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は　し　が　き

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

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

室，総務部，環境研究官，環境研究企画官のほか，研究部門として環境管理部，環境資源部，環境

生物部及び資材動態部の4部（計10科，49研究室）を擁し，自然生態系と調和した高生産性農業の

確立をめざして，①農業上問題となる環境要因の体系的解明，②農業環境生物の特性の解明と管理・

利用技術の開発，③化学物質の環境保全的利用技術の開発，④農業生態系の制御技術と変動予測法

の開発，⑤環境資源の維持と保全機能の増進技術の開発，⑥農業生産力の維持・増進を図る総合的

環境管理・保全技術の開発，⑦地球的規模の環境変化の農業生態系への影響の解明と対策技術の開

発の目標を掲げ，他の関係国・公立試験研究機関，大学等との緊密な連けいのもとに，農業環境の

総合的な評価・管理とそれに必要な計測及び情報処理の手法，農業気象，土壌の生成・分類・特性・

保全，農業用用排水の水質，植生の特性及び利用，微生物・昆虫・線虫その他の小動物の分類・特

性・利用，農薬・肥料・土壌改良資材の動態・特性・改良・利用，廃棄物の農業資材としての利用

などに関する調査研究を分担実施している。

　この年報は，当研究所の年報第1号であり，昭和58年12月1日の発足時より59年3月までの研究

活動の概況と各種所掌業務に関する年度実績の概要を収録したもので，いわば関係方面への弘報活

動を主目的とした刊行物であるが，本来の目的とする研究成果については，発足後の日も浅いため，

これを研究の展望として今後の研究推進方向と重点事項の紹介に止めた。当研究所は，研究成果に

関しては「農業環境技術研究所報告」を刊行する予定であり，また，トピック的ニュース等に関し

ては「農環研ニュース」がすでに発刊されている。さらに，各年度ごとの研究計画及び研究成果の

全容については，農林水産省各試験研究機関から提出される，いわゆる七条報告（農林水産省試験

研究事務処理規定第七条に基づく各場所長の報告）により，「農林水産試験研究年報」及び「試験研

究課題一覧」が農林水産技術会議事務局から刊行されているので，詳細についてはこれらの資料を

参照されるようお薦めしたい。

　なお，今回の再編により農業技術研究所は廃止となったが，同研究所年報は昭和57年度版をもっ

て最終号となっているので，旧農業技術研究所（但し，生理遺伝部及び放射線育種場を除く）の昭

和58年度（昭和58年11月30日まで）の研究成果の概要，各種所掌業務に関する年度実績の概要をあ

わせて本号に収録したことを付記しておく。

　　　昭和59年9月

農業環境技術研究所長

　　　　　　　久　保　祐雄
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1　研究実施の概要

農業技術研究所（昭和58年4月1日～昭和58年11月30日）

1　物理統計部

　物理統計部は、気象科および調査科の2科で構成され

ており、昭和58年度は新研究発足以前の11月30日までそ

れぞれ下記の研究を実施した。

　気象科は物理第1研究室，物理第2研究室および微細

気象研究室の3室からなっており，耕地微気象の成立機

構の解明とその制御法，耕地生産力の基礎である農業気

候資源の評価法の開発およびそれらを用いての資源分布

の解明，さらに作物の生長・収量と気象・天候条件との

関係の解明，そしてそれぞれにもとづく生長・収量の気

象からの予測法の確立を目標に研究を進めている。この

他，大型別枠研究〔バイオマス〕，一般別枠〔乳肉複合〕，

特研〔田畑転換〕，〔公害防止〕などの研究も行なっている。

　耕地微気象の成立機構の解明に関する研究では，耕地

からの蒸発散量を熱収支法で評価する方式をシステム化

し，長期連続観測を可能にすることに成功した。また，

作物茎内の蒸散流を熱収支法で決定するプローブの単純

化を推進し，ダイズ畑で蒸散と蒸発および葉群の緊茂と

の関係を明らかにした。これらと平行して，土壌面から

放出されるN20フラックスを空力法で求める実験を行

ない，チャンバー法での測定値と比較した。微気象成立

機構に関する研究成果を，水田微気象予測モデルに組上

げる研究を推進し，かなり正確に水田微気象をシミュ

レートできるようになった。

　耕地気象改良法の一つである防風ネットの空気力学的

性能を風洞内で研究し，その使用基準作成の資料を整え

た。また，野外に張った防風ネットによる乱流構造の改

変や気温上昇効果などを測定し，効果範囲を明らかにし

た。さらに，接地気層内での温度環境改変法を探すため

に，夜間における純放射フラックスの収束と発散をしら

べた。乳肉複合に関連する研究では，牛舎の暑熱対策法

を中心として実験を進めた。

　作物気象およびバイオマス関連の研究では，バイオマ

ス評価法の開発と気象一作物モデルの確立を目標に研究

を推進した。このため，移植期を大幅にかえて水稲を栽

培し，乾物生産および気象条件の平行的観測を実施した。

これらのデータを上記目標に沿って解析し，まず群落吸

収の光合成有効放射量の積算値とバイオマス蓄積量との

間に一次式をえた。また，単位飽差当りの蒸散量と乾物

生産量との間に比例関係のあることを見出した。つぎに，

水稲の成長速度を定量的に表示する光熱ユニットを導

き，そのなかに含まれるパラメータが作季で余り変わら

ないことを見出した。このユニットを用いると，水稲出

穂期の到来を気象データからかなり正確に予測できるこ

とがわかった。また，ムギの栽培試験を行ない，乾物の

蓄積と気象条件，とくに日射条件との関係をしらべた。

この他，田畑転換に関する研究では，ダイズの最適作季

の発見を目標に栽培テストを行なった。

　気候資源の評価に関する研究では，わが国最大の気象

災害である冷害気象の発生および地理的広がりを主に対

象として，まず研究を進めた。低温域の南への広がり程

度によって，冷害気象を7タイプに分類し，その発現に

かなり周期性のあることを見出した。最近は日本の南部

域まで冷害気象の広がり易い時期に相当することがわ

かった。これは日本周辺でのブロック現象の発現を大き

く支配している東西指数の長期変動に関係していること

が推測された。重要な気候資源である光合成有効放射量

を一般気象観測およびアメダス資料から評価する簡便な

方法について研究を進め，太陽高度および可降水量など

をパラメータとする関係式を導いた。この式を用いて関

東地方の稲作期問における光合成有効放射資源量の分布

を研究した。さらに，種々な方位を向く斜面の放射資源

の評価法についても研究を進めている。

　以上のように，気象科における研究はかなり活発に進

められているが，頻発する異常気象をまえにますます研

究需要が多くなっており，質と量の両面でさらに研究を

充実させることが必要である。

　調査科では，農業研究における各種の情報の収集と，

その処理の効率化に関する研究を行った。本年度は組識

変更にともなって，すべての課題を11月30日をもって中

止とし，とりまとめを行った。

　情報の収集とその処理の効率化に関する研究は，大豆

1粒重が示す混合分布を，英内子実間の相互作用を考慮

したマルコフ連鎖で説明しうることを明らかにした。葉

いもち病の調査法について，株の平均病斑数の推定には

クラスター・サンプリング，あるいは葉位を層とした層

別抽出が適当であることが分った。茶の樹高の経時的変
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化に折れ線モデルを適用し，そのパラメータをもちいて

変化のし方の品種間差異を明らかにし，品種判別の有力

な指標になることを示した。タンパク質の遺伝様式の解

析に電気泳動像を画像解析してえられた統計量をもちい

るのが適当であること，2次元電気泳動像の定量化には

1次元画像処理をくり返すこと，2次元スポットの位置

決定に最尤法による線形式で推定するのが適当であるこ

と等を明らかにした。茶の葉形を数式的に表現するため

に3次スプライン関数の適用がもっとも適当であること

を明らかにし，えられたパラメータで品種間差を検討し

た。多重比較は最近開発された方法に，従来からの方法

を加え頑健性，検出力の比較を行った。折れ面モデルは

とりまとめを行うとともに，電子計算機用のきわめて効

率的なプログラムを開発し，利用可能とした。反復測定

データの解析手法として水系における水質の定点，定時

データをとりあげて，水質変動の解析システムを組立て，

変動要因のチェックと管理の方法について検討した。

　技術の計測と評価方法に関する研究では，作物を組と

した栽培技術の地域性を多変量解析法とランドサット

データ利用の両面から検討した。平地農村地区における

自然エネルギーの効率的利用について，エネルギー別に

職業別，用途別，季節別にその傾向を検討した。農業生

産に及ぼす環境の影響をインゲンに対する大気オゾンと

の関連で調査し，対数ロジスチック・モデルで説明しう

ることを明らかにした。農耕地におけるリモートセンシ

ングの応用で，水稲，麦の作付面積と収量の推定を行っ

たが，作付面積はかなりの精度で推定可能であるが，収

量について現状では気象データ等の補助データを必要と

することを明らかにした。

　作物生育情報の計測，評価方法に関する研究は，光ス

ペクトル作物生体センサによる水稲群落の生育量，収量，

超音波センサによる作物の層別構造，マイクロ波レーダ

による作物立体構造，土壌表面の状態等の推定の可能性

を検討し，それぞれ利用の可能性を見出した。農作物の

広域作況予測へのランドサットデ」タの利用，および圃

場における収量調査の精度向上について検討した。

　電算機の利用法に関する研究では，育種材料の同定，

分類のための情報処理システムに統計解析プログラム

パッケージの追加，および端末利用を可能とした。また，

すでに完成している分散分析プログラムに接続する多重

比較サブルーチンプログラムを作成した。

2　化学部

化学部は，肥料化学科，作物栄養科，土壌1科，土壌

2科及び土壌3科の5科をもって構成され，昭和58年度

は4月から11月までそれぞれの分野で下記のような研究

を実施した。

　肥料化学科では，農業環境保全の見地から肥料の保

全・品質改良と農業用新資材の開発利用に関する諸研究

を行ってきた。

　肥料の主成分の動態については，セクション土壌カラ

ムを用い，降水による水と陰イオンの移動を検討し，水＞

NO3一〉C1一の順に移動が遅いことを知った。また施肥リ

ン酸の土層移動は，土壌リンの富化の程度，施肥量及び

透水量に強く支配された。さらに鉱さい中ケイ酸の水稲

吸収量はpH4酷酸ナトリウム液可溶のケイ酸と相関が

見出された。

　一方，肥料中の微量元素については，ICP発光分析法

の応用を図り，多種元素の測定条件を設定し，動態研究

に役立てようとした。

　農業用新資材の開発利用に関しては，有機性汚泥の特

性と動態を解明し，環境評価の基礎的資料を得た。すな

わち，汚泥中21元素の迅速定量法を確立し，また汚泥連

用畑土壌で水銀は作土層に集積することを知り，一方で

はオートクレービング法（120。C，1時間）で可溶化する

窒素が窒素肥効と密接な相関を示し，汚泥窒素の評価法

として利用できること，また汚泥窒素の無機化量予測の

ためのBASICプログラムを作成した。

　特別研究等プロジェクト研究においては，水質の自動

高精度計測を目途に，フローインジェクション法の応用

を試み，リンに続きアンモニア態窒素の定量条件を設定

した。また大気複合汚染の実態解析では千葉県畑作地帯

で調査を続行し，汚染物質の究明に努め，バイオケミカ

ルデータベース作成と検索手法の開発のため，肥料化合

物についてのデータ収集・解析に協力した。

．作物栄養科では，施肥・栽培法の改善に資するため作

物の生理機作の解明と栄養制御に関する諸研究を実施し

た。

　作物の塩類耐性を調べ，その作物問差異は体内塩類濃

度に対する耐性と塩類吸収を押える能力により決定され

ることを解明し，また超多収水稲に関しては，養分吸収・

乾物生産様式の特徴と栄養診断指標について品種別に比

較した。培地リンのトウモロコシによる吸収に関しては，

吸収量は根重と相関性が高いが，根の吸収能に差のある

ことが示唆された。

　環境浄化に果す雑草の機能に関しては，メヒシバ，ス

スキ，ホテイアオイによる窒素・リンの収奪量を検討し

た。なお三者ともNO3－NよりNH4－Nをよく吸収する

が，前者の吸収に対し後者は可逆的に阻害することを認

めた。

　根粒の窒素固定に関する研究では，化合態窒素による

阻害がグルタミン合成酵素阻害剤の共存で軽減され，そ
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の効果はNH3が窒素源の場合に最大となること，また

13C追跡技法により，初期同化産物が窒素固定のエネル

ギー源として主役を演じていることなどを明らかにした

ほか，14C及び15N追跡法を駆使して，根粒中での炭素代

謝と大豆体内での固定窒素の挙動について多くの新知見

を得た。

　降下放射性核種による土壌と農作物の汚染に関して

は，その実態を引続き調査するとともに，20年にわたる

研究結果を整理した。また15N法により茶樹葉面に施用

した尿素の窒素成分の体内挙動を明らかにした。さらに

硝酸イオンメータ法による窒素栄養診断に関連して，リ

ン・カリ欠除栽培トウモロコシを対象にその診断基準を

作成するため，補足的な試験を行った。

　以上の研究により30有余年に及ぶ作物栄養科での試験

研究は幕を閉じたが，その間この研究分野において先駆

主導的な役割を果すとともに幾多の貴重な成果を挙げ，

貢献するところ大なるものがあった。これらの歴史と蓄

積をもとに今後新分野での研究が大いに進歩発展するこ

とが期待される。

　土壌第1科では，土壌肥沃度，土壌・植物の相互関連

等の解明に係わる基礎的研究を実施した。

　土壌有機物及び土壌保全用有機物資材に関しては，土

壌中の微生物バイオマスの産生並びにこれに基づく土壌

の窒素肥沃度の評価等について試験を進めた。汚泥及び

汚泥コンポストについて，それらに含まれる有機態炭素

の定量法を明確にし，かつ有機成分組成の変動を調べた。

豚糞等，分解の早い有機物資材を供試して，土壌のもつ

汚染物浄化受容能力の定量化を試みつつある。

　土壌粘土に関しては，畑土壌中の粘土鉱物組成の同定

を進めるとともに，その主要な構成粘土である非晶質粘

土画分と燐との反応を主に，各種イオンを収着する現象

を界面化学的視点から解析した。これらの基礎的知見を

踏えて，農耕地のもつ燐の発生負荷について，その計量

化を進めた。

　重金属元素，ハロゲン元素等の土壌一植物系における動

態に関しては，クロムの土壌中の型態別定量法を策定し，

型態別クロムの植物による吸収の相違を明らかにした。

臭素及び沃素について，広くその土壌中の賦存量とそこ

における植生中の含有量を調べた。土壌水の移動につい

ては，開発した土壌溶液採取装置とアクチバブルトレー

サー技法を併用して，土壌水の現場での追跡を行った。

　土壌微生物に関しては，まず土模酵素について，不溶

性基質に対する土壌中の細胞外酵素作用，並びに有機物

多施下の野菜培地の酵素活性を調べた。細菌については，

選択培地を用いて，根圏土壌中における数種の細菌の生

態を明らかにした。その他，放線菌についても研究を進

めた。また，アゾトバクターのベクタープラスミドの開

発，土壌微生物のバクテリオシン発現に関連するプラス

ミドの解析を進めた。

　土壌物理に関しては，各種のインパクトによる土壌の

微細構造の変化を調べた。また，圃場の同一地点で、深

さごとに，水分の経時的変化を自動的に計測可能な，圃

場水分計測システムを開発した。

　土壌2科では，土壌・水の保全を図るため，土壌環境

と生産力，物質・水・ガスの動態循環及び土壌の水質浄

化機能に関する研究を進めた。

　土壌環境と生産力に関する研究では，土壌の構造性と

機能について土壌の全孔げきを構造性，収縮性，非破壊

性に区分できることを明らかにし，この方法の適用によ

り土壌の脱水，乾燥による変化予測，排水効果の判定，

水田の畑地化を示す指標に有効なことを確かめた。

　土壌生産力を土壌粒子の界面活性の面から研究し，黒

ボク土の非晶質成分定量法を確立すると共に，その化学

的機能を明らかにし，土壌識別基準への適用を試みた。

　土壌のガス代謝研究では，生化学的側面から解明を行

い，土壌の脱N能測定法を開発し，この方法の圃場適用

性の高いことを認めた。又，土壌からのN20発生量の経

時的変動を，夏作（ニンジン），冬作（麦）について調査

し硝抑剤がN20発生抑制に効果の高いことが明らかと

なった。

　土壌環境と水浄化機能に関する研究では，土壌浸透式

を対象に施設周辺土壌の汚濁状況と目づまり，透水性の

変化を調査し，施設の問題点を摘出した。接触酸化，生

物膜法等について接触面積当たり水質負荷，生物付着量

を中心に浄化効率基準を整理した。

　土壌第3科では土壌資源の分布の実態を解明するた

め，土壌の生成，分類および調査に関する研究を進めた。

　これまで進めてきた土壌統による土壌分類について，

問題点と今後検討すべき課題を整理した。

　台地ニヒ壌の微量金属について，コバルト含量は蛇紋岩

土壌で高く，母岩の影響が顕著であった。火山灰土壌の

有機リンは古期の火山灰では新期の火山灰よりも集積の

速度が遅い。黒ボク土の識別基準としては変異荷電割合

はおおむね妥当であるが，NaFによるpH上昇は，より

測定の容易なKFのほうがよい。

　低地土壌では地下水作用によるCg層の上限から地下

水位を推定できることを示した。

　これまで土壌型別に無機二次生成物の種類と量を調

べ，かつ地理的分布を明らかにしてきたのでその結果を

とりまとめた。

　リモートセンシングについてはランドサットMSS

データから土地利用図を作成したが，このためには夏期
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の良質な画像が望ましいことを知った。コンピューター

入力した2万5千分の1土壌図を地形図上に出力し，こ

れから各区分ごとの面積を求め，良好な結果をえた。

　土層内における窒素の下方への動きを知るため白色塗

料を流して動きをみたところ，下層土の孔隙性と関係の

深いことを認めた。

　またNO3一は移動中の形態変化が複雑なのでC1『を用

いてNO3一の最大排出強度の目やすをえることができる

ことを知った。

　耕地の洪水防止機能に関係の深い各種の要素について

現地における実態を調査し，洪水防止機能の実態を把握

した。

3　病理昆虫部

　病理昆虫部は，病理科，昆虫科，及び農薬科の3科よ

りなり，病害虫の分類同定や生理・生態等，防除に係る

基礎的研究，及び農薬の物理的，化学的，生化学的特性

や環境における動態に関する研究を進めてきた。

　病理科では細菌，糸状菌，土壌病原菌に関する分類・

同定や生理生態に関する基礎的研究を進めた。その主な

成果を次ぎに掲げる。

　細菌の分類では，箱育苗の立枯れイネ苗から典形的な

八6κ40アno耀s　gl％吻磁とは別に位置づけるべき細菌を分

離した。また細菌病の疑いのもたれたダイズから，

踏6π40解onαs　s甥％g磁pv．gか6初6α及びP6診6ho漉と

同定される病原性細菌を分離し，前者をダイズの斑点細

菌病として統一することを提案した。1983年福岡県下の

ハウス栽培ナスに発生した上葉が黄化し，株が萎凋する

新病害の病原菌をE卿初勿6h那α窺h6吻Burkholder，

Mc　Fadden　and　Dimock1953と同定し，病名を茎腐細

菌病と提案した。

　キャベツの黒腐病抵抗性は苗齢によって程度が異るよ

うで，4葉期になると抵抗性の品種間差異がかなり明確

になり，早期検定が可能と思われる。

　糸状菌ではネギさび病菌とニラさび病菌の夏胞子の発

芽や冬胞子の形成と温度の関係を知り，また超多収稲特

検供試系統27種に対する外国産及び日本産イネいもち病

菌計65菌株の病原性を検定した。

　土壌病原菌に関しては拮抗作用を示す細菌を分離し，

また土壌中から放線菌を分離する方法の改善をはかり，

根部異状症から多数の放線菌を分離しその性質を調査中

である。

　植物病原細菌6属46種についてプラスミドを検索した

ところ，5属20種の菌株から分子量の異なるプラスミド

が検出された。いもち病菌菌糸から分離したプロトプラ

ストの効率的再生法を検討し，ジャガイモ煎汁培地を

サッカローズで高張した場合29．5％の再生率がえられ

た。Rhガ206孟o痂αsoJα勉の異常株から検出したプラスミ

ドの性状をさらに検討し，また，このプラスミドを持つ

異常株は菌核形成能力が著るしく低いことや，イネ紋枯

病菌の菌核形成が環状アデニル酸によって誘導される機

構など，バイオテクノロジー関連の研究も発展した。

　昆虫科における分類・同定については，同翅目（クビ

レアブラムシ類），直翅目（クサキリ・ササキリ類），双

翅目（イネクキミギワバエ類），鱗翅目（メイチュウ類）

およびミナミキイロアザミウマとその近縁種の分類学的

検討をすすめた。また幼虫の液漬保存にかわる凍結乾燥

法を試み良好な結果をえた。

　昆虫の細胞・組識に関する研究では，ヨトウガ幼虫の

血球から2種の継代培養性細胞系を樹立した。昆虫の栄

養要求については，すでに明らかにしたホソヘリカメム

シの栄養要求とアオクサカメムシおよびチャバネアオカ

メムシの栄養要求の比較研究を進めた。トビイロウンカ

では糖の種類と濃度を変えて幼虫に吸汁させたところス

クワーズ35％溶液が生存期間を最も延長させた。殺虫剤

抵抗性に関しては，有機リン剤・カーバメート剤低抗性

カンザワハダニの抵抗要因に関する解析結果について総

合的な取まとめを行った。

　昆虫の行動と生態では，ダイズ害虫とくにシロイチモ

ジマダラメイガの産卵選択，ふ化幼虫の集合性，幼虫の

種実内食入の行動とダイズ品種の関係を調べた。ハスモ

ンヨトウの視覚が飛行行動に及ぼす影響についても調査

した。また各種の防除法を併用する場合，その相互作用

の結果の予測が難しいので，数理モデルにより併用が単

独使用よりも高い効果が予測される条件を解明した。生

理活性物質の探索ではモモハモグリガおよびアトボシハ

マキについてそれぞれの性フエロモンの構造決定を行っ

た。前者については特許申請をしている。

　線虫の研究では，ティレンクリネ亜科及びトゲワセン

チュウ亜科について分類同定法を改善し，本邦産の種を

記載した。各地のゴルフ場の芝草から本邦未記録のネコ

ブセンチュウを検出した。天敵利用技術の開発のため2

種の胞子虫についてその特性や利用条件についてさらに

研究を進めた。

　農薬科では，施用された農薬の安全性確保を目的とし

た研究と，低毒性農薬の応用を目的とした研究が進めら

れた。

　有機合成農薬の環境中での分解において重要な位置を

占める水中での分解をダイアジノンとPHCについて検

討し，活性汚泥，畑土壌，河川底質などの微生物源の影

響を調べたが本実験範囲では微生物による分解はさほど

大きくはなかった。土壌中での塩素系農薬の分解につい
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て，クロロタロニル（TPN）の塩素置換基がはずれてメ

