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は　し　が　き

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

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

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

部の4部（計10科，49研究室）を擁し，自然生態系と調和した農業生産技術の確立をめざして，①農

業上問題となる環境要因の体系的解明，②農業環境生物の特性の解明と管理・利用技術の確立，③

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

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

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

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

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

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

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

としての利用などに関する調査研究を分担実施している。

　この年報は，当研究所における昭和61年度の研究活動の概況と各種所掌業務に関する年度実績の

概要を集録したもので，関係各方面への広報普及を主目的とした刊行物である。

　この目的に基づいた研究成果を展望するために，主要なもの10課題を選定し，その概要を紹介す

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

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

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

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

成果の広報を図っている。

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

する御理解，御指導及び御協力をお願いする次第である。

　　　　平成元年1月

農業環境技術研究所長

　　　　　　　速　水　昭　彦
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1．研究実施の概要

1．環境管理部

　環境管理部は，資源・生態管理科及び計測情報

科の2科で構成されており，農業環境の総合的な

評価及び管理・保全計画手法の開発並びに農業環

境に係る各種情報の収集・処理手法の確立に関す

る調査研究を行っている。

　資源・生態管理科では合理的土地利用システム

策定のための環境資源およびエネルギーの動態に

関する総合的予測・評価手法の開発，農業生態系

の環境保全機能の解明などの課題を中心に研究を

進めたほか，開発研究「国土資源」および公害防

止研究などの各種プロジェクト研究を実施した。

　ライシメータによる物質の収支は，畑では地下

水位が高いほど，水田では湿田の方が流出が少な

かった。また土壌培養実験から硝酸化成抑制剤の

使用は，農地からのNO3の流出とN20の揮散を抑

制できることを示した。混住化地域における環境

立地特性を把握するために，地形，土地利用など

の特性をパソコンを用いてポリゴンデータとして

解析，表示できるシステムを開発した。

　牛久沼流入河川の調査から，水田の浄化能が示

された。農環研周辺の調査から，食物連鎖の中で

高次の捕食者であるフクロウの食餌の中心は農作

物に害を与える鳥類で，フクロウの維持には林床

に住む動物の捕食を容易にする林床管理が重要で

あることが示された。茨城県新治村の調査からウ

グイスの生息はアカマツ林の残された場所で認め

られ，ホトトギスのテリトリーは託卵のためにウ

グイスの生息環境に支配される。同じ地域の植物

社会学的な調査から，5つの植生タイプが区分さ

れ，その特徴とその時間的推移の方向を明らかに

した。

　白川流域の住民意識調査では，農地に関しては

景観関連の機能が高く評価され，林地については

野生生物保護機能が評価された。桜川流域におけ

る環境保全機能の変動を昭和70年度の宅地化予測

から推定すると，水質浄化，汚染物浄化，快適性

などの機能が低下し，水かん養，崩壊防止などの

機能低下は小さかった。都市化による洪水防止機

能の低下について，総合表面流出率は都市化によ

り増加するが，桜川流域の宅地化予測から機能低

下は小さいと予想された。柏市周辺のランドサッ

トデータから農村の樹林地に対する外的インパク

トの影響は，混在度と林地率の変化パターンから

4段階に区分され，今後林地率の低下が起る可能

性のある地区が示された。

　香川県仲南町において土壌侵食予察とそれに対

する土壌保全技術の適用指針図が試作された。ま

た茨城県八郷町で洪水防止機能の強化を目的とし

た傾斜農地の表面流出制御技術を検討し，深耕と

草生，土壌改良剤などの組合せ技術が有効と認め

た。

　桜川流域の地形，土壌，土地利用から区分した

類型ごとに土地利用の適合度，植生の適性度から

環境保全機能の維持向上方策の検討を行った。

　自然エネルギー賦存量のメッシュデータ化につ

いて，風力，水力に続いて本年は日射エネルギー

について全国1kmメッシュ図を作成した。また，

中国科学院との共同研究によって中国の砂漠化過

程を検討し，ランドサットデータからシリンゴロ

草原の土地被覆状況の解析を行い，10階級に区分

した。

　地域レベルの動態に関しては，農村地域物質動

態モデルが整備され，耕種農業地域と耕種畜産混

合地域の代表的ケースについて地域内生産，外部

との物質の出入，人口，家畜数，農地面積等を入

力し土壌の有機物水準，土壌からのCO2発生量，無

機化窒素量が出力できる。ナショナルレベルでの

物質動態に関して，リンの流れを1960年と1982年
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の2時期について比較検討し，環境に放出される

リン量は178％増加し，農地への回帰量は70％に減

少した。

　計測情報科では，農業生態系の制御・変動予測

法開発の一環として，農業生態系に関する様々な

情報を迅速，適切，効率的に計測，収集，処理，評価

する手法の開発を目指して研究を実施している。

　リモートセンシング手法の開発については，作

物の生育状況や形態を計測するための各種センサ

ーの開発と適用を進めた。圃場用分光センサーと

して，可視・近赤外ダブルビーム分光測定装置，

可搬型可視・近赤外分光装置，高速走査可視・近

赤外分光測定装置，携帯型多波長分光測定装置等

を試作してきたが，その操作性・適用性の評価を

終えるとともに，水稲収量，窒素含有率の推定，

作物に対する各種ストレスの検出等に有効である

ことを明らかにした。また，作物個体群の3次元

構造を計測するための立体TVカメラ自動計測シ

ステム，レーザー作物レーダーの開発を終え，ダ

イズ幼植物の成長追跡等に利用した。さらに，作

物情報を連続計測可能な回転タワーによるセンサ

システムの開発とともに，超音波センサーを試作

し，数種作物個体群の葉層構造を把握できるシス

テムを完成した。一般別枠研究「情報処理」の中

では，小地域を対象とした作物・環境診断のため

の総合モニタリングシステムの構築を開始した。

人工衛星データの利用法では，重点基礎研究とし

て，主要農業地域を対象として，環境資源の分布

を強調した判読しやすい図化情報作成のための基

礎技術を開発するとともに，国際協力研究として，

タイ国中央平原の農業生産の季節・年次変化を把

握する手法開発を進めた。

　アイソトープ利用等効率的高精度分析法の開発

については，アイソトープトレーサー法では，濃

縮40K標識肥料によるポット試験により，長寿命

40Kによらねば把握出来ない情報を得た。安定アイ

ソトープ180標識リン酸の利用については，圃場で

のリン酸肥料試験にトレーサーとして十分使える

ことを確認して終了した。また，土壌に負荷され

た放射性ヨウ素の水稲子実部への移行率を明らか

にした。放射化分析，アクチバブルトレーサ法の

応用では，ヨウ素の放射化分析法により，、日本お

よび各国の土壌・植物を含めた調査により，大気・

雨水・植物・土壌のヨウ素の動態を明らかにした。

また，Cr－50濃縮安定同位体の放射化分析にあた

っての実験条件，実験法について検討を進めると

ともに，環境中に存在するトレーサー放出源のア

クチバブルトレーサーとしての利用法の開発を開

始した。さらに，土壌一植物一家畜の連鎖系にお

ける13C，15N自然存在比の変動について研究を進

めた。環境放射能については，全国各地の農耕地

土壌，米麦子実及び水中の降下放射性核種の地域

分布と経年変化を引き続き調査・検討するととも

に，チェルノブイリ原発事故によるCsの農作物へ

の影響調査を実施した。

　数理解析手法の開発については，時間的・空間

的プロセスの数理解析法と予測モデルの開発を進

め，植物の虫媒ウイルス病の流行に媒介虫の分布

集中性が及ぼす影響を数理モデルによって考察す

るとともに，生物の空問分布について，負の二項

分布によるモデルにかわって，より一般性のある

モデルにより考察を行った。また，イネ虫媒ウイ

ルス病流行診断のための疫学モデルの開発をすす

め，幼虫期をさらに細分化してモデルを発展させ

た。移動性害虫に関する研究では，ハスモンヨト

ウの全国フェロモントラップデータについて解析

を行い，発生消長，移動性等について考察すると

ともに，移動予知システムモデル開発のための基

礎資料を得た。

　統計的解析法の開発については，農業研究に必

要な統計的手法として，多重比較法の検討をさら

に深め，Rayan法による多重範囲検定が有効であ

ることを明らかにした。圃場試験データ解析法に

ついては，系統誤差を除去し処理効果の推定精度

を高めるための空間的諸手法の検討を行い，手法

間の相互関係を明らかにした。さらに，統計遺伝

学的研究を進めており，多因子要因実験モデルの

適用により，任意の次数のエピスタシスを考慮し

て記述した一般的遺伝モデルに基づいて，半数体

倍加個体集団の遺伝子数の推定をシミュレーショ
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ンにより検討した。また，植物集団における遺伝

特性の世代問変動に関連して，キアズマ数分布の

規則性を植物，昆虫のデータについて解析し，二

項分布が適合することを明らかにした。

　情報処理手法の開発については，気象衛星ノア

の受信開始を機に，所内ネットワークによるデー

タの利用，広域的農業環境情報としての利用方法

について検討を進めた。また，地域統計情報デー

タベースの構築法について検討を進め，農業セン

サスに基づいて，利根川の支川水系ブロック別市

町村単位データベースの作成を試みた。重点基礎

研究としては，ランドサット，ノアの標準化され

た画像データをフロッピーディスクに収録し，パ

ソコン上で管理・利用するシステムの作成を試み

た。地域開発における適地選定手法の開発につい

ては，農用地開発事業実施地区関係農家に対する

アンケート調査の解析に基づいて，自然的・物理

的条件，社会的・経済的条件に分けて分析を実施

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，農業気象，農耕地

土壌および農業用用排水の水質について，農業環

境資源としてその特性，利活用および保全に関す

る調査研究を行なっている。

　気象管理科では，作物など植生に対する気象環

境要因の影響の解明，大気一植生系における物

質・エネルギーの動態解明と制御技術の開発，農

業気候資源の特性解明と利用，大気汚染物質の植

生におよぽす影響の解明と制御などのほか，二酸

化炭素濃度の上昇による温室効果など，地球規模

で変化しつつある大気環境が，農業生態系におよ

ぼす影響の解明とその対策技術の開発に関する基

礎的研究を実施している。

　気候資源に関しては，気温，降水量，全天日射

量，光合成有効放射量等，植生に関係の深い気候

資源要素の我が国における分布を，二次メッシュ

単位で評価する手法を開発し，分布図を作成した。

これと並行して，国土数値情報を利用した地形条

件の定量的評価手法と局地気候の推定手法を組み

合わせ，筑後モデルを用いて，我が国の自然植生

の純一次生産力のメッシュ分布図を二次メッシュ

単位で作成した。

　接地気層内での物質・エネルギーの動態の解明

については，本年度は植被の揺れの長期連続観測

を実施し，植被の揺れは短期と長期の2種類の周

期からなり，短周期のものは固有振動，長周期の

ものは風の運動エネルギーの変動に起因すること

をが明らかにした。また，地域内に放出された大

気汚染物質が，風により拡散・移動するプロセス

を経時的シミュレートするプログラムを開発し

た。

　気象環境要因の解明のうち気象生態に関して

は，作物の気候的生育予測法確立の一環として，

本年度は水稲の幼穂形成期以降の各種器官の発育

過程に注目し，各期問の伸長速度を温度の関数と

し，出穂日を約2日以内の精度で推定できるモデ

ルを開発した。

　さらに，作物の生育・収量にたいする気象要因

の影響を動的に解明するため，草丈，葉面積指数

の大きい食用カンナ個体群の乾物生産と光エネル

ギーの利用について検討し，吸収日射量の乾物生

産量への変換率は，他の作物と大差ないことを明

らかにした。

　大気保全に関しては，汚染物質の作物への影響

を定量的に評価するため，できる限り実際のほ場

に近い条件で暴露実験を行なう装置として，水田

にオープントップチャンバーシステムを開発，設

置した。これによって長期にわたる低濃度オゾン

の農作物におよぽす影響の試験が可能になった。

　大気組成の変化が，農業生態系へおよぼす影響

の評価に関しては，本年度は高CO2下での作物の

生理に関する文献調査を進めるとともに，クライ

マトロンの計測制御装置の改修を行ない，パーソ

ナルコンピュータを用いたグロースキャビネット

内のCO2濃度制御法の検討を行なった。，

　また，近年大気中で温室効果の高いメタンの濃

度が年間約1％づつ増加しているが，これに関連

して，本年度は葉身から放出されるメタンフラッ
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クスを同化箱法によって測定し，水稲は通気組織

をとうして培地中の溶存メタンを大気中に放出し

ていることが分かった。

　土壌管理科では，土壌資源の賦存量を把握し，

土壌情報システムとして利用する方法を開発する

とともに，土壌のもつ作物生産機能と環境保全機

能の維持・増進を図るため，土壌の化学的，物理

的，生化学的特性の解明とその制御・利用技術の

開発，並びに土壌資源の保全・管理技術の開発に

関する基礎的研究を実施している。

　土壌資源の賦存量の把握については，下層にお

けるれき，盤，人工撹乱層などの存在を地中レー

ダーによって探査し，深層土の土壌調査に利用で

きることを明らかにした。また，粘土の集積状態

や組成をもとに台地土壌の分類を一新する手がか

りが得られた。このほか，火山灰土壌の特性に関

し放射化分析による微量元素の解析を進めるとと

もに，ランドサットTMデータが，地上データと対

比することにより，土壌生成環境の広域的把握に

利用できることを実証した。

　土壌資源の調査，分類に関しては，水田土壌の

分類法において，鉄，マンガンの集積層の発達，

下層土の灰色化が分類上重要であることを明らか

にした。また，本年度は我が国において火山灰土

壌と水田土壌の分類に関する国際会議が，技術会

議の援助のもとに開催され，国際的な分類体系上

細部の項目に属していた火山灰土壌が，より上位

の分類項目に位置付けられ，水田土壌分類につい

ても重要性の認識が高まってきた。

　土壌の化学的特性については，火山灰土壌中の

蓄積りん酸の存在状態について，赤外線吸収・拡

散反射スペクトル法によって，非晶質りん酸アル

ミニウム様物質の形で存在することを明らかにし

た。また，土壌蓄積りん酸の効率的利用を図るた

め，りん可溶化資材を検討しポリアクリル酸がり

ん可溶化能をもつことが知られた。

　土壌の物理的特性の解明と制御技術の開発に関

しては，引き続き土壌ガス系の研究が行なわれ，

土層のCO2の分布について簡易定量法を，耕盤の

影響，土壌溶液との平衡関係から検討した。また，

根群域土壌の特性解明のため，土壌水ポテンシャ

ルを制御しつつ根の吸水速度や土層中の水の出入

りを計測する負圧水循環装置を開発した。

　土壌構造の評価・改良の研究では，キマメの根

が圧密土層を貫入することを認め，植物による土

層改良の可能性を示した。土壌物理性と土壌病害

の関係では，アブラナ科作物の根こぶ病の発生が，

土壌構造と水分条件に密接に関係することを実証

した。また，水田の汎用化適性を成層土壌の物理

的な面から提示するため，下層土の根生育適性を

調査し，要水量からみた耕盤破壊許容度を試算し

た。

　土壌の生化学的特性については，土壌中の有機

りんの主体をなすフィチン酸の分解に関与する菌

の分布を調べ，糸状菌の多くにフィチン酸分解活

性が高いこと，並びに小麦ふすまの施用によりそ

の活性が高まるこどを認めた。また，これまで研

究がなされていなかった，土壌中の生理活性物質

ポリアミンについて微量定量法を開発した。土壌

の硝化・脱窒能を利用した家畜尿汚水中の窒素の

除去に関し，土壌にバーミキュライトを加え，物

理性を改善することによって硝化能力を著しく高

めることができた。

　土壌有機物の機能と特性に関しては，埼玉農試

の84年問にわたる石灰・堆肥連用水田土壌の緩衝

能を調べ，堆肥の施用が長期にわたる土壌の緩衝

能の維持に必要なことが明らかになった。有機物

の土壌生態系における機能の解明として，酵素免

疫法によりカーネーションの細菌萎ちょう病の増

殖に対する稲わら堆肥の影響を検討し，本菌の増

殖抑制は堆肥中の微生物の増殖によるものと推定

した。また，植物由来の有機化合物の動態解明の

ため，無菌栽培条件下で小麦と大豆の根分泌アミ

ノ酸の量と組成等を明らかにした。

　土壌変化の予測と土壌保全に関しては，土壌侵

食防止機能に対する外的インパクトの影響を，土

地利用形態の変化の面から検討するとともに，各

種土壌改良資材施用による侵食防止技術の開発を

試みた。侵食を効果的に防止するためには，最大

降雨強度の予測，侵食低減目標値の設定を行ない，
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そのうえで侵食に関係する要因である透水性，分

散率，容積重，傾斜度，斜面長等を考慮し，施用

する資材の種類，方法等を決定する必要がある。

本年度はその方法の一部を明らかにした。また，

土壌中の水分動態を迅速かつ正確に把握する方法

として，光ファイバーを利用した近赤外反射法に

よる測定法を開発した。

　水質管理科では，農業用用排水等を対象に，水

資源としての合理的な管理・利用計画に資するた

め，とくに水質の特性並びに動態の把握・解明，

農業生態系等を利用した水質浄化技術の開発等に

関する基礎的な研究を進めている。

　水質調査等に関する研究では，水田地帯の河川

や排水路の流水は非濯概期に，また暗渠排水は湛

水期前後に，硝酸態窒素が増加し，さらに市街地

の排水路で大腸菌群数が周年104／100m1以上の

場合，アンモニア態窒素，りん酸及びCODの高い

ことが明らかになった。また，農業水域を対象と

した4年問の調査から，流水量の測定，採水，試

水の保存等についての標準的な水質調査法を確立

した。一方，天然重窒素存在比の測定法の開発に

より，施肥窒素の茶園や水田からの流出が示唆さ

れる事例が得られた。

　水質指標や評価法等に関する研究では，畑地帯

地下水の水質は土地利用形態や作目に影響される

ほか，季節的な変動や深さによる差異があり，浅

層が硝酸型，深層がアンモニウム型と推定された。

水田地帯の浅層地下水についても全窒素，全りん

酸，2価鉄等の季節変動を明らかにするとともに，

溶存窒素の形態から硝酸型，アンモニウム型，そ

の中間型の類型化が試みられた。また水田で施肥

による地下水への影響は，1mの深さまで認めら

れることを明らかにした。地下水中における窒素

の形態は，3mまでが硝酸態，それ以下ではアン

モニア態が主であることが示された。分析法では，

底質孔隙水を還元状態のまま自動的に採取する装

置を開発した。

　生態系利用による水質浄化の研究では，用排水

路の河床，護岸における付着藻類の形成の良否が

水質浄化に著しく影響するほか，水路中で浮遊藻

類の流下が阻止されると下流の水質が改善される

ことが明らかになった。生物膜浄化法については，

哨化汚泥にアルカリ度維持効果を発揮させるため

に，焼成さんご砂を添加すると，哨化機能の安定

することが分かった。また，火山放出物等を用い

た浄化法の研究では，ゼオライト系資材及び大谷

石がアンモニア態窒素の除去に，軽石砂及びそれ

の大谷石との混合物が低流速下ではあるがりん酸

の除去に，それぞれ効果的であり，貯留槽やバイ

パス形式の簡易接触ろ材として適用可能であるこ

とが示された。一方，土壌の小動物相と畑地の肥

培管理の関連性を検討し，ヒメミミズ類，トビム

シ類，ダニ類の生息数は無被覆，耕起，施肥で著

しく減少することが知られた。

3．環境生物部

　環境生物部は植生管理科，微生物管理科，昆虫

管理科の3科で構成され，植生の特性及び利用，

ならびに微生物及び昆虫，線虫その他の小動物の

分類，特性及び利用に関する調査研究を行ってい

る。

　植生管理科では，農業環境を長期にわたり良好

な状態に維持し，農業生産の安定向上を図るため，

その環境構成要素である植生の生態的特性および

環境保全的機能を解明すべく植生のもつ機能面の

解析を行なっている。

　植生の構造と生態的機能の解明に関する研究で

は，農耕地とその周辺の植生遷移を明らかにする

目的で，耕作方法の異なる畑地の植生の比較を行

なっている。耕作放棄後4年目の畑地では多年生

植物が優占し，1年生植物は減少した。一方，年

1回耕転すれば1年生植物が優占した。また，ハ

ルジオンに対する除草剤パラコートの抵抗性の出

現を調査した結果，抵抗性のタイプは樹園地，宅

地，公園で出現頻度が高いことが判明した。

　耕地における物質循環の研究においては，飼料

作物の2毛作体系が食用作物の2毛作体系よりも

炭素および窒素の系外への持ち出しが大きいこと

が明らかになった。

　植物による生態系保全機能に関する研究では，
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多種の植物のリン吸収を圃場で比較している。ト

ウモロコシ，ソルガム，キクイモ，ヒメムカシヨ

モギ，ナタネはリンを施用しない畑でも比較的多

量のリンを吸収した。シロザ，ヒメムカシヨモギ，

ナタネの水耕液中には多量の有機酸が認められ，

このリン可給化への寄与が示唆されている。

　水生植物による水中の農薬成分除去作用を調べ

た結果，ホテイアオイのもつ能力が大きいことが

明らかになったが，この程度は化合物問で大きく

異なっている。

　アレロパシーの実態解析の研究において，瀬戸

内地方の山火跡地に播種したエニシダを対象に実

験した結果，エニシダが瀬戸内地方の優占種アカ

マツの生育を著しく抑制することが明らかになっ

た。また，同研究の一環として行なった作物や野

草のスクリーニングの結果，アレロパシーの強い

植物としてソバ，ムクナ，クズ，サトイモなどが

摘出された。

　ムクナの他感物質として，生葉からL－3，4

－dihydroxyphenylalanine（L－DOPA）を検出

し，これが生葉新鮮重の約1％含まれていること，

それが根から排出されることを確認した。

　この他，土壌からの他感物質の抽出，ダイズの

耐虫性にかかわる他感物質の研究を行なった。ま

た耕草園地から放出される揮発性物質の人間に対

する嗜好性を調査し，Z－3－hexeno1（青葉の香

り），1inalool（花の香り）が好まれることを明らか

にした。

　微生物管理科では，ウイルス，細菌，糸状菌，

線虫を対象に，分類・同定，各種株の収集・保存，

生理，生態，制御ならびに利用について基礎的研

究を行なっている。

　分類・同定に関連しては，各微生物で成果が得

られた。イネ萎縮ウイルスの分節ゲノムS9につい

て塩基配列を決定し，翻訳領域を明らかとした。

キウイ花腐細菌病の主な病原はA6％40郷碗αs

訓万ng鷹の1pathovarと推定した。イネの籾褐変

の原因細菌，箱育苗の生育阻害細菌を同定した。

サツマイモ立枯病の病原をS舵ρ1o窺鐸6s
ゆo別06磁と同定した。わが国における∠）z召6hsl6勉

gゆ漉αのイネ病害を初記載し，Z）珈07孟舵

ρ加s60Jo7％7n　var．soブα6によるダイズ黒点病につ

いて病原学及び生態学的研究を行なった。フィリ

ピン・ミンダナオ島のパチョリなど各種香料作物

に発生した病害を調査した結果，F鰯α7勉窺so加i

その他の菌を分離した。線虫においてもFilenchus

属及びCephalenchus属の計8種について記載を

行なった。日本植物病理学会発行の病名目録に記

載されている有用植物の全病害をパーソナルコン

ピュータに入力し，病名診断・病原同定システム

の応用範囲を拡大した。

　微生物株の収集・保存に関連しては，本年度あ

らたにウイルス6株，細菌31株，根粒菌46株，放

線菌15株，糸状菌71株を微生物ジーンバンクに登

録保存した。また，L一乾燥処理はいもち病菌の

病原性や完全世代形成能に影響を与えないが，生

残率が急速に低下するので，処理方法改善の必要

性があることを示した。

　生理に関しては，P　gl％㎜6が培養コロニー中に

特異な修酸カルシウムの結晶を形成すること，P

卿n如痂，P　g伽脚6及びP　g翅づolどが鉄無添加培

地で生産する蛋白質が，菌の同定や動態追跡に応

用可能であることを示した。また，」Rgl％吻磁の産

生する3種の毒素を単離した。Rh如6渉o痂αso乙α勉

の新プラスミドを検出し，ベクターにサブクロー

ニングした。放線菌のキチナーゼ生産の誘導メカ

ニズムを検討し，キチナーゼ遺伝子のクローニン

グを行なった。

　生態については，一般的な微生物の他に組換え

体の野外環境下での安全性評価に関連して研究が

行なわれている。土壌中のトマト系TMV弱毒株

の検出が検定植物とモノクローナル抗体によって

試みられている。イネ苗立枯細菌病菌がイネ苗の

鞘葉と第1本葉の問に充満し，その近辺の気孔や

傷から侵入することを明らかにし，また本細菌が

培地中に生産する赤褐色色素穎粒はトロポロン鉄

であることを示した。土壌中のBα6歪ll郷s％観IJs及

びP6のα磁の選択分離培地を開発した。放線菌組

換え体検出のDNAプローブ法において挿入配列

の利用が有効であることを示した。VA菌根菌胞
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子の休眠打破条件などを明らかにした。

　制御に関連しては，各種の拮抗微生物が得られ

ている。ユウガオのCGMMVについて，昨年度に

得られた弱毒株GA－30株に対しさらに改良が加

えられた。P6鍔oρ勿ll♂の1菌株から，新しい抗

菌性物質カリオネンシンが得られ，P6のα6宛で抗

菌物質が確認された。R　so彪勉等に対する拮抗性

根圏細菌の数菌株から抗菌物質が抽出された。カ

ーネーションの根から分離した放線菌は各種病原

菌に抗生作用が強く，サツマイモ立枯病を抑制し

た。ネコブセンチュウ類やネグサレセンチュウ類

に対する天敵微生物である出芽細菌の利用につい

ては，効率的な増殖法が検討されている。

　利用に関連しては，日本各地のダイズ根粒菌を

収集し，DNA相同性，血清型，ヒドロゲナーゼ等

の情報によって整理し，遺伝資源として保存した。

また，難分解性塩素化合物であるクロロ安息香酸

の分解菌を土壌から分離し遺伝学的な解析を行っ

た結果，分離遺伝子がプラスミド上に存在するも

のと染色体上に存在するものとがあることを明ら

かにした。

　昆虫管理科では，昆虫の特性の解明と管理技術

の開発を目的として研究を行っているが，特に長

距離移動性害虫の移動予知技術の開発には全研究

室が参加研究を行った。

　昆虫分類研究室では，トマト黄化えそ病の媒介

昆虫アザミウマ類について既往の文献に記録され

た種と寄主植物を整理し，「日本産アザミウマ文

献・寄主目録」を刊行した。スジシロキヨトウと

近縁2種の形態・分類に新知見を加え，幼虫各齢

期の形態的差異を明らかにした。長距離移動性害

虫についてはその天敵の同定分類を行い，78種を

確認した。アワヨトウについては地域別・発生期

別成虫標本の形態測定比較から，北方産の方がよ

り大きく，夏期の個体群が春期のものより大きい

傾向を認め，アワヨトウ類の幼虫・蠕による同定

法の確立を計った。

　昆虫行動研究室では昆虫行動の観測技術の開発

ならびにカメムシ類の採餌・摂食行動の生理・生

態学的解明を行っている。フライトミルによるミ

ツモンキンウワバの飛翔距離の測定，ドップラー

レーダーと船舶用レーダーを利用して，航空機か

ら放飼した昆虫類を追跡する実験，昆虫吸汁行動

測定装置による電流波形の変化を利用した吸汁摂

食行動の日周性などを調査測定した。また風洞を

利用して鱗翅目ヤガ科の性フエロモン成分の化学

構造決定のための生物検定法を開発した。

　生理活性物質研究室では，ミツモンキンウワバ

の性フエロモン2成分の最適な混合比率，濃度お

よび純度を野外試験により実証した。チヤハマキ

ガの交尾に必要な雄の香鱗は網目状の柱体であ

り，内部は空洞であることが分った。チャノコカ

クモンハマキの卵・幼虫寄生蜂ハマキコウラコマ

ユバチについては，卵内部の産卵刺激物質は主に

アミノ酸の混合物であり，その他寄主体液中に忌

避物質あるいはマスキング物質が存在することも

分った。

　天敵生物研究室では各地におけるカマバチ類の

ウンカ類への寄生実態を明らかにするとともに，

トビイロウンカに対する捕食・寄生特性を解明し

た。中国から導入されたチュウゴクオナガコベチ

がクリタマバチに対して在来寄生蜂クリマモリオ

ナガコバチに比べて優れた寄生特性を有すること

を実証した。空中捕虫装置を装着した小型飛行機

によってウンカ類の長距離移動の実態を明らかに

するとともに，アワヨトウの全国発生資料の解析，

下層ジェットの流跡線解析などから，移動経路の

推定を行い，移動予知モデルによる飛来予測の可

能性を示した。

　個体群動態研では，昆虫の寄主一寄生者系の理

論モデルを作成して安定性の解析を進め，寄生者

の寄主体液摂取の習性が寄主一寄生者系の安定性

を高めることを明らかにした。個体群増殖を記述

する連続型シミュレーションモデルを作成し，そ

の感度解析の結果，発育速度，日当り産卵数，幼

虫期死亡が増殖に強く影響することがわかった。

カメムシ類の卵寄生蜂ヘリカメクロタマゴバチと

カメムシタマゴバチの共寄生関係を調べた。競争

には後者が有利であったが行動の違いから共存は

可能と思われた。ハスモンヨトウの飛翔行動を解
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析し，大きく6つのパターンに分けられることを

示した。

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

から構成され，農業環境の保全を配慮しつつ，農

業生産を向上させる化学物質（農薬，肥料，土壌改

良資材等）の合理的利用技術の開発，農内外廃棄物

の農業への利活用技術の開発，並びに作用機構未

解明元素の環境動態の解明を目指し，それぞれの

資材の特性，動態，管理に係わる先導・基盤的調

査研究を進めている。

　農薬動態科では農薬の特性と動態の解明，合理

的活用技術の開発及び環境生物に対する影響解明

と総合管理技術の開発に関する研究を分担実施し

ている。

　農薬の特性解明に関しては，非破壊分析核磁気

共鳴吸収法を用いた殺菌剤薬理研究が続けられ，

灰色かび病菌の薬剤処理による水プロトンのスピ

ンースピン緩和時間（T2）の変化がスピン格子緩

和時間（T、）と同様，作用解明への手掛りとなるこ

とが示された。不斉リン原子を持つ土壌害虫防除

剤イソフェンホス（IF）と代謝物N一脱アルキルー

IF及びそのオクソンの光学異性体間における生

物活性が比較された。どの（＋）一体も常に高い殺虫

効果を示した。またN一脱アルキルーIF一オクソン

のアセチルコリンエステラーゼ（AChE）の阻害度

は，（＋）一体が（一）一体に比べ著しく高く，殺虫力と

阻害度との問に高い相関性が認められた。土壌害

虫ドウガネブイブイにおける14C－IFの虫体への浸

透移行，代謝が調べられた。

　農薬の植物体中の動態に関しては，昨年に引続

き，IFのヒノキにおける代謝が詳細に検討され，

代謝物4つが同定され，根部におけるIFとそのオ

クソンの長期にわたる残留が甲虫類に対し効果的

に作用すると結論された。各種芳香族塩素化合物

の作物による吸収特性が調べられた。ニンジンに

よる吸収は10g（全作物体塩素化合物濃度／土壌中

塩素化合物濃度）と化合物の10g　Pow（オクタノー

ルー水分配係数の対数）との間に高い相関が認め

られた。土壌中における動態では，塩素化合物の

嫌気的条件下における分解が検討された。還元的

脱塩素化はPCP，2，3，4，5一テトラクロロフェ

ノールでは遅く，またリング上の塩素原子の還元

順位が明らかにされた。ダイオキシン等を脱塩素

する土壌微生物は土壌粒子を除くとその活性が失

なわれる。菌の分離は今後の課題として残される。

水系における動態では，小規模水田で除草剤の流

出試験が行われ，流出率と薬剤の溶解度及び土壌

吸着性との関連が調べられている。

　農薬活性の利活用技術研究では，非殺菌性イネ

いもち病防除剤PCBAの関連化合物について，メ

ラニン生合成阻害を指標に，活性一構造の相関が

調べられ，阻害活性には水素結合により生成する

二環式構造が必要であることが示された。安全性

が高く，殺草力がすぐれた除草剤ビアラホス抵抗

性植物を作出するため，グルタミン合成酵素遺伝

子のクローニング，γ線照射による薬剤抵抗性の

誘発，抵抗性株の選抜等について研究が進められ

ている。またロテノン，Haedoxan　A等植物殺虫

成分を効率よく多量に産生させるための基礎研究

として，鍵酵素フェニルアラニンアンモニアリア

ーゼの遺伝子のクローニングが行われている。植

物ジベレリン（GA）の動態研究に不可欠な，各種

ラベル化GAが，3H－GAからニンジン培養細胞系

を用いて生合成された。GAのラベル化率は約26

％で，得られた12種のうち，GA6122への変換率が最

も高かった。

　薬剤の生物に対する影響の解明研究では，本年

度より病害虫の薬剤抵抗性獲得機作の解明と対抗

技術の開発に関する研究が開始された。イネごま

葉枯れ病菌の有機リン剤感受性検定には菌そう生

育法が有効で，愛媛県下では，63％がEDDP耐性菌

株であった。灰色かび病菌のベンゾイミダゾール

耐性では，解毒代謝の関与が否定された。コナガ

の有機リン剤抵抗性では，脂肪族系リン殺虫剤に

対しては，作用点AChEの変異が，また芳香族系リ

ン殺虫剤に対しては，オクソン分離酵素が，それ

ぞれ抵抗性の発現に関与していると推定された。

ニカメイガの有機リン剤抵抗性は，14C一メトキシ
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標識フェニトロチオンの代謝実験から，感受性系

統では活性毒物体オクソンが体内に集積するこ

と，抵抗性系統ではこの解毒代謝物ジメチルリン

酸が多いことが明らかにされた。土壌処理殺菌剤

クロルピクリンの土壌微生物に及ぼす影響試験で

は，処理後の細菌数の増加と糸状菌の減少が顕著

であった。除草剤ベンチオカーブによる水稲矯化

症発生の品種間差異が調べられ，日本晴に著しい

薬害の発生が認められた。

　農薬の管理技術開発の基礎研究として，農業生

態系における農薬の動態予測研究が進められてい

る。土壌への吸着に関しては，測定された薬剤の

土壌吸着平衡定数（Koc）の対数と農薬の物理化学

的性質，すなわち水溶解度（WS），オクタノールー

水分配係数（Kow），逆相高速液体クロマトグラフ

ィー（HPLC）の保持時間（Rt），分子量との問に高

い相関性が見出された。また農薬の土壌層中垂直

方向への浸透性について，土壌カラムを用いた

HPLCのRtの対数とWS，Kow，Kocの対数との間

に高い相関性が認められた。本法により，農薬の

土壌吸着性，浸透性の予測が可能となった。また，

芳香族化合物の各種土壌への吸着及び脱着につい

ての諸要因が検討された。化学物質の土壌残留性

の予測についての知識べ一スを構築するために，

土壌中における薬剤の減衰式から土壌残留のパラ

メータを算出し，QSAR解析システムADAPTを

用いて分子構造と土壌残留性の相関を解析して，

化学物質の土壌残留性を二つのクラスに分類する

ことが可能となった。

　非生物的分解促進技術開発の基礎研究として，

前年に引き続き，ヘキサクロロベンゼン，PCPの

ヘキサン溶液中の光分解が検討され，還元的脱塩

素化を主とする光分解経路が明らかにされた。

　肥料動態科では，作用未解明元素の賦存量の実

態把握，肥料等の多量成分・微量成分の特性と動

態の解明及び両成分の動態制御・管理技術の開発，

並びに農業内外廃棄物の利活用技術の開発に関す

る研究を分担実施している。

　作用未解明元素として希土類16元素につき，岩

石，土壌，稲わら，汚泥中の含量を誘導結合プラ

ズマー質量分析法（ICP－MS）で測定した。ランタ

ニドの土壌一植物間の濃度比は100：1から300：

1の幅で変動し，植物中で著しく低い。また下水

汚泥中においては土壌よりも低かった。いずれの

試料においてもランタニドの分布は特有のパター

ンを示していた。

　多量成分の特性と動態の解明では，施肥窒素の

土壌中における動態を連続的にモニタリングする

ホローファイバー・センサーシステムを開発し，

硝酸，カルシウム，カリウムを連続的にリアルタ

イムで測定し，土層中の移動速度を求めた。ホロ

ーファイバー系はリンの溶出，移動の測定にも用

いられ，リン酸一アンモニウム施用時の土壌溶液

中のリン濃度低下，及びリン酸鉄の溶出速度が，

結晶化によって低下することを示した。結晶化は

溶出率，白菜による吸収量をもそれぞれ低下させ

た。リンについてNMRによって解析し，土壌抽出

液中で，無機態，一エステル，ニエステルの3形

態に大別した。一エステルはイノシトール六リン

酸に由来する。リン無施用土壌では無機リンの比

率が低下するが，有機態リンの量には変化がなか

った。ケイ酸の施用効果は土壌溶液のpH，CO2濃

度，塩類濃度が影響することが示された。ケイ酸

については安定同位体30Siの利用がはかられ，6

種類の標識ケイ酸カルシウムを合成し，水稲によ

る利用率が測定された。利用率はケイ酸塩の種類

により異なり22～51％の範囲で変動した。

　微量成分の特性と動態の解明では，重金属の存

在形態分別定量法が検討され，ファーネス原子吸

光法との組合せによる方法を確立した。また土壌

中の銀を測定し，表層土壌中で0．05～1．5ppmの範

囲にあることを示した。ホウ素についてはNMR

により土壌施用後，及び植物による吸収後の変化

が追跡された。植物中では根，茎では無機態ホウ

素が存在するが，葉中では結合態が多くなり，そ

の生成には光合成が関与した。

　肥料等の動態制御・管理技術の開発では，土壌・

植物系における二酸化炭素組成を直接測定するシ

ステムが作られた。土層中の任意の微小部位での

測定が可能となったために，植物根の影響などを
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示すことができる。また水稲節問内濃度を連続的

に測定し，培地中CO、濃度，光条件の影響を明らか

にした。地表から揮散する亜酸化窒素については

ECDガスクロマトグラフによる連続自動計測シ

ステムを開発し，精度などの検討を行った。オゾ

ンによる作物の被害発生に対する栄養条件の影響

を検討し，オゾンの害が呼吸阻害剤による養分吸

収阻害に類似していることを示したが，窒素栄養

の改善がオゾン害の程度を変えることはなかっ

た。微量成分については微小部分X線マッピング

装置による生葉の連続モニタリングが試みられる

とともに，ICP－MSによる土壌などの希土類元素

測定の前処理法，分析精度についての検討がなさ

れた。

　農業内外廃棄物の利活用に関しては，豚舎排水

処理問におけるリンの形態変化を明らかにするべ

く，フォスファターゼ，フィターゼ活性の変化を

調べた。両活性ともスラリーでもっとも高く，そ

の活性はオガクズ槽内でも保持されていた。この

ような処理に用いたオガクズ槽では硝酸化成能も

高く，また，浮遊物質の除去に伴い銅，亜鉛など

の保持にも役立っていることが明らかになった。

硝化槽土壌では無機態窒素が集積していたが，培

養窒素はむしろ低下した。脱窒槽上層の土壌で栽

培したコマツナにおいて原因不明の生育障害が発

生したが，亜硝酸塩は少なくとも原因ではない。

ポリ塩化ビニルフィルムの光化学的・微生物的劣

化が検討され，表面処理剤として鉄化合物と酸化

剤併用の効果が大きいことを認めた。廃ロックウ

ールの利用法を開発するため，0～5作使用後の

試料につき性状評価を行った。微生物資材の生物

特性を評価する方法として微生物熱量計の利用が

はかられ，稲わら分解に及ぼす資材添加効果が検

討された。効果は低温時に大きくなることが認め

られた。また微生物熱量計による活性測定により，

殺菌剤，抗カビ剤などの影響を評価できることを

明らかにした。農用地に搬入される湖底しゅんせ

つ土の影響調査結果がまとめられ，対象湖沼，採

泥地点ごとの特性が明らかにされ，また施用後の

影響として，畑状態下における硫黄酸化によるpH

低下，リンの不可給化，銅，亜鉛の溶出増大を認

めた。水田状態ではこのような影響は小さい。
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II．昭和62年度研究課題

課題
番号

〔　研究　問　題　〕

研　　　究　　　課　　　題 予算区分 研究期間 研究　分担 担　当　者

1　農業上問題となる環境要因の体系的解明

〔1〕農業生産関連生物と環境要因の相互作用の

解明

（11農業生産関連生物に対する環境要因の影

響の解明

1 1　作物の気候的生育予測法の確立（11 経常 継58～65 環資・気象生態研 川　方　俊　和

岡　田　益　己

2 2　作物類の気象生態反応の解明（2） 経常 継58～62 環資・気象生態研 岡　田　益　己

竹澤　邦夫

川　方俊和

3 3　制御環境下における作物の生育調節法経常 継58～64 環資・気象生態研 岡　田　益　己

の開発13） 竹澤　邦夫
川　方俊和

4 4　大気質の変動の作物への影響の評価法経常 継58～68 環資・大気保研 小林和　彦
の開発（5）

5 5　オープントップチャンバーを用いた実公害防止 継61～62 環資・気象生態研 小林和彦
験手法の確立㈲

6 6　大気汚染が作物の物質生産に及ぼす影公害防止 継61～65 環資・気象生態研 岡　田　益　己

響の定量的解析（7） 竹　澤　邦夫

川　方俊和

7 7　植物の大気汚染物質の解毒機構の解明 公害防止 継61～65 環資・大気保研 野　内　　　勇

（8）

8 8　大気汚染の影響評価のためのデータ解公害防止 新62～65 環境管理・環情報室 鈴　木　大　助

析と表示法の開発 守谷茂雄
9 9　葉面での水蒸気放出量の測定法 重点基礎〔ガス 単61 環資・気象生、態研 竹澤　邦夫

流束〕 岡　田　益　己

川　方　俊和
（21質的に新し6環境要因の生体機能に及ぼ

す影響の解明

10 1　作用機構未解明元素の賦存量の実態把 経常 継58～64 資材動態・微量要素研 渡　辺久男
握（9）

H　農業環境生物の特性の解明と管理・利用技術

の開発

〔1〕微生物等の特性の解明と制御法の開発

111細菌及びウイルスの特性の解明と分類・

同定法の確立

11 1　土壌伝染性ウイルス，ジャガイモモッ 経常 完58～61 環生・土微分類研 亀　谷　満　朗

プトップゥイルスなどの特性の解明と分 （農研センタ） 花　田　　　薫

類基準の確立qo）

12 2　植物ウイルスの特性の解明，ソラマメ 経常 完60～61 環生・土微分類研 亀　谷　満　朗

ウィルトゥイルスの諸性状によるグルー （農研センタ） 花　田　　　薫

ブ分けq1）

13 3　植物ウイルスの検索・同定システムの重点基礎〔生物 単61 環生・土微分類研 亀　谷　満　朗

開発 土壌情報〕

14 4　植物ウイルスの理化学的性状の解明一経常 新62～71 環生・土微分類研 福　本　文　良

遺伝子組換え体の作製とその機能と構造 （生物研） 本吉　総　男

の解明
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課題
番号

〔　研究　問　題　〕

研　　　究　　　課　　　題 予算区分 研究期間 研究　分担 担　当　者

15 5　地域条件に対応した弱毒ウイルスの作バイテク〔地域 継61～65 環生・土微分類研 亀　谷　満　朗

出及びこれを利用した防除技術の確立q2） バイテク〕 福　本文　良

16 6　農業生態系にかかわる細菌の分類（1翁 経常 継58～67 環生・細菌研 西山幸司
畦　上耕児

17 7　植物細菌病の診断と病原細菌の同定（1の 経常 継58～67 環生・細菌研 西　山　幸司

畦　上耕児
加　藤　　　肇

18 8　植物病原細菌簡易同定システムの開発重点基礎〔生物 単61 環生・細菌研 西　山　幸　司

土壌情報〕

19 9　植物寄生性細菌の生理的特性と感染・ 経常 継58～63 環生・寄生菌研 松　田　　　泉

発病機構の解明q5〉 （北海道大学） 佐　藤善　司

高杉光雄
（2｝糸状菌の特性の解明と分類基準の確立

20 1　鞭毛菌類の特性の解明と分類基準の確 経常 継58～64 環生・糸状菌研 浜屋悦次
立116） 佐　藤豊三

大久保　博　人

21 2　不完全菌類の特性の解明と分類基準の経常 継58～64 環生・糸状菌研 浜屋悦次
確立α偽 佐　藤豊三

大久保博人
22 3　植物病原糸状菌の検索・同定システム経常 単61 環生・糸状菌研 浜屋　悦次

の開発 大久保博　人

23 4　作物糸状菌病の診断及び病原同定 一般別枠〔情報 新62～64 環生・糸状菌研 浜　屋　悦次

・処理〕 佐　藤豊三
大久保博　人

24 5　植物寄生性糸状菌の生理的特性と発病経常 継58～63 環生・寄生菌研 佐　藤善　司

機構の解明圏 八重樫博志甚

環生・糸状菌研 浜　屋　悦次

矢〔東北農試〕

25 6　いもち病菌等の遺伝解析（19） バイテク〔細胞 完58～61 環生・寄生菌研 佐　藤善　司

融合〕 八重樫博志モ

モ〔東北農試〕

26 7　外国稲の病害抵抗性⑳ 超多収 継58～63 環生・寄生菌研 佐　藤　善　司

八重樫博志着

芙〔東北農試〕

（3）土壌微生物の特性・機能の解明と分類基

準の確立

27 1　土壌病害の発病抑止作用に関与する土 経常 継60～64 環生・土微分類研 小林紀彦
壌微生物の特性解明と類別⑳

28 2　内生菌根菌を含む根圏微生物の動態特一般別枠〔根菌 継61～65 環生・土微分類研 小　林紀彦
性の解明⑳ 環境〕

29 3　キャベツなどの土壌伝染性植物病原細経常 完58～61 環生・土微分類研 土屋　行夫・退

菌の分類学的研究偽）

30 4　土壌粘液細菌及び原生動物の特性の解経常 完59～62 環生・土微生態研 本　間　善　久

明⑳ （61）

31 5　植物病原土壌微生物の特性の解明⑫励 経常 継58～62 環生・土微生態研 鈴　井孝　仁

環生・土微利研 宮　下　清貴
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課題
番号

〔　研究　問題　〕
研　　　究　　　課　　　題 予算区分 研究期間 研究分担 担　当者

32 6　土壌微生物生態系における植物寄生性 経常 新62－64 環生・土微生態研 土屋健一
細菌の特性ならびに機能発現の解明 鈴井孝仁

33 7　土壌生態系における放線菌の特性の解 経常 継5魯一64 環生・土微利研 宮下清貴
明鵬）

14）微生物の安定的長期保存法の開発

34 1　魚類ウイルスの保存法に関する既往成 特研〔微生物保 完59－61 環生・（部長） 山　田　昌　雄

果の体系的整理とマニュアル化㎝ 存〕 （委託：北海道大学） 木村　喬久
35 2　植物病原細菌バクテリオファージの保 特研〔微生物保 完59－61 環生・細菌研 加　藤　　　肇

