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農業環境インベントリー研究の次のステップ
Next Step of Natural Resourccs lnventory Research

谷 山一郎
*

IchirO Tanlyama

2006年 4月 1日 付で、農業環境インベン トリーセンター長に就任 しました。その前は研究企

画科に 3年間、それ以前は、地球環境部などで土壌に関する研究に従事 してきました。土壌分類

研究室の前身でもあつた土壌生成研究室に在籍 していたこともあり、ある意味では実家のあつた

村に戻ってきたという気もしております。

さて、2005年度は、農業環境技術研究所にとつても、農業環境インベン トリーセンターにと

つても、大きな変革な年でした。まず、理事長以下役員や幹部職員が交代 し、理事長のリーダー

シップのもと、研究管理や運営が少 しずつ変化し始めました。また、第 1期中期目標期間の最終

年度に当たるため研究成果の 5年分の取 りまとめが行われ、その上に立って、第 2期 中期目標期

間における中期計画の策定が始まりました。それに付随して、組織、研究所運営システム、規程

類の見直しまでさまざまな改革に取り組んできました。その中で、農業環境インベン トリーセン

ターは名称こそ変更はありませんでしたが、組織的には微生物グループが抜け、リスク指標関係

者が新たに加わるとともに、研究室はなくなり、センターー本の組織 となるなど大きく変わるこ

とになりました。すべては、次の段階のための環境整備であつたと言えるかもしれません。

センターが発足 して 5年 を経過 し、インベン トリーとい う言葉も随分広がつてきました。イ

ンベン トリーまたはインベン トリとい う言葉をインターネットで検索すると、合計 67万件 ヒ

ットします。ただ、似たような言葉のデータベースが約 2っ000万件、アーカイブでも 1,500万

件であるのに比べるとまだまだ普及 しているとはいえません。また、インベン トリーセンター

と名付けている機関は国内ではまだ当センターだけで、諸外国でも少ないようです。

それはそれ として、農業環境技術研究所のインベン トリー研究としては、インベン トリーの

収集・整理・システムの構築・分析 とい う基礎 と平行 して、インベン トリー利用法の開発に力

を注ぐ段階にさしかかつてきたとも言えます。その現れが、農業環境 リスク指標を研究する集

団がセンターに加わったことです。この集団 (リ サーチプロジェク ト)はわが国の農業環境を

総合的に評価する指標、例えば土壌や水質の良否や生物多様性の評価指標を提案するための研

究を行います。農業環境影響の面としての広がりまたは時間的な変化を評価する際に必要な要

素 としての土地利用や土壌の性質、生物の生息状況など、さまざまな自然・社会的条件をとら

えることが必要となり、それを支えるインベン トリー研究の重要性が増 しています。

年刊誌 「インベン トリー」も今年 5号 を数えます。雑誌の性格は農業環境インベン トリーセ

ンターの部内誌 としてだけではなく、全所的なセンターとしての機能を果たすべく、広 く関係

情報を掲載 しています。今後 とも、よりよい農業環境インベン トリー研究のためにご支援ご鞭

撻をお願いします。

*農業環境インベ ン トリーセ ンター長

I)irector,Natural Resources lnventory Center

インベ ン トリー,第 5号,pl(2006)
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報  文

インベン トリーシステムの現状と展望

Status alld Perspective on]Development of Natural Resources lnventow System in NIAES

大倉利明
*

TOshiaki Ohkura

l.イ ンベントリーという概念

インベン トリー (InventOw)と は、一般的な英語辞典では 「財産・商品などの目録、一覧表、棚

卸表またはそれらを作成する行為」 (ノ
jヽ西, 1991)と されている。また、Web検索サイ トの Google

によつて日本語の Webサイ トについて、インベントリーを引くと、2005年 9月 には約 26,000件 で

あつたが、2006年 7月 には約 1,430,000件 と急増している。ただし、絞り込み検索で「環境」、「農

業」、「情報処理」を追加すると約 179,000件 と約十分の一に減少する。これは、「地球温暖化Jの約

5,870,000件 に比べるとかなり少ないが、「地球温暖化」とインベントリーは、京都議定書が発効し

たことにより、各国が温室効果ガス (GHG)イ ンベントリーの整備を行い、GHG吸排出の状況を報

告する義務を負ったことから、使用頻度が高まったと言える。

農業環境インベントリーセンター (以下、センターという)は、平成 13年 4月 に農業環境技術

研究所の独立行政法人化に伴い新設された組織である。その当時、インベントリーという用語はま

だ一般的ではなく、また、適当な日本語訳もなかつたため、カタカナ書きの組織として発足した。

センターは、平成 18年 3月 に終了した第一期中期計画期間中に、「農業環境資源インベン トリーの

フレームの構築」という研究課題に取り組んだ。インベン トリーフレームの立ち上げにあたり、

浜崎 (2002)は 、「農業環境問題を解決するための研究では、まず農業環境を構成する土壌、

水、大気、昆虫、微生物、動物、植物、肥料、農薬など農業生態系の中で相互に作用 し合って

いる要素をよく把握することが重要である。これらの要素の調査・観測・分析・モニタリング

などのデータや手法、分類・特性・機能・動態・予測などの知見、保全・管理などの技術に関

する情報 と標本は、多年にわたり多大の労力 と資金をつぎ込んで蓄積 されてきたものあるとと

もに、農業環境研究を推進する上でも、また研究成果を社会に役立てていく上でも、研究所に

とって貴重な財産である。」 と述べている。それ らの農業環境構成要素は公共財であり、情報

を知識に変えて蓄積 してきた研究成果は広 く社会に還元されるべきである。

センターが取 り組んだ 「インベン トリーフレームの構築」とは、概念 としてのインベン トリ

ーのあり方を描 くものであり、実体を伴 う試資料 とその利活用のための思考や理念を情報技術

(IT)に よつて具体化への方向性を示すこと、つまり、情報システムの枠組みを作ることであ

つた (図 1)。

*農業環境インベン トリーセンター

Natural Resources lnventw Center

インベン トリー,第 5号 ,p2… 5(2006)
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報文 :イ ンベン トリーシステムの現状 と展望

2 制約条件

1)環境財としてのインベン トリー

土壌・水 。大気などの環境財は公共財でもある。公共財については、多かれ少なかれフリ

ーライダー問題、つまり、誰もがその財を使用することを排除できず、かつ、その財の使用に

おいて費用の支払いを回避することが出来る (Stiglitz alld W」 sh,2005)が ついて回るし、金銭

的価値を推測する種々の手法も、その妥当性については発展途上と言わざるを得ないのが現状

である。公共財の維持においてもつとも大きな障害となる世代間格差の是正、つまり、将来世

代への負の相続を低減することは、持続可能な人類の生存に直接関わる。情報の非対称性 とい

う状況が生み出す格差の拡大については ITバ ブル以前にすでに指摘されているが、種々の情

報へのアクセシビリティが大幅に改善された現在においても、環境資源の非対称情報 という公

共財の抱える社会的問題は解決されていない。 さらに、ひとたび問題が露見すると、その解決

に要する時間や資金が莫大となるのが公共財である環境資源の特性であり、予防的施策の必要

性は社会的にも認知されている。にもかかわらず、ハー ド・ソフ ト両面での基盤インフラ整備

が進まない理由はいくつかある。一つは、我々が獲得 してきた知識・情報の共有・交換・活用

のあり方について、発信者側では、その実施が急務であることを社会的に認知せ しめるフレー

ムワークの提示が十分に出来ていないため、基盤整備に充てる資源の獲得が十分に成されてい

ないことが挙げられる。 さらに、受け手側では、膨大な情報を取捨選択・抽出し判断するスキ

ルが十分に醸成 されていないため発信者側の提供意図を認識できず、知識の積み上げに対する

投資意欲が刺激 されないことである。

このような制約条件を解消するために、センターは公共財である農業環境構成要素に関する

資試料、情報、知識を収集・分類 し、情報を知識に変換するための知的基盤の整備に取 り組ん

でいる。

NIAESイ ンベントリーベー

図 1 農業環境インベン トリーシステムの枠組み
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インベ ン トリー 第 5号  (2006)

2)情報共有のためのネッ トワーク構造

研究所の LANは、本館の物理的構造を鑑みて、いくつかのセグメン トに分割 されている。

それは、IPア ドレスレベルでの仕分けであり、各セグメン トからのパケットの出入 りは、ゲ

ー トウェィを経由している。農環研のグローバル IPア ドレスの上位 24ビ ットは (IPア ドレス

の AB.C.Dの Cの部分)は、ネットワーク識別番号として使われ、最下位 8ビ ット部分がホ

ス ト番号となつている (自 分の使用 している PCの IPア ドレスを見ると、A.B.C.Dの Dの部分

が同室の他の PCと 異なることが分かる)。 このような LANの設定の場合、Windowsネ ットワ

ークのワークグループ (wG)と い うのは、他の WGと 直接ファイル共有などは出来ない。ネ

ットワーク識別番号の 24ビ ット中最下位の 8ビ ットが異なるセグメン ト同士は、それぞれの

セグメン トのゲー トウェィ (通 常は A.BC.1)を 経由して交信 している。セキュリティの面か

らは好ましいが、同一セグメン トにある WG間 や、異なるセグメン ト間でのゲー トウェィを

越えた交信では不都合が生 じる。これは、一種の トレー ドオフであり、全所的にパケットの送

出を許可すると、ネ ットワークにかかる負荷の増大や、セキュリティの脆弱性が高 くな り、

CodeRedや Nimda、 Slalnmerな どのワームが進入 した場合に、感染の拡大を助長する可能性が

あることは、経験に新 しい。これは、Webサ ービスによる情報・ファイル共有を可能にするグ

ループウェアの導入によつて、ブラウザがWebア クセスに使用するポー ト番号 80(IHTTP)に

限定することによつて、利便性 と安全性を確保 しようとする。 さらに、ユーザー認証を安全に

行 うためのセキュア HTTP(TCPポ ー ト443番 )を使用すれば、グループウェアを稼働 してい

るサーバーの安全性は高まる。

また、全所的なファイル共有 と言 うが、そのような行為を LANを 介 して行 うことに意味が

あるのかという意見もあるが、ネッ トワーク技術 としての Webサービス自体は、内部外部の

区別なく利用できるようになつてきている現状において、情報を提供する側 とその受け手の区

別が曖味となり、さらに、双方の意図とは別の活用がなされるなど、理論合理性では説明がつ

かないアノーマ リー (厳密な定義には従わない現象だが、現実に起こつていること)に よる革

新への期待は大きいことからも、まずは共有を実践 しつつシステムの改良を施 してゆく事に意

義があると考えられる。

3.情報の視覚化に向けた取 り組み

限 りある農業環境資源の持続可能な利用を実現するためには、それ らを構成 している要素

・属性情報の3次元分布、さらに、時系列による推移 と人為インパク トを加えた 5次元軸を統

合 した評価体系の確立が必要である。農業・環境基盤構成要素の一つである土壌資源について

は、2003年 6月 に公表 された日本学術会議土壌・肥料・植物栄養学研究連絡委員会報告 「土壌

資源の保全を求めて」において、土壌資源情報の取得・提供に関する国家的規模での窓口 (ポ

ータル)の構築が緊急課題 として提言されている。

さらに、土壌資源のみならず、農業・環境資源情報の過去に蓄積 された膨大なアナログ調

査データは、要素間の5次元軸上での相互連関を解析することより、初めて包括的 (ホ リステ

ィック)評価が可能 となる。 しかしながら、それらの調査データは散逸 し、死蔵 していること

が往々にしてあり、知識ベースとしての機能を果たしていない。この問題の解決には、既存の

-4-



報文 :イ ンベントリーシステムの現状と展望

アナ ログ調査データのデジタル化・ネ ッ トワーク形成による連結 を行 えばよい とい う単純な方

法ではなく、データ収蔵 フォーマ ッ トの汎用性 と可用性の検証、構成要素間を繋 ぐ鍵属性の定

義、相互連関の結果をどのよ うに視覚化・共有す るのか、 といつたフレームワークの構築が必

要である。

セ ンターでは、地理情報標準 として策定が進 められてい る針 XMLフ ォーマ ッ ト (JISX7199

地理情報―地理空間データ交換用XML符号化法)を適用 したXMLデータベースの設計 と新たなデ

ータ解析手法の開発 を進 めている。XMLデータベースは、現在の主流である リレーシ ョナルデ

ータベース (RDBMS)と は異な り、テキス トや画像などの形式に関わらず柔軟なデータ格納が

可能であり、多様な農業・環境資源情報の収蔵に、飛躍的な運用性を与える可能性がある。XM

Lデ ータベースに関しては、欧州共同体 (EU)が域内環境資源情報データベースのフォーマッ

トとしてXMLの採用を推進 してお り、将来の国際標準への可能性が大きい。また、位置情報に

特化 したG XMLは、我が国が主体 となつて策定 してきた経緯があり、ISOで はGMLと して採択 さ

れる運びとなり、データ格納・解析フォーマットとして学術、行政両面での国際的汎用性が期

待 される。∈XMLは 2004年 にバージョン3.1が リリースされ (データベース振興センター、2004)、

GPSへ の適用を可能 とす るモバイルSVG(SVGは XMLベースの2Dベ クター画像記述言語であ り、モ

バイルSVGは、携帯電話やPDAな どのモバイル端末での使用を想定 した言語セ ッ ト)と の連携や

異なるWeb間 でのデータ流通を容易にす るコマ ン ドの拡張が行われている。

セ ンターの第二期中期計画では前期 の成果 と課題 を引き継 ぎ、位置情報 を伴 つた試資料デ

ータベースの視覚化によるステータスマ ップ (モ ニタ リング調査の結果な ど、ある時点での環

境の状態を表す地図)のオンライン提供や、様 々な農業環境情報のベースラインを提供す るこ

とにより、高精度なシ ミュ レーシ ョンを実現す るな ど、知識基盤 としてのインベ ン トリーシス

テムの稼働が重要な 目標 となる。

引用 文献

小西友七編 (1991)ジーニアス英和辞典,pl-2005,大修館書店 .

浜崎忠雄 (2002)年刊誌 「インベン トリー」の発刊に当たつて,イ ンベン トリー,1,1-2.

Stiglitz,J E and C E Walsh(2005)Economics,4h ed, pl-888, W恥 ″Norton and Company.

デ ー タベ ー ス 振 興 セ ン ター (2004)G¨XNIL Protoco13 1,pl-481.

問い合わせ先

農業環境インベントリセンター 大倉利明

電話 :029… 838… 8330,E…mail:tohkura@niacs.attc go.」 p
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昆虫文献目録「三橋ノー ト」の画像データベース
Wcb Databasc of''NIlitsuhashi Note",a Bibliography of」 apancsc lnsects

安 田耕 司
*・

吉松 慎 一
*・

中谷 至伸
*・

上 田義 治
*

Kai Yasudaっ Shin―ichi Yoshimatsu,Yukinobu Nakatani and Yoshiham Ucda

要約 明治時代から昭和 20年代後半までに国内で出版 された主要な昆虫関連図書や雑誌に現

れた昆虫名 とその文献の書誌情報を記録 した昆虫文献 目録 「三橋ノー ト」の中から、 トンボロ

とチ ョウロ (約 20,000頁 )の 画像データベースを作成 し、Wcb上 に公開 した。

背景・ねらい

農業環境技術研究所には、当所の前身である農事試験場に籍を置いていたこともある故三橋

信治氏が作成 した文献 目録 「三橋ノー トJ(全 474冊、推定 50,000頁 )が保管 されている (図

1)。 この目録は、明治時代から昭和 20年代後半までの昆虫に関する国内の主要な文献を対象

とし、それぞれの文献中に現れた昆虫の学名および和名 と当該文献の書誌情報を昆虫の分類群

毎に整理 したものである。かつては昆虫研究者や昆虫愛好家の間で広 く知られ、有用な情報源

として活用 されていた。最近のデータベースでは入手することができない明治期以来の情報を

得ることができるので、昆虫の生慶、分布や発生状況の変遷などを調べるうえで今 日においても

有用であり、また古い文献情報を必要とする分類研究においては特に利用価値は高い。長年に

わたって蓄積 されてきたこれらの情報は、我が国の昆虫研究の土台となつた貴重なものであり、

その有効活用を図るため Web上 に公開する。

成果の内容・特徴

1。 「三橋ノー ト」全 474冊、推定 50,000頁 の うち、 トンボロ (7冊 ,1,223頁 )と チ ョウロ

(118冊 ,18,521頁 )の合計約 20,000頁 のデジタル画像から成るデータベースを作成 し、Web

上に公開した (http://mitsuhashi niacs.attc.gojp)。

2.本データベースには、 トンボ類約 300種、チョウ類約 650種、ガ類約 5,300種 に関する明

治時代から昭和 20年代後半までの文献書誌情報 (著者名,タ イ トル,書名,巻,号,頁 ,

発行年など)が含まれている (図 2)。

3.1945年以前の台湾、朝鮮半島および中国東北部の昆虫とその関連文献の情報も含まれて

いる。

4.各頁に記 されている主要な学名 と和名をその頁のキーワー ドとして登録 してあるので、閲

覧 したい分類群の学名もしくは和名を用いて掲載頁を検索することができる (図 3～ 4)。

成果の活用面・留意点

1.頁画像の和名キーワー ドには、現代仮名遣いを使用 している。

2.記載 されている昆虫の学名や和名は当時のものであ り、現在一般に使用 されているも

の とは必ず しも一致 しない。

3.ト ンボロとチ ョゥロ以外の部分についても、データベースに順次追加する予定である。

*農
業環境イ ンベ ン トリーセ ンター

Natural Resources lnventory Center

イ ンベ ン トリー,第 5号 ,p6-7(2006)
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具体的データ

図3 キーワー ド検索画面

参考文献

安田ら (2003)日 本昆虫学会第63回大会.