チルチオ基が導入される反応を確認したが，これはスル

フヒドリル置換体を経て生成する可能性も推定されたが

その経路によるメチルチオ化物の生成は必ずしも多いと

は思われなかった。PCPの土壌微生物による代謝を検討

して，水酸基のメチル化によるPCAの生成を確認した

が，土壌中で生成したPCAが大気中に揮散する可能性

が指摘された。有機リン剤などの光分解を追求して来た

が，チオノとチオールの異性化反応，3価リンと5価リ

ンの酸化還元反応，エステル交換反応，溶媒の付加反応

など特異的な反応を明らかにすることができた。

　殺虫剤の選択毒性の要因としてしばしばあげられるグ

ルタチオンS一トランスフェラーゼの分布を調べたとこ

ろ，哺乳類＞鳥〉昆虫＞高等植物＞微生物の関係が見ら

れ，基質特異性が虫と哺乳動物で異なり，また，昆虫種

によって活性の差がかなりあるなど，生物によって質的，

量的な差が認められた。イネいもち病菌の有機リン殺菌

剤耐性機構として明らかにしたP－S－C結合の解裂反

応は誘導により増大しmfo阻害剤で阻害されることが

明らかにされた。プロパホスの昆虫種間における選択性

の要因として生物活性の高い酸化代謝物の生成の差によ

るものと結論された。害虫のバイオタイプの判別や，近

縁化合物の分別定量などの手段として，ラジオイムノ

アッセイについて検討が開始された。インドール酢酸

（IAA）存在下で組識培養イネが示す坑菌作用はイネ体

内の酸化酵素により生成するIAA酸化物が原因と思わ

れたが，それら酸化物のうちジインドリルメタンはイネ

白葉枯病菌やイネいもち病菌に対して高濃度で生育を完

全阻害しないが，低濃度で部分的にではあるが明らかに

阻害したので，病害防除への利用の可能性が示唆される。

グルコース添加湛水土壌中でフザリウム菌が死滅する機

構は揮発性抗菌物質によると思われ，その解析と応用に

ついて検討中である。

農業環境技術研究所（昭和58年12月1日

　　　　　　　　　　　　　　～昭和59年3月31日）

1　環境管理部

　環境管理部は，資源・生態管理科および計測情報科の

2科で構成されており，昭和58年度においてはそれぞれ

下記の研究を実施した。

　資源・生態管理科では，農業生産力の維持・増進を図

る総合的環境管理・保全手法の開発と環境資源の維持と

保全機態の増進技術の開発を進めた。また，大型別枠研

究「自然エネルギーの効率的利用技術に関する総合研究」

をはじめ，「農林水産業のもつ国土資源と環境の保全機能

及びその維持増進に関する総合研究」のプロジェクト研

究を分担実施した。

　環境管理・保全手法の開発の研究では，農業生態系の

動態のモデル化にたいする線形システムモデルの利用の

可能性を検討し，適用可能な場面があることを明らかに

した。

　環境資源の維持と保全機能の増進技術の開発の研究で

は，有害成分の土壌中での挙動と蓄積過程の解明のため，

土壌による重金属の最大吸着量の差異を主要粘土鉱物を

対象とする吸着実験によって明らかにした。

　「グリーンエナージー計画」では，自然エネルギー資

源の有効利用をはかるため，代表的な平地農村地区を選

定し，エネルギー需要を明らかにして，需要に見合った

自然エネルギーによる供給の可能性の検討を進めている

が，農家，一般家庭，事業所について実施したエネルギー

需要構造のデータをファイル化した。

　「国土資源」プロジェクトでは，洪水防止機能に関係

の深い環境要素について，代表的流域の現地調査と土壌

物理性の測定を実施し，雄物川周辺の赤色土で透水性低

く，酒勾川流域の黒ボク土で高いことを認めた。また，

主要農業地域の農村景域を調査し，休耕地の管理が悪い

ため，視環境を悪化させていることや，農業生産が視環

境を良くしていることを認めたほか，人工景観モデルの

利用が景観の評価に有効なことを明らかにした。

　計測情報科では，農業生態系の制御技術と変動予測法

の開発の一環として，農業生態系に関する情報の革新的

収集・解析法の開発に関する下記の研究を実施した。

　リモートセンシング手法の開発では，人工衛星ランド

サットや航空機によりえられたマルチスペクトル走査計

データ，写真データ利用による広域農業生産環境情報を

適切，迅速にうる方法の開発，適用を行った。すなわち，

圃場用分光センサ，超音波センサ，マイクロ波センサを

もちいて非接触，非破壊による作物生育・収量，環境要

因等の計測，解析，評価手法の開発と応用，およびテレ

ビカメラ，レーザ作物レーダによる立体画像の解析法の

開発研究を行い，作物の生育状況，立体構造をとらえる

見通しをえた。

　アイソトープ利用等効率的高精度分析法の開発では，

線源利用法，トレーサ法，放射化分析法，およびアクチ

バブルトレーサ法等原子力利用技術の開発と適用，農業

生産環境研究を効率的，適切にすすめる理化学的高精度

分析法の開発と適用，さらに放射性核種の農業生態系へ

の影響を明らかにするために，土壌，植物，水中にある

自然，人工放射性核種の分析と挙動についての研究を実

施し，土壌一植物系におけるハロゲン元素の動態を明ら

かにした。
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　数理解析手法の開発研究では，農業生産環境研究にお

ける時間的・空間的プロセスについての解析法と予測モ

デルの開発，および農業生態系を構成する環境要素間の

相互作用についての数理的解析法とシステムモデルの開

発に関する研究を実施した。

　統計的解析法の開発研究では，農業生態系に関する実

験・調査の計画法，標本抽出法，計数データ解析法等情

報の収集と解析のための統計的手法の開発，生物の形態

の数量化と解析手法，生化学画像データの解析等情報の

数量化と画像解析法の研究を実施し，二次元電気泳動画

像の統計的解析法を明らかにした。

　情報処理手法の開発研究では，農業生産環境研究にお

けるデータの構造解析とデータベースの構築，小型計算

機によるデータベースシステム等データベースシステム

の構築と利用法の開発，統計解析プログラム，小型計算

機によるデータの収集と処理の効率化手法，計算機間

ファイル互換手法等情報処理分散手法の開発研究を実施

した。

2　環境資源部

　環境資源部は気象管理科，土壌管理科および水質管理

科の3科から構成されており，農業気象，土壌の生成，

分類，特性及び保全ならびに農業用用排水の水質に関す

る調査研究を進めている。

　気象管理科は12月1日の研究体制再編により，気候資

源研究室，気象特性研究室，気象生態研究室および大気

保全研究室の四研究室によって発足した。気候資源研で

は，農業気候の評価法の開発，それを用いての気候資源

の地理的・季節的変化の解明を目標としており，農業気

象情報システムなどに関する研究も実施している。気象

特性研は，耕地気象と局地気象の成立機構の物理的解明

と制御法の確立を目標としており，野外での観測，風洞

実験および数値シミュレーション法などによって微気象

成立に関連する物理過程の解明を試みている。また，散

水法や防風ネットによる耕地微気象の改変についても実

験的研究を行っている。

　気象生態研では，作物の生長・収量に対する気象条件

の影響の解明に主な力を注いでおり，作物一気象関連モ

デルの開発を水稲データを用いて行っている。また，バ

イオマスプロジェクトの一環として，耕地バイオマス量

の評価についても研究を進めており，イネとムギの栽

培データの解析を行っている。大気保全研究室では，作

物に対する大気汚染物質（オゾン，パンなど）の影響を生

理・生態学的なレベルで進めている。特に，オゾンの影

響については，ビーンを用いて暴露テストを行っている。

この研究との関連で，用量反応テストのデータ解析に必

要な統計的方法についても研究を進めており，かなり便

利な一般的な方法を確立した。

　土壌管理科では，土壌資源の分布の実態，賦存量を明

らかにするため，生成調査，分類に関する研究を進めた。

更に，長期的に生産力の維持培養，土壌生態系保全の観

点にたって，土壌資源の化学的，物理的特性，物質代謝

反応機構の解明，その制御，活用技術，土壌資源の保全

技術等の開発に関する基礎的調査研究を実施した。

　土壌資源の分布，利用可能性の評価について，その重

要な成分である二次生成物の質的，量的調査，又我が国

に広く分布する火山灰土の年代・生成と微量元素の動

態・分布，その法則性，リンの形態別蓄積状態等を解析

している。土壌有機物水準量の維持と土壌特性，土壌管

理との関連，有機物賦存量の変動予測法も検討中である。

　土壌の生成論的並びに機能的評価に基づいそ，分類基

準を定量的に把握する調査法を開発すると共に，多目的

利用度の高い大縮尺土壌図の能率的作成法，土壌標本の

品質向上，作成の簡易化のためのウレタン樹脂法が検討

された。

　土壌資源としての化学的特性の面から，主要粘土の鉱

物特性，土壌コロイドの界面特性とリン，重金属等物質

との相互反応機構，土壌有機物がもつ各種官能基と重金

属との複合体生成機構，挙動等を解明し，それらの機能

を活用した土壌物理化学的改良，リン発生負荷低減重金

属浄化等の技術を検討した。

　生化学的特性の面からは，有機物施用下での各種土壌

酵素活性の変化と土壌全炭素，作物生育との関連性を解

明し，また，ホスホリバーゼー等3種の未検出の土壌酵

素の活性測定法を創出して，施設土壌での実態を明らか

にした。土壌中から，窒素，亜酸化窒素の大気への流出

速度について簡易能率的測定法を開発すると共に，その

実態を圃場レベルで実測中である。水路底質についても

適用して窒素除去能力を評価する。

　また，施用有機物の分解に伴う土壌微生物バイオマス

産生機構，有機性汚泥の分解性から見た有機質資材の評

価，活用法を解明すると共に，健全な土壌生態系を維持

するための有機汚染物浄化能の定量的評価法を検討し

た。

　土壌の物理的特性の面からは，農耕地の土壌構造を形

態，機能，安定性の面から解析しその制御，改良法を確

立すると共に，その役割を水・空気・熱・溶質の土壌中

での分布，移動の実態を計測し評価する。さらに土壌構

造の変化予測について，土壌別の圧縮による透水性，通

気性，水分保持能の変化とそれらの相互関係，作付下に

おける下層土の年次的な物理性回復過程から解明する。

また，土壌水分動態と密接な関連をもつ土壌孔隙特性の
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新しい定量化指標手法を開発する。

　土壌保全については，土壌侵食に関与する個別要因の

解明，その重要度の数値化，侵食発生可能量の定量化を

流域単位で試みると共に，土壌改良資材による防止機能

の向上を図る。

　水質管理科では，農業用用排水を主対象に水質の特

性・評価，動態及び保全に関する調査研究を進めるにあ

たり，まず関係文献の検索調査及び収集を行い，内外の

研究の動向，技術的水準などを把握しつつ，一部の研究

を実施した。

　水質特性・評価の研究では，水質の分類・調査法の確

立に資するための一環として水の汚濁度と衛生細菌，一

般細菌の変動について調査するとともにBOD濃度と硝

化との関連性を検討した。

　水質動態に関しては，水質変化を定量的・動的に把握

するため，分析試料の採取方法および追跡法・放射化分

析法を含む微量元素分析方法を検討し，本研究の一部を

実施した。

　水質保全については，水質の施設的処理及び生態系機

能利用による浄化保全を技術的に向上増進するため，低

コスト，効率的な浄化技術の開発に関する研究の一環と

して，実験室的小規模の浄化に関する基礎的研究を一部

実施した。

3　環境生物部

　環境生物部は植生管理科，微生物管理科，及び昆虫管

理科の3科で構成され，植生の特性及び利用，並びに微

生物及び昆虫，線虫その他の小動物の分類，特性及び利

用に関する調査研究を行っている。発足後なお日が浅い

ため，研究の多くは計画から着手に移った段階にある。

　植生管理科は特に殆んどの研究が新分野に属するもの

であるが，昭和58年度に実施された研究として，他感物

質等環境形成徴量物質の検出・同定法の開発がある。こ

れは農林水産業のもつ緑の機能を評価するための一手段

として行ったもので，植物体から放出されるにおい成分

の分離・同定法を設定することができ，それにより数種

の植物よりにおい物質を分離・同定することができた。

すなわち，吸着捕集剤をつめたガラスカラムに試料大気

を通じて揮発成分を濃縮捕集し，ガスクロマトグラフ質

量分析計を用いて分析する方法で，捕集剤やカラム充填

剤等の検討を行い，それによってトマト，タイム，ウメ，

ヒヤシンスから微量な揮発成分の分離・同定を試み，設

定した方法は十分活用できることが明らかとなった。そ

の他，雑草群落の組成と構造の解明，雑草種内変異株の

分化と特性の解明，水生植物による合成有機化合物の吸

収と分解，りん吸収能の植物種間差などの新しい研究に

着手した。

　微生物管理科では数種の土壌伝染性ウイルスの特性解

明と分類，病原細菌の特性と感染部位における低抗機構

の解明，豆類の病原細菌Els初06属菌の産生する毒性物

質の検索単離等に着手し，イネに含まれる白葉枯病低抗

性関連物質の究明を続けている。鞭毛菌ツボカビ類の

．Pε柳o診o勉sρ伽o齪が雌雄異株であることやダイズベ

と病菌の卵胞子形成条件を明らかにした。

　不完全菌Rhづzo6∫o痂α属は大きく3つに分れ，完全時

代は丁触％α妙ho窺s，S6z厩o加sづ4勉窺，肱魏αに属し，

菌糸融合によって更に幾つかの群に細分化される。

1～h伽c渉o痂αso乙α初の菌核形成はプラスミドの存在に

よって阻害されるが，その機構の解明を継続し，また本

菌によるダイコン苗立枯病の衰退現象は土壌中で強毒菌

中にプラスミドが導入されるためと推定された。

　土壌微生物に関する研究では，ジャガイモ亀の甲症は

放線菌の1種によって起こることがわかり，また堆肥生

成過程中に働く好熱性放線菌数種の分離同定を行った。

土壌病原菌に拮抗作用をもつ土壌粘液細菌及び原生動物

の研究にも着手した。土壌中における有用細菌を探索す

るに当り，化学分類の方法（キノン型及び菌体脂肪酸組

成）が簡易同定の一助となることを知り，また生物的窒

素固定に関連する微生物の生態と同定に関する研究も継

続している。病原微生物に拮抗する根圏及び根面微生物

の探索に着手し，土壌中の微生物フロラの制御を目的と

して微生物間の相互作用とそれを支配する要因の検討も

始めた。

　線虫では引きつづきワセンチュウ類，コスレンクス属，

ネコブセンチュウ類の同定を進め，また線虫制御に有効

な天敵胞子虫について今年度も有効な結果をえ，シスト

センチュウに有効な新しい胞子虫を見出した。

　その他，微生物の安定的長期保存法を開発するため，

既往の保存法の研究成果を体系的に整理し，あわせて最

近の研究成果を取り入れて，保存法のマニュアルを作成

すること，及び農薬等に利用する技術の開発を目標に，

共生微生物の研究にも着手した。

　昆虫管理科における昆虫分類に関する研究では，引き

っづき同翅類（アブラムシ科），鱗翅目（大蛾類幼虫），

直翅目，双翅目（環縫類〉の分類学的研究を進めている。

また昆虫標本の保存技術開発のため，昆虫標本につく害

虫と糸状菌の殺虫・殺菌法を確立した。鱗翅目幼虫の凍

結乾燥法の技術もほぼ確立したので研究完了とした。

　昆虫の行動に関する研究では，夜行性のハスモンヨト

ウも飛しょう，着地に視覚を用いていることを明らかに

した。カメムシ類の摂食，採餌行動の解折のため材料と

するホソヘリカメムシとイチモンジカメムシの飼育を開
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始した。昆虫の組識培養ではカイコガ原種，クロコの胚

子組識の連続継代性細胞系を樹立した。ヒトスジシマカ

およびニクバエ由来の細胞系を用い同種細胞間の融合の

試みを行い染色体数の倍加をみた。たぐ融合後増殖する

細胞の率は10～20％の低率にとどまった。

　昆虫の生理活性物質の探索では，シロイチモジマダラ

メイガおよびヒメコガネについて性フェロモンの活性成

分を抽出した。また南西諸島のサトウキビの害虫，オキ

ナワカンシヤクシコメツキの性フェロモンの化学構造を

決定しつつある。カキノヘタムシの性フェロモンの探索

も開始した。

4　資材動態部

　資材動態部は，農薬動態科，肥料動態科の2科をもっ

て構成され，昭和58年度の研究期間は4か月に過ぎな

かったが，それぞれの分野で下記の研究を実施した。

　農薬動態科では，新しく農薬の特性と動態の解明，合

理的利活用技術の開発，及び環境生物に対する影響解明

と管理技術の開発に関する研究を進めているが，これら

には内容的に元農業技術研究所病理昆虫部農薬科から継

承された研究も当然含まれている。

　特性・動態解明に関しては，殺菌剤の菌体内における

作用を菌体を破壊せずに探る方法として，NMRを用い

て安定同位元素BC標識メチオニンにより菌体内でのメ

チル転位反応を見る方法を開発して応用した。すでに，

イネいもち病菌でコリンなどへのメチル転位を観測し，

それが有機リン殺菌剤IBPで阻害されることを確認し

ている。イソフェンホスのN一アルキル同族体とそれら

のオキソン体を合成して殺虫力を検定し，同系剤の活性

化機構を探る研究を推進中であり，同剤の植物体内での

代謝も追究中である。新規除草剤ピラゾレートの土壌中

における分解について検討を始めたところであるが，す

でに活性分解物の分析法を確立した。除草剤パラコート，

CNPなどについても動態に関する研究を企画している。

　合理的利活用技術については，内容的に旧組識から継

承した研究が多く，害虫防除研究におけるラジオアイソ

トープ利用の一つとして，殺虫剤のラジオイムノアッセ

イを試みている。イネ体にあるIAA依存性抗菌活性の

利用や，グルコース添加湛水土壌におけるフザリウム菌

の死滅現象の応用など，農薬活性の利用研究なども引き

続き実施している。

　環境生物に対する影響解明に関しては，ニカメイガに

対する有機リン殺虫剤抵抗性の機構解明に着手し，フェ

ニトロチオンとそのオキソン体との間の交叉抵抗性の調

査，及び薬剤代謝などを追究している。殺菌剤耐性につ

いては有機リン殺菌剤耐性の研究を引き続き進めてい

る。ベンチオカーブの薬害発生機構についてもそれが植

物体内のIAA量の変化と関連ありや否やの観点から研

究を深めている。農薬の安全性に関連して，水生環境に

おける農薬の分解を，各種底質上，活性汚泥などを用い

て追究中である。

　肥料動態科では，新しく肥料等の多量成分及び微量成

分の特性と動態の解明，動態制御・管理技術の開発，並

びに農内外廃棄物の利活用技術の開発に関する研究を進

めているが，これらには内容的に元農業技術研究所化学

部肥料化学科から継承された研究も当然含まれている。

　多量成分の特性・動態については，大型土壌カラムの

各セクションに水分等のセンサーを設置して水と養分の

挙動の自動計測を試み，土の詰め方やセンサーの設置に

一工夫要することを確め，カラム実験で見たリン酸の可

動性が圃場にも通用し得るかを検証するため，施肥来歴

既知の圃場で層位別に土壌を採取して測定試料を調製

し，さらに合成リン酸塩の溶解性についても振量後の濾

過時問との関連性で検討した。一方，流域における水質

浄化機能の実態調査と計測技術については，データの整

理と取りまとめを実施した。

　微量成分の特性・動態については，新たな観点から研

究の進展を図るため文献調査に努める一一方，廃棄物中の

フェノール性酸の微量定量法をほぼ確立した。

　肥料成分の動態制御・管理技術に関しては，土壌中で

の硝化過程と薬剤による抑制効果を反応速度論的数値解

析，水質（リンとアンモニア態窒素）計測へのフローイ

ンジェクション分析法を応用した成果を取りまとめ，水

田土壌溶液の自動精密採水システムの検証等を行った。

また成因を異にするけい酸質肥料の効果に関する研究で

は過去5年間のデータを取りまとめて問題点を摘出し

た。これらの問題点は新規課題（鉱さいけい酸肥料の効

果判定法）に引き継ぎ供試資材の収集，分析等を実施し

ている。

　廃棄物の利活用については，オートクレーブ法による

汚泥窒素の評価，微生物熱量計による資材の分解性や微

生物増殖の特性評価など，さらに精度を高めるための検

討を行い，桑廃条等を用いた堆肥化施設等の実態を調査

し，農業内廃棄物の処理・利活用技術の開発について問

題点を整理した。

　一方，質的に新しい環境要因の生体機能に及ぼす影響

解明に関しては，資材連用土壌中のユーロピウムとスカ

ンジュウムの分析を行い，肥料，堆肥の連用によっても

存在量は変らないことを明らかにした。
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II研究の　展望

1　環境管理部

　資源・生態管理科

　資源・生態管理科の担当する課題は農業環境の総合的

な評価と管理に関する研究であるが，土壌・植生・農薬

および数理統計など多分野の研究者が集って，全く新た

に研究を開始することとなったため，当面の課題設定に

当っては，これまでの知識と経験を生かしながらどのよ

うに目標にアプローチするかの討議から開始したことは

いうまでもない。次にまず各研究室ごとに当面の課題と

展望についてのべてみよう。

　環境立地研究室では，土壌情報システムの作成法とそ

の利用法の開発および土地資源の構成要素の相互関係の

解明を当面実施することとしている。従来の環境研究に

どちらかというと欠けていた一定の広がりをもった土地

を対象に研究を進め，最近発展してきた地図情報の利用

をはかり，農業環境の総合的な評価手法の開発を目指し

ている。

　資源計量研究室では，当面プロジェクト研究「国土資

源」において，耕地における洪水防止機能の計測や傾斜

農地における地表面出水の制御技術の研究のほか，地域

エネルギー資源の活用法の開発などの研究を進める。農

業環境資源の機能を計量的に明らかにし，総合的に評価

する手法の開発が主な担当課題である。

　環境動態研究室では，農業生態系における物質循環や

エネルギーの流れの動態の解明とその制御技術の開発が

主な課題である。当面はこのような動態の解明のための

システムモデルの開発を主な狙いとして研究を進めるこ

とにしている。

　影響調査研究室では，農業生態系における物質循環に

たいする各種のインパクトの影響を予測，評価すること

と農業環境への大きなインパクトの一つである都市化に

よる環境変動の解明と予測の方法を開発することを当面

の課題としている。農業環境に加わる各種のインパクト

を総合的に予測・評価する手法の開発が課題である。

　農村景域研究室では，「景域」を単なる景観や風景では

なく地理的景観として把え，一定地域のもつ自然的・文

化的な有機的関連をもつ事象のすべて（「景域」）を計測

するための手法の開発や，景域に及ぽす外的インパクト

の評価と予測などを当面の課題としている。将来は農村

景域の評価システムの開発や景域計画の策定法の開発を

目標としている。

　植生動態研究室では，農耕地とその周辺地域の植生の

農業環境の総合的

管理保全技術

環境情報

農業環境の

管理計画法

農業環境の

総合的評価法

景域構成要素

の評価法

自然立地条件

の評価法

環境構成要素

　　土壌大気水質生物

　　　　11二團

農業資材

　　農薬肥料

資源・生態管理科の研究のフロー
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分布と動態に関する研究が課題である。当面は植生管理

科との重複をさけるため，農業生態系における農用林等

の植生の動態と機能の解明を課題としている。農業生産

にたいする植生の機能は古くから肥料源や燃料源として

の役割りが大きかったが，その再評価もまた重要であろ

う。

　環境情報管理室では，農業環境に関する情報の収集，

整理，保管および提供と，情報管理システムに関する研

究が課題である。当面は研究室段階で役立つデータなど

の管理方法としての小規模情報管理システムの開発を進

めることにしている。

究者が，最終的には農業環境の総合的な評価，管理手法

の開発を進めて行かなければならないわけである。当科

の研究をフワーとして整理すると，図のようになろう。

図には課題的な表現をして示してあるが，研究室との対

応は明らかであろう。図の左側の研究室は農業生態系の

構成要素を担当する研究各部科と，最終的な総合化の中

心となる図の右側の研究室との橋渡し的存在として研究

のフローが構成されている。

　このような総合的な研究を進めて行くにはしっかりと

した問題意識と，明確な目的意識をもつことが重要であ

る。すなわち従来の農業研究が生産力の向上に力を入れ

すぎた結果生じた農業生態系の歪を正し，生態系の仕組

みを生かした農業生産を進めることを前提に，農業環境

の計画法や管理法を開発することでなければならない。

　このためには具体的な研究の場を設定して多分野の研

究者がさまざまな角度から，現実的な問題にアプローチ

することが必要であり，すでに科内プロジェクトとして，

近年都市化の急激な午久沼周辺の農業環境の調査を開始

している。さらに，環境管理の手法開発のため，土地利

用の変更や植生の改変などが可能な環境動態モデル実験

施設の要求を行っている所であるが，とかく観念的論議

に陥りやすい環境管理方法を理論化して行くために，現

実の場での調査や実験が不可欠である。

　このような資源・生態管理科での研究成果は，環境管

理や評価に関しては国および地方の行政機関に役立つも

のとなろうが，農家や農業集落の生産や生活のあり方に

とっても役立つものとなろう。

　計測情報科』

　計測情報科は，農業生態系にかかわる試験研究を適切，

効率的に推進するために必要とする情報の，計測・収集・

管理・解析処理法の開発を目的としており，所属する5

研究室はそれぞれつぎの課題と展望をもって研究を推進

している。

　隔測研究室では，人工衛星，航空機等によるマルチス

ペクトル走査計・合成開ロレーダ（マイクロ波）・写真等

の情報を利用したりモートセンシング手法を開発し，農

業生産環境・資源を広域にわたり迅速，効率的に調査す

る方法を確立し，その実態および動態の把握，それによ

る維持，保全のための資を提供するシステムを構築する。

また，作物の生育，収量等の生体情報を，非接触，非破

壊のもとで正確，迅速に計測可能なセンサの開発と応用

に関する研究を行い，これらセンサをもちいることによ

り，農業生産および農業試験研究を適切，効率的にすす

めうる正確な情報を計測し，提供する。

　分析法研究室では，アイソトープ利用等による高精度

分析法，および理化学的分析法の開発と適用に関する研

究を実施する。農業生産環境における物質の構成，動態，

それらの相互関連等を高感度，簡便かつ迅速に計測，評

価しうる放射性，安定アイソトープによるトレーサ法，

原子炉，加速器利用による放射化分析法，アクチバブル

トレーサ法等の開発と適用，および元素，物質等の化学

的形態分離法，高感度定量法等新しい分析法，測定法の

導入，利用について研究する。さらに地上に降下する天

然，人工放射性物質，および土壌，水中の放射性物質を

経時的に計測し，その動態と傾向を把握し，国土保全，

国民生活の維持のための指標を作成する。

　数理解析研究室では，農業生産の対象となる生物の生

育環境の解析のための数理的手法の研究を実施する。農

業生態系における生物群集の時間的，空間的個体変異の

解析法，経過についての時系列解析法，複雑な系を構成

する作物，環境生物，非生物環境等要因相互間の関連，

動態等を解析する教理的手法と予測モデル，システムモ

デル等の開発を行い，さらにそれらの成果をもちいて生

態系を適切に制御，管理する方法を見出す。

　調査計画研究室では，調査計画のための統計的手法に

関する研究を実施する。複雑な農業生産環境のもとで行

う調査における標本抽出法，標本数の決定法，調査デー

タの解析法，および野外試験を効率的，適切に行うため

の試験設計法，実施法，えられたデータから有効な情報

をとり出すための解析，処理法の開発，適用を行う。さ

らに質的なデータ，画像データ等の解析，処理法の開発

を行い，農業環境研究を効率的，正確に推進するための

手法を提供する。

　情報処理研究室では，農業生産環境にかかわる大量情

報の処理法に関する研究を実施する。農業環境研究の諸

分野に蓄積された多種，大量のデータの収集，保管，利

用を一括管理するデータベースシステムを構築し，さら

にそれらを有効，適切な情報として提供するために必要

な処理プログラムパッケージ，およびそれらの情報を相

互に迅速，正確に運用するための分散処理手法等を開発
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し，農業環境情報総合処理システムの構築をはかる。

