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巻1頭1言

農業環境インベン トリーの意義・役割を改めて考える
-8号の発刊に当たって一

Reconsideration on Significance ofNatural Resources lnventOry

ln Publishing`Inventory No.8つ

封馬誠也
*

Seiya Tsushilna

2001年か ら 2005年 (第一期 中期計画期間)に所属 していた農業環境インベン トリーセンタ

ーに、2009年 4月 1日 付 けでセンター長 として戻つてきま した。センター時代には、微生物分

類研究室 (当 時)の全研究員一丸 となつて当研究所所蔵の微生物標本や研究成果 をデータベー

ス化 して発信す るシステム (微生物インベ ン トリー)の構築に取 り組みま した。その一方では、

意外に農業環境に棲息す る微生物の情報が少ないことがわかつたので、イネ、ムギな どい くつ

かの農作物に棲息す る微生物を収集 し分類 してその情報をデータベース化 しま した。 このよ う

な作物上に棲息す る微生物インベ ン トリーは現在 においても世界でも希有 といえます。担当者

としては 「植物の表面」 とい う特殊な環境にいる生物が、植物の生育に何 らかの役割 を果た し

ているのではないか、「特殊な環境」に棲息す る以上 「植物棲息菌ならではの特殊 な機能」を持

つていて薬や食品等の開発 に役立つのではないかな どと考えなが らインベ ン トリー情報を蓄積

してきま した。その一方で、当然のことなが ら、会議等において、それ ら微生物 を何のために

集 めるのか、何の役 に立つのか とい う質問が出 され、その対応 を常に考えてきま した。 中期計

画の課題の基に、「インベ ン トリー (目 録 )」 の構築を目指 しているとはいえ、「単なる情報の蓄

積」作業には、必ず、このよ うな質問が出て くることも明 らかです。

農業環境インベ ン トリーセンターには、少な くとも情報数 においては微生物を上回る土壌、

昆虫情報があ ります。た とえば、土壌に関 しては、土壌標本 (土壌モ ノリス約 250点)を は じ

め全国の上壌に関す る各種の情報や土壌図情報な どが多数あ ります。また、昆虫においても国

内屈指の数 を誇 る膨大な昆虫標本 (130万点)や貴重な文献情報な どがあ ります。微生物情報

と同様 に、これ らの情報はいずれ も基盤的な、地味なものではあるため、時に、これ らの膨大

な情報が 「何の役 に立つか」な どの質問が必ずあるのも事実です。 これ らの情報は長い時間を

掛けて、少 しずつ集 められたものですが、一方では、常に一定の資金を投資 して維持 している

とも言えますので、その成果の 「見える化」が求められています。

こ うした情報が実は土壌 中の物質 (炭 素、窒素、農薬な ど)の動態解析に役立った り、昆虫

標本や文献情報が国内で問題 になつた害虫の同定に役だつた りしていることは一般 にはなかな

か知 られていません。

こ うした状況において、わた したちは改めて、インベ ン トリーの意義 を広 く国民に知 らせ る

とともに、従前にも増 してこれ らインベ ン トリーの利活用を進 めなければな らない と考えます。

講演会、シンポジ ウムやインベ ン トリー展示館の見学者 に、より分か りやす く解説す ることに

心がけるとともに、IT技術 をさらに活用 して利用者が必要な情報 を簡単に見 られ るよ うな Wcb

の活用 も必要だ と考えます。

「農業環境インベ ン トリーの充実は基盤情報 として研究や技術開発 にとても重要である」 と

い う認識が国民に広 く伝わるよ うに したい と考えます。
*農業環境インベントリーセンター長
Natural Resouces lnventory Center

イ ンベ ン トリー,第 8号 ,pl(2010)
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研1究||卜 |‐ピーッークス

北海道内の広域で発生した新害虫はヘリキスジノメイガだった

ANew lnsect PestAppearing across a BroadArea ofHokkaido TIIns outto be tlle Bcet Webwom協 僣α″′ブα

s′た″εα′なOillnacus)

吉松慎一*・
岩崎暁生

**

Shin― ichi Yoshilnatsu and Akeo lwasaki

要約

2008年夏北海道内の広域においてダイズやニンジンなど多種類の作物を加害する見慣れないチ

ョウロ幼虫が多発生した。羽化させた成虫を詳細に調べたところ,こ れまでわが国では害虫として

の記録がないヘ リキスジノメイガであることが分かった。

背景と目的

2008年 8月 中旬から9月 にかけて,石狩・空知・後志・上川・留萌・網走・宗谷支庁管内で,こ

れまで発生を認めたことのないチョウロ幼虫が多種類の作物を加害している事例が多数確認 された

(図 1)。 発生地域が広く,深刻な被害を受けているほ場も多いことから,早急な同定が求められた

が,幼虫による同定は困難であるため,加害中の幼虫を飼育し,羽化させた成虫によつて,種名を

同定することにした。

成果の内容

北海道立中央農業試験場内 (夕 張郡長沼町)で ,2008年 8月 下旬,作物を加害中の幼虫を採集 し

(図 2),飼育したところ,同年 9月 中旬,5個体の成虫 (図 3左)を羽化させることができた。こ

の羽化成虫の形態を詳細に検討 したところ,ツ トガ科ヘ リキスジノメイガ ν

""″

ブ′ブαs′ブθ′たα′な

(Lillnacus)と 同定することができた。また,同 じ場所の野外に設置されたライ トトラップで 8月 4日

から8月 30日 までに誘殺された本種と思われる530個 体の標本を検討したところ,すべて同じヘ リ

キスジノメイガであることが分かつた。他の地域で確認された同じ形態をもつ幼虫も同様に本種で

あると考えられた。

本種は,ヨ ーロッパからロシア,中国,ア メリカ,カ ナダなどの広域に分布する移動性の害虫で ,

様々な種類の作物に被害を与えることが報告されている。今回,北海道では他にアズキ,テ ンサイ ,

カボチャ,シ ロクローバーやアルファルファなどの牧草への加害も認められた。わが国では,こ れ

まで成虫の採集記録しかなく,幼 虫の発生や作物への加害事例は確認されてなかつた。

今回の多発生は,2008年春以降に大陸から北海道へ飛来した本種成虫の産卵に起因する後世代の

増殖が原因であると考えられた。本種は,冬季は土中でまゆを作って越冬するので,それが翌春以

降の発生につながる可能性がある。また,成虫は,こ れまで本州や九州でも採集されているので,

北海道以外においても本種の発生に十分注意する必要がある。

*農
業環境インベ ン トリーセンター 絡

北海道立中央農業試験場

Nattlral Resources lnvelltow Cellter,Celltral Agricultural Experimellt Station

インベン トリー,第 8号,p2-3(2010)
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研究 トピックス :北海道内の広域で発生した新害虫はヘ リキスジノメイガだつた

図1 ヘリキスジノメイガによるダイズほ場の被害

ほ場周縁部の自くなつた部分が被害植物である。幼虫は葉脈部を残して葉肉部を食べるので加害された

植物体は白く見える。

図2 ヘリキスジノメイガの幼虫

幼虫は老熟すると体長約 25 mmに なる。頭部は黒褐色,胴部は黒色で,胴部側方には乳白色の幅広い帯を持つ。

体が淡色の個体も少数ながら見つかる。

図3 ヘリキスジノメイガの成虫

翅は全体的に茶褐色で,前翅外縁部に沿って縦長の黄色い斑紋がある。

左に今回飼育して得た生きた成虫を,右に 1982年 8月 12日 に北海道知床で採集された標本を図示した。

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,E‐ mail:yos血 atu@澁 C.gO」p

-3-
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農耕地温室効果ガス計測におけるリレーショナルデータベースシステム(RDB)

の活用

Application of Relational Database System(RDB)for Greenhousc Gas Mcasurcments in Agricultural

Fields

須藤重人
*・

伊藤雅之
**0人

木―行
*

Shigeto Sudo,NIasayuki ltoh and]Kazuyuki Whgi

1.は じめに

京都議定書第一約束期間も2年 目となリラ我が国においても温室効果ガス発生・吸収量の算定

が急務 となつている。農耕地においては,水田メタン,畑地亜酸化窒素等が重要な算定対象で

ある。従来,こ れらのガスフラックスの算定は,圃場において,(1)閉鎖式チャンバーを設置

し,(2)一 定時間後に手動でガスを採取 し,(3)ガ スクロマ トグラフにおける濃度測定後 ,

(4)測定値を表計算ソフ トウェア上でフラックス計算する作業を要する。このため,通年の

フラックス観測には非常に多くの時間と作業を要する。農環研では,こ うした労力の低減のた

め,(1)自 動開閉チャンバーの開発,(2)自 動ガス採取装置の開発に成功 し,昨年度の2008

名古屋大会では (3)自 動温室効果ガス計測器の開発 と測定事例について報告 した。今年度は ,

(4)の ニーズに対 して,フ ラックス計算の自動化 と,フ ラックス変動に係わる環境因子 (温

湿度, 日射,土壌理化学性等)の情報を統合 した リレーショナルデータベースシステムの構築

について紹介する。本システムの構成には基本 ソフ ト (OS)に CentOS Linux Ver.5を 使用 しプ

ログラミング言語(PHP5)と データベースソフ トウェア(POStgreSQL ttr.8)を 使用 し,ヽ電Bベース

のアプリケーションとしての運用を可能にした。PHPの ソースコー ドはオ リジナルに作成 した。

本システムを使用することにより,(2)の ガス採取作業をする担当者 と (3)のガス計測担当

者が相互に遠隔に位置する場合でも,各 々が取得 した観測値を各 自の端末 PCか ら共通のサー

バに入力することができるため,情報の共有 と迅速な解析をすることが可能 となる。

波及的効果 としては,多変量の要因解析をする場合に,必要なデータの抽出が容易になる,

異常値のスクリーニング (間 引き等)作業について,分析生データに遡つて再解析することが

容易になる,観測データの追加中であっても解析作業をすることができる,等を挙げることが

できる。本発表では,本 RDBの 概要 と活用事例を紹介 したい。

2.背景

土壌ガスの観測はサンプル数が多い

地球温暖化 と農耕地の関係を解明するためには ,

が重要な算定対象である。これ らのガスフラック

水田由来のメタン,畑地由来の亜酸化窒素等

スの算定は,圃場において,(1)閉鎖式チャ

*物
質循環研究領域,(**現京都大学 )

Carbon and Nutrient Cycle Division,(**present:Kyoto University)

インベ ン トリー,第 8号 ,p411(2010)
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インベン トリー :農耕地温室効果ガス計測におけるリレーショナルデータベースシステム (RDB)の活用

ンバーを設置 し,(2)一 定時間後に手動でガスを採取 し,(3)ガ スクロマ トグラフにおける

濃度沢1定後,(4)沢 1定値を表計算ソフ トウェア上でフラックス計算する作業を要する。このた

め,通年のフラックス観浪1に は非常に多くの時間と作業を要する。ガスのフラックス (発 生吸

収動向)は,気温,地温,土壌水分,降水等に支配されるため,日 変動が非常に大きい。施肥 ,

土壌,作物等の処理の違いの影響も大きい。同一処理であつても,誤差範囲が大きい。従つて ,

多くの反復 (通 常 3反復)試験が必要 !と なり,こ れにともなう膨大なガス試料の計測が必要

である。たとえば, 3処理 3反復 1日 3回 , 3点 フラックス評価による測定では, 3x3x3
x3=81検体の試料が発生。これに加えて,標準試料の測定も必要 !都合 1日 100検体程度の

ガス分析を毎 日行 う必要がある。

迅速かつ高頻度のガスフラックス計沢1が 実現には,ガ ス採取の自動化,ガ ス計測の自動化な

らびにデータ処理の自動化が必要とされる。農業環境技術研究所物質循環研究領域では上記の

3つの自動化手法を順次開発 してきた。第 1に温室効果ガス自動 3成分同時分析を開発 し,本

手法は 2009年度に特許登録 (特許第 4406694号 )さ れた。第 2に閉鎖式チャンバー法を使用 し

たガス自動採取装置を開発 し,2008年度に特許出願 (特願特願 2008¨O H 540)し た。上記 2発

明により,ガス採取から計淑1ま での自動化がなされ,前記 (1)～ (4)の うち (3)ま での

方法論が確立した。本報告は,残る 1課題である (4)のデータ処理 自動化を目的とした研究

に関するものである。

RDBの活用

温室効果ガスフラックスの算定のためには,多 くの説明変数 (あ るいは,パ ラメータ)(気象値 ,

水田水位,WFPS,ガス濃度,土壌理化学性,生物群集等)を同時に調査するために,調査地

と分析拠点とがそれぞれ連携 して作業する必要が生 じる。

図 1 温室効果ガスフラックスの運用概念

-5-



インベン トリー 第 8号  (2010)

従来は,各パラメータごとにエクセル等のスプレッドシー トに記録 し調査地毎に整理 し1シー

ズンの観測終了を待って最終結果を共同研究機関に報告するケースが多かつた。 しかし,そ の

ようなタイムラグ (データのや りとりの遅延)が あると,試験中の問題点を見いだせず,調査

を終了し解析 して初めて気づくとい う悪循環になる場合もあつた。また,こ のような情報処理

の多くが PC上 とは云え,手作業であることの煩わしさから,解析作業そのものが遅れがちと

なる問題 もあつた。また,こ うした情報のや りとりを,複数の地点と一つの分析拠点とでする

必要も少なからずあり,作業は益々煩雑を極める。そもそも,こ うした解析作業は原理的には

自動化 しうる可能性はあるものの,専用のソフ トウェアの開発には多額の予算が必要であり,

解析のパターンは試験の種類によつて多様であることから,こ れまでこの種のソフ トウェアを

活用することは原理的には簡単でも実用は困難であった。

観測地点のデータを一元管理するには, リレーショナルデータベース (RDB)を活用するこ

とが有効 となる。本報告で提案するRDBは ,複数の観測拠点で採取 した各種観測値を 電ヽB上

で一元管理する。現場での観測値 とラボにおけるガス分析値等を一つの観測インデ ックス (キ

ーとなる通 し番号)で関連づけ (リ レーショナル)し ,全ての情報 (データ)を一つのサーバ

ーに管理 して利用者 (解析担当者,入力者,閲覧者等)が随時必要な情報を抽出する拠点 (ベ

ース)を構築する,すなわちリレーショナルデータベースを作るとい う作業 となる。

この RDBをインターネット上すなわち 電ヽB機能を活用 して運用すれば,データはサイバー

空間で共有が可能 となり,日 々データ更新作業を続けている間も途中経過の閲覧が可能 となる。

従って,観測上,試験設計上の問題点が発見された場合にも迅速なフィー ドバ ック (指摘)の

行われる可能性が高くなり,観測試験がより効果的なものとなることが期待 される。

3.方法

(1)データベースソフ トウェア PostgreSQLの 活用

多くの情報を電子情報 として管理するには,一般にファイル管理 とい う手法が用いられる。

これは,SYLKや CSVと いわれるカンマやスペースによつて文字列を区切る形式のテキス トフ

ァイルを,ス プレッドシー ト展開ソフ ト (マ イクロソフ トエクセル等)に よつて表示 し,情報

を解析,操作する手法である。

一方, リレーショナルデータベースソフ トとは,列 ごとにデータカテゴリを定義 した複数の

テーブル (表 )同士を,キーとなる列によつて,関連づけをさせたマルチテーブル管理を前提

とした情報管理手法のための ソフ トウェアであ り,マ イクロソフ トアクセスや dBASE,

PostgreSQLと いつたものが例 として挙げられる。

前者は,必要な情報を 1枚の表に表現するため直感的にはわかりやすい表 となるが,複数の

テーブルにおいて共通に使用する列データを,それぞれの表毎に管理する必要があるが, 1枚

のスプレッド上に複数のテーブルを配置 した り,グラフを作図するなどの利便性に優れる。但

し, 1枚のスプレッドシー トで管理できるレコー ド数 (行数)には,限 りがあるため,た とえ

ば 5万行を超えるような膨大なレコー ド数の管理には不向きである。

後者は,テーブルの列毎の定義は厳密に定められ,表現上の自由度は下がるがレコー ドの規

模には事実上制限がない。あるいは,前者より逢かに規模が大きい。また,同一の項 目 (列 )

の重複管理は行わず,複数のテーブルに跨つて共通のレコー ドを参照することが容易な構造 と

なつている。本報告で対象 とする方法は,後者の方でかつ,ヽ電Bア プリケーションとして機能
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するデータベースソフ トである。これ らのソフ トウェアには有償:無償のものが併存 してお り,

有償の代表例が Oraclc,無 償の代表例が PostgrcSQLな いしMySQLで ある。

ソフ トウェア名に冠 された SQL(Structured Query Language)と は,構造化問い合わせ言語の

略称であり,現在多くのデータベース (DB)ソ フ トウェアで採用 されている世界標準の DB言

語である。PostgrcSQLないしMySQLは フリーのソフ トウェアとして多くの 電ヽBサイ トにお

いて,検索エンジン等 として活用されている。フリーの基本プログラム (os)で ある Linuxサ

ーバー上での運用が可能な他,Windows版 も入手可能である。いくつかの SQLソ フ トの中で本

報告では PostgreSQLに よるデータベースシステムの構築について紹介する。

(2)PHP言 語 を用いた WEBア プリケーションによるデータベースシステム

PostgreSQLは ,単体では非常に簡素なフロン トエン ドを有す るのみである。SELECT文 に代

表 され る問い合わせ コマン ドを入力す ることで,必要なテーブル に該 当す る項 目の条件に合致

す る情報のみを抽出す ることができる。こうしたフロン トエン ドは,問い合わせ言語 SQLの知

識 を有 していないユーザーには難解であ り,集積 されたデータベースの活用範囲は限定 された

もの となる。一方 ,Googlcな ど 電ヽB上で提供 され る検索サー ビスはこうした問い合わせ言語

の知識な しで,検索語の入力のみで必要な情報 を検索できる。 こ うしたイ ンターフェース (こ

の場合サイ トのホームページを意味す る)を備 えることで初 めてデータベースは広範囲にユー

ザーにサー ビスを提供す ることが可能 となる。

検索サイ トの WEBページ上では,SQLや XMLで格納 されたデータ (一 つのサーバーマシ

ンを必ず しも意味しない)か ら必要情報を抽出して表示するための様々なスクリプ ト言語の活

用によつて,動的にページが書き換えられる仕組みがある。こうしたスクリプ ト言語の代表例

が PHPで ある。PHP(PHP iS Hypertext Preprocessorの 略)は PostgrcsQLに 問い合わせを行い,ま

た HTML(ハ イパーテキス ト文)文を動的に生成 させる機能を有することで,データベース操

作のためのフロン トエン ド (ユーザーサイ ドのインターフェースでありDB用 のホームページ

とも云える)を形成することができる。

図 2は上記の言語を使用 して作成 した農林水産省生産局事業の運営のためのデータベースシ

ステムの トップページである。

本 DBサーバーの使用は,ハー ドウェア :AT互換機 PC,OS(基本ソフ ト)Centos ver.5,

ヽ電Bサ ー バ ー :Apache2,動 的 WEBペ ー ジ 生 成 :PHP5,デ ー タベ ー ス ソ フ ト:PostgrcSQL ver8

の構成 とした。

本事例は,全国 8県の水田メタンガスフラックス計測担当者が,平成 20年度,21年度の 2

カ年にわた り水田における気象値,田 面水位,酸化還元電位,土壌理化学性情報,ガス採取時

分等のガス採取ビンデータを随時入力,農環研を含むガス分析担当者がガス採取ビンデータと

照合 しながら濃度分析値を入力 し,共同作業で観測を進めるためのシステムである。
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図2 PHPにより記述したデータベースシステムのトップページ