問い合わせ先

農業環境インベントリーセンター 安田耕司

電話 :029…838…8354,E¨ mail:時asudて)iaCS afa・ c gOjp

図 1

研究 トピックス :昆虫文献目録 「三橋ノー ト」の画像データベース

「三橋ノー ト」の書棚
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研1究卜|ピ ックス

植物生息細菌の定性・定量的解析 とデータベースの構築

Quantitative and Qualitativc Allalysis of NIicroOrgallism lnhabiting Plants alld their lnventow

封馬誠也
*・

ノJヽ板橋基夫
*0吉

田重信
*0田

村季実子
十。月星隆雄

料
・篠原弘亮

料*

Seiya Tsushilna,Ⅳlotoo]Koitabashi, Shigenobu Yoshida,Killliko Tamura,Takao Tsukiboshi and Hirosuke Shinohara

要約 栽培イネ、コムギなど8種の植物に生息する細菌約 15,000株 の定性・定量的解析を行

い、それ らの情報をデータベース化 した。この解析により、植物固有の細菌相の存在を明らか

にするとともに、世界ではじめて栽培イネ 「コシヒカリ」葉鞘由来の窒素固定菌を発見した。

背景 口ねらい

植物体表面は、紫外線 、乾燥 と降雨、化学物質 な どの多 くの環境ス トレスに晒 された一種

の 「極限環境Jと いわれている。一方、植物の内部は、植物の生産す る毒素や種々の抵抗反応

により、植物体表面 とは異なるス トレスに晒 されている。 このため、そこに生虐、す る微生物は

このよ うなス トレスに対抗するために様々な生物機能をもつ と考えられ るが、植物に生息す る

細菌相についてその構成種類 と機能を解析 した研究は少ない。そこで、現在取 り組んでいる「微

生物インベ ン トリーJ(″ ,′σ歿ガθ″σσ)の一つ として、イネ科植物な どを対象に、分離情報、DNA

情報および機能情報を調べて 「植物生虐、細菌データベース」を構築 し、その結果 を解析 した。

成果の内容・特徴

1.イ ネ、コムギ、ォォムギ、 トマ トお よびチンゲンサイな どの 8種の健全植物の葉、穂な ど

か ら細菌約 15,000株 を分離 し (表 1)、 分離植物名、分離時期、分離培地名、分離者名、16S

リボゾーム RNA遺伝子 (rDNA)塩基配列および各種機能な どを収録 した植物生虐、細菌デー

タベースを構築 した。rDNAの塩基配列に基づき細菌のグルー ピングを行った結果、優 占す

る細菌種は植物種、部位 ごとに比較的安定 してお り、かつそれぞれ特徴的であることが示唆

された (図 1)。

2.栽培イネ 「コシヒカ リ」の葉鞘か ら窒素固定菌 (〃θ″わα,ッ″′′′ν″ Sp)が 分離 された。窒素

固定菌が野生イネか ら分離 された例 はあるが、栽培イネか ら分離 されたのは世界で初 めて

である。窒素固定菌は、その rDNA塩基配列か ら新種の可能性がある。

3。 その他、本デー タベースにはムギ類赤かび病菌が生産す るかび毒デオキシニバ レノール

(DON)分解能・耐性能、 トマ トが生産す るアルカ ロイ ド (α ―トマチン)の分解能・耐性

能、展着斉J(ノ ニル フェノール ポ リエ トキシレー ト)処理 のイネ細菌相に及ぼす影響 、各

種植物の寄生菌に対す る拮抗能な どの情報が収録 されている。

*農
業環境 インベ ン トリーセ ンター (現 :生物生態機能研究領域),**畜産車地研究所 ,***東北農業研究セ ン

ター

Nattlral Resollrces lnventv Center(preSenti Environmental BiofunctiOn D市 ision)

インベ ン トリー,第 5号 ,p8… 9(2006)
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研究 トピックス :植物生′自、細菌の定性・定量的解析とデータベースの構築

成果の活用面・留意点

1.本データベースは、 どの植物にどのような種類や機能を持つ細菌が生′自、しているか、ある

いは作物上で どのよ うに利用す るか、な どの情報を知 りたい時に有効である。

2.こ れ ら微生物情報の一部に関 しては現在研究中であ り、限定 した形で公開中である。得 ら

れた成果 については、現在公開中の 「微生物イ ンベ ン トリー」 (“た″οFθκθ)上で公開す る

予定である。

具体的データ

表 1植 物 生 息 細 菌 デ ー タベ ー ス に収 した
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問い合わせ先

生物生態機能研究領域 封馬誠也

電話 :029-838… 8355,E…m江1:seya@affrc gojp

各種植物における優占細菌の種類 (普通寒天培地 (NA培地)で分離 )

バー :標準誤差

分離頻度 (0/o)

彎
盤管ε簿批耐グ麟

Acidworm
鯰 駆 θ陸 綾撤
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研1究|卜|ピ |ツ クス

130年にわたって採集された微生物さく葉標本の目録の作成と公開
Constrtlction of lnvento7 of]ν licroorganisnl D[ynesS Specimen Donated for 130 Years and the]Exhibition on thc Web

封馬誠也
キ
・ /Jヽ板橋基夫

*・

吉田重信
*・

田村季実子
*・

月星隆雄
料
・篠原弘亮

料*

Seiya Tsushilllla,ゝ/1otoo Koitabashi,Shigenobu Yoshida,Kilniko Tamura,Takao Tsukiboshi and I‐ Iirosuke Shinohara

要約 農業環境技術研究所に保存されている 1876年以降に採集 された微生物 さく葉標本 7,204

点の目録を作成 した。タイブ標本、菌学者 SydOw氏 らの標本、一般 さく葉標本など菌種 365

属 1,477種、寄主植物 621属 1,322種の標本情報が収録 されている。

背景・ねらい

糸状菌 (かび)の分類研究では、標本は不可欠である。特に植物に寄生するかびの新種記

載時には、かびが寄生 した植物葉の乾燥押葉などをさく葉標本 として標本館で保管する必要が

ある。農業環境技術研究所には、旧農商務省農事試験場時代の明治期から数多くの微生物標本

が収められている。 しかし、今までこれら微生物標本の目録はなく、標本の有効活用のための

支障となつていた。そこで、標本館所蔵の全微生物 さく葉標本の目録を作成 し Wcb上で公開

した。

成果の内容・特徴

1。 1876年以降に収集 され農業環境技術研究所に保存されている微生物 さく葉標本 7204点 に

関する、菌種 365属 1,477種 、寄主植物 621属 1,322種 の目録を作成 した。本 目録には、タ

イプ標本類、SydOw氏 ら標本、一般 さく葉標本など (表 1,図 1)について、微生物種名、

異名、病名、寄主植物和名、学名、採集地、採集年月 日および採集者などの基本標本情報

が収録 され、Web(http://― .niaes.affrc.gojp/inventw/microorg/specimcn/index.html)で 公開さ

れている (図 2)。

2.「 タイプ標本類Jに は、正基準標本 (ホ ロタイプ)13点 と、正基準標本 とともに指定 され

た副基準標本 (ア イ ソタイプ)2点 、お よび重複標本 (パ ラタイプ)1点が収録 されている。

3.P.Sydow氏 、N.G.Lagcrlleim氏 ら著名な菌学者 によつて、ス ウェーデ ン、 ドイツ、オース

トリアな どで収集 された野草類のクロボ菌および さび菌の標本 を 「Sydow氏 ら標本」 として

収録 した。

4.「一般 さく葉標本」は、主 として 日本で採集 された微生物乾燥 さく葉標本で、これ らを宿

主植物学名 のアル ファベ ッ ト順 、同一植物では寄生す る微生物の学名 のアル ファベ ッ ト順

に収録 した。植物分類学者である牧野富太郎氏が収集 した微生物標本 7点 も含まれ、特に、

標本数の多いもの として堀正太郎氏 (元農事試験場)の標本 (659点 )な どがある。

5.「 日野氏ブラジル採集標本」は、 日野稔彦氏 (元農業技術研究所)が 1974… 1975年 にブラ

ジルのルイス・デ・ケイ ロス農学校 (ESLAQ)に 滞在 中、その周辺地域で採集 した標本 (196

点)で ある。

6.「キノコ類標本」は、1957-1965年 に国内で採集 されたもので、学名のアル ファベ ッ ト順 に

収録 した。

*農
業環境イ ンベ ン トリーセ ンター (現

ター

Natural Resources lnvent7 Center(preSenti

インベ ン トリー,第 5号 ,p10-11(2006)

:生物生態機能研究領域),**畜産草地研究所,***東北農業研究セン

En宙 ronmental Biofllnction Division)
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llT究 トヒ・しクス:130年 にわたoて採集された微生物さく葉標本の日録の作成と公開

成果の活用面・留意点

1.標本は糸状菌な どの微生物の分類に不可欠であ り、本 目録は糸状菌の分類研究に貢献す る。

2.一般標本については旧地名が記載 されていることもあ り、パケッ ト (標本袋)に記載 され

たままの地名 を収録 ヒ́、現在 の地名 には変換 していない。 このため、一般標本 と Sydow氏

らの採集標本な どの採集地名は、牧野標本館 (首都大学東京)の例に従い 「ラベル地名 (原

記載 を加工せずにそのまま記載 した もの )」 欄 を作成 し掲載 した。

具体的データ

表1収録されている標本の種類

標本の種類 点数

タイプ標本類

Sydow氏ら標本

一般さく葉標本

日野氏ブラジル採集標本

キノコ類標本

図 1微 生物 さく葉標本

上図 :パケッ ト (標本袋 )

下図 :パケッ ト中のさく葉標本
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問い合わせ先

生物生態機能研究領域 小板橋橋基夫・封馬誠也

電話 :029… 838-8355,E―mail:koita@affrC goJp,seya@affrC gojp
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農業環境技術研究所が所蔵するリモー トセンシングデータ

Remote Sensing Data in NIAES Posscssion

今川 俊明
*

Toslli〔ld lmaga、 va

l.は じめに

リモー トセンシングデータは、観測時の瞬間ではあるが、その時の地表面の状態を忠実にとらえ

ている。そのため、地表面の土地被覆、土地利用、植生、土壌、水、大気など、農業分野でも幅広

い分野で活用 されている。農業環境技術研究所では、1983年発足当初から、農業生態系あるいは農

業環境資源の定量的な解析を目指 して、衛星 リモー トセンシング研究が先駆的に実施 されてきた (秋

山ほか,1996、 今川,2005)。 当初、ラン ドサ ットデータが主 として用いられ、日本列島をカバーす

るデータが計画的に購入、整備 された。そ して、所内ばか りでなく、国あるいは都道府県の農業関

係試験研究機関の研究者にも広く利用 された。その後もラン ドサッ トデータだけではなく、より高

解像度のスポッ ト、アスター、イコノス、解像度は劣るが、より高頻度のモディスなどの画像が随

時整備 されている。 ここでは、これまで所内で整備 された衛星データとその利用方法について紹介

する。

2.リ モー トセンシングデータの種類

リモー トセンシング研究に用いるデータは時代 とともに変化 しているが、所が所蔵する主な

データについて簡単に紹介する。

1)ラ ン ドサッ ト (LANDSA丁)データ

リモー トセンシング研究において、最も代表的なデータである。アメリカ航空宇宙局 (NASA)

によつて打ち上げられたラン ドサット衛星によって観沢Jさ れ、データには MSSと TMの解像

度の異なる 2種類のデータがある。1972年 からMSSセ ンサによる観測が開始 され、1984年 か

らは TMセ ンサを加えて、今 日まで観測 (現在は 7号機)が継続 されてお り、農業環境研究の

基本の 1つである経時変化をとらえるための貴重なデータを 1 101cllの 観測幅、16日 周期で提

供 している。MSS(多重分光走査計)データは可視、近赤外各 2波長の反射スペク トルの数値

データとして地上分解能 80mで 取得 されている。これに対 して、TM(セマティックマッパ
)

データは、地上分解能が 30mの可視 3、 近赤外 1、 中間赤外 2(図 1-a)と 120mの 熱赤外 1

のデータとして取得 されている。

2)スポッ ト(SPO丁 )データ

スポットは、フランスの地球観測衛星で、1986年 に 1号機打ち上げられ、現在は 4号機が

*地球環境部長 (現 :研究 コーデ ィネータ)

DirectOr,Department of Global Resources(presenti Research C00rdinator)

インベ ン トリー,第 5号,p12-16(2006)

-12-



インベン トリー :農業環境技術研究所が所蔵するリモー トセンシングデータ

観測を続けている。解像度 20mの 可視 2、 近赤外 1(図 1-b)と 解像度 10mの パンクロマ

ティック 1のデータを観測幅 60km、 26日 周期で提供 している。4号機はそれらのデータのほ

か短波長赤外の 1データも提供 している。

3)アスター (ASTER)データ

アスターは日本が開発 したセンサを 1999年 に打ち上げられたアメリカ NASAの衛星テラに

搭載 して取得 しているデータである。3つの可視 。近赤外バン ドのほか全 14バ ン ドのデータ

を最大解像度 15m(図 1-c)、 観測幅 60kln、 16日 周期で提供されている。

4)レーダサッ ト (RADARSAT)デ ータ

レーダサットはカナダから 1995年以降打ち上げられた衛星に搭載 され、これまでのセンサ

とは異なり雲があっても地上を観測できる全天候型のマイクロ波センサで観測している。セン

サの分解能は最大 10mで、24日 周期でデータを提供 している。

5)イ コノス (IKONOS)デ ータ

アメリカの商業衛星に搭載 されたセンサで、解像度 4mの可視 。近赤外 4、 解像度 lmのパ

ンクロマティック 1データを提供する超高解像度のデータで (図 1-d)、 都市域では車 1台

毎を判別できる。1999年 以降観沢1を しており、11日 周期でデータを提供 している。

c アスター

図 1 農環研周辺の各種衛星画像

a.ラ ン ドサッ トTM b スポット

-13-
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6)モディス (MODIS)データ

モディスは、 :イ メリカ NASAか ら)打 ち上げられ′たアクア、テラの 2つの衛星にセンサが搭

載 されているため、同一の地点を昼と夜 一日 1-ヽ 2回観測を行うことができる。そ して、観測

頻度が高いので、観測周期が短いデータが得 られるが、36バ ン ドの うち解像度は最大 250m

(2バ ン ド)と 若千粗いが、広域観測に適 し′、土地被覆、土地利用変化、植生、地表温度、気

温、湿度などの観測を行 うことができる。

3.所蔵するリモー トセンシングデータ

上記のデータをはじめ、現在、所で所蔵する主なリモー トセンシングデータは日本、中国お

よび東南アジア地域をカバーしてお り、表 1に まとめられる。

表1 所蔵する主なリモートセンシングデータ

称名 数量 利用の可否

日本のLANDSA丁データ

日本のSPOTデータ

日本のASttERデータ
日本RADARSA丁データ
つくば周辺のイコノスデータ

250シーン

18シーン

可

可

可

可

可

ン

ン

ン

一　
一　
一

ンヽ

ンヽ

ンヽ

０

０

０

８

２

２

中国のランドサット丁Mデータ
中国のSPO丁データ
フィリピンのSPO丁データ
タイのランドサットTMデータ
タイのSPO丁データ
タイロベトナム等のASttERデータ
ラオスのLANDSA丁データ
ラオ ス の IKONOS,QUICKBIRDデ ー タ

インドネシアのランドサット丁Mデータ
インドネシアRADARSA丁デー タ

200シーン  共同研究なら可
4シーン  共同研究なら可
4シーン  共同研究なら可
10シーン
2シーン

38シーン
35シーン
4シーン
1シーン
16シーン

可

可

可

可

可

可

つ くば を中 心 とす る東 アジアの MODISデー タ 135セ ット 一部可
バンコクを中心とする東南アジアのMODISデータ 73セット     可

日本国内に関しては、1980年代後半から 90年代初めにかけてラン ドサッ トTMデータで全

国をカバーするデータが整備 された。それ た)を利用して、全国 60地域をとらえたラン ドサッ

ト画像を用いてそれぞれの農業地域の特色が解説 され,た (福原・今川 ,1993)。 全国をカバー

するこれ らのデータのほか、当所の農業 リモー トセンシング研究の対象地域 となつたつくばを

含む関東平野、十勝平野、石狩平野、根釧台地、沖縄本島は季節別、年次別のデータが今 日ま

で多次期にわたつて所蔵 されている。スポッ トデータに関しては、主として 1990年代以降に

観測された九州北部地方中心に、愛知県、つくば周辺、石狩平野などの画像が所蔵 されている。

このほか、より解像度の高いアスターや レーダサットデータはつくば周辺のほか佐賀平野、岡

山平野および石狩平野のデータがある。 さらに、2005年、研究所内の多くの分野で研究対象とし

ている筑波山東部の恋瀬り|1流域、牛久沼流域を含むつくば市～牛久市の広い範囲をカバーする超高

解像度のイコノスデータを整備 した (図 2)。 このほか、生物多様性研究領域で関東平野を対象に

植生モニタリング調査を行っている地点でのイコノスデータの整備も進んでいる。

外国のデータに関しては、中国のデータが最も多い。これは中国東部を対象に実施 された砂

漠化研究、東北部での温暖化に伴 う食料生産変動予測研究で整備 されたもので、内モンゴル 自
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治区ホルチン沙地、フフホ ト周辺および黒竜江省の 1980年代から今 日までのラン ドサットTM

データが多時期にわたつて所蔵されている。このほか、北京周辺、浙江省、雲南省などの一部

地域の画像も整備 されている。 さらに、フィリピンはピナツボ火山、タイはチャオプラヤ川下

流域、ベ トナムはメコン川下流域、ラオスは北部山岳地域、イン ドネシアはスマ トラ島のデー

タが所蔵されている。

また、広域をカバーするデータとしてモディスデータがある。バンコクを中心とする画像は

2001年 7月 ～ 2004年 8月 に受信 された信号を 8日 ごとに合成 し、北緯 30度、東経 75度 と北

緯 0度、東経 125度 を対角とする範囲 (イ ン ド西半分、中国南部、イン ドシナ半島、フィリピ

ンを含む)で整えた 135枚 の画像セットを所蔵 している。また、つくばを中心とする画像は 2003

年 2月 ～ 2004年 8月 につくば市の農林水産研究計算センターで受信 された信号を同様に合成

し、北緯 50度東経 115度 ～北緯 25度東経 165度 を対角とする範囲 (中 国東部、朝鮮半島、日

本を含む)で整えた 73枚 の画像セットを所蔵 している。

図2 所蔵するつくば周辺のイコノスデータ (右 :つ くば～牛久、左 :恋瀬川流域 )

4 リモー トセンシングデータの利用について

所蔵するリモー トセンシングデータは、基本的には所内で使用できるようリモー トセンシン

グ解析室のデータサーバに各種データを集積 しするよう作業を進めている。その結果、つくば

周辺のイコノス、国内のスポット、アスターについては、http:/111x57 niacs affrc gojp/satcllitcに 、

モディスデータについては、hip:/んlx57 niaes attc gojpに アクセスすれば利用可能である。な

お、画像の検索方法などについても Web上 で閲覧できるようになつているが、詳 しくは生態

系計測研究領域の関係メンバーにお問い合わせいただきたい。また、ラン ドサットデータにつ

いては、リモー トセンシング解析室で検索し、利用できるようになっている。

しかし、イコノスデータのように、農環研職員はフリーで使えるライセンスを所得 している
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が、著作権は 日本スペースイメージング社 (JSI)に あるため、画像 を転載す る際には CJSIの

表示が必要 となることや外部への提供はできないことはご注意いただきたい。また、研究 目的

配布で購入 した一部データは、利用者、 目的、期間が限 られているため、必ず しも自由に利用

できず、共同研究であれば利用できるとい うデータもあることもご承知おきいただきたい。

なお、デー タの利用 にあたつて リモー トセ ンシング解析室では、画像編集 、解析 のための

Erdas lmagine、 ER…mapperな どの ソフ トウエア と関連す る地理情報システム解析 ソフ ト(ArcGIS)

な ども利用可能 となつている。また、基盤 となる地図情報 として国内の各種数値地図も利用す

ることができるので、おたずねいただきたい。

5.おわ りに

利用できる リモーセ ンシングデータは、センサーの多様化 とともに年々増大 している。セン

サーの種類、解像度お よび観測波長の違いによつて、単純に比較す ることはできないが、最初

の観測が始まつて以来、30年以上が経過 している。 1つ のデータは観測時の地表面の状態を客

観的に とらえているにすぎないが、時間の経過 とともに繰 り返 し観測 されたデータは農業生態

系を含む地表面の変化をダイナ ミックに語 つているといえる。利用 目的は違っているとしても、

農業環境研究を進 めるには貴重な資料 となることは間違いない といえる。今回は、主 として リ

モーセンシングデータを取 り扱 っている生態計測領域が所蔵するデー タを中心に紹介 したが、

所内にはこれまで蓄積 されたデータが存在す ることは確かである。実際、これを執筆 している

筆者が取 り扱 ったアメ リカ、ブラジル、アフ リカなどのデータもリス トにはないことに気づい

ている。それ らのデータを含め、今後データサーバの充実を図っていきたい と考えているので、

みなさま方の積極的な活用を期待 したい。 さらに、所外の方においても所内の関係者 と共同研

究を行 うことによつて利用は可能 となるので、あわせて積極的な活用に関する提案 をいただ く

ことを期待 している。

引用文献

秋山侃・福原道 ―齋藤元也・深山 ^弥編著 (1996)農業リモートセンシングー環境と資源の定量的解析一,pp166,

養賢堂.

福原道一 。今川俊明編著 (1993)宇 宙から見た日本の農業,pp130,養 賢堂.

