

　また，土壌構造は生産力や環境保全機能など多

面的に影響を及ぼす要因であるが，大型機械によ

る土壌圧密が問題になっている現状にかんがみ圧

縮特性からみた土壌構造の研究を進めている。

　十壌の生化学的特性については，土壌に有機態

りんとして蓄積しているフィチン酸を無機化して

りんの有効利用を図るため，無機化酵素フォスフ

ァターゼの土壌中における活性誘導についての研

究が進められた。フォスファターゼ活性の高い菌
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と活性を高く維持する植物性資材の検索が進めら

れ，菌の接種と資材施用によって無機りんを増加

させることがでぎた。また土壌中の生理活性物質

として，エチレシ及びポリアミンの動態の研究が

行われ，火山灰土壌中には今迄自然界で存在が知

られていなかった新しいポリアミンが発見され，

アミノブチルホモスペルミジンと同定された。そ

れの機能の解明は今後の問題である。

　土壌有機物の機能と特性に関しては，釧路湿原

生態系保全の一助として，その周辺の農用地にお

ける泥炭土の有機物分析を行い組成を明らかにし

た。また，有機物の施用が土壌伝染性植物病原菌

に及ぼす影響を解明するためには，土壌中の菌数

を効率的に計測する手法の開発が必要である。そ

のため，カーネーション萎凋細菌病菌について従

来の選択培地を用いる方法等に代わって，蛍光抗

体法と画像解析法を組み合わせた新しい迅速計測

法の開発を行った。

　土壌保全に関しては，農環研構内の表層腐植質

黒ボク土圃場において，トラクターによる圧密並

びに心土破砕が十壌硬度に及ぼす影響の経年変化

を引続ぎ調査した。圧密及び心土破砕のいずれの

処理も3年後でもなお土壌硬度に影響しており，

圧密区ではアルファルファの収量が劣った。黒ボ

ク土の受食性についても測定を行うとともに，従

来法の傾斜ライシメータや土壌トラップ法など小

規模の方法に代わり，より広い面積で長時間にわ

たり土壌侵食量を計測する手法の開発を開始し

た。また東北タイの砂質十壌地帯における土壌水

分の動態調査を行った。

　水質管理科では，農業用用排水等を対象に水資

源としての合理的な管理・利用計画に資するた

め，水質の特性並びに動態の把握・解明，農業生

態系等を利用した水質浄化技術の開発等に関する

基礎的な研究を行っている。

　水質の特性及び動態に関する研究では，水田の

暗ぎょから排水路に流出する窒素の周年変化を調

査した結果，水田の隣接上方台地に水田がある場

合にくらべて畑がある場合には，非潅概期間に排

水中の硝酸態窒素が著しく増加することが明らか

にされた。

　また，作物の栽培が浅層地下水の水質に及ぼす

影響を調査し，林地にくらべて露地野菜栽培地帯

の地下水では硝酸態窒素濃度が高いこと，しかし

アンモニア態窒素は認められないこと，降水量と

地下水の変動によって水質が変化することなどを

明らかにした。一方，施肥が水田の深さ別水質成

分に．与える影響についても引続き調査を進め，本

年度は深さ150cm程度まで施肥の影響を受ける

ことが明らかにされた。

　近年先端技術産業の進展にともない素材として

レアメタルの使用がふえている。これらの元素が

環境中に流出した場合の水質保全を考え，水域環

境における分布と変動についての研究を開始し

た。これらの超微量元素は分析がしばしば困難に

なるので，本年度は新たに導入したICP－MS

装置よる測定法を検討し始めた。

　重金属類について，自然界における安全同位体

元素存在比を調べればその元素の由来が分かり，

汚染源の解明にもつながるが測定が技術的に困難

だった。ICP－MSはこの測定を可能にすると

思われるので，金属鉛，河川水，底質等の206Pb

／207Pb比の測定を試みたところ測定可能な：こと

が明らかになった。今後この方法を水質保全に応

用していくことを検討する。

　また，水質に影響する要因として水一底質間の

相互作用について研究を開始した。それによれば，

調査した小河川及び湖沼の底質は一般に水田土壌

よりも塩基飽和度が高く，とくに手賀沼，印旛沼，

桑納川でその傾向が強く塩基に富化していること

が明らかになった。水質汚濁にとくに関係の深い

りんについては，可溶性りんに注目してそれの形

態別分画を行った結果，鉄およびアルミニウムと

結合したりんが多く，カルシウム型りんの割合は

少ないことが知られた。これがどのように水質と

関係してくるか今後検討を要する課題である。

　生態系利用における水質浄化の研究では，生物

膜による汚水窒素の浄化法について引続き検討が

進められた。この浄化法では硝酸化成に続いて脱

窒作用を円滑に進行させることが必要であり，室
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内実験規模でそれを可能にする条件を明らかにす

ることができた。

3．環境生物部

　環境生物部は植生管理科，微生物管理科，昆虫

管理科の3科で構成され，植生の特性及び利用，

ならびに微生物及び昆虫，線虫その他の小動物の

分類，特性及び利用に関する調査研究を行ってい

る。

　植生管理科では，農業環境を長期にわたり良好

な状態に維持し，農業生産の安定向上を図るため，

その環境構成要素である植生の生態的特性及び環

境保全機能を解明するべく植生のもつ機能の解析

を行なっている。主な研究実施状況は以下の通り

である。

　植生の構造と生態的機能の解明に関する研究で

は，5年間にわたって2～3の処理をつづけた畑

地における植物種構成を観察している。5年間放

任した畑地ではセイタカアワダチソウなどの多年

生植物が優占し，荒廃化が急速に進行したが，年

1回・一タリー耕をした場合には，多年生植物の

侵入が阻止されている。また，茨城県内64箇所の

調査地点から採取したハルジオンの中，13箇所で

パラコート抵抗性バイオタイプが確認された。抵

抗性バイオタイプは樹園地，宅地などパラコート

が連用されているところで発見されている。

　耕地における物質循環の研究では，陸稲及び大

麦を3つの施肥レベルで栽培し，炭素，窒素循環

を比較した。炭素収支はいずれもマイナスに，窒

素収支は施肥レベルが低いとぎにはマイナス，高

いとぎにはプラスになった。

　植物による生態系保全機能に関する研究では，

難溶性燐の有効利用を行っている稲。根から多量

のシュウ酸，クエン酸を分泌しているシ・ザ，メ

ヒシバ，ナタネは燐源として難溶性のバリサイト

燐を利用できる。また，シュウ酸含量の高いホウ

レンソウをすぎ込むと難溶性燐の利用率が高ま

る。

　草型の異なる草地の群落構造の比較研究を行な

い，オーチャードグラス草地とリードカナリー草

地の群落構造に著しい相違が認められた。前者は

侵入雑草の種類が多く，裸地が生じたのに対し，

後者は株化せず密生するため雑草が入りにくい。

そのため，ひとたび優占度が高まると群落構造が

変化しにくいことが明らかになった。

　アレ・パシーの実験室レベルにおける検索手法

と識別手法の研究においては，薬用植物のアレ・

パシーをサーベイし，オキナグサとセンニンソウ

にレタスの発芽，生育及びフザリウム胞子の発芽

を阻害する活性を見いだし，活性物質としてpro－

toanemonineを同定した。また，アレ・パシー

検索のため，XAD－4に代わる吸引剤の検索，

階段砂耕栽培装置の改良，吸引剤を土壌中に混入

して生育抑制物質を吸着する方法が試みられてい

る。

　昆虫の誘引，忌避物質を検索する手法が検討さ

れ，ハスモンヨトウは揮発性物質Hexano1，（E）

一2－hexena1には誘引されず，（Z）一3－hex－

eno1，（Z）一3－Hexenylacetateに誘引される現

象を観察した。

　耕地及び自然植生におけるアレ・パシーの検索

の研究においては，次の成果が出ている：畑雑草

のシ・ザはキュウリの生育を抑制するが，土壌殺

菌によって活性が失われるから，シ・ザの成分が

土壌微生物の作用を受けて生育抑制物質に変化す

るものと考えた。また，エニシダのアレ・パシー

候補物質は土壌中の有機物含量が過剰のとき土壌

有機物に吸着されて活性が低下し，土壌の透水性

が良くなると溶脱水に溶解されて流失してしまう

可能性を示した。ムクナの混植による植物間相互

作用を調べると，ムクナとインゲン，ムクナとト

ウモ・コシの混植では相手植物の生育を促進する

ことが認められた。ムクナとの混植跡では雑草の

発生が少ない。

　微生物管理科では，ウイルス，細菌，糸状菌，

線虫を対象に，分類・同定，生理，生態，制御な

らびに利用について基礎的研究を行っている。

　分類・同定に関連しては，イネ縞葉枯病ウイル

スについて，二重鎖RNAの中には長さの対応す

る単鎖RNAに相補的塩基配列が含まれているこ
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とが明らかとなり，またウイルスに含まれる4種

のRNA分子間には，共通配列はなく，各々の

RNA分子は固有のゲノムであることが示された。

なお，イネ萎縮ウイルスS9のORFの醗訳産物

の確認と特性を解明するための検討がなされた。

マンゴーの新病害は，Xαn！hoアno欄s6伽ρ6s！7客s

pv．吻α％g膨鵤6伽漉66α6に．よるマンゴーかいよう

病であると同定した。ダイオキシン等芳香族塩素

化合物の分解微生物として採集したク・・クレ

ゾール分解菌は，PS6％40卿0％αs　glα4ioliと同定

した。わが国では未報告であつたダイズの子実腐

敗は，Pho吻o卿s　lo％9ズ601Z併こよるフォモプシス

腐敗病と同定した。また，フィリピン・ミンダナ

オ島の香料作物コウスイガヤの葉枯病の病原菌は，

C％7∂％Zα吻伽4梛砂ogo％ゑsと同定した。宮崎県（キ

ク）産，大分県（原野）産のネグサレセンチュウ

の同定を行った結果，新種の可能性が高いことが

判明した。また，本邦産フィレンクス属の動物相

を解明する中で，本年度は既知種1種，未記載種

3種の存在が確認された。

　微生物株の収集・保存に関連しては，本年度は

ベースコレクションとして，ウイルス44株細菌

1193株，根粒菌207株，放線菌39株，糸状菌749株

を収集・保存した。糸状菌の長期保存法について

は，ミズカビ類の凍結保存を検討した結果，10％

スキムミルク＋10％グリセリン溶液区での生存が

良好で，前培養にはV－8ジュースを含む培地が

良く，凍結防止剤として卵黄を添加した場合に良

好な生存が得られた。作物糸状菌病の診断・同定

用のエキスパートシステムの開発では，胞子の形

態を選択肢とした画像処理の併用を可能にした。

　生理に関連しては，イネもみ枯細菌病について，

シュウ酸カルシウムの結晶及び淡黄緑色の色素産

生の有無を指標として，イネ罹病組織から本病原

細菌を簡易，迅速に検出する方法を開発した。ま

た，本菌の培養ろ液から単離した3種の毒素につ

いて，その化学構造を同定した。イネ苗立枯病に

ついては，その病原菌の一種であるノ～h伽餌s

6hi麗郷isの産生する毒素リゾキシンは，分子量

625，エポキシド，オキサゾール環をもつ新規の

16員環マク・リド化合物であることを明らかにし

た。Streptmyces属菌の生産するキチナーゼを

分離，精製し，酵素学的な性質，生産の誘導が検

討された。

　生態に関連しては，土壌中に生息する拮抗性

Pseudomonas属細菌を選択的に分離でぎる培地

を開発した他，ポリク・一ナル抗体を用いた

ELISA法により異種菌が混在する土壌中から標

的としたP．cepaciaを特異的に検出する手法を確

立した。イネもみ枯細菌病菌は，イネ籾の内・外

えいの気孔から侵入し，柔組織の細胞間隙中で増

殖することを明らかにした。組換え微生物の野外

での利用に関する検出手法としてDNAプ・一ブ

法が放線菌について検討されている。

　制御に関連しては，各種植物の根圏から分離し

た病原菌に対する拮抗作用，発病抑制効果が検討

されている。レタスなどから分離した放線菌には，

サッマイモ立枯病，ジャガイモそうか病を抑制す

るものが認められた。微生物間の相互作用におけ

る土壌の静菌作用の因子として微生物間の02の

競合が示唆されたみ。線虫天敵出芽細菌による抑

制効果について継続的な検討がなされ，ネコブセ

ンチュウ類寄生系統の接種区では5年目に至り線

虫密度の抑制効果が認められた。また，シストセ

ンチュウ寄生系統については，4年目にその抑制

効果が認められた。

　利用に関連しては，形質転換に基づく微生物の

改良を目的とし，植物病原糸状菌の遺伝的特性を

解析するためF郷α吻郷o郷勿鰯吻のプラスミド

の探索と各分化型におけるDNAの相同性，

Streptomyces属放線菌のキチナーゼ産生遺伝子

のマルチベクターによるク・一ニングが検討され

ている。また，難分解性塩素化合物の微生物分解

遺伝子の検討が継続して進められている。

　昆虫管理科では，昆虫の特性の解明と管理技術

の開発を目的として研究を行っている。

　昆虫の分類に関しては，キヨトウ類の幼虫及び

成虫について，それぞれ種の分類に役立つ固有形

質を明らかにし，幾つかの未記載種を発見した。

また食材昆虫の寄生蜂セダカヤセバチ科の新種の
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確認と，寄生性，分布を明らかにした。環境の異

なる農村林で地表性昆虫を定量的に調査し，セソ

チコガネ，マダラカマドウマ，ク・シデムシが林

床の安定度を示す指標昆虫となり得ることを明ら

かにした。ニホンシ・フアブの生活史について，

部分的に2化性の発現があり得ること，発育変態

に光周期が関与している可能性があることを示し

た。

　昆虫の行動に関しては，カメムシ類の吸汁部位，

吸汁時間，吸汁頻度がカメムシの種類により異な

ることを明らかにした。またダイズの補償作用の

ため，大きなさやの数は加害区と対照区とであま

り差が見られないが，小さなさやの数は加害区で

増加した。ホソヘリカメムシの産卵選好性はダイ

ズの耐虫性品種とそうでない品種との間で差が認

められなかった。チャハマキの雄の体毛は雌の交

尾に重要であることを明らかにした。アワヨトウ

5齢幼虫にイミダゾール化合物を経口的に与える

と6齢にならず蠕化した。カリヤコマユバチに寄

生された終齢幼虫は蠕化せず，蜂の脱出まで幼虫

のまま生存した。寄生により寄主体液中に出現す

るタンパク質は分子量，出現時期の点で特異的な

ものであった。EGA利用のために虫体から切り

離したミツモンキンウワバの触角は2時間まで当

初と同等の反応を示した。ミツモンキンウワパと

イチジクキンウワバの性フェロモンは同一の2成

分からなるが，後者は前者が反応する濃度の10倍

程度の高い濃度を必要とした。アリモドキゾウム

シの性フェ・モン成分を合成し，誘引性を調査し

たところ，高濃度ほど誘引力が強く，また5％程

度の異性体が混入しても影響がなかった。タバコ

ガの性フェ・モン成分として，Z9－16Aldと

Z11－16Aldを検出し，混合比10：1を明らかに

した。交信撹乱効果は，前者が大きかった。

　天敵に関しては，ヒメトビウンカに寄生するク

・ハラカマバチの発育過程を明らかにした。トビ

イ・ウンカに産卵した場合には宿主の生態防御反

応により発育できなかった。ホソヘリカメムシ科

及びヘリカメムシ科の卵には，ヘリカメク・タマ

ゴバチが寄主を認知するためのカイ・モンが存在

すると考えられた。ヘリカメク・タマゴバチの発

育有効績算温量は雌209．2日度，雄200．3日度，発

育零点は雌13．6℃，雄13．5℃であつた。クサカゲ

・ウ類4種の年間累代飼育は，1～2齢期をスジ

コナマダラメイガ卵又はチューリップヒゲナガア

ブラムシで集合飼育し，3齢期はノシメマダラメ

イガ又はスジコナマダラメイガ幼虫で個体飼育す

ることによって可能となつた。導入天敵のチュウ

ゴクオナガコバチの寄生率が放飼地周辺で著しく

上昇し，クリタマバチの生存率の低下，ゴールサ

イズの縮小が認められた。

　個体群動態に関しては，オンシツツヤコバチの

導入法をシミュレーショソにより検討したとこ

ろ，導入最適時期，最適密度があり，導入数が同

じ場合は多数回に分ける方が防除効果が高いこと

を明らかにした。昆虫の簡易密度推定のための存

在頻度率と密度の関係について，包括的モデを作

成した。ミナミアオカメムシとアオクサカメムシ

について幼虫の生育及び産卵に及ぼす人工飼料成

分の影響を明らかにした。ワタアブラムシのエス

テラーゼアイソザイムのザイモグラムには4種の

変異が，またマメアブラムシのそれには6種の変

異が認められた。イネミズゾウムシの場合にも変

異性があったが，約9割は同一タイプであった。

4．資材動態部

　資材動態部は，農薬動態科，肥料動態科の2科

から構成され，農業環境の保全を配慮しつつ，農

業生産を向上させる化学物質（農薬，肥料，土壌

改良資材等）の合理的利用技術の開発，農内外廃

棄物の農業への利活用技術の開発，並びに作用機

構未解明元素の生体機能に及ぼす影響の解明を目

指し，それぞれの資材の特性，動態，管理に係わ

る先導・基盤的調査研究を進めている。

　農薬動態科では，農薬の特性と動態の解明，合

理的利活用技術の開発及び環境生物に対する影響

解明と総合管理技術の開発に関する研究を分担実

施している。

　農薬の特性解明に関しては，非破壊分析核磁気

共鳴吸収法を用いた殺菌剤薬理研究が続けられ，
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膜合成阻害剤エディフェンホス処理の灰色かび病

菌において，塩化マンガン浸漬法により菌糸内の

水スピンースピン緩和時間（T2）が短縮されるこ

とが見出され，作用解明への手掛りとなることが

示された。また作物の根に及ぼす薬剤の影響が同

様にT2変化との関連で調べられている。プ・ベ

ナゾールの作用機構が，いもち病菌に対する稲の

防御因子の誘導との関連下に，分子生物学的に追

及された6有機リン殺虫剤ホスホ・アミデートの

殺虫性は酸化酵素により生成する含窒素活性化物

が神経アセチルコリンエステラーゼを阻害するこ

とにより発現すること，また一連の化合物の中で

2一シアノフェニル体がすぐれた殺虫力を示すこ

となどが明らかにされた。

　農薬の水系における動態に関しては，広域水田，

小規模モデル水田から河川に流出した農薬の動態

が調べられ，農薬の物理性と流出率の関連性が明

らかにされた。土壌中における動態では，ダイオ

キシン，PCB，CNP等の十壌中における残留実

態が明らかにされ，モデル系における試験から，

物理性との相関が調べられた。土壌中における分

解では，ダイオキシン類は置換塩素の多いほど，

また湛水下では消失しにくいことなどが明らかに

された。また，PCP分解菌A6％40吻o％αs　sp．の

特性が検討され，分解遺伝子は染色体上に存在す

ることが示唆された。気相中における動態では，

難分解性芳香族塩素化合物の還元的脱塩素化によ

る光分解経路とその機構が解明された。植物体に

おける動態に関しては，テトラク・・エチレンな

どの脂肪族ハ・ゲソ化合物の稲体での吸収，移行，

残留性が調べられた。

　農薬活性の利活用技術研究では，有機リン剤抵

抗性ニカメイガに特異的に有効な新しい協力剤

カーバメートが見いだされ，2一ジメチルアミノ

ー6一メチルー4一ピリミディニルN，N一ジメ

チルカーバメートがもっともすぐれた効果を示

し，ピリミホスメチルに対する殺虫力を1200倍高

めることができた。抗菌性物質として見いだされ

たジインドリルメタンの光安定性が調べられ，抗

酸化剤NBCなどに光分解抑制効果が認められ

た。除草剤ビアラホス抵抗性植物を作出するため

の基礎実験として，ニンジン懸濁培養やカルスヘ

7線を照射し，抵抗性株選抜の条件が検討された。

植物生体防御物質ポリフェノールや天然殺虫成分

の合成系の鍵酵素フェニルアラニンアンモニアリ

アーゼ（PAL）の研究では，イネPAL遺伝子の

単離と制限酵素地図の作成，イネPALの活性化

に関与するmRNAの分離が行われた。

　薬剤の生物に対する影響研究では，十壌微生物

相に及ぼす殺菌剤の影響が調べられ，PCNBと

ク・ルピクリン併用区で細菌数の増加が著しかっ

た。昆虫の異物に対する生体防御の研究では，薬

剤の解毒に関与する酵素や薬物結合蛋白の昆虫種

・組織別分布が調べられ，また異物に対する基質

認識の違いが明らかにされた。薬剤抵抗性関係で

は，コナガのピレス・イド抵抗性機構が検討され，

神経の薬剤感受性の低下が抵抗性に関与している

ことが示唆された。また殺菌剤耐性については，

解毒代謝や作用点変異と耐性との関連性が調べら

れている。農薬の身ベレリン（GA）代謝に及ぼ

す影響の基礎知見を得るために，イネ実生中にお

けるジベレリンA2の代謝変換経路が調べられ，

9種の代謝物が同定され，その多くは結合型とし

て存在していた。脱塩素ベンチオカーブに起因す

るイネわい化症の防止剤の効果が各種条件で検討

された。

　農薬の管理技術の開発の基礎研究としては，農

業生態系における農薬の動態予測研究が引続ぎ行

われている。土壌中における農薬の半減期データ

に基づき，適応最小二乗法を用いて土壌残留性を

推論する知識ベースシステムの原型が構築され

た。農薬の水溶液から大気への蒸発を予測するた

めの蒸発速度定数Kvはヘンリー定数から推定

することが可能となった。また脂肪族ハ・ゲン化

合物の土壌吸着平衡定数，気水分配平衡定数など

の基礎的物性データが測定，算出された。組換体

の生態系導入のためのアセスメント手法の開発研

究が進められている。組換植物のマーカー遺伝子

として利用するために，除草剤ビアラホス抵抗性

遺伝子グルタミン合成酵素のcDNAがク・一二
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㌧

ングされた。また同様な目的で，タバコ及び稲の

マーカー遺伝子として大腸菌β一グルク・ニダー

ゼ遺伝子の導入と植物体の再生が進められてい

る。

　肥料動態科では，作用未解明元素の賦存量の実

態把握，肥料等の多量成分・微量成分の特性と動

態の解明及びこれら成分の動態制御・管理技術の

開発，並びに農業内外廃棄物の利活用技術の開発

に関する研究を分担実施している。

　作用未解明元素としては，希土類16元素の各種

土壌断面中の分布が調査され，土壌タイプにより

存在絶対量，元素間の存在比率に大ぎな差がない

ことが明らかにされた。また先端技術産業から放

出が予想されるレアメタル11元素についても非汚

染土壌では断面内分布が比較的均一であった。特

定の元素の富化があった場合には，当然このよう

な断面内分布に不均一さが生じ，また元素間の比

率にも異常が現われることから，汚染を未然にモ

ニタリングする技術として有用である。レアメタ

ル類については下水汚泥，ごみコンポスト中の分

布とその変動の実態調査をするためにICP　（誘

導結合プラズマ）一質量分析法の応用が試みられ，

前処理法について検討された。

　多量成分の特性と動態の解明では，施肥成分の

土壌内動態を連続的にモニタリングするシステム

の改良が行われ，土壌微生物により分解されない

ポリアクリ・ニトリル製ホ・一ファイバーの利用

により長期安定に測定が可能になった。水の移動

に伴う土壌カラム内の硝酸，カルシウムの移動は

再生セル・一ス製ホ・一ファイバーと同様に測定

でぎた。リンについてはNMRにより十壌中の

形態分析が行われ三要素無施用土壌では無機リン

は大ぎな変動を示すが，有機リンはほぼ一定に保

たれていることを認めた。またリン鉱石，難溶性

リン酸化合物を原子炉で熱中性子照射して直接標

識する研究が開始されており，本年度は化学組成，

溶解特性などの検討が行われた。照射後の試料の

抽出液中の32Pを測定するためには，他の放射性

核種を除去する必要があるが，そのためには陽イ

オン交換樹脂の利用が最も容易であった。ケイ酸

については，安定同位体（30Si及び28Si）で標識

したケイ酸カルシウム6種を合成し，水稲による

吸収を調べたところ，水稲生育時期別の標識ケイ

酸の寄与率の変化からみてケイ酸塩は3種類に類

別でぎることが明らかになった。

　微量成分の特性と動態の解明では，前記の作用

未解明元素の特性・動態のほかに，亜鉛，銅につ

ぎ可給性を検討するために各種抽出液への溶解性

が調査された。一般に銅は亜鉛よりも高い比率で

抽出され，また亜鉛は土壌表層のAp層で抽出割

合が高まった。元素含量，抽出割合と粘土含量，

土壌pHとの相関は全土壌試料でみると有意性

は認められないが，個々の断面では有意となった。

　肥料等の動態制御・管理技術の開発では，まず

転換畑における窒素動態と水稲による窒素吸収が

研究され，水田復帰後の全窒素，土壌及び施肥窒

素の吸収と前作の影響が明らかにされた。また地

表面から揮散する亜酸化窒素の連続自動測定装置

を開発し，地表面に設置した小型チャンバーを流

れるN20を長期安定に測定でぎることを示した。

　ケイ酸については肥料及び資材施用土壌中の有

効態の定量法が問題になっているが，弱酸性陽イ

オン交換樹脂を用いた抽出法が資材の評価におい

て優れていることを認めた。ケイ酸については，

さらに水稲のオゾン被害との関係が研究された

が，被害軽減にはならず，むしろ被害が増幅され

ることがあった。

　ホウ素についてはNMRにより溶液中及び植

物中の存在形態が解明された。ヒマワリでは，ホ

ウ酸の大部分は根から吸収された形態のままで葉

に運ばれ，そこで光合成的に新しく合成された産

物と結合し，葉中の可溶性ホウ酸の1／2から2

／3が結合体となって存在していた。

　水稲の根圏溶液中のメタンは水稲の節間を通っ

て大気に放出されることが確かめられ，また，わ

ら施用により節間のメタン濃度は大気中の500倍

以上にも達することを認めた。ただし，たい肥を

施用した場合には無施用の場合よりも濃度は低く

経過した。

　農業内外廃棄物の利活用に関しては，豚舎排水
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処理土壌カラムの前処理に用いたオガクズ槽内で

のリンの集積及びフォスファターゼ活性の変化が

調べられ，汚水流入により両者とも増加すること

が認められた。土壌カラムのうち脱窒カラムでは

土壌マンガンの還元・移動が認められ，集積土壌

層位ではコマツナにマンガン過剰に．よる生育異常

が発生した。対策としては苦土石灰施用と土壌の

酸化状態での保温静置が有効であつた。

　ポリ塩化ビニル原体，フィルム，ポリエチレン

製マルチ用フィルムに対する紫外線照射の影響が

調査された。紫外線処理によりポリ塩化ビニル原

体，ポリエチレンフィルムでは酸素の付加が促進

され，前者からの塩素離脱が顕著に起こった。使

用済・ックウールの処理法については，土壌すぎ

込みで化学的，物理的には障害がないことを確認

した。

　有機質資材として，魚さい，魚りんを原料とし

たコソポストを試作し，その化学組成，微小熱量

計による微生物の増殖熱の測定を行い，資材とし

ての評価を行った。熱量計については，微生物質

材の評価に用いるための予備的試験も実施した。



1［．昭和63年度研究課題

課題

番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

1　農業上問題となる環境要因の体系

的解明

〔1〕農業生産関連生物と環境要因

の相互作用の解明

（1）農業生産関連生物に対する環

境要因の影響の解明

1 1　作物の気候的生育予測法の 経常 継58～2 環資・気象生態研 欠　島　正　晴

確立（1） 岡　田　益　巳

竹　澤邦　夫

川　方　俊和

2 2　作物類の気象生態反応の解 経常 延58～62 環資・気象生態研 矢　島　正　晴

明（2） ～（4） 岡　田　益　巳

竹　澤　邦　夫

川　方　俊　和

3 3　制御環境下における作物の 経常 完58～元 環資・気象生態研 矢　島　正　晴

生育調節法の開発（3） （62） 岡　田　益　巳

竹　澤邦　夫

川　方　俊和

4 4　大気質の変動の作物への影 経常 継58～5 環資・大気保研 原　薗　芳　信

響の評価法の開発（4） 小　林　和　彦

5 5　オーブントップチャンバー 公害防止 完61～62 環資・大気保研 小　林　和　彦

を用いた実験手法の確立 野　内　　　勇

岡　田　益　巳

6 6　大気汚染が作物の物質生産 公害防止 継61～2 環資・気象生態研 矢　島　正　晴

に及ぼす影響の定量的解析（6） 岡　田　益　巳

竹　澤邦　夫

川　方　俊　和

7 7　植物の大気汚染物質の解毒 公害防止 継61～2 環資・大気保研 野　内　　　勇

機構の解明（7）

8 8　大気汚染の影響評価のため 公害防止 継62～2 環境管理・環情報室 鈴　木　大　助

のデータ解析と表示法の開発 守　谷　茂　雄

（8〉

（2）質的に新しい環境要因の生体

機能に及ぼす影響の解明

9 1　作用機構未解明元素の賦存 経常 継58～元 資材動態・微量要素研 吉　野　昭　夫

量の実態把握⑩ 後藤重義
10 2　レアメタル類の動態及び生 公害防止 新63～4 資材動態・微量要素研 吉　野　昭　夫

体機能への影響の解明一土壌 後藤重義
環境中における分布とその変

動
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課題
番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

11 3　レアメタル類の動態及び生 公害防止 新63～4 環資・水質動態研 山　崎　慎　一

体機能への影響の解明一水環 津村　昭　人

境における分布とその変動 木　方　展　治

12 4　レアメタル類の動態及び生 公害防止 新63～4 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

体機能への影響の解明一農用 羽　賀　清典

資材中における分布とその変 山　崎　　　晃

動の実態調査

丑　農業環境生物の特性の解明と管理

・利用技術の開発

〔1〕微生物等の特性の解明と制御

法の開発

（1）細菌及びウイルスの特性の解

明と分類・同定法の確立

13 1　植物ウイルスの理化学的性 経常 継62～8 環生・土微分類研 福　本　文　良

状の解明一遺伝子組換え体の （生物研） 美濃部　侑三

作製とその機能と構造の解明

⑩

14 2　地域条件に対応した弱毒ウ バイテク〔地 継61～2 環生・土微分類研 亀谷満朗＊
イルスの作出及びこれを利用 域バイテク〕 ＊〔農研センタ〕 福　本　文　良

した防除技術の確立⑬

15 3　植物ウイルスの理化学的性 経常 新63～4 鳥　山　重光

状による分類基準の確立 環生・土微分類研

16 4　農業生態系にかかわる細菌 経常 継58～4 環生・細菌研 畦　上　耕　児

の分類⑯ 田部井　英　夫

（生物研） 西　山　幸　司

17 5　植物細菌病の診断と病原細 経常 継58～4 環生・細菌研 畦　上　耕　児

菌の同定⑰ 田部井　英　夫

（生物研） 西　山　幸　司

18 6　植物寄生性細菌の生理的特 経常 継58～63 環生・寄生菌研 松　田　　　泉

性と感染・発病機構の解明⑬ 佐藤　　　守

佐藤善　司
（東京大学） 岩　崎　成　夫

小磯邦　子
（蚕試） 白　田　　　昭

19 7　植物病原細菌の毒素産生遺 バイテク〔バ 単63 環生・寄生菌研 佐藤　　　守

伝子の構造解析 イテク育種〕

（2）糸状菌の特性の解明と分類基

準の確立

20 1　鞭毛菌類の特性の解明と分 経常 継58～元 環生・糸状菌研 佐　藤　豊　三

類基準の確立㈲ 大久保博　人

浜　屋　悦　次



14 農業環境技術研究所年報　昭和63年度

課題
番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究分担 担　当　者

21 2　不完全菌類の特性の解明と 経常 継58～元 環生・糸状菌研 佐藤豊三
分類基準の確立⑳ 大久保　博　人

浜　屋　悦　次

22 3　作物糸状菌病の診断及び病 一般別枠〔情 継62～元 環生・糸状菌研 浜　屋　悦　次

原同定⑬ 報処理〕 大久保博　人

23 4　植物寄生性糸状菌の生理的 経常 継58～63 環生・寄生菌研 佐藤善　司
特性と発病機構の解明㈲ 環生・糸状菌研 浜　屋　悦　次

24 5　外国稲の病害抵抗性2㊨ 超多収 完58～63 環生・寄生菌研 佐藤善　司
（3）土壌微生物の特性・機能の解 （62）

明と分類基準の確立

25 1　土壌病害の発病抑止作用に 経常 継60～元 環生・土微分類研 小林紀彦＊
関与する土壌微生物の特性解 ＊〔野菜・茶試〕

明と類別⑳

26 2　内生菌根菌を含む根圏微生 一般別枠〔根 継61～2 環生・土微分類研 小林紀彦＊
物の動態特性の解明㈱ 圏環境〕 ＊〔野菜・茶試〕

27 3　植物病原土壌微生物の特性 経常 完58～62 環生・土微生態研 鈴　井　孝仁
の解明¢り 本　間　善　久

28 ・　　4　土壌微生物生態系における 経常 継62～元 環生・土微生態研 土屋健　一
植物寄生性細菌の特性ならび 本　間善久
に機能発現の解明㊤⇒ 鈴　井　孝　仁

29 5　土壌生態系における放線菌 経常 継58～元 環生・土微利研 宮下清貴
の特性の解明㈹

30 6　放線菌の菌体外酵素生産に 大型別枠〔生 新63～2 環生・土微利研 宮　下　清　貴

おける生物情報 物情報〕 沢　田　泰　男

（4〉微生物の安定的長期保存法の

開発

31 1　糸状菌の安定的長期保存法 経常 継61～元 環生・糸状菌研 大久保博　人

の標準化㈹ 佐　藤　豊　三

浜　屋　悦　次

（5）線虫及び土壌小動物の特性の

解明と分類・同定法の確立

32 1　ワセンチュウ類の分類G① 経常 完58～63 環生・線・動物研 皆　川　　望＊

（62） ＊〔技会〕

33 2　ケファレンクス属線虫の分 経常 完59～62 環生・線・動物研 水久保　隆　之

類働 皆　川　　望＊

＊〔技会〕

34 3　メルリニウス属線虫の分類 経常 完60～62 環生・線・動物研 皆　川　　望＊

㈹ 水久保　隆　之

＊〔技会〕

35 4　ネコブセンチュウ類の分類 経常 継58～63 環生・線・動物研 西　沢　　　務

と特性の解明6ゆ
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課題

番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

36 5　ネグサレセンチュウ類の分 経常 継61～2 環生・線・動物研 水久保隆　之

類・同定法の確立㈲ 西　沢　　　務

37 6　テイレンクス亜科線虫の分 経常 継61～4 環生・線・動物研 水久保　隆　之

類㈲

38 7　プシレンクス属線虫の分類 経常 完61～62 環生・線・動物研 水久保　隆　之

⑳ （九州農試） 中　園　和年

39 8　温州萎縮ウイルス及びブド 特研〔果ウイ 完59～62 環生・線・動物研 西　沢　　　務

ウウイルス病様症状の病原の ルス〕 皆　川　　望＊

ベクターの探索㈹ 水久保　隆　之

＊〔技会〕

（6）微生物，線虫及び土壌小動物

の制御法の開発

40 1　土壌微生物の相互作用の解 経常 継59～元 環生・土微利研 沢　田　泰　男

明㈹

41 2　リゾクトニア菌等土壌病原 一般別枠〔根 継61～2 環生・土微生態研 本　間　善久

菌に対する根圏細菌の拮抗機 圏環境〕 鈴　井孝　仁

構の解明㈹

42 3　拮抗微生物の遺伝子解析㈹ 一般別枠〔根 継61～2 環生・土微生態研 鈴　井　孝　仁

圏環境〕

43 4　微生物利用による地域主要 バイテク〔地 継62～3 環生・土微生態研 鈴　井　孝　仁

病害虫の防除技術の開発㈹ 域パイテク〕

44 5　原核生物等線虫天敵微生物 一般別枠〔根 継61～2 環生・線・動物研 西　沢　　　務

の特性と拮抗機構の解明㈹ 圏環境〕

45 6　根圏における有用機能菌の 一般別枠〔根 新62～2 環生・土微利研 宮　下　清貴

遺伝子操作 圏環境〕 沢　田　泰　男

46 （7）組換え体の野外環境下での安 パイテク〔安 継62～元 環生・土微分類研 亀谷満朗＊
全性評価手法の開発 全性評価〕 ＊〔農研センタ〕

1　植物ウイルスの検出手法⑯

47 2　植物ウイルスの検出手法一 バイテク〔安 継62～元 環生・土微分類研 亀　谷　満　朗

植物ウイルス検出用モノク 全性評価〕 （委託：日植防研） 匠　原　監一郎

・一ナル抗体の作製と利用㈱ ＊〔農研センタ〕

48 3　植物寄生細菌の検出手法㈹ パイテク〔安 継62～63 環生・寄生菌研 松　田　　　泉

全性評価〕

49 4　有用土壌細菌の検出手法㈹ バイテク〔安 継62～63 環生・土微生態研 土　屋　健　一

全性評価〕 鈴　井　孝　仁

50 5　有用土壌細菌の検出手法一 バイテク〔安 継62～63 環生・土微生態研 土屋健　一
有用土壌細菌検出用モノク 全性評価〕 鈴　井　孝　仁

・一ナル抗体の作成と利用㈹ （委託：日植防研） 匠　原　監一郎

51 6　土壌微生物へのDNAプ パイテク〔安 継62～元 環生・土微利研 宮下　清　貴

・一グ法の利用の 全性評価〕
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課題
番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分担 担　当　者

52 7　植物寄生細菌の植物及び土 パイテク〔安 新63～元 環生・寄生菌研 松　田　　　泉

壌中での生息状況 全性評価〕

53 8　Pseudomonas属細菌等に バイテク〔安 新63～元 環生・寄生菌研 佐藤　　　守

おける供与DNAの転移性 全性評価〕

〔2〕有用微生物の探索と微生物の

有効利用法の開発

（1）有用微生物の探索

54 1　土壌中における有用細菌の 経常 中58～元 環生・土微利研 加藤邦彦＊
探索⑳ （62） ＊〔草地試〕

55 2　根粒菌の分類・同定と有用 大型別枠〔グ 完60～62 環生・土微利研 沢　田　泰　男

菌株の選抜⑬ リーン〕 宮　下　清　貴

加藤邦彦＊
＊〔草地試〕

56 3　有用機能菌の探索と動態の 一般別枠〔根 継61～2 環生・土微利研 加藤邦彦＊
解明σゆ 圏環境〕 沢　田　泰　男

＊〔草地試〕

（2）微生物の有効利用法の開発

57 1　畑土壌パイオマスの養分代 一般別枠〔根 継61～2 環生・（科長） 浜　屋悦　次

謝・集積機能の評価⑬ 圏環境〕 （委託：山口大学） 丸　本　卓哉

58 2　高分解能菌株の増殖及び機 公害防止 継61～元 環生・土微利研 宮下清貴
能向上技術⑯ 加藤邦彦＊

沢　田　泰　男

＊〔草地試〕

59 3　分解微生物の分類，同定及 公害防止 新63～元 環生・細菌研 畦　上　耕　児

び保存 西山幸司＊
加藤　　肇＊＊

宙部井　英　夫

＊〔生物研〕

＊＊〔農研センタ〕

（3）微生物の生理活性物質の探索

と利用法の開発

60 1　微生物の産生する生理活性 経常 継58～63 環生・寄生菌研 佐藤善　司
物質の解明と利用法の開発々⇒ （東京大学） 岩　崎　成　夫

小　林　久　芳

（果樹試） 石　井　英　夫
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課題
番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

〔3〕昆虫の特性の解明と管理技術

の開発

（1）昆虫の分類・同定法の開発と

昆虫相の解明

61 1　鱗翅目（大蛾類幼虫）の分 経常 延58～62 環生・昆分類研 吉　松慎　一

類学的研究㈹ ～（4）

62 2　トマト黄化えそ病に関する 小事項 完60～62 環生・昆分類研 服部伊楚子・退

研究　アザミウマの種類と発

生相㈱

63 3　個体群動態の解析一長距離 一般別枠〔移 完59～62 環生・昆分類研 服部伊楚子・退

移動性病害虫の天敵の同定分 動性害虫〕 小　西　和　彦

類鱒

64 4　形態・生理・生態的特性一 一般別枠〔移 完59～62 環生・昆分類研 服部伊楚子・退

アワヨトウの地域別・発生期 動性害虫〕 吉　松　慎　一

別形態比較図

65 5　形態・生理・生態的特性一 一般別枠〔移 完59～62 環生・昆分類研 服部伊楚子・退

アワヨトウ類似種の幼虫・蠕 動性害虫〕 吉　松　慎　一

による分類同定法の確立㈹

66 6　移動実態・時期の調査一移 一般別枠〔移 完59～62 環生・昆分類研 服部伊楚子・退

動性昆虫相の解明㈲ 動性害虫〕 吉　松　慎　一

小　西　和　彦

67 7　膜翅目の分類学的研究 経常 新63～4 環生・昆分類研 小　西　和　彦

松　村　　　雄

68 8　双翅目昆虫相の解明 経常 新63～4 環生・昆分類研 松　村　　　雄

（2）昆虫個体群の特性の解明

69 1　カメムシ類の個体群密度変 経常 完58～62 環生・個体群研 釜　野　静　也

動機構の解析勧 野　田　隆　志

70 2　昆虫個体群の簡易密度調査 経常 中61～63 環生・個体群研 矢　野栄　二

法の確立㈱ （62）

71 3　昆虫とその寄生者，捕食者 経常 継61～63 環生・個体群研 矢　野　栄　二

の相互関係の解析㈲

72 4　ハスモンヨトウの密度変動 一般別枠〔移 完58～62 環生・個体群研 矢　野　栄　二

調査及び要因解析⑳ 動性害虫〕

73 5　移動個体群発現に関する環 一般別枠〔移 完59～62 環生・個体群研 釜　野　静　也

境要因の解明一ハスモンヨト 動性害虫〕 野　田　隆　志

ウ⑳

74 6　種個体群の変異性に関する 経常 新63～3 環生・個体群研 森　本　信　生

研究 釜　野　静　也
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課題
番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分担 担　当　者

（3〉昆虫の行動特性の解明と制御

技術の開発

75 1　りん翅目昆虫の性フェ・モ 経常 継58～63 環生・昆行動研 川　崎　建次郎

ン源への定位行動の解析働

76 2　カメムシ類の摂食・採餌行 経常 継59～63 環生・昆行動研 池　内　まぎ子

動の生理・生態的解析⑬ 日高輝展＊
＊〔熱研〕

77 3　移動個体発現に関する環境 一般別枠〔移 完59～62 環生・昆行動研 日高輝展＊
要因一ミツモンキンウワバ働 動性害虫〕 川　崎　建次郎

＊〔熱研〕

78 4　追跡機器の開発と利用◎ゆ 一般別枠〔移 完59～62 環生・昆行動研 日高輝展＊
動性害虫〕 川　崎建次郎

（委託：日本気象協会） 柳　沢善次
（オーストラリア， V．A．Drake

CSIRO）

＊〔熱研〕

79 5　長距離移動に関する気象要 一般別枠〔移 完60～62 環生・昆行動研 日高輝展＊
因一ハスモンヨトウ㈹ 動性害虫〕 池　内　まき子

川　崎建次郎

（委託：日本気象協会） 佐藤　　　功

＊〔熱研〕

80 6　アワヨトウの全国調査試料 一般別枠〔移 完59～62 環生・天敵生研 岸野　賢一・派

の収集及び解析働 動性害虫〕 森　本　信　生

81 7　アワヨトウの休眠性の地理 一般別枠〔移 完59～62 環生・天敵生研 岸野　賢一・派

的変異團 動性害虫〕 森　本　信　生

82 8　捕獲機器の開発と利用0㊥ 一般別枠〔移 完59～62 環生・天敵生研 岸野　賢一・派

動性害虫〕 森本　信　生

小　山　建　二

志　賀　正　和

83 9　アワヨトウの移動に関する 一般別枠〔移 完60～62 環生・天敵生研 森　本　信　生

気象要因（100） 動性害虫〕 岸野　賢一・派

84 10　アワヨトウの移動経路の解 一般別枠〔移 完61～62 環生・天敵生研 森　本　信　生

明（101） 動性害虫〕 岸野　賢一・派

85 11アワヨトウの移動予知シス 一般別枠〔移 完61～62 環生・天敵生研 森　本　信　生

テムモデルの開発（102） 動性害虫〕 岸野　賢一・派

86 12行動制御物質の超微量定量 大型別枠〔生 新63～2 環生・昆行動研 川　崎　健次郎

法一生物検定法 物情報〕

87 （4）天敵生物の特性解明と利用法 経常 継59～5 環生・天敵生研 志　賀　正　和

の開発

1　侵入害虫の天敵生物の探索

（103）
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課題
番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