存法に関する既往成果の体系的整理とマ 存〕

ニュアル化囲〉

36 3　植物病原細菌の保存法に関する既往成 特研〔微生物保 完59－61 環生・細菌研 加　藤　　　肇

果の体系的整理とマニュアル化鵬》 存〕

37 4　海洋細菌の保存法に関する既往成果の 特研〔微生物保 完59、61 環生・（部長） 山　田　昌　雄

体系的整理とマニュアル化総Ol 存〕 （委託：東京大学） 山　里一英
38 5　土壌細菌の保存法に関する既往成果の 特研〔微生物保 完59～61 環生・土微利研 加藤邦彦

体系的整理とマニュアル化61） 存〕 沢　田　泰男

39 6　放線菌の保存法に関する既往成果の体 特研〔微生物保 完59－61 環生・土微利研 宮下清貴
系的整理とマニュアル化⑳ 存〕 沢　田　泰　男

40 7　植物病原糸状菌の保存法に関する既往 特研〔微生物保 完59－61 環生・糸状菌研 浜屋　悦次
成果の体系的成果とマニニアル化偽） 存〕

41 8　糸状菌のプロトプラストの保存法に関 特研〔微生物保 完5卜61 環生・土微生態研 鈴井孝仁
する既往成果の体系的整理とマニュアル 存〕 （東北大学） 羽　柴　輝良
化（鋤

42 9　魚類病原ウイルスの安定的保存法の開 特研〔微生物保 完59－61 環生・（部長） 山　田　昌　雄

発｛諭 存〕 （委託：北海道大学） 木村喬　久

43 10植物病原細菌の安定的保存法の開発（調 特研〔微生物保 完59－61 環生・土微分類研 土屋　行夫・退

存〕（経常）

44 11海洋細菌の安定的保存法の開発㎝ 特研〔微生物保 完59～61 環生・（部長） 山　田　昌　雄

存〕 （委託：東京大学） 山　里一英
45 12土壌生息細菌の長期保存法の開発（謝 特研〔微生物保 完59、61 環生・土微利研 加　藤邦彦

存〕 沢　田　泰　男

46 13放線菌の長期保存法の開発（39） 特研〔微生物保 完59－61 環生・土微利研 宮下　清貴
存〕 沢　田　泰男

47 14植物病原糸状菌の安定的保存法の開発 特研〔微生物保 完59－61 環生・土微分類研 土屋　行夫・退

（40） 存〕（経常）

48 15糸状菌プロトプラストの安定的保存法 特研〔微生物保 完59－61 環生・土微生態研 鈴　井　孝　仁

の開発（41） 存〕 （東北大学） 羽　柴　輝　良

49 16糸状菌の安定的長期保存法の標準化 経常 新61～65 環生・糸状菌研 浜屋悦　次
大久保　博　人

（51線虫及び土壌小動物の特性の解明と分

類・同定法の確立

50 1　ワセンチュウ類の分類吻 経常 継58～63 環生・線・動物研 皆　川　　　望

水久保　隆之

51 2　ホプロチルス属及びプラチレンコイテ 経常 完59－61 環生・線・動物研 皆　川　　　望

ス属線虫の分類髄



14 農業環境技術研究所年報　昭和62年度

課題
番号

〔　研究　問　題　〕

研　　　究　　　課　　　題 予算区分 研究期間 研究　分担 担　当　者

52 3　ケファレンクス属線虫の分類（姻 経常 継5卜62 環生・線・動物研 水久保　隆之

皆川　　望

53 4　メルリニウス属線虫の分離（46） 経常 継6α略2 環生・線・動物研 皆川　　　望

水久保　隆之

54 5　ネコブセンチュウ類の分類と特性の解 経常 継5ト63 環生・線・動物研 西　沢　　　務

明㈹

55 6　ネグサレセンチュウ類の分類・同定法 経常 新61～65 環生・線・動物研 水久保　隆之

の確立 皆　川　　　望

56 7　テイレンクス亜科線虫の分類 経常 新61－67 環生・線・動物研 水久保隆之
皆　川　　　望

57 8　プシレンクス属線虫の分類 経常 新61～62 環生・線・動物研 水久保　隆之

（九州農試） 中　園　和　年

58 9　温州萎縮ウイルス及びブドゥゥイルス 特研〔果ウイル 継59－62 環生・線・動物研 西　沢　　　務

病様症状の病原のペクターの探索（48） ス〕 皆　川　　　望

水久保　隆之

59 10土壌線虫の分類・検索システムの開発 重点基礎〔生物 単6玉 環生・線・動物研 皆川　　　望

土壌情報〕

｛6）微生物線虫及び土壌小動物の制御法の

開発

60 1　新共生微生物の産生する生理活性物質 科振調〔新共生〕 完59、61 環生・土微生態研 本　間　善　久

の探索｝利用技術に関する研究（姻 鈴井孝　仁
61 2　土壌微生物の相互作用の解明㎝ 経常 継59－64 環生・土微利研 沢　田　泰　男

62 3　リゾクトニア菌等土壌病原菌に対する 一般別枠〔根圏 継61～65 環生・土微生態研 本間　善久
根圏細菌の拮抗機構の解明励 環境〕 鈴井孝仁

63 4　拮抗微生物の遺伝子解析働 一般別枠〔根圏 継61～65 環生・土微生態研 鈴井孝仁
環境〕

■

64 5　微生物利用による地域主要病害虫の防 バイテク〔地域 新62～66 環生・土微生態研 鈴井孝仁
除技術の開発 バイテク〕

65 6　原核生物等線虫天敵微生物の特性と拮 一般別枠〔根圏 継61～65 環生・線・動物研 西　沢　　　務

抗機構の解明⑨ 環境〕

（7）組換え体の野外環境下での安全性評価手

法の開発

66 1　植物ウイルスの検出手法 バイテク〔安全 新62～64 環生・土壌分類研 亀谷満朗
性評価〕 福　本文　良

67 2　植物ウイルスの検出手法一植物ウイル バイテク〔安全 新62～63 環生・土壌分類研 亀谷満　朗
ス検出用モノクローナル抗体の作製と利

用

性評価〕 （委託：日植防研） 匠原　監一郎

68 3　植物寄生細菌の検出手法 バイテク〔安全 新62～63 環生・寄生菌研 松　田　　　泉

性評価〕 佐　藤　善　司

69 4　有用土壌細菌の検出手法 バイテク〔安全 新62～64 環生・土微生態研 土　屋　健一

性評価〕 鈴井　孝　仁

本　間　善　久

70 5　有用土壌細菌の検出手法一有用土壌細 バイテク〔安全 新62～63 環生・土微生態研 土屋　健一
菌検出用モノクローナル抗体の作成と利 性評価〕 鈴井孝　仁
用 （委託：日植防研） 匠原監一郎

71 6　土壌微生物へのD　N　Aプローグ法の利 バイテク〔安全 新62～64 環生・土微利研 宮　下　清　貴

用 性評価〕 沢　田　泰　男
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課題
番号

〔　研究　問　題　〕

研　　　究　　　課　　　題 予算区分 研究期間 研究分担 担　当者

〔2〕有用微生物の探索と微生物の有効利用法の

開発

Ul有用微生物の探索

72 1　土壌中における有用細菌の探索圓 経常 継58～64 環生・土微利研 加藤邦彦
73 2　根粒菌の分離・同定と有用菌株の選抜 大型別枠〔グリ 継60～62 環生・土微利研 沢　田　泰男

邸1 一ン〕 宮　下　清貴

74 3　有用機能菌の探索と動態の解明（56） 一般別枠〔根圏 継61～65 環生・土微利研 加　藤邦彦
環境〕 沢　田　泰男

12）微生物の有効利用法の開発

75 1　畑土壌バイオマスの養分代謝・集積機 一般別枠〔根圏 継61～65 環生・（科長） 大畑　貫一
能の評価鮒 環境〕 （委託；山口大学） 丸　本卓哉

76 2　高分解能菌株の増殖及び機能向上技術 公害防止 継61～64 環生・土微利研 加藤邦彦
偲8） 沢　田　泰男

（3）微生物の生理活性物質の探索と利用法の

開発

77 1　微生物の産生する生理活性物質の解明 経常 継58～63 環生・寄生菌研 佐　藤善司
と利用法の開発1㎝

78 2　昆虫共生微生物の産生する生理活性物 科振調〔新共生〕 完59～61 環生・細菌研 西　山　幸司

質の生物検定161）

B〕昆虫の特性の解明と管理技術の開発

ω　昆虫の分類・同定法の開発と昆虫相の解

79

明
1
　
同 翅類の分類学的研究（アブラムシ科 経常 止58～67 環生・昆分類研 　　　矢宮崎’昌久

の分類）㈱ （6ユ） 芸〔蚕試〕

80 2　鱗翅目（大蛾類幼虫）の分類学的研究 経常 継58～62 環生・昆分類研 服部伊楚子
（63）

81 3　農林昆虫の分類・検索システムの開発 重点基礎〔生物 単61 環生・昆分類研 　　　矢宮崎昌久
土壌情報〕 矢〔蚕試〕

82 4　トマト黄化えそ病に関する研究・アザ 小事項 継60～62 環生・昆分類研 　　　芸宮崎昌久
ミウマの種類と発生楓65） 服部伊楚子

甚〔蚕試〕

83 5　個体群動態の解析一長距離移動性害虫 一般別枠〔移動 継59～62 環生・昆分類研 服部　伊楚子

の天敵の同定分類（66） 性害虫〕 　　　矢宮崎昌久
芙〔蚕試〕

84 6　形態・生理・生態的特性一アワヨトゥ 一般別枠〔移動 継59～62 環生・昆分類研 服　部　伊楚子

の地域別・発生期別形態比較櫛 性害虫〕 吉　松慎一
85 7　形態・生理・生態的特性一アワヨトゥ 一般別枠〔移動 継59～62 環生・昆分類研 服　部　伊楚子

類似種の幼虫・蠣による分類同定法の確 性害虫〕

立劔

86 8　移動実態・時期の調査一移動性昆虫相 一般別枠〔移動 継59～62 環生・昆分類研 服　部　伊楚子

の解明（69） 性害虫〕 宮崎昌久モ

吉　松慎一
苦〔蚕試〕

（2）昆虫個体群の特性の解明

87 1　カメムシ類の個体群密度変動機構の解 経常 継58～62 環生・個体群研 釜　野　静　也

，析σu） 野　田　隆志

88 2　昆虫個体群の簡易密度調査法の確立σ11 経常 継61～63 環生・個体群研 矢　野　栄二
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89 3　昆虫とその寄生者，捕食者の相互関係 経常 継61～63 環生・個体群研 矢　野栄二
の解析働

90 4　ハスモンヨトウの密度変動調査及び要 一般別枠〔移動 継58～62 環生・個体群研 矢　野　栄　二

因解析㈲ 性害虫〕

91 5　移動個体群発現に関する環境要因の解 一般別枠〔移動 継59～62 環生・個体群研 釜　野　静也

明一ハスモンヨトゥ（74） 性害虫〕 野　田　隆志

13）昆虫の行動特性の解明と制御技術の開発

92 1　りん翅目昆虫の性フェロモン源への定 経常 継58～63 環生・昆行動研 川　崎建次郎

位行動の解析個

93 2　カメムシ類の摂食・採餌行動の生理・ 経常 継59～63 環生・昆行動研 日　高　輝展

生態的解析㈹ 池　内　まき子

94 3　移動個体発現に関する環境要因一ミッ 一般別枠〔移動 継59～62 環生・昆行動研 日　高　輝展

モンキンウワバσの 性害虫〕 川　崎　建次郎

95 4　追跡機器の開発と利用㈹ 一般別枠〔移動 継59～62 環生・昆行動研 日　高　輝展

性害虫〕 池　内　まき子

川　崎建次郎
（委託：日本気象協会）一 柳　沢善次

96 5　長距離移動に関する気象要因一ハスモ 一般別枠〔移動 継60～62 環生・昆行動研 日　高　輝展

ンヨトウ㈲ 性害虫〕 池　内　まき子

川　崎建次郎

97 6　アワヨトウの全国調査資料の収集及び 一般別枠〔移動 継59～62 環生・天敵生研 岸野　賢一
解析（働 性害虫〕 森本信生

98 7　アワヨトウの休眠性の地理的変異（81） 一般別枠〔移動 継59～62 環生・天敵生研 岸野　賢一
性害虫〕 森本信生

99 8　捕獲機器の開発と利用圃 一般別枠〔移動 継59～62 環生・天敵生研 岸野　賢一
性害虫〕 森本信生

小　山　健二

100 9　アワヨトウの移動に関する気象要因（劉 一般別枠〔移動 継60～62 環生・天敵生研 岸　野　賢一

性害虫〕 森　本信生
101 10アワヨトウの移動経路の解明 r般別枠〔移動 新61～62 環生・天敵生研 岸　野　賢一

性害虫〕 森本信生
102 11アワヨトウの移動予知システムモデル 一般別枠〔移動 新61～62 環生・天敵生研 岸野賢一

の開発 性害虫〕 森本信生
141天敵生物の特性解明と利用法の開発

103 1　侵入害虫の天敵生物の探索圃 経常 継59～68 環生・天敵生研 岸野　賢一
小　山　健二

森本信生
104 2　ウンカ類寄生性天敵の特性解明圃 経常 継59～63 環生・天敵生研 小　山　健二

岸野　賢一
105 3　天敵昆虫の増殖法の開発1861 経常 継59～68 環生・天敵生研 岸野賢一

小　山　健二

森　本　信生
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研　　　究　　　課　　　題 予算区分 研究期間 研究分担 担　当者

（5）昆虫の生理活性物質の探索と利用法の開

発

106 1　ミツモンキンウワバの性フェロモンの 一般別枠〔移動 継59～62 環生・生理活性研 杉江　　　元

化学構造の解明⑱ 性害虫〕 野　口　　　浩

　　　芙玉木佳男
環生・昆行動研 川　崎健次郎

（九州農試） 北村実彬
苦〔企連・企画〕

107 2　サトウキビのコメッキムシ類の性フェ 経常 継58～62 環生・生理活性研 杉江　　　元

ロモンの同定と利用法㈹ 玉木佳男矢
（沖縄農試） 金城　美恵子

長嶺將昭
苦〔企連・企画〕

108 3　交尾行動におよぼす雄の香鱗の役割 経常 新61～63 環生・生理活性研 野　口　　　浩

玉木佳男
109 4　ハマキコウラコマユバチの産卵行動制 経常 新61～62 環生・生理活性研 玉木佳男

御物質 杉江　　　元

（文部省特別研究員） 戒能洋一
110 5　ニュージーランド産2種ハマキガの同 経常 単61 環生・生理活性研 玉　木　佳男

時撹乱物質の選定 （ニュージーランドD 」．R．Clea

SIR） rwateτ

〔4〕植生の生態的特性の解明と管理・利用技術

の開発

U》植生の構造と生態的機能の解明

111 1　耕地雑草における種内変異株の分化と 経常 継58～63 環生・植物生態研 宇佐美洋三
その生理・生態的特性の解明醜） 佐藤光政

112 2　農耕地およびその周辺における植物群 経常 継58～63 環生・植物生態研 宇佐美洋三
落の組成と構造の解明働 佐藤光政

113 3　普通畑作物栽培におけるアレロパシ。 特研〔アレロパ 継61～62 環生・植物生態研 佐　藤　光　政

の実態解析（㎝） シー〕 宇佐美洋三
小泉　　　博

114 4　農耕地周辺植生におけるアレロパシー 特研〔アレロパ 継61～62 環生・保植生研 塚野　　　豊

の実態解析㈹ シー〕 堀江秀樹
115 5　畑作物及び耕地周辺植物におけるアレ 特研〔アレロパ 新，62～63 環生・植物生，態研 佐藤光政

ロパシー効果の検証 シー〕 宇佐美洋三

小泉　　博
（2）植生の生態系保全機能の解明

116 1　耕草地周辺植生の窒素・リン収奪機能 公害防止 完58～61 環生・他感物質研 安　田　　　環

の評価と利用1991 藤井義晴
渋　谷　知　子

117 2　水生植物による合成有機化合物の吸収 経常 継59～62 環生・保植生研 塚野　　　豊

と分解（100）

118 3　蓄積りん吸収の植物種間差とその要因 特研〔土壌りん〕 継59～62 環生・保植生研 堀　江秀樹
解析（102）

119 4　耕地生態系の植物群落におけるエネル 大型別枠〔グリ 継60～62 環生・植物生態研 小　泉　　　博

ギーと炭素の循環機能の解明（103） 一ン〕 宇佐美　洋三

佐　藤　光政
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120 5　アレロパシーの識別手法の確立（104） 特研〔アレロパ 継61～63 環生・保植生研 塚野　　　豊

シー〕

（3）他感物質の検索と機能の解明

121 1　保健休養機能・揮発生物質と植物種及 国土資源 完59～61 環生・他感物質研 安　田　　環

び立地条件（105） 藤井　義晴
渋　谷　知　子

122 2　他感物質の検索手法の開発（106） 経常 継59～64 環生・他感物質研 安　田　　　環

藤　井義晴
渋　谷　知　子

123 3　他感物質（アレロパシー物質）の抽 特研〔アレロパ 継61～63 環生・他感物質研 安　田　　　環

出・単離法の確立（107） シー〕 藤井義晴
渋谷　知　子

124 4　バイオアッセイによる効果の検証 特研〔アレロパ 継61～63 環生・他感物質研 安　田　　　環

（108） シー〕 藤井義　晴
渋　谷知　子

125 5　アレロパシー候補物質の構造解析とそ 特研〔アレロパ 継61～63 環生・他感物質研 安　田　　　環

の役割の考察（109） シー〕 （委託：北海道大学〕 水谷　純　也

126 6　個別植物および植物群落から放出され 重点基礎〔ガス 単61 環生・他感物質研 安　田　　　環

る揮発性物質の測定法 流束〕 藤　井　義　晴

渋谷知子
127 7　快適性増進植物の選択と配置アセスメ 国土資源 単62 環生・他感物質研 安　田　　　環

ント（耕草園地） 藤井義　晴
渋　谷知　子

（4）植生の管理・利用技術の開発 後期実施

（5）水生植物等の管理・利用技術の開発

128 1　水生植物の水質浄化特性（110） 経常 継60～64 環資・水質特性研 藤井國　博
岡　本　玲子

皿　化学物質等の環境保全的利用技術の開発

〔1〕農薬及び肥料等の特性と動態の解明

（1）殺菌剤の特性と動態の解明

129 1　核磁気共鳴（NM　R）法による殺菌剤 経常 完58～61 資材動態ゼ殺菌動態研 能勢和　夫
の作用特性（111） 吉　田　　　充

130 2　土壌残留性ファイルの作製（112） 経常 完58～62 資材動態・殺菌動態研 能勢和　夫
（61）

131 3　細胞水の緩和時間を指標とした殺菌剤 経常 新62～65 資材動態・殺菌動態研 吉　田　　　充

の作用特性の解析

（2）殺虫剤の特性と動態の解明

132 1　有機リン剤ホスホロアミデートの殺虫 経常（原子力） 継58～63 資材動態・殺虫動態研 上　路　雅子
活性（113）

133 2　有機リン殺虫剤の植物体における代謝 経常（原子力） 続58～62 資材動態・殺虫動態研 上路　雅子
機構（114）

134 3　芳香族塩素化合物の作物吸収（115） 公害防止 継60～62 資材動態・殺虫動態研 升　田　武　夫

13）除草剤の特性と動態の解明

135 1　芳香族塩素化合物の微生物分解（117） 公害防止 継60～6 資材動態・除草動態研 鈴　木　隆之

山　田　忠　男

136 2　種々の土壌条件下における除草剤の動 経常 新61～65 資材動態・殺虫動態研 山　田　忠　男

態 鈴　木　隆　之
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（4）肥料等の多量成分の特性と動態の解明

137 1　合成リン酸塩の特性と肥効（119） 経常 継58～62 資材動態・多量要素研 加藤直　入
尾　和尚　人

138 2　畑土壌における肥料成分の動態予測 一般別枠〔情報 継60～64 資材動態・多量要素研 尾　和　尚　人

（120） 処理〕 伊　藤　　　治

139 3　緑肥施用に伴う窒素の動態に関する基 経常 完59～61 資材動態・多量要素研 尾　和　尚　人

礎研究（121） 伊　藤　　　治

加　藤　直　人

（北見農試） 今　野一男
140 4　肥料成分の動態のNM　Rによる解析 経常 継60～62 資材動態・多量要素研 伊　藤　　　治

（122） 尾和　尚　人

加　藤　直　人

（国立公害研） 三森文行
141 5　安定同位体利用によるけい酸質肥料の 経常 継61～64 資材動態・多量要素研 尾和　尚　人

肥効発現機構の解明 伊　藤　　　治

加　藤　直　人

（山梨大学・教育学部） 小林　　　均

（51肥料等の微量成分の特性と動態の解明

142 1　肥料中の微量元素の動態（124） 経常 継58～64 資材動態・微量要素研 後藤重義
〔2〕農薬及び肥料等の合理的利活用技術の開発

ほ）薬剤の動態制御技術の開発

143 1　放射線利用による農作害虫防除の基礎 原子力 完58～61 資材動態・薬剤耐性研 宍戸　　　孝

的研究（127） 田　中　喜　之

資材動態・殺虫動態研 升　田　武夫

上路雅子
昆野安彦

144 2　芳香族塩素化合物分解菌の改良（128〉 公害防止 継60～64 資材動態・除草動態研 山　田　忠男

（委託：名古屋大学） 鍬塚昭　三
145 3　芳香族塩素化合物の高分解菌株の探 公害防止 新61～62 資材動態・除草動態研 鈴　木　隆之

索・選抜 山　田　忠　男

146 4　土壌害虫線虫制御へのR　I利用 原子力 新62～65 資材動態・殺虫動態研 上　路　雅子

（2）肥料等の動態制御・管理技術の開発

147 1　薬剤等による畑地・草地・樹園地から 公害防止 完58～61 資材動態・多量要素研 尾和　尚　人

の窒素排出の低減（129）

148 2　鉱さいけい酸質肥料の効果判定法の開 経常 完58～61 資材動態・多量要素研 尾　和　尚　人

発（130） 加藤　直人
（福井農試） 伊森　博志

149 3　微量成分のモニタリング手法の開発 経常 継58～64 資材動態・微量要素研 　　　矢渡辺久男
（131） 後　藤　重　義

モ〔熱研〕

150 4　肥料成分の分析法の開発 経常 単61 資材動態・微量要素研 田　中　房江

151 5　肥料成分中の微量要素の動態 経常 単61 資材動態・微量要素研 田　中　房　江

（3）農業内外廃棄物の利活用技術の開発

152 1　農産物残さ等農内廃棄物の農用資材と 経常 継58～65 資材動態・廃棄物研 新井重光
しての評価（134） 杉原　　　進
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153 2　高能率脱窒・除りん土壌カラムのシス 公害防止 継60～63 資材動態・廃棄物研 杉原　　　進

テム化一廃棄土壌の安全性の評価と利活 新井重光
用法（135）

154 3　廃棄合成資材の劣化促進 経常 新62～64 資材動態・廃棄物研 新井　重光
杉原　　　進

155 4　各種資材の土壌微生物活性に及ぼす影 経常 新62～64 資材動態・廃棄物研 杉　原　　　進

響評価 新　井重光
156 5　農用地に搬入される湖底しゅんせっ土 公害防止 単61 資材動態・多量要素研 尾　和　尚　人

の影響調査一肥料成分及び塩基含量 伊　藤　　　治

加　藤　直　人

157 6　農用地に搬入される湖底しゅんせっ土 公害防止 単61 資材動態・微量要素研 後　藤　重　義

の影響調査一有害成分 田　中　房　江

　　　芸渡辺久男
芸〔熱研〕

158 7　農用地に搬入される湖底しゅんせっ土 公害防止 単61 資材動態・廃棄物研 新井　重　光

の影響調査一窒柔透水性等 杉原　　　進

（4）農薬活性の利活用技術の開発

159 1　非殺菌性病害防除物質の構造活性相関 経常 新62～64 資材動態・薬剤耐性研 片　桐　政子

宍戸　　　孝

160 2　植物生理活性物質ジベレリンの動態研 経常 新61～66 資材動態・農薬管理研 腰　岡　政二

究 金　澤　　　純

161 3　アントシアン等合成系遺伝子の単離と バイテク〔植物 新62～65 資材動態・薬剤耐性研 田　中　喜之

構造解析 DNA〕（経常）

162 4　ラジオバイオテクノロジー利用による 原子力 新62～65 資材動態・薬剤耐性研 田　中　喜之

除草剤抵抗性作物の作出

〔3〕薬剤の環境生物に対する影響の解明と総合

管理技術の開発

①　環境生物の薬剤耐性機構の解明と耐性制

御技術の開発

163 1　植物病原菌の有機リン剤耐性（142） 経常 完58～63 資材動態・薬剤耐性研 片’桐　政子

（61） 宍戸　　　孝

164 2　ニカメイガの有機リン殺虫剤抵抗性機 経常（原子力） 完58～63 資材動態・殺虫動態研 昆　野　安彦

構（143） （61） 升　田　武夫

資材動態・薬剤耐性研 宍戸　　　孝

（岡山農試） 田　中　福三郎

165 3　農薬の生物的変換機構の解明（144） 経常 完58～63 資材動態・薬剤耐性研 宍　戸　　　孝

（61） 資材動態・殺虫動態研 昆野安彦
166 4　キク科雑草におけるビピリジニウム除 経常 完59～61 資材動態・薬剤耐性研 田　中　喜之

草剤抵抗性機構（145）

167 5　薬剤感受性レベルの現況調査一イネご 特研〔薬剤抵抗 新62～64 資材動態・薬剤耐性研 片　桐　政子

ま葉枯れ病菌 性〕 宍戸　　　孝

168 6　灰色かび病菌のベンゾイミダゾール耐 特研〔薬剤抵抗 新62～64 資材動態・殺菌動態研 吉　田　　　究

性の生化学的機構の解明 性〕 南　　　栄一

行　本　峰子

能勢和　夫
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169 7　薬剤抵抗性の発生メカニズムの解明一 特研〔薬剤抵抗 新62～64 資材動態・薬剤耐性研 宍戸　　　孝

有機リン剤抵抗性ニカメイガ及びイネご 性〕（経常） 片　桐　政子

ま葉枯れ病菌 資材動態・殺虫動態研 昆野　安彦
170 8　薬剤抵抗性の発生メカニズムの解明一 特研〔薬剤抵抗 新62～64 資材動態・殺虫動態研 昆野安彦

ピレスロイド剤及び有機リン剤抵抗性コ 性〕 升　田　武　夫

ナガ 資材動態・薬剤耐性研 宍戸　　　孝

（2）農業生態系における薬剤の安全性の解明

171 1　生体成分に及ぼす薬剤の影響解明（147 経常 継58～62 資材動態・除草動態研 小　池久義
172 2　農薬の水生環境における分解性の解明 経常 完58～61 資材動態・農薬管理研 金　澤　　　純

（148）

173 3　水田施用農薬の水系における動態（149） 経常 継59～63 資材動態・農薬管理研 飯塚宏栄
174 4　農薬の光分解と植物代謝との相互関連 経常 継59～63 資材動態・農薬管理研 腰　岡　政二

（150） 金　澤　　　純

資材動態・（科長） 村井敏信
175 5　ダイオキシン等芳香族塩素化合物の土 公害防止 継60～62 資材動態・農薬管理研 飯塚　宏　栄

壌中の分解（151） 腰　岡　政二

176 6　ダイオキシン等芳香族塩素化合物の微 公害防止 完60～61 資材動態・農薬管理研 金　澤　　　純

量分析法の確立（152） 腰　岡　政二

177 7　農薬の水性環境における動態と生物へ 経常 新62～64 資材動態・農薬管理研 金　澤　　　純

の影響

③　薬剤の総合管理技術の開発

178 1　殺菌剤による作物の薬剤解析手法の開 経常 新62～64 資材動態・殺菌動態研 行本　峰子
発 吉　田　　　充

南　　　栄一

179 2　環境動態予測知識ベースシステムの開 科振調〔知識べ 新61～63 資材動態・殺菌動態研 能勢和夫
発 一ス〕 行本　峰子

資材動態・農薬管理研 飯塚宏　栄
N　農業生態系の制御技術と変動予測法の開発

〔1〕農業生態系に関する情報の革新的収集・解

析手法の開発

（1》リモートセンシング手法の開発

180 1　圃場用分光センサーの開発と応用 大型別枠〔グリ 継58～62 環境管理・隔測研 秋　山　　　侃

（155） 一ン〕 芝　山　道　郎

山　形与志樹

181 2　農業における画像計測技術の開発 大型別枠〔グリ 継58～62 環境管理・隔測研 秋　山　　　侃

（156） 一ン〕 芝　山　道　郎

山　形与志樹

182 3　携帯型モニタリングシステムの改良と 一般別枠〔情報 継60～64 環境管理・隔測研 秋　山　　　侃

その利用方法の開発（157） 処理〕 芝　山　道　郎

山　形　与志樹

183 4　超音波を利用したセンサーの開発と応 大型別枠〔グリ 継58～62 環境管理・隔測研 秋　山　　　侃

用（158） 一ン〕 芝　山　道　郎

山　形　与志樹

184 5　リモートセンシング手法による資源評 経常 継58～65 環境管理・隔測研 秋　山　　　侃

価法の開発と適用（159） 芝　山　道　郎

山　形　与志樹
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185 6　アセアン地域における農業生産力把握 科振調〔アセ・ 新61～63 環境管理・隔測研 秋　山　　　侃

手法の開発 リモ〕 芝山道郎
山　形　与志樹

環境管理・情報処理研 神　山　啓　治

石　田　憲治

（2）アイソトープ利用等効率的高精度分析法

の開発

186 1　濃縮40Kの精密トレーサー法の開発 原子力 新58～62 環境管理・分析法研 結　田　康一

とカリ資源の効率的利用（160） 駒村　美佐子

187 2　安定アイソトープ鴇O標識リン酸利用 経常 継58～62 環境管理・分析法研 結　田　康一

による圃場でのリン酸肥料試験法の開発 環資・水質動態研 木　方　展　治

とその適用（161）

188 3　研究用原子炉による放射化分析の農業 原子力 継58～59 環境管理・分析法研 結　田　康一

利用に関する研究（162） ～（62） 駒村　美佐子

小　山　雄生

環資・水質動態研 木方　展　治

189 4　アクチバブルトレーサ法，水質解析法 国土資源 完58～62 環境管理・分析法研 結　田　康一

等による水かん養機能の計測と要因解析 （61）

（163）

190 5　土壌・植物系におけるフッ素の賦存量 経常 完58～61 環境管理・分析法研 結　田　康一

と挙動（164） 駒　村　美佐子

191 6　アイソトープトレーサー法による易動 経常 新62～66 環境管理・分析法研 結　田　康一

性元素の土壌中ならびに土壌・植物間挙

動の把握

192 7　土一草一家畜系の13C．15N自然存在 経常 継60～65 環境管理・分析法研 小　山　雄生

比の変動（166）

193 8　濃縮安定同位体によるアクチバブルト 経常 継60～64 環境管理・分析法研 小　山　雄生

レーサ法の開発（167）

13）数理的解析手法の開発

194 1　時間的・空間的プロセスの数理解析法 経常 継58～67 環境管理・数理解析研 山　村光　司

と予測モデルの開発（168）

195 2　農業生態系の要素間の相互作用の数理 経常 継58～67 環境管理・数理解析研 山　村　光　司

解析法とシステムモデルの開発（169） 法橋　信彦
196 3　ハスモンヨトウの発生消長・被害・越 一般別枠〔移動 継58～62 環境管理・数理解析研 宮　井俊一

冬調査（170） 性害虫〕 法橋　信彦
197 4　イネウイルス媒介昆虫（171） 一般別枠〔情報 継60～64 環境管理・数理解析研 宮　井　俊一

処理〕 法橋　信彦
山　村　光司

198 5　ハスモンヨトウの移動予知システムモ 一般別枠〔移動 継61～62 環境管理・数理解析研 山　村　光　司

デルの開発（172） 性害虫〕 法橋　信彦
宮　井　俊一

（4）統計的解析手法の開発

199 1　生物特性の変動解析における実験計画 経常 継61～64 環境管理・調査計画研 鵜　飼　保雄
手法の適用（173）

200 2　ロバストな推測方法の開発（174） 経常 継58～63 環境管理・調査計画研 三輪　哲久
201 3　生物の形態の数量化と解析手法の開発 経常 継58～63 環境管理・調査計画研 三輪　哲久

（175）
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202 4　植物集団における特性の世代間変動の 経常 継61～64 環境管理・調査計画研 鵜飼　保雄
統計的解析（176） 三輪哲久

（5）情報処理手法の開発

203 1　農業試験研究におけるデータの構造解 経常 継58～63 環境管理・情報処理研 　　　矢佐々木昭博

析とデータベース構築手法（178） 神　山　啓治

石　田　憲　治

環境管理・（科長） 大　塚　雍雄

モ〔技会〕

204 2　小型計算機によるデータベースシステ 経常 完58～61 環境管理・情報処理研 佐々木昭博苦

ムの開発（179） 環境管理・（科長） 大塚　雍雄
モ〔技会〕

205 3　バイオケミカルデータベース作成検索 科振調〔化合物 完58～61 環境管理・（科長） 大　塚　雍雄

システムの開発（180） 情報〕 資材動態・（科長） 渡　辺　　　裕

環生・生理活性研 玉木佳男
206 4　作物病害虫診断同定における知識工学 一般別枠〔情報 完60～61 環境管理・情報処理研 佐々木昭博

的手法の適用（181） 処理〕 茉〔技会〕

207 5　統計解析プログラムの開発（182） 経常 継58～63 環境管理・情報処理研 　　　モ宮川三郎
神　山　啓治

石　田　憲治

芙〔農研センター〕

208 6　小型計算機によるデータの収集と処理 経常 完58～61 環境管理・（科長） 大塚　雍雄
の効率化手法の開発（183）

209 7　計算機間ファイル互換手法の開発（184 経常 完58～61 環境管理・情報処理研 　　　芸佐々木昭博

甚〔技会〕

210 8　農林昆虫に関する総合的データベース 重点基礎〔生物 単61 環境管理・情報処理研 　　　甚佐々木昭博

の設計と試作 土壌情報〕 環境管理・（科長） 大塚　雍雄
甚〔技会〕

211 9　地域開発における適地選定手法の開発 特研〔傾斜地整 新62～63 環境管理・情報処理研 石　田　憲　治

備〕

⑤環境情報の管理手法の開発

212 1　農業環境に係わる小規模情報管理モデ 経常 継58～64 環境管理・環情報室 鈴木大助
ルシステムの開発（185） 守谷茂雄

〔2〕物質・エネルギーの動態の解明と制御技術

の開発

ほ1物質・エネルギーの動態の解析手法の開

213

発
1
　 わが国の食糧供給に伴うリンの流れ 経常 新61～62 環境管理・環動態研 三輪　容太郎

214 2　暖地離島農漁村におけるエネルギー需 経常 完59～61 環境管理・環動態研 　　　甚岩元明久
要の解析（187） 芸〔農園局〕

215 3　大気汚染の長期・低濃度広域影響評価 公害防止 新62～65 環境管理・環動態研 三　輪　容太郎

法の開発一影響評価のためのデータベー

スの整備

216 4　農村地域物質・エネルギー動態モデル 大型別枠〔グリ 単62 環境管理・環動態研 三　輪　容太郎

の整備・利用 一ン〕
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（2）物質・エネルギーの動態の予測法と制御

技術の開発

217 1　接地気層における夜間のエネルギー変 経常 継58～62 環資・気象特性研 礒部誠之
換過程（190）

218 2　接地気層内での物質・エネルギーの変 経常 新61～64 環資・気象特性研 林　　　陽生

換輸送特性の解明

219 3　植物気象及び局地気象の成立機構の解 経常 継59～63 環資・気象特性研 川　島　茂　人

明（193）

220 4　植物気象及び局地気象の物理的制御法 経常 継59～68 環資・気象特性研 加　福　領　二

の開発（194） 川　島　茂　人

221 5　植被面でのガス流束に作用する群落の 重点基礎〔ガス 単61 環資・気象特性研 林　　　陽生

物理性 流束〕 加　福　領二

川　島　茂　人

鳥　谷　　　均

〔3〕農業生態系における環境生物群の総合的制

御技術の開発

U）各種環境生物群の相互関連性の解明

222 1　環境生物群の相互関連性の生態学的把 経常 新61～71 環境管理・植生動態研 守　山　　　弘

握 原　田　直國

井手　　　任

（2｝各種環境生物群の制御技術の開発 後期実施

V　環境資源の維持と保全機能の増進技術の開発

〔1〕農業環境資源の賦存量の定量的把握と資源

情報システムの構築

（11土壌資源の賦存量の把握と土壌情報シス

テムの構築

223 1　土壌粘土の生成・分布と評価（195） 経常 継60～65 環資・土生成研 中　井　　　信

224 2　年代を異にする火山灰土中の微量元素 経常 継59～65 環資・土生成研 太　田　　　健

の分布把握（196） 天野洋　司
225 3　黒ボク土の蓄積りんの実態解析（197） 特研〔土壌りん〕 正鰹61｛欄｝ 環資・土生成研 天野　洋　司

226 4　畑地における生物濃縮りんの再生循環 特研〔土壌りん〕 継59～62 環資・土生成研 川原崎　裕　司

効率の向上（198） 天野洋司
227 5　生成環境に基づく土壌データのファイ 重点基礎〔生物 単61 環資・土生成研 中　井　　　信

ル化 土壌情報〕 太　田　　　健

228 6　農耕地の土壌有機物賦存量と変動の解 経常 継59～64 環資・土有機研 井ノ子　昭　夫

析（199）

229 7　大縮尺圃場管理情報システムの作成と 経常 新62～64 環境管理・環立地研 加　藤　好　武

利用 徳留　昭一
230 8　土壌情報システムの利用手法の開発 経常 完58～61 環境管理・環立地研 加　藤　好　武

（200）

（2）土壌資源の調査・分類・図示法の確立

231 1　火山灰土壌の有機物集積におよぼす土 経常 完58～61 環資・土調査研 足立美智子・退

壌環境条件の影響（201）

232 2　水田土壌の調査・分類法の確立（202） 経常 継58～63 環資・土調査研 　　　茉浜崎忠雄
小　原　　　洋

苦〔熱研〕
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233 3　輪換利用に伴う土壌統群の水分特性の 転換畑 継58～63 環資・土調査研 　　　菅浜崎忠雄
変化（203） 諸遊英行・退

小原　　　洋

矢〔熱研〕

234 4　大縮尺土壌図作成のための空中写真に 経常 完58～61 環資・土調査研 小原　　　洋

よる土壌情報の抽出（204） 　　　甚浜崎忠雄
モ〔熱研〕

235 5　ウレタン系樹脂を用いた土壌標本作製 経常 完58～61 環資・土調査研 小原　　　洋

法（205） 　　　芸浜崎忠雄
芸〔熱研〕

236 6　空中写真等を利用した大縮尺土壌図作 経常 新62～65 環資・土調査研 大塚紘雄
成のための調査法，図示法の開発 小原　　　洋

237 7　モノリス収集土壌の分類同定 経常 新62～64 環資・土調査研 小原　　　洋

三上正　則
238 8　断面形態に基づく土壌データのファイ 重点基礎〔生物 単61 環資・土調査研 諸遊　英行退

ル化 土壌情報〕 小原　　　洋

239 9　侵食等変動要因に基づく土壌データの 重点基礎〔生物 単61 環資・土保研 上野　義　視

ファイル化 土壌情報〕 石原　　　暁

谷　山　一郎

13》水資源の水質調査法の確立と水質情報シ

ステムの構築

240 1　中・小河川の水質特性とその変動要因 経常 継59～64 環資・水質特性研 藤井　国博
（206） 岡　本　玲　子

241 2　農業用用排水の水質把握のための標準 経常 継59～62 環資・水質動態研 津村　昭　人

的技法の開発（207） 山　崎慎一
木方　展　治

242 3　安定同位体天然存在比測定法利用によ 経常 継59～62 環資・水質動態研 木方　展治
る農業環境計測技法の開発（208） 山　崎　慎一

津村　昭　人

（4》農業気候資源の把握と農業気象情報シス

テムの構築

243 1　農業気候資源の評価法の開発（209） 経常 継58～68 環資・気候資研 奥　山　富　子

244 2　農業気候資源情報のシステム化（210） 経常 完58～61 環資・気候資研 井上君夫
245 3　水田微気象予測システムの開発（211） 一般別枠〔情報 継60～64 環資・気候資研 井上君夫

処理〕

246 4　アメダス・データに基づく局地気象の 一般別枠〔情報 継60～64 環資・気象特性研 加　福　領　二

推定法（212） 処理〕 林　　　陽生

川　島　茂　人

247 5　土壌面でのC　O2流束の測定法 重点基礎〔ガス 単61 環資・気候資研 井　上　君　夫

流束〕

（5）耕・草地のバイオマス資源量の把握

248 1　生物資源メッシュ地図の作成 大型別枠〔バイ 新62～65 環資・気候資研 清　野　　　諮

オマス〕 奥　山　富　子

249 2　関東地方水田地帯の生物資源利用可能 大型別枠〔バイ 継60～62 環資・気象生態研 岡　田　益巳

量の評価（214） オマス〕 竹　沢　邦　夫

川　方　俊　和
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〔2〕土壌資源の特性の解明と管理指針の策定

（11土壌の化学的特性の解明と制御技術の開

250

発
1
　
農 耕土壌の粘土鉱物学的特性と無機成 経常 継59～63 環資・コロイド研 秋　山　　　豊

分の動態に関する研究（215）

251 2　土壌成分と無機リン酸の反応（216） 経常 完59～61 環資・コロイド研 南　條　正　巳

252 3　土壌非晶質成分の表面特性とその機能 経常 完59～61 環資・コロイド研 秋　山　　　豊

に関する研究（217）

253 4　化学的手段による土壌蓄積りんの効率 特研〔土壌り 継59～63 環資・コロイド研 南　條　正　巳

的利用（218） ん〕 谷　口　義雄

254　』 5　土壌蓄積りんの可溶化・難溶化抑制の 特研〔土壌り 継60～62 環資・コロイド研 南　條　正　巳

ための諸条件の検討（219） ん〕 谷　口　義雄

255 6　りん除去能力の評価と浄化的利用（220 公害防止 完60～61 環資・コロイド研 南　條正　巳

谷　口　義雄

256 7　土壌カラムにおけるりん収着能力の向 公害防止 継60～6 環資・コロイド研 谷　口　義雄

上（221） 秋　山　　　豊

257 8　土壌カラムにおけるりん収着のカイネ 公害防止 継60～63 環資・コロイド研 秋　山　　　豊

ティクス（222） 谷　口　義雄

258 9　高分解能クロマトグラフィー利用によ 経常 新61～65 環資・土有機研 菅　原　和　夫

る土壌有機物の特性解明 早川　嘉彦
（2）土壌の物理的特性の解明と制御技術の開

259一

発
1
　
畑
土
壌 における水・熱系の定量的把握 経常 継59～64 環資・土物理研 岩　間　秀矩

（224） 久保田　　　徹

260 2　硝酸態窒素の土層内移動に及ぼす土壌 公害防止 完59～61 環資・土物理研 加　藤英孝
孔隙特性の影響解明（225） 久保田　　　徹

岩　問　秀矩

261 3　土壌構造の評価・改良手法の研究（226 経常 継59～64 環資・土物理研 久保田　　　徹

加　藤英孝
262 4　畑地根圏土壌の物理的特性に関する研 経常 継59～64 環資・土物理研 久保田　　　徹

究（227） 遅　沢省子
263 5　畑土壌水分のモニタリングシステムの 一般別枠〔情報 完60～61 環資・土物理研 久保田　　　徹

開発（228） 処理〕

、264 6　根圏における微生物胞子とガスの移動 一般別枠〔根圏 継61～65 環資・土物理研 久保田　　　徹

特性の解明（229） 環境〕 岩　間　秀矩

遅　沢省子
265 7　黒ボク土層中の02流速の測定法 重点基礎〔ガス 単61 環資・土物理研 遅沢省子

流束〕 久保田　　　徹

266 8　水田成層土壌の物理的機能の評価法の 水田畑作 新62～64 環資・土物理研 岩　間　秀　矩

開発と水田汎用化可能性分級への適用 加　藤　英　孝

久保田　　　徹

（3）土壌の生化学的特性の解明と制御技術の

開発

267 1　土壌プロテアーゼの特性の解明（231） 経常 止60～63 環資・土生化研 　　　苦早野恒一
（61） モ〔九州農試〕
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268 2　土壌蓄積有機りんの無機化機構とその 特研〔土壌りん 継61～62 環資・土生化研 　　　芸早野恒一
促進要因（232） 藤　原　伸　介