今川俊明 (2005)空間情報に基づく農業環境資源のモニタリングと評価,農業環境技術研究所編『農業環境研究 20

年の歩み』,p52…64,農業環境技術研究所。
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電話 :029… 838… 8200,E―m五1:imagtta@niaCS affrc.gojp
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新しい農業環境技術研究所総合気象観測システム
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l はじめに

地域を代表する気象情報の提供を目的とした気象観測において、実際に観測を行つている場

所の周辺環境が適切な状態で維持 されているかとい うことは,常に注意すべき重要な事項であ

る。 とい うのは,観測地の周辺環境の変化が測定に影響を与え、得られたデータの特徴からは

実際の気象の特徴か周辺環境の変化の影響かが判断できなくなつてしまうからである。

農業環境技術研究所では、庁舎の正面 (本館南側露場)において総合気象観測が、1980年 8

月以降実施 され、2005年まで 25年間のデータが蓄積 されている。この期間の観測結果は数値

データとして大気環境研究領域で保管するとともに、農林研究団地の気象の代表値 として各方

面へ提供 している (奥 山,1990,林 ら,1998)。 しかし、近年観測地周辺の樹木の繁茂が進み、

観測開始時とは観没1環境が大きく変化 している (写真 1)。 今後も周辺環境の維持が困難であ

ると考え、新 しい総合気象観測システムを、研究所敷地内で長期間の環境維持が可能と思われ

る場所へ設置することとした。この新 しい観

測設備は、農業環境技術研究所微細気象観測

露場の既設の鉄塔に設置 し、2005年 4月 よ

り試験観測が実施 され、2005年 9月 以降に

正式運用が開始された。新システム運用以降、

今まで制限されていた農林水産ネットワーク

の外部からのデータの閲覧が可能 となつたの

で、積極的に利用 されたい。本稿では、新シ

ステムの概要と観浪1値の使用方法、使用に際

して留意すべき点について解説する。

2 内容と機能

1)設置場所

新 システ ムの設置場所 の詳細情報 は、表

1の とお りで あ り、従来 のシステ ムの設置

場所 (本館南側露場 )の 南東約 340mの位

置にある (写真 2)。 各測定セ ンサは、露場

に既設の鉄塔 に設置 した。

写真 1 周囲を樹木に覆われた従来の総合気象

観測システム (本館南側露場)

表 1 設置場所詳細

*地球環境部気象研究グループ (現 :大気環境研究領域),**フ ラックスチーム (現 :大気環境研究領域 )

Dcpartment of Global Rcsources,Agro― Mcteorolo"Crroup(presenti Aglo‐ Meteorolo3/D市 ision)

インベ ン トリー,第 5号 ,p17-19(2006)

匡所

茨城県つ くば市観音音3-1‐ 3

農業環境技術研究所
微細気象観洞l露場

li膚・経度 北緯 36° 日1',東経 14日・ 07′

暉高 251n
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2)観測項目

従来のシステムで沢1定を行つていた基本的な

徽 噸 目m[なミ新システムには幾つかの新し

い観沢1項 目が追加されている。そのため、地域

を代表する気象情報としてのみではなく、地

表面の基本的な熱収支の解析への入力値 とし

ての使用も可能である。新旧観浪」システムに

おける観測項目の対比な 以下の表 2に示す。

表 2 新旧観測項目

項 目 高 (深)度 新 システム 旧システム

風向風速 一日 ○ ○ (12m)

風運 8m(高 ) ○

風 運 2m(高 ) 〇

気温 25R(高 ) ○

気温 8n(高 ) ○

気温 2m(高 ) ○ ○

相対湿度 25m(高 ) 0
相対湿度 8n(高 ) ○

相対湿度 2n(高 ) ○ ○

日射量 ○ ○

長波放射量 ○

日照時間 ○ ○

気圧 ○ ○

降水量 ○ ○

感雨 ○

蒸発量 ○ ○

地中熱流量 ○

地温 5cn(深 ) ○

地温 1 0cln (深 ) ○ ○

地温 20cn(深 ) ○

地温 ヨ田cn(深 ) ○ ○

地温 (深 ) ○

地温 5□ cn(深 ) ○

地温 BDcn(深 ) ○

地温 (深 ) ○

土塩水分量 10cn(深 ) ○

土塩水分量 20cn(深 ) ○

土壌水分量 コcn(深 ) ○

土壌水分量 4□ cn(深 ) 0
土壌水分量 6Dcm(深 ) O
土壌水分量 l Dllcn (深 ) ○

写真 2 システム設置場所の移動

写真 3 新しい総合気象観測システム全景

(微細気象観測露場)

3)Webに よるデータの配信

観測データには統計処理を施し、時別値、日別値、旬別値、月別値および年別値として集計し、

表形式にまとめられたデータファイルが Webサイ ト上で一般に公開されている。このサイ トは

農林水産ネットワークの外部からもアクセスが可能である。lIRLは、`11中ЙttcSalvsac tt gojプ
つ

である。図 1は、この Wcbサイ トのデータ検索画面である。公開する観測データは、統計期間ご

とに別ファイルに作成されている。また、基本的な要素のみの「基本要素データ」と、全ての観

-18-
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測値を含んだ 「全要素データ」の 2種類のフ

ァイルを作成している。形式は cw(カ ンマ

区切り)と しているため、Excelな どの表計

算ソフトで容易に開くことができる。各ファ

イルは統計処理終了後に更新されるため、いつ

でも最新のデータを入手できる。

なお、観測値の統計処理は、気象庁による

「気象観測統計指針 0005)」 に従った。

4)注意事項

新 1日観測サイ トの周囲の環境が異なるため、

サイ トの移動前後のデータの比較を行 う際に

は、注意が必要である。サイ トの違いが観沢1

データにどの程度影響を与えているかを調ベ

るために、2005年 5月 以降両サイ トで同時

並行観測を行つている。図 2は、両サイ トに

おける日最低気温の月平均値の比較を行つた

ものである。H月 から 3月 にかけて、両サ

イ トで最低気温の差が大きくなつているのが

わかる。これは、新観測サイ トは周囲ヤ鋤

力沙なく、樹木に覆われた旧観測サイ トと比

較して放射冷去「が強くなつているためである。

麹ま1月 が最も大きく、約 16℃ である。但

し、日によつては 3℃以上の差が観測された日

も見られた。

両サイ トの観測データの詳細な比較は現在

進行中であり、結果燿 日Webサイ ト上で報告

する予定である。データの経年変化を見るよう

気象観測データ公開Webサ イ トのデ

ータ検索画面

5 ti 7日 9101112123456
20C5年           2∞ 6年

図 2 新 旧観測システムによる日最低

気温の月平均値の比較 (2005年 5

月～ 2006年 6月 )

図 1
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インベントリーシステムのプロトタイプ

Protoサ pe lnfOrlllation Syttem for Natllral Resources lnvento7

上田義治
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中谷至伸
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ノJヽ板橋基夫
料

Yoshihal‐ u Ucda,Toshiaki Ohkura,Yukinobu NJに atani and NIotoo]く oitabashi

l.は じめに

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

理 して、データベース化を進めるとともに、それ らの情報の検索・利用や新たな情報の蓄積を容易

に行 うことのできるシステムを開発することにより、分野を越えた情報の流通、高度利用、多面的

利用を図ることを目的としている (浜崎,2002)。 このため、個別のデータや標本のデータベース化

が行われ、これ らは順次 Webで公開されてきている (上沢,2004)。 また、分野を異にする情報を

統一 して扱 うインベン トリーシステムとしては 2003年度以降原型システムの開発に取 り組んできた

ところであり、ここではその開発の概要 と今後の課題について紹介する。

2.システムの開発構想

1)システムの目的

研究領域 を異にす る標本や DBの結合・図示システムを開発す る。具体的には、地理情報シ

ステム (GIS)を 土台 として、土壌や昆虫・微生物に関す る標本や DBを 結合 して図示す るた

め、汎用性 と拡張性のある仲介 ソフ トを開発 し、農業環境資源情報の図示・利用ツール として

機能 させ る。

2)地理1青報国際標準の採用

地理情報 を電子化す るための国際標 準 として策定 され 、JIS規 格 として国内標 準で もあ

る G…XlvELを 用いて、 システ ムを開発す る。 G―XPIILを 採用す ることによ り、地理情報 の コ

ンテ ンツを他 の GISシ ステ ム との間で相互 に流通す るこ とが よ り行 いやす くな るメ リッ ト

が得 られ る。

3)WebGISの 採用

将来 の利用形態 として、所 外の多数の利用者 が特別 な ソフ トウェアを用意す るこ とな く

イ ンターネ ッ トを介 して利用 で きるシステ ム とす るため、WebGIS(イ ンターネ ッ トの Web

を介 してサーバ の GIS機 能 を利 用す る技術 )を 用いたシステム とす る。

3.開発の経過

1)第 1次原型システム

上記 2の 開発構想 に基づ き、2003年度 に表

ステ ムを開発 した。 G―XPIL形 式 による 25,000

1の よ うなシステ ム構成 の第 1次原型 シ

分 の 1の 地形図の数値地図デー タを格納

*農
業環境 イ ンベ ン トリーセ ンター,**農 業環境イ ンベ ン トリーセ ンター (現 :生物生態機 能研 究領 域 )

Natural Resources lnventw Center

インベン トリー,第 5号,p20-23(2006)
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システム したプロ トタイプシステムであり、

ル地図上に登録 0検索・閲覧・編集・削除で

土壌・ 昆 虫・微 生物標 本 の情報 をデ ジ タ

きる機能 を有 してい る。

2)第 2次原型システム

(1)WebGISエ ンジンの変更

第 1次原型システムでは、開発経費を

抑 えるためもあ り、財団法人データベ

ース振興センターが開発・無償提供 し

ている G―Ю v化 に対応 したオープンソ

ー ス WebGISエ ンジ ンで あ る 「
e…G

Frontend」 を利用 して開発 した。 しか

し、そのために、利用者のパ ソコンの

性能が低い と地図表示に時間がかかる

ことや背景地図の描画の際に道路幅が

異常に太 く表示 され るな どの欠陥があ

ることが判明 した。一般の利用に供す

るには、この点の改良が必要であ り、

WebGISエ ンジンを他のエ ンジンに移

行す る必要があるため、G…n/Lに 対

応 した既存の WebGISエ ンジンについ

て市販 ソフ トを含 めて検討 した。その

結果、G―Ю/Lへの対応度、扱 えるデ

ータベースの種類、アプ リケーシ ョン

ソフ トウェアの開発環境、 ソフ トウェ

アのライセンス価格な どを総合的に判

断 してインフォマテ ィックス社の SIS

ASCを 採用 して、第 1次 システ ム と

同等の機能を持つ第 2次原型システム

を 2004年度に開発 した (表 2)。

表 1 第 1次原型システムの構成

ハ
ー
ド
ウ

エ
ア

ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア

Dell

CPU

メモ

PowerEdge 2600

1ntel Xeon 3.06GHz ×2

lJ 2GB

ハ
ー
ド
ウ

ェ
ア

ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア

OS :  Microsoft Windows Server 2003

WebGISエ ンジン : e―G Frontend

Java Development Kit i java 2 SDK

Java Servlet実 行環境 :丁omcat 3.2.3

DBMS :  MSDE

システムプログラム

表 2 第2次原型システムの構成

Dell PowerEdge 2600

CPU lntel Xeon 3.06GHz ×2

メモ リ 2GB

OS:  Microsoft Windows Server 2003

WebGISエ ンジン : インフォマティクス社

製 SIS ASC

Weblナ ーーバ : Microsoft llS

DBMS:  MSDE

システムプログラム

(2)システムの改良

2005年度 に第 2次 システムに、以下の機能を追加拡充 した。

①背景地図を関東 6都県から全国 47都道府県に拡充した。これにより全国の情報を扱える

ようになつた。

② l地点に複数の標本情報が登録されている場合にそのうちの 1個 の標本情報しか参照でき

ない問題点を改良した。

③土壌・昆虫・微生物の標本以外の任意の農業環境資源情報の所在情報を関連 ■「RLと とも

に登録できる機能を追加した。

④土壌・昆虫・微生物標本、その他の農業環境資源情報の所在情報へのデータ登録を CSV
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ファイルから一括 して登録する機能を追加 した。その際、地名だけが分かつてお り、緯度経

度のデータがないものについて地名から緯度経度を自動的に付加することができる。これに

よつて、エクセルなどのファイルでデータが整理されているものについては、効率的にデー

タを登録することができる (図 2)。

:1図 量が土壌、☆が昆虫、■が微生物の標本を表 している。

土壌のアイコン議をクリックすると、右図のウィン ドウがポ

ップアップ表示 されて、土壌モノリス標本の情報を閲覧・編

集することができる。

右図は、検索画面、

道府県、最終年月 日

索できる。検索結果

に ‐
覧表示される。

標本の種類、都

、種名などで検

は、下図のよう

図 1 第 2次原型システムの画面例

,ァイルlE7 繁 0 表=0 お氣
`ヽ

り61 シールΦ ヘル
'0
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図 2 CSVフ ァイルの例

4 今後の課題

1)データの整備と公開

3.2)(2)の ④に記 したように個別の DBが整備 されていれば、データを一括 して登

録することができるようになつたので、この機能を使って現在既存のデータファイルからの

データ整備を進めているところであり、2006年度中に公開予定である。

2)システムの改良

現在のシステムは 3種類の標本情報 とその他の農業環境資源情報の所在情報を一つの地図

に重ね合わせて表示す るとい うGISの機能 としては初歩的で単純な機能 しかない。今後、GIS

の高度な分析機能を生か した情報の利用や外部データベース との連携な ど高度な機能を付加

す ることにより、農業環境指標や リスク評価などに活用できるシステム としてい くことが課

題である。

引用文献

浜崎忠雄 (2002)年刊誌 「インベントリーJの発刊に当たつて,イ ンベントリー,1,1-2

上沢正志 (2004)イ ンベン トリーセンター 3年間の成果と今後の発展方向-3号 の発刊に当たつて一,イ ンベン

リー,3,1-2

問い合わせ先

農業環境インベン トリーセンター 上田 義治

電話 :029…838-8435 E―mJl:Y Ueda@affrc gojp
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重金属汚染リスクのゾーニングマップ作成マニュアル

A/1allual for Lisk Zoning Maps of Hca、γ NIctal Contamination

中井 信
*・

戸上和樹
*

Makoto Nakai alld Kazuki Togalni

l.は じめに

作物 中の重金属含量は食品の安全・安心の面か ら関心の高いことである。作物 中の重金属含

量を土壌の特性か ら予測できるな らば、土壌管理や栽培管理上非常に有用な知見をあたえるこ

とになる。そのため、土壌の特性 と作物 中の重金属含量の関係 については、 さまざまな研究が

なされている。そのよ うな成果をもとに、GISに より作物の重金属含量予測マ ップを作成す る

ことは可能である。GISは かな リー般化 した とはいえ、その手続 きはかな り煩雑である。そこ

で、図化のためのマニュアル を作成 した。

基盤 となる土壌特性 と作物中の重金属の関係 は、菅原 ら (2005)の カ ドミウム汚染 リスクの

ゾーニング手法である。 リスク予測式をもとに、農耕地土壌図を使つて農耕地のゾーニングマ

ップを作成す る。

2.必要とするデータ

農耕地土壌図 :日 本土壌協会より販売されている農耕地土壌図を用いる。農耕地土壌図には、

ポリゴンとメッシュ形式があるが、本マニュアルではポリゴン形式の土壌図を利用 した。

地形図 :ゾーニングマップの背景 として、国土地理院から発行 されている数値地図 50000を

利用する。

土壌特性値 :こ こでは土壌統を基準に主題図を作成するので、土壌統別の特性値が必要であ

る。カ ドミウム汚染 リスクのゾーニングに必要な土壌特性値は、0.lM塩酸抽出カ ドミウム、

リン酸吸収係数 とpH(H20)で ある。

ゾーニング式 :菅原 ら (2005)は 、ダイズ子実のカ ドミウム含量と土壌特性の関係を調べ、

土壌群別の重回帰式を求め、土壌群別にカ ドミウム汚染 リスクを低、中、高の 3つの水準に分

級することを提案 している。この提案に従い、表 1に示 した重回帰式 と水準から土壌別のリス

表1 土壌群別カ ドミウム汚染リスクゾーニング

土壌群    予測式 汚染リスク水準 (y)
一^H:   …―ヽ             低    中    高
褐色森林土、  y=0.49*土壌Cd-0.026*pH+0.17≦

0.157 0.157～ 0.289 0.289<
黄色土、赤色土

≦0.157  0.157-0.289  0。 289<

乙象レ土   き.00:i繁すす考認FO.0:b033*pH 
―
      ≦0.139  0.139´‐VO.249 0.249<

灰色低地上
    F:3首 *り し

'1'|ナ

亀 :~ 0・

21*pH―
    ≦0.163  0.163´ ～0.259 0。 259<

グライ土 Log y=1.3*土 壌Cd-0.30*pH―

――――― - 0・ 016*リ ン吸+0.66

―-24-

≦0.132  0.132-0.193  0.193<

*農
業環境 イ ンベ ン トリーセ ンター

Natural Resources lnventw Center
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クを分級する。提案では分級の具体的な数値は示されていないが、プロジェク ト推進会議など

で出された値を参考に、暫定的な値を表に示 した。

3.土壌のランク付け

土壌特性値 とゾーニング式から、表 2に示すようなフィール ド構造をもつデータベーステー

ブルを作成する。分級は,表 1に示 した土壌群ごとに異なる重回帰式 と水準から得ることがで

きる。この表は、土壌統別の リスク水準を示 している。 目的の地域 とか図幅別にこの表を作成

することで、目的の場所ごとのリスク水準を表現できる。

表2 ゾーニングのためのデータベーステーブル

土壌統 :農耕地土壌の分類第 2次案改訂版1)に よる

土壌群 :同 上

土壌カ ドミウム :o.lM HCl抽 出法,mg/kg

pH(H20)

リン酸吸収係数

汚染 リスク水準 :表 1の予測式による

4.作図

以上のデータをもとに、GISに よリゾーニングマップを作成する。地形図の緯度経度を合

わせ、農耕地土壌図を重ねて表示する。農耕地土壌図の属性データの土壌統と土壌汚染 リクク

水準をリンクして、その水準で色分けする。その具体的な作業は、GISソ フ トの種類によつて

異なる。そこで、比較的広 く使われている市販のソフ トである ArcVicwと MaplnfOに ついて、

詳細なマニュアルを作成 した。そのマニュアルは Wcbサイ ト (http://soilgcjOb.affrc.gojp/)で

閲覧可能である。

このマニュアルでは、土壌統別の汚染 リスク水準のデータベーステーブルができていること

を前提に作成 されている。また、地形図、土壌図は、土壌保全事業で作成 された土壌図更新の

ためのデータを活用することが前提になつているが、市販のデータでも同様な手順である。

引用文献

土壌第 3科 (1983)農耕地土壌の分類,第 2次案改訂版,農業技術研究所化学部 .

菅原和夫・牧野知之・櫻井泰弘 (2005)農 作物のカ ドミウム汚染に関する全国実態調査地点 ,

土壌の物理・化学分析 と作物吸収量 との関係解析,先端技術を活用 した農林水産研究高度

化事業 「農用地土壌のカ ドミウムによる農作物汚染 リスク予測技術の開発に関する研究 ,

研究成果集,農林水産技術会議事務局・農環研,p23-27.

問い合わせ先

農業環境インベントリーセンター 中井 信

電話 :029… 838… 8353,E…m」1:nak4江 mkt@affl‐C.gojp
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日本産ヒョウタンカスミカメ族のWeb図説検索表

All 11lustrated Key to Japallese Species of the Tribe Pilopho五 ni(HeterOptera,Ⅳ Lridae)on tlle wcb

中谷至伸
ネ

Yukinobu Nak江血

1 はじめに

ヒョウタンカスミカメ族Pilophortt Douglas&Sco性 は

カスミカメムシ科チビカスミカメ亜科に含まれ、全世界

でおおよそ 150種ほどが知られる比較的小規模なグルー

プである。このうち、わが国では 17種が確認されており、

アリによく似た種が多い (図 1)。 ヒョウタンカスミカメ

類には特定の植物との関連がよく見られるものの、多く

は肉食性で他の小昆虫を捕食 していることが知られてい

る。本族、特にヒョウタンカスミカメ属 Pヵ

"θ

朋 では

種数はさほど多くないものの、たがいに類似した種が多

く、一般に同定が難しいとされるカスミカメムシ科の中

でも特に同定の困難なグループの一つである。

図 1 クロヒョウタンカ々 ツプ城虫

2.ヒ ョウタンカスミカメ族の分類と同定

ヒョウタンカス ミカメ族に含 まれる種は大きい

ものでも体長 5mm、 小 さいものは 2mm lま どと、

小形の種が多い。背面には銀 白色鱗毛をそなえ、

特にヒョウタンカス ミカメ属では鱗毛が 2列 の横

帯を形成 し (図 2)、 この横帯が体側のくびれを強

調することで、ア リにようにみえる。

わが国では本族はヒョウタンカス ミカメ属およ

び D″夕′力
“
α″

"s、
 二″sθノθθενs、  P力ι″θ′リノsそ して

S′力θ4α″ガθαの 5属 17種で構成 される。 この うちヒ

ョウタンカス ミカメ属が 11種 を含むもつとも大き

な属である。 これ らの種については、図鑑 な ども出版 されてはいるものの、一部を除き

体色、体形な どが類似 してお り、正確な同定を行 うためには しば しば生殖器の解剖が必

要になることか ら、分類の専門家以外では同定は困難である。種の同定に用いる形質 を

わか りやす く図示 したものがあれば、分類の専門家でな くてもある程度同定ができるの

ではないか、 と考え図説検索表を作成 した。

*農業環境イ ンベ ン トリーセ ンター

Natural Resourccs lnventory Center

イ ンベ ン トリー,第 5号 ,p26‐27(2006)

図2 ヒョウタンカスミカメ半翅鞘上の銀白

中 l
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3 ヒョウタンカス ミカメ族の図説検索表

ヒョウタンカスミカメ

族の図説検索表は農業環

境技術研究所の研究・技

術情報のページ (http://

― w niaes affl・c gojpたcchd

oc/index html)か らア ク

セスできる。画面の左に

全形図を表示 し、右側で

拡大 している部位がどこ

かわかるように矢印で示

した。利用者は該当部位

を観察 し、どちらに該当

するか判断、リンクをた

どることで該当する種に

行き当たるようになつて

いる。なお、当ページに

は英語版も用意 してあり

ます。今後は個々の種に

ついて解説および画像を

充実させてゆく予定であ

る。

f・≧
t

横帯を形成する場合,,踵眼の長さよ

り広い

半翅鞘の鍛毛は,1状 に並び 27妙 横

帯を形成する

触角第節 は鎖薔に膨 らむ

:
Cco■ ls t滋 輝動函露襖臓館

=滅
Stttnt

ヒゲフトヒサ」カスミカメ
2躍 酔 慇 感 Y鶴 麟 響

餃角第2麟は簡状か.♂ で僅かに膨 ら

む捜度

:
3ヘ

露ま標本鍵   F― タベース   トt‐ ツクス

鐙

図3 ヒョウタンカスミカメ族随b図説検索表画面

問い合わせ先

農業環境インベン ト

員妻言舌 : 029‐838… 8348,

リーセンター 中谷 至伸

E‐m」1:nakatally@affrc goJp

ヒ爾,タンカスミカメ藤くい壌職
Gcl■tIS Pre・― 菫R饉
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農業環境技術研究所が所蔵する微生物さく葉標本目録
The lndex of NIicroorganisln]Dryncss Specilnen Kept in Specilllcn Pavilion of NIAES