88 2　ウンカ類寄生性天敵の特性 経常 継59～63 環生・天敵生研 小　山　健　二

解明（104）

89 3　天敵昆虫の増殖法の開発 経常 継59～5 環生・天敵生研 岸野　賢一・派

（105） 小　山　健　二

90　・ 4　天敵原虫類特性解明 経常 新63～2 環生・天敵生研 阿　部　芳　彦

91 5　昆虫の生体の防御機構の解 大型別枠〔生 新63～2 環生・天敵生研 志　賀　正　和

明一包囲化阻止機構 物情報〕 （委託：東京学芸大学） 北　野　日出男

92 6　昆虫の生体防御機構の解明 大型別枠〔生 新63～2 環生・天敵生研 志　賀　正　和

一異物認識機構 物情報〕 （委託：埼玉医大） 和　合　治　久

（5）昆虫の生理活性物質の探索と

利用法の開発

93 1　ミッモンキンウワバの性フ 一般別枠〔移 完59～62 環生・生理活性研 杉　江　　　元

エ・モンの化学構造の解明 動性害虫〕 野　口　　　浩

（106）

環生・昆行動研 川　崎健次郎

94 2　サトウキビのコメツキムシ 経常 完58～62 環生・生理活性研 杉　江　　　元

類の性フェ・モンの同定と利 （沖縄農試） 金　城　美恵子

用法（107） 長嶺將　昭
95 3　交尾行動におよぼす雄の香 経常 継61～63 環生・生理活性研 野　口　　　浩

鱗役割（108） 杉　江　　　元

96 4　ハマキコウラコマユパチの 経常 完61～62 環生・生理活性研 杉　江　　　元

産卵行動制御物質（109） （文部省特別研究員） 戒　能　洋　一

97 5　寄生蜂による寄主の発育制 大型別枠〔生 新63～2 環生・生理活性研 八　木　繁　実

御機構 物情報〕 野　口　　　浩

杉　江　　　元

〔4〕植生の生態的特性の解明と管

理・利用技術の開発

（1）植生の構造と生態的機能の解

98

明
1
　 耕地雑草における種内変異 経常 継58～63 環生・植物生態研 宇佐美　洋　三

株の分化とその生理・生態的 小　泉　　　博

特性の解明（111） 佐　藤　光　政

99 2　農耕地およびその周辺にお 経常 継58～63 環生・植物生態研 宇佐美　洋　三

ける植物群落の組成と構造の 小　泉　　　博

解明（112） 佐　藤　光政

100 3　普通畑作物栽培におけるア 特研〔アレ・ 完61～62 環生・植物生態研 佐　藤　光政

レ・パシーの実態解析（H3） パシー〕 宇佐美　洋　三

小　泉　　　博

101 4　農耕地周辺植生におけるア 特研〔アレ・ 完61～62 環生・保植生研 根　本　正　之

レ・パシーの実態解析（114） パシー〕
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課題
番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分担 担　当　者

102 5　畑作物及び耕地周辺植物に 特研〔アレ・ 継62～63 環生・植物生態研 佐　藤　光　政

おけるアレ・バシー効果の検 パシー〕 宇佐美　洋　三

証（115） 小　泉　　　博

（2）植生の生態系保全機能の解明

103 1　水生植物による合成有機化 経常 完59～62 環生・保植生研 塚　野　豊・退

合物の吸収と分解（117）

104 2　蓄積りん吸収の植物種間差 特研〔土壌り 完59～62 環生・保植生研 堀　江　秀樹

とその要因解析（118） ん〕

105 3　耕地生態系の植物群落にお 大型別枠〔グ 完60～62 環生・植物生態研 小　泉　　　博

けるエネルギーと炭素の循環 リーン〕 宇佐美　洋三

機能の解明（H9） 佐　藤光政
106 4　アレ・パシーの識別手法の 特研〔アレ・ 継61～63 環生・保植生研 塚　野　豊・退

確立（120） パシー〕

107 5　耕地生態系における物質循 経常 新63～4 環生・植物生態研 小　泉　　　博

環の変動機構の解明 宇佐美　洋　三

佐　藤　光政

（3〉他感物質の検索と機能の解明

108 1　他感物質の検索手法の開発 経常 継59～元 環生・他感物質研 藤　井　義　晴

（122） 渋　谷　知　子

安　田　　環＊

＊〔野菜・茶試〕

109 2　他感物質（アレロパシー物 特研〔アレ・ 継61～63 環生・他感物質研 藤　井　義晴

質）の抽出・単離法の確立 パシー〕 渋　谷　知　子

（123） 安　田　　環＊

＊〔野菜・茶試〕

110 3　バイオアッセイによる効果 特研〔アレ・ 継61～63 環生・他感物質研 藤　井義晴
の検証（124） パシー〕 渋　谷　知　子

安　田　　環＊

＊〔野菜・茶試〕

111 4　アレ・パシー候補物質の構 特研〔アレ・ 継61～63 環生・他感物質研 安　田　　環＊

造解析とその役割の考察（125） パシー〕 （委託：北海道大学） 水　谷　純也

＊〔野菜・茶試〕

112 5　快適性増進植物の選択と配 国土資源 単62 環生・他感物質研 渋　谷　知　子

置アセスメント（127） 藤　井　義　晴

安　田　　環＊

＊〔野菜・茶試〕

113 6　雑草群落における植生の動 経常 新62～元 環生・他感物質研 藤　井　義晴

態解明一ムクナの他感作用の 渋　谷　知　子

識別と機能の解明 安　田　　環＊

＊〔野菜・茶試〕
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課題
番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分担 担　当　者

114 7　植物の耐虫性因子の解明 経常 新62～3 環生・他感物質研 渋　谷　知　子

藤　井　義　晴

安　田　　環＊

＊〔野菜・茶試〕

（4）植生の管理・利用技術の開発

115 1　土壌蓄積りんの再生循環の 特研〔土壌り 新62～63 環生・保植生研 堀　江　秀　樹

評価一植物による土壌蓄積り ん〕

ん利用の促進要因の定量化と

促進技術

（5）水生植物等の管理・利用技術

の開発

116 1　水生植物の水質浄化特性 経常 継60～元 環資・水質特性研 藤　井　國　博

（128） 岡　本　玲　子

山　口　武　則

皿　化学物質等の環境保全的利用技術

の開発

〔1〕農薬及び肥料等の特性と動態

の解明

（1）殺菌剤の特性と動態の解明

117 1　細胞水の緩和時間を指標と 経常 継62～2 資材動態・殺菌動態研 吉　田　　　充

した殺菌剤の作用特性の解析

（131）

118 2　微生物細胞膜における殺菌 大型別枠〔生 新63～2 資材動態・殺菌動態研 吉　田　　　充

剤の認識・耐性機構 物情報〕 行　本　峰子

（2）殺虫剤の特性と動態の解明

119 1　有機リン剤ホスホ・アミ 経常 継58～63 資材動態・殺虫動態研 上　路　雅　子

デートの殺虫活性（132） （原子力）

120 2　有機リン殺虫剤の植物体に 経常 完58～62 資材動態・殺虫動態研 上　路　雅　子

おける代謝機構（133） （原子力）

121 3　光学異性農薬の生物活性評 重点基礎〔新 単62 資材動態・殺虫動態研 上　路　雅　子

価法 計測手法〕

122 4　昆虫体内侵入異物に対する 大型別枠〔生 新63～2 資材動態・殺虫動態研 上路雅子
酵素の認識機構 物情報〕 昆　野　安　彦

123 5　芳香族塩素化合物の作物吸 公害防止 完60～62 資材動態・殺虫動態研 升　田　武　夫

収（134）

124 6　脂肪族塩素化合物の作物に 公害防止 新63～4 資材動態・殺虫動態研 升　田　武　夫

おける吸収と生体機能への影

響の解明
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課題
番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分担 担　当　者

（3）除草剤の特性と動態の解明

125 1　芳香族塩素化合物の微生物 公害防止 継60～元 資材動態・除草動態研 山　田　忠　男

分解（135） 鈴木隆之＊
腰　岡　政　二

＊〔技会〕

126 2　種々の土壌条件下における 経常 継61～2 資材動態・除草動態研 山　田　忠　男

除草剤の動態（136） 鈴木隆之＊
腰　岡　政　二

＊〔技会〕

（4）肥料等の多量成分の特性と動

態の解明

127 1　合成リン酸塩の特性と肥効 経常 完58～62 資材動態・多量要素研 加　藤　直　人

（137） 尾　和　尚　人

128 2　畑土壌における肥料成分の 一般別枠〔情 継60～元 資材動態・多量要素研 尾　和　尚　人

動態予測（138） 報処理〕

129 3　肥料成分の動態のNMR 経常 完60～62． 資材動態・多量要素研 伊藤　　　治

による解析（140） 尾　和　尚　人

加藤直　人
（国立公害研） 三　森　文　行

130 4　安定同位体利用によるけい 経常 継61～元 資材動態・多量要素研 尾　和　尚　人

酸質肥料の肥効発現機構の解 伊藤　　　治

明（141）

（5〉肥料等の微量成分の特性と動

態の解明

131 1　肥料中の微量元素の動態 経常 継58～元 資材動態・微量要素研 後藤重　義
（142）

132 2　肥料中ホウ素の特性・動態 隆常 単62 資材動態・微量要素研 田　中　房　江

のNMRによる解明

資材動態・多量要素研 伊藤　　　治

〔2〕農薬及び肥料等の合理的利活

用技術の開発

（1）薬剤の動態制御技術の開発

133 1　芳香族塩素化合物分解菌の 公害防止 継60～元 資材動態・除草動態研 山　田　忠　男

改良（144） （委託：名古屋大学） 鍬塚　昭　三

134 2　芳香族塩素化合物の高分解 公害防止 完61～62 資材動態・除草動態研 山　田　忠　男

菌株の探索・選抜（145） 鈴木隆之＊
腰　岡　政　二

＊〔技会〕

135 3　土壌害虫，線虫制御への 原子力 継62～2 資材動態・殺虫動態研 上　路　雅　子

RI利用（146）
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〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

（2）肥料等の動態制御・管理技術

の開発

136 1　土壌植物系における炭酸ガ 重点基礎〔新 単62 資材動態・多量要素研 尾和　尚　人

ス組成の直接計測システム 計測手法〕

137 2　NMRを用いた植物体内 大型別枠〔生 新63～2 資材動態・多量要素研 伊藤　　　治

における無機成分の動態解明 物情報〕 尾　和　尚　人

138 3　微量成分のモニタリング手 経常 完58～元 資材動態・微量要素研 渡辺久男＊
法の開発（149） （62） ＊〔熱研〕

139 4　農業環境における超微量元 重点基礎〔新 単62 資材動態・微量要素研 後藤重義
素の高感度・高精度形態別計 計測手法〕 吉　野　昭　夫

測法

140 5　肥料成分の分析法の開発 経常 完61～62 資材動態・微量要素研 後藤重義
（150） 吉　野　昭　夫

（3）農業内外廃棄物の利活用技術

の開発

141 1　農産物残さ等農内廃棄物の 経常 継58～2 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

農用資材としての評価一りん 杉　原　　　進

の形態変化と再利用一G52）

142 2　高能率脱窒・除りん土壌力 公害防止 継60～63 資材動態再・廃棄物研 杉　原　　　進

ラムのシステム化一廃棄土壌 新　井　重　光

の安全性の評価と利活用法 川　崎　　　晃

（153）

143 3　廃棄合成資材の劣化促進 経常 継62～元 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

（154） 杉　原　　　進

・川　崎　　　晃

144 4　各種資材の土壌微生物活性 経常 継62～元 資材動態・廃棄物研 杉　原　　　進

に及ぼす影響評価（155） 新　井　重　光

川　崎　　　晃

145 5　有機質農業資材及び微生物 重点基礎〔新 単62 資材動態・廃棄物研 杉　原　　　進

資材の生物特性評価法 計測手法〕

146 6　無機性廃棄物・副産物の農 経常 新62～3 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

用資材としての評価と利用技 杉　原　　　進

術の開発一廃・ックウールの 川　崎　　　晃

処理・利用法の開発

147 7　農用地に搬入される湖底し 公害防止 完61～62 資材動態・（科長） 越　野　正　義

ゆんせつ土の影響調査（156） 資材動態・微量要素研 後　藤　重　義

ほか7名

（4）農薬活性の利活用技術の開発

148 1　非殺菌性病害防除物質の構 経常 継62～元 資材動態・薬剤耐性研 片　桐　政　子

造活性相関（159） 宍　戸　　　孝
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〔研　究　問　題〕
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149 2　植物生理活性物質ジベレリ 経常 継61～3 資材動態・農薬管理研 腰　岡　政　二

ンの動態研究（160） 山　田　忠　男

金　澤　　　純

150 3　アントシアン等合成系遺伝 バイテク〔植 継62～2 資材動態・薬剤耐性研 田　中　喜　之

子の単離と構造解析（161） 物DNA〕

（経常）

151 4　ラジオバイオテクノロジー 原子力 継62～2 資材動態・薬剤耐性研 田　中　喜　之

利用による除草剤抵抗性作物

の作出（162）

152 5　植物の有用成分の産生調節 経常 新62～元 資材動態・薬剤耐性研 田　中　喜　之

技術の開発

153 6　プロベナゾールによるフェ 経常 新63～元 資材動態・殺菌動態研 南　　　栄　一

ニルアラニンアンモニアリ

アーゼの活性化機構の解明

〔3〕薬剤の環境生物に対する影響

の解明と総合管理技術の開発

（1）環境生物の薬剤耐性機構の解

明と耐性制御技術の開発

154 1　薬剤感受性レベルの現況調 特研〔薬剤抵 単62 資材動態・薬剤耐性研 片　桐　政　子

査一イネごま葉枯れ病菌（167） 抗性〕 宍　戸　　　孝

155 2　灰色かび病菌のベンゾイミ 特研〔薬剤抵 継62～元 資材動態・殺菌動態研 行　本　峰　子

ダゾール耐性の生化学的構造 抗性〕 吉　田　　　充

の解明（168） 南　　　栄　一

156 3　薬剤抵抗性の発生メカニズ 特研〔薬剤抵 継62～元 資材動態・薬剤耐性研 宍　戸　　　孝

ムの解明一有機リン剤抵抗性 抗性〕 片　桐　政　子

ニカメイガ及びイネごま葉枯 （経常） 資材動態・殺虫動態研 昆　野　安　彦

れ病菌（169）

157 4　薬剤抵抗性の発生メカニズ 特研〔薬剤抵 継62～元 資材動態・殺虫動態研 昆　野　安　彦

ムの解明一ピレス・ド剤及び 抗性〕 升　田　武　夫

有機リン剤抵抗性コナガ（170） 資材動態・薬剤耐性研 宍　戸　　　孝

158 5　薬剤抵抗性の対抗技術の開 特研〔薬剤抵 新63～元 資材動態・薬剤耐性研 宍戸　　　孝

発一有機リン剤抵抗性・耐性 抗性〕 片　桐　政　子

病害虫に対する打破剤のデザ 資材動態・殺虫動態研 昆　野　安　彦

イン

159 6　昆虫グルタチオンS一トラ 大型別枠〔生 新63～2 資材動態・薬剤耐性研 宍　戸　　　孝

ンスフェラーゼによる異物認 物情報〕 資材動態・殺虫動態研 昆　野　安　彦

識機構
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（2）農業生態系における薬剤の安

全性の解明

160 1　生体成分に及ぼす薬剤の影 経常 完58～62 資材動態・除草動態研 小　池　久　義

響解明（171）

161 2　水田施用農薬の水系におけ 経常 継59～63 資材動態・農薬管理研 飯　塚　宏　栄

る動態（173）

162 3　農薬の光分解と植物代謝と 経常 完59～63 資材動態・農薬管理研 腰　岡　政　二

の相互関連（174） （62） 山　田　忠　男

金　澤　　　純

資材動態・（科長） 村　井　敏　信

163 4　ダイオキシン等芳香族塩素 公害防止 延60～62 資材動態・農薬管理研 飯　塚　宏　栄

化合物の土壌中の分解（175） ～（63） 資材動態・除草動態研 腰　岡　政　二

164 5　農薬の水生環境における動 経常 継62～元 資材動態・農薬管理研 金　澤　　　純

態と生物への影響（177）

165 6　脂肪族塩素化合物の農業環 公害防止 新63～4 資材動態・農薬管理研 金澤　　　純

境中における動態の解明

166 7　水生環境における農薬成分 重点基礎〔新 単62 資材動態・農薬管理研 金　澤　　　純

の動態予測法 計測手法〕

167 8　ク・ルピクリン及び 経常 新62～3 資材動態・殺菌動態研 行　本　峰　子

PCNBの土壌微生物に及ぼ

す影響の解明

（3）薬剤の総合管理技術の開発

168 1　殺菌剤による作物の薬剤解 経常 継62～元 資材動態・殺菌動態研 行　本　峰　子

析手法の開発（178） 吉　田　　　充

169 2　環境動態予測知識ベースシ 科振調〔知識 継61～63 環境管理・環情報室 守　谷　茂　雄

ステムの開発（179） ベース〕 資材動態・殺菌動態研 能勢和夫・退

資材動態・農薬管理研 行　本　峰　子

飯　塚　宏　栄

】V　農業生態系の制御技術と変動予測

法の開発

〔1〕農業生態系に関する情報の革

新的収集・解析手法の開発

（1）　リモートセンシング手法の開

発

170 1　圃場用分光センサーの開発 大型別枠〔グ 完58～62 環境管理・隔測研 芝　山　道　郎

と応用（180） リーン〕 秋　山　　　侃

山　形　与志樹

171 2　農業における画像計測技術 大型別枠〔グ 完58～62 環境管理・隔測研 芝　山　道　郎

の開発（181） リーン〕 秋　山　　　侃
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172 3　携帯型モニタリングシステ 一般別枠〔情 継60～元 環境管理・隔測研 秋　山　　　侃

ムの改良とその利用方法の開 報処理〕 芝　山　道　郎

発（182） 山　形　与志樹

173 4　超音波を利用したセソサー 大型別枠〔グ 完58～62 環境管理・隔測研 芝　山　道　郎

の開発と応用（183） リーン〕 秋　山　　　侃

174 5　リモートセソシソグ手法に 経常 継58～2 環境管理・隔測研 秋　山　　　侃

よる資源評価法の開発と適用 山　形　与志樹

（184） 芝　山　道　郎

175 6　アセアン地域における農業 科振調〔アセ 継61～63 環境管理・隔測研 秋　山　　　侃

生産力把握手法の開発（185） ・リモ〕 芝　山　道　郎

山　形　与志樹

環境管理・情報処理研 神　山　啓　治

石　田　憲　治

古　谷　憲　孝

176 7　小地域を対象とした複合モ 一般別枠〔情 新63～元 環境管理・隔測研 秋　山　　　侃

ニタリングシステムの構築 報処理〕 芝　山　道　郎

山　形　与志樹

環資・気象生態研 矢　島　正　晴

岡　田　益　巳

177 8　衛生画像による作物情報の 重点基礎〔画 単62 環境管理・隔測研 秋　山　　　侃

標準化技術 像化技術〕 芝　山　道　郎

山　形　与志樹

環境管理・情報処理研 神　山　啓　治

石　田　憲　治

（2）アイソトープ利用等効率的高

精度分析法の開発

178 1　濃縮40Kの精密トレーサー 原子力 完58～62 環境管理・分析法研 結　田　康一

法の開発とカリ資源の効率的 駒　村　美佐子

利用（186）

179 2　安定アイソトープ180標識 経常 完58～62 環境管理・分析法研 結　田　康　一

リノ酸利用による圃場でのリ 環資・水質動態研 木　方　展　治

ン酸肥料試験法の開発とその

適用（187）

180 3　研究用原子炉による放射化 原子力 完58～59 環境管理・分析法研 結　田　康　一

分析の農業利用に関する研究 ～（62） 駒　村　美佐子

一大気・雨水・植物・土壌・ 小　山　雄　生

土壌溶液におけるヨウ素の動 環資・水質動態研 木　方　展　治

態解明一（188）
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181 4　アイソトープトレーサー法 経常 継62～3 環境管理・分析法研 結　田　康　一

による易動性元素の土壌中な

らびに土壌・植物間挙動の把

握（191）

182 5　土一草一家畜系の13C，15N 経常 継60～2 環境管理・分析法研 小　山　雄　生

自然存在比の変動（192）

183 6　濃縮安定同位体によるアク 経常 継60～元 環境管理・分析法研 小　山　雄　生

チバブルトレーサ法の開発

（193）

184 7　農業環境研究における原子 原子力 新63～4 環境管理・分析法研 結　田　康一

炉利用新技術の開発と，利用

の拡大に関する研究一環境中

トレーサー放出源のアクチバ

ルブトレーサー利用法の開発

一

（3）数理的解析手法の開発

185 1　時間的・空間的プ・セスの 経常 継58～4 環境管理・数理解析研 法　橋　信　彦

数理解析法と予測モデルの開 宮　井俊一
発（194） 山　村　光　司

186 2　農業生態系の要素間の相互 経常 継58～4 環境管理・数理解析研 法　橋　信　彦

作用の数理解析法とシステム 宮　井　俊　一一

モデルの開発（195） 山　村　光　司

187 3　ハスモンヨトウの発生消長 一般別枠〔移 完58～62 環境管理・数理解析研 宮　井　俊　一

・被害・越冬調査（196） 動性害虫〕 法　橋　信　彦

山　村　光　司

188 4　イネウイルス媒介昆虫（197） 一般別枠〔情 継60～元 環境管理・数理解析研 宮　井　俊　一

報処理〕 法　橋　信　彦

189 5　ハスモンヨトウの移動予知 一般別枠〔移 完61～62 環境管理・数理解析研 法　橋　信　彦

システムモデルの開発（198） 動性害虫〕 宮　井　俊　一

山　村　光　司

（4）統計的解析手法の開発

190 1　生物特性の変動解析におけ 経常 継61～元 環境管理・調査計画研 鵜飼保雄
る実験計画手法の適用（199）

191 2　・バストな推測方法の開発 経常 継58～63 環境管理・調査計画研 三　輪　哲　久

（200）

192 3　生物の形態の数量化と解析 経常 継58～63 環境管理・調査計画研 三　輪　哲　久

手法の開発（201）

193 4　植物集団における特性の世 経常 継61～元 環境管理・調査計画研 鵜飼　保雄
代間変動の統計的解析（202） 三　輪　哲　久

戸
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（5〉情報処理手法の開発

194 1　農業試験研究におけるデー 経常 継58～63 環境管理・情報処理研 神　山　啓　治

タの構造解析とデータベース 石　田　憲　治

構築手法（203） 古　谷　憲　孝

195 2　統計解析プ・グラムの開発 経常 継58～63 環境管理・情報処理研 神　山　啓　治

（207） 石　田　憲　治

古　谷　憲　孝

196 3　地域開発における適地選定 特研〔傾斜地 継62～63 環境管理・情報処理研 石　田　憲　治

手法の開発（211） 整備〕

197 4　標準化情報の管理と利用法 重点基礎〔画 単62 環境管理・情報処理研 石　田　憲　治

像化技術〕 神　山　啓　治

（6）環境情報の管理手法の開発

198 1　農業環境に係わる小規模情 経常 継58～元 環境管理・環情報室 鈴　木　大　助

報管理モデルシステムの開発 守　谷　茂　雄

（212）

〔2〕物質・エネルギーの動態の解

明と制御技術の開発

（1）物質・エネルギーの動態の解

析手法の開発

199 1　わが国の食糧供給に伴うリ 経常 完61～62 環境管理・環動態研 三輪容太郎
ンの流れ（213）

200 2　大気汚染の長期・低濃度広 公害防止 継62～2 環境管理・環動態研 三輪　容太郎

域影響評価法の開発一影響評

価のためのデータベースの整

備（215）

201 3　農村地域物質・エネルギー 大型別枠〔グ 単62 環境管理・環動態研 三輪　容太郎

動態モデルの整備・利用（216） リーン〕

（2）物質・エネルギーの動態の予

測法と制御技術の開発

202 1　接地気層における夜間のエ 経常 完58～62 環資・気象特性研 磯部誠之＊
ネルギー変換過程（217） 加　福　領　二

＊〔野菜・茶試〕

203 2　接地気層内での物質・エネ 経常 継61～元 環資・気象特性研 林　　　陽　生

ルギーの変換輸送特性の解明

（218）

204 3　植物気象及び局地気象の成 経常 継59～63 環資・気象特性研 川　島　茂　人

立機構の解明（219）

205 4　植物気象及び局地気象の物 経常 完59～5 環資・気象特性研 加　福　領　二

理的制御法の開発（220） （62） 川　島　茂　人



五　昭和63年度研究課題 29

課題

番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分担 担　当　者

〔3〕　農業生態系における環境生物

群の総合的制御技術の開発

（1）各種環境生物群の相互関連性

の解明

206 1　環境生物群の相互関連性の 経常 継61～7 環境管理・植生動態研 守　山　　　弘

生態学的把握（222） 原　田　直　國

井　手　　　任

207 2　農地生態系の安定性に寄与 経常 新63～3 環生・保植生研 根　本　正　之

する種多様性の解析一牧草・ 堀　江秀樹
雑草群落における植生の動態

解析

（2〉各種環境生物群の制御技術の

開発

208 1　クサカゲ・ウの増殖，生存， 特研〔天敵生 新63～2 環生・天敵生研 志　賀　正　和

捕食能力向上 物〕

209 2　多食生天敵昆虫の人工卵等 特研〔天敵生 新63～2 環生・天敵生研 志　賀　正　和

による増殖と害虫の防除技術 物〕

の開発

V　環境資源の維持と保全機能の増進

技術の開発

〔1〕農業環境資源の賦存量の定量

的把握と資源情報システムの構

築

（1）土壌資源の賦存量の把握と土

壌情報システムの構築

210 1　土壌粘土の生成・分布と評 経常 継60～2 環資・土生成研 中　井　　　信

価（223）

211 2　年代を異にする火山灰土中 経常 継59～2 環資・土生成研 太　田　　　健

の微量元素の分布把握（224） 天　野　洋　司

212 3　地中探査レーダーによる深 経常 単62 環資・土生成研 艸　場　　　敬

層土のリモートセンシング 天　野　洋　司

213 4　黒ボク土の蓄積りんの実態 特研〔土壌り 継59～61 環資・土生成研 天　野　洋　司

解析（225） ん〕 ～（63）

214 5　畑地における生物濃縮りん 特研〔土壌り 完59～62 環資・土生成研 天　野　洋　司

の再生循環効率の向上（226） ん〕 太　田　　　健

215 6　土壌生成環境図へのランド 重点基礎〔画 単62 環資・土生成研 太　田　　　健

サットデータの利用 像化技術〕 天　野　洋　司

216 7　黒ボク土の識別基準 経常 単62 環資・土生成研 天　野　洋　司

太　田　　　健

217 8　農耕地の土壌有機物賦存量 経常 継59～元 環資・土有機研 井ノ子　昭　夫

と変動の解析（228）
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218 9　大縮尺圃場管理情報システ 経常 継62～元 環境管理・環立地研 加　藤好武
ムの作成と利用（229） 徳　留　昭　一

（2）土壌資源の調査・分類・図示

法の確立

219 1　水田土壌の調査・分類法の 経常 継58～63 環資・土調査研 三　土　正　則

確立（232）

220 2　微地形・土壌分布に基づく 水田畑作 継62～元 環資・土調査研 三　土　正　則

水田の汎用化可能性分岐法の

確立と適地判定法の策定

221 3　空中写真等を利用した大縮 経常 継62～2 環資・土調査研 大　塚　紘　雄

尺土壌図作成のための調査法， 小　原　　　洋

図示法の開発（236）

222 4　モノリス収集土壌の分類同 経常 継62～元 環資・土調査研 小　原　　　洋

定（237） 三　土　正　則

223 5　空中写真による微地形区分 重点基礎〔画 単62 環資・土調査研 大　塚　紘　雄

と土壌分布の予測 像化技術〕

224 6　農耕地土壌の簡易分類同定 経常 新62～元 環資・土調査研 小　原　　　洋

システムの開発 大塚紘雄
（3）水資源の水質調査法の確立と

水質情報システムの構築

225 1　中・小河川の水質特性とそ 経常 継59～元 環資・水質特性研 藤　井　国　博

の変動要因（240） 岡　本　玲　子

山　口　武　則

226 2　農業用用排水の水質把握の 経常 完59～62 環資・水質動態研 津　村　昭　人

ための標準的技法の開発（241） 山　崎　慎　一

木　方　展　治

227 3　安定同位体天然存在比測定 経常 完59～62 環資・水質動態研 木　方　展　治

法利用による農業環境計測技 山　崎　慎　一

法の開発（242） 津　村　昭　人

228 4　農業水質問題解明のための 経常 新63～4 環資・水質動態研 木　方　展　治

安定同位体利用法の開発 山　崎　慎　一

津　村　昭　人

（4）農業気候資源の把握と農業気

象情報システムの構築

229 1　農業気候資源の評価法の開 経常 継58～5 環資・気候資研 清　野　　　諮

発（243） 奥　山　富　子
，

横　沢　正　平

230 2　アメダス・データに基づく 一般別枠〔情 継60～元 環資・気象特性研 川　島　茂　人

局地気象の推定法（240） 報処理〕 加　福　領　二

林　　　陽　生
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（5）耕・草地のパイオマス資源量

の把握

231 1　生物資源メヅシュ地図の作 大型別枠〔バ 継62～2 環資・気候資研 清野　　　諮

成（248） イオマス〕 奥　山　富子

横　沢正　幸

232 2　関東地方水田地帯の生物資 大型別枠〔バ 完60～62 環資・気象生態研 矢　島　正　晴

源利用可能量の評価（249） イオマス〕 岡　田　益　巳

竹　沢　邦　夫

川　方　俊　和

〔2〕土壌資源の特性の解明と管理

指針の策定

（1）土壌の化学的特性の解明と制

御技術の開発

233 1　農耕土壌の粘土鉱物学的特 経常 継59～63 環資・コ・イド研 秋　山　　　豊

性と無機成分の動態に関する

研究（250）

234 2　リン酸イオン吸着による土 経常 新62～63 環資・コ・イド研 南　條　正　巳

壌の化学性変化

235 3　土壌のリン保持・再放出機 重点基礎〔新 単62 環資・コ・イド研 南　條　正　巳

能の非破壊計測・評価法 計測手法〕

236 4　化学的手段による土壌蓄積 特研〔土壌り 継59～63 環資・コ・イド研 南條正　巳
りんの効率的利用（253） ん〕 谷　口　義　雄

237 5　土壌蓄積りんの可溶化・難 特研〔土壌り 完60～62 環資・コ・イド研 南　條　正　巳

溶化抑制のための諸条件の検 ん〕 谷口　義雄
討（254）

238 6　土壌カラムにおけるりん収 公害防止 継60～63 環資・コ・イド研 谷　口　義　雄

着能力の向上（256） 秋　山　　　豊

239 7　土壌カラムにおけるりん収 公害防止 継60～63 環資・コ・イド研 秋　山　　　豊

着のカイネティクス（257） 谷　口　義　雄

240 8　麦粒への土壌付着の実態 経常 新62～63 環資・コ・イド研 秋　山　・　豊

241 9　高分解能ク・マトグラフ 経常 継61～2 環資・土有機研 菅　原　和　夫

イー利用による土壌有機物の 早　川　嘉　彦

特性解明（258）

242 10　有機物含量と土壌の緩衝能 経常 単62 環資・土有機研 井ノ子　昭　夫

（2）土壌の物理的特性の解明と制

御技術の開発

243 1　畑土壌における水・熱系の 経常 継59～元 環資・土物理研 久保田　　　徹

定量的把握（259） 岩　間　秀　矩

遅　沢　省　子
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244 2　土壌構造の評価・改良手法 経常 継59～元 環資・土物理研 加　藤　英　孝

の研究（261） 久保田　　　徹

245 3　畑地根圏土壌の物理的特性 経常 継59～元 環資・土物理研 遅　沢　省　子

に関する研究（262） 久保田　　　徹

246 4　根圏における微生物胞子と 一般別枠〔根 継61～2 環資・土物理研 岩　間　秀　矩

ガスの移動特性の解明（264） 圏環境〕 遅　沢　省　子

久保田　　　徹

247 5　水田成層土壌の物理的機能 水田畑作 継62～元 環資・土物理研 久保田　　　徹

の評価法の開発と水田汎用化 岩　間　秀　矩

可能性分級への適用（266） 加　藤　英　孝

久保田　　　徹

248 6　土壌類型別の水移動の解明 水保全管理 新63～5 環資・土物理研 加　藤　英　孝

久保田　　　徹

（3〉土壌の生化学的特性の解明と

制御技術の開発

249 1　土壌蓄積有機りんの無機化 特研〔土壌り 完61～62 環資・土生化研 藤　原　伸　介

機構とその促進要因（268） ん〕 原　田　靖　生

250 2　土壌カラムにおける窒素代 公害防止 継60～63 環資・土生化研 原　田　靖　生

謝のカイネティクス（270） 藤　原　伸　介

大　谷　　　卓

251 3　土壌カラムにおける硝化・ 公害防止 継59～63 資材動態・（科長） 越　野　正　義

脱窒能力の向上（271） （委託：茨城大学） 相　田　徳三郎

252 4　硝化菌の固定化技術の開発 一般別枠〔根 継61～2 環資・（部長） 五十嵐　孝　典

（272） 圏環境〕 （委託：茨城大学） 相　田　徳三郎

253 5　りんの土壌蓄積実態に応じ 特研〔土壌り 継62～63 環資・土生化研 藤　原　伸　介

た再生循環技術の組み合わせ ん〕 原　田　靖　生

（274）

254 6　根圏におけるガス状生理活 一般別枠〔根 継62～2 環資・土生化研 大　谷　　　卓

性物質の動態の解明（275） 圏環境〕 藤　原　伸　介

原　田　靖　生

255 7　土壌中におけるポリアミン 経常 継62～3 環資・土生化研 藤　原　伸　介

の動態の解明（276） 原　田　靖　生

256 8　土壌微生物の増殖調節及び 大型別枠〔生 新63～2 環資・土生化研 藤　原　伸　介

環境適応におけるポリアミン 物情報〕 大　谷　　　卓

の生理機能 原　田　靖　生

257 9　土壌のガス代謝機能からみ 一般別枠〔根 新63～2 環資・土生化研 大　谷　　　卓

た診断技術の開発 圏環境〕 藤　原　伸　介

原　田　靖　生

258 10　施用有機物の分解に伴うパ 経常 継59～6 環資・土有機研 菅　原　和　夫

イオマスの産生機構の解明

（277）
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259 11土壌微生物パイオマスの画 重点基礎〔新 単62 環資・土有機研 菅　原　和　夫

像計測法 計測手法〕

260 12土壌の有機汚染物浄化機能 国土資源 完58～61 環資・土有機研 菅　原　和　夫

に対する外的インパクトの影 ～（62） 井ノ子　昭　夫

響評価（279）

261 13　根分泌有機成分の回収に適 経常 継61～63 環資・土有機研 早　川　嘉彦

した無菌的植物多量培養技術

の確立（280）

262 14畑作物根分泌有機成分の特 一般別枠〔根 継62～2 環資・土有機研 早　川　嘉　彦

性と動態の解明（281） 圏環境〕 菅　原　和　夫

263 15数種の木質堆肥化資材の化 経常 単62 環資・土有機研 井ノ子　昭　夫

学的性状

264 16土地利用別有機物分解度評 公害防止 新63～2 環資・土有機研 井ノ子　昭　夫

価法の確立

（4）土壌変化の予測と管理指針の

策定

265 1　土壌水分動態に及ぼす土壌 経常 継59～63 環資・土保研 谷　山　一　郎

孔隙特性変化の影響（282） 上　野　義　視

266 2　圧縮による下層土のち密化 経常 継59～63 環資・土保研 上　野　義視

と回復の条件（283） 日　笠　重　喜

〔3〕　水・大気資源の特性の解明と

合理的利用指針の策定

（1〉水質指標・評価法の確立と合

理的利用指針の策定

267 1　水質の汚濁特性と汚染微生 経常 継59～元 環資・水質特性研 岡　本　玲　子

物，水生生物などの生態との 藤　井　国　博

関連性（284） 山　口　武　則

268 2　畑地帯地下水水質の季節変 公害防止 継61～2 環資・水質特性研 藤　井　国　博

動（285） （委託：茨城農試） 平　山　　　力

269 3　畑地管理が地下水水質に及 公害防止 継62～2 環資・水質特性研 藤　井　国　博

ぼす影響（286） 岡　本　玲　子

山　口　武　則

270 4　水田地帯地下水水質の季節 公害防止 継61～2 環資・水質動態研 山　崎　慎　一

変動（287） 津　村　昭　人

木　方　展　治

271 5　水田管理が地下水水質に及 公害防止 新62～2 環資・水質動態研 山　崎　慎　一

ぼす影響 津村　昭　人

木　方　展　治

272 6　集落内地下水水質の季節変 公害防止 継61～2 環境管理・（科長） 増　島　　　博

動（288） （委託：千葉農試） 高　崎　　　強
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273 7　特定負荷源の地下水水質へ 公害防止 継62～2 環境管理・影響調査研 尾　崎　保夫

の影響評価（289） 小　川　吉　雄

陽　　　捷　行

274 8　汚濁物質の土壌中における 公害防止 継61～2 環資・水質動態研 山　崎　慎　一

挙動一農耕地土壌（290） 津　村　昭　人

木　方　展　治

275 9　平坦地における水の動態 公害防止 継61～2 環境管理・（科長） 増　島　　　博

（291） （委託：埼玉農試） 細　谷　　　毅

（2）気候資源の特性の解明と合理

的利用指針の策定

276 1　緑化植物による街路空間の 公害防止 完58～62 環資・気候資研 井上君夫＊
微気象環境の変化の解明（292） 奥　山　富　子

清　野　　　諮

＊〔東北農試〕

277 2　耕草地における防風施設の 経常 完58～62 環資・気象特性研 林　　　陽　生

気象的効果の解明（293） 加　福　領　二

278 3　利用可能水量把握のための 水保全管理 新63～3 環資・気候資研 清　野　　　諮

アメダス，地表面情報の利用 奥　山　富　子

横　沢　正　幸

〔4〕　農業生態系の環境保全機能の

定量的把握と維持・増進技術の

開発

（1）土・水保全機能の定量的把握

と維持・増進技術の開発

279 1　土壌浸食防止機能に対する 国土資源 完59～62 環資・土保研 上　野　義　視

外的インパクトの影響評価と 日　笠　重　喜

変動予測（295）

280 2　土壌改良資材利用による土 国土資源 完59～62 環資・土保研 谷　山　一　郎

壌浸食防止技術（296） 上　野　義　視

281 3　農地における土壌侵食・移 経常 新63～2 環資・土保研 谷　山　一　郎

動量の計測手法の開発 上　野　義　視

282 4　農耕地における洪水防止機 国土資源 完59～62 環境管理・資計量研 荒　明　正　倫

能に対する外的インパクトの 福　原　道　一

影響評価と変動予測（298）

283 5　傾斜農地における地表出水 国土資源 完59～62 環境管理・資計量研 荒　明　正　倫

の制御技術（299） （経常） 福　原　道一

284 6　酒匂川流域における水かん 国土資源 完59～62 環境管理・分析法研 結　田　康　一

養機能の実態の把握と変動予

測一水中臭素濃度指標による

（301）
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課題

番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

285 7　農業資材成分の環境中にお 重点基礎〔新 単62 環資・水質動態研 木　方　展　治

ける動態把握と農業環境資源 計測手法〕 津　村　昭　人

のもつ機能評価のための新計 山　崎　慎　一

測法の開発

（2）水質浄化機能の定量的把握と

維持・増進技術の開発

286 1　生物膜法によるN，P除去 公害防止 継59～63 環資・水質特性研 藤井　国　博

効果の解明，能力の向上（302） （経常） 環資・水質保研 高　木　兵　治

287 2　酸化溝法による窒素・りん 公害防止 継59～63 資材動態・（科長） 越　野　正　義

の除去効果の解明及び能力の （委託：東京農業大学） 石　丸　囲　雄

向上（303） 牛久保　明　邦

288 3　火山灰放出物による水質浄 公害防止 完59～62 環資・水質保研 高　木　兵　治

化法（304）

289 4　土壌溶液の採取及び分析法 経常 完59～62 環資・水質動態研 山　崎　慎　一

の能率化・簡易化・高精度化 津　村　昭　人

（305） 木　方　展　治

290 5　農林水産業のもつ水質浄化 国土資源 完59～62 環資・水質動態研 山　崎　慎　一

機能に対する外部インパクト 津　村　昭　人

の影響評価と変動予測一水質 木　方　展　治

浄化機能（307）

291 6　農業環境における底質と水 経常 新63～4 環資・水質動態研 津　村　昭　人

質の相互作用の解明 山　崎　慎　一

木　方　展　治

292 7　土壌生物浄化機能活用によ 経常 継59～元 環資・水質保研 中　村　好　男

る水質浄化技術の開発（308）

293 8　河床生物による有機性汚濁 国土資源 完61～62 環資・水質特性研 藤　井　国　博

物の浄化（309） 岡　本　玲　子

294 9　根圏におけるミミズの動態 一般別枠〔根 継61～2 環資・水質保研 中　村　好　男

の解明（310） 圏環境〕

（3）快適性機能の定量的把握と変

動予測手法の開発

295 1　農村景域に及ぼす外的イン 国土資源 完59～62 環境管理・農村景域研 石井　　至・退

パクトの影響評価（312） 環境管理・（科長） 増　島　　　博

296 2　外的インパクトによる農村 国土資源 完59～62 環境管理・農村景域研 横　張　　　真

景域の変動予測（314） 石井　　至・退

297 3　居住快適性に及ぽす外部イ 国土資源 完59～62 環境管理・（科長） 増　島　　　博

ンパクトの影響評価と変動予 環境管理・影響調査研 尾　崎　保　夫

測（315）
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番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分担 担　当　者

（4）公益的機能の総合評価手法の

開発

298 1　農業環境に果たす農用林業 経常 新62～5 環境管理・植生動態研 守　山　　　弘

植生の機能の解析と評価 原　田　直　国

井　手　　　任

V［農業生産力の維持・増進を図る総

合的環境管理・保全技術の開発

〔1〕　合理的土地利用システム策定

のための環境資源の総合的予測

・評価手法の開発

（1）農業環境資源の機能の総合的

予測・評価手法の開発

299 1　自然エネルギー賦存量のメ 大型別枠〔グ 完60～62 環境管理・資計量研 福　原　道　一

ッシュデータ化（318） リーン〕

300 2　任意未観測地点における風 大型別枠〔グ 単62 環境管理・資計量研 福　原　道　一

力推定手法の適用限界の拡張 リーン〕 （委託：日本気象協会） 正　務　　　章

方法（319）

301 3　農産物生産のエネルギー収 大型別枠〔グ 単62 環境管理・資計量研 福　原　道　一

支の変化とその評価（320） リーン〕 （委託：筑波大学） 田　中　洋　介

302 4　モデル流域における水収支 大型別枠〔グ 完59～61 環境管理・資計量研 福　原　道　一

の実態の解明とその評価（321） リーン〕 ～（62） （委託：筑波大学） 吉　野　正　敏

303 5　環境保全機能の変動の総合 国土資源 完61～62 環境管理・環立地研 加　藤　好　武

予察図の作成（323）

304 6　リモートセンシングによる 経常 継62～63 環境管理・資計量研 福　原　道　一

環境資源管理台帳の作成（324）

305 7　立地条件の自然エネルギー 大型別枠〔グ 単62 環境管理・資計量研 福　原　道　一

的評価（325）0 リーン〕 （委託：三菱総研） 高　橋　　　弘

306 8　衛生画像による土壌情報の 重点基礎〔画 単62 環境管理・資計量研 福　原　道　一

標準化技術 像化技術〕 宮　地　直　道

307 9　中国ステップ砂漠化地域の 科振調〔国際 単62 環境管理・資計量研 福　原　道　一

農耕地利用に関する基礎的研 共同研究〕 環生・保植生研 根　本　正　之

究

308 10　リモートセンシングによる 水保全管理 新63～3 環境管理・資計量研 福　原　道　一

表層土壌水分量の評価手法の

開発

309 11農林業の土地利用連鎖系に 水保全管理 新63～3 環境管理・環立地研 徳　留　昭　一

おける水保全機能の評価手法 加　藤　好　武

の開発 松　森　堅　治
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番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

（2）物質・エネルギーの動態の総

合的予測・評価手法の開発

310 1　農業生態系の動態のシステ 経常 継58～4 環境管理・環動態研 織　田　健次郎

ムモデル化とそれによる総合

的評価手法の開発（326）

311 2　過去の土地利用に基づく流 国土資源 完61～62 環境管理・環動態研 織　田　健次郎

域環境の総合評価（327）

（3〉生物の機能の総合的評価手法

の開発

312 1　農用林等農耕地周辺の植生 経常 継58～5 環境管理・植生動態研 守　山　　　弘

の動態の把握（328） 原　田　直　国

井　手　　　任

313 2　環境計画作成のための地域 国土資源 完61～62 環境管理等・植生動態 井　手　　　任

区分法（329） 研 原　田　直　国

守　山　　　弘

（4〉各種インパクトによる農業環

境変化の総合的予測・評価手法

の開発

314 1　農業生態系における物質循 経常 継59～4 環境管理・影響調査研 小　川　吉　雄

環の変動予測と評価（330） 陽　　　捷　行

315 2　都市化による農業環境の変 経常 継59～元 環境管理・影響調査研 尾　崎　保夫

化の解明と予測（331） 陽　　　捷行

（5）農業立地からみた土地資源の

評価手法の開発

316 1　土保全機能増進技術の適性 国土資源 完60～62 環境管理・環立地研 徳　留　昭　一

評価手法の開発（333） 松　森　堅　治

317 2　混住化地域における環境立 経常 継62～3 環境管理・環立地研 松　森　堅　治

地特性の把握手法の開発（334） 徳　留　昭　一

318 3　リモセソ及び地形等の各種 重点基礎〔画 単62 環境管理・環立地研 徳　留　昭　一

情報を利用した精密土地資源 像化技術〕 加　藤　好　武

図作成のための調査適用法の 松　森　堅　治

探索

（6〉農村景域の計測・評価手法の

開発

319 1　農林地の構造とその機能に 経常 継62～3 環境管理・農村景域研 横　張　　　真

対する評価の解析（335）

320 2　混住化地域における景域保 経常 新63～元 環境管理・農村景域研 田　中　　　隆

全に関する基礎的研究
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番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分担 担　当　者