4 運用実績

(1)ア クセス制限

本事例で示 したシステムは,公開の範囲を事業参画県に限定す るため,ア クセス元が該 当県

であるときに接続,認証を限定 した。このため,農林水産省のネ ッ トワークシステム(MAFFIN)
のゲー トにおいて,サーバー運用サイ トヘのアクセスは,参画県に限定する仕組みをとり,サ
ーバーの不測の侵入の防御対策を行つた。また,参画県の担当者にユーザーDと パスワー ドを

付与 し,ロ グイン照合 を PostgrcSQLに 格納 したユーザー リス トによつて行った。各参画県のメ

ンバー (ユーザー)は,観測データの追加,修正を随時行 うことができ,ま た,他県のデータ

についても相互に閲覧できることとした。
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(2)データ入力の実際

現場 (水 田)での各種パラメータの観測が終了後,速やかに 電ヽB経由でサーバにアクセス

し,観測結果をⅥ電B上で入力することとした。

図3 観測時分,気温,水位,Eh等の観測データ入力画面

マニ ュアル等 は特 に用意せず ,画面 を見 なが らボタンをク リック し,必要 な情報 を入力す るこ

とがで きるよ う配慮 した。

図4 ガス採取ビン情報入力
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フラックス観測では,1フ ラックス測定に対し,チ ャンバー閉鎖後 0分 ,10分 ,20分経過後の

ガス試料採取 (バ イヤル ビン)情報を入力 (図 4)した。このビンをガスクロマ トグラフによ

り分析 した結果 (ク ロマ トピーク面積値)を ,同 時に計測する入力 し標準物質の値に基づく検

量線 (最小 自乗法)に より,濃度,フ ラックス (濃度の時間増分)を算出した (図 4)。

つまり,ビンの採取時分とクロマ トの面積値を入力することで,フ ラックスをWEB上 で自

動計算することができる。このような作業工程により,多 くの観沢1地点における観測に付帯す

る情報からガス分析値までを一括管理 し,情報を共有 し,かつ情報の保護も図ることが可能 と

なつた。また,気象官署より取得 した気象値 (気温,降水,気圧,風向,風速, 日射,湿度等 )

を,本観沢1結果 と同一のデータベース上に移植 してあるので,DB上 で観演1値 と照合できる。

図 5 クロマ ト面積値入力

5.ま とめ

本データベースシステムは,農耕地から発生する温室効果ガスの観測値 と付帯する観浪l情報

を一括管理 し,多地点の観測者が相互に情報共有を図るために開発 した。

CentOS Linuxをベース とし,開発言語に PostgrcSQLと PP5を 採用 した。 これにより,PC
本体の価格程度で,当 初の運用 目的に適 うシステムを構築す ることができた。 しか しなが ら,

本システムは研究者が,自 前で組んだソースプログラムであるため,ま だまだ使い勝手,拡張

性等に課題 を残 している。今後,必要なニーズを集約 し,よ り機能的なデータベースシステム
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を専門のプログラマーと連携しつつ開発 していくことが望まれる。

問い合わせ先

物質循環研究領域 須藤重人

電話 :029-838… 8330,E―mail:ssudo@affrC.gO.jp
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l.は じめに

前身の農業技術研究所を含め農業環境技術研究所では,1957年 以来,主要国産農作物であ

る米 と小麦およびその作物を生産する土壌の環境放射能上の最重要核種 と考えられる
90Srと

137csの
調査・研究を行ってきた。 この調査・研究は,年次変動を正確に把握するために観測

地点を固定 してお り,土壌 とそこに生育する作物の対応がはっきりしているため,放射性核種

の土壌から作物への移行や土壌内での動態を解析できる点に特徴がある。このデータについて

は数年前からデータ集 としてまとめている (文献 1)が ,他の研究機関や関連する行政機関の

利用者, さらには一般利用者を想定 したものではなかつた。本研究で,汎用性 と利便性の観点

を加えてこのデータ集のデータベース化を行ったので,こ こにその概要を紹介する。

2.データの概要

主要穀類および農耕地土壌の 90Sr・ 137cs濃
度データベース作成の意義は,放射能濃度水準

を公開することにより,不特定多数の国民を対象 とした一般ユーザーが過去および現状の放射

性核種の残存・蓄積について理解を深めるのに役立つ と想定されることと,研究や行政に用い

るためのデータ加工が容易になることにある。

入力 したデータは以下のとお りである。

1)自米,玄米,玄麦および小麦粉中の 90Srと 137cs濃
度(1959～ 2006年 ):単位 mBq/kg

2)水 田作土および畑作土中の全
90Srと

置換態
90Sr並

びに全
137csと

置換態
137cs濃

度(1959

～2006年 ):単位 Bq/kg

3)水 田作土および畑作土の理化学性 (pH,腐植含量,CEC,粒径組成,容積重, リン酸

吸収係数 )

これらのデータは以下の特徴を持つている。

1)長期 (1959年から)にわた り,基本的に同一地区で採取された主要国産農作物である

米および麦の 90Srと 137csの
放射能濃度を測定 してきた。

2)米および麦の栽培 された土壌についても,90Srと
137csの

放射能濃度を測定 してきてお

り,土壌から作物への核種の移行状況が比較できる。

3)北海道から九州まで全国的に採取地点が分布 していると同時に,栽培土壌の性質が明ら

かになってお り,土壌の違いによる放射性核種の残存状況が比較できる。

4)土壌について,置換体
90Srと

全
90Srお

よび置換体
137csと

全
137csを

同時に測定 した試

料がある。
*土

壌環境研究領域

Soil Environment Division

イ ンベ ン トリー,第 8号,p1215(2010)
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3.データベースシステムの構成

襴写

インベン トリー :主要穀類および農耕地土壌の 90Srお よび B7csの データベース

表 1 サーバに導入 したソフ トウエア

表 2 使用できるプラウザ

ブラウザ t\-) = Y
Internet Explorer 6.0以 _L

MOzilla Firefox 2.0以 上

Safari 3.0以 上

0pera 9.0以 上

図l WEBサ イトにおけるデータ公開システムの概要

データベースシステム全体のパ ッケージソフ トウエア として,(株 )ヴィジブルインフォメ

ーシ ョンセンターが開発 した V/GAI¨AGRIPを使用 した。その構成の概要は以下の とお りであ

る (図 1,文献 2を参照)。

表計算 ソフ トで整理 した米 (玄米 , 自米),小 麦 (玄麦 ,小麦粉)お よびそれ らが栽培 された

水 田お よび畑作上の
9°

Srと
137cs濃

度 に関す る 1959年 か らの濃度別データを Webサーバ機 に

イ ンス トール し,テ キス ト変換 した後にサーバ リレーシ ョナルデー タベース管理 システムの

MySQLを用いてデータベース化 した。データベースに登録 したデータは,Ruby on Railsフ レ

ームワークを Wcbサーバ ソフ トウエアである mongrclで 作動 させ,動的にページ生成を行 う。

生成 されたページは Webサーバ ソフ トウエアである Apachcよ り農林水産省研究ネ ッ トワーク

(MAFFIN)の ネ ッ トワーク層 を通 じ,ク ライアン トの Wcbプ ラウザ上に表示 される。MySQL,

Ruby on Rails,mongrel,Apachcは いずれもオープンソースのアプリケーシヨンである。サーバ

機に導入したソフ トウエアを表 1に示 した。また利用できるプラウザを表 2に示 した。

4 データベースの閲覧範囲

本データベースシステムはユーザーの種類によつて,閲覧できるデータの種類 を変 えている。

調査地の担当者は当該都府県の放射性核種の濃度推移 を全国データ等 と比較することができ ,

また放射能調査研究関連の研究者や行政官は,個別のデー タの比較 も可能 となつている。Web

アクセスヘの入 り回はいずれもhti⊇ :/左,v92.niaes3.affrc.go.jp/vgai_agrip/で あるが ,

ソフトウエア t\-')=2
DS Mndors Srer20$ standald

…

dッ 186に 007119 24 patchievei lll)[386-wL32」

ヽ ils bils 22 2

nysdライブラリ npql-2.7. 3-x86mswin32

|―geMa」ck mgeMaeick 6.4.5-2 OB [Am-11-15]

マMagIよ nglck-271

ИySOL dySQL-5_067-n32

9nlJpla Ⅲ 25win32

hstupt 襲 64w3mi gpl

慟 ‐ ebug
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各調査地のユーザー および放射能調査研究関連内部ユーザーには,ロ グイン名 とパスワー ド

を発行 し,それぞれの閲覧可能データにアクセスできるようにしている。ユーザー毎の閲覧デ

ータの種類を以下に記 した。

1)一般ユーザー

放射性核種分析データ :試料数,最大値,最小値, 日本海側・太平洋側・全国の平均値

土壌の理化学性 :土壌群名 と土性

2)各調査地のユーザー

放射性核種分析データ :一般ユーザー閲覧可能データ +当 該都道府県の試験地の全ての個

別データ

土壌の理化学性 :土壌群名,上性,pH,腐植含量,CEC,粒径組成,容積重, リン酸吸収係

数

3)放射能調査研究関連内部ユーザー

放射性核種分析データ : 全ての試験地の全個別データを閲覧可能

土壌の理化学性 :土壌群名,土性,pH,腐植含量,CEC,粒径組成,容積重, リン酸吸収係

数

5 データベースの一般公開

本章では前章で述べた一

般ユーザー向けの公開内容

について説明する。 トップ

ページには,放射能調査の

意義等について述べてお り,

将来放射能関連のデータベ

ースを追加 した際にも トッ

プページとして利用するこ

とを念頭に置いている。ア

ンダーライン上の 「主要穀

類～」をクリックすること

で,本データベースの概要

を述べた 2ページロが開か

れる。 ここから採取地点 ,

用語解説,システム利用を

選択する。

試料・理化

学性タブ

ク

データの

ダウンロ

ードリンク

検 索 パ

ネル

テーブル

表示部一饉
輌
“
継
い

摯一
　

』
一

図 2 基本テーブル

「採取地点について」を選択すると日本地図に試料を採取 した都道府県が示される。 「用語

について」を選択すると本システムで利用する用語の説明が示 される。 「システムを利用す

る」を選択すると図 2のデータベースの基本テーブルが示 される。

基本テーブルの各タブと調査年を指定することにより,自米,玄米,水 田作上の9°

Sr濃度

と
137cs濃

度では, 日本海側,太平洋側,全国の平均および標準偏差が表示され,玄麦,小麦

粉,畑作上の9°
Sr濃度 と

137cs濃
度では,全国の平均および標準偏差が表示 される。作土に関し

く●●A絆>

静 鐵ヽ 醸:― 議

犠
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ては,置換態の濃度 と全濃度が表示 される。これ らはテキス トファイルでのダウンロー ドが

可能である。経年変化データについては核種タブの下部にある[グ ラフの表示]リ ンクをクリ

ックすることによつて,図 3の ようなグラフが表示 される。プロット画像の右横に,プ ロッ

トのプロパティを設定するパネルが表示され,プ ロット・凡例・補助線それぞれの表示の切 り

替え,ま たプロットの色について地域/採取地点別に設定することができる。プロットのY軸は

対数軸/線形軸で表示でき,食 品中 (「 白米」,「 玄米」,「 玄麦」および 「小麦粉」)の
137cs濃

度 につ い

ては,厚生労働

省 が定 めた輸入

食 品に含 まれ る

放射能濃度 の安

全基準 を示す暫

定限度である370

Bqkg~1を 示すライ

ン,9°Sr濃度につ

いては ,コ ーデ

ッ ク ス 委 員 会

(FAO(国 際連

合 食 糧 農 業 機

関)と Ⅵ嘔0(世界

保健機構)が 合 同

魃鍼蒻群警澤贈認疑鮮響墜摯豊議案麟システム

プロット表示部

106

103

翁

曇♂
饉

瀞
00

念奪ぽ
黎
遷

101

対数軸・線形軸

表示切替欄

異弩:鷺 ‡

が          6

瀬 ット1参 |え嚇 鉄筆 饉

密   餞 露  鶴

機
な澪 餞   鶴 駿 機 爾

驚
革発 懇   懇 囲  彗 鰺

鶉 籟 議 露 自 醸

し`放射能暫定限
度表示切替欄

プロットのプロパティ設定部

図3 グラフの表示

で設立した国際政府間組織)に よるガイ ドライン値である100 Bqkglを 示すラインがそれぞれ

プロットでき,個 々の数値を安全面から解釈する際の一助 としている。
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1  はじめに

迅速測図とは,三角点による測量網が出来る

前の簡易的な測量法の名称であるとともに,そ

れにより作製 された地図の総称でもある (財団

法人 日本地図センター,2003)。 このうち 「第

一軍管地方二万分一迅速測図」 (以 下,迅速測

図)は,関東平野と三浦,房総の両半島を測量

範囲とし明治 13年から 19年の間に作製 された

ものである。この迅速測図は縮尺が 1/2万であ

ることや,地 目ごとに彩色されてることが特徴

であり (図 1),近代化以前の土地利用の復元

や農耕地の歴史的変化を把握をする上できわめ

て重要な基礎的資料である。農業環境技術研究

所ではこの迅速測図を用いた研究を行つてきた

が,こ の資料のさらなる利用と研究の促進をは

かるため,Web‐GISシステムとして歴史的農業

環境閲覧システム(HistOrical Agro― Environmental

Browsing System,以 下 HABS)を 開発 し,2008

年 4月 より公開している (岩崎ほか,2009)。

ここではHABSの 開発について概説するととも

に,現在行っているシステムの改良について解

説する。

歴史的農業環境閲覧システムの構築と改良
Development and lmprOvement of Agro¨ Environment Browsing System

岩崎亘典
*。

高 田裕介
**。

神 山和則
**。

デイ ビッ ド S.ス プ レイ グ
*

Nobusukc lwasaki,Yusuke Takata,Kazunori Kohyama,David S Sprague

図 1 茨城県牛久市牛久沼周辺の「迅速測図」。

拡大すると,樹種や土地利用が記載されて

いる (国土地理院所蔵,第一軍管地方二万

分一迅速測日原日より作製)。

2.HABSの設計と構築

2.l Web―GISシ ステムの構築

HABSの構築にあたつては,ま ずユーザーの利用のしやすさを重視することとした。そのた

め,Wcbブラウザーを使用 し,ユーザーが別途ソフ トウェアを導入 しなくても迅速測図を利用 ,

閲覧できることを必要要件 とした。

また,こ のように農業環境に関する情報を利用 しやすい形で発信することは,研究のみでな

く,NPOや NGOな どの活動の中でも求められると考えられる。そのため,構築したシステム

*生
態系計測研究領域 ,ネ

*農
業環境イ ンベ ン トリーセ ンター

Ecosystem lnformatics D市ision, Natural Rcsourccs lnventory Centcr

イ ンベ ン トリー,第 8号, p1621(2010)

-16-



インベントリー :歴史的農業環境閲覧システムの構築と改良

が他の 目的や運営主体でも利用できることが望ま しい。そこで本システムを構築す るに当たつ

ては,FOSS4G(Frec and Opcn Source Sottwarc for Geospatial)と 呼ばれ るオープンソース・ソフ

トウェアを利用す ることとした。FOSS4Gは無料で入手す ることが可能であるとともに,ソ フ

トウェア 自体 を改良や再配布が可能なことが特徴である。HABSでは地図データを格納,配信

す るWcb―GISサ ーバー としてJAVA上 で動作す るGeoScrverを ,地図データを表示す るWeb…GIS

クライアン トとして Javaspcriptで 動作す る OpenLaycrsを 採用 した。

地図データの配信 に当たつては,地理空間フォーマ ッ トの国際標準化団体である OGC(Open

Geospatial Consortium)に よ り承認 された Web―GIS用 標準インターフェイスである WMS(Wcb

Map Servicc)を 採用す ることとした。 これによ り,OpenLayersの みでなく,FOSS4Gの デスク

トップ GISで あ る QuantumGISや プ ロ プ ライ エ タ リ GISで あ る ArcGISな どか ら も迅 速 測 図 の

データを利用することが可能である。ただし,WMISでは大容量データを扱 う場合,サーバー

の反応速度が低下する事が問題点としてあげられる。そこで本システムでは,生成 した画像デ

ータを静的に保持 し,ク ライアン トからの要求に対 して送信する機能を持った GeoWebCachc

を使用 し,表示の高速化を図つた。

2.2 迅速測図のデジタル化および公開用データの作製

次に,迅速測図からこのシステムで使用可能なデータを作製する必要がある。まず,迅速測

図は紙媒体で配布 されてお り,全部で約 900枚ある。まずこの地図をすべてスキャナーで読み

込み,デジタル画像化 した。Web…GIS上 でこのデータを利用するためには,こ れ らの画像に位

置情報を与え,幾何補正を行 う必要がある。迅速測図は,皇居の富士見櫓を原点として,一枚

の地図の測量範囲が東西 4km,南北 5kmの格子状になつている。そこで,それぞれの地図に

富士見櫓からの距離に基づき位置を与え,一枚の大きな画像に合成 した。次に,合成画像に対

して現在の地図上との共通点を見つけ出し,測地系が JGD2000,座 標系が UTM54帯の位置情

報を与えた。このデータを WGS84測 地系,経緯度座標系に変換 した上で GeoScrverに登録 し,

GcoWebCacheを 利用 して表示用のキャッシュファイルを生成 した。

また,公開にあたつては迅速測図単体ではなく,現在の地理空間情報 との比較が可能な方が

利便性が高いと考えた。そこで,現在 と過去の位置を比べるために道路,水涯線,鉄道を,土

地利用を比較するために国土数値情報の 1997年 の土地利用 1/10細 分メッシュをシステム上で

閲覧可能 とすることとした。 さらに,よ り細かい土地利用の比較を行 うために,Google Earth

上での迅速測図の閲覧も可能 とすることにした。

3.HABSの公開と改良

3.l HABSの 利用方法

以上のように構築 した HABSは ,2008年 4月 21日 よリー般に公開されている。Webブラウ

ザーを使用 して本システムを利用するためには,Webの検索サービスで 「HABS」 または 「歴

史的農業環境閲覧システム」と検索するか,「 http://habs.dc.affrc.go.jp」 を入力することにより,

図 2に しめす トップページにアクセスできる。この画面で,中段左の地図上の地名をクリック

するか,中段右の地名をクリックすると,選択 した地点の周辺が拡大表示 される。地図の表示

範囲や縮尺の変更は,左上の矢印やスケールバーを使 うか, ドラックやマウスのホイールを使

用する。また,地図が表示 されている枠の右上の 「+」 記号をクリックすると,迅速測図を表

―-17-
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示す るか,1997年の土地利用 図 を表示す るか選択 できる。

で閲覧す るた めの KNIILフ ァイルヘ の リンクもあ り,図 3

測 図を表示す るこ とができ る。

この トップページには Googlc Earth

に示すように Google Earth上に迅速

図 3 Google Eatth上での表示例

図2 HABSの トップページ

3_2 ソフ トウェアの更新

さて,本システムは公開から約 2年が経過 したが,そ の間にソフ トウェアのア ップデー トや

新 しい Wcbサ ー ビスの提供が開始 されている。そこで,こ れ らの成果を活用す るための HABS
の改良を実施 している。まず Web¨GISサ ーバー として使用 している GeoScrverで あるが,公開