小板 橋 基 夫
ホ
・封馬 誠也

ホ
・ 吉 田重信

*・

田村 季 実子
*

4ヽotoo Koitabashi,Sciya Tsushiina,Shigcnobu Yoshida and Killliko Talllura

は じめに

農業環境中には無限 とも言 える微生物が存在 してお り、それ らの中の極わずかの種が同

定 されているに過ぎない。微生物の分類研究を進めるために標本は必要不可欠であるが、

特に植物に寄生する糸状菌の新種記載時には、他の近縁種 との比較のために基準 となる標

本が必要 となる。そのため、糸状菌が植物葉に感染 した状態で乾燥 させた押葉な どを、 さ

く葉標本 として正規の標本館で保管する必要がある。農業環境技術研究所の農業環境イン

ベ ン トリーセンターが管理 している微生物標本館は、農林水産省傘下の基準標本および一

般標本を引受け、保管 し、貸出を行つている唯一の機関となつている。

本標本 目録に収録 した標本は、1880年代の旧農商務省農事試験場時代か ら、数多 くの

研究者により作製、寄託、寄贈 されてきた歴史的価値のあるもので、菌種は 365属 1っ477

種 (亜種等を含む )、 寄主植物は 621属 1,322種 (亜種等を含む)に のぼる。 この中には

植物病害 としては未報告の 292点 の標本 を含んでお り、今後の詳細な研究が求められ る試

料 となつている。これ らの貴重な標本の情報を、今後の研究発展に資する目的のため、Web

上で広 く一般に公開 した。

サイ トア ドレス :http:′′ww niaes.affrc gojp/inventw/microorg/specimen/indcx htllll

l.標本の概要

本 国録は、農業環境技術研究所の微生物標本館が所蔵する微生物感染 さく葉を中心 とする

タイプ標本類 (46点 )、 Sydow氏 ら採集標本 (254点 )、 一般標本 (6っ611点 )、 日野氏ブラジル

採集標本 (196点 )、 およびキノコ類標本 (97点)の計 7,204点 の微生物種名、異名、病名、

寄主植物和名・学名、採集地、採集年月 日、採集者の基本標本情報を五つに分類 して収録 して

いる (図 1)。

1)タ イプ標本

タイプ標本類は、所蔵する微生物新種の記載時の正基準標本 (ホ ロタイプ,holoサ pc)13点、

副基準標本 (ア イソタイプ、isoサpc)2点 および重複標本 (パ ラタイプ,pttaサpC)1点を含ん

でいる。当標本館では寄託 されたタイプ標本に NIAES番号を付 して保管 してお り、これ らを

番号順に収録 している。上記の基本情報に加え、保存形態、寄託者による旧番号、農林水産省

微生物ジーンバンクに菌株が委託 されている場合には MAFF番号を合わせて記載 した。

*農業環境インベ ン トリーセ ンター (現 :生物生態機能研究領域 )

Natural Resources lnventw Center(preSenti Environmental Biofllnction Division)

インベ ン トリー,第 5号 ,p28‐31(2006)
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2)SydOw氏 ら採集標本

Sydow氏 ら採集標本は、 ドイツの菌学者でさび菌およびクロボ菌分類体系の基礎を築いた

Paul Sydow、 Lagerheim,NGお よび Bubak,Fら の著名な菌学者の収集標本で、スウェーデン、

ドイツ、オース トリアを中心とした野草類のさび菌およびクロボ菌のコレクションであり、農

事試験場時代に当所に寄贈されたものと考えられる。これ らを宿主植物学名のアルファベット

順に収録 した。

3)一般さく葉標本

一般 さく葉標本は、主に日本で採集 された微生物感染 さく葉乾燥標本で、これ らを宿主植

物学名のアルファベット順、同一植物では寄生する微生物の学名のアルファベット順に収録 し

た。ここには著名な植物分類学者である牧野富太郎氏が収集 した微生物標本 7点 も含まれてい

る。 日本国外では中国、韓国、タイ、アメリカ合衆国等で採集 した標本も含まれている。それ

らの膨大な標本の中で、特に歴史的に高名な研究者の収集 した標本についてはその業績を含め

て後述するが、2006年 日本菌学会により刊行 された 「日本菌学史」
りで紹介 された 132名 中 27

名もの研究者の作成 した標本が保存されているため、本年度は牧野富太郎氏および南部信方氏

についてのみ紹介する。

4)日 野氏ブラジル採集標本

日野氏ブラジル採集標本は日野稔彦氏 (元農業技術研究所病理昆虫部)が 1974‐75年にブラ

ジルのルイス・デ・ケイロス農学校(ESLAQ)に滞在中、周辺地域で収集 した標本である。これ

らを宿主植物学名のアルファベット順に収録 した。ブラジル周辺で採集 した 196点 のまとまつ

た標本であるため、特殊性が高いと判断して一般標本 とは別に記載 した。

5)キ ノコ類標本

キノコ類標本は、1957¨65年 に日本国内で採集 されたもので、キノコ類学名のアルファベ ッ

ト順に収録 した。収録内容は、微生物 (キ ノコ)名 、異名、和名、採集地、採集年月 日、採集

者となつている。

図 1公開中の微生物さく葉標本目録
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2.各項目の説明

本 目録は農業環境技術研究所の微生物標本館が所蔵する微生物感染 さく葉標本等について、

標本番号、微生物種名、異名、病名、寄主植物和名 0学名、採集地、採集年月 日、採集者の基

本標本情報を収録 している。

1)標本番号

一般標本の標本番号は、101(棚 番号)…
1(袋番号)…

100(袋 内標本番号)を 示す。また、大判標本

については A(棚番号)-1(袋内標本番号)を 示す。標本番号に*が 付されている場合は、当該標本

の画像が Web上 で微生物インベン トリーとして公開されていることを示している。

サイ トア ドレス :http://― .niacs.attc.gojp/invcntw/microorg/indcx.html

2)微生物種名、異名

各菌種の学名 は現行のものに書き換 えた。

ては、種小名の頭文字 を大文字で表記 した。

る場合には、これを異名 として収録 した。

ただ し、現行学名 として認 められない学名 につい

標本パケ ッ トに記載 された学名が現行学名 と異な

3)病名

当該微生物が植物病原菌である場合の病名を示 してある。病名が原著あるいは 日本植物病名

目録
助で、植物病原菌 として記載 されている場合 には、病名 を 「～病」 とし、未報告の場合は

「(未報告、症状名 )」 と記載 した。また、当該微生物が既報の病害 あるいは症状 を起 こす と

考えられ る場合は、「～病?Jあ るいは 「
(症状名)?Jと 記述 した。

4)寄主植物和名 口学名

微生物が感染 した植物の和名 0学名 を示 した。和名・学名 は現行のものに変更 した。

5)採集地、採集年月日、採集者

採集地はタイプ標本類お よびキノコ類標本については、採集府県名お よび市町村名等を掲載

した。一般標本については旧地名が記載 されている場合が多いが、原記載 を尊重 してパケ ッ ト

に記載 されたままの地名 を収録 し、現在の地名 には変換 していない。Sydow氏 ら採集標本およ

び 日野氏ブラジル採集標本についても、外国語 による記載のため、原記載通 りとした。ただ し、

採集年が元号の場合は、西暦 に変更 した。採集者名が旧漢字の場合は、新漢字に変更 した。

3.著名な寄託者の紹介

1)牧野富太郎 (1862～ 1957)

土佐 国佐川村 (現高知県佐川町)に生まれ る。「日本植物学の父」 と呼ばれ、近代 日本植

物分類学の基礎 を築いた。収集 した標本は 40万点、命名 した植物は 2っ500種以上 とされ、

その業績 を永 く記念す るために東京都立大学 (現首都大学東京)に牧野標本館 が設置 され

ている。明治 20年、牧野の命名 した 「ヤマ トグサ」は 日本人が初 めて植物の学名 を記載 し

た際に記念 に付 けられた名前 として知 られている。

農業環境技術研究所微生物標本館 には牧野が 1922年に京都府 乙訓郡神足村 (現京都府長
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岡京市)で採集 した希産種のマダケ赤だんご病菌や同年に神奈川県三浦郡秋谷 (現神奈川

県横須賀市)で採集 されたアシタバのさび症状、1919年 に東京府上野 (現東京都台東区上

野)で採集 されたカゼクサの黒穂症状などの貴重な標本が保存されている。

2)南部信方 (1858～ 1923)

盛岡藩主南部利岡Jの 第二子 として生まれ、後に陸奥国七戸藩の第 4代 (最後)の藩主 と

なる。1869年 の版籍奉還で藩知事 となつたが、1871年の廃藩置県で藩知事を免官された。

その後、浜離宮・芝離宮・吹上御苑勤番や農商務省林業試験所嘱託などを勤めた。植物病

害に興味を抱き、農事試験場 (現独立法人農業生物資源研究所および農業環境技術研究所 )

に出入 りしながらヨーロッパの菌学者に植物病害標本を送 り、病原菌の同定を依頼 してい

た。その結果、南部に献名された新種 として θσ力″ψsθ″ 4α″わクα″α(グ ミさび病菌)や Pνεε′′′α

4α″みνα4α (メ ダケ類 さび病菌)な どが挙げられる。当標本館に保存 されている南部の収集 し

た標本は 495点 にのぼり、その中には 1898年 に東京府染井村 (現東京都豊島区駒込)で採

集 されたイタヤカエデ うどんこ病菌や同年に東京府小石川音羽 (現東京都文京区音羽)で

採取されたミツバさび病菌など植物絶対寄生菌の多くの標本が保存されている。

参考文献

日本菌学会編 (2006)日 本菌学史,pl lH, 日本出版製作センター,東京 .

日本植物病理学会編 (2000)日 本植物病名 目録,p1857, 日本植物防疫協会,東京 .

問い合わせ先

生物生態機能研究領域 小板橋基夫・封馬誠也

電話 :029-838-8355,E… mail:koita@affrC.gOjp,seya@affrc.gojp
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は じめに

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

た してきた と言われている。 これ ら微生物は、地球上で生 じた過酷な環境変化に適応 してきた

ものであ り、結果的に様 々な機能を有 していると考えられ る。 したがつて、これ ら微生物の環

境 中での役割 を明 らかにす ることは、環境保全 を進める上で極めて重要であると同時に、農業、

医療、工業な どの産業界で有用な生物機能を探索す る際のジーンプール としてもこれ ら環境 中

の微生物が貴重な存在であるとい うことができる。 しか し、その一方で、人畜や植物の病原 と

して知 られてお り、これ らの微生物に関す る生存場所、機能に関す る情報 も作物生産、健康維

持に重要である。 さらに、同一微生物がこれ ら各種の有用、有害な機能を有す る場合 もある。

しか し、これ らの情報については必、ず しも整理 されていない。そこで、多 くの微生物情報 を網

羅的に整理 して発信す ることを目的 として、農環研所蔵微生物標本デー タ、除草剤 2,4-D分解

菌、 さらに人畜植物共通病原性 な らびに環境修復な どの機能を有す る微生物に関す る情報 を分

散型データベース (以 下、DB)に よりWeb公開す ることに した。

1.環境中に生息する微生物

微生物は小 さな微生物の総称であ り、その中には、原核生物 (細菌、藍色細菌、古細菌)と

真核生物の一部 (糸 状菌、酵母、原生動物な ど)が あ り、時には、ウイルスな ども含まれ る。

これ らの微生物が環境 中にどの くらい生慶、しているのかに関 しては、い くつかの報告がある。

た とえば、細菌は土壌 lg当 りに約 10い 個 (100億個)生′自、しているといわれている。 しか し、

これ らの微生物の うち、培養できる細菌はその数%と もいわれている。 このことは、微生物が

いかに環境 中に膨大に生慶、しているか とい うことを表 しているとともに、培養できない細菌の

場合にはそれ ら微生物の情報収集がきわめて難 しいことを意味 している。 このことか ら、 さら

に多数の微生物情報の集積が重要であることはい うまでもないことであるが、その一方で、個

々の研究者が集 める情報には限界がある。そのため、せめて得 られた情報を大切 に管理 し、相

互に有効利用す ることが重要 となつている。

2.微 生物インベン トリーの概要

*農業環境インベ ン トリーセ ンター (現 :生物生態機能研究領域),**畜 産草地研究所,***東北農業研究セ ンタ

ー,****農 林水産技術会議事務局,*****近 畿中国四国農業研究セ ンター

Natural Resources lnventw Center(preSenti Environmental BiofllnctiOn DivisiOn)

インベ ン トリー,第 5号 ,p32-37(2006)
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微生物情報は、様々な分野のユーザーによる利用が期待 される。そのため、微生物情報の提

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

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

トリー」 (http://¬ぃw niaes affl・ c gojp/inventwhicroorg/indcx html)を 作成 し、「″た′θFθκι」 と名

付けた。

1)全体の概要

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

紹介」からなつている (図 1)。 「総合検索」力`本システムの本体でデータベースからキーワ

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

のよ

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

総合検索の利用法を簡単に解説するととも

に、データベース毎にデクショナ リーをつ

けて項 目 (Item)毎に入力 されているデー

タ内容を表示することにした。これにより、

ユーザーは検索対象 とするデータベースの

項目毎のデータ内容をあらかじめ印刷 して

おくと、簡単にキーワー ド検索ができるよ

うになつている。「データベースー覧」で

は、個々のデータベースの簡単な紹介を行

つた。 さらに、「他の微生物情報」では微

生物保存機関や国際的な微生物情報ネ ット

ワークを中心 として関連サイ トを紹介 し

た。 リンクでそれぞれのサイ トに入ること

が可能である。
図 1 微生物インベン トリー「″ノθrθ√brθθ」

の トップ画面

2)微生物データベース単独での利用

各種微生物データベース毎にホームページを作成 して単独に Web上で公開するものである。

この利点は、単独の微生物データベースの場合、個々のデータベースは目的が明確であるため、

他の機関へのリンク掲載依頼などによる普及が可能なことがあげられる。そのため、宣伝の仕

方によつてはより多くのユーザーに活用 してもらえると考えた。

本インベン トリーでは、現在 「日本野生植物寄生 。共生菌類 目録Jと 「日本産糸状菌類図

鑑」を現在公開してお り、それぞれのデータベースは、世界規模生物多様性情報機構 (GBIF

o Japall:Glob」 Blodivcrstt lllforlll“ on Facilけ ,Japall)の 「生物 多様性 情報 サイ トJ

(http:7/bio to時 ojSt gojp/

GBIF/gbittapallCSC/04/0 1 htll11)か ら も 閲 覧 す る こ と が で き る よ うに な つ て い る 。 以 下 に デ ー タ ベ

ースの概略を記す。

(1)「 日本野生植物寄生・共生菌類 目録」 (日 本語版、英語版 )
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(trttp://www.niaes.affrc.go jp/inventry/microorg/mokuroku/mokuroku.html)

1910年代から 2002年 にかけて日本で報

告された 95科 1,626種の野生標本植物に

寄生、共生あるいは単に生息 しているサ

ビ菌、クロボ菌、エン ドファイ ト (内 生

菌)な ど 312属 1,302種 の糸状菌および細

菌の学名、異名、発生状況などを含む文

献などを記載 し、 日本野生植物寄生 。共

生菌類 目録 (月 星 ら,2002)と して発行

した。 さらに、それをデータベース化 し

て Web上 で公開した。このページは菌名

および植物名の一覧表からの検索や、キ

ーワー ドによる検索が可能である。 目的

とする菌類の学名、異名、和名および文

献名を表示できる (図 2)。

図 2 日本野生植物寄生・共生菌類目録の トッ

プ画面

(2)「 日本産糸状菌類目録」 (日 本語版、英語版 )

(httpi//― niaes affrc gojp/inventry/micr00rg/

mokuroku/zukan.h血 り

上記の目録化 した菌類のうち、糸状菌 48

種について、学名、分類、発生状況、無性

世代ならびに有性世代の画像、病徴画像お

よび農環研所蔵標本 リス トなどを記載 した

「日本産糸状菌類図鑑」として公開した (図

3)。 この情報は菌類 目録の検索結果 とリ

ンクしてお り、検索した菌類の一部につい

て画像などを閲覧できる。

0●  警

写 艤鰈 魃
農彙環境には10万 なと,いわれる糸軟薔類0性息して

います。その中でも雄物体上には共生するもの 嬌熊
起こすもの 奮在的に

=思
するものなど擦々な饉蟻が生

濤しています,こ 0鐵饉ではこれら0糸状儘錮を解説 日
欅と共にわずかですが 椰介いたします.

セ 七フト

菫菫奎各=菫

難

3)統合検索システムを用いた微生物情報の活用

微生物の中にはしばしば複数の機能をもつものが報告されている。たとえば、ある種の細菌

は人畜植物の病原菌 として研究されている一方で、化学合成物質の分解菌として研究されてい

るものがある。また、そ うした細菌はしばしば環境中 (土壌、植物など)か ら分離 されている

ため、それらの分離源情報は、その微生物を探索している研究者には貴重な情報 と考えられる

が、たとえある種の微生物を研究材料 としている専門家であっても、自分の関心以外の情報に

ついては把握できないことが多い。しかし、近年、環境問題への関心の高まりなどにともない、

微生物の実用化や取 り扱 う際に、対象微生物の人体への影響 (バ イオセーフティレベルなど)、

環境中での役割や生息場所などに関する情報がすぐに検索できることは研究推進などや技術開

発上必要になつてきた。 しかし、このような理由から、研究者が作成する微生物データベース

はある機能や分類などに限られていることが多いことから、一つのキーワー ドにより複数のデ

會 議 議 会 |′ 孵 畿す。難
''0参 =場

機

図3 日本産糸状菌類図鑑の トップ画面
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―タベースから同時に網羅的に情報を検索できることが重要 と考えた。そのため、本インベン

トリーでは、以下のようなデータベースに関して、分散型統合検索データベース (国 立遺伝研

宮崎ら作成、一部改変)に より必要な情報を一度に検索できるようにした。

(1)これまで公開されたデータベース

a「除草剤2,4-D分 解菌データベース」

2,4-ジ クロロフェノキシ酢酸 (2,4-dichlo■Ophanoxy acetic acid,2,4-D)は 世界的によく使われ

てきた代表的な除草剤であり、微生物分解や生物毒性のモデル化合物 として早くから取 り上げ

られてきている。微生物分解の研究では、細菌による好気的分解過程について比較的研究が進

んでい る。 その分解経路では、まず ジオキシゲナーゼ TfdAに よ り側鎖が切断 されて

2,4-dichlo■ophenolと なり、 これがヒドロキシラーゼ TfdBに より 3,5-dichlorocttecholに 変換 され

る。 3,5-dichlorocatccholは 、芳香環開裂 か ら始ま るクロロカテ コール分解経路 (mOdlicd

θr力θ‐cleavage pathway)に より完全分解 される。分解経路は、このように複数の異なる酵素反

応から成 り、関与する分解遺伝子群も複数の由来からなると考えられている。そのため、各分

解酵素・遺伝子群やそれらの発現調節機構について生化学的 。分子生物学的な解析が進められ

るとともに、進化学的な観点から分解菌 。分解遺伝子の生態学的解析も行われてお り、そうし

た研究へのニーズに役立てるために、ここでは、2,4-Dの分解菌に関わる文献情報 (161件 )