2　環境資源部

　気象管理科

　気象管理科における研究は，頻発する異常気象，複雑

化を強める大気汚染被害および関連研究分野との協力の

緊密化を背景として，

　i：農業気候資源の分布と変動の評価

　ii：耕地気象の予測法と制御法の確立

　hi：作物の気象生態反応の解明

　iv：生長・収量の気象予測法の確立

　v：気候変動のインパクト評価法の開発

　vi：大気汚染物質の農作物および耕地生態系への影響

　　の解明

などを中心目標として進められている。研究手法として

野外・室内での実験や数値モデルによるシミュレーショ

ン法などが用いられている。また，異常気象の頻発およ

び生長・収量の気象的予測との関係で，農業気象データ

ベースの作成についても研究を進めており，基本的構築

を終了して，全国の端末からの使用テストも実施しよう

としている。

　さらに，大規模な工業生産活動によって発生しており，

今後発生すると予想される，複合大気汚染，二酸化炭素

濃度上昇，気候暖化および酸性雨などに対処するために，

農作物および耕地生態系に対するそれらのインパクトの

評価ならびに被害軽減法についても，文献的研究を推進

している。これらの研究を通じてえられた各種情報に基

づいて，先きにあげた主要研究方向の調整も試みる予定

である。

　研究推進においては耕地生態系における物質とエネル

ギーの流れを作物の生育を中心として定量的に解明し，

それに基づいて各種の予測法と制御法の確立を図ること

を目標とする。また，世界的な気候変動の激化にそなえ

るために，気象情報および作物情報の収集・分析にも十

分留意して，広域作況予測法の研究についても準備を進

める予定である。気象生態反応の研究においては，現在

までと違って，影響を与える気象要困として高い濃度の

二酸化炭素ガスや酸性雨なども考えることが必要になっ

てきている。

　土壌管理科

　農業生産の基盤を構成する土壌は農業にとって重要な

資源であると同時に，国土の保全等公益機能の面からも

重要な役割を果たしている。複雑な地形，狭隆な農地等

限られた我が国の農耕地において高度集約，過密農業を

永続させるためには，土壌資源がもつ高い作物再生産機

能と共に，その環境保全機能の維持活用が注目されてい

る。

　土壌資源の賦存量，分布を把握するために，土壌の生

成論的，機能的評価に基づく分類法，利用目的別の分級

法を確立し，このための精密且つ効率的調査法，図示法

の開発を行う。更に火山噴出，洪水等の自然活動及び農

地造成，土地改良等の人為により各種の土壌が生成し，

しかもその変動の著しいことから，土壌の生成・分布，

変動性の機構の解明及び変動予測法を開発する。更にこ

れらの土壌資源データーのバンク化，システム化手法の

作成を図り，必要に応じた活用可能な図式，数値情報利

用法を開発する。

　一方土壌の化学的特性の制御・利用面からは表面活性

の高い土壌コロイド粒子の性状及び物質との相互反応機

構等物理化学的挙動を解明し，養分の溶流出の促進・抑

制，重金属等有害物質の浄化・解毒など環境生態系の保

全からみたコロイド粒子の利用法を開発する。又，有機

物のもつ緩衝能，物質吸着能を通じて各種インパクトに

対する土壌特性の復元力を解明し土壌有機物の有用特性

を明らかにする。更に土壌中における有機態の窒素・燐

等の無機化とそれに伴うこれらの成分の可溶化，ガス化，

揮散等土壌中での物質の質的，量的変換，挙動について

土壌の生化学的反応，土壌酵素の作用特性に関する研究

を行い，土壌生態系における生化学的機能を活用して，

土壌生産力維持培養，環境保全機能の増進を有利に展開

する制御技術を開発する。

　土壌の過乾・過湿，土壌の流出は土壌の物理的特性に

よって大きく支配されるが，土壌構造の形態，生成，安

定性の機構，土壌中における微視的な水，熱の動態を解

明し農業生態系の保全からみたこれら土壌物理性の評価

法，土壌管理指針の策定を行う。更に，各種インパクト

による土壌構造の崩壊，浸食等により土壌の劣悪化が余

儀なくされており，土壌構造の変動機構，水食・風食機

構の解明や耐食機能に関与する要因相互の重要度の数値

化，定量的評価手法を検討すると共に，土壌保全機能の

向上技術を開発する。

　水質管理科

　近年，各種の生産活動や農村の地域開発・都市化など

により，農業用水資源の汚染は加速度的に進行している。

このため，水資源の長期的な保全，有効利用，浄化等の

対策技術の開発・確立が急務として要請され，今後，特

に農業用用排水の水質の特性・評価，動態及び保全に関

する調査研究を推進するために3研究室よりなる水質管

理科が新設された。農業環境的な視野と長期的な展望に
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基づいて，推進すべき研究方向とその内容が次のように

設定され，研究の一部はすでに着手された。

　農業環境資源の賦存量の定量的把握と資源情報システ

ムの構築を図る研究の一環として，農業用用排水の水質

を把握するための標準的計測技法や調査法の確立と集水

域の環境に応じた水質の動態を定量的に解明するための

先進的技術の開発に研究の力点を置くとともに，水質の

特性・変動要因を集水域単位で解析・類型化する方向に

研究を発展させ，得られた成果をもとに，広域的な農業

用水の利用状況，水質データを収録しうる情報システム

と監視システムの構築を図る。

　一方，水資源の特性の解明と合理的利用指針の策定を

目的とする研究では，農業用水系における水質汚濁の実

態と水生生物の生態との関連性を重点的に調査解明し，

用排水の生物学的な簡易水質指標の確立を図り，さらに

利用目的に応じた水質判定評価法を開発し，用水の適正

利用指針の策定とその効率的利用を図る。

　また，農業生態系の環境保全機能の定量的把握と維

持・増進技術の開発研究の一環としては，農耕地におけ

る水の移動に伴う水質変化の機構を土・底質・水界面に

おける諸現象から解析し，あわせて農業生態系における

水質浄化容量の定量的な把握と浄化機能に及ぼす諸要因

の解明とを行ない，得られた成果を総合して水質浄化モ

デルの作成を図るとともに，土壌・礫等の天然炉材や水

生植物等を利活用した低廉で効率的な水質浄化技術を開

発し，農耕地における水質浄化機能の維持・増進を図る。

　上記の各研究は，「環境資源の維持・保全機能の増進技

術の開発に関する総合研究」に水資源が係る研究として

重要な一翼を占めており，その要請や期待にそいうる成

果を挙げるために，研究体制の強化，研究施設の拡充，

関係研究分野との協力等により研究水準を向上させ，従

来の事例的・定性的な研究から定量的で動的な研究へと

展開を図りつつ，上記諸研究を長期計画に従って推進す

る。

3　環境生物部

　植生管理科

　植生管理科は，植物生態系研究室・保全植生研究室お

よび他感物質研究室の3研究室で構成されており，当面，

次のような目標で研究を進めて行きたいと考えている。

　農業生産環境を長期にわたって良好な状態で維持する

ために，環境構成要素の一つである植生を対象として，

生態的特性あるいは各種環境条件下における植物の物理

的・生物的相互作用や化学的他感作用を含む植生変遷の

要因を明らかにし，同時に環境に適応した植生の構造と

それに対応した物質循環機能あるいは環境保全的機能お

よび人間に対する快適性などを含む植生の環境形成機能

を明らかにしたいと考えている。当面は，植生の管理利

用技術の基礎を確立する目的で研究を推進し，各研究室

は次の課題から取りくむ考えである。

　植物生態系研究室では，農耕地およびその周辺におけ

る植物群落の種類組成と構造を解明して，環境との関係

でその動態を明らかにし，植生による環境診断技術の基

礎を確立しようとする考えに基づいて，季節的および年

次的な種類組成や生活形・階層等の構造が自然環境およ

び人為との関係で変化する動態を体系的に調査すること

から始める。同時にその動態を解明するに必要となる主

要な構成種の生理的および生態的特性の解明と生態的変

異発生のメカニズムの解明をキク科の主要草種から始め

る。

　保全植生研究室では，植生がその生態的機能ならびに

物質代謝機能に基づいて，物理的・化学的あるいは生物

的に生態系の大気・土壌・水ならびに生物を保全する機

能を評価し，その要因を解析し植生管理・利用技術の基

礎を確立しようと考えている。当面の課題としては土壌

りんの植物種間における吸収能を比較し，その差異の要

因として植物の形態的比較あるいは生化学的な解析から

始める。また，水生植物についても物質循環効率という

立場から合成有機化合物の吸収代謝能を物質の物理的お

よび化学的性質との関係で比較検討する考えである。

　他感物質研究室では，植物の持つ他感作用すなわち植

物が分泌する固有の化学物質が他の動・植物を誘引また

は忌避する作用を利用して，病害虫防除・雑草防除・あ

るいは連作障害の回避，共栄関係による生長促進等に応

用する基礎を確立するため，Substitutive　Designによる

植物相互作用の検定，培地に放出された物質の抽出・同

定法の開発を始める。また，大気環境形成物質として存

在する植物からの揮発性物質についても植物の種によっ

て質・量とも異なることが予想されるので，生活環境と

しての快適性との関連で個別植物からの揮発性物質の同

定，地域別の大気分析による差異の検討を行ない，にお

い成分から農林業の緑が持つ保健・休養機能の定性的な

評価を行なう考えである。そのほか耕草地およびその周

辺の植生が，地表水の移動に伴って流出する窒素および

りん等の捕促に果す役割を植物の養分吸収特性の面から

解析し，その機能を評価し，環境保全的植生利用技術の

基礎としたいと考えている。なお，材料は主要な畑雑草

であるメヒシバ・ススキ・ヨモギ・ヒメムカシヨモギ等，

水辺雑草ではフトイ・ホテイアオイ等を対象植物として

評価を進めている。
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　微生物管理科

　ウイルス・細菌・放線菌・糸状菌などの微生物ならび

に線虫などの土壌小動物は，その数も多く種類も豊富で，

農業生態系の中で重要な構成要素として多様な機能を果

たしている。そのあるものは病原として作物に被害を与

えるが，他方その拮抗菌，対抗菌も存在し，このほか有

機物分解，窒素固定などの有用な機能を有する微生物も

多い。

　微生物管理科では幅広く課題をとりあげ，研究を進め

るが，微生物の分類・同定は研究の基本であるので，こ

れらの微生物の形態・生理ならびに生活環・寄生性など

の諸特性を明らかにし，これに基づいた，分類基準の確

立と同定法の開発に重点を置く。また，近年各地で問題

になっている農作物の難防除病害の原因に細菌・放線菌

の関与が多く，病原解明の要望も大きいので，これらの

病原を中心とした微生物の同定を行う。

　微生物の特性解明に関するこれらの基礎的研究に加

え，近年進歩の目ざましい細胞融合・遺伝子操作を応用

した病原性解明の研究を進め，これらの成果をもとにし

て食料の安定性確保と有益生物の保護を配慮した新しい

病害防除法，例えば従来の農薬防除に代わる天敵・拮・抗

微生物等を利用した生物防除法の開発も重点目標であ

る。

　土壌中の有害物質分解能の高い微生物，あるいは窒素

固定能の高い微生物の探索は，農業環境の保全と省資源

の観点から重要な課題である。そのために微生物の各特

性に基づく選択培地の検討を進め，有用菌株の選抜，有

用微生物の探索を行なう。また，微生物自体，或いは微

生物と宿主との相互作用によって産生される生理活性物

質の探索とその利用に関する研究を進める。

　線虫などの土壌小動物については，その形態的特性に

加えて生活史，環境適応性，加害機構，寄生性分化など

の生理生態的特性を解明し，分類及び同定法の改善に資

するとともに制御法の開発を図る。

　近年，世界的に生物資源の収集，保存が重要視されて

いる。微生物管理科では生物資源確保の観点から各種微

生物株を広く収集し，保存する体制の設立が要望されて

いる。そこで，各研究室の力を合せ各種微生物株の長期

安定保存方法の開発に当る。

農作物を食べる者の他に落葉などを分解したり花粉を媒

介するなど農業生態系の機能維持にも重要な働きをして

いる。またそのなかに生息する昆虫・クモ類の半数の種

類が寄生性・捕食性のいわゆる天敵類でしめられており

農業生態系内の生物群集全体の安定化に貢献している。

　これらの多様性にとむ昆虫の管理，利用のためにはそ

の種類相，分布，食性，生活環を主要群について明らか

にする必要がある。昆虫分類研においては，昆虫各群の

系統分類を確立して昆虫相を順次解明して行くととも

に，分布，食性，生活環など他分野の研究情報をもあわ

せて集収整理して昆虫相に関する基礎的情報システムを

整備していく。

　農薬に依存した害虫防除は，天敵相の破壊など農業生

態系内における平衡関係を破り，害虫の異常発生などの

不安定化をもたらした。天敵生物および生理活性物質研

では，農薬にかわるよりソフトな防除手段の開発利用に

より，農業生態系の機能保全と害虫防除の両立を目指し

ている。とくに天敵生物の利用では侵入害虫に対する外

来の導入天敵の探索，或は多食性天敵を中心とする土着

天敵の保護・増進による農業生態系内の自然制御力を高

めることを目標とした研究が行なわれる。

　また生理活性物質の利用では，性フエロモンの各種害

虫の発生モニタリングのみならず害虫防除にも広く利用

される展望が開けつつあり，さらに天敵の活動を増進す

る物質などの機能を異にする活性物質の検索，同定も進

展することが期待される。

　どんな防除手段もその使用法が適切でないと期待する

効果もあがらない。ソフトな手段であればあるほどそれ

を利用するソフトウェアが健全なものでなくてはならな

い。昆虫行動と個体群動態研はこのソフトウェアの部分

を担当する。昆虫行動研では，昆虫の個体と種族の維持

に係る摂食，配偶，移動行動などをそれら行動を誘発す

る要因との関連で解析し，その行動特性を逆用した新し

い昆虫管理技術の開発を目指している。個体群動態研で

は昆虫の個体数を決定する出生，死亡，移動の各要素を

生物的無生物的要因と関連づけて解明し，さらには昆虫

の個体群動態に及ぼす各種制御技術の影響をも含めた昆

虫管理システムモデルを構築することを目標に研究を進

める。

　昆虫管理科

　地球上に150万種も生息する昆虫はその生活様式も非

常に多様性にとんでいる。また同一種でも卵・幼虫・蠕・

成虫と形態的にも生理・生態的にも異なる発育段階を経

過するため，その習性と生活史の複雑さは目をみはるば

かりである。農業生態系内に生息する昆虫に限っても，

4　資材動態部

　農薬動態科

　農薬は第2次世界大戦後のわが国において食糧危機を

乗り切る大きな力となった。当時，わが国に導入された

パラチオンがイネの害虫のニカメイチュウの特効薬であ
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ることがわかり，また，種子殺菌剤の酢酸フェニル水銀

がイネの最重要病害であるいもち病の防除にも使えるこ

とがわかって，いずれも実用化されると，それらは単に

病害虫による減収防止の役目だけでなく，虫害や病害を

心配する必要がなくなったために栽培時期を自由に選べ

るとか，肥料を十分にやれるなど栽培の自由度を拡げた

点でも大きな役目を果たした。その当時の農薬は欧米各

国から導入されたものが多く，それらをどのように日本

の農業に適用するかということが一つの研究課題であっ

た。一方，パラチオンや水銀剤が実用化された昭和27，

28年頃，すでにいもち病を対象にして，農業技術研究所

では新規の抗生物質の探索を開始し，昭和35年にブラス

トサイジンSの実用化を成功させたのである。昭和30年

代における農薬の研究課題は，新規の農薬の探索であっ

たが，同時に，人畜毒性，作物への薬害，魚介類への毒

性，などを低下させつつ対象病害虫雑草への効力を向上

させる努力がされており，その基礎的研究でも地味では

あるが大きな成果が上っている。昭和34年に，水俣病の

原因が工場廃液中の水銀によると結論されて以来，水銀

剤はもとより，農薬全般についても見直しの気風がおこ

り，昭和40年代は残留農薬の規制に関連した研究業務に

かなりのエネルギーを使わざるを得なかった。しかし，

この点では現在，農薬の開発段階において，予想される

問題点は予め点検しておく制度が確立されている。

　このように，農薬の研究は時代とともに変遷して来た

のであるが，研究組織の再編によって，農業技術研究所

病理昆虫部農薬科7研究室は廃止されて農業環境技術研

究所資材動態部農薬動態科5研究室が設置され，新しい

視野から農薬を扱うことになった。新組織においては，

環境の立場がより重視されるわけであるが，農業環境に

せよ生活環境にせよ，今後狭い地球により多くの人間が

食糧を生産して生活しなければならないことを考える

と，このような立場の研究が将来重要性を増すことは確

実である。

　研究の重点を順次述べると，第1点は薬剤自体の性質，

作用，および環境中に投入された場合の動態を知ること

である。近年開発される農薬は，大変に特異的な作用を

持つことが多く，対象の病害，害虫，雑草などが限定さ

れていると同時に，使用時期や使用法を誤まると全く無

効となる。このような薬剤は，一方では，生物学的には

大変に興味深く，生命現象の未知の部分を探る道具とし

て使えるのではないかと思える例も少なくないほどであ

る。そのような薬剤の作用を知っておくことは，それを

使いこなす上で重要であるが，同時に，生命科学にとっ

て未知の分野を開拓できるように思えるのである。

　第2点は，農薬の効率的利用であるが，これは広い意

味で農薬活性の利活用技術の開発をめざしており，環境

科学的に好ましいタイプの薬剤デザインまでもが含まれ

る。将来の農薬はどのようにあるべきかということは，

今後の農業にとって誠に重要なことである。

　第3点は，農薬の環境影響に関する事項である。各種

生物に対する影響，とくに実際に農薬が利用される条件

下での環境影響をいかに予測し，評価し，実行手段を考

えるかということである。この研究では，農薬が思わぬ

影響を与えた経験が教訓となっており，その1例は1981

年版の農業技術研究所年報でも紹介した。そのような事

例では，既往の化学的あるいは生化学的な知識では知ら

れていなかった反応が見いだされたり，薬剤の化学構造

の僅かな変換で選択性が著しく異なったり，あるいは，

全く異なった生物活性を示すような事実が見いだされ，

生物有機化学，生化学，あるいは毒物学の上から見ても

重要な事柄が根底にあることを示しており，これらを明

らかにしておくことが大事であると思われる。また，農

業生産の場では病菌，害虫，さらに最近では雑草までも

が農薬に対する耐性，抵抗性を獲得しつつあって重大な

問題となっているが，この問題だけでも世界的に大きな

影響を与えているにかかわらず，なかなか抜本的解決が

ついていない。しかしその解決が不可能でないことは，

医薬分野での耐性菌問題の発展を見ても明らかである

が，それには多くの研究の積み重ねが必要なことも明ら

かである。

　以上述べたように，農薬は非常に現実的で大きな役割

と影響を持ちながら，研究の上では生物学，生化学，毒

物学，生物有機化学などの基本に係ることを扱わねばな

らない重要な分野であり，環境科学における化学物質と

生物との相互作用を基本とした研究の展開が必要であろ

う。

　肥料動態科

　肥料や土壌改良資材は農業生産に大きく寄与してきた

が，その不適切な使用により環境要素の劣化が顕在化し，

問題視されている。一方，省資源・省エネルギーの視点

から各種廃棄物の農用資材としての利活用が社会的に要

請されている。

　再編新発足した肥料動態科は，これら問題の技術対策

を樹立するため，次の研究課題を設定し，その展開をは

かろうとしている。

　1．肥料等の多量・微量要素の特性と動態の解明

　肥料及び土壌改良資材中に含まれる多量及び微量要素

の理化学的特性を施用効果と環境保全の両面から解明す

る基盤的研究を行い，またこれら要素の農業環境におけ

る動態計測システムや予測法を開発して，合理的，環境
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保全的施肥技術の確立に役立てる。

　2．肥料等の動態制御・管理技術の開発

　この研究課題では，1．の成果を参考にしつつ，施肥効

果が高く，また，生産環境を悪化させないような新資材

の開発，または既存資材の改良を進める一方，肥料等に

由来する無機有害成分や微量有機有害成分についても農

業環境での挙動を解明し，またその挙動をモニタリング

する手法を開発する。併せて障害等を回避する技術開発

の研究も推進する。

　さらに，肥料及び有機成分の高能率自動分析法，並び

に肥料等資材の品質，施用効果を的確に評価できる判定

法についても恒常的な研究を行い，資材の品質保全と合

理的施用に役立てる。

　3．農内外廃棄物の利活用技術の開発

　農業自らが生産環境を悪化させないための農内有機性

廃棄物の処理・利用，及び農外有機性廃棄物，例えば下

水，し尿汚泥の利活用を目途に，これら廃棄物の特性や

腐熟化過程を明らかにし，堆肥化等処理技術の確立に役

立てる。

　また，鉱工業等に由来する各種の無機性廃棄物や副産

物についても，その安全性等の特性を明らかにし，また

その形質を改善して，農業資材として利活用する道を探

る。

　さらに，施設栽培等で多量に使用，廃棄される高分子

系合成資材の処理・利活用に関しても近年中に研究を開

始する予定にしている。

　4。質的に新しい環境要因の生体機能に及ぼす影響

　失端産業の進展等に伴い，作用機構未解明なゲルマニ

ウム，ベリリウム等のいわゆる超微量元素が自然界に放

出され，環境保全的に問題となる可能性がある。そこで，

この種の質的に新しい環境要因についても肥料動態料は

研究の一翼を担うことにしている。すなわち超微量元素

の天然賦存量，産業活動等による変動，農業環境での挙

動，植物体への影響などについての調査研究を開始しよ

うとしている。
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皿　研究成果の発表及び弘報

　昭和58年度中に農業技術研究所（昭和58年4月1日

～昭和58年11月30日）及び農業環境技術研究所（昭和58

年12月1日～昭和59年3月31日）において発表された研

究成果は下記のとおりで，1．「農業技術研究所報告及び

資料の掲載論文」，2．「その他の論文・資料・弘報」と

に分け，2．はさらに「著書・資料」「雑誌」「学会報告」

「その他」に分類した。1．及び2．の各部門とも，「農

業技術研究所」の時に発表された研究成果と「農業環境

技術研究所」の時のそれとに分けて掲載した。

　2．の各部門の掲載順序は，組織順に，研究部（企画

連絡室等含む）毎に分け，部内は発表者のアルファベッ

ト順にした。又学会報告は研究部（企画連絡室等を含む）

別に学会別とした。

　なお，協同研究及び共同論文については，筆頭者の所

属に収めた。（＊印は所外の人）

1．農業技術研究所報告及ぴ資料の掲載

論文

（農業技術研究所）

　報告A（物理統計）　第31号（最終号）（昭58．10）

大塚雍雄：一群の折れ面回帰モデルのあてはめ

内島立郎：北海道，東北地方における水稲の安全作季に

　関する農業気象学的研究

　報告B（土壌肥料）　第35号（昭58．10）

真弓洋一・山添文雄：植物に及ぼす光化学大気汚染の影

　響の解析

結田康一：土壌，植物，土壌溶液および雨水中ヨウ素，

　臭素および塩素の放射化分析法

本田親史：各種土壌の腐植の特性づけ

早野恒一：施設栽培畑の土壌酵素活性

河井完示：黒ボク土の無機非晶質成分とその土壌識別基

　準への適用

報告C（病理昆虫〉　第38号（昭58．10）

中園和年＊：日本産ノ～o砂16nohκ1κs紹％加7窺澹Linford

　and　Oliveira，1940の形態および生理・生態的変異に

　関する研究　　両性生殖型と単為生殖型個体郡の地理

　的分布との関連性

鈴木隆之：土壌微生物によるPCPの分解代謝に関する

　研究

稲葉忠興・守中　正：ダイズベと病菌の卵胞子形成に及

　ぼす環境要因の影響

白田　昭・鈴木良治＊・後藤正夫＊：E耀初毎　0群0！0∂0耀

subsp．08名o渉o∂o規によるカンキツ葉の抗菌物質産生

白田　昭・土屋行夫・大畑貫一＊：飛ε％40蜘o紹s6ぎcho癖

　の同種および他の植物病原細菌に対する抗菌作用

佐藤善司・川久保幸雄＊・白田　昭・松田　泉・土屋行夫・

　伊達寛敬＊：イネ褐条病菌による育苗箱における幼苗

　腰曲り症　第1報　病徴，接種方法，症状発現要因及

　び症状発現の品種間差異

土屋行夫・伊達寛敬＊・白田　昭・松田　泉・佐藤善司：

　イネ褐条病菌による育苗箱における幼苗腰曲り症　第

　2報　病原細菌の同定

松田　泉・佐藤善司：イネ褐条病菌による育苗箱におけ

　る幼苗腰曲り症　第3報　イネ幼苗組識内における病

　原細菌の動態

　報告D（生理遺伝）　第35号（昭58．10〉

丸山清明＊・菊池文雄＊・横尾政雄＊：陸稲農林濡4号の葉

　いもち圃場抵抗性の遺伝分析ならびに育種的利用

徐錫之＊・太田保夫：水稲の登熟過程における籾殼の役

　割に関する研究

志賀敏夫＊・大川安信・高柳謙治＊：ヨーロッパ産ナタネ

　B名αss磁照ρ麗L．品種の細胞質雄性不稔性と稔性回

　復（英文）

石毛光雄・山田　実・志賀敏夫＊：判別関数を用いたトウ

　モロコシの耐倒伏性の評価とその計量遺伝的検討

　資料B（土壌肥料）第18号（昭58．6〉

浜崎忠雄・三土正則：土壌モノリスの作製法

（農業環境技術研究所）

　報告B（土壌肥料〉　第36号（最終号）（昭59．3）

福士定雄・陽　捷行：土壌の脱窒能の測定法とその応用

駒村美佐子・津村昭人・小平　潔＊・小林宏信：農作物及

　び農耕地土壌の放射能汚染について一米麦子実と水

　田・畑土壌のストロンチウムー90含量一

津村昭人・駒村美佐子・小林宏信：土壌及び土壌一植物

　系における放射性ストロンチウムとセシウムの挙動に
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　関する研究