原　田　靖生

甚〔九州農試〕

269 3　耕地間水脈および排水路における窒素 公害防止 完58～61 環資・土生化研 福士定雄・退

揮散の評価と利用（234）

270 4　土壌カラムにおける窒素代謝のカイネ 公害防止 継60～63 環資・土生化研 福士　定雄・退

ティクス（236） 原　田　靖生

藤　原伸　介

271 5　土壌カラムにおける硝化・脱窒能力の 公害防止 継59～63 資材動態・（科長） 渡　辺　　　裕

向上（237） （委託：茨城大学） 相　田　徳三郎

272 6　硝化菌の固定化技術の開発（238） 一般別枠〔根圏 継61～65 環資・（部長） 五十嵐　孝典

環境〕 （委託：茨城大学） 相　田　徳三郎

273 7　土壌面でのN20流束の測定法 重点基礎〔ガス 単61 環資・土生化研 陽　　　捷　行

流速〕 福士　定雄・退

274 8　りんの土壌蓄積実態に応じた再生循環 特研〔土壌りん〕 新62～63 環資・土生化研 藤原伸　介
技術の組み合わせ 原　田　靖生

275 9　根圏におけるガス状生理活性物質の動 一般別枠〔根圏 新62～65 環資・土生化研 原　田　靖生

態の解明 環境〕 藤原　伸　介

276 10土壌中におけるポリアミンの動態の解 経常 新62～66 環資・土生化研 藤原伸　介
明 原　田　靖生

277 11施用有機物の分解に伴うバイオマス産 経常 継59～69 環資・土有機研 菅　原和　夫

生機構の解明（239）

278 12土壌の有機汚染物浄化機能の定量的評 国土資源 完58～61 環資・土有機研 菅　原　和　夫

価（241） 井ノ子　昭夫

279 13土壌の有機汚染物浄化機能に対する外 国土資源 延58～61 環資・土有機研 菅原　和　夫

的インパクトの影響評価（242） ～（62） 井ノ子　昭夫

280 14根分泌有機成分の回収に適した無菌的 経常 新61～63 環資・土有機研 早川　嘉彦
植物多量培養技術の確立

281 15畑作物根分泌有機成分の特性と動態の 一般別枠〔根圏 新62～65 環資・土有機研 早川　嘉彦
解明 環境〕 菅　原　和　夫

（引　土壌変化の予測と管理指針の策定

282 1　土壌水分動態に及ぼす土壌孔隙特性変 経常 継59～63 環資・土保研 谷　山　一　郎

化の影響（243） 上野　義視
283 2　圧縮による下層土のち密化と回復の条 経常 継59～63 環資・土保研 石　原　　　暁

件（244） 上野　義視
〔3〕水・大気資源の特性の解明と合理的利用指

針の策定

（11水質指標・評価法の確立と合理的利用指

針の策定

284 1　水質の汚濁特性と汚染微生物，水生生 経常 継59～64 環資・水質特性研

　　　　㌧
岡　本　玲　子

物などの生態との関連性（245） 藤　井　国　博

285 2　畑地帯地下水水質の季節変動（246） 公害防止 継61～65 環資・水質特性研 藤　井　国　博

（委託：茨城農試） 平　山　　　力

286 3　畑地管理が地下水水質に及ぼす影響 公害防止 新62～65 環資・水質特性研 藤井　国　博

岡　本　玲　子
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287 4　水田地帯地下水水質の季節変動（247） 公害防止 継61～65 環資・水質動態研 山崎慎一
津　村　昭　人

木　方　展　治

288 5　集落内地下水水質の季節変動（248） 公害防止 継61～65 環境管理・（科長） 増　島　　　博

（委託：千葉農試） 高　崎　　　強

289 6　特定負荷源の地下水水質への影響評価 公害防止 新62～65 環境管理・影響調査研 尾　崎　保　夫

小川　吉雄
陽　　　捷　行

290 7　汚濁物質の土壌中における挙動一農耕 公害防止 継61～65 環資・水質動態研 山　崎　慎一

地土壌（249） 津村　昭　人

木　方　展　治

291 8　平坦地における水の動態（250） 公害防止 継61～65 環境管理・（科長） 増　島　　　博

（委託：埼玉農試） 細　谷　　　毅

（2）気候資源の特性の解明と合理的利用指針

の策定

292 1　緑化植物による街路空間の微気象環境 公害防止 継58～62 環資・気候資研 　　　曽井上君夫
の変化の解明（253） 奥　山　富子

※〔東北農試〕

293 2　耕草地における防風施設の気象的効果 経常 継58～62 環資・気象特性研 林　　　陽生

の解明（254） 加　福　領二

〔4〕農業生態系の環境保全機能の定量的把握と

維持・増進技術の開発

（11土・水保全機能の定量的把握と維持・増

進技術の開発

294 1　流域における個別環境保全機能の計測 国土資源 完58～61 環資・土保研 石　原　　　暁

と要因解析一土壌浸食防止機能（255） 谷　山　一郎

上　野義視
295 2　土壌浸食防止機能に対する外的インパ 国土資源 継59～62 環資・土保研 石原　　　暁

クトの影響評価と変動予測（256） 上　野　義　視

296 3　土壌改良資材利用による土壌浸食防止 国土資源 継59～62 環資・土保研 谷　山　一　郎

技術（257） 上野　義視
297 4　耕地における洪水防止機能の計測と要 国土資源 完58～61 環境管理・資計量研 荒　明　正　倫

因解析（258） 福　原　道　一

298 5　農耕地における洪水防止機能に対する 国土資源 継59～62 環境管理・資計量研 荒　明　正　倫

外的インパクトの影響評価と変動予測 福　原　道　一

（259）

299 6　傾斜農地における地表出水の制御技術 国土資源 継59～62 環境管理・資計量研 荒　明　正　倫

（260） （経常） 福　原　道一

300 7　酒匂川流域の水文地質解析と水質分析 国土資源 完59～61 環境管理・分析法研 結　田　康一
（261） （委託：神奈川県温泉 萩　野　喜作

地学研究所）

301 8　酒匂川流域における水かん養機能の実 国土資源 継59～62 環境管理・分析法研 結　田　康　一

態の把握と変動予測（262）

（21水質浄化機能の定量的把握と維持・増進

技術の開発

302 1　生物膜法によるN，P除去効果の解日児 公害防止 継59～63 環資・水質特性研 藤　井　国　博

能力の向上（263） 環資・水質保研 高　木兵治
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　　1
研究期間 研究　分担 担　当　者

303 2　酸化溝法による窒素・りんの除去効果 公害防止 継59～63 資材動態・（科長〉 渡辺　　　裕

の解明及び能力の向上（264） （委託：東京農業大学 石　丸囲雄
大　山　銀四郎

牛久保　明　邦

304 3　火山灰放出物による水質浄化法（265） 公害防止 継59～62 環資・水質保研 高　木兵治
305 4　土壌溶液の採取及び分析法の能率化・ 経常 継59～62 環資・水質動態研 山　崎　慎一

簡易化・高精度化（266） 津村　昭　人

木　方　展　治

306 5　流域における水質浄化機能の計測と要 国土資源 完59～62 環資・水質動、態研 山　崎　慎一

因解析（267） （61） 津村　昭　人

木　方　展　治

307 6　農林水産業のもっ水質浄化機能に対す 国土資源 継59～62 環資・水質動態研 山　崎　慎一

る外部インパクトの影響評価（268） 津　村　昭　人

木方　展　治

308 7　土壌生物浄化機能活用による水質浄化 経常 継59～64 環資・水質保研 中　村好男
技術の開発（269）

309 8　河床生物による有機性汚濁物の浄化 国土資源 継61～62 環資・水質特性研 藤　井　国博
（270） 岡　本　玲子

310 9　根圏におけるミミズの動態の解明 一般別枠〔根圏 継61～65 環資・水質保研 中　村　好　男

（271） 環境〕

③　快適性機能の定量的把握と変動予測手法

の開発

311 1　農村景域保全機能の計測と解析評価 国土資源 完58～61 環境管理・（科長） 増　島　　　博

（272） （経常） 環境管理・農村景域研 石　井至・退

3玉2 2　農村景域に及ぼす外的インパクトの影 国土資源 継59～62 環境管理・農村景域研 石井至・退
響評価（273） 環境管理・（科長） 増　島　　　博

313 3　農村景域における快適視環境の計測と 国土資源 完59～6i 環境管理・（科長） 増　島　　　博

解析評価（274） 環境管理・影響調査研 井磧昭・退
314 4　外的インパクトによる農村景域の変動 国土資源 継59～62 環境管理・農村景域研 横　張　　　真

予測（275） 石井　至・退

315 5　居住快適性に及ぼす外部インパクトの 国土資源 継59～62 環境管理・（科長） 増　島　　　博

影響評価と変動予測（276） 環境管理・影響調査研 尾　崎　保夫

㈲公益的機能の総合評価手法の開発

316 1　環境保全機能の総合化及びその映像表 国土資源 完58～61 環境管理・環立地研 加　藤好　武

示手法の開発（277）

▽　農業生産力の維持・増進を図る総合的環境管

理・保全技術の開発

〔1〕合理的土地利用システム策定のための環境

資源の総合的予測・評価手法の開発

①　農業環境資源の機能の総合的予測・評価

手法の開発

317 1　水力エネルギーの賦存量からみた立地 大型別枠〔グリ 完59～61 環境管理・資計量研 福　原　道　一

条件の推定法（280） 一ン〕 （委託：日本気象協 正　務　　　章

会）

318 2　自然エネルギー賦存量のメッシュデー 大型別枠〔グリ 継60～62 環境管理・資計量研 福　原　道　一

タ化（281） 一ン〕
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番号

〔　研究　問　題　〕

研　　　究　　　課　　　題 予算区分 研究期間 研究　分　担 担　当　者

319 3　任意未観測地点における風力推定手法 大型別枠〔グリ 単62 環境管理・資計量研 福　原　道一

の適用限界の拡張方法 一ン〕 （委託：日本気象協 正　務　　　章

会）

320 4　農産物生産のエネルギー収支の変化と 大型別枠〔グリ 単62 環境管理・資計量研 福　原　道　一

その評価 一ン〕 （委託：筑波大学） 田　中　洋介

321 5　モデル流域における水収支の実態の解 大型別枠〔グリ 延59～61 環境管理・資計量研 福　原　道　一

明とその評価（282） 一ン〕 ～（62） （委託：筑波大学） 吉　野　正　敏

322 6　農用大型施設の償却エネルギー（283） 大型別枠〔グリ 完60～61 環境管理・資計量研 福　原　道　一

一ン〕 （委託：十勝農試） 山　本　　　毅

323 7　環境保全機能の変動の総合予察図の作 国土資源 継61～62 環境管理・環立地研 加　藤　好　武

成（284）

324 8　リモートセンシングによる環境資源管 経常 新62～63 環境管理・資計量研 福　原　道　一

理台帳の作成

325 9　立地条件の自然エネルギー的評価 大型別枠〔グリ 単62 環境管理・資計量研 福　原　道　一

一ン〕 （委託；三菱総研） 高　橋　　　弘

（2）物質・エネルギーの動態の総合的予測・

評価手法の開発

326 1　農業生態系の動態のシステムモデル化 経常 継58～67 環境管理・環動態研 織　田　健次郎

とそれによる総合的評価手法の開発（285 三輪容太郎
327 2　過去の土地利用に基づく流域環境の総 国土資源 新61～62 環境管理・環動態研 織　田　健次郎

合評価

③　生物の機能の総合的評価手法の開発

328 1　農用林等農耕地周辺の植生の動態の把 経常 継58～68 環境管理・植生動態研 守　山　　　弘

握（286） 原　田　直　国

井手　　　任

329 2　環境計画作成のための地域区分法 国土資源 新61～62 環境管理・植生動態研 守　山　　　弘

原　田　直　国

井手　　　任

（4）各種インパクトによる農業環境変化の総

合的予測・評価手法の開発

330 1　農業生態系における物質循環の変動予 経常 継59～67 環境管理・（科長） 増　島　　　博

測と評価（288） 環境管理・影響調査研 井　磧　昭・退

331 2　都市化による農業環境の変化の解明と 経常 継59～64 環境管理・影響調査研 尾　崎　保　夫

予測（289） 環境管理・（科長） 増　島　　　博

（51農業立地からみた土地資源の評価手法の

開発

332 1　耕草地の窒素・りんの負荷発生に及ぼ 公害防止 完59～61 環境管理・環立地研 徳　留　昭　一

す個別要因分級基準の総合化と負荷発生

予察（291） 環境管理・環立地研

333 2　土保全機能増進技術の適性評価手法の 国土資源 継60～62 琿境管理・環立地研 徳　留　昭　一

開発（292） 松　森　堅　治

334 3　混住化地域における環境立地特性の把 経常 新62～66 環境管理・環立地研 松　森　堅　治

握手法の開発 徳　留　昭　一

（6）農村景域の計測・評価手法の開発

335 1　農林地の構造とその機能に対する評価 経常 新62～66 環境管理・農村景域研 横　張　　　真

の解析
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〔2〕総合的環境管理。保全計画手法の開発

Ul環境保全的農業土地利用システムの開発

336 1　流域環境の現況と保全水準のギャップ 国土資源 継61～62 環境管理・（科長） 増　島　　　博

分析（294） 環境管理・影響調査研 尾崎　保　夫

337 2　環境保全機能の維持増進技術の適応性 国土資源 単62 環境管理・資計量研 荒　明　正　倫

の総合評価 福　原　道　一

（2）農村景域の管理・保全指針の策定 後期実施

W　地球的規模の環境変化の農業生態系への影響

の解明と対策技術の開発

〔1〕大気環境の変動の農業生態系への影響の解

明と対策技術の開発

11）大気組成の変化の農業生態系への影響の

評価と対応技術の開発

338 1　高二酸化炭素濃度大気が作物の生理・ 経常 継59～68 環資・気象生態研 岡　田　益　己

生態に及ぼす影響の解明（295） 竹　沢邦夫
川　方　俊　和

339 2　耕地生態系における大気汚染質の動態 経常 継59～68 環資・大気保研 小林　和　彦

の解明（296） 　　　芙金野隆光
甚〔農研センタ｝〕

340 3　水田のオゾン濃度分布に影響する要因 重点基礎〔ガス 単61 環資・大気保研 小林和彦
の把握 流束〕

341 4　農業生態系における大気汚染質の動態 経常 新62～67 環境管理・影響調査研 尾崎　　　保

の解明と評価 陽　　　捷行

342 5　大気汚染被害に及ぼす栄養条件等の影 公害防止 新62～65 資材動態・多量要素研 伊　藤　　　治

響 尾　和　尚　人

343 6　地表面から揮散する窒素化合物量の計 公害防止 新62～65 資材動態・多量要素研 尾和　尚　人

測手法の開発

（2》気候変化の農業生態系への影響の評価と

対応技術の開発

344 1　広域気候変化の農業生態系への影響解 経常 継59～68 環資・気象特性研 加　福　領　二

明と予測法の開発（297） 林　　　陽生

川　島茂　人

345 2　気候変化による農業気候資源の地理 経常 継59～68 環資・気候資研 清　野　　　裕

的・季節的変化の解明（298） 内嶋善兵衛・退

〔2〕土壌環境の変動の農業生態系への影響の解

明と対策技術の開発

Ul放射性核種の農業生態系への影響の解明

346 1　土壌ならびに作物中の降下放射性核種 原子力 継58～ 環境管理・分析法研 駒　村　美佐子

の分析および研究（299） 結　田　康　一

小　山　雄生

347 2　土壌・植物・水中の天然放射性核種の 原子力 継58～63 環境管理・分析法研 駒　村　美佐子

分析と挙動の把握（300） 結　田　康　一

資材動態・殺虫動態研 升　田　武　夫

上　路　雅　子

資材動態・薬剤耐性研 宍　戸　　　孝

田　中　喜　之
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（2｝農業生態系における硫黄および窒素の循

環・収支の解明

348 1　地表から揮散する硫黄化合物量の計測 公害防止 新62～66 環境管理・影響調査研 小　川　吉雄

手法の開発 陽　　　捷　行

環資・土生化研 原　田　靖生
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皿．研究成果の展望

1．農林地のもつ環境保全機能評価に基づ

　　く流域環境保全指針

（1）はじめに

　農林業的土地利用は，地域の自然・社会条件の

上に一定の秩序をもって発展してきた。また，安

定した農林業の存在は，地域産業としての意義を

もつだけでなく，生態系が持つ様々な機能をとお

して，地域の環境保全に寄与することが認められ

つつある。

　なかでも，山林や水田のもつ水かん養機能，農

林地のもつ緑地としての機能などで代表されるよ

うな地域の資源・環境保全機能については，それ

を一種の公益的な機能として正当に評価し，積極

的にその維持・増進を図る必要性が指摘されてい

る。

　わが国では，古くから山林の育成・保全による

治水の伝統があるが，農地も含めた土地利用を合

理的に配置することによって，資源・環境保全機

能を最大限に発揮させるような地域計画手法への

アプローチは例が少ない。

　ここでは，総合的開発研究「農林水産業のもつ

国土資源と環境の保全機能およびその維持増進に

関する総合研究」に基づき，こうした環境保全機

能に着目した流域環境保全指針の策定手法と茨城

県桜川流域におけるケーススタディを紹介する。

（2）流域環境保全指針策定の手順

　1）基本的な考え方

　農林業地域における従来の環境保全的な計画手

法の例としては，自然立地的土地利用計画手法が

ある。この手法では，「自然環境をできる限り有効

に利用し，自然の持つ多様性を生かしつつ，その

利用の永続性を保証しようとする考え方」が重視

され，これを土地利用との関係でいえば，「土地自

然を土地利用のための条件と考えるのではなく，

土地自然を保全し地域を保全するためにどういう

土地利用が望ましいかを考える」ことが重要な視

点とされている。そして，望ましい土地利用を導

き出すために，地域を自然立地が持つポテンシャ

ルの均質な単位（自然立地単位）に区分し，各区分

と土地利用の対応関係を帰納的に分析した後に，

その対応関係をもとに立地単位ごとの望ましい土

地利用と環境保全の指針を得るというのが基本的

な手順とされている。こうした計画手法は，環境

保全上望ましい土地利用を設定する上で，客観的

かつ総合的な評価を可能にし，土地自然のポテン

シャルと土地利用がもたらす負荷とのバランスと

の関係から，環境上考慮されるべき問題について

考察し，期待される環境保全機能についての総括

的な評価を行うのに有用である。

　しかし，地域の環境保全的な機能に着目し，そ

れらを積極的に活用するためには環境保全に寄与

する諸機能をその発現に関係する要因に分割した

上で，それらの要因の計測・評価から，機能を積

算する手法が必要である。こうした積算法は，個

別要因を出発点としていることから，環境保全に

寄与する諸機能を維持・増進する技術による具体

的な対策にまで手がかりを与えることができる。

また，地域における個別機能の経年推移や将来予

測を行うことにより，地域の環境保全に係わる問

題点の推移や予測を可能にする利点を持ってい

る。その反面，各個別要因間相互の関連性などを

考慮しない場合には，評価の表面的な理解により，

要因に対する個別的な対策あるいは望ましい土地

利用として，非現実的なものが提案される危険性

がある。

　本研究では，前者の総合性と後者の個別的具体

性・実用性をいかす観点で次のような考え方をと
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った。すなわち，積算法による機能評価を基礎と

し，その総合的な理解のために個別要因問の相互

関係を踏まえ，自然立地単位と土地利用ごとに環

境保全機能を再編成したうえで，自然立地単位の

土地利用に対する許容性を考慮して，①環境保全

機能を向上させるための土地利用のあり方，およ

び②個別機能の維持増進方策のあり方を考えるこ

ととした。

　また，環境保全機能の積極的な活用の観点から，

ひとつの流域を単位として，保全指針を検討する

ことにした。環境保全上の問題の中には，例えば

水質汚濁のように，流域の地形的連鎖を通して，

流域全体に波及するものが多く含まれており，流

域全体を見渡して環境保全機能の合理的な配置を

図ることによって，より高度な効果を発揮するこ

とが期待されるからである。

　2）指針策定の手順

　指針策定の手順として，第1に，重点的に維持・

増進を図る環境保全機能を明らかにすることと，

個別対策的な技術上のメニューを整備することを

目的として，流域で顕在化している環境上の問題

点を既住調査の結果や住民意識調査によって把握

し，環境保全機能の維持・増進のための個別対策

的な技術とその適用性の評価を行った。

　第2に，個別環境保全機能（水かん養・洪水防

止・水質浄化・土壌侵食防止・土砂崩壊防止・汚

染物浄化・居住快適性・保健休養）の評価法に基づ

いて，各種機能の現況を評価した。また，併せて

土地利用のデータが得られる範囲で，過去からの

機能の推移や将来の土地利用変動予察に基づく機

能の変動予測を行った。第3に，環境保全機能に

寄与する個別要因問の相互関係を踏まえ，計量さ

れた機能を自然立地単位ごとに再編成し，機能評

価値との関連を検討した。第4に，自然立地単位

ごとに適合する土地利用を，自然立地の許容しう

る土地利用という観点から整理するとともに，自

然立地と周辺土地利用に規定される植生につい

て，植生の適合性の観点から，整理を行った。

　第5に，地域環境に係わる住民意識調査や既往

調査を踏まえ，環境保全機能の推移・変動予察な

どから重点的に維持・増進すべき環境保全機能を

摘出した。第6に，以上の検討を踏まえて，摘出

された環境保全機能について，合理的な土地利用

および個別対策的技術の観点から，維持・増進方

策を検討した。第7に，流域全体を見渡して，環

境保全機能の流域での位置づけ，いわば役割分担

を明確にし，流域の環境保全指針を自然立地単位

ごとに策定した。

（3）環境保全機能に基づく流域環境保全指針の

　策定事例

　1）流域の概況

　桜川は，八溝山系の鶏足山地を水源とし，筑波

山地の西方を流れて霞ヶ浦に注ぐ小河川であり，

幹線流路延長54km，流域面積365km2の規模であ

る。流域は，おもに筑波山塊，火山灰に被覆され

る台地（新治台地，真壁台地，筑波・稲敷台地），

低地から構成されている。

　対象流域で顕在化している環境上の問題として

は，水資源に係わるものとして，地表水の減少・

地下水位の低下，生活排水・産業汚水による水質

汚濁が指摘されている。また，土壌資源に係わる

ものとして，地力の低下，工場排水等による土壌

汚染の可能性が指摘されている。

　地域住民の環境に対する意識調査からは，河川

の水質汚濁や公園緑地の不足が問題点として抽出

された。

　2）自然立地条件と土地利用・環境保全機能の

　　関係
　桜川流域における環境保全機能に寄与の大きい

要因として地形因子と土壌因子を選び，その有意

な組合わせによって，流域を自然立地単位に区分

し，立地単位と土地利用の相対的な結び付きの強

さを，過去から現在に至る5時点（昭和初期，22，

42，52，57年）で分析した。

　また，環境保全機能の評価法に基づき，地形，

土壌，表層地質，植生，降雨量，傾斜などのメッ

シュデータ（約200m×200m）を用いて，先の5時

点における自然立地単位ごとの各種機能を算出し

た（表一1）。
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表一1　環境保全機能の経時的変化

自然

立地
単位

面積

囲
水かん養

　　　　　　　　環境保全機能

洪水防止　水質浄化
　　　　　　　　　〔Nl

水質浄化
　　｛P）

土砂崩壊
　防止

汚染物
浄　化

L壌侵食

　防止

1 1．3 72．0 83．8　　　79．2 72．3 58．0 31．3 85．6

2 1．9 58．2 74．9　　　72．8 67．6 60．5 20．5 79．7

3 5．9 43．7 74．9　　　43．3 47．2 54．6 29．6 79．7

4 3．8 39．4 74．8　　　46．0 40．6 55．8 21，518．8 86．4

5 6．6 71．2 76・7　64．0↓60．1 68．6 39．6 35．8 60．1

6 6．7 54．7 74．0　　　41．3 41．5 50．2 29．8 67．5

7 1．3 47．8 71．2　　　40．7 38．7 59．8 20．4 65．5

8 3．6 65．3 74．2　64．5↓59．0 69．3 36．5 34．5 67．3

9 3．9 62．7 75．6　　64・6↓58．4 68．8 43．4 37．0↓33．8 74．9

10 4．4 63．8↑69．0 81．7　71．5↑74．9 70．5 51．6↑55．8 37．2↓31．6 84．9

11 1．0 54．9↑58．3 73．0　64．8↑70．1 67．4 55．3↑58．9 30．0ξ20．2 85．2

12 9．9 63．4 75．1　66．6↓58．6 70．0 38．8 36．9 77．5

13 2．2 79．0 71．4　　60．1↓55．6 67．7 38．3 29．7 56．9↓51．4

14 1．1 73．4 70．0　　　51．7 66．6 40．1 21．5 53．6↓49．8

15 2．7 72．1 66．6　　　45．4 64．8 35．8 21．9 38．5↓34．1

16 9．9 62．6 62．8　　　34．2 32．4 34．2 15．0 20．0

17 4．4 52．0 56．7　　　32．5 30．1 34．1 9．9 19．0

18 5．3 57．1 58．1　　　32．6 30．9 30．5 10．9 17．5

19 1．8 57．1 52．7　　　31．2 28．6 31．1 甚 17．4

各環境保全機能の評点は，評価ランクと評点との対応関係が概ね極低（20点以下）・低

（20～30）・やや低（30～40）・普通（40～60）・やや高（60～70）・高（70～
80）・極高（80点以上）となるように標準化したQまた，昭和初期と昭和57年の評点

を比較し，±3点を越える変化があった場合は両時期の評点をこの順に，これ以下の場合

には，昭和57年時点の評点のみを示したQ甚は傾斜角15度以上で評価から除いた場合で

あるQ

自然立地単位

1，三角州性低地一多湿黒ボク土
2．三角州性低地一黒ボクグライ土
3．三角州性低地一一灰色低地土

4．三角州性低地一グライ土
5．扇状地性低地 黒ボク土
6．扇状地性低地一灰色低地土

7．扇状地性低地一グライ土

8．斜面　 一黒ボク土

9．ローム台地・段丘（低位～下位）

　　　　一一黒ボク土
10．ローム台地・段丘（低位～下位）

　　　　一多湿黒ボク土

1L　ローム台地・段丘（低位～下位）

　　　　 黒ボクグライ土
12．　ローム台地・段丘〔中位～上位）

　　　　一黒ボク土
13．小起伏丘陵地一一黒ボク土

14．大起伏丘陵地 褐色森林土

15．山麓地一黒ボク土
16．山麓地一褐色森林土
17．小起伏山地　一褐色森林土
18．中起伏山地　一褐色森林土
19．大起伏山地　一褐色森林土

　流域の自然立地条件と土地利用の相互関連性と

環境保全機能の対応について，時問的な推移も含

めて考察してみる。面積的な増減傾向も踏まえ，

自然立地単位ごとの土地利用の推移をみると，小

起伏丘陵地一黒ボク土地域での，畑地の増加，ロ

ーム台地・段丘（下位～低位）一多湿黒ボク土・黒

ボクグライ土地域での畑地から水田への変化がみ

られた。また，中流域に散在する低地，および台

地の黒ボク土地域において，住宅地・市街地の増

加が顕著であった。

　次に，過去の土地利用体系下における流域の環

境保全機能について考察してみる。例えば，上流

域に相当する丘陵地・山麓地には，森林（主に二次

林，アカマツ植林）が分布し，高い水かん養機能と

安定した土壌侵食防止機能が保たれていた。山地

についても同様のことがあてはまるが，両機能の

評価が低いのは，急傾斜をはじめとする立地条件

のためである。しかし，こうした立地に対応する

保全的土地利用は，森林（自然林，二次林，スギー

ヒノキ植林など）であり，最も合理的な土地利用で

あったと思われる。

　中流域に相当するローム台地・段丘一黒ボク土

地域は，主に畑地が分布し，相対的に高い汚染物

浄化機能を発揮していた。また，同地域では，農

用林として利用されていた平地林（主にアカマツ

林）が散在し，高い居住快適性を保持していたと考

えられる。下流域に相当する三角州性低地一多湿

黒ボク土および黒ボクグライ土地域には，水田が

分布し，高い水質浄化機能（N）が保たれていた。

　これに対し，現状では，自然立地単位と土地利

用の関連性が複雑化し，それに伴い環境保全機能

も変化を示している（表一1）。上流域の丘陵地・

山麓地では，森林の減少に伴い，安全的に発揮さ

れてきた土壌侵食防止機能が低下する傾向にあ

る。また，下流域の三角州性低地一グライ土地域

では，住宅地・市街地の増加に伴い，汚染物浄化

機能が著しく低下している。

　中・下流域のローム台地・段丘一黒ボク土地域

においても，同様に住宅地・市街地の増加を反映

して，水質浄化機能（N）および汚染物浄化機能が

低下している。同じく中・下流域のローム台地・

段丘（下位～低位）一多湿黒ボク土および黒ボクグ

ライ土地域では，畑地の水田化などによって，水

かん養機能，水質浄化機能（N），および土砂崩壊

防止機能が向上し，代償的に汚染物浄化機能が低

下している。また，台地一黒ボク土地域の平地林

は，アカマツの枯死・管理放棄に伴い草地化（主に

アズマネザサ群落）あるいは荒廃する傾向が強く，

居住快適性機能をはじめとする諸機能を低下させ

ていると考えられる。

　3）流域単位でみた環境保全機能

　こうした流域の構造と環境保全機能の対応を，

流域単位で，マクロな地形連鎖で捉え直してみる

と次のようになる。中流～下流域の農林業地域に

おいて，畑地の水田化および市街地・住宅地の増

加を反映して，汚染物浄化機能が低下傾向にある。

そして，これが，他の地域の機能増加で補われて

いない点に特徴がある。また，中流域では，住宅

地の増加に伴い，水質浄化機能（N）が低下傾向に
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あり，その一部は，中流域の他の地域における機

能増加で補われた形になっているが，下流黒ボク

土地域での機能低下が大きく，流域全体として機

能は低下傾向にある。

　平成7年時点での宅地化予測の結果を踏まえ，農

地の宅地化による環境保全機能の変化を推定した

結果からも，汚染物浄化機能，水質浄化機能（N，

P），および居住快適性機能の低下が予測された。

下流部に限定して，急激な宅地化を想定した場合

にも，やはり汚染物浄化機能および水質浄化機能

が低下する。

　過去からの推移，変動予測の結果からも，今後

の流域の環境保全を考える場合に，他の機能との

バランスを保ちながら，適正な土地利用システム

ヘと再編することにより，中～下流域での水質浄

化機能（N）および汚染物浄化機能の低下を食い止

め，流域全体での両機能を向上させていくことが，

ポイントとなる。

　このような流域の自然立地条件・土地利用と環

境保全機能の対応関係をもとに，汚染物浄化機能

および水質浄化機能の積極的活用を中心に，流域

環境保全の指針を検討することにした。

　4）流域の地形連鎖を通じた汚染物浄化・水質

　　浄化機能の活用

　流域の地形的な連鎖を利用した水質浄化機能と

汚染物浄化機能の一体的向上とその効果の利用に

ついて考えてみる。中～下流域での汚染物浄化機

能および水質浄化機能（N）の低下が，流域単位で

みた場合にも解決すべき問題であることは先に見

たとおりである。ここでは，台地・丘陵地などで

畑地などに投入される有機物が，好気的条件下で

の活発なバイオリアクター機能によって分解され

（汚染物浄化機能），大気に消逸し，窒素は硝酸化

され，低地の水田に流入し，そこで脱窒浄化され

る（水質浄化機能）仕組みが期待される。勿論こう

した機能の連動は，台地一低地といったマクロな

地形連鎖で機能するだけではない。畑地に隣接す

る水田，あるいは乾田に接する湿田というより細

かな連鎖の中でも機能しているのである。

　こうした構造をべ一スに，汚染物浄化機能およ

び水質浄化機能の一体的な向上のための具体的な

対策を考えれば，そして各自然立地単位の許容す

る範囲内での土地利用の変更を原則とすれば，黒

ボク土地域および台地低下位の多湿黒ボク土地域

の水田を畑地化し，逆に三角州性低地の灰色低地

土地域および黒ボクグライ土およびグライ土地

域，および扇状地性低地の灰色低地土およびグラ

イ土地域の畑地を水田化する方向が，望ましい土

地利用の基本になる。

　もとより，こうした機能の向上が効果を発揮す

るためには，畜産業や生活廃棄物の発生源を低地

から台地部に移し，かつ廃棄物の農地還元利用を

促進するなどのフォローが必要であることは言う

までもない。

　さらに流域全体を見渡した場合，上流域の大起

伏山地・山麓地・山地では，森林としての利用が

最も環境保全的である。しかし，その場合でも，

汚染物浄化機能や水質浄化機能は，傾斜などの立

地条件が作用して，他の地域に比べて低い値であ

る。こうした地域では，雨水の浄化機能も含めて，

森林植生の安定化と土壌の熟化によって，両機能

が強化されることが期待される。計画的な植林，

自然林への移行などの手段で，植生の安定化を図

る必要がある。

　5）流域環境保全指針の提案

　以上のような，流域の構造と環境保全機能の対

応関係からみた問題点を整理し，4）でみたような

汚染物浄化機能と水質浄化機能の活用を含めて，

自然立地単位ごとに今後の環境保全機能の維持・

増進方策を表一2のようにまとめた。表一2では，

保全機能の維持・増進方策として，望ましい土地

利用のあり方とそれを補足する技術的なバックア

ップのあり方を提示している。なお，流域保全指

針が，流域を単位としたスケールを前提としてい

ることから，個々の自然立地単位内での詳細な構

造あるいは保全機能やそれに係わる保全指針は特

に必要な場合を除いて扱っていない。

　大起伏山地・山麓地・山地では，潜在的に低い

汚染物浄化および水質浄化機能を向上させるこ

と，低下傾向にある土壌侵食防止機能を強化する
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表一2　環境保全機能に着目した保全指針

土地利用

自然立地単位 水 樹果 畑　住市 森 流域における環境保全機能の維持・

増進のための土地利用と技術園樹 宅街
田 地園 地　地地 林

三角州性低地一多湿黒ボク土 ★ ・水質浄化機能向上のため水田として

三角州性低地一黒ボクグライ土 膏 の利用を継続

三角州性低地一グライ土 ★

扇状地性低地一一グライ土 ★

ローム台地・段丘（低位～下位）

黒ボクグライ土

三角州性低地一灰色低地土 ★

扇状地性低地一灰色低地土 費

ローム台地・段丘（低位～下位） ○ ・汚染物浄化機能の活用の観点からの

多湿黒ボク土 畑利用の推進

・畜産廃棄物などの還元的利用の促進

ローム台地・段丘（中位～上位） ■ ・生活廃棄物，し尿処理システムの整備

一一黒ボク土 ・畜産廃棄物などの還元的利用の促進

斜面 一黒ボク土 ゆ ・平地林の適正管理と保全

扇状地性低地 黒ボク土

・一ム台地・段丘（低位～下位） ■ ・生活廃棄物，し尿処理システムの整備

一黒ボク土 ・平地林の適正管理と保全

小起伏丘陵地一黒ボク土 ● ・畜産廃棄物の還元的利用

・二次林，アカマツ林の適正管理と保全

大起伏丘陵地 褐色森林土 ★◎纏 ・水質浄化，汚染物浄化機能の向上の

山 麓　地　一一黒ボク土 ★蟻膨 ための植生の安定化（計画的植林，

山 麓地　一褐色森林土 食愈購 自然林への移行）

小起伏山地　一褐色森林土 食●欝 町ヒ壌侵食防止機能強化のための土木

中起伏山地　一褐色森林土 鳶q欝 的植栽工法，複層林施業法など盾用

大起伏山地　一褐色森林土 索鍍コ

：自然立地と土地利用の関係からみて適合する土地利用

：流域単位で着目すべき環境保全機能（水質浄化機能）

；流域単位で着目すべき環境保全機能（汚染物浄化機能）

；立地単位で着目すべき環境保全機能（土壌侵食防止機能）

ことが必要である。汚染物浄化・水質浄化機能に

ついては，先にも述べた通り，計画的植林，森林

の適切な育成，自然林への移行を通して，植生の

安定化を図る必要がある。また，土木的植栽工法

あるいは複層林施業法などの技術的対応を行うこ

とにより，土壌侵食防止機能をはじめとする他の

機能も向上させることができる。小起伏山地域で

は，上流地域での汚染物浄化機能の活用の上から，

畑地における畜産廃棄物などの還元的利用を積極

的に進めるとともに，各種環境保全機能に寄与す

る二次林・アカマツ林などの樹林地を緑地として

管理・保全していく必要がある。

　ローム台地・段丘（下位～低位）一多湿黒ボク土

地域は，水田・畑としての利用が適している。し

かし，ここで，台地での汚染物浄化機能の活用の

上から，水田の畑地化あるいは畑利用を推進する

とともに，畜産廃棄物などの還元的利用を積極的

に進めていくことは，流域全体の環境保全に寄与

することにつながると考えられる。ローム台地・

段丘，斜面一黒ボク土地域では，住宅地・市街地

の増加に伴う汚染物浄化・水質浄化機能の低下を

考慮し，生活廃棄物・し尿処理システムの整備が

急務である。畑・樹園地における畜産廃棄物など

の還元的利用を進めることにより，汚染物浄化機

能の活用を図ることが望まれる。また，台地一黒

ボク土地域の平地林は，居住快適性をはじめとす

る環境保全機能の維持・増進のための重要な存在

である。管理放棄に伴う荒廃を防ぎ，都市的な利

用や農業的な利用も含めて，緑地として積極的に

管理・保全していくことが必要である。

　三角州性低地一多湿黒ボク土，黒ボクグライ土

地域および扇状地性低地一灰色低地土，グライ土

地域では，従来から，安定した環境保全機能を発

揮しており，低地の水質浄化機能を活用する意味

からも，水田としての利用の継続が望まれる。三

角州性低地一灰色低地土地域は，水田のほか果樹

園・樹園地としての利用が可能であるが，低地の

水質浄化機能を活用する意味から，水田中心の土

地利用が望まれる。また，三角州性低地一グライ

土地域は，樹園地等の減少により，汚染物浄化機

能が低下しているため，汚染物の地域内負荷発生

を抑制することが必要である。土地利用としては，

低地の水質浄化機能の活用の意味から，水田が望

ましいことになる。

（4）おわりに

　地形，土壌，植生など農林地の環境保全機能を

構成する要因に関し，既存のデータを活用するこ

とによって主要な機能を積算評価することを基本

とする流域環境保全指針の策定手法を紹介した。

積算評価方式などは手近かな流域において現地調

査などをまじえて決定されている。従って，他の

地域での適用性には少なからぬ制約をもつもので

あるが，今後の調査研究の進展とその成果の導入

を見込んだうえで，こうした手法はきわめて有用

なものと考えられ，広汎な活用が期待される。本

成果は，その原型，いわばVERSION1を提供した

ものである。

　　　　　　（環境管理部　資源・生態管理科）
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2．イネ縞葉枯病の疫学のシミュレーショ

　　ンモデル

（1）はじめに

　イネ縞葉枯病は，ヒメトビウンカにより媒介さ

れるウイルス病である。ヒメトビウンカは北海道

から南西諸島に至る全土に分布しているが，縞葉

枯病の最近の発生分布は，北海道ならびに関東地

方以西であり，東北地方や北陸地方ではほとんど

発生は見られない。環境条件の違いにより地域ご

とにヒメトビウンカと縞葉枯病の発生経過は異な

るので，ここでは関東地方での発生経過を念頭に

おいて話を進める。

　縞葉枯病の感染は，麦畑などで生育したヒメト

ビウンカ第一世代のウイルス保毒成虫が水田へ飛

来してくることにより始まる。ウイルスに感受性

のイネが保毒虫の吸汁により経口的にウイルスを

媒介され，一定の潜伏期問を経て発病するのは，

大体幼穂形成期までの生長段階に限られるので，

この期間の感染は主にヒメトビウンカ第一世代成

虫とこれらの産卵に基づく第二世代幼虫の中に含

まれる保毒虫により引き起こされることになる。

したがって，この期問のウイルス媒介虫とイネの

相互作用システムに介在するいくつかの主要な過

程を定量的に表現するシミュレーションモデルを

作成することは，縞葉枯病の疫学モデルを構築す

る上での出発点として必要であるだけでなく，イ

ネの栽培時期やウイルス抵抗性品種導入との絡み

合いで本病の栽培（耕種）的な管理手法の有効性を

検討する上でも役立つことになる。

　本報告では，上記の期問における疫学的諸過程

をモデル化する手法を中心にして簡単な解説を行

い，またこれらのモデルに基づいてシミュレーシ

ョンを行った結果について述べる。

（2）ヒメトビウン力第一世代成虫の水田への飛

　　来時期と飛来量を表すモデル

第一世代成虫の飛び込みが起こり，水田内でのヒ

メトビウンカの増殖と縞葉枯病の感染が始まる。

したがって，第一世代成虫の水田への飛来時期と

飛来量をまずモデル化しなければならない。

　ヒメトビウンカ第一世代成虫の水田への日毎の

飛来量は，ネットトラップや黄色水盤などによる

調査データなどからみて，1山型の曲線に従う場

合が普通である。そこで，時問の単位を日とし，

丁日に水田へ飛来侵入する成虫の株当り個体数

f（T）を，次のように正規分布曲線と類似の式を用

いて近似することにした。

　　f（T）二A・exp［一（T－M）2／（2B2）］……（1〉

ただし，（1）式では5月1日を起算日（T＝1）とし

た。A，B，Mはパラメータであり，Mは飛来の

ピーク日，Aはそのときの飛来成虫数（頭／株）を

表す。パラメータBは飛来時期の集中の程度を表

す。したがって，M，A，Bの値を変えることに

よって飛来時期の早晩，飛来量の多少，飛来時期

の集中程度に関係する年次変動要素の動きをシミ

ュレートすることができる（図2－1）。

　なお，成虫の飛来は（1）式に従ってイネの移植日

から起こるものとした。例えば，5月11日（丁二11）

が移植日ならば，その日の株当りの飛来数はf（1D，

翌日はf（12），翌々日はf（13），…というようになる。

　また，飛来成虫の保毒虫率は一定であると仮定

し，それをH（0≦H≦1〉で表した。すなわち，

株

当

リ

飛

来

数

。03

。02

．01

0

艀ノr4即阿7男膚2βニノノ

（a）

（b）

（c〉

　水田に移植された直後のイネは，全てウイルス

感染前の健全イネとみなすことができる。そこに

o

図2－1

10　　　　　20　　　　　30　　　　　4，0　　　　　50　　　　　60　　　　　70　　　　　80　　　　　90　　　　　100

　　　　　　　　　　　　　　Tl日〕

　ヒメトビウンカ第1世代成虫の水田への
　飛来数f（T）のグラフ。（a）A＝0．02，B2＝50，

　M二41，（b）A二〇．01，B2二50，M二41，

　（c）A＝0．02，B2＝25，M二61。
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丁日の飛来成虫f（T）のうち，H・f（t）は保毒虫であ

り，（1－H）・f（T）は健全虫である。

（3）昆虫個体群の温度依存成長モデル

　水田侵入後のヒメトビウンカ個体群の成長過程

をモデル化するために，まず一般的な昆虫個体群

の温度依存成長モデルの定式化を行った。

　性比は1：1とし，雌雄間で生存率や発育速度

は違わないと仮定する。卵，幼虫，蠕の発育は有

効積算温度法則に従うものとし，卵，1齢幼虫，

2齢幼虫，…，m齢幼虫（終齢幼虫または蜻）が発

育段階を完了するのに必要な有効積算温日度（温

度恒数）をそれぞれD。，D、，D2，…，Dmとする。

成虫については温度恒数は考えず，日齢だけを問

題にする。成虫を除く各発育段階を，C日度を単

位として，卵はGO個，1齢幼虫はG1個，2齢幼虫

はG2個，…，m齢幼虫はGm個のグループから成る

ように細分した。このためには，C・Gi二D’i2Di

（i＝0，1，2…，m）となるようにCとGiを定める必

要がある。これから先は，D’。，D’1，D’2，…　，D’m

が，各発育段階の温度恒数であると見なす。次い

で，丁日にこれらの発育グループに属する個体数

を，

　　nq1（T），no，2（T），……，no，Go（T）……卵

　　n1，1（T），n1，2（T），……，n1，G1（T）

　　　　　　　　　　　　　　………1齢幼虫

　　n2，1（T），n2，2（T），……，n2，G2（T）

　　　　　　　　　　　　　　………2齢幼虫

　　nm，1（T），nm，2（T），……，nm，Gm（T）

　　　　　　　　　　　　　　………m齢幼虫

で表す。成虫については，寿命をGa日とし，Ga個

の日齢グループに分ける。丁日にこれらのグルー

プに属する成虫の個体数は，同様に，

　　na，1（T），n属2（T），・…　　，n亀Ga（T）

で表す。グループの総数を9とするならば，

　　g＝GO十G1十G2十・…　　十Gm十Ga

であり，これらのni，」（T）をこの順に並べた9次の

縦ベクトルを曾（T）で表し，個体数ベクトルと呼

ぶことにする。すなわち，

　　了『（T）＝　［no，1（T），n砿2（T），……，

　　　　no，Go（T），n1，1（T），n1，2（T），

　　　　……，n環（T），n嬬2（T），

　　　　……，n嬬Ga（T）］’

となる。丁日における卵，1齢幼虫，2齢幼虫，

……，m齢幼虫，成虫の個体数を，それぞれ，N。

（T），N1（T），N2（T），……，Nm（T），Na（T）と

すれば，当然のことながら，

　　No（T〉＝no，1（T）十……十no，Go（T〉

　　N1（T）＝n1，1（T）十……十n1，G1（T）

　　N2（T）ニn2，1（T）十……十n2，G2（T）

　　Nm（T）二n瓜1（T）十……十nm，Gm（T）

　　Na（T）＝n亀1（T）十……十na，Ga（T）

となる。なお，幼虫期は必ずしもすべての齢に分

割する必要はなく，例えば1齢と2齢をまとめて

若齢幼虫などとしてもよい。その場合には，温度

恒数は両者を加えたものになる。

　成虫を除く各発育段階に対する丁日の有効温日

度をEi（T），（i二1，2，……，m）とするならば，丁

日に各グループにおいて次のように発育が進むも

のとする。すなわち，Ei（T）≦Cならば，各グルー

プのEi（T）／Cの割合が次のグループに進み，［C－

Ei（T）］／Cの割合が居残る。C＜Ei（T）≦2Cなら

ば，各グループの［Ei（T）一C］／Cの割合が二つ先

のグループに進み，［2C－Ei（T）］／Cの割合が次の

グループに進む。以下同様にして，kC≦Ei（T）≦

（k＋1）Cならば，［Ei（T）一kCl／Cの割合が（k＋1）

先のグループに進み，［（k＋1）C－Ei（T）1／Cの割

合がk先のグループに進む。

　各発育段階の日当り生存率は，卵ではS。，1齢幼

虫ではS1，2齢幼虫ではS2，……，m齢幼虫では

Sm，成虫ではS、とする。また，雌成虫の日齢別日

当り産卵数をF1，F2，……，FGaとする。

　個体の移出入がないとするならば，丁日の個体

数ベクトルマ（T）から（T＋1）日の個体数ベクト

ル菅（T＋1）は次式から求められる。

　　T『（T十1）二P（T）・了『（T）・……………・…・（2〉

ただし，P（T）は以下のような9次の正方行列であ

り，個体数投影行列と呼ぶことにする。すなわち，
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E（T）≦Cの場合は，