を公開した。菌株名,種名、分解遺伝子名および初出文献名などで検索でき、分解遺伝子の塩

基配列や研究状況も知ることができる。

b「 BurttO/ル/ル ο″′σ″近縁菌データベース」

B″腸θ′グι′ノα θψα
`ノ

αやその近縁細菌は、広く環境中に生息するが、人畜や植物に病気を起こ

す有害系統を含む一方で、農薬などの化学合成化合物の分解菌 としても知られる系統もあり、

環境改善に有効な細菌 として多くの研究が行われている。 ここでは、B″腸θ′αar′α属細菌に関

する情報 (49件)を公開した。農学、工学、医学分野の情報を初めて網羅的に整理 している。

菌株名、種名、採取場所、人畜および植物に対する病原性などで検索できる。

c.「農業環境技術研究所微生物標本館所蔵標本の画像データベース」

_蜃霞[易橿策冨[TR薫「[薯韮↑χ塩菫碁ここ負|::::進

としては数少ない微生物標本保存施設であり、寄託 さ |:::謬

れた微生物ホロタイプ標本に NIAESナ ンバーをつけて 111:::::1

榛暮[1ムを「 1:た「1諾 TttI、 L裏基に皇乏1::穣:議機
あ為12:年間に寄贈・

・
採取さんだ生易墓漠漁采、微生懸菫:難鋏

r腎悸il鷲■Trtti理 0。

i危矯嗜Eltti蝙餃鰈檸扮檄:難餞くは、Lagcrlleim,GV(採取期間 ;1887-1901)や Sydow,P

(採 取期間 ;1896… 1902)な どの標本が保管 されてい  凶4は ‐ t//」 Cヽ 呆保全υノ四豚 1日 報

る。このサイ トで初めてサビ菌、クロボ菌などの微生

物標本画像 (図 4)を 中心に、寄主植物や採集場所などに関わる情報 (448件)を公開した。

微生物種名や寄主植物名などで検索できる。

図 4微 生物 さく葉標本の画像情報
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なお、今後、本画像情報については、平成 17年度に完成 した 「農業環境議技術研究所 所

蔵微生物さく葉標本 目録」の中でも公開する予定である。

d「バイオセーフティレベル (日 本細菌学会作成)」

この 「Blo劇町 level」 データベースは、細菌を取 り扱 う時の注意を喚起するために、日本細

菌学会のバイオセーフティ委員会が作成 した 「病原細菌に関するバイオセーフティ指針」 (日

本細菌学会のHPで公開中)にある「付表 :病原菌のバイオセーフティレベル分類」を日本細

菌学会の許可を得て掲載 した。この指針には、JSB(日 本細菌学会)、 DSM(ドイツ)、 NIID(感

染症研究所)のバイオセーフティレベル分類が掲載されている。

(2)分散型データ統合検索システム

本 システ ムでは、一つのキー ワー ドを

入力す るだけで、指定 した複数のデー タ

ベースか ら関連情報 を一度 に検索す るこ

とが可能である。図 5a、 図 5bは その一

例 を示 したものである。 ここでは、 (2)

の 4つ のデー タベースを選び (図 5a)、

そ の 後 に 、 検 索 画 面 で “Gcnus=
Burn。lderia"を 入力 して検 索す る と、 4

つのデータベースか らB"肋ο′グθ′′α属細菌

に関連す る情報が画面 に表示 され る (図

5 b)。 こ胸馘こより、「Bνκたヵθ′グθrめ  6(ηαaα

近縁菌データベースJ以外の 3つのデータ

ベースのいずれにもキー ワー ドに該 当す る

情報があることが瞬時にわかるよう

になつている。

4)地理情報システムとの融合

微生物インベン トリーはあくまで

も微生物情報 に関す るものである

が、微生物は将来的には農業環境イ

ンベン トリーの中で他の分野の情報

との融合が必要である。現在、まだ

試験段階ではあるが、微生物の採取

場所を地理情報 とともに表示するシ

ステムを現在構築中である。

図 5a 統合検索システムによるデータベース

の選択画面

畿轟・磯 濾議機 ォ銀 青嶽わむ″″や 藤・轟 糠 統合検繁システム

(その2:検繁結果の表示)

4つ鍛DBIこ 轟薔
膠醸『鶯厳が経r態趙纏藤のは鑢

警―魔:こ豊ることができる機

O14爾 韓儀 fOu懸

●利
`o""n恣
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3 今後の課題 :微生物インベン

リーの活用

1)データベースの充実

微生物インベン トリー、すなわち微生物情報の目録を利活用 してもらうためには、内容の質

卜 図 5b 統合検索システムによる検索結果 ('genus=

Burkholderia'で 検索 )
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インベントリー :微生物インベントリー ″た″〆θrσθのWeb公開の現状と拡充

と量が重要である。その場合、「質」に関しては、ユーザーが求めるもの、シーズとして重要

なもの、長期的視点に立った微生物情報の蓄積 とい ういくつかの点を考慮 したデータベースの

作成が必要と思われる。また、「量」については、少ない情報でもデータベースとして有効利

用することが重要である。また、ある微生物 (あ るいは機能)に関する膨大な情報がある場合

には、ユーザーが使いやすい検索システムの構築も必要であろう。

2)微生物情報機能解析システムなどによる活用

現在公開している「微生物インベン トリーJでは、残念ながら微生物情報の詳細な解析 (系

統解析など)を行 うことができない。そのため、今後は、蓄積 したデータベースをただ表示す

るだけでなく、それらの数値情報などを解析するためのシステムの導入が必要である。そのた

めの一つの方法 として、現在国立遺伝学研究所のご協力により、国立遺伝研が開発 した多機能

解析 ソフ ト (InforBIO)を改変 した CD―ROM版 の 「微生物インベン トリー」解析システムを

作成 している。

さらに将来的には、近年分子生物学などで ITを 駆使 した研究が進められているように、農

業環境中の微生物から得 られる膨大な情報をもとに、バイオインフォマティクスを利用 した解

析による農業、産業界での活用法の開発が必要であろう。その中には、同一地点の上壌、植物

などにおける微生物群集データを経時的に蓄積 して各種環境要因などの関係を調べることがで

きるシステムなどの構築などがあげられる。

問い合わせ先

生物生態機能研究領域 小板橋橋基夫・封馬誠也

電話 :029-838-8355,E― mail:kOita@affrC.gojp,scya@affrc.gojp
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:館

農業環境インベントリー展示館

Nattal Rcsourccs lnventory NIusillm of blIAES

谷山一郎“

Ichio Tanvalna

農業環境インベントリーセンターにおいては、これまで「土壌保全 。モノリス実験棟」に「土壌

モノリス展示館」、「病理昆虫標本館」と「環境資源分析センター」内に「昆虫標本館」と「微生物

標本館」を設置し、各種標本の充実に努めるとともに、「土壌モノリス展示館」では土壌モノリ

ス標本 と断面調査データおよび土壌図などを、昆虫や微生物などの標本の一部については 「環

境資源分析センター」内の 「展示室Jに陳列 し、見学者の便を図つてきた。 しかし、両室の間

は 100mほ どの距離があり、行き来に不

便であるとともに、昆虫・微生物の 「展

示室」が手狭になつてきた。 このため、 ,
「土壌保全 。モノリス実験棟」内の 「土

|

壌水分解析室 (335m2)」 と「土壌試料保 |

存室 (335m2)」 の壁を撤去 して一つの部 |

屋 として改装を行い 「昆虫 。微生物展示

室」 とするとともに、同実験棟の名称を

土壌モノリスや昆虫 。微生物標本などを

総合的に展示する 「農業環境インベン ト

リー展示館」に変更 した (図 1,2,3)。
図 1 農業環境インベントリー展示館の概要

研究所の一般公開が行われた 2005年 4月 20日 の朝

に、研究所の役員らによる案内板の除幕式が行われ、

その後多数の一般の来訪者がこの展示館を訪れた。

新たに開設 された 「昆虫・微生物展示室」は玄関

ホールの右手にあり、室の入 日から向かつて右側が

微生物、左側が昆虫の展示コーナー、その奥は画像

情報 。データベースのコーナーとなつている。

微生物コーナーでは、標本の種類 ごとに、さく葉

標本、乾燥標本や真空凍結乾燥標本などを展示 して

いる。微生物が寄生 した植物をそのまま乾燥 し、紙

に包んださく葉標本として 1903年に採取されたアカ

ガシに寄生しているの覆θルκα ″77gn″ブノなど6点がある。また、シャーレに乾燥剤をパックし

て乾燥させた乾燥標本が 10点、ガラスのアンプルに封入 した真空凍結乾燥標本としてビワが

*農業環境イ ンベ ン トリーセ ンター長

Director,Natural Resources lnventiy Center

インベ ン トリー,第 5号 ,p38-39(2006)

図2 農業環境インベントリー展示館

(玄関の右側が昆虫・微生物展示室 )

環境資源分析センター

農業環境インベントリー晨示館
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研究標本館 :農業環境インベントリー展示館

んじゅ病の病原細菌などとともに、微生物永久

保存用の液体窒素容器を陳列 している。さらに、

病原菌のプレパラー ト標本を顕微鏡で観察して、

図鑑 と見くらべて微生物を同定する作業も体験

できるように設備が配置されている。

昆虫コーナーでは、乾燥標本、液浸標本、プ

レパラー ト標本および凍結乾燥標本などととも

に、昆虫の類縁関係 と体の構造を示 したパネル

の下に トンボロやチョウロなど20の 目の代表的

な標本をショーケースの中に展示 している。そ

の隣には、クリの害虫で中国を原産 とするクリ

タマバチなどH種の標本を新たに侵入 した昆虫

や害虫化 した昆虫についての研究成果を解説 し

たパネル とともに陳列 している。また、つくば

市宍塚の水田畦畔で採取したカメムシ 59種の標

本 と拡大写真を展示パネルで示 し、多様な昆虫

が生息していること、水質の変化によつて水生

昆虫の種類がどのように変わるかを紹介 してい

る。 さらに、新たな種の決定する際の基準 とな

る タイ プ標 本 (正 基 準標 本 )の 例 と して

Cプ

“
ノααιЮγs乃″鱈″αプの標本 と新種記載の論文

を陳列するとともに、形状の面白い東南アジア

産のコノハムシやバイオ リンムシ、色の美 しい

南米産のミドリオニカミキリ、巨大なテイオウ

ゼ ミや さまざまなアゲハチ ョウなどの美麗昆虫

の標本 22種を展示 している。

その他、室の奥にはパソコンや DVDプ レー

ヤーと接続 した 52イ ンチのリア型プロジェクタ

ーを設置 している。インターネットを使つて、

農業環境技術研究所で作成 された農業環境デー

タベースシステムを利用できるとともに、さま

ざまな画像情報を大型スクリーンで表示できる。

また、顕微鏡で拡大 した微小昆虫の画像をこの

大型スクリーンに投影 して、美 しい画像を観察

。鑑賞することも可能である。

図4 微生物標本の展示

図5 -般公開の状況

今後、状況を見ながら展示内容の拡充を図つていく予定である。

問い合わせ先

農業環境インベン トリーセンター長 谷山一郎

電話 :029… 838-8351 c¨ m五1:erosion@affrc gojp

図3 昆虫・微生物展示室の内部
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土壌モノリス館
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Makoto Nakal,TOshak1 0braand K"強 ki Togalni

はじめに

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

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

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

から始められてきたが、現在まで収集 された土壌モノリスは 143点に達 し、他機関から寄贈 さ

れたり、海外から収集 された土壌モノリスを合わせると 200′点あまりになつている。これらの

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

重要な基準断面になる。すなわち基準断面と比較検討することにより、当該土壌が分類上どこ

に位置するかを同定できる。

今 日では、このような土壌モノリスの収集は、国内外を問わず広く行われるようになり、研

究と教育用資材 としてさまざまな場所で活用されている。写真は台湾の農業試験場 (台 中市 )

の土壌モノリス館内部である。台湾の主要な土壌について、分布、特性や利用などの解説 とと

写真 1 台湾農業試験場の土壊モノリス館内部
も

*農業環境インベ ン トリーセ ンター

Namral Rcsources lnvcnto,Ccntcr

インベ ン トリー,第 5号 ,p40-46(2006)
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研究標本館 :土壌モノリス館

に展示 されてお り、土壌に関する理解の促進に貢献 している。

平成17年度採取土壌モノリス

No 139 典型湿性黄色土

`_==爵
~'

篤tttl驚颯
難唱静‐鍮

地点 :二重県多気町津留

母岩 :区分 未固結堆積物、種類 砂

堆積様式 :運積成 水成 河成

地形 :低地 谷底平野 平坦面、河岸段丘 2段 目

標高 :47m

土地利用 :水 田

人為 :湛水灌漑

地目 :水 田

排水状態 :排水良好

0～ 17 cln、 平坦明瞭、25Y3/2(野外)、 有機物富む、埴壌土、礫あり、粒状構造、粘着性中、

可塑性中、細根あり、半湿、堅密度 5

17～ 24 cm、 平坦明瞭、25Y3/3(野 外 )、 糸根状斑紋含む及び点状マンガン斑あり、有機物含

む、埴壌土、未風化亜角細礫あり、中度の中亜角塊状構造、粘着性中、可塑性中、細孔隙あ

り、細根まれにあり、半乾、堅密度 23

24～ 36 cm、 平坦漸変、25Y4/3(野 外 )、 マンガン斑あり及び糸根状斑紋含む、有機物あり、

埴壌上、石礫なし、中度の中亜角塊状構造、粘着性中、可塑性中、細孔隙含む、根なし、半
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湿、堅密度 25

36～ 84 cm、 平坦漸変、25Y4μ (野外 )、 マンガン斑あり及び糸状斑紋まれにあり、有機物あ

り、埴壌土、石礫なし、弱度の中亜角塊状構造、粘着性中、可塑性中、細孔隙含む、根なし、

半湿、堅密度 24

84～ 108 cm、 25Y4/4(野 外 )、 マンガン斑あり、有機物なし、砂壌土、石礫なし、弱度の中亜

角塊状構造、粘着性中、可塑性弱、細孔隙あり、根なし、半湿、堅密度 20

地点 :二重県大台町柳原,道路下採礫穴断面

母岩 :区分 火 山砕屑物、種類 火 山灰

堆積様式 :運積成 風成

地形 :低地 谷底平野 平坦面、河岸段丘 1段 目

標高 :44m

土地利用 :樹園地、茶園跡

地 目 :樹園地

0～ 20 cm、 平坦漸変、10YR2/2(野外 )、 有機物す こぶる富む、埴壌土、礫あ り、弱度の小亜

角塊状構造、粘着性 中、可塑性 中、小孔隙富む、中根あ り及び細根含む、半乾、堅密度 12

20～ 32 cm、 平坦漸変、10YR2/2(野外 )、 有機物すこぶ る富む、埴壌土、礫あ り、弱度の中亜

角塊状構造、粘着性 中、可塑性 中、細孔隙含む、中根 あ り及び細根あ り、半乾、堅密度 18

32～ 47 cm、 波状漸変、10YR2/1(野外 )、 有機物す こぶ る富む、埴壌土、礫あ り、強度の中亜

角塊状構造、粘着性 中、可塑性 中、細孔隙含む及び粗孔隙あ り、中根まれにあ り及び細根あ

り、半乾、堅密度 18

47～ 59 cm、 平坦漸変、10YR3/3(野外 )、 有機物含む、埴壌土、弱度の中亜角塊状構造、粘着

No 140 下層台地黒ボク土

沐」ず驚積凛
藤 金麟13藪サ
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研究標本館 :土壌モノリス館

性中、可塑性中、細孔隙含む及び粗孔隙あり、細根あり、ミミス
゛
の穴あり、半乾、堅密度 21

59～ 100 cm、 平坦明瞭、10YR5/4(野外 )、 有機物なし、埴壌土、中度の中亜角塊状構造、粘

着性中、可塑性中、細孔隙あり、半乾、堅密度 24

100～ HO cm、 10YR5μ (野外 )、 有機物なし、砂質埴壌土、弱～中の亜角塊状構造、粘着性弱、

可塑性弱、細孔隙含む、半乾

地点 :茨城県五霞町江川

母岩 :区分 未固結堆積物、種類 砂

堆積様式 :運積成 水成 河成 氾濫原成

地形 :低地 氾濫平野 平坦面

標高 :9m

土地利用 :水 田

地 目 :水 田

排水状態 :排水良好、地下水面 :120cm

O～ 10 om、 平坦明瞭、10Y4/1(野外 )、 有機物富む、軽埴土、石礫な し、弱度の中亜角塊状構

造、粘着性 中、可塑性 中、細孔隙あ り及び中孔隙あ り、堅密度 15

10～ 21 cm、 波状明瞭、10Y3/1(野外 )、 糸根状 7 5YR3/4斑 鉄 あ り及び膜状 7 5YR3/4斑 鉄あ

り、有機物含む、軽埴土、中度の中亜角塊状構造、粘着性 中、可塑性 中、細孔隙あ り、Fe

即時鮮明、堅密度 19、 備考 :す き床 あ り

23～ 30 cm、 平坦明瞭、75Y4/1(野 外 )、 糸根状 10YR4/4斑 紋あ り、有機物あ り、軽埴土、中

度の中亜角塊状構造、粘着性強、可塑性強、あ り、細孔隙あ り、堅密度 23

No.141褐色低地土
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30～ 43 cm、 平坦明瞭、75Y4/1(野 外)、 糸根状 10YR4/4斑 紋あり、有機物なし、軽埴土、石

礫なし、中度の中亜角塊状構造、粘着性弱、可塑性弱、細孔隙あり、堅密度 23

43～ 57 cm、 波状明瞭、75Y4/1(野 外)、 糸根状 10YR4/4斑紋あり及び管状 10YR4/4斑紋あり、

有機物なし、壌質砂土、石礫なし、弱度の中亜角塊状構造、粘着性弱、可塑性弱、細孔隙あ

り、堅密度 20

57～ 67 cm、 平坦明瞭、75Y4/1(野 外 )、 管状 7.5YR4/4斑紋あり、有機物なし、壌質砂土、石

礫なし単粒状構造、粘着性強、可塑性強、細孔隙あり、Fc即時極鮮明、堅密度 19

67～ H5cm、 75Y3/2(野 外 )、 有機物なし、重埴土、石礫なし屑粒状構造、細孔隙あり、Fe呈

色なし、堅密度 9

No.142 赤色土

地点 :岩手県北上市金成  (市土砂採取場 )

母岩 :区分 未固結堆積物、種類 礫

堆積様式 :運積成 水成 河成 段丘成

母材備考 :洪積堆積物

標高 :158m

植生 :常緑針葉樹林、アカマツ林 ;ス スキ,マ ツ,ササ

0～ 5 cm、 波状明瞭、2.5Y3/3(野 外 )、 有機物含む、軽埴土、石礫なし、弱度の粒状構造及び

弱度の小亜角塊状構造、粘着性中、可塑性中、細根富む及び中根含む、半湿、堅密度 19

5～ 20 cln、 不規則漸変、25Y3/4(野 外)、 斑紋あり、有機物あり、軽埴土、石礫なし、中度の

小亜角塊状構造、粘着性中、可塑性中、中根含む及び細根含む、半湿、堅密度 24

20～ 140 cm、 波状明瞭、25Y3/4(野 外 )、 マンガン斑あり、有機物あり、軽埴土、石礫なし、
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研究標本館 :土壌モノリス館

中度の中亜角塊状構造、粘着性中、可塑性中、中孔隙あ り及び細孔隙含む、中根あ り、半湿、

堅密度 24

140～ 165 cm、 10R4/6(野外 )、 マンガン斑あ り、有機物な し、軽埴土、石英斑岩風化あ り、中

度の中、粘着性 中、可塑性 中、中孔隙あ り及び細孔隙含む、中根あ り、半湿、堅密度 23

解説 :赤色上の赤色の原因は、赤鉄鉱系の鉄酸化物に由来する。黄色土などの黄色 (黄褐色)

の原因は黄鉄鉱系の鉄酸化物に起因する。熱帯では赤色を呈する土壌が広くみられるように、

鉄酸化物が赤鉄鉱系になるためには、より高温が有利である。沖縄、小笠原地方を除く現在の

日本の気温条件は、赤鉄鉱が生成するには低いとされている。 しかしながら、この土壌のよう

な赤色系の土壌は、広く北海道まで分布 しする。これらは、過去に現在より数度温度の高い時

代があり、その時期に生成 した化石土壌 とされている。鉄酸化物の結晶化度で赤色土と黄色土

を区別 しようとい う試みはあるが、十分には分離できない。これは赤色土は、黄色土の一部を

形成 している (農耕地上壌分類第 3次改訂版,1995,図 3参照)こ とに起因する。土色以外の

点では赤色土と黄色上の区別はできない。

地点 :群馬県片品村

母岩 :区分 火 山砕屑物、種類 火 山灰

堆積様式 :運積成 風成

標高 :996m

植生 :常緑針葉樹林、スギ林 ;カ ラマツ,ス ギ,ヒ ノキ

排水状態 :乾 田

-17～ O cm(0)

0～ H cln(Al)、 平坦画然、10YR1 7/1(野外 )、 斑紋な し、結核なし、有機物す こぶる富む、

No.143 火山放出物未熟土
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砂壌土、石礫なし、弱度の細粒状構造の構造、粘着性弱、可塑性弱、被覆なし、細根富む及

び中根含む、半湿、堅密度 5

H～ 31 cm(A2)、 波状画然、10YR6/6(野外)、 斑紋なし、結核なし、有機物すこぶる富む、

砂壌土、弱度の小亜角塊状構造及び中度の粒状構造、粘着性弱、可塑性弱、被覆なし、細孔

隙あり、細根あり及び中根あり、堅密度 16

31～ 63 cm(2C)、 平坦画然、10YR6/6(野外)、 礫土、軽石半風化亜角細礫礫土

63～ 83 cm(3Al)、 平坦判然、10YRl.7/1(野外)、 斑紋なし、結核なし、有機物すこぶる富む、

埴壌土、中度の中亜角塊状構造、粘着性中、可塑性弱、被覆なし、細孔隙あり及び中孔隙あ

り、大根あり及び中根あり、半湿、堅密度 20

83～ Hl cm(3A2)、 波状明瞭、10YR2/2(野外 )、 斑紋なし、結核なし、有機物含む、埴壌土、

中度の中亜角塊状構造、粘着性中、可塑性弱、被覆なし、細孔隙あり及び細孔隙あり、大根

あり及び中根あり、半湿、堅密度 25

lH～ 143 cm(4Bwl)、 平坦明瞭、10YR5/6(野外)、 斑紋なし、結核なし、有機物あり、埴壌

土、中度の中亜角塊状構造、粘着性中、可塑性弱、被覆なし、細孔隙あり及び小孔隙あり、

半湿、堅密度 23

143～ 183 cm(4Bw2)、 10TR4/6(野 外)、 斑紋なし、結核なし、有機物あり、埴壌土、壁状構

造、粘着性中、可塑性弱、被覆なし、細孔隙あり及び小孔隙あり、半湿、堅密度 30

解説 :利根川支流の一つ、片品川の河岸段丘上にあり、榛名ニツ岳伊香保 (Hr…FP、 6世紀中

葉)お よび浅間板鼻褐色 (As―BP、 2万～ 25万年前)の軽石層が認められる断面である。農

耕地上壌の分類第 2次案改訂版では、表層腐植質黒ボク土 (四 家統)に分類 されていた。表層

から31 cmま では、Hr…FP以降の降灰で 1400年程度 しか経過 しておらず、リン酸吸収係数も

1500に 満たない。そのため農耕地土壌分類第 3次改訂版 (1995)で は、腐植質火山放出物未

熟土に分類 される。

参考文献

農耕地土壌分類委員会 (1995)農耕地土壌分類第 3次改訂版,農業環境技術研究所資料,17,1-79.