小林宏信・駒村美佐子・津村昭人：農業環境における人

　工放射性核種の挙動に関する解析的研究　　放射能汚

　染調査資料の解析による90Srの挙動一

山本克巳1土壌中の微量金属元素の動態に関する粘土化

　学的研究

寺沢四郎：各種のインパクトを受けた土壌の物理性と微

　細形態の特徴

2．その他の論文・資料・弘報

（1）著書・資料

（農業技術研究所）

　物理統計部

○日比忠明＊，原田久也：ウイルスの定量　「植物病理学

　実験法」に所収　講談社（1983．5）

○堀江　武：作物の生育・収量と水分供給　「植物生産と

　水」に所収　日本農業気象学会関東支部（1983．10〉

○堀江　武：イネの生育・収量と気象　「環境要因と作物

　生育を考える」に所収　日本農業気象学会若手研究者

　の会（1983．11〉

○井上君夫：農業気象データベース検索ガイド　農業技

　術研究所（1983．11）

○小林和彦：用量反応関係にモデルをあてはめるための

　プログラム：PADRES　「農技研実態調査研究室資料

　1」に所収　（1983．3）

○真木太一：Improvement　of　microclimate　by　means

　of　windbreak　nets　「Recent　Agricultural　Tech－

　nology　in　Japan」に所収　JAPAN　FAo　Asso－

　CIATION（1983．3）

○真木太一：調査地区の気象特性，アンケート調査結果

　の概要，微細気象観測結果，アメダス及び固定局の気

　象データ解析結果　「計画基準作成調査（防風施設調

　査）報告書」に所収　日本農業土木総合研究所（1983．

　3）
○内嶋善兵衛，　飯坂譲＊（共編著）：宇宙からみた世界の

　農業　共立出版（1983．4）

○内嶋善兵衛（訳）：気候と環境一その過去ζ未来　古今

　書院（1983．7）

○宇田川武俊：農業開発リモートセンシング計画　「昭

　和58年度インドネシア共和国農業開発リモートセンシ

　ング計画・かんがい排水施工技術センター計画合同巡

　回指導チーム報告書」に所収国際協力事業団
　（1983．10）

化学部
○阿部和雄，前田乾一，早野恒一，吉田武彦＊，米山忠克，

　三土正則，越野正義，他2名：土壌肥料用語集一日本

　土肥学会編一　養賢堂（1983．4）

○天野洋司，浜崎忠雄，川崎　弘，三土正則　共訳：タ

　クソノミー問答　農技研化学部資料第2号（1983．10）

○天野洋司：土壌分類　「最近十年問における研究業績

　の展望」に所収　農業技術研究所（1983．11）

○浜崎忠雄：国土調査土壌図の分類単位にみる生成論的

　体系について　「農地工学へのエンジニアリング・ペド

　ロジーの適用一文部省総合研究報告集」に所収（1983．

　3）

○井ノ子昭夫，原田靖生＊，菅原和夫二都市廃棄物のコン

　ポスト処理方式の改善並びに農業利用に関する研究

　「農林水産技術会議事務局研究成果第151号」に所収

　（1983．11）

○小林宏信：環境試料採取法　「放射能測定法シリーズ

　16」科学技術庁（1983〉

○越野正義：水資源計測の高精度化・自動化一農耕地用

　排水の水質連続測定記録システムの開発一第2報フ

　ローインジェクション法によるリンの測定　農技研肥

　料化学科資料第246号（1983．3）

○都留信也：有用根留菌　「微生物・培養細胞の保存技術

　と損傷・変異の防止対策」に所収　ソフト技術出版部

　（1983．6）

○都留信也：土壌生菌類　「菌類研究法」に所収」　共立

　出版（1983．6）

○渡辺光昭，　栗原　淳＊：都市廃棄物のコンポスト処理

　方式の改善並びに農業利用に関する研究　「農林水産

　技術会議事務局研究成果第151号」に所収（1983．11）

○結田康一，中島田誠＊，Akhmad　Hidayat＊，Sismiyati

　Roechan＊a．nd　Irwan　Nasution＊：ANALYTICAL

　METHOD　FOR　CADMIUM（Cd）in　SOIL　and

　CROPS　（Analisa　Kadmium　（Cd）Tanah　dan

　Tanaman）　Japan－lndonesia　Joint　Research

　Project　ATA－218（1983．4）

○結田康一：水稲，大豆一ヨウ素過剰症　「作物栄養診断

　カード1」に所収　全国農村教育協会（1983．6）

病理昆虫部

○深見順一＊，宍戸　孝：選択毒性と抵抗性研究の相関

　「薬剤抵抗性」に所収　ソフトサイエンス社（1983．5）

○桑原雅彦：ダニの抵抗性と生化学　「薬剤抵抗性」に所

　収ソフトサイエンス社（1983．7）

○守中　正：ブラジル農業研究協力プロジェクト　エバ

　リュエーションチーム報告書（一部分担執筆）国際協
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力事業団（1983．11）

○坂上昭一＊，粕谷英一＊，宮井俊一，伊藤嘉昭＊：社会生

物学1（訳）　思索社（1983．10）

○鈴井孝仁：1距砒o傭観κ窺（紫紋羽病〉発生生態と防

除　　「北海道畑作物の土壌病害」に所収　同上刊行会

　（1983．5）

○玉木佳男，野口　浩，杉江　元，他3名：Simultaneous

disruption　of　pheromonal　communication　of　the

two　tortricid　moths　in　tea　plantation　「IUPAC

Pesticide　Chemistry」に所収Pergamon　Press

　（1983．9）

○玉木佳男：Insect　sex　pheromones　and　integrated

pest　management：problems　and　perspectives

「IUPAC　Pesticide　Chemistry」に所収　Pergamon

Press（1983．9）

○手塚信夫＊，上杉康彦：殺菌剤耐性の生化学的メカニズ

　ム　「薬剤抵抗性」に所収　ソフトサイエンス社（1983．

　5）

○富沢長次郎，上路雅子，升田武夫＊：トビイロウンカ抵

抗性とアシル化カーバメートの殺虫効果　「昭和57年

度アイソトープ利用研究成績年報」に所収　農林水産

技術会議事務局（1983．9）

○土屋行夫：植物病原菌の病原性の維持　「微生物・培

養細胞の保存技術と損傷・変異の防止対策」に所収　ソ

　フト技術出版部（1983．6）

○上杉康彦，片桐政子：Metabolism　ofphosphorothio・

　late　fungicide　IBP　by　strains　of　py万6z6彪7宛o勿y詔6

　with　varied　siensitiv玉ty　「IUPAC　Pesticide　Chemi－

　stry　vo1．3」に所収　Pergamon　Press（1983）

○上杉康彦：耐性菌対策をめざした薬剤デザイン　「薬

　剤抵抗性」に所収　ソフトサイエンス社（1983．5）

○上杉康彦：殺菌剤耐性問題の背景「薬剤抵抗性」に所

　収ソフトサイエンス社（1983．5〉

○上杉康彦：イネいもち病の有機リン剤耐性機構　「昭

　和57年度アイソトープ利用研究成績年報」に所収　農

　林水産技術会議事務局（1983．9）

○渡辺康正：病害　「加工用トマト図鑑」に所収　全国ト

　マト工業会（1983．3）

○渡辺康正：細菌放線菌　「植物防疫講座一病害編一」に

　所収　日本植物防疫協会（1983．3）

○渡辺康正：湿度環境制御によるハウス野菜病害の防除

　「作物保護の新分野」に所収　日本植物防疫協会（1983．

　6）

（農業環境技術研究所）

企画連絡室

○古畑　哲，池　盛重＊：Soil　moisture　change　during

thedryseasonontheVarzeaofCPACfield「ブラ

ジル農業研究協力プロジェクト研究報告書（その3）」

に所収　国際協力事業団（1983．12）

○古畑　哲，池　盛重＊：CPAC圃場のバルゼアにおけ

る乾期の土壌水分の動態　「ブラジル農業研究協力プ

ロジェクト研究報告書（その3）」に所収　国際協力事

業団（1983．12）

環境研究官

○久保祐雄：農業気象研究の目的と流れ　「農林水産研

究文献解題No．10農業気象編　（農林水産技術会議事

務局編）」　農林統計協会（1984．3〉

環境管理部

○川崎弘：セラードの土壌　「日伯農業開発協力事業

　（セラード農業開発）拡大計画基礎一次調査報告書」

に所収　国際協力事業団（1983．12）

○駒村美佐子，津村昭人，小林宏信：土壌および米麦中

の90Srについて　「第25回環境放射能調査研究成果論

文抄録集」に所収　科学技術庁（1983．12）

○駒村美佐子，津村昭人，小林宏信：土壌ならびに作物

中の降下放射性核種の分析的研究　（1〉特定圃場の土

壌，米麦の90Sr汚染の経年変化　（全国的調査）「昭和

57年度農林水産省関係放射能調査研究年報」に所収

農林水産技術会議事務局（1984．3〉

○奥野忠一＊，宇田川武俊，袴田共之＊：埼玉県川里村に

おける地域エネルギー調査について　「生物生産シス

テムのエネルギー分析昭和58年度研究報告書」に所収

　東京理科大学（1984．3）

○結田康一：短寿命アイソトープ，トレーサーの農業利

用　「第16回日本アイソトープ放射線総合会議報文集」

　に所収　日本原子力産業会議（1983．12）

環境資源部

○阿部亥三：水稲の気象生態反鷹　「農林水産研究文献

解題No．10農業気象編　　（農林水産技術会議事務局

編）」　農林統計協会（1984．3）

○天野洋司：北海道における火山灰土の分布とその特性

　「火山灰と土壌」に所収　博友社（1983．12）

○天野洋司，井上恒久＊，片山雅弘＊：Phosphoms－status

of　some　wel1－drained　Andosols　in　Japan　「火山灰
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と土壌」に所収　博友社（1983。12）

○天野洋司：概況　「農業技術研究所ほ場の土壌および

三要素試験の概要」に所収　農業環境技術研究所（1984．

　3〉

○天野洋司：上川支庁最南部土壌調査報告　「北海道農

業試験場土壌調査報告第28編」に所収　北海道農業試

験場（1984．3）

○堀江　武：生育・収量の予測　「農林水産研究文献解題

No．10農業気象編　　（農林水産技術会議事務局編）」

に所収　農林統計協会（1984．3）

○井上君夫：耕地のCO2環境と光会成　「農林水産研究

文献解題No．10農業気象編（農林水産技術会議事務局

編）」に所収　農林統計協会（1984．3）

○礒部誠之：Developing　Agrometeorological　Activ－

itiesofVanuatu　（調査報告書）WorldMeteorologi－

cal　Organization（1983．12）

○岩佐　安（共著）：アマゾン土壌粘土鉱物組成とその分

布　「火山灰と土壌」に所収　博友社（1983．12）

○岩崎　尚：気候資源の分布　「農林水産研究文献解題

　No．10農業気象編（農林水産技術会議事務局編）」に所

　収農林統計協会（1984．3）

○岩田進午＊，高見晋一＊，内嶋善兵衛（訳）：土壌物理学

　概論　養賢堂（1984，3）

○金野隆光：土壌微生物活性測定への微少熱量計の応用

　「土壌のバイオマスー土壌生物の量と代謝」に所収

　博友社（1984．3）

○久保田徹，J．L．C．Branco＊：Physical　properties　of

　cerrado　soils　and　their　changes　caused　by　cultiva－

　tion　of　arable　crops「ブラジル農業研究協力プロ

　ジェクト研究報告（3Lに所収国際協力事業団

　（1983．12）

○久保田徹：セラードの農業開発と研究協力　「ブラジ

　ル農業研究協力プロジェクト研究報告（3）」に所収　国

　際協力事業団（1983．12）

○真木太一：調査地区の気象特性，微細気象観測結果，

　アメダス及び固定局の気象データ解析結果　「計画基

　準作成調査（防風施設調査）報告書」に所収　日本農

　業土木総合研究所（1984．3）

○真木太一：防風施設に関する実態調査（アンケート調

　査）報告：概査，精査m～V　「計画基準作成調査（防

　風施設調査）資料編（その1）」に所収　日本農業土木

　総合研究所（1984．3）

○真木太一：耕地微気象：接地気象　「農林水産研究文

　献解題No．10農業気象編（農林水産技術会議事務局

　編）」に所収　農林統計協会（1984．3）

○宮内　潔：水資源節約と省エネルギーのための水質管

理及び改善技術　「製糸業における省エネルギー対策

　（水質，工程，環境編）（昭和58年度製糸業経営合理化

指導要領）」に所収　農蚕園芸局繭糸課（1984．3）

○岡田益巳：環境制御資材の物理性　「農林水産研究文

献解題No．10農業気象編　　（農林水産技術会議事務局

編）」に所収　農林統計協会（1984。3）

○桜谷哲夫，A．Luchiari　Jr．＊：Measurements　of　leaf

temperature　of　wheat　in　the　field　「ブラジル農業研

究協力プロジェクト研究報告その3」に所収　国際協

力事業団（1983。12）

○桜谷哲夫：Method　for　estimating　potential　evapo．

transpiration　from　climatic　data　in　Cerrados　「ブ

　ラジル農業研究協力プロジェクト研究報告その3」に

所収　国際協力事業団（1983．12〉

○桜谷哲夫：蒸発散　「農林水産研究文献解題No．10農

業気象編　（農林水産技術会議事務局編）」に所収　農

林統計協会（1984．3）

○津村昭人，駒村美佐子，小林宏信：放射能汚染の解析

　的研究（その13）水稲子実の90Srと137Csの直接汚染

　（1）一水稲葉面からの90Srと137Csの吸収と子実汚

染一　「第25回環境放射能調査研究成果論文抄録集」に

所収　科学技術庁（1983．12）

○津村昭人：硝酸電極法による作物の簡易迅速窒素栄養

　診断法　「作物の栄養診断一理論と応用一（日本土壌肥

　料学会編）」に所収　博友社（1984．3）

○津村昭人，駒村美佐子，小林宏信：放射能汚染の解析

　的研究一水稲子実の90Srと137Csによる直接汚染一

　「昭和57年度農林水産省関係放射能調査研究年報」に

　所収　農林水産技術会議事務局（1984．3）

○内島立郎：麦・豆類の気象生態反応　「農林水産研究文

　献解題No。10農業気象編（農林水産技術会議事務局

　編）」に所収　農林統計協会（1984．3）

○内島立郎：その他の作物の気象生態反応　「農林水産

　研究文献解題No．10農業気象編（農林水産技術会議事

　務局編）」に所収　農林統計協会（1984．3）

○内嶋善兵衛：微気象と熱収支　「農林水産研究文献解

　題No．10農業気象編　（農林水産技術会議事務局編）」

　に所収　農林統計協会（1984．3）

○内嶋善兵衛：海外諸国の農業と農業気象研究　「農林

　水産研究文献解題No．10農業気象編（農林水産技術会

　議事務局編）」に所収　農林統計協会（1984．3）

○内嶋善兵衛：ソ連の気候条件と作物生産力　「ソ連・東

　欧諸国における飼料穀物需給に関する研究報告書」に

　所収　国際農林業協力協会（1984．3）

○内嶋善兵衛，清野　諮＊：自然植生の純一次生産力評価

　のための農業気候的手法“筑波モデル”　「生物生産シ
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　ステムのエネルギー分析一昭和58年度報告書」に所収

　（1984．3）

○渡辺光昭，加藤直人：土壌中における施肥リン酸の動

　態に関する研究（第3報）リン富化の程度を異にする

　鉱質酸性土壌中における施肥リン酸の土層内移動

　「農技研肥料化学科資料第259号」に所収　（1984．3）

環境生物部

○本間善久：Gα側規観ηo解鐸6s（コムギ立枯病菌）総論

　「北海道畑作物の土壌病害」に所収　北海道畑作物の

　土壌病害刊行会（1983．5）

○桐谷圭治：Changes　in　cropping　practices　and　the

　incidence　of　hopPer－borne　diseases　of　rice　in　Japan

　「Plallt　Virus　Epidemiology」に所収　Blackwell

Scientific　Pub1量cations，Oxford（1983．12）

○桐谷圭治：生物的防除　「新農業システム総合技術」に

　所収　R＆Dプランニング（1984．1）

〇三橋　淳：細胞培養（昆虫類）　「実験生物学講座8

　一細胞生物学」に所収　丸善（1984．1）

○守中　正：Report　on　rice　diseases　in　the　field　of

　irrigated　agriculture　development　project　「タイか

　んがい農業開発計画帰国専門家総合報告書IILに所収

　国際協力事業団（1984．1）

○西沢　務：農薬の生物活性評価法とその問題点一殺線

　虫剤　「第1回農薬生物活性研究会シンポジウム」に所

　収日本農薬学会（1984．3〉

○鈴井孝仁：ラッカセイ黒かび病　「新しい病害虫，1983

　版」に所収　全国農村教育協会（1983．12）

資材動態部

○飯塚宏栄，岩撫才次郎＊：水田除草剤の河川水への流出

　「用水廃水ハンドブック（4）」に所収　産業用水調査会

　（1984．2）

○加藤直人，渡辺光昭，尾和尚人：土壌中における施肥

　リン酸の動態に関する研究（第4報）数種の合成リン

　酸アルミニウム，リン酸鉄の化学構造，溶解性と肥効

　について　「農技研肥料化学科資料第260号」に所収

　（1984．3）

〇三幣正巳：製法ならびに構造の異なる珪酸石灰の肥効

　試験（5）珪酸石灰肥料協会（1984．2〉

〇三幣正巳：石こう入り高度化成肥料の肥効に関する試

　験日本化成肥料協会（1984．2）

○鈴木大助，粕渕辰昭，尾和尚人：耕土層内における肥

　料成分の動態の解明（第6報）畑状態土壌カラムにお

　ける水の浸潤過程と施肥成分の移動　農技研肥料化学

　科資料第259号（1984．3）

O田中房江，二宮啓輔，越野正義：流域における水質浄

化機能（第1報）実態把握一田水山地区，小野川地区

　における水質浄化機能　肥料化学科資料第255号（1984．

　3）

○上路雅子：農業の項　「広辞苑第3版」に所収　岩波書

　店（1983．12）

O荒木隆男＊，上杉康彦，金沢　純，桜井　寿＊，満井　喬＊，

　守谷茂雄，山田忠男，行本峰子＊：「農薬用語事典」　日

　本植物防疫協会（1984．3）

○上杉康彦：胞子の発芽試験法　「生理活性物質のバイ

　オァッセイ」に所収　講談社（1984．2）

○渡辺久男：農業技術研究所ほ場の土壌および三要素試

　験の概要　II．土壌の物理的・化学的性質　2．化学

　性　2－4．微量元素（Cr，Cs，Co，Sc，Eu）　「農業

　技術研究所化学部資料第3号」に所収　　（1984．3）

（2）雑 誌

（農業技術研究所）

企画連絡室

○古畑　哲：農業試験研究の原点

　1（1983．10）

「土壌の物理i生」48：

　物理統計部

○阿部亥三：三年連続水稲不作の反省と今年の対策

　「農業富民」55（5）：30－33（1983．5）

○秋山　侃，塩見正衛＊，高橋繁男＊，大久保忠旦＊：Eco．

　10gical　Efficiencies　of　Energy　Conversion　in

　Pasture。VI．Changes　in　calorific　values　of　several

　pasture　plants　and　energy　storage　in　grassland．

　「日本草地学会誌」29（1）：28－37（1983．4）

○秋山　侃，棟方　研＊：リモートセンシングー農業で

　の利用一　「月刊地球」5（11）：689－694（1983．11）

○堀江　武：作物の物質生産と気象　（1〉作物一環境間の

　物質・エネルギーの交換と光合成蒸散　「農業および園

　芸」58（7）：853－858（1983．7）

○堀江　武：作物の物質生産と気象　（2）日射および作物

　個体群の構造と光合成　「農業および園芸」58（8〉：978

　－984（1983．8）

○堀江　武：作物の物質生産と気象　（3）作物の生長と呼

　吸　「農業および園芸」58（9）：1110－m4（1983．9）

○堀江　武：作物の物質生産と気象　（4）作物の生長の気

　象的予測モデル　「農業および園芸」58（10）：1243－

　1248（1983．10）

○井上君夫：社会科学のための統計パッケージSPSS
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　の利用法　「農林水産研究センターニュース」20：

　40～52（1983．7）

○岩崎　尚：東南アジアの気候　「農林業協力専門家通

　信」4（4）：1－15（1983．11）

○真木太一：圧力の測定法　「農業気象」39（1〉：35－37

　（！983．6）

○真木太一：防風施設の効果に関する最近の成果概要

　一海外における研究概要一　「農業気象」39（1〉：

　44（1983．6）

○真木太一：防風施設関連用語についての提案　「農業

　気象」39（1）：45－46（1983．6）

○真木太一一，川島茂人：防風網に関する研究　（7〉草地に

　おける防風網の昇温・減風効果および風の微細構造の

　空気力学的変質　「農業気象」39（2）：79－89（1983．9）

○真木太一：防風施設計画に関する基準化について

　「関東の農業気象」5：19－21（1983．9）

○真木太一：八戸地方の風系図とやませ風の侵入状況に

　関する風洞実験　「東北の農業気象」28：7－11（1983．

　9）

○真木太一：防風網の特性とその配置法について　「東

　北の農業気象」28：12－16（1983．9）

○真木太一：水田，草地，畑地の防風網による気象改良

　効果の相互関係　「九州の農業気象」20：23－27（1983．

　11）

○岡田益己：放射率計によるプラスチックフィルムの長

　波放射特性の測定　「農業気象」39（1）：31－34（1983．

　6）
○岡田益己，林真紀夫＊：温室貫流熱量算定式の提案

　　「農業気象」39（2）：91－95（1983．9）

○桜谷哲夫：蒸発散の測定法（II）　「農業気象」39（2）：

　121－123（1983．9〉

○塩見正衛＊，高橋繁男＊，秋山　侃，袴田共之＊：A

　System　Model　for　Short　and　Long　Term　Prediction

　of　Grazing　Pasture　Productivity．「草地試研報」26

　号：17－29（1983．10）

○内島立郎：冷害年における7，8月低温の分布型の特

　徴について　「農業気象」39（1）：19－26（1983．6）

○内嶋善兵衛：グリーンエネルギー計画における日射観

　測　「太陽エネルギー」9（4〉：29－36（1983．4）

○内嶋善兵衛：食糧と科学・技術　「週刊朝日百科一世界

　の食べもの」14：240－243（1983．8）

○内嶋善兵衛：ソ連の農業生産と気象　「気象」27（m：

　7436－7441（1983．11）

○渡辺利通：農作物リモートセンサー　「トリガー」2

　（8）：60－61（1983．8）

　化学部
○阿部和雄：土壌調査と施肥　「複合肥料」40：6－8

　（1983．8）

○早野恒一：Fractionation　by　DEAE－cellulose

　column　chromatography　and　some　properties　of

　phosphodiesterase　extracted　from　Andosol　under

　forest．　「Soil　Sci．　Plant　Nutr．」　29（2〉：

　175－184　（1983．6）

○早野恒一，黒島忠司＊，大村裕顕＊，室井栄一＊：トマト

　育苗床土のプロテイナーゼ，フォスファターゼおよび

　グリコシダーゼ活性について　「土肥誌」54（4）：331－

　334（1983．8）

○上村幸廣＊，宇田川義夫＊，松原弘一郎＊，井ノ子昭夫：

　有機物施用によるシラス水田土壌の生産力増強　「日

　本土壌肥料学雑誌」54（2）：131－136（1983．4）

○加藤好武：土壌　一リモートセンシングによる分布解

　析一　「ぶんせき」1983（10）：776－778（1983．10）

○小林宏信：アイソトープの作物栄養生理分野での利用

　一農林研究における原子力利用6一　「農業技術」38

　（7〉：16－22（1983．7）

○金野隆光，杉原進：土壌中における有機性汚泥窒素

　の無機化予測　「再生と利用」23：43－48（1983．10）

○越野正義，二宮啓輔，田中房江，中島秀治：肥料分析

　法（1982年版）における主要改正点　「日本土壌肥料学

　雑誌」54（4〉：363－370（1983．8）

○越野正義，山崎慎一：肥料，土壌，植物体のプラズマ

　発光分光法による分析　「プラズマスペクトロスコ

　ピー」3（3〉：128－139（1983．9）

○前田乾一：水田に施用された窒素の行動の定量的評価

　「農研センター研報」1：121－192（1983．3）

○陽　捷行，大西　将＊，福士定雄：土壌中の硝酸化成の

　過程で発生するN20　「日土肥誌」54（4）：277－280

　（1983．8）

○陽　捷行，福士定雄：ECD付ガスクロマトグラフによ

　るN20の微量定量法　「日土肥誌」54（5〉：427－428

　（1983．10）

○陽　捷行：土壌から発生する亜酸化窒素（N20）　「化

　学と生物」21（4）：220－221（1983．4）

○宮下清貴，都留信也：Identification　ofnocardioform

　actinomycetes　isolated　from　compost　「Soil

　Science　and　Plant　Nutrition」　29（3）　：　335－342

　（1983．9〉

○中村好男：汚水処理と土壌動物　「EDAPHOLOGIA」

　28：33－35（1983．6）

○中村好男：生態学からみた芝生　5．芝地の土壌動物

　「芝草研究」12（2）：27－31（1983．11）
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○中村好男，皆越洋征＊：ミミズ　「Newton」3（1）：