〔2〕総合的環境管理・保全計画手

法の開発

（1〉環境保全的農業土地利用シス

テムの開発

321 1　流域環境の現況と保全水準 国土資源 完61～62 環境管理・（科長） 増　島　　　博

のギャップ分析（336） 環境管理保・影響調査 尾　崎　保夫

研

322 2　環境保全機能の維持増進技 国土資源 単62 環境管理・資計量研 荒明　正倫・退

術の適応性の総合評価（337） 福　原　道　一

（2）農村景域の管理・保全指針の

策定

323 1　農村景域の評価システムの 国土資源 単62 環境管理・農村景域研 横　張　　　真

開発と管理保全指針の策定

皿　地球的規模の環境変化の農業生態

系への影響の解明と対策技術の開発

〔1〕大気環境の変動の農業生態系

への影響の解明と対策技術の開

発

（1〉大気組成の変化の農業生態系

への影響の評価と対応技術の開

発

324 1　高二酸化炭素濃度大気が作 経常 継59～5 環資・気象生態研 矢　島　正　晴

物の生理・生態に及ぼす影響 岡　田　益　己

の解明（338） 竹　沢邦　夫

川　方　俊　和

325 2　耕地生態系における大気汚 経常 継59～5 環資・大気保研 野　内　　　勇

染質の動態の解明（339） 原　薗　芳　信

326 3　二酸化炭素高濃度大気の耕 経常 新63～5 環資・大気保研 小　林　和　彦

地生態系への影響の解明 野　内　　　勇

原　薗　芳　信

327 4　農業生態系における大気汚 経常 継62～4 環境管理・影響調査研 尾　崎　保夫

染質の動態の解明と評価（341） 陽　　　捷　行

328 5　大気汚染被害に及ぼす栄養 公害防止 継62～2 資材動態・多量要素研 伊藤　　　治

条件等の影響（342） 尾　和　尚　人

329 6　地表面から揮散する窒素化 公害防止 継62～2 資材動態・多量要素研 尾　和　尚　人

合物量の計測手法の開発（343）

330 7　水田からのメタン放出量の 重点基礎〔大 単63 環資・大気保研 野　内　　　勇

評価 気メタン〕 原　薗　芳　信



1［　昭和63年度研究課題 39

課題
番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

（2）気候変化の農業生態系への影

響の評価と対応技術の開発

331 1　広域気候変化の農業生態系 経常 継59～5 環資・気象特性研 加　福　領　二

への影響解明と予測法の開発 林　　　陽　生

（344） 川　島　茂　人

332 2　気候変化による農業気候資 経常 継59～5 環資・気候資研 清　野　　　諮

源の地理的・季節的変化の解 奥　山　富　子

明（345） 横　沢正　幸

333 3　メタン放出量の広域的予測 重点基礎〔大 単63 環資・気候資研 清　野　　　諮

手法の開発 気メタン〕 奥　山　富　子

横　沢　正　幸

〔2〕土壌環境の変動の農業生態系

への影響の解明と対策技術の開

発

（1〉放射性核種の農業生態系への

影響の解明

334 1　土壌ならびに作物中の降下 原子力 継58～ 環境管理・分析法研 駒村美佐子
放射性核種の分析および研究 結　田　康　一

（346） 小　山　雄　生

335 2　土壌・植物・水中の天然放 原子力 継58～63 環境管理・分析法研 駒　村　美佐子

射性核種の分析と挙動の把握 結　田　康一
（347） 資材動態・殺虫動態研 升　田　武　夫

上　路　雅　子

資材動態・薬剤耐性研 宍　戸　　　孝

田　中　喜　之

（2）農業生態系における硫黄およ

び窒素の循環・収支の解明

336 1　地表から揮散する硫黄化合 公害防止 継62～4 環境管理・影響調査研 陽　　　捷　行

物量の計測手法の開発（348） 八　木　一　行

337 2　農業生態系から発生する亜 経常 新63～4 環境管理・影響調査研 陽　　　捷行

酸化窒素の動態解明とその制 小　川　吉　雄

御技術
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皿．研究成果の展望

1．水田からのメタン発生量の測定

（1）はじめに

　メタン（CH4）は，二酸化炭素と同様に「温室

効果ガス」として知られている。大気中のメタン

濃度は近年急激に増加しており，このことが近い

将来，地球規模での気候変動をもたらす可能性が

懸念されている。この濃度増加の原因に対する一

致した見解は未だ得られていないが，水田はこの

50年間で全世界の収穫面積が70％も増加している

ことから，最も重要な供給源のひとつであろうと

考えられている。しかし，水田からのメタン発生

量を実測した例は限られており，グ・一バルな発

生量の見積りには大ぎな幅がある。そこで，水田

からのメタソ発生量に関する現場での数多くの測

定値が必要とされている。一方，水田からのメタ

ン発生を制御するための基礎知識として，メタン

生成に影響をおよぼす要因を明らかにすることが

重要である。

　本研究では，わが国の水田から発生するメタン

の発生量を測定し，有機物施用や水田の肥培管理

などの違いがメタンの発生におよぼす影響を明ら

かにすることを目的として，各種土壌の水田で水

稲の栽培期間を通してメタソフラックスの測定を

行った。

温度計

　　　　　採気口←　　　　　　　　　←

ミニポンプ

　77ン

　．一π＝

～／／

テドラーバッグ

　（11）

通気ロ

　ゴム管

　金属チ

　フロー／
　
∫
π ∵．ぞ こ』二 τF」 ＝τコ 曽』二　　＝一

．：．

／／／／／／／ ／／ ／／／／／／

チ　ヤ　 ン　ノぐ　一　A チ　ャ　ン　ノf　－　B

金属チャンバ

一一　一田面水

（2）メタン発生量（フラックス）の測定法

　水田から大気へのメタンフラックスの測定はチ

ャンバー法を用いて行った。図1－1は測定に用

いたチャンバーと試料の採取方法を示したもので

ある。チャンバー本体は金属性の無底の円筒で，

その断面積は638cm2である。チャンバーは高さ

16．7，66．0および102．Ocmの3種類を用意し，

水稲の生育にあわせて使い分けた。メタンフラッ

図1－1　測定に用いたチャンバーと試料の採取システム

クスは一定時間内に．おけるチャンバー内空気のメ

タン濃度変化から求めた。測定に際して，2株の

水稲にチャンバーをかぶせて田面に設置する。チ

ャンバーの底部には空気入りゴムタイヤが取り付

けてあり，田面の撹乱を防いでいる。本体内部に

はファンが取り付けてあり，内部の空気を均一に

撹拝している。また，本体上部にはコックのつい

た採気孔と通気孔が取り付けてある。チャンバー

内空気はミニポンプ（柴田，MP－2：N）により1

尼のテドラーバッグ（ガスク・工業）に採取した。

その際の流速および採取時間は，1．2旦／minお

よび30秒である。テドラーバッグに採取した試料

は実験室に持ち帰り試料中のメタン濃度を分析し

た。通常，試料の採取はチャンバーを設置した直

後と，その10分後に行った。また同時に，最も小

さいチャンバーを水田の株間に設置することによ

り水稲を通さない田面水からのメタンフラックス

も測定し，水稲にかぶせて測定した値と併せて水

田全体からのフラックスを求めた。

　メタンの分析は，ガスサンプラー（島津

MGS－5）およびFID検出器のついたガスク・マ

トグラフ（島津GC－12A）を用いて行った。試料
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導入量は5．Om2で，モレキュラーシーブ5A（80

／100メッシュ）を充填したステンレスカラム

（2．6mm　i．d．×2．Om）を通してメタソを分離した。

キャリアーガスにはN2をもちい，その流量は40

並／minである。カラムおよび検出器の温度は

それぞれ70および120℃である。メタソの定量は

1．47および2．48PPmvの標準ガス（N2バランス，

高千穂化学工業）を用いて外部標準法により行っ

た。

（3）水田からのメタン発生量の測定例

　1）測定地点

　測定は，茨城県内の4地点で1988年の水稲栽培

期間に行った。表1－1に測定を行った水田とそ

の作土層の土壌の理化学性を示す。

　竜ヶ崎は利根川下流域に広がる稲作地帯に位置

しており，測定は茨城県農業試験場竜ヶ崎試験地

内の有機物連用試験水田圃場で行った。1978年よ

り有機物連用試験を行っており，稲わら区

（600kg／10a），堆肥区（1200kg／10a），化成肥料

区および無窒素区の4処理区からなる。各処理区

の面積は1aである。河内での測定は竜ヶ崎試

験地から約1500m離れた農家の水田で行った。

水田の面積は約30aである。水戸での測定は茨

城県農業試験場内の有機物連用試験水田圃場で行

った。この水田は火山灰におおわれた標高30m

の台地上に位置し，1966年に開田した陸田である。

1973年より有機物連用試験を行っており，稲わら

区A（900kg／10a），稲わら区B（600：kg／10a），

堆肥区（1200kg／10a），化成肥料区および無窒素

区の5処理区からなる。各処理区の面積は1．6a

である。筑波での測定は農業環境技術研究所内の

有機物連用試験水田圃場で行った。1978年より有

機物連用試験を行っており，稲わら区（600kg／

10a）および化成肥料区の2処理区を測定に用い

た。各処理区の面積は10aである。

　以上の水田に．おいて茨城県の耕種基準にしたが

って水稲を栽培した。水稲の品種は竜ヶ崎，河内

および水戸ではコシヒカリを，筑波ではシナノモ

チを用いた。

　2）メタン発生量の季節変化

　竜ヶ崎グライ土水田の稲わら区，堆肥区，化成

肥料区からのメタンフラヅクスと土壌のEhの季

節変化を，水田の肥培管理と併せて図1－2に示

した。フラックスとEhの測定は，ほぼ1週間毎

に行った。水田からのメタンの発生は湛水から約

3週間後にはじまり，1ヵ月を過ぎた頃からフラ

ックスは増大した。その後特徴的な季節変化を示

し，出穂後潅概水を間断潅水するまで水田は大気

にメタンを供給し続けた。

　各処理区からのメタンフラックスを比較する

と，稲わら区において，水稲の栽培期間を通して

最も高い値がみられた。一方，稲わら区とほぼ等

量の有機物を施用した堆肥区では，化成肥料区に

比較して顕著な増加はみられなかった。また，図

には示していないが，無窒素区からのメタンフラ

ックスの大ぎさと季節変化は化成肥料区からのも

のとほとんど違いはなかった。

表1－1測定を行った水田とその土壌（作土層）の性質

竜ケ崎＊ 河　内一 水戸＊　　筑波＊

土壌

土　性

日減水深（mm）

pH（1：2．5H20）

全炭素（％）

全窒素（％）

C／N

グライ土

SCL
10

　5．9

　1．4

　0．13

10

　泥炭土　　　黒ボク土

（グライ土客土）

CL
10

5．6

3．4

0。26

13

L
30

6。5

6．0

0．40

15

淡色黒ボク土

L
30

5．9

2．2

0．21

10

＊化成肥料区　＊＊稲わら区
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図1－2　竜ヶ崎グライ土水田からのメタンフラックスと

　　　　　　　　土壌のEhの季節変化

　メタンフラックスの季節変化の大ぎさは稲わら

区において特に顕著で，栽培期間を通して3つの

ピークが見いだされた。最初のピークは6月下旬

の分けつ期にみられた。そして，7月上旬の中干

しの期間にやや減少した後再び増加し，7月下旬

の幼穂形成期には第2のピークとなった。一・方，

堆肥区および化成肥料区からのフラックスは，7

月上旬にわずかな減少があったものの7月下旬ま

では徐々に増加を続けた。7月25日に追肥を行っ

た直後，いずれの処理区においてもフラックスは

急激に減少した。その後フラックスは再び増加し，

8月中旬の開花期に第3のピークとなった。8月

下旬に間断潅水（潅概水の供給を5－7日に1回

にする）へ変更した後，メタンの発生はほとんど

見られなかった。

　河内泥炭土水田からの栽培期間を通してのメタ

ンフラックスの値は，他の水田に比べて非常に大

きかった。最大値は7月8日の測定で，
67．2mg・m 2・hr1に達した。この値は竜ヶ崎の

稲わら区で測定された最大値の約2倍の値であ

る。フラックスの季節変化のパターソは竜ヶ崎の

ものとたいへんよく似ており，中干しと追肥の時

期に一致したフラックスの低下がみられた。

　水戸黒ボク土水田の稲わら区A（600kg／10a），

堆肥区，および化成肥料区からのメタンフラック

スの季節変化を図1－3に示す。竜ヶ崎や河内の

結果と比較してフラックスの値はやや小さいもの

であったが，季節変化のパターンは中干しにとも

なう低下があまりみられなかったことをのぞい

て，竜ヶ崎や河内のものとたいへんよく似ていた。

有機物施用によるメタンフラックスの増大効果

は，稲わら区で大ぎく，堆肥区で小さかった。し

かし，8月に入ってからは各処理区間の差はほと

んど見られなくなった。

　筑波淡色黒ボク土水田の稲わら区および化成肥

料区からのメタンフラックスも同様に栽培期間を

通して測定した。湛水後まもなくメタンの発生が

確認され，栽培期間を通して水田は大気ヘメタン

を供給していたが，フラックスの値はたいへん小

さいものであった。その範囲は，＜0．1から

0．7mg・m一2・hr1であった。多くの場合，稲わら

区からのフラックスは，化成肥料区からのものよ

りも大きな値であった。

　3）メタン発生量の日変化

　メタンフラックスの日変化を調べるために，竜

ヶ崎グライ土水田において7月26日から27日の昼

夜にわたってそれぞれの処理区で11回の測定を行
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竜ヶ崎グライ土・水田からのメタンフラックス

の日変化　　　　　　　（1988年7月26－27日）

った。その結果を図1－4に示す。測定を開始す

る直前に潅概水を供給し十分な水位を確保した。

以後，翌日にかけて潅概水は供給しなかった。い

ずれの処理区においても，1日目の午前から午後

にかけてフラックスは増大した。その後夜間から

2日目の午前にかけてほぼ一定の値を示したが，

2日目の午後に値はやや増加した。しかし，これ

らの値の変動幅は小さく，稲わら区，堆肥区，お

よび化成肥料区でのそれぞれ11回の測定値の平均

値と標準偏差は，それぞれ4．79±0．58，4．03±

0。50，および2．28±0．18mg・m－2・hr－1であった。

　4）各種水田からの年間メタン発生量

　水稲の栽培期間を通してのメタンフラックスを

積算し，それぞれの水田の各処理区からのメタソ

総発生量を試算した。これらの水田では水稲が栽

培されている期間を除いて湛水されることはない

ので，この積算値をメタンの年間発生量と考えた。

その結果をフラックスの平均値および最大値とあ

わせて表1－2に示す。

　メタンフラックスは土壌によって差がみられ

る。年間発生量は，泥炭土＞グライ十＞黒ボク土

＞淡色黒ボク土の順であり，泥炭土と淡色黒ボク

土では40倍もの違いがある。

　稲わら施用によるメタンフラックスの増加は，

いずれの水田でも顕著であった。それぞれの水田

で，600：kg／10aの稲わら施用によりメタンの

年間発生量は，2倍から3倍に増加している。さ

らに，水戸においては900kg／10aの稲わらを

施用した稲わら区Bで，稲わら区Aよりもさらに

高い値であり，施用する稲わらの量が増加すると

メタン発生量も増加することを示している。一方，

堆肥施用によるメタンフラックスの増加は比較的

小さく，化成肥料区に対しての増加率は竜ヶ崎お

よび水戸でそれぞれ28および64％であった。また，

表1－2　各種土壌の有機物連用水田におけるメタン発生量（1988年）

圃　場 土　　壌 試験　区

CH4フラックス
　（mg・m－2・hr1）

平均値　　　最大値

CH4年間発生量

（9・m－2・year1）

竜ヶ崎　　グライ土

河　内　　泥　炭　土

水戸　　黒ボク土

筑波　淡色黒ボク土

無窒素区

化成肥料区

堆肥区（1200kg／10a）

稲わら区（600kg／10a）

稲わら区（600kg／10a）

無窒素区

化成肥料区

堆肥区（1200kg／10a）

稲わら区（600kg／10a）

稲わら区（900kg／10a）

化成肥料区

稲わら区（600kg／10a）

2。8

2．9

3。8

9．6

16．3

1．4

1．2

1．9

3。2

4．1

0。2

0．4

15．3

13．3

17．3

32．6

67．2

5．1

5．7

5．7

10．2

8．9

0．5

0．7

8．0

8．2

10．5

27。0

44．8

4．1

3．6

5．9

9．8

12．6

0．6

1。1
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無窒素区と化成肥料区との違いも大きなものでは

なかった。

（4）おわりに

　水田からのメタン発生量の測定は，これまでに

カリフォルニアと南ヨー・ッパで行われており，

メタンの年発生量として12－54g／m2の範囲の

値が報告されている。これらの水田での有機物施

用の有無は不明であるが，今回日本の水田で測定

された値はこれらの値に比べてやや小さいもので

あり，地域によりメタン発生量に差のあることを

明らかにした。しかし，全世界の水田面積の大部

分を占める熱帯，および亜熱帯地域での測定例は

まだ見あたらず，グ・一バルな発生量の見積りの

ためにこれらの地域での測定が不可欠とされてい

るQ

　また，今回のわれわれの研究で示されたように，

水田からのメタン発生は有機物施用や水管理・施

肥などの肥培管理により大ぎく変動する。したが

って，これらの点を考慮した水稲栽培体系を確立

することにより水田からのメタン発生を制御する

ことが可能であると考えられる。

（環境管理部　資源・生態管理科

　　　　　　　　　　　　影響調査研究室）

2．野外反射光スペクトルを利用した作物

　生体情報計測センサの開発と利用

（1）はじめに

　現実の農業生産活動に役立つ耕地作物の計測技

術は，作物の栽培管理技術と結合することによっ

てはじめてその真価を発揮する。ここで耕地作物

とは，施設型農業ではなく，イネ・ムギなどいわ

ゆる土地利用型農業で生産される作物を指す。現

時点では，例え過度の生育の進行が計測によって

検出されても，それをフィードバックして修正す

るような栽培技術はほとんど確立されていない。

しかし，今後進行するであろう経営規模の拡大に

向けて，植物生育調節剤やコーティング肥料その

他に代表されるような栽培管理技術の飛躍的進展

の可能性もある。また一方，あい昧な知識を有機

的に駆使して，柔軟に行われる栽培管理上の判断

や決定のプロセスをコンピュータ化する試みも盛

んになってきた。このような研究開発を支援し，

またその技術を将来農場経営で活用していくため

にも，作物生育の非破壊・非接触センシング法の

確立が不可欠となる。衛星リモートセンシング技

術は，広域情報を把握するために．は有効で，ます

ます高精度化・高密度化する趨勢にはあるもの

の，個々の経営で活用するには精度や費用の点で

困難が伴う。そこで耕地に踏み込まないで，圃場

一筆単位程度で作物の生育状況を計測する「近接

センシング」手法を開発して，生産や研究の現場

で活用する必要があると考え，昭和53年度から59

年度にかけて，植物生体情報の計測手法の開発を

行ってきた。エレクト・ニクス技術の発展に伴う

部品類やコンピュータのコスト低減の結果，野外

で利用可能な各種の新しいセンサシステムの開発

が進展した（グリーンエナジープ・ジェクト）。

これを受けて昭和60年度から62年度の3年間では

「植物生体情報計測センサの農業への応用」とい

う課題のもとに，試作したセンサ類を野外を含む

様々の環境条件下での計測に適用し，適用対象の

拡大とその限界設定，適切な測定方法の検討，計

測の精度向上，適用上の問題の明示などを試み，

農業研究および，農業生産現場への適用の可能性

を総合的に検討した（同プ・ジェクト）。ここで

は反射光スペクトルの解析によるイネ個体群の現

存量や収量の推定法についての実験に限定してそ

の結果を述べる。

（2）圃場用高速走査型可視，近・中赤外分光

　　センサの概要

　本装置は，可視域から中赤外域の一部まで（波

長400－1900nm）の反射係数を野外で安定して

測定する目的で試作開発した。その特色としては

以下の点が挙げられる。

　①回折格子モノク・メータと光検知器を，可

視光用（400－900nm）と近赤外域用（900一
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1900nm）を各々1組，ひとつのケースに納めて，

両者を同時に駆動することによって短時間で広い

波長域を走査できる。一・回の走査に要する時間は

約20秒である。

　②石英製光ファイバ（直径0．2mm×7本，

長さ10m）の利用により，圃場に踏み込まず，

個体群の真上から反射データを取ることができる

（図2－1）。光ファイパの視野角は約15。である。

　③　本体と制御用コソピュータなど全装置を手

押し台車に搭載し，研究所内での移動・測定作業

を容易にした。

　快晴時（日射量　1900　micro　Einsteins　m－2

sec 1）に，畑裸地十面を真上より10回測定した

結果では，その反射係数（％）の変動係数はL7

から10．4％だったが，500nm以下，1700nm以

上および1450nm前後を除くとおよそ3％を越

えない範囲に分布し，野外の作物計測用として充

分使用に耐えるものと考えられた。

（3）イネ固体群の生育に伴う反射光スペクトル

　の変化と葉面積指数および地上部乾物重の

　分光推定

圃場用高速走査型可視，近・中赤外分光セソサ

　　　　　　　　メ
　　　　　　“　～

い㌔㍉輸婁馨／奪》，撫昏
穏ま童蝕論錘￥、ゼ妻1，い，、

図2－1　圃場用高速走査型可視，近・中赤外分光センサ

（以降，分光センサと略記）を用い，出穂前45日

から出穂後64日までの各時期に，波長400から

1900nmについて反射係数の測定を行い，可視，

近・中赤外域のバンド反射係数およびそれらの組

合せ演算値VI（Vegetation　Index）と，品種，

施肥量，生育時期を変えたイネの，葉面積指数

（LAI），緑色部乾物重（GDM）との関係を調べ，

これら作物情報の分光的推定法を検討した。

　分光センサの光ファイバライトガイドは約15。

の視野角を有するため，2．5mの高さから垂直下

向ぎに測定すると，直径およそ60cmの円内が

視野範囲に入る。測定波長は400－900nmでは

5nm間隔，900－1900nmでは，10nm間隔で
読み取り，各区5回の反復測定の出力の平均値を

硫酸バリウム粉末をスプレーしたアルミ板の反射

出力で除して反射係数（％）として解析に用いた。

以降，波長xnmでの反射係数（％）をRxと表

記する。

　分光測定は，昭和60年7月26日から11月2日ま

でに7回実施した。解析に用いた波長は480，560，

620，660，840，1100，1200，および1650nmの

8パンドである。これらは本研究で以前に有効性

が認められた波長，および人工衛星ランドサット

のセマティックマッパ（TM）に採用されている

パンドの中心波長である。

　原則として分光測定日から1日以内に作物を抜

取り調査した。緑色部乾物重（GDMg／m2）は地

上部総乾物重から枯死部重を差し引いたものであ

る。品種間の生育ステージを揃えて比較するため

に，分光測定を行った期間である110日（出穂前

45日，出穂後64日）を，出穂日を基準に10日づつ

の11ステージに分割し，出穂期をステージ5とし

た。

　LAIは，いずれの区でもステージ4すなわち

出穂の15ないし6日前に最大となった。GDM

は，ステージ8（出穂後35日）まで増加し続け，

その後ほぼ横ばいとなった。

　品種，施肥区等による分光パターンの差が小さ

かったので，これらを込みにして解析した。

　①可視域（480，560，620，660nm）反射係数
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は出穂期に最小値を示し，近赤外（840，

1100nm）反射係数は登熟中ごろまでほぼ単調に

増加した。また，1200nmと中赤外の1650nm

反射係数は，近赤外反射係数と類似の傾向を示し

ながらも，出穂期前後の増加程度がやや小さかっ

た（図2－2）。
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数として12のVIを用い，変数減少法によって有

効なVIと推定式を求めた結果，生育ステージは，

R840／R560，（R1100／R840）2，（R1100－

R1200）の3変数を用いた式で推定でぎることが

示された（寄与率＝0．87，F＝268．5＊＊＊）。LAI

は独立変数R840／R560，R1100／R840，および

（R1100／R840）2を使って寄与率0．71，F＝

103．3＊＊＊の推定式が得られた。GDMの対数値

は6変数，すなわちR840／R560，（R840／
R560）o・5，R1100／R840，　（R1100－R1200）o・5，

R1100－R1650，（R1100－R1650）2を用いた重

回帰式で寄与率0．93（F＝277．3＊＊＊）で推定され

た。

（4）分光データによるイネ個体群の葉面積指数

　　・乾物重の推定および収量予測

620nm

◆◆◆．．．φ◆φ”

llけll＋＋

φ／＋

O

660nm

　　　　◆輯
◆◆●　　●専o

1254567891011

　　S†cge

1650nm

←肺騨

　　　　L一
12545678910”
　　S†qge

図2－2　イネ個体群における可視，近・中赤外域の各バ

　　　　ンド反射係数の生育ステージ別変化

　　　　　　　　　（5品種の平均値と標準偏差）

　②回帰分析の結果，可視近赤外の2バンド

比（R840／R560，R1100／R840）がLAIの推定

に有効と考えられた。一方，GDMの推定では

これらに加えて，近・中赤外の2バンド間差

（R1100－R1200，R1100－R1650）が有効であ

り，近・中赤外域の作物反射特性の重要性が示唆

された（表2－1）。

　③生育ステージ，LAI，およびGDMを分光

データから推定する重回帰分析を行った。独立変

　前節に引続ぎ，イネ個体群を対象として葉面積

指数（LAI），総乾物重（TDM），収量の3つの主

要作物情報の分光推定の手法を検討・開発した。

このうちLAIについては栄養成長期に最も高い

精度の期待でぎる波長ならびにVI（植生指数）

を探索した。LAIを分光データから直接推定で

ぎれば，栄養成長期に継続してLAIを追跡する

ことにより，その間の気温・日照エネルギーの

データと組み合わせ，作物の計算機モデルを利用

してTDMを始めとした様々な生理・生態情報

を推定・予測でぎる。一方，TDMについては，

出穂期頃の1回の分光計測データから推定し，さ

らにそれを収量の事前予測に結び付けようと試み

たものである。

　3品種のイネ（コシヒカリ，日本晴，シナノモ

チ）を昭和62年に筑波の農業環境技術研究所精密

水田に栽培した。5月21日にコシヒカリと日本晴

をそれぞれ1枚づつ手植えした（早植え区）。そ

れぞれの水田を4分割し，コシヒカリに対しては，

基・追肥合計の窒素量でO，2，4，69／m2，同じ

く日本晴には，0，4，8，129／m2となるように

NPK化成肥料を施した。第3の水田は5区に分

割し，6月11日にコシヒカリと日本晴を2区づつ，

シナノモチを1区手植えした（遅植え区）。コシ
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表2－1 LAI，GDMおよびこれらの対数値と反射係数，2バンドの比，正規化演算（ND）並びに2バンドの

差との単相関係数

LAI

Stages

Na

Single　band

　Rx

　Ratio

Rx1／Rx2

　　　ND
（Rx1－Rx2）／（Rx1十Rx2）

Difference

Rx1－Rx2

x　nm　　　　r x　l　x2 r x　l　x2 r x　l　x2 r

1－4　　46

5－7　　38

8－11　　46

1－11　　130

1100　　　　。848

660　一　。487

660　一　・643

130　一　・722

1100，　560　　　。910

1100，560　・660

660，　560　一　・757

840，560　・825

560，840一・885

560，1100一・567

560，660　・754

620，　840　一　・811

560，1100一・885

480，　　620　　　・467

560，620　・735

620，840－8・617

1nLAI

Stages

Na

Single　band

　　Rx

　Ratio

Rx1／Rx2

　　　ND
（Rx1－Rx2）／（Rx1＋Rx2）

Difference

Rx1－Rx2

x　nm　　　　r x　l　x2 r x　l　x2 r x　l　x2 r

1－4　　46

5－7　　38

8－ll　　46

1－11　　130

660　一　・991

660　一　・535

660　一　・548

480　一　・657

560，840一・954

560，1100一・667

480，　560　一　・815

660，　　560　一　・783

560，　1100　一　・959

605，HOO一・668

480，560一・785

660，　　850　一　・758

620，1200一・894

480，　　660　　　　・513

620，660　・779

560，　　620　　　　。704

GDM
Stages

Na

Single　band

　Rx

　Ratio

Rx1／Rx2

　　　ND
（Rx1－Rx2）／（Rx1十Rx2）

Difference

Rx1－Rx2

x　nm　　　　r x　l　x2 r x　l　x2 r x　l　x2 r

1－4　　46

5－7　　38

8－11　　46

1－11　　130

！100　　　　。832

1100　　　　・347

840　　・213

1100　　　　・822

1100，　560　　　　・398

480，660一・449

480，560一・159

1100，　840　　　　。809

560，　　840　一　・855

480，660一・434

480，560一・151

840，1100一・800

1100，1650　・877

1100，1200　・471

1100，1200　・227

480，1100一・809

1nGDM

Stages

Na

Single　ban（i

　Rx

　Ratio

Rx1／Rx2

　　　ND
（Rx1－Rx2）／（Rx！＋Rx2）

Difference

Rx1－Rx2

x　nm　　　　r x　l　x2 r x　l　x2 r x　l　x2 r

1－4　　46

5－7　　38

8－11　　46

1－11　　130

660　一　・899

1100　一　・369

840　　・217

1100　一　・850

560，840一・948

480，660一・462

480，560一・157

840，　llOO　一　・911

560，1100一・964

480，620一・451

480，　　560　一　・149

840，　1100　一　・907

660，　　840　一　・911

1100，1200　　　　・487

1100，1200　・232

480，1100一・869

aFor　n＝38，ro5＝0．320　an（1r’01二〇．413．For　n＝46，r’05＝0．291　an（1ro1＝0．376．

生育ステージ！－4，5－7，8－1Lおよび全期間についてそれぞれ最も相関係数の絶対値が大きい組合せを

表示した

ヒカリと日本晴は，窒素0および2g／m2区を設

けたが，シナノモチ区は2g／m2施肥した。栽植

間隔18cm，条間25cmとした。

　早植え区のコシヒカリは8月10日に出穂し，日

本晴は8月13日から18日に出穂した。遅植え区の

コシヒカリとシナノモチは8月18日に，そして日
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本晴は8月25日にそれぞれ出穂した。

　生物量の計測については，新鮮全重を計量した

後，葉・茎・穂・枯死部に分解し，葉面積とそれ

ぞれの新鮮重を測った。サンプルは80℃で2昼夜

以上乾燥し，再び計量して乾物重を得た。地上部

全乾物重（TDM）は6月4日から10月8日まで

毎週調査したが，葉面積測定を含む調査は7月2

日から2週間に1度づつ実施した。収量調査は各

区9株×4箇所（1．62m2）を刈り取り，風乾・脱

穀し，モミ収量を計量した（水分率約14％）。

　分光測定は分光センサに視野角150の石英光フ

ァイバライトガイドを接続して個体群上2．5mか

ら垂直下向ぎに行った。分光測定日は6月5日か

ら10月3日までの11回行った。太陽高度がLAI

推定に及ぼす影響を除去するためにLAIをcosZ

で除したLAI／cosZを用いた。《

　本実験で取り上げたVI（植生指数）は以下に

列挙した8種類である。

NIR／GRN　＝　R840／R560　　　　　　　　　（1）

NIR／RED＝R840／R660　　　　　　　　（2）

NDG＝　（R840－R560）／（R840十R560）　（3）

NDR＝　（R840－R660）／（R840十R660）　（4）

D（1100，1200）＝R1100－R1200　　　　（5）

D（1100，1650）＝R1100－R1650　　　　（6）

GR5　＝　一．23R480　一．19R560　一．35R660

　　　十．74R840　十．48R1650　　　　　　　　　（7）

　PVI＝　．778R840　一．628R660　－1．35　（8）

8・

6一

4一

2一

　　　　　　　　　　／．
ay二…1xL78　ソ／
　r2＝0．89　　　／
　　　　　，　／．
　　　　　　　／　　　　　ず　　やレ　　ひも
　　　　ひひ　　　　ノイ
　　　》○←／”許略
　　　’ノ箔

　卜0
。
　 1。2。　3。4・　5・

8・

GR5

6・

4・

2・

0一

by＝一．26＋o．34x　　手畢
　　　　　　　　　　ゆ　　2　　r＝0．88　　　　　　　　　　　　／

　　　　　　　　　　　4　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　4
　　　　　　塾◎　　　　　　　　　↓尋
　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　み
　　　“響ト　ナ。一

　　　～P
　　l

0

8・

2　　4　　6　　8　 10　 12　14　 16　18

　　　　NIR／REO

6・

4・

2・

0

8一

C　y＝。．。22x1・7・　尋．／

　　　　　　　　　　声　　2　　　　　　　　　／ノ
　　r＝0．94　　　　　　4　　　！／才
　　　　　拳　与与、し／　4癌
　　　　婆　　　◎㌻／熔1
　　　　　　ノ　やぜひ　　　　を　　ヨ　イ　　 ぞゆ

　　　　ンイ’，
　　　～6　納／ト㌧

0　5101520　　　　　　PVI
25　　30　35

6一

4・

2・

0一

d 　　　　　　　　　　ぞ　　　2．22y＝4．65x　　　　　　　　　4
　　　　　　　　　　癌2r＝0．94
　　　　　　　　　争　　　　↓尋
　　　　　　　　　ゆハ　　　　　　　・‡バ劉
　　　　　　　／ノ、峯
　　　　　／登獅
　　〆↓一¶1昏．金藷’ギ

　①LAIの推定では，NIR／REDおよび
PVIが0．9を越える高い相関係数を示した。また

太陽天頂角補正LAI／cosZはLAIと比較して，

GR5を除くすべてのVIでいずれも相関係数を

増加させた。　PVIは寄与率が最も高く（r2

＝0．94，N＝73），しかも比較的高いLAIの領域

でも推定の精度が落ちないことでNDRよりも優

れていると考えられた（図2－3）。

　②　TDMと収量の推定に関連し，出穂期お

よびその前後の合計3回の分光測定日に得られた

分光データによるVIの平均値をVlhと表し，

またこれらの分光測定日に近接した調査日に測定

図2－3

0　　　　　0．2　　　0．4　　　 0．6　　　　0．8

　　　　　　NDR
4種類の植生指数（VI）に対するLAI／cosZ

の散布図

a，GR5；b，NIR／RED；c，PVI；d，NDR

したTDMの平均値をTDMhと表す。TDMh
および収量と8種類のVlhとの間の単相関分析

の結果，各Vlhに対するTDMhおよび収量と

の相関係数はいずれもほぼ同じ水準だった（表2

－2）。これはTDMhと収量との間にr＝0．96

という強い相関関係が存在したためである。8種

のVIのなかではD（1100，1200）hおよび

D（1100，1650）hがTDMhならびに収量と比較

的高い相関係数（いずれも0．9以上）を示した。
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表2－2　出穂期近傍3回の測定値の平均値による

　　　　TDM，および収量と各VIとの単相関係数

　　　　（データ組数は13）

VI DAY　MASS　　YIELD

MR／GRN

NIR／RED

NDG
NDR
D（1100，1200）

D（1100，1650）

GR5

PVI

・80

・80

・69

・66

・90

・91

・78

・83

・80

・78

・71

・67

・92

・90

・77

・79

（5）分光データに対する差分フィルタ処理の効

　　果と収量の推定

　イネ個体群を対象として分光センサで測定した

データに，いわゆる差分フィルタ処理を施してモ

ミ収量分光推定に適用し，その効果を検討した。

　昭和60年および61年の2か年に測定したデータ

を使用した。60年にはイネ5品種を施肥2段階，

田植2時期を設け，有底・コンクリート枠ライシ

メータに，栽植間隔21cm×25cmで手植えした。

また50m×10mの無底・コンクリート枠精密試

験田3枚に，品種日本晴，南京11号，アケノホシ

を栽培した。61年は品種コシヒカリをライシメー

タ20区に栽植間隔21cm×25cmで手植えし，無

肥料区，窒素4，8，12g／m2をそれぞれ設けた。

また50m×10mの無底・コンクリート枠精密試

験田3枚に窒素6g／m2の基肥を施し，品種日本

晴を栽培した。

　収量調査は面積1a以上の区では各区9株を3

ないし10箇所より採取，またライシメータなどの

小面積区では9ないし16株を2箇所より採取し，

風乾・脱穀し，粗モミ重を計量した（水分率約14

％）。

　分光測定は，個体群上2．5mから垂直下向ぎに，

60年9月27日（早植え区），10月19日（遅植え区）

および61年9月22日にそれぞれ行った。これらは

出穂期からおよそL5ヵ月後である。

　測定したイネ個体群の反射スペクトル（400－

1900nm）に差分フィルタ（近似的2次微分）処

理を施した（図2－4）。処理後のスペクトルは

0％を中心に正負に振れ，もとのスペクトルの特

徴を強調した形にな：っている（図2－5）。60年

のデータのみから収量推定の重回帰式を作成し，

これによって61年の収穫直前のデータによって収

量の推定を試みた。処理の結果，差分フィルタ処

理をしないで反射係数をそのまま使った重回帰式

の場合に比較して，年次による推定誤差の減少が

認められた（図2－6a，b）。これは差分処理によ

りスペクトルデータに重畳する誤差成分の軽減と

近接波長間の多重共線性の減少による回帰係数の

安定化が原因と考えられた。収量や成分など微妙

なスペクトルの変化から推定しなければならない

情報を計測する場合には，波長分解能の高い分光

センサによる多波長データの利活用とデータ処理

法の研究が今後とも必要とされるだろう。

1．0

0．5

一 一
0－40－20 20 40 60 80

n

一〇．5

一LO
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図2－4　差分フィルタ処理に用いた重み関数
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図2－5　差分フィルタ処理後のイネ反射スペクトルの
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1985年の反射係数データから求めた重回帰

式に1986年の反射係数データを代入して得

られた推定モミ収量（縦軸）と実測値（横

軸）

差分フィルタ処理後の1985年反射係数から

求めた重回帰式に1986年のデータを代入し

て得られた推定モミ収量（縦軸）と実測値

（6）作物生育リモート診断計の試作

　可視・近・中赤外域の分光反射特性から，作物

個体群の各種の生育情報を推定するため，これま

で研究所内の試験圃場で実験を続けてぎた。しか

しそれらの成果は農家圃場でテストし，評価・改

良される必要があると考えられる。また実験目的

によっては，限られたいくつかの波長について短

時間に多数の調査地点を測定したいことがある。

このような目的のためには，100V商用電源の

不要なコードレスで軽便な機器を使用しなければ

ならない。しかし市販の機器には安価でこれらの

仕様を満たすものが見あたらない。そこで大型の

分光測定装置開発と利用で得られた知識・経験を

基礎に，より小型・軽量でさらに測定時間の短い

フィルタ方式の分光センサを開発した。分光セン

サの制御用に小型のコンピュータを接続し，将来

は葉面積指数や現存量などの推定式を組み込んで

現場で直接「生育診断」がでぎるシステムに発展

させる。

　本装置は受光ヘッド部と本体およびコンピュー

タから構成され，受光ヘッド部と本体とは専用フ

ァイバとケーブルにより接続されている（図2－

7）。

　受光ヘッド部は光学系とチョッパだけを組み込

み，特に小型に構成されている。また測定光をフ

ァイバで導くので，受光ヘッド部と本体とが分離

されていること，およびピストル式ハンドグリッ

プの装着により被測定点の照準が容易である。光

学系の視野角（FOV）は約50以下である。ハン

ドグリップには測定開始用のトリガスイッチを付

属させた。本体は光センサ，同期増幅部，チョッ

　　　　　バ　　　　魚　　　挨

一蓼轟繭藻
　　感、鐵i
　　欝　．

磯：轟一馬

がン贈　唾　・騨紬贈ザ

　　ノ　、　》
　　　　　　　　　悪

図2－7　作物生育リモート診断計
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パ制御部，RS232C通信制御部，ヒータ制御部

および電源部より構成されている。

　光センサは8個で，可視・近赤外用にSiおよ

びGeフォトダイオード，中赤外用にPbS光導

電セルを使用し，温度特性を改善するためヒータ

で一定温度（30℃）に制御している。各センサの

直前には干渉フィルタが挿入されているが，その

透過波長はセンサの感度範囲内で目的により交換

が可能である。波長は本研究中に作物生体計測に

有効と認められたもの，およびラソドサット

TMに準じて選択した。

　出力は常時8チャンネルでリニヤアナ・グ電圧

0－5Vが出ており，本体パネルの端子でモニタ

でぎるとともに，ゼ・点と利得もパネルの半固定

抵抗器でチャンネルごとに調整できる。A／D

変換部は分解能14ビット，通信制御部はボーレー

ト1200bpsである。電源は，24Vの鉛シールド

バッテリを内蔵し，連続4時間の動作を可能にし

ている。コンピュータはラップトップ型のNEC

製PC98－LT（640kB）を利用し，MS－DOS

上のN88BASICをプ・グラム言語として使用し

た。

　本装置は野外用の分光センサとしての基本性能

はほぼ満足でぎる装置であるため，現在，一般別

枠研究「情報処理」のなかで，農家水田のLAI

やバイオマスを計測する現地試験を通じて，生育

診断計としてのソフトウェアの充実や詳細な性能

を評価している。例えば，研究所内の圃場で作成

した作物データ推定のための較正パラメータを，

年次・日時・地域等を越えて利用していくための

検証実験などを実施中である。

　本装置の使用上の問題としては，受光ヘッド部

の構造とファイバの長さの制約および簡便で迅速

な測定作業を行うために，畦道から斜め下向ぎに

測定することが挙げられる。この場合，データは

垂直下向ぎの測定に比べて，太陽高度や方位の影

響をより強く受ける可能性があり，その影響の評

価や場合によっては補正法の検討が必要になると

考えられる。

（7）おわりに

　大型の装置で測定することにより得られた有効

波長やその組合せ法を，より簡便で使いやすい装

置に組み込んで実際に現場で使えるシステムに仕

上げるプ・セスが重要になってぎている。ハード

ウェアの堅牢性や信頼性の向上に関しては，今後

は比較的容易に実現できるようになると考えられ

る。一方，測定上のソフトウェア，すなわち太陽

高度・方位・観測角度と畝方向の補正の問題や，

生育ステージや品種によって異なる較正パラメー

タやさらには推定誤差そのものの圧縮の問題など

まだまだ解決されるべき点が残されている。近い

将来，現場から作物用センサシステムの二一ズが

出てきた時にそれが提供できるように研究を進め

る必要がある。

　また一方では，作物の現存量のみならず，その

機能，生産力の推定や各種ストレスの早期発見に

も近接センサを利用していくことが求められてい

る。この分野では，熱画像処理が先進分野となっ

ているが，波長2000－3000nmの中赤外域，マ

イク・波，あるいは紫外域などの未利用波長の可

能性の探求が今後の課題の一つであると考えられ

る。

（環境管理部　計測情報科

　　　　　　　　　　　生物情報計測研究室）

3．半乾燥地域における乾期の実蒸発散量

広域分布推定法の開発

（1）はじめに

　東北タイの大部分は，年平均気温23～30℃，年

降水量1，200～1，400mmの地帯である。年降水

量は日本の瀬戸内海沿岸地域と差はないが，気温

が高いため蒸発ポテンシャルが高いこと，雨期（5

月中旬から10月初め）に集中して雨が降り，これ

以外の時期にはほとんど雨が降らないことが農業

気象上の問題点である。厳しい気象条件の制約を

受けて，主に天水を利用した農業が営まれている。
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　このような，農業を営む上に不利な自然条件の

地域では，限られた気候資源を有効利用でぎるよ

うな土地利用を図る事が重要となる。

　そこで，水分環境を示す要素のうち，評価方法

が複雑な一方，実際面での利用価値のある日積算

実蒸発散量について，代表とする一地点の気象要

素と土地利用分布情報とを使って周辺の広域分布

を推定する方法を開発し，これを乾季の東北タイ

域（図3－1）に適用する事を試みた。

（2）推定モデルの構造

　推定モデルは，Kotoda（1986）が日本の関東

地方の流域を対象にして作成したものを，熱帯乾

燥・半乾燥地域に適用可能な形に改良したもので

ある。モデルの基本構造は，ベンマン（1948，1965）

の可能蒸発散量推定式中の熱収支項（（1）式，右辺

第一項）の値を，地被毎のアルベド（反射率）と

正味放射量に対する地中熱流量の比などを用いて

推定するものである。一地点の推定を面に拡張す

る方法として，メッシュに区切った地域毎の標高
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や地被分布データを利用した。日積算実蒸発散量

分布の計算に用いる要素は，地域内の代表地点で

の気温，相対湿度，風速，気圧のそれぞれ日平均

値および日照時間である。日照時間の代わりに日

積算日射量を用いることも可能であるが，モデル

を適用する現地の測定環境を考慮すると，日照時

間を利用する手順の方が有効であろう。計算処理

ブロックダイアグラムを図3－2に示す。

（3）対象地域の概要と特徴

　研究対象地域は，東北タイ，コンケン周辺（北

緯16QOO1－16。30’，東経102Q35㌧1020551）の面

積約4，700km2の地域である。全域の87％が標高

150～200mで一部丘陵地帯が存在する。対象地

域の中央部を北から南へ河川が流れ，南西部に比

較的規模の大ぎな塩類析出地域が分布する。市街

地域は北東部にあり，基準観測点はその周辺に位

置している。

　対象地域の1’×1〆（東西2．75：km，南北

2．84km）のメッシュ毎に地被および標高分布を

求めた。地被分布は，土地利用図と乾季に撮影し

たランドサット画像から評価した地表面水分環境

マップ（コンケン大学）を基にして決定した。東

北タイ地方の代表的な地被の分布状態を図3－3

に示す。

　モデル中で重要な役割を果たすアルベド（反射

率）および地中伝熱量への変換係数κ3の値は，

現地の代表的地被上での実測結果から求めた。代

表的な地被のアルベドの日変化を図3－4に示

す。各種地被のアルベドおよび次に述べる基礎方

程式中のK3の平均値を表3－1に示す。

（4〉基礎方程式

　ベンマンの式（1948，1956）に基づいて植被面

の蒸発散量を次式で定義する。
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コード番号1～8は表3－1のコード番号の地被に対応する
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図3－4　代表的地被のアルベドの日変化