時のバージ ョンは 160で あったが,こ れを現時点の最新安定版である 201にア ップデー トし

た。GcoScrver 2 0 1は図 4に示すように以前のバージョンと比べてユーザーインターフェイス

が一新 され,データの追加や管理が容易になつた。それに伴い,GcoWebCacheは GeoServerの

プライグイン機能として提供されているものを利用することとした。これによリキャッシュフ

泰壽繭磯議議鷹議織奪i:==iIII:i::雛 I議ま機::1資 難i:::雛 ‖|,「 :1,I[1慧I●
'麟

■議1彙

“

彙華苺機壼|||IIII:::鷲 鷲|:鷲議饉競
=|

=警
■●11■11●■■■====驚 壼鐵 機構撥議麟議繭鞭警 灘奪奪奪蒻緩 熱麟警織

図 4 GeoServerの データ登録画面の比較。左が最新版の 201,右が旧バージョンの 16の画面であり,

201の方がデータの登録と管理が容易である。
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ァイル生成がきわめて容易になつた。また,改良前ではGooglc Earth表 示用のデータを別途生

成 していたが,本バージヨンの GeoWebCacheで は OpenLayers表 示用とGoogle Earth表 示用デ

ータが,同 じものを共有できた。これにより,システム管理の効率化 とデータの保存領域を確

保することができた。

3 3 データ表示方式の変更およびコンテンツの追加

本システムの構築時にもつとも使用されていた Webブ ラウザーは Internet Explorerバ ージョ

ン 6であつた。このバージョンでは透過 PNG画像を正 しく処理できないため,GeoSeⅣer上で

迅速測図や土地利用図と水涯線 。道路を重ね合わせた統合 レイヤーを作製 し,こ れをブラウザ

ー上の表示に用いていた。しかしInternet Explorcrバ ージョン 6の利用は減少 しているので,道

路,鉄道,水涯線を別 レイヤーとし,表示の有無を変更できるようにした。同時に,迅速測図

の測量図面の外部 に描 かれてい る視 図や河川 断面図な どについて も,KMLフ ァイル

(httpi//habs dc attc go jp/km1/shizu kml)と して公開している。また,迅速測図とほぼ同時期に

作成された 「五千分一東京図測量原図」についてもシステムに登録,閲覧できる用に改良中で

ある。

システム公開後に提供された Wcbサービスの一つに,独立行政法人農業・食品産業技術研究

機構 近畿中国四国農業研究センター 生産支援システム研究近中四サブチームにより提供され

|1奉|||■||,|||:を|■轟轟1纏録1轟轟■|■義|||

1申鍼― 攣― ●・|― 1警姜 |~

図 5 改良中の HABSの画面。基盤 レイヤに「五千分一東京図測量原図」を加えるとともに ,

道路,水涯線,鉄道および,基盤地図情報 25000WMS配信サー ビスと地名 WMS配信サ

ービスの表示の有無を選択できるようにした。ここでは迅速測図を基盤 レイヤとし,水

涯線,鉄道および地名 WMS配 信サー ビスを表示 している。
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ている基盤地図情報 25000WMS配信サービス (http:〃
―

indSjp/Wsdocs/kibanwms/index lltml)

および地名 WNIIS配信サービス (http://―w indsjp/wsdocs/pnwms/indcx html)力 あ`る。このサ

ービスで提供 されている情報は現在の位置 との比較を行 うのに有効であるので,HABSで表示

できるようにする。図 5に試験環境下でこれ らの改良を加えた HABSの画面を示 した。

また,当所の農業環境イベン トリーセンターが所有する地図資料の一つに,マ ックス・フェ

スカの指導により明治初期から昭和にかけて作成 された大 日本土性図がある。この資料は全国

土を対象 とする土壌図としては世界最古のものであるとともに,歴史的な農業活動 と自然環境

の関係を明らかにする上でも,重要な資料である。さらに,経時的劣化や散逸を防ぐためにも,

デジタル・アーカイブ化が必要である。そこで,農業環境インベン トリーセンターにてデジタ

ル・アーカイブ化および幾何補正を行つたデータをHABS上で閲覧出来るようにし,迅速測図

との比較を可能にする予定である。図 6は試験環境下で大 日本土性図・常陸全国の一部,茨城

県土浦市からつくば市にかけてを表示 したものである。水涯線から河川や地形を読み取ること

ができ,低地沿いと台地上で異なる土壌タイプが分布 していることが読み取れる。

図 6 HABS上での「大日本土性図・常陸全国」の表示例

4.おわ りに

本システムは利用者を広く一般 と想定 し,可能な限り簡素で,直感的な利用が出来るシステ

ムとすることを心がけた。全ての場合に簡素なシステムが望ましいとはいえないが,利用者の

視点に立ったシステムの設計が必要である。

データの提供にあたつては,オープンスタンダー ドである WMSを使用 した。これにより,

特定のアプリケーションに制限されない利用が可能となり,こ れまでに谷 (2009),藤田ほか

(2010)な どで利用されてお り,迅速測図の利用の促進 と農業環境研究の推進がなされている。

―-20-―



インベン トリー :歴史的農業環境閲覧システムの構築と改良

また,専門家のみならず,個人の blogや WikiPediaで も利用されてお り,今後,迅速測図の利

用が様々な場面で進むことが期待できる。

さらに FOSS4Gを活用 したことにより,様々なデータを公開するためのプラットフォームと

しての利用が可能 となつている。今後もシステムの改良とデータの追加を進めるとともに,農

業環境技術研究所で公開中の農業環境インベン トリーシステムや農業統計情報メッシュデータ

閲覧システム,土壌情報閲覧システムなどと連携を取ることにより,データの活用を進めてい

きたい。
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改良版アジアー太平洋外来生物データベース (APASD)の現状と今後の展開
Current Status and Futllre Prospects of Renewal VersiOn of Asian一 Pacinc Alien Species Database

(APASD)

堀田光生
*・

望月 淳
・*

Mitsuo HOrita and Atsushi Ⅳlochizuki

l.は じめに

オンラインデータベースシステム,ア ジアー太平洋外来生物データベース (通称 APASD)

は,ア ジアー太平洋地域における外来生物情報の交換 と共有を目的として,2003年 に農業環境

技術研究所 とFood and Fe■ ilizer Techno10gy Centcr(台湾)と の共同研究の基に設計 。構築され

た (図 1,2)。 対象は,海外からアジアー太平洋地域に侵入 (ま たは導入)し た企ての外来生

物種 (植物,昆虫,動物,微生物等)である。APASDに 登録された情報 (全て英文)は一般

閲覧可能で,ま た,管理者に申請すればオンラインで外来生物情報を入力することができる。

我々は,こ れまで数年間に渡 り,国際セミナー,ワ ークショップ等を通 じて国内外の関係者

に APASDの 紹介 と外来生物情報の交換を行つてきたが,同データベースの更なる発展を目指

し,2008年にシステムの大幅な改修を行った。今回,システムの主な改修点と改修後の状況 ,

および APASDの将来展望について述べる。

図 1 改良版 APASDの トップページ

ア ドレス httpプ/apasd― niacs dc affrc gO ip/

*生物生態機能研究領域 ,**生物多様性研 究領域

Environmcntal Bioinction Division,  Blodiversity Division
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微生物 (侵入病書 )
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アジアー太平洋外来生物データベース
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生物多様性条約

図2 APASDの 概要と目的

2 システムの改修

今回のシステム改修では,こ れまでにユーザー側から挙がつていた要望に応え, 1)登録

データの検索機能の強化, 2)外来生物情報の登録方法の簡便化, 3)登録内容の補足,修

正方法の簡便化, 4)登録データの検索エンジンヘのヒット率の向上,の 4点 に主眼を置い

て行つた。

1)登録データの検索機能の強化

登録データを検索する際に,部分文字列を入力するだけで,関連する情報を一度に見ら

れる機能を新たに加えた。また,検索 した情報を項 目毎にアルファベ ッ ト順または番号順

にソー トする機能も追加 した。

2)外来生物情報の登録方法の簡便化

外来生物情報を登録する際は,従来,学名 (目 ,科 ,属 ,種,亜種名),バイオタイプ等を別

個に管理者が事前に登録 しておき,そ の中からデータ登録者が必要な項 目を選択する形式

になつていたが,新規学名等を登録する際に二重手間とな り,操作を煩雑なものにさせて

いた。今回の改修では,データ登録者が学名等を直接入力できるように変更 した。

3)登録内容の補足,修正方法の簡便化

従来のシステムでは,登録者が全ての外来生物情報を入力 しなければならず,ま た,他者

による校閲・修正が一切できなかつたため,登録者の負担が多大ものとなつていた。今回

の改修では,そ の欠点を克服するため,新たにユーザーグループを設定 した。ユーザーグル

ープは同じ分野 (植物,昆 虫,動物,微生物等)の複数の専門家から構成 され,同 じグル

ープのメンバーは要請に応 じて,他のメンバーが登録 した外来生物情報の校閲 。修正・補

足をいつでも行 うことができる。データ登録者は登録時にユーザーグループを指定するこ
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とができ,ま た,必要に応 じて新 しいユーザーグループやその構成メンバーを設定するこ

とも可能である。

4)登録データの検索エンジンヘの ヒッ ト率の向上

アジアー太平洋地域の多くの関係者,試験研究機関等の協力のもと,我 々は様々な外来生

物種の情報を収集 し,データベースに登録 してきた。 これ ら登録データを有効活用するた

めには,当 データベースについての宣伝活動を行 うとともに,一般ユーザーが 日常用いて

いる検索エンジン (Google,Yahoo等 )で ,我々のデータを拾ってもらう (ヒ ッ トさせる)

ことも大事である。そこで,我々は特定の関連する専門用語 (例 えば Invasive species)で

検索された場合に,我々の登録データが常に上位でヒッ トされるよう改良した。

3.APASDの 現状

これまでにアジアー太平洋地域の以下の国々 (日 本,韓国,台湾,中国本土,フ ィリピン
,

タイ,ベ トナム,マ レーシア等)か ら得 られた外来生物データの登録を行つた。一般閲覧可

能な生物情報は計 137種 (植物 13種 ,昆虫 89種 ,ほ乳類 2種 ,そ の他動物 26種 ,線虫 1種
,

細菌 2種 ,カ ビ 1種 ,ウ イルス 3種 )である。それ以外に 300以 上の生物種について,現在 ,

一般公開に向けた登録作業を進めている。

日本国内でこれまで報告,確認 されている外来生物種 (明 治時代以降に国内に侵入または

導入 された生物種)は 2,000種以上 (日 本生態学会)あ り,そ の うち 7割が植物,2割が昆虫

である。また,今後 日本国内に侵入・蔓延 して生態系を損ねた り,農林水産業に被害を与え

る恐れのある生物種計 86種 (植物 12種 ,昆 虫 H種 ,そ の他 63種)について,環境省は特

定外来生物 (外 来生物法)に指定 し,海外か らの輸入や国内の移動に制限をかけている。

APASDで はこれ ら外来種についての登録を増やすべ く情報の収集に努めてお り, 日本の外来

昆虫については,ほ ぼ全ての種 (約 500種)をカバーできるところまで進めることができた。

一方, 日本の外来植物に関しては,全体の 2割程度にとどまつてお り,今後,重点的に調査

・登録を進める必要がある。

外部からのアクセス数は,システム改修以前 (～ 2008年 3月 )は計 8千件程度 (約千件/

年)であったが,改修後,大幅な増加がみ られ,2009年 8月 時点 (そ の後,システムの再改

修のため,一般閲覧を一時休止)で約 23万件に達 している。システム改修後にアクセス数が

急増 した主な理由は,検索エンジンによるヒッ ト率の向上およびヒッ トした際の順位が上が

つたためと推測 され,ア クセス数=登録データの閲覧回数 とは考えにくい状況ではあるが
,

APASDへ のアクセス状況が大幅に改善された事は確かである。

4.APASDの将来展望

登録データ内容 (量 ,質 とも)の充実は,データベースにとつて重要な課題である。 しか

し,APASDで は登録すべき項 目数が多く,全ての情報を一人の登録者に埋めてもらうには多

大な時間と労力を要する。今回のシステム改修で一つの外来種の情報を複数の登録者で記述

・補足できるようになつたことは,今後,登録の促進および登録内容を充実する上で非常に

有効に働 くのではないかと考えられる。更に,外来生物種の基本情報の一部 (分類学的記述 ,

生育・繁殖特性等)を他の関連するデータベースに直接 リンクさせるなどの手段を用いるこ

とで,登録者の負担をかな り軽減できるのではないか と考えられ,検討をすすめている。改
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良版 APASDに ついては,今後 とも国際セ ミナーや関連学会等を介 して関係者に広 く認知 し

てもらう努力を続けるとともに,簡便な利用マニュアルを作成することで,多 くの方に利用

して頂けるようにしていきたいと考えている。

また,APASDは外来生物情報の整備が遅れているアジアー太平洋地域をカバーする目的で

構築 されたデータベースであり (図 2),ア メリカ, ヨーロッパ等その他の地域ではそれぞ

れ独 自のデータベースが既に構築 されているとともに,こ れ ら各地の情報を Global lnvas市 e

Species Database(GISD,http://www.issg.org/)力 ま`とめている。APASDも このメンノベー として

一翼を担 うべ く,今後もデータベースの整備に励んでいく予定である。

参考文献

1)日 本生態学会 (編 )(2002)外 来種ハン ドブック,地人書館,東京

問い合わせ先

生物生態機能研究領域 堀田光生

電話 :029…838-8267, E…mail:mhorita@affrc.go.Jp
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1.は じめに

2006年 4月 に公開された農業環境インベン ト

リー展示館内の 「肥料 。煙害展示室」に,2008

年 4月 18日 の一般公開に合わせて,用 土の標

本を公開した (写真 1)。

用上とは,植物の生育・栽培用として,保水

性や排水性について何 らかの調整をほどこし,

肥料成分などを添加 した土のことを意味する。

一般には,育苗用の苗床,鉢やプランターなど

に入れるものをい う。用上は,主成分 となる基

本用上,基本用上にない性質を補 うための改良

用土,pHや保水性や保肥性など特定の性質を

調整するための調整用上に分けられる。改良用

上と調整用土を合わせて改良用上とい うことも

ある。また,こ れ らの用上や堆肥,肥料などさ

まざまな資材を混合 したものを培土,床土,培

養土と呼び,園芸用鉢物の土 として使用するほ

か,水稲や野菜・花井などの育苗用苗床 として

使用する。 ピー トモス,パーライ ト, ロックウ

ールなど土以外の資材が主体のものを培地 と称

することがある。

肥料・塩害展示室には,基本用± 14点 ,改良

用± 4点,調整用± 5点 ,基本用上と改良用土

または調整用上を調合 した床土・培養± 5点の

計 28点を展示 している。ここでは,展示室に展

示してある用上について解説する。

肥料・煙害展示室における用土標本

Salnples of Soil for IIorticulture in thc Room of Fcrtilizer and Smoke Pollution

谷 山一郎
*

Ichiro Taniyalna

写真1 用土標本の展示

写真2 黒土

*研
究コーディネータ

presentIPHncipal Research Coordnator
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2 基本用土

1)黒土 :関東地方に分布する黒ボク土の有機物に富む表土で黒褐色。軽 く,有機物に富み ,

保水性・保肥性は良い。一般の草花の鉢物や育苗用床土に用いられる (写真 2)。

2)赤土 :黒ボク上の有機物の少ない褐色の下 ||‐ ||■|

層±。保水性 。保肥性は良いが,通気性はやや ■■■|

不良である。一般の草花の鉢物や育苗用床土に

'|||■用いられる。               |■ ■

3)赤玉土 :赤 土を粒径によつて大粒 。中粒・ |■■||

小粒に箭い分けした黄褐色の±。赤土よりも通 1鶉|||

気性が良い。鉢物に利用される。大粒は鉢底に ,|||■

敷くゴロ土として使用する。崩れて粉末になつ ||1颯 |

た土 (み じん)は通気性や排水性を悪くするの |■|■

で,箭で取り除く。              |■ ■|

4)鹿沼土 :栃木県鹿沼地方で産出する黄色の
,,|||||1鷲撃||_ |‐      ■ |‐■

軽石質の粒状±。酸性を示 し,通気性・排水性に       写真3 鹿沼土

優れる。挿 し木,酸性を好むサツキやシャクナゲ

などツツジ科植物の用上として使用される (写真 3)。

5)荒木田土 :東京都荒川区の荒川沿岸の荒木田 (現在の住居表示は町屋)原産の水田の灰褐

色の上。現在は荒木田には水田はないので,一般の水田の下層土が用いられる。ちなみに,隣

町の東尾久には赤土小学校がある。粘土質で,保水性・保肥力が高いが通気性はやや劣る。水

生植物,キ ク,サ クラソウの培地として用いられる。

6)川砂 :天然の河川の灰色の砂。産地の川の名称で呼ばれることがある。例,京都府の白川

砂,愛知県の矢作砂,栃木県の鬼怒砂等。排水性は良いが,保水性・保肥性は不良。挿 し木 ,

盆栽,サ ボテンなどに用いられる。

7)山砂 (朝 明砂 ―あさけずな一):二重県四 日

市市 ,菰野町を流れ る朝明川上流で産出す る花

同岩 の風化砂 で 自色 と鉄分 を含む灰色の礫の混

合物。排水性 。通気性 に優れ るが,保水性・保

肥力は低い。盆栽,サ ボテンに用い られ る。

8)山砂 (富士砂):富士山周辺で産出す る黒褐

色の火 山性砂礫。 スコ リヤ とも呼ばれ る。多孔

質で通気性・保水性 に富む。東洋 ラン,オモ ト

の培地 として用い られ る。黒色が植物の色 を引

き立たせ るので「化粧砂」として使用 される (写

真 4)。

9)山砂 (桐 生砂 ):群馬県桐生市付近 に産出す

る淡黄色の火 山性砂礫。硬 く,多孔質で通気性・

保水性がある。東洋ラン,オモ トや 山野草に使用 される。

写真4 富士砂

10)山 砂 (日 向砂):宮崎県都城地方に産出する霧島火山群から噴出した淡黄色の火山性砂礫。

多孔質で通気性・保水性は良いが肥料の吸着力が強い。サボテンに使用される。

鸞

一
亀

0
?