　111－119（1983．11）

○中村好男，都留信也：日本産ミミズの生態的分布　「生

　物科学」35（2）：99－104（1983．5）

○中村好男：Enchytraeids　in　Japan（2）．「EDAPHO－

　LOGIA」28：1－5　（1983．6）

○仲谷紀男＊，A．Eduardo　G．Dos　Reis＊，加藤英孝，前

　田乾一：圧縮が転換畑土壌の物理性に及ぼす影響　「土

　壌の物理性」48：2－7（1983．10）

○岡島秀夫＊，谷山一郎，他2名：Thenitrogenbalance

　in　soils　growing　com　「Joumal　of　the　Faculty　of

　Agriculture　Hokkaido　University」61：323－343

　（1983．11）

○大村裕顕＊，佐藤文政＊，早野恒一：A　method　for

　estimation　of　L－glutaminase　activity　in　soil．　「Soil

　Sci．　Plant　Nutr．」　29（3）：295－303　（1983．9）

○尾和尚人：都市ごみコンポストの品質と農業利用

　「環境技術」12（9〉：628－631（1983．9）

○尾和尚人：各省庁における汚泥処理・処分研究開発の

　動向　「汚泥研究年報」1983：202－207（1983．8）

○尾和尚人：下水汚泥の農業的利用における問題点

　　「人間と環境」9（1〉：3－11（1983．5〉

○鈴木大助：土壌中の水および空気採取用フィルター管

　の開発　「日土肥誌」54（3〉：253－254（1983．6）

○高橋義明，今井秀夫：Adsorption　of　heavy　metal

　cations　in　montmorillonite　「Soil　Sci．Plant　Nutr．」

　29（2）：111－122（1983．6）

○渡辺久男：酸素燃焼一還流捕集装置による試料前処理

　法「ぶんせき」1983（5）：101（1983．5）

○安田　環，藤井義晴：培地のリン濃度とトマトの生育

　および体内リン濃度との関連性について　「日本土壌

　肥料学雑誌」54（5）：406－410（1983．10）

○山添文雄：有機性汚泥研究の概要と今後の方向　「再

　生と利用」6（21）：37－42（1983．4）

○山添文雄：下水汚泥などの緑農地利用　「造水技術」9

　（3）：38－43（1983．8）

　病理昆虫部

○福原楢男：水田に見られる直翅目害虫の見分け方（3）

　「植物防疫」37（6）：262－267（1983．6）

○福原楢男：水田に見られる直翅目害虫の見分け方（4）

　「植物防疫」37（ID：498－502（1983．11）

○羽柴輝良，小池賢治＊，山田昌雄1イネ紋枯病の病班高

　率と発病株率による減収量の算出法　「日本植物病理

　学会報」49（2）：143－147（1983．4）

○稲葉忠興，守中　正：Effect　of　conidium　formation

　on　oospore　formation　in　lesions　of　soybean　downy

　mildewcausedbyP6”nosヵ砿o窺α窩h癬砒　「日本

　植物病理学会報」49（2）：252－255（1983．4）

○稲葉忠興，守中正：The　relationship　between

　conidium　and　oospore　production　in　soybean

　leaves　infected　with　jP6名o麗os2）o槻窺α郷h鋸万68　「日

　本植物病理学会報」49（4）：554－557（1983．9）

○稲葉忠興，高橋賢司，守中　正：Seed　transmissionof

　spinach　downy　mildew　「Plant　Disease」67（10）1

　1139－1141（1983．10）

○岩田直記＊，桑原雅彦：ナミハダニにおける薬剤感受性

　について　「関東東山病害虫研究会報」30：164－165

　（1983．11）

○金沢　純：農薬の脂肪・水問の分配係数の測定とその

　評価　「生態化学」6（1）：3－7（1983．4）

○金沢　純：淡水魚モツゴの経口摂取による農薬の取り

　込みと排泄　「生態化学」6（3）：37－44（1983．10）

○金沢　純：A　method　of　predicting　the　bioconcen・

　tration　potential　of　pesticides　by　using　fish

　　「JARQ」17（3）：173－179（1983．11）

○金沢　純，Sutrisno＊，Djatnika　Kilin＊，織田真吾：

　Residue　analysis　of　MIPC　insecticide　in　rice　plant

　and　paddy　soi1　「Penelitian　Pertanian」　3（2〉：

　58－59（1983．5）

○金沢　純，Djatnika　Kilin＊，Sutrisno＊，織田真吾＊：

　Residue　analysis　of　diazinon　in　rice　plant　an（玉paddy

　soi1　「Penelitian　Pertanian」3（2）：83－84（1983．5）

○加納昌彦＊，桐谷圭治，川崎建次郎：チャハマキの配偶

　行動と産卵　「応用動物昆虫学会誌」27（1）：40－45

　（1983．2）

○川崎建次郎，玉木佳男，中村和雄＊：チャノコカクモン

　ハマキ雄成虫の性フェロモントラップヘの誘殺時刻と

　その季節的変化　「応動昆」27（2）：106－111（1983．5）

○風野　光：カーバメート系殺虫剤の作用特性に関する

　研究　「日本農薬学会誌」8（2）：233－242（1983．5）

○風野　光，小山正一＊，ストリスノ＊：Mechanism　of

　insecticidal　selectivity　of　propaphos　between　the

　green　rice　leafhopper，八乙のho観旗6初漉6のs　Uhler

　and　the　common　cutworm・，助040が6昭1伽規

　Fabricius．「日本農薬学会誌」8（4）：561－565

　（1983。11）

○木村　滋＊，三橋　淳：Preliminary　notes　on　glyco－

　sidases　in　two　cell　lines　derived　from　the　ovary　of

　the　cabbage　armyworm，〃4窺6s惚　わ耀ssづ6α6

　（Lepidoptera，Noctuidae）　「AppL　Ent．ZooL」18（4）1

　561－563（1983．11）
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○桐谷圭治，David　A．Andow＊：TheEconomie　Injury

　Level　and　the　Control　Threshold　「JAPAN

　PESTICIDE　INFORMATION」No．43：3－9
　（1983。8）

○桐谷圭治：アメリカにおけるダイズ害虫の研究の現状

　　「植物防疫」37（7）：28－34（1983．7）

○桐谷圭治：移住する昆虫　（1〉昆虫相のなりたちと侵入

　害虫　「インセクタリウム」20（9〉：4－12（1983．9）

○桐谷圭治：移住する昆虫　（2〉長距離移動によって分布

　を拡大する尖兵たち　「インセクタリウム」20（1①：

　16－23　（1983．10〉

○桐谷圭治：移住する昆虫　（3）どんな性質が移住に必要

　か　「インセクタリウム」20（ll）：14－21（1983．11）

○岸野賢一：1982Evaluation　of　Candidate　Pesticides

　（A－1）Insecticide：Rice　and　other　Cereals　「Japan

　Pesticide　Information」43：23－24（1983．8）

○岸野賢一：イネミズゾウムシの分布拡大と今後の発生

　予測　「今月の農薬」27（12）：36－39（1983．11）

○工藤　巖＊，宮崎昌久：果菜類を加害するアザミウマ類

　とその見分け方　「植物防疫」37（7）：271－275（1983．

　7）

○桑原雅彦，他3名：野菜・花卉に寄生するカンザワハ

　ダニとナミハダニの薬剤感受性　「日本応用動物昆虫

　学会誌」27（4）：289－294（1983．11）

○桑原雅彦：カンザワハダニとナミハダニのアセチルコ

　リンエステラーゼの2，3の性質　「日本応用動物昆虫

　学会誌」27（4）：310－312（1983．11）

○松田　泉：植物細菌病の病徴と病原細菌　「植物防疫」

　37（1D：503－507（1983．11）

〇三橋　淳：A　continuous　cell　line　derived　from　fat

　bodies　of　the　common　armyworm，L6πo伽勿

　s6餌耀如　（Lepidoptera，Noctuidae）　「AppL　Ent．

　Zoo1．」　18（4）：533－539　（1983．11）

○宮崎昌久：果樹のアブラムシの見分け方（1）「植物防

　疫」37（7）：305－312（1983．7）

○宮崎昌久：果樹のアブラムシの見分け方（2）「植物防

　疫」37（8）：356－359（1983．8）

○宮崎昌久：果樹のアブラムシの見分け方（3）「植物防

　疫」37（9〉：410－412（1983．9）

○宮崎昌久：雑草を昆虫で退治する　「科学と実験」34

　（6）：23－28（1983．6〉

○守中正，他4名＊：タイ国におけるイネragged

　stunt病に対する抵抗性の品種問差異　「熱帯農業」27

　（2）：87－91（1983．6）

○守中正，他4名＊：Transmission　of　rice　ragged

　stunt　disease　in　Thailand　「JARQ」17（2）：

　138－144（1983．10）

○中村秀雄＊，鈴井孝仁，牧野孝宏＊：イチゴ萎黄病多発

　生要因の解析一圃場内の部分汚染による発生一　「関

　西病害虫研究会報」25：47（1983．5）

○西沢　務：天敵による土壌線虫防除の可能性　「研究

　ジャーナル」6（7）：22－28（1983．7）

○西沢　務：線虫による農作物の被害　「遺伝」37（1①：

　73－82（1983．10）

○野田隆志，釜野静也：ホソヘリカメムシの発育に必要

　なビタミンB群とアミノ酸　「日本応用動物昆虫学会

　誌」27（4）：295－299（1983．11）

○斎藤　隆＊，川本　均＊，桐谷圭治：切葉実験によるダ

　イズの被害解析と要防除水準の設定　「応用動物昆虫

　学会誌」27（3）：203－210（1983．9）

○佐藤守＊，西山幸司，白田　昭：Involvement　of

　plasmid　DNA　in　the　productivity　of　coronatine　by

　P％％40窺o磁s　s”鎗gα6pv．厩名o卿ゆ躍εα　「日本植物

　病理学会報」49（4）：522－528（1983．9）

○白田　昭，高橋幸吉＊：クワ根部表皮における先在抗菌

　物質の検索　「蚕試報」28（6）：771－779（1983．7）

○白田　昭，他4名＊：カジノキの枝皮層組織における

　ファイトアレキシンの生成とその抗菌スペクトル

　「蚕試報」28（6）：781－792（1983．7）

○白田　昭，他8名＊1クワ由来抗菌物質の抗菌スペクト

　ル　「蚕試報」28（6）：793－806（1983．7）

○鈴井孝仁：トマト萎ちょう病菌レースJ2のトマト品

　種ポンデローザに対する病原力　「関東東山病害虫研

　究会年報」30：57－58（1983．11）

○鈴井孝仁，牧野秋雄＊：イチゴ萎黄病に対する数種薬剤

　の効果　「関東東山病害虫研究会年報」30：90（1983．

　11〉

○鈴井孝仁，柴田明生＊，大石笠夫＊：静岡県における

　Fusarium　oxysporum　f。sp．1ycopersici　raceJ2による

　トマト萎ちょう病の発生「関西病害虫研究会報」25：

　4－9（1983．5）

○鈴木隆之：PCPの土壌微生物による代謝に関する研

　究　「日本農薬学会誌」8（3）：385－394（1983．8）

○鈴木隆之：Methylation　andhydroxylationofpenta．

　chlorophenol　by彫ッ606α6孟召吻吻sp．isolated　from

　soi1「日本農薬学会誌」8（4）：419－428（1983．11）

○玉木佳男，野口　浩，杉江　元：チャノコカクモンハ

　マキおよびチャハマキにおける雌雄間交信の同時撹乱

　物質の選定　「応動昆」27（2）：124－130（19＄3．5）

○玉木佳男，野口　浩：チャノハマキガ誘引用性フェロ

　モン製剤の野外条件下における成分消失速度　「応動

　昆」27（2）：154－156（1983．5）
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○玉木佳男，杉江　元，他2名l　Biological　activities　of

　R－and　S－10－methyldodecyl　acetates，the　chiral

　component　of　the　sex　pheromone　of　the　smaller，tea

　tortrix　moth（z440xoヵhッ6s　sp．，Lepidoptera：Tortric－

　idae）　「App1．Ent．ZooL」18（2）：292　－294

　（1983．5）

○土屋行夫：シュンギクの新病害「黒腐病」について

　「今月の農薬」27（10）：18－19（1983．9〉

○上杉康彦：殺菌剤の浸透移行性　「農薬グラフ」88：

　4－7（1983．10）

○渡辺恒雄＊，吉田　充：素寒天培養浸漬法による

　Pythium　aphanidermatumの胞子のうおよび遊走子

　数の定量　「日本植物病理学会報」49（2）：137－142

　（1983．4〉

○渡辺康正，大内　昭＊：Angular　leaf　spot　of　cucum

　ber　in　Japan　「JARQ」17（2〉：112－119（1983．10）

○八重樫博志：いもち病菌の完全世代に関する研究

　　「日植病報」49（3）：282－284（1983．7）

○山田忠男，鈴木隆之：水田土壌中におけるCNPから

　の環元的脱塩素物質の生成　「日本農薬学会誌」8（4）：

　437－443（1983．11）

　生理遺伝部

○坂　　斉，千坂英雄＊，上園孝雄＊：高等植物の緑葉に

　おけるアデノシン三リン酸（ATP）の抽出・定量法に

　ついて　「日作紀」52（2）：183－189（1983．6）

○坂　　斉：Current　trends　in　foliage－applied　herbi－

　cides　「Japan　Pesticide　Information」42：

　28－35（1983．6〉

（農業環境技術研究所）

　環境研究官

○久保祐雄：水稲単収水準低下の要因と対策，農業気象

　からみた最近の稲作　「農業構造問題研究」（139）：

　40－56（1983．12）

　環境管理部

○秋山　侃，高橋繁男＊，塩見正衛＊，大久保忠旦＊：

　Energy　flow　at　producer　leve1，The　energy　dyna－

　mics　of　grazed　grassland1．「OIKOS」42（2）：

　129－137　（1984．1）

○秋山　侃，塩見正衛＊，高橋繁男＊：A　comparison　of

　the　Investiment　Efficiencies　for　SupplementaI

　Energy　in　Different　Livestock　Feed　Production

　Systems「草地試研報」27号：1－8（1984。1）

○川崎弘，他2名：セラードにおけるダイズ根群分布の

　表層化とその原因　第1報　土壌条件を異にするダイ

　ズ根群の実態調査　「熱帯農業」28（1）：45－50（1984．

　3）

○川崎　弘，他2名：セラードにおけるダイズ根群分布

　の表層化とその原因　第2報　開墾後の経過年数が根

　群分布に及ぼす影響　「熱帯農業」28（1）：51－57（1984．

　3）

○増島　博：農業用水の汚染と対応策　「用水と廃水」

　25（4）：349－352（1983．4）

○増島博：処理汚泥の農地利用「農士誌」52（3）：

　207－212（1984．3）

○佐々木昭博：節問伸長期におけるオオムギ耐湿性の品

　種間差異　「育種学雑誌」34（1）：79－86（1984．1）

○佐々木昭博，大塚雍雄，三輪哲久：多重比較サブルー

　チン　「農林水産研究計算センター報告A」20165－99

　（1984．3）

○高橋繁男＊，秋山　侃，塩見正衛＊，大久保忠旦＊：混播

　放牧草地の生産力　1．放牧草地における植物生産量

　の季節的，年次的推移　「草地試研報」28号：1－15

　（1984．3）

○徳留昭一：Control　of　erosion　by　water　at　slope

　upland　「Farming　Japan」17（3）：48－56（1983．6）

○宇田川武俊：環境保全的農業土地利用計画手法の開発

　　「環境情報科学」13（1）：40－45（1984．2）

○結田康一：10DINE，BROMINE　and　CHLORINE

　CONTENTS　IN　SOILS　AND　PLANTS　OF
　JAPAN　III．Iodine，Bromine　and　Chlorine　Con－

　tents　in　the　Andosols　and　in　Plants　of　Central

　Honshu　「Soil　Sci．　Plant　Nutr．」29（4）：

　403－428（1983．12）

○結田康一，信沢由美子＊，赤部誠一＊，渋谷政夫＊，麻生

　未雄＊：三面川（新潟県）および長良川流域の土壌およ

　び植物中ヨウ素，息素および塩素含量　「日土肥誌」

　55（1）：62－70（1984．2）

　環境資源部

○秋山　豊，内田好哉＊：麦の養分吸収に及ぼす湛水処理

　の影響　第2報　ケイカル・熔りんの施用効果　「九州

　農業研究」45：68（1983．7）’

○天野洋司：米国の土地資源と食物生産　「日本土壌肥

　料学雑誌」54（6〉：536－544（1983．12〉

○井上君夫：農業気象データベースの構築と検索につい

　て　「農林水産研究センターニュース」23：51－62（1984．

　1）

○金野隆光，杉原進：土壌中における生物活性の特性
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　把握と予測　「農林水産研究計算センターニュース」

23：28－32（1984．1）

○久保田徹，」．L．C．Branco＊，池　盛重＊：セラードオ

　キシソルの圧密層によるダイズ根の伸長阻害　「土肥

　誌」54（5）：389－395（1983．10）

○久保田徹：Soil　structural　index　as　a　measure　of

　bearing　strength　of　clayey　lowland　soils　「JARQ」

　17（4）：292－299（1984．3）

○久保田徹：作物栽培のための土壌物理　「土壌の物理

　性」47：1（1983．4）

○真木太一：防風施設に関する研究動向　「農学進歩年

　報（1984年）」31：81－86（1984．1〉

○真木太一：農林水産省構造改善局が実施した防風施設

　に関する実態調査概要　「農業気象」39（3）：225－234

　（1983．12）

○真木太一：農水省構造改善局で実施中の防風施設計画

　基準作成調査について　「農業気象」39（3〉：238（1983．

　12）

○陽　捷行，福士定雄：Effects　of　phosphate　and

　calcium　carbonate　application　on　emission　of　N20

　from　soil　under　aerobic　conditions　「Soil　Sci．Plant

　Nutr．」29（4）：517－524（1983．12）

○中村好男：土壌式汚水処理施設における土壌動物

　「EDAPHOLOGIA」29：23－27（1983．12）

○中村好男：土壌と土壌動物のかかわりあい　「化学と

　工業」37（2）：89－91（1984．2）

○南條正巳：Diffuse　reflectance　infrared　spectra　of

　phosphate　sorbed　on　alumina　gel　「Joumal　of　Soil

　Science」　35（1）：63－69　（1984．3）

○野内　勇，真弓洋一＊，山添文雄：Foliar　injury

　response　of　petunia　and　kidney　bean　to　s三mul．

　taneous　and　altemate　exposures　to　ozone　and　PAN

　「Atmospheric　Environment」18（2〉：453－460（1984。

　2）
○岡田益己，皆川秀夫＊，権藤昭博＊：開放型乳牛舎にお

　ける放射熱負荷とその調節　「農業気象」39（4〉：281－

　288（1984．3）

○斉藤雅典＊，金野隆光，石井和夫＊：石灰窒素による大

　豆連作障害の軽減　「東北農業研究」33：105－106

　（1983．12）

○内嶋善兵衛：気象と農作物　「国民生活」』13（12）：16

　－28（1983．12）

○内嶋善兵衛：二酸化炭素濃度上昇と気候変化と食糧生

　産（1）「農及園」59（1）：15－22（1984．1）

○内嶋善兵衛：二酸化炭素濃度上昇と気候変化と食糧生

　産（2〉「農及園」59（2〉：259－263（1984．2）

○内嶋善兵衛：21世紀の食糧問題（上）　「気象」28（3）：

　7592－7595（1984．3）

○内嶋善兵衛：農業気象要因の予測技術と農業生産活動

　への影響評価　「環境1青報科学」13（1）：2－10（ユ984．1）

○内嶋善兵衛，清野　諮＊：Agroclimatological　evalua－

　tion　of　net　primary　production　in　Japan　「SPEY」

　4：173－176（1984．3）

○山崎慎一：A　rapid　method　for　determining　major

　constituedts　in　soils　by　X－ray　emission　spectrome－

　try　with　a　glass　beads　technique　「JARQ」17（4〉：

　236－241（1984．3）

○芳住邦雄＊，青木一率＊，野内　勇，大喜多敏一＊，小林

　俊実＊，鎌倉修二＊，田島守孝＊：Measurements　ofthe

　concentration　in　rainmater　and　of　the　Henrゾs　law

　constant　of　hydrogen　peroxide　「Atmospheric

　Environment」18（2）：395－401（1984．2）

　環境生物部

○羽柴輝良：プラスミド導入によるリゾクトニア・ソラ

　ニの制御　「研究ジャーナル」7（1）：44－53（1984．1）

○本間善久，石井正義＊：ダイコン根腐病の種々の病徴に

　関与する1～hJε06！o痂αsol伽i　k廿hnの菌糸融合群

　「四国農試報」42：1－11（1984．2）

○本問善久：食菌性アメーバによる土壌病害の防除の可

　能性　「研究ジャーナル」6（7）：6－10（1983．7）

○本間善久，山下洋子＊，石井正義＊：ダイコン畑から分

　離したノ～h乞～oo！o痂召so伽初k茸hnの新しい菌糸融合群

　（第7群）　「日植病報」49（2〉：184－190（1983。4〉

○稲葉忠興：ホウレンソウベと病の種子伝染　「植物防

　疫」38（2）：68－71（1984．2）

○稲葉忠興，守中　正：Heterothalism　inPeronospora

　effusa　　「Phytopathology」74（2）：214－216（1984．2〉

○加藤邦彦，石上　忠＊，稲山光男＊：キュウリ栽培土壌

　より分離された細菌の性質　「土と微生物」25：17－22

　（1983．12）

○加藤邦彦，伊藤邦夫＊：New　selective　media　for

　鶯6擁o窺o禰s　strains　producing　fluorescent』pigment

　「Soil　Sci．Plant　Nutr。」　29（4）：525－532　（1983．12）

○桐谷圭治：移住する昆虫　（4〉撹乱地の役割　「インセク

　タリウム」20（12）：16－25（1983．12）

○岸野賢一二昭和58年度に試験された病害虫防除薬剤，

　イネ・ムギ殺虫剤　「植物防疫」38（2）：80－81（1984．

　2）
○皆川　望：線虫分類学ニュース　「日線虫研誌」13：

　26－30（1983．12）

○皆川　望：線虫分類学の現状　「植物防疫」38（3）：1
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一6（1984．3）

○皆川　望：Description　of　Rα40ρhoJo躍6s醜∂6欝欝n．

sp．from　Japan　with　a　reference　to　the　classification

of　the　family　Pratylenchidae（Nematoda：Tylen・

chida）「Applied　Entomology　and　Zoology」19（1）：

21－26（1984．2）

〇三橋　淳，中曽根正一＊，堀江保宏＊：Sterol－free

eukaryotic　cells　from　continuous　cell　lines　「Cell

Bio1．Intem．Rep．」7：1057－1062（1983．12）

○宮下清貴，加藤哲郎＊，都留信也＊：都市ゴミコンポス

ト施用土壌の放線菌　「土と微生物」25：23－31（1983．

12〉

○守中　正，橘高昭雄＊：タイ国のイネ品種とその病害虫

に対する反応　「熱帯農業」27（4）：276－281（1983．12）

○西沢務：線虫の防除と天敵利用「植物防疫」38（3）：

27－33（1984．3〉

○野田隆志：Short　day　photoperiod　accelerates　the

oviposition　in　the　oriental　green　stink　bug，」M（3zα昭

㈱伽κα如Scott（Heteroptera：Pentatomidae）

　「Applied　Entomology　and　Zoology」19（1）：

119－120（1984．2）

○佐藤光政：夏切り後に伸長した桑枝条の容積重および

可溶性糖とでんぷん含有率の変化　「蚕糸研究」（128）：

7－13（1984．1）

○鈴井孝仁，牧野孝宏＊，中村秀雄＊：現地ほ場における

イチゴ萎黄病の多発生事例とその原因　「静岡農試研

究報告」28：9－16（1983．12）

○鈴井孝仁：優れた土壌消毒の方法　「今月の農薬」27

（9）：44－49（1983．8）

○玉木佳男：ヒメコガネにおける性フェロモンの存在と

生物検定法　「応動昆」28（1）：33－35（1984．2）

○玉木佳男：昆虫の性フェロモンとその利用一研究の現

状と今後の課題一「フラグランスジャーナル」12

（2）：22－27（1984．3）

○富永時任＊，高梨和夫＊，西山幸司，岸国　平＊：ウメか

いよう病細菌の同定　「日本植物病理学会報」49（5）：

627－632（1983．12）

○渡辺康正：最近話題の病害虫対策　細菌病　「今月の

農薬」特別増大号：92－97（1984．3）

資材動態部

○石井和夫＊，杉原　進，近藤　煕＊：高標高地における

牧草に対する施肥法　第1報　利用年次初期の牧草に

対する施肥効果　「東北農業研究」33：163－164（1983．

12）

○金沢　純：欧米におけるダイオキシンによる汚染問題

　「林業技術」501：19－22（1983．12）

○金沢　純：Pesticide　residue　problems　in　Japan

「Tropical　Agriculture　Research　Series」（16）：

179－187（1983．1）

○小池久義：昆虫isozymeの微量分析法　「植物防疫」

38（2）：72－75（1984．2）

○越野正義，陽　捷行：農業生産と物質循環　「化学工

学」48（5）：334－337（1984）

○越野正義：肥料中の有害物質及び微量成分の分析

　「ぶんせき」1984（3〉：184－190（1984．3）

○牧野由紀子＊，米山忠克＊，越野正義：国家公務員採用

上級試験「農芸化学」について　「日本土壌肥料学雑誌」

55（1）：85－93（1984。2）

○能勢和夫：Some　Problems　on　Dispersion　Co－

efficient　and　Simulation　for　Pesticide　Leaching

through　Soil「日本農薬学会誌」9（1）：1－6（1984．

2）

○能勢和夫：オキサミルの土壌中縦移動　「日本農薬学会

誌」9（1〉：7－12（1984．2）

○上杉康彦，加野准子＊，児玉　治＊，赤塚引巳＊：3－

Indolylacetic　ac三d－dependent　antibacterial　activity

in　rice　plants「日本植物病理学会報」50（1）：69－71

　（1984．1〉

○上杉康彦：農業用殺菌剤の効力試験法　「防菌防徽誌」

12（3）：148－153（1984．3）

○渡辺久男：土壌標準試料　「ぶんせき」1983（12）：953－

955（1983．12）

（3）学会報告

（農業技術研究所）

企画連絡室

日本土壌肥料学会（1983．4）

○古畑　哲，池　盛重＊：セラードの湿性土壌における

　乾期の土壌水動態　一セラード農牧研究センター圃

　場の例一

物理統計部

日本農業気象学会（1983．4）

○阿部亥三：わが国における水稲の気象災害の地域性

○堀江　武，桜谷哲夫：イネの生産の気候的評価・予

　測法に関する研究　（1）発育の動態予測モデル

○堀江　武，桜谷哲夫：イネの生産の気候的評価・予

　測法に関する研究　（2）光合成有効放射吸収量と乾物

　生産の関係
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○井上君夫1草地の熱・水蒸気輸送過程に関するパラ