P（T）二

Po

qo　Po

　q・　P・

　　　○

　　　fl　f2

　　　　　　0

qm　Pm

　qm　O

　　　S。　O

　　　　Sa　O

fGa

s．」

となる。ただし，pi＝Si・［C－E（T）］／C，qi＝Si・

E（T）／C（i二1，2，……，m）であり，fi二Fi／2（i＝

1，2，……，G、）である。C＜E（T）≦2Cの場合は，

P（T）二

O
P。　O

q。　P・　O

　q・　P・　0

fl　f2

○
　　qm　Pm　O

　　　qm　Sm　O

　　　　　　　ロ　の

○　翫0

fGa

Sa　O

となる。ただし，piニSi・［2C－E（T）］／C，qi二Si・

［E（T）一C］／C（i二1，2，……，m）である。その

他の場合も同様にして個体数投影行列P（T）が定

まる。このようにして毎日のP（T）が決められれ

ば，（2〉式を用いて，例えば，初期時点丁二〇での

個体数ベクトル官（0）から任意の日の個体数ベク

トル君（T）を計算することができる。官（0）を与

える際に，各発育段階に属する個体数は分かるが，

個体ごとの発育の進み具合や成虫の日齢を知るこ

とができないため各グループに属する個体数は分

からないのが普通である。したがって，それを決

めるために，各発育段階ごとにグループ内個体数

は均一に分布するものと仮定する。例えば，成虫

数が10であるならば，各グループの個体数は，こ

れをグループ数Gaで割った10／Gaとする。

　移出入のあるときには，（2）式に移入個体数ベク

トル蔦（T）と移出個体数ベクトル曾E（T）を組み

入れて，

　　T『（T十1）＝P（T）・了双丁）十了『1（T）一丁“E（T）

　　　　　　　　　　　　　　　　　………（3〉

とすればよい。

（4）ヒメトビウン力個体群の成長モデル

　水田におけるヒメトビウンカ個体群の成長を

（3）式を用いてモデル化した。ただし，水田からの

　　　　　　　　　　　　　　　　移出は無視できると考え，曾E（T）＝0とした。す

なわち，モデルは，

　　丁訳丁十1）＝P（T）・了『（T）十’r『1（T）………（4〉

となる。

　ヒメトビウンカの発育段階を，卵，幼虫，成虫

の3つに分けた。卵と幼虫の温度恒数は，それぞ

れ99日度と208日度なので，C二11日度として，卵

は9グループ，幼虫は19グループに分割した。し

たがって，モデルにおいては温度恒数は，卵で99

日度，幼虫で209日度として扱われる。成虫は寿命

Gaを10日とし，10グループに分けた。

　有効温日度の計算にはいくつかの方法がある

が，ここでは最も単純な計算法を適用した。すな

わち，丁日の有効温日度は，その日の平均気温と

各発育段階の発育零点（発育限界温度）を用いて，

　　有効温日度＝平均気温一発育零点

とした。ヒメトビウンカの発育零点は，卵では

11．40C，幼虫では9．7℃である。気温としては，1984

年の茨城県下妻市のものを用いた。計算を簡単に

するために，日平均気温ではなく，月平均気温を

利用した。それらの値は，5月は15．80C，6月は

20．8QC，7月は24．60C，8月は26。50C，9月は

21．30Cであった。

　ヒメトビウンカの卵，幼虫，成虫の日当り生存

率は，それぞれ，S。＝0．95，S1二〇．93，S、二〇．90と

した。また，1雌の日当り産卵数は日齢に関係な
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く5卵とした。すなわち，F、二F2二……＝F、o＝5で

ある。

　以上の値を用いて，（3）式によりヒメトビウンカ

の個体数変化を計算した例を図2－2に示した。

ただし，（1〉式のf（T）のパラメータの値は，A二

〇．02，B2二50，M＝41とし，イネの移植日は，6

月10日（T＝41）とした。

100，0

10，0

1。o

oj

O。01

0，001

0、OOO聖

f（T）ニ0．02・e、P（一（T・41）ど／100）

ネ株から健全虫（幼虫と成虫）がウイルスを獲得吸

汁して感染虫となるものである。この場合，健全

虫が感染虫となる率（日当り）は，その日の発病株

数に比例するとし，その比例定数をrで表す。す

なわち，ある日に存在する発病イネ株数をZ，健

全虫数をUとすれば，その日に新たに感染虫とな

る個体数は，r・U・Zとなる。

　イネの方も，同様に，健全株，感染株，発病株

に区分した（図2－3）。ただし，ヒメトビウンカ

卵　　　　　！

　　’成曳　　　，

　幼虫

膨櫨目
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／
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（保毒虫）

O　　　　　　雷0　　　　　20

図2－2　水田におけるヒメトビウンカの個体数の
　　　　変化。イネの移植日は6月10日（T＝41）。

（5〉ヒメトビウンカの保毒虫率とイネの発病株

　　率の変化を表すモデル

　縞葉枯病の疫学モデルの構成要素を図2－3に

示した。この図から分かるように，ヒメトビウン

カの個体群を，健全虫，感染虫，保毒虫に区分し

た。ただし，卵は健全虫と保毒虫に分け，感染虫

はないものとした。健全虫とは，ウイルスに感染

していない個体である。感染虫とは，ウイルスを

体内に獲得吸汁しているが，まだウイルスをイネ

に移す能力を持っていない個体のことである。す

なわち，潜伏状態にある個体のことであり，この

潜伏期問をLv日とする。保毒虫とは，潜伏期間を

過ぎ，ウイルスをイネに移す能力を持った個体の

ことである。

　ヒメトビウンカが保毒虫となるには2つの経路

がある。すなわち，1つは，本病ではウイルスは

経卵伝染するので，保毒虫が産む卵のある割合が

保毒虫となることによるものである。その割合を

経卵伝染率と呼び，一定の値をとると仮定し，R

で表す。もう1つのプロセスは，発病しているイ

産卵

　　　　　　　　　　飛来成虫f（T）
　死亡　　　　死亡　　　　死亡　　（保毒虫率H）
　ノ　　　　　ノ　　　　　ノ
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図2－3　イネ縞葉枯病疫学のシミュレーションモ
　　　　デルの構成要素。

の総個体数と異なり，総株数は一定である。健全

株とは，ウイルスに感染していない株である。感

染株とは，ウイルスに感染はしているが潜伏状態

にある株のことであり，その株からはヒメトビウ

ンカはウイルスを獲得吸汁することはできない。

この潜伏期間をLR日とする。また，発病株とは，

潜伏期間を過ぎ，病微が現れ，ヒメトビウンカが

ウイルスを獲得吸汁することのできる株のことで

ある。

　健全株が保毒虫によってウイルスを移されて感

染株となる率（日当り）は，その日の株当り保毒虫

数（成虫＋幼虫）に比例するとし，その比例定数を

sで表す。すなわち，ある日に存在する保毒虫数

をW，健全株数をXとすれば，その日に新たに感

染するイネ株数は，s・X・Wとなる。ただし，イ

ネがウイルスに感染する期間（感受性期問）は移植

後K日問とし，それを過ぎると感染は起こらない

ものとする。
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図2－5　イネの移植日と発病株率の関係。

　このモデルにより発病株率（発病株数／全株数）

の変化を計算した1例を図2－4に示した。この

図には，ヒメトビウンカの成虫と幼虫の個体数の

変化も合わせて描いてある。イネの移植日は6月

10日（T＝41）とし，全株数は100，000とした。パラ

メータの値は，飛来成虫の保毒虫率H＝0．1，経卵

伝染率R二〇．95，潜伏期間Lv＝LR＝10（日），r＝1．0

×10－8，s＝0．3，感受性期間K＝60（日）とした。ヒ

メトビウンカの飛来のモデルと個体群の成長モデ

ルに関するパラメータは図2－2の計算例と同じ

値を用いた。

（6）モデルによるシミュレーションの1例

　イネの移植日の早晩と発病株率との関係をモデ

ルを用いて調べた。パラメータの値は，全て図2

－4の場合と同じ値を用い，ただ移植日だけを5

月1日（丁二1），5月21日（T＝・21），6月10日（T＝

41），6月20日（T＝51）の4通りに変えて発病株率

の変化をシミュレートした。その結果を図2－5

に示した。この図から明らかなように，イネの移

植日がヒメトビウンカ第1世代成虫の飛来のピー

クと重なるときに発病株率は最も高くなった。移

植日をピークと重ならないようにする場合，ピー

クの後にずらす方が前にずらすよりも発病株率は

低くなった。また，図には示していないが，移植

日が早いときの感染は主に第1世代成虫と第2世

代幼虫によりなされたが，遅いときには第2世代

成虫や第3世代幼虫による感染も大きな割合を占

めた。

（7）おわりに

　関東地方においては，ヒメトビウンカ第1世代

成虫の発生ピークは平年値でほぼ6月10日であ

り，その年次変動はせいぜい±7日程度である。

一方，イネの作付時期は5月連休植えといわれる

5月上旬内の早植えから，裏作ムギとの関係で植

え付け時期が6月下旬となるいわゆる遅植えま

で，その変異幅はかなり広い。このため，早植え

するほど水田へ飛び込むヒメトビウンカ第1世代

成虫の密度は高く，遅植えするほどその密度は低

くなると考えられ，実際の圃場における経験的な

事実もそのことを示している。それならば，ヒメ

トビウンカ第1世代の飛び込み曲線とイネの移植

時期との相対的な関係で本田初期の飛び込み量が

決定されるとする本モデルの仮定は，それなりに

リアリティをそなえていると言える。けれども，

細かな点でモデルの仮定には現実を余りに単純化

し過ぎているところがあったり，パラメータの中

にはその値がよく分かっていないものもあるの

で，それらの点を今後検討し，改良していくこと

が必要である。

　　（環境管理部　計測情報科　数理解析研究室）
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3．大気組成影響試験のためのフィールド

　　チャンバの開発

（1〉はじめに

　大気汚染の拡大や二酸化炭素濃度の上昇による

大気組成の変化が，地球的規模で進んでいる。こ

れらの変化が農作物に与える影響を実験的に解明

するためには，大気組成を任意に制御できる装置

内で作物の生育試験を行う必要がある。例えば，

人工気象室によるガス暴露実験や空気浄化法試験

などによって，オゾン，二酸化イオウや窒素酸化

物などの大気汚染物質が，作物の生長や収量の低

下を引き起こすことが明らかにされている。

　空気浄化法とは，活性炭などのフィルターで濾

過した清浄空気を供給する浄化室と，外気をその

まま通気する非浄化室とで大気汚染物質濃度だけ

が異なる環境で作物を育てて作物の生育や収量を

比較する方法である。フィルタードエアチャンバ

と呼ばれる外気吸引型の浄化室は，1950年代より

使われてきた。このチャンバは，例えば温室の側

壁にフィルターを設置し，ファンで強制的に外気

を吸引するタイプである。通気抵抗が大きいため

に通気量の確保が困難で，日射によるチャンバ内

の温度上昇が大きいという欠点があった。その後，

1973年にオープントップチャンバという天井のな

いチャンバが開発された。このチャンバは床面あ

るいは側壁下部から浄化空気を噴出する方式であ

り，天井がないため温度上昇が起こりにくいこと

や降水に関しても野外条件に近いという特徴をも

っている。しかし，送風による作物の影響を少な

くするために噴出空気量を制限するので，汚染外

気の上部からの巻き込みを防ぎきれないという欠

点がある。床面積に対して側壁が高いために，太

陽高度によっては光ムラの問題もある。オープン

トップチャンバは，これまで円筒形や角型など大

小様々な形態のものが製作されている。また，近

年，アメリカではオゾンや酸性雨などの汚染物質

を添加できるように改良されたオープントップチ

ャンバも開発されてきている。

　わが国でも，大気汚染が作物の生長や収量にど

の程度の影響を及ぼしているかを評価する研究が

進められてきているが，オープントップチャンバ

を用いて圃場の群落状態で長期問にわたる作物影

響を評価した研究は例がない。そこで，この種の

研究に利用でき，かつ従来のオープントップチャ

ンバの欠点である外気の混入と光ムラを改善した

チャンバを開発した。これをここではフィールド

チャンバと呼ぶ。なお，対象とした大気汚染物質

は，多くの国で農業上最も問題となっているオゾ

ンである。

（2）フィールドチャンバの構造

　フィールドチャンバは，チャンバ本体とオゾン

の計測制御系で構成されている。チャンバ本体は

問口3．6m，奥行10mの南北棟方位のパイプハウス

！…一……一一・…・・……一…・■・雪〉 オゾン計測
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図3－1　フィールドチャンバの外観図
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で，両妻面に外気を導入するための送風機（0．75

kw，最大風量150m3／min）を2基有する（図3－

1）。ハウスは軟質プラスチックフィルムで被覆し

た。導入された空気はチャンバ内を通過後，棟部

に沿って設けられた幅30cm，全長10mの開口から

排出される。送風口には活性炭フィルター（TAK

－Pフィルター，厚さ40mm）を設置して，浄化空

気を送入した。オゾン濃度と作物の生長・収量と

の定量的関係が把握できるように，チャンバを5

棟設置し，その内4棟にオゾンを添加できる構成

とした。2つの送風口から高濃度オゾンを注入し

た。

　オゾンの計測制御系は，オゾン計（ダシビー，

Mode11006－AHJ），高圧無声放電によるオゾン

発生機，ハンドヘルドコンピュータ（エプソン，

HC－40）などで構成される（図3－2）。5棟のチ

ャンバ内および外気のオゾン濃度は，テフロン電

磁弁をもつ6点サンプラにより順次切り換えてオ

ゾン計で測定され，測定値がハンドヘルドコンピ

ュータに送られる。ハンドヘルドコンピュータは

測定値に基づいて，チャンバ内のオゾン濃度設定

値を定め，コントローラに制御信号を送る。コン

トローラは制御信号に従ってオゾン発生機の電圧

を変えて，オゾンの発生量を制御する。チャンバ

内のオゾン濃度は，外気の濃度に比例して，例え

ば1倍区，2倍区のように設定した。オゾン発生

機の最大発生能力は，2基が2g／h，1基が3．5g／

オゾン　生

昇目昇目昇且罪

醗醜騒醗

チャンバー

1墨
コント

o
サ’フ。ラ　　　ポンプ

1轟目
　オゾン計

囲　　　　一　　計測制御信号
　　　　一　　高濃度オゾン
　　　　嫌騨繍職　チャンバー内の空気
　　－
　記録計

h，1基が7g／hである。

　制御ロジックには比例制御方式を採用した。1

点のオゾン濃度測定には，オゾン計の安定時間も

含めて約2分を要した。合計6点のサンプリング

を行うため，各チャンバの制御インターバルは約

12分となった。

（3）フィールドチャンバの気象環境およびオゾ

　　ン濃度

　　　　匝］Ol／o
フ。是．睡睡田
ディスク

コンピュータ

図3－2　オゾンの発生と計測制御システム

　フィールドチャンバを用いた研究では，内部環

境が圃場条件にできる限り近いことが要求され

る。1987年5月から9月までの期間，チャンバ内

に水稲（コシヒカリ）を栽培しながら，性能試験を

行った。本フィールドチャンバの内部環境の特徴

は以下のとおりである。

　1）光

　欧米で多く用いられている円筒形のオープント

ップチャンバは，通常の太陽高度では側壁の影響

で光ムラが多いと見られるが，本ハウス型では南

側妻面付近を除くと光強度はほぼ均一な分布であ

り，光ムラが少なかった。チャンバ内部の日積算

光強度は屋外の光強度の76％であった。なお各チ

ャンバ間の問隔は2m，チャンバの棟高は2．7m

で，朝夕に相互の遮蔽が認められたが，日積算光

強度にチャンバ間の差異はなかった。

　2）温　　度

　従来のオープントップチャンバでは，床面ある

いは側壁下部からの吹き出し風による作物の障害

を防ぐために送風量を抑えるので，晴天時の室内

気温の上昇が問題となった。本チャンバでは南北

両妻面上部から吹き出す方法を採用したので，送

風量を大きくすることができる。チャンバ内の気

温上昇を20C以内に抑えることを目標に，換気率

を4m3／m2，・minに設定した。この結果，6月か

ら9月の晴天日中の日平均内外気温差は，0．50C以

下に維持できた。また室内気温の上昇が最も著し

い高湿快晴条件でも，内外気温差は最大1．50Cであ

った。

　3）気　　流

　本チャンバの送風は南北両妻面上部から中央部
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に向かって吹き出し，群落の上方から拡散させる

方式である。水稲の草丈が45cmのときに，群落上

面の132地点で気流速を測定した。各点の気流速は

0．2～1．Om／sの範囲にあり，平均で0．6m／sとなっ

た。南北両妻面の吹き出し口近くで気流速が高く，

中央部付近で低いという傾向があった。なお，チ

ャンバ中央の高さ0．5mと0．9mでの平均風速は，

それぞれ0．3m／sと0．6m／sであった。

　4）オゾン濃度

　　①活性炭フィルタの除去効果

　野外の汚染空気を浄化するために，全てのフィ

ールドチャンバの空気採り入れ口に活性炭フィル

タを設置した。内外のオゾン濃度の測定値から約

60％の除去効率が求められた。この値は従来のフ

ィルタードエアチャンバの約80～90％に比べて小

”「
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図3－3　フィールドチャンバ内のオゾン濃度（ppb）

　　　　の水平分布。

さい。これは本チャンバの送風量が大きいためと

考えられる。

　　②オゾン濃度分布

　作物がなく，水を張った際のオゾン濃度の鉛直

分布は，ほぼ均一であった。また，水平分布は中

央付近でやや低い傾向が認められたが，分布ムラ

は全体で7％と小さかった（図3－3）。

　　③オゾン濃度の制御結果

　オゾン暴露は9時から16時まで行った。5棟の

フィールドチャンバの濃度設定は，浄化区（活性炭

フィルタで外気を浄化したのみ〉，1倍区（外気と

同じ濃度），1．5倍区（外気の1．5倍），2倍区（外気

の2倍）および2．75倍区（外気の2．75倍）とした。な

お，チャンバの配置は東側より，1．5倍区，1倍区，

2．75倍区，浄化区および2倍区とした。各チャン

バ内のオゾン濃度の日変化の1例を図3－4に示

した。各チャンバ内のオゾン濃度は大気濃度に追

随したほぼ安定した値に制御されている。

　全試験期問の大気のオゾン濃度の変動とその時

の各チャンバ内の濃度の対外気相対値を図3－5

に示した。横軸はオゾン暴露開始日（6月12日）か

らの日数で，縦軸は各日の9時30分から15時30分

までの平均値である。外気のオゾン濃度が大きく

変動している中で，全てのチャンバ内のオゾン濃

度がほぼ設定どおり制御されている。大気のオゾ

ン濃度が100ppbを超えるような高濃度日には，オ

ゾン発生機の能力が不足して，設定値をやや下回

る日が数日あった。また，1．5倍区ではオゾン発生

機の能力不足のため39日目までは設定値をやや下

回ったが，40日以降オゾン発生機の能力を強化し
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図3－4　外気および5棟のチャンバ内のオゾン濃

　　　　度の日変化



46 農業環境技術研究所年報　昭和62年度

』
ロ

ε

翼
鱒
入

ト
賛
脈
欧

120

100

80

60

40

20

0

1

3．0

遡
鱒
　　2．0哀
罧
脈
欧
哀

　　1．0

0 20 40 60 80 100

2．75

　　2．0

　　　　　1．5

　　　　　　1．0

浄化区

冊
翼0・8

ゆ
値
哀0、6

9
凶
コ
ヤ0．4・
乗

0、2

献㌦駆火＿全乾物重
　　　　o　　　　　　　■吻〃砺％伽

●

◎

精籾重

o

　　”η口％〃」“，“＾

　　　o
精籾重／穂重

　　隔＼

0．0

0 20 40 60 80　　　　100

　　　　　　　6月12日からの日数

図3一一5　オゾン暴露期間（6月12日～9月30日）
　　　　における外気のオゾン濃度の経日変化と
　　　　5棟のチャンバ内の相対的なオゾン濃度
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たところ設定どおりの濃度が得られた。なお図中

チャンバ内濃度が大きく減少した日があるが，こ

れは停電などによる機械の停止が原因である。

　このように，本フィールドチャンバ内の気象環

境は光強度の低下と降水を除けばほぼ屋外気象条

件に近く，群落状態での作物生育試験に適用でき

ると考えられる。また，オゾン濃度の制御も満足

できるものであった。

（4）作物影響の試験例

　上記のフィールドチャンバ内に水稲品種コシヒ

カリを栽培した。移植日は1987年5月28日で，オ

ゾン濃度の制御は6月12日より開始した。全制御

期間平均のオゾン濃度の対外気倍率は，いずれの

区も設定値よりやや低く，浄化区0．43，1倍区

0。95，1．5倍区L40，2倍区1．90，2．75倍区2．62と

なった。移植日から成熟期まで1週問に1回サン

　　　0　　　　0．5　　　　1　　　　1．5　　　　2　　　　2．5　　　　5

　　　　　　対外気オゾン濃度（相対値〉

図3－6　収穫期における処理区の全乾物重，収量／

　　　　穂重，収量の浄化区に対する比とオゾン

　　　　濃度との関係

プリング調査を実施して，部位別の乾物重，葉面

積などを測定した。また試験終了時に収量と収量

構成要素を測定した。

　乾物重，葉面積と収量などいずれの項目にもオ

ゾン濃度の違いによる有意な差が生じた。図3－

6はその代表的な例である。横軸はオゾン濃度の

対外気倍率で，縦軸は収穫時に測定した各項目の

浄化区の値に対する比率（低下率）である。全乾物

重はオゾン濃度の上昇とともに比率が減少し，浄

化区と2．75倍区とを比べた場合約15％の減少とな

った。これに対して収量（精籾重）は50％前後の減

少となり，乾物生産量よりも収量に及ぼす影響の

方が大きいことが明らかになった。すなわち，精

籾重／穂重の関係からも分かるように，オゾン濃

度の上昇とともに登熟が不良となることが，その

主因と考えられる。

　このほか，オゾン濃度が上昇すると倒伏しやす

くなり，その時期も早まること，根の乾物の割合

が減少することなどの新しい知見が得られた。

（5）おわりに

　本研究で開発したフィールドチャンバは，従来

の装置に比べて，光ムラが少なく，室内気温の上

昇も小さいなどの特徴を持つことが明らかになっ

た。この結果，大気組成の変化が作物の生育過程

に及ぼす影響の解明を，ほぼ圃場試験並に実施す

ることが可能となった。今回の試験では，水稲の
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生育に及ぼすオゾンの影響について，いくつかの

新しい結果を得ることができた。本チャンバをよ

り大型化することは容易であり，今後，各種の大

気構成ガスヘの適用が期待される。

　なお本研究は，環境庁公害防止研究「長期・低

濃度広域大気汚染が主要農作物に及ぼす影響の解

明と評価法の開発に関する研究」において実施し

たものである。

（環境資源部気象管理科大気保全研究室

　　　　　　　　　　　　気象生態研究室）

4．深層土の調査

（1）土壌調査の変化

　伊藤博文内務相は，1879年，三条実美首相に我

が国で最初の組織的地質（土壌を含む）調査の伺い

（予算要求）を提出し，年問5万4千円の支出を認

められた。伺いには，「土壌を調査して適作物を栽

培すれば豊作になり利益倍増，牧草は繁茂’し家畜

は繁殖する。これは財源かん養の基であるから富

国殖産のために支出してもらいたい」と書かれて

いる。

　実際の土性調査は，M．フェスカの指導のもとに

1883年に開始され，1920年の終了までに我が農地

の約8割について，当時としては画期的な土性図

が完成した。その内容は表層地質と土性＝粒径組

成による土壌区分を示すものであった。

　ずっと下って第2次大戦後の困難の中では，食

料の増産，確保が我が国にとって最も重要であっ

た。そのためには，生産力の低い耕地の改良が飛

躍的増産に結びつくという理由から，低位生産地

調査（1947－49年）が行われた。その中には土壌調

査の項目は少なく，農業用水，営農聞取り調査，

気象調査を含むもので必ずしも土壌調査といえる

ものではなかった。しかし，秋落水田，酸性土壌

などの低位生産性原因別土壌分布などの成果が土

壌改良等に利用されたことから，後に土壌調査と

みなされるようになった。

　この後，米の増産のために，1953－61年に施肥

改善調査が行われた。まず水田土壌を調べて11群

51土壌型に区分して，型ごとに肥料試験を行ない，

主要水田の60％をカバーしたところで中断した。

　地力保全調査（1959－75年）は，戦後初めての本

格的土壌調査事業と考えられる。畑地の生産性の

低さの改善が課題であったことと，畑土壌調査の

研究から新しい土壌調査法の見とおしが得られた

ことが，事業の推進に役立った。1964年からは畑

のほか水田を含む農耕地を調査対象とすることに

なった。この頃とフェスカ時代の調査を比較する

と，目的のちがいのほかにいろいろな差がある。

例えば，土壌の分類に地質と土性だけでなく土壌

型の概念がとり入れられ土壌統が設定されたこ

と，調査手法としてマンセル色票，マンガン斑の

判定にベンチジン，二価鉄にジピリジル，土壌硬

度計の使用など，25haに1点の断面調査，土壌図

の作成法，生産力分級式，分級図と対策図の採用

などが目立つ点である。

　これらの差を生じた原因は，土壌調査に対する

社会的要請の変化，土壌学の進歩，技術のうつり

変りがあげられる。土壌調査を1度行えば万事が

すむのであれば，我々は未だにフェスカらの土壌

図で満足していたはずである。以上の点から，農

学の他の分野と同様に，土壌調査の分野において

も不断の進歩が要請されていると考える。

（2）土壌資源の変化

　それでは，地力保全調査の基礎がつくられた

1960年前後と比べて現在の土壌調査の背景にはど

のような変化があるであろうか。

　明治の殖産興業，戦後の食料増産，畑土壌生産

性向上などに続いて，現在の目標は，環境保全的

土地利用，水田汎用化，土壌侵食防止などが加わ

り，国際化の進展とともに外国の土壌との対比を

可能にすることや，地球の沙漠化，乾燥地域の塩

類土壌化などもかかわりをもつ方向になってい

る。国内農業の集約化は著しく，これまでの5万

分の1よりも詳細な土壌図の要請が多くなった。

大規模農業が中心の米国でも2万分の1土壌図の

作成が進行中であり，ニュージーランドの一部や
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韓国などでは2万5千分の1土壌図が作られてい

る。調査へのランドサットデータの利用，コンピ

ューターの進歩を背景とした土壌情報処理も進み

つつある。

　この他に，世人がほとんど気づかず，しかも農

業を継続する上で非常に重要な変化が，土壌資源

に起こっている。1956年から1986年までの30年問

に，我が国の農地は図4－1のように219万ha（全

農地の約4割）が壊廃され，149万haが造成され

た。その結果，農地は1960年の612万haを頂点とし

て減少を続け，1986年には536万haになった。

　壊廃の原因はさまざまであるが，図4－2のよ

うに，関東では宅地化が大きな因子である。我が

国は傾斜地に富み低平地はわずか15％にすぎず，

そこに人問の活動が集中しているので農地の減少

は充分な理由がある。

　農地は量だけでなく質的にも変化した。低地に

面積
x104ha

分布している褐色低地土や灰色低地土のような1

等級あるいはII等級の優良な土壌が農業以外の用

途に転換され，あまりかえりみられなかった段丘，

丘陵，山麓斜面の皿等級以下の劣等土壌を開発利

用せざるを得なくなったことである。このため，

耕地土壌の自然的肥沃度は，以前より劣化してお

り，資材の投入などのコストは上昇している。バ

イオテクノロジーによる優良な作物・品種の種苗

が開発されても，それを栽培する優良農地が確保

されなければ農業は成立しない。

（3）深層土の意義，生成と特徴

10

5

0

　　　　　　　　　　　壊　廃

　　　　　　v、ρ～
　　　　　　　へく

．贋ノ．必へ

1960　65　　70　　75　　80年

　農地造成の主要対象は，以前は水田基盤整備が

中心のため低地であった。その場合，平坦地なの

で土壌の切り盛りは比較的少ない。しかし，最近

のように傾斜地が主要対象になってくると，農作

業が容易で，侵食をうけにくい農地を造成するに

は，しばしば大幅な土壌の移動が必要になり，一

方土木機械の発達はそれを可能にしている（写真

1）。厚さ20m以上の土壌を移動することも，まれ

ではない。沖縄県のように，すでに自然の土壌断

面を見つけることが難しい所もある。

　明治以来これまでの土壌調査は，深さ1mまで

の土壌を対象としてきた。欧米では2mが普通で

ある。その理由は，植物の根域や土地改良からみ

て，完全ではないにしても1－2mまでのデータ

が得られれば，充分対策が立てられたことと，深

層土の調査に労費を要し適当な調査法がないこと

であった。しかし，数mないし20m以上も土壌を

図4－1　全国農地の拡張と壊廃面積の推移

宅地等

53％

　　工場用地

　　　　　道路・鉄道
10％
　　5％　　　　　自然災害

　　　5％

その他
27％

図4－2　関東地方農地壊廃原因別面積比
　　　　（1970年の例） 写真1　地形修正による農地造成（網走の例）
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切り盛りするような場合に，1mの調査はあまり

にも不充分である。農地造成にかぎらず，農地の

保水機能を調べるときにも深層の難透水層の分布

などを知る必要があり，表層1mのデータだけで

は評価が不可能である。

　こうしたことから，深さ1mないし数m，場合

によっては20mくらいの深層土に関するデータが

要請されるようになってきた。

　深層土のデータは未だ乏しいが，造成地にかか

わる少数の研究では，その特徴は次のようである。

　造成地の地質は沖積層，洪積層にとどまらず，

火山灰，火砕流堆積物，第三紀層あるいは中生層

の砂岩，頁岩，花こう岩，凝灰岩，玄武岩等の風

化物がある。このような土地では基岩までの土壌

の厚さ，難透水層の位置と分布などが問題となる。

土壌中のフラジパン，デュリパンの深さ，造成機

械による圧密層の有無も土壌管理上重要である。

　我が国の自然条件下で生成した土壌を利用する

場合には，植生による養分循環のはたらきで植物

の生育に必要な元素は，かなりの量が表土にもた

らされ，一方，不要な元素の一部は湿潤気候のも

とで下層へ溶け去っている。しかし，深層土では，

有機物，3要素はもちろん，微量元素一マンガン，

亜鉛，モリブデン，銅などの不足やイオウ，ヨー

ドの過剰などがしばしば見られる。

　造成地の農業の成否は，用地の選定，造成工，

その後の管理の全てと関係がある。深層土の事前

評価，事後の土壌条件の把握に土壌調査は重要な

役割を演ずるはずである。このように考えてくる

と，深層土の調査法の確立は我々にとって基本的

課題の1つとみられる。

（4）深層土調査への地中レーダー利用

　深層土の調査には，従来の多数の試坑に頼る方

法は，労費，時間の点で採用できない。試坑を最

小限にとどめて，深層土の特徴や分布を探る方法

が必要である。

　いくつかの考えられる方法の中で，最近，地中

探査レーダーを検討した。これは以前から使われ

ている電探とは異なる。最近まで電波は地中を透

過しないと考えられていたが，ごく最近になって

ある波長域では多少透過することが分かってき

た。この方法は米国では数年前から検討されはじ

めたので研究室では注目していた。我が国では，

最近になって，地中に埋設されたガス，水道管な

どの位置を調べるために，地中レーダーが市販さ

れるようになった。これが雪氷の厚さの測定に利

用された例がある。土壌については北海道十勝農

業試験場宮脇技師らも礫層の深さ，分布を調べる

のに使用中である。

　1）測定の原理

S

Bl

B2

A

C R

刈　　4

d1

d2

ε1

ε，1

ε31

V
S t1

B1
t2

B2

図4－3　地中レーダーの原理と機器構成
　　　　Aニアンテナ，C＝制御装置
　　　　R二記録装置，Vニディスプレイ
　　　　S二地表面，B二層界
　　　　ε＝誘電率，d＝深さ

　　　　t二走時

　図4－3のように，地表のアンテナから地中へ

向けて，強度の一定なパルス電波を発射すると，

地中に比誘電率の異なる層や物体があると境界面

で電波を反射するので，それをアンテナで受信す

る。反射電波の強度は次式で示される。

R二1褥「一、厄1／（v至了十v旬）

ここでRは反射電波の強度，εは土壌の誘電率で

ある。また，電波の往復時間tは境界面の深さd

と誘電率できまり，次式で示される（cは光の速

度）。

t二2d握「／c

　電波の強度と走時のデータはコンピューターに

蓄積される。強度を区分し，走時を縦軸に，水平
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距離（アンテナ台の車輪の回転を距離に変換）を横

軸にとってカラーディスプレイ上で読んだり写真

にしたりあるいは記録紙に画く。誘電率は土壌の

種類によって異なるので，あらかじめ標準的土壌

断面を試坑について精査しておき，地中レーダー

のデータとの関係を対比することにより，標準断

面の周辺の土壌分布を知ることができる。

　なお，現在用いている電波の周波数は1．6×108

Hz（波長22m）でUHFとVHFの境界付近のも

のである。波長が長い方が地中透過には有利であ

るが，物体とその位置の決定には不利になるとい

う，不確定性原理に似た関係がある。

　2）測定結果

　標準的断面とレーダー反射波（エコー）を対比し

た結果，地表から約3mの深さまでの土層につい

て，礫層の有無と深さだけでなく土性，堅密度な

どの異なる層位，人口撹乱土壌をディスプレイ上

のエコーから連続的に読みとることができた。こ

の場合，1．6×108Hzに中心をもつ電波を用い，土

壌の比誘電率を32と仮定して調査した。主対象土

壌が黒ボク土または類縁土壌で水分含量が比較的

　　A
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図4－4　礫質灰色低地土のレーダーエコー

　　　　Aニレーダーエコー
　　　　B二断面推定図
　　　　C二標準断面模式図，記号は土性，数字
　　　　　　は硬度

多いので，比誘電率が高いと予測したためである。

　礫層：図4－4に示すように，埴壌土中に点在

する中ないし大礫（3層目），や礫層（4層目）に対

して，ディスプレイ上に不規則な凹凸が強い正反

射として表われ，側方へ不連続的に変化している。

礫層の深さの水平的変化は，地表のアンテナを1

回につき20m移動させることにより読みとること

ができた。

　土性，堅密度：図4－5のように堅密度が軟か

ら硬に変化する層位で電波の正反射がやや強く，

また，水平方向の連続性が良い点は，実際の層位

とよく対応している。米国のデータではアルジリ

ック層（粘土集積層）を判定できるとされている

が，筑波の埋没層でも粘土含量のやや高い，関東

ローム黒バンド層1，2（BB1，BB2）は，弱いレ

ーダーエコーではあるが，画面で明瞭に認められ

た。土層より下層の堅密度の方が低い場合には負

反射が起こっているので判定できた。

　人口擬乱土壌：図4－6のように，撹乱部位の

エコーは非常に強く，また不規則で，水平的に不

連続であった。水平的に連続している部分の信号

を画面から消去することによって縄乱部位だけを

強調して，その位置と深さを知ることができた。
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図4－6　撹乱土のレーダーエコーA，Bは図4と

　　　同じ

3）土壌断面調査結果のファイル化

深層土についてはもちろん，表層土壌について

も，断面の状態は，土壌調査の際に必ず記録され

る。これを大容量の情報システムに加えて利用す

る際でも，入力以前の調査結果の整理は，手作業

で行われ，多くの時間を要していた。USDAなど

では，この部分のコンピューター化が進んでおり，

断面情報の入・出力が容易になっている。・

そこで普及の著しいマイクロコンピューターを

利用して，我が国の土壌調査に応用できる土壌断

面情報のファイル化手法を開発した。情報の出力

例は，図4－7のようである。

このソフトウェアの特徴は次のようである。言

語には，N88べ一シックを使用した。情報は地点情

報および断面情報の二つの部分からなる。生成環

境，地点情報は調査地点ごとに異なるので，コー

番号 67　　　耕作者 調査日　1987／3／10 調査者　中井　信

地点 静岡県菊川町沢水加 地目 山林　　　　乾湿乾
地形 中位段丘上部　　　　　　　　　標高 120m　傾斜4。　　地質第三紀
母材 砂岩・頁岩 植生　コナラ，マツ，ヒノキ

地下水　　cm 侵食 人為　無し

試
料
番
号

層
位
名

層
厚

土
性

土　　色

構造
堅
密
度

孔
隙

コンシステンス
通
気
水
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排
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湿
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根
の
分
布
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ユ
1
タ
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形 大
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性
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塑
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性

程
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外

内

0 一1

1 A1
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h
10YR4．5／4

4
3

1
－
3

19

1
6

3 2 2 5 5 2 6

2 B1
25

HC
h

10YR6／7

7
3

10 18

HC 7．5YR6／8 表形式出力例

番号二67
調査日：1987／3／10

地　点：静岡県菊川町沢水加

地目：山林
地　形二中位段丘上部

傾斜：4。
母材：砂岩・頁岩
植生：コナラ，マツ，ヒノキ
地下水：

人為二無し

調査者二中井　信
耕作者：

乾湿：乾
標高：12Qm
地　質：第三紀

侵食二

0　　 －1～cm，
A1　　　～10cm，腐植富む，Lic，10YR4．5／4，中度の粒状構造1－3mm，
　　堅密度19，細亀裂無し，針孔多，粘着性中，可塑性弱，凝集性弱，
　　通気透水性良，排水状態良，半湿，根群多，層界平坦明瞭，
B1　　　～25cm，腐食有り，HC，10YR6／7，中度の角塊状構造10mm，
　　堅密度18，細亀裂無し，針孔多，粘着性極強，可塑性極強，
　　凝集性中，通気透水性良，排水状態良，半湿，根群多，層界波状明瞭，

　　　　　　　　　　・10YR7／3，
　　　　　　　　　　　堅密度21，細亀裂無し，針孔多，
　　　　記述式出力例　　　　　　　　気透水性良，排水状態良，

　　　　図4－7　土壌断面情報の出力例
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ド化せず，そのまま入力する。断面の規準化され

ている項目はコード化し，各層位ごとに入力する。

入力は対話方式により，修正，削除も容易である。

これによって，かなり多量の情報をディスクに保

存したり，あるいは送ることもでき，情報伝達が

能率的になった。

（5）深層土研究の展望

　現在の我が国の土地・土壌改変状況は，おそら

く外国にも例を見ないほど急速である。日本列島

に石器時代の人類が住むようになってから最近の

30年前までの長期間よりも，過去30年の方が，土

壌変化が大きかったかもしれない。このことは狭

い国土に高い人口密度という条件による当然の帰

結であろう。ここで，科学的研究に基づいて国土

の改変を適正に進めるならば，災害が防がれ，農

業の強力な基盤が確保されるだけでなく，これま

でにない美しい自然と調和した農村景観が創造さ

れ，次世代に良い環境が残されるのではなかろう

か。

　造成土，深層土の研究では，この状況下で最先

進国になり，沙漠化が懸念されている世界各地に

もやがて応用できる可能性もある。土壌調査の基

礎を提供する部門のひとつとしての土壌生成研究

で，レーダーの応用その他の手法の開発を進める

ことが今後とも重要である。

　　（環境資源部　土壌管理科　土壌生成研究室）

5．天然資材利用による農業用排水の浄化

（1）はじめに

　いわゆる都市汚水や生活雑排水による中小河

川，ため池など農業用用排水の汚濁は，現在もな

お進行中であり，とくに近郊農村における水質汚

濁は顕著である。農作物被害や水利施設の障害，

農作業環境など，あるいは，長期的展望にたって，

高品質・高能率の農業生産の確立をはかるために

も，現在，水質の浄化・保全対策は急務となって

いる。

　このことに関連して，現場対応的に既設の水路

や人口水路を利用した自浄機能の定量化，効率化

をはかるために多くの実験的研究とその対策が行

われてきた。植生やハニコム，リングレースの生

物膜などがもつ自浄機能の解明とその変動要因，

水質挙動のモデル化など流量，流速を含めて多く

の解析も試みられてきた。

　しかしながら，水質の汚濁特性と関連した生態

系とその浄化機能の変動は極めて複雑な関係があ

り，また，非定常的な機能であることから，その

モデル化，定量化は現場的にはしばしば重要な意

義をもち得なかった。従って，事例やその知見の

蓄積が重要となる。また，水質汚濁に対する発生

源対策の一環として，各方式の生物的処理施設の

整備が進められ，窒素，りんの除去率は比較的低

いが，放流水によるBOD負荷については漸減的傾

向を示している。

　そこで，本課題は天然資材として火山放出物を

用い，主として栄養塩類の吸着除去をねらいとし，

その吸着能を調べた。効率的な資材の選択と水路

におけるその吸着性，そう類の付着，増殖性など

水質浄化との関連で調査を試みた。すなわち，農

業用排水の浄化用簡易接触ろ材として，火山放出

物の利用可能性について調べた結果であり，ここ

にその概要を述べる。

（2）カラム法，バッチ法による予備的試験

　1〉カラム法によるアンモニウムイオンの

　　吸着性

　ゼオライト系石砂によるアンモニウムイオン

（NH4＋一N）の吸着性はイオン濃度，流下速度，石

砂の種類やその粒径により著しく異なることを認

めた。粒径との関係で，大谷石の事例（表5－1）

をみると，一般的には微粒子体のイオンの吸着性

は，単分子膜説（Langmuir）あるいは不均一表面

吸着説（Fremdlich）の吸着等温式で示されている

が，粒径の大きい石砂では，粒径が増加するに従

い吸着表面積は著しく減少する。たとえば，大谷

石の粒径が1．5mm，3．Omm，4．5mmの場合，その

流量が61までのNH4＋一Nの吸着量は，それぞれ
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表5－1　大谷石による窒素の吸着性
除去率％

　　　溶出量

粒径　　ml ～500～1000 ～1500 ～2000 ～2500 ～3000

1～2㎜

2～4㎜

4～5㎜

97．0

58．0

32．5

94．5

56．0

29．0

92．0

44．0

26．0

90．0

42．0

25．0

88．0

42．0

20．0

86．7

38．0

18．5

注二NH4－N10mg・r1，急速ろ過30㎜D－1

54．8mg，28．Omg，15．5mgであり，その減少割合

は球形として求めた表面積の減少割合よりも著し

く大きく，この濃度では粒径の逆数に近い吸着性

を示し，除去率としてもかなり高い値となった。

なお，この吸着反応は下水の2次処理水を想定し，

NH4＋一N濃度を10mg／1とし，ガラスカラム（φ

20mm，長さ1，000mm）に所定量の石砂をつめ，急

速ろ過の条件で調べた。

　2）バッチ法による窒素，りんの吸着性

　高濃度の場合　ゼオライト系のモルデナイトや

サンゼオライト，大谷石などは9当り0．02mg以上

の窒素（NMを一N）を吸着し，70％以上の除去率を

示した。この場合，粒径との関係では殆んどその

差は認められなかった。軽石砂のりん（PO葦一一P）

の吸着はかなり高く，9当り0．019～0．024mg吸着

し，除去率としても50％以上の値を示した（表5－

2）。なお，りん濃度（0．5～10mg／1）との関係で

は，浸漬初期時に吸着率の高い軽石砂は，りん濃

度の上昇に従い吸着率の増加する傾向が認められ

た。

　接触時間との関係　りん濃度4mg／1の溶液を

用いて，その除去率を経時的にみた結果，いずれ

の軽石砂も時間の経過に従い漸増の傾向を示し，

えぞ砂，軽石砂は15時間前後でほぼ平衡に達した。

ひゅうが砂は20時間以後も吸着が進行し，この濃

度では0．013mg／1の最大吸着量を示した。（図5

－1）。処理下水の放流水に近い2mg／1のりん濃

度では，浸漬当初に吸着率の高い石砂が経時的に

も高い吸着を示した。（図5－2）。この場合，24時

問後の9当りのりん吸着量はひゅうが砂が0．094

mg，次いで群馬県産の軽石砂は0．056mg，鹿児島

産の軽石砂は最も低く0．028mgの値であり，経時

的吸着量も極めて低い傾向を示した。

　なお，窒素（10mg／1）の吸着性はゼオライ系石

砂の場合浸漬直後に50％以上を吸着し，その後は

徐々に吸着が進行し24時問以後に95％以上の値を

示した。ひゅうが砂，軽石砂の吸着は，経時的変

化が比較的少なく（図5－3），その除去率も10％

前後であり，9当りの吸着量も低く，約0．Ol2mgで

あった。

表5－2　火山放出物による窒素りんの吸着・付着性

種　　類
粒　径 g当り容積 N　吸着量 N　除去率 P　吸着量 P　除去率

㎜ ml mg／9 ％ mg／9 ％

軽石砂　（1） 2～4 0．76 0．OlOO 31．4 0．Ol90 53．8

〃　　（2） 3～4 0．39 0．0098 31．0 0．0190 54．1

〃　　（3） 5～10 0．69 0．0099 31．1 0．0243 68．9

モルデナイ　ト 2～4 O．57 0．0242 83．4 O．0060 17．2

サンゼオライト 1～2 0．50 0．0226 7L2 0．0058 16．3

ひゅうが石 5～10 0．83 0．0124 39．1 0．OO59 16．6

え　　ぞ　　砂 1～2 0．93 O．0122 38．3 O．0047 13．4

石　　灰　　石 5～10 0．39 0．0095 29．8 0．0047 13．4

大谷石　（1） 1～2 O．46 0．0234 73．4 0．0065 18．4

〃　　（2） 2～4 0．50 0．0233 73．2 0．0060 16．9

〃　　　（3） 5～10 0．50 0．0226 7L1 0．0057 16．1

注二各石砂25g，2。5％（NH4）2HPO4150ml，48時間時々撹伴
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　3）水路による実験