9
ヽ

●
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11)寒水砂 :石灰岩や大理石 を細か く砕 いた 白

色の砂礫。通気性・排水性 は良いが,保水性・

保肥性 は劣 る。盆栽 ,サ ボテ ンに使用 され る。

純 白色のため,表面に置いて 「化粧砂」 として

も用い られる (写真 5)。

12)軽石 :火 山か ら噴出 した多孔質の灰色の礫。

多孔質で通気性 はきわめて良好。 ラン,盆栽の

培養土 として用い られ る。

13)水 苔 :沢や湿地帯に生 える水苔 を乾燥・粉

砕 した もの。淡黄色で通気性・保水性 が良い。

洋蘭 ,シ ダ類 な どの培養土 として用い られ る。

14)山苔 :北海道か ら沖縄 ,東南アジアに分布

し,山 地の乾燥気味の地上や杉の根元な どに生 え

ているシラガコケ科 シラガゴケ属のアラハシラガ

ゴケ (粗葉 白髪苔)を乾燥・粉砕 したもの。灰褐

色で通気性・保水性 が良い。盆栽 に使用す る (写

真 6)。

3 改良用土

1)腐葉土 :広葉樹の落ち葉を堆積 し,腐 らせた

褐色の堆肥。通気性・保肥力が高い。通気性・保

水性・保肥性の確保のために混合 され る。

2)ピ ー トモス :ミ ズゴケが堆積 し,泥炭化 した

ものを乾燥 した褐色の粉体。酸性 ,通気性・保水

性 は良好。保肥性の確保,pHの 調整 のために用

い られる (写真 7)。

3)バー ク堆肥 (樹皮):樹皮 を家畜ふん ととも

に堆積 。醗酵 した褐色の粉体。通気性・保肥力が

高い。保水性・保肥性の確保,養分の補給のため

に 混 合 され る。 展 示 品 の 肥 料 分 :N:06%,

P205:03%, K20:0.1%

4)も みが ら堆肥 :も みが らを家畜ふん とともに

堆積 。醗酵 した褐色の粉体。通気性・保肥力が高

い。保水性・保肥性の確保 ,養分の補給に用い ら

れ る。

写真5 寒水砂

4 調整用土

1)バー ミキュライ ト :ヒ ル石を高温処理 し,薄板多層状にした褐色のもの。軽 く,通気性・

透水性・保肥性に富む。通気性・保肥性の確保,軽量化のためハンギングバスケット用に混合

される。

写真6 山苔

0

i職
‐

写真7 ピー トモス
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2)パ ーライ ト :真珠岩を高温処理 し,多孔質に

した白色の直径数 mm程度の粒状もの。軽く,通

気性 。透水性が良い。通気性・透水性の確保,軽

量化のためハンギングバスケット用に混ぜられる

(写真 8)。

3)ゼ オライ ト :沸石 と呼ばれる鉱石を粉末にし

たもの。保水性 。保肥力が高く,塩基に富む。pH

調整 , ミネラル分の補給,保肥力向上のために使

用される。

4)草木灰 :植物茎葉を燃焼 した残 りの灰。高

pH,高 ミネラル,低窒素。pH調整, ミネラル分

の補給,透水性・微生物性の改善のために用い

られる。

5)く ん炭 (も みが ら):も みが らを炭化 した

黒色の粉体。高 pH。 高 ミネラル,低窒素。透水

性・微生物性の改善,pH調整のために混合 され

る。

5 床土・培土

1)水稲用育苗培土 :材料 として黒上に肥料 を

混合 したもの。展示品の肥料成分は N:15%,

P205:27%, K20:22%。

2)バ ラ・果樹苗の培養土 :材料 として,黒土 ,

堆肥 ,赤玉土,バー ミキュライ ト, ピー トモス

を混合 したもの (写真 9)。

3)野菜用育苗培土 :材料 として赤土,鹿沼土 ,

軽石 ,も みが ら堆肥 ,パ ー ライ トを混合 した も

σ)。

4)園芸用育苗培土 :材料 として黒土,赤玉土 ,

バー ミキュライ ト,ピー トモス,堆肥を混合 し

たもの。展示品の肥料成分は N:200mg/1,P205

:166mg/1,K20:166mg/L(写 真 10)。

5)野菜・花き播種用培土 :材料 として,ピー

トモス,堆肥を混合 したもの。展示品の肥料成

分はN:180mgA,P205:120mg/1,K20:220mg4。

写真8 パーライ ト

写真9 バラ・果樹苗の培養土

写真10 園芸用育苗培土
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研‐究 標 本 館

薄層マイクロ土壌モノリスの作製法

A NIcthod for Prepttation of Filmヽ 4icro―momoliths

浜崎忠雄
中

・大倉利明
*0月

原ヽ 洋
|・

高 田裕介
*

Tadao lHamazaki,Toshiaki Okurap lliroshi Obtta and Yusuke Takada

1.は じめに

土壌モノリス (断面標本)は ,土壌学の研究,教育,普及のための資料 として,重要な役割

をもつ。そのため諸外国では古くから大学,博物館,農業試験場などで,そ の作製法の開発 ,

収集,展示が行われてきた。わが国でも,農業環境技術研究所,森林総合研究所,筑波大学な

どで薄層土壌断面標本作製法の開発 と収集が始められ,今 では各地の博物館等でも展示が行わ

れている。現在,農業技術研究所で開発 された実物大の薄層土壌モノリスの作製法 (浜崎・三

土,1983;浜崎・三土・小原・中井,2010)力 土`壌断面標本の作製法 として内外で普及 してい

る。

土壌モノリスは実物大の標本が一番であるが,い ろいろな理由から手軽に収集,作製,呈示

できるマイクロ土壌モノリスの作製も行われている。マイクロ土壌モノリスは,土壌断面標本

の一種で,土壌断面の各層から土壌試料を採取 し,実際の層序にしたがつて深 さを縮めて並べ
,

断面標本にしたものである。仕切 りをもつ箱に納めた箱マイクロ土壌モノリスと樹脂でボー ド

に貼 り付けた薄層マイクロ土壌モノリスとがある。 ここでは薄層マイクロ土壌モノリスの作製

法を示す。薄層マイクロ土壌モノリスは,実物大のものには及ばないが実物 としての臨場感は

十分もつことができる,比較的容易に試料採取できる,た とえば土壌見学会などの時でも少 し

努力すれば試料採取が可能である,分析用に採取された試料からでも作製できる,作製の手間

や費用が少なくてすむ,持ち運びや保管が容易であるなどの利点がある。

2.野外における薄層マイクロ土壌モノリス用土壌試料の採取 (写真 1)

野外で常法 (日 本ペ ドロジー学会,1997)に より上壌断面をつくり,層位 ごとに土壌試料を

採取する。同時に地点情報や断面形態の観察・記載も行 う。土壌見学会の時は案内書の断面記

載に従って層位を間違わないように試料を採取する。また,尺 の入つた土壌断面写真をとる。

試料量は薄い層では 50ml,厚 い層では 100mlあ れば十分である。試料袋には土壌名,層位名 ,

採取深,採取 日,採取場所を明記 しておくc試料は乾かす。

3.室内での薄層マイクロ土壌モノリスの作 り方

1)作製に必要な資材 (写真 2)

農業環境インベン トリーセンター (料農業環境技術研究所名誉研究員)

National Resources lnventow Center

インベントリー,第 8慇 ,p3136(2010)
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①マウンティングボー ド (ボ ー ド)

横 5cm,縦 20～ 40cm,奥行き lcmの 貼 り付け面

をもつ,枠付きのボー ドがよい。市販品はないので

自分でつくるか外注する。縮尺は 2/10(1/5),3/10,

4/10ま たは 5/10(1/2)が適度で,縮尺の扱いも容

易になる。縮尺に応 じた長 さ (縦長)のマウンティ

ングボー ド (ボ ー ドとよぶ)を用意する。あるいは ,

ボー ドに合わせて縮尺を決める。

ボー ドは,底板 (横 8cm,厚 さ 0 5cm)に枠角材

(横 1 5cm,厚 さ lcm)を 木工用ボン ドを用いて貼

り付けてつくる。長 さは必要に応 じて底板 と縦枠

は ((20～ 40)+3)cm,横 枠は (5+3)cmに 切

る。横枠 と縦枠の接合部は 45° に切断して木工用

ボン ドを用いて接合または裏からね じ止めすると

上品に仕上がる。

②木工用ボン ド (酢酸 ビニル樹脂エマルジョン)

③ l:3希釈ボン ド :木工用ボン ドに重量で 3倍量

の水を混ぜ,さ らに水 300mlに 対して約 lmlの 台

所用中性洗剤 を加 えて,樹脂の粒がなくなるまで

よく攪拌する。この樹脂液はモノリス表面から滴下

して,土壌を固定するのに使 う。

2)作製に必要な用具 (写真 3)

①定規 (長 さ40～ 50cmの 曲尺がよい)

②鉛筆

③ハケ

④ピンセット

⑤樹脂塗布用へら

⑥試料貼付け用へら

⑦試料貼付け用さじ

③仕切 り用へら (パ テ塗 り用へらを加工して ,

幅 5cm,両端を直角に切断したへらをつくる)

⑨/1ttL鉢 と乳棒

⑩金切 りのこ (固 いもの切断用 )

①剪定ばさみ

⑫スポイ ト (駒込ピペ ット)

3)縮尺の決定とボー ドヘの層界の表示

(1)土壌断面の深 さ,使用できるボー ドの長 さ,

各層の深 さと試料量などを考慮 して土壌マイクロモ

ノリスの縮尺を決める。縮尺は 2/10(1/5),3/10,4/10

または 5/10(1/2)の 中から選ぶとよい。ボー ドの

写真 1 採取試料、断面の記載 。写真

写真 2 作製に必要な資材

写真 3 作製に必要な用具

写真 4 縮尺層界に印をつける
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土壌貼 り付け面に余白ができないように選ぶ。

(2)土壌断面写真を印刷 して,写真上に断面記載

に従って層界,層界の土壌表面からの深 さ,層 位

名を記入する。

(3)写 真 4,5:ボー ドの横枠に土壌貼 り付け部

の上端をゼ ロに合わせて曲尺を当て,上記断面写

真 (ま たは断面記載)に従って,縮尺 された層界

の位置に鉛筆で印を付ける。層界の土壌表面から

の深 さ (cm)に縮尺倍率 (た とえば縮尺 2/10の 時

は 02)を かけた値が縮民された深 さになる。ボー

ド底面 (土壌貼 り付け面)に仕切 り用へらを定規に

して全面 (幅 5cm)に層界の線を入れる。

4)土壌の貼 り付け

(1)採 取してきた土壌試料を層位別に上部から順

に並べておく。試料は袋から出して A5サイズの紙

において使 う。

(2)写真 6:ボー ド底面の 2～ 3層位分または長

さ 10cmの どちらか小さい方の貼 り付け面に木工用

ボン ドを樹脂塗布用へ らを用いて均質に塗る。一度

にあまり広 く塗 りすぎると土壌試料を貼 り付ける前

に乾いてしまうので注意する。

(3)写真 7:貼 る層位の下端に仕切 り用へらを当

て固定する。

(4)写真 8:上 の層から順に,さ じまたはへらを

用いて貼る層位の上壌試料をとり,ボー ドに貼 り

付ける。へ らを用いて表面を整える。貼 り付けの

厚 さは 5mm程度 とする。枠の深 さは 10mmな ので

これを超えないようにすると重ね置きできるなど

扱い易い。

乾燥 させてできた塊のまま貼 り付ける場合 と軽

く粉砕 して細粒にして貼 り付ける場合がある。細土

は見栄えがよくなるように選択する。貼 り付けに当

たつては断面写真や記載をよく見てできるだけ自然

に近い形,あ るいはその層位の特徴を強調するよう

に貼 り付ける。礫,ノ ジュール,構造体など塊状物

を貼 り付ける場合は,細土を貼 り付ける前になるベ

く自然に近い形にこれ らを配置する。礫は小さいも

のを選び,ノ ジュールや構造体は場合によリカッタ

ー,金切 りのこ,切断機等で適当な大きさに切つて

使用する。

写真 5 縮尺層界を入れ る

写真 6 貼付 け面に木工用ボン ド塗る

写真 7 層界に仕切 り用へ らを固定

写真 8 最初の層位の土壌試料を貼る
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(5)写真 9:(2)～ (4)の操作を層位ごとに繰 り

返 し,すべての層位を貼 り付ける。

(6)写真 10:最後にへ らとハケを用いて土壌断面

を自然に近い形に整えるとともに,層界の形状や明

瞭度を自然に近い形に作る。一般には表面仕上げは

ハケを立てて軽 くつつくとよい。また,層界の形状

や明瞭度は平坦明瞭の場合はそのままでよいが,そ
の他の場合上下の層の移動や混合にはへらを用い

,

グラデーションは,へ らで上下の層を混ぜた後,ハ

ケを立てて軽 くつついてつくるとよい。構造や斑紋

などは再現はなかなか難 しいが,で じるだけ特徴

が見て取れるように工夫する。

5)樹脂による表面固定

(1)写真 11:ボー ドに層位ごとに配列 して作 ら

れたマイクロ土壌モノリスに,表面から 1:3希釈ボ

ン ドをスポイ トで滴下する。滴下 したボン ド液は

周辺に広がる (特注 1)。 ボン ド液が浸みこんでい

ない ところがないように均質に滴下する。土層が

薄い ところでは乳 白色のボン ド液に浸つたように

なることがあるが,木工用ボン ドは乾くと透明にな

るので少々かけすぎても問題ない。原液の白い粒が

表面に載つていたらピンセットでつまんで除く。

特注 1)有機質または腐植質の土壌物質で一度乾

燥 したものは,激 しく撥水する。無機質の土壌物質

でも粉状のものの中には撥水するものがある。滴下

した希釈ボン ド液は丸 くなつて土壌表面に残 りなか

なか浸透 してゆかない。現段階では確実に有効な撥

水対策は見つかつていない。このような撥水する層

ではまず枠に沿って,液が繋がるように滴下 し,液
がとぎれて丸い玉にならないように徐々に内部にボ

ン ド液をつなげてゆく。 これを放置 して浸透 してゆ

くのをまつ。これで上手く行かないときは,液 を丸

い塊のまま放置 し,乾燥 させる。撥水する層では最

終的に樹脂が浸透 して乾いても,表面にまるやサヤ

状のへこみがたくさんできてしまうので,へ らで掻

き崩 して,表面を整え,その上からまた樹脂を滴下

する。一度ポン ドが浸み入つたところは,それが乾

燥した後でも,次にはボン ド液がよく浸みるので周

りに浸透を広げることができる。

写真 9 層位 ごとに順次

写真 H l:3希釈ボン ドの滴下

写真 10 断面表面仕上げ
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写真 13 薄層マイクロ土壌モノリス (ポ ドゾル)の完成品
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(2)写真 12:均質にボン ド液が行 き渡つ

た ら放置 して 2日 程度乾燥 させ る。乾燥の

間に貼 り付 け面だけがぬれて反 つて枠が開

いて しま うので上下の枠の部分の上 と下に

小 さな板 を当て,木 工用の小 さな万力では

さんでお くとよい。 あるいはボー ドの枠 を

裏か らネジ止め してお く。

(3)(1)～ (2)を も う一度繰 り返す。普通 2

回の樹脂滴下を行 えば十分 に固定 され る。

固定が十分でない ときはもう一度繰 り返す。

6)マ イクロ土壌モノリスヘの表示 (写真 13)

マイ クロ土壌モ ノ リスには土壌名 (現 地

名 ,国 際分類名),土壌番号,採取地,層位

の実際の深 さ,層 位名 ,採取者 ,採 取 日 ,

作製者 ,作製 日などを記載 してお くとよい。

一例 として,土壌名 は上部枠 に,採 取地 は

下部枠 に,層 位 の実際の深 さは左枠 に,層

位名 は左枠 に,そ の他 の事項 は裏面に記載

す るとよい。

4 展示 (写真 14,15)

薄層マイクロ土壌モ ノ リスの利用 目的は

様 々であるが,か けがえのない土壌資源ヘ

の理解 を深 め,土壌保全の重要 さを啓発す

るために展示す ることもその一つである。

テーマ を立てて, 日本 あるいは世界の土壌

の姿を解説 を加 えて展示す る。
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問い合わせ先

農業環境インベ ン ト

電話 :029-838-8353,

写真 14 薄層マイクロ土壌モノリスの展示 (1)

リーセンター 小原 洋 (浜崎忠雄)

E―mail:obara@affrC go」p

写真 15 薄層マイ クロ土壌モ ノ リスの展示 (2)
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土壌モノリスで文部科学大臣表彰受賞にあたつて

一世界の土壌博物館をめぐる一

In Rccciving the Colnlncndation for Scicncc and Techn01ogy by thc 伍ヽnister of Education, Culture,

Spolt,Scicnce alld Tcchnology with Soil Monoliths

―Tour the Soil Muscums in lhe World¨

浜崎忠雄
*

Tadao Hamaz歯

受賞

農業環境インベ ン トリーセ ンターの中井

信 ,浜崎忠雄  (現名誉研究員 ,元鹿児 島

大学),大倉利明,太 田健 (現農研機構 ),

小原洋の 5名 が,「 土壌モ ノ リスを活用 し

た上の理解増進」で平成 20年度文部科学

大臣表彰科学技術賞 (理解増進部門)(The

Commcndation for Scicnce and Technology by

tllc Minister of Education, Culture, Sport,

Scicncc and Technology,P五 zes for Science and

Technolo野 , Public Understallding Promotion

Category:  'Understallding  Promotton  about

soils which utilized soil monolith")を 受賞 した

(写真 1)。  受賞は,地中にあつてふだんは目にすることのない土壌断面を樹脂で固定 した

「土壌モノリス」 (土壌断面標本)の作製法を開発 し,そ の後 30年にわたつて内外の研究所や

博物館の専門家に作製法を指導 し,土壌モノリスの普及を図ることによつて,作物生産や環境

保全 と土壌の形態や機能の関係について,幅広い人々の理解の増進に貢献 した功績による。受

賞者の一人 として,大変栄誉に思 うとともに,いわゆる「研究業績」とは少 し離れたところで ,

ある種の使命感を持つてこつこつ と積み上げてきたことが認められ, うれ しさも一入である。

土壌モノリスの作製 と普及には多くの先輩,同僚が関わつてお り,ま た各都道府県の農業試験

場,大学等の方々の協力があつた。今回 5人が代表 して受賞の栄誉を受けさせていただいたこ

とを感謝申しあげたい。

農業環境イ ンベ ン トリーセ ンター (農業環境技術研究所名誉研究員 )

Natonal Resources lnventory Center

イ ンベ ン トリー,第 8号 ,p3743(2010)

纏尿爾蝙聰鵞繹腎

写真 1 文部科学大臣表彰科学技術賞受賞
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土壌モノリスの役割

土壌は地上の生命を育むかけがえのない資源であるにもかかわらず人々の土壌に対する理解

度は低い。高校までの段階で土壌に関する教育がほとんど行われていないこともある。このよ

うな中で,今土壌は地球規模で危機的状態にある。土壌モノリスおよび関連資料は,土壌のこ

と,土壌の成 り立ちと生態系の中での役割,土壌 と人間生活 との関わ りを理解 し,健全な土壌

を次の世代に引き継 ぐための土壌保全の重要性を啓発するのに有効な資料 となる。一方,こ れ

らは土壌研究においても,多様な土壌の生成,分類,同定,特性や機能の解明,過去 と現在の

環境状態の比較などに貴重な資料を提供する。

農業環境技術研究所
″
土壌モノリス館

〃
の生い立ち

明治維新 (1968)の ころの上壌研究は,土壌を岩石の風化物 とみる ドイツの農業地質学派が

世界をリー ドしていた。そのため維新政府は 1882年 (明治 15年)に ドイツからマックス・フ

ェスカを招聘 し,そ の指導の下で地質調査所土性課において "国別土性図 (土壌図)"作 りが

始まった。ちょうどその頃,ロ シアで新 しい土壌観が芽生えていた。 ロシアの V.Vドクチャ

ーエフ (1846～ 1903)は ,東 ヨーロッパ平原のチェルノーゼム (黒土)地帯からその北方に

広がるポ ドゾル地帯に至る 1万 km以上のフィール ドを踏査 し,こ の広大な地域の上壌の自然

断面調査を行つた。その結果,土壌はその下層にある岩石 とは本質的に異なり,気候,地形 ,

母材や生物などの影響を受けて生成 した独 自の形態をもつ自然体 (ntturJ bo的)である, との

認識に至った。彼の考え方は自然史的または成因的土壌観 といわれる。ここで土壌研究は独立

した自然体を研究対象 とする土壌学 として,ほ かの自然科学 と同様の性格をもつに至った。こ

れによリドクチャエフは現代土壌学の父または創始者 といわれる。

1974年 ,第 10回国際土壌科学会議がモスクワで開催 された。 ロシア (当 時ソビエ ト連邦)