表3－1　各種地被のアルベドおよびK3の値の日平均値

コード番号　　地　　　被　　アルベド　　　K3

短い芝地（コンケン大学）

畝のある裸地

キャッサバ畑

塩類析出地

森　　林

都市域
市街地
水　　面

0．251

0．229

0．262

0．415

0．15

0．30

0．25

0．06

0．127

0．098

0．140

0．100

0．04

0．40

0．30

0．20

　　1～n一（｝
　9n一α五ヂ●　　　　’（2）

　∫（％）＝0．13＋0．14％ヲ…一一一　・（3）

ここで，

Ep：ポテンシャル蒸発速度

9、二植被面での有効エネルギー

Rn：純放射フラックス

　G：土壌熱フラックス

　σ：単位換算係数

　L：気化潜熱
∫（％）：風速の関数

　ε。：気温における飽和蒸気圧

　ε：大気の蒸気圧

　△：飽和蒸気圧曲線の温度勾配

　71乾湿計常数

1～nとGの値は，実際には技術上の問題で測

定不可能な場合が多い。そこで，気温，アルベド，

日照時間，水蒸気圧などの要素を使って上式中の

RnとGを推定することとした。すなわち，

　1～s＝［K1＋K2（箆／ノ〉）］1～o，……………（4）

　Rln＝σTS4（0．34－0．044〉7）

　　［O．1十〇．9（多z∠〈π）］，　・・・…　D・・・・・・・・…　　（5）

　Rn＝（1－z4）1～S－1～1nヲー・一…一・・（6）

　θ＝K3ノ～n夕一一一……・一……・（7）

ここで，

　z4：アルベド

　ノ～、：短波放射

1～1n：長波放射

　π：日照時間

　1V：可照時間

Ro：大気外放射

　σ：ステファンボルソマン定数

基礎方程式中の定数K1，K2の値は，対象地域

内の代表地点における実測結果を使って求めた。

最終的に実蒸発散量は，次式で求める事がでぎ

る。

　Eac＝んEp＝f・（Ee＋Ev），一……一…（8）

E、。：実蒸発散量　　　　　　　　（mm／day）

　ん：ポテンシャル蒸発散量から実蒸発散量へ

　　の変換係数

あの値は，現地の気象観測資料を利用して求め

た。
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（5）モデルの妥当性

　実蒸発散量を精度良く，多くの仮定を設定する

こと無しに測定するためには，ライシメーターに

よる直接法が有効である。しかし，現地では高精

度の値との比較を行うことが不可能であったた

め，蒸発計による蒸発量とモデルにより推定した

実蒸発散量との比較を行った。比較観測は対象地

域内の観測露場（芝地）で行った。結果を図3－

5に示す。直線回帰式を求めると次式となり，相

関係数は，0．848となった。

Eσ。＝0・72E、卿＋1．24

E、、とE、。ヵ、．は，モデルによる推定値と蒸発計に

よる実測値（mm・day－1）を示す。

　一般に蒸発計による蒸発量は，可能蒸発散量よ

りも大ぎい値となる。両者の比は大気の相対湿度，

風速，風上に向かって同一の植被が分布する距離

により変化する。相対湿度が40～70％，風速が

5m／s以下では蒸発計蒸発量に対する可能蒸発

散量の比は，0．6～0．85になる事が知られており，

上式の勾配が0．72となった点は，このモデルがほ

ぼ妥当であることを示すものと考えられる。

（6）典型的な気象条件下での推定分布

対象地域内の代表地点での典型的な気象条件

（日平均相対湿度R瓦日平均気温71α，日平均風

速％，日照時間％）を設定して，日積算実蒸発散量

Eacの分布を求めた。すなわち，　（a）晴天日：

ノ～丑＝60％，　Tα＝27℃，　％＝2m・s－1，

π＝11hours，（b）曇天日：1～E＝80％，7初＝22

℃，％＝5m・s－1，n＝5hoursの二種類の条件を与

えた。気圧Pは，いずれの場合もP＝1001mb

とした。

　推定分布図を図3－6（a），（b）に示す。晴天

日には，市街地域と塩類析出地域において最も実

蒸発散量が少なく，Eα6＝3．0～3．1mm・day一1，

森林地域で多く，Eα6＝4．6～4．7mm・day－1とな

った。キャッサバ畑や畝立てした裸地では，

Eα6＝4．Omm・day－1程度となった。曇天日の場

合は全体的に値は小さくなり，市街地域などで

7

6

（　5あ
る

ミ
ε
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日
国
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16◇00，N
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図3－5　実蒸発散量の推定値と実測値の比較

102Q35シE

図3－6（a）

　　　　　　　　　　　102。55，E

モデルで推定した日積算実蒸発散量の広域

分布（コード番号表示）

晴天日の場合（相対湿度60％，気温27℃，

風速2m／s，日照時間11時間）

コード番号1：　0～5．5mm／日

　　　　2：5．5～6．Omm／日

　　　　3：6．0～6．5mm／日

　　　　4：6。5～7．Omm／日

　　　　5：7．0～7．5mm／日

　　　　6：7．5～mm／日
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102。55，E

必要があろう。

　限られた水資源を有効に利用するためには，こ

こで開発した様な手法を使い，特に乾季において

水分環境の広域分布特性を評価することが必要で

あろう。今後土地利用計画の策定において利用価

値が高いと考えられる。

　最近，地球規模環境変化の農業に及ぼす影響が

注目され，乾燥化問題が農業環境の重要な研究課

題になっている。本モデルは，この様な問題に対

しても適用可能と考えられる。

　（環境資源部　気象管理科　気象特性研究室）

4．ホスファターゼによる土壌蓄積有機り

　　んの分解促進

102。35，E

図3－6（b） モデルで推定した日積算実蒸発散量の広域

分布（コード番号表示）

曇天日の場合（相対湿度80％，気温22℃，

風速5m／s，日照時間5時間）

コード番号1：　0～2．Omm／日

　　　　2：2．0～2．5mm／日

　　　　3：2．5～mm／日

Eαo＝2mm・day－1，そのほかでは，

2．5mm・day－1程度になった。

（7）おわりに

Eαo＝

　乾燥・半乾燥地域の実蒸発散量の広域分布を推

定するモデルを開発し，東北タイにおける典型的

な気象条件下での実蒸発散量分布を求めた。モデ

ルの特徴は，地表面のアルベドなどのメッシュ分

布をもとにして，代表とする一地点の気温，湿度，

風速，日照時間，気圧から実蒸発散量を推定する

ところにある。また，複雑な地形や異なる土地利

用分布の地域にも当てはめる事が可能である。

　推定対象地域内の基準観測点での推定値と蒸発

計蒸発量との間には，相関係数0．848の直線関係

が認められた。モデルの精度をさらに向上させる

ためには，ライシメーターなどを利用した実蒸発

散量の直接測定を行って，推定値と比較検討する

（1）はじめに

　畑土壌の多くが火山灰土壌，酸性土壌などから

なる我が国では，従来より，りん肥料が多量施用

され，また近年では，比較的りん含量の高い家畜

ふん尿や汚泥などの大量投入により，作物に吸収

利用されなかったりんの多くが難溶化し，土壌中

に蓄積する傾向にある。他方，りん肥料の原料と

なるりん鉱石は，現在の世界における推定埋蔵量

とこれまでの消費率，今後の需要量からすると，

遅かれ早かれ消費され尽くし，将来枯渇すること

が予測されている。従って，土壌中に蓄積されて

いるりんの作物生産への再利用は，省資源・低コ

ストの観点からも将来的に重要な課題と考えられ

る。

　土壌中には様々な形態のりんが蓄積されてお

り，そのかなりの部分は有機態として存在してい

る。これらの土壌蓄積有機態りんの主体をなして

いるのがフィチン酸で，土壌によっては全有機態

りんの50％以上をも占める場合がある。

　本研究は，有機りん化合物の分解反応を触媒す

るホスファターゼ，特に難分解性フィチン酸の分♂

解に関与するフィターゼの土壌中での起源や作用

至適条件などを明らかにするとともに，土壌中に

おいてこれら有機態りん分解酵素の活性を増進さ
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せ，土壌蓄積有機りんの無機化促進を図ることを

目的として実施されたものである。

（2）土壌ホスファターゼの基質特異性

　表4－1は土壌（黒ボク土・灰色低地土），ト

マト根およびミミズの糞から得た抽出液を用い

て，種々の天然有機りん酸エステル化合物の分解

性を調べたものである。プリンヌクレオチド，ピ

リミジンヌクレオチド，糖りん酸いずれもよく分

解され，基質に対する特異性の低さが示されてい

る。これは，予測されたように，抽出液中に多種

のホスファターゼが含まれているためである。試

料間でいくらか基質特異性が異なるのは，含まれ

ているホスファターゼの種類，構成が異なるため

であろう。注目すべぎは，フィチン酸（ミオイノ

シトールヘキサリン酸）に対する反応性で，施設

畑黒ボク土の抽出液では，わずかながら分解が見

られたものの，このりん酸エステルだけは分解が

極めて困難なことが明らかとなった。この事実は，

フィチン酸が土壌中に集積しやすいという現象を

土壌酵素学的側面から裏づけているように思われ

る。

（3）フィチン酸資化性菌

　フィチン酸が土壌中で分解されず蓄積しやすい

原因として，土壌中にフィチソ酸を分解利用でぎ

る微生物がいないか，存在しても極めて少ないと

いう可能性が考えられる。

　そこで，土壌中におけるフィチン酸資化性菌の

分布について先ず調査を行った。

　1）菌の分布と分解活性

　無機りん酸の代りにフィチン酸のNa塩を添加

した培地を用いて，希釈平板法によりフィチン酸

資化性菌の計数を行った。茨城県下の水田土壌お

よび小麦畑土壌について調べたところ，いずれの

土壌においても，フィチン酸添加培地上で生育可

能な菌は予想外に多く，糸状菌が105オーダー，

放線菌が106～107オーダー，細菌が107オーダー

も存在することがわかった（表4－2）。この事

実は，フィチン酸分解能力を持つ菌が土壌中に少

ないためフィチン酸の蓄積が生じるわけではない

ことを示している。

表4－1　土壌ホスファターゼの基質特異性

基質
（10mM）

黒ボク土
（林地）

黒ボク土
（施設畑）

灰色低地土
　（水田）

トマト根 ミミズ糞

相対活性（％）＊

5’一AMP

5’一GMP

5〆一CMP

5〆一UMP

3〆一AMP

3F－GMP

31－CMP

3〆一UMP

5グーdAMP

57－dGMP

5ヂーdCMP

5〆一TMP

G－1－P

G－6－P

Phytic　aci（1

96

94

57

89

82

73

73

81

100

93

92

87

85

89

1

84

100

53

47

51

33

35

40

69

49

51

36

71

31

13

46

59

41

51

43

63

70

37

97

83

76

79

100

49

2

41

48

41

52

90

72

100

79

38

48

41

38

10

45

0

86

80

81

73

39

50

97

57

86

100

97

86

58

57

0

＊最も分解速度の速かった基質を100％とした時の値
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表4－2　土壌中のフィチン酸資化性菌数

フィチン酸資化性菌数／g乾土 全菌数／g乾土

糸状菌 放線菌 細 菌 糸状菌 放線菌 細菌

　　　　　　×105
水田土壌　　　2．9

小麦畑土壌　　　7．7

×107

0．2

2．1

×107

7．8

7．7

×105

2。7

8．8

×107

3．9

1．4

×107

25．0

9．4

　フィチン酸は分子内に6つのりん酸基をもつた

め，金属イオンとの親和性が強く，土壌中ではそ

の多くがAlやFeのような金属との難溶性塩と

して存在していると考えられる。そこで，フィチ

ン酸培地上で比較的大ぎなコ・二一を形成した糸

状菌14株，細菌5株，放線菌1株，計20菌株を用

いて，溶解性の比較的高いフィチン酸Na塩，お

よび難溶性のFe，A1塩の分解性について比較検

討した（表4－3）。

　糸状菌の多くがフィチン酸のNa塩に対しては

非常に高い分解活性を示した。また，分解速度は

著しく低下したものの，難溶性のFe塩やA1塩

をも分解可能であった。Fe塩とA1塩を比較す

ると，Fe塩のほうが分解しやすい傾向が見られ

た。一方，細菌や放線菌については，Na塩は分

解したものの，Fe塩，A1塩のいずれも分解す

ることはできなかった。

　2）糸状菌の生産するフィターゼの性質

　分離した糸状菌のなかで特に強い分解性を示し

たOW－1（Mucor　sp．）を用いてフィチン酸分解

酵素フィターゼの諸性質について検討を行った。

　本菌株はフィチン酸添加寒天培地上に生育させ

るとコロニー周辺にクリアーゾーンを生成し（写

真1），小麦フスマ固体培地に胞子を接種して培

養すると，培地中にフィターゼを放出することが

わかった。また，分離した糸状菌のほとんどに，

酵素量の多少はあれ，OW－1と同様菌体外フィ

ターゼの生産が認められた。

　OW－1株の菌体外フィターゼを部分精製し，

植物起源（小麦）のフィターゼと比較したところ，

至適pHや至適温度，NaFに対する感受性など

において，両者の間に明らかな相違が見られた。

図4－1に各種金属イオンの阻害効果を示す。糸

状菌フィターゼ，小麦フィターゼいずれもZn2＋，

Cu2＋イオンによって強い阻害を受けた。興味深

いのは，Fe3＋，A13＋イオンに対する感受性の違

いで，糸状菌フィターゼがFe3＋イオンによって

殆ど阻害を受けないのに対し，小麦フィターゼは

比較的強い阻害を受け，逆に，A13＋イオンの場

合は，糸状菌フィターゼのほうが感受性が強く，

表4－3　分離菌株によるフィチン酸塩の分解

添加フィチン酸塩

分離株 Na塩 Fe塩 A1塩

糸状菌

N－1

N－3

N－4

N－5

0W－1
0W－2
0W－4
0W－5
0W－6
KF－1
KF－7
0R－1
0R－2
0R－3

112．0

5．7

39．3

58．8

146．0

48．3

23．4

1．5

0．8

2．4

3．9

5．7

2．4

2．3

遊離P（μg）／1週間

3．5

2．8

4．1

3．0

3．0

6．8

tr

O．3

2．1

0．6

tr

nd

4．O

nd

0．7

tr

O．7

0．7

0．3

tr

tr

tr

2．6

1．1

tr

nd

tr

nd

細菌
GYP　ORA－4

GYP　ORA－6
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写真4－1　土壌から分離された高フィターゼ産生菌

　　　　　OW－1（Mucor　sp．）
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図4－1　フィターゼ活性におよぽす金属イオンの効果

今回調べた金属イオンの中で最も強い阻害を示し

た。表4一一3に示したように，微生物によってフ

ィチノ酸のA1塩が特に分解を受けにくいのは，

A1塩の溶解度の低さのみならず，A13＋イオン

自身の酵素反応阻害作用も関係していると考えら

れる。このようなAl3＋イオンによるフィターゼ

活性の阻害はEDTAのようなキレート物質の添

加で緩和された。キレート効果をもつ有機酸のな

かではクエン酸にとりわけ強い阻害抑制作用が認

められた。

（4）土壌ホスファターゼ活性の増進

　フィチン酸資化性菌は土壌中に密度高く存在し

ていること，特に糸状菌には強いフィチン酸分解

性を示すものが多く，A1やFeと結合した難溶

性フィチン酸塩でも徐々にではあるが分解可能な

こと，また小麦フスマ培地が糸状菌の菌体外フィ

ターゼ産生に著明な効果を示すことが明らかにな

った。そこで，次に実際の土壌中でのフィターゼ

活性の発現条件について検討を行った。

　1）ホスファターゼ活性の誘導および土壌中で

　　の酵素の起源

　小麦フスマの投入により，土壌中に有機態りん

分解活性を発現させることが可能か否かを検討し

た。

　図4－2に示すように，フィターゼ活性は資材

投入後2日目でピークに達し，以後漸減した。ホ

スフォモノエステラーゼ，ホスフォジエステラー

ゼも小麦フスマの添加により活性が急上昇した。

これらの活性は10日後においても安定であった。

土壌中に発現したフィターゼは，20日以降活性が

著しく低下したものの，2か月経過した時点でも，

対照区よりは高い活性を維持していることがわか

った。

　小麦フスマを投入した土壌では，糸状菌数の著

しい上昇が認められた。 一方，細菌・放線菌数に

は大ぎな変動は見られなかった（表4－4）。シ

ク・ヘキシミド処理により糸状菌の増殖を抑制す

ると，土壌中でのフィターゼの産生も著しく抑え

られる事実より，土壌フィターゼの主要部分が糸

状菌に由来していることが示唆された。本酵素は，

水では土壌から抽出されず，2Mの食塩を含む

緩衝液を用いると遊離してくることから，菌体外

に放出された後，土壌粒子や有機物などと弱く結

合して存在しているものと推定される。

　2）ホスファターゼ産生と土壌環境条件

　ホスフォモノエステラーゼ，ホスフォジエステ

ラーゼ，フィターゼ，いずれも土壌水分含量25％

付近（pF3－4）といった，やや乾いた条件下で最

も多量生産され，極度の乾燥あるいは過湿条件下

では酵素量は著しく低下した（図4－3）。

　一方，土壌pHに対する影響の現われ方につ

いては，図4　4に示されるように，これら酵素

間で若干の相違が見られた。しかし，何れの酵素

も，酸性域で多量に生産され，中性付近になると

生産量が減少することに関しては共通していた。

このように，土壌がやや乾燥気味で，しかもpH
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表4－4　抗生物質処理土壌のフィターゼ活性及び微生物数

フィターゼ活性＊＊＊

　（mU／g　soi1）　　細

微生物数（／g　soi1）＊＊＊

抗生物質処理＊ 小麦フスマ＊＊
菌 放線菌 糸状菌

シクロヘキシミド

クロラムフェニコール

十

十

十

0．5±0．1

35．7±1．2

11．4±0．5

19．1±1．2

2．4×108

1．2×108

3．1×108

1．3×105

2．5×107　　　4．3×105

6．4×107　　1．1×107

1．5×108　　　2．0×105

2．4×106　　　5．6×107

＊150μg／g　soi1，＊＊5％添加，＊＊＊25℃で4日間培養後に測定
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図4－4　ホスファターゼ産生におよぼす土壌pHの影響

が酸性側，即ち，糸状菌の生育に有利な環境条件

下で，活発にホスファターゼが生産されるという

事実は，酵素の主要部分が糸状菌に由来するとい

う前項の抗生物質を用いた実験の結果を裏づけて

いる。

　3）ホスファターゼ活性の増進をもたらす有機

　　質資材の検索

　小麦フスマ以外の有効な有機質資材を検索する

ため，植物性有機質資材（雑草を含む14種類），

キチン，キトサン，牛糞，堆肥などについて，十

壌に添加した場合のホスファターゼ活性誘導効果

および土壌菌密度への影響について調べた。

　表4－5にそれらの結果をまとめて示す。作物

残渣ではデントコーン，テンサイ，ムクナに，雑

草ではギシギシ，セイタカアワダチソウに強いフ

ィターゼ誘導効果が見られ（無添加区の活性の

100倍以上），これらはホスフォモノエステラーゼ

やジエステラーゼの誘導にも効果を示した（モノ

エステラーゼ：5－10倍，ジエステラーゼ：20－

30倍）。活性上昇をもたらした植物資材添加区で

は，糸状菌数の著しい増加が認められた。植物資

材以外ではキチンが特に有効であった。この場合，

糸状菌よりも放線菌数に顕著な増加が認められ，

糸状菌のみならず，土壌放線菌の中にも，フィター

ゼ産生能の高いものが存在する可能性が示唆され

た。

　4）高フィターゼ生産菌の土壌への接種効果

　土壌から分離したフィターゼ生産能の高い菌株

OW－1（Mucor　sp．）を用いて，土壌接種時のホ

スファターゼ活性増進効果および接種菌の定着度

について調査した。

　十壌に菌を接種しただけでは顕著なフィターゼ

活性の上昇は認められなかったが，菌接種と同時

に植物資材を添加した場合には，接種菌の定着率

も良く，植物残渣の単独添加よりもさらに高い活

性が得られた（図4－5）。接種菌は3か月後に

おいても高い比率で残存しており（全糸状菌中54

％），土壌ホスファターゼ活性も高く維持されて

いることが確認された。土壌に既知量のフィチン

酸を添加し，3か月間保温静置したところ，無機

りん酸の増加率は，対照区，植物資材添加区，植

物資材＋菌接種区，各々9．4％，16．9％，23．4％

であり，菌接種区が一番高い結果が得られ，土壌

中での有機態りん酸の分解に有効であることが示

された。
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表4－5　各種有機物の添加による有機りん加水分解酵素の誘導及び微生物数への影響

酵素活性（mU／g　soi1） 微生物数（／g　soi1）

添加資材 PME PDE PHY　　細菌数　放線菌数　全細菌数　糸状菌数

無添加

インゲンb

ムギワラ

イナワラ

ジヤガイモd

ノレーヒDンd

クズc

テンサイc

ソバd

デントコーンd

ムクナc

ムクナa

シロザa・d

ヒメムカシヨモギa・d

ギシギシa・d

セイタカアワダチソウa・d

29

55

36

49

45

175

199

160

171

171

312

260

236

136

226

88

4
18

92

13

114

75

64

76

73

80

125

138

151

46

100

28

0．2

3．1

0．2

3．4

3．3

13．1

12．1

23．1

！3．8

24．3

21．7

24．0

13．6

6．0

36。2

31．9

×108

0．1

2．2

2．4

2．4

7．1

3．6

4．3

3．2

4。7

10．1

4．7

13．0

2．6

×108

0．06

1．1

0．4

0．9

1．9

1．3

2．0

2．0

1．9

1．3

0．6

3。’4

0．2

×108

0．17

3．3

2．8

3．3

9，0

4．9

6．3

5．2

6．6

11．4

5．3

16．4

2．8

×106

0．09

2．7

0。9

2．0

1．O

l4．0

16．0

38．0

15．1

16．2

30．0

21．0

13．9

11．7

22．1

9．7

牛　糞
堆　　肥

キチン
キトサン

120

72

331

88

45

34

36

9

5．5

2．0

21．2

2．6

1．6

0．4

0．6

0。2

5．9

3．7

3．2

0．2

7．5

4。1

3．8

0．4

7．6

0．9

0．2

0．2

a　l根，b　l茎，c；葉，d；茎葉，乾土当たり5％添加．すべて培養4日後の値

PME；ホスフォモノエステラーゼ，PDElホスフォジエステラーゼ，PHY；フィターゼ
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図4－5　高フィターゼ産生菌の土壌接種効果

（5）おわりに

　土壌中におけるフィチン酸の分解には，フィ

ターゼの量や質，安定性，反応阻害因子の有無だ

けでなく，基質となるフィチソ酸の溶解性も重要

な意味を持っている。AlやFeイオンと結合し

た難溶性フィチン酸塩を効率よく分解させるため

には，キレート作用を有する物質との併用が有効

と考えられる。植物の中には組織内に高濃度の有

機酸を含むものも知られている。フィチン酸の溶

解性を高めると同時に土壌フィターゼ活性を増大

させる意味で，今後このような植物資材の検索も

必要と思われる。

　植物資材の投入は，有機りん化合物の分解活性

を高める一方で，土壌のC／N比の変化や還元
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化など土壌生態系に対して様々な影響を与えるこ

とが予想される。特に，植物資材は糸状菌の増殖

促進効果をもつため，病原性糸状菌の増加が懸念

される。このような場合には，資材投入と同時に

フィターゼ産生能の高い非病原性の糸状菌を接種

するととにより，病原菌の増殖を抑制しつつ接種

菌を土壌に定着させ，土壌フィターゼ活性の増進

を図ることも可能であろう。

　　（環境資源部　土壌管理科　土壌生化学研）

5．土壌水分制御法の開発と微生物生態研

　究への適用

（1）はじめに

　農業研究の栽培実験や施設園芸においては，土

壌の水管理は単に作物に十分な水を供給するのみ

でなく，各種障害の回避，作物の品質向上にまで

結びつくことが期待されている。このことは，土

壌水分管理から土壌水分制御という飛躍によって

可能となるが，今までは長期間にわたって十壌水

分を一定に保つことは困難であった。そこで，負

圧水を循環させるという発想をもとに，十壌水分

制御法を確立した。また，応用例として，土壌水

分を一定のpF値以上で制御することにより，根

こぶ病の発生が抑制されることを確認した。

（2）負圧水循環装置

　1）原理
　作物が吸収出来る水分の大半は毛管力によって

土壌に保持される毛管水である。土壌に多量の水

を灌水すると，毛管力によって保持出来ない大孔

隙の水は重力によって排水され，残りの水は毛管

力によって保持される。したがって，自然条件下

では，毛管水の量を調節維持することは出来ない。

しかし，土壌中に多孔質管（素焼管）を埋設し，

管内の水圧を大気圧より下げること（負圧）によ

り，毛管水を土壌から脱水することが出来る。ま

た，土壌が乾燥している場合は，管内の水圧と土

壌中の水圧が平衡するまで土壌への水の供給が続

く。土壌水分の制御はこのような原理にもとづく。

ところで，多孔質管内は負圧であるため，十壌中

に溶解した空気が管内で気泡となって析出し，長

期間安定した負圧を維持することは出来ない。こ

の問題は，管内の水をポンプによって循環させ，

途中に設けた水タンクに気泡を排出させることに

より解決される。

　十壌水分が減少するにつれ，土壌の透水性は大

ぎく低下するため，pF値が高くなるほど多孔質

管から十壌への水供給は不十分となる。したがっ

て，本原理にもとづく土壌水分領域の上限は，十

壌の種類にもよるが，おおよそpF2．5である。

　2）装置の概要

　図5－1に装置の略図を示す。真空ポソプによ

りある一定の負圧に達した水は，多孔質管と水タ

ンクの間を循環して流れ，多孔質管内に析出した

空気は水タンクヘ放出される。また，作物の蒸散，

土面蒸発により失われた水は，水タンクの水位変

化により計測される。

　ポット内培地の土壌水分は，蒸発散量に見合う

量を多孔質管から供給されることによって動的平

衡が保たれている。したがって，大型のポットの

場合は，多孔質管の本数を増やし供給水量を増加

させる必要がある。

　図5－2（a）は，同一負圧のポットを複数得

るため，水循環回路を並列に連結した例である。

大型（71）ポット試験に用いた。図5－2（b）は

水循環回路を直列に連結してある。管内の水のエ

ネルギーは管壁面の摩擦抵抗等により減少するの

真空ポンプヘ

水タンク
ポット

多孔質管

P 一循環ポンプ

図5－1　負圧水循環装置
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図5－2（b）直列にポットを接続した負圧水循環装置

で，一連の異なる負圧を持つ試験に適する。コカ

ブの発病率とpF値の試験に用いた。

（3）コカブの根こぶ病発病に及ぼす土壌水分お

　よび炭酸ガス濃度の影響

　1）実験方法

71容角型ポット（深さ35cm）8ヶに各々長さ

10cm，外径1．4cmの素焼管を上中下3本連結し，

筑波黒ボク土表土をかさ密度0．8g／cm3になる

ように充填した。2連のポットを並列に連結し，

土壌水分をpF1．5又はpF2．2に調整した。表層

二L深さ5cmに根こぶ菌胞子を濃度105／cm3に

て接種し，コカブを播種した。播種後14日以降ポ

ット下部より炭酸ガス4％および100％を

20m1／minにて流入させた。

　2）実験結果

　栽培期間中（45日）の土壌水分は図5－3に示

すように目標通りのpF値に制御出来た。また，

土壌水分，炭酸ガス濃度と根こぶ病発生との関係

では，pF1．5区では100％に近い発病率を示し，

発病指数は炭酸ガス濃度の増加とともに高くなっ

た。一方，pF2．2区ではほとんど発病は認めら

れなかった。

（4）根こぶ病の発病限界土壌水分（pF）の解明

　1）実験方法

　直径7．5cm，高さ10cmの塩ビ円筒（400m1容）

に素焼管（直径0．8cm，長さ6．Ocm）を通した小

ポットに根こぶ菌胞子接種十を380m1充填した。

この小ポットを図2（b）に示すように数個直列

に連結して負圧水を循環させることにより，

pF1．5～2．2の範囲で段階的な水分制御を行い，

コカブをポット当たり4株　1ヶ月間栽培した。

　2）実験結果

　栽培期間中ポットの土壌水分は，根こぶ菌の感

染に重要な発芽初期を含む播種後20日頃までほぼ

所定のpF値を維持したが，20日以降，pF2．0

以上に設定したポットでは，消費に対し給水が不

足する状態となりpF値が上昇した。

　根こぶ病はpF1．9以下の水分条件では株率100

％で発病し，発病指数も水分増加と共に増大した

が，pF2．1以上の水分条件では全く発病が見ら

れなかった（図5－4）。

　以上の実験から，根こぶ病の発生には菌の感染

に不可欠な胞子の十壌一根間の移動を可能にする

pF2以下の多湿な土壌水分条件を必要とし，よ

り乾いた条件では発病しないこと，および，炭酸

ガス濃度も発病を副次的に促進するなど，負圧水

循環装置を用いることにより土壌病害対策上重要
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な知見が得られた。

（5）おわりに

　負圧水を循環することにより，従来制御が困難

であった毛管領域の土壌水を一定に長期間保つこ

とが可能となった。その結果，土壌水分の制御に

よる病害防止にまで応用出来ることが明らかとな

った。本装置が栽培施設として利用されるために

は，素焼管に代わる丈夫な多孔質管の開発が望ま

れる。

　（環境資源部　土壌管理科　土壌物理研究室）

6．ICP－MSによる水試料中の極超微量

　　希土類元素の定量

（1）はじめに

　近年，いわゆる「先端技術産業」の進展は著し

く，これら技術を支える素材等として数多くの新

たな物質（元素）が利用されようとしている。こ

れらの産業によって生産される各種の製品は，最

終的には環境中へと放出される可能性が高く，新

たな環境汚染問題を引ぎ起こす懸念が強い。その

代表例として超伝導物質に用いられようとしてい

る希土類元素がある。

　しかし，その対象となる諸元素の環境中におけ

る挙動に関しては，今まで研究の対象として取り

上げられることが少なかったことから，ほとんど

知られていないといえる。特に水試料中の希土類

元素に関してはその濃度が極端に低いことから，

分析技術の点からも検討不可能なものとして放置

されたままでぎているのが現状である。

　昭和62年度に当研究所に導入された高周波誘導

結合プラズマー質量分析装置（ICP－MS）は，

他に類を見ない超高感度の分析装置として現在各

方面から強い関心を集めている。ここでは本装置

の高感度性をさらに生かすために，希土類元素を

選択的に分離，濃縮する技術の開発を行ない，今

まで不可能と考えられていたng／L（ppt）レベル

あるいはそれ以下の上記元素を迅速正確に分析す

る方法を確立したので以下に報告する。

（2）実験方法

　1）希土類元素の分離，濃縮法

　前記したように，ICP－MSは極めて高感度

の分析手法として非常に高く評価されている。し

かし，本分析装置の高感度をもってしても水質中

の希土類元素を直接定量することは，その濃度レ

ベルからみて不可能である。このような場合に用

いられる最も一般的な方法は濃縮によって対象元

素の濃度を定量可能なレベルにまで引ぎ上げるこ

とである。しかし，単純な水の蒸発による濃縮は，

その過程で生成する沈殿物を完全に回収すること

が事実上不可能であること並びに本分析法は高濃

度の塩類溶液には基本的に不向ぎであることから

利用することはでぎない。何らかの形で目的とす

る元素類を選択的に分離，濃縮する方法が不可欠

であることになる。

　2）操作手順

　種々の検討を加えた結果，水酸化鉄による共沈

法が最良であることが判明した。操作手順を模式

的に図6－1に示す。その概略は下記の通りであ

る。

　試料をその濃度レベルに応じて500mL～2L

用意し，まず硝酸でpHを2．0程度にまで下げる。

次に，最高純度の試薬を溶解して作成した

1000mg／Lの鉄溶液5～10mLを添加する。全

体を加温し80℃前後とした後，撹伴しながらアン

モニア水を（高純度試薬を10倍に希釈したもの）

徐々に添加して水酸化鉄の沈殿を作成する。アン
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水　質　試　　料
（500　mL　－　2　L）

　　　　HNO3

　鉄　　（5　－　10　mg）

　加熱（80C）

　　希　NH。OH

熟成　（3－4hr）

pH　　2．0

pH　　8。5

のメンブランフィルターを用いて吸引ろ過法で分

離補集する。ついで，フィルターごと小型のパ

イアルビンに移し，1％の硝酸溶液を正確に．

5mLを加えて一晩静置して溶解させ，分析に供

する。

（3）実験結果

ろ　　液 沈　　殿

1亀硝酸　（5mL）

ICP　　MS

図6－1　分離，濃縮の手順

モニア水の添加に伴うpHと溶液の色調および

沈殿の状態の変化を図6－2に示す。

　沈殿が生成したらそのまま3－4時間加温して

その熟成を行ない，最終的には膨軟な団粒状の沈

殿とする。これらの段階が最も技術と経験を必要

とする過程であり，細かい沈殿の生成は以後のろ

過操作に極めて長時間を要する。

　以上の操作で得られた沈殿は，孔径0．45μm

10

記
　6q

2

　1）回収率

　得られた結果を表6－1に示す。検討を加えた

元素は全て回収率がほぼ90～110％の範囲内にあ

ることが認められ，この濃度レベルの実験として

はきわめて良好な結果であるといえる。なお，第

一表に示した元素以外にも，ベリリウム，インジ

ウム，トリウム，ウラニウムではほぼ100％の回

収が得られることが明らかとなった。また，放射

性のユー・ピウムを用いた実験においても，回収

率は同じくほぼ100％であった。

　2）実試料の分析結果

　代表的な試料について，得られた結果を元素の

原子番号順と対応させて整理したものを図6－3

表6－1　希土類元素等の回収率

元　　素 回収率（％）

　　、

心　2
1

、

3

奄
4

　　　5　　　　　　　　15　　　　　　　25（mL）

　　　　　アンモニア水（1：9）の添加量

　　　　　図6－2　沈殿生成の過程

1：かすかに黄色みを帯びる　　　2：濃い黄色となる

3：細かい沈殿の生成が始まる　　4：膨軟な集合体がで

きる
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元素 点数 範　　囲 平均値
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u
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に，河川水についての，濃度範囲とその平均値を

表6－2に示す。

　希土類元素と総称される14種類の元素はその化

学的性質が酷似していることから，自然界におけ

る分布に．は明瞭な規則性があることがしばしば見

出されている。例えば，阻石や火成岩では，横軸

に原子番号順に元素を配置し，縦軸に濃度を取る

と，原子番号が奇数の元素で低く，偶数の元素で

高いぎれいなジグザグ模様が出現することが認め

られ，古くより知られているOddo－Harkinsの

法則の代表的な例とされている。

　水試料中においても，図中に参考として示して

いるLeedeyコンドライト（代表的な石質阻石で

元素の宇宙での存在度をよく反映している）にお

いて見られるのと同じような規則性が存在するの

が明確に認めることがでぎる。濃度レベルが三桁

以上も低い水質中においても同一の規則性が認め

られるのは極めて興味深い。この規則性が普遍的

に存在することが明らかとなれば，これら元素の

人為的な汚染の有無の判定に極めて有効な指標に

なるものと考えられる。

　一方，表6－2の結果に見られるように，その

濃度レベルは最も高いランタンやセリウムでも

mg／Lレベルに到達することはなく，元素，試

料によってはng／Lレベルを切っている場合も

あることが知られる。しかしながら，このような

低濃度であっても，ここに提唱した方法にのっと

って分析を行なえば十分に信頼できる値が得られ

ることが明らかとなった。

（4）おわりに

　ICP－MSが導入されてからまだ日も浅いこ

ともあって，分析が終了している試料の数はごく

少数であり，現段階では濃度範囲や分布のパター

ンを確度高く明らかにするには至っていない。し

かし，これは単なる時間の問題であり，今後はデー

タの集積は急速に進行するものと予想される。

　まだ汚染の進行していない現在の時点での濃度

レベルに関する基礎的データを明らかにしておく

ことは，将来懸念される汚染の有無の判定にきわ

めて有効な基準を提供することになるといえる。

．また，その分析方法が確立されたことにより，汚
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染の早期発見さらにはその未然防止への道も開け

たと考えられる。

　なお，本結果の概要は1989年7月イギリスで開

催された第三回サリーコンフェレンスのポスター

セッションにおいて発表した。

　（環境資源部　水質管理科　水質動態研究室）

7．耕地におけるエネルギーの流れと炭素

　　・窒素の循環

1．はじめに

　植物の光合成により固定されたエネルギーは，

生態系を構成する生物の生命活動により，次々に

高次生産者へと移行する。また植物体を構成して

いる物質は，生物およびそれらをとりまく環境と

の間を循環する。こうした過程において，それぞ

れの生物は物質およびエネルギーの授受を通し

て，相互に関係しあった複雑な系を作っている。

このような生態系におけるエネルギー流および物

質循環の実態を明らかにすることは，物質循環系

あるいは相互作用系としての生態系を理解するた

めの一つの有力な手段である。

　森林および草地生態系では，以上の視点に立っ

て，多くの研究が行なわれているが，生態学的に

特異な性質を持つ耕地生態系（制御された系，不

安定な系，単純な系，開かれた系）については，

水田における物質循環に関する研究が行なわれて

いるに過ぎず，その情報は十分なものとは言えな

い。

　本研究は，種々の種類の作物を二毛作した耕地

におけるエネルギー流と炭素・窒素循環の実態を

明らかにするとともに，作付体系・耕種方法・施

肥量の違いがエネルギー流や物質循環にどのよう

に作用しているかを理解するために行なったもの

である。なお，この研究はグリーンエナージー計

画V系の一部として行なわれたものであり，詳

細については，同計画成果シリーズV－No2を

参照されたい。

2．作物の成長と純生産量

　本研究は，茨城県新治郡新治村大畑の耕地を対

象にして，1985年から1987年の3年間にわたり夏

作物と冬作物を3種の組合せ（陸稲一大麦，落花

生一小麦，デントコーンーイタリアンライグラス）

で栽培した。夏作物については6月以後，冬作物

については11月以後それぞれ2～4週間の間隔で

各処理区の作物を地下部も含めて採取した。

　夏作物の10aあたりの純生産量（乾重量）は，

陸稲，落花生，デントコーンでそれぞれ410～

810kg，480～880kg，1，180～1，630kgであった。

また，冬作物の純生産量は，大麦，小麦，イタリ

アソライグラスで，それぞれ720～1，120kg，

630～820：kg，880～2，480kgであった（図7－

1）。冬作物は生育初期と気温の低い冬期の成長

はかなり低いものの，気温の上昇する4月以降に

急速な成長を示し，最終的には夏作物と同程度か

それ以上の生産をあげている。

　それぞれの作物について純生産量に対する収穫

物の割合をみると，デントコーンやイタリアンラ

イグラスのような飼料作物では80～90％と高く，

陸稲，落花生，大麦，小麦などの食用作物では30

～50％であった。また純生産量に対する収穫残渣

の割合は，耕種方法によって大きく異なり，収穫

物だけを系外に持ち出した場合には50～70％と高

く，地下部とリター以外を系外に持ち出した場合

（飼料作物はこれに含まれる）には10～20％と低

い値を示した。この差は，後に述べるように，耕

地の炭素および窒素収支に大ぎく影響をおよぽし

ていた。

3．エネルギーの流れ

　各作物の生育期間中に圃場に入射した太陽エネ

ルギーと，作物体，収穫後の残渣，呼吸による消

費などのエネルギーを表7－1に示した。作物が

総生産として固定したエネルギーは陸稲一大麦の

圃場では9．628×106kca1／10a，落花生一小麦で

は11．462×106kca1／10a，デントコーンーイタリ

アンライグラスでは25．393×106kcal／10aであ
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1986 1987 1988

各作物の乾重量の季節変化，影をつけた部分は収穫される部分を示す。

R：陸稲，B：大麦，P：落花生，W：小麦，C：デントコーン，1：イタリアンライグラス。

り，このうち呼吸として消費されたエネルギーは，

それぞれ3．791×106kca1／10a，5．432×106

kca1／10a，12．735×106kca1／10a，であった。純

生産への太陽エネルギーの利用効率は陸稲一大麦

0．541％，落花生一小麦0．503％，デントコーンー

イタリアンライグラス1．197％，と推定された。

4．炭素の循環

　各作物を栽培した圃場における炭素の収支を表

7－2に示した。耕地生態系への炭素の供給源と

しては，作物のリターおよび残渣中の炭素と厩肥

中の炭素がある。作物残渣およびリターとして土

壌中の分解者に供給された炭素は，各圃場（陸稲

一大麦，落花生一小麦，デントコーンーイタリア

ンライグラス）でそれぞれ338．08kg／10a，382．

11kg／10a，273．71kg／10aであった。デントコー

ンーイタリアンライグラスの圃場については，さ

らに145．84kg／10aの炭素を厩肥として投入し

たので，合計419．55kg／10aの炭素が供給され

たことになる。

　一方，この系からの炭素の移出としては，土壌

有機物の分解に伴う炭素放出（土壌呼吸）があり，

陸稲一大麦，落花生一小麦，デントコーンーイタ

リアンライグラスの圃場で，それぞれ716．28kg

／10a，797．57：kg／10a，1，049．78kg／10aであっ

た。これらの系の炭素収支は，陸稲一大麦，落花

生一小麦，デントコーンーイタリアンライグラス

で，それぞれ378．20kg／10a，415．46：kg／10a，
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表7－／　作付体系の異なる農耕地におけるエネルギー収支

R－B P－W C－1

1　太陽エネルギー

　　（×108kca1／10a）

丑　総生産として固定

　されたエネルギー

　　（×106kca1／10a）

皿　呼吸として消費さ

　れたエネルギー

IV　純生産として固定

　されたエネルギー

1　収穫量

　（1）子実量

　（2）葉・茎量

　枯死・リター量

　刈り株・根量

10．792（100） 1L986（100） 10．572（100）

9．628（0．89）　1L346（0。95）　25．393（2．40）

3．791（0．35）

5．837（0．54）

5．364（0．50）

2．646（0．25）

2．718（0．25）

0．203（0．02）

0．269（0．03）

5．432（0．45）　12．735（1．21）

6．030（0．53）　12．658（L20）

5。607（0．47）

2．427（0．20）

3．180（0．27）

0．312（0．03）

0．111（0．01）

10．717（1．01）

10．717（1．01）

0．753（0．07）

L206（0．11）

R－B：陸稲一大麦，P－W：落花生一小麦，

また（）内はエネルギー利用効率を示す。

C－Lデントコーンーイタリアンライグラスを示す。

表7－2　作付体系の異なる農耕地における炭素収支

R－B P－W C－1

1　厩肥として供給された

　炭素量（C　kg／10a）

皿　純生産として固定された

　炭素量

　（1）収穫に伴う持ち出し

　（2〉捕食者への供給

　（3〉分解者への供給

皿　土壌呼吸量（土壌有機物

　の分解に伴う炭素放出）

lV　土壌中の炭素収支

　　（1＋］1（3）一皿）

V　地下70cmまでの土壌中の

　炭素量（C　kg／10a）

0 0 145．84（L39）

616．45（3．08）　626．50（3。31）　1，357．43q2。95）

278．37（1．39）

不明

338．08（1．69）

716．28（3．58）

一378．20（一1。89）

20，030（100）

244．39（L29）

不明

382。11（2．02）

797．57（4．21）

一415．46（一2．19）

18，950（100）

1，083．72（！0．34）

不明

273．71（2．61）

1，049．78（10．01）

一630．23（一6．01）

10，480（100）

（）内は土壌中の炭素量に対する割合を示す。

630．23kg／10aのマイナスとなる。このマイナ

ス分は，地下70cmまでの炭素の蓄積量の1．89

～6．01％に相当する。とくに飼料作物（デントコー

ン，イタリアンライグラス）のように高い生産力

を持ち，しかも作物体の大部分を収穫物として系

外に持ち出すような場合には，1年あたり約

150kgの炭素を厩肥として投入しているにもか

かわらず，かなり大きなマイナス（6．0！％）の収

支を示した。今後もこの様な耕種方法を繰り返せ

ば，十壌に蓄積されている炭素が，年々かなり消

耗されていくことになる。炭素収支という視点か

らみた場合，耕地生態系の安定を維持する上で，
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作物の収穫残渣の一部を系内にもどすことが不可

欠であることを示唆している。

5．窒素の循環

　各作物を栽培した圃場における窒素の収支を表

7－3に示した。耕地生態系への窒素の供給源と

してまず肥料中の窒素がある。各圃場とも播種時

に化学肥料として7．0～9．5kg／10aの窒素が供

給された。デントコーンーイタリアンライグラス

の圃場については，同時に6．64kg／10aの窒素

が厩肥として供給された。さらに，窒素の供給源

として雨水中の窒素がある。降水中の窒素濃度は

地域的にかなりの差があるが，雨水の平均全窒素

濃度を1．02ppmと仮定すると，陸稲一大麦，落

花生一小麦，デントコーンーイタリアンライグラ

スの圃場で，10aあたりそれぞれ1．19kg，

1。31kg，L20kgの窒素が雨水によって供給され

たと推定される。生物的窒素固定（根粒菌・アゾ

トバクターなど）もこの系への窒素供給源である

が，量的には不明である。

　一方，この系からの窒素の移出としては，収穫

に伴う持ち出しがあり，陸稲一大麦，落花生一小

麦，デントコーンーイタリアンライグラスの圃場

で，それぞれ11．37kg／10a，13．00kg／10a，

39．20kg／10aであった。さらに，この系からの

窒素の移出には，土壌からの脱窒と地下水に溶け

た形での流亡があるが，量的には不明である。

　作付体系の違いが，耕地の窒素収支にどの程度

影響を与えるかは，窒素固定，脱窒，流亡等の諸

量が把握されない限り明らかにすることができな

いが，仮りに上記の3つの諸量の収支がゼ・と考

えると，陸稲一大麦と落花生一小麦の食用作物の

圃場では，それぞれ2．37kg／10a，4．69kg／10a

の窒素がこの系から失われることになろう。これ

らの移出分は，土壌中に集積した窒素量のわずか

0．17～0．32％にすぎないので，このままの耕種方

法が数十年続いても，系全体の窒素量にそれほど

大ぎな影響を与えるものではないと考えられる

（表7－3）。これに対して，デントコーンーイ

タリアンライグラスの飼料作物の圃場では，土壌

中の窒素収支は21．86kg／10aのマイナスとな

り，食用作物に比べかなり大きな値となる。この

マイナス分は土壌中の窒素の2．62％に相当し，今

後もこのような耕作方法を繰り返せば，土壌に蓄

積された窒素が年々かなり消耗されていくことに

なり，系全体の安定性を考慮した管理方法が必要

表7－3　作付体系の異なる農耕地における窒素収支

R－B P－W C－1

1　供給量（N　kg／10a）

　（1）施肥

　（2）雨水

　（3）窒素固定

皿　植物体に吸収された

　窒素量
（1）収穫に伴う持ち出し

（2）捕食者への供給

（3〉分解者への供給

皿　脱窒量及び流亡量

】V　土壌中の窒素収支

　　（1一互（1））

V　地下70cmまでの土壌中の

　窒素量（N　kg／10a）

9．00（0．67）

7．81（0．58）

1．19（0．09）

不明

29．90（2．22）

1L37（0．84）

不明

18．53（1．38）

不明

一2．37（一〇．17）

8．31（0．55）

7．00（0．47）

L31（0．08）

不明

28．93（L93）

13。00（0．87）

不明

15．93（LO6）

不明

一4．69（一〇．32）

17．39（2．08）

16。14（1．94）

1．20（0．14）

不明

45．23（5．42）

39．20（4。70）

不明

6．03（0．72）

不明

一21．86（一2．62）

L344．0（100）　1，50L9（100）　834．3（100）

（）内は土壌中の窒素量に対する割合を示す。
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であることを示唆している。