①小型塩化ビニール製水路

　塩ビ水路（φ50mm，長さ6，500mmの半円型ト

イ）に500gの石砂をつめ，りん（0．4mg／1）および

窒素（10mg／1）の溶液を低流速（7，10cm／min，流

量では20，30m1／min）で流し，その除去率を求め

た。日光砂，ひゅうが砂，軽石砂などによるりん

の除去率は，石砂の種類でかなり異なり（図5－

4），日光砂，ひゅうが砂は，その流量が251まで

80％近い除去率を示したが，えぞ砂，軽石砂では，

流量の増加に従い除去率は急激に低下した。しか

しながら，石砂を水路に設置する場合，資材とし

ての強度が必要となり，その強度は軽石砂が最も　、

高く，えぞ砂，ひゅうが砂，日光砂の順序であり，

日光砂は特に崩れやすく，野外水路に設置するこ

とが困難と思われた。

　次に，大谷石と軽石砂各5009を混合して塩ビ水

路に設置し，りん，窒素を混液として，流速との

関係でその除去率を調べた。窒素の除去率は流速

と関係がなく，流量251でも95％以上の除去率を

示した。りんの場合流速によりその除去率が若干

異なり，全体的な除去率では，流速がおそい場合

約35％の値を示したのに対して，速い場合では25

％以下の除去率となった。りんの吸着は低流速程

効果的なことを認めた（図5－5）。

　②楕円型循環水路

　簡易コンクリート製水路（水路長60m，幅，深さ

0．6×0．6m，貯留槽　2箇）に稲荷川河川水を約

8．5m3扱み上げ，所定量のりん，窒素を添加した。

石砂は15～60kgを敷設した後，河川水を3cm／

secの流速として循環，採水は石砂の前後において

流速に合わせて行い，1時問毎に自動採水（冷蔵型

採水機　イスコ2100）し，その濃度変化を調べた。

　浸漬ろ材として，比較的強度の高い軽石砂とひ

ゅうが砂を用い，りん濃度の経時的変動を調べた

（図5－6）。いずれの石砂もりん濃度は経時的に

漸減し，その傾向は群馬県産の軽石砂で高く，鹿

児島県産の軽石砂はかなり低いことが認められ

た。図5－7はひゅうが砂と大谷石を混合してり

んと窒素の吸着を調べた結果である。りん濃度は
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循環開始後数時間にわたりかなり低下し，以後経

時的には僅かに漸減的傾向を示した。これに対し

て，窒素は循環開始後2～3時問で急激に低下し，

また，硝酸態を含めた全窒素は10時間近くまで低

下が進み，以後僅かに漸減的傾向を示した。図5

－8は石砂の前後の濃度差を調べた結果であり，

りんの場合循環開始後約10時間その差が認めら

れ，約20時問後にはその前後の濃度差は認められ

なくなった。なお，りんの吸着量は，その濃度が

高い程，粒径が小さい程，僅かに高い傾向を示し

た。窒素の吸着もりんの場合と同様の傾向を示し

たが，石砂前後の濃度差はかなり大きく，循環開

始当初では1mg／1以上の差が認められた。また，

その吸着量はりんの場合より5倍以上高い値を示

した。

　石砂前後の濃度差が殆んど認められなくなった

以後の窒素，りんの濃度の漸減的傾向は，主とし

て水路壁画の付着生物による効果と思われた。そ

の効果を石砂吸着りん量と水路掃除時の除去付着

そう類りん濃度とから推定すると水路壁面効果は

約69前後の値となり，石砂吸着量の10倍以上の

りん除去効果を示していた。

　次に，ひゅうが砂，軽石砂，大谷石を混合した

場合の濃度変化は図5－9のとおりである。りん

の経時的漸減傾向は図7と全く同様の曲線を示し

たが，窒素では全窒素とNH4＋一Nの間に差があ

り，一部に硝化の進行が認められた。すなわち，

NH、＋一Nの吸着は循環開始後急激に進行し，5時

問以後も顕著に低下，徐々に硝化の進行が認めら

れた。20時問を経過した頃から硝酸濃度は急激に
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上昇し，0．6mg／1以上の値を示した。なお，この

場合も石砂による窒素，りんの吸着よりも水路壁

面の付着生物相による除去効果が大きく，その値

は窒素の場合，硝化を差し引いても15倍以上，り

んでは6倍以上の高い値を示した。また，一週間

前後の試験では石砂にそう類の付着増殖が全く認

められなかった。

（3）おわりに

　農業用排水の簡易浄化技術について，水路に礫

やプラスチック資材を施設化する代わりに，リン

酸イオンやアンモニウムイオンの吸着性が高い，

天然資材の技術的適応性を検討した。

　①カラム法及びバッチ法窒素，りんの石砂

への吸着性は，その種類，粒径により著しく異っ

ていた。窒素はゼオライト系石砂で22ppm前後，

りんは凝灰岩軽石で20ppm前後の吸着量を示した

が，九州産の軽石は群馬県産よりも2割以上も低

い吸着量であった。

　②水路による吸着実験稲荷川河川水を実験

水路に汲み上げ，硫酸アンモニウム，リン酸カリ

ウムを添加，石砂によるその吸着性を調べた結果，

窒素は比較的吸着し易いが，「りんは3～6cm／

secの低流速でのみ吸着が認められ，また，両イオ

ン共に数時問以上経過すると吸着能は著しく低下

した。NH4＋一Nでは一部に硝化の進行が認められ

た。また一週間前後の短期間の試験では，石砂に

対するそう類の付着，増殖は殆んど認められなか

った。

　③天然資材浄化方式は流れのおそい，水量の

少ない堰やため池等限られた水域に対して適用が

可能なことを認めた。また，BOD物質との関連で

窒素，りんの吸着性の解析，剥離汚泥の収集法や

使用済み石砂の利用法などについては残された問

題点であり，今後の検討が重要である。

　なお，この実験を進めるに当り，窒素の形態分

析は水質特性研究室　藤井室長の御協力を得たこ

とを感謝する。

　　（環境資源部　水質管理科　水質保全研究室）

6．雑草群落構成種の生理生態的特性

一ギシギシ属の養分吸収特性とその立地条件一

（1）はじめに

　農業生態系には種々の雑草群落が存在し，それ

ぞれは，土壌や，水，光，他の生物，人為的なゆ

らぎなどの諸因子に対応した結果として構成され

ている。それぞれの群落は多様な種から構成され，

類縁種が同一群落内に共存する場合もあるが，一

般には非常に生活型の近い種は立地条件に応じて

すみわけ，異なる植物群落に属する場合が多い。

また類縁の帰化植物が侵入して，在来種にとって

かわる場合もある。類縁植物が異なる群落に存在

するのは，植物の生育に適する環境が類縁植物の

種間でさえ異なるからである。従来，群落構成種

を記載し，構成種問のむすびつきを考察する研究

は多くなされてきたが，群落の立地環境を解明す

るための実験的アプローチは例が少ない。類縁植
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物は比較的わずかの生理・生態的特性の相違によ

ってその分布を異にしていると考えられるので，

これを的確に把握できれば，それらの類縁植物を

含む群落それぞれの立地環境の相違を推測するこ

とが可能となる。このような研究を蓄積すること

によって植生および環境の保全，さらには資源開

発のために，従来の記載的手法に基づいてとられ

たデータをより有効に利用することが可能となろ

う。

　当研究室では雑草群落の構成種の生理生態的特

性を実験的に解明し，その結果から立地条件を考

察する研究をおこなっている。本報ではその一例

としてギシギシ属植物を用いた研究の成果を報告

する。

（2）供試したギシギシ属植物の生態的特性

　今回試験の対象とした植物種はギシギシ属のな

かで生活様式の類似するギシギシ，アレチギシギ

シ，エゾノギシギシ，ナガバギシギシである。こ

れらは永年性の雑草で，主に種子によって繁殖す

る。以下生態的観察に基づく4種の特徴を記す。

ギシギシはわが国原産で水田の畦，濯がい用水路，

空き地，路傍などに生育地がある。アレチギシギ

シは荒れ地，空き地に侵入するとされる。エゾノ

ギシギシは日本では特に人工草地の強害雑草とし

て知られる。好窒素性が強く富栄養立地の指標植

物である。ナガバギシギシは供試した4種のギシ

ギシのなかではもっとも分布域が広く，世界の強

害雑草としてしられている。ナガバギシギシは原

産地の欧州では田園地帯でよく見かけられ，また

ギシギシとは分類学上近縁種とされている。

　また日本にはこれらの他にスイバ，ヒメスイバ

などのギシギシ属も分布している。これらは供試

したギシギシ属と比べて，より乾性で貧栄養な土

壌に生育するとされる。

　最近のギシギシ属植物に係わる生理生態的研究

による知見をまとめると以下の通りである。世界

的にみれば供試したギシギシ属のなかではエゾノ

ギシギシ，ナガバギシギシについての研究が圧倒

的に多い。エゾノギシギシについての研究は日本

で多く行われ，遮光と生育，温度と生育，生活史，

土壌水分と生育，年歯・温度と発芽，窒素・リン

と生育の関係等の一連の報告がある。また異なる

生息地から集められた種子の比較研究もある。エ

ゾノギシギシの開花には長日条件が必要とされ

る。

　一方ナガバギシギシの研究は主に欧米でなされ

ている。開花条件については，長日条件に比べて

日数は要するが，短日でも開花は可能であるとい

われる。また，開花のためには前年秋に，ある基

準以上のロゼットの半径を獲得しておくことが必

要だという報告もある。その他異なる地域での生

態的あるいは形態的な差異に関する記述や，温度

と発芽・生育条件についての研究も多く行われて

いる。

　エゾノギシギシ，ナガバギシギシ，アレチギシ

ギシ他2種のギシギシ属について生態的観察から

得られている生育条件について水位，土壌タイプ

などを変えて生育を比較した生理的研究の結果か

ら説明しようとした試みもあったが，これは成功

していない。この報告のなかでナガバギシギシは

一年で結実するので，一年では結実しないエゾノ

ギシギシより，撹乱をうける環境では有利である

と考察されている。しかし，これら2種の結実に

要する期間について逆のことを示す報告もある。

　沿岸型ナガバギシギシおよび内陸型ナガバギシ

ギシとエゾノギシギシを比較した研究では，沿岸

型ナガバギシギシは幼根の生長の速いこと，海水

への耐性のあること，海草のマルチの下でも生育

できることなど内陸型ナガバギシギシよりも海岸

での生育に有利であることが述べられているが，

内陸型ナガバギシギシとエゾノギシギシの差は明

らかにできなかった。また種子の発芽生理につい

ての両種の比較の研究も多く行われているが，大

きな違いはない。土壌条件について比較した結果，

栽培土壌のpHあるいは窒素の添加量によって両

種問の生育差はほとんど見られなかった。地上部

の再生については，生育初期に行われた実験では

ナガバギシギシの方が先に地上部の再生能を獲得

すると報告され，一方成熟期に行われた実験では
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エゾノギシギシの方が刈り取りに低抗性があると

いう結果が得られている。エゾノギシギシは踏圧

に強く，ナガバギシギシは弱いという観察結果も

あるが，実験的にはこの2種間の差は認められな

かった。上述したようにエゾノギシギシとナガバ

ギシギシについての比較実験の結果から両者の間

に決定的な相違は見いだされていない。

（3）ギシギシ属の養分吸収の比較

　1）4種のリン施肥反応（試験1）

　日本でエゾノギシギシが問題となる人工草地は

火山灰起源の土壌が多い。このような土地ではリ

ンが欠乏しやすく，リンが植物の生育の制限要因

になっていることは十分考えられる。そこで4種

の植物のすみわけ要因のひとつは土壌養分（リン）

に対する反応性の差ではないかと考え，リンに対

する施肥反応を比較した。発芽してから1ヵ月間

栽培し，3葉になった幼植物を3月23日から5月

25日まで5000分の1アールポットで栽培した。土

壌は可給態リンの少ない筑波地域のクロボク土を

用い，添加したリンの量は，乾土100グラム当り0，

10，50，250ミリグラムの4段階に設定し，過リン

酸石灰で与えた。窒素，カリウムは各成分を乾土

100グラム当り50ミリグラムとし，それぞれ硫酸ア

ンモニウム，硫酸カリウムで与えた。収穫後，植

物を地上部，地下部に分け乾物重を測定し，結果

を図6－1に示す。グラフの横軸は栽培土壌のト

ルオーグの方法で測定した可給態リン濃度で示し

た。

　植物の施肥反応を比較するとき，しばしばre－

sponderとefficientの二つの概念を用いるが，それ

を図6－2に示す。養分を与えることにより植物

の乾物生産が高まる場合をresponder，少量の養

分で高い乾物生産を可能ならしめる場合をeffi，

cientといい，逆に養分を与えても生産量が増加し

ない場合をnonresponder，養分が乏しいと生産量

が著しく低いものをinefficientという。植生管理

科では種々の植物のリン施肥反応性の種間比較の

研究を続けてきたが，供試したギシギシ属4種の

リンに対する反応特性を表6－1に示す。4種す
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　　リン濃度　　→　高

植物のリン反応パターンの概念図
①efficient　responder

②inefficient　responder

③efficient　nonresponder
④inefficient　nonresponder

表6－1　ギシギシ属のリン吸収特性の比較

アレチギシギシ　inefficient　　responder

エゾノギシギシ　inefficient　　responder

ギシギシ　　　inefficient　　neutra1

ナガバギシギシ最もinefficientresponder
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べてに施肥リン量の少ない場合の地上部乾物生産

が著しく悪いことから，inefficientであるといえ

る。このことは，これら4種が生育のためにリン

に富んだ土壌を必要とすることを示し，富栄養な

土壌に生育するという生態学的観察に一致する。

　ギシギシは多量のリンを与えた場合の反応は小

さい（neutra1）が，それ以外の3種は与えたリンが

多いほど地上部重が増加するからresponderであ

るといえる。すなわち，ギシギシ以外の3種は

responderでかつinefficientと分類され，リンが乏

しければ生育が劣るが，リンがあれば旺勢に生育

する。ギシギシもリンが乏しければ生育は劣るが，

リンが過剰にあっても乾物生産は増加しない。従

って，リンが過剰に存在する場合には，ギシギシ

はより生長速度の大きなresponder種との競合に

敗れることも考えられる。

　畑の代表的雑草としてしられるシロザも供試し

たギシギシ属同様responderでかつinefficientと

いうリン吸収特性をもつ。シロザは1年草であり，

わずかの期問で結実できる点で畑のような撹乱頻

度の著しく高い所に適するが，生育期問の長いギ

シギシ属は畑には侵入しがたく，雑草としての特

性に差を生じているとも考えられる。

　さらに供試したギシギシ属の低リン条件下での

地上部乾物重を比較すると，ナガバギシギシは，

inefficientとされる4種のなかでも特にリン無添

加あるいは少量添加の場合の乾物生産が劣った。

言いかえれば最もinefficientであった。

　供試した4種のギシギシ属は比較的リン要求性

が高く，リンの欠乏する土壌では生育に不利だと

考えられるが，そのなかでも特にナガバギシギシ

はリンの欠乏する土壌には生育が困難であると考

えられる。

　畑にリンを施肥した区と施肥しない区を設け，

ナガバギシギシを含む数種の植物を栽培し，生育

の比較を行った。この畑の土壌可給態リンはリン

を施肥しない場合10ppm以下であった。夏に刈り

取った時の植物体地上部の乾物重を図6－3に示

す。ナガバギシギシ以外の植物ではリンを施肥し

なくてもかなりの生育を示すが，ナガバギシギシ
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リン施肥および無施肥条件での畑に生育

する植物の生育量の比較

は施肥しないと生育が極めて不良で，そのため適

時除草を行わないとメヒシバ等の雑草に被陰され

てしまうほどであった。世界的雑草とされるナガ

バギシギシが日本でさして問題にならないのは，

火山灰起源の土壌ではアルミニウムなどが活性化

してリンを固定し，有効なリンが欠乏しているこ

とにも原因が考えられる。ナガバギシギシは酸性

土壌には分布せず，エゾノギシギシの方が酸性土

壌での生育がよいといわれるが，リンの欠乏に対

する耐性の差によるものとも考えられる。

　2）エゾノギシギシ，ナガバギシギシの

　　　施肥反応（試験II）

　ギシギシ属の種子の発芽は春に最も多く，つぎ

に秋に多いとされている。先の実験の結果特徴的

であったエゾノギシギシとナガバギシギシについ

て，種子が秋に発芽しロゼットを形成するまでの

期間，すなわち10月14日から12月18日まで，異な

るリン及び窒素量に対する反応を調べるために，
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ポット栽培試験を行った。両種のリンに対する反

応を比較する試験では，乾燥土壌100グラムあたり

窒素，カリウムをそれぞれ50ミリグラム，リンは

0，10，50，250ミリグラムの4段階に変えて与え

た。窒素に対する反応を比較する試験ではリン，

カリウムを50ミリグラムとし，窒素を0，10，50，

250ミリグラムの4段階とした。栽培終了後地上

部，地下部に分け，乾物重，植物体内のリン，窒

素濃度を比較した。
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育が悪く，霜柱等の害により枯死する場合が多い

のではないかと考えられる。

（4）ギシギシ属の分布に関する考察

　すでに得られている知見と今回の試験結果から

ギシギシ属の分布に関する考察を行いたい。アレ

チギシギシは供試したギシギシ属のなかでは茎葉

の生長が半月ほど早いという観察がある。図6－

5には同時に播種した当年性の苗を富栄養下でポ

ット栽培した時の4種のギシギシ属の草丈の変化

を示した。アレチギシギシは6月17日以降抽苔し
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図6－4　エゾノギシギシとナガバギシギシのリン
　　　　および窒素施肥反応性の比較

　結果は図6－4に示すとおりである。リンに対

する反応，窒素に対する反応とも2種間で大きな

相違は認められなかった。植物体内のリン，窒素

の濃度について，両種とも与えた養分の供給量に

応じて同じ傾向で増加し，種間差は認められなか

った。エゾノギシギシとナガバギシギシは種子が

発芽してから冬までのロゼットの問は土壌中の窒

素，リンに対して同様の反応を示すことが明らか

になったが，自然条件で越冬する場合を考えれば，

特にリンの乏しい場合には両種ともロゼットの発

倉30
ε

叔

叫20
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ロアレチギシギシ
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図6－5　ギシギシ属4種の草丈の伸長

つぽみをつけた。ギシギシとエゾノギシギシはこ

れに遅れ，ナガバギシギシは抽苔しなかった。リ

ンが乏しい場合も同様の傾向を示した。アレチギ

シギシは抽苔期が他より早いことで，他のギシギ

シ属と季節的すみわけが可能であると考えられ

る。さらにカズノコグサ，ヒエガエリ，ナギナタ

ガヤなど特有の冬緑植物とのむすびつきが強いと
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いう観察もあるが，これらの植物とも花期をずら

せることによりすみわけていると考えられる。

　抽苔期のことも含めてギシギシ属の分布に関し

て考察すれば，供試したリンにinefficientな4種

のギシギシ属が他の植物との競合下で生活環を全

うするためには，リンに富んだ土壌が必要である。

試験IIの結果，エゾノギシギシとナガバギシギシ

について，秋に発芽した種子がロゼットを形成す

るまでは，全体に生育量が小さく養分吸収と生育

の種問差がほとんど認められなかった。両種とも

リンの乏しい条件では乾物重，生体内リン濃度と

も著しく低く，根の張りも悪いことから霜柱等の

害により越冬することが困難であることが考えら

れる。

　試験1の結果，春に発芽した種子の中ではナガ

バギシギシは供試した4種のなかで特に低リン土

壌での生育が劣り最もinefficientであった（表6

－1）。実際のフィールドでは他の植物との競合を

考える必要があり，リンの乏しい土壌ではナガバ

ギシギシは他のefficientな種との競合に敗れる可

能性が最も大きいと考えられる。供試したエゾノ

ギシギシなど他の3種もリンにinefficientではあ

るが，ナガバギシギシに比べればリンが乏しい条

件でも生育は比較的よく，ナガバギシギシには侵

入できない程度にリンが欠乏した土地にも分布し

得ると考えられる。いっぽう地上部の再生能を生

育初期に獲得するといわれるナガバギシギシは，

ある程度のリンがあれば撹乱をうけやすい土地へ

の定着は優れているものと考えられる。

　アレチギシギシは抽苔期が早いため，他のギシ

ギシ属との季節的なすみわけも可能で，また特有

の冬緑植物とのむすびつきをもつと考えられる。

　ギシギシとエゾノギシギシは抽苔期や低リン条

件下での乾物生産も類似しているが，リンが十分

に存在するなど好適な条件における生育速度は

responderであるエゾノギシギシが反応性のneu－

tralなギシギシを上回ることが考えられる。そし

て，リンに対する施肥反応性はエゾノギシギシの

方が優れていることが，エゾノギシギシが強害雑

草となる一要因であり，また日本の在来種である

ギシギシの生育地を外来性のエゾノギシギシが奪

いつつある原因の一つであると考えられる。

（5）おわりに

　富栄養地に生息するといわれる4種のギシギシ

属のなかでも，リンに対する反応性は種間で異な

ることを明らかにし，これに基づいて，ギシギシ

属のすみわけについて論じた。しかし，ギシギシ

属のすみわけ機構を考えるうえでここに考察した

以外にも土壌の乾湿条件，植物の耐陰性，繁殖法

等まだまだ検討すべき多数の因子が残っている。

またギシギシ属は人為的撹乱の進んだところに繁

殖するだけに，再生力および抽苔，開花に要する

期問の問題を整理することは特に重要であろう。

　現在，雑草群落は他の植物群落同様，その構成

種のむすびつきに基礎をおいた植物社会学的手法

によって細かく分類されている。しかしながら，

何故，ある特定の種がむすびついて特定の群落を

構成するのかということについては，推測の域を

でない場合がほとんどである。雑草群落の構造を

正しく理解するためには実験的手法を用いた群落

構成種の生態的機能の解明が必須である。いかん

ながら，群落構成種に対する実験生態学的アプロ

ーチは今日でも甚だしく立ち後れている分野であ

る。保全植生研究室では実験的手法に基づいて，

有害雑草の制御，管理のための基礎的研究や，群

落構成種の特性を利用して立地環境を総合的に診

断するための方法を開発している。

　　　　（環境生物部　植生管理科　保全植生研）

7．ダイズ根粒菌の分離・収集と遺伝資源

　　の保存

（1）はじめに

マメ科植物と根粒菌との共生窒素固定は，環境要

因の影響を受けるとともに，植物と菌の相互の遺

伝学的特性に依存している。根粒菌については，

菌の感染から共生系の確立に至る種々の段階にお

いて様々な遺伝形質が関与することが明らかにさ
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れている。そのうち，水素とり込み活性を持つ菌

株（Hup＋phenotype）は，ニトロゲナーゼにより発

生した水素を再利用してエネルギー消費を節約し

うることから，有用な遺伝形質として注目され，

窒素固定能の向上に寄与することはよく知られる

とおりである。

　ダイズ根粒菌は，近年，中国やパナマ，韓国な

どで相次いでfast　growerの菌が発見され，従来

のslow　growerの菌とは遺伝学的に全く異なるこ

とが明らかにされたことから，現在1～h劾δ伽n¢

〃66♂i（fast　grower）とβ7α4ッ7h々oδ伽吻

ノ砂oni6％彫（slow　grower）の2つのグループに分

けられている。しかし，圧倒的多数の菌株を含む

B勿o吻伽吻では，この種自体が表現形質上きわ

めて多様性に富む幅の広い菌群であることが認め

られている。そのため，有用菌株の選抜はもとよ

り，いろいろな角度から研究を進める場合に，各

菌株問の関係を知るため遺伝学的類縁関係に基づ

いた菌株の識別が必要となってくる。この観点か

ら，従来行われている血清学的方法に加え，さら

に遺伝学的特性を反映するような種々の菌株同定

法が検討されつつある。

　本研究では，わが国における土着根粒菌から広

く有用菌株を選抜するため，各地のダイズ栽培土

壌からHup＋の表現形質に着目して根粒菌を分離

するとともに，比較的簡便な方法（血清グループ，

潜在的抗生物質耐性，菌体タンパク質の一次元電

気泳動など）を適用して菌株の分類を行い，ダイズ

根粒菌の新たな遺伝資源の提供をはかろうとする

ものである。

　有用形質を持つ根粒菌の選抜は，単にその菌の

利用ということだけではなく，生物的窒素固定に

関わる遺伝資源の確保という点でも今後重要性を

増してくるものと思われる。

（2）本邦各地土壌からの土着菌の分離

　1985年4～6月に，各地の農業試験機関を中心

にダイズ栽培歴のある46地点の土壌を採集した。

それらの分布は図7－1に示す。

　乾熱殺菌した園芸用バーミキュライトをポリエ
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　　　図7－1　供試土壌の地理的分布

チレン製小型ポットにつめ，表面殺菌したダイズ

（トヨスズ），（迦6in6㎜6∂．Toyosuzu，の種子

を置床して，その上から供試土壌の殺菌水懸濁液

（109／100m2）を約10m2注加した。適量のバー

ミキュライトを覆土したのち，Hoagland無窒素

培養液を灌注し25QCのガラス室内で栽培した。

　ほぼ1ヵ月後に根系を水洗し，形成する根粒を

採取して，まずHup＋能の検討を行った。水素ガス

が微量ないしはほとんど検出されない根粒は

Hup＋菌株を内在するものとみなした。根粒は，ひ

き続きアセチレン還元能を確かめたのち，Hup＋お

よびHup｝の2個を選択し（どちらか1方の場合は

それらを2個），常法により根粒菌を分離，純化し

た。

　得られた菌株は，接種試験により再度根粒形成，

Hup特性，アセチレン還元能を確認し，全46土壌

85菌株を得た。

（3）分離菌株のHup形質と血清グループ

新たに分離した85株についてHup形質と血清グ
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ループを調べ，結果の一部を表7－1に，またこれ

らの出現頻度を表7－2に示した。

表7－1　分離菌株のHup特性とセログノレープ

　　　　（一部）

分離菌株 Hup　セログループ
1
2
3
4
5
6
7

10

11

NIAES3123芙　　一
　　　3124　　　＋
　　　　3125　　　＋

　　　　3126　　　－

　　　　3127　　　＋

　　　　3！28　　　－

　　　　3129
　　　　3130　　　－

　　　　3131　　＋

5033
122－129

46
125－127

110

芙NIAES番号は本報において新たに記載した。

表7－2　分離菌株のセログループとHup＋の

　　　　出現頻度

セログノレープ菌株数　セログノレーズ％　Hup＋％

　　4
　　6
　39
　46
　62
　76
110

122－129

123－129

125－127
144

5033

不明

3
4
1
3
3
2

23

7
2
8
5
4

20

3．5

4．7

L2
3．5

3．5

2．4

27．1

8．2

2．4

9．4

5．9

4．7

23．5

　0

　0

　0

　0

　0

　0

73．9

100
　0

25

　0

　0

15

全85株のうち67株（79％）はいずれかの血清グル

ープに対応したが，20株（23．5％）は不明であり，

4株（4．7％）は本邦由来の5033とだけ反応した。グ

ループ別には110に属するものがとくに多く，全体

の27％を占めた。

　Hup＋菌は全体で29株（34．1％）得られ，これらは

110，122－129，125－127，および不明グループに

含まれた。出現頻度では，110，122－129に高率で

含まれ，それぞれ74％，100％を示した。なお，全

46土壌のうちHup＋菌が得られた土壌はほぼ半数

の24土壌であった。

　今回の調査で，85菌株のほぼ1／3に当たる29株が

Hup＋であったが，これは分離の過程でやや意図的

にHup＋の根粒を選択したこともあって，実際の分

布割合を示してはいない。しかし，アメリカにお

いて広域的に多数のダイズ根粒菌が調査され，州

によって0～50％，平均20％のHup＋菌が存在した

ということからみれば，本報の場合が必ずしも高

率に過ぎるともいえないと思われる。土壌別にみ

た場合，ほぼ半数の土壌にHup＋菌が存在したこと

も注目に値する。

　一方，血清グループでは110に対応するものがと

くに多かったのが特徴的である。血清グループは，

種々の土壌条件や温度，季節，宿主の遺伝子型な

どに左右されることが知られており，Hup＋の分離

頻度とともに調査事例を重ねる必要があろう。

　Hup＋特性と血清グループとの関連では，110，

122－129，125－127，（および不明グループ）に

Hup＋が集中したことは注目される。なかでも122

はアメリカにおいても高率に（92．7％）Hup＋菌が

存在したと報じられている。同様に，110も122に

次いでHup＋の存在割合が高い。これらの事実は，

Keyserらも述べるようになんらかの特異な関係

が内在する可能性を示唆しており，今後明らかに

すべき点と思われる。

（4〉潜在的抗生物質耐性（IAR）

　上記の菌株についてIARのパターンを検討し

た。一部の結果を表7－3に示す。全体的に明か

に幾つかのグループに分けることが可能であっ

た。

　Hup＋の血清グループは大部分110と122－129に

属していたが，IARでは複数のグループに含まれ

た。同じ血清グループのものもIARでは別のパタ

ーンを示し，この点ではIARはより細分化された

異なる形質を反映するとみられた。

　fast　growerの菌は一般にslow　growerより各

種の抗生物質，とくにstreptomycin，rifampicin，

polymyxinに対する感受性が高いことが知られて

いる。比較のために供試したUSDA192について

も，DNA相同性の場合と同様，他と区別されるこ
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表7－3　分離菌株の潜在的抗生物質耐性（I　AR）（一部）

菌株　セ・伽一プSpe1。S廿1。S廿繋i響諾詣5。hl5。伽5。Ml15

11

61

2

＋　　110

＋　　110
＋　　　122．1017

十

十

十

28

62

　　110

＋　　110

十

十

十

十

十

十

とを示した。

（5）菌体タンパク質ならびに全DNAの一次元

　　電気泳動

　これまでに検討した日本と米国（USDA）の菌株

を供試し，それらの菌体タンパク質のSDS－

PAGEによる電気泳動パターン，そしてこれら菌

体の全DNAを制限酸素で切断したときの電気泳

動パターンを調べた。結果の一部を図7－2に示

した。

　SDS－PAGEにより，ダイズ根粒菌の膜タンパ

ク質画分には高分子から低分子領域の広範囲に

様々な量のタンパク質が存在した。一方，細胞内

タンパク質画分は膜画分に比べ，タンパク質の種

類，量とも少なかった。菌体タンパク質のSDS－

PAGEによる電気泳動パターンは，同一のsero－

groupに属する菌株問では極めて類似していた。

さらに，同一のserogroup下の米国と日本の菌株

問にも高い類似性が存在した。しかし，異なる

serogroup間には，明らかな違いがみられた。菌体

より全DNAを抽出し，EcoRIで切断し，アガロー

スゲル電気泳動を行った時の泳動パターンを比較

した結果，同一serogroupに属する菌株のそれら

は，米国，日本の別なくよく一致した。serogroup

より細分化された性質を示すとみられる潜在的抗

生物質（IAR）との関連については，明瞭な対応は

見いだされなかった。

　また，同一serogroupに属する菌株問のHup特

性の有無の違いも，明らかでなかった。

　一般に，表層抗原に基づくserogroupを直接菌

の遺伝学的形質と関連づけるのは無理があると考

100
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○
り
＜
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100

oOo
＜

0

i 1 ド今ハ 1 1
一Strain USDA 122
一Strain Nα2（Toyama）

x104M． “

7。444．963．722．48　　1．24

（B）

W．

一Strain USDA 144
一Strain　No90

（Okinawa）

x104 M．、

図7－2

　7．444．963．72　　2．481．24

SDS－PAGEのデンシトグラム
A）Serogroup　l22（Strains　USDA122，

　No．2）
B）Serogroup144（Strains　USDA144，

　No．90）

えられる。しかし，今回，同一のserogroupにおい

て，菌体タンパク質の種類と量，さらにはDNAに

類似性が示されたことは，ダイズ根粒菌の場合，

serogroupが，地理的な隔たりを越えて，遺伝的な

系統関係を反映した分類方法になりうる可能性を

示唆するものと考えられた。
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（6）おわりに

　多数の分離菌株について遺伝的特性，類縁関係

が調査されたのは日本では初めてである。これら

の菌株ならびに情報は今後ダイズ根粒菌を対象と

する各種の試験研究の展開（特定形質の選抜，改

良，生態）に寄与することが期待される。

　上記の分類法にはそれぞれ特徴があり，表現形

質との関連などさらにデータを集積していく必要

がある。

（環境生物部　微生物管理科　土壌微生物利用研）

の追跡を行う必要があるが，移動ステージである

成虫を効率的に捕獲する技術がなかった。そこで

成虫捕獲に有効である性フェロモントラップの開

発が望まれ，ミツモンキンウワバの性フェロモン

の研究が始められた。この研究は当所昆虫行動研

究室，九州農業試験場虫害第1研究室との共同研

究として行われ，性フェロモン物質の合成に関し

ては信越化学株式会社，野外試験に関しては福岡

県農業試験場，埼玉県園芸試験場，沖縄県農業試

験場の協力をいただいた。

（2）大量飼育法の検討

8．ミツモンキンウワバの性フェロモン

（1）はじめに

　昆虫は化学物質を利用した交信をいろいろな場

面で行っている。この情報物質はフェロモンと呼

ばれている。処女雌の蛾を網かごに入れておくと，

どこからともなく雄蛾が集まってくる。この雌か

らは性フェロモンと呼ばれる化学物質が放出され

ていて，それをたどって雄蛾が誘引されてくるの

である。

　性フェロモンの研究の歴史は古く，1959年には

すでにカイコの性フェロモンの化学構造が報告さ

れている。それ以来数多くの研究が熱心に行われ，

いまでは350種以上もの昆虫のフェロモンの化学

構造が明らかにされ，雌と雄との問の複雑な交信

システムが明らかになりつつある。

　日本に分布するヤガ科ウワバ類の性フェロモン

についてはイラクサギンウワバでは（Z）一7一ド

デセニルアセタートとドデシルアセタートの2成

分が，ガンマキンウワバでは（Z）一7一ドデセニ

ルアセタートと（Z）一7一ドデセノールの2成分

が報告されているが，ミツモンキンウワバについ

ての報告はない。ミツモンキンウワバは大豆の重

要害虫であり，また，移動性害虫として知られて

おり，その移動発生実態を解明することが期待さ

れている。それには野外における発生調査，移動

　蛾の場合一匹の処女雌から抽出できる多量成分

、の量は1－100ngであるので，その1％程度の微量

成分を10μg得るには1－100万頭の雌が必要とな

る。また，後述する網室を使った生物検定にも毎

月2，000匹程度の飼育が必要である。そのためには

昆虫を人工試料で大量に飼育できることが必要で

あり，これが構造決定をするうえでの第一の難関

となっていた。

　ミツモンキンウワバの人工飼育法は川崎によっ

て開発され，表8－1のような組成の餌を用いて

可能になった。採卵はビニール袋に成熟した雄蛾

表8－1　ミッモンキンウワバの人工飼料の組成

Kidney　bean　powder
Wheatgermp・wdera）
Animalf。。df。rrabbit（脚wder）b）

Brewerもyeastc）
L－As　co　rbic　acid．

Methyl　p－hydroxybenzoate
Aure。mycins・lublep・wderd）

Propionic　aci（1

Formalin
Agar
Water

3009
150

150
120　，

12

　6

　6－

10m乙
10m乙
369

2，100m乙

a）H　I－GY　B（Nissin　Seifun　Co．）

b）GC－4（Oriental　Yeast　Co．）
c）Ebios（Tanabe　Chemical　Co．）．

d）One　gram　of　the　powder　contains
　55mg　of　chlorotetracyclin　hy（iro－

　chloride．
　　　　　　　（川崎ら（1987）より引用）
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と雌蛾を5対と薄めた蜂蜜を浸み込ませた脱脂綿

とともに入れて行った。得られた卵を人工飼料を

張り付けた9cmシャーレに入れて飼育した。ある

程度の大きさになってから人工餌料と5匹の幼虫

を塩ビカップに入れて飼育を続け，得られた蝿を

雄と雌に分けて別々に羽化させた。

（3）性フェロモン主成分の推定

　羽化2日ないし5日の処女雌の腹部末端にある

性フェロモン分泌腺を摘出し，ヘキサンで抽出し

たものを，特に精製することなくキャピラリーカ

ラムを用いてガスクロマトグラフィーによって分

析した。カラムはOV－101（0．31mml．D．×25m）

およびSP－2340（0．281nm　I．D．×50m）を用い

た。オーブンの初期温度は80度で毎分10度で160度

まで昇温した。試料はスプリットレス方式で30秒

の押し込み時間を取った。25ないし120匹分の性フ

ェロモン粗抽出物5サンプルについての分析の結

果，図8－1のようにこれらいずれからも顕著な

一ドデセニルアセタートであると推定された（図

8－2）。その量は1雌当たり10．8から47．6ngで

あり，処女雌1匹当たりの平均量は約30ngであっ

た。

エ　　で

艇⊥「

　3　5。

図8－2

166
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ノ
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図8－1　ミツモンキンウワバの性フェロモン分泌
　　　　腺の抽出物のガスクロマトグラム

ピークが検出され，その保持時間は（Z）一7一ド

デセニルアセタートと良く一致した。また，ガス

クロマトグラフーマススペクトロメトリーでこれ

を分析したところ，このピークは炭素数が12で二

重結合が1個ある酢酸エステル，ドデセニルアセ

タートであることが確認され，これらの事からミ

ツモンキンウワバの性フェロモン成分は（Z）一7

TGO τ50 2卿

e
2働　　　　N！κ

ミツモンキンウワバの性フェロモン
（Z）一7一ドデセニルアセタートのマススペ

クトル

（4〉生物検定法の検討

　性フェロモンを単離するためには生物検定が必

要で，各々の昆虫の配偶行動の観察に基づいて検

定法が考案されている。室内で風洞を使って虫の

行動を観察する方法，性フェロモンはアンテナに

よって検出されるので，試料を吹き付けたときに

生じるアンテナの電位差を調べる方法や大量飼育

した昆虫を放した野外の網室内で誘引活性を調べ

る方法が一般的に使われている。この生物検定法

の開発が性フェロモンの構造決定の大きな難関に

なっている。生物検定のやり方によっては性フェ

ロモン成分を見落としてしまうことがしばしばあ

る。ミツモンキンウワバの性フェロモンの生物検

定においても室内で風洞を使った場合に野外の網

室内では検出できた成分を見落としてしまった。

　ミツモンキンウワバの性フェロモンの主成分と

推定された（Z）一7一ドデセニルアセタートが誘

引活性を持っているかどうかを室内での飛翔風洞

を用いた誘引試験で検討した。飛翔風洞としては，

アクリル樹脂製の直径40cm長さ50cmの透明円筒

を3個連結し，有効飛行距離が約1mのものを製

作した。風速は毎秒約0．5mとし，ファンによる送

風式とした。この風洞内の風上側中心部に誘引源

としてロ紙に吸着させた抽出物または合成品をお

き，風下側（誘引源から約1．2m）から雄蛾を放っ

た。この場合，雄蛾はステンレス製金網のコーン

に静止させ，これを静かに円筒の中心線に持って
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ゆき自然に飛び立つにまかせた。雌抽出物に対す

る雄蛾の反応は顕著で，ジグザグ飛翔による定位

行動により誘引源に到達した。合成した（Z）一7

一ドデセニルアセタート20ngと，処女雌抽出物2

匹分とについてこの風洞による誘引性の比較を行

った。誘引源から100，50，10，5cm，そして，誘

引源まで近づいた蛾の割合は100cmでは両者に違

いはなかったが，50cm以内に近づく割合は合成化

合物は明らかに性フェロモン抽出物のそれを上ま

わり，誘引源に到達した割合は合成化合物で50％，

性フェロモン抽出物で30％であった（図8－3）。
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（Z）一7一ドデセニルアセタートを詰めたチュー

ブをセットした電撃トラップを用いて誘殺試験を

行った。このトラップヘの誘引は全く認められず，

ミツモンキンウワバの性フェロモン成分はこの

（Z）一7一ドデセニルアセタート以外にも存在す

ることが示唆された。この成分は微量であると考

えられたので，性フェロモンの抽出条件の設定を

まず行った。

　本種の性フェロモンの主成分が（Z）一7一ドデ

セニルアセタートであることは明らかであったの

で，この物質の処女雌体内の含有量の暗期問にお

ける推移を50mのSP－2340キャピラリーカラム

を用いガスクロマトグラフィー分析で定量した。

全明照明条件に置いておいたのちに暗処理をした

場合，および，16時間明期一8時間暗期の照明条

件下の暗期における雌体内の性フェロモン主成分

の含有量は表8－2のように変化した。全明照明

表8－2 照明条件の違いによるフェロモン

体内量の変化

暗期経過時間　　雌当たりZ7－14Ac量

05

図8－3

10　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　　100
　　DISTANCE　TO　LURE－SOURCE，　cm

推定されたフェロモン物質と処女雌抽出

物の誘引活性の比較

また，この円筒型風洞の他に，問口1×1mで長さ

3mの角型風洞（吸い出し式）により，処女雌とそ

の抽出物に対する定位飛翔行動を比較観察した結

果，両者に全く差を認めなかった。これらの結果

から本害虫の誘引性の性フェロモンは，すでに報

告のあるウワバ類と同様に（Z）一7一ドデセニル

アセタートを少なくともその主要成分としたもの

であると考えられた。

（5〉性フェロモンの微量成分の存在

そこで野外の網室に飼育したミツモンキンウワ

バの雄成虫を74匹放飼し，誘引源として100mgの

（羽化48－72時間，全明後暗処理）

　　0　　　　　　　　　　14．6ng

（羽化72－96時間，全明後暗処理）

　　0　　　　　　　　　　17．6

　　1　　　　　　　　　　48．6

　　3　　　　　　　　　　64．3

　　5　　　　　　　　　　32．4

（羽イヒ72－96日寺間，　16L－8D）

　　1　　　　　　　　　　24．2

　　3　　　　　　　　　　　5．3

　　5　　　　　　　　　　11．5

条件に置いておいたのち，暗処理を1時問以上し

てから抽出すれば性フェロモンの体内含量は32

ng以上であったが16時間明期一8時間暗期の照

明条件下にあった場合は最大で24ngであったの

で，全明照明条件に置いておいたのち，暗処理を

1時問以上してから抽出すれば効率的に性フェロ

モンを得ることができることが明らかになった。

　（Z）一7一ドデセニルアセタート以外の性フェ
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ロモン成分の有無を知るために角型飛翔風洞を用

いて，雄蛾の性フェロモンに対する定位飛翔行動

を観察するとともに，屋内恒温室内で，雌抽出物

および処女雌の誘引性を比較検討した。風洞を用

いる試験に使用した雄蛾は全明照明条件で羽化さ

せ，砂糖水を与えて48時問以上経過したものを一

定時問暗処理したのち，誘引源の風下側2mから

放ち，10分間の誘引数を調査した。誘引トラップ

は9cm水盤および小型電撃トラップを用いた。全

明条件後5時問以上の暗処理を雄に対して行え

ば，十分な定位行動が観察された。また，この条

件で性フェロモン粗抽出物と合成品の比較の結

果，0．1FEの抽出物と5ngの合成品，および0．02

FEの抽出物と1ngの合成品の問に誘引性の顕著

な差異は認められなかった。一方，屋内恒温室は

20。C，16時問明期一8時問暗期の照明条件として

誘引試験を行った。検定試料を綿ロープに含浸し

食用油を入れた9cmのシャーレに設置した。誘引

源は暗期の3時間目に設置し，雄成虫80－160匹を

放飼した。その結果，本法による誘引性の比較が

可能であり，表8－3にみられるように，250ngの

合成品と3匹の処女雌との比較では，処女雌の誘

引性が勝ることが多いことが明らかになった。

表8－3　屋内恒温室内での処女雌とフェロ

　　　　モン主成分との誘引力の比較

ロマトグラフィーの3段階のクロマトグラフィー

で分画した。活性の検定は野外網室（5×4．5m，高

さ2m）に羽化後2日間野外に置いた雄蛾を夕方

100から150匹放飼し，試料を綿ロープに含浸し川

崎が開発したコーントラップ（図8－4）に付け，

M

ヒ15㎝ゴ

30cm

　　　　　　　　／

　　　　　　　P

図8－4　ミツモンキンウワバ用性フェロモントラ

　　　　ツプ

誘引源 平均誘，殺数

処女雌　3匹

合成品

6．5

1．2

数値は各処理2トラップの5回繰り返しの平均

放飼虫数は各回にっいて80－120匹の雄

（6）性フェロモンの単離と同定

　川崎の方法（1987）によりミツモンキンウワバを

人工試料を用いて一万匹飼育した。羽化後全明条

件下に3日問置いておき，2時問の暗処理をして

から腹部末端を切取り，ヘキサンに浸漬して抽出

物を得た。抽出物をフロリシルカラムクロマトグ

ラフィー，高速液体クロマトグラフィー，ガスク

翌朝に誘引数を調べることで行った。フロリシル

カラムクロマトグラフィーからヘキサン，5％エ

ーテル／ヘキサン，15％エーテル／ヘキサン，25

％エーテル／ヘキサン，50％エーテル／ヘキサン

溶出画分を得た。これらのうち5％エーテル／ヘ

キサンでの溶出画分は粗抽出物と同等の活性を示

した（第8－4表，A）。次いで，この画分をシリ

カゲルカラム（リクロソルブSI－60〉を用いて高速

液体クロマトグラフィーにより分画した。溶出溶

媒は0．5％酢酸エチル／ヘキサンで毎分1mlの流

速とした。検出は示差検出器を用い，ローダイン

インジェクターで試料を導入した。活性はドデシ

ルアセタートの溶出される部分に溶出された（表

8－4，B）。さらにOV－101カラムを用いてガス

クロマトグラフィーにより分取したところドデシ

ルアセタートおよびドデセニルアセタートが溶出

される部分にあるピークに活性が認められた（第

1表，C）。ガスクロマトグラフィー分取画分をキ

ャピラリーカラム（50m　SP－2340）を用いて分析

し，第2成分の化学構造を（Z）一9一ドデセニル
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表8－4　クロマトグラフィーで得られた画分