　メタリゼーション（1〉

○礒部誠之：夜間放射の発散と対流熱輸送

○岩崎　尚，桜谷哲夫，奥山富子：南関東，東海地方

　における光合成有効放射

○川島茂人：広熱収支場の生成メカニズムに関する研

　究
○真木太一二風洞内モデルによるやませ風地帯馬淵川

　沿の風系図および模擬やませ風の侵入状況

○真木太一，川島茂人：微細気象観測草地における防

　風網による気象改良効果について

○岡田益己，鮫島良次：温室作物の結露について

○岡田益己：開放型乳牛舎の暑熱環境と屋根の断熱性

　の関係

○岡田益己：温室内張り資材の保温力検定

○桜谷哲夫，堀江武：作物の蒸発散に関する研究

　（1〉水田蒸発散の気候学的推定

○桜谷哲夫，堀江　武，A．Luchiari　Jr．＊：作物の蒸

　発散に関する研究　（2）ブラジル・セラードの小麦

　畑の蒸発散

○内島立郎，鮫島良次：大豆の安全作季策定に関する

　研究　2．登熟気温について

○内嶋善兵衛，清野　諮＊：九州の農業気候資源に関す

　る研究（2）

日本農業気象学会関東支部例会（1983．10）

○真木太一：冬期，畑地における防風網の減風・昇温・

　風食防止効果について

日本農業気象学会九州支部例会（1983．11）

○真木太一1水田，草地，畑地の防風網による気象改

　良効果の相互関係

日本作物学会（1983．4）

○秋山　侃，斎藤元也＊，安田嘉純＊，江森康文＊，棟方

　研＊：中間赤外分光放射計による牧草の測定

　○棟方　研＊，芝山道郎：超音波を利用した新しい作物

　用センサの開発　第1報　超音波作物レーダの試作

　○芝山道郎，棟方　研＊：ほ場作物反射スペクトル解

　析装置の開発　第5報　乾物重推定法の改良

　○渡辺利通，棟方　研＊1テレビカメラによる作物群

　落構造解析装置の開発　第4報　高さ測定プログラ

　ムの改良と個葉空間配置パラメータの推定

日本作物学会（1983．10）

　○芝山道郎，秋山　侃，棟方　研＊：超音波を利用した

　新しい作物センサの開発　第2報　超音波作物レー

　ダによる牧草群落の層別葉量推定

　○渡辺利通：農業用リモートセンシング解析装置とそ

　の利用例

日本育種学会（1983．4）

○原田久也，喜多村啓介＊：ダイズ11Sグロブリンに関

　する生理遺伝学的研究　6．g砂6初6属植物の11Sグ

　ロブリン様タンパク質

日本育種学会（1983．10）

　○原田久也：多検体用水平式電気泳動法と泳動像の定

　量的解析法

　〇三輪哲久，宮川三郎，安問　舜＊：チャの葉形による

　品種の識別　2．スプライン関数近似による葉形分

　析
　○佐々木昭博：育種試験データベース利用による大麦

　品種の交配母本としての能力の評価

日本草地学会（1983．4）

　○秋山　侃，高橋繁男＊，塩見正衛＊：放牧草地におけ

　る窒素の動態

　○秋山　侃，塩見正衛＊，高橋繁男＊，萬田富治＊，村井

　勝＊：異なった飼料生産システム間における補助エ

　ネルギー投下効率の比較

　○塩見正衛＊，秋山　侃，高橋繁男＊，袴田共之＊：放牧

　草地の生産力のシステムモデルによる短期および長

　期予測
　○高橋繁男＊，秋山　侃，塩見正衛＊：放牧草地の家畜

　生産の季節変動

日本地理学会（1983．4）

　○岩崎　尚：晴天日に複雑な地形面が受ける日射量

日本気象学会春季大会（1983．5）

　○真木太一：草地における防風網の乱流特性から見た

　　減風機構について

日本写真測量学会（1983．5）

　○斎藤元也＊，秋山　侃，安田嘉純＊，江森康文＊，棟方

　　研＊：中間赤外反射スペクトル利用による植物生体

　情報の収集　一牧草群落の生体情報収集一

日本生態学会（1983。7）

　○塩見正衛＊，秋山　侃，高橋繁男＊：放牧草地におけ

　　る草量の空問分布　（2）データ

　○塩見正衛＊，秋山　侃，高橋繁男＊：放牧草地におけ

　　る草量の空間分布　（1）モデル

大気汚染学会（1983．11）

　○小林和彦：用量反応関係における植物生長モデルの

　　重要性について

日本農業気象学会第2回農業気象災害研究会（1983．4）

　○真木太一：防風施設関連用語についての提案

　○真木太一：防風施設の効果に関する最近の成果概要

　　一海外における研究概要一

日本農業気象学会第3回農業気象災害研究会（1983．9）

　○真木太一：農水省構造改善局で実施中の防風施設計



28 農業環境技術研究所年報　昭和58年度

　画基準作成調査について

農業土木学会第4回農地保全研究集会（1983．7）

○真木太一：農耕地における防風対策

化学部
日本土壌肥料学会（1983．4）

○足立美智子：流出水量と腐植の移動集積について

○荒明正倫：黒色系土壌の有機物含量と理化学的性質

○遠藤宗男＊，陽　捷行，福士定雄：近紫外域除去フィ

　ルムが土壌中の窒素の形態変化に及ぼす影響（第1

　報）自然光下での圃場実験

○藤井義晴，安田環，林　徹＊：インピーダンスに

　よるリンの栄養診断

○福士定雄，陽　捷行，小川吉雄＊，酒井　一＊：水田

　における窒素浄化機能に関する研究　（第2報）　硝

　酸塩濯漸水田土壌の脱窒菌数と脱窒能

○浜崎忠雄：エポキシ系樹脂を用いた土壌モノリス作

　製法
○早野恒一：土壌のホスホジエステラーゼのカラムク

　ロマトグラフィーによる分画および性質

○井上恒久＊，天野洋司：火山山ろく地の精密土壌調査

○石井和夫＊，斉藤雅典＊，赤尾勝一郎＊，金野隆光：大

　豆多収要因の解析　（第2報）　大豆多収のための乾

　物生産量

○加藤英孝，仲谷紀男＊，前田乾一：乾燥による土壌の

　液性限界・塑性限界の変化

○加藤好武，山田　裕，田村英二：大縮尺土壌図作成

　のための土壌調査密度に関する一考察　一千葉県印

　旛郡八街町の例一

〇川端智雄＊，藤井義晴，安田　環：リン栄養に対する

　トウモロコシの自殖系統間差異　2．酸性ホスファ

　ターゼ活性について

○木方展治，渡辺久男，結田康一，渋谷政夫，鬼鞍

　豊：土壌水の追跡技法の開発　一第3報　土壌水採

　取装置の圃場適用（その1）

○金野隆光，斉藤雅典＊，石井和夫＊：大豆根粒着生の

　簡易判定法

○金野隆光，杉原　進，山本富三＊：汚泥窒素の肥効評

　価　（第2報）生態気候区分別の無機化予測

○越野正義：フローインジェクション法による富栄養

　成分の定量　　溶存無機リンの定量法を中心として

○久保井徹＊，陽　捷行，広木幹也＊，服部浩之＊，藤井

　国博＊，福士定雄：下水汚泥の土壌施用が土壌環境に

　及ぼす影響　（第27報〉連用土壌からの窒素と炭素

　の揮散　一ライシメーター試験一

〇松山健二＊，山根　功＊，松本信二＊，佐々木泰子＊，

尾和尚人，熊沢喜久雄＊：PIXE法による土壌および

汚泥中の重金属の分析

○陽　捷行，遠藤宗男＊，福士定雄，真弓洋一＊：近紫

外域除去フィルムが土壌中の窒素の形態変化に及ぼ

す影響　（第2報）人工光下での室内実験

○宮下清貴，都留信也：都市ゴミコンポスト中に優勢

な放線菌の分類・同定，

○村上敏文＊，尾和尚人，熊沢喜久雄＊：畑土壌におけ

る脱窒に関する研究（第2報）

○仲谷紀男＊，A．Eduardo　G．Dos　Reis＊，前田乾一：

現地構造土壌の圧縮にともなう物理性の変化

○南條正巳：アルミナゲルに収着したリン酸の赤外線

拡散反射スペクトルとイオン吸着

○小川吉雄＊，酒井　一＊，福士定雄，陽　捷行：水田

における窒素浄化機能に関する研究　（第1報）　硝

酸塩灌漸水田における窒素収支

○大村裕顕＊，早野恒一：土壌のホスホジエステラーゼ

活性におよぼすpHの影響

○佐藤文政＊，大村裕顕＊，早野疸一：土壌のアデノシ

ンデアミナーゼ活性の測定法について

○菅原和夫，井ノ子昭夫：土壌における有機化合物の

分解速度

○武長　孝＊，大田忠親＊，麻生未雄＊，渋谷政夫：短半

減期アイソトープの農学への利用　一（その1）植

物による13NO3｝の吸収移行について

○谷山一郎，川上理香＊，岡島秀夫＊：畑圃場における

NO3－Nの動態

○津村昭人：硝酸電極法による作物の簡易迅速窒素栄

養診断法　一トウモロコシの例を中心に一

〇渡辺久男，結田康一，木方展治，渋谷政夫：土壌水

の追跡技法の開発　一第2報　土壌水採取装置とそ

の性能（その1）

○渡辺光昭，加藤直人：土壌中の施肥リン測定におけ

る二・三の問題

○山本富三＊，杉原　進，金野隆光：汚泥窒素の肥効

評価　　（第1報）無機化速度と添加量との関係

○山崎慎一，田村有希博＊：ICP発光分析の農学への

応用　（第3報）一土壌中の微量元素分析一

〇吉野昭夫＊，上野義視，C．Nilnond＊，P．Piyapongse＊

，：タイ国畑土壌における土壌侵食について　一人

工降雨装置による実験結果

○安田　環，川端智雄＊，藤井義晴：リン栄養に対する

　トウモロコシの自殖系統間差異　1．生育量及びリ

　ン吸収特性

○結田康一，渡辺久男，木方展治，渋谷政夫，鬼鞍

豊：土壌水の追跡技法の開発　一第1報　元素トレー
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　サー法による追跡技法の開発（その1）

日本土壌肥料学会関東支部会（1983．9）

○早野恒一，室井栄一＊，大村裕顕＊：トマト育苗ポッ

　　トの床土における酵素活性の分布

○陽　捷行，福士定雄，鈴木大助：施肥に伴う畑圃場

　からのN20揮散

日本土壌肥料学会東北支部会（1983。9〉

○斉藤雅典＊，杉原　進，金野隆光，石井和夫＊：厩肥

　の連年多量施用がトウモロコシの生育に及ぼす影響

日本土壌肥料学会九州支部会（1983。9）

　○石原　暁，市来秀夫＊，窪田昌綱＊：沖縄の採草地に

　おける土壌水分の動態と牧草の生育・収量

日本作物学会（1983．4）

　○屋敷隆士＊，木方展治，渋谷政夫，他1名：落花生に

　対する窒素成分の動態一5N標識施肥窒素の行動一

日本菌学会（1983．5）

　○早野恒一：土壌のセルロース分解における糸状菌酵

　素の役割

日本土壌動物学会（1983．5）

　○都留信斑，菅家文左衛門＊：馬ふんコンポスト中の微

　生物活性
日本園芸学会（1983．10）

　○藤原多見夫＊，木方展治，渋谷政夫，他4名：中国山

　間地域開発果樹園の生産性向上　（第1報）土壌の物

　理性改善と根の活力分布

日本植物学会（1983．10）

　○野内　勇＊，河内　宏，遠山　益＊：葉緑体の膜成分

　　におよぽす光化学大気汚染物質の影響

プラズマ分光分析研究会（1983．4）

　○越野正義：ICPによる肥料および土壌の分析

日本土壌肥料学会シンポジウム（1983．4）

　○金野隆光：土壌微生物活性測定への微少熱量計の応

　用
日本芝草研究会大会（1983．5）

　○都留信也：芝地の土壌微生物

ペドロジスト懇談会（1983．6）

　○岩佐　安：奄美諸島徳之島の表層灰白化黄色土

Intemational　Symposium　on　Soybean（1983．9）

　○田邊市郎，馬　清華＊，朱家　槙＊：Economical　Fer－

　tilization　of　Nitrogen　for　Tropical　Soybean

病理昆虫部

日本植物病理学会（1983．10）

○竹田富一＊，鬼木正臣，鈴井孝仁：イネ紋枯病およ

　び類似症に関与する菌類に対する各種薬剤の菌糸伸

　長抑制効果

日本植物病理学会夏季関東部会（1983．7）

○畔上耕児，西山幸司，渡辺康正：コンピューター利

　用による植物病原細菌のデータ集積と分類同定

　　1．理論と方法

　○畔上耕児，西山幸司，福田徳治＊，渡辺康正：コン

　ピューター利用による植物病原細菌のデータ集積と

　分類同定　II．実施例

　○片桐政子，上杉康彦：IAAの酸化酵素による生成物

　のイネいもち病抑制作用

　○西山幸司，畔上耕児，福田徳治＊，渡辺康正：マイ

　クロコンピューターを利用して植物病原細菌を簡易

　同定する試み

　○鈴井孝仁，木伏秀夫＊，岩倉和之介＊，小林義明＊，

　牧野孝宏＊：静岡県におけるイチゴ萎ちょう病の発

　生と防除

　○鄭　燕彙＊，渡辺康正，西山幸司：イネ白葉枯病萎ち

　　ょう症の発生と温度との関係

　○土屋行夫，伊達寛敬＊，小野木静夫＊：ラナンキュラ

　ス腐敗病（新称）

日本植物病理学会東北部会（1983．10）

　○竹田富一＊，鬼木正臣，鈴井孝仁：イネ紋枯病および

　類似症に関与する菌類に対する各種薬剤の菌糸伸長

　抑制効果

日本植物病理学会関西部会（1983．10〉

　○尾崎克巳＊，西山幸司，渡辺康正，木村俊彦＊：ナス

　科野菜の青枯病菌のbiovarとタバコ葉における過

　敏感反応について

　○白田　昭，鈴木良治＊，後藤正夫＊：E耀i勉召　60zo一

　　渉o∂o耀subsp．o召zo渉o∂o鵤接種によるカンキツ葉の

　抗菌物質の生成について

日本植物病理学会秋季関東部会（1983．11）

　○稲葉忠興，守中　正：ダイズベと病菌の卵胞子形成

　　に及ぽす環境要因

　○守中　正，柴田寿夫＊，他4名＊：タイ国中央平原の

　　1983年雨季作イネに発生したイネウイル久病

　O　Mukelar，A．＊，稲葉忠興，梶原敏宏＊：リョクトウ

　　（緑豆）そうか病菌の分生胞子形成

　○佐藤　守＊，西山幸司：飛6％40彫o耀s　s”η9磁pv。

　　αケo卿ゆπz2召の抗原性変異と凝集性を誘導するプ

　　ラスミド

　○重松辰郎＊，八重樫博志：ソ連産イネいもち病菌の

　　レースと交配型

　○白田　昭，土屋行夫，大畑貫一＊：み6裾o彫o麗s

　　oづ6ho痂のテンペレートファージとラピドゾーム

　○八重樫博志，山田昌雄＊：いもち病の病班拡大因子存

　　在の可能性



30 農業環境技術研究所年報　昭和58年度

日本応用動物昆虫学会（1983．4）

○福原楢男：イネクキミギワバエ（イネクロカラバエ）

　葡4z611彪　s粥αh窃とトウヨウイネクキミギワバエ

　Eρhπゆρ初αは同種か？

○後藤三千代＊，桐谷圭治：ホソメイガの蝿化に及ぼす

　日長とヒエの生育stageの影響

　○原敬之助＊，稻生　稔＊，西野新次＊，笠井良雄＊，松

　井武彦＊，川本　均＊，宮井俊一，浜田竜一，桐谷圭

　治：ドウガネブイブイ成虫個体群の生態　2．個体

　マークによるクリ園での動態調査

　○浜田竜一，宮井俊一，桐谷圭治，川本　均＊，稻生

　稔＊，原敬之助＊，松井武彦＊，西野新次＊，笠井良雄＊：

　　ドウガネブイブイ成虫個体群の生態　4．クリ園に

　おける空間分布

　○服部伊楚子，内藤　篤＊ほか：インドネシアにおいて

　新たに発見されたダイズの英害虫E渉♂6磁　ho6s碗i

　（Butler）

　○池内まき子：ホソヘリカメムシの産卵消長

　○川本　均＊，斉藤　隆＊，桐谷圭治：ダイズの生長モ

　　デルと動的被害許容水準

　○川崎建次郎：風洞内におけるチャノコカクモンハマ

　　キ雄成虫の性フェロモントラップヘの誘引

　○粥見惇一＊，坂下　敏＊，都築　仁＊，浅山　哲＊，安

　　田弘之＊，下畑次夫＊，桐谷圭治：イネミズゾウムシ

　　の研究　3．年次変動と増殖曲線

　○桐谷圭治，浜田竜一，宮井俊一，川本’均＊，稻生

　稔＊，原敬之助＊，松井武彦＊，西野新次＊，笠井良雄＊：

　　ドウガネブイブイ成虫個体群の生態　5．集中分布

　　のメカニズム

　○小林荘一＊，粥見惇一＊，宮井俊一：イネミズゾウム

　　シの研究　1．密度推定法

　○小山健二，三橋　淳：短日条件下でのウンカ・ヨコ

　　バイ類の人工飼育

　○皆川　望：日本産トゲワセンチュウ亜科の新属につ

　　いて

　○宮井俊一，桐谷圭治，中筋房夫＊：イネ萎縮病の数理

　　疫学モデル

　○森本信生，岸野賢一：イネミズゾウムシの耐寒性

　○根本　久＊，桐谷圭治，小野久和＊：メソミル水和剤

　　処理によるコナガのリサージエンス

　○西沢　務，M．Herman＊：ジャワ島におけるダイズ

　　圃場の有害線虫相　一特にシストセンチュウの1種

　　について

　○野田隆志，釜野静也：ホソヘリカメムシの発育に必

　　要なビタミンとアミノ酸

　○野口　浩，玉木佳男，他1名：ハマキガ2種の雌成

　虫におよぼす性フェロモンの影響

○野口　浩，玉木佳男，他1名：合成性フェロモンに

　対する2種ハマキガの反応性の差異

○下畑次夫＊，浅山　哲＊，都築　仁＊，桐谷圭治：イネ

　ミズゾウムシの研究　5．我国における分布予測

○杉江　元，玉木佳男，他1名：カンシャノシンクイ

　ハマキの性フェロモン　（2）室内生物検定法

○玉木佳男，・杉江元，他2名：チャノコカクモンハ

　マキ性フェロモン微量成分の光学異性体の生物活性

○玉木佳男：ヒメコガネの性フェロモンの生物検定

○所沢朗子＊，岩花秀典＊，三橋　淳：In　vitroにおけ

　る昆虫細胞の食細胞活動について

日本農薬学会（1983．4）

○片桐政子，上杉康彦：IBP感受性を異にするイネい

　もち病菌のpyrazophosに対する感受性

○風野　光：プロパホス及びその酸化体（プロパホス

　スルホキシド，プロパホススルホン）のツマグロヨ

　コバイにおけるin　vivo及びin　vitro代謝

　○昆野安彦，Sutrisno，風野　光，宍戸　孝：昆虫に

　おけるグルタチオンS一トランスフェラーゼの分布

　○黒河内伸＊，高瀬　巌＊，片桐政子，上杉康彦：有機

　　リン殺菌剤に感受性を異にするイネいもち病菌株間

　でのedifenphosの代謝

　○守谷茂雄，吉田　充：施設園芸防除における液剤噴

　霧粒子の拡散分布と付着

　○宍戸　孝：植物におけるグルタチオンS一トランス

　　フェラーゼの分布

　○上杉康彦，片桐政子：イネいもち病菌におけるホス

　　ホロチオール酸エステルとホスホロアミド酸エステ

　ルの代謝の関連

　○吉田　充，守谷茂雄，上杉康彦：イネいもち病菌に

　おける〔メチル」3C〕メチオニンからのメチル転位反

　応のNMRによる観察
日本蚕糸学会（1983．4）

　○井上　元＊，、三橋　淳：カイコ胚子細胞の培養

日本化学会第47回春季年会（1983．4）

　○高杉光雄＊，白田　昭，他4名＊：SpirobroussoninA

　　およびBの構造

日本化学会第48回秋季年会（1983．8）

　○高杉光雄＊，白田　昭，他6名＊：木本植物のファイ

　　トアレキシン　ークワ科植物を中心として一

日本獣医学会（1983．4）

　○神尾次彦＊，三橋　淳，藤崎幸蔵＊，北岡茂男＊：フタ

　　トゲチマダニの初代組織培養

第6回国際無脊椎動物組織培養学会（1983．6）

　〇三橋　淳：Serum－free　culture　and　sterol　require一
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　ments　of　insect　ce111ines

東亜蜘蛛学会（1983．8）

　○大熊千代子＊，宮井俊一：アシナガグモ属の計量形態

　学的研究（1〉

日本昆虫学会（1983．9〉

　○小池久義：昆虫の害虫化と殺虫剤抵抗性化に伴う生

　化学的変化

　○宮崎昌久：Rhopalosiphoninus　tiliae（Matsumura）

　（アブラムシ科）の生活環

日本鱗翅学会（1983．11）

　○小池久義：鱗翅目昆虫の色素穎粒

北日本病害虫研究会（1983．2）

（1）

　○竹田富一＊，鬼木正臣，鈴井孝仁：G曜n伽o磁4伽窺

　属3種の菌株に対する各種薬剤の菌糸伸長抑制効果

3rd　Intemational　Mycological　Congress　（1983．8）

　○羽柴輝良：Sclerotial　morphogenesis　in　the　rice

　sheath　blight　fungus（Rh澹oαo％毎so彪アz♂）

　○羽柴輝良，百町満朗＊，本問善久，松田　泉：ISO－

　1ation　and　characterization　of　a　plasmid　DNA　in

　the　fungusノ～hづzo6！on勿soJαηガ

　○片桐政子，上杉康彦：Suppression　of　rice　blast

　d至sease　by　a　product　of　enzymatic　oxidation　of

　IAA
　O鈴井孝仁：Colonization　ofπ61づ60δαsズ4伽規

　吻o解ραon　asparagus　roots

　O八重樫博志：Perithecial　production　in　matings　of

　乃万6π彪吻isolates　from　cereals　and　grasses

4th　International　Congress　of　a　plant　pathology（1983。

8）

　○羽柴輝良，百町満朗＊，本間善久，山田昌雄＊：ISO・

　1ation　and　characterization　of　a　plasmid　DNA　in

　the　fungusノ～h々06渉oηづ‘z　so彪π♂

FFTC（Food　and　Fertilizer　Technology　Center　for　the

Asian　and　Pacific　Region）（1983．10）

　○鈴井孝仁：Ecology　of　Phytophthora　diseases　of

　vegetable　crops　in　Japan

日本農薬学会第7回農薬残留分析研究会（1983．10）

　○金沢　純：魚類による農薬の生物濃縮性の予測

生理遺伝部

日本作物学会（1983．4）

○坂　　斉，千坂英雄＊：酸素電極法による植物の光合

　成速度の変動要因について

日本雑草学会（1983．6）

○伊藤夫仁＊，坂　　斉，千坂英雄＊：S一トリアジン系

　除草剤の水稲生理に及ぼす影響と品種間差

○坂　　斉，千坂英雄＊：パラコート耐性ハルジオンの

　耐性機構について　（2）生理的諸特性

○坂　　斉，長田　隆＊，千坂英雄＊：パラコート耐性

　ハルジオンの耐性機構について　（3）カルスにおける

　特性

（農業環境技術研究所〉

環境管理部

日本草地学会（1984．3）

○築城幹典＊，秋山　侃，高橋繁男＊，小山信明＊，塩見

　正衛＊：放牧草地におけるエネルギーと物質の流れ

　（1）太陽エネルギー利用の季節的変化

○近藤　煕＊，高橋繁男＊，塩見正衛＊，秋山　侃：放牧

　草地におけるエネルギーと物質の流れ　（3）リンの

　流れ
　○塩見正衛＊，秋山　侃，小山信明＊，高橋繁男＊，築城

　幹典＊：放牧草地におけるエネルギーと物質の流れ

　（5）窒素循環モデル（予報）

　○秋山　侃，深山一弥＊：リモートセンシングによる農

　業開発適地選定一インドネシアにおける手法一

理研シンポジウムーライフサイエンスにおける放射化学

的手法の展望（1984．2）

　○結田康一：カリ養分研究へのサイクロトロン短寿命

　RI43kおよび天然RI40k濃縮物のトレーサー利用

環境資源部

日本農業気象学会関東支部例会（1984．1〉

○阿部亥三，川島茂人：麦類のバイオマス資源の推定

　○岩崎　尚：栃木県の気候特性

　○岡田益己，鮫島良次：開放型乳牛舎の屋根開口部の

　防暑効果について

　○奥山富子：土壌水分の日変化の実測例

日本土壌肥料学会九州支部会（1983．9）

　○秋山　豊，内田好哉＊：麦の養分吸収に及ぼす湛水処

　理の影響　第3報　湛水時期と追肥の効果

大気汚染学会（1983．11）

　○野内　勇，大橋　毅＊：ペチュニア配置法による東京

　都内のPAN汚染の実態調査
第30回風に関するシンポジウム（1983．12）

　○真木太一：防風施設調査委員会の風害および防風施

　設のアンケート調査について

環境生物部

日本植物病理学会（1983．10）

○本問善久，勝部利弘＊：％解ρ蝉ε磁∂o縦類似の土
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　壌アメーバによる植物病原菌の捕食