問い合わせ先

農業環境インベン トリーセンター 中井 信

電話 :029‐ 838-8353,E―mail:nよJmkt@affrc.gojp
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研1究1標本館

農業環境技術研究所・標本シリーズ2:佐藤力夫コレクショ

NIttS Collection Series 2:R■kio Sato Collcction

吉松慎一
*・

安田耕司
*・

中谷至伸
*

Shinttclli Yoshimatsu,Kai Yasuda and Yukinobu Nakatalli

はじめに

農業環境技術研究所の昆虫標本館には、「インベン トリー No.4」 において紹介したカメムシ

類のように主に歴代のスタッフにより収集・整理されたコレクションのほかに、寄贈標本によ

るコレクションも多数存在する。これらについては 「インベン トリー No.1,No 3」 でも一

部紹介 したが、2000年 以降に寄贈 された大きなコレクションとしては、佐藤力夫 (ガ類)・ 杉

繁郎 (ガ類 )・ 中島秀雄 (ガ 類 )・ 大野豪 (ガ 類 )・ 岩崎史郎 (チ ョウとガ)・ 田中和夫 (コ ウ

チュウロ)・ 熊沢隆義 (主 に海外産コウチュウロ)な どの方々によるコレクションがある。数

千点―数万点に及ぶ標本を含む大きなコレクションの寄贈が最近増えてきた。

ここでは前号に続 く標本シリーズ 2と して佐藤力夫コレクションについて紹介する。

佐藤力夫博士の研究略歴

わが国において、昆虫分類学とい う研究分野の場合は、いわゆるアマチュア研究者がたくさ

んいて、さらにそれ らの方々の中には世界的にも第一線で活躍 されている方もいる。長年新潟

県の高校で教鞭を執 られていた佐藤力夫博士はまさにそのような方であって、日本産シャクガ

科エダシャク亜科の 均クο
“
θσ′S属 とその近縁属についての分類学的研究により、博士号を取得

されている。また、ご本人は、新潟市を中心とするガ類研究会の 1つである誘蛾会を発起人の

一人として立ち上げられ、機関紙 「誘蛾燈」 (1959年 1月 10日 創刊)の編集事務局も長年に

渡つて務めてこられた。 日本を含むアジアにおけるガ類研究の基盤をこれまでほぼ半世紀に渡

って支えてこられた 1人 と言 うのにふさわしい方である。

コレクションの特徴

平成 H年以降、これまでに合計約 12,200点 (タ イプ標本を含む)力 数`度に分けて寄贈され

た。標本の搬入は、事前に当標本館で使用 している標本箱を先方に送付 し、そこに整理 しなが

ら標本を詰め替えいただき、5箱ずつ大型ダンボール箱に梱包 して宅配便で送 り返 していただ

いた。ただし、タイプ標本については、佐藤氏本人、もしくは当標本館の職員が携帯 して搬入

した。

これまでに寄贈 されたのはシャクガ科を除くガ類成虫標本であり、佐藤氏が専門とするシャ

クガ科成虫の大部分はご本人が現役で研究中であるので、現在も本人の手元にある。これらの

シャクガ科成虫に加え、シャクガ科の幼虫や蛹のアルコール液浸標本も今後寄贈いただく予定

*農業環境インベン トリーセンター

Natural Resources lnventw Center

イ ンベ ン トリー ,第 5号 ,p47-48(2006)
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である。

特徴 としては、新潟およびその周辺で採集 された標本が多いことである。およそ今から半世

紀前にあたる 1950年代半ば以降に採集 された標本で、大部分は佐藤氏本人が直接採集 された

標本である。一部、K ttima、 S Sakllr」 、T Naito、 K Babaな どの採集者名の書かれたラベル

も見られ、地域の同好の志の手による採集品も含まれている (図 1)。 また、台湾などの海外

産の標本も一部含まれている (図 2)。 これまで寄贈 された標本に関して、同定ラベルはほと

んどついておらず、未同定なものが大部分である。ヤガ科の標本が最も多いが、他に、シャチ

ホコガ科、ヒトリガ科、メイガ科など様々なグループの標本が含まれている。未だ全ての標本

が寄贈 されている訳ではないので、ここでは特に科別の標本数を示すことはしなかつた。

タイプ標本 としては、東南アジアや 日本産のシャクガ科 24種のホロタイプ (完模式標本 )

が既に寄贈され、これらタイプ標本についてのリス トおよび画像は農業環境インベン トリーセ

ンターの以下の Wcbア ドレスで公開されている。

(http://Ⅵり、v niaes affrc gojp/inventtyん nsect/inssys/7pClSt htln)

図 1 佐藤力夫コレクション :国産のガ類

問い合わせ先

農業環境インベントリーセンター 吉松慎一

電話 :029-838-8348,FAX:029…838-8354,E¨mJl:yosimatu@niaes affrc gojp

図2 佐藤力夫コレクション :海外産のガ類
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微生物標本館
Ⅳricr。。rganism λ4useum

小板橋基夫
*・

封馬誠也
*・

吉 田重信
*・

田村季実子
*

lvIIotoo Koitabashi,Sciya Tsushilllaっ shigcnobu Yoshida alld Kilniko Tamura

l.微 生物標本館 とは

ある微生物に新 しい分類群 (新種や新変種)の 学名をつけて発表する際には、菌類におい

ては国際植物命名規約、細菌においては国際細菌命名規約に従って命名する必要がある。例え

ば国際植物命名規約においては、その学名の証拠 となるただ一つの標本 (タ イプ標本)を指定
し、公共の標本館に永久に保存することが求められている。農業環境技術研究所、農業環境イ
ンベン トリーセンターに所属する微生物標本館には、農林水産省傘下の独立行政法人 としては

唯一の微生物標本保存施設で、多くの研究者から寄託 された微生物タイプ標本に NIAES番号
を付けて保管 している。 さらに、1880年代から現在に至るまで約 120年 間にわたり寄贈 0採

集 された微生物乾燥標本、微生物乾燥 さく葉標本等約 6,000点 を、標本室内で安定的に保管 し

ている。また、農林水産省微生物ジーンバンク事業の一環 として、細菌および糸状菌の凍結乾

燥アンプル、凍結チューブ、継代培養試験管など合わせて約 4,000点 を低温室において保存 し

てお り、その収集は現在も続いている。

2.標本保存の意義

標本 とは生物学の研究のために何 らかの防腐処理を行って保存された生物個体、またはその

一部をいう。標本は分類学的研究において比較検討に使用するため、長期間 (極端にいえば永

久的に)保存 される必要がある。標本の中で特に重要なものがタイプ標本である.タ イプ標本
にもいろいろな定義に基づいたものがあるが、その中でも最も重要なものがホロタイプである。
ホロタイプとは、学名を定義する世界でただひとつの標本で、原記載で著者がただ一度だけ指

定できる、唯一無二の標本である。正基準標本あるいは完模式標本などと日本語に訳 されてい

たが、国際動物命名規約の第 4版 日本語版からホロタイプと訳されている。微生物のホロタイ

プ標本は一般に微生物培養体あるいは植物感染体の乾燥体 として保存される。当標本館には 9

種の微生物のホロタイプを空調設備により低湿の最適条件 とした専用室で厳重に保管 してい

る。また、今後も研究者からの要請により、正式な標本館(herbarium)と して貴重な標本を受け

入れる体制を整えている。また、ホロタイプとともにアイソタイプ (isotype:副 基準標本、重

複標本)も 同時に保管 している。これらの基準標本は世界でただ一つしか存在 しておらず、微
生物種の同定には不可欠なものであり、これら標本の維持管理は当標本館の重要な業務の一つ

となつている。

3.微生物さく葉標本

当標本館では基準標本の他に約 6,000点 の微生物乾燥標本を保管 している (図 1)。 また、

現在もその収集を行ってお り、昨年度は長野県上田市菅平高原でブナ科、カエデ科などの木本

類に寄生するうどんこ病菌の収集を行い、押 し葉として乾燥 した状態で保管 されている。作成

*農
業環境インベ ン トリーセ ンター (現 :生物生態機能研究領域 )

Nattlral Resources lnventw Center(preSenti En宙 ronmental Biofllnction D市ision)

インベ ン トリー,第 5号 ,p49-50(2006)
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された標本は、吸湿紙に包んで感染植物あるいは微生物の分類ごとに標本庫の中に体系的に整

理・保管されている。これらの標本の中には、1880年代の Lagerheim氏 や Sydow氏 に始まる

日本植物病理学の黎明期を示す貴重な寄贈コレクションも含まれてお り、広く一般に利用可能

にするために 2005年度に Web上で公開した (図 2)。 次年度以降は逐次データベース化 し、

さらにポス トグレSQLな ど用いた高速検索システムを構築する予定である。

図 1 微生物乾燥標本の保存状況  (Sydow氏の標本 )
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生物生態機能研究領域 小板橋基夫・封馬誠也
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図 2 SydOw氏 ら標本の表示画面
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第 1期 中期 目標期間における中期計画小課題の取 りまとめ

(農業環境インベントリーセンター長取りまとめ分)

中課題名 :農業環境資源の分類・同定及び機能の解明に基づくインベン トリーフレームの構築

小課題番号 :C-3-1-1
小課題名 :機能に基づく土壌分類の体系化 と土壌インベン トリーのためのフレームの構築

実施期間 :平成 13年～ 17年
研究実施単位名 :土壌分類研,イ ンベン トリー研究官,水質保全ユニット

研究担当者 :中井 信,小原 洋,大倉利明,戸上和樹,上田義治,神 山和則

予算区分 :運営費交付金,[協調システム],[自 然共生],[地球温暖化対策 ]

当該課題の最終日標 :

水質浄化などの機能を持ち、一方、粒子の拡散によつて二次的汚染源にもなっている土壌を、

深層を含めた機能に基づいて評価・分類するため、土壌資源の標本や試・資料を収集・整理 し、

データベース化する。これらを Web上 で総合的に利用できるシステムを開発 して、土壌イン
ベン トリーフレームを構築する。これにより、土壌資源に関する情報の迅速な利用が可能とな

り、土壌を介する環境負荷のモニタリングや実態の迅速な解明などに寄与する。

5年間の成果 :

各種土壌調査データベースを作成 し、土壌統別の基準断面を抽出し、表層土壌の肥沃度評価
のために肥沃度インデックスを得た。深層土壌の調査のため、 5mま での不攪乱試料を採取で

きる自走式の深層土壌採取装置を開発 した。主に思川集水域の深層土壌を採取 し、土壌の化学

的・物理的性質や粘土鉱物組成を分析 した。これらをもとに、表層土壌を栄養塩類貯留排出容

量 と肥沃度で、下層土を栄養塩類貯留排出容量で評価 し、土壌統の下位に栄養塩類貯留排出容

量土壌区を設定 し、機能に基づく土壌分類の素案 とした。各種土壌調査のデータと地力保全基

本調査の上壌図を地形図上に表示 し、統計値を算出する Webシ ステムを作成 した。農耕地の

土壌炭素含量を解析 し、土壌型による土壌炭素の変動を明らかにした。一方、土壌の機能を評

価するEPICモ デルを組み込んだソフ トウェアの日本語化を行い、土壌インベン トリーによる炭

素変動を解析 した。実測値 と推定値の乖離が生 じることがあり、さらに変動予測精度を向上す

る必要があることが分かつた。

課題番号 :C-3-1-2
小課題名 :所蔵 タイプ標本等のデータベース化及びインベ ン トリーのためのフレームの構築

実施期間 :平成 13年～ 17年
研究実施単位名 :昆虫分類研究室,イ ンベ ン トリー研究官

研究担当者 :吉松慎一,中谷至伸,安 田耕司,上田義治

予算区分 :運営費交付金 ,[小事項 ]

当該課題の最終 日標 :

農業環境における昆虫に関す る情報を、農業環境昆虫インベ ン トリー として Web上 で整備

す るため、昆虫の標本 0情報資料 を収集・保全 し、標本の画像 を含 めてデー タベース (DB)
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化し、これ らを Web上 で総合的に利用できるシステムの開発を目指 して、昆虫インベン トリ

ニフレームを構築する。これにより、情報の迅速な利用が可能 となり、侵入昆虫などの速やか

な同定、昆虫多様性変動の迅速な解明などに寄与する。

5年間の成果 :

農環研が所蔵 しているタイブ標本 530種 の画像情報を取得 し、標本ラベルおよび新種記載文

献の情報 とともに、タイプ標本 DBと して Web公開した。またチョウロヤガ科キヨトウ類お

よびカメムシロカスミヒョウタンカメ族などの分類群別検索表、ならびに文献 目録 「三橋ノー

トJの トンボロおよびチョウロの全頁の画像情報を Web公 開した。 さらに、所蔵標本のラベ

ル情報、画像情報、分類群情報、分類群別検索表等を相互に連結 して管理 し、また多項目の組

み合わせで検索できる機能を持つ昆虫インベン トリーフレームを構築 した。以上の結果、蓄積

してきた昆虫標本、分類群情報、文献情報などが Wcbを通 して利用 され、分類研究や生物多

様性研究に活用されるためのシステムが整備 された。

課題番号 :C-3-1-3
小課題名 :主要イネ科植物に常在する微生物の分類・同定及び機能解析並びにインベン トリー

のためのフレームの構築

実施期間 :平成 13年～ 17年
研究実施単位名 :微生物分類研

研究担当者 :封馬誠也,月 星隆雄,吉田重信,篠原弘亮,上田義治,小板橋基夫,田 村季実子

予算区分 :運営費交付金,[生物機能 ]

当該課題の最終日標 :

健全な生育をしている主要なイネ科植物に常在する細菌や糸状菌の生態や機能を解明するた

め、これ ら微生物の標本・試料などを収集 し、分類。同定する。また、群集構造や窒素固定機

能などの解析結果を含めてデータベース化 し、Web上 で総合的に利用できるシステムの開発

を目指 して、農業環境微生物インベン トリーフレームを構築する。これにより、標本・試料や

情報の迅速な利用が可能となり、イネ科植物に生′自、する微生物の速やかな同定、機能の活用お

よび多様性変動の迅速な解明などに寄与する。

5年間の成果 :

健全なイネ等の植物から約 15っ000株の微生物を分離 し、分類・同定を行った。その結果を

基に植物毎の群集構造の解明と、分離細菌の各種機能 (窒素固定能、化学物質耐性・感受性・

分解能、細菌間伝達物質生産能等)の評価を行い、世界で初めて栽培イネ (コ シヒカ リ)の葉

鞘から窒素固定菌を見出した。これ ら分離細菌に関する情報 と「農業環境技術研究所所蔵微生

物 さく葉標本 目録」及び国内最大の 「日本野生植物寄生・共生菌類 目録」等の各種微生物情報

をデータベース化 した。それ らの情報の利用システムを作成するため、Web公開用の 「微生

物インベン トリー (″たり乃κθ―Wcb)」 、これ ら微生物情報の解析を可能にした多機能解析 ソフ

ト付き CD…ROM(“た″θFοκθ―CD)並びに同定依頼に迅速に対応するための細菌迅速同定シス

テム (“′飲fο″σθ…lD)を作成 し、それ らを組み合わせた微生物インベン トリー (〃たЮFοκθ)

フレームを構築した。
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(率 1成117年 度)

(1)土壌分類研究室

(2)昆 虫分類研究室

研究室ホームページ

農環研標本館所蔵 タイプ

標本データベース

三橋 ノー ト画像データベ

ース

日本産オオアブラムシ属

のチェック リス ト及び種

の検索表

Web公開情報 (2006年 3月 31日 現在)

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

http. //www.niaes. affrc. go jplinventry/insect/inssysitypelst.htm

http : //www.ni aes. affrc. go.j p/inventry/insectiin ssys/

m_noteO1.html

http : //www.niaes. affrc. go jplinventry/insectikey_cinara/main. ht

m

一般公開

一部公開

一部公開

一般公開

名 称 URL 備  考

研究室ホームページ

土壌モノリスデータベー

ス

土壌モノリス作成法改訂

版

土壌保全調査事業等優良

成果

土性図 目録

農耕地上壌分類 (第二次

改訂版 )

農耕地上壌分類 (第二次

改訂版)英語版

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

http : //www . ni ae s . af frc . go j p I inv entry I s o i l/m on o lith/in dex. htm

http : //www. ni ae s. affrc . go .j p/inventry/ s oi l/
Document/method.pdf

http : //www. niae s. affrc. go .j p/i nventry/soi l/
TElTENsokuho/index. html

http : //www.ni aes. affrc. go.j p/inventry/soil/Documenti

Fesca.pdf

http : //www. ni ae s. affr c . g o .j p/i nventryi s o ll I lab or atory I

Informations.html

http : //www. ni aes. affrc. go j p/inventry/soil/Document/

Classification.pdf

一般公開

一部公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開
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日本産ヒョウタンカスミ

カメ族の図説検索

マメハモグリバエ寄生蜂

の図解検索

インベ ン トリー 第 5号  (2006)

http : //www. niae s. af frc. go.j p/inventry/inse ctiillust key s/

pilophoriniikeylil ophorini0 1 .html

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

一般公開

一般公開

(3)微生物分類研究室

(4)そ の他

名  称 URL 備  考

研究室ホームページ

微生物インベン トリー

(J77た″θFθ″εθ)

農業環境技術研究所所蔵

微生物 さく葉標本 国録

日本野生植物寄生・共生

菌類 目録 (日 本語版 )

同 (英語版 )

日本産糸状菌類図鑑 (日

本語版 )

同 (英語版 )

http : //www. niaes. affrc. go.jplinventry/micro org/labo/index.html

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

http : //www. niaes. affrc. go.jplinventry/m icroorg/specimen/

index.html

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

mokuroku.html

http : //www. ni ae s. affrc . g o .j p/inventry/m i cr o or gl engl

mokuroku-e.html

http : //www. niaes. affrc. go.jp/inventry/mi cro org/mokuroku/

zukan.html

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

ml

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

名  称 L「RL 備  考

農業環境用語事典

農業環境モニタリングマ

ニュアル

植物の金属元素含量に関

するデータ集録

http : //www.niaes. affrc. go jplinventry/center/glossary/index.html

http : //www. niaes. affrc. go jp/inventry/c enter/mmanuall

index.html

http : //www.niaes. affrc. go jplinventry/centerihr,ym etall

index.html

一般公開

一般公開

一般公開
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21(1平 1成 17年度)

NRICセ ミナー講演要 旨

第 1回  5月 27日

オランダ・イギリスにおける生物を対象としたインベントリー整備状況の調査

Sulvey of biological inventorv systems in the Netherlands alld l」 .K.