　　　　のミツモンキンウワバに対する網室

　　　　での誘引活性

表8－5 ミッモンキンウワバの合成性フェロ

モン（2成分混合物）の野外誘引活性

誘引源 誘殺総数
処　　理 誘殺数

A　　粗抽出物　　　　　　　　　　　　4．3

　　フロリシル5％E／H画分　　　　8．5
B　フロリシル5％E／H画分　　　　5．O
　　H　P　L　C分取画分　　　　　　　10．5

C　　フロリシノレ5％E／H画分　　　　2．O

　　G　C分取画分　　　　　　　　　　2。5

D　フロリシノレ5％E／H画分　　　　4．O

　　Z7－12Ac＋第2成分　　　　18．3
E　フロリシル5％E／H画分　　　　2．O
　　G　C分取画分　　　　　　　　　　3．O

　　Z7－12Ac＋第2成分　　　　　3．O
F　　Z7－12Ac　　　　　　　　　　　O．0

　　第2成分　　　　　　　　　　O．O
　　Z7－12Ac＋第2成分　　　　　2．0

9．17～10．2九州農試

1．1mg　　　コーントラップ

L／mg　　水盤トラップ
0．33m9　水盤トラップ
O．11mg　水盤トラップ
0．033mg　水盤トラップ

O．011mg水盤トラップ

7
1
1
2
1
1

10。3佐賀
1．1mg　　　コーントラップ

0．33mg　コーントラップ

0．11mg　　コーントラップ

O．033m9　コーントラップ

0．011mg　コーントラップ

0
3
3
0
5

各画分，合成品は50FE．を使用。

アセタートであると推定した。（Z）一7一ドデセ

ニルアセタートと（Z）一9一ドデセニルアセター

トの混合物は第8－4表，Dに示すようにフロリ

シルからの活性画分，ガスクロマトグラフィーで

の活性分取画分と同等の活性を示し（第8－4表，

E），それぞれ単独では誘引活性を示さなかった

（第8－4表，F）。
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（7〉性フェロモンの野外条件での誘引性の確認

　プラスチックキャップ（安元化成YK－1）に含

浸した混合物を地上1．2mの高さに設定したコー

ントラップ，または，直径60cmの水盤トラップ内

に設置し，推定した性フェロモン成分の合成化合

物の野外条件での活性を確認した。発生時期では

ないにもかかわらず0．011から1．1mgの各濃度で

雄蛾を誘引することができた（表8－5）。誘殺さ

れた蛾は解剖して交尾器を調べて種を確認した

（図8－5）。さらにミツモンキンウワバの性フェ

ロモン成分として同定された（Z）一7一ドデセニ

ルアセタートと（Z）一9一ドデセニルアセタート

の混合比率，濃度，純度の誘引性に対する影響を

野外試験で検討した。トラップとしてコーントラ

ップを用い，試験混合物はゴムキャップに含浸さ

せた。（Z）一7一ドデセニルアセタートと（Z）一

忘●、’．
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図8－5 ミツモンキンウワバ（上〉とイチジクキン

ウワバ（下）の交尾器

（一瀬（1962〉より引用）
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9一ドデセニルアセタートの混合比率を変えたと

ころ，表8－6に示されるように，最も誘引力の

強いのは99：1の混合比であることが明らかとな

った。また，（Z）一7一ドデセニルアセタート単独

でも誘引活性が認められた。2成分の混合比を

10：1として濃度を0．01～10mgまで変えたとこ

ろ，濃度と誘引活性の問には明確な関連は認めら

れず，処女雌の誘引力と差はなかった。（表8－

7）。2成分の幾何異性体の影響は，第8－8表に

示されるように2成分の幾何異性体を混合しても

誘引活性に影響はないことが示唆される結果が得

られた。これらの結果から，長距離移動性害虫の

移動発生実態を解明のための，成虫を効率的に捕

獲するのに有効である合成性フェロモンは（Z）一

7一ドデセニルアセタートと（Z）一9一ドデセニ

ルアセタートの99：1の混合物で，1～10mg程度

の濃度が良いことが明らかとなった。また，用い

る合成品は3％程度の幾何異性体を含んでいても

問題のないことが明らかとなった。

表8－6　比率の違いの影響

比率 誘殺数
100二〇

99：1
97：3
90二10
75：25
50：50
25：75

　0：100

0
23

13

4

0

7

49
14

0
0

3

8
1
1
0
0

2成分の合計量　1mg

表8－7 濃度の影響と処女雌との誘引力の

違い

濃　　度 誘殺数
10mg
3m9
1mg
O．3mg

O．1mg

O．01mg

処女雌5頭

3
8
6
3
3
2
2

表8－8　合成性フェロモンの純度の影響

誘　引　源 誘殺数
Z7－12Ac（IOO）＋Z9－12Ac（10）

Z7－12Ac（ユ00）＋Z9－12Ac（10）＋E7－12Ac（3）

Z7－12Ac（100）＋Z9－12Ac（10）＋E9－12Ac（0．3）

Z7－12Ac（IOO）＋Z9－12Ac（10）＋E7－12Ac（3）＋E9－12Ac（O．3）

8
4
1

3

7

17

Z7－12Acの量　1mg

（8）おわりに

　ミツモンキンウワバは風洞内では（Z）一7一ド

デセニルアセタートだけで誘引されるが，野外条

件では誘引力が弱かった。これは風洞内では空気

の流れが一定しているため弱いフェロモンの刺激

で定位した蛾でも風上に飛ぶだけで誘引源に到達

できるが，野外条件では蛾はフェロモンの刺激を

断続的にしか受けられないため不十分な刺激では

誘引源にまでたどりつけないためと考えられる。

従来，性フェロモンの微量成分の検出に風洞が有

効であるとされていたが，このミツモンキンウワ

バのように風洞では性フェロモンの微量成分が検

出できないこともあることが示され，さらに生物

検定法を検討する必要性が明らかとなった。また，

野外試験の結果からミツモンキンウワバの性フェ

ロモンにイチジクキンウワバも誘引され，この2

種がどのようにして種特異的な化学交信をしてい

るのか今後の検討が必要である。

　この性フェロモン製剤を用いて日本各地で発生

消長調査が現在，行われつつあるが，いまのとこ

ろ，この性フェロモン製剤が供給される見通しは
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なく，これを利用した研究は困難な状態である。

研究の一層の進展のために供給体制の確立が望ま

れる。

　なお，ミツモンキンウワバの性フェロモンは，”

（Z）一7一ドデセニルアセタートと（Z）一9一ド

デセニルアセタートを有効成分とする昆虫誘引

剤”として特許を申請中である。

（環境生物部　昆虫管理科　生理活性物質研究室）

表9－1　N一アルキノレ置換イソフェンホス及

　　　　びそれらのオキソ体のアズキゾウム

　　　　シに対する殺虫効果

　　　　　　　　S（O）
　　　　C2H50＼ll
　　　alkylNH／P＋曾

　　　　　　　　　　　COOCH（CH3）2

48hr　LD50（μg／試験管）

置換基　　チオノ体（P＝S）オキソ体（P＝O）

9．アミドリン酸エステル系殺虫剤

　　イソフェンホスの作用特性と動態

（1）はじめに

　有機リン殺虫剤は，神経伝達に関与するアセチ

ルコリンエステラーゼ（AChE）を阻害して殺虫効

力を発揮し，農業害虫あるいは衛生害虫の重要な

防除剤として広く使用されている。一般に有機リ

ン化合物の殺虫活性と初　∂伽oにおけるオキソ体

のAChE阻害活性との間には平行関係が認められ

ており，強力なAChE阻害活性を持つ化合物が構

造活性相関の見地に立って創製されてきた。しか

し，化学構造内に窒素原子を含有するアミドリン

酸エステル系殺虫剤の場合，殺虫活性の発現機構

が必ずしも十分に解明されてはいなかったので，

土壌害虫の制御剤であるイソフェンホスおよび類

縁化合物の殺虫活性及び酵素阻害活性を調査し，

一連の化合物の作用特性の解明を試みた。さらに，

化合物が環境に投入された場合，その化合物の挙

動一吸収，移動，蓄積，代謝分解などがヒト及び

環境に対する安全性確保を目的として調査される

が，イソフェンホスについても哺乳動物・昆虫・

植物における動態を明らかにした。

（2）殺虫活性とAChE阻害活性

　　　H

　　　CH3
　　C2H5
　物一C3H7

¢s・一C3H7

　鴨一C4Hg

乞s・一C4Hg

sθ・一C4Hg

むε幅一C4Hg

1．03

0．99

0。63

7．01

0．52

15．58

25．03

4．49

50．91

　4．00

　3。01

　LO2
　5．68

　0．85

14．85

56，28

　9．41

272。26

　イソフェンホスの窒素原子につくアルキル基を

C。～C4まで変えた置換アルキルイソフェンホス

（チオノ体，P二S結合を持つ）及びそれらのオキ

ソ同族体（オキソ体，P＝O結合を持つ）の貯穀害

虫アズキゾウムシに対する殺虫力を試験管法によ

り検定した結果を表9－1に示した。殺虫力はア

ルキル置換基により非常に異なるほか，チオノ体

とオキソ体との問でも相違が見られ，LD5。値（半

数致死濃度）で比較すると，n－C3H7，n－C4Hg置換

誘導体を例外として概してチオノ体の方が高い殺

虫効果を示した。試験した化合物の中で最も強い

効果は乞so－C3H7置換誘導体（チオノ体）であるイ

ソフェンホスであり，さらに，殺虫力の強さを置

換基の違いで表すと，ゑso－C3H7＞C2H5＞CH3＞H

＞s66－C4Hg＞㌶一C3H7＞盟一C4Hg＞ゑso－C4Hg＞捌

一C4Hgの順であった。

　有機リン化合物の殺虫力の発現を説明するため

には，その化合物のオキソ体による対象昆虫の

AChE阻害活性を調べることが一般的な実験方法

である。アズキゾウムシおよび牛血清のAChEに

対する阻害を調べた結果，実験に供したオキソ体

は概して両AChEに対し弱い阻害剤であった（表

9－2）。15。値（50％阻害モル濃度）は，NH2，N－

CH3，1V－C，H5誘導体で10－6M～10－5Mを示した

が，それ以外の化合物ではすべて10－4M以上であ

り，特に殺虫力の最も高かったゑso－C3H7誘導体の

15。値は，10－3M以上と初∂伽oでのAChE阻害は極

めて弱かった。これらの結果から，アミドリン酸

エステル系化合物の殺虫力がオキソ体による
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表9－2　〈トアルキル置換オキソ体のアズキ
　　　　ゾウムシ及び牛血清アセチルコリン

　　　　エステラーゼ阻害

表9－3 ラット肝ミクロゾーム系における

酸化的活性化

150（M）
化合物 NADPH　SKF525－A

牛血清

AChE阻害

　幽
置換基 アズキゾウムシ

　　　H

　　CH3
　　C2H5
　冗一C3H7

¢s・一C3H7

　物一C4Hg

乞so－C4Hg

sθc－C4Hg

孟6T‘一C4Hg

6．12×10－6

1．36×10｝5

3．22×10－5

1．55×10－4

　　＞10－3

2．52×10－4

5．21×10一4

3．43×10－4

　　＞10｝3

3．37×10－5

1．75×10－5

2．63×10－5

2．36×10－4

　　＞10－3

2．06x10－4

1．26×10－4

L37×IO4
　　＞10－3

イソフェンホス　　　＋

　　　　　　　十 十

82

36

25

イソフェンホス　　　＋

　一オキソン　　＋ 十

43

28

1

AChE阻害活性に依存すると理論付けることは困

難であり，昆虫体内でさらに活性代謝反応が進行

しオキソ体以外のAChE阻害剤が生成されている

ことが示唆された。

（3）酸化的活性化による酸素の発現

　有機リン殺虫剤の活性化反応として，P＝S→

P二〇への脱硫化反応，チオエーテルあるいは

＞P－S一で示される硫黄原子の酸化反応，そし

て窒素原子が関与するであろう酸化反応などが現

在まで明らかにされている。各活性化反応には，

生体内酸化酵素が関与することが広く知られてお

り，なかでも補酵素NADPH依存の薬物酸化酵素

mixed　fmction　oxidase（mfo）が重要な役割を果

たしている。そこで，mfo活性の強いラット肝臓ミ

クロゾーム画分を常法に従って調製し，ミクロゾ

ームーNADPH系での酸化反応後の牛血清AChE

阻害活性を測定した。表9－3は，イソフェンホ

スおよびそのオキソ体の場合の結果を示している

が，両化合物ともにNADPHの添加によりAChE

阻害はそれぞれ25→82％，1→43％と高まり，酸

化をうけることによりAChE阻害を持つ活性代謝

物が生成されることが明らかになった。さらに，

mfo阻害剤であるSKF525－Aの添加により，チオ

ノ体とオキソ体のAChE阻害は抑制され，両化合

物の酸化的活性化はmfoの触媒で起こることを示

唆した。さらに異なる置換アルキル基を持つチオ

ノ体の活性化の程度はその置換基によって相違が

あり，ゑso－C3H7，n－C4Hg，麹一C4Hg誘導体で大き

く現われたのに対し，孟67！一C4Hg，s66－C4Hg体では

低かった。

　酸化的活性化反応は生体内酵素によるばかりで

なく，過酸などとの化学的な酸化反応によっても

起こることが報告されている。そこで，殺虫効力

および酵素反応による活性化の程度が最も大きか

ったイソフェンホス及びそのオキソ体と，酸化剤

アn－chloroperbenzoic　acid（MCPBA）とを反応

させた後AChE活性を測定した。表9－4に示す

表9－4　化学的酸化による活性化

化合物 MCPBA　AChE阻害囲
イソフェンホス

十

十十

3
42

68

イソフェンホス

　　ーオキソン 十

十十

0
39

54

MCPBAの添加量：＋，等モノレ；＋＋，2倍モル

ように，いずれの化合物もMCPBA処理でAChE

阻害活性が高まり化学的酸化反応でも活性体が生

成されて，AChE阻害効果を発現することが明ら

かになった。今回実験に供したアミドリン酸エス

テルの酸化反応は，mfoが関与する酸化反応から

類推して，P＝S結合→P＝O結合への酸化的脱

硫化反応のほかに窒素原子周辺で起きていること
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が推察され，特にAChEを阻害する活性代謝物は

！V一酸化反応あるいはノV一脱アルキル反応によ

って生成されるものと考察された。

（4）イソフェンホスの動態

　1）哺乳動物における動態

　ラットに0一アルキル基を放射能標識した14C

一イソフェンホス（1）を投与して経時的な排泄，代

謝を調べた。14C一化合物の尿，糞，呼気は投与1

日目にそれぞれの画分に投与量の73．0％，7．9％，

2．3％が回収され，2日目以降の排泄は急激に減少

し実験終了日までに合計で91．8％が回収された

（図9－1）。尿および糞から得られた14C一化合

　訳

愼十

竪
回
翌
芯
踏

　　　　　　　　　全放射能量
　　　　　　　　．レx－

　　X＿×　x／×1

尿

糞

呼気中14CO2

　　　　　　　　5　　　　　　　10
　　　　　　　　　　　（日）

図9－1　14C一イソフェンホスを投与したラットか

　　　　らの放射能の排泄

が多かった。きらに，代謝経路を想定するため代

謝がより緩慢に進行するラット肝ミクロゾーム分

画での初∂伽oの代謝実験により，イソ7エンホ

スの主代謝経路がイソフェンホスーオキソンを経

由する水溶性代謝物の生成であることが明らかに

なった。

　2）昆虫における動態

　防除対象害虫としての甲虫目ドウガネブイブイ

と双翅目イエバエを供試昆虫としてイソフェンホ

スの挙動を追跡した。体表面に処理した14C一イ

ソフェンホスは，速やかに体内に取込まれ代謝を

うけ排泄されたが，両昆虫問で体内吸収量，代謝

速度あるいは排泄速度に差異があった。図9－2

0

放射能回収率（％）

　　50 100

物の大部分は水溶性代謝物であり，投与後急速に

極性の高い化合物に変換され排泄されたものと考

えられる。構造が決定された代謝物は，有機溶媒

可溶性物質としてアミノイソフェンホス（II），イ

ソフェンホスーオキソン（皿），水溶性物質として，

脱1V一アルキルイソフェンホス（IV），脱フェニル

イソフェンホス（V），脱ノV一アルキルイソフェン

ホスーオキソン（VI），脱フェニルイソフェンホス

ーオキソン（VII〉，0－ethylhydrogenphos－

phoramidate（Vl皿），0－ethyl　dihydrogen

phosphate（IX）であり，特に脱フェニル体の生成

　　　hr
　　　　ユ
体表面　　3

　　　　6
　　　24

　　　　1
　　　　3体内取込

　　　　6
　　　24

　　　　1
　　　　3排　　泄

　　　　6
　　　24

　　皿ベンゼン抽出分画國水抽出分画■抽出　美渣

図9－2　イエバエに14C一イソフェンホスを施用し
　　　　た場合の放射能の分布

はイエバエに局所施用した時の14C一化合物の分

布を経時的に示しており，処理1時問後で投与量

の76％が体内に分布し，そして体内で代謝を受け

て水溶性物質が生成され，時問の経過に伴って排

泄量が増加することを明らかにしている。なお，

体内吸収，水溶性物質への変換，そして排泄いず

れもドウガネブイブイと比較してイエバエの方が

速やかであった。14C一化合物を分析すると生成

された代謝物の種類は両昆虫ともに同じであり，

またそれはラットの初　z物oで得られた代謝物と

全く同じであった。主代謝物質はやはりオキソ体

（III）で，さらにドウガネブイブイではIX，イエバ

エではVIIIが特に多く検出された。なお，ドウガネ
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ブイブイ飼育の土壌から回収された14C一化合物

の大部分は体表面からはく離したと考えられるイ

ソフェンホスであり，また，土壌でのイソフェン

ホスの分解は緩慢であるという結果を得ている。

　3）植物における代謝

　ドウガネブイブイの寄主であるヒノキ苗木の茎

頂部，茎基部あるいは根部に14C一イソフェンホ

スを処理し，ヒノキヘの吸収，移行および代謝を

処理方法の違いから検討した。吸収は遅く，例え

ば茎頂部への局所施用では処理30日目で体内取込

量が最高になった。代謝はラットや昆虫と比較す

ると緩慢でイソフェンホスおよびオキソ体（III）が

長期間にわたって残留し，他の代謝物質の生成は

僅かであった（表9－5）。オキソ体は地上部に処

表9－5　14C一イソフェンホスを処理したヒノキにおける放射能の分布囲

茎頂部処理 茎基部処理 根部処理

14C一化合物 4 10　　30　　4 10　　30　　　4　　　10　　　30　　75（日）

（1）

（E）

（皿）

（V）

（皿）

90．O

O．3

7．3

0．1

0．1

84．6

0。3

12．3

0．1

0．1

49．6

0．1

45．3

0．1

0．2

76．3

0．1

2L7
0．1

1．7

73．3

0．2

25．1

0．1

1．2

68．7　　　93．7　　87．2　　　87．8　　　71．O

0．1　　0．1

28．3　　3．3

0．2　　0．3

2．5　　0．3

0．2

9．6

0．2

0．4

O．1　　0．1

7．7　23．6

0．3　　0．1

0。2　　0．1

理した場合に多く回収されて，P二S結合からP

二〇結合への変換に太陽光が大きく影響すること

が有機リン化合物の光分解の報告から類推され

た。アミドリン酸エステルの植物における主代謝

経路として脱フェニル反応が明らかにされている

が，ヒノキでも水溶性代謝物はこの反応によって

のみ確認された。

　各種生物における14C一イソフェンホスの代謝

実験より得られた結果をもとにして，哺乳動物，

昆虫，植物での代謝想定経路を図9－3にまとめ

た。代謝は生物種間でイソフェンホスの代謝分解

速度，生成する代謝物の種類と量などで明確な相

違があった。また代謝様式として（1）酸化的脱硫化

反応（1→III，IV→VI，V→、⑪（2〉脱フェニル反応

鷲添・π⑨先溜）恥⑨先が認τ◎

　　　　　　㎜L　暴㎜縮　㎜
　　　　　　　　　　　　　　　　S　　　　　　　　O　　　鳶～　　　　O　　　　　　　　　　　　C2H50　　　　　　　　　　　　C2H50　　　　　　　　　　　　C2H50
　　　　　　　　　～　　　＼”　M（R，r）　＼II　　M（R）　＼ll
　　　　　　　　　　　　　　　　P－OH一一一一レ　　　　　　P－OH　　　　　　　　　　　　P－OH
　　　　　　　　鋭　　　／（V）1・P　／（VII）　1　／（Vlll）
　　　　　　　識　 肉・冊NH　　　丞。幅NH　　　　NH2￥¢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存　　　　　＼、免
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　侮　　　　　、・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’／　　　　　　　＼／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　　　　　　COαsoC3H7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　COαsoC3H7

　　　　　　M：哺乳動物，R（invivo）r（invitro）II：昆虫IP：植物

　　　　　図9－3　哺乳動物，昆虫，植物におけるイソフェンホスの想定代謝経路
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（1→V，III→冊，VI→IX）（3）脱N一アルキル反応

（1→IV，VII→IX，III→VI）（4）！〉一脱アルキル反応

（1→II，W→ViIDが関与することを明らかにした。

イソフェンホスは，土壌害虫に対して長期間にわ

たり殺虫活性を持続する。この残効性がイソフェ

ンホス及びオキソ体の土壌及び植物根での長期間

の残留に依存すると説明付けられた。

（5〉おわりに

　殺虫剤がその殺虫力を発現するためには，その

化合物と生物との接触，生体内への吸収，作用点

への移行，生体内における代謝反応による化合物

の活性化あるいは解毒，蓄積，排泄などいろいろ

の要因が関与する。本研究は，アミドリン酸エス

テル系殺虫剤の作用機構の解明を試みたもので，

従来の有機リン殺虫剤とは全く異なった反応様式

による窒素原子に由来する酸化的活性化を伴う作

用機構であろうことを明らかにした。また，現在，

生態系に調和したより安全で効率的な農薬の使用

が望まれているが，今回得られたイソフェンホス

の動植物における動態研究の結果が，アミドリン

酸エステル系化合物の環境生態系での動態を予測

する上に有用な知見を提供するものと考えてい

る。

　（資材動態部　農薬動態科　殺虫剤動態研究室）

10．ケイ酸肥料の肥効発現機構の解明

（1）はじめに

　わが国ではケイ酸が肥料の主成分として認めら

れており，水稲の安定多収穫技術の一つとしてケ

イ酸肥料が広く施用されている。ケイ酸肥料は主

として製鉄や製鋼過程で産出される鉱さいを原料

として製造されている。最近，製鉄や製鋼法の合

理的改良などに伴って鉱さいの品質が変化したこ

とから，従来の分析法では肥効が適切に判定でき

ない品質の肥料も製造されている。現在，ケイ酸

肥料の肥効は，各種の酸性溶液で溶出される可溶

性ケイ酸含量によって評価されているが，この可

溶性ケイ酸とケイ酸肥料施用による水稲のケイ酸

吸収増加量の間に有意な相関関係が必ずしも認め

られない。可溶性ケイ酸含量は高いが水稲に対す

る施用効果が低いケイ酸肥料が少数ではあるが認

められている。これはケイ酸肥料の土壌中におけ

る溶解過程と酸性溶液における溶解過程が異なる

ことを示唆しており，ケイ酸肥料の肥効を適正に

判定するためには土壌中におけるケイ酸肥料の溶

解過程や肥効発現機構を解明しなければならな

いo

　本研究ではこのような観点から，ケイ酸肥料が

施用され，水稲が生育する過程で土壌溶液中で生

ずる諸現象を中心とし，それらの現象と資材の化

学的性質や土壌の特性との関係を解析した。

（2）資材の多様化

　現在使用されている主要なケイ酸肥料は，各種

鉱業産物の製造過程で排出される鉱さいをそのま

ま原料として製造していることから，その成分組

成や鉱物の構造が極めて多様である。各種工場か

ら収集された50種の鉱さいを製造工程で類別する

と，製銑鉱さい26，シリコマンガン鉱さい8，普

通鋼鉱さい7，フェロニッケル鉱さい4，フェロ

クロム鉱さい2，マグネシウム鉱さい1，ステン

レス鉱さい1，製りん残さい1種類であった。こ

れらの鉱さいの可溶性ケイ酸含有率（0．5Mの塩酸

で抽出されるSiO2を％表示した値）は，11．24－

44．81％，アルカリ分（熱水で抽出されるCaとMg

含量をCaOに換算し，％表示した値）は27．32－

63．10％の範囲であり，最小値と最大値の間には可

溶性ケイ酸で3倍以上，アルカリ分でも2倍以上

の大きな差異がある。この両者の値の問には負の

相関関係が認められ，アルカリ分が増加すると，

可溶性ケイ酸が減少した（図10－1）。また，アル

カリ分を可溶性ケイ酸で除した値と可溶性ケイ酸

との間には，高い負の相関関係が認められた。

（3）水稲生育に伴う土壌溶液成分の変化

　このように化学組成が異なる資材を土壌に施用

した場合には，土壌溶液のpHをはじめ土壌中にお

ける反応が資材によってかなり異なってくること
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図10－1　資材のs－SiO2とアルカリ分の散布図

が予想される。一方，湛水状態では土壌の還元が

進むと同時に，炭酸ガスが高濃度に蓄積するなど，

ケイ酸肥料を施用した水田土壌の土壌溶液は，特

異な環境条件下に置かれているものと考えられ

る。このような環境条件を保持しながら土壌溶液

の成分を測定することは容易ではなく，その実態

解析はあまり行われていない。

　1）土壌溶液成分の測定法

　水田土壌の溶液成分の中でも，特にpHと炭酸ガ

ス濃度を正確に測定するためには，炭酸ガス濃度

を保持した状態で測定しなければならないので，

まず簡便で正確な測定法を確立することが必要で

ある。このために血液中のpHと炭酸ガス濃度を連

続計測するために開発された医療用のpH／pCO2

モニター（（株）㈱クラレ製）を応用してみた。この

モニターはpH測定用の微少なISFET（10n　Sensi－

tiveFieldEffectTransistor，長さ6．5mm，幅0．5

mm，厚さ0．15mm）センサーとこのセンサーを炭

酸ガス透過膜で被覆したpCO2（炭酸ガス分圧）測

定用センサーを接続することができる。いずれの

センサーもフレキシブルなカテーテル先端に固定

されていて，微細なチューブに差し込んでその中

の溶液のpHとpCO2を測定することができる。土

壌溶液のpHとpCO2は，テフロンチューブを接続

したプラスッチクフィルターを土壌中に埋設し，

チューブ内を自然流下する土壌溶液流にセンサー

を差込んで直接測定した。このセンサーは温度測

定用ダイオードが一体化されているので，測定部

位の正確な温度測定が可能であり，土壌溶液の

pH，pCO2，温度が直接測定できる。このpCO2セ

ンサーの測定レンジは0～200mmHgであるが，

このレンジを越える場合には，前述のテフロンチ

ューブを液流型pH複合電極に接続して土壌溶液

を自然流下させてpHを測定し，炭酸ガス濃度はテ

フロンチューブ内にシリンジの針を差込んで土壌

溶液を採取し，ガスクロ方式の無機炭酸測定装置

で測定した。

　土壌溶液のSiとCaは，そのままあるいは希釈し

てICP発光分析により測定した。土壌溶液のCa濃

度は500ppmを越える場合が多く，Siの測定に支障

を来すことがあったので，カチオン交換樹脂を添

加して高濃度のCaを除去した後にSiを測定した。

　2）土壌溶液成分の経時変化

　各種の代表的なケイ酸肥料（7および12種類）を

選び，中粗粒灰色低地土（富士見土壌）あるいは細

粒灰色低地土（鴻巣土壌）をa／4，000のポットに詰

め，可溶性ケイ酸（s－SiO2）として2．59相当量の

ケイ酸肥料を施用し水稲を栽培した。ケイ酸肥料

を施用して問もない水稲の生育初期には，土壌溶

液のpHは，ケイ酸肥料によって大きく異なり，普

通鋼鉱さい（1）施用区では，無施用区とほぼ同じ

6．32であるが，アルカリ分の高い普通鋼鉱さい

（II）施用区では8．34と著しく高くなった（表10－

1）。土壌溶液のCa濃度はpHとほぽ同様な順に高

くなり，1，000ppmを越えるケイ酸肥料施用区もあ

った。この時期のpHとCa濃度の順序は，各肥料の

アルカリ分を可溶性ケイ酸で除した値（Alkali－

silica　ratio二ASR）の順序とほぼ一致している。

この試験では可溶性ケイ酸として同量施用してい

るので，ASRが大きくなるにしたがってアルカリ

分の施用量が増大し，それに応じて土壌溶液のpH

とCa濃度が上昇したことを示している。このよう

に上昇した土壌溶液のpHやCa濃度は水稲の生育

が進むにつれて最高分げつ期まで急速に低下し

た。いずれの肥料施用区でも，それ以降はCa濃度
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表10－1　土壌溶液のpHとpCO2の経時変化

記号 施　用　資材 ASR
pH pCO2（㎜Hg）

7／6　　　7／16　　8／1919／13
　　1　　　　　　　　　　　　1 7／67／1618／1919／13

A
　
B
　
C
　
D
　
E
　
F
　
G

無施用区

普通鋼鉱さい（1）

シリコマンガン鉱さい

製銑鉱さい

ステンレス鉱さい

フェロクロム鉱さい

マグネシウム鉱さい

普通鋼鉱さい（E）

0．74

1．02

L22

L97
2．21

2．41

3．43

6。2215．2915．8316．62
　　1　　　　　　　　　　　1
6．3215．3815．9gl6．75
　　1　　　1　　　1
6・4415・8516・1016・74
8．2・16．5816。1716．74

　　　　　　　　　　『7．8916。6016．4716。93
　　Ir5・3215．ggi6・73

72916・5316・15i6・76
8．3416．6716．0816．73
　　1　　　1　　　1

45　1216　　　188　　暑　116
　　　　　1　　1　　　　　　　　1

3312041220・120
　　　　　1　　　t
28117311751126
　　1　　　　　　1
5　1611182　97　　1　　　1　　　1

211511154191
　　　　　1　　　1
－i22811931124
　　1　　　　　　　1
7t1741160i104
51861165191
　　1　　　1　　　1

は無施用区と同程度の濃度で推移するが，pHは再

び上昇した。土壌溶液のpCO2（炭酸ガス分圧）は

pHやCa濃度の変化とは全く反対に水稲の生育に

伴って最高分げつ期まで急速に上昇し，幼穂形成

期頃まではほぽ一定値を保持したが，それ以降は

再び減少した。土壌溶液のpHおよびCa濃度と炭

酸ガス濃度の相反する動態は，土壌溶液に溶解し

たアルカリ塩類が土壌から発生する炭酸ガスによ

り中和されていく過程を如実に示しており，ケイ

酸肥料の肥効発現に対する炭酸ガスの作用の重要

性を示唆している。このような土壌溶液組成の変

化の中でSiは，pHや炭酸ガスとは異なる特徴的な

動態を示した（図10－2）。
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　土壌溶液のSi濃度はケイ酸肥料施用直後から分

げつ開始期までは，アルカリ分の低いケイ酸肥料

施用区や無施用区（図10－2のA，B，C，0）で

高く，アルカリ分の高いケイ酸肥料施用区（D，E，

F，G）で低かった。この時期には土壌溶液のSi濃

度とCa濃度の問には高い正の相関関係が認めら

れ，SiとCaが相伴って溶解するように見える。し

かし，分げつが盛んになり水稲によるSiの吸収が

盛んになると，アルカリ分の低いケイ酸肥料施用

区と無施用区では土壌溶液のSiとCaの濃度が急

速に低下する。これに対して，アルカリ分の高い

ケイ酸肥料施用区では分げつ開始期と変らない

か，ケイ酸肥料によっては増加する場合もある。

その結果，水稲の生育初期には土壌溶液のSi濃度

とpHの問には負の相関関係が認められたが，分げ

つが盛んになるとその関係は反転して正の相関関

係が認められるようになった（図10－3）。土壌溶

液のSi濃度とpco2の問には，pHとは反対に水稲

の生育初期には正の相関関係が認められたが，生
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育が進むにつれて負の相関に反転した。反転後の

土壌溶液のSi濃度とケイ酸肥料のASRの間には

正の相関関係が認められた。収穫期における水稲

茎葉中のSiO、含有率と最高分げつ期の土壌溶液

中のSi濃度の問には高い正の相関関係が認められ

（図10－4），さらに，茎葉中のSiO2含有率は肥料

8
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図10－4　最高分げつ期の土壌溶液中のSi濃度と収
　　　　穫期の水稲茎葉中のSiO、含有率の関係
　　　　（鴻巣土壌）

のASRが高くなるにしたがって増大した（図10－

5）。以上の結果から，可溶性ケイ酸として一定量

施用した試験ではあるが，肥料によりケイ酸吸収

が異なることから，可溶性ケイ酸によるケイ酸肥

料の評価は適正でないことが明らかである。また，

可溶性ケイ酸として一定量施用した場合には，ア

ルカリ分の高い鉱さいがケイ酸肥料として評価が

高いということになる。

　3）反転現象の解析

　水稲栽培試験で認められた土壌溶液のSi濃度と

pHの関係の反転現象は，ケイ酸肥料の肥効発現過

程を解明する一つの糸口を与えているといえる

が，まずこの現象に関与する要因を解析すること

が重要であろう。

　先に述べた50種類の鉱さいケイ酸肥料を施用

し，水稲を栽培しないで湛水状態に保持した場合
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　　　肥料のASR
肥料のASRと土壌溶液中のSi濃度の関係
（鴻巣土壌，8／8）

には，土壌溶液のSi濃度とpHの間には，水稲栽培

試験の初期と同様に負の相関関係が認められ，可

溶性Si含有率が高くアルカリ分が低いケイ酸肥料

施用区でSi濃度が高く，pHが低かった。この傾向

は，可溶性ケイ酸含量が低い中粗粒灰色低地土（富

士見土壌）と可溶性ケイ酸含量が比較的高い細粒

灰色低地土（鴻巣土壌）のいずれの土壌でも認めら

れ，試験開始後2週問目でも4週間目でもその傾

向は変らなかった（図10－6）。また，アルカリ分

の高いケイ酸肥料施用区では無施用区に比べて土

壌溶液のSi濃度が低くなった。これはアルカリ分

の高いケイ酸肥料を施用した場合には，ケイ酸肥

料から溶解するケイ酸が少ないだけではなく，土

壌ケイ酸の溶解が抑制されていることを示してい

る。この現象は土壌ケイ酸の給源がケイ酸アルミ

ニウムやケイ酸鉄化合物であり，土壌pHの上昇に

伴ってその溶解が著しく抑制されることを示した

既住の試験結果を裏付けるものである。

　さて，土壌溶液のSi濃度とpHの関係は，単に湛

水を継続するだけでは変化しないが，排水，湛水

を繰り返して土壌を洗浄し土壌溶液の塩類濃度を

低下させたり，セルロースを添加して，炭酸ガス

を持続的に発生させると土壌溶液の炭酸ガス濃度
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　　土壌溶液のpH

土壌溶液のpHとSi濃度の関係
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が高まり，Si濃度とpHの関係が反転した（図10－

7）。このような反転現象は，土壌溶液に炭酸ガス

を断続的に吹込んだ場合にも認められ（表10－

2），土壌中におけるケイ酸肥料の肥効発現過程で

は炭酸ガスが重要な役割を果たしていることが明

らかになった。

　4）ケイ酸の肥効発現機構

　先に述べたように，本研究で特に注目される現

象は，ケイ酸肥料の施用によって土壌ケイ酸の溶

解が抑制され，土壌溶液のSi濃度が低下する傾向

が認められたことである。本来，ケイ酸供給のた

めに施用する資材が，土壌から自然に供給される

ケイ酸を抑制するという矛盾した特性を持ってい

ることが明らかになったのである。ケイ酸肥料を

土壌に施用して湛水状態に保持した場合には，ケ

イ酸肥料のこのような特性が肥料ケイ酸の溶解特

性よりも支配的な要因となったために，土壌溶液

のSi濃度とpHの問に負の相関関係が認められた

ものと推定される。この関係が反転したのは，土

壌から発生する炭酸ガスの蓄積によって土壌溶液

表10－2

土壌溶液のpHとSi濃度の関係
（富士見土壌セルロース添加後）

pHおよびSi濃度に及ぼす炭酸ガス
の影響

　　矢
肥料の

一CO2区 ＋CO2区

pH Si CO2 pH Si CO2
ASR

ppm 酬 ppm 酬
ブランク 4．9 15．5 O．5 4．9 15．1 3．5

0．83 5．7 20．6 O．7 5．7 24．7 3．8

1．04 5．8 20．0 0．7 5．6 24．4 3．9

1．07 5．5 14．7 O．7 5．4 16．6 3．1

L12 7．2 20．5 1．3 6．7 23．1 6．0

L31 6．2 17．6 0．9 5．8 24．9 4．9

1．51 5．5 15．6 0．8 5．3 16．9 4．1

1．97 7．7 1L8 1．0 6．9 20．6 6．0

2．41 9．4 13．4 2．0 7．4 25．5 5．4

3．28 9．2 11．6 L1 7．4 16．8 4．8

芙肥料のA　S　R：肥料の有効けい酸含有率に対す

　　　　　　　るアノレカリ分の比

が中和され，さらに炭酸溶液の緩衝作用により土

壌ケイ酸の溶解に対するケイ酸肥料施用の影響が

緩和され，肥料ケイ酸の溶解特性が支配的な要因

になったためであると考えられる。すなわち，水

溶液中における肥料ケイ酸の溶解は，アルカリ分

が高いものほど速く，溶液中のSi濃度もpHも高く
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なることが別の試験で明らかにされているが，土

壌ケイ酸の溶解が同じような条件では，このよう

なケイ酸肥料本来の特性が発現し，土壌溶液のSi

濃度とpHの間に正の相関関係が認められたもの

と推定される。

　以上のようにケイ酸肥料の肥効発現過程では，

土壌溶液中の炭酸ガスが極めて重要な役割を果た

していることが明らかになったが，土壌溶液中の

Si濃度とpHの関係が反転する現象は，水稲を栽培

した試験で認められたので，水稲根系が炭酸ガス

発生に重要な役割を果たしているものと考えられ

る。しかし，それが水稲根の呼吸による直接的な

作用によるものか，それとも水稲根から供給され

る有機物の分解による間接的な作用によるものか

は今後の研究を待たねばならない。

（4）おわりに

　以上のように，ケイ酸肥料の肥効は肥料と土壌

が相互に作用して総合的に発現するものであり，

今後，肥料と土壌の相互作用の実態を解析してい

くことが重要となってくる。この両者のケイ酸の

動態を解析するためには，ケイ素の同位体トレー

サー法を導入して肥料と土壌のケイ酸を分別して

解析する必要がある。幸いにして，最近レーザー

光を利用したケイ素の安定同位体の濃縮技術が開

発され，試験プラントで製造された30Si濃縮ケイ

酸を利用した試験がすでに開始されている。

　この30Siのトレーサー利用については，すでに

61年度の本年報で報告されているが，これまでの

研究では本研究で提案された肥効発現機構の仮設

を裏付ける結果が得られている。

（資材動態部　肥料動態科　多量要素動態研究室）
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　和61年度農林水産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　（1988．3）

○駒村美佐子・結田康一・小山雄生：小麦および土壌中

　の放射能調査　　「第29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　（1987．12）

○小山雄生：畜産研究における天然13C，15N同位体比の

　利用　　「アイソトープを利用したライフサイエンスの

　歩み」に所収　日本アイソトープ協会　（1988．1〉

○小山雄生・須藤まどか＊：土壌一植物一家畜連鎖系にお

　ける銅の動態　　「土壌一植物一家畜系における微量元

　素の動態解明に関する研究」に所収　農林水産技術会

　議事務局　（1988．2）

○小山雄生・須藤まどか＊：土壌一植物一家畜連鎖系にお

　けるセレンの動態　　「土壌一植物一家畜系における微

　量元素の動態解明に関する研究」に所収　農林水産技

　術会議事務局　（1988．2〉

○渡辺久男＊・小山雄生：土壌一植物一家畜連鎖系におけ

　るクロムの動態　　「土壌一植物一家畜系における微量

　元素の動態解明に関する研究」に所収　農林水産技術

　会議事務局　（1988．2）

○増島　博：農業用ダムの開発における環境影響評価

　「農林水産業における環境影響評価」に所収　農業環

　境技術研究所　（1988．3〉

○陽　捷行：ソ連　　「農業技術大系・土壌施肥編」に所

　収農文協（1988．12）

○陽　捷行：大気圏における窒素化合物の循環　農環研

　叢書2号　　「環境中の物質循環」に所収　（1987．3）

〇三輪容太郎：主な地域の土壌問題，アメリカ　「農業

　技術体系・土壌施肥編一3」に所収　農山漁村文化協会

　（1987．12）

○守山　弘：「自然を守るとはどういうことか」　農山

　漁村文化協会　（1988．2〉

○大塚雍雄：回帰分析　　「農学大辞典」に所収　養賢堂

　（1987．4）

○小川吉雄：黒泥土，沖積土　　「農業技術大系・土壌施

　肥編」に所収　農文協　（1988．12）

○芝山道郎・秋山　侃：光スペクトルを利用した作物の

　生育診断　「農業の未来を拓くグリーンエナジー」一

　農林水産省グリーンエナジー計画の成果よりに所収
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　農林水産技術会議事務局　（1988．3〉

○芝山道郎・秋山　侃：立体視TVカメラでとらえる植

　物のかたち　「農業の未来を拓くグリーンエナジー」

　一農林水産省グリーンエナジー計画の成果よりに所収

　農林水産技術会議事務局　（1988．3）

○芝山道郎・秋山　侃・棟方　研＊：V．圃場生体情報総

　合計測システムの開発　　「植物個体群の生産構造と光

　エネルギー利用機能の解明」　グリーンエナジー計画

　成果シリーズII系Nα15に所収農林水産技術会議事務局

　（1988．1）

○鈴木大助，粕渕辰昭，尾和尚人：畑水分土壌における

　物質変化・移動の関数化　　「グリーンエナジー計画成

　果シリーズIII系NQ3」に所収　農林水産技術会議事務

　局（1987．8）

○徳留昭一：アジアにみる農地の流亡・崩壊　　「農業技

　術大系土壌肥料編第3巻」に所収　農山漁村文化協会

　（1987．12）

○徳留昭一・松森堅治：土壌保全技術の活用と適性評価

　「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研究報告第4集」に所収

　農林水産技術会議事務局・農業環境技術研究所

　（1988．3）

○徳留昭一・松森堅治：土壌侵食防止のための環境要因

　とその評価図集　　「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研究報

　告第4集別冊」に所収　農林水産技術会議事務局・農

　業環境技術研究所　（1988．3）

○徳留昭一：傾斜地畑における土壌侵食（水食）の防止策

　「耕転作業の変遷と技術開発の方向，総合農業研究叢

　書第12号」に所収　農業研究センター　（1988．3）

○徳留昭一：農地の流亡崩壊　　「農業技術大系土壌肥料

　編第3巻」に所収　農山漁村文化協会　（1987．12）

○鵜飼保雄：抵抗性育種の具体例一ウイルス病　　「新し

　い植物育種技術」に所収　養賢堂　（1987．10）

○鵜飼保雄：突然変異による早熟性遺伝子の作出　「新

　しい植物育種技術」に所収　養賢堂　（1987．10）

○結田康一：アクチバブルトレーサー法による水かん養

　機能関連要因の摘出と計測　　「農林水産業のもつ国土

　資源及び環境保全機能の定量的評価」に所収　農林水

　産技術会議事務局・農業環境技術研究所　（1987．10）

○結田康一：アクチバブルトレーサー法による水かん養

　機能に対する外的インパクトの影響評価と変動予測

　「農林水産業のもつ国土資源及び環境保全機能に対す

　る外的インパクトの影響評価」に所収　農林水産技術

　会議事務局・農業環境技術研究所　（1988．3）

○結田康一：土壌一植物一家畜系におけるハロゲン元素

　の動態　　「土壌一植物一家畜系における微量元素の動

　態解明に関する研究」に所収　農林水産技術会議事務

　局（1988．2〉

○結田康一：1291の水稲への移行，2パラメータ，その2

　経根吸収　「放射性物質の農作物への移行」に所収　実

　業公報社　（1987．4）

○結田康一・小前隆美＊・荻野喜作＊・横山尚秀＊：水かん

　養機能評価式による外的インパクトの影響評価　　「農

　林水産業のもつ国土資源及び環境保全機能に対する外

　的インパクトの影響評価に所収　農林水産技術会議事

　務局・農業環境技術研究所

○荻野喜作＊・横山尚秀＊・結田康一・小前隆美＊：水かん

　養機能一流域としての機能　　「農林水産業のもつ国土

　資源及び環境保全機能の定量的評価」に所収　農林水

　産技術会議事務局・農業環境技術研究所

○荻野喜作＊・横山尚秀＊・結田康一・小前隆美＊：水かん

　養機能に対する外的インパクトの影響評価の整理

　「農林水産業のもつ国土資源及び環境保全機能に対す

　る外的インパクトの影響評価」に所収　農林水産技術

　会議事務局・農業環境技術研究所

○荻野喜作＊・横山尚秀＊・結田康一・小前隆美＊：水かん

　養機能の評価の整理　　「農林水産業のもつ国土資源及

　び環境保全機能の定量的評価」に所収　農林水産技術

　会議事務局・農業環境技術研究所

○飯嶋敏哲＊・大桃洋一郎＊・結田康一・山県　登＊：1291の

　水稲への移行，1移行モデル　　「放射性物質の農作物

　への移行」に所収　実業公報社　（1987．4）

　環境資源部

○天野洋司：土壌生成の歴史と土壌の多様性　　「農業技

　術大系3．土壌の性質と活用」に所収　農山漁村文化

　協会　（1987．12）

○天野洋司：関東の台地をおおう火山灰土ほか　「火山

　と地震の国」に所収　岩波書店　（1987．6）

○天野洋司：サイトウ・北海道有珠地域　　「農業技術大

　系3．土壌の性質と活用」に所収　農山漁村文化協会

　（1987．12）

○日笠重喜・上野義視・石原　暁：土地利用方式を異に

　する農林地の土壌侵食防止機能に対する外的インパク

　トの影響評価と変動予測　国土資源研究報告第3集，

　57～60（1988〉

○岩間秀矩：“洪積台地における土壌水分の変動”およ

　び“重粘土層の物理性不良要因および改良工法”農林

　水産技術会議研究成果190　「土壌管理指針策定のため

　の精密土壌図の作成・利用法の開発」　pp．30－34，112

　－114（1987．7）
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○小林宏信他18名：耕草地管理に基づく窒素，リンの発