は ドクチャーエフが生まれた国であり,現代土壌学の創始以来世界の土壌学をリー ドしていた。

日本の若い研究者たちもこのロシア見たさから共済組合から借金 したりして旅費を正面し,大
挙押 しかけた。私もその中の一人だつた。会議の合間に,世界に名だたる土壌学者を輩出して

きた ドクチャーエフ土壌研究所 とともに農業科学アカデ ミーのウイ リアムス土壌農業博物館を

訪ねた。広大な博物館内に全国から集められた土壌断面標本が自然帯別に整然 と展示されてい

て, 日を見張るものだった。国立モスクワ大学にも土壌学科で土壌断面標本の展示が行われて

いた。また,会議後の土壌ツアーでは,モ スクワからヤルタまで 1300kmに 及ぶ土壌 と農業を

訪ねる旅に参加 し, ドクチャーエフの成因的土壌観が生まれたフィール ドをつぶさに見ること

ができた。途上にある農業関連博物館にもどこでも土壌断面標本を用いた展示がなされていた。

現代土壌学の発祥の地であり,世界の穀倉地帯の一つである東ヨーロッパ平原の土壌 と農業を

説明した土壌モノリスを用いたパネルが土壌モノリス館に展示されている。

このころ首都圏に散 らばつていた国立の研究所の筑波移転の準備が進められていた。ロシア

の学会から帰国後,筑波の移転先に土壌モノリス館を作るに当た り,筆者はその展示室の設計

を任 された。土壌標本展示室は現在 2部屋あるが当初は現在の国内土壌標本展示室 1部屋のみ

であつた。当時の主流はまだ木箱に土柱を詰めて作る箱土壌モノリスの時代で, 1個 300～

500kgあ る標本を並べて展示するための頑丈な展示台が必要であった。土壌モノリス館の国内

土壌展示室の雰囲気がなんとなくロシアのウイ リアムス土壌農業博物館に似ているのは展示台

の設計に当たりその影響を受けたためである。今では薄層土壌モノリスの時代になり,こ の上
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壌モノリス展示台はいかにも重厚すぎる感があるが,土壌モノリスの作製法の発展がなせる仕

業なのである。その後できた海外土壌モノリス展示室の展示台は三土正則氏の設計によるが ,

薄層土壌モノリスの展示用に少 しスリムに作 られている。

農業環境技術研究所の "土壌モノリス館 "(写真 2)は 1980年 4月 に前身である農業技術研

究所の筑波移転 と同時に設置 された。農業

技術研究所が東京都北区西ヶ原にあつた時

代にも土壌断面標本は収集 されていたが ,

廊下などに散在 していてその由来も定かで

ないものが多かったので,移転に際しほと

んど廃棄 された。筑波に移転 して器はあっ

て中身のない状態であったので,土壌調査

を担当していた化学部土壌第 3科内にモノ

リス整備小委員会を発足させて,土壌モノ

リスの収集・保存が積極的に進められるこ

ととなつた。土壌モノリス作製法も土壌断

面を樹脂で固めて素1ぎ 取る薄層土壌モノリ

スの時代に入 りつつあつた。1980年 H月 に奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センターの 「埋

蔵文化財ニュース」に独 自開発 された樹脂を用いた 「層位・遺跡断面の剥ぎ取 り転写法」が発

表 された。筆者 らは,こ れを応用 した薄層土壌モノリス作製法を確立し,こ れが今 日の土壌モ

ノリス作製法として普及 している。現在,土壌モノリス国内約 250点 ,海外 8ヵ 国 66点 (マ

イクロ土壌モノリスを含む)と 関連試料を収集・保存 し,研究資料 としてして活用 している。

その一部は土壌モノリス館に展示され,今 日まで累計 3万人以上の来訪者があった,土壌モノ

リス につ いての Webサ イ ト (htけ獅 c234 niaes affrc go JP/n五 cん  http://― niaes affrc go P/

inven的 /soi1/mOnolith/index hml)も 開設 し,土壌モノリスの情報を広 く発信 している。また ,

土壌モノリスを 「サイエンスキャンプJ などの青少年向けのプログラムやイベン トに活用す

るとともに,博物館や大学の特別展示への貸 し出し,放送局や出版社の撮影による情報提供な

ども数多くおこなつてきた。 さらに,ア ジアや南米の農業試験場や大学などの専門家に作製法

を指導 し,各国で自国の土壌モノリスを作製・展示するなど国際貢献にも寄与している。

世界最古の土壌博物館

土壌モノリスの収集は 19世紀末にロシア

で始められた。ロシアの土壌学者たちは 1893

年シカゴで開催 された万国博覧会に土壌断面

標本を出展 し,こ れによリアメリカに土壌標

本採取法が伝わった。1904年にサンク トペテ

ルブルグに設立された "ドクチャーエフ中央

土壌博物館 "は世界最古の上壌博物館である

(写真 3)。 1600の 貴重な土壌モノリスと 11600

点の関連資料を収蔵 している。展示は,自 然

帯別の上壌の多様性を見るだけでなく,土壌

写真 2 農業環境技術研究所の土壌モノリス館

写真 3 ドクチヤーエフ中央土壌博物館
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生成や土壌 と他の生態系因子との相互関係が見られるようになつている。

この博物館は始め民間のロシア自由経済学会によつてロシヤで最初の土壌研究所 として設立さ

れた。1946年 に ドクチャーエフ生誕 100年に際 し,連邦政府の特別の布告によつて ドクチャ

ーエフ土壌研究所の附属博物館 となつた。 この博物館はサンク トペテルブルグの中心地の 19

世紀半ばに作られた古い建築物の中にあり,エル ミタージュ美術博物館など市内にある博物館

群の "黄金の環"の なかの一つになつている。筆者は,1984年 に改装中のこの博物館を訪れた。

写真はそのときの一コマである。

世界最大の土壌博物館

1974年 ,モスクワで第 10回国際土壌

科学会議が開催 され際,筆者が初めて見

た土壌博物館がチ ミリヤーゼフ農業科学

アカデ ミー "ウ イ リアムス土壌農業博物

館 "で あった (写真 4)。 ウイ リアムス土

壌農業博物館は,1943年に V.Rウ イ リア

ムス (1863-1939)の 科学 と教育における

活動の 50周年を記念 して連邦政府の特別

布告により設立された。 1000点 の土壌モ

ノリスが展示 されている。主要な収蔵品

は土壌モノリスであ り,ロ シアは勿論 ,

海外からも収集 され,そ の数は数千にも及

び,世界最大の収蔵数をもつ。 ウイ リアムスはロシアの著名な土壌学者,農学者である。姓が

ロシア人 らしからぬのは父がアメリカ人であるためである。 1888か ら晩年 (1939)に 至るま

で 51年間,学生達とともに数千の土壌断面標本,試料,岩石,植物を収集 した。これらは土

壌地理学的区分に従って展示されている。現在も,土壌学者,地理学者,植物地理学者が協力

して土壌モノリスの収集を続けている。

世界土壌博物館

1966年 に国際土壌学会 (ISSS)等の要

請を受けてオランダ政府によりに "国 際

土壌博物館 (ISM)"が 設立された (写真

5)。 現在は国際土壌照合情報センター

(ISRIC)に 改組 され業務を拡大 し,附属

博物館は "世界土壌博物館 (WSM)"と 呼

ばれている。世界中から 1000点 の土壌モ

ノリスが集められ,う ち 60点 が景観写真 ,

土地利用および土壌の特性 と管理の情報

とともに展示 されている。 ここの上壌モ

ノリスは,樹脂で固められてはいるが数

センチメー トルの厚みをもち自然の構造等

写真 4 ウイリアムス土壌農業博物館

写真 5 世界土壌博物館
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をよく表現 した独特の作製法を採用 している。小,中 ,高校生,国 内外の土壌および関連 自然

資源分野の大学生,研究者・管理者,研究グループ,一般の人々が訪問し,学習・討議の場 と

なつている。筆者がここを訪問した 1986年 にはユ トレヒトにあつたが,現在は世界中から留

学生が集まるワーゲニングン大学・研究センターの構内にあり,こ ことの強力な連携の下で運

営されている。

アジアの土壌博物館

南京土壌研究所"土壌標本館 "

1953年研究所の設立と同時に設置 さた中国最大の上壌博物館である。約 6万点の各種土壌

標本・試料を収蔵 している。土壌鑑定用標本約 5000点 ,大型土壌断面標本 100点余 りが含ま

れる。筆者が訪れた 1997年 には古い建物に古風な展示がされていたが,現在は一新 され,近

代的な土壌博物館になつている。研究は勿論,市民の土壌資源の重要さに対する理解の啓発に

役立てられてお り,訪問者は年間 5000人に及ぶ とい う。

BSWM土壌博物館

フィリピン農業省土壌水管理局 (BSWM)は 1930年代から土壌調査を実施 しているが,2000

年に BSWYlの 50周 年に当たつて "BSWM土壌博物館 "を 開設 した。BSWMで はフィリピン土

壌の代表土壌断面の保存 とデモンス トレーションのため 1960年代より土壌モノリスの収集を

行つていたが,重 く持ち運びが困難な箱土壌モノリスだつたためその機能を十分発揮できてい

なかつた。 1990年 から BSWIvlで JICAの技術協カプロジェク トが始まり,そ の中で土壌展示

室が設置 さた。 1992年 に短期専門家 として派遣 された筆者は農環研式土壌モノリス作製法を

技術移転 し,それにより土壌博物館の整備が進んだ。

台湾土壌陳列館

行政院農業委員会農業試験所 (台 中縣霧峰]萬豊村)に "台湾土壌陳列館 "力 設`置 されてい

る。2000～ 2004年 に行政院農業委員会の事業 として設置,整備が行われたもので, 2階建て

の建物 と別棟温室からなつている。展示テーマは,(1)土壌の誕生,(2)土壌の分類 と分布,(3)

土壌の成分 と性質,(4)土壌は生命を育む,(5)植物・土壌温室からなつている。筆者は完成間

もない 2005年 にここを訪れたが,規模・内容 ともに本格的な土壌博物館であり感激 した。な

お,台湾には国立台湾大学にも立派な "土壌博物館 "が ある。農業環境技術研究所は 1980年

代末に台湾大学の技術員を受け入れ,土壌モノリス作製法の研修を行った。

タイ LDD土壌博物館

1980年代東北タイで JICAの 技術協カプロジェク トか開始 された。その中で長期,短期で派

遣 された専門家により農環研式土壌モノリス作製法が導入 され,タ イの上壌モノリス収集は土

地開発局 (LDD)の 東北タイを拠点に進められた。2002年 にバンコクの LDDに "土壌博物館 "

が開設 され,一般に無料で開放 されている。約 300あ るといわれるタイの土壌シリーズの代表

断面がマイクロモノリスにつくられて展示 されているのは圧巻である。

参加体験型土壌博物館

シカゴにある "Thc Ficld Museum(フ ィール ド博物館)"では,地下探検バーチャルツアー と

称 して,足下の土壌の世界を 100倍に拡大した模型を地下 トンネルに配置 し, トンネルを通過

するうちに土壌中の生物達の様子が学べるようになつている。まず, トンネルの入 り回の壁に
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100倍 に拡大 した 1セ ン トコインを置いてあ り,模型が どの くらいに拡大 されたものか分かる

かる。地下 トンネルは大豆の根についた根粒菌の林をくぐつた り,蝉の幼虫に乗つて遊んだ り

して,体験 しなが ら学習できるよ うになつている.

最近の話題

アメ リカのス ミソニアン国立 自然史博物館 は,2008年 7月 か ら 2010年 1月 まで特別展 "Dig

責I The Secrets of SoJ(発 掘 しよ う !土の秘密)"を 開催 した。資金は全国の人々や団体の寄付

によりまかなわれ,企画か ら準備 に至 るまでアメ リカ土壌学会 (SSSA),合衆国農務省 自然資

源保全サー ビス (NRCS)の 人的,資金的協力の下で準備 に数年 をかけて実現 した。全州,地

域 を代表す る土壌モ ノリス,土性 ,土色,母材 ,土壌分布の相互関係 ,土壌 中の水,養分,ガ
ス,土壌生成 ,生活 と土壌 の関係示す模型や ビデオな どが展示 された。展示テーマは,(1)土

壌 は生きている,(2)土壌 は多様 ,(3)土壌は時間 とともに変わる,(4)土壌 は大地,空気,水 と

つながつてい る,(5)土 壌 は資源―誤利用 ,過利用 しなければ回復できる,で あつた。ス ミソ

ニ ア ン 国 立 自 然 史 博 物 館 で の 展 示 は 終 わ っ た が ,今 で も オ ン ラ イ ン

(http:〃brces.亜 .cdu/sollsAndex.html)で 様々な展示関連資料 , ビデオを見ることができる。

この土壌特別展は,大変好評であつた。ス ミソニアンでの展示後,数年かけて全国の博物館 ,

科学館で巡回展示 され る予定であったが,運悪 くこの ところの景気の落ち込みで,巡回資金が

カ ッ トされ,中止になつて しまった。今,関係者 はこの貴重な博物館資料の永住のホームを探

している。早 くどこかに恒久展示できるよ う祈 りたい。

世界の土壌博物館年表

1846 現代土壌学の父 "V.Vド クチャーエフ (1846-1903)"サ ンク トペテルブル グに誕生

1982 (明治 15年 )ドイツか らMフ ェスカ来 日,国別土性図 (フ ェスカ土壌図)作製開始

1985 (明治 18年 )最初のフェスカ土壌図 「甲斐国土性図」発行

1888 VRウ イ リアムス (モ スクワ農業科学アカデ ミー)が学生たち とともに土壌柱状断面標

本 (箱 土壌モ ノ リス)の収集 を開始 ,1939年 までに数千点を収集

1893 (明 治 26年)農商務省農事試験場設立,地質調査所土性課 を編入

シカゴ万博 にロシアが土壌断面標本 (モ ノリス)を 出展

1904 ロシア 自由経済学会 "ド クチャーエフ中央土壌博物館 "サ ンク トペテルブル グに設立

1927 第 1回国際土壌科学会議 ワシン トン大会 にソ連がラ トビアの上壌断面標本 を出展

科学アカデ ミー "ド クチャーエフ土壌研究所 "モ スクワに設立

1943 チ ミリヤーゼフ農業科学アカデ ミー "ウ イ リアムス土壌農業博物館 "モ シクワに設立

1950 (昭和 25年)農林省農事試験場を農業技術研究所 に改組

1953 中国科学院南京土壌研究所お よび附属 "土壌標本館 "設立。

1966 オランダが国際土壌博物館 (ISM)を 設立。1984年 に国際土壌照合情報セ ンター (ISRIC)

に改組,"世界土壌博物館 (WSM)"を附設

1980 農業技術研究所 に "土壌モ ノリス館 "設置,本格的土壌モノリス収集開始

1992 スガノ農機 (株 )が 土の博物館 "土 の館 "を上富良野に開館

1983 農業技術研究所 「土壌モノ リス作製法Jの確立

1983 (昭 和 58年 )農業技術研究所 を農業環境技術研究所な どに改組
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研究標本館 :土壌モノリスで文部科学大臣表彰受賞にあたつて 一世界の土壌博物館をめぐる一

2000 国立科学博物館 "土壌の世界 "企画展を開催

フィリピン農業省土壌水管理局 "BSWMI土壌博物館 "開設

"台湾土壌陳列館 "設立

2001～ 2002 1NAXギ ャラリー 「秘土巡礼―土はきれい,土は不思議―」展開催

2002 鹿児島県立博物館 「上の秘密展」開催

2005 栃木県立博物館 「土の秘密展」開催

2008 農業環境インベン トリーセンターの土壌調査スタッフが土壌モノリスで "平成 20年度

文部科学大臣表彰科学技術賞 (理解増進部門)"を受賞

農業環境インベン トリーシステムの Web公 開

2008～ 2010 スミソニアン国立自然史博物館が特別展 "Dig itl The Secrets of Soil"開 催

問い合わせ先

農業環境インベン トリーセンター 小原 洋 (浜崎忠雄 )

電話 :029-838… 8353,E…m」1:obara@affrC.goJp
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研究標本館

農業環境技術研究所・標本シリーズ 5:昆虫・クモ類の DNAバーコーディングに

関連する標本コレクシ ョンおよびデータベースの構築

NIAES Collcction Scrics 5i Construction of Specilllcn Collcctions and lDatabases

for E)1ヾ A Barcoding oflnsects and Spiders

吉武 啓
*・

馬場友希
*・

栗原  隆
*・

吉松慎一
*・

中谷至伸
*

Hiraku Yoshitake,Yllki Babaっ Takashi Kurihara,Shin― ichi Yoshilllatsu and Yllkinobu Nakatani

l.は じめに

近年の動物分類研究においては,形態および分子,生態,分布情報に基づく複合的アプロー

チによつて信頼性の高い結論を導き出し,分類体系を構築することが強く求められるようにな

つた。 とくに,分子情報は,そ の有無によつて研究の質が評価されるとい う点で,今や形態情

報に並ぶ最重要項 目になつたと言つても過言ではない。分子情報の中でも,生物名を特定する

際に役立つ簡便なマーカーとして,DNAバ ーコー ド (ミ トコン ドリア COI遺伝子前半部)お

よびそれに基づく生物同定手法であるDNAバーコーディングが大変注目されている (Hebert θ′

α′っ2003;伊藤 ら,2007)。 DNAバーコー ドは,一義的には生物同定に資する短い塩基配列に過

ぎないが,ATGCと い う4文字のみで構成 される情報の単純さや,一対のユニバーサルプライ

マーによつて簡単かつ安価に生産される情報を専門的知識なしでも扱える利便性の高さから,

次世代の生物多様性情報システムにおいては,多様な生物情報を引き出す際のキーワー ドとし

ての役割を果たすようになると考えられてお り,国 内外で盛んに関連研究やプロジェク トが進

められている (ネ申保 ら,2008:前藤,2009)。 が進められている (ネ申保 ら,2008;前藤,2009)。 DNA
バーコー ドに基づくデータシステムの構築には,正確に同定された標本から決定 された DNA
バーコー ドを網羅的に集積 し,情報の質 と量を兼ね備えたデータベースが必要不可欠な基盤 と

なるが,農業生態系の重要な構成要素である昆虫・クモ類を対象 とする DNAバーコー ドデー

タベースの構築は未だ開始 されたばかりで,関連研究も甚だ不十分 と言わざるを得ないのが現

状である。このような背景から,農業環境技術研究所 0昆 虫標本館 (以 下,農環研)は ,総合

的な昆虫インベン トリーシステムを構築する中で,昆 虫類 とクモ類の DNAバーコーディング

に関連する標本コレクションとデータベース作成に 2009年 から重点的に取 り組んでいる。本稿

では,我々の取 り組みの概要を説明した上で,今後の標本のコレクション管理 とその利活用の

展望について述べたい。

*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 8号 ,p4447(2010)
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研究標本館 :農業環境研究所 。標本シリーズ5:

昆虫・クモ類の DNAバーコーディングに関連する標本コレクションおよびデータベースの構築
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図l DNA分析用標本データベースの一部