安 田耕 司 (昆 虫分類研 究室 )・ 封馬誠也 (微生物分類研 究室 )

2005年 1月 16日 より約 1週 間、オランダとイギ リスに出張 し、昆虫や微生物のイ ンベ ン ト

リー整備状況の調査を行った。訪問先は合計 6カ 所、オランダのワーゲニンゲン大学、アムス

テル ダム大学、ライデ ン自然史博物館 とロン ドンの 自然史博物館 な どである。 これ らの研究機

関で調査 した内容について報告す る。

第 2回  7月 14日

第 7回東 口東南アジア土壌科学連合 (ESAFS)会 議参加報告

Report on thc 7th ESAFS lllecting,Nlallila,Philippines

大倉利明 (土壌分類研究室 )・ 上沢正志 (農 業環境イ ンベ ン トリーセンター長 )

2005年 6月 1日 か ら 5日 まで、農業省土壌・水管理局、土壌研究開発センター (フ ィリピ

ン国ケソン市)において開催 された、第 7回 ESAFS会議に参加 した。ESAFSの設立は 1990

年 に開催 された第 14回 国際土壌科学会議 (ICSS)(京 都)において、水 田農業を主体 とす る、

モンスーンアジアの各国の土壌肥料関連学会が、地域組織 として連合体を作 り、互いの知識・

ノウハ ウの共有 を 目指 して発足 した。地域組織 としては、国際土壌科学連合 (IUSS)の 中で、

最 も早 く形成 されたが、これは 日本の研究者のイニシャティブが発揮 された好例である。

国別会議参加者数は、 日本 21名 、韓国 87名 、中国 3名 、台湾 9名 、ス リランカ 3名 、マ レー

シア 1名 、イ ラン 1名 、フィリピン 84名 であった。

本会議は 2年 に一度開催 され、ホス ト国が事務局を担当す る。次回 2007年の開催国は 日本

で決定 し、 日本土壌肥料学会 と当所が主催す ることとなつた。

本報告では、今回のフィリピン開催の経緯 と会議後実施 された巡検、次回 日本での開催 に当

たつての展望について述べる。
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革新 的農 業技 術習得研修

「食 の安全 を支 え る農 業環境 デー タベー スの構 築 と リス ク管理へ の活用」

農業環境技術研究所は、農林水産省経営局からの委託事業 として、平成 17年 11月 16、 17

日の 2日 間、平成 17年度革新的農業技術習得研修 「食の安全を支える農業環境データベース

の構築 とリスク管理への活用」を実施 した。各県から H名 の普及指導員等が参加 した。

研修の目的

農作物の安全 とリスクを管理する上で基礎 となる農業環境資源の変動 と汚染物質の動態に関

する最新の研究成果を習得する。また、これまでに構築されたこれら農業環境資源に関するデ

ータベースの充実と活用などについて意見交換を行 う。

研修プログラム

11月 16日 (水 )

13:0013:20 開講あいさつ

農業環境技術研究所理事             上路 雅子

農業環境インベン トリーセンター         上沢 正志

13:2013:50 園芸と人の健康 園芸療法研究の最前線

千葉大学環境健康フィール ド科学センター     野田 勝二

13:5014:20 環境規範に基づく養分管理の方向

農林水産省生産局環境保全型農業対策室      金澤 健二

14:2014:50 インベン トリーデータを活用 したリサイクル資材の畑土壌における

受容量の推定手順 とマップ化

農業環境インベン トリーセンター         上沢 正志

14:5015:20 温室効果ガス排出のインベン トリーと排出抑制技術

地球環境部温室効果ガスチーム          人木 ―行

15:2015:30  質疑 (総論 )

座長 :農業環境インベン トリーセンター      上沢 正志

15:3016:00 性フェロモン剤の安定利用技術

生物環境安全部昆虫生態ユニッ ト         杉江  元

16:0016:30 近年問題 となつている害虫の同定と生態

農業環境インベン トリーセンター昆虫分類研    吉松 慎一

16:3017:00 侵入、分布拡大を警戒すべき害虫の同定

生物環境安全部昆虫研究グループ         松井 正春

17:00-17:15  質疑 (昆 虫)

座長 :昆 虫研究グループ             松井 正春
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付録 2:革新的農業技術習得研修

11月 17日 (木 )

9:00-9:30 雑草防除における臭化メチル代替技術

化学環境部有機化学物質研究グループ        典語 靖洋

9:3010:00 農薬散布時の ドリフ ト

化学環境部有機化学物質研究グループ        典語 靖洋

10:0510:40 イ ンベ ン トリー展示館の見学

農業環境イ ンベ ン トリーセンター          上沢 正志

10:4511:15 微生物インベ ン トリー :植物生息微生物・病原微生物

農業環境イ ンベ ン トリーセ ンター微生物分類研    封馬 誠也

11:1511:45 アジア 0太平洋外来生物データベース (APASD)の役割 一植物病理学の立場か ら

生物環境安全部微生物生態ユニ ッ ト         岡部 郁子

11:4512:00  質疑 (微生物 )

座長 :生物環境安全部微生物・小動物研究 グループ  塩見 敏樹

13:0013:30 品種選択によるカ ドミウム吸収抑制技術

化学環境部土壌生化学ユニ ッ ト           阿部  薫

13:3014:00 土壌カ ドミウムの浄化技術

化学環境部土壌化学ユニ ッ ト            牧野 知之

14:0014:30 土壌資源の保全 と土壌情報活用のための上壌資源情報インベ ン トリー

農業環境イ ンベ ン トリーセ ンター土壌分類研      中井  信

14:3014:45  質疑 (Cdと 土壌資源 )

座長 :化学環境部重金属研究グループ        小野 信一

14:45-15:15  意見交換

座長 :農業環境インベ ン トリーセ ンター       上沢 正志
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第 25回 農 業環境 シンポ ジウム

「農 業環境 にお ける リス ク研究 に果たす イ ンベ ン トリー (知 的基盤 )の役割 と課題」

開催趣旨 :

20世紀に人間活動が拡大した結果、農業環境においてもさまざまな影響が生 じ、生物多様

性の低下、地球環境の変化にともなう食料生産の変動、および化学物質や微量重金属の環境ヘ

の放出にともなう農産物の汚染などが懸念 されている。こうしたリスクがさらに拡大すれば、

持続的な社会の発展はもとより、人間生存の基盤 さえも危 うくなる。

本シンポジウムは、リスクの評価や管理に関する研究の到達点ならびに研究を支えるインベ

ン トリー (知 的基盤)の整備・活用手法について情報を交換 し、今後のリスク研究や知的基盤

整備の課題を論議するために開催する。

開催日時 : 平成 17年 10月 25日 (火 )10:00‐ 17:00

開催場所 : 農業環境技術研究所 大会議室

プログラム :

10:00… 10:10 あいさつ

農業環境技術研究所 理事長              佐藤 洋平

10:10… 10:30 リスク研究におけるインベン トリーの役害J―現状 と将来―

農業環境技術研究所 農業環境インベン トリーセンター長 上沢 正志

I 環境負荷物質や土地利用変化による生態 リスクの評価 と管理

10:30-H:20 環境負荷物質による生態 リスク評価手法

産業技術総合研究所                 内藤  航

11:20… 12:10 土地利用変化による野生生物への リスク評価手法

大阪府立大学                    夏原 由博

Ⅱ.食糧生産 リスクの予測と環境の保全をめざした知的基盤の整備 と活用

13:10-13:40 地球環境変化にともな う食料生産のリスク予測

農業環境技術研究所                 鳥谷  均

13:40… 14:10 微量重金属による汚染 リスク予測

農業環境技術研究所                 小野 信一

14:10-15:00 空間的・時間的変動を考慮 した環境負荷物質の動態評価手法

国立環境研究所                   鈴木 規之

15:15… 16:30 地域環境におけるリスクの管理に向けた情報の共有 と発信システム

横浜国立大学                    佐土原 聡

(コ メン ト)土壌インベン トリーの現状 と発展方向

農業環境技術研究所                 大倉 利明

Ⅲ 総合討論

16:30-17:00 農業環境におけるリスク研究への期待 と知的基盤整備の課題

(司会 :上沢正志・上田義治)

閉会あいさつ

農業環境技術研究所 理事              上路 雅子
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(平1成 171年 1度 )

研究課題一覧

研究の柱 (A:B:C)
研究課題

(大課題 :中課題 :小課題 :実行課題 ,

分担 0法人プロ課題等を含む)

予算区分 研究

期間

担 当研等

G:グループ

U:ュ ニット

T:チーム

担当者

A農 業生態系の持つ自然循環機能に基づいた食料

と環境の安全性の確保

2)人為的インパク トが生態系の生物相に及ぼす

影響の評価

(1)遺伝子組換え生物による生態系かく乱機

構の解明と影響評価手法の開発

① 組換え体作物の栽培が農業生態系におけ

る生物相に及ぼす影響評価並びに導入遺伝

子の拡散に関する遺伝学的解析手法の開発

と遺伝子拡散の実態解明

2組換え農作物の長期栽培による生物相

への影響モニタリング (ナ タネ)

訪花昆虫相のモニタ リング手法の開発

10 ほ場条件下における組換えダイズと

ルマメとの自然交雑

C生 態学・環境科学研究に係る基礎的・基盤的研究

3)農業環境資源情報の集積

(1)農業環境資源の分類・同定及び機能の解

明に基づくインベン トリーフレームの構築

① 土壌の分類 と機能の解明及びインベン ト

リーのためのフレームの構築

1機能に基づく土壌分類の体系化 と土壌イ

ンベン トリーのためのフレームの構築

農・バイテク先

端 技 術 [組

換 え生物総

合研究 ]

農・バイテク先

端 技 術 [組

換 え生物総

合研究 ]

農・バイテク先

端 技 術 [組

換 え生物総

合研究 ]

運営費交付

金

16… 17

16-17

17… 19

13-17

昆虫分類研

組換 え体 T
植生生態 U
微生機能 U

昆虫分類研

昆虫生態U
個体群動U
導入昆虫U

昆虫分類研

組換 え体 T
導入昆虫U

土壌分類研

中谷至伸

安 田耕司

吉松慎一

中谷至伸

安 田耕司

吉松慎一

中谷至伸

中井 信

大倉利明

戸上和樹
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研究の柱 (A:B:C)
研究課題

(大課題 :中課題 :小課題 :実行課題 ,

分担・法人プロ課題等を含む )

予算区分 研究

期間

担 当研 等

G:グループ

U:ユ ニット

T:チ ーム

担当者

2農村地域における炭素収支の定量的評価

と費用対効果に関する研究

3土 壌資源な らびに昆虫・微生物の分類・

同定 とインベ ン トリーフレームの構築

② 所蔵タイプ標本等のデータベース化及び

インベン トリーのためのフレームの構築

1所蔵タイプ標本のデータベース化 と昆虫

インベン トリーのためのフレームの構築

③ 主要イネ科植物に常在する微生物相の分

類 0同定と機能の解析及びインベン トリー

のためのフレームの構築

1イ ネ科植物における常在微生物の所在 ,

特性及び遺伝情報のデータベース化 とイン

ベン トリーのためのフレーム構築

2微 生物インベ ン トリーを活用 した葉上生

息微生物の制御技術の開発

2)昆虫・微生物の収集 0特性評価 とジーン

バ ンク登録

1昆 虫ジーンバンク

微生物ジーンバンク

環境省 [地

球温暖化対

策 ]

運営費交付

金

運営費交付

金

運営費交付

金

農 0生物機

育ヒ

農・ジーン

バンク事業

農・ジーン

バ ンク事業

15-17

16-17

13-17

13… 17

16…20

12… 17

60-17

土壌分類研

インベントリー年手

昆虫分類研

微生分類研

微生分類研

昆虫分類研

昆虫G長

導入昆虫 U
個体群動 U

微生分類研

微生生態 U
微生機能 U
線 虫小動 U
土微利用 U

大倉利明

中井 信

上田義治

安 田耕司

吉松慎一

中谷至伸

封馬誠也

小板橋基夫

吉田重信

田村季実子

封馬誠也

小板橋基夫

吉田重信

安 田耕司

吉松慎一

中谷至伸

封馬誠也

小板橋基夫

吉田重信

田村季実子
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IIi織録121(■成17年度)

研究成果の発表

(1)査読論文

表  題 著 者 発表誌名

(出 版元 )

巻

号

頁 発行

年月

世界の土壌分類体系と農林業
への応用 7.土壌分類の利用 と

今後の課題

中井 信 日本土壌肥料学

雑誌

76

(6)

917-

924

2005

12

土壌生成 と重金属動態 中井 信・南條正 巳

今井 登・関 陽児

田崎和江・櫻井泰弘

戸上和樹・武 田 晃

日本土壌肥料学

雑誌

76

(4)

539-

545

2005.

8

トコロミコガ (鱗翅 目 :ア ト
ヒゲコガ科)の 多化性の確認

と幼虫の寄主摂食部位

安 田耕 司 昆贔 ニ ュー シ リ

ー ズ

8

(4)

107…

109

2005.

12

日本 においてタケ・ササ類 タ

ケノコを加害す る鱗翅類

吉松慎一・櫛下町鉦敏・

行徳直久 。上和 田秀美・

佐藤嘉一・坂巻祥孝

昆轟 ニ ュー シ リ

ー ズ

8

(3)

91-

97

2005.

9

病害防除における IPMの 展

望 と課題 ―アブラナ科野菜

根こぶ病防除を事例 として一

封馬誠也 関東東山病害虫

研究会報

52 1-

8

2005.

12

土壌 中の遺伝子・遺伝子情報
・・・何ができるのか、何が

わかるのか  2.特 定微生物

の検 出 と定量・多様性、な ら

びに特定遺伝子 に注 目した分

子生態 (そ の 1)植物病原菌

封馬誠也 日本土壌肥料学

雑誌

76

(2)

212-

221

2005

4

Phylogenetic Relationships

between the Lettuce Root Rot
Pathogen Fusarium lxysporum
f. sp. lactucae Races l" 2, and 3

Based on the Sequence of the

Intergenic Spacer Region of its
Ribosomal DNA

Masashi Fujinaga,

Hideki Ogiso,
Hirosuke Shinohara.
Seiya Tsushima,

Norio Nishimura,
Masayuki Togawa,
Hideki Saito,

Masayuki Nozue

Journal of
General Plant
Pathology

71

(6)

402‐

407

2005.

12

Changes in gene expression of
putative i s opentenyltransferase

during clubroot development in
Chinese cabbage (Brassica rapa
L.)

Sugihiro Ando,
Takahiro Asano,

Seiya Tsushima,

Shinichiro Kamachi,
Takashi Hagio,
Yutaka Tabei

Physiological and

Molecular Plant

Pathology

67 59-

67

2005

8

Molecular Cloning of
PbSTKLI Gene from
P lasmodiophora brass icae

Expressed during Clubroot
Development

Sugihiro Ando,
Tomohiro Yamada,

Takahiro Asano,

Shinichiro Kamachi.
Seiya Tsushima,
Takashi Hagio,
Yutaka Tabei.

Journal of
Phytopathology

154 185…

189

2005.

12

New biocontrol method for
parsley powdery mildew by
antifungal volatiles- producing
fungus, Kyu-W63.

Motoo Koitanbashi Journal of
General Plant

Pathology

280…

284

2005

8
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(2)その他の論文等

インベ ン トリー 第 5号  (2006)

表  題 著  者 発表誌名
(出 版元 )

巻

号
頁 行

月
発
年

リスク研究 におけるイ ンベ ン
トリーの役割 ―現状 と将来 ―

上沢正志・上 田義治 環

ム

業
ウ

農
ジ

回
ポ

５

ン

２

シ

第

境
1¨

3

2005.
10

農業環境研究を支えるインベ

ン トリー
上田義治 インベ ン トリー 4 2005.

4

インベ ン トリ
プン

―展示館 のオー 上田義治 農環研 ニ ュー ス 67 2005.

7

第 25回農業環境 シンポジ
ム 「農業環境 にお ける リス

研究に果たすイ ンベ ン トリ
(知 的基盤 )の役割 と課題

ウ

ク

一

―

上 田義治 農環研 ニュース 69 16 2006.

1

農業環境技術研究所生態系保
存実験圃場における果実食鳥
による種子散布の記録

原 田直國・上 田義治 インベ ン トリー 4 ‐５
［

‐９

2005.

4

土壌情報の一元的収集 システ
ムの開発

中井 信 農業技術 ６０

ｍ

168…

171

2005.

4
土壌モ ノ リス館 信

樹本́

井
上

中
戸

大倉利明 インベ ン トリー 4 34 2005.

4

農村地域 にお ける炭素収支の

定量的評価 と費用対効果 に関
す る研究

信
弘尚

井
藤

中
後

神 山和貝J

大倉利明
総
成
成
報

地
合

１６
果
告

Ⅱ 336-
354

2006
1

土壌生成 と重金属動態 中井 信・南條正 己 土壌生成 と重金
属動態 (博友社 )

1-

157
2005.

10

土壌の斑紋形成 と重金属の移
動集積

戸上和樹・中井 信 土壌生成 と重金
属動態 (博友社 )

H8-
140

2005.

10

日本 の土壌 中にお ける元素分
布

田
井

武
中

晃・ 南條正 己
信

土壌 生成 と重金
属動能 f博左朴 )

141-

157

2005.

10

世界の土壌侵食・土壌の塩類
化

大倉利明 農林水 産技術研
究 ジャーナル

29

fl)

47-

51

2006.

1

土壌イ ンベ ン トリーの現状 と
発展方向

大倉利明 環

ム

業

ウ

農
ジ

回
ポ

５

ン

２

シ

第
境

68¨

69
2005
10

The future climate regime:using
the scenario planning approach
to develop options

Yasuko Kameyama,
Kentaro Tamura,
Masahiro Amano.
Naohiro Goto,
Norichika Kanie,
Hitomi Kimura,
Kazunori Kohyama,
Izumi Kubota,
Makoto Nakai,
Yasushi Ninomiya,
Hidenori Nishizawa,
Toshiaki Ohkura,
Kunihiko Shimada,
Ancha Srinivasan,
Yukari Takamura,
Rie Watanabe

NIES/1GES
Rescarch Pracct

Final Report

1…

53

2005.

10

研究 トピックス :侵入害虫ク
ロテ ンオオメンコガ (新称 )

の国内にお ける広範囲での発
生確認

吉松慎一

広渡俊哉
司
行

耕
泰

田
本

安
宮

インベ ン トリー 4 7‐

8

2005.

4

国内で広範囲に発生 していた

侵 入 害 虫 の ο″4α  Sαεε力α″′

(Baer)(新和名 :ク ロテンオ
オメンコガ )

吉松慎一・安 田耕 司 農環研 ニュース 69 2006.

1
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付録 2:研究成果の発表

表  題 著  者 発表誌名
(出 版千 )

巻
r号、

頁 行
月

発
年

Highlights in 2004. 5. Invasion
and occurrence of the banana
moth, Opogona sacchari (Bojer)
(Insecta, Lepidoptera), over a

wide area of Japan

Shin‐ ichi Yoshilnatsu,

Kai Yasuda
NIAES Annual
Report 2005

一　
〇

９

１

2006.

3

近年 問題 となつている害虫の

同定 と生態 昆虫イ ンベ ン ト

リー :昆 虫の害 虫化 とその要

因

吉松 1真 一 平成 17年度革
新的農業技術習
得研修 「高度先
進技術研修」資
料 (農環研 )

４９
［

５５

2005.

11

農業環境技術研究所 0標本 シ

リーズ 1:カ メムシ類 (半翅

目異翅亜 目)

伸

一

至
慎

谷
松

中
吉

安 田耕 司 イ ンベ ン トリー 4 38-

39

2005.

4

ドラセナ・サンデ リアーナ

害虫 クロテンオオメンコガ
吉松慎一 農業総覧 花井

病害 虫診断防除
編追録 2号 (農
文協 )

2-

5

2006.

2

殺虫剤,除草剤を使用 しない

水田畦畔の昆虫の多様性
中谷至伸 生態学か ら見た

里や まの 自然 と

保護 (講談社サ
イエ ンテ ィフィ
ック)

186-

188

2005.

4

施設野菜の菌別病害の特徴 と
防除① 土壌病害 (フ ザ リウ
ム菌による病害 )

封馬誠也 ビニール と農園
ム

230 23¨

27

2005
12

分 散 型 デ ー タベ ー ス に よ る
「微 生 物 イ ン ベ ン ト リー

(″た
“
乃 ″σθ

)」
の Web公 開

封馬誠也 0月 星隆雄・

吉 田重信・篠原弘亮・

長谷部 亮・酒井 I原 子・

小川直人・土屋健一

イ ンベ ン トリー 4 30 2005.

4

病害虫総合的管理 (IPM)の
中における生物防除の現状 と

展開一イネ科植物等生息微生
物の種類 と特性および利用一

封馬誠也 平成 17年度植
物防疫研修会資

料

1-

15

2005.