6．まとめ

　調査したそれぞれの二毛作耕地を比較すると，

飼料作物の耕地における炭素と窒素の収支が，食

用作物の耕地に比べて，かなり大ぎなマイナスを

示した。このことは，飼料作物のように高い生産

力を持ち，しかも生産物の大部分を収穫物として

系外に持ち出すような場合は，栽培に際し，系全

体の安定性を考慮した管理方法が必要であること

を示している。

　（環境生物部　植生管理科　植生生態研究室）

8．土壌病害を抑制するシュウドモナス・

　セパシアの拮抗機構の解明

（1〉はじめに

　拮抗微生物を利用した土壌病害の生物防除に関

する研究は，国内外を問わず近年流行の感があり，

総説，論文など膨大な数にのぽり，各地で大小様

々のシンポジウムが開催されている。

　土壌病害を抑制したり，作物の生育を促進する

目的で，細菌を種子や根に接種する手法はパクテ

リゼーションと呼ばれている。効果を発揮するた

めには，菌株の抑制能とともに根園への定着能が

要求され，このような観点から根圏細菌が注目さ

れるようになった。

　根圏細菌は，土壌病原菌や有害細菌に対し，抗

生や競合などの拮抗作用を示し，土壌病害を抑制

したり，作物の生育を促進する。そのメカニズム

の研究が進み，抗生物質やキレート物質などの二

次代謝産物の生産が重要な役割をもつことが明ら

かになってぎた。

　本研究において，各種作物から根圏細菌を分離

し，土壌病原菌に対する拮抗作用，抗菌物質生産

性，土壌病害抑制作用等を調べる間に，

A6雇0卿onσS6砂σ0宛と同定された菌株が有望な

菌株としてスクリーニングされた。この菌株の土

壌病原菌に対する拮抗機構，とくに発病抑制にお

ける抗菌物質生産の役割を明らかにして生物防除

法の開発に資する。

（2）菌株分離，抗菌活性，発病抑制

　関東，東北，北海道などの各地から採集した食

用作物，野菜，花き，牧草など19科62種の作物の

根および根圏土壌から，希釈平板法により約6000

菌株の根圏細菌を分離した。これらの，ノ～hi206一

！o％i‘z　solα％i，　Fz6s‘z万z6％z　o廻ysカ07zφ盟z，　P舛h♂z6窺

％1！吻％窺及び施7！i6ill伽郷4碗li磁に対する拮抗

作用を調べた。そのうち拮抗作用の強い菌株につ

いて，抗菌物質生産性およびポット試験によるダ

イコン苗立枯病の抑制作用を調べた。

　培地上の拮抗作用は，細菌コ・二一上を病原菌

が生育するもの（一）から，数mmの阻止帯を

形成するもの（＋＋）まであり心，同じ菌株でも対

象とする病原菌の種類によって反応が異なること

があった。拮抗菌割合は，R　soJ伽iに対して16．3

％（808菌株），P％1！吻纏で14．5％（713菌株），

E　o拶s勿7％吻で11．2％（538菌株），7磁hliα6

で12，8％（631菌株）であった。m523培養ろ液

およびアセトン抽出物で強い抗菌活性を示したも

のはR　soZσ吻に対してそれぞれ11．7％（42菌株），

17．1％（65菌株），P　％1伽n％別で2．9％（7菌株），

3．g％（15菌株），E　o剛sρ07％吻で9。2％（22菌

株），IL9％（38菌株），私磁hl1α6で10．0％（24菌

株），12．6％（48菌株）であった。

　根圏細菌を1％メチルセル・一スとともにダイ

コン種子に付着させ，R　solα卿の接種土壌に播

種して立枯病抑制程度を調べた。供試した約400

菌株の79．9％は抑制効果がなかったが，20～40％，

40～60％，60％以上立枯病を抑制したものがそれ

ぞれ16．8％（66菌株），L8％（7菌株），1．3％（5

菌株）あった。そのなかで，以下に記すRB425

およびRB3292菌株は特に抑制効果が高かった。

発病抑制の程度は，コーテイングした細菌数が多

く，病原菌の接種量が少ない程高かった（表8－

1）。トマト萎凋病，ナス半身萎凋病の発病も顕

著に抑制した。
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表8－1　Pε甜40〃70磁s66釦磁ぴこよるダイコソ立枯病

　　　　の抑制
（4）抗菌物質の抽出，同定

P．6ψα磁 1～．soJα卿（％，V／V）

菌株菌量a）0．0 0．1 0．2 0．5

425

425

425

425

3292

3292

3292

3292

Cont，

105

106

107

108

105

106

107

108

0

0．066）

0．0

2．5

15。0

0．0

0．0
も

0．0

5．0

0．0

100．0

100．0

50．8

47．5

100。0

87．5

32．5

10．0

100．0

100．0

100．0

65．0

32．5

100．0

92．5

52．5

22．5

100．0

100．0

100．0

85。0

67．5

100．0

100．0

67．5

27．5

100。0

a）種子当りの菌数（cfu）

b）立枯指数

（3）種の同定

　RB425およびRB3292菌株の種を同定する

ため，形態ならびに種々の生理的性質を調べた。

両菌株は，ほとんど同じ形質を示した。本菌株は，

黄緑色のコ・二一，グラム陰性，短桿菌
（0．3－0．5×0．8－1．0μm），極ベン毛，芽胞形成な

し，好気的にのみ酸を生産する。41℃で生育し，

螢光性色素は産生しない。ゼラチン液化能は陽性，

脱窒反応，アルギニン加水分解能，デンプン加水

分解能は陰性であった。　D－Xylose，
D－Ribose，Citraconate，D（一）一Tartrate，

Adonito1，2，3－Butilene　glyco1，m－Hydrox－

ybenzoate，Tryptamine，α一Amylamine等を利

用し，L－Rhamnose，Levulinate，Erythrito1は

利用しない。菌体抽出物のユビキノンはQ8，菌

体脂肪酸組成は直鎖型で3一ハイド・キシ酸は

C14，C16を含んでいた。針接種によりタマネギ

鱗片に病原性を示した。以上の結果から
Bergeゾs　Manual　of　Systematic　Bacteriology，

Vo1．1（1984）および小柳津ら（1983）の報告に

基づぎ，本菌株をPs6％40吻o槻s66勿62αPalleroni

and　Holmes1981と同定した。

　PB425およびRB3292のR　sol朋i等の十壌

病原菌に対する抗菌活性は，培養ろ液および菌体

抽出物いずれにも認められ，27－30℃，3－4日培

養したとぎ最も強かった。PPGSA培地に28℃，

3日間培養したペトリ皿からク・・ホルムで抽出

した抗菌物質は，カラム・ク・マトおよび薄層ク

・マトで分画，精製した後，IR，MASSおよび

NMRの各スペクトラムによってpyrrolnitrinと

同定した（図8－1）。

　pyrrolnitrinは，0．1PPmでR　solα砿G磁％，n一

吻α％o耽yo6s　8名α％zカzゑs，　Co6hl♂0601％s　％z砂αわ6α％％s，

1ppmで’V4αh伽6．乃7づ6％1碗αoηzαεの生育を

ほぼ完全に抑制したがP雛魏卿nおよびE　oκ一

鐙ヵ07％窺は10ppmで80％抑制されたにすぎなか

った。

　pyrrolnitrin以外の抗菌物質が，m523培地

の培養ろ液より酢酸エチルで抽出され，シリカゲ

ル・カラムク・マト，ゲルろ過，高速液ク・で分

画，精製した。TLCのRf値，IR，MNR，
MASSの各種スペクトラムから，pseudane化

合物の2一（2－hepteny1）一3－methy1－

4－quinolino1，2一（2－noneny1）一3－methy1一

（〕1

／

＼

NO2

　　　　1

　　　　　呂

pyrrolnitrin

／

＼

q

　OH
　　＼CH3
も
　　∠　料

pseudane

　F

catechol

図8－1

　　　thiazol

、 CH3

Ps6％40窺o槻s66釦磁RB425が生産する抗菌

性物質
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4－quinolino1と同定された（図8－1）。両物質

の抗菌活性はほぼ等しく，50％生育抑制濃度は，

7磁h伽6に対してO．1－1μ9／m1，P　oη2α6，C．

吻i招加σn％sで1－10μg／m1，1～．solα卿で約

10μg／m1，P．％1！吻％吻，F．o矧sρ07％窺，θ．

g7α郷i勉sで10μg／m1以上であった。4種の植

物病原細菌に対しては抗菌活性はなかったが，

Coη％66α616プ加n甥i6higon6ns6を2μ9／m1で抑

えた。

　さらにKB培養液から1～．solα初および7

4σhl磁に対して抗菌活性が強く，pyrrolnitrin

およびpseudaneと異なる抗菌物質が得られた。

塩化第2鉄の1％エタノール溶液噴霧によりそれ

ぞれ青紫色，紫褐色を呈した。各種ク・マトによ

り分画，精製後，UV，IRNMR，MASS等のス

ペクトラムより構造を決定し，文献検索を行なっ

た結果，catecho1および4－formy1－2一

（o－hydroxyphenyl）一thiazolと同定された（図

8－1）。

（5）抗菌物質による病原菌の着生および

　　発病抑制

　RB425によるダイコン苗立枯病抑制における

抗菌物質生産の意義を推定するために，純化した

所定濃度の抗菌物質を種子に添付して，1～．

solα痂の種子や幼根への着生阻害，および立枯病

抑制の程度を調べた。比較のために，生菌を105

～108cfu／種子の濃度でコーティングして調べ

た。

　pyrrolnitrinは，種子当り1μgの濃度でコ＝

ティングしたとぎ，病原菌のダイコン種子や幼根

への着生，および苗立枯をそれぞれ約50％抑制し

た（図8－2）。これはおよそ生菌107cfu／種

子の効果に匹敵する。これに対し，pseudaneは

2種とも，40μg／種子コーティングした場合に

もほとんど抑制効果がなかった。従って，P

6卿6」αRB425の種子コーティングによるダイコ

ン立枯病の抑制に，pyrrolnitrinの生産が関与し

ている可能性が示唆された。

（％》

100

80

60

40

20

u

ノ
！

｛

｝

目町への着生率目根への着斜1臨，1撒

0
　5　　6　　7　　8
　　RB425cfu（log）

図8－2

0．2　1．0　2，010．O　coη吐

pyrτ・lnitri“（μ9／seed）

ダイコン苗立枯及び1～h如660痂soJα初の着生

に及ぼすぞs6％40解o襯s6のα6宛RB425及び

pyrrolnitrinの効果

（6）二卜ロソ・グアニジンによる

　　突然変異株誘導

　発病抑制における抗菌物質生産の意義を明らか

にするため，抗菌物質欠失株を用いて発病抑制効

果に対する影響を調べている。そのために，ニト

・ソグアニジン（NTG）処理によって突然変異株

の誘導を試みた。

　RB425菌株の懸濁液を，遠心法により水洗後

1．7×107cfu／mlに精製し，30℃，10－400PPm

で20分，および400PPmで10－60分間，NTG

処理を行ったところ，濃度が高く，時間が長くな

る程菌数が減少する傾向が見られた。生じたコ・

二一からランダムに分離した菌株は，R　solα勉

に対する拮抗作用に変異が見られたが，NTG濃

度や処理時間による一定した傾向は認められなか

った。

（7）抗菌物質生産性と発病抑制の関係

　NTG突然変異株から抗菌活性の異なる8菌株

を選び，親株を含む5菌株のP　oのα6宛の自然

分離株（RB425，RB3292，A2，A4，ATCC

No．25416）と比較しながらpyrrolnitrin，

pseudaneの生産性およびダイコン立枯病の抑制

能を調べた（図8－3，8－4）。RB425，

RB3292菌株は，pyrrolnitrin，pseudane両物質
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　　　　突然変異株によるダイコン苗立枯の抑制

とも多量に生産し，立枯病を70％抑制した。これ

に対し，pyrrolnitrinは生産するがpseudaneを

ほとんど生産しないA2，A4菌株の抑制能は50

％で，両物質とも生産しないATCC　No．25416

はほとんど抑制効果が認められなかった。

　NTG突然変異株の抗生物質生産能は，菌株に

より変異が見られたが，pyrrolnitrinまたは

pseudaneいずれかの抗生物質のみを生産する菌

株は得られなかった。そのうち，抗生物質生産量

が最も多かった：NTG－70菌株が，最も強く発

病を抑制し，抗生物質を生産しない菌株は，全く

か，ほとんど抑制効果を示さなかった。

　このような結果は，P　o¢餌6ZαRB425菌株の

種子コーティングによるダイコン苗立枯病の抑制

に，抗菌物質の生産，とくにpyrrolnitrinが重要

な役割を有することを示唆していると考えられ

る。

（8）根圏における行動

　種子にコーティングしたP　O6卯吻の菌株が，

播種後，根系の発達につれて根に着生し，増殖す

るものかどうかを知るために，走査電顕による直

接観察法と，リファンピシンとナリジキシ酸に対

する抗生物質耐性菌（RRNAR）を用いた追跡法に

よって，播種後の根圏における行動を調べた。

　RB425RRNARを3段階の濃度（9．4×106，

4．7×105，9．4×104cfu／種子）でコーティソグ

して播種したところ，2日目で種皮当りそれぞれ

1．2，1．7，6．9倍に成り，また幼根では4．6×105，

1．8×104，5．3×103cfu／個体に成った。7日目

には，10．2×106，1．2×105，3．5×104cfu／個体

に増殖した。抗生物質生産性が異なるNTG突然

変異株（NTG－102，218，343，403菌株）は2

日目で種皮上で2．4－4．5倍に成り，幼根部では，

1．2－6．8×105cfu，7日目には3．1－11．9倍に増殖

した。従って，RB425およびNTG突然変異株

は，抗生物質生産能，発病抑制能にかかわらず，

播種後，種皮上で増殖するとともに，幼根に着生

後増殖することが明らかになった。

　RB425菌株を108cfu／種子の濃度でコーテ

ィングし，経時的に種皮および幼根部をSEMに

より観察した。RB425菌株の桿状細胞は種皮上

に数層にコーティングされているのが観察され

た。24時間目には，種皮から出たばかりの幼根の

表皮細胞の縫合部に沿ってかん型細胞が多数見ら

れ（図8－5），48時間後にはさらに細胞数が多

くなり，72時間後には多数の細胞が粘質層に埋ま

っている様子が観察された。また，R　so伽iを

接種した土壌にコーティング種子を播種した場合

には，種皮に着生した菌糸の周りに桿状細胞が多

数着生しているのが観察された（図8－6）。
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（9）　おわり｛こ

　以上のようにP66卿6ZαRB425菌株によるダ

イコン苗立枯病の抑制に抗菌物質，とくにpyr

rolnitrinの生産が重要であることが示唆された。

ここでは，①培地上の抗菌物質生産，②抗菌物質

添加による発病抑制効果，③抗菌物質生産欠失株

による発病抑制効果の消失，④抗菌物質生産菌の

根圏における定着などについて明らかにされた。

さらに，拮抗機構を明らかにするために，生産菌

の生態との関係で，根圏土壌から抗菌物質を直接

検出，定量する必要がある。

　抗菌物質生産が土壌病害の生物防除において重

要であるとすれば，逆に，生産性を指標に生物防

除の有用菌株を探索することが可能である。また，

育種によって生産性を強化することも可能であろ

う。有用菌株には，このような抗菌物質生産能に

加えて，根圏に定着する能力が要求される。種子

圏や根圏への定着能が探索され，それらの菌株の

中で抗菌物質生産能を探索するというように，重

要とされる形質の複合的なスクリーニングによっ

て，より優秀な菌株が得られるであろう。

（環境生物部　微生物管理科

十壌微生物生態研）

9、昆虫とその寄生者の相互関係の解析

　一オンシツコナジラミとオンシツツヤコバチー

（1）はじめに

　オンシツコナジラミT7iα16％7046s∂砂07α7i－

07％窺WEsTwooDは，1974年に我が国への侵入が

確認され，現在では施設栽培果菜類の重要害虫と

なっている。薬剤防除の困難なオンシツコナジラ

ミの防除には，寄生蜂オンシツツヤコバチ伽0礎

s毎ヵ7フnosαGAHANが有効であり，イギリス，オ

ランダをはじめとする欧米諸国では実用化されて

いる。我が国にも1975年イギリスから導入され，

以来実用化のための研究が進められている。

　これまでのオンシツツヤコバチの利用技術は，

防除試験により経験的に導かれたものである。最

適な利用技術の確立は，温室内におけるオンシツ

コナジラミとオンシツツヤコバチの個体群（生物

の集団）間の相互関係を定量的に把握し，個体群
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動態機構を解析する必要がある。モデルによる記

述はそのための有効な手段と考えられる。そこで

両種の個体群の相互関係をシミュレーションモデ

ルとして記載し解析した。モデルを利用すること

により，個体群動態の安定化や個体群密度の低下

には天敵としてどのような特性が望ましいか明ら

かとなり，防除に利用する有力天敵の探索，育成

についての指針が得られることが期待される。

　本研究において，計測情報科数理解析研究室か

ら有益な助言を頂いたことに深謝申し上げる。

（2）オンシツコナジラミとオンシツツヤコバチ

　　の生活史

　後述するモデルの内容をわかり易くするため，

オンシツコナジラミとオンシツツヤコバチ両種の

生活史について簡単に説明する。

　オンシツコナジラミは，処女生殖と両性生殖の

両方で繁殖が可能であり，次世代成虫は前者では

雄のみ，後者では雄と雌になる。体長約1．5mm，

純白の雌成虫は羽化後まもなく交尾し，その後植

物の葉裏で，吸汁しながら葉の表面に産卵する。

雌成虫の産卵数や寿命は植物の種類，状態や温度

などの条件に影響されるが，好適な条件では1日

10卵前後産卵し，30－40日程度生存する。産卵直

後の卵は白色であるが，1－2日で黒変し，約1週

間後楕円型で半透明の1齢幼虫が艀化する。艀化

直後の1齢幼虫はしばらく周囲をはい回るが，1

齢途中から葉の表面で固着生活を送るようにな

る。幼虫は成虫と同じように植物の汁液を吸収し，

大量の甘露を排出する。幼虫は3回脱皮して4齢

幼虫に達すると体が厚みを増し，体色も不透明な

白色となる。産卵されてから4齢を経て成虫が羽

化するまで，20℃で約1か月を要する（図9－1）。

　オソシツツヤコバチの雌成虫は体長約0．6mm

で，頭胸部は黒っぽく腹部は黄色である。処女生

殖でのみ繁殖し，雄は繁殖に関与しない。雄の比

率は通常極めて低い。雌成虫はオンシツコナジラ

ミのすべての齢期の幼虫の体内に産卵するが，特

に3，4齢幼虫に好んで産卵する。また既に寄生

された寄主とそうでないものとを区別し，前者へ

＿露
　　　　　　3齢

　　㊤、齢

　　㊤1齢固着
　　　　　俳徊期
　　匁　　艀化

弩底産難

図9－1

・㌦匙斎

　　　　畷

　　　　　　　♂　♀

オンシツコナジラミの生活史

（中沢・1978）

の産卵寄生を避ける傾向がある。成虫はオンシツ

コナジラミの幼虫が排出する甘露を摂食するが，

また産卵管で寄主を突ぎ殺してその体液を吸収す

ること（寄主体液摂取行動）によっても栄養を摂

取している。寄主体液摂取の対象に最もよく利用

されるのは，寄主の2齢幼虫である。雌成虫の産

卵数や寿命は，温湿度条件の影響を強く受けるが，

好適な条件ではおおよそ1日10卵程度産卵し，1

か月以上生存する。ハチの卵は寄主の体内で艀化

後，寄主の体組織を摂食しながら成長し，3齢を

経過して蠕となり，最終的に成虫として寄主の体

外に脱出する。寄生を受けた寄主の体色は，当初

透明または白色であるが，ハチが幼虫の末期に達

すると黒色に変化する。23℃でハチの産卵から約

10日で寄主の体色が黒変し，さらに約10日後にハ

チの成虫が羽化する（図9－2）。

（3）個体群動態シミュレーションモデルの作成

　温室内の実験で得られた発育，産卵，死亡など

両種の個体群動態要因に関する基礎データを組込

んで，シミュレーションモデルを作成した。モデ

ルは寄主の個体群成長モデル，寄生者反応モデル，

寄生者の個体群成長モデルの3つのサブモデルか

．ら成っている（図9－3）。

　個体群成長モデルとしては，LESLIE行列モデ

ルと呼ばれるものを利用した。このタイプのモデ
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図9－2　オンシツコナジラミ及びオンシツツヤコバチの

　　　生活史，温度は20℃（Tonks　et　a1．．1982より

　　　改変）

図9－3 オンシツコナジラミとオンシツツヤコバチ系の

個体群動態モデルの概略

ルは齢構成を持つ哺乳類の個体群の記載によく利

用されるが，昆虫の場合，発育の速度が温度に依

存するため定温の場合にのみ直接利用することが

でぎる。温室内は温度が一定になるように管理さ

れるため，このモデルを利用するのに都合がよい。

　LESLIE行列モデルは，動物の雌の個体群の密

度，齢構成を予測するための決定論モデルである。

atニ｛at，0，at，1，at，2，…at，n｝〆を時間tにおける個体

群の齢構成を示す列ベクトル，atを時間tにお

いて齢グループiからi＋1まで生残った雌の個

体数であるとする。LESLIE行列モデルは行列の

表記法に従って次のように表現できる。

Aat＝at＋1

A＝

fo　fl　f2

Po　O　O

O　P10

・fn－1fn

　O　O

　O　O

0　　0　　0　　0　　0Pn－20　　0

0　　0　　0　　0　　0　　0Pn－10

行列Aは一定期間における個体群の密度，齢構

成の変化を記述するための行列である。行列の要

素fiは，ベクトルの要素at，iに属する雌1頭によ



皿　研究成果の展望 79

って，時間tとt＋1の間に産生され，また時間

t＋1において生残っている雌の子供の平均個体

数を表している。要素Piは，時間tで齢がiと

i＋1の間であった雌が，時間t＋1において齢

i＋1とi＋2の問で生存している確率を示す。

　LESLIE行列モデルでは，単位時間当りの発育

率，生存率や産卵，産子数（個体群パラメーター）

が一定であれば，個体群は最初はゆるい振動を繰

り返しながら，しだいに指数曲線的増加又は減少

に移行していくような動態を示す。しかし実際に

温室内で得られたデータでは，これらのパラメー

ターは寄主植物や寄主の状態に影響され変化す

る。例えばオンシツコナジラミの生存率，産卵数

は，寄主植物のトマトの齢の影響を強く受ける。

そこでオンシツコナジラミの個体群成長モデルで

はその影響を組込んでこれらのパラメーターの値

を時間とともに変化させた。表9－1にオンシツ

コナジラミの個体群成長モデルに利用した，発育，

生存，産卵に関するパラメーターの値を示した。

　オンシツコナジラミ齢構成については，まず卵，

幼虫の各齢，成虫に分け，さらにそれぞれを日齢

で区切って表した。オソシッツヤコバチについて

は，本種が体内寄生者であるため，ハチの幼虫，

蠕などの発育段階が寄主を解剖しないとわからな

いので，便宜上，寄生者の卵・幼虫期を，寄生さ

れた寄主の外観から白色期，黒化後の黒色期に分

けた。そしてさらに成虫期も含め，それぞれを日

齢で区切った。オンシツツヤコバチの個体群成長

モデルの発育，生存のパラメーターを表9－2に

示した。

　寄生者の成虫期の摂食と生存，産卵の関係の扱

いが，最もモデル化が困難な部分であった。ハチ

は寄主体液摂取と寄主の排出する甘露の摂取によ

り，個体の維持と卵形成に必要な栄養を取ること

がわかっている。しかし，ハチが1日に摂取する

甘露の量とか，摂取した栄養がハチの体内でどの

ように個体維持と卵形成に利用されるかについて

の定量的データはほとんどない。とりあえずこの

モデルでは，寄生者は寄主との遭遇により，その

個体維持と産卵に必要な栄養・エネルギーを常に

同じだけ得られるものとした。寄生者の寿命は，

十分な寄主を与えられている状態では1か月以上

表9－1　オンシツコナジラミの個体群成長モデルのパラメーター

トマト

日当たり生存率（％） 発育日数

成虫寿命（日）　　産卵数／雌／日

卵　1齢2齢　3齢4齢　卵　1齢　2齢3鯨4齢

芯止め前　　99．2599。31！00．0099．9299．84

芯1ヒめ後　99．9699．2599．5699．6799．82

27

14

2．6

3．9

表9－2　オンシツツヤコバチの個体群成長モデルのパラメーター

日当たり生存率（％） 発育日数

卵・幼虫 成虫

臼色期　黒色期　1日齢　2日齢　3日齢　4日齢　臼色期　黒色期

餌を与え

ない時の

成虫寿命

100．0　　　　99． 87．5　　　 10．3 0．Q 0．0 ！l ！0
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であるが，寄主に全く遭遇しなかった場合には，

4，5日である。温室内ではむしろ大部分の寄生

者は羽化後，寄主に遭遇でぎず比較的短期間で死

亡していると考えた方が自然である。そこで寄生

者の成虫個体群のモデルでは，寄生者が寄主に全

く遭遇でぎない状態を基本にして，寄主と遭遇し

た寄生者は寿命が延びるようにした（図9－4）。

　寄生者の反応モデルはHOLLINGの円盤方程式

を変形したものを用いた。このモデルは寄生者が

1日に寄生又は寄主体液摂取によって殺す寄主の

数を寄主の数の関数として表現したものである。

　P頭の寄生者と齢iの寄主がそれぞれNi頭が

存在し，齢iの寄主に対する1日当りの探索効率

をai，handling　time（寄生者が1頭の寄主に出

会った後，寄主の処理に要する時間）をhi，攻撃

白色期

1日齢

2日齢

10日齢

黒色期

1日齢

2日齢

　　日当たり

　生存率
コ

1100％
」

「

l　g9．6％
1

」

にしめる寄生の割合を：ki（すなわち1一：kiが寄

主体液摂取する割合）とする。

　1日で寄生者によって寄生，寄主体液摂取を受

ける齢iの寄主の個体数Nli，N2iは

　　　　　PkiΣaiNi
　　N・i＝1＋ΣaihiNi

　　N・・一P鴇器N・

となる。またこれら3つパラメーターa，h，kを

次のような寄生者個体数Pの関数であるとした。

a＝aoP一α

h＝ho＋βP

k＝ko－7P

表9－3に実験データから得られた寄主の各ス

テージについてのa，h，kのパラメーターの値を

刀てした。

　一応モデルがでぎたら次の段階は実際の観察

データとモデルによる予測を比較して，その一致

の程度によリモデルの妥当性を検証しなければな

らない。一致しない場合は，モデルのパラメーター

や構造を変更して，観察データとモデルからの予

測が一致するようにする。作成した寄主一寄生者

系モデルは，寄生者の寄生に対する反応のモデル

のパラメーターを若干変更することにより，観察

表9－3 オソシツツヤコバチの反応モデルのパラメー

ター

9日齢 2齢幼虫
3齢及び4齢
初期幼虫

4齢中，後期

幼虫

寄主と遭遇
する場合

成虫

1日齢

2日齢

3日齢

死亡

87．5％

　寄主と遭遇
　しない場合
10．3％

aσ　0．311

α　　0．747

0．371

0．863

0．14！

0．621

ho　　O。0734

β　0．00231

0。！03

0．00206

Q．！07

－0．000162

k。　　．927

γ　　　．00485

0．978　　0。904

0．000385－0．0000727

図9－4　オンシツツヤコバチの個体群成長モデルの概略
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データとのおおよその一致を見た。

（4）オンシツコナジラミとオンシツツヤコバチ

　系の個体群動態機構

　作成したシミュレーションモデルを用いて，寄

生者の反応モデルのパラメーターと寄主の日当り

産卵数が寄主一寄生者系の個体群動態に及ぼす影

響を評価した。具体的には寄主の平均密度と個体

群の安定性（つまり絶滅したり極端な高密度にな

らずに系が存続すること）に及ぼす影響を検討し

た。シミュレーショソの結果，明らかとなったの

は次の点である。①寄生者の探索効率の上昇は寄

主の平均密度を低下させる（図9－5），②寄生

者密度の増加にともなう寄生者の探索効率の低下

は安定性を増加させる，③寄生者のhandling

timeの延長は，寄主の平均密度を上昇させる（図

9－6），④寄生者による寄主体液摂取は系を安

定化させる（図9－7），⑤寄主の産卵数の増加

は寄主の平均密度を上昇させる。
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　経過日数
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オノシツコナジラミとオンシツツヤコバチの個

体群動態に及ぼすハチの攻撃（寄生及び寄主体

液摂取）に占める寄生の割合koの影響，図中

の記号の意味は図9－5と同じ
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　結論として，寄生者個体群を低密度かつ安定に

保つためには，探索効率が高く，単位時間に攻撃

でぎる寄主数が多く，自種の密度が高くなると探

索効率を低下させる寄生者が望ましいことにな

る。また寄主の産卵数が少ない方が，天敵利用も

成功し易いことも示唆された。寄主体液摂取につ

いては，オンシツツヤコバチのように，それによ

って寄主を殺し，同じ寄主個体を寄生と寄主体液

摂取の両方に利用することがないならば，生物的

防除には望ましい性質であるということになる。

（5）おわりに

　シミュレーションで得られた結論のうち，寄主

体液摂取が寄主一寄生者系を安定化させるという

結論は新知見であり，他の知見はこれまでの寄主

一寄生者系の個体群動態理論を裏付けるものであ

る。寄生者の寄主体液摂取には，寄主体液摂取に

よって寄主を殺さないタイプや，同じ個体に対し

寄主体液摂取と寄生の両方の行動を示すタイプな

ど様々なタイプが知られている。またこれらの様

々のタイプの寄主体液摂取行動が寄主一寄生者系

の個体群動態に及ぽす影響についても不明であ

る。興味ある事実は，生物的防除を成功に導いた

著名な寄生バチのいくつかが寄主体液摂取行動を

示すことが知られていることである。寄主体液摂

取行動が寄主一寄生者系の個体群動態において果

たす役割，生物的防除における意義づけは今後検

討するべき興味ある課題である。

（環境生物部　昆虫管理科　個体群動態研究室）

10．難分解性芳香族塩素化合物の光分解

（1）はじめに

　ある種の芳香族塩素化合物は，植物や微生物な

どの生物的環境要因による分解がほとんど認めら

れないか，あるいは分解が非常に遅いため，土壌

等への残留が環境問題となっているが，土壌と密

接な関係にある農業環境においても他人事ではな

い。この様な難分解性芳香族塩素化合物の一群と

して塩素化ダイベンゾパラダイオキシン類（塩素

化ダイオキシン類）がある。塩素化ダイオキシン

類はある種の塩素化フェノール類及び関連化合物

の好ましからざる副生成物として出現するが，そ

の中でも2，3，7，8一四塩素化ダイオキシン

（2，3，7，8－TCDD）は毒性及び催奇性の強い物

質として恐れられている。このような難分解性芳

香族塩素化合物の分解処理方法として，高温度焼

却による方法が取り入れられてはいるが有効な解

決策が無いまま現在に至っている。一方，環境中

に放出された有機化合物にとって，光は主要な分

解要因の一つであり，ダイオキシソと言えども光

化学反応的には分解されるという報告がある。そ

こで本研究では，分解技術として光を用いること

により，難分解性芳香族塩素化合物である四塩素

化ダイオキシン類について，光分解特性，光分解

生成物ならびに分解機構を明らかにして，環境中

でのこれら化合物の分解を予測しようとした。

（2〉光分解試験法

　難分解性芳香族塩素化合物として3種の四塩素

化ダイオキシン類，1，2，3，4－TCDD，1，3，6，

8－TCDD及び2，3，7，8－TCDDをジオキサン

に溶解し1ppm溶液を調整した。これらの溶液

をキセノンランプ分光照射器を用いて199．8nm～

397．9nmの任意の波長で照射した後，ガスク・

マトグラフィー／マススペクトロメトリーにより

光分解生成物の同定と定量を行った。

（3）光分解特性

　ジオキサン溶液中の四塩素化ダイオキシン類

は，キセノソランプの照射下，容易に光分解を受

け，紫外部と近紫外部において光分解極大ピーク

を示した。それぞれの光分解極大ピーク波長は，

1，2，3，4－TCDDでは252．6nm及び305．6nm，

1，3，6，8－TCDDでは252．6nm及び305．6nm，

そして2，3，7，8－TCDDでは252．6nm及び

318．6nmであった。（図10－1）。一方，光分解

は一次反応式に従うと考えられ，波長λにおけ

る光分解速度定数Kpλは次式で表される。
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400

四塩素化ダイオキシン類の光分解スペクトル

●　　2，3，7，8一四塩素化ダイオキシン

▲　　1，3，6，8一四塩素化ダイオキシン

■　　1，2，3，4一四塩素化ダイオキシン

1n（P。／Pt）＝Kpズt

ここにP。及びPtは光照射時間0及びtの時の

検体の濃度とする。また半減期は次式により計算

される。

t1／2＝1n2／K

これらの式に従い，それぞれの光分解極大ピーク

波長における光分解速度定数及び半減期を得た

（表1）。このように，これらの化合物は通常太

陽光が影響を及ぼすと考えられる295nm以上の

波長域において光分解極大ピークを持つことか

ら，環境中での分解はこの光分解極大ピーク波長

近辺でおもに起こるものと推定された。

（4）光分解機構

光分解極大ピーク波長における四塩素化ダイオ

キシン類の光照射分解物のガスク・マトグラム

（図10－2）に現われた各ピークのマススペクト

ル（図10－3）及び標準物質との比較から，それ

ぞれのピークを表2に示すように同定した。この

ように，四塩素化ダイオキシン類の光分解反応は

還元的脱塩素反応であり，求核反応，環の還元反

応及び環の開裂等の反応による分解物は認められ

なかった。また光分解物の生成量から，還元的脱

塩素反応は，主として2位，3位，7位あるいは

8位の炭素に結合している塩素から優先的に起こ

るものと推定された。四塩素化ダイオキシン類の

推定光分解経路を図10－4，図10－5及び図10－

6に示すが，光により順次脱塩素され，低塩素化

体を経て無塩素体へ分解されるものと考えられ

る。

（5）量子収率と光分解性の予測

　有機化合物の光分解性を予測する場合の重要な

パラメーターとして量子収率（φ）があり，波長

えでのφ値は次式により求められる。

φλ一Kpλ／（2．303・1λ・ελ・尼）

ここに，Kpλは波長λにおける光分解速度定数，

1λは波長λにおける光のエネルギーの強さ，εえ

は波長えにおける分子吸光係数，そして旦は光

の通過した距離すなわち反応層の厚さを示す。こ

の式より，295nm以上の波長域における分解極

大ピーク波長での量子収率はそれぞれ，1，2，3，

4－TCDDがφ305．6＝2．133×10－3，1，3，6，8－

TCDDがφ305．6＝3．020×10－3及び2，3，7，8－

TCDDがφ318．6＝3．283×10｝2mol・einstein－1と

算出した。この量子収率を用いると，太陽光下で

表10－1　光分解極大波長における光分解速度定数及び半減期

化合物

分解極大波長

ピーク（nm）

光分解速度定数

　Kpλ，s－1 相関係数

半減期

t12分
1，2，3，4－

　　　TCDD
l，　3，　6，　8－

　　　TCDD
2，3，7，8－

　　　TCDD

252．6

305．6

252。6

305．6

252。6

318．6

3．124×10－4

1．733×10　D

1．697×10 4

5．010×10－5

1．591×10『4

3．885×10－4

r＝　O．9979

r＝　0．9674

r＝　0。9586

r＝　0．9991

r＝　0．9870

r＝　0．9764

37．0

666．7

68．1

225．5

72．6

29．7
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皿：二塩素化ダイオキシン，　N：一塩素化ダイオキシン，
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表10－2　四塩素化ダイオキシソ類の光分解生成物の同定

ガスクロマトグラフィー

ピーク 保持時間（分） ピークの同定

　　　　　　　　　α
　　　　　やゑ

　　　　　／q　　＼
　　　　α　　　　　　　　　　　　　　　α

「ゆ潮　αゑ
／　＼，浮ぐ／：レ＼

α

回ガ（⑩団心〔⑳

図10－5

＼　／／×＼＼、II／

ゆ万　⑪
　　　＼　　　／

　　　　　帥）

1，3，6，8一四塩素化ダイオキシンの推定

光分解経路

［　　　］内の化合物は検出されなかった。

Ia
豆a

皿a

皿b

】Va

V
Ib
丑b

皿c

皿d

lVb

Wa

V
Ic
I［c

］ld

IEe

IHf

Illg

皿d

lVb

Na

V

11。26

9．99

8．01

8．98

8．11

7．22

10．51

9．70

8．99

8．83

8．15

8．11

7．22

11．21

10．01

9。79

9．08

8．98

8．89

8．83

8．15

8．11

7．22

2，3，7，8一四塩素化ダイオキシン

2，3，7一三塩素化ダイオキシン

2，8一二塩素化ダイオキシン

2，7一二塩素化ダイオキシン

2一一塩素化ダイオキシン

ダイベンゾダイオキシン

1，3，6，8一四塩素化ダイオキシン

1，3，6一三塩素化ダイオキシン

1，6一二塩素化ダイオキシン

1，3一二塩素化ダイオキシン

1一一塩素化ダイオキシン

2一一塩素化ダイオキシン

ダイベンゾダイオキシン

1，2，3，4一四塩素化ダイオキシン

1，2，3一三塩素化ダイオキシン

1，2，4一三塩素化ダイオキシン

1，2一／1，4一二塩素化ダイオキシソ

2，3一二塩素化ダイオキシン

L2一／L4一二塩素化ダイオキシン

1，3一二塩素化ダイオキシン

1一一塩素化ダイオキシン

2一一塩素化ダイオキシン

ダイベンゾダイオキシソ
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の光分解速度定数が次式で表される。

KspニφズKaニφλ・ΣKaえ

　＝φλ・［（2．303／j）・ΣελZえ］

ここに，Ka（＝ΣK、え）は化合物により吸収される

太陽光の吸収率で，太陽光エネルギーの強さ（Zλ）

と分子吸光係数（εえ）の積から表される。jは変

換定数で6．023×1020の値を入れる。このK，p値

から，環境中における分解性の予測，即ち，太陽

光下における半減期は次式により求めることが出

来る。

（t、／2）＝1n2／K，p

　これらの方程式，及びZえの文献値（文献値か

ら北緯40度の水表面におけるエネルギー強度を得

た）から，1ppm濃度の四塩素化ダイオキシン

類のK，p値と，太陽光下での半減期を算出した

（表10－3）。予想されたように，強い太陽光エ

ネルギー強度が得られる夏季で最も分解時間が短

く，反対に太陽光エネルギー強度の低い冬季では

分解時間が著しく増加したが，それでもなお，難

分解性芳香族塩素化合物といえども，光により容

易に分解することが示唆された。

（6）　おわり1こ

　この研究により，難分解性芳香族塩素化合物で

ある四塩素化ダイオキシン類の光分解機構が明ら

かとなり，また光分解特性及び量子収率から太陽

光分解速度定数の推定が可能となった。この太陽

光分解速度定数は難分解性芳香族塩素化合物等の

有機化合物の環境中での動態ならびに運命を予測

する際のパラメーターの一つとして重要である。

また難分解性芳香族塩素化合物が，特定波長の光

により容易に分解しやすいことから，高エネル

ギー放射光等の利用による分解促進技術の開発に

つながれば幸いである。

　最後に，ここに設定した光分解試験法について

残された問題を指摘しておく。難分解性芳香族塩

素化合物の多くは水に対する溶解度が極端に低

く，水を実験系として用いるのには不都合な点が

多い。ここでは，極性溶媒ジオキサンを実験系に

用いたが，環境中すなわち環境水中での正確な分

解予測を得るためには，やはり水に近い溶媒を選

択して研究を進めていく必要がある。

（資材動態部　農薬動態科　除草剤動態研究室）

表10－3 四塩素化ダイオキシン類の光物理化学定数

（太陽エネルギー強度はROOF，Handbook　of　Environmental　Chemistry，

Springer－Verlag（1982）の値による）

化合物 季節 ΣεえZl

太陽エネルギー

　吸収係数

　Ka，S－1

　太陽光

分解速度定数

　KSpフS　1

半減期

（t1／2）sp

分

1，2，3，4一　春季

　　　TCDD夏季
　　　　　　秋季

　　　　　　冬季

1，3，6，8一　春季

　　　TCDD夏季
　　　　　　秋季
　　　　　　冬季

2，3，7，8一　春季

　　　TCDD夏季
　　　　　　秋季
　　　　　　冬季

1．902×1018

2．233×1018

1．233×1018

7．439×1017

8。774×1017

1．091×1018

5．482×1017

2．805×1017

1．046×1018

1．309×1018

6．720×1017

3．489×1017

7．276×10－3

8．940×10－3

4．715×10－3

2．844×10－3

3．357×10－3

4．172×10－3

2．096×10一3

1．073×10－3

4．003×10－3

5．005×10－3

2．570×10－3

1．344×10－3

1．552×10－5

1．907×10』5

1．006×10－5

6。006×10－6

1．014×10 5

1．260×10－5

6．330×10－6

3．240×10－6

1．314×10－4

1．643×10皿4

8．437×10－5

4．412×10－5

744．2

605．7

1148

1904

1139

916．7

1825

3565

87．9

70．3

136．9

261．8
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11．希土類元素の土壌中における存在量お

　　よび動態

境技術研究所試験圃場内畑土壌断面における希土

類元素の濃度分布に関するものである。

（2）土壌試料の採取および測定方法

（1）はじめに

　希土類元素は，原子番号57番のランタン（La）

から71番のルテチウム（Lu）までの15元素に，ス

カンジウム（Sc）とイットリウム（Y）を加えた

17個の元素からなる。これらの元素は地球化学や

宇宙化学の分野では，地球生因解明のかぎをにぎ

るものとして，多方面にわたって研究されている。

一方，工業技術分野においては，最近，従来の金

属，合金，化合物などの素材がもつ諸特性をはる

かにしのぐ，高機能性材料の開発に由来する先端

技術産業が急速に発展している。このような背景

の中で，高機能性材料の中核的素材の一つとして，

注目されているのが希土類元素である。たとえば，

カラーテレビ受像機のブラウン管の赤色螢光体と

して，ユウロピウム（Eu）が用いられている。そ

のうえに，ごく最近では，超電導セラミックスの

添加材料として注目されている。他方では，この

ような質的に新しい物質・元素が環境中に放出さ

れ，新たな汚染源として多種多様な影響を及ぼす

可能性が指摘されている。しかし，希土類元素の

環境中における存在量，動態，動植物生体への影

響については，断片的な報告が存在するにすぎず，

本格的な研究はほとんど行われていない。

　我々は，土壌環境の希土類元素による汚染を，

未然に防止する管理手段の開発を目的とする研究

に着手した。この目的を達成するには，まず第一一

に土壌環境中における希土類元素の存在量や動態

について研究する必要がある。本報告は，農業環

　土壌試料は農環研B地区D－2圃場の一部に深

さ約1mの試坑を堀り，層位別に6層に分けて

採取した。土壌断面は上層から下層へと，

Ap1（0～17cm），Ap2（17～32cm），Ap3（32～

46cm），2A1（46～65cm），3A1（65～82cm），およ

び4B21（82cm＋）の6層から成立している。各

層位より採取した土壌は，風乾後2mmのふるい

を通したのち，さらにメノー乳鉢で微砕した。土

壌試料1gを採取し，テフロンビーカーを用いて，

HNO3＋HC104＋HFによる湿式分解後，HNO3
15m1に溶解し，純水を加えて100m1に定容した。

この10倍希釈試料溶液を，直接，誘導結合プラズ

マ発光一質量分析装置（ICP－MS）に注入し，

希土類16元素を測定した。定量分析に用いた機種

は，VG社のPlasma　Quadである。

（3）結果と考察

　1）供試土壌の一般的性質

　土壌名は，いわゆる関東・一ムであり，表層腐

植質黒ボク土に属する。その一般的性質を表11－

1に示した。

　深さ0～46cmの層位は，堆積年代の異なる耕

起層で，上層よりAp1，Ap2，Ap3と3層に分類

される。その下層46～82cmは，堆積年代の異

なる埋没腐植層で2A1と3A1の2層に分けら

れ，82cm以下はB層（4B21）である。土壌pH

は，全層において5．6～6．3の弱酸性である。有機

態炭素は，上層のAp層で高く3．7～3。8％を示

表11－1　観音台畑土壌断面試料の一般的性質

Horizon　　Depth（cm） pH　　　Organic　C　CEC（meq／100g）　Clay（％）　　Texture

Apl

Ap2

Ap3

2A1

3A1

4B21

0～17
17～32

32～46

46～65

65～82

82十

6．03

6．34

5．77

6．08

6．15

5．62

3．74

3．70

3．81

1。81

1．85

1．14

20．6

21．2

20．8

20．4

19．9

18．9

30．2

39．2

39．7

25．4

23．2

24．4

CL

CL

CL
SiL

L
SiL
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し，46cm以下の層では1．8～L1％であった。