　生負荷低減に関する研究　　「昭和61年度総合研究プロ

　ジェクト別環境保全研究成果集，排水処理の高度化に

　関する総合研究」に所収　環境庁企画調整局研究調整

　課編　（1987．9）

○小林宏信他11名：農耕林地における地下水の水質変動

　機構の解明に関する研究　　「昭和61年度総合研究プロ

　ジェクト別環境保全研究成果集，海洋の汚染防止に関

　する総合研究」に所収　環境庁企画調整局研究調整課

　編（1987．9）

○遠藤紀寛＊・久保田　徹・岸　良昌＊・中野政詩＊・松尾

　英俊＊：国際土壌保全会議セミナー総合報告書　国際

　協力事業団　（1988．2）

○箱石　正＊・久保田　徹・高橋　茂＊・山本克巳＊：瘡薄

　マサ土造成時の土壌改良対策・熟畑化技術の確立　「中

　山間マサ土地帯における合理的土地利用技術の確立」

　に所収　農林水産技術会議研究成果204　（1988．3）

〇三土正則：水田土壌　「農学大事典」（第2次増訂改版）

　に所収　養賢堂　（1987．4）

○中井　信：電子顕微鏡法　　「粘土ハンドブック」第2

　版に所収　日本粘土学会編　技報堂出版（1987．4）

○中村好男：土一水系における土壌小動物の計測

　「土・水研究会資料NQ5」に所収　農業環境技術研究

　所（1988．3）

○中村好男：Effects　of　soil　animals　on　soil　habitat

　modification　in　nature　farming　without　chemical

　fertilizer　and　pesticides．　「Soil　fauna　and　soilfer－

　tility」に所収　Nauk，USSR（1987．12）

○中村好男（共編著）：重粘性土壌畑の土壌動物による育

　土　財団法人　自然農法国際開発センター（1987．12）

00TsuKA，H．・A．A．Briones＊．・N．Daquiado＊：

　Characteristics　and　Genesis　of　Uolcanic　Ask　soils　in

　the　Philippines　V．Clay　mineralogry，dissolution

　analysis，elementary　composition　of　Sard　fraction，

　and　soil　classification　フィリピン大学一熱研研究報

　告7（1987．12）

○岡田益己：保温　「施設園芸ハンドブック」に所収　匂

　本施設園芸協会　（1987．3）

○岡田益己：作物の生長・発育モデルー水稲を中心とし

　て　　「昭和62年度気象環境研究会一気象環境と作物の

　生長・発育のモデル化に関する研究会資料集」に所収

　農業環境技術研究所　（1988．3）

○岡田益己：施設気象　　「農業気象の測器と測定法」に

　所収　農業技術協会　（1988．3）

○清野　諮：気候条件から見た植物生産力　第1回研究

　会　地域農業資源の作物生態学的評価と利用　農業研

　究センター・農業環境技術研究所（1987〉

　○清野　諮・内嶋善兵衛＊：日本における自然植生の純一

　次生産力のメッシュ分布図（BCP－88－1－2－2）農

　業環境技術研究所　（1988．2）

　○菅原和夫：酵素免疫測定法による有機物施用下の植物

　病原菌の動態解析　　「土・水研究会資料Nα5」に所収

　（1988．3）

　○菅原和夫・加藤邦彦：酵素免疫測定法を利用した土壌

　中の伝染性植物病原菌の定量法　　「農業環境研究成果

　情報（第3集）」に所収農業環境技術研究所
　　（1987．8）

　○菅原和夫・井ノ子昭夫：農林水産業のもつ国土資源及

　　び環境保全機能に対する外的インパクトの影響評価

　　6．汚染物浄化機能　　「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」

　研究報告（第3集）に所収　農林水産技術会議事務局・

　農業環境技術研究所　（1988．3）

　○菅原和夫・井ノ子昭夫：農林水産業のもつ国土資源及

　　び環境保全機能の定量的評価　6．汚染物浄化機能

　　「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」研究報告（第2集）に所

　　収　農林水産技術会議事務局・農業環境技術研究所

　　（1987．10）

　○高木兵治：土壌を利用した水質浄化　水質浄化新技術

・　に所収　日本土壌協会　（1987．3）

　○高木兵治：火山放出物利用による水質浄化法　農林水

　　産技術会議事務局，農業環境技術研究所，国土資源資

　　料Nα23に所収　（1988．3）

　○高木兵治：農村における水質浄化技術の展望　水質浄

　　化技術に所収　日本土壌協会　（1988．3）

　○高木兵治・岡本玲子：耕地水系における汚染微生物と

　　水生微生物の変動　農林水産技術会議事務局研究成果

　　184号に所収　（1987．4）

　○竹澤邦夫：モデル化のための気象・作物生育データの

　　解析法　　「気象環境と作物の生長・発育のモデル化に

　　関する研究会資料集」に所収　（1988．3）

　○谷山一郎：土壌改良資材利用による土壌侵食防止技術

　　国土資源研究報告　第4集46～50　（1988〉

．○内島立郎：冷害　「農学大事典」に所収養賢堂

　　（1987．4）

　○上野義視：土保全機能の増進・向上技術の改善　国土

　　資源研究報告　第4集　（1988）

　○上野義視：流域としての土壌侵食防止機能　国土資源

　　研究報告　第2集104～105　（1987）

　○上野義視・日笠重喜：土壌侵食防止機能に対する外的

　　インパクトの影響評価の整理　国土資源研究報告　第
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　3集70～72　（1988）

○上野義視・谷山一郎・石原　暁・前田乾一：土壌別の

　土壌侵食防止機能関連要因の摘出と計測　国土資源研

　究報告　第2集91～95　（1987）

○矢島正晴：作物の生長・発育モデルの現状　昭和62年

　度気象環境研究会一気象環境と作物の生長・発育のモ

　デル化に関する研究会一　（1988．3）

○矢島正晴：作物の生長モデルの現状と研究方向　第1

　回研究会　地域農業資源の作物生態学的評価と利用

　（1987．12）

○山口武則・藤沼康実＊：国立公害研究所実験ほ場の土壌

　及び気象に関する調査資料集（IV）　国立公害研究所研

　究資料第32号　（1987．5）

　環境生物部

○本間善久：第2節拮坑微生物の機能と開発　第2項拮

　抗微生物の利用と問題点　　「バイオ農薬・生育調節剤

　開発利用マニュアル」に所収エル・アイ・シー

　（1987．12）

○本問善久：第5節病原菌に対する食菌性アメーバの利

　用　　「バイオ農薬・生育調節剤開発利用マニュアル」

　に所収エル・アイ・シー　（1987．12）

○宮下清貴：微生物の物質代謝の制御・調節機構　　「生

　物機能の発現と情報伝達・制御に関する最近の研究方

　向」に収録　農林水産技術会議事務局研究開発課

　（1987．9）

OMasayuki　NEMoTo（根本正之）：Ecological　Charac．

　teristics　of　wild　and　cultivated　plants　「Coastal　and

　inland　salt－affected　soils　in　Thailand」に所収

　NODAI　RESEARCH　INSTITUTE発行　（1987．5）

○沢田泰男・加藤邦彦＊：土壌細菌の保存法　「微生物の

　保存法」に所収　農林水産技術会議事務局・農業環境

　技術研究所　（1987．10〉

○沢田泰男・宮下清貴：放線菌の保存法　　「微生物の保

　存法」に所収　農林水産技術会議事務局・農業環境技

　術研究所　（1987。10）

○沢田泰男・宮下清貴・田辺市郎・加藤邦彦＊・横山　正＊：

　ダイズ根粒菌の分離・同定と有用菌株の選抜　農林水

　産技術会議事務局グリーンエナジー計画成果シリーズ

　（1988．3）

○佐藤　守：植物病原性プラスミド　近畿地域バイオテ

　クノロジー懇談会資料　4：33－35　（1987）

○佐藤善司：毒素とファイトアレキシン　「稲いもち病」

　に所収　養賢堂　（1987．7）

○渋谷知子・藤井義晴・安田　環：農作物，雑草等から

　の揮発性他感物質と立地条件等の関連要因の摘出と計

　測　国土資源研究報告（第二集）国土資源資料Nα21　農

　林水産技術会議事務局・農業環境技術研究所
　（1987．10）

○渋谷知子・藤井義晴・安田　環：植物からの揮発性他

　感物質による快適性機能の増進技術　国土資源研究報

　告（第四集）国土資源資料Nα23　農林水産技術会議事務

　局・農業環境技術研究所　（1988．3）

○志賀正和：昆虫の遺伝的防除法　　「バイオ農薬・生育

　調節剤開発利用マニュアル」に所収　株式会社エル・

　アイ・シー　（1987．12）

○塩見正衛：草地の利用管理条件の違いによる物質とエ

　ネルギーの有効利用　「グリーンエナジー計画成果シ

　リーズIII系No4」に所収　農林水産技術会議事務局

　（1988．3）

○塩見正衛：太陽エネルギーを利用した畜産（草地のも

　つ力）　「農業の未来を拓くグリーンエナジー」に所収

　農林水産技術会議事務局　（1988．3）

○塩見正衛・小山信明＊・築城幹典＊・秋山　侃・高橋繁

　男：草地生態系におけるエネルギーと窒素の流れ，（2）

　そのシステムモデル　「グリーンエナジー計画成果シ

　リーズIII系No4」に所収　農林水産技術会議事務局

　（1988．3）

○小山信明＊・塩見正衛・築城幹典＊：草地生態系におけ

　るエネルギーと窒素の流れ，（1）エネルギーと窒素の流

　れ　「グリーンエナジー計画成果シリーズIII系Nα4」

　に所収　農林水産技術会議事務局　（1988．3）

○小山信明＊・村井勝＊・萬田富治＊・秋山　侃・荒

　智＊・塩見正衛・高橋繁男＊・築城幹典＊・島中哲也＊・

　木村　武＊・斎藤元也＊：採草地・耕地の飼料生産体系

　における物質とエネルギーの流れの有効利用。（1〉投入

　補助エネルギーの利用効率　　「グリーンエナジー計画

　成果シリーズIII系NQ4」に所収　農林水産技術会議事

　務局　（1988．3）

○村井勝＊・萬田富治＊・秋山侃・小山信明＊・荒

　智＊・塩見正衛・高橋繁男＊・築城幹典＊・島中哲也＊・

　木村　武＊・斎藤元也＊：採草地・耕地の飼料生産体系

　における物質とエネルギーの流れの有効利用。（2）草か

　ら家畜への流れ　「グリーンエナジー計画成果シリー

　ズIII系NQ4」に所収農林水産技術会議事務局
　（1988．3）

○杉江　元，玉木佳男：フェロモン

　利用」に所収　エル・アイ・シー

○鐙谷大節＊・石坂尊雄＊・鈴井孝仁：

　「原色野菜病害虫百科3」に所収

　（1987．8）

○清水利昭・八木繁実：

「生理活性物質の

（1987．12）

アスパラガス病気

農山漁村文化協会

伽∂i加spermiogenesis　of　the
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diapausing　cabbage　armyworm，〃4耀s枷加πss加6

　「INVERTEBRATE　AND　FISH　TISSUE　CUL－
　TURE」に所収　Japan　Scientific　Societies　Press＆

　Springer－Verlag　（1988）

○桑野栄一＊・八木繁実：昆虫の発育・変態制御物質　「バ

　イオ農薬・生育調節剤開発利用マニュアル」に所収　エ

　ル・アイ・シー　（1987．12）

○山田昌雄：病原性とレース　「稲いもち病」に所収　養

　賢堂　（1987．7）

○山田昌雄：病気の防除　　「農学大事典」（第2次増訂改

　版）に所収　養賢堂　（1987．4）

○矢野栄二：第1節大量生産と放飼技術第1項昆虫への

　利用　「バイオ農薬・生育調節剤開発利用マニュアル」

　に所収　エル・アイ・シー　（1987．12）

○安田環：農業環境における生物活性物質と生物との

　相互作用　農業環境技術研究所シンポジウム資料NQ5

　（1987．11）

○安田　環：他感物質の利用　　「バイオ農薬・生育調節

　剤開発マニュアル」に所収エル・アイ・シー
　（1987．12）

　資材動態部

○後藤重義：最近におけるレアメタルの分析法の進歩

　「環境技術研修における研修資料」に所収　農林水産

　技術会議事務局（1987。12）

○金沢　純：Pesticide　Residue　Problems　in　Japan

　「Proceeding　of　Tsukuba　Asian　Seminar　on　Agri－

　culturalEducation」に所収　University　ofTsukuba

　（1988．3）

○片桐政子：農薬耐性菌に対抗する　「ハイテク農業情

　報」に所収　化学工業日報社　（1988．2）

○昆野安彦：農薬抵抗性害虫に対抗する　　「ハイテク農

　業情報オレタチの時がきた」に所収　化学工業日報社

　（1988．2）

○山田忠男：環境中におけるダイオキシン等芳香族塩素

　化合物の動態　　「環境技術研修における研修資料」に

　所収　農林水産技術会議事務局　（1987．12）

○山田忠男：農薬の環境中での挙動　　「第2回土壌・地

　下水汚染シンポジウム報告」に所収　国立公害研究所

　（1987．7）

（2）雑誌

　企画連絡室

○都留信也：バイオマス変換と微生物（特集座談会〉

　「微生物」　3：608－628　（1987）

○都留信也1バイオテクノロジーの研究展開とその可能

　性　「土地改良」　25（3）：5－9　（1987）

○都留信也：土壌監視システム計画一ルーマニアの事例

　一　　「国際農林業協力」　9（4）：96－102　（1987）

○都留信也：ソ連におけるバイオテクノロジー　「国際

　農林業協力」　10（3〉：65－68（1987）

○都留信也：深海の微生物　　「海洋と生物」　9（2〉：81

　（1987）

　環境管理部

○秋山　侃　他3名：Land　Evaluation　System　Using

　Landsat　Data　for　Agricultural　Development－

　Application　of　PATTERN　Method　in　North

　Sumatera一　「システム農学」3（2）：74－89　（1987）

○小山信明＊・村井　勝＊・萬田富治＊・秋山　侃　他5名：

　異なる飼料生産システムにおける投入補助エネルギー

　利用効率の比較（II）　「草地試研報」　39：40－49

　（1988）

○酒井　博＊・佐藤徳雄＊・奥田重俊＊・秋山　侃：わが国

　における牧草地の雑草群落とその動態　第7報長野県

　中南部地域における牧草地雑草の群落区分　　「雑草研

　究」　32：223－231　（1987）

○法橋信彦：害虫の移動予知システムモデル　　「植物防

　疫」　41（11）：25－28　（1987）

○福原道一：先端技術による日本農業の展開［1］ランド

　サット利用による土壌の情報化とその応用　「農業お

　よび園芸」　62：827－830　（1987）

○福原道一・小川吉雄：宇宙から見た日本の農業（1）一筑

　波（茨城）一　．「農業および園芸」　63（1〉：巻頭

○福原道一・畠中哲哉＊：宇宙から見た日本の農業（2）一十

　勝（北海道）一　「農業および園芸」　63（2）：巻頭

○福原道一・斉藤元也＊・能代昌雄＊：宇宙から見た日本

　の農業（3）一根釧（北海道）一　　「農業および園芸」　63

　（3）：巻頭

○井手　任・守山　弘・原田直國・横張　真：果実食鳥

　によって街路植栽より林内に散布されたエンジュの分

　布特性について　「造園雑誌」　50（5）：161－166

　（1987）

○石田憲治：農用地開発の地域開発効果への市町村の期

　待と取組み　農業土木試験場技報　179（LI－12）：1

　－9（1988．3）

○石田憲治：多変量解析　農業土木学会誌　56（2）：74

　（1988．2）

○石田憲治・西口　猛＊・高橋　強＊：用地分級における

　達観評価値の信頼性一土地利用計画調整のための土地

　分級に関する研究（III）一農業土木学会論文集

　132：97－103（1987．12）
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○稲垣敏之＊・星　　仰＊・池辺八洲彦＊・石田憲治・秋山

侃：水路敷設を含む広域的農業開発の最適化　システ

ムと制御　31（6）：457－464　（1987．6）

○加藤好武：A　Computerized　Soil　information　system

for　arable　land　in　Japan（JAPSIS）　「JARQ」21（1）：

14－21（1987）

○加藤好武：土壌情報システムの作成法の開発　　「農業

環境研究成果情報」（第3集）　1－3　（1987．8）

○及川一也＊・神山啓治・石田憲治：農業分野の意志決定

場面における階層構造分析法の適用例　東北農業研究

40，381～382（1987．12）

○及川一也＊・神山啓治：プロダクション・システムによ

　る水稲育苗障害診断システム　日本作物学会東北支部

　会報第30号　（1987．12〉

○小山雄生：進歩総説　土壌分析一環境汚染元素　　「ぶ

　んせき」　1988（3）177～182　（1988）

○小山雄生：総説　天然同位体存在比による家畜生理の

　研究　「Radioisotopes」36（11）：43－51　（1987）

○小山雄生・須藤まどか＊：ICP発光分光分析法による土

　壌，植物，動物試料中の多元素同時定量　「日土肥誌」

　58：578－585（1987）

○須藤まどか＊・小山雄生・米山忠克＊：Variations　of

　Natural15N　Abundances　in　the　Tissues　and　Digesta

　ofDomestic　Animals　「Radioisotopes」　36（2）：74

　－77（1987）

○須藤まどか＊・米山忠克＊・小山雄生：家畜における炭

　素同位体自然存在比のトレーサー利用一飼料中13C自

　然存在比が乳牛の糞，血液および乳汁中13C自然存在

　比に及ぼす影響　「日本畜産学会報」　58（9），730－735

　（1987）

○増島博：農林業と環境保全　「農業」　（1231〉：4・

　22（1987）

○増島　博：農村景域における居住快適性の評価　　「農

　業環境研究成果情報」（第3集）　5－6　（1987．8）

○増島　博：集落排水における窒素・リン除去と農村環

　境　「農業土木学雑誌」　56：229－233　（1988）

○陽　捷行：土壌面でのN，0流束の測定法　　「昭和61年

　度科振調重点基礎研報告」　7．4－7．6　（1987）

○陽　捷行＝Emission　of　nitrous　oxide（N20）from

　agro－ecosystem　　「JARQ」　21：22－27　（1987）

○陽　捷行：農業用水域からのN、0フラックスと溶存

　N20の変動　「環境情報科学」　17（1）：195－198

　（1988）

○陽　捷行・八木一行：施肥窒素に伴う浅層地下水の硝

　酸汚染の軽減技術（J．M．Bremner著）　「日土肥誌」

　58：622－628（1987）

○宮井俊一：非線型最小二乗法　「植物防疫」　41：458

－462（1987）

○宮井俊一：質的データの解析法一対数線型モデルにつ

いて一　「植物防疫」　42：54－59　（1988）

○宮井俊一：植物の病気の疫学におけるモデル・アプロ

ーチー虫媒性ウイルス病を中心にして一　　「個体群生

態学会会報」　43：101－114　（1987）

○宮地直道：日本の埋没林研究に向けて　「植生史研究」

No2：3－12（1987）

○遠藤邦彦＊・千葉達朗＊・宮地直道・隅田まり＊・宇野リ

ベカ＊・宮原智哉＊・太刀川茂樹：伊豆大島1986噴火の

経緯と噴出物　　「月刊地球」　Nα98：452－459

0上杉　陽＊・堀内　真＊・宮地直道・古屋隆夫＊：新富士

火山最新期のテフラーその細分と年代一　　「第四紀研

究」　26（1）：59－68（1987）

○遠藤邦彦＊・千葉達朗＊・宮地直道：1986年伊豆大島噴

　火をめぐって　「採集と飼育」49：337－343　（1987）

〇三輪容太郎：食料輸出は“地力”の輸出，食料輸入は

　“汚染”の輸入現代農業11月増刊号　142－151

　（1987）

○奥野忠一＊・内嶋善兵衛＊・三輪哲久：農業における計

　測と多変量解析　「計測と制御」　26（9）：759－766

　（1987）

○織田健次郎：地図データの位置補正　環境情報科学

　17（1），44－47（1988．3）

○尾崎保夫：地形連鎖を利用した水質改善　「醸酵工学」

　65：543（1987）

○芝山道郎：作物の生体情報計測　　「近畿作育研究」

　32：73－82（1987）

○芝山道郎・秋山　侃・山形与志樹：係留気球を利用し

　た簡易空撮システムの開発　「農業環境研究成果情報」

　3集7－8　（1987）

○芝山道郎・秋山　侃・山形与志樹：係留気球を利用し

　た簡易空撮システムの開発　「農業環境研究成果情報」

　（第3集）7－8　（1987．8）

○徳留昭一：四国地方傾斜耕地における主要土壌の受食

　性と土壌侵食（水食）発生予察法に関する研究　四国農

　試報　50，1～148　（1988．3）

○宇田川武俊・上野義視：自然エネルギー資源（風力）賦

　存量のメッシュデータ化　　「農業環境研究成果情報」

　（第3集）3－4　（1987．8）

○鵜飼保雄：Regeneration　of　shoots　from　calli　cul・

　tured　from　mature　embryos　in　barley　「Barley

　Genetics　News　letter」　17：62　（1987）

○鵜飼保雄・西村繁夫＊：Regeneration　of　plants　from

　calli　derived　from　seeds　and　mature　embryos　in
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　barley　「育種学雑誌　」37（4）：405－411

0鵜飼保雄：オオムギの突然変異　　「遺伝」　41（5）：11

　－15（1987）

○山村光司：分布形成過程の分析法一個体数一コロニー

　数モデルー個体群生態学会会報43：115－122
　（1987）

○結田康一：アクチバブルトレーサー法による農耕林地

　の水浸透能の計測　　「神奈川県温泉地学研究所報告」

　19（4）：71－78（1988）

○結田康一：水中臭素濃度による足柄平野地下水の滴養

　源の推定　　「神奈川県温泉地学研究所報告」　19（4）：

　79－88（1988）

○結田康一：第13回国際土壌科学会議の印象記　　「日土

　肥誌」　58：392－393　（1987）

○荻野喜作＊・横山尚秀＊・平野富雄＊・大木靖衛＊・結田

　康一：酒匂川流域の水滴養機能調査　神奈川県温泉地

　学研究所報告　19（3）：99－110　（1988）

○平野富雄＊他6名＊・結田康一：足柄平野とその周辺地

　域の地下水の水質について　　「神奈川県温泉地学研究

　所報告」　19（4）：31－55　（1988〉

○横張　真：生態系と調和した地域環境の創造を目指し

　て　農村計画学会誌　6（1）：70－71　（1987）

○山形与志樹・秋山　侃：Flooddamage　analysisusing

　multitemporal　LandsatThematicMapperdata「lnt．
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　tion　and　its　mechanisms．　「Ann．Phytopath　Soc．

　Japan」　　53（3）：329－334　　（1987）

○向畠博行＊・鈴井孝仁・名畑清信・山本孝稀＊：わが国

　で発生した乃夕60ρh孟ho名86傭07％解によるチューリッ

　プ疫病について　「日植病報」　53（3）：291－300

　（1987）

○奈良絵美＊・土屋健一・松山宣明＊・脇本　哲＊：ナシ葉

　褐色斑点症から分離されたR側40解碗硲Sッ7初解1につ

　いて　「九州病害虫研究報」　33：238　（1987〉

OKamjanarat，S．＊・土屋健一・松山宣明＊・脇本　哲＊：

　Serological　characteristics　of　E7z廊箆毎　αzzoオo∂o名α

　isolated　from　Japan　and　Thailand「Am．Phytopath．

　Soc．Japan」　54（1）：25－31　　（1988）

OKamjanarat，S．＊・土屋健一・松山宣明＊・脇本　哲＊：

　Physislogical，biochemical　and　pathological　differ－

　entiation　among　strains　of　E卿顔α6α70！o∂o解iso－

　lated　from　Japan　and　Thailand　「Ann．Phytopath．

　Soc．Japan」　53（4）：460－469　　（1987）

○小滝豊美＊・八木繁実：チャバネアオカメムシの休眠発

　育と体色の変化　「応動昆」　31（4）：285－290

　（1987）

○小島研一＊・八木繁実・山本正之＊：ヨトウガ類の相変

，異に関する内分泌学的研究1．幼虫の体色および行動

　の変化　「応動昆」　32（1）：20－25　（1988〉

○山田昌雄：中国雲南省訪問記一水稲育種の日中共同研

究を視察して一　「植物防疫」　41（8）：389－391

　（1987）

○矢野栄二：安定性解析と生物的防除　　「個体群生態学

　会報」　43：63－73　（1987）

○矢野栄二：Control　of　the　greenhouse　whitefly．

　丁吻伽zo伽磁o昭吻z％別Westwood（Homopter－

　a：Aleyrodidae）by　the　integrated　use　of　yellow

　sticky　traps　and　the　parasite　E鋸6αzsづ‘z　ノわ7”zosα

　Gahan（Hymenoptera：Aphelinidae）　「AppL　Ent．

　Zoo1．」　　22（2）：159－165　（1987）

○矢野栄二：PopulationresponsesofE解α鴬宛ヵ槻o昭

　to　the　greenhouse　whitefly　and　their　role　in　popu－

　lation　dynamics　of　whitefly－E．ノb7解osαsystem

　Bu1L　OILB／SROP　1987／×12：193－197　（1987）

○矢野栄二：Quantitative　monitoring　techniques　for

　the　greenhouse　whitefly　Bu1L　OILB／SROP　1987／×

　12：198－202（1987）

○安田　環：森林浴　フィトンチッドの正体はP　「化

　学」　43（2）104－105　（1988）

○安田環：植物の化学情報一アレロパシー一　「フレ

　グランスジャーナル」　15（5〉32－37　（1987）

○安田　環・藤井義晴・渋谷知子：低リン条件下におけ

　る植物の生育およびリン吸収の種間差　　「日本土壌肥

　料学雑誌」　58（2）180－186　（1987．4）

○安田　環・藤井義晴・渋谷知子：雑草の窒素，リン吸

　収による環境浄化能の評価　「農業環境研究成果情報」

　（第3集）29－30　（1987．8）

○吉松慎一：Taxonomic　study　on五6鷹召％」αs！7磁α

　L666h　and　its　close　relatives，with　a　description　of　a

　new　species（Lepidoptera，Noctuidae）　Tyo　to　Ga

　38（2）：57－67（1987）

○八重樫博志：イネいもち病プロトプラストの分離再生

　及び融合手法の開発　　「農業環境研究成果情報」（第3

　集）37－38　（1987．8）

　資材動態部

○新井重光・杉原　進：汚染物質の土壌中における挙動

　と問題点　（2）土壌中における窒素・リンの挙動　　「水

質汚濁研究」　10（7）402－405　（1987）

○金沢純：Biodegradabilityofpesticidesinwater

by　microbes　in　activated　sludge，soil　and　sediment

　「Environ．Monit．Assess．」　9（1）：57－70　（1987）

○金沢　純：国際シンポジウム“Toxic　Chemicals　and
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AquaticLife”に出席して　「生態化学」　9（1）：37－

41（1987）

○金沢　純：農薬の水中における生分解性の予測　　「農

　業環境研究成果情報」3集：47－48　（1987）

○昆野安彦・宍戸　孝：Effect　of　organophosphorus

　Synergists　on　fenitrothion　resistance　in　rice　stem

borer，Chllo　s砂卿ss幽（Walker）（Lepidoptera：

　Pyralidae）　「AppL　Ent　omol　Zool」　23（1）：99－102

　（1988）

○昆野安彦：ニカメイガの薬剤抵抗性　　「化学と生物」

　25（10）：633－635（1987〉

○昆野安彦：ニカメイガの薬剤抵抗性　「植物防疫」　41

　（7）：313－317（1987）

○越野正義：飼料作物，芝草の栄養生理特性　　「再生と

　利用」　10（38）：92～103　（1987）

○腰岡政二：高等植物におけるジベレリンの代謝・変換

　「植物の化学調節」　22（2〉：95－103　（1987）

○腰岡政二・飯塚宏栄・金沢　純・鈴木隆之＊・山田忠男・

　升田武夫・村井敏信：Photodegradation　of　Hexach－

　10robenzene　in　Hexane　under　Xenon　Lamp　Irradia－

　tion　「日本農薬学会誌」　12（3）：477－482　（1987）

○腰岡政二・鈴木隆之＊・金沢純・村井敏信：

　Photodegradation　of　Pentachlorophenol　in　Hexan

　by　Xenon　Lamp　「日本農薬学会誌」　12（2〉：229－

　236（1987）

○腰岡政二・A．Jones＊・R．P，Pharis＊：The　Potential

　of　Cell　Suspension　Cultures　of　Z）召％6z偲αzzo如　L．as

　a　Source　of　Isotope　Labelled　Gibberellins．　1．

　Metabolism　of［3H］GAS　「J．Agric．Biol．Chem．」

　52（1）：55－61（1988）

○村上　浩＊・腰岡政二・A．S．Mamat＊：Gibberellinsin

　ImmatureSeedsofWingedBean　「JARQ」20（4）：

　225－228（1987）

○遠藤正造＊・風野　光＊・升田武夫：Insecticide　sus－

　ceptibility　of　the　rice　leafroller　larvae，Ch‘z1）h‘zlo－

　6706づs　解6漉nα1ぢs　GUENEE　（Lepidoptera：

　Pyralidae）　「AppL　Ent．ZooL」　22（2）：145－152

　（1987）

○能勢和夫：A　Multi－site　Decay　Model　of　Pesticid6in

　Soil　　「J．Pesticide　Sci．」　　12（3）：505－508　（1987）

○尾和尚人・伊藤　治・加藤直人：安定同位体30Si利用に

　よるけい酸質肥料の肥効発現機構の解明　　「農業環境

　研究成果情報」（第3集）49－50　（1987．8）

○尾和尚人：安定同位体30Si利用によるけい酸質肥料の

　肥効発現機構の解明　　「ファルダーニュース」　Nα3

　P6　（1988）

○尾和尚人：けい酸質肥料の肥効をめぐる諸問題　　「肥

　料」　通巻50号　36～44　（1988）

○安藤淳平＊・尾和尚人・浅野径幸＊：鉱さいの溶解性と

　肥効に及ぽすアルミナの影響　「土肥誌」　59（1），27～

　32（1988〉

○杉原　進・新井重光：汚染物質の土壌中における挙動

　と問題点（1）土壌中における有機物の分解と蓄積　　「水

　質汚濁研究」　10（7）398－402　（1987）

○上路雅子：光学活性農業の代謝　「RADIO－
　ISOTOPES」　36（11）：82　（1987）

○上路雅子：ホスホロアミデート系殺虫剤の生理活性一

　真の活性代謝物は何かP光学異性体間で殺虫力に顕著

　な差一　　「化学と生物」　25（7）：491－492　（1987）

○上路雅子：農薬の生理活性に及ぼす光学特異性　　「植

　物防疫」　41（6）：265－270　（1987）

○上路雅子・富澤長次郎＊：Comparativemetabolism　of

　insecticide　isofenphos　in　the　housefly　（Diptera：

　Muscidae）and　the　cupreous　chafer（Coleoptera：

　Scarabaeidae）　「AppL　Ent．ZooL」　　「22（3）：380－

　387（1987）

○上路雅子・富澤長次郎＊：Metabolism　of　chiral

　isomers　of　isofenphos　in　the　rat　liver　microsomal

　system「」．Pesticide　Sci．」　12（2）：269－271　（1987）

○上路雅子・富澤長次郎＊：Metabolism　of　the　insecti－

　cide　isofenphos　in　rat　「J．Pesticide　Sci，」　　12（2）：

　245－251（1987）

○山田忠男：農薬の土壌微生物による分解　「農業技術」

　42（10）：455－459（1987）

○山田忠男他3名：Residue　of　atrazine　in　soils　from

　comfieldplots　at　PakChongin　Thailand．　「雑草研

　究」　32（3）：217－222　（1987）

○吉田　充・能勢和夫：Estimation　of　Relaxation

　Times　of　Water　Protons　in　Biological　Samples

　「Agric．BioL　Chem．」　51（12）：3399－3401　（1987〉

○吉田充：13C・NMP法によるIBPイソプロチオラン

　の作用機構の解明　「農業環境研究成果情報」（第3集）

　45－46（1987．8）

○吉田充・上杉康彦＊・能勢和夫・Damodaran

　Lalithakumari＊：Inhibition　of　Phospholipid　IV－

　Methylation　by　Dibuty11〉一Methyl一ノV－phenylpho－

shoramidate　in乃万6κ伽吻oη2磁in　Relation　to

　Negative　Cross－resistance　with　Phosphorothiolates

　「J．Pesticide　Sci．」　　12（3）：513－515　（1987）

○吉野昭夫：微量要素の母材・段丘別賦存量とその挙動

　「熱研集報」　60：217－229　（1988）

○吉野昭夫：各種微量要素の土壌への添加と野菜の生育
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　「熱研集報」　60：231－237　（1988）

○吉野昭夫他3名：亜熱帯地域における各種緑肥作物の

窒素同化および窒素固定量　「熱研集報」　60：309－

315（1988）

○吉野昭夫他3名：有機物の施用と窒素の動態　　「熱研

集報」　60：317－321　（1988）

○野口正樹＊・吉野昭夫：マレイシア，フィリピン，沖縄

の気象及び土壌の特性と野菜生産　「熱研集報」　60：

127－136（1988）

○市来秀夫＊・吉野昭夫：緑肥マメ科作物の導入と特性解

明　「熱研集報」　60：343－348　（1988）

○渡辺久男：微小部分蛍光X線マッピング装置による植

物の生理障害診断　「農業環境研究成果情報」（第3集〉

51－52（1987．8）

○安藤由紀子＊・牛谷勝則＊・土井茂幸＊・行本峰子：除草

剤の土壌中での移動性について　「農薬検査所報告」

27：19－25（1987〉

（3）学会報告

企画連絡室

日本微生物生態学会　（1987．12）

○都留信也：生物農薬の研究開発の動向

日本航空宇宙学会　（1988．1）

○都留信也：宇宙基地における高能率植物生産

日本土壌肥料学会　（1987．7）

○田中房江，伊藤　浩：”B－NMRによる有機質肥料中

　のホウ素の形態

○伊藤　浩，田中房江：”B－NMRによる植物体中のホ

　ウ素の存在形態

日本土壌肥料学会　（1988．4）

○伊藤　浩，田中房江：〆〆B－NMRによるヒマワリ中の

　結合態ホウ素の挙動

○田中房江，伊藤　浩：”B－NMRによる土壌溶液中の

　結合態ホウ素の消長

環境管理部

日本畜産学会　（1987．4）

○須藤まどか＊，小松雄生：飼料植物における内部マー

　カーとしての希土類元素（Eu）の利用

日本第四紀学会　（1987．8）

○遠藤邦彦＊，千葉達朗＊，宮地直道，隅田まり＊，宇野

　リベカ：1986年噴火のテフロクロノジー

日本土壌肥料学会　（1987．8）

○畠中哲哉＊，塩崎尚郎＊，福原道一，斎藤元也＊：ラン

　ドサットTMデータによる畑土壌表土の腐植含量区

　分

○斎藤元也＊，山脇由起代＊，福原道一，安田嘉純＊，江

　森康文＊：簡易リモートセンシングシステムの作成

　とランドサットTMデータからの草地の抽出

○加藤好武，古閑孝彦紀空中写真とパーソナルコン

　ピュータを利用した大縮尺土壌情報システムー第一

　報　熊本県植木町の畑地地域の例一

〇駒村美佐子，結田康一：放射性および安定セシウム

　の酒　川流域の林地・樹園地および水田における土

　壌層位別分布

○小山雄生，須藤まどか＊：土壌中のハフニウム（Hf）

　について一（第1報）定量法と牧草地における分布一

〇松森堅治，徳留昭一：茨城県恋瀬川上流集水域にお

　けるN，Pの流出負荷　2．N，P負荷発生可能性

　分級図の試作

○尾崎保夫，増島　博，井磧　昭：牛久沼集水域の農

　業環境に及ぼす都市化インパクトの影響とその評価

　（3）

○鈴木大助，守谷茂雄：農業環境試験研究情報データ

　ベースシステムの開発

○徳留昭一，松森堅治：茨城県恋瀬川上流集水域にお

　けるN，Pの流出負荷　1．N，P流出負荷の実態

　調査

○結田康一，小山雄生他5名＊：ヨウ素の土壌・牧草・

　放牧牛連鎖系における移行・挙動

日本土壌肥料学会関東支部会　（1987．9）

○加藤好武，北原健吾＊：埼玉県における水田転作小麦

　適地図の試作

日本土壌肥料学会　（1988．4）

O畠中哲也＊，福原道一，宮地直道，斎藤元也＊，築城

　幹典＊：ランドサットTMデータによる畑土壌表土

　の腐植含量区分（第2報）十勝地方の腐植区分図の作

　成
○宇田川武俊＊，福原道一，正務　章，桂　幸一＊，須

　藤博樹＊，篠木誓一＊：自然エネルギー賦存量のメッ

　シュデータ化

○斎藤元也＊，福原道一：ランドサットTM画像による

　草地判読における中間赤外データの役割

○小山雄生他5名：土壌一植物一家畜系における微量

　元素の動態に関する統計解析

○陽　捷行，八木一行，野内　勇：大気のメタン濃度

　と土壌一大気間のメタンフラックスの測定法

○太田　充＊，陽　捷行，福士定雄：砂地土壌における

　脱窒能の測定

○小川吉雄，陽　捷行，大谷　卓，原田靖生：農業生

　態系における硝酸化成抑制剤の役割

○尾崎保夫，小川吉雄，陽　捷行：農林地の浅層地下
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　水に及ぼす特定汚染源の影響とその評価（1）調査地域

　の概要

○徳留昭一，松森堅治：土壌侵食（水食）防止技術の適

　応性評価，造成農地における技術の適応性指針図の

　試作
○八木一行，陽　捷行，小川吉雄：ライシメータ水田

　圃場から発生するメタン

　○結田康一：土壌負荷放射性ヨウ素の水稲子実部への

　移行経路と移行時期

園芸学会秋期大会　（1987．10）

　○岩切　徹＊，中原美智男＊，渋谷政夫＊，小山雄生：ア

　イソトープ15N利用によるウンシュウミカンの時期

　別施肥窒素の行動に関する研究一（第9報）秋肥の早

　晩とその年の果実への窒素の吸収と品質一

日本育種学会　（1987．10）

　○鵜飼保雄：F1約培養由来の半数体倍加系統を用い

　て推定された遺伝子数の偏り

日本育種学会　（1988．4〉

　○連続戻し交雑におけるマーカー両側の連鎖ブロック

　長短縮の効率

個体群生態学会　（1987．11）

　○山村光司：分散淘汰とr－k淘汰

日本原子力学会　（1988．4）

　○結田康一，義村利秋＊：大気放出放射性ヨウ素の作物

　への移行（1）一野外試験地の大気，雨水及び土壌中ヨ

　　ウ素の濃度及び形態

　○結田康一，義村利秋＊：大気放出放射性ヨウ素の作物

　への移行（2）一野外試験地配置水稲への大気中ヨウ素

　の移行
日本環境学会　（1987．6）

　○原田直国，守山　弘，井出　任，吉松慎一，横張　真：

　指標生物としてシデムシ類を用いた農業環境の評価

　　について

　○守山　弘：二次林の育成（シンポジウム“いま森林を

　考える”で報告）

日本火山学会　（1987．10）

　○遠藤邦彦＊，千葉達朗＊，谷口英嗣＊，太刃川茂樹＊，

　　隅田まり＊，宇野リベカ＊，宮原智哉＊，宮地直道：伊

　　豆大島火山1986年噴火，B火口群の噴出物

日本農業気象学会　（1988．4）

　○神山啓治，石田憲治，古谷憲孝：NOAAデータの受

　　信による陸域環境データベースの構築と利用

　○平木永二＊，芝山道郎，山形与志樹，秋山　侃：リモー

　　トセンシングによる稲穂水分の推定

日本応用動物昆虫学会　（1988．4）

　○法橋信彦，宮井俊一：ハスモンヨトウのフェロモン

　トラップの全国的初誘殺半旬データの解析

○宮井俊一，法橋信彦：イネ縞葉枯病のシミュレー

　ションモデル

日本リモートセンシング学会　（1987．12）

○青木正敏＊，平ノ内　学＊，鈴木義則＊，杉村俊郎＊，

　秋山　侃，山形与志樹：NOAAデータによる夜間地

　表面温度におよぼす地形・海温の影響調査

日本作物学会　（1987．10）

○秋山　侃，山形与志樹，芝山道郎：ランドサットデー

　タによるタイ中央平原の農業生産力の把握　1．多

　時期データによる営農様式の違いの分光的特性の抽

　出
　○芝山道郎，山形与志樹，秋山　侃：全天候型圃場モ

　ニタリング装置による計測一分光センサ用回転タ

　ワーの概要と数種畑作物の連続測定一

　〇鳥越洋一＊，山形与志樹，秋山　侃，芝山道郎：航空

　機MSSによる作物生育情報の判読一水稲の出穂期

　　と収量の推定一

日本作物学会　（1988．4）

　○秋山　侃，山形与志樹，芝山道郎：ランドサットデー

　　タによるタイ中央平原の農業生産力の把握　2．分

　光計測による土壌・作物情報の収集

　○芝山道郎，山形与志樹，秋山　侃：圃場用分光セン

　サを使った水稲生育情報の追跡　肌穂／全乾重比

　　と反射スペクトル

農業土木学会　（1987．8）

　○石田憲治：基盤整備水準からみた農地評価の方法一

　定住圏レベルの農地評価への数量化理論第1類の適

　　用一

写真測量学会　（1987．10）

　○横張　真，福原道一：ランドサットTMデータによ

　　る大都市近郊樹林地の分布特性の把握

システム農学会　（1987．5）

　○秋山　侃，Soemarman，H＊，Dimyati，M＊：ランド

　　サットデータによる農業開発適地選定一インドネシ

　　ア低湿地における手法一

環境情報科学　（1987．12）

　○陽　捷行：農業用水域からのN、0フラックスと溶存

　　N20の変動

日本放射線影響学会シンポジウム　（1987．11）

　○結田康一：放射性ヨウ素（1291）の米への移行

日本応用統計学会シンポジウム　（1987．10）

　〇三輪哲久：圃場試験データの空間的モデルと解析法

農村計画学会学術研究発表会　（1988．4）

　○井手　任，守山　弘，原田直國：茨城県南部農村地

　　域における緑地秩序の変容過程
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Inte「national　Soil　Conservation　　Conference　　5th，

（Bangkok）

　○徳留昭一：Preparation　for　a　detailed　water　ero－

　sion　prediction　map　and　its　use　for　erosion　con－

　trol．

Intemational　Symposium　on　Grassland　Vegetation

（Huhehot，China）　　（1987．8）

　OAkiyama。T．，Shibayama，M．，Yamagata，Y，and

　Hayashi，H＊：Monitoring　and　Management　of

　Grassland　Using　Landsat　Data

環境資源部

日本地質学会　（1987．4）

○坂井　卓，艸場　敬：南九州の新第三紀オリストス

　　トローム帯（日南層群）中の巨大オリストリスの変形

　構造と配置の機構

日本土壌学会　（1987．8）

○中村好男：汚水処理施設被覆土壌の動物と構造との

　関連
○秋山　豊，谷口義雄：土壌カラムの除りん能力に及

　ぼす土壌改良資材の効果

○天野洋司，太田　健，中井　信：二，三の低地土お

　よび台地土中のリンの形態力分布

○藤原伸介，福志定雄，陽　捷行：土壌中のポリアミ

　ンの分析

　○岩間秀矩，箱山　晋1ブラジル，オキシソル畑地に

　おける土壌侵食2

　0木方展治，津村昭人，山崎慎一，岡本玲子：農業水

　系における酸消費量の変動

　○久保田　徹，岩間秀矩，小林紀彦＊，遅沢省子：キャ

　ベツ根こぶ病の発生と土壌物理性の関係

　○加藤英孝，秋山良司＊，久保田　徹：浸入・再分配過

　程での陰イオン移動に対する初期含水率と粒団径の

　影響
　○中井信，太田健：マイコンによる土壌断面調査

　票の整理

　○南條正巳：黒ボク土未処理粘土画分に対するリン酸

　　イオン収着

　○遅沢省子，久保田　徹：土壌ガス系に関する研究（第

　　3報）土層中の0，・CO2流束の測定

　○小財　伸＊，遅沢省子，久保田　徹：「根生育非制限

　　有効水分域」による熊本県主要畑土壌の物理機能評

　　価

　○太田　健，天野洋司：排水を異にする十勝火山灰土

　　中の微量元素（その3）Zn・Cu・Mn・Niについて

　○大塚紘雄，A．Briones＊：フィリピンにおける火山灰

　土の分布と理化学的性質

○菅原和夫，加藤邦彦，＊西村信三：酵素免疫測定法に

　よる土壌中の植物病原菌の定量

○谷山一郎，芝山道郎，上野義視：光ファイバーを利

　用した近赤外線反射式土壌水分測定装置の開発

○津村昭人，木方展治，山崎慎一：農業用用排水の水

　質把握のための標準的技法の確立（第2報）一試料保

　存に伴う水質の変化一

〇山崎慎一，木方展治，津村昭人：イオンクロマトグ

　ラフ法による水質試料中のりん酸の定量

日本土壌肥料学会関東支部会　（1987．9）

○岩問秀矩，中川ジュリオ：ブラジル畑土壌の肥沃度

　特性
○菅原和夫，内海一弥＊，加藤邦彦，松坂泰明＊：数種

　の土壌微生物および植物病原菌による稲わらアミノ

　酸の代謝

　○谷山一郎，上野義視：黒ボク土傾斜畑における土壌

　改良資材の土壌侵食防止能の評価

　〇三土正則：東南アジアの土壌と農業（1〉畑作一東北タ

　イを中心に一

日本土壌肥料学会　（1988．4）

　○秋山　豊，瀬古秀文＊，佐藤暁子＊：麦粒に付着する

　コロイド物質について

　○藤井國博，岡本玲子，山口武則，安田　洋＊：筑波に

　おける降水の酸性度と物質濃度（第2報）経年変化と

　現況
　○藤原伸介，原田靖生：土壌中に存在する未知ポリア

　　ミンの構造にっいて

　○原田靖生，藤原伸介，大谷　卓：土壌カラムによる

　家畜尿汚水中の窒素の除去一硝化能に及ぼす土壌改

　良資材の効果一

　〇早川嘉彦，引地浩之＊，松坂泰明＊：無菌条件下にお

　　ける小麦と大豆の根分泌成分の比較

　○酒井宏光＊，井ノ子昭夫：数種樹皮堆肥の化学的性質

　　について

　○岩問秀矩，奥義武彦：ベーシックインテークレート

　　の問題点とその改善

　○加藤英孝，吉田光二＊，箱山　晋＊：硬度およびガス

　　拡散からみた構造性テラロッサ，ラトソル土壌の物

　　理性

　○木方展治，山崎慎一，津村昭人：底質水採取装置の

　　試作

　○松元　順，久保田　徹，加藤英孝，遅沢省子：キマ

　　メ根の締め固め土層中への貫入伸長

　○久保田　徹，JERZY　LIPIEC＊，岩間秀矩，広瀬次郎＊：

　　負圧水循環法による土壌中根の吸水能の測定
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○艸場　敬，福原道一：土壌断面形態写真のデータ