11

微生物イ ンベ ン トリー :植物
生息微生物・病原微生物

封馬誠也 平成 17年度革
新的農業技術習
得研修 「高度先
進技術研修 J資
料 (農環研 )

83…

89

2005.
11

病原菌の保存法 封馬誠也 学
教

ｊ
断
ラ

理
ｒ
ム
診
グ

病
回
ラ
の
ロ

物
２
グ
害
プ

植
第

口
病
定

本
　
プ
物
同

国
会
育
植

・
ム

120…

123

2005.

8

硫黄粉斉J 小板橋基夫 ・
農

除
＜

防
録

合
追

総
編
＞

業
材
協

農
資
文

2-

3

2005.
12

細菌迅速 同定支援 システ ム
「″?ブε″οFo″εθ…ID」

篠原弘亮・西 山幸司 0

小板橋基夫・吉 田重信・

封馬誠也

インベ ン トリー 4 2‐

6

2005.

4

細 菌 迅 速 同 定 支 援 シ ス テ ム
「

7P17c・″οFb″εθ―ID」
篠原弘亮・封馬誠也 植物防疫 59

f9)

４００
［

４０２

2005.

9
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3)口 頭発表

表  題 著 者 発表誌名
(出 版元 )

巻

号
頁 発行

年月
深層土壌調査法の開発 と深層
土壌分類素案の作成

大倉利明・庄 司 正・

鹿沼信行・戸上和樹・

中野恵子・神 山和則・

中井 信・亀和 田國彦

日本土壌肥料学
会関東支部大会
講演要 旨集

26 2005.

11

家畜ふん堆肥 と化学肥料を併
用 した連用試験圃場における
深層土壌調査

庄司 正・大倉利 明
鹿沼信行・戸上和樹
小柴 守 0本間素子
塚本雅俊・加部 武
山田正幸・神 山和則
中井 信

挙十
△
ム

料
大

肥
部
集

壌
支
旨

土
東
要

本
関
演

日
会
講

26 2005.

11

Development of a deep method
for soil survey

Toshiaki Ohkura.
Keiko Nakano,
Makoto Nakai

Program of East
and Southern
Asian
Federation of Soil
Science Societies

23 2005.

6

深層 土壌調査 に基づ く水及び
硝酸態窒素の浸透流出特性の
予測

中野恵子・大倉利明・

亀和田國彦・加藤英孝
講△

ム
学木

集
土
旨

業
要

農
演

772-

773
2005.

8

Framework for soil research in
the Mrnistry of Agriculture,
Forestry and Fishery (MAFF),
Japan-A l0 years research
perspective-

Toshiよ i Ohkura Guidebook,
International
Workshop of
Japan-Taiwan
Pedolosists

Sessi
on7

2005.

11

Persptctive from "sinks" Toshiaki Ohkura Proceeding on
Kickoff meeting
capacity
building in Asia
and the Pacific
on issue related
to the Kyoto
protocol beyond
2012

Sessi
on6

2005.

10

排水条件の違 いによる土壌 中
の重金属含量

戸上和樹・ 中井 信 一
集

ジ
旨

口
要

ド
演

ぺ
講

十分
△
ム

日
ヽヽ′字

つ
４ 2005.

4
地形連鎖 にある土壌の重金属
分布

戸上和樹・中井 信 日本土壌肥料学
会関東支部大会
講演要 旨集

2005
11

わが国においてタケノコを食
害す る鱗翅類

吉松慎一・櫛下町鉦敏 。

行徳直久 。上和 田秀美・

佐藤嘉一・坂巻祥孝

第幹
緩

占黒
△
ム

昆
大

本

回
日
６５

19 2005
9

淀川河川敷 で発 見 され た ツヤ
カ ス ミカ メ属 の未 知種 (半翅
目 :カ ス ミカ メムシ科 )

中谷至伸 日本昆虫学会第
65回 大会講要

2005
9

農業環境技術研究所微生物イ
ンベ ン トリーの現状 と課題

封馬誠也 情
要

物
演

生
講

微
会

回
究

６
研

第
報
旨

4 2005
12

微生物イ ンベ ン トリーシステ
ムを用いた有用微生物の利用
技術の開発

封馬誠也 。小板橋基夫・

吉 田重信・田村季実子

アグリビジネス

創 出 フ ェ ア
Official  guidc
book

23 2005.

10

gyrBと rpoD:お よてが 16SrRNA
遺伝子の部分的塩基配列に基
づいたナシ枝枯細菌病菌の系
統解析

松浦貴之・篠原弘亮
井上康宏・畔上耕児・

封馬誠也・塚本貴敬
水野昭文

日本植物病理学
会報

71 292 2005
8

gyrB と rpoDの塩 基 酉け Jを 基
に し た  β″腸ο′ル″ヵ ノ2r″″αθ

,

ユμ
"Jα

″ノノおよび 3.g′αttο′プの
系統解析

前 田由紀子・篠原弘亮・

大西浩平・木場章範・

古屋成人・封馬誠也・

曳地康史

日本植物病理学
会報

71 291 2005
8
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表  題 著  者 発表誌名
(出 版元 )

巻

号
頁 発行

年 月

βασブ′′νs sνわ′ガ,s製剤散布によ
るカンキツ黒点秒防除効果 と
カンキツ果面上の細菌群の変
化

伏見典晃・封馬誠也

篠原弘亮・三宅 裕

日本植物病理学
会報

283 2005.

8

イチ ゴ葉 と葉柄 における細菌
相 とイチゴ炭疸病 に対す る発
病抑制効果

日向真理子・封馬誠也・

篠原弘亮・小板橋基夫・

吉 田重信

日本植物病理学
会報

71 242 2005.
8

うり類 に発生す るホモプシス

根 腐 病 菌 の rRNA遺伝 子 の

ITS領域 に基づ く分子系統解
析

堀越紀夫・芳賀紀之・

平子喜一・吉 田重信・

篠原弘亮・ノjヽ 板橋基夫・

封馬誠也

日本植物病理学
会報

219 2005.

8

アブラナ科野菜根 こぶ病形成
時によるハ クサイ根 こぶ形成
への Aldchyde oxidascの 関与
について

安藤杉尋・封馬誠也・

蒲池伸一郎 。/Jヽ 長谷賢一

須永亜矢子・萩尾高志・

小川泰一 。田部井豊

日本植物病理学
会報

71 190-
191

2005
8

Biodiversity effect accessment of
transgenic rice harboring the
plant type related genes

Yasunori Koga-Ban,
Yoichi Morinakal,
Aki Mizuguti,
Shinichiro Kamachi,
Yuko Otake,
Setsuko Komatsu-
Hiroshi Tanaka,
Yutaka Tabei,
Seiya Tsushima,
Makoto Matsuoka

10th lntcmationJ

Congrcss of
SABRA0
Absiact

2005.
8

ネ条斑細菌病菌検出用プラ
マーの作製

イ

イ

松浦貴之・篠原弘亮・

井上康宏 0畔上耕児・

封馬誠也 0土屋健一

日本植物病理学
会関東部会 プ ロ

グラム講演要 旨
予稿集

19 2005.

9

ア ー バ ス キ ュ ラ ー 菌 根 菌
Archacospora leptotichaお よび

その類縁菌の rDNA…ITS領域
に基づ く系統解析

西村伊吹 0澤木弘道
篠崎直人・吉 田重信
封馬誠也・太 田寛行
斉藤雅典

物
度
演

生
年

講

微

５
会

壌

００
大

±

２
屋
隼

本
会
古
旨

日
学

名
蓼

9 2005.

6

ハクサイ根 こぶ病形成時にお
ける宿主のサイ トカイニン生

合成・代謝 関連遺伝子の発現
変動

安藤杉尋・封馬誠也・

蒲池伸一郎・/Jヽ 長谷賢一

萩尾高志・小川泰一・

田部井豊

日本土壌微生物
学会 2005年度
名古屋大会講演
専 旨隼

26 2005.

8

健全 な農作物 に生息す る微生

物の群集構造お よび新たな機
台旨σ)角翠本斤

吉 田重信 農林水産技術会
議会長 と若手研
究者 との懇談会

1-

10

2005.

8

植物病害におけるクオ ラムセ
ンシング研究の現状 と展望

吉 田重信 学

３
旨

理
第
要

病
会
会

物
部

の

植
東
手

本
関
若

日
会

回
集

4 2005.

10

健全コムギ穂に生息する細菌
群 集 に お け る
N― acylhomose五 ne lactone化 合
物類の生産能

吉田重信・Lillda L Kittcl・

篠原弘亮・沼尻将宜・

塩谷純一朗・平舘俊太郎 。

小板橋基夫・陶山一雄・

根岸寛光・封馬誠也

日本植物病理学
会報

293 2005
8

健全 コムギ穂 に生息す る細菌
の群集構造お よび クオ ラムセ

ンシング関連 シグナル分子の

生産性

吉 田重信・Linda L.Kittd
篠原弘亮・沼尻将宜・

塩谷純一朗・平館俊太郎
小板橋基夫・田村季実子

陶山一雄・根岸寛光・

封馬誠也

微
講

本
会

日
学

回
態
集

１
生
旨

２
物
要

第
生
演

2005.

10

付録 2:研究成果の発表
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表  題 著 者 発表誌名

(出 版元 )

巻

(号 )

頁 発行

年月
Production of quorum-sensing

related-signal molecules by
epiphytic bacteria of wheat heads

Shigenobu Yoshida,
Linda L. Kinkel,
Hirosuke Shinohara,
Nobutaka Numajiri,
Syuntaro Hiradate,

Motoo Koitabashi.
Kazuo Suyama,

Hiromitsu Negishi,
Seiya Tsushima

Abstracts of
Phyllosphere

2005 8th
International
Symposium on

the Microbiology
of Aerial Plant

Surfaces

67 2005

7

サ トウキビ白す じ病の診断と

病原細菌の増殖用培地の検討

篠原弘亮・ 中里 工

杉澤 武・封馬誠也

日本植物病理学

会報

71 300 2005.

8

gyrB と rpoDの塩基酉己夕Jに 基
づ く  &r″た力θ′グθ″′α g′ν777αθ

,

3.ノα4″″ブ
'お

よび 3.メ側物ルの

系統解析

前 田由紀子・篠原弘亮・

木場章範・大西浩平・

古屋成人・河村好章・

江崎孝行・封馬誠也・

曳地康史

第 21回 日本

微生物生態学会

講演要 旨集

168 2005.

10

(4)データベース等

表  題 著 者 発表誌名

(出 版元 )

巻

号

頁 発行

年 月

昆虫文献 目録 「三橋 ノー ト」
の画像デー タベース

安 田耕司・吉松慎一

中谷至伸・上 田義治

農環研 ウェブサ

イ ト

2006.

3

商標 登録 「

“
た″ο乃 ″σθ」 の 出

願

封馬誠也・小板橋基夫・

吉 田重信

AST… 17008 2005.

7

農業環境技術研究所所蔵微生

物 さく葉標本 目録データベー

ス

封馬誠也 。小板橋基夫 。

吉 田重信 。田村季実子・

月星隆雄・原 弘亮

農環研 ウェブサ

イ ト

2006.

1
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(率1成 17.年 度)

研究協力・交流

(1)国外での研究交流等

氏  名 所  属 出張国 活動内容 期  間 備  考

上沢 正志

中井  信

大倉 利明

大倉 利明

大倉 利明

戸上 和樹

吉田 重信

センター長

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

微生物分類研

フィ リピン

台湾

フィリピン

台湾

ンラ一ジユ
　

　

　

湾

ニ
　
ドＰ
　
　
　
　
ム
ロ

イギリス

第 7回東・東南アジ

ア土壌科学会連合会

議に出席

日本・台湾ペ ドロジ

ー国際交流 ワークシ

ョップの組織、運営、

参加

第 7回東・東南アジ

ア土壌科学会連合会

議 に出席

日本 0台 湾ペ ドロジ

ー国際交流 ワークシ

ョップの組織、運営、

参加

LULUCF ttF電 目録審

査専門家養成 コース

参加

日本・台湾ペ ドロジ

ー国際交流 ワークシ

ョップの組織、運営、

参加

第 8回葉圏微生物国

際シンポジウムに出

席

31′～ 6.

11. 1′～ 7

31′～ 6.

11. 1～ 10

16-20

11.1′～ 7

23-29

研究推進費

研究推進費

研究推進費

研究推進費

研究推進費

研究推進費

研究推進費

(2)国際研究協力

氏  名 所  属 受入研究室 研究課題 期  間 備  考

Rungsun

Im-Erb
タイ 土地開

発局

土壌分類研 水田土壌の塩類集積

に関する土壌情報シ

ステムの活用

17.10。  3′～ 4

(3)依頼研究員

氏  名 所  属 受入研究室 研究課題 期  間

清水マス ヨ

米澤晃子

大場淳司

小塚雅弘

長崎県病害

虫防除所

香川県農業

試験場

官城県古川

農業試験場

島根県農業

技術センタ

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

昆虫分類研

いちご萎凋細菌病菌の分離・同定

野菜・花井類の細菌性病害等におけ

る病原菌の同定

ムギ類か ら分離 され る微生物の分類
・同定

普通作物を加害す る鱗翅 目および半

翅 目害虫の分類

17. 6。  1′～8.31

17. 6。  1～ 8.31

17.10。  3-
12.28

17.11. 1～

18. 1.31
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(4)技術講習生

氏  名 所  属 受入研究室 研究課題 期  間

須永薫子

西村伊吹

花 田晶子

藤本義子

堤 千絵

安 田典夫

間中光雄

山口憲一

野見山孝司

上 田幸史

清水マス ヨ

国立科学博物

館筑波実験植

物園

茨城大学大学

院農学研究科

茨城大学農学

音Б

山形大学農学

音Б

東京大学大学

院理学系研究

科

二重県科学技

術振興センタ

産業技術総合

研究所

愛媛県農業試

験場

農生機構近畿

中国四国農業

研究センター

農水省横浜植

物防疫所

長崎県病害虫

防除所

土壌分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

土壌一般理化学性分析

糸状微生物の分類 と同定

イネ葉面微生物の分離、同定

イネ葉面微生物の分離、同定

土壌一般理化学性分析

粘土鉱物の分析お よび同定法

土壌の CECと リン酸保持量の測

定

デジタル土壌図を利用 した土壌デ
ータベースおよび主題図の作成

シュー ドモナス属菌の同定

植物検疫等で発見 され る糸状菌の

分類・同定

にが うり青枯病菌における系統解

析

17. 4。  1´～

18。  3.31

17. 4. 1-
18. 3.31

17. 4. 1′～

18. 3.31

17. 6. 1～

18。  3.31

17. 6。 15´～

11.15

17. 8. 8-12

12-16

13′～ 14

18′
^V23

20/‐V24

6-10

″７

　

　

　

ウ
ィ

　

　

　

（
δ

（８

　

　

　

一ヽ
ｔ．

(5)講師派遣等

氏  名 所  属 講師派遣の内容 期  間 依頼者

上沢正志

中井 信

中井 信

中井 信

中井 信

大倉利明

大倉利明

大倉利明

大倉利明

大倉利明

大倉利明

封馬誠也

封馬誠也

吉田重信

センター長

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

研究の動向

研究の動向

研究の動向

研究の動向

客員教授

研究の動向

研究の動向

土壌環境集団コース

環境保全型農業講演会

土壌に関す る講演

土壌に関す る講演

客員教授

病害虫総合的管理に関す

る講演

微生物に関す る特別授業

17. 6.17～ 18

17. 6. 2-3

17. 5.26

17. 7. 7～ 8

17. 4. 1～

17. 6.23

17. 6.28-29

17. 7.27

18。  3.7

17.12. 4

18. 1.22

17. 4. 1-

17.11.10

7′
^▼ 818

東北農政局

九州農政局

東海農政局

中国四国農政局

東京農業大学

北陸農政局

関東農政局

国際協力機構

群馬県農業技術セン

ター

練馬 区

ちば国際 コンベ ンシ

ョン ビュー ロー

東京農業大学

鳥取県植物防疫協会

長野県立塩尻志学館

高校
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(6)外部委員会委員等

氏  名 所  属 委嘱・応嘱先 委嘱・応嘱名 期  間

上沢正志

上沢正志

中井 信

中井 信

中井 信

中井 信

安田耕司

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

センター長

センター長

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

昆虫分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

(財 )日 本農業研究所

(社 )日 本下水道協会

(財 )日 本土壌協会

(財)環境科学技術研

究所

(社 )日 本草地畜産種

子協会

(株 )UFJ総合研究所

(独 )農業生物資源研

究所

東京農業大学

(独)食品総合研究所

農林水産省植物防疫

課

環境負荷低減農業技術確立

実証事業企画委員会,委員
「再生 と利用」編集委員会 ,

委員

土壌・施肥管理システム開

発委員会,委員

土壌系動態評価委員会,委
員

草地の地球温暖化防止機能

調査作業部会検討委員会 ,

委員

温室効果ガス排出量算定方

法検討会吸収源分科会,委
員

遺伝資源登録委員会動物委

員会,委員

農学研究科学位論文審査委

員会,委員

組換えDNA実験安全委員

会,委員

植物防疫に関す る技術連絡

会議 ,委員

13. 4。  1-
18.1.31

15。  4。  1´～

18。 1。 31

14. 6. 4～

16. 6. 6′～

15. 8.22-

17. 4。  1′～

16. 4. 1/～

16. 4. 1～

17. 4. 1´～

1～

(7)学会委員等

中井 信

中井 信

大倉利明

戸上和樹

戸上和樹

戸上和樹

安 田耕司

吉松慎一

吉松慎一

吉松慎一

吉松慎一

中谷至伸

中谷至伸

封馬誠也

封馬誠也

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

昆虫分類研

昆虫分類研

昆虫分類研

昆虫分類研

昆虫分類研

昆虫分類研

昆虫分類研

微生物分類研

微生物分類研

日本ペ ドロジー学会

日本ペ ドロジー学会

日本ペ ドロジー学会

日本ペ ドロジー学会

日本ペ ドロジー学会

森林立地学会

日本応用動物昆虫学

会

日本応用動物昆虫学

会

日本応用動物昆虫学

会

日本昆虫学会

日本鱗翅学会

日本昆虫学会

日本昆虫学会

日本土壌微生物学会

日本土壌微生物学会

編集幹事

評議員

幹事

幹事

会計

会計監査

農林有害動物・昆虫名鑑編

集委員会,委員長

農林有害動物・昆虫名鑑編

集委員会,委員

学術用語委員会,委員

編集委員会,和文誌編集長

将来計画特別委員会 ,第一

期委員

編集委員会,和文誌編集幹

事

電子化推進委員会,委員

評議員

財政問題将来検討委員会

委員

16. 4. 1-

16. 4. 1′～

16. 4. 1′～

17. 4. 1-

17.11.1-
16. 4。  1′～

13. 5. 1-

13. 5. 1～

15.1.1-

16.1.1-
17.12.31

17.12.10′―V

16。  |

13.4.

18。   |

18.  |

1. 1-

17.12.31

1´～

1。 1-

1。 1´～
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封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

小板橋基夫

吉田重信

吉田重信

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

日本土壌微生物学会

日本植物病理学会

日本植物病理学会

日本植物病理学会

日本植物病理学会

日本植物病理学会

日本植物病理学会

日本植物病理学会

日本植物病理学会

土壌微生物教育委員会,委
貝

評議員

バイオコン トロール研究会

,幹事長

病害生態研究会,幹事

土壌伝染病談話会,運営委

員

編集委員会,原著編集委員

バイオコン トロール研究会

,幹事

病毛委員会,委員

バイオコン トロール研究会

,幹事

18。 1。 1-

18。 1。 1-
15. 4。  1-

10。  3。  1′～

17. 5。  1～

16。 1.1´～

17. 4。  1′～

17. 4. 1-

17. 4。  1-

(8)同 定依頼・技術相談等

件  名 対応研究室 件  数 標本・菌株数

土壌モノリス作製法・展示に関す る相談

土壌採取・分析法に関する相談

土壌特性 に関す る相談

土壌関係取材

昆虫同定

昆虫の学名・種名・文献等に関す る相談

昆虫標本に関す る相談

微生物同定

微生物の分類・同定・文献等に関する相談

菌株分譲

試験依頼

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

土壌分類研

昆虫分類研

昆虫分類研

昆虫分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

微生物分類研

3

3

1

1

29

11

5

8

24

5

2

９

　

　

　

　

９

　

１

(9)そ の他

件  名 対応研究室 期  間 備  考

つ くば リサーチギャラ リー夏休み特別公開

つ くば リサーチギャラ リーサイエンスツアー特

別展示

昆虫分類研

土壌分類研

昆虫分類研

17.7.30

18。 1.21´ ^▼ 22

標本作製

標本展示

標本作製
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17. 4. 1-

13. 4。  1′～

14. 2. 1-
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16. 3. 1′～ 18.

16.11.1′～

13. 4. 1′～
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13. 4。  1′～

′ノ

13.10. 1-
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13. 4。  1´～
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13. 4. 1´～

16.10。  1-
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17. 7. 1′～
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17. 7. 1-18. 1.20

17. 7. 1′―V
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