2 標本コレクションとデータベースの概要

現在,農環研では,1)DNA分 析用標本の収集 。データベース化,2)抽出 DNAお よび証拠

標本 コレクシ ョンの構築・データベース化,3)DNAバ ーコー ド領域の塩基配列決定 。データ

ベース化,4)DNAバ ーコー ドデータを用いたケーススタディーの実施に取 り組んでいる。こ

こでい うDNA分析用標本 とは 99%エ タノール液浸標本のことのことである。これまでに主と

して農地に生息する昆虫・クモ類の 99%エ タノール液浸標本約 2,500点 を収集 し,1点ずつ固

有の標本番号を付け,正確な種名を特定 した上で分類群情報や採集情報などの標本情報をデー

タベース化 した (図 1)。 なお,その内訳はコウチュウ類 1,000点 ,ク モ類 1,400点 ,ガ類 70点 ,

カメムシ類 21点である。DNA分析用標本は,基本的に個別にサンプル管に収めた上でサンプ

ルボックスに収納 し,-30℃設定のフリーザー内で保管している (図 2)。 2009年は,そのうち

328点 のDNAを抽出し,DNA量や吸光度比など,抽出DNAの クオリティーに関するデータを

計測 した上で,標準的な DNAバーコー ド領域 (COI遺伝子前半部)の塩基配列を決定し,抽

出DNA情報のデータベース化 とDNAバーコー ド領域の塩基配列情報データベース化を行つた

(図 3)。 抽出 DNA情報 DNA分析用標本番号に

対応 した作業番号によつて個々の標本情報 とリン

クさせた上で,抽出 DNAコ レクションとして一

30℃設定のフリーザー内で保管 している。個々の

DNAバーコー ド情報についても標本情報 と対応

させる形でデータベース化 している。なお,バー

コー ド化が済んだ DNA分析用標本は,将来的に

塩基配列情報に結び付いた種名に疑間が生じた場

合の検証可能性を担保するために 「種同定の証拠

標本」とい う位置づけで恒久的に保管されること

になる。

また,バーコー ド化 と並行 して,甲 虫類やクモ類の DNAバ ーコー ドデータを用いたケース

スタディーを行い,イ ンベ ン トリー研究におけるその有用性 を検証 している。例 えば,北関東

の平野部に生息す るハエ トリグモ類は,未成熟期の形態的特徴が不明であるために同定できず ,

調査 。研究時に大きな障壁 となつていた。しか し,DNAバ ー コーディングによる成体一幼体の

対応付けに成功 し,一部の種の未成熟期の形態的特徴が明 らかになつたことで,形態情報に基

づ く幼体の同定が可能になつた (馬場 ら,未発表 ;図 4)。

―ザー(-3ぴC設9     サンブルボツクス

図2 標本の保管状況

フリザ ー(-3ぴC設麟
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図3抽出DNAデータベースの一部

3.今後のコレクション管理と関連情報の利活用について

膨大な種数を誇る昆虫・クモ類について,全分類群の DNAバーコー ドデータベース構築を

一機関でカバーすることは到底不可能であるため,他機関との連携において分散型のデータベ

ースシステムを形成するのが現実的である。農環研では,多 くの農林業害虫が含まれる植食性

甲虫やガ類,カ メムシ類,農業に有用な生物多様性指標候補種が多数含まれるオサムシ科甲虫

やクモ類など,農業環境研究分野における重要性が高い分類群に対象を絞ってデータベースの

構築に取 り組んでゆく方針である。DNAバーコー ドデータベース構築の基盤 となるDNA分析

用標本コレクションについては,ま だその内容が

不十分であるため,今後も DNA分析用標本の収

集を継続 し,コ レクション内容の拡充を図る必要

がある。また,標本収集 と並行 して,同 定を進め ,

データベース化が済んだ標本から順次 DNAを抽

出し,そ のクオ リティーデータを取得 した上で
,

バーコー ド化を進めて行 く予定である。その一方 ,

DNA分析用標本情報および抽出DNA情報,塩基

配列情報の登録 。検索・閲覧に関わるフレームと

機能を,農環研で構築中の昆虫インベン トリーシ

ステム (所蔵標本情報を主体とするデータベース

システム)に付与するために鋭意作業を進めてお

り,2010年度末までに既存のデータの登録を済ま

せ,一般の昆虫標本情報と共に一般に公開する予

定である。

なお,DNA分析用標本や抽出DNAは,主 として

形態観察に供される一般昆虫標本 (乾燥標本やプレパラー ト標本など)と 異なり,使用するに

従つてなくなる消耗型試料であるため,基本的に外部への貸与はせず,農環研の研究職員やそ

の共同研究者 らの使用に留める必要があると考えている。ただし,農環研の標本コレクション

に含まれない昆虫・クモ種のDNA分析用標本や抽出DNAと の交換など,コ レクション内容の

拡充に資する場合には外部の研究者・標本保管機関とのや り取 りにも柔軟に対応 したい。また ,

DNA分析関連の標本コレクションの保管体制が整つた機関は日本国内ではごく少数であるた

め,他機関で実施された分子生物学的研究 (DNAバーコーディング関連研究に限定しない)に

使用された証拠標本や抽出 DNAも ニーズに応 じて受け入れて保管する必要があると考えてい

る。DNAバーコー ドなどの塩基配列情報については,個々の研究者の未発表業績に抵触するケ

インベン トリー 第 8号  (2010)

図4 DNAバ ーコーディングによるハエ

トリグモ類の成体一幼体の対応付け
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昆虫・クモ類の DNAバーコーディングに関連する標本コレクションおよびデータベースの構築

―スが想定されるため,そ の取扱いには十分に配慮するつもりである。

農環研の昆虫インベン トリーシステムでは,昆虫標本館所蔵の DNA分析用標本情報および

抽出 DNA情報,そ して,そ こから派生 した塩基配列情報 と証拠標本情報に関わる情報サービ

スを提供する。

一方,国際的な DNAバ ーコーディングプロジェク トを推進 している ConsOrtium fOr the

Barcode of Life(CBOL;http:/婦 ww.barcoding.si.edu/)と 国内の DNAバーコーディング関連活動を

推進 している日本バーコー ドオブライフ・イニシアティブ(JBoLI;http://wwwjb01i org/)で は,プ
ロジェク トの管理・データベース管理・登録を司るシステムおよび DNAバーコー ドに基づく

オンライン同定支援システム,他のシステムヘのデータ提供などを司るシステムをそれぞれ英

語(BOLD:http://www.b01dsystems.org/views/1ogin.php)と 日本語 (JBOLI― DS)で提供 している。 中

でも,DNAバーコー ドに基づくオンライン同定支援システムは,未同定の生物試料から決定 し

た DNAバーコー ドを入力することにより,既存のデータベース内で最も類似 した配列を示す

種名 とその分類群情報を知ることができるもので,DNAバーコーディング関連データシステム

の中核 として極めて重要である。 したがって,農環研で集積 された DNAバーコー ドデータの

利活用を促進するためには,DNAバーコーディングに関連する高次データシステムを有するこ

れ らの組織 との連携を図る必要がある。
「DNA分析用標本コレクションー抽出DNAコ レクションーDNA情報の証拠標本コレクショ

ンーDNAバーコー ドデータベース」ラインは,将来的に農業生物資源管理上のコアとして発展

する可能性が高いため,非常に重要な取 り組みであると考えている。また,昆 虫・クモ類のDNA
バーコー ドデータベースを充実させ,様々な解析ツールを伴 う高次のデータシステムとの連携

を図ることで,将来的に遺伝子を含む様々なレベルでの農業生態系における生物多様性解析手

法・技術の開発が可能になると期待 される。
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3)神保宇嗣 0吉武 啓・伊藤元己 (2008)DNAバ ーコーディングによる同定支援システムと

JBOLI構想。日本生態学会誌 58:123… 130

4)前藤薫,2009昆虫の検索・同定 と情報集積のための新 しいツール.昆 虫と自然,44(3):2-3.

問い合わせ先

農業環境インベントリーセンター 吉武 啓

電話 :029-838-8348, E―mail:zOumushi@niacs.affrc.go.jp
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館ヽ

農業環境技術研究所・標本シリーズ 6:堀川正美コレクション (カ ミキリムシ類)

NIAES Collection Series 6:NIIasami Horikawa Collection(Disteniidac and Cerambycidac)

栗原 隆
*・

吉武 啓
*・

吉松慎一
*

Takashi Kurihara,Hiraku Yoshitakc and Shin― ichi Yoshimatsu

l.は じめに

2009年 H月 、アマチュアの甲虫研究家である神奈川県横浜市在住の堀川正美氏によつて、

大変貴重なカミキリムシ類の標本が農業環境技術研究所 (以 下、農環研)昆虫標本館に寄贈 さ

れた。本誌第 7号で示 されているとお り、昆虫標本館にはおよそ 28,000点のカミキリムシ類標

本が保管されている (吉武ほか、 2008)。 本稿では、新たに追加 された堀川氏のカミキリムシ

類コレクションの概要を紹介するとともに、当館における当コレクションの管理 と利活用につ

いて触れたい。

2 コレクションの概要

日本産カミキリムシ類は、ホソカミキリムシ科 とカミキリムシ科の 2科から成るが、前者は

わずか 3種 しか分布 していないため、しばしばまとめて報告される。そのため、本稿でも便宜

上、カミキリムシ類 としてこの 2科を扱 うこととする。

堀川正美氏のカミキリムシ類コレクションには、281種 3,302点 (点数は針数でカウン ト、

3,610個体、 うち 2点 2個体は外国産)が含まれている。その大半が堀川正美・麗子ご夫妻に

より日本国内で採集 されたもので、とくに本州の中部以東で得 られた標本がたいへん充実 して

いる。その中には、事前に堀川氏が標本の大部分を専門家に提供 されたヒメハナカミキリ属お

よびヤツボシハナカミキリがほとんど含まれていない。 しかし、ヒメハ

ナカミキリ属を除く本州産カミキリムシ類 (約 360種)に限つてみると、

堀川コレクションはその約 75%を カバーしていることになる。また、堀

川氏ご自身が作製 された標本はそのすべてが綺麗に整形 されているだけ

でなく、詳細なデータラベルも付けられてお り、非常に良質な学術研究

用昆虫標本である。

農林害虫 (日 本応用動物昆虫学会編、 2006)の同定参照標本 としては、

ウスバカミキリやマルクビケマダラカミキリ、スギカミキリ (図 1)、

ヒメスギカミキリ、ビロウドカミキリ類、マツノマダラカミキリ、ラミ

ーカミキリ (図 2)、 キクスイカミキリ、リンゴカミキリ類、ル リカミ

キリなど数多くの種が含まれている。その他に、スミイロハナカミキリ

図 1 スギカミキリ

*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 8号 ,p48-49(2010)
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研究標本館 :農業環境技術研究所 。標本シリーズ6:堀川正美コレクション (カ ミキリムシ類 )

(図 3左 )の ような希少種やキクスイモ ドキカミキリ類のような必ず しもまだ分類学的に解決

していないグループも少なからず含まれている。

3今後の標本管理と利活用について

標本は、同定する際の参照資料や

研究材料 として簡単に利活用できる

ように整理 し、保管する必要がある。

我々は、堀川氏より寄贈 されたカミ

キリムシ類の全標本を最新の分類体

系 (大林 。新里、2007)に 従つて再

配列 し、同定ラベルおよびコレクシ 図2

ョンラベル、標本番号ラベル

(24-0470000～ 24¨0473301)(図 3右 )

を付 した上で、分類群情報やラベル情報をデータベース化 した。データベース化の完了した標

本は “堀川コレクション"と して、他の標本コレクションと明確に区別する形でまとめて保管

されているだけでなく、分類群ごとに箱分けされ、さらに種ごとにユニットボックスに分けて

収納されているため (図 4)、 目的の標本を簡単に引き出せる状態になつている。なお、堀川

コレクションの利活用を促進するため、今後、農環研のオンライン昆虫インベン トリーシステ

ム上でその全標本情報を公開する予定である。

4 謝辞

堀川正美氏には貴重な標本を寄贈 していただいただけで

なく、標本情報のデータベース化に際して種々ご教示いた

だいた。また、堀川麗子氏には標本受け渡 し時に大変お世

話になつた。この場を借 りて心より御礼申し上げる。

引用文献

1)日 本応用動物昆虫学会編 (2006)農林有害動物・昆虫名

鑑 増補改訂版,387 ppっ 日本応用動物昆虫学会,東京

2)大林延夫 。新里達也 (2007)日 本のカミキリムシ 818 ppっ 東海大学出版会,東京

3)高桑正敏 (1998)月 刊むし 。ブック 2:ベニボシカミキリの世界 232 ppっ 月刊むし,東京

4)吉武 啓 。中谷至伸・吉松慎一 (2008)農 業環境技術研究所 。標本シリーズ 4:コ ウチュウロ

インベン トリー,(7):20… 23

問い合わせ先

農業環境インベン トリーセンター 吉武 啓

電話 :029-838… 8348, E― mail:zoumushi@niaes affrc gojp

ラミーカミキリ 図 3 スミイロハナカミキリ(左 )

とそのラベル(右 )

図 4 整理後の標本の様子

―-49-―



●研‐究標 本館

微生物標本館への 2008年 および 2009年度の標本追加

Additional Specilnens toヽ licroorganism Museum in 2008 and 2009

小板橋基夫*

Motoo Koitabashi

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つ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,多 くの研究者から寄託された微生物タイプ標

本に NIAES番 号を付けて保管されている。 さらに,1880年代から現在に至るまで約 130年 間

にわたり寄贈 。採集 された微生物乾燥標本,微生物乾燥さく葉標本等約 7300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 4000点 を低温室に

おいて保存 している。そのさく葉標本 と菌株収集は現在も継続 して行っている。

2 標本館情報への標本追加

2008か ら2009年度には新発見であるヒエ炭疸病菌
1)や

新種の白紋羽病菌が寄生した状態の

植物の標本
2)な ど 19点 をNIAES番号を割 り振 り,タ イプ標本コレクションに追加 した (図 1、

表 1)。

図 1 2008～ 2009年度に寄託されたタイプ標本や証拠標本の保存状況

(左 :Cο 77激ォたみ″″′θ″7720εみわαe Moriwaki et TsukibOshi  右 :Rοsι J77′″″θεα″″Prill)

*生物生態機能研究領域

Environrnental Bioinction Division

イ ンベ ン トリー,第 8号,p5051(2010)
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研究標本館 :微生物標本館への 2008年および 2009年度の標本追加

表 1 2008～ 2009年度に追加された NIAES標 本の詳細情報

NIAES番号 病原菌学名 採集地 宿 主 採集年 寄託者 標本種類

NIAES20565

NIAES20566

NIAES20567

NIAES20568

N:AES20569

NIAES20570

NIAES20571

NIAES20572

NIAES20573

NIAES20574

NIAES20575

NIAES20576

NIAES20577

NIAES20578

N:AES20580

NIAES20581

NIAES20582

NIAES20583

NIAES20584

桜川市 茨城県

桜川市 茨城県
つくば市 茨城県

伊万里市 佐賀県

印西市 千葉県

上小阿仁村 秋田県

君津市 千葉県

仙台市 宮城県

前橋市 群馬県

新城市 愛知県

甲賀市 滋賀県

豊岡市 兵庫県
つくば市 茨城県
つくば市 茨城県

南国市 高知県

那須塩原市 栃木県

那須塩原市 栃木県

那須塩原市 栃木県

那須塩原市 栃木県

不明 枯死

不明 枯死

アオキ
ニホンナシ

ニホンナシ

不明 枯死

不明 枯死

アオキ

不明 枯死

不明 枯死

不明 枯死

不明 病変
ニホンナシ

ユキヤナギ

Rosellinia compacta

Rosellinia compacta

Rosellinia necatrix

Rosellinia necatrix

Rosellinia necatrix

Rosellinia necatrix

Rosellinia necatrix

Rosellinia necatrix

Rosellinia necatrix

Rosellinia necatrix

Rosellinia necatrix

Rosellinia necatrix

Rosellinia necatrix

Rosellinia necatrix

C. o lle to tric h um e c h in o ch lo a e

C o lle to tric hum e ch in o ch lo a e

C o lle to tric hum e ch in o ch lo a e

C o lle to tric hum e ch in o ch lo a e

C o lle to tric h um e ch in o ch lo a e

竹本周平   ホロタイプ

竹本周平   パラタイプ

竹本周平   証拠標本

竹本周平   証拠標本

竹本周平   証拠標本

竹本周平   証拠標本

竹本周平   証拠標本

竹本周平   証拠標本

竹本周平   証拠標本

竹本周平   証拠標本

竹本周平   証拠標本

竹本周平   証拠標本

竹本周平   証拠標本

竹本周平   証拠標本

森脇丈治   パラタイプ

森脇丈治   パラタイプ

森脇丈治   パラタイプ

森脇丈治   パラタイプ

森脇丈治   ホロタイプ

エ

エ

エ

エ

エ

ヒ

ヒ

ヒ

ヒ

ヒ

2002

1998

2007

2003

1999

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2006

2000

1977

1980

2007

2007

2007

これまでに微生物標本館に所蔵 されているの微生物標本情報をDB化 し,Web公開中の微生

物インベン トリー 「
“
たり乃 κθ」にデータ追加等を行ってきたが,今回寄託 されたタイプ標本

を含むヒエ炭疸病菌の菌体乾燥標本 3点 の追加 と,2007年度標本館に収蔵 したツツジ類の餅病

菌 Eχθbαsttν
“

sp.等 のデータ 37点 を合わせて 40点 をDBに追加 した。

3.ジーンバンク登録菌株の標本化

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

微生物遺伝資源の探索収集,評価 ,保存,配布等の活動を行っている。2008年に収集 した

MAFFIN306724か ら306738ま での 15菌株の植物病原菌の培養菌体の乾燥標本を作成 した。こ

の中には,千葉県で採集 された トマ ト葉かび病の病原体である Pαssα′θ″αルルαや群馬県で採集

されたキュウリ炭疸病の病原体である Cο′′θ′ο′″た力ν
“

θ′わたν′ακ などの標本が含まれている。各

菌株の詳細は以下に示す農業生物資源研究所ジーンバンク事業のデータベースの微生物遺伝資

源部門から検索を行える。

URL http://www.gene.affrc.go.jp

参考文献

1)MOriWaki J.and ThukibOshi T.(2009)Cθ ′′θ′ο′″たみク777 θεカプ4θθ力′θαθ,a new species on Japanese
bamyard millct gθ ヵブ″θε力′οα″ブ′ノs)MyCOscience 50,273-280.

2)TakemOtO S.,Nakamura H.,Sasaki A.and Shimane T。 (2009)Rο Sθ〃ブ4,α εθの αε妙,a new specics

sillllilar to the white root rot fungus Rο sθ′′ブ4ノα4θεα′″ブχ.ゝ江ycologia,101,84… 94.