日本蚕糸学会（1983．4）

○佐藤光政：桑枝条における貯蔵炭水化物の蓄積と消

　費
○宇佐美洋三：雑草の繁茂と桑園内の微気象について

日本蚕糸学会関東支部会（1983。11）

○佐藤光政，塚本雅俊＊：ヒートパルス法による桑枝条

　中の樹液流速度測定について

3rd　Intemational　Mycological　Congress（1983．8）

○本間善久，R．」．Cook＊，勝部利弘＊：Influence　of

　ervironmental　factors　on　Perforation　activity　of

　mycophagous　amoebal，。4履6h捌如　加加渉魏s

　Cienk．，as　a　predator　of　plant　pathogens

ROC－JAPAN
Seminar　on　the　Ecology　and　Control　of　the　Brown

Planthopper（1984．2）

○小山健二：Nutritional　Physiology　of　the　Brown

　　　　　　　　　　　　　　　　　の　Rice　PlanthoPPer，　1W勿）‘z7％如　　1κ96ns　（Stal）

　Hemiptera：Delphacidae）

北陸病害虫研究会（1984．2）

　○小池賢治＊，小嶋昭雄＊，羽柴輝良：イネ紋枯病の適

　正防除を進めるための広域調査法

資材動態部

日本昆虫学会関東支部大会（1983．12）

○小池久義，森本信正：昆虫の脱水素酵素の迅速微量

　測定法
日本農薬学会（1984．3）

○宍戸　孝，昆野安彦，深見順一＊：グルタチオンS一

　トランスフェラーゼによるdicapthonおよびその

　関連化合物のアルキルおよびアリール抱合

○鈴木隆之，山田忠男：除草剤ピラゾレートの土壌中

　における分解（第1報〉土壌中のピラゾレートの残

　留分析法

○上路雅子，富澤長次郎：Phoshoramidothioateの殺

　虫活性に関する研究

○上杉康彦，片桐政子，加野准子＊，児玉　治＊，赤塚

　ヂ巳＊：IAAの酵素酸化生成物のイネ科植物病害に

　およぼす影響

○吉田　充，能勢和夫：殺菌剤処理による灰色カビ病

　菌菌体中の水のスピンー格子緩和時間の変化

（4）その他

（農業技術研究所）

物理統計部

○阿部亥三：やさい生産と気象条件　昭和58年度果樹・

やさい・花き技術者研修（筑波事務所）　果樹試，野

菜試共催（1983．6）

○阿部亥三：異常気象と今年の稲作　日本農業機械化協

会（東京）（1983．6）

○原田久也：統計的検定，推定　昭和58年度都道府県農

林水産関係研究員短期集合研修〔理論系〕（筑波）農

林水産技術会議事務局（1983．11）

〇三輪哲久：直交表による多因子計画　昭和58年度都道

府県農林水産関係研究員短期集合研修〔理論系〕（筑波）

農林水産技術会議事務局（1983．11）

○大塚雍雄：実験計画　昭和58年度都道府県農林水産関

係研究員短期集合研修〔理論系〕（筑波）　農林水産技

術会議事務局（1983．11）

○佐々木昭博：DATA－710の利用による大麦育種試験

　成績のデータベース化　計算機利用研究発表会（筑波）

　技会筑波事務所（1983．11）

○佐々木昭博：多重比較　昭和58年度都道府県農林水産

　関係研究員短期集合研修〔理論系〕（筑波）　農林水産

　技術会議事務局（1983．11）

○内島立郎：農業気象災害　初級職員技術研修　農林水

　産研修所（八王子）（1983．7）

○内嶋善兵衛：最近の異常気象　TBSテレビ（東京）

　（1983．11）

○渡辺利通：回帰と相関　昭和58年度都道府県農林水産

　関係研究員短期集合研修〔理論系〕（筑波）　農林水産

　技術会議事務局（1983．11〉

化学部
○阿部和雄：土地分類手法　国際協力事業団中期研修

　（東京）（1983．7）

○加藤好武：土壌調査法　地域農業開発計画研修会　農

林水産研修所（八王子）　構造改善局（1983．10）

○加藤好武：土壌情報システムの作成と利用　第2回電

子計算機利用研究発表会（筑波）筑波事務所電子計算

課（1983．11）

○川崎　弘：土壌学概論　初級職員技術研修　農林水産

研修所（八王子〉（1983．5〉

○前田乾一：Historical　review　of　improvement　of
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problem－soils　in　Japan　Intemational　Seminar　on

Ecology　and　Management　of　Problem　Soils　inAsia

　（タイ国）（1983．11）

○中村好男：土壌動物，とくにミミズの生態について

　ゴルフ場・芝草害虫研修会（大阪）　芝草害虫研究会

　（1983．5）

○中村好男：土壌圏をすみかとする動物たち一土壌動

　物学　第4回土壌浄化法基礎講座研修会（伊那）毛管

　浄化研究会（1983．9）

○谷田貝光克＊，安田　環：森の効用　Athletic　Book

　（K．K．ランナーズ）（1983．8）

病理昆虫部

○畔上耗児：キャベツ黒腐病菌のレース分化と品種の抵

　抗性一主として病理的見地から　育種技術研究会（三

　重）　日本種苗協会（1983．11）

○岸野賢一：資材情報り83　日本農業新聞（1983．6）

○桑原雅彦：薬剤抵抗性害虫について　昭和58年度発生

　予察職員中央研修（横浜）農蚕園芸局植物防除課

　（1983．11）

○宮井俊一：性フェロモン利用の可能性と限界　一数理

　モデルによる検討一　昭和58年度フェロモン利用に関

　するシンポジウム（伊豆長岡）　日本植物防疫協会

　（1983．9）

○守谷茂雄：害虫防除剤　植物防疫研修会（東京）日本

　植物防疫協会（1983．9）

○西山幸司：細菌の分類　昭和58年度植物防疫官専門研

　修（植物病理コース）農林水産省植物防疫所研修セン

　ター（横浜）（1983．9）

○鬼木正臣：稲の菌核病　JICA「稲病害虫防除コース」

　（兵庫〉（1983．10）

○鈴井孝仁：野菜の連作障害　昭和58年度発生予察職員

　中央研修（横浜）　農蚕園芸局植物防疫課（1983．11）

○上杉康彦：殺菌剤　植物防疫研修会（東京）日本植物

　防疫協会（1983．9）

○渡辺康正：野菜の病害　昭和58年度果樹・野菜・花き

　技術者研修（筑波事務所〉果樹試，野菜試共催（1983．

　6）
○山田忠男：Herbicide　residue　problems　and　the

　chemical　analyses　JICA短期専門家報告（タイ）

　（1983．6）

○山田忠男：除草剤の使用と土壌微生物　果樹の土壌肥

　料に関する重要研究課題検討会議（筑波）果樹試験場

　（1983．9）

生理遺伝部

○坂　　斉：On　the　study　work　of　physiological　and

biochemical　basis　for　the　detection　of　selective

herbicide　action　（研修指導報告書〉NationalWeed

ScienceResearchlnstitute　（タイ）（1983．7）

（農業環境技術研究所）

　環境管理部

○原田久也：統計的検定と推定　昭和58年度農林水産省

　試験研究機関等研究員の数理統計短期集合研修　　（筑

　波）　農林水産技術会議事務局（1984．1）

○宮井俊一：数値分類　昭和58年度農林水産省試験研究

　機関等研究員の数理統計短期集合研修（筑波）農林水

　産技術会議事務局（1984．2）

○守谷茂雄：害虫防除剤　植物防疫研修会（東京）日本

　植物防疫協会（1984．1）

○守谷茂雄：農薬の剤型と施用法　国際協力事業団農薬

　利用研修コース（神戸）（1984．3）

○佐々木昭博：t検定　JAICA統計研修（筑波）

　」、へICA（1984．3）

○宇田川武俊：エネルギー需給構造と自然エネルギーに

　よる代替可能性一大潟村，味方村調査について　エネ

　ルギーコンファレンス（東京）文部省科研費，エネル

　ギー特研，社会経済班　他（1984．1）

環境資源部

○天野洋司：Phosphorus　Status　of　Andosols　in　Japan

　Soil　Sur▽ey　Laboratory（Lincoln，NE）（1984．3）

○浜崎忠雄：水田土壌の地力問題　NHKラジオ第一放

　送（東京）（1984．2）

○岡田益己：農業気象研究におけるマイコン利用　気象

　環境の機能と利用に関する研究会（筑波）農業環境技

　術研究所（1984．3）

○内島立郎：農業気象災害　初級職員技術研修，農林水

　産研修所（八王子）（1984．2〉

環境生物部

○神山恵三＊，岩波洋三＊，安田　環，谷田貝光克＊，吉永

徹夫＊：森林浴のすすめ　Quark　（講談社）（1984．1）

○西山幸司：昆虫共生微生物の培養ろ液に含まれる抗植

　物病原細菌活性の検定　新共生微生物の生産する生理

　活性物質の探索・利用技術の研究に関する調査（筑波）

　農業生物資源研究所（1984．3）

○西村　格：草地生態系　昭和58年度農林水産試験機関

　研究員の公害研修（筑波）農林水産技術会議事務局
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　（1984．3）

○鈴井孝仁：根圏糸状菌　「新共生微生物の生産する生

　理活性物質の探索，利用技術の研究に関する調査」一高

　等植物における調査一（筑波〉林業試験場（1984．3）

○塚野　豊：残留分析の方法と問題点　国際協力事業団

　農薬利用研修コース（神戸）（1984．2）

　資材動態部

○宍戸　孝：殺虫剤　農業共済専門防除員講習会（東京）

　全国農業共済協会（1984．1）

○上杉康彦：殺菌剤　植物防疫研修会（東京）日本植物

　防疫協会（1984．1）

○上杉康彦：殺菌剤　専門防除技術者養成講習会（東京）

　全国農業共済協会（1984．1）

○上杉康彦：Resistance　of　phytopathogenic　fungi　to

　fungicide　国際協力事業団農薬利用研修コース（神

　戸）（1984．2）
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IV技　術　協　力

1．技術研修

（1）依頼研究員

農林水産省依頼研究員規則に基づき，昭和58年度中に各都道府県などから受入れた依頼研究員の概要は次のとおり

である。

昭和58年度依頼研究員（研究期間2ケ月以上）

氏　　名 所 属 研　　究　　課　　題 研究期問
（農業技術研究所）

斉藤博之岩手県農業試験場聾穿懸鮪掌鶴播欝蕩學老纏の生育予測につ58・5・6－58・7・3・

奥津喜章茨城県農業試験場稲母本評価のための大型電算機利用技術に関する研究58．5．6～58．7．30

小　沢　一　夫　福　島　農業試験　場　低リン酸耐性の種間差に関する研究

今川正弘漕撃繋簿鱗大豆の窒素代謝と生育収量との関連に関する研究

竹　田　富　一　山形県農業試験場　土壌病原糸状菌の分類と生理に関する研究

斉　藤　幸　一　千葉県農業試験場　水稲の生理的特性に関する研究

松野　　篤　山梨県農業技術研究所光に対する作物の生育反応に関する研究

鳥山光昭鹿児島県茶業試験場重窒素利用及び土壌窒素肥沃度に関する研究
小　堀　英　和　住友林業株式会社　土壌微生物フローラ同定技法に関する研究

栗　山　雅　夫　和歌山県農業試験場　土壌微生物活性に関する研究

茂　木　孝　夫　群馬県園芸試験場　気象災害による被害度査定方法に関する研究

中路清和京都府農業総合研究所作物の炭素同化及び窒素吸収に関する研究

阿部真三宮城県古川農業試験場　いもち病抵抗性の遺伝育種的研究
前　川　利　彦　北海道中央農業試験場　主要農作物種子の発芽並びに貯蔵に関する研究

山　田　良　三　愛知県農業総合試験場　土壌有機物の機能に関する研究

佐　藤　照　美　大分県農業技術センター　施設農業における光質利用技術に関する研究

照屋寛由沖縄県農業試験場植物の組織培養の育種利用に関する研究
松尾多恵子千葉県暖地園芸試験場作物の窒素及び炭素栄養制御に関する研究

宮原克祐群馬県農業試験場有機コロイドの機能に関する研究

58．5　．6～58．10．31

58．5．6～58．7．30

58．5．6～58．7．30

58．5．6～58．10．31

58．5　．6～58．7　．30

58．5．16～58．ll．15

58．5　．16～58．11．15

58．5．16～58．8．15

58．6　，1～58．8　．31

58。6　．1～58．11．15

58．6　．1～58．8　．31

58．6　．1～58．8　．31

58．7．1～58．9．30

58．7．1～58．9．30

58．7．15～58．11．15

58．8　．1～58．10．31

58、8．1～58．10．31

中山幹朗和歌峠果樹試験場弊試験研究1こお1ナる電子計算機利用技術に関する研58・8・16－58・・L15

佐藤力郎福島県果樹試験場性フェロモンを利用した害虫防除に関する研究　　58．8．16～58．11．15

（農業環境技術研究所）

小松憲一長野県中信農業試験場土壌有機物の機能に関する研究 59．1　．15～59．3．31

計22名
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　（2）国内留学研究員

農林水産省試験研究機関研究員の国内留学実施要領及び国内留学派遣事務手続要領に基づき，昭和58年度中に留学

研究員として派遣した研究員の概要は，次表のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　昭和58年度国内留学研究員

氏　　名 所 属 留　学　先 留学・研究課題 留学期間
（農業技術研究所）

寺尾富夫生理遺伝部生理科東京大学教養学部光合成色素生合成の機構の解析58．10．1～59．3．31

　（3）流動研究員

流動研究員制度実施要領に基づき，昭和58年度中に流動研究員として派遣され，または招へいした流動研究員の概

要は次のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　　昭和58年度流動研究員

氏　　名 所　　属 派遣又は招へい場所 研　究　課　題 研究期問
（農業技術研究所〉

広瀬義躬九州大学農業技術研究所蕎イズ害虫に対する天敵の作用の評ll：陥蕊1：ll

池田英男大阪府立大学農業技術研究所繍聾脇緬藻あ議謙準の58・7・5－58・9・2

小原嘉明東京農工大学農業技術研究所与螺昊害虫の酉己偶行動の解析1こ関58・7…一58・8・13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重粘地土壌における土壌動物の動態
中　村　好　男　農業技術研究所北海道農業試験場　とその土壌肥沃度に対する寄与につ　58，7．28～58．8．22

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いて
高橋克忠大阪府立大学農業技術研究所難盤鵬男9乍吉騨鞘講58・9・・一58・9・3・

鮫　島　宗　明　農業技術研究所名　古　屋　大　学　C4光合成系酵素の多型解析　　　　58．9．13～58．10．16

宮崎　毅四国農業試験場農業技術研究所土壌中の水分動態への測定法の開発58．10．4～58．11．25

（農業環境技術研究所）

神山恵三共立女子大学農業環境技術研究所蠣難糎鵠響麟並び1こ髄性58・12・2・一59・3・3・

斉藤　修北海道農業試験場農業環境技術研究所ζ冥鎌鵜発育阻害成分の検索59・L19－59・3・7

岡田忠虎中国農業試験場農業環境技術研究所難騰架藻翻議類の分類59・L3・一59・3・24

計10名
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（4）外国研修生

氏 名 国名　 受入れ部科名　研修項目　研修期間　備考

（農業技術研究所）

Mr．Hamoto

何雲昆

Mr．Ren　Boa　Gui（任宝貴）

Dr．Mohd。Noor

Mr．Augusto　Tulmann　Neto

Mr．Carlos　Llosa

Miss　Carmen　Enriqueta　Vicien

Mr．Suresh　Chandra　Prasad

Mrs．Nongluck　Prakobboon

Mrs．Prabhasri　Surapat

Mr．B，M．S．G．Peiris

Mr．Auzay　Hamid

Mr．Ahn，Wan　Sik（安完植）

Mr．Moises　Escaff　Gacitua

Dr。Lee　Jung　Il

インドネシア騨朧辮藁礁虫58・3・28－58・9・2・」ICA

　　　　　　　　水稲いもち
中　国毒撰薪灘科翻誓欝58・4・28－58・5・・4熱研

　　　　　　　　法について
　　　　　　　　昭和58年度
　　　　　　　　海外集団研中　　　　国　農業技術研究所　　修植物遺伝　58・5・26～58・8・6　JICA

　　　　　　　　資源コース
マレイシア

ブラジル
ペ　ノレ　ー

アルゼンチン

フイジー
タ　　イ
タ　　イ
スリランカ

インドネシア

韓　　国
チ　　リ

韓

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

〃

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

〃

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

〃

〃

〃

〃

〃

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

〃

　　　　　工芸作物に
国雛覇獺劉甥雑58・6・・6－58・9・・5韓国

　　　　　ジーの応用
（農業環境技術研究所）

崔庸哲

Mr．：Noppom　Nabheerong

Dr．Aurelio　A．Briones

Mr。Hur．11－Bong（許一鳳）

Ms．Maria　Elvezia　Ramirez

Mr。Dαniel　Bordon　Amarilla

鵜m蝉㎞蜘鋤㈱脱パラグアイ算羅縫微生物細菌学

　　　　　　　　放線菌の分
韓国馨齢　微生物鷺馨曽58・・2・・一59・5・・8韓国

　　　　　　　　関する研究
　　　環境生物部微生物　植物病原細
タ　　　　イ　管理科細菌分類研　菌の生態お　59．1．18～59．3．15　熱　研

　　　究室　　　 よび分類

　　　環境資源部土壌管　沖積土壌粗
フィリピン　理科土壌生成研究　粒子鉱物の　59．1．18～59．3．22　熱　研

　　　室　　　　同定分類
　　　環境資源部気象管
韓　　　　国　理科気象生態研究　作物気象　　59．2．1～60。1．23　JICA

　　　室
　　　環境生物部微生物　パラグァィ
パラグアイ罵鮭攣生物植物病理59・2・6～59・1L3JICA

　　　　　　　　　　　59．2　　6～59。11．3
パ・グア・欝鱗圭灘辮農講聯
　　　環境生物部微生物
　　　　　　　　　　　59。3．1～59．3．30　　JICA

計22名
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2．昆虫の依頼同定

一般的に，分類・同定は科学の第一歩であるのみならず他の諸分科にとって欠くことのできない共通基礎である。

このことは昆虫の試験研究でも例外ではなく，虫害の予防・防除や昆虫の利用に当っては，その根底に的確な診断が

必要である。そして，とくに害益虫にあっては種名が正確かつ迅速に同定されなければならないが，そのためには質，

量ともにすぐれた標本および文献の不断の集積，保存・管理，ならびに経験豊かな専門家を擁する組織・体制が欠か

せないことは先進諸国の例で明かである。当所の昆虫分類研究室は，昭和23年以来，省内唯一の当該組織として内外

の試験研究機関からの同定依頼に対応してきた。

昭和58年度における，依頼者の区分別受付件数および同定処理成績の概要は，次表（1），（2）の通りである。

（1〉昭和58年度依頼者区分別受付数

依　　　　　　頼　　　　　　者 受付件数 受付標本数

1．都道府県立農試，園試，果試，茶試 80 590

2．農環研，農研センター，農試，野菜試，果樹試，草地試，畜試，林試，植物防疫所 44 338

3．大学その他の教育機関 18 227

4．その他の官公庁（防除所，衛生研，博物館，県庁） 9 57

5．民問（研究所，会社，個人） 25 331

6．国外（インドネシア，フィリピン，ハワイ） 5 16

計 181 1，559

（2）昭和58年度依頼同定処理成績

処理区分

目

昭　和　58　年　度　受　付　分
58年度回答総計＊＊

受　　　　　付 回　　　　　答 未　　回　　答＊

件数 標本数 個体数 種類数 件数 標本数 個体数 種類数 件数 標本数 個体数 種類数 件数 標本数 個体数 種類数

ト　ン　ボ類 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
直　　翅　　類 4 7 7 6 3 6 6 5 1 1 1 1 4 12 33 11

ハサミムシ類 2 6 6 2 2 6 6 2 0 0 0 0 2 6 6 2
アザミウマ類 24 182 1，961 60 24 182 1，961 60 0 0 0 0 24 182 1，961 60

半　翅　　類 55 469 8，867 187 54 453 8，537 186 1 16 330 1 54 453 8，537 186

甲　虫　類 19 210 215 36 19 210 215 、36 0 0 O 0 19 210 215 36

膜　　翅　　類 4 50 59 7 4 50 59 7 0 0 0 0 4 50 59 7

トビケラ類 1 3 16 1 0 0 0 、　0 1 3 16 1 1 3 16 1
鱗　　翅　　類 41 167 292 53 31 112 208 42 10 55 84 11 31 112 208 42

双　　翅　　類 28 458 600 98 26 456 597 96 2 2 3 2 26 456 597 96

昆　　虫　　外 1 4 4 2 1 4 4 2 0 0 0 0 1 4 4 2
合　　計 181 1，559 12，228 454 165 1，480 11，594 437 16 79 634 17 166 1，486 11，621 443

＊研究継続中のものを含む　　　　　＊＊58年度以前に受付のものを含む
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V総 務