陽イオン交換容量（CEC）は，Ap層でいくぶん

高く21meg前後を示し，46cm以下の層では

19～20megであった。粘土含有量もAp層で明

らかに高く，30～40％を示し，2A層以下では23

～25％であった。この供試土壌の土性は，上層の

Ap層では埴壌土であり，46cm以下の2A，3A

および4B層では壌土ないし微砂質壌土である。

なお，各層位の堆積年代および噴出源については

今のところ不明である。

　2）土壌断面における希土類元素の存在量

　観音台畑土壌における希土類16元素の存在量

を，各層位ごとに示したのが表11－2である。土

壌試料中にみいだされた希土類元素の濃度は，最

高セリウム（Ce）の37ppmから最低ルテチウム

（Lu）の0．329ppmの範囲に分布した。各希土類

元素の層位別試料間の差異は，堆積年代の相違に

もかかわらず小さく，とくに，重希土元素では僅

少であった。希土類元素の土壌中における存在量

は，大別して次の3群に分別することができた。

すなわち，セリウム（Ce）・ラソタソ（La）・ネ

オジム（Nd）・スカンジウム（Sc）・イットリウ

ム（Y）では，14～37ppm（第1群），プラセオジ

ム（Pr）・サマリウム（Sm）・ユウロピウム

（Eu）・ガドリニウム（Gd）・ジスプロシウム

（Dy）・エルビウム（Er）・イッテルビウム

（Yb）では，1～5ppm（第2群），テルビウム

（Tb）・ホルミウム（Ho）・ツリウム（Tm）・ル

テチウム（Lu）では，0．3～1．Oppm（第3群）の

濃度水準である。希土類元素の存在量に関しては，

地球化学方面で阻石や地殻物質試料について多数

報告されているが，土壌や植物についてはぎわめ

て少ない。とくに，わが国では希土類16元素すべ

てについて測定した例は少なく，土壌，汚泥およ

び植物体中の存在量（吉野，後藤，1988）および

田中ら（1988）による河川堆積物に関する報告が

あるのみである。

　各層位試料中の希土類元素（ScおよびYを除

く）濃度について，片対数方眼紙上に図示したの

が図11－1である。この図上のジグザグパターン

を示すグラフから，原子番号が偶数の元素が山の

位置にあたり，奇数の元素が谷の位置にあたるこ

表11－2　観音台畑土壌断面の希土類元素濃度

（ppm／Oven　Dry　Soi1）

Horizon　　　Ap1

（cm）　（0～17）

Ap2
（17～32）

Ap3
（32～46）

2A1
（46～65）

3A1
（65～82）

4B21
（82＋）

Elements

Sc

Y
La

Ce

Pr

Nd、

Sm
Eu

Gd

Tb

Dy

Ho
Er

Tm
Yb

Lu

24．2

18．9

15．6

34。1

4．56

17．8

4．46

1．27

4，73

0．70

4．19

0．85

2．65

0．37

2．42

0．33

21．9

17．6

15．1

33．8

4．56

17．3

4．60

1．27

4．68

0．73

4．33

0．87

2．69

0．36

2．67

0．36

19．6

16．5

14．6

33．3

4．52

16．8

4．62

1．23

4．72

0．71

4．49

0．86

2．66

0．37

2．45

0．36

23．1

17．7

15．9

36．5

4．84

18．3

4．93

1．32

4．98

0．78

4．84

0．94

2．97

0．43

2．71

0．43

25．7

17．3

13．5

31。1

4．12

16．5

4．51

1．33

4．98

0．76

4．45

0．87

2．70

0．38

2．53

0．36

26．7

18．9

14．6

35．0

4．63

17．6

4．50

1．35

4．77

0．76

4．53

0．87

2．69

0．37

2．49

0．33
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とがひと目でわかる。すなわち，原子番号が偶数

の元素は，隣接する奇数番号の元素よりも規則的

により高濃度に存在することが明らかに認められ

た。これは原子番号が偶数の元素の方が，奇数の

元素よりも核物理学的に安定であることの反映で

ある。（Oddo－Har：kinsの法則とよばれている）。

図中にはAp1層と3A1層の2層のみを示して
いるが，他の層位についてもまったく同様の傾向

が認められたら。このような現象は，限石や岩石

および土壌中にみいだされるのみでなく，下水汚

泥や植物体中でも観察され，自然界における元素

存在度の規則性であろう。

　3）希土類元素の層位別濃度分布パターン

　希土類16元素の層位別濃度分布パターソを図11

－2，図11－3および図11－4に．示した。図2か

ら明らかなように，La，CeおよびNdについて

は2A1層でその濃度が高く，逆に3A1層では低

い傾向がみられた。また，ScおよびYはAp3

層で最小濃度を示した（図11－4）。このことは，

火山放出物の堆積年代にともなう母材（噴出源）

の相違を反映したものであろう。しかし，他の希

土類元素については，全層にわたり均一な分布パ

ターンを示した（図11－3）。これらの分布パター

ンは，一般重金属（Zn・Cu・Pbなど）のそれとは

大きく異なることがわかった。たとえば，

0
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図11－4

　20　　　　　　　　25　　　　　　　30

Yan（IScConcentration（PPm）

観音台畑土壌断面におけるScおよびY濃度
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Zn・Cu・Coの層位別濃度は，上層のAp層と下層

のAおよびB層とのあいだの比較では，明らか

に下層で高い傾向がみられる。逆にSrでは上層

のAp層で高く，深さ46cm以下の下層に比べる

と2倍以上の濃度を示している（図11」5）。こ

のように希土類元素は，一般重金属に比較して，

農業活動に由来する人為的影響の少ない元素と思

われる。

0

Pb　Ga　Co　　　　N、 Cu　Sr　　ZR

10　　　　20　　　　30　　　　30　　　　　　60　　　　　　90

　　　　　HeavymeしalCGnte“し（Pβ厭）

120

図11－5　観音台畑土壌断面における各種重金属元素濃度

　　　の分布パターン

　4）各層位における希土類元素のレア・アース

　　　・パターン

　地球化学の分野において，各種の限石中にみい

だされる希土類元素を正確に定量した結果，

Leedeyと名づけられた限石がもっとも平均的な

化学組成にちかいことがわかった。地球上にみい

だされる地殻および土壌試料中の希土類元素存在

度とLeedey阻石中に含まれる希土類元素の存在

度との比率の対数を縦軸に，また横軸に原子番号

にしたがって等距離に目盛られた希土類元素をプ

ロットする方法は，Masuda（1962）と，Cor－

yell　et　a1．（1963）により独立に発表され，希土

類元素（REE）パターン，または，マスダ・コリ

エル・プ・ヅトとよばれる。これらの特徴的なパ

ターンは，いくつかのモデル実験に支えられ，地

球化学の中心的な話題である地球の構造とその進

化と深く関係のあることが明らかとなった（赤木，

1987）。

　観音台畑土壌の各層位における希土類元素濃度

にもとづいて，Leedeyコンドライトで規格化し

て得られたREEパターンを図11－6に示した。

この図から明らかなように，各層位ともほぽ伺様

な2直線からなる規則性を示した（La～Hoおよ

びHo～Lu）。図中にはAp1，2A1および3A1

の3層位のみ図示しているが，他の3層位につい

てもまったく同様の傾向であった。このような2

直線からなる規則性は，中国のレス土壌断面につ

いても認められている。観音台畑土壌における

REEパターンには，PrとGdについて特徴的

に正の異常性がみいだされた。地球外部の宇宙に

存在する物質で明らかに特異な異常を示す元素は

Ce，Eu，Ybであり，GdやTmが異常を示す阻

石物質もしられている。しかし，土壌における

PrとGdの異常性については，今のところ不明

である。通常の地球環境下では，ほとんどの希土

類元素が3価の原子価をとるのに対して，Ceは

酸化的環境で4価，Euは還元的環境で2価の電

荷をとりうる。この特異的性質が，酸化還元状態

の変化にともなって，電荷の変化として発現され

る。いいかえれば，EuやCeの濃度は，過去の

地球上の酸化あるいは還元環境を記録していると

いえる。このようなCeの正の異常性やEuの負

の異常性は，岩石，海水，および土壌について多

くの報告がある。しかし，観音台畑土壌断面にお

けるREEパターンについては，CeやEuの異
常性は認められなかった。
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おわりに

　本研究は，土壌環境の希土類元素による汚染を，

未然に防止する管理手段の開発を目的として実施

された。供試土壌は，つくば市観音台農業環境技

術研究所試験圃場内の畑土壌（表層腐植質黒ボク

土）で，土壌断面は，堆積年代の異なる6層に分

別された。各層位別の土壌試料は，誘導結合プラ

ズマ発光一質量分析装置（ICP－MS）により

Sc・Yを含む希土類16元素を測定した。

　土壌試料中における希土類元素の存在量は，大

別して次の3郡に分別することがでぎた。すなわ

ち，　Ce・La・Nd・Sc・Yでは14～37PPm，

Pr・Sm・Eu・G（1・Dy・Er・Ybでは1～5ppm，

Tb・Ho・Tm・Luでは0．3～1．Oppmの濃度水準で

あった。各層位試料中の希土類元素（Scおよび

Yを除く）濃度は，原子番号が偶数の元素では，

隣接する奇数番号の元素よりも規則的により高濃

度に存在することが明らかに認められた。希土類

元素のの層位別濃度分布パターンは，堆積年代の

相違により，La・Ce・Ndでは2A1層で高く，

3A1層では低い傾向がみられた。また，Scおよ

びYはAp3層で最小濃度を示した。しかし，そ

の他の元素については，全層にわたって均一な分

布パターンであった。土壌試料中の希土類元素

（La～Lu）とLeedeyコンドライトとの量的比率

の対数を原子番号順にプ・ットして得られるレア

　アース・パターンは，各層位ともほぼ同様な2

直線からなるパターンを示した。しかし，特徴と

して，PrおよびGdについて正の異常性がみい

だされた。

　土壌環境中における希土類元素の行動について

は，研究に着手したばかりであり，十分な理論的

解析は今のところ不可能である。しかし，今後，

ハイテク産業を中心として，希土類元素に対する

需要は，急速に伸びることが予測される。したが

って，これらの質的に新しい，また環境科学的に

作用未解明元素が，今後環境中に放出されること

はまちがいないと考えられる。そのため，土壌環

境の希土類元素による汚染を，未然に防止する管

理手段の開発が早急に求められている。この目的

を達成するためには，土壌環境中における希土類

元素の天然存在量の把握，土壌断面における濃度

分布，土壌中における形態変化とその行動，植物

に対する生理的影響など解明しなければならない

多くの問題がある。これらの問題を解決するため，

土壌環境の希土類元素に関する土壌化学を包括し

た環境科学的な研究の発展が期待されている。

　（資材動態部，肥料動態科，微量要素研究室）
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　農業環境技術研究所　　（1989．3）

○沢田泰男1窒素ガスが植物の養分に一マメ科の根粒菌

　の働き　「小事典・微生物の手帖」に所収　講談社

　（1988．8）

○渋谷知子：実験室規模による生物検定法　　「植物間相

　互作用に関与する化学物質一アレ・パシー研究の現状

　と文献解題一」に所収　農林水産省　農業環境技術研

　究所　　（1989．3）

○高橋広治：自然と調和した農業技術編　5一（2）一2）

　畑作物　182～187　（農林水産研究文献解題No．15）

　（1989）

○鳥山重光：自然と調和した農業技術編　2．ウィルス

　フリー技術　90～98（c）ウィルス病　166～175　（農

　林水産研究文献解題Nα15）　（1989）

資材動態部

○伊藤　治：糖，アミノ酸の分析　　NMRによる計測

　「植物の計測と診断」に所収　朝倉書店　　（1988．5）

○金沢　純：アイソトープ，クロマトグラフィーなどの

理化学用語　　「園芸事典」に所収　朝倉書店　　（1989．

　4）

○越野正義：第二改訂詳解肥料分析法養賢堂
　（1988．5）

○越野正義：Recent　Advances　in　the　ApPlication　of

　Livestock　Manare　to　Famland　in　Japan　Food＆

　Fertilizer　Technology　Center，Extension　Balletio，

　No．282（1988．12）

●越野正義：生態系調和型農業と肥料　全肥商連・全国

　農業技術員会協議会技術資料，No．9　　（1989．2）

2）その他の著書・資料

企画連絡室

●都留信也：Guidelines　for　the　Release　of　Geneticat－

1y　Engineered　Organisms　into　the　Environment

「Bio　Symposium　Tokyo’88」　　（1988．10）

環境管理部

○秋山　侃・山形与志樹・芝山道郎・神山啓治・石田憲

治・古谷憲孝：農業生産力，把握手法の開発　　「昭和

62年度アセアン諸国とのリモートセンシング技術の高

度化とその応用に関する共同研究，研究成果集」　科

学技術庁　　（1988．8）

○荒明正倫：環境保全機能の維持増進技術の適応性の評

価「「農林水産業のもつ国土資源及びその維持増進に

　関する総合研究」研究報告（第5集）（国土資源資料

No．25）」に所収　農林水産技術会議事務局・農業環

　境技術研究所　　（1988．3）

○福原道一：リモートセンシングによる表層土壌水分量

　の評価手法の開発に向けて　　「農林業における水保全

　管理機能の高度化に関する研究現地検討会資料（水保

　全管理資料No．1）」に所収　農林水産技術会議事務

　局・農業土木試験場　　（1988．7）

○井手　任：緑地の構造と機能　大都市圏域における緑

　地環境の保全とその土地利用計画（日本生命財団助成

　研究）に所収緑農地研究会（代表和田照男）

　（1989．1）

○駒村美佐子・結田康一一・小山雄生：土壌及び米麦子実

　の放射能調査　　「第30回環境放射能調査研究成果論文

　抄録集」に所収　科学技術庁　　（1988．H）

○駒村美佐子・結田康一・小山雄生：土壌並びに作物中

　の降下放射性核種の分析的研究　　「昭和62年度農林水

　産省関係放射能調査年報」に所収　農林水産技術会議

　編（1989．3）

○陽　捷行：温室効果への農業生態系のかかわり第7回

　農業環境シンポジウム，51～62，農林水産省農業環境

　技術研究所　　（1989．1）

○陽　捷行：オゾン層の破壊　地球環境変化と農業生態

　系に関する調査研究，33～58　農林水産省農業環境技

　術研究所　　（1989．3）

〇三輪容太郎：外来窒素とわが国農地の受容力　　「化学

　と生物」　26（7），465～469　（1988）

○岡本勝男：水保全・管理のためのリモートセンシング

　ーその方法と応用一　　「昭和63年度上級試験採用者特

　定課題報告書」に所収　農業環境技術研究所　　（1989．

　3）

○芝山道郎・秋山侃：圃場作物生体情報計測システムの

　応用（その1）一イネ個体群の農学情報の分光推定一

　「植物生体情報計測センサの農業への応用」　農林水

　産技術会議事務局　　（1989。3）

○芝山道郎・秋山侃・山形与志樹：圃場作物生体情報計
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測システムの応用（その2）一航空機搭載実証試験お

よび作物生育リモート診断計の開発一　　「植物生体情

報計測センサの農業への応用」　農林水産技術会議事

務局　　（1989．3）

○芝山道郎・秋山侃・渡辺利通・棟方　研：TVカメラ

による作物群落立体情報計測装置の開発　　「植物生体

情報計測センサの農業への応用」　農林水産技術会議

事務局　（1989．3）

○鈴木大助・守谷茂雄：農業環境試験研究情報データ

ベースの作成　農業環境技術研究所　環境情報管理室

報告　　（1988．9）

○鈴木大助・守谷茂雄：数値データ入力編集処理用ソフ

　トウエア（DFILE）の開発　農業環境技術研究所　情

報システム研究室報告No．1　（1989．3）

○鈴木大助　他5名編：CONVERT－TSS変換ツール

ー　農林水産研究計算セソター利用者用マニュアル

　19　農林水産技術会議事務局　　（1989．3）

○鵜飼保雄・山下　淳＊：Induced　mutants　highly

resistant　to　barley　yellow　mosaic　virus　「B＆rley

Genetics　V」に所収　国際大麦遺伝学シンポジウム

委員会　　（1988．11）

○鵜飼保雄：突然変異育種の展開　P89先端科学技

　術開発年鑑」に所収　技術出版　　（1989．1）

○鵜飼保雄：遺伝資源におけるネットワークシステムヘ

　のデータ提供と利用　2．遺伝子情報　　「遺伝資源の

　保全および利用に関する多様な情報の総合化ネット

　ワークシステム」（昭和63年度科学研究費補助金研究

　成果報告書）に所収　東京大学　　（1989．3）

○横張　真（翻訳）：リゾート地域整備　　「21世紀のリ

　ゾートとランドスケープ」に所収　「21世紀のリゾー

　トとランドスケープ」編集委員会　　（1988．5）

○武内和彦＊・横張　真＝生物資源における各機能の評

　価手法等につて　　「昭和63年度地域資源管理システム

　形成調査報告書」　49～73　（1989）

○武内和彦＊・横張　真：地域資源からみた環境保全機

　能の評価と再編　　「昭和63年度地域資源管理システム

　形成調査報告書」　74～84　（1989）

環境資源部

○小林和彦：Effects　of　Atmospheric　Ozone　on　the

Pro（1uction　of　Soybean　and　Peanut　in　the　Kanto

District　of　Japan．Environ．Pollut．53，437～438

　（1988）

○真弓洋一：大規模肥育経営における効率的なふん尿処

理方式　　「肉用牛低コスト生産のための指導マニュア

　ル」に所収　中央畜産会　　（1989．3）

○久馬一剛＊・三上正則・F．R．Moormauu＊Man＿in－

duced　Soil　Wetness：the　authraquic　soil　Moisture

Reginne　「Proc。Ninth　Intem。Soil　Classification

Workshop」に所収　（1988）

〇三土正則・大塚紘雄・天野洋司・浜崎和雄＊・小原

洋：PaddysoilsfromKanto「Proc．Ninthlntem．

Soil　Classification　Workshop」に所収　（1988）

〇三土正則，：関東東海地域に分布する水田土壌の種類と

その特徴　　「関東東海地域における転換畑作の生産流

通技術と営農」に所収　農業研究センター　　（1988．8）

〇三土正則・P．Wichaidit＊and　S．Jeungnilnirund＊：

Soils　of　the　Northeast　Plateau，Thailan（1Tech．

Bu1L，Trop．Agr．Res．Center，Japan25：1～55

　（1989）

○野内　勇：酸性雨の農作物への影響　　「大気汚染と農

業生態系に関する研究会」資料集に所収　農業環境技

術研究所　　（1989．3）

○清野　諮：地域気象資源の推定法と作物生産予測　中

　国地域農業気象研究会資料　中国農試　　q988．H）

○清野　諮：地域気象資源の評価と利用に関する研究の

　現状と今後の課題　昭和63年度総合農業試験研究推進

　会議生産環境推進部会農業気象分科会資料　農研セン

　ター　 （1989．3）

○清野　諮：北海道における自然植生の純一次生産力の

　メッシュ分布図　　「自然植生，水田，畑地における生

　物資源メッシュ分布図」に所収　農業環境技術研究所

　・北陸農業試験場・九州農業試験場　　（1989．3）

○清野　諮：農業における自然的資源の利用技術　日本

　の農畜産物の生産技術戦略と研究対応，第3回シンポ

　ジウム　「先端的技術開発と日本農業の技術的可能

　性」　農研センター　（1989．3）

○清野　諮：地球温暖化が我が国の農業生産系に及ぼす

　影響の評価一CO2濃度上昇を中心とLて一　第7回

　農業環境シンポジウム　農業環境技術研究所

　（1989．1）

○鈴木　皓：硫黄　　「農業技術大系作物編追録第10号」

　に所収　農山漁村文化協会　　（1988．11）

○山田一郎：Tephra　as　Parent　Material　Proceedings

　of　the　Ninth　International　Soil　Classification

　Workshop509～519　（1988）

○矢島正晴：葉面積指数の経過と生育　　「農業技術大系

　・作物編追録10号」　農文協　　（1988．H）

環境生物部

○浅川征男：畑雑草及び水田雑草に関与するアレ・パ

　シー　生物間相互作用及び生物集団の構造・機能に関
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　する最近の研究動向　　「大型別枠研究「農林水産系生

　態秩序の解明と最適制御に関する総合研究」昭和63年

　度事前調査報告書」に所収　農林水産技術会議事務局

　（1989．2）

○藤井義晴：陸上植物のアレ・パシー　「生態系におけ

　る生理活性物質の役割一生物の相互作用を中心に一」

　に所収昭和63年度農業環境技術研究所研究会
　（1988．12）

○藤井義晴：ムクナー他感作用による雑草・病害虫防除

　および増収効果一　農環研ニュース　11：4～5

　（1989．1）

○小泉博：作物の栽培体系と物質循環　「農業技術研

　修資料」に所収　農林水産技術会議事務局　　（1988．

　11）

○小泉　博・宇佐美洋三・塩見政衛・佐藤光政：二毛作

　耕地におけるエネルギーの流れと炭素・窒素の循環

　「グリーンエナジー計画成果シリーズV系」に所収

　農林水産技術会議事務局　　（1989。3）

○村松雄・伊戸泰博＊：国内におけるアブ発生相の地

　域性　「草地飼料作研究成果最新情報」（第3集）

　107～108　（1988）

○森本信生：アワヨトウの休眠性の地理的変異　移動経

　路の解明アワヨトウ　長距離移動に関する気象要因：

　アワヨトウ　移動予知システムモデルの開発アワヨト

　ウ　「研究成果217　長距離移動性害虫の移動予知技

　術の開発」　農林水産技術会議事務局　　（1989．1）

○根本正之：砂漠化　　「地球環境変化と農業生態系に関

　する調査研究」に所収　農業環境技術研究所　　（1989．

　3）

○野田隆志：移動個体発現に関する環境要因の解明：ハ

　スモンヨトウ　「研究成果217長距離移動性害虫の

　移動予知技術の開発」　農林水産技術会議事務局

　q989．1）

○岡田利承：ハイマダラノメイガの発生消長・被害・越

　冬調査，移動実態・時期の解明：ハイマダラノメイガ

　移動経路の解明：ハイマダラノメイガ　移動個体発現

　に関する環境要因の解明：ハイマダラノメイガ　長距

　離移動に関する気象要因：ハイマダラノメイガ　　「研

　究成果217　長距離移動性害虫の移動予知技術の開発」

　農林水産技術会議事務局　　（1989．1）

○塩見正衛・佐藤光政・宇佐美洋三・小泉　博：筑波の

　畑作地帯における数種の作物の生長，生産モデルーエ

　ネルギーの流れ　「グリーンエナジー計画成果シリー

　ズV系No．2」に所収　農林水産技術会議事務局

　（1989．3）

○塩見正衛：Grassland　　management　　models

　「Bulletin　of　the　Biometric　Society　of　Japan」ηこ所

　収　日本計量生物学会　　（1988．8）

○塩見正衛：草地管理のシステムモデル　　「土，草，家

　畜のシステム分析」に所収　草地試験場生態部・農業

　環境技術研究所植生管理科　　（1988．11）

○杉江　元：ミツモンキンウワバの性フェ・モンの化学

　構造の解明　「研究成果217　長距離移動性害虫の移

　動予知技術の開発」　農林水産技術会議事務局

　（1989．1）

○矢野栄二：ハスモンヨトウの密度変動調査及び要因解

　析　　「研究成果217長距離移動性害虫の移動予知技

　術の開発」に所収　農林水産技術会議事務局　　（1989．

　1）

　資材動態部

○新井重光：下水汚泥・L尿汚泥・工場等由来の汚泥

　「昭和62年度環境庁請負調査結果報告書，再利用資源

　土壌還元影響調査に係る総合解析調査一再利用資源の

　土壌還元影響等に関する参考文献調査」　日本土壌肥

　料学会　　（1988）

○新井重光：大野原泥炭による土壌改良資材がダイズの

　生育と根瘤着生に及ぼす影響　　「大野原湿原研究会報

　告集1」　愛知県南設楽郡作手村教育委員会
　（1989．3）

○新井重光：大野原泥炭腐植酸の光学的性質と分画

　「大野原湿原研究会報告集1」　愛知県南設楽郡　作

　手村教育委員会　　（1989．3）

○新井重光　他4名：鞍掛山の黒ボク土　　「大野原湿原

　研究会報告集1」　愛知県南設楽郡　作手村教育委員

　会（1989．3）

○羽賀清典：畜産分野　　「地域エネルギー資源高度利用

　総合推進調査報告書」に所収　農林水産技術情報協会

　（1989．3）

○羽賀清典：尿汚水の浄化処理方法　　「家畜尿汚水の処

　理利用技術と事例」に所収　中央畜産会　　（1989。3）

○越野正義：再利用資源の農地還元に関する基準「昭和

　62年度環境庁請負調査結果報告書，再利用資源土壌還

　元影響調査に係る総合解析調査一再利用資源の土壌還

　元影響等に関する参考文献調査」　日本土壌肥料学会

　（1988）

（2）雑誌

1〉学会誌・研究会誌

　企画連絡室

○宮井俊一・法橋信彦　他4名：クリ園におけるドウガ

　ネブイブイ成虫の集合性　　「関東東山病害虫研究会年
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報」　35：137～138　q988）

環境管理部

○秋山　侃・芝山道郎・山形与志樹：Crop　Growth

Diagnosis　from　Low　Altitude　Platform－Sensor

Systems．Int．Archives　of　Photogram．Remote

Sens．27B7（V11）　：11～20　　（1988）

○秋山　侃：農地・農作物の分光反射特性とリモートセ

　ンシング　「写真測量とリモートセソシング」

27（5）：29～30　（1988）

○秋山　侃：第16回「写真測量・リモートセンシング国

際会議」に参加して　「日作紀」　58（1）：146～147

　（1989）

○福原道一・根本正之・他2名：ランドサットデータに

　よる砂漠化程度の評価一内豪古草原の解析例　　「環境

情報科学」　18（1〉：112～115　（1989）
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　PopuL　EcoL」30（2）：353～369　　（1988）

○矢野栄二：野菜の害虫管理　　「植物防疫」　42（11）：

　543～546　（1988）

●矢野栄二：筑波におけるハスモソヨトウの天敵　　「関

　東東山病害虫研究会年報」　35：145～146　（1988）

資材動態部

○新井重光　他4名：大野原泥炭層の土壌化学的解析一

　特に黒ボク土に関連した性質について一　「ペド・ジ

　スト」　32（1）：16～25　（1988）

○後藤重義：希土類元素の性質と農業方面における利用

　「肥検回報」　41（4）：22～37　（1989）

○長田　隆＊・羽賀清典・原田靖生：制限曝気式回分活

　性汚泥法による豚舎排水中の窒素の除去　　「水質汚濁

　研究」　12（2）：120～130　（1989）

○羽賀清典・長田　隆＊・原田靖生：豚舎排水の実態調

　査と窒素・リン対策　　「環境情報科学」　18（1）：57～

　60　（1989）

○加藤直人・尾和尚人：Kinetics　of　Phosphate　adsorp－

　tion　by　sandy　and　Clayey　soils　Soil　Sci．　Plant

　Nutr．35（1）：119～129　　　（1989）

○金沢純：農薬による水質汚染と水生生物への影響

　「安全工学」　27（6）：344～353　（1988）

○金沢　純：Relationship　between　the　soil　sorption

　constants　for　pesticides　and　their　physicochemical

　properties．「Environmental　Toxicology　and

　Chemistry」　8（6）：477～484　（1989）

○腰岡政二：塩素化ダイオキシンおよび関連化合物に関

　する第8回国際会議に出席して　「雑草研究」

　33（4）：301～303　（1988）

○腰岡政二・D．Pearce＊，R．P．PhariS＊，村上　浩＊：

　Identification　of　Endogenous　Gibberellins　in　Im－

　mature　Seeds　of　Loquat　（E万oδo勿αブのo勉oα

　LindL）　「Agric．BioL　Chem。」52（6）：1353～

　1360　（1988）

○腰岡政二：光による農薬の分解　「植物防疫」

　46（12）：567～571　（1988）

○腰岡政二・R．P．Pharis＊，松田長生＊・L．N．

　Mander＊：Metabolism　of［3H］Gibberellin　A5and

　［2H］Gibberellin　A5in　Cell　Suspension　Cultures　of

　P7観麗sヵ6魏6α　「Phytochemistry」27（12）：3799～

　3805　（1988）

○腰岡政二：第13回国際植物生長物質会議出席記　　「植

　物の化学調節」　23（2）：168～170　（1988）

○松本　宏＊・冨永　達＊・住吉　正＊・腰岡政二：

　“Weed　Science”35巻1～3号の内容紹介　「雑草研

　究」　33（1）：55～64　（1988）

○松本　宏＊・冨永　達＊・住吉正＊・腰岡政二：

　“Weed　Science”　35巻4～6号の内容紹介　「雑草

　研究」　33（2）：148～155　（1988）

○山本直樹＊・田中喜之　他3名：Nucleotide　se－

　quence　of　a　full　length　cDNA　clone　of　light

　harvesting　chlorophyll　a／b　binding　Protein　gene

　from　green　dark－grown　pine　（Pinus　tmbergii）

　seedling　Nucleic　Acids　Research　16，11829

　（1988）
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○山本直樹＊・田中喜之　他3名：Nucleotide　se－

　quence　of　a　fu111ength　cDNA　clone　of　ribulose

　bisphosphate　carboxylase　small　subunit　gene　from

　green　dark－grown　pine（Pinus　tunbergii）seedling

　Nucleic　Acids　Researchヱ6，11830　　（1988）

○松岡　眞＊・田中喜之　他3名：Classification　and

　Nucleotide　Sequence　of　cDNA　Encoding　the　small

　Subunit　of　Ribulose－1，5－bisphosphate　Carboxylase

　from　rice　Plant　Cell　Physio1．29，1015～

　1022　（1988）

○松岡　眞＊・田中喜之　他4名：Primary　Structure

　of　Maize　Pyruvate，Orthophosphate　Dikinase　as

　Deduced　from　cDNA　Sequence　J．BioL　Chem．

　263，11080～11083　　（1988）

○上路雅子：Insecticidal　Activity　of　Phosphoramido－

　thioa．tes　and　Bioa．ctivation　of　Their　Oxon

　Homologs「日農薬誌」　13（2）：325～336　（1988）

○富沢長次郎＊・上路雅子・吉田祇生＊：Insecticidal

　Activity　of　Phosphoroamidothioates　and　Bioactiva－

　tion　of　Their　Oxon　Homologs「日農薬誌」　13（3）：

　449～454　（1988）

○吉野昭夫・後藤重義：土壌断面における希土類元素の

　濃度分布一観音台土壌（つくば市）一　　「環境情報科

　学」　18（1）：51～56　（1989）

2）その他の雑誌

　企画連絡室

○都留信也：ソ連・東欧諸国における地力・土壌問題

　「国際農村業協力」　11：（1－2）289～295

　（1988）

○都留信也：植物個体の遺伝子操作　　「遺伝」　43（4），

　69　（1989）

○都留信也：有機農法の位置付けと産地の対応　　「果実

　日本」　44　18～21　（1989）

　環境管理部

○秋山　侃：農林業のもつ環境保全機能の評価と開発に

　出席して（集会報告）　「研究ジャーナル」　11（7）：

　54～61　（1988）

○福原道一：土壌とリモートセンシング　「科学」　58

　（10）：599～600　（1988）

○福原道一・遠藤征彦＊：宇宙から見た日本の農業（4）一

　盛岡（岩手）一　「農業および園芸」　63（4）：巻頭

　　（1988）

○福原道一・谷本俊明＊：宇宙から見た日本の農業（5）一

　広島（広島）一　　「農業および園芸」　63（5〉：巻頭

　　昭和63年度

　（1988）

○福原道一・長野間宏＊：宇宙から見た日本の農業（6）一

　大潟（秋田）一　　「農業および園芸」　63（6〉：巻頭

　（1988）

○福原道一一・真行寺孝＊：宇宙から見た日本の農業（7卜

　北総台地（千葉）一　　「農業および園芸」　63（7）：巻

　頭　（1988）

○福原道一・秋山　侃：宇宙から見た日本の農業（8＞一熊

　本・阿蘇（熊本）一　　「農業および園芸」　63（8）：巻

　頭　（1988）

○福原道一・石田憲治：宇宙から見た日本の農業（9＞一京

　阪奈丘陵周辺（近畿）一　　「農業および園芸」　63（9）：

　巻頭　　（1988）

○福原道一・齋藤元也：宇宙から見た日本の農業（10）一

　大山（鳥取・岡山）一　　「農業および園芸」　63（10）：

　巻頭　　q988）

○福原道一・小川茂男＊・志賀弘行＊：宇宙から見た日

　本の農業（11）一石狩低地帯（北海道）一　　「農業およ

　び園芸」　63（11）：巻頭　　（1988）

○福原道一・秋山　侃：宇宙から見た日本の農業（12）一

　佐賀平野（佐賀）一　　「農業および園芸」　63（12）：

　巻頭　　（1988）

○福原道一・石田憲治：宇宙から見た日本の農業（13）一

　入間地域周辺（埼玉）一　　「農業および園芸」　64（1）：

　巻頭　　（1989）

○福原道一・秋山　侃：宇宙から見た日本の農業（14）一

　讃岐平野（香川）一　　「農業および園芸」　64（2〉1巻

　頭　（1989）

○福原道一・秋山　侃・冨士田裕子＊：宇宙から見た日

　本の農業（15）一新潟平野（新潟）一　　「農業および園

　芸」　64（3）：巻頭　　（1989）

○福原道一・秋山　侃・冨士田裕子＊：宇宙から見た日

　本の農業（16）一十和田（青森）一　　「農業および園芸」

　65（4）：巻頭　　（1989）

○神山啓治・古谷憲孝：農業環境技術研究所・一カルエ

　リアネットワークについて　「農林水産技術研究ジ

　ャーナル」　11（9）：82～83　（1988）

○陽　捷行：施肥と大気組成変化およびその制御技術

　「肥料」　51：46～50　（1988）

○陽　捷行：パイオスフェアが危ない　「ニュートン」

　8（8）：62～81　（1988）

○守山　弘：身近な森の価値とは　「自治体研究」

　39：20～25　（1988）

○守山　弘：トンボ池はまちづくりの一里塚　「私たち

　の自然」　（日本鳥類保護連盟機関誌）　10：8～

　15　（1988）
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○小川吉雄：乾燥豚ふんの多量施用が農業環境に及ぼす

　影響　　「農業および園芸」　63：615～620　（1988）

○齋藤元也・木村　武＊・倉島健次＊：圃場還元液状ぎ

　ゅう肥からのアンモニア揮散量の推定と酸添加による

　揮散の低減法　「草地試研報」　41：1～9
　（1989）

○木村　武＊・齋藤元也・倉島健次＊：Preparation　of

　N－15Labeled　Seep　Excreta「草地試研報」　41：

　10～18　（1989）

○徳留昭一＝土壌侵食（水食）防止対策としての土壌図

　および水食予察図の作成と利用　「農業技術」

　44（3）：97～103　（1989）

　環境資源部

○山下忠明＊・川内有緒＊・高岸秀次郎＊・日笠重喜：桑

　枝条生産における施肥の効果　　「バイオマス変換計画

　研究報告」15：14～26　（1989）

○藤原伸介・原田靖生：土壌ポリアミンの分析法の開発

　「農業環境研究成果情報」（第4集）　35～36

　（1988．8）

○岩間秀矩・中川ジュリオ＊：ブラジル熱帯畑土壌の肥

　沃度特性と土壌管理法　　「熱研資料」　No．74：1

　～114　（1988）

○加藤英孝・久保田徹：孔隙特性にもとづいた硝酸態窒

　素溶脱強度の土壌分級　　「農業環境研究成果情報」（第

　4集）：39～40　（1988）

○久保田徹：根の活力と土壌の物理的環境　　「圃場と土

　壌」　10．11：16～20　（1988）

○木下忠考＊・真弓洋一・林悟郎＊・今川正弘＊・河合

　伸二＊：超深耕及び超深耕畑への有機質資材施用が作

　物の生育に及ぼす効果　　「愛知農総試研報」　20：

　220～229　（1988）

○大塚紘雄　他3名：Characteristics　and　Genesis　of

　Volcanic　Ash　Soils　in　the　Philippines．「Tech。Bu1L

　TroP．Agr．Res．Center　Japan」24：　1～122

　（1988）

○清野　諮：植物生産力の気候学的評価　　「化学と生

　物」　26（9）：605～608　（1988）

○鈴木　皓：農業環境技術研究所における研究の現状と

　今後の課題（2）　「農業技術」　43：327～331

　（1988）

○鈴木　皓：畑土壌におけるりん酸肥沃度の諸問題〔1〕

　はじめに　「農業および園芸」　63：688　（1988）

●山田一郎・庄子貞雄＊：七窪遺跡の火山灰　秋田県羽

　後町文化財調査報告書　8：59～60　（1988）

●庄子貞雄＊・山田一郎・紅林利彦＊：東北地方にお

　けるススキの生育と無機組成一黒ボク土成因の1考察

　一東北大学農学部付属川渡農場報告　4：15～21

　（1988）

○矢島正晴＝水稲の生育診断・予測一その現状と今後の

　課題一　農園　63：1013～1018　（1988．9）

　環境生物部

○藤井義晴：ムクナに含まれるドーパとアレ・パシー

　「化学と生物」　26：621～622　（1988）

○藤井義晴：他感物質利用による雑草防除　　「農業およ

　び園芸」　64（1）：177～182　（1989）

○平嶋義宏＊・阿部正喜＊・多田内修＊・小西和彦・前藤

　薫＊：The　hymenopterous　parasitoids　of　the

　diamondback　math，Pl痂61伽矧los孟61」α（Lepidopterd，

　Yponomeutidae）in　Japan　ESAKIA．28：　63～

　73　（1989）

○宮下清貴：新しい窒素固定系の発見　「科学」　58

　（10）：662～663　（1988）

○野田隆志：天敵生物利用による害虫の制御　　「農およ

　び園」　64（1）：145～151　（1989）

○佐藤　守：シュドモナス属細菌の病原性プラスミドと

　その植物内挙動「BRAIN」7：4～6　（1988）

○佐藤　守：凍霜害を誘導する氷核活性細菌とその微生

　物的防除　「遺伝」　42（6）130～34　（1988）

○志賀正和・守屋成一＊：チャバネアオカメムシ野外個

　体群における成虫体内諸器官の時間・空間的な変化

　「果樹試報」　A16：133～168　（1989）

○塩見正衛：Grassland　management　models「JARQ」

　22（3）：214～228　（1988）

○小山信明＊・塩見正衛・築城幹典＊：放牧草地におけ

　るエネルギーの流れIV　草種構成のダイナミックモデ

　ル　　「草地試研報」　40：1～12　（1989）

○高橋広治：畑作物の難防除病害とその対策　　「クミア

　イ農薬ニュース」　．281：1～2　（1989）

O　Jainkittivong，A．＊・土屋健一　他2名：Difference

　of　X碗ずho解o照s　oα規ク6sかづs　strains　isolated　from

　soybean，cowpea　and　mung　bean　in　pathogenicity・

　and　bacteriological　properties　「J．Fac．Agr．

　Kyushu　Univ．」33（3，4）　：167～175　　（1989）

○矢野栄二：オンシツコナジラミとその寄生蜂E解砂

　s1αヵ7挽osαGahanの個体群動態に関する研究　　「野

　菜・茶試研報」A．2：143～200　（1988）

○矢野栄二：耕種的制御による害虫防除　　「農業および

　園芸」　64（1）：199～204　（1989）
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資材動態部

○越野正義：土を介した物質循環の再生　「科学」　58

（10）：658～661　（1988）

○越野正義：資源としてみた有機質資材　　「肥料時報」

1988（4）：6～10　（1988）

○越野正義：生態系調和型農業における肥料　　「肥料」

26（51）：8～11　（1988）

○越野正義：「有機農業」と化学肥料　　「農業および園

芸」　64（1）：117～122　（1989）

○上路雅子：アミドリン酸エステル系殺虫剤イソフェン

ホスの植物体における動態　　「農業環境研究成果情

報」　4：75～76　（1988）

○山田忠男：農薬使用の現状と今後　研究とつくば

9：29～36　（1988）

○行本峰子：微生物による雑草制御研究の現状　　「植

調」　22（3）：2～10　（1988）

（3）学会報告

企画連絡室

日本応用動物昆虫学会（1989．4）

○宮井俊一：ジャックナイフ法による1δ指数の信頼

　区間の推定

環境管理部

日本写真測量学会　　（1988．5）

○福原道一・天野哲郎＊・宮地直道＊：ランドサット

　TMデータによる畑作物の作付図の作成

○山形与志樹　他：ランドサット画像を用いた水稲作

　付面積の推定

システム農学会　　（1988．5）

○秋山　侃・山形与志樹・芝山道郎・Piyapongse，

　P．＊・Hansakdi，E．＊：衛星データによるタイ中央平

　原の農業生産力の推定　（1）農業的土地利用の季節変

　化の抽出

○山形与志樹　他：衛星データによるタイ中央平原の

　農業生産力の推定　（2）植生指数によるバイオマス季

　節変化の抽出

○山形与志樹他：ランドサットTM画像と
　AMeDASデータを用いた，地表面温度解析

日本保健物理学会　　（1988．5）

○結田康一・義村利秋＊：水稲，野菜，牧草に湿性沈

　着させた放射性ヨウ素（1』と1賑）の移行とウエザ

　リング
日本環境学会　　（1988．6）

○原田直国・守山弘・井手任・飯島博＊：繁殖

　期におけるヒヨドリの行動と種子散布（豆トサクラの

　種子散布様式とヒヨドリの行動一

〇守山　弘・原田直国・井手　任・飯島　博＊：繁殖

　期におけるヒヨドリの行動と種子散布（1トヒヨドリ

　の行動と鳥糞分布一

農業土木学会　　（1988．7）

○石田憲治1数量化理論1類及び皿類を応用した用地

　分級手法の適用比較

ガンマーフィールド・シソポジウム　（1988．7）

○山口勲夫＊・鵜飼保雄・山下　淳＊：オオムギの病

　害抵抗性突然変異体の誘発

日本草地学会　　（1988．8）

○秋山　侃・山形与志樹・芝山道郎・林　治雄＊・冨

　士田裕子＊：牧草・作物の分光反射特性　（4）ランド

　サットTMデータによる草地侵入雑草の判読

日本鱗翅学会　　（1988．10）

○守山　弘：照葉樹林帯のスプリング・エフェメラル

　を守ってぎたもの一雑木林の自然史的・文化史的位

　置づけ一
日本育種学会　　（1988．10）

○鵜飼保雄：ダイアレル分析における（Vr，Wr）図

　および遺伝母数推定値におよぼす環境変動の影響

日本作物学会　　（1988．10）

○秋山　侃：作物生産における先端技術（E）　（第186

　回講演会シンポジウムー生育診断予測の将来）

○芝山道郎・佐藤恵一＊・秋山　侃＝磁気センサを利

　用した作物形態簡易計測装置の試作

土壌肥料学会関東支部大会　　（1988．10）

○松森堅治・徳留昭一・加藤好武＊：パーソナルコン

　ピュータによる土壌図の入出力システムの開発

○小川吉雄・八木一行・尾崎保夫・陽　捷行：地下水

　の変動が物質収支に及ぼす影響一ライシメータにお

　ける水収支一

〇木方展治＊・結田康一・山崎慎一・津村昭人：イオ

　ンクロマトグラフィーによる亜硝酸および臭素の分

　析
○結田康一：長寿命40Kのトレーサー法の開発と土壌

　肥料研究への利用（1）一40K測定法の検討一

農業土木学会関東支部大会　　（1988。10）

○石田憲治・神山啓治・本間幸宗＊・黒崎三徳＊：利

　根川流域における支川ブロック別農業指標の検討

日本放射線影響学会・（1988．10）

○結田康一・義村利秋＊：土壌負荷放射性ヨウ素の野

　菜，牧草等各種作物への移行

○結田康一　他3名：全国各地の水田土壌および水稲

　中ヨウ素濃度一生育過程における推移一

　9！h／1ε宛％　Co碗κ％660刀　R6〃zo！6　S67zs初g　　（1988．
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11）