問 い合わせ先

生物生態機能研究領域 小板橋基夫

電話 :029-838… 8355,E…mail:koita@affrC.go.jp
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付  録

Web公開情報 (2009年 3月 31日 現在)

名 称 ■IRL 備  考

農業環境インベ ン トリー

システム

http : //hp c 23 4 .maes. affrc . g o j p I nric I main . asp 一般公開

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 )

農耕地土壌分類 (第二次

改訂版)英語版

http : /iwww.niaes. affrc. go.jplinventry/soil/monolith/index. htm

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

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

TElTENsokuho/index.html

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

Fesca.pdf

http . //www. ni ae s. affrc . go j p/inventry/ s oil I lab ontory I

Informations.html

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

Classification.pdf

一部公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

農環研標本館所蔵 タイプ

標本データベース

三橋 ノー ト画像データベ

ース

日本産オオアブラムシ属

のチェック リス ト及び種

の検索表

日本産ヒョウタンカス

カメ族の図説検索

マメハモグリバエ寄生蜂

の図解検索

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

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

m_noteOl.html

http : //www.niaes. affrc. go.jplinventry/insect/key_cinara/main.ht

m

http : //www. niaes. affrc. go j p/inventryiin sectiillu st key s/

pilophorini/keylilophoriniO 1 .html

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

一部公開

一部公開

一般公開

一般公開

一般公開
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名  称 L「RL 備  考

微生物イ ンベ ン

(“たЮ
「

οκθ)

農業環境技術研究所所蔵

微生物 さく葉標本 目録

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/microorg/index.html

http : i/www. niaes. affrc. go.jplinventry/microorgispecimeni

index.html

http : //www. n i ae s. affrc . go j p/inventry/m i cro org/m o kuroku/
mokuroku.html

http : //www. ni ae s. affrc . go j p/inventry/mi cr o or g I eng I
mokuroku-e.html

http : //www. ni ae s. affrc . go j pi inventry/m i cro orglm okuroku/
zukan.html

http : //www. ni ae s. affrc . go j p/inventryimi cro org/en gl zukm- 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

農業環境用語事典

農業環境モニタリングマ

ニュアル

植物の金属元素含量に関

するデータ集録

土壌線虫画像データベー

ス ;属 レベル簡易同定の

ための形質一覧表

栽培歴データベース

エコシステムデータベー

ス (英語版 )

アジア・太平洋外来生物

データベース (APASD)

(英語版 )

外来植物図鑑 (国 が特定

外来生物、要注意外来生

物に指定 した植物 )

自然植生の純一次生産力

と農業気候資源の分布

http : //www. ni ae s. affr c . go j p/inventry/c enter/gl o s s arylindex. htm I

http : //www. ni ae s . affr c . g o . 
j p /i nv e ntry/c en ter I mm antal I

index.html

http : //www. niaes. affrc. go.jplinventry/center/hvymetal/

index.html

http : //www. niaes. affrc. go jplinventory/nemapics/

http: I I dccw. dc. affrc .eo .jp I

http . I I ecomdb.niaes. affrc. go jpl

http . I I apasd-niaes. dc. affrc. go.j p/

http : //www.niaes. affrc. go.j p/proj ectlplant_alien,/book.html

http : //www. ni ae s. affrc . go .j p/to prc s I g7 I clmr e s. html

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公 開

付録 I Wcb公 開情報
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付■ 録
NRICセ ミナー講演要旨

第 1回  5月 21日

1)虫 こぶに寄生する種を含むゾウムシ類の分類・系統 "進化 ロインベントリー

Systematics, evolution, and inventory of a weevil genus(InSecta: Coleoptera)containing gall

eaters.

吉武 啓

タマバエがタニ ウツギ上に形成す る虫こぶを餌 とす るクロツヤサル ゾウムシ類について、こ

れまでに得 られた分類、系統、進化学的な研究成果を発表す る。また、このグループを例 に、

今後の昆虫インベ ン トリーシステム構築の方向性 について紹介す る。

2)農耕地土壌の炭素動態のモデル化

Modelling carbon dynallllics of arable soils

白戸 康人

土壌 中の有機物は、農業の生産力維持のために重要な役割 を果た しているが、最近は、その

中に貯留 されている炭素の増減が、地球温暖化の緩和 とい う観点か ら注 目されている。土壌炭

素の増減のメカニズムおよびそのモデル化 について、最近の研究成果 を紹介す る。

第 2回  6月 18日

気候変動 と農業に関する最近の国際会議報告

Recent international ineetings about the climate change and agriculture

自戸 康人・秋 山 博子・大倉 利明

京都議定書の第 1約束期間が 2008年か ら始まつた。一方で、2013年以降の温暖化対策の枠

組みについて、2007年 12月 のイン ドネシア・バ リでの COP13をは じめとして、国際的な議論

が既に始まつている。2008年 5月 か ら 6月 にかけて、農環研か ら、関連す る 3つ の国際会議に

出席者 を派遣 したので、そこで行われた議論 と今後の展開、研究側が とるべき対応 について報

告す る。

1)第 3回国連気候変動枠組条約 (UNFCCC)土 地利用・土地利用変化及び林業 (LULUCF)

分野非公式会合 :2008年 5月 7日 ～9日 、アイスラン ド、 レイキャビック (白 戸 )

2)IPCCワ ークシ ヨップ「土地利用によるGHG排 出見積 に関す るガイダンス検討専門家会

合」:2008年 5月 13日 ～15日 、フィンラン ド、ヘル シンキ (秋 山)

3)L「NFCCC第 28回科学及び技術助言に関す る補助機 関会合 (SBSTA28)等 :2008年 6月

2～ 14日 、 ドイツ、ボン (大倉 )

第 3回  7月 16日

数値解析汎用 ソルバーを用いた農耕地土壌か らの硝酸態窒素の年間浸透流出量の算定

…無機態窒素溶脱量 と地表面窒素収支量の関係 ―
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Silnulating for the nitrate nitrogen leaching from agricultural land using PDE solver and its

application

…Relationship bctwccn nitratc nitrogen leaching and land surface balance of nitrogen―

遠藤 明

フ リー ソフ トウェアの汎用数値解析 ソルバーFlexPDEと HYDRUS‐ lDモデル を用い、黒ボク

土農耕地か ら浸透流出す る水 フラックスお よび硝酸態窒素フラックスを算定 し両者のモデルの

検証を行つた。 また、FlexPDEモ デル を用い、栃木県思川集水域 (土壌型 :黒ボク土お よび灰

色低地土)の (1)水 田、(2)畑 地、(3)樹園地お よび(4)草地か ら浸透流出す る無機態窒素溶脱量 と

地表面窒素収支量の関係 を明 らかに したので報告す る。

第 4回  9月 17日

1)農地改廃に伴 う土壌群の分布面積変化

一土壌図更新作業か ら見えてきた こと一

Updating of the agricultural sOil lnaps

高田 裕介

1970年代から 1992年 までに行われた農地改廃を土壌図に反映させるため、全国農耕地土壌

図 (1:50000)の 更新を行つた。本セ ミナーでは、農地改廃に伴 う土壌群分布面積の変化状況

を明らかにし、併せて、更新作業を通 して明らかになつたいくつかの事象を紹介する。

2)定点調査データのとりまとめ結果

The results Of"Stationary Monitoringi'

中井 信

1979年か ら行われてきた土壌環境基礎調査 (定点調査)結果は、4巡 目が終了 した時点で全

国取 りま とめが行われた。しか しその結果は一般 に公開 され ることはなかつた。 今回、土壌機

能モニタ リング調査の結果を加 えて、一般的な統計値 を公表す ることになつた。それ らの うち

主要な項 目について解析 を行った結果を報告す る。

第 5回  10月 22日

1)一般参加型 トンボ Web図 鑑データベースの構築

Construction of a wcb‐ based databasc on(Э dOnata

中谷 至伸

演者 らは蜻蛉 目をモデル に、Wcb上で一般か ら昆虫に関す る情報を収集す るシステムの開発

をめざしている。広 く情報を提供 してもらう場合、情報量の確保 ,同定精度の担保 が課題 とな

る。そこで、本システムでは同定支援機能付きの図鑑 を提供す ることで、情報の精度 を向上 さ

せ ると同時に、楽 しめる要素を加 えることで情報提供者の確保 をめざす。ここでは web図鑑デ

ータベースの概要 と展望について紹介す る。

2)水稲用農薬の暴露評価一河川モニタ リングによる実態把握 とモデ リングによる予測―

Exposure assessment for paddy pcsticides
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稲生 圭哉

河川生態系を対象 とした農薬の生態 リスク評価を行 うためには、使用方法や時期の異なる多

種多様な農薬の暴露評価を適切に行 う必要がある。本セ ミナーでは、茨城県南部を流下する桜

川における水稲用農薬のモニタリング結果および、河川流域における農薬の挙動予測モデル

(PADDY― Large)に よる予測結果について紹介する。

第 6回  11月 19日

1)北海道で 2008年 8月 以降に発生 したチ ョウロツ トガ科の新害虫の同定と生態

Identification and biology of a new pest of the family Crambidac(Lepidoptera)occuⅡ ed in

Hokkaido from August,2008

吉松 慎一

北海道内の広域において、見慣れないガの幼 虫が大豆や小豆な ど多種類の作物 を加害 してい

た。発生 していた幼 虫か ら羽化 した成虫個体をえることができ、同定 した ところ、わが国で、

これまで害虫 としての記録がないツ トガ科の新害虫であることが判明 した。同定の際に生 じた

問題 と本種の生態を紹介 したい。

2)水 田土壌統および畑土壌統設定のための土壌断面集の内容 とデータベース化について

Contents of database of soil profile data collections for soil series establishment

小原 洋

今年度 に公開を計画 している水 田土壌統お よび畑土壌統設定のための土壌断面集のデータベ

ースについて、その内容を紹介す る。また、土壌デー タベースの公開 (利用)前の手続 きとし

て、分析データ等のエラーチェックを行っているが、その方法 と実例についても紹介す る。

第 7回  1月 13日

1)地球温暖化関係の国際的枠組みへの農業環境インベン トリーセンターの対応

Rescarch Activities ofthe NRIC Corresponding to lnternational Framework on Globai Warlllling

谷山 一郎

京都議定書に続 く、2013年 以降の温暖化防止の次期枠組みづくりに向けた国連気候変動枠組

み条約締約国会議 (COP)に おける交渉や合意のために、農業環境インベン トリーセンターと

してどのような対応を行い、研究課題 として何が求められているか、また、気候変動に関する

政府間パネル (IPCC)の 第 5次評価報告書 (AR5)を 始めとする報告書への対応について、報

告する。

2)土壌層位や土壌母材が強熱減量を用いた土壌有機炭素含有率推定の精度に与える影響

Evaluation of the use of soil depth and parent inaterial data when predicting soil organic carbon

concentration from LC)I values

レオ ン 愛

地球温暖化を理解する上で、土壌中に含まれる炭素量を把握することは、重要課題である。

一-56-―



付録 :NRICセ ミナー講演要旨

しかし、土壌有機炭素含有率のデータが不足 しているため、土壌中に蓄積 された炭素量の推定

が困難である。土壌の有機炭素含有率を強熱減量 (loss― on…ignition)か ら推定する際に、土壌層

位や土壌母材を考慮することで推定の精度がどれだけ改善されるか、評価用データを用いて調

べた結果を紹介 したい。

第 8回  2月 20日

アメリカにおける農地土壌管理と温暖化緩和策

Carolyn G Olson(米 国農務省、自然資源保全局)

農地上壌は、適切に管理すれば土壌への炭素蓄積量を増加 させることにより地球温暖化の緩

和に役立つことが知 られている。農地土壌を活用 した地球温暖化対策に関連する米国の取 り組

みについて紹介する。

第 9回  3月 26日

土壌資源の評価

Evaluation of sOil resources

中井 信

これまで行 つてきた研究の中か ら、"活性"で あるといわれ る土壌非品質成分の機能、 日本の

農耕地土壌の現状 と土壌の資源的評価の方法について話 します。
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研修会 :土壌調査法現地研修会

開催趣旨 :主に公立農業試験場の土壌肥料研究者等の土壌調査・分類に関する資質向上を目指

して、作物生産及び環境保全等の広い視野に立った土壌調査技術を習得するために研修会を開

催する。

1.岡 山

開催時期 :平成 20年 10月 30日 (木 )～ 31日 (金 )

開催場所 :岡 山県農業総合センター、ピュア リティまきび

共  催 :独立行政法人農業環境技術研究所、土壌保全調査事業全国協議会

協  力 :岡 山県農業総合センター

参 力日者 :85名 (農環研 4名 、中央農研 2え 、都道府県農業試験場 76名 、日本土壌協会 3名 )

内  容 :

10月 30日 (木 ) 10:00～ 17:00

土壌調査法現地研修 (岡 山県農業総合センター圃場 )

水田調査およびサンプリング法 (不耕起直播・耕起移植栽培 )

樹園地調査およびサンプリング法 (モ モ園)

講師 :小原 洋・大倉利明 (農業環境技術研究所)、 太田 健 (中央農業研究センター)

10月 31日 (金) 9:00～ H:30

関連情報研修 (ピ ュアリティまきび会議室)

岡山の農業および土壌            赤井直彦 (岡 山県農業総合センター)

農耕地土壌の分類法             中井 信 (農業環境技術研究所 )

不耕起栽培土壌の特徴 と温室効果ガスの発生について

石橋英二 (岡 山県農業総合センター)

モモ園の土壌診断              高野和夫 (岡 山県農業総合センター)

当初、募集人数 50名 を予定 していたが、希望者多数のため、急速大型バスを 2台借 り上げ、

果樹園では土壌試抗を大型化 し、太田健主研 (中央農研)に講師を依頼 した。水田での試坑の

大きさについては制限があり、現場の状況によつては、参加人数に制限を設けることを検討す

る必要がある。

今回は土壌炭素調査のための土壌断面記載 と土壌試料採取法に重点を置いて研修 を行い、そ

れぞれについて共通認識 を持つ ことができた。 また、農耕地土壌分類第 3次改訂版 について講

義 を行い、農環研が依頼予定の読み替 え土壌図のチェック作業のための基礎知識 を習得できた

と思われ る。
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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

Effect of land use change from paddy
rice cultivation to upland crop
cultivation on soil carbon budget of a
cropland in Japan

Seiichi Nishimura,
Seiichiro Yonemura,
Takuji Sawamoto,
Yasuhito Shirato,
Hiroko Akiyama,
Shigeto Sudo,

Kazuyuki Yagi

AGRICULTUR
E
ECOSYSTEDIIS
AND
ENVIRONMEN
T

125 1-4,

9-20

2008

人工降雨下で形成された水田転換
畑作土のクラス トの性質と土壌の
諸特性の関係

小原 洋・高橋智紀
細川 寿

Joumal ofJapan

Society of Soil

Physics (土壌

の物理性 )

109 27…

44

2008

A new Wagnerinus (Coleoptera:

Curculionidae) from northern Japan:

description including a DNA barcode

HIRAKU YOSHITAKE,
TOSHIHIDE KATO,
UTSUGI ЛNBO,
MOTOMIITO

Z00TAXA 1740 15…

27

2008

Two new species of Hainokisaruzo
Yoshitake & Colonnelli from China,
with a checklist of the soecies of the
genus (Coleoptera: Curculionidae :

Ceutorhynchinae)

JUNHAO HUANG,
HIRAKU YOSHITAKE,
RUNZHIZHANG,
MOTOMIITO

Z00TAXA 1776 ５９
．

６８

2008

A new species of Augustinus
Korotyaev from China, with a key to
the species groups of the genus

(Coleoptera : Curculionidae :

Ceutorhynchinae)

JLNHAO HUANG,
HIRAKU YOSHITAKE,
RUNZHIZHANG,
卜任OTOWIIITO

Z00TAXA 1871 63-

68

2008

DNAバーコーディングにいよる同
定支援システムとJBoLI構想

神保宇嗣・吉武 啓
伊藤元己

日本生態学会

誌
123…

130

2008

Evaluating the relative importance of
patch quality and connectivity in a
damselfly metapopulation from a one-
season survey

Takehiko Yamanaka,
Koichi Tanaka,
Kenji Hamasaki,
Yukinobu Nakatani,
Nobusuke Iwasaki,
David S. Sprague,,

Ottar N. Bjqrnstad

OIKOS 118 67-

76

2009

家畜ふん尿堆肥 に含 まれ る肥料成
分の傾 向 と堆肥化 に伴 う窒素消失
量の推市

三島1真一郎・秋 山博
子・人木―行・神 山和
貝||

日本土壌肥料
学雑誌

79

(4)

370…

375

2008

Recent trend in residual nitrogen on
national and regional scales in Japan

and its relation with sroundwater
quality

S. Mishima,
A. Endo,
K. Kohyama

NUTRIENT
CYCLING IN
AGROECOSYS
TEヽIS

83

(1)

1-

11

2009
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Modeling nitrate leaching on a cropped

Andosol

A.Endo,S.

NIishirLa,

Ko Kollyama

NUTRIENT
CYCLING IN
AGROECOSYS
TEMS,doi:
10.1007/s10705¨

009-9247-x

2009

不確実性を考慮した農薬の確率的
生態 リスク評価 :水稲用除草剤シ

メ トリンのケーススタディー

永井孝志・稲生圭哉
堀尾 剛

日本農薬学会
誌

33

(4)

393-

402

2008

インベントリー 第 8号  (2010)

(2)そ の他の論文等

表 題 著 者
発表誌名
(出版元 )

巻

号
頁

発行

年月

農地土壌における炭素蓄積対策研

究

谷山一郎 ペ ドロジス ト,

日本ペ ドロ

ジー学会

52

(1)

66-

72

2008

農業環境技術研究所における土

壌・肥料インベン トリー
谷山一郎 肥料,肥料協会

新聞部
(111) 83…

87

2008

地球温暖化の緩和 と農地の管理

土壌中の有機炭素の蓄積量をモデ
ルで予測す る

白戸康人 農林経済,時事

通信社

9969 2…

6

2008

農業を支える基盤 リソース 遺̈伝資

源―
菅野正治・福 田篤徳・

佐藤宏之・福鳥 陽・

白戸康人・門脇光一

農林水産研究

開発 レポー ト,

農林水産省 ,農

林水産技術会

議

つ
４ 2008

甲虫類のDNAバーコー ド化へ向け

た取 り組み

吉武 啓・細谷忠嗣
大林延夫・宇津木望
加藤俊英

昆虫と自然 ,

(株)ニ ュー・

サイエンス社

44

(3)

9…

13

2009

侵入害虫クロテンオオメンコガの

発生状況

吉松慎一 農業技術,(財 )

農業技術協会

64

(2)

80¨

83

2009

ふ しぎを追って 309-研究室の扉を

開く―昆虫の同定 この虫の名前は

なに ?