1．機 構

（農業技術研究所）

昭和58年度における機構は次のとおりである。

所　　長

・一糾1画1査1＿，＿、

総務部｛1 務

計

度

課〔庶務係，人事第1係，人事第2係，人事第3係，厚生係〕

課〔主計係，経理係，支出係，給与係，監査係〕

課〔用度係，調達係，施設管理係〕

物理統計部｛翁 象　　科〔物理第1研究室，物理第2研究室，微細気象研究室〕

査　　科〔統計研究室，試験設計研究室，実態調査研究室，作況調査研究室〕

一化　学　部

　肥料化学科〔肥料分析法研究室，肥料鑑定法研究室，肥料製造研究室〕

一作物栄養科〔作物栄養第1研究室，作物栄養第2研究室，作物栄養第3研究室，アイソ

　　　　　　トープ研究室〕

　土じょう第1科〔土じょう科学第1研究室，土じょう化学第2研究室，土じょう化学第3研

　　　　　　究室，土じょう微生物研究室，土じょう物理研究室〕

　土じょう第2科〔土じょう立地第1研究室，土じょう立地第2研究室，土じょう立地第3研

　　　　　　究室，土じょう立地第4研究室〕

一土じょう第3科〔土性第1研究室，土性第2研究室，土性第3研究室，土性第4研究室〕

一病理昆虫部

病　　理

こ　ん虫

一農　　薬

科〔細菌病第1研究室，細菌病第2研究室，糸状菌病第1研究室，糸状菌病第

　2研究室，糸状菌病第3研究室〕

科〔害虫防除第1研究室，害虫防除第2研究室，害虫防除第3研究室，こん虫

行動研究室，こん虫発生予察研究室，こん虫同定分類研究室，線虫研究室〕

科〔農薬化学第1研究室，農薬化学第2研究室，農薬化学第3研究室，農薬化

学第4研究室，農薬物理化学研究室，農薬生理化学研究室，農薬残留研究室〕

一生理遺伝部

遺　　伝

生　　理

業　　務

科〔遺伝第1研究室，遺伝第2研究室，遺伝第3研究室，遺伝第4研究室，遺

伝第5研究室，遺伝第6研究室，遺伝第7研究室，種子貯蔵管理室〕

科〔生理第1研究室，生理第2研究室，生理第3研究室，生理第4研究室，生

　理第5研究室，生理第6研究室，生理第7研究室〕

科
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（農業環境技術研究所）

昭和58年度における機構は次のとおりである。

所　長

　　　　　　企

　　　　　　一庶一総務部一1△
　　　　　　1－z弍

画

絡

書

務

務

計

科

科

課〔図書資料係，編集刊行係〕

科

課〔庶務係，人事第1係，人事第2係，厚生係〕

課〔主計係，支出係，監査係，用度係，施設管理係〕

　　　　　　一環境研究企画官一環境研究官｛環境研究企画官

　　　　　　「資源・生態管理科〔環境立地研究室，資源計量研究室，環境動態研究室，影響調査研究室，農

一環境管理部一L計，，情，，科〔騰懲欝嚢糞講離罪羅計画研究室鰍理

　　　　　　　　　　　　研究室〕

　　　　　　一気象管理科〔気候資源研究室，気象特性研究室，気象生態研究室，大気保全研究室〕

一七馨簾撫1窯1欝竺誹奏岬

一環境生物部

一植生管理科〔植物生態系研究室，保全植生研究室，他感物質研究室〕

　微生物管理科〔細菌分類研究室，糸状菌分類研究室，寄生菌動態研究室，土壌微生物分類

　　　　　　研究室，土壌微生物生態研究室，土壌微生物利用研究室，線虫・小動物研

　　　　　　究室〕

一昆虫管理科〔昆虫分類研究室，昆虫行動研究室，生理活性物質研究室，天敵生物研究室，

　　　　　　個体群動態研究室〕

…動態部イ農薬動態科〔難灘器轟轡　購醜　
　　　　　　一肥料動態科〔多黒要素動態研究室，微量要素動態研究室，廃棄物利用研究室〕



IV総　務

2．人　 事

（1）定　 員

（農業技術研究所）

前年度定員345名のところ，昭和58年度に行政職O削減7名で総定員338名となった。

（58．11．30現在）

定 口
貝

部　　　　別
指 定 行 e 行 口 研 究 計

所　　　　　　長 1 一 一 一 1
企　画　連絡　室 一 8 一 3 11

総　　　務　　　部 一 38 9 『 47

部　　　　　長 一 1 『 『 1
庶　　務　　課 一

12
『 一

12

会　　計　　課 一
13 ｝ 一

13

用　　度　　課 一
12 9 一 21

物理統計部 一 3 一 26 29

化　　　学　　　部 一 4 一 74 78

病　理昆　虫　部 一 3 一 63 66

生　理遺伝　部 一 9 30 42 81

放射線育種場 一 6 8 11 25

合　　　　計 1 71 47 219 338

（農業環境技術研究所）

昭和58年度末各部定員は，次のとおりである。

（59．3．31現在）

定 口
貝

部　　　　別
指 定 行 の 行 口 研 究 計

所　　　　　　長 1 1
企　画連絡室 8 15 5 28

環境研究　官 1 1
環境研究企画官 2 2
総　　　務　　　部 29 6 35

部　　　　　長 1 1
庶　　務　　課 10 10

会　　計　　課 18 6 24

環境　管　理　部 4 35 39

環境　資　源　部 2 50 52

環境　生物　部 2 51 53

資　材　動　態　部 1 27 28

合　　　　計 1 46 21 171 239

41
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（2）外国出張

氏　名 所属 出張先 期　　問 目 的 経　　費

（農業技術研究所）

熊谷甲子夫生理遺伝部
桐谷圭治病理昆虫部

川　上　潤一郎　生理遺伝部

熊谷甲子夫生理遺伝部

藤井啓史生理遺伝部

本松輝久化学部

山田忠男病理昆虫部

谷 信輝　物理統計部

大川安信生理遺伝部
三橋　 淳病理昆虫部

守中

皆川

坂

正　病理昆虫部

望　病理昆虫部

斉　生理遺伝部

矢沢文雄化学部

川崎 弘　化学部

宮川三郎物理統計部

石毛光雄生理遺伝部

宇田川武俊物理統計部

河井完示化学部

太田保夫生理遺伝部

磯部誠之物理統計部

山下 淳　生理遺伝部

高橋賢二病理昆虫部

アメ　リ　カ　58．3．24～58．4。23　中国野菜種子保存庫調査指導専門家　　　　JICA

ブラ　ジル　58．4．1～58．4．13食用マメ類の総合的病害虫管理に関す　　　CICP

　　　　　　　　　　　　る国際研究集会出席　　　　　　　　　国際植物保護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協会
フィリピン58．4．24～58．4．27稲遺伝資源の保存に関するワーク　　IRRI

　　　　　　　　　　　　ショップに出席
フィリピン　58．4．24～58．4．28稲遺伝資源の保存に関するワーク　　IRRI

　　　　　　　　　　　　ショップに出席
フィリピン　58．4．17～58．4．231983国際稲研究会議に出席　　　　　　　IRRI

マレーシア　58．3．1～58．5．2　マレーシア水管理訓練計画に係る専門　　　JICA

　　　　　　　　　　　　家としてのその任に当たる。．
タ　　　　イ　58．4．7～58．6．6　タイ雑草研究計画に係る専門家として　　　JICA

　　　　　　　　　　　　その任に当たる。
韓　　　　国　58。4．16～59．9．30　韓国農業気象災害研究計画に係る派遣　　　JICA

　　　　　　　　　　　　専門家としてその任に当たる。
フ　ラ　ンス　58．5．15～58．5．22　第6回国際ナタネ会議に出席　　　　　　科学技術庁

アメ　リ　カ　58．6．4～58．6．12　第6回国際脊椎動物組織培養会議出席　　科学技術庁

　　　　　　　　　　　　のため。
タ　　　　イ　58．6．16～58．8．15　タイ濯漸農業開発計画に係る病害虫防　　　JICA

　　　　　　　　　　　　除の専門家としてその任に当たる。
ウルグアイ　58．6．20～58．9．19野菜研究計画に係る短期専門家として　　JICA

　　　　　　　　　　　　その任に当たる。
タ　　　　イ　58．6．28～58。8．31　タイ雑草研究計画に係る専門家として　　　JICA

　　　　　　　　　　　　その任に当たる。
インドネシア　58．8．1～58。8．19インドネシア農業計画に係るエバ　　JICA

　　　　　　　　　　　　リェーションチームの団員としてその

　　　　　　　　　　　　任に当たる。
ブラ　ジル　58．8．10～58．8．27　ブラジル，日伯農業開発協力拡大計画　　　JICA

　　　　　　　　　　　　基礎1次調査に係る調査団員としてそ

　　　　　　　　　　　　の任に当たる。
フ　ラ　ンス　58．8．25～59．8．24育種における計量物質の確立統計的解　　科学技術庁

　　　　　　　　　　　　析と選抜理論についての研究。　　　　フランス政府
アメ　リ　カ　58．9．1～59．8．31　高等植物の核外遺伝子DNA組成の解　　科学技術庁

　　　　　　　　　　　　明とその細胞育種的利用に関する研

　　　　　　　　　　　　究。
インドネシア　58．9．13～58．9．28　インドネシア，リモートセンシング計　　　JICA

　　　　　　　　　　　　画及び灘排水施工技術セン外計画／
　　　　　　　　　　　　巡回指導チームの団員としてその任に

　　　　　　　　　　　　当たる。
パラグアイ　58。9．23～58。10。11パラグアイ農林業開発計画に係る専門　　　JICA

　　　　　　　　　　　　家としてその任に当たる。
韓　　　　国　58．9．10～58．9．20韓国の水稲栽培における安定多収のた　韓国農村振興

　　　　　　　　　　　　めのケミカルコントロールについて助　庁

　　　　　　　　　　　　言を行う。
バヌ　ア　ツ　58．9。21～58．10．12　バヌアツにおける農業気象学分野の活　世界気象機関

　　　　　　　　　　　　動を評価し，それらの改良及び開発の　　（WMO）

　　　　　　　　　　　　ための報告書作成に参画する。
アメ　リ　カ　58．10．2～58．10．16　2国間協力に伴う派遣専門家としてそ　科学技術庁

　　　　　　　　　　　　の任に当たる。
アメ　リ　カ　58．10．15～59．10．14　コーネル大学において微生物による作　　科学技術庁

　　　　　　　　　　　　物病害抵抗性の誘導機作に関する研究

　　　　　　　　　　　　を行う。
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氏　名 所属 出張先 期　　問 目 的 経　　費

鮫島宗明生理遺伝部インド

矢沢文雄化学部

鵜飼保雄放射線育種場

芝山道郎物理統計部

前田乾一化学部

（農業環境技術研究所）

服　部　伊楚子　環境生物部

冨沢長次郎資材動態部

増島

秋山

博　環境管理部

侃　環境管理部

岩田俊一環境生物部

小山健二環境生物部

秋山 豊　環境資源部

福原道一環境管理部

金沢 純　資材動態部

千葉守男環境資源部

奈須壮兆資材動態部

天野洋司環境資源部

58．10．18～58．10．23　国際半乾燥熱帯作物研究所（ICRISAT）国際半乾燥熱

　　　　　　　の作物生理学者の候補者として職務に　帯作物研究所

　　　　　　　　　　　　関する打合せ。
インドネシア　58．10．20～60．10．23　インドネシア農業開発計画に係る専門

　　　　　　　　　　　　家としてその任に当たる。
オーストリア　58．10．29～58．11．6　FAO／IAEA主催の「突然変異育種の

　　　　　　　　　　　　in　vitro技術」のための第1回研究調

　　　　　　　　　　　　整会議に出席し今後の研究計画の討議

　　　　　　　　　　　　に参加
アメ　リカ　58。11．1～59．8．31農作物作柄予測のためのリモートセン

　　　　　　　　　　　　シング手法の開発に関する研究

タ　　　イ

　　　　　　　　　　　　理」に関する国際セミナーに出席し，

（ICRISAT）

　JICA
（派遣職員）

FAO／IAEA

科学技術庁

58．11．7～58．11．12「アジアにおける問題土壌の生態と管　アジア太平洋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域食糧肥料
　　　　　　　カントリーレポートを発表し，討論に　技術センター

　　　　　　　参加する。

タンザニア　58．12。14～59．1．31タンザニア，キリマンジャロ農業開発

　　　　　　　　　　　　計画に係る専門家としてその任に当た

　　　　　　　　　　　　る。
ジャマイカ　59．1．21～60．1．20西インド大学における残留農薬の専門

　　　　　　　　　　　　家としてその任に当たる。
フィリピン　58．12．15～58．12．20サンロケ多目的ダム計画調査団の団員

　　　　　　　　　　　　としてその任に当たる。
インドネシア　59．1．5～59．3．4　インドネシア農業開発リモートセンシ

　　　　　　　　　　　　ング計画に係る専門家としてその任に

　　　　　　　　　　　　当たる。
インドネシア　59．1．29～59．2．9　インドネシア作物保護強化計画に係る

　　　　　　　　　　　　巡回指導チームの団員としてその任に

　　　　　　　　　　　　当たる。
台　　　　湾　59．2．11～59．2．19台湾における「トビイロウンカの生態

　　　　　　　　　　　　と防除」シンポジウムヘ出席し我が国

　　　　　　　　　　　　の研究業績を紹介する。
ブラ　ジル　59．2．15～59．3．5　ブラジル日伯農業開発協力事業拡大計

　　　　　　　　　　　　画基礎2次調査に係る調査団員として
　　　　　　　　　　　　の任に当たる。
ブラ　ジル　59。2．15～59．3。5　ブラジル日伯農業開発協力事業拡大計

　　　　　　　　　　　　画基礎2次調査に係る調査団員として

　　　　　　　　　　　　の任に当たる。
インドネシア　59．3．20～59．5．31インドネシア作物保護強化計画に係る

　　　　　　　　　　　　短期専門家としてその任に当たる。
パラグアイ　59．3．16～60．6．6　パラグアイ農業開発計画に係る専門家

　　　　　　　　　　　　としてその任に当たる。
インドネシア　59．3．22～60．6．17　インドネシア作物保護強化計画に係る

　　　　　　　　　　　　専門家としてその任に当たる。
アメ　リ　カ　59．3．25～59．4．5　乾燥地及び半乾燥地農業における塩害

　　　　　　　　　　　　土壌研究の調査

JICA

JICA

JICA

JICA

JICA

交流協会

JICA

JICA

JICA

　JICA
（派遣職員）

　JICA
（派遣職員）

農林水産省
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3．会　計
（1）予　算

　歳　入
昭和58年度農業技術研究所の歳入予算は，総額4，419千円（昨年度は総額10，247千円）であり，そのおもなものは公

務員宿舎貸付料（576千円），農林水産省受託研究等実施規程（昭和37年2月15日農林省告示第207号）に基づく受託調

査及び試験収入（1，924千円〉，農林水産省依頼研究員受入れ規則（昭和38年6月12日農林省告示第766号）に基づく受

託研究員受入（483千円），及び試験場製品等売払代（130千円）である。試験場製品は本所及び放射線育種場（常陸大

宮〉における米麦等の試験研究の結果で不用となったものの売払である。

昭和58年度農業環境技術研究所の歳入予算は，総額2，236千円であり，そのおもなものは，農林水産省受託研究等実

施規程（昭和37年2月15日農林省告示第207号）に基づく受託調査及び試験収入（1，365千円），農林水産省依頼研究員

受入れ規則（昭和38年6月12日農林省告示第766号）に基づく受託研究員受入（120千円），及び試験場製品等売払代（萄0

千円）である。試験場製品は本所における米麦等の試験研究の結果で不用となったものの売払である。

現金収入
　（農業技術研究所）

（単位：円）

予　　算 内　　訳
科　　　　　　　目 予　算　額

本　　所 放　　育
備　　考

雑　　収　　入 4，419，000 3，168，000 1，251，000

国有財産利用収入 1，441，000 430，000 1，011，000

国有財産貸付収入 1，144，000 133，000 1，011，000

国有財産使用収入 297，000 297，000 0
諸　　　収　　　入 2，978，000 2，738，000 240，000

受託調査試験及役務収入 2，407，000 2，407，000 0
辮　償　及　返　納　金 97，000 97，000 0
物　品　売　払　収　入 300，000 60，000 240，000

雑　　　　　　　　　　入 174，000 174，000 0

（農業環境技術研究所）

（単位：円）

科 目 予 算 額 備 考

雑　　収 入 2，236，000

諸　　収 入 2，236，000

受託調査試験及役務収入 1，485，000

物　品 売　払 収 入 529，000

雑 入 222，000

　歳　出
昭和58年度における農業技術研究所及び農業環境技術研究所の歳出予算は，経常的経費，特別研究等経費，科学技

術庁関係経費，環境庁関係経費および施設関係経費に大別される。

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

　費に分けると，次のとおりである。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農業技術研究所　　農業環境技術研究所

人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，050，723，000円　　538，755，000円

事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　487，838，000円　　228，497，000円
2）特別研究等経費（組織；農林水産技術会議，項；農林水産業技術振興費より，組織；農林水産本省試験機関，

　項；農林水産本省試験研究所に移用）は，農研828，280，000円，農環研38，139，000円であり，その内容は，つぎの

　とおりである。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農業技術研究所

　特別研究費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，208，000円

　機械整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　442，764，000円

受託研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，760，000円

研究者等研修および流動研究員経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，139，000円

作物遺伝資源・育種情報の総合的管理利用システムの確立に要する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35，844，000円
経費

　一般別枠研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40，918，000円

　国有特許外国出願費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　330，000円

　育種強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，533，000円

　緊急調査経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　509，000円

　転換畑を主体とする高度畑作技術の確立に関する総合的開発研究　　　　3，054，000円

　超多収作物の開発と栽培技術の確立に関する研究　　　　　　　　　　　17，335，000円

　農林水産業のもつ国土資源と環境の保全機能及びその維持増進に関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72，263，000円
　する研究

　大型別枠研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　199，623，000円

　科学技術庁関係経費（組織；科学技術庁，項；

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農業技術研究所

放射線利用研究（項；国立機関原子力試験研究費）　　　　　　　　　　93，583，000円

放射能汚染調査研究費（項；放射能調査研究費）　　　　　　　　　　　　1，449，000円

　その他（項；科学技術振興調整費）　　　　　　　　　　　　　　　　　25，738，000円

農業環境技術研究所

　　　1，786，000円

　　　　　　　0円

　　　　　　　0円

　　　　533，000円

　　　　　　　0円

　　　7，924，000円

　　　　　　　0円

　　　　　　　0円

　　　　336，000円

　　　1，406，000円

　　　　274，000円

　　　10，011，000円

　　　15，869，000円

国立機関原子力試験研究費，項；放射能調査研究費，項；科学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農業環境技術研究所

①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0円

②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0円

③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0円

4）環境庁関係経費（組織；環境庁より組織；農林水産本省試験研究機関に移替）は，次のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農業技術研究所　　農業環境技術研究所

（項）国立機関公害防止等試験研究費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59，713，000円　　　　　　　　　0円

5）施設関係費（組織；農林水産技術会議，項；農林水産業技術振興施設費）は，次のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農業技術研究所

（組織）農林水産技術会議　（項）農林水産業技術振興施設費　　　　　　　　42，422，000円

施設施工旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　126，000円

施設施工庁費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　173，000円

施設整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42，123，000円

6〉　調査旅費経費（組織；土地改良事業費，項；土地改良調査計画費）は，次のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農業技術研究所

（組織）土地改良事業費　（項）土地改良調査計画費　　　　　　　　　　　　　　400，000円

調査旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200，000円

調査費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200，000円
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昭和58年度歳出予算一覧表

（農業技術研究所）

（単位：円）

予　　算 内　　訳
科　　　　　　　目 予　算　額

本　　　所 放　　　育
備　　　考

（組織）農林水産本省試験研究機関 2，547，324，000 2，412，365，974 134，958，026

（項）　農林水産本省試験研究所 2，366，841，000 2，269，688，974 97，152，026

人　　　　　件　　　　　費 1，050，723，000 984，122，974 66，600，026

事　　　　　業　　　　　費 1，316，118，000 1，285，566，000 30，552，000

（項）　国立機関原子力試験研究費 93，583，000 56，688，000 36，895，000

（項）　放射能調査対策研究費 1，449，000 1，449，000 0
（項）　科学技術振興調整費 25，738，000 24，827，000 911，000

（項〉　国立機関公害防止等試験研究費 59，713，000 59，713，000 0
（組織）農林水産技術会議 42，422，000 42，422，000 0
（項）　農林水産業技術振興施設費 42，422，000 42，422，000 0
（組織）土　地　改　良　事　業　費 400，000 400，000 0
（項）　土地改良調査計画費 400，000 400，000 0

合　　　　　　　計 2，590，146，000 2，455，187，974 134，958，026

（農業環境技術研究所）

（単位：円）

科　　　　　　　　目 予　算　額 備 考

（組織）

（項）

農林水産本省試験研究機関

農林水産本省試験研究所
人　　　　　件

事　　　　　業
費
費

805，391，000

805，391，000

538，755，000

266，636，000

（2〉国有財産

（農業技術研究所）

区　分 土 地 建 物　（延　面　積）

所在地 庁舎敷地 宿舎敷地 計 庁　　舎 宿　　舎 計

筑　　　　　波

常　陸　大　宮

　　Om2
602，039

　Om2
4，313

　　Om2
606，352

64，869㎡

4，337

Om2

788

64，869㎡

5，125

計 602，039 4，313 606，352 69，206 788 69，994

総　計

筑 波 常陸大宮 計

26，886，204，158円 1，062，414，401円 27，948，618，559円
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（農業環境技術研究所）

所在地

区　分 土 地 建 物　（延　面　積）

庁舎敷地 宿舎敷地 計 庁　　舎 宿　　舎 計

筑 波 Om2 Om2 Om2 55，102㎡ Om2 55，102㎡

計 0 0 0 55，102 0 55，102

総　計

筑 波 計

23，881，204，522円 23，881，204，522円

4．図 童
目

昭和58年度中に受け入れた図書・資料の冊数および外部より依頼を受けた複写の件数は次のとおりである。

昭和58年度図書・資料受入冊数 複写依頼件数

区　　分　　購　入　　寄　贈 計 区　　分　　数　　量

単行書｛罵

資料｛鐸

雑誌｛鐸

68冊

32冊

0冊

0冊

68種

203種

　33冊　　　101冊
　5冊　　　37冊
471冊　　　　471冊

　77冊　　　77冊
1，029種　　　1，097種

499種　　　　702種

官公立試験研究機関

大　　　　学
民　　　　 問

991件
51

56

計 1，098

5．刊 行

昭和58年度中に農業技術研究所及び農業環境技術研究所から出版された刊行物は次のとおりである。なお，報告及

び資料に収録された論文題名は「研究成果の発表および弘報」の項に掲載してある。

刊行物一覧表

種 別 発行年月　　　頁　数　　　発行数 配　　布　　先
（農業技術研究所）

農業技術研究所報告A第31号（最終号）

　　　〃　　　B第35号
　　　〃　　　C第38号
　　　〃　　　D第35号
農業技術研究所資料B第18号（最終号）

農業技術研究所年報昭和57年度（最終号）

農技研ニュースNQ24
（農業環境技術研究所）

農業技術研究所報告B第36号（最終号）

日召．　58．　10

昭．58．10

昭．58．10

昭．58．10

昭．58．6
昭．58．10

昭．58．8

昭．59．3

113

271

180

152

27

90

22

267

1，300

’
1
，

300

1，300

1，300

1，300

2，100

1，500

官公立試験研究機関，大学，外国

関係機関，大学

　　ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

1，300　　　官公立試験研究機関，大学，外国



48 農業環境技術研究所年報　昭和58年度

6．委員会
農業環境技術の進展を図るため，各分野ごとに専門の委員会を設け，各部門の研究・連絡調整・研究施設の運営及

び職員の福利厚生に関する事項を審議することを目的として設置したもので，その概要は，次表のとおりである。

委員会一覧表

委　員　会　名
委 員

審　議　内　容 開催日　　備　　考
所　属　人員

アイソトープ委員会各部関係者

圃　場　委　員　会　　〃

エネルギー対策委員会　　　〃

所共用機器委員会　　〃

廃棄物委員会〃

研究業務運営委員会　　〃

エックス線障害防止委員会　　　〃

　　　　　　　　　所内関係者
組換えDNA実験安全委員会　所外学識経

　　　　　　　　　験者

図書委員会各部関係者

職務発明審査会各部長等

論文審査会各部長等

筑波機械整備委員会各部関係者

厚　生　委　員　会　　〃

　　農業環境技術の研究に関し原子力利用の促

7　　進を図るため，アイソトープ施設の共同利　随時開催

　　用の調整及び放射線の管理

　　圃場及びこれに附随する施設並びに防風林
14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
　　等の使用，管理・保全等に関する事項

　　電力，ガス，水道，高温水等農業環境技術

12　研究所において使用するエネルギーに関す　　〃

　　る事項

　　所共用機器類の整備及び管理運用並びに必
6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
　　要経費等に関する事項

　　農業環境技術研究所から排出される廃棄物

10　　（アイソトープ廃棄物は除く）の処理及び　　　〃

　　処理施設の管理運営等に関する事項

　　諸施設の管理運営並びに用地及び建物の利
10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
　　用の基本的事項

　　エックス線装置等による放射線障害の防止
7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ
　　に関する事項

組換えDNA実験の安全確保に関する事項　　　〃

　　図書館の管理運営，図書資料の購入，収集

10　　保管，整理，閲覧，貸出し，複写，レファ　　　〃

　　レンスサービス等に関する事項

9　　職務発明の認定及び特許権の承継等の審査　　　〃

　　農業環境技術研究所報告・資料に掲載しよ
9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ
　　うとする論文の内容及び掲載の可否の審査

　　筑波機械整備に係る研究用機械の計画的導
9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
　　入に関する事項

　　農業環境技術研究所に勤務する職員の福利

15　　厚生に関する事項（総務部長の諮問機関と　　〃

　　して設置）

下部機関として専

門部会を置く

ノノ

下部機関として専

門部会を置く

ノノ

下部機関として専

門部会を置く

下部機関として専

問部会を置く

表紙の絵一冨田豊雄氏
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研究学園都市案内図

N

1一、1　　　　　　　　　　　　　　　　　偽

ノ耀
　　冤
　　　糠

農業環境技術研究所

　常磐線牛久駅前から

　関東鉄道バスに乗車

　農業環境技術研究所下車

’

ρ　笹　　　　鮎
　　　　　螂　　　　　くむ
　　　　　　　　　　　　　　幅
学園平塚通り線　曳

詠　　ノ冠
　学園北大通り線　，

　　　　　　嫡曝　　 詣　葱ケ浦
　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　市
　　　　学園献通り線・、　　蒲
　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　駅

聴絶弩愛君勤
　　　ド　　、　瞥
　　　　命　　、，　　　芒
　　　　　やノ　　　lll
　　　　、1　、！　　　　　沖
　　　　　　　　　　　　駅
　　　　　キ

　　　　　1翰

　　　　　＼　　　　　　　01■農林水産省試験研究機関

　　　　　　㌦

　　　　　　　　　　　　團他省庁試験研究機関，大学

　　　　　　　牛
　　　　　　　久　　　　團公務員住宅地域
　　　　　　　駅



昭和59年11月20日　印刷

昭和59年11月30日　発行

農業環境技術研究所年報
　　　　　　（昭和58年度）

　茨城県筑波郡谷田部町観音台3－1－1

腰麻産省農業環境技術研究所

印刷所 茨城県筑波郡谷田部町東新井1を5

前田印刷株式会社筑波支店


	はしがき
	目次
	Ⅰ　研究実施の概要
	農業技術研究所
	1．物理統計部
	2．化学部
	3．病理昆虫部

	農業環境技術研究所
	1．環境管理部
	2．環境資源部
	3．環境生物部
	4．資材動態部


	Ⅱ　研究の展望
	1．環境管理部
	2．環境資源部
	3．環境生物部
	4．資材動態部

	Ⅲ　研究成果の発表及び弘報
	1．農業技術研究所報告及ぴ資料の掲載論文
	2．その他の論文・資料・弘報
	（1）著書・資料
	（2）雑誌
	（3）学会報告
	（4）その他


	Ⅳ　技術協力
	1．技術研修
	（1）依頼研究員
	（2）国内留学研究員
	（3）流動研究員
	（4）外国研修生

	2．昆虫の依頼同定

	Ⅴ　総務
	1．機構
	2．人事
	（1）定員
	（2）外国出張

	3．会計
	（1）予算
	（2〉国有財産

	4．図書
	5．刊行
	6．委員会
	配置図
	研究学園都市案内図