ORiyapongse，P．＊・Hansakdi，：E．＊・秋山　侃・山形

　与志樹：The　Application　of　Landsat　Imagery　to

　Monitor　the　Encroachment　of　Sugar　Cane　Planta－

　tion　into　Rice　Field　of　West　Central　Plain．Area

O山形与志樹・秋山　侃・芝山道郎・石田憲治・神山

　啓一：Analysis　of　soil　and　cropping　types　using

　muttilemporal　Landsat　images　of　the　Central

　plain　in　Thailand

農林水産試験研究におけるソフトウェア開発・利用研究

会（つくば）

○福原道一・岡本勝男：自然エネルギー資源賦存量の

　パソコンデータベース　農業研究センター・農業環

　境技術研究所　　（1988．11）

〇三輪哲久：多重比較のための数表計算プ・グラム

　農業環境技術研究所　　（1988．11）

○大塚雍雄：データ登録・管理の効率化プ・グラム

　（MBIRS　V87，8）

○齋藤元也・安田嘉純＊・築城幹典＊：農業のための

　簡易リモートセンシングデータ処理システム

○鈴木大助・守谷茂雄：農業環境試験研究データベー

　スシステム（KANKYO）

○鵜飼保雄：ダイアレル分析による遺伝母数推定のた

　めのパソコン用プ・グラム　農業環境技術研究所

　　（1988．11）

日本生態学会関東地区大会　　（1989．3）

○守山　弘・飯島　博＊・原田直国・井手　任：農村

　地域に生息するフク・ウの繁殖期の食性

農村計画学会　　（1989，4）

○網藤芳男・横張　真・井手　任・石田憲治：環境心

　理学的手法を用いた平地林の機能評価一地域アメニ

　ティの保全からみた平地林の役割（5γ一

〇井手　任・横張　真・松森堅治：大都市圏の緑地構

　造からみた平地林の位置付け

　○石田憲治・井手　任・横張　真・松本成夫・松森堅

　治・網藤芳男：平地林の機能評価と評価者の特質一

　地域アメニティの保全からみた平地林の役割（3卜

　○松本成夫・井手　任・三輪容太郎：有機物循環モデ

　ルを用いた平地林の動態把握一地域アメニティの保

　全からみた平地林の役割（6卜

　○松森堅治・石田憲治：平地林の機能解明のための地

　域環境情報の構築と利用一地域アメニティの保全か

　らみた平地林の役割（2〉一

　〇守山　弘・飯島　博＊・原田直国・井手　任：農村

　緑地の保全と創造皿トトンボを例にした湿地生態系

　のあり方一

○田中　隆・網藤芳男：「地方都市周辺市町村の人口

　動態の変遷」

○横張　真・井手　任・石田憲治・網藤芳男：都市住

　民による身近な平地林の評価一地域アメニティの保

　全からみた平地林の役割（4）

日本応用動物昆虫学会　　（1989．4）

○山村光司：分布集中性が個体群の増殖率に与える影

　響について

日本作物学会　　（1989．4）

○芝山道郎・秋山　侃・山形与志樹：圃場用分光セン

　サを使った水稲生育情報の追跡　IX携帯型センサ

　による農家圃場での現存量推定と収量予測

日本草地学会　　（1989．4）

○秋山　侃・山形与志樹・芝山道郎・林　治雄：牧草

　および作物の分光反射特性　（5）多時期のランドサッ

　トTMデータによるチカラシバ分布調査

日本科学者会議第7回総合学術研究集会　　（1988．11）

○守山　弘：人間はどのようにして自然を守ってきた

　か
日本土壌肥料学会　　（1989．4）

○袴田共之：土壌の空間的・時間的変動に関する研究

　（第5報）酸性雨の影響に関する雨水と土壌の空間

　的バラツキの評価

○福原道一・根本正之　他3名：内豪古草原における

　砂漠化程度の衛星データによる評価

○志賀弘行＊・福原道一・小川茂男＊：ラソドサット

　TMデータによる湛水下水田の腐植含量推定

○真行寺孝＊・渡辺春朗＊・福原道一：深耕による表

　土腐植含量の低下に関する調査一ランドサット

　TMデータによる解析

○神田健一・石井和夫＊・中司啓二＊：麦わらの分解

　にともなう窒素の動態と畑作物の生育との関係

○駒村美佐子・結田康一・小山雄生：チェルノブイリ

　原発事故に伴う農業環境への放射能汚染について

○小山雄生・大田　健・天野洋司：排水状態を異にす

　る十勝の火山灰土中の微量元素（第4報）一ハフニ

　ウム，スカンジウム賦存量について一

〇松森堅治・加藤好武＊・徳留昭一：精密土地資源図

　の作成とデジタル情報化一千葉県沼南町における調

　査例
○陽　捷行・G．A．Breitenbeck・八木一行：土壌の

　メタン生成能とその測定

○小川吉雄・陽　捷行・木方展治・津村昭人・山崎慎

　一：地下水位の相違と窒素の動態

○岡本勝男・福原道一：自然エネルギー資源賦存量の

　フロッピィディスク化
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○尾崎保夫・小川吉雄・陽　捷行・高山晴夫＊：農林

　地の浅層地下水に及ぼす特定汚染源の影響とその評

　価，（2）地下水の流動に伴う水質変化

○齋藤元也・岡本勝男・福原道一：気象衛星ノアデー

　タを利用した農地の判読

○鈴木大助　他6名：再利用資源土壌還元影響調査に

　係る総合解析調査一現地調査結果の解析一

〇高山晴夫＊・八木一行・陽　捷行：日本各地の水田

　土壌メタン生成能

○八木一行・陽　捷行・小川吉雄・狩野幹夫＊・加藤

　弘道＊：水田からの温室効果ガスーメタンーの発生

○結田康一：長寿命40Kトレーサー法の開発と土壌肥

　料研究への利用（2），一土壌ポヅト施肥カリ（40K標

　識）吸収試験一

日本育種学会　　（1989．4）

○鵜飼保雄・三輪哲久＊：キアズマの染色体上位置の

　分布に関するモデルと連鎖ブ・ック長

システム農学会　　（1989．3）

○秋山　侃・芝山道郎：作物生体情報と栽培管理

　「人工知能と農業情報」に関するシンポジウム

○齋藤元也・築城幹典＊・寺久保明久＊：パソコンに

　よる農業リモートセンシング解析システム（μ一CIP－

　SA）について

○松本成夫・三輪容太郎：牛久沼流域における有機物

　循環の評価

○松森堅治・藤原敏郎＊・徳留昭一：パソコンによる

　地図情報の入出力と利用

日本計量生物学会　　（1989．4）

○鵜飼保雄・三輪哲久＊：染色体におけるキアズマの

　数および位置の分布に関するモデル

環境資源部

Amual　Air　Pollution　Workshop（1989。4）

○小林和彦：Modeling　Approach　to　the　Variations

　in　OzoneDose－CropLoss　Relationships．

日本土壌肥料学会　　（1988．4）

○天野洋司・太田　健：非火山灰土中のリンの分布

○中井　信：段丘上の土壌中の粘土集積

○太田健・天野洋司：東北の2，3の火山灰土中の

　微量元素
日本農業気象学会　　（1988．4）

○川島茂人・加福領二・林　陽生：アメダスデータの

　補間に関する研究　毎時気温値の補間方法（2）

土壌微生物研究会　　（1988．5）

○渡部良朋＊・谷山一郎・菅原和夫・加藤邦彦＊・吉

　田冨男＊：蛍光抗体一画像解析法による土壌中の植

　物病原菌の定量

同位元素研究会　　（1988．7）

○草場　敬：放射化分析による金属安定同位体元素

　Cr－50，Ni－64の定量

オゾンシンポジウム　（1988．8）

○野内　勇・原薗芳信　他6名：Emission　of

　methane　from　rice　plants　and　paddy　rice　field．

日本農業気象学会関東支部会　　（1988．9）

○安在　勲＊・横沢正幸・奥山富子・清野　諮：ダイ

　ズの生長解析

First　International　Conference　on　Plasma　Source

Mass　Spectrometry　（1988．9）

○山崎慎一：Total　analysis　of　soils　by　ICP－MS

日本農業気象学会局地気象研究部会　　（1988，10）

○林　陽生・川島茂人：東北地方の盆地霧について

○川島茂人・林　陽生：夜間ランドサットTMデー

　タの解析

日本土壌肥料学会関東支部会　　（1988．10）

○藤原伸介・原田靖生：土壌中におけるフィチン酸の

　分解
○木方展治・結田康一・山崎慎一・津村昭人：イオン

　ク・マトグラフィーによる亜硝酸および臭素の分析

○菅原和夫・鷲尾尚泰＊・秋森伯美＊・犬塚和男＊・松

　坂泰明＊：高分解能ガスク・マトグラフィーによる

　稲わら中性糖の定量

○山崎慎一・木方展治：ICP－MSによる環境試料の

　分析（第一報）

○山崎慎一・津村昭人・木方展治：ICP－MSによる

　環境試料の分析（第二報）

日本農業気象学会　関東支部会　　（1988．10）

○原薗芳信・清野　諮・横沢正幸・野内　勇・奥山富

　子・安在　勲＊・鞠子　茂＊：水田からのメタン放

　出の測定　1．水稲群落上のメタンフラックスと測

　定方法の検討

○川島茂人・林　陽生・加福領二：十分湿った群落か

　らの潜熱フラックスの推定一散水が耕地微気象に与

　える効果に関する研究一

日本作物学会　　（1988．10）

○田村良文＊・金野隆光＊・小野祐幸＊・清野　諮・竹

　沢邦夫：麦類の生育に対する温度影響のノンパラメ

　トリック評価　1．春小麦の出穂・成熟における温

　度影響評価

日本作物学会　　（1988．10）

○矢島正晴・網藤芳男：吸収日射量型モデルにおける

　光・乾物変換係数と群落吸光係数

土壌物理研究会30周年シンポジウム　　（1988．10）



1〉’研究成果の発表及び広報 105

○加藤英孝：土壌構造悪化の面からみた農耕地土壌の

　圧縮特性

○谷山一郎・芝山道郎：近赤外反射光分光法による土

　壌水分の定量分析　　（1988．10）

日本草地学会　　（1988．10）

○田村良文＊・竹澤邦夫・金野隆光・矢島正晴：牧草

　の生育に対する温度影響のノソパラメトリック評価

大気汚染学会　　（1988．H）

○野内　勇・原薗芳信・伊藤　治：オゾン暴露による

　水稲葉のアスコルビン酸，グルタチオソ含量および

　抗酸化性酵素活性の変動

日本農業気象学会近畿支部大会　　（1988．11）

○清田　信＊・北宅善昭＊・原薗芳信・矢吹万寿＊：林

　地を芝生地にした場合の蒸発散の変化

風に関するシンポジウム　（1988．12）

○原薗芳信・大政謙次＊・古川昭雄＊・藤沼康実＊：風

　洞内植被層の気流特性とガスフラックス

○川島茂人・林　陽生：アメダス風系の動的表示で何

　がわかるか

5th　Intem．Soil　Management　Workshop，Taiwan

（1988．12）

〇三上正則：Rice　Soils　of　Japan

大気汚染学会近畿支部植物影響部会　　（1989．1）

○原薗芳信：大気オゾンが水稲の生育に及ぼす影響

東北農業試験場「やませ環境シンポジウム」　（1989．2）

○内島立郎：やませに対応した農業気象研究の視点

気象環境研究会　　（1989．3）

○原薗芳信：作物群落におけるガス輸送

システム農学会．（1989．3）

○矢島正晴：吸収光量子量による水稲の生育量モニタ

　リング
日本作物学会　　（1989．4）

○田村良文＊・金野隆光＊・小野祐幸＊・竹沢邦夫・清

　野　諮・門馬栄秀＊：ノンパラメトリック法を用い

　た温度影響評価によるトウモロコシの絹糸抽出期予

　測
○田村良文＊・金野隆光＊・清野　諮：麦類の生育に

　対する温度影響の生育ステージの予測　3．Cross

　varidationによる生育ステージの予測精度の検討

日本草地学会　　（1989．4）

○田村良文＊・金野隆光＊・清野　諮・門馬栄秀＊：ト

　ウモ・コシの生育ステージ予測と作期判定メッシュ

　図の作成　2．生育ステージ予測による作期判定メ

　ッシュ図の作成

○田村良文＊・金野隆光＊・清野　諮・門馬栄秀＊：ト

　ウモ・コシの生育ステージ予測と作期判定メッシュ

　図の作成　1．生育に対する温度影響のノンパラメ

　トリック評価

日本土壌肥料学会　　（1989．4）

○秋山　豊・谷口義雄・南條正巳：人工汚水中成分，

　とくにリンの土壌付加が土壌透水性に及ぼす影響一

　土壌カラムの除りん機能低下因子として

○原田靖生・藤原伸介・大谷　卓・長田　隆＊：嫌気

　・好気土壌カラムによる家畜尿汚水中の窒素の除去

○長谷川周一：根による養水分吸収の物理的アプ・一

　チ
○早川嘉彦・菅原和夫・藤井義晴：土壌病原菌に抗菌

　性を有する薬用植物種の検索一「抗菌植物」による

　土壌微生物の制御一

〇藤原伸介・原田靖生二土壌中におけるフィチソ酸の

　分解一植物性有機質資材による土壌フィターゼ活性

　の増進一

〇藤井國博・岡本玲子・山口武則：筑波における降水

　の酸性度と物質濃度　　（第3報）クリ，クヌギ及び

　ヒノキの樹冠雨の酸性度と物質濃度

○加藤英孝：コンパクショソと土壌資源劣化の諸問題

○加藤英孝・松元　順＊・久保田徹：圧縮特性による

　土壌構造発達度の評価

○久保田徹1土壌構造の生成，評価並びに改良に関す

　る研究
○久保田徹・岩間秀矩＊・遅沢省子・後田経雄＊：根

　こぶ病（一PZαs窺0410φho鰻伽ss16α6）の発生に及ぼす

　土壌水ポテンシャルの影響

○草場　敬＝土壌断面形態写真のデータファイル化

○草場　敬：地中探査レーダーによる深層土のリモー

　トセンシング

〇三上正則・小原　洋：潅概水湿性と地下水湿性の灰

　色低地上の分離

○中井　信：赤黄色土の粘土の移動集積

○南條正巳：アルミナゲルに収着したアニオンの赤外

　線吸収スペクトル

○桑名健夫＊・南條正巳・秋山　豊：明石川沖積土に

　おけるリン集積状態の検討

○小原　洋・大塚紘雄・三上正則：大縮尺土壌図作成

　のための微地形判読と低地土壌の変化

○太田健・天野洋司・小山雄生＝排水状態を異にす

　る十勝の火山灰土中の微量元素（第5報）ハフニウ

　ムなどを基準にした元素の移動

○大谷　卓・藤原伸介・原田靖生：根圏環境における

　エチレンの動態

○大塚紘雄・三上正則：黒ボク土判定のための腐植簡

　易分析法
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○岩間秀矩＊・後田経雄＊・遅沢省子・加藤英孝・久

保田徹：負圧水循環法による土壌水分の制御

○竹中眞・松口龍彦＊：畑土壌生態系における生理

活性物質の生成と機能（第3報）　一有機物施用土

壌中の根伸長促進物質の検索

○谷山一郎：造成傾斜畑における土壌侵食の実態と

USLE式適用の検討

○津村昭人・木方展治・山崎慎一：ICP－MSによる

　環境試料の分析（第四報）

○木方展治＊・津村昭人・山崎慎一：水海道周辺にお

　ける水田地帯地下水の水質

○山田一郎・井上克弘＊：東北地方に分布する古代の

　珪長質火山灰

○山口武則・松本英一＊・藤井國博・岡本玲子：農業

　用水，中小河川の水質特性一水田隣接暗渠排水路か

　らの窒素の流出一

〇山崎慎一：分析結果はどの程度一致するか

○山崎慎一・木方展治・高久雄一＊：ICP－MSによ

　る環境試料の分析（第三報）

環境生物部

北日本病害虫研究会　　（1988．3）

○松田　泉・佐藤善司：イネもみ枯細菌病菌の迅速検

　出方法
応用動物昆虫学会　　（1988．4）

○水久保隆之・佐野善一＊・荒城雅昭＊：唇部に2体

　環をもつ九州産ネグサレセンチュウ属の2種につい

　て
システム農学会　　（1988．5）　　　　。

○塩見正衛＝草地管理モデル

　XVIII　Intemational　Congress　of　Entomology

　　（1988．7）

　○川崎建次郎：Orientation　flight　of・46観！hoφ1％s宛

　αgκ碗α　（Lepidoptera：　Noctuidae）　to　its　sex

　pheromone　source

　O森本信生：Spatial　expansion　of　a　newly　coloniz－

　ed　insect，Rice　Water　weevil（Lissorhoptrus

　oryzophilus），in　Japan．

　○矢野栄二：Use　of　multi－stage　and　presence－

　absence　sampling　for　assessing　the　greenhouse

　whitefly（丁吻1餌046s柳o名醜07耀Westwood）

　in　tomatoes．

　○矢野栄二・山村則男＊：The　effect　of　host－

　feeding　on　the　population　dynamics　of　the

　greenhouse　whitefly　（T7宛16躍046s∂砂o翅万07％窺

　Westwood）and　the　parasitoid勘催吻紐枷sα

　Gahan．
O　J．Baumgartner＊・矢野栄二：Aleyrodid　popula－

　tion（1y・namics　and　modelling．

第5回国際植物病理学会議　　（1988．8）

○畔上耕児・西山幸司＊・田部井英夫：Suppression

　of　bacterial　seedling　blight　of　rice　by　iron　an（1

　its　mechanism．

○松田　泉・小磯邦子＊・岩崎成夫＊・佐藤善司：

　detection　ofヵs甜40吻oπα5gl％卿α6by　calcium　ox－

　alate　crystal　in　the　colony

O西澤務：Suppressionofcystnematodepopula－

　tions　caused　by　bacterial　hyperparasite，」Rαs云6z67毎

　力6％伽翻s。

○佐藤　守：A　plusmid　involved　in　coronatine　pro－

　duction　by　Ps6z640盟zρ％αs　sツ7カzg86pv，αケρρ％ηりz6z68

　0佐藤豊三・浜屋悦次・稲葉忠興＊：Occurence　of

　po（1and　stem　blight　of　soybean　caused　by

　Pho”zρρ3ゑs　sp．in　Japan．

日本草地学会　　（1988．8）

　○塩見正衛：草地学における統計生態学的研究の意義

　○塩見正衛・小山信明＊・築城幹典＊・落合一彦＊：小

　林春雄＊・塩谷　肇＊・阿見艶子＊：集約放牧草地に

　おけるエネルギー収支のシステムモデルによる推定

　○築城幹典＊・塩見正衛・小山信明＊：アズマネザサ

　型放牧草地の生産力　（2）純一次生産の季節変化

　○塩見正衛・小山信明，築城幹典：採食可能な牧草パ

　イオマスの経時的変化の予測モデル

　○小山信明＊・塩見正衛・築城幹典＊：放牧草地にお

　ける植生の変化とエネルギー利用効率

　○築城幹典＊・齋藤元也＊・塩見正衛：リモートセン

　シソグ技術の草地への利用一主成分分析を利用した

　画像処理による草地環境の把握

Symposium　on　Fundamental　and　Practical　Ap－

proaches　to　Combating　Resistance　（1988．9）

　○石井英夫＊・岩崎成夫＊・佐藤善司・井上生人：

　Binding　of　cellular　protein　from　施鋭％7宛

　照shづooJαisolates　to　carbendazim　and　its　relation－

　ship　with　the　sensitivity　to　N－phenylcarbamate，

　N－phenylformamidoxime　compounds，and　rhizox－

　in
日本植物学会　　（1988．10）

　○小泉　博・宇佐美洋三・佐藤光政：耕地生態系にお

　けるエネルギー流と物質循環　2．炭素循環

日本植物病理学会東北部会　　（1988．10）

　○卯月恒安＊・松田　泉　他2名：山形県におけるイ

　　ネ苗立枯細菌病の発生
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日本昆虫学会　　（1988．10）

○松村　雄：ニッポンシ・フアブの生態学的研究（7）

　成虫個体群の生理的齢構成の季節消長

○小西和彦：日本産セダカヤセバチ科（Aulacidae）

　の分類，およびその分布

○志賀正和：ウリミパエ不妊雄の野外における性的競

　争力推定の問題点と一推定法

○吉松慎一：コウラギンキヨトウ（・4」6吻o磁伽i）と

　その近縁種（鱗翅目・ヤガ科）

日本菌学会大会　　（1988．11）

○佐藤豊三：ミンダナオ島のシト・ネラに葉枯れを起

　こすC躍∂痂7毎属菌の1種について

第3回国際レンジラソド会議　　（1988。H）

○塩見正衛：Grassland　ecosystem　models　in　Japan

農林水産試験研究におけるソフトウェア開発・利用研究

会（1988．11）

○藤井義晴：Richards関数による発芽・生育曲線の

　解析
日本微生物生態学会　　（1988．11）

○小川直人・犬伏和之＊・松本　聡＊・和田秀徳＊・高

　井康雄＊：干拓地土壌における鉄・硫黄細菌の増殖

日本植物病理学会秋季関東部会　　（1988．11）

　○福田徳治・上原勝江＊・西山幸司＊・畔上耕児・田

　部井英夫：Xα勉ho郷碗硲凹吻餌s！7ズs　pv．

　解催gZ庭耀6初漉6α6によるマンゴーかいよう病（新

　称）

　○大久保博人・佐藤豊三・浜屋悦次・土屋行夫＊：ミ

　ズカビ類の凍結保存における前培養培地と凍害防止

　剤の効果

　○田部井英夫・畔上耕児・福田徳治・後藤孝雄＊：イ

　ネもみ枯細菌病菌の籾感染について

　○土屋健一・高橋義行＊・匠原監一郎＊・本間善久＊・

　鈴井孝仁＊：ELISA法によるPs6％40窺oη硲

　6¢餌磁の土壌からの検出

　○高橋義行＊・土屋健一・匠原監一郎＊・鈴井　孝仁＊l

　A6嘱o解o照s　oのα6宛に対するモノク・一ナル抗体

　の作製
昭和63年度農業環境技術研究所研究会　　（1988．12）

　○杉江　元・守屋成一＊・志賀正和　他2名：チャバ

　ネアオカメムシの集合フェロモン

気候影響・利用研究会　　（1989．2）

　○根本正之：中国大陸における砂漠化現象について

関東東山病害虫研究会　　（1989．1）

　○竹内妙子＊・土屋健一　他2名：ダイコン黒斑細菌

　病菌による根部褐変症状の発生について

九州病害虫研究会　　（1989．2）

○大貫正俊＊・佐藤豊三・真岡哲夫＊：シカクマメに

　発生Lた班点病（新称）について

システム農学会　　（1989．3）

○塩見正衛・伊東祐孝＊・木村義典＊・上村道雄＊・是

　永龍二＊：害虫発生の予測：（1）ヤノネカイガラムシ

　の雌成虫数の重回帰式による予測

○塩見正衛・古橋嘉一＊・荻原洋晶＊・村岡　実＊：害

　虫発生の予測：（2）ミカンハダニ密度のシステムモデ

　ルによる予測

○築城幹典＊・塩見正衛・小山信明：放牧草地におけ

　るウシの生長のモデル化

日本生態学会関東地区会　　（1989．3）

○根本正之・堀江秀樹：採草地における優占牧草の生

　育型と侵入雑草について

○塩見正衛：個体の分布を判定するための一統計的基

　準
日本計量生物学会　　（1989．4）

○塩見正衛：害虫の発生予察

日本雑草学会　　（1989．4）

○堀江秀樹・根本正之・塚野　豊＊：他感作用の識別

　装置の開発

○堀江秀樹・根本正之・西村　格＊：エニシダ由来の

　他感物質の移動と土壌への蓄積

○藤井義晴・古河　衛＊・渋谷知子・浅川征男1オキ

　ナグサ，センニンソウに含まれる他感作用候補物質

○藤井義晴・古河　衛＊・早川嘉彦・菅原和夫・渋谷

　知子・浅川征男：薬用植物からの他感作用候補植物

　の検索

○根本正之：Rumex属植物の開花・結実特性

○佐藤光政・宇佐美洋三・小泉　博：培地にすぎこん

　だシ・ザ葉のアレ・パシー作用

日本雑草学会　　（1989．4）

○宇佐美洋三・小泉　博・佐藤光政：休耕田の管理法

　と植生の遷移との関係

日本草地学会　　（1989．4）

○高橋佳孝＊・藤井義晴・渋谷知子・浅川征男・古河

　衛＊：草地・飼料作におけるアレ・パシー　5．ペ

　レニアルライグラス茎葉中のフェノール性物質

○塩見正衛：牧場内で牛はラソダムに分布している

　か？
　○築城幹典＊・塩見正衛・佐藤光政・宇佐美洋三・小

　泉博：1988年の低温などによるトウモロコシの生

　育遅廷一モデルによる解析一

日本農芸化学会　　（1989．4）

　○勝俣東子＊・石井由美＊・藤井　毅　他2名：肺炎

　双球菌のDNA　nicking　factorの性質
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○藤井　毅・瀬戸裕之＊・小林　裕＊：肺炎双球菌の

　形質転換能の維持・消失について

○エルケン・ラフマン＊・藤井毅・瀬戸裕之＊：肺

　炎双球菌のコ・二一形成中における形質転換能の誘

　導
○佐藤　守：Ps6％40挽o襯s　sッ7伽gα剖こおける各種プ

　ラスミドの宿主内安定性

日本薬学会　　（1989．4）

○小磯邦子＊・岩崎成夫＊・佐藤善司・松田　泉：イ

　ネもみ枯病細菌（PS昭40挽0襯s　gl纏αε）の生産する

　蛍光色素

　日本土壌肥料学会　　（1989．4）

○藤井義晴・古河　衛＊・高橋佳孝＊・大谷　卓・渋

　谷知子・安田　環＊・浅川征男：土壌・植物体中の

　フェノール性物質の分析とその他感作用

○藤井義晴・渋谷知子・安田　環＊：置換栽培法によ

　るムクナとトウモ・コシの混植

○上野秀人＊・宮下清貴・沢田泰男・大羽　裕＊：土

　壌放線菌の生産する糸状菌細胞壁分解酵素について

　　（第2報）放線菌キチナーゼの生産調節機構

○宮下清貴・上野秀人＊・沢田泰男：土壌放線菌の生

　産する糸状菌細胞壁分解酵素について（第3報）キ

　チナーゼ遺伝子のクローニング

○中野るり子＊・宮下清貴・沢田泰男：土壌微生物に

　よる3一ク・ロ安息香酸（3－CBA）の分解

○小川直人・木村龍介＊・宮下清貴・沢田泰男：3一

　ク・・安息香酸（3－CBA）分解菌の遺伝子ライブラ

　　リーの作成と分解遺伝子のクローニング

日本応用動物昆虫学会　　（1989．4）

　○鈴木信彦＊・法橋信彦・桐谷圭治＊：ダイズにおけ

　るカメムシ類の掘食行動と被害発生過程

　○川崎健次郎・杉江　元：ミツモンキンウワバおよび

　イチジクキンウワバ雄成虫の性フェ・モンに対する

　反応性の違い

　○松村　雄：ニッポンシ・フアブの生態学的研究（8〉

　幼若期発育に及ぼす温度の影響

　○森本信生・村井　保＊：イネミズゾウムシのアイソ

　ザイムの変異性

　○西澤　務・R．M．Sayre＊：線虫寄生性出芽細菌の

　二系統間の形態的及び生理的差異

　○野田隆志：ヘリカメク・タマゴパチの寄主範囲

　○志賀正和：SIT適用下でのウリミバエ野生虫の

　hot　spotの形成一宮古群島のウリミバエ根絶過程

　を例として一

　〇守屋成一一＊・井上晃一＊・大竹昭郎＊・志賀正和・馬

　渕正人＊：導入天敵チュウゴクオナガコバチによる

　クリタマパチの被害抑制効果

○白井洋一：コナガの飛翔能力の季節間差異

○森谷規正＊・杉江　元：ノミパッタの放出する匂い

　物質　丑

○長嶺将昭＊・金城美恵子＊・杉江　元　他1名：カ

　ンシャクシコメツキ類の生態と防除に関する研究

　10．オキナワカソシャクシコメツキの性フェロモン

　利用による成虫防除

○金城美恵子＊・長嶺将昭＊・杉江　元　他1名：カ

　ンシャノシンクイハマキの性フェ・モン　5．性フ

　ェ・モンを利用した発生消長調査

○杉江　元・金城美恵子＊・長嶺将昭＊　他1名：カ

　ソシャノシンクイハマキの性フェ・モン　4．誘引

　性を強める成分

○杉江　元・安田慶次＊：アリモドキゾウムシの合成

　フェ・モソの誘引性

○矢野栄二・山村光司：植生管理による害虫個体群管

　理に関する研究　1．栽植密度が害虫の発生に及ぼ

　す影響

　資材動態部

日本農薬学会第13回大会　　（1988．3）

　○金沢　純：農薬の土壌カラム液体ク・マトグラフ

　　イー

日本農薬学会第12回農薬残留分析研究会　　（1988．11）

　○金沢　純：有機りん殺虫剤の水溶液からの蒸発

日本応用動物昆虫学会　　（1988．4）

　○上路雅子・舩城衛介＊・富沢長次郎＊・本山直樹＊：

　イソフェンホスのイエバエ種間における殺虫活性と

　代謝の差

Seminar　on　Utilization　of　Livestock　and　Poultry

Manure　（1988．6）

　○羽賀清典：Recent　Advances　in　Animal　Waste

　Management　in　Japan

13th　Intemational　Conference　on　Plant　Growth

Substances　（1988．7）

　●腰岡政二・松田長生＊・L．N．Mander＊，R．P．

　Pharis＊：Gibberellin　A5Metabolism　in　Peach

　Suspension　Cells

　O腰岡政二・山田忠男　他5名：Gibberellin　A4

　Metabolism　in　Rice　Plant　Seedings

18th　Intemational　Congress　of　Entomologg（1988．7）

　●星野安彦・宍戸　孝：Resistance　Mechanism　of

　the　Rice　Stem　Borer，Chllo吻卿εsα1ズs　WALKER

　　（Lepidoptera：　Pyralidae）　to　Organophosphorus

　InSeCtiCi（ieS
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Fifth　International　Congress　of　Plant　Pathology

（1988．8）

○吉田充・川崎晃・行本峰子・能勢和夫＊：A

　Novel　Method　for　Detection　of　Fungicide　Action

　on　the　Cell　Membrane　by　Proton　Nuclear

　Magnetic　Resonance

The8th　Intemational　Symposium　on　Chlorinated

Dioxins　and　Related　Compomds　（1988．8）

○腰岡政二・山田忠男・金沢純・村井敏信：

　Photolysis　of　Tetrachlorodibenzo－1）一dioxins

日本土壌肥料学会関東支部大会　　（1988．10）

O　Chen　Tanming，後藤重義・吉野昭夫：The

　distribution　an（1　availability　of　Zn　an（i　Cu　in

　some　soil　profiles　in　Japan

日本農薬学会第12回農薬残留分析研究会　　（1988．11）

　○宮原克祐＊・山田忠男　他6名：パラコート及び

　2，3の除草剤の土壌残留について（第3報）

大気汚染学会　　（1988．11）

　○伊藤　治・中村一夫・野内　勇・小林和彦・尾和尚

　人：水稲の養分吸収に対するオゾンの影響

日本畜産学会　　（1989．3）

　○長田　隆＊・羽賀清典・眞弓洋一・代永道裕＊：畜

　舎汚水中の窒素・りんの除去（第8報）　制限曝気

　方式と間欠曝気方式の窒素・りん除去パターン

　○羽賀清典・長田　隆＊・眞弓洋一・代永道裕＊：畜

　舎汚水中の窒素・りんの除去（第7報）　制限曝気

　方式と間欠曝気方式の処理性能の比較

九州雑草防除研究会　　（1989．3）

　○行本峰子1病原微生物の利用による雑草防除研究の

　現状
日本農薬学会　　（1989．3）

　○昆野安彦：ニカメイガの有機リソ剤抵抗性機構とそ

　の制御に関する研究

　○腰岡政二・石坂真澄・山田忠男・金沢　純・村井敏

　信：テトラク・・ダイオキシン類の光分解機構

　○行本峰子・吉田　充：イネ根の細胞水の緩和時間に

　及ぼす農薬の影響

日本分子生物学会　　（1989．4）

　○南栄一・小関良宏他4名：イネ，フェニルアラ

　ニンアンモニアリアーゼ遺伝子の構造

日本雑草学会　　（1989．4）

　○山田忠男・腰岡政二・石坂真澄：ダイオキシン類の

　土壌中における分解

日本土壌肥料学会　　（1989．4）

　○後藤重義・吉野昭夫1土壌環境中におけるレアメタ

　ルの行動（第1報）一土壌断面内における濃度分布

○長田　隆＊・羽賀清典・眞弓洋一・北村　誠＊・西

　村　洋＊：家畜排泄物の堆肥化における腐熟過程の

　解明（第17報）　牛ふん・新聞古紙混合物の堆肥化

　に伴う窒素，BODおよびVFAの変化

○杉原　進＊・羽賀清典・川崎　晃・新井重光：家畜

　尿汚水処理用土壌カラムの廃棄土壌の利用（第1報）

　脱窒カラム土壌におけるコマツナの生育異常

○伊藤　治・尾和尚人：ヒマワリ葉中の結合態ホウ素

　の役割

○石田有希恵＊・伊藤　治・原薗芳信・矢崎仁也＊・

　尾崎尚人：けい酸栄養が水稲の水合成，蒸散に及ぼ

　す影響

○加藤直人・尾和尚人：けい酸質肥料の肥効発現機構

　の解明　（4）イオソ交換樹脂による肥料中の有効態け

　い酸の測定法

○川崎　晃・羽賀清典・新井重光：家畜尿汚水処理用

　土壌カラムの廃棄土壌の利用（第2報）　マンガン

　過剰によるコマツナの生育異常とその対策

○森川峰幸＊・尾和尚人・小林　勤＊・斉藤正志＊・川

　端顕子＊：輪換田における窒素動態と水稲による窒

　素吸収（第1報）土壌窒素の発現と施肥廃棄の吸収

○尾和尚人・安藤淳平＊・浅野径幸＊　：28Si標識製

　鉄鉱さいの合成と水稲によるケイ酸吸収の解析

　（安定同位体利用によるけい酸質肥料の肥効発現機

　構の解明）

○吉野昭夫・後藤重義：土壌環境中における希土類元

　素の行動（第2報）　土壌断面内における濃度分布

日本応用動物昆虫学会　　（1989．4）

O安藤幸夫＊・浜　弘司・細田昭男＊：産地を異にす

　るワタアブラムシの有機リン剤感受性の変異

○浜　弘司：殺虫剤淘汰によるコナガの抵抗性発達と

　交差抵抗性

○昆野安彦・宍戸　孝：有機リン剤抵抗性ニカメイガ

　におけるフェニト・オクソンの分解機構

（4）その他

企画連絡室

○都留信也：オホーツク農業の発展の可能性　21世紀の

農業をめざして（市場性からみたオホーツク農業）

網走開発建設部　　（1988．9）

○都留信也：わが国の農業とパイオテクノ・ジー（バイ

　オ行政と産業動向）　パイオテクノロジー人材育成研

修　バイオイソダストリー協会　　（1988．10）

○宮井俊一：非線形回帰　昭和63年度農林水産省試験研

　究機関等　研究員の数理統計短期集合研修（筑波）

　農林水産技術会議事務局　　（1989．1）
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環境管理部

○秋山　侃：Application　to　Agriculture－Resource　In－

ventry，Evaluation，Management　and　Development

of　Senor　System．JICAリモートセンシング研修（リ

モートセソシング技術セソター）　（1988．6）

○秋山　侃：作物生体情報の隔測技術の現状　農作業の

自動化に関する研究会　生研機構　　（1988．6）

○秋山　侃：Ecosystem　Management　Seminar（世

界銀行主催，場所1（Turialba，Costa　Rica）Remote

Sensing，as　a　tool　for　Agricultural　Resource

Management．（1988。9）

○秋山　侃：農作物生体情報とセンサー開発上の問題点

第2回農業の自動化・・ボット化研究会　農業産業調

査研究所　　（1988．10）

○秋山　侃：農業におけるリモートセンシング利用　新

潟県農試　新潟県　　（1989．2。20）

○秋山　侃：「先端的技術開発と日本農業の技術的可能

性」　農業における情報化技術　生産技術戦略第3回

シンポジウム資料　農林水産省農業研究センター

　（1989．3．24）

○井手　任：探索的データ解析　　「数理統計短期集合研

修テキスト」　農林水産技術会議事務局連絡調整課

157～166　（1989）

○石田憲治：数量化1，1［，皿類　数理統計短期集合研

修　農林水産技術会議事務局連絡調整課　　（1989．2）

○石田憲治：優良農地の確保と土地利用計画図作成につ

いて　八街町農業基本計画策定関連講演会　八街町

　（1989．2）

○石田憲治：小麦品質評価に関するデータの活用手法の

検討　国内産小麦品質評価検討委員会WGデータ処理

検討会　趙全国米麦改良協会　　（1989．2）

○小山雄生：Application　of　radioisotopes　and　radia－

tion　in　agricultural　sciences　国際放射線科学基礎

研究コース（筑波）　国際協力事業団筑波インターナ

ショナルセンター　　（1989．3）

○小山雄生：Radioactivity　in　environment　国際放射

線科学基礎研究コース（筑波）　国際協力事業団筑波

インターナショナルセンター　　（1989．3）

○小山雄生：Application　of　radioisotopes　and　radia－

tion　in　agricultural　sciences　国際原子力基礎実験

　コース（東京）　日本原子力研究所ラジオアイソトー

プ・原子炉研修所　　（1989．2）

○小山雄生：R　I・放射線の農学への利用　ラジオアイ

　ソトープ研修部門基礎課程（東京）　科学技術庁

　（1988．11）

○守山　弘：都市化インパクトが農村環境の生物相に与

える影響一混住化問題を考えるにあたって一　第6回

農業環境シソポジウムー混住地域における農業環境管

理の方向　（1988．11）

〇三輪哲久：実験計画における空間的モデルとその解析

法　文部省科学研究費総合研究（A）　「統計学の数理的

基礎と諸分野への応用に関する研究」シソポジウム

岡山理科大学　　（1988．9）

〇三輪哲久：多重比較　昭和63年度農林水産省試験研究

機関等　研究員の数理統計短期集合研修（筑波）　農

林水産技術会議事務局　　（1989．1）

〇三輪哲久：直交表による多因子計画　昭和63年度農林

水産省試験研究機関等　研究員の数理統計短期集合研

修（筑波）　農林水産技術会議事務局　　（1989．1）

○大塚雍雄：実験計画法　昭和63年度農林水産省試験研

究機関等　研究員の数理統計短期集合研修（筑波）

農林水産技術会議事務局　　（1989．1）

○齋藤滋隆：農林水産省試験研究情報・計算センターシ

ステムの現状　昭和63年度関東東海地域公立試験研究

機関　図書資料関係職員研修（筑波）　農林水産技術

会議事務局・農業研究センター　　（1988．11）

○齋藤滋隆：試験研究における情報処理の現状と展望

昭和63年度農業中核研究員養成研修（筑波）　農林水

産技術会議事務局　　（1988．12）

○齋藤滋隆：計算センター統計計算用ライブラリー利用

法の実際　昭和63年度数理統計短期集合研修（筑波）

農林水産技術会議事務局　　（1989．2）

○徳留昭一：Water　erosion　and　erosion　control

measures．Seminar　at　National　Irrigation　Ad－

ministration　of　Philippines　（1989．4）

○鵜飼保雄：実験データの統計処理　筑波国際農業研修

センター稲作専修コース（筑波）　国際協力事業団

　（1988．10）

○鵜飼保雄：確率分布　昭和63年度農林水産省試験研究

機関等　研究員の数理統計短期集合研修（筑波）　農

林水産技術会議事務局　　（1989．1）

○鵜飼保雄：統計的検定と推定　昭和63年度農林水産省

試験研究機関等　研究員の数理統計短期集合研修（筑

波）　農林水産技術会議事務局　　（1989．1）

○鵜飼保雄：実験計画法と統計分析の手法　筑波国際農

業研修センター稲作専修コース（筑波）　国際協力事

業団　（1989．3）

○山村光司：ノンパラメトリック手法　昭和63年度農林

水産省試験研究機関等　研究員の数理統計短期集合研

修（筑波）　農林水産技術会議事務局　（1989．1）

○山形与志樹：多変量解析　昭和63年度農林水産省試験

研究機関等　研究員の数理統計短期集合研修（筑波）
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　農林水産技術会議事務局　　（1989．1）

○山形与志樹：画像解析　昭和63年度農林水産省試験研

　究機関等　研究員の数理統計短期集合研修（筑波）

　農林水産技術会議事務局　　（1989．1）

　環境資源部

○天野洋司：An　Outline　of　Japan’s　Soil　Information

　System　Khon　Kaen，Thailand　ADRC　（1989．1）

○原田靖生：畜産廃棄物の投与と土壌生態系　環境技術

　研修（筑波）　農林水産技術会議事務局　　（1988．11）

○原薗芳信：施設栽培の増大が周辺環境に及ぽす影響

　環境技術研修　農林水産技術会議　　（1988．11）

○藤井國博：酸性雨の被害　日本の森林でも　日本農業

　新聞　（1988．8．25）

○久保田徹：農用地の圧密が農業生態系に及ぼす影響

　「環境技術研習会」　農林水産技術会議事務局

　（1988．11）

○津村昭人：昭和63年度一般職員行政基礎研修「土壌学」

　農林水産研修所　農林水産省　　（1988．5）

○内島立郎：温暖化による農業生産への影響　全国農業

　気象協議会　　（1989．3）

○矢島正晴1作物生育過程のモデル化について　昭和63

　年度　果樹課題別研究会　11～18　（1989。2）

　環境生物部

○藤井義晴・渋谷知子＝「解剖・ワサビの効きめ」　紺

　野美沙子の科学館　テレビ朝日　　（1988．5）

○佐藤　守：植物保護におけるバイオテクノ・ジー

　「栃木県バイオテクノ・ジー懇談会」　栃木県農林部

　（1989．3）

○塩見正衛：直交表による多因子計画　畜産局・畜産統

　計研修　　（1988．6）

○塩見正衛：システムダイナミックス　農林水産技術会

　議事務局・数理統計短期集合研修　　（1989。1）

○矢野栄二：野菜の害虫と防除　J　I　CA野菜採種コー

　ス（筑波）　国際協力事業団筑波国際農業研修セン

　ター　（1988．8）

○矢野栄二：温室生態系における昆虫管理　農業環境技

　術研修　農林水産技術会議事務局　　（1988．11）

　資材動態部

○羽賀清典：畜舎排水の処理利用技術　「昭和63年度中

　央畜産技術研修会」　農林水産省畜産局　　（1988．11）

○金沢　純：農薬の水系における生分解と生物濃縮　第

　5回農薬環境動態研究会農業環境技術研究所
　（1988．5）

○金沢　純：Countermeasures　for　water　pollution　by

　non＿point　sources　from　agricultural　land　国際協

　力事業団　環境技術（水質保全）　集団研修コース（東

　京）　国際協力事業団東京国際研修セソター

　（1988．10）

○金沢　純：Biological　concentration　potential　of

　pesticides　by　aquatic　organisms　農薬利用研修コー

　ス（神戸）　国際協力事業団兵庫インターナショナル

　センター　（1989．3）

○昆野安彦：国際会議より見たバイテクと抵抗性の諸問

　題，殺虫剤抵抗性　一第18回国際昆虫学会議から一

　東京農業大学第4回公開セミナー　　（1988．11）

○越野正義：生態系調和型農業と化学肥料　　（講演）

　東京肥料品質協議会　　（1988．11）

○腰岡政二：農薬の水系における光分解　第5回農薬環

　境動態研究会　農業環境技術研究所　　（1988。5）

○升田武夫＝農薬　稲作研修コース　国際協力事業団

　（1988．8）

○升田武夫：害虫防除剤　植物防疫研修会　日本植物防

　疫協会　　（1988．9）

○升田武夫：殺虫剤　農業共済専門防除員講習会　全国

　農業共済協会　　（1989．1）

○宍戸　孝：農薬の安全な正しい使い方　農林技術新報

　第1149号　農林技術新報社　　（1988。H．25）

○行本峰子：Present　status　of　pesticide　usage　in

　Japan　JICA海外技術研修　米生産コース及び稲作技

　術コース（つくば）　国際協力事業団筑波国際農業研

　修セソター　（1988．6）

○行本峰子：殺菌剤と使用法　農業共済防除専門技術講

　習会（東京）　全国農業共済協会　　（1989．1）

○行本峰子：病害防除剤　植物防疫研修会（東京）　日

　本植物防疫協会　　（1988．9および1989、1）
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V．研究・技術協力

1．会議・研究会等

会議　研究会名 開催期日 開催場所 備　考

科学技術週間「一般公開」

農薬環境動態研究会「農薬の水系における動態」

科技庁重点基礎研究所内発表会

農業環境試験研究推進会議・企画部会

根圏環境研究会「作物の生育と根圏環境の相互作用」

ソフト研究会「農林試験研究におけるソフトウェア
開発・利用研究会」（農業研究センターと共催）

第6回農業環境シンポジウム「混住地域における農
業環境管理の方向」

「異常気象」研究会

「風に関するシソポジウム」（農業気象学会ほかと
共催）

研究会「生態系における生理活性物質の役割（生物
の相互作用を中心に）」

第7回農業環境シンポジウム「地球規模の環境問題
一物質・エネルギーの循環の視点から一」

公害防止「先端産業」推進会議

特研「土壌りん」推進会議

公害防止「地下水」推進会議

特研「薬剤抵抗性」推進会議

特研「天敵生物」推進会議

公害防止「家畜尿汚水」推進会議

公害防止「広域大気汚染」推進会議

特研「アレロパシー」推進会議

農業環境試験研究推進会議

気象環境研究会「大気汚染と農業生態系に関する研
究会」

「組換え体の野外環境下での安全性評価に関する研
究会」

バイテク「安全性評価」推進会議

土・水研究会「土壌・水環境及び水質の計測とその
応用一土壌生態系の構造と機能の視点から一」

特研「根圏環境」推進会議

公害防止「芳香族塩素」推進会議

昆虫科学シソポジウム「有機農法と害虫管理」（筑
波昆虫科学研究会と共催）

63．4．22

63．　5．26～27

63．6．16

63．10．18

63．11．11

63．11．17～18

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

参加者617名

参加者121名

参加者255名

参加者277名

63．12．2　　　　農業環境技術研究所　　参加者217名

63．12．6

63．12．9

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

参加者50名

参加者44名

63．12．16　　　　農業環境技術研究所　　参加者189名

1．1．24　　　技会筑波事務所　　　　参加者400名

1．2．21

1．2．22

1．2．22

1．2．23

1．2．23

1．2．23

1．2．24

1．2．27

1．3．2～3

1．3．6

農業環境技術研究所

南青山会館

南青山会館

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

南青山会館

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所　　参加者150名

1．3．6　　　　家畜衛生試験場　　　　参加老70名

1。3．6～7

1．3．8

1．3．16～17

1．3．22

1．3．22

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所　　参加者164名

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所　　参加者75名
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2．技術協力