　フアイル化

〇三土正則：東北タイ・コラート台地の砂質土壌一そ

　の実態と成因について一

〇中井　信：段丘上の土壌中の粘土集積

○南條正巳：沈殿及び表面錯体の生成

○南條正巳：リン酸イオン収着に伴って増加した土壌

　成分の陽イオン保持能の変易性

○小原　洋，大塚紘雄：パソコンによる土壌統の検索

○岡本玲子，藤井國博，尾崎保夫，山口武則，川上一

　夫：筑波における降水の酸性度と物質濃度（第1

　報）：昭和62年の酸性度と無機態窒素及び硫酸濃度

○遅沢省子，久保田　徹，阿江教治＊：土壌の耐水性団

　粒量とフェノール性化合物量の関係

○菅原和夫，＊加藤邦彦：土壌中の魚詔40〃30照s

　6αn”ρ勿ll1の増殖に及ぼす稲わらと堆肥の影響

○谷口義雄，秋山　豊：土壌中カラムの除りん能力に

　及ぼす土壌改良資材の効果（2）

○津村昭人，木方展治，山崎慎一：農業用用排水の水

　質把握のための標準的技法の確立（第3報）一試料採

　取方法の検討一

〇山口武則，久保井　徹＊：重金属集積土壌に対する酸

　性雨の影響　1．カラム試験

○山崎慎一，木方展治，津村昭人：ICP－MS（誘導結合

　プラズマー質量分析装置）法による環境試料の分析

　（予報）一本分析法の特徴一

日本計量生物学会　（1988．4）

○竹澤邦夫，山形与志樹：統計学への「常識」の導入

日本農業気象学会　（1988．4）

　○原薗芳信・寺岡兄揚，相賀一郎：屋上庭園の造成に

　よる建物熱環境の変化

　○原薗芳信，野内　勇，伊藤　治，尾和尚人：低濃度

　オゾンの水稲の生長・生理に及ぼす影響

　○川方俊和：水稲の穂の伸長と出穂のモデル化

　○小林和彦，岡田益己，野内　勇：オゾン濃度が水稲

　の生育・収量に及ぼす影響の評価

　　1．フィールドチャンバの試作とその性能

　○野内　勇，原薗芳信，八木一行，陽　捷行：水田・

　水稲からのメタン放出量

　○岡田益己，小林和彦，矢島正晴：オゾン濃度が水稲

　　の生育・収量に及ぼす影響の評価

　　2．物質生産過程と収量への影響

　〇五十嵐大造＊，岡田益己：べたがけによるキャベツ凍

　　害防止効果一寒冷紗の目合と保温性一

　〇陳　青雲＊，岡田益己，相原良安＊：べたがけ資材の

　　特性とべたがけ下の温湿度との関係

○清野　舗，内嶋善兵衛＊：日本における自然植生の純

　一次生産力のメッシュ分布図

○竹澤邦夫，田村良文：生育ステージのノンパラメト

　リック推定

○内島立郎：北日本における稲作気候資源の地理的分

　布と変動特性に関する研究

日本農業気象学会関東支部　（1987．9）

○林　陽生，加福領二，川島茂人，内島立郎，奥山富

　子，王　秀峰＊：1987年1～6月の関東地方の少雨に

　ついて
日本熱帯農業学会　（1988．3）

　○矢島正晴，岡　三徳，岡田益己：食用カンナの乾物

　生産と光エネルギー利用

日本林学会　（1988．4〉

　○安田　洋＊，藤井國博，岡本玲子：森林への降水中成

　分の負荷量について

　　1．北陸地方における雨水成分の特徴

　○安田　洋，藤井國博，岡本玲子：森林への降水中成

　　分の負荷量について

　　2．スギ林，コナラ林における林内雨の特徴

日本作物学会関東支部会　（1987．12）

　○矢島正晴：特別講演　水稲の生育診断・予測の現状

　　と今後の課題　一水稲の生育量診断を中心に一

日本統計学会　（1987．7）

　○竹澤邦夫：ファジィ推論と平滑化における最適化法

　　の応用

大気汚染学会　（1987．10）

　○野内　勇：オゾンとアスコルビン酸との反応速度お

　　よびオゾン暴露葉中のアスコルビン酸含量変化

気候影響・利用研究会　（1987．9）

　○内島立郎：農林業における気候影響研究の課題

粘土科学討論会　（1987．10）

　○中井信：頁岩風化土壌中のレピドクロサイト

　○南條正巳：鹿沼土粘土画分に対するリン酸イオンの

　　収着

日本農村生活研究会　（1987．10）

　○岡本玲子，藤井國博，高木兵治：河川水の水質変動

　　要因について（第1報）流入汚水の影響

日本ポリアミン研究会　（1988．1）

　○藤原伸介，原田靖生：土壌中に存在するポリアミン

Intemational　Conference　on　Steepland　Agriculture　in

Humid　Tropics．講要．55．（1987）

　○上野義視他3名：Effect　of　mulches　on　soil　and

　　water　conservation　for　crop　cultivation　in

　　Thailand．Kuala　Lumpur，Malaysia

Intemational　Soil　Classification　Workshop9th
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　　　　　　　　　　　　　　　　（1987．7）

○天野洋司：The　Andisol－Entisol　Transition

International　Soil　Conservation　Conference　（5th）

　　　　　　　　　　　　　　　　（1988．1）

○岩間秀矩，箱山晋，ジュリオ中川：Physical

　properties　of　oxic　soils　in　relation　to　erodibility

　and　suitability　for　notillage　farming

International　Soil　Conservation　Conference

（Bangkok）5th　（1988．1）

　○久保田　徹，石原　暁，谷山一郎，加藤英孝，遅沢

　省子：Erodibility　of　Andosols　in　Japan

International　Soil　Conservation　　Conference　　5th

（1988．1）

　○谷山一郎：Method　to　detemine　canopy　ratio

　from　infrared　photographs

Intemational　Symposium　of　Flow　and　Transport　in

the　Natural　Environment：Advances　and　Applica－

tions　（Canberra，1987．9）

　○林　陽生，礒部誠之＊：Transport　of　momentum

　above　waving　model　canopy．

環境生物部

個体群生態学会　（1987。11）

○志賀正和：ミバエ類の空問分布と根絶の基本戦略

個体群生態学会　（1986．12）

　○山村則男＊・矢野栄二：Host－Feedingを組み込んだ

　Host－Parasitoidモデル（重複世代の場合）

日本分子生物学会　（1987．11）

　○福本文良・大村敏博＊・美濃部侑三＊：イネ萎縮ウイ

　ルスの分節ゲ！ムS9の塩基配列の解析

　○美濃部侑三＊，福本文良，大村敏博＊：イネ萎縮ウイ

　ルスの末端構造および翻訳開始領域の解析

日本動物行動学会　（1987．10）

　○川崎建次郎：ミツモンキンウワバ雄成虫の性フェロ

　モンに対する定位飛しょう

日本土壌肥料学会　（1987．8）

　○藤井義晴，渋谷知子，安田　環：New　Substitutive

　Design（改良置換栽培法）による他感作用検定の試

　み
　○堀江秀樹1種々の植物のリン吸収特性の比較

　○渋谷知子，藤井義晴，安田　環：植物由来揮発性物

　質の放出量の測定法

日本土壌肥料学会　（1988．4）

　○藤井義晴，安田　環，渋谷知子：階段栽培法による

　　トマト，シロザ，ムクナの他感作用の検証

　○藤井義晴，大谷　卓，渋谷知子，安田　環：ムクナ

　（Stizolobium　deeringianum）の土壌すき込みによ

　る他感作用の発現

○渋谷知子，藤井義晴，安田　環：耐虫性ダイズの生

　葉から放出される揮発性物質の品種問差異と生理作

　用について

○加藤邦彦＊，中野るり子＊，宮下清貴，沢田泰男：3．

　クロロ安息香酸分解菌の性質

○宮下清貴，中野るり子＊，加藤邦彦＊，沢田泰男：3．

　クロロ安息香酸分解菌のプラスミド

○上野秀人＊，吉田富男＊，宮下清貴，沢田泰男：土壌

　放線菌の生産する糸状菌細胞壁溶解酵素について

○横山　正＊，宮下清貴，沢田泰男：菌体タンパク質の

　電気泳動によるダイズ根粒菌の分類，同定

日本衛生動物学会　（1988．4）

○松村　雄：日本列島におけるアブ相の地域性

日本計量生物学会　（1988．4）

○塩見正衛：Grassland　management　models

日本菌学会　（1987．6〉

○佐藤豊三：小笠原産サビキン類……III

日本農芸化学会　（1988．4）

　○藤井義晴，渋谷知子，安田　環：ムクナ
　（Stizolobium　deeringianum）の他感作用の発現と

　その活性成分の検索

　○池内まき子：寄主植物外に産卵されたホソヘリカメ

　ムシの生存

　○柳沢善次＊，川崎建次郎，日高輝展，池内まき子，生

　田目　敏＊，吉田武弘＊：Xバンドレーダーによる昆

　虫の観測の試み

　○福田　寛＊，守屋成一＊，杉江　元，川崎建次郎，藤

　家　梓＊，志賀正和：チャバネアオカメムシ雄成虫の

　誘引現象
　○岡田利承＊，C．M，YosHIMoTo＊，前藤　薫＊，小西和

　彦：コナガの寄生蜂

　○小山健二，八谷和彦＊，佐藤昭夫＊，藤吉　臨＊：日本

　各地域のカマバチの分布およびクロハラカマバチの

　　トビイロウンカに対する補食と寄生

　○水久保隆之：北日本産F漉解h粥属線虫7種の記録

　○森本信生：イネミズゾウムシの休眠：休眠覚醒条件

　○守屋成一＊，馬渕正人＊，井上晃一＊，大竹昭郎＊，志

　賀正和：チュウゴクオナガコバチとクリマモリオナ

　ガコバチの羽化消長の変動と種間交雑の可能性

　○西澤　務：線虫捕食菌。47孟h”わoめs渉07孟07による線

　虫密度抑制効果試験例

　○野田隆志：ダイズにおけるホソヘリカメムシの卵寄

　生蜂の部位別寄生率
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、日本応用動物昆虫学会　（1985．4）

　○野口　浩　他3名1チャハマキ雄の香鱗とその機能

日本応用動物昆虫学会　（1988．4）

　○田付貞洋＊，中垣至郎＊，山本　昭＊，杉江　元：タバ

　　コガの性フェロモン：ハウス内処理による交信撹乱

　　の可能性

　○長嶺将昭＊，金城美恵子＊，杉江　元：カンシャクシ

　　コメツキ類の生態と防除に関する研究

　○金城美恵子＊，長嶺将昭＊，杉江　元，玉木佳男＊：カ

　　ンシャシンクイハマキの性フェロモン　3．第2成分

　　の構造決定と野外誘引試験

　○志賀正和，守屋成一＊：クリタマバチのゴールの大き

　　さとチュウゴクオナガコバチの寄生

　○荻原洋晶＊，森　介計＊，窪田聖一＊，塩見正衛：最近

　　のミカンハダニ防除に関する問題について

　○清水利昭＊，八木繁実，S．Siddiqui＊：摂食，形態形成

　　阻害剤として知られているアザディラクチンの薬理

　　作用

　○立石　剣＊，八木繁実：アワヨトウはいかに自己の脱

　　皮を制御しているか

　○立石　剣＊，八木繁実，桑野栄一＊：イミダゾール化

　　合物（KK－42）が，アワヨトウの成長，発育におよぼ

　　す影響

　○立石　剣＊，小島研一＊，清水利昭＊，八木繁実，安居

　　院宣昭＊：アワヨトウの6齢脱皮をひき起すPTTH

　　および脱皮ホルモン放出のタイミング

　○矢野栄二，J．C．vanLenteren＊，R．Rabbbinge＊：オン

　　シツコナジラミの個体群動態のモデルシミュレーシ

　　ョン

日本鱗翅学会　（1987．11）

　○吉松慎一：キヨトウ類（ヤガ科ヨトウガ亜科）の単系

　　統性についての考察

日本生態学会　（1988．4）

　○小泉　博，宇佐美洋三，佐藤光政：耕地生態系にお

　　けるエネルギー流と物質循環　1．エネルギーの流れ

　　と効率

　○根本正之，堀江秀樹，中越信和＊，西村　格＊：エニ

　　シダ優占の人工緑地生態系の動態一アカマツとヤマ

　　ハギの発芽，生長とエニシダのアレロパシー一

　〇中越信和＊，根本正之，頭山昌郁＊：エニシダ優占の

　　人工緑地生態系の動態一エニシダ群落の構造と成立

　　過程

　○築域幹典＊，小山信明＊，塩見正衛：アズマネザサ放

　　牧草地の生産力　（1）

日本植物病理学会　（1987．7）

　○松田　泉，佐藤善司：酵素標識抗体法によるイネも

　み枯病原細菌の籾からの検出

日本植物病理学会　（1988．4）

○畔上耕児，西山幸司，田部井英夫：イネ苗立枯細菌

　病菌のイネ体内への侵入及び増殖部位

○福本文良，大村敏博＊，美濃部侑三＊：イネ萎縮ウイ

　ルスの分節ゲノムS9の遺伝子構造と翻訳産物

○本間善久，鈴井孝仁：PseudomonascepaciaRB425

　のNTG突然変異株の抗生物質生産とダイコン苗立

　枯病抑制の関係

　○松田　泉，佐藤善久：イネもみ枯細菌病菌の色素産

　生と病原性

　○那須英夫＊，松田　泉：イネもみ枯細菌病菌感染種子

　の温湯消毒

　○佐藤　守：各種環境下の組換え細菌の生理・生態

　（1）モデル組換え体の作出

　○沼田　司＊，佐藤　守，酒井富久美＊，服部良男＊：植

　物細胞との共存培養系における植物病原細菌のファ

　ージ誘発

　○佐藤善司，小磯邦子＊，岩崎成夫＊，松田　泉，白田

　昭＊：イネもみ枯細菌病菌の産生する毒素

　○鈴井孝仁，牧野孝宏＊：Streptomycesipomoeaeのサ

　ツマイモ塊根根腐黒班症からの分離

　○鳥山重光：イネ縞葉枯ウイルス（RSU）の230K蛋白

　の抗体作製と血清反応

　○王　志偉＊，土屋健一，松山宣明＊，脇本　哲＊：接合

　　によるRプラスミドRP4の薦6％40郷碗αs　gl％解α1へ

　の伝達

　OUesughi，C．H．＊，土屋健一他2名：E7漉痂

　6hη凹窺h6雁分離株の病原性とコロニー型における

　変異性
日本植物病理学会　秋季関東部会　（1987．11）

　○西山幸司，赤山喜一郎＊，畔上耕児，田部井英夫：キ

　　ウイ花腐細菌病に罹病した花蕾から分離された細菌

　　の性質

　○西山幸司＊，大谷郁子＊，畔上耕児：R側40解onαs

　　o曜yoφ勿昭　NIAESl129の産生する新抗生物質car－

　　yoynencinについて

　○福本文良，大村敏博＊，木村郁夫＊：L一乾燥保存法に

　　よるイネ萎縮ウイルスの活性維持

　○松田　泉，小磯邦子＊，岩崎成夫＊佐藤善司：イネも

　　み枯病細菌のコロニー中に形成される結晶

　○大久保博人，八重樫博志＊，浜屋悦次，土屋行夫：い

　　もち病菌の長期保存におけるレ乾燥法の検討

　○石井英夫＊，井上生人＊，豊島貴子＊，岩崎成夫＊，佐

　　藤善司：ナシ黒星病菌のベンズイミダゾール系薬剤

　　に対する耐性一各地より分離された耐性菌の
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　MDPC，DCPFおよびリゾキシンに対する感受性

日本植物病理学会東北部会　（1987．10）

○佐藤豊三，大久保博人，本蔵良三＊，浜屋悦次：イネ

　眼斑病（仮称）の病原菌について

日本植物学会　（1987．11）

○小泉　博：林床草本の光合成の温度依存性とその季

　節変化
日本薬学会　（1988．4）

○小磯邦子＊，岩崎成夫＊，佐藤善司，松田　泉，白田

　昭＊：イネもみ枯病細菌（A側40郷0欄s　g伽規αε）の

　生産する色素

○小林久芳＊，田崎綾子＊，福井多佳子＊，岩崎成夫，佐

　藤善司：イネいもち病菌の形態異常を指標とする微

　小管蛋白作用物質の検索

日本雑草学会　（1988．4〉

　○藤井義晴，渋谷知子，宇佐美洋三：ムクナ

　（Stizolobiumdeeringianum）の植物体抽出液が，数

　種の雑草の発芽・生育に及ぼす影響

○堀江秀樹，根本正之：雑草群落の生理生態的特性と

　その成立可能な立地条件　1．ギシギシ属植物の養分

　吸収特性の比較

○宇佐美洋三，小泉　博，佐藤光政：畑地の管理法と

　植生の遷移との関係

日本生態学会シンポジウム　（1988．4）

○塩見正衛：生態系の新しい理論を求めて：「Grass

　Land　ecosystem：Studiesやy　modelling　approach」

Annual　Meeting　of　the　Society　of　Nematologists26th

（1987．7）

　○西澤務：Adeclinephenomenoninapopulation

　ofuplandrice　cystnematode，挽妙04ε窺吻6hづ吻，

　caused　by　bacterial　parasite，Rzs孟6z67乞‘z1）ωz訂ηz％s．

Intemational　Congress　of　Plant　Protection　llth（第11

回国際植物保護会議）　（1987．10）

　○野田隆志：Behavioral　study　on　the　egg　parasites

　for　biological　control　of　the　bean　bugム～々）渉oπz硲

　6凌z惚孟総Thunberg．

Intemational　Sumposium　on　Grassland　Vegetation

（1987．8）

　OMasayuki　NEMoTo（根本正之）：The　influence　of

　water　buffalo　on　vegetation　at　saline　area　in

　northeast　Thailand。

日米セミナー“Semiochemicals：Thir　chemistry　and

function　in　insect　behavior”　　（1987．7）

　○川崎建次郎：Female　finding　strategy　in

　助040ρ伽81枷耀male　in　sex　pheromone　commu－

　niCatiOn　SyStem．

Tsukuba　Asian　Seminar　on　Agricultural　Education

（1987TASAE）　（1987．10）

　○八木繁実：Integrated　Pest　Management（IPM）in

　East　Africa

資材動態部

日本土壌肥料学会　（1987．8）

○伊藤　治，田中房江：”B－NMRによる植物体中ホウ

　素の存在形態

○加藤直人，尾和尚人：けい酸質肥料の肥効発現機構

　の解明一（2）溶解過程における炭酸ガスの役割

　○小林　均＊，尾和尚人　他3名：30Si標識ケイ酸カル

　シウム水和物の合成と肥効

　○今野一男＊，尾和尚人，伊藤　治，加藤直人：植物遺

　体施用土壌における窒素動態と作物による窒素吸収

　（第2報）緑肥窒素の無機化

　○尾崎尚人，伊藤　治，小林　均＊，加藤直人：安定同

　位体利用によるけい酸質肥料の肥効発現過程の解明

　（1）30Si一ケイ酸カルシウム施用土壌の土壌溶液組成

　と水稲によるケイ酸の吸収

　○尾和尚人，伊藤博志＊，加藤直人：けい酸質肥料の肥

　効発現機構の解明（1）水田土壌中における溶解特性

日本土壌肥料学会　（1988．4）

○後藤重義，吉野昭夫：ファーネス原子吸光分析にお

　ける土壌中Zn・Cu・Ni・Pb・Cdの同時抽出と濃縮

　一形態別分析法に関連して

○後藤重義，山崎慎一，津村昭人，木方展治：東谷田

　川水系（茨城県）における人為的インパクトによる水

　質汚染指標としての亜鉛濃度

○伊藤　治，田中房江：”B－NMRによるヒマワリ中の

　結合体ホウ素の挙動

○加藤直人，尾和尚人：けい酸質肥料の肥効発現機構

　の解明一水田土壌溶液組成の変動と水稲によるけい

　酸の吸収

○小島　誠＊，越野正義，正岡淑邦＊，上沢正志：トウ

　モロコシ茎中の硝酸態窒素分布

○正岡淑邦＊，越野正義，小島　誠＊：牧草根圏の数種

　のミネラルの動態

○今村良平＊，小林　均＊，尾和尚人：水熱合成珪カル

　の肥効解明に関する研究

　○尾和尚人，山本栄二＊，竹沢　進＊：ホローファイバ

　ーとマルチイオンセンサを利用した養分動態解析シ

　ステムの開発

　○尾和尚人，樋口利彦＊：ISFETセンサーによる水稲

　節問内のCO，濃度測定

　○今野一男，尾和尚人，伊藤　治，加藤直人：植物遺
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　体施用土壌における窒素動態と作物による窒素吸収

　（第3報）施肥（硫安）窒素および緑肥窒素の利用率

○杉原　進：土壌窒素の無機化と地温

日本農薬学会　（1988．3〉

○飯塚宏栄，岩撫才次郎，腰岡政二：水田散布農薬の

　水系への流出

　○金沢　純：農薬の土壌カラム液体クロマトブラフィ

　○昆野安彦，宍戸　孝：コナガの殺虫剤抵抗性機構（第

　　1報）

　○腰岡政二，山田忠男他4名：イネ短銀坊主実生中

　　におけるジベレリンA4の代謝

　○升田武夫，金沢　純，腰岡政二，山田忠男：数種芳

　香族塩素化合物の作物吸収

　○舩城衛介＊，上路雅子：光学活性isofenphosのアセチ

　　ルコリンエステラーゼ阻害反応

　○吉田　充，川崎晃，能勢和夫，行本峰子：細胞水

　　の緩和時間を利用した殺菌剤の作用検定

日本昆虫学会　（1987．10）

　○小池久義：トビイロウンカの生化学的分化

日本農薬学会第8回農薬サイエンチスト研究会
（1987．6）

　○吉田　充：薬理機構のNMRによる解析

日本農薬学会農薬生物活性研究会シンポジウム
（1988．4）

　○行本峰子：殺虫・殺菌剤の薬害について

日本応用動物昆虫学会　（1988．4）

　○昆野安彦，宍戸　孝：ニカメイガの有機リン殺虫剤

　　抵抗性機構（第10報）フェニトロオクソンの分解機構

　○桑原雅彦＊，昆野安彦，宍戸　孝：有機リン剤抵抗性

　　および感受性ネダニにおけるfenitrothionの代謝

　○上路雅子，舩城衛介＊：光学異性アミドリン酸エステ

　　ル系化合物の殺虫効力

日本鱗翅学会　（1977．11）

　○小池久義：モンシロチョウ成虫の生化学変異

日本植物病理学会　（1988．4）

　○片桐政子，村井敏信，向井俊博，袴田勝弘，大森正

　　司：茶カテキン類の植物病原菌に対する抗菌活性

日本植物病理学会関東部会　（1987．7）

　○片桐政子，柳　甲喜，青柳俊雄：イネごま葉枯れ病

　　菌における有機リン剤の低下

日本農芸化学会　（1987．4〉

　○深澤親房＊，樋口和香子＊，南　栄一，宇高京子＊：登

　　熟期に於けるグリシニンサブユニットmRNA群の

　　発現

日本農芸化学会薮田セミナー　（1987．9）

　○吉田　充：農薬の薬理学的研究におけるNMRの利

　用
日本雑草学会　（1988．4）

　○佐藤銚子＊，佐藤　守，鈴木隆之＊：ペンディメタリ

　　ン及びトリフルラリン分解菌による数種除草剤の分

　解とその代謝物

植物化学調節学会　（1987．10）

　○腰岡政二，他4名：ビワ未熟種子の内生ジベレリン

　の同定
水質汚濁学会　（1988．3）

　○飯塚宏栄他1名：水田除草剤の流出試験

下水汚泥の緑農地利用に関する国際シンポジウム第2回

（1988．1）

　○杉原進：汚泥含有有機態窒素の肥効評価と無機化

　予測
非破壊生体計測に関する研究連絡会　（1987．6。9．）

　○杉原　進，金野隆光＊：熱測定による環境汚染の生態

　学的評価

NMR討論会第26回　（1987．11）

　○吉田　充，能勢和夫：殺菌剤処理による菌糸細胞の

　生理変化と水のT1，T2の変化

理工学における同位元素研究発表会　（1987．6）

　○伊藤　治，尾和尚人，加藤直人，小林　均＊：水稲に

　　よる30Siの吸収

米国環境毒性学・化学会年会第8回　（1987．11）（Pen－

sacola）

　○金沢純：Measurementofthe　Soil　Sorpti㎝

　　Constants　of　Pesticides　and　Their　Correlation

　　with　Physico－chemical　Properties

日米合同植物成長調節学会　（1987．8）

　○腰岡政二他4名：Metabolism　of　〔3H〕Gib－

　　berellin　A5in恥76魏s　nづl　Cotyledons

Intemational　Soil　Classification　Workshop．IX

（1987．7）

　OARAI，S．OTsuKA，H．，＊HoNNA，T．＊and　OBA，Y＊．

　　Humus　characteristics　of　Andisols．

IRRI　local　Symposium　（1987．10）

　○杉原　進，金野隆光＊，石井和夫＊：Kinetics　of

　　mineralization　of　organic　nitrogen　in　soils。

（4）その他

　企画連絡室

○都留信也：バイオ新食料事情東北大学農学部

　（1987．11）

○都留信也：技術革新と明日の農業　官房・地方課研修

　講義　（1987．11）
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○都留信也：環境調和型の農業技術とは　緑の地球（科

学報道）　（東京）NHK　（1988．1）

○都留信也：環境問題は今…農薬　　「読売新聞，夕刊」

　（1987．7）

○都留信也：農業イノベーション（人間・環境・技術）　日

本学術会議　（1987．11）

○都留信也：農業における技術革新経済同友会
　（1987．9）

○都留信也：農業におけるバイテク・バイオマス研究

　日本大学農獣医学部　（1987．10）

○都留信也：OECD・カナダ・バイオテクノロジーの現況

　経団連ライフサイエンス部会　（1987．4）

○都留信也：宇宙基地農業　宇宙研究開発協議会（東京）

　日本学術会議　（1988．1）

環境管理部

○秋山侃：Application　to　Agriculture－Resource

Inventry．Evaluation，Manage－ment　and　Develop－

ment　of　Sensor　System．JICAリモートセンシング

研修　リモートセンシング技術センター　（1987．5）

○秋山　侃：画像解析の統計手法　昭和62年度都道府県

　農林水産関係研究員短期集合研修［理論系］　農林水

産技術会議事務局　（1987．9）

○秋山　侃：農林水産省における研究の現状とアグリグ

　ラフィックスヘの展望　（1987．10）

○法橋信彦：生態学の数理モデル　昭和62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　（1987．9）

○石田憲治：数量化　昭和62年度都道府県研究機関等研

　究員の数理統計短期集合研修　農林水産技術会議事務

　局（1987．10）

○石田憲治：数量化　昭和62年度数理統計短期集合研修

　農林水産技術会議事務局　（1988．1）

○神山啓治：重回帰分析　昭和62年度都道府県研究機関

　等研究員の数理統計短期集合研修　農林水産技術会議

　事務局　（1987．10）

○神山啓治：計算センター数値情報データベースの利用

　農学情報機能部門研修会　農林水産技術会議事務局

　（1987．11〉

○神山啓治：計算センター統計計算ライブラ．リー概要と

利用法　昭和62年度数理統計短期集合研修　農林水産

技術会議事務局　（1988．1〉

○加藤好武：環境保全計画のための環境情報システムと

　その利用手法　昭和62年度農林水産業研究成果発表会

　（東京〉農林水産省農林水産技術会議事務局
　（1988．2〉

○小山雄生：研究原子炉利用研究の実績及び現状と将来

　について（講演要旨）　日本原子力研究所研究炉利用協

議会（東海町）　（62．11）

○小山雄生：農学生物学分野における展開（講演要旨）

最近のSI利用技術シンポジウム　理化学研究所（東京〉

　（62．9．21）

○小山雄生：スカンジウム（Sc）を指標とする牧草中の

　土壌摂食量の推定とその意義　「FARDA」　Nα2，4

　（1987．12）

○増島　博：国土を保全する農林業のはたらきとその評

　価　農林水産業研究成果発表会（東京）　農林水産技術

　会議事務局　（1988．2）

○増島博：水質が作物その他に及ぼす影響農業土木

　学会地方講習会　（鳥取）農業土木学会　（1987．7）

○陽　捷行：農業生態系から発生するガス成分と大気環

　境の変動とのかかわり　環境技術研修（筑波〉農林水

　産技術会議事務局　（1987．12）

○陽　捷行：農耕地土壌から放出される亜酸化窒素（N、

　0）ガスの測定技術の開発　FARDA，NQ3　農林水産

　技術情報協会　（1988．1）

〇三輪容太郎：ソイルカルチャーの今日的意義　関西土

　壌肥料協議会（京都）関西土壌肥料協議会（1987．12）

〇三輪容太郎：有機物の循環とその評価　東京工業大学

　総合研究館講演会（神奈川）　東京工業大学総合研究館

　（1988．3）

〇三輪哲久：直交表による多因子計画　昭和62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　（1987．9）

〇三輪哲久：直交表による多因子計画　昭和62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　（1988．1）

〇三輪哲久：生物統計　昭和62年度一般職員初級技術研

　修（東京）　農林水産研修所　（1988．1）

〇三輪哲久：多重比較　昭和62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　（1988．1）

〇三輪哲久：多重比較　昭和62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　（1987．9）

○守谷茂雄：Formulations　and　applicationmethods　of

　pesticides農薬利用研修コース（神戸）　国際協力事

　業団　（1988．3）

○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　（1987．9および1988．1）

○宮井俊一：非線形回帰　昭和62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
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　水産技術会議事務局　（1988．1）

○宮井俊一：非線形回帰　昭和62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　（1987．9）

○小川吉雄：家畜ふん尿多量施用による環境問題　関東

　東海草地・飼料作研究会（土浦）　（1987．7）

○大塚雍雄：実験計画法　昭和62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主催　（1988．1）

○大塚雍雄：実験計画法　昭和62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

　術会議事務局主催　（1987．9）

○芝山道郎：単回帰と相関　昭和62年度都道府県農林水

　産関係研究員短期集合研修［理論系］　農林水産技術

　会議事務局　（1987．9）

○鵜飼保雄：実験データの統計処理　筑波国際農業研修

　センター稲作専修コース（筑波）国際協力事業団

　（1987．10）

○鵜飼保雄：実験計画法と統計分析の手法　筑波国際農

　業研修センター稲作専修コース（筑波）　国際協力事業

　団（1988．3）

○鵜飼保雄：確率分布　昭和62年度農林水産省試験研究

　機関等　研究員数理統計短期集合研修（筑波）農林水

　産技術会議事務局　（1988．1）

○鵜飼保雄：検定と推定　昭和62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　（1987．9）

○鵜飼保雄：統計の基礎　昭和62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　（1987．9）

○鵜飼保雄：統計的検定と推定　昭和62年度農林水産省

　試験研究機関等　研究員数理統計短期集合研修（筑波）

　農林水産技術会議事務局　（1988．1）

○山形与志樹：洪水被害におけるランドサットTMデー

　タの利用　筑波リモートセンシング研究談話会

　（1987．7）

○山形与志樹：数値分類　昭和61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（農林水産技

　術会議事務局主催）　（1987．1）

○山形与志樹：多変量解析　昭和62年度都道府県農林水

　産関係研究員短期集合研修［理論系］　農林水産技術

　会議事務局　（1987．9）

○山村光司：ノンパラメトリック手法　都道府県農林水

　産関係研究員短期集合研修（理論系，農林水産試験研究

　のための統計的手法）　農林水産技術会議　（1987．9）

○結田康一：放射性ヨウ素の水稲への移行，一土壌およ

　び雨水からの移行一　原子力施設と沿岸海洋シンポジ

　ウム（東京）　日本海洋学会（日本水産学会，日本放射線

　影響学会，日本原子力学会，日本保健物理学会，原子

　力安全研究協会）他　共催　（1987．12）

○結田康一：環境，特に土壌・植物系を中心としたヨウ

　素の動態解明　環境放射能安全研究成果報告会（東京）

　原子力安全委員会環境放射能安全研究専門部会

　（1987．12）

○結田康一：農業生態系における臭素およびヨウ素の動

　態　環境技術研修会（筑波）農林水産技術会議事務局

　（1987．12）

環境資源部

○天野洋司：土壌生成と土壌の多様性　東京農工大学農

　学部特別講義　東京農工大学　（1988．1〉

○原田靖生：効果的な堆肥化処理法と腐熟の判定につい

　て　家畜ふん尿処理技術研修会（大阪）　大阪府畜産会

　（1988．1）

○林　陽生：Estimation　of　actual　evapotransporation

　rate　in　Northeast　Thailand　during　dry　season．JICA

　Expert　Report　assigned　to　the　Agricultural　Deve1－

　opment　Research　Prolect　in　Northeast　Thailand，p．

　47（1988．3）

○小林宏信：Application　of　radioisotopes　and　radia－

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

　ース（東京）　日本原子力研究所ラジオアイソトープ・

　原子炉研修所　（1988．2）

○小林宏信：環境試料採取法　環境放射線モニタリング

　技術課程（千葉）科学技術庁放射線医学総合研究所

　（1987．10）

○小林宏信：RIの農学への利用　ラジオアイソトープ

　研修部門基礎課程（東京）　日本原子力研究所ラジオア

　イソトープ・原子炉研修所　（1987．7），（1987．8），

　（1987．10），（1987．12）

○中村好男：土壌圏の生物　土壌浄化法基礎講座研修会

　（千葉）　毛管浄化研究会　（1988．9）

○中村好男：小さな生物達が考えている下水道　小規模

　下水道を考えるセミナー（東京）毛管浄化研究会

　（1988．11）

○南條正巳：りん酸の集積と土壌中における存在状態

　関東東海地域耕地土壌のりん酸肥沃度管理に関する研

　究会　農業研究センター　（1987．9）

○竹澤邦夫：平滑化と補問「都道府県農林水産関係研究

　員短期研修テキスト（理論系）」　農林水産技術会議事

　務局　（1987．9）

○谷山一郎：パソコンで学ぶ土の物理学（書評）土壌の
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物理性55，74－75　（1987）

○内島立郎：最近の異常気象と農業　果樹・野菜・花き

技術者研修（筑波事務所）　果樹試験場　（1987．6）

○上野義視　他4名：Study　on　soil　erodibility　of　some

soil　series　by　rain　simulator　Short　Term　Expert

Report（15）　ADRC　Thailand　（1987）

○矢島正晴：分光反射率計による水稲の生育モニタリン

　グ　東北農業試験場　たよりNα44

0山口武則：土壌一植物系におけるクロムの挙動　特別

研究「土壌及び地下水圏における有害化学物質の挙動

　に関する研究」シンポジウム報告　国立公害研究所

　（1987．7）

○山口武則：昭和62年度環境庁委託業務結果報告書　土

壌汚染環境基準設定調査に係る総合解析　一土壌中モ

　リブデン・セレン・ホウ素の作物影響等に関する参考

　文献調査一　社団法人日本土壌肥料学会　（1988．2）

環境生物部

○釜野静也：検定用昆虫の供給システム　国際協力事業

団農薬利用コース（神戸）　国際協力事業団　（1988．2）

○桐谷圭治：研究前線　時の動き一政府の窓6，62．6

0桐谷圭治：日光の動植物一書評一　日生動誌37，62．4

0桐谷圭治：生物的防除の現状と展望　農家の友　1987

　（10），62．10

0桐谷圭治：要防除水準を利用した地域新防除システム

の開発　昭和62年度総合農業研究推進会議・病害虫分

科会資料　63．3

0小泉　博：植物の環境適応の事例　第1回研究会地域

農業資源の作物生態学的評価と利用　農業研究センタ

　ー・農業環境技術研究所　（1987．12）

○西澤　務：ミクロに挑む一天敵微生物一　TV番組

　「若い土」第9回（フジテレ／ビ）農林水産省（1988．3）

○西澤　務：線虫の天敵としての出芽細菌　昭和62年度

　土壌微生物研究会（宇都宮）土壌微生物研究会

　（1987．5）

○西澤　務：野菜のセンチュウについて　昭和62年度病

　害虫防除所職員等中央研修会（東京）　農林水産省農産

　園芸局植物防疫課　（1987．11）

○沢田泰男：微生物資材の評価に当たっての問題点　有

機質肥料生物活性利用技術研究組合講演会（東京）　同

上研究組合　（1988．3）

○渋谷知子：植物由来揮発性物質の種間差と放出量の変

化　ファルダニュースNα3　農林水産技術情報協会

　（1988．1）

○塩見正衛：システムアナリシスの概念と作物モデルヘ

　の応用一草地管理システム　農業環境技術研究所主催

　「気象環境と作物の生長・生育のモデル化に関する研

究会」（筑波）　農業環境技術研究所　（1988．3）

○塩見正衛：自然エネルギーと農業生産環境農林水産技

術会議事務局主催：研究セミナー「農業の未来を拓く

グリーンエナジー」（東京）科学技術館サイエンスホ

ーノレ

○鈴井孝仁：糸状菌プロトプラスト　微生物の長期保存

法一農林水産関連一　農林水産技術会議事務局　農環

研（1987．10）

○鈴井孝仁：植物病理　ドミニカ胡椒開発計画実施協議

調査団報告書　国際協力事業団畜産開発課　（1987．9）

○山田昌雄：微生物の世界とバイオテクノロジー（講義）

品川区民大学（東京）　品川区　（1988．2）

○山田昌雄：デュポンベンレート丁水和剤20の種子消毒

技術について（座談会記録，1987．12．9）　「農薬春秋」

Nα56：2～27（1987）

○山田昌雄：いもち病菌のレース（講義〉稲病害虫防除

集団研修コース（神戸）　国際協力事業団兵庫インター

　ナショナルセンター　（1987．9）

○山田昌雄：これからのいもち病研究（新聞記事）　農林

技術新報第1098号　（1987．5．25）農林技術新報社

○山田昌雄：日本植物防疫協会の委託試験成績検討会よ

　り　稲・麦殺菌剤（新聞記事）農林技術新報第1121号

　（1988．2．5）　農林技術新報社

○矢野栄二：野菜の害虫と防除　JICA野菜採種コース

　（筑波）　国際協力事業団筑波インターナショナルセン

　ター　（1986．8）

資材動態部

○伊藤　治1土壌ならびに植物生体における各種元素動

態のNMRによる解析　薮田セミナー「複合系をどう

観測するか：非破壊的立場による生体および生体関連

物質の計測」　（1987．9）

○金沢純：Biological　concentrationpotencial　of

pesticide　by　aquatic　organisms農薬利用研修コー

　ス（神戸〉　国際協力事業団兵庫インターナショナルセ

　ンター　（1988．2）

○金沢純：Comtermeasuresforwaterpollutionりy

non－point　sources　from　agricultural　land　環境技術

　（水質保全）集団研修コース（東京）　国際協力事業団東

京国際研修センター　（1987．10）

○金沢　純：農薬の環境中における動態　環境技術研修

　（質的に新しい微量元素・化学物質の農・林・水生態系

での動態），（筑波）農水省農林水産技術会議事務局

　（1987．12）

○金沢純：PesticideresidueproblemsinJapan筑
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　波アジア農業教育セミナー（TASAE）（筑波）ユネス

　コ・筑波大学　（1987．10）

○能勢和夫：農薬の土壌中多点減衰モデル　第5回電算

　機利用研究発表会（筑波）　農林水産技術会議事務局

　（1986．12）

○宍戸　孝：殺虫剤　農業共済専門防除講習会（東京〉

　全国農業共済協会　（1988．1）

○上路雅子：農薬の最近の研究成果と今後の課題・問題

　点一アミドリン酸エステル系殺虫剤一　産技研講座

　（東京）　産業技術研究会　（1988．1）

○山田忠男：土壌微生物と除草剤の動態　雑草制御微生

　物に関する研究会（筑波〉農業研究センター（1987．9）

○吉野昭夫・伊藤祐二郎＊：サンゴ砂による酸性土壌の改

　良　最新技術情報シリーズ国立編1987　農林水産技術

　会議事務局　（1988．3）

○行本峰子：微生物利用による雑草制御研究の現状一主

　として外国における研究動向一　雑草制御微生物に関

　する研究会（筑波）　農業研究センター　（1987．9）

○行本峰子：病害防除剤　植物防疫研修会（東京）　日本

　植物防疫協会　（1987．9および1988．1）

○行本峰子：殺菌剤　農業共済専門防除講習会（東京）

　全国農業共済協会　（1988．1）

○行本峰子：薬害の発生機構　昭和62年度山梨県農薬管

　理指導士特別研修（甲府〉　山梨県　（1988．2）
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V．研究・技術協力

1．会議・研究会等

会議・研究会名 開催期日 開催場所 備　考

農業環境に係わる62年度研究会「農薬の土壌中における動態（第4回　62．5．28～29　農業環境技術研究所　参加者99名
農業環境化学検討会）」

昭和62年度科技庁重点基礎研究所内成果発表会　　　　　　　　　　　63．6．5

熱帯環境特性分科会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62．　9，22

昭和62年度農業環境試験研究推進会議企画部会　　　　　　　　　　　62．10．20

計画的国土利用と農業環境保全のためのグラフィックス手法に関する　62．10．21

研究会

一般別枠「移動性害虫」の移動予知モデル関係第3回ワークショップ　62．10．22～23

第5回農業環境シンポジウム「農業環境における生物活性物質と生物　62．11．27
相互作用」

第1回研究会「地域農業資源の作物生態学的評価と利用」　　　　　　　62．12，　7 〃

参加者116名

参加者212名

参加者191名
（共催）

農研センター

地域バィテク「研究開発事業に関する昭和62年度課題別分科会（弱毒　63．　1．22　　　　　　　〃

ウイルス分科会，微生物防除分科会）」

グリーンエナジー計画系1研究打合せ会

公害防止「家畜尿汚水」推進会議

公害防止「地下水j推進会議

一般別枠r移動性害虫」推進会議

63．2，5　　　　〃
63．2．22　　　南青山会館

63．　　2．　23　　　　　　　　　　〃

63．2．23～24　農業環境技術研究所

公害防止「広域大気汚染」推進会議　　　　　　　　　　　　　　　　63．2．24

特別研究「土壌りん」推進会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63．2，24

特別研究「薬剤抵抗性」推進会議　　　　　　　　　　　　　　　　　63．2．25

特別研究「アレロパシー」推進会議　　　　　　　　　　　　　　　　　63．　3．　1

一般別枠「根圏環境」推進会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　63．3．2～3

昭和62年度気象環境研究会「気象環境と作物の成長・発育のモデル化　63．3．7
に関する研究会」

昭和62年度土・水研究会「生物環境の計測とその適用（土壌生態系の　63．3．11
構造と機能の視点から）」

昭和62年度農業環境試験研究推進会議（部会，本会議）　　　　　　　63．3．14～16

バイテク「安全性評価」推進会議

公害防止「芳香族塩素」推進会議

総合開発「国土資源」推進会議

63．3．18

63．3．22

63．　　3．　28～29

南青山会館

　〃

農業環境技術研究所

　　〃

　　〃
　　〃　　　　　参加者153名

〃

　　〃
（技会筑波事務所）

農業環境技術研究所

　　〃

　　〃

参加者122名
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2．技術協力

（1）受託調査

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

用 務 委託者
用務の 担当者の所属 担当者

区　分　部，支場　研究室　の職名

担当者の

氏　名

土壌保全対策事業に係る調査・試験成
績検討　　　　　　　　　　　　　　　北海道立中央農業試験場

昭和61年度土壌保全対策事業成績検
討会　　　　　　　広島県知事
昭和62年度第1回生産用新資材利用社団法人
分科会　　　　　　　　　　　　　　　※日本施設園芸協会

昭和62年水稲・畑作物病害虫防除研　社団法人
究委員会　　　　　　　　　　　　　　※日本植物防疫協会

　　　　　　　　　澱‘　　　　〃　　　　　　　　　　　 ／●＼　　　　　　 〃

昭和62年度野菜病害虫防除研究会現　測

地検討会　　　　　　　爪　　
”

　　　　“　　　　　　※　　　〃

　　　　“　　　　　　※　　　“
　　　　　　　　　日本原子力研究所ラジオアイソトープ研修講師

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

　　　　　　　　　日本原子力研究所ラジオアイソトープ研修講師

昭和62年度果樹病害虫防除研究会現　社団法人
地検討会　　　　　　　　　　　　　　※日本植物防疫協会

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

　　　　“　　　　　　※　　　“

　　　　〃　　　　　　※　　　“
驚讐蹴情報システム実用化事業※　〃

　　　　〃　　　　　　　　 ％ミ　　　　　〃

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

署黎62年度土壌残留専門（分析）委※　　　　　．
貝：互

新農薬の野菜・灰色かび病に関する特※　　　　　．
別連絡試験成績検討会

　　　　〃　　　　　　　　 駅　　　　　〃

　　　　　　　　　財団法人昭和62年度委託試験中間検討会

　　　　“　　　　　　※　　　“

　　　　“　　　　　　※　　　 〃

　　　　〃　　　　　　　　　％ミ　　　　　〃

　　　　　　　　　財団法人士壌改良資材に関する検討会　　　　　※日本土壌協会

営農技術開発調査　　　　　　　　　　※　　　　　〃

　　　　　　　　　日本原子力研究所ラジオアイソトープ研修講師

昭和62年度地域エネルギー資源高度社団法人
利用総合推進調査　　　　　　　　　　※農林水産技術情報協会

※ラジオフイソト∈フ原子炉研修所講

※デ伽ソトープ原子炉研修所講

※日本葉たばこ技術開発協会

調査・指導環境資源部趨錘室長天野洋司

　〃　　　　　〃　　　土壌管理科　科　長古賀　汎

　〃　〃藩髪鐘表究唇岡田益己

　〃　　　環境生物部昆虫管理科　科　長桐谷圭治

　〃　　　資材動態部農薬動態科　　〃　村井敏信

　〃　　　環境生物部昆虫管理科　　〃　桐谷圭治

　〃　〃蟹嘆動肇室長釜野静也
　〃資材動態部馨菌裂動肇〃能勢和夫

　　師環境資源部水質管理科　科　長小林宏信

調査・指導環境管理部馨饗墾室長守谷茂雄

　　師環境資源部水質管理科科　長小林宏信

調査・指導資鋤態部藩墾隻室長宍戸孝

う：‘ラジオアイソトープ原子炉研修所講

〃環境管理部謬撃肇