吉松慎一 常陽新聞,常陽

新聞社

2009

農業環境技術研究所における昆虫
インベン トリー研究

吉松 1真一 植物防疫,(社 )

日本植物防疫
協会

63

(1)

49…

52

2009

アジアにおける多様な土壌 と我が

国ペ ドロジス トによる研究の最前

線 連載開始にあたつて

ネ申山和貝J 日本土壌肥料

学雑誌,(社)日

本土壌肥料学

会

79

(4)

397-

398

2008

第 5部門 土壌生成・分類・調査 神山和貝J 日本土壌肥料

学雑誌,(社 )日

本土壌肥料学
会

79

(6)

2008

四国および九州におけるジュウジ

トゲムネサルゾウムシの記録5)

吉武 啓・瀬島翔馬 甲虫ニュース
,

日本鞘翅学会

165 2009

茨城県と岡山県におけるハ リゲカ
シヮクチブ トゾウムシの採集例

吉武 啓・瀬島翔馬 甲虫ニュース
,

日本鞘翅学会

163 16 2008
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クチナガアシブ トゾウムシを対馬
で採集

瀬島翔馬・吉武 啓 甲虫ニュース
,

日本鞘翅学会

165 2009

ササジクチブ トトゲムネサルゾウ
ムシの追加記録

瀬島翔馬・吉武 啓 甲虫ニュース
,

日本鞘翅学会

163 10 2008

農地の土壌流亡・土砂崩壊 谷山一郎 農業技術大系
土肥編 土壌の

性質と活用

(社)農 山漁村文

化協会

３
追

幻

■ヽ3-

Ⅵ 8

2008

付録 :研究成果の発表

(3)口 頭発表

表  題 著  者
発表誌名
(出版元)

巻

号 頁
発行
年月

日本における有機性廃棄物量、そ
の堆肥化物 としての賦存量 と農地
による受入能力の推計

三島慎一郎・遠藤
明・白戸康人

日本土壌肥料
学会 講演要
旨集

54 2008

RothCモデルによる日本の農耕地土

壌の炭素蓄積量変化の試算

自戸康人・横沢正幸・

坂本利弘・米村正一

郎・中井 信・大倉利
明

日本土壌肥料
学会 講演要
旨集

54 120 2008

A f,reld soil warming experiment for
studying global warming effects on soil
organic carbon dynamics in
agroecosystems

Ayよa(W.mO)
KISH1lИ OTO,Seiichiro

YONEMURA,Yasuhito
SHIRATO,PItayuko
JOWIURA,Ⅳ Iasayoshi

YOKOZAWA

農業気象国際
シンポジウム

ISAN12009,

http:〃taikai09.ac

.affrc.gojp/inde

x09.htinl

2009

日本農耕地の土壌有機物分解にお
ける温度依存性の逆推定

上村真由子・横沢正

幸・米村正一郎・ 白戸
康人・飯泉仁之直

第56回 日本生

態学会大会講
演要旨集

PB2…

693

2009

大豆の根の発達 と還元的特長層位
(グ ライ層等)の 関係

小原 洋・大野智史・

関口哲生
日本ペ トロ

ジー学会2008

年度大会講演
要旨集

37 2008

重粘土汎用ほ場における土壌の構
成物質 と低水分領域の保水特性

足立一 日出・吉田修一

郎・高橋智紀・小原
洋

日本土壌肥料
学会 講演要

旨集

54 2008

頸城平野における田畑輪換 と土壌
窒素肥沃度 との関係

大野智史・足立一 日
出・小原 洋

日本土壌肥料
学会 講演要
旨集

54 123 2008

無肥料・無石灰栽培土壌への石灰
施用がダイズ縮緬 じわ発生率に及
ぼす影響

関口哲生・小原 洋・

新良力也・亀川健一
日本土壌肥料
学会 講演要
旨集

54 158 2008

Systematics and evolution of weevils of
the genus Wagnerinus Korotyaev
(Coleoptera : Curculionidae)

Hiraku Yoshitake,
Toshihide Kato,
Utsusi Jinbo

ICE 2008 XXIII

Intemational

Congress of

Entomology

PROGRANIIME

238 2008
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DNAバーコー ドに基づく同定支援

技術 とその利用法

吉武 啓・伊藤元己 日本菌学会第
52回大会講演

要旨集

20 2008

分類学におけるDNAバーコー ドの

利用法

吉武 啓 第8回 日本分類

学会連合公開
シンポジウム

分類学におけ
るDNA情報の

活用講演要旨
集

7 2009

クロタマゾウムシの分類学的位置
について (コ ウチュウロ、ゾウム
シ科)

瀬島翔馬・吉武 啓 日本鞘翅学会

第21回 大会,日

本甲虫学会
2008年次大会,

日本昆虫分類
学会第H回大

会 合同大会
プログラム・

講演要旨集

12 2008

ウ

ト
コ
フ
析

＜

　

　

翠ヽ角

属
科
統

リ

シ
系

キ

ム
子

ミ
リ
分

カ
キ

の

ド

ミ

＞

ウ
カ
科

口
　
ヽ
亜

ビ

ロ

リ

産
ウ

キ

本

ユ
ミ

日
チ
カ

吉武 啓・宇津木望
加藤俊英・森 一規
大林延夫・神保宇嗣
伊藤元己

日本鞘翅学会

第21回 大会,日

本甲虫学会
2008年次大会 ,

日本昆虫分類

学会第H回大

会 合同大会
プログラム・

講演要旨集

16 2008

COI遺伝子に基づく日本産ヒゲボソ
ゾウムシ属 (ゾ ウムシ科、クチブ
トゾウムシ亜科)の分子系統解析

(第2報 :Otophyllobius亜属続報)

吉武 啓・宇津木望
加藤俊英・神保宇嗣
伊藤元己

日本鞘翅学会

第21回 大会,日

本甲虫学会
2008年次大会 ,

日本昆虫分類
学会第11回大

会 合同大会
プログラム・

講演要旨集

16 2008

All― CERAM… JPN:日 本産カミキリ
ムシDNAバーコーァィングプロ

ジェク トの現状と展望

宇津木望・大林延夫
吉武 啓・神保宇嗣
加藤俊英・中澤 幸
伊藤元己

日本鞘翅学会

第21回 大会 ,日

本甲虫学会
2008年次大会 ,

日本昆虫分類

学会第H回大

会 合同大会
プログラム・

講演要旨集

16 2008

甲虫類のDNAバーコー ド化へ向け
た取 り組みと今後の展望

吉武 啓・細谷忠嗣
宇津木望・加藤俊英
大林延夫

日本昆虫学会

第68回大会プ
ログラム

4 2008

日本産タマゾウムシ属の分類学的
再検討 (コ ウチュウロ、ゾウムシ

科 )

瀬島翔馬・吉武 啓 日本昆虫学会

第68回大会プ
ログラム

7 2008

インベントリー 第 8号  (2010)
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日本産クワガタムシ科甲虫におけ
るDNAバーコーディングの試み

嗣
啓

忠谷
武

細
吉

荒谷邦雄
伊藤元己

日本昆虫学会

第68回大会プ
ログラム

10 2008

ゲンノショウコの花色 と寄生する
ゾウムシの花色選好性にかんする
地理的変異

土松隆志・吉武 啓
伊藤元己

第40回種生物
学シンポジウ
ム要旨集

76 2008

溜め池に生息するトンボの種構
成 :土地利用変化の影響

田中幸一・浜崎健児・

山中武彦・中谷至伸 0

岩崎亘典・ディビッ
ド・スプ レイグ

日本昆虫学会
大会講演要旨

68 69 2008

Relative importance of within-habitant
environment, land use, and spatial
autocorrelations for determinating
odonate assemblases in rural reservoir
ponds in Japan

Takehiko Yamanaka.
Kenji Hamasaki,
Koichi Tanaka,
Yukinobu Nakatani,
Nobusuke Iwasaki,
David S. Sprague

The Ecological
Society of
America Annual
Meeting 2008

PS

75-

44

2008

北海道で害虫化 したヘ リキスジノ
メイガの交尾器は二型 ?

吉松慎一・ 神保宇嗣
佐々木明夫・岩崎暁生

2009年 日本蛾

類学会総会研
究発表会講演
要旨集

7 2009

メッシュデータを用いた広域的な
窒素負荷ポテンシャルの評価

神山和則 0板橋 直
費示戸雅之

日本土壌肥料
学会 講演要
旨集

54 19 2008

都道府県における農業生産での余
剰窒素・ リン酸の空間分布 と環境
影響

三島慎一郎・秋山博
子 0人本一行・神山和
貝J

第56回 日本生

態学会大会講
演要旨集

454 2008

Simulation model for prediction of
paddy pesticide behavior

Keiya Inao 4th Pan Patcific
Conference on
Pesticide

Science

30 2008

水稲用農薬の暴露評価―河川モニタ

リングによる実態把握 とモデ リン

グによる予測―

稲生圭哉・岩船 敬
岩崎亘典・堀尾 剛

日本陸水学会

第73回 大会講

演要旨集

83 2008

河川流域における農薬および代謝
分解物の挙動予測モデル (改良型
PADDY―Large)の開発―霞ヶ浦に流

入する桜川流域への適用―

稲生圭哉・岩崎亘典
岩船 敬・横 山淳史
堀尾 剛

日本農薬学会
第33回大会講
演要旨集

105 2008

Probabilistic ecological risk assessment

of paddy herbicide in Japanese river
waters usine uncertaintv analvsis

Takashi Nagai,
Keiya Inao,
Atsushi Yokoyama,
Takashi Iwafune,
Takeshi Horio

5th SETAC

World Congress

Abstracts

2008

育苗箱施用及び水面施用による農
薬の田面水中における消長

堀尾 剛・岩船 敬
稲生圭哉

日本農薬学会
第34回大会

2009

付録 :研究成果の発表
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Dynamics of paddy rice pesticides at

the midstream of Sakura River in
Ibaraki, Japan

Takashi Iwafune,
Keiya Inao,

Takeshi Horio,
Atsushi Yokoyama,
Takashi Nagai

5the SETAC

World Congress

Abstracts

2008

茨城県桜川流域における水稲用農
薬の挙動

岩船 敬・稲生圭哉
堀尾 剛・横山淳史
永井孝志

日本農薬学会

第33回大会講

演要旨集

104 2008

茨城県桜川流域における水稲用農
薬及びその主要な代謝分解物の挙
動

岩船 敬・稲生圭哉
堀尾 剛・岩崎亘典

第43回 日本水

環境学会大会

2008

日本における農地土壌への炭素蓄

積の可能性,農地土壌に関する国際
シンポジウム_農地土壌が地球を救

う―

白戸康人 (財 )日 本土壌協

会、学習院女
子大学荘林研
究室

7-13 2008

土壌炭素を増やす農地管理が温暖
化を緩和する温室効果ガス排出を

どう削減できるか―農林水産分野に

おける地球温暖化防止対策―

白戸康人 第30回農業環

境シンポジウ
ム、(独)農業環

境技術研究所

13-

16

2008

Regional simulation of changes in
Japanese arable soil carbon using the

Rothamsted Carbon Model at 1-km

resolution.

Yasuhito Shirato,
Masayuki Yokozawa,
Toshihiro Sakamoto,

Seiichirou Yonemura.

Makoto Nakai, Toshiaki
Ohkura

Monsoon Asia
Agro-
Environmental
Research

Consortium
(MARCO)
Workshop A New
Approch to Soil
Information
System for Natural
Resources

Management in
Asian Countries

Abstracts,

National Institute
for Agro-
Environmental
Science OIIAES),
Food and

Fertilizer Tec

235 2008

Soil databases for Agro-environmental
researches in NIAES, Japan.

Hiroshi Obara NIIonsoon Asia

Agro¨

Environmcntal

research

Consortlum

(MARCO)
Workshop

Abstracts,NIAES,

FFTC.

０

　
０

３

　
４

2008

インベ ン トリー 第 8号  (2010)

―-64-―



指標及び簡便な評価手法の開発
簡易識別法21H 捕食性昆虫等の

種構成の解明と簡易な識別法の策
定

吉松慎一,中谷至伸 第1回 シンポジ

ウム 「農業に
有用な生物多
様性の指標開
発」―アジアモ

ンスーン初の

成果を目指 し
て―ポスター発

表集,農林水産

省農林水産技
術会議事務局
研究開発官
(環境)、 (独 )

農業環境技術
研究所、(独)農

業生物資源研
究所

59 2008

土壌浸食ポテンシャルの広域評価
とリンの流出

神山和則 第26回 土・水

研究会資料 ,

(独)農業環境技

術研究所

41-

47

2008

Present status of agro-environmental
inventory and its use in Japan

Kazllnori KOHYAMA International
Workshop on
Establishing
Agro-
Environmental
Resources

Inventory and its

Application
Strategy,

NIAST, RDA,
Korea

13-14 2008

付録 :研究成果の発表

(4)普及に移 しうる成果

成  果 氏  名 発行年度

北海道内の広域で発生した新害虫
はヘ リキスジノメイガだつた

吉松慎一・岩崎暁生 2008

(5)主要成果

成  果 氏  名 発行年度

ため池の多様な トンボ類を守るた
めには、池の環境だけではなく、
池の配置 も重要です

山中武彦・濱峙健児・田中幸一・岩崎
旦典・David So Spraguc e中 谷至イ申

2008

農業環境インベ ン トリーシステム

のWcb公開

上田義治・大倉利明・中井 信・吉松

慎一・中谷至伸・小板橋基夫

2008

―-65-―



(6)表彰等

成  果 氏  名 発行年度

大臣賞 平成20年度文部科学大臣
表彰科学技術賞 (理解増進部門)

中井 信・浜崎忠雄・大倉利明・太田
健・小原 洋

2008

インベントリー 第 8号  (2010)
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付 _録

(2)依頼研究員

(3)技術講習生

研究協力・交流

(1)国外での研究交流等

氏  名 出張国 活動内容 期 間

大倉利明

白戸康人

白戸康人

大倉利明

稲生圭哉

吉武 啓

神 山和則

吉武 啓

白戸康人

吉武 啓

大倉利明

小原 洋

オース トラ リア

(パ ー ス )

アイスラン ド

(レ イキャビック)

ポーラン ド

ドイツ (ボ ン)

アメ リカ (ホ ノルル )

中国

韓国 (水原 )

南アフリカ共和国

(ダーバン)

ポーラン ド (ポズナム)

チ リ

カナダ、アメリカ

カナダ、アメリカ

国際影響評価学会年次大会講演発表

国連 気 候 変 動 枠組 条 約 (lINFCCC)

LULUCF分野非公式会合で講演

国連 気 候 変 動 枠組 条約 (■「NFCCC)

COP14に 参力日

LINFCCC―SB28代表団,農林水産省

第 4回環太平洋農薬科学会議

甲虫類の標本 と分布・生態情報の収集
「農業環境資源インベン トリー とその

適用戦略に関す る国際 ワー クシ ョッ

プ」出席

第 23回国際昆虫学会議(ICE2008)

気候変動枠組条約(l「NFCCC)第 14回締

約国会合(COP14)

甲虫類の標本 と分布・生態情報の収集

カナダ・合衆国土壌炭素調査実施状況

調査

カナダ・合衆国土壌炭素調査実施状況

調査

4-20

20 6-11

20。 11.29′
―V

12.14

20. 5.31-

6.14

20. 6. 1- 6

20. 6. 3-16

20. 6.24-28

20 5～ 14

20.11.29-

12.14

20.12.10-24

21. 1.20/‐V26

21. 1.20′ ―V26

氏  名 所  属 研究課題 期  間

高橋 周 文京学院大学経営学部 戦前期肥料依頼分析成績帳簿の分析 20. 6. 2-

21. 3.31

氏  名 所  属 研究課題 期  間

東 達哉

藤富慎一

藤富慎一

西村貴皓

茨城大学農学部

福岡県農業総合試験場

福岡県農業総合試験場

筑波大学生命環境学群

生物学類

カバークロップの利用 と土壌炭素動態

モデルの確立

炭素窒素分析装置 に関す る分析技術 の

習得

炭素窒素分析装置 に関す る分析技術 の

習得

昆虫標本 コレクシ ョン管理

20

０
乙20

。 2～

21.3.31

.15′～ 19

.19′～23

.2～

3.31

９
乙

つ
乙
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(4)外部委員会委員等

氏  名 委嘱。応嘱先 委嘱。応嘱名 期  間

谷 山一郎

谷山一郎

谷山一郎

白戸康人

大倉利明

中井 信

中井 信

(社 )農林水産先端技術産

業振興セ ンター

群馬県

(独 )国 際農林水産業研究

センター

=蒙彗 UF」  リサーチ&コ ンサルティンク
゛

(株 )

土壌保 全調査事業全 国協

議会

(財 )環境科学技術研究所

環境省 (三菱 UFJリ サーチ&コ ン

サルティンク
゛
(株)受託

「産学官連携 による食料産業等活性

化のための新技術開発事業」研究推進

会議 (委員 )

試験研究課題 に係 る外部評価会 (委

員 )

英文誌 」ARQの編集委員会 (委員 )

森林等の吸収源問題 に関す るワーキンク
゛
・

ク
゛
ルーフ

°
(委員 )

土壌保全調査事業全国協議会 (ア ドバ

イザー )

放射性物質形態別移行調査検討委員

会 (委員 )

平成 20年度温室効果ガス排出量算定

方法検討 会 森林等 の吸収源 分科会

(委員 )

30-

。 3.31

.  1～

3.31

. 8′～

,8′～

1. 3.31

,  1～

1. 3.31

.16′～

1. 3.31

,22′～

1。  3.31

20

21

20

20

20

20

20

6

2

3

5

0

2

4

2

6

2

2

2
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(5)学会委員等

氏  名 学会名 委員等名 期  間

白戸康人

小原 洋

小原 洋

中谷至伸

大倉利明

大倉利明

大倉利明

神山和貝J

神山和貝J

中井 信

中井 信

谷山一郎

谷山一郎

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

日本昆虫学会

日本ペ ドロジー学会

日本ペ ドロジー学会

日本農学会

(社)日 本土壌肥料学会

(社)日 本土壌肥料学会

日本ペ ドロジー学会

日本ペ ドロジー学会

(社)日 本土壌肥料学会

土壌物理学会

幹事 (広報 O HP担 当)

事務局幹事 (HP管理な ど)

シンポジウムコンビナー

電子化推進委員

評議員

幹事 (渉外 0国際 )

運営委員

第 5部 門長

欧文誌編集委員

評議員

論文賞選考委員長

部門長

評議員

20。  4. 1′―V21. 3.31

20. 5。  1′
―V21。  3.31

20。  6. 1/‐V21. 4. 3

20. 4. 1-

20. 4。  1′
―Ψ22. 3.31

20. 4。  1-22. 3.31

21。  1.23′
―W

18。  4。  1-21. 3.31

17.10。  1′^V21. 3.31

20。  4。  1′
―や22. 3.31

20。  4. 1-21. 3.31

20。 10。  1′^Ψ 23. 9.30

19. 4。  1′
―V21. 3.31
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(6)同定依頼・技術相談等

(7)そ の他

付録 :研究協力・交流

名件 件  数

土壌モノリス作製法・展示に関する相談

土壌採取・分析法に関する相談 (方法・手法に関する相談)

土壌特性に関する相談 (分類・性質に関する相談)

土壌関係取材

昆虫同定

昆虫の学名 0種名・文献等に関する相談

昆虫標本に関する相談

9

29

22

0

14

4

0

名件 間期

農業環境技術研究所一般公開インベン トリー展示館公開

つくばちびつ子博± 2008-昆 虫採集教室

つくばちびつ子博± 2008-農 業環境インベン トリーセンター展示館公開

アグリビジネス創出フェア 2008-微生物インベン トリー (microForce)

アグリビジネス創出フェア 2008-l kmメ ッシュ単位で推定 した農業統計デ

ータベース

つくば科学フェスティバル 2008-土の不思議

20。  4.18

20。  7.23

20. 8. 6,

8.20

20.10.29-30

20.10。 29′
―Ψ30

20。 11. 8-
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付 ‐録

在職者 とその動き

名氏 名職 間期 備  考

谷 山 一郎

谷 山 一郎

中井  信

ネ申山 和貝J

吉松 慎一

小原  洋

白戸 康人

大倉 利明

稲生 圭哉

中谷 至伸

吉武  啓

倉松 晃子

赤坂 泰基

井澤員知子

前原 一慶

宮崎 昌久

中村力日代子

レオン 愛

遠藤  明

木代 玲子

齋藤 猛雄

木内 憲子

高田 裕介

増 田 康代

渡辺寿美子

センター長

センター長 (併任 )

上席研究員

〃

〃

主任研究員

〃

〃

〃

〃

任期付研究員

補助員

〃

〃

〃

契約研究員

補助員

農環研特別研究員

〃

補助員

契約研究員

補助員

農環研特別研究員

補助員

〃

18. 4。  1-20。  4.30

20。  5。  1-21. 3.31

18. 4。  1-21. 3.31

18。  4。  1′～

18. 4。  1-

19。 10。  1-

20. 1. 1-

18。  4。  1～

18. 4. 1-

18. 4。  1′～

20。  4. 1-

20。  8。  1´^Ψ

19。 12。  1-

18. 4. 1～

19。 11。 1′～

18。  4。  1-21。  3.31

20. 1.15-

20。  6。 25-

18。  9。  1′
―V20. 8.31

18。  9。 25-

18。 11.13-

19。  6.11-21. 3。 31

19。  4. 1-21. 3.31

18. 4. 1-

18. 4. 1-

石肝多巳コーテ
゛
ィネータ

併任解除

定年退職
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(3ヶ 月以上在籍者 )
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