（1）受託調査

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

！3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

用 務 委　託　者
用務の

区　分

担当者の所属

部　 研究室

担当者

の職名

担当者の

氏　名

艘・四国地域土壌保全対策事業成績検帥県農業試験場　　調査・指導環境資源部毒撃肇室長天野洋司

繍婆凍北地域土壌保全対策事業成績福島県農業試験場　　〃　〃　券欝薩室長三土正則

　　　　　　　　　日本原子力研究所ラジオアイソトープ研修講師　　　　　　ラジオアイソト＿プ。原子炉研修所　講　　　師　　　”　　　水質管理科　科　長　小林宏信

農作業の管理の自動化に関する研究会灘系特定産業技術研究推進調査・指導環境研究官　　　都留馳

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　環境管理部　隔測研究室　室　長　秋山　侃

営農技術開発調査　　　醗輪会　　　〃　環境資源部誹鶴璽〃井ノ子昭夫

　　　　　　　　　社団法人試験成績審査委員会　　　　　　　　　　日本植物防疫協会　　　　　　　　”　　　環境生物部　　　　　　　部　長　山田昌雄

都道府県委託試験実施状況調査指導　　　〃　　　〃　〃　圭難鰹室長鈴井孝仁

　　　　　　　　　日本原子力研究所ラジオアイソトープ研修講師　　　　　　ラジオアイソト＿プ原子炉研修所　講　　　師　環境資源部　水質管理科　科　長　小林宏信

査稲・畑作物病害蜥除研究会現地検討獣寵禽防疫協会　　調査・指導環境生物部馨繍〃浜屋漱
諏

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　昆虫管理科　　〃　　桐谷圭治

驕警量金属探査技術開発業務に係る現金属鉱業事業団　　　〃　環境資源部誹撃肇室長天野洋司

髭蕃讐基盤開発整備基礎調査の打合せ蜷麓棄構造改善協会　　〃　環境管邸癖警轟婚石田憲治

　　　　　　　　　日本原子力研究所ラジオアイソト｝プ研修講師　　　　　　ラジオアイソト＿ブ原子炉研修所　講　　　師　環境資源部　水質管理科　科　長　小林宏信

　　　　　　　　　財団法人広域農林地総合開発整備調査
　　　　　　　　　農村開発企画委員会
　　　　　　　　　財団法人営農技術開発調査
　　　　　　　　　日本土壌協会
　　　　　　　　　社団法人都道府県委託試験実施状況調査指導　　　日本植物防疫協会

　　　　　　　　　財団法人営農技術開発調査
　　　　　　　　　日本土壌協会
　　　　　　　　　社団法人都道府県委託試験実施状況調査指導　　　日本植物防疫協会

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

野菜病害虫防除研究会現地検討会　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

都道府県委託試験実施状況調査指導　　　　　　　　　　〃

農業生産環境情報システム実用化事業検　財団法人
討会　　　　　　　　　　　　　　　　　日本土壌協会

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　 〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　 〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　社団法人試験成績審査委員会　　　　　　　　　　日本植物防疫協会

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　 〃

　　　　　　　　　社団法人都道府県委託試験実施状況調査指導　　　日本植物防疫協会

　　　　　　　　　財団法人委託試験中間検討会　　　　　　　　　　　日本葉たばこ技術開発協会

都道府県委託試験実施状況調査指導　　　社団法人

　　　　　　　　　日本植物防疫協会
　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　 〃

水質浄化に係る新技術開発についての現　財団法人
地調査打合せ　　　　　　　　　　　　　日本土壌協会

調査・指導環境管理部暮饗嚇究讐石田憲治

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

資材動態部義燕縫室長尾和尚人

環境生物部圭難鍵〃鈴井孝仁

環境資源部嵜貌惣〃井ノ子昭夫

環囎理部馨攣墾〃守谷茂雄

資材動態部務繍邊〃行本峰子

環境生物部　　　　　　　部　長　山田昌雄

　〃　　　昆虫管理科　科　長　桐谷圭治

　〃　　　　　〃　　　　〃　　　　〃

環境管理部野鷲室長徳留階

環境資源部舞壁肇〃清野離

　　　土壌生成　〃　　　　　〃　天野洋司　　　研究室
環囎理部暮源座鱗科長三鰍郎

　〃　騨猜肇研究員松森堅治

環境生物部　　　　　　　部　長　山田昌雄

　〃　　　昆虫管理科　科　長　桐谷圭治

環境生物部　昆虫管理科　科　長　桐谷圭治

　〃　犠纏肇室長田部井英夫

　〃　　　　　 〃　　　　 〃　　　　〃

資材動態部欝鞭肇〃行本峰子

環境資源部奮讐肇〃藤掴博
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番号

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

用 務 委　託　者
用務の

区　分

担当者の所属

部　 研究室

担当者

の職名

担当者の

氏　名

広域農林地総合開発整備調査

果樹病害虫防除研究会シンポジウム

ラジオアイソトープ研修講師

　　　　　　　　　社団法人都道府県委託試験実施状況調査指導　　　日本植物防疫協会

農村地域の水質浄化に係る新技術開発に　財団法人
ついての検討　　　　　　　　　　　　　　日本土壌協会

有機農業全国農協交流集会講師　　　　　全国農業協同組合中央会

農業生産環境情報システム実用化事業検　財団法人
討会　　　　　　　　　　　　　　　　　日本土壌協会

　　　　　　　　　社団法人都道府県委託試験実施状況調査指導
　　　　　　　　　日本植物防疫協会
　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　財団法人土壌保全対策管理事業検討会
　　　　　　　　　日本土壌協会
　　　　　　　　　社団法人農薬委託試験成績検討会
　　　　　　　　　日本植物防疫協会
　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　ノγ　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　4

農業生産環境情報システム実用化委員会盟盤協会

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　ノケ

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　社団法人特別委託試験成績検討会　　　　　　　　日本植物防疫協会

　　　　　　　　　財団法人土壌改良資材に関する検討会
　　　　　　　　　日本土壌協会
土壌改良資材の検定法にかかる検討会　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　 〃

地域エネルギー資源高度利用総合推進調　社団法人
査事業委員会　　　　　　　　　　　　　農林水産技術情報協会

財団法人
農村開発企画委員会

社団法人
日本植物防疫協会

日本原子力研究所
ラジオアイソトーブ原子炉研修所講

　〃　環囎理部癖幣塁表婚石田憲治

　〃　　　資材動態部　農薬動態科　科　長　宍戸　孝

　　師　環境資源部　水質管理科　　〃　　小林宏信

調査・指導環境生物部塀構讐室長釜野静也

　〃　環境資源部奮讐肇〃藤井國博

講師環境管理部　 部長宇田川武俊

調査・指導　　　〃　　　計測情報科　科　長　大塚雍雄

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

z！

〃

〃

〃

〃

〃

環境生物部雛邊室長西澤務

　　　昆虫分類　〃　　　　　〃　松村雄　　　研究室
環境資源部　土壌管理科　科　長　久保田徹

環境管理部臨蘇室長守谷茂雄

環境生物部　　　　　　　部　長　山田昌雄

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ケ

〃

〃

〃

資材動態部

　；

資材動態部響磐肇室長細武夫

環境管理部　　　　　　　部　長　宇田川武俊

　〃　薯鬼鱗科長三輪容太郎

　〃　　　計測情報科　　〃　　大塚雍雄

環境資源部　　　　　　　部　長　鈴木　皓

環境生物部馨繍科長浜屋悦次

　〃　講離篁室長澤田泰男

環境資源部　土壌管理科　科　長　久保田徹

　〃　誹壌夷璽室長井ノ子昭夫

環境生物部講僻鍵〃細泰男

資材動態部　肥料動態科　科　長　越野正義

　〃　義燕縫室長尾和尚人

環囎理部暮㌦鱗科長三輪容太郎

馨毒籍科長浜屋悦次

鰐鶴室長田部井英夫

寄生菌動態　　“　　佐藤善司

研究室
土壌微生物
　　　〃　鳥山重光分類研究室

線虫・小動
　　　〃　西澤務物研究室

昆虫管理科　科　長　桐谷圭治

舞髪讐室長鮒雄
昆虫行動　　　〃　法橋信彦研究室
天敵生物　　　〃　志賀正和研究室
個体群動態
　　　〃　釜野静也研究室
　　　部長松本省平
農薬動態科　科　長　宍戸　孝

耕鯉饗室長行本峰子
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番号

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

用 務 委　託　者
用務の

区　分

担当者の所属

部　　研究室

担当者

の職名

担当者の

氏　名

試験成績審査委員会

農林水産航空計画に関する試験成績検討
会

都道府県委託試験実施状況調査指導

ラジオアイソトープ研修講師

繍夢肥料施用に関する栽培試験成績珪酸石灰肥料研究会

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃

水質分析検討会特別講演講師　　　　　　長野県衛生公害研究所

　　　　　　　　　　財団法人微生物資材にかかる検討会
　　　　　　　　　　　日本土壌協会
嚢舗県農林水産関係試験研究職員研修会新潟県農林水産部長

　　　　　　　　　　社団法人都道府県委託試験実施状況調査指導　　　日本植物防疫協会

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃

農薬散布法研究会委員会　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　財団法人土地改良資材の検定法にかかる検討会
　　　　　　　　　　　日本土壌協会

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃

　　　　　　　　　　社団法人都道府県委託試験実施状況調査指導　　　日本植物防疫協会

奨励品種庸報高度利用促進事業に係る現　社団法人
地検討会　　　　　　　　　　　　　　　農林水産技術情報協会

　　　　　　　　　　財団法人土壌改良資材の検定方法についての検討
△　　　　　　　　　　日本土壌協会
云

　　　　　　　　　　社団法人都道府県委託試験実施状況調査指導
　　　　　　　　　　　日本植物防疫協会

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃

農業生産環境情報システム実用化事業検　財団法人
討会　　　　　　　　　　　　　　　　　目本土壌協会

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃

社団法人
日本植物防疫協会

社団法人
農林水産航空協会

社団法人
日本植物防疫協会

日本原子力研究所ラジオアイソト＿プ。原子炉研修所　講

　〃　　　資材動態部　農薬動態科　　〃　　宍戸　孝

　〃　〃　律鯉肇室長升田武夫

　〃　環雛物部券雛麹室長鳥山重光

　　師環境管理部纏肇〃小山雄生

調査・指導　資材動態部　肥料動態科　科　長　越野正義

　〃　〃　島薪罐室長尾和尚人

講　師環境資源部講騨肇〃崎降
調査・指導環境生物部繍講篁〃澤田泰男

講　師環境管理部壽謂馨〃秋山侃
調査・指導資材動態部耕虫裂動肇〃升田武夫

　〃　　　　　〃　　　　　　　　　部　長　松本省平

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

Zノ

〃

〃

〃

〃

環境管理部騰蘇室長守谷茂雄

環境資源部誹壌奏璽〃井ノ子昭夫

　〃　　　土壌管理科　科　長　久保田徹

環境生物部繍灘黎室長澤田泰男

資材動態部義蓋罐〃　尾和尚人

　〃　　　肥料動態科　科　長　越野正義

環境生物部雛樫室長松村雄

環境管理部　計測情報科　科　長　大塚雍雄

資材動態部　肥料動態科　　〃　　越野正義

環境生物部　昆虫管理科　　〃　　岡田利承

資材動態部　農薬動態科　　〃　　宍戸　孝

環境生物部馨毒籍〃浜屋悦次

環境管理部馨源珪糠〃三輪容太郎

　〃　灘華袈研究員松森堅治

環境資源部鯉糧室長清野諮

　　　土壌生成　”　　　　　 〃　天野洋司
　　　研究室
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（2）委託研究

番号 委　　託　　件　　名 受　託　者
着手年月日
完了年月日　契約額（円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

アレ・パシー候補物質の構造解析とその役割考察

航測によるノ」ぐ地形調査手法の開発

根圏微生物の物質代謝機能の評価

硝化菌の固定化技術の開発

天敵微生物の大量培養技術の開発

フザリウム属菌の産生する2次代謝産物誘導因子の
解明

糸状菌の転移因子による形態形成等生物情報の伝達
機構の解明

昆虫の生体防御としての包囲化作用の解明

昆虫体内の異物認識機構の解明

昆虫の生体防御に係わる特異蛋白質の生成と作用機
作の解明

昆虫における行動開発の神経生理学的解明

昆虫の相変異の内分泌的解析

昆虫の体内時計と測定伝達機構の解明

昆虫の脳神経ホルモンの化学構造と伝達機構の解明

気候変化に伴う生物資源分布変動の評価

軟X線による土壌中の連続孔隙構造の解明

モノク・一ナル抗体の作出

土壌カラムにおける硝化・脱窒能力の向上

酸化溝法による窒素・リンの除去効果の解明及び能
力向上

微生物の改良等による高分解能菌株の作出

畑地帯地下水水質の季節変動に関する調査研究

集落内地下水水質の季節変動に関する調査研究

平坦地における地下水の動態に関する調査研究

光化学オキシダントに対する作物の浄化機能の解明

光化学オキシダントが農作物の生育・収量に及ぼす
影響の定量的解明

リスク管理技術の開発

リスク管理技術の開発

北海道大学農学部

早稲田大学理工学研究所

山口大学農学部

茨城大学農学部

東京農業大学農学部

日本大学薬学部

東北大学農学部

東京学芸大学

埼玉医科大学

東京大学薬学部

筑波大学

佐賀大学農学部

神戸大学農学部

東京大学農学部

お茶の水女子大学理学部

岩手大学農学部

日本植物防疫協会

茨城大学農学部

東京農業大学農学部

名古屋大学農学部

茨城県知事

千葉県知事

埼玉県知事

お茶の水女子大学理学部

千葉県知事

広島大学生物生産学部

大阪大学工学部

　63．9．27
（平成L3．15）

　63．6．24
（平成1．3．15）

　63．8．5
（平成L3．15）

　63．7．13
（平成L3。15）

　63．9．1
（平成1．3．15）

　63．7．7
（平成1．3．15）

　63．8．5
（平成L3．15）

　63．7．12
（平成1．3．15）

　63．7．4
（平成L3．15）

　63．8．1
（平成1．3．15）

　63．7．25
（平成1．3．15）

　63．7．28
（平成1．3．15）

　63．9．12
（平成1．3．15）

　63．7．15
（平成L3．15）

　63．7．16
（平成L3．15）

　63．8．1
（平成L3．15）

　63．6．30
（平成L3．15）

　63．8．17
（平成L3．15）

　63．8．1
（平成L3．15）

　63．11．21
（平成L3．15）

　63．8．5
（平成L3．15）

　63．8．5
（平成L3．15）

　63．7．28
（平成L3．15）

　63．8．24
（平成L3．15）

　63．8．5
（平成1．3．15）

　63．12．7
（平成L3．15）

　63．12．20
（平成1．3．15）

L448，000

1，351，000

L166，000

L334，000

1，153，000

1，689，000

1，850，000

1，673，000

1，673，000

1，963，000

2，011，000

1，753，000

1，753，000

1，866，000

L685，000

1，291，000

2，577，000

1，997，000

2，002，000

1，659，000

1，933，000

1，911，000

1，907，000

　633，000

1，100，000

4，218，000

3，732，000
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（3）招へい外国人研究員

氏　名　所属　滞在研究室 課 題 期間　備考
Dr．G．A．

　Breitenbeck
Dr．Walker　A．

　Jones

Dr．Eduardo　P．

　Paningbatan

アメリカ・ルイ　影響調査研究室　農業生態系における大気メタ　63．8．27　科技庁・
ジアナ州立大学　　　　　　　　　ンの動態解明　　　　　　　　～63．9．29　重点基礎

アメリカ・農務　昆虫行動研究室　農業環境における指標生物の　　1．1．15　科技庁・
省農業研究部　　　　　　　　　　　探索と寄主一寄生者関係の数　～1・3．15　重点基礎

　　　　　　　　理的解明
フィリピン・フ　土壌調査分類研　精密土壌図の作成手法　　　　　1．2．22　熱研
イリピン大学　　究室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～1．3．30

（4）訪問外国人研究員

氏　名　所属　滞在研究室 課 題 期間　備考
Dr．Davi（1A．

　Andow
アメリカ・ミネ　個体群動態研究　ツマグ・ヨコバイ・トビイ・　　1．3．14　訪問研究
ソタ大学（昆虫　室　　　　　　　ウンカの移動行動，イネの窒　～1．4．28　員
学部助教授）　　　　　　　　　　素含有量およびウンカ・ヨコ

　　　　　　　　バイ類の個体群密度との関係

3．技術研修

（1）依頼研究員

氏名 所属 受入研究室 研究課題 期間
志賀弘行

東田修司

田中民夫

熊谷泰治

日塔明広

松本英一

北海道
中央農試

北海道
十勝農試

北海道
道南農試

青森農試

宮城県
農業センター

茨城農試

資源計量研究室

土壌生化学研究室

細菌分類研究室

気候資源研究室

気象生態研究室

水質特性研究室

真行寺　孝　　千葉農試　　　　資源計量研究室

小野　光明　　山梨総合農試　　細菌分類研究室

赤沼礼一

古河　衛

長野野菜
花き試

福井農試

土壌微生物生態研究室

他感物質研究室

リモートセンシングの解析手法と
農業情報システムの活用技術

土壌の生化学的特性に関する研究

軟腐病細菌の系統の類別化に関す
る研究

農業立地気候

作物の気象生態反応のモデル化

農業用水の汚濁原因の解明

リモートセンシングの解析手法と
農業情報システムの活用技術

植物病原細菌の分類・同定

土壌病原菌に対する拮抗微生物の
探索と利用法

土壌・植物体中の他感物質

森川　峰幸　　福井農試　　　　多量要素動態研究室　　　重窒素利用による窒素動態

中尾　進哉　　和歌山果園試　　隔測研究室

田中　康久　　京都農総研　　　情報処理研究室

桑名健夫

上原由子

兵庫中央
農技センター

広島農試

土壌コ・イド研究室

気候資源研究室

村井保島根農試　個体群動態研究室

木村靖山口農試　土壌有機物研究室

リモートセンシングによる作物の
生産量，生育の診断

農業環境情報に関する情報処理プ
・グラムの開発と利用

土壌コ・イドの持つ浄化再放出機
能

農業立地気候

微小昆虫の個体群動態解析におけ
るアイソザイムの利用

土壌有機物の機能

63．9．1
～63．11．30’

63．10．1
～63．12．28

63．10．1
～63．12．28

63．9．1
～63．11．30

63．9．1
～63．11．30

63．9．1
～63．11．30

63．6．1
～63．11．30

63．1．4
～63．3．31

63．9．1
～63．11．30

63．9．1
～63．12．28

63．10．1
～63．12．28

63．8．1
～63．10．3

63．10．1
～63．12．28

63．5．1
～63．7．31

63．9．1
～63．11．30

63．9．1
～63．11．30

63．5．9
～63．8．8
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氏名　　所属 受入研究室 研究課題 期間
窪田聖一

後田経雄

藤山正史

新堂高広

酒井宏充

愛媛果樹試

長崎果樹試

長崎総合農試

佐賀果樹試

日本化成㈱

個体群動態研究室

土壌物理研究室

情報処理研究室

分析法研究室

廃棄物利用研究室

害虫の個体群動態

根圏土壌物理環境制御手法

小型計算機利用によるデータベー
スの開発と適用

アクチバブルトレーサーの農学へ
の利用法

微生物処理による有機質廃棄物の
処理

63．7．1
～63．9．30

63．8．1
～63．10．30

63．6．1
～63．8．31

63．7．1
～63．12．28

63．5．1
～63．10．31

（2）流動研究員

氏名　所属　派遣（招へい）先　 研究課題 期　間
木村龍介

斎藤元也

腰岡政二

築城幹典

草地試験場

草地試験場

農業環境
技術研究所

草地試験場

農業環境技術
研究所

農業環境技術
研究所

大阪大学農学部

農業環境
技術研究所

遺伝子操作による草地の有用微生物
の有効利用に関する研究

再生可能資源計量のための衛星画像
マーキング手法の開発

土壌微生物の農薬等有機合成物質分
解プラスミドに関する研究

再生可能資源計量のための衛星画像
マーキング手法の開発

63．6．1

　　～63．7．20

63．6．3

　　～63。6．23

63．9．19
　　～63．11．　7

63．11．28

　　～63．12．18

（3）国内留学研究員

氏名 所属　　留学先 研究課題 期　間
高橋　佳孝　　中国農業試験場 環境生物部植生管理

科他感物質研究室
牧草・飼料作物における他感物
質の同定・評価に関する研究

63．10．1
～63．11．30

（4）外国人研修生

氏　名 国　　名　　　受入研究室　　研　修　項　目 期間　備考
Mr．Umit　Demirezen　　トルコ

Dr．Satmoko
　Wisaksono

Mr。Roberto　T．Alves　ブラジル

Ms．S．Prathuangwong　タイ

Miss．Maria　I．　　　　パラグァイ

　Romero
Mr．Chen　Qin－yun　　　中国

Mr．W．　　　　タイ
　RUngrattanakasin

Dr．Antonio　R．Panizzi　ブラジル

Mr．Pichai　Nichaidit　　タイ

Dr．Mark　L．Taper　　アメリカ

Dr．M．J．Sharkey　　　カナダ

インドネシア　分析法研究室

分析法研究室　　食品及び環境放射能　　　　　63・4．18

　　　　　　　　　　～63．10．14
　　　放射線防護　　　　　　　　　63．4．18

　　　　　　　　　　～63．10．14
天敵生物研究室　昆虫学　　　　　　　　　　　63．7．5

　　　　　　　　　　～63．9．2
細菌分類研究室　タイ国におけるダイズ葉焼病　63。8。3

　　　　　　　　　　～63．　8．12
微生物管理科　　植物病理　　　　　　　　　　63．9．1

　　　　　　　　　　～63．10．15
気象特性研究室　耕地の微気象について　　　　63．9．1

　　　　　　　　　　～1．3．31
土壌微生物利用　根粒菌　　　　　　　　　　　63．9。19
研究室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～63．12．23

天敵生物研究室　総合害虫管理　　　　　　　　63．10．24

　　　　　　　　　　～63．11．　8
土壌調査分類研　土壌調査　　　　　　　　　　63。10．31
究室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～63．11・12

昆虫行動研究室　マメゾウムシ類の寄生選択の　64．L4
　　　進化に関する研究　　　　　　～L12。28
昆虫分類研究室　昆虫分類　　　　　　　　　　　L3．20

　　　　　　　　　　～2．3．19

JICA

JICA

JICA

東京農大

JICA

筑波大学

JICA

国費留学

JICA

科技庁

科技庁
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（5〉その他、

長・中期在外研究員

氏名　所属　留学先　研究課題　期間　備考
吉田　　充　殺菌剤動態研究室　アメリカ　核磁気共鳴法による生理活性物質　63．9．20　　科技庁・

　　　　　　　　　　と生体高分子の相互作用の解析に　～1、9．19　長期
　　　　　　　　　　関する研究
陽　　捷行　影響調査研究室　　アメリカ　農業生態系における大気メタンの　63．10．6　　科技庁・

　　　　　　　　　　動態解明に関する研究　　　　　　～63．1L5　中期

宇宙開発派遣専門家

氏名　所属　留学先　研究課題　期間　備考
竹沢　邦夫　気象生態研究室 アメリカ　人工生態系における植物の生育の　63．10．1　　科技庁・

　　最適環境条件の解明に関する研究　～1．9．30　宇宙開発

二国間協力派遣専門家

氏名　所属　留学先　研究課題　期間　備考
桐谷　圭治　昆虫管理科

野田　隆志　天敵生物研究室

カナダ　IPM戦略分野の責任者訪問打ち　　63．10．19　科技庁・
　　合せ　　　　　　　　　　　　　　～1．10．29　二国間協力

ブラジル　ミナミアオカメムシ卵寄生蜂の比　1．2．25　科技庁・
　　較行動学的研究　　　　　　　　　～1・3・25二国間協力

重点基礎・アセアン・個別重要派遣専門家

氏　名　　　　所　　属　　　留学先　　　　研　　究　　課　　題　　　　期　間　　　備　考

野内・勇　大気保全研究室　　西ドイツ　オゾンシンポジウムに出席し「日　63．8．6　　科技庁・
　　　　　　　　　　本の水田からのメタン放出量」に　～63．8．15　重点基礎
　　　　　　　　　　ついて発表
山形与志樹　隔測研究室　　　　タ　　イ　熱帯地域における農業生産力評価　63．1L22　科技庁・
　　　　　　　　　　手法の研究開発　　　　　　　　　～63．12．15　アセアンリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モセン
宮下　清貴　土壌微生物利用研　西ドイツ　難分解性塩素化合物の生物分解改　1．1．28　　科技庁・
　　　究室　　　　　　　　　　　　良に関する共同研究　　　　　　　～1．4．26個別重要国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　際共同研究

4．共同研究

研　　究　　課　　題
共　同　研　究　者 所　担　当　者

期　問
所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名

拮抗微生物の利用によるナス科植
物土壌病害の防除に関する研究

日本たばこ産
業株式会社
（葉たばこ研
究所・たばこ
中央研究所）

小　野邦　明
原　　　秀紀
山　崎　嘉　也
飯　島　正　明
辻　　　一　政

環境生物部・
微生物管理科

浜　屋悦　次
鈴　井　孝　仁
本　間　善　久

63．6．27
～3．3．31
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5．昆虫の依頼同定

省内唯一の昆虫分類専門の研究室である昆虫分類研究室は，昆虫の分類・同定法の確立及び昆虫標本の収集・保存

業務の一環として，国内外の試験研究機関をはじめ公立・民間の諸方面からの同定依頼の要請に対応している。

昭和63年度における同定依頼者の区分別受付件数および同定処理結果の内訳は次表（1），（2）のとおりである。

（1）同定依頼の区分別受付数

依　　　　　頼　　　　　者 受付件数 受付標本数

1．都道府県農林試験研究機関 19 180

2．農林水産試験研究機関 48 542

3．大学その他の教育機関 12 397

4．その他の官公庁（防除所，保健所，博物館，予防衛生研） 12 63

5．民間（研究所，会社，個人） 22 1，223

6．国外（インドネシア，ブラジル） 7 351

計 120 2，756

（2）依頼同定処理結果

処理区分 昭 和 63年 度 受　付 分

受 付 回 答 未　回 答 ＊

63年度回答総計＊＊

分類群 件数 標本数 個体数 種類数 件数 標本数 個体数 種類数 件数 標本数 個体数 種類数 件数 標本数 個体数 種類数

トビムシ類 1 3 23 1 1 3 23 1 0 0 0 0 1 3 23 1
バ　ッ　タ　類 5 17 17 9 5 17 17 9 0 0 0 0 5 17 17 9
シ・アリ類 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
チャタテムシ類 2 2 10 2 2 2 10 2 0 0 0 0 2 2 10 2
カメムシ類 10 145 146 60 8 138 138 58 2 7 8 2 8 138 138 58

甲　　虫　　類 12 110 125 23 12 110 125 23 0 0 0 0 12 110 125 23

アミカゲロウ類 3 10 10 8 3 10 10 8 0 0 0 0 3 10 10 8
ノ　　ミ　　類 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1
ハチ・アリ類 43 1，691 2，595 236 39 1，504 1，888 223 4 187 707 13 40 1，576 1，960 247

チョウ・ガ類 18 102 114 27 18 102 114 27 0 0 0 0 18 102 114 27

ハエ・アブ類 24 674 2，041 169 22 670 2，037 167 2 4 4 2 22 670 2，037 167

合　　　計 120 2，756 5，084 537 112 2，558 4，365 520 8 198 719 17 113 2，630 4，437 542

＊研究継続中のものも含む　　＊＊62年度以前に受付のものを含む
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V［．総　務

1．機　構

昭和63年度における機構は次のとおりである。

所　長

　　　　企

　　　　連
企画連絡室

　　　　騒

総務部｛慶

　　　　五
環境研究官

画

絡

書

務

務

計

科

科

課　　〔図書資料係，編集刊行係〕

科

課〔庶務係，人事第1係，人事第2係，厚生係〕

課〔主計係，支出係，監査係，用度係，施設管理係〕

　　　　　　　　室，調査計画研究室，情報処理研究室，情報システム研究室〕

環境資源部

環境生物部

気象管理科

土壌管理科

水質管理科

植生管理科

微生物管理科

昆虫管理科

〔気候資源研究室，気象特性研究室，気象生態研究室，大気保全研

究室〕

〔土壌調査分類研究室，土壌生成研究室，土壌コ・イド研究室，土

壌物理研究室，土壌生化学研究室，土壌有機物研究室，土壌保全研

究室〕

〔水質特性研究室，水質動態研究室，水質保全研究室〕

〔植物生態系研究室，保全植生研究室，他感物質研究室〕

〔微生物特性・分類研究室，寄生菌動態研究室，土壌微生物分類研

究室，土壌微生物生態研究室，土壌微生物利用研究室，線虫・小動

物研究室〕

〔昆虫分類研究室，昆虫行動研究室，天敵生物研究室，個体群動態

研究室〕
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2．人　事
（1）定員

昭和63年度末各部定員は，次のとおりである。

（1．3．31現在）

定 口
貝

部　　　別
指　　定 行（一） 行（二） 研　　究 計

所　　　　　長 1 1
企画連絡室 8 15 5 28

総　　務　　部 29 4 33

部　　　　長 1 1
庶　務　課 10 10

会　計　課 18 4 22

環境研究官 1 1
環境管理部 3 36 39

環境資源部 2 47 49

環境生物部 2 49 51

資材動態部 1 27 28

合　　　　計 1 45 19 165 230

（2）受賞・表彰等

①日本気象学会賞（63．4．13）

　内島立郎（環境資源部）「北日本における稲作気候資源の地理的分布と変動特性に関する研究」

②日本土壌肥料学会奨励賞（63．4．3）

　宮下清貴（環境生物部）「放線菌の分類・機能と生態に関する生化学及び分子生物学的研究」

③日本農薬学会奨励賞（1．3．29）

　昆野安彦（資材動態部）「ニカメイガの有機リソ剤抵抗性機構とその制御に関する研究」

（3）外国出張

氏名　 所属　　出張先 用 務 期　間　 備考

徳留　昭一　環境管理部　フィリピン　土壌研究センター設立計画基本設計調査　　4．7～4．20　JICA

山村　光司　環境管理部　インドネシア　作物保護強化計画に係る専門家　　　　　　4．8～6．7　JICA

内島　立郎　環境資源部　韓　　　　国　韓国農業研究計画エバリュエーション調査　4。19～4．28JICA

越野　正義　資材動態部　フィリピン　ASPAC／FFTC主催国際セミナーにおけ　6．6～6．13オールギャ

　　　　　　　　　　　る講演　　　　　　　　　　　　　　 ランティ

羽賀　清典　資材動態部　フィリピン　ASPAC／FFTC主催国際セミナーにおけ　6．6～6．13　オールギャ

　　　　　　　　　　　る講演　　　　　　　　　　　　　　　ランティ
川崎建次郎　環境生物部　カ　ナ　ダ　ミツモンキンウワバの性フェロモン源に対　7．2～7．11科技庁
　　　　　　　　　　　する定位飛翔行動の解析結果について発表
岩間　秀矩　環境資源部　タ　　　　イ　東北タイ農業開発研究計画エバリュエーシ　7．18～7．28　JICA

　　　　　　　　　　　ヨン調査
野内　　勇　環境資源部　西　ドイ　ツ　オゾンシンポジウムに出席し，「日本の水　　8．6～8。15　科技庁

　　　　　　　　　　　田からのメタン放出量」について発表
谷山一郎　環境資源部　タ　　　　イ　東北タイ農業開発研究計画短期専門家　　　8．8～10．3　JICA

秋山　　侃　環境管理部　コスタリカ　世界銀行主催の国際セミナーにおいて講演　9．17～9．26EDI及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CATIE
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氏名　 所属　 出張先 用 務 期、間　 備考
吉田　　充　資材動態部　ア　メ　リ　カ　核磁気共鳴法による生理活性物質と生体高　9．20～9．19　科技庁

　　　　　　　　　　分子との相互作用の解析に関する研究
竹沢　邦夫　環境資源部　ア　メ　リ　カ　人工生態系における植物の生育の最適環境　10．1～9．30　科技庁

　　　　　　　　　　条件の解明に関する研究
陽　　捷行　環境管理部　ア　メ　リ　カ　農業生態系における大気メタンの動態解明　10．6～1L5　科技庁

　　　　　　　　　　に関する研究
桐谷　圭治　環境生物部　カ　ナ　　ダ　IPM戦略分野の責任者訪問打ち合わせ　　　10．19～10。29　科技庁

都留　信也　環境研究官　ア　メ　リ　カ　組換えDNA技術の安全性評価手法につい　10．23～11．5　農水省

　　　　　　　　　　ての米国の研究開発実態調査
越野　正義　資材動態部　コ・ソビア　熱帯草地におけるシードペレットの肥効向　10，23～1L12　熱研

　　　　　　　　　　上
山形与志樹　環境管理部　タ　　　　イ　熱帯地域における農業生産力評価手法の研　11．22～12．15科技庁

　　　　　　　　　　究開発
徳留　昭一　環境管理部　フィリピン　土壌研究開発センター計画事前調査　　　　1L22～12．3　JICA

天野　洋司　環境資源部　タ　　　　イ　土壌調査　　　　　　　　　　　　　　　　H。24～L18　JICA

三土　正則　環境資源部　台　　　　湾　第5回国際土壌管理ワークショップに出席　12．11～12。23　FFTC
　　　　　　　　　　　し，日本の水田土壌について報告
釜野　静也　環境生物部　ブラ　ジル　農業研究計画の昆虫学短期専門家　　　　　L9～3．3　JICA

宮下　清貴　環境生物部　西　ドイ　ツ　難分解性塩素化合物の生物分解改良に関す　1．28～4。28　科技庁

　　　　　　　　　　　る共同研究
遅沢　省子　環境資源部　ブラ　ジル　農業研究計画の土壌学短期専門家　　　　　2。11～5．10JICA

野田　隆志　環境生物部　ブ　ラ　ジル　ミナミアオカメムシ卵寄生蜂の比較行動学　2．24～3．25　科技庁

　　　　　　　　　　的研究
徳留　昭一　環境管理部　フィリピン　フィリピンセミナー（潅漸用水及び水質）　3．30～4・12JICA

　　　　　　　　　　個別短期専門家

3．会　計
（1）予　算

歳　入
昭和63年度農業環境技術研究所の歳入予算は，総額6，018千円であり，そのおもなものは，農林水産省受託研究等

実施規程（昭和37年2月15日農林省告示207号）に基づく受託調査及び試験収入（3，164千円），農林水産省依頼研究

員受入れ規則（昭和38年6月12日農林省告示第766号）に基づく受託研究員受入れ（1，366千円），及び試験場製品等

売払代（349千円）である。試験場製品は米麦等の試験研究の結果で不用となったものの売払である。

現金収入
（単位：円）

科　　　　　目 予算額 備 考

雑　　　　　収 入 6，018，000

国有財産利用収入 674，000

国有財産貸付収入 484，000

国有財産使用収入 190，000

諸　　　　収 入 5，344，000

受託調査試験及役務収入 4，530，000

弁償　及返　納　金 268，000

物　品　売　払　収　入 408，000

雑 入 138，000
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歳　出
昭和63年度における農業環境技術研究所の歳出予算（補正後）は，経常的経費，特別研究等経費，科学技術庁関係

経費及び環境庁関係経費に大別される。

1）経常的経費（組織：農林水産本省試験研究機関，項：農林水産本省試験研究所）を人件費（5目まで）と事業費

　に分けると，次のとおりである。

人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，474，406，000

事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　566，243，000

2）特別研究等経費（組織：農林水産技術会議，項：農林水産業技術振興費より，組織：農林水産本省試験機関，項：

　農林水産本省試験研究所に移用）は，304，198，000円であり，その内容は，次のとおりである。

①特別研究費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25，748，000
②　機械整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76，589，000

③受託研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2，404，000

　④研究者等研修および流動研究員経費　　　　　　　　　　　　　　2，179，000
　⑤　一般別枠研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34，606，000

　⑥　農林水産研究計算センターの運営に要する経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，088，000

　⑦水田利用高度化のための高品質・高収量畑作物の開発と高位安定生産技術の確立　　　　1，326，000

　⑧　農林業における水保全・管理機能の高度化に関する総合研究　　　　　　　　　　　　　　　　　14，242，000

　⑨　大型別枠研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64，894，000

　⑩農林水産生物遺伝資源・遺伝育種情報の総合的管理利用システムの整備に要する経費　　 25，021，000

　⑪パイオテクノ・ジー関係　　　　　　　　　　　　　　　　42，176，000
　⑫地域バイオテクノ・ジー研究開発促進に要する経費　　　　　　　　　　2，711，000

　⑬その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10，214，000

3）科学技術庁関係経費（組織：科学技術庁，項：国立機関原子力試験研究費，項：放射能調査研究費，項：科学技

　術振興調整費より組織：農林水産本省試験研究機関に移替）は，次のとおりである。

　①　放射線利用研究（項：国立機関原子力試験研究費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65，396，000

　②放射能汚染調査研究費（項：放射能調査研究費）　　　　　　　　　　　7，063，000

　③その他（項：科学技術振興調整費）　　　　　　　　　　　　　63，603，000
4）環境庁関係経費（組織：環境庁より組織：農林水産本省試験研究機関に移替）は，次のとおりである。

　（項）　国立機関公害防止等試験研究費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74，077，000

昭和63年度歳出予算一覧表
（単位：円）

科　　　　　　目 予　算　額 備 考

（組織）農林水産本省試験研究機関

（項）農林水産本省試験研究所 2，344，847，000

人　　　　　件 費 1，474，406，000

事　　　　　業 費 870，441，000

（項）国立機関原子力試験研究費 65，396，000

（項）放射能調査研究費 7，063，000

（項）科学技術振興調整費 63，603，000

（項）国立機関公害防止等試験研究費 74，077，000

A
口 計 2，554，986，000
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（2）国有財産

　区　　分

所在地
　　　土　　　　　地

庁舎敷地　宿舎敷地 計

　　建
庁　　舎

物（延面積）

宿　　舎 計

筑　　波 Om2　　　0m2 Om2 55，499m2 Om2 55，499m2

計 0　　　　　0 0 55，499 0 55，499

総　　計

筑　　波 計

16，843，931，750　　16，843，931，750

（3）特許権等

発　明　の　名　称 発　明　者 出願年月日 特許番　号 備　　　　考

オキナワカンシャクメッキ用性誘 玉木佳男，杉江元 59．6．28 特願昭59－133836号
引剤 外2名
（E）一4，（Z）一10一テトラデカ 玉木佳男，杉江元， 59．12．3 特願昭59－255201号
ジェニルアセタート，その製造法 川崎健次郎外6名
及びその化合物と（Z）一10一テ
トラデセニルアセタートを有効成
分とする昆虫誘引剤

5一テトラデセン酸メチル，その 玉木佳男，杉江元， 59．12．3 特願昭59－255202号
製造法及びその化合物を有効成分 野口浩
とする昆虫誘引剤

土壌水分測定装置 粕渕辰昭 60．4．9 特願昭60－073538号 実施許諾有

糖度測定装置 鶴岡久，高辻正基 60．7．30 特願昭60－166881号 委託（日立製作所）

ジメチルカーパメートよりなる殺 宍戸孝，昆野安彦 61．5．23 特願昭61－117538号
虫協力剤

土壌熱伝導率表示装置 速水和彦，久保田 61．11．8 特願昭61－266342号 共同研究による共同出
徹粕渕辰昭外3名 願

カンシャノシンクイハマキ用性誘 玉木佳男，杉江元 62．2．28 特願昭62－046253号
引剤 外1名
オクタデカージェン・テトライン 西山幸司 62．8．7 特願昭62－196431号
一カルボソ酸誘導体及びその製造
法

（E）一7，9一デカジェニルアセ 玉木佳男，杉江元， 63．7．22 特願昭63－181489号 共同出願
タートを追加成分とする昆虫誘引
剤

外2名

9，11一ドデカジェニルブチレー 玉木佳男，杉江元， 63．8．18 特願昭63－203850号 共同出願
トと9，11一ドデカジェニルヘキ 外2名
サノエートを成分とする昆虫誘引
剤

植物成育培地水分制御法 久保田徹，岩間秀 63．9．20 特願昭63－233481号

矩，外2名

（Z）一7一ドデセニルアセタート 玉木佳男，杉江元， 63．9．29 特願昭63－242440号
と（Z）一9一ドデセニルアセター 外2名
トを有効成分とする昆虫誘引剤

土壌病害防除，植物成長促進剤 小林紀彦，飯島宏 63．10．19 特願昭63－261617号 共同出願

一

抗腫瘍剤及びそれを用いた腫瘍治 佐藤善司，松田泉 59．10．16 カナダ特許第
療方法 外5名 1237667号

〃 〃 59．10．17 欧州特願第
84307118．4号

〃 佐藤善司，野田孝 59．10．16 カナダ特願第 カナダ特許第1237667

人，外5名 562417号 号の分割出願
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4．図書
昭和63年度の受け入れ図書・資料冊数およびサービス件数は次のとおりである。

受け入れ図書・資料冊数

区　　分 購　　入 寄　　贈 計

単行書｛葎

資料鯉

雑誌鯉

493
384

0
0
8
0
2
0
7

28
6
4
4
2
1
2
3
1
， 144

330

521

390

442
123

1，224

537

サービス件数

貸　　　　出 書庫内図書の返却数

人　　数 冊　　数 洋書庫 和書庫 計

702 1338 7098 2465 9563

レファレンス 外部への複写依頼 外部からの複写依頼

省　　　内 37件 377件 1514件

省　　　外 16 272 34

計 53 649 1548

他場所ヘコンテンツ・シートを提供　　　　67誌（コピー1756枚）

農林団地内の他場所からの来館者　　　　157人（コピー1782枚）

筑波研究学園都市内の他機関からの来館者　　74人（コピー1038枚）

5．刊行
昭和63年度中に当所から出版された刊行物は次のとおりである。なお，報告・資料に収録された論文題名は「1〉’研

究成果の発表及び広報」に掲載してある。

種 別　　　　　　発行年月　　頁数　　発行数

農業環境技術研所報告第6号

農業環境技術研究所資料第5号

農業環境技術研究所資料第6号

農業環境技術研究所資料第7号

農業環境技術研究所年報昭和62年度

農業環境研究叢書第4号

農業環境研究成果情報第4集

地球環境変化と農業生態系に関する調査研究

微生物生態実験棟（パンフ）

農環研ニュースNo．11

MAES　（要覧，日本語版）

NIAES　（要覧，英語版）

NIAES　（要覧，中国語版）

1．3

1．2

1．2

1．3

1．2

1．3

63．8
1．3

63．8
1．1

63．12

1．3

1．3

97

57

84

108

124

290

84

112

6
16

14

14

14

2，000

2，000

2，000

3，000

2，000

600

1，200

1，200

2，000

1，700

2，500

1，000

1，000

配布先：行政部局・国公立試験研究機関・大学等
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6．委員会
委員会（随時開催）は，各部門の研究・連絡調整・研究施設の運営等に関する事項を審議することを目的として設

置したものである。

委員会一覧表

委　 員

委員会名 審　議　内　容 備　考
所　属　人員

アイソトープ委員会各部関係者

圃場委員会各部関係者

共用機器委員会各部関係者

廃棄物委員会各部関係者

エックス線障害防止委員会　各部関係者

組換えDNA実験安全委員会　所内関係者・所

　　　　　　　　外学識経験者
図　書　委　員　会各部関係者

職務発明審査会各部長等

所報告・資料掲載論文審査会　各部長等

年報及び農環研ニュース編集　各部関係者

委　　 員　　 会

筑波機械整備委員会各部関係者

厚生委員会各部関係者
健康安全協議会各部関係者

行政サービス向上推進委員会　総務部長ほか

規程集編集委員会　企画科長ほか

受託研究等審査委員会各部長等

防災対策委員会各部長等

施設整備・運営委員会各部関係者

広報委員会各部関係者
特定調達審査委員会各部関係者

13　アイソトープ施設の共同利用の調整及　専門部会を置く
　び放射線の管理

14　圃場及びこれに附随する施設並びに防　専門部会を置く
　風林等の使用，管理，保全等に関する
　事項
6　所共用機器類の整備及び管理運用並び　専門部会を置く
　に必要経費等に関する事項

9　排出される廃棄物（アイソトープ廃棄　専門部会を置く
　物は除く）の処理及び処理施設の管理
　運営等に関する事項

8　エックス線装置等による放射線障害の
　防止に関する事項

11組換えDNA実験の安全確保に関する
　事項
8　図書館の管理運営，図書資料の購入，　専門部会を置く
　収集保管，整理，閲覧，貸出し，複写，
　レファレンスサービス等に関する事項

9　職務発明の認定及び特許権の承諾等の
　審査
9　報告・資料に掲載しようとする論文の
　内容及び掲載可否の審査

6　年報及び農環研ニュースの編集・刊行
　に関する事項

9　筑波機械整備に係る研究用機械の計画
　的導入に関する事項

14職員の福利厚生に関する事項　　　　　専門部会を置く

10　職員の健康安全管理及び機械，設備等
　の安全管理に関する事項

4　事務経費の効率的使用，行政サービス
　の改善及び合理化に関する事項

13　諸規程の改正に伴う規程集の整備に関
　する事項

8　国以外から委託を受けて行う試験研究
　及び調査に関する事項

11　消防計画の立案及び変更，防災対象物
　の構造及び避難施設並びに消防用設備
　等の維持管理に関する事項

9　施設の整備，用地，庁舎及び別棟等研　専門部会を置く
　究施設の運営，エネルギー対策に関す
　る事項
16　広報基本計画，一般公開，広報関係製　専門部会を置く
　作物に関する事項

7　特定調達物品等の調達の仕様・技術審
　査等に関する事項
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土浦学園線
至土浦

至水海道

至東京

【交通機関】

・Jマ最寄駅

鴬磐自動牟諺

土浦野田線

q

農業工学研究所

農業生物資源研究所

蚕糸・昆虫農業技術研究所

熱帯農業研究センター

果樹試験場

食品総合研究所

農業研究センター

農業環境技術研究所

畜産試験場

森林総合研究所

常磐線牛久駅西口下車

関東鉄道パス（15分）

筑波大学中央行

谷田部車庫行

筑波大学病院行

蚕糸昆虫農業

　技術研究所行

至東京

9

農林水産技術会議

　事務局　筑波事務所

家畜衛生試験場

農環研前下車

徒歩3分

国道6号線

至土浦

〆

牛久駅

常磐線

㌶
荒川沖駅

至水戸

至上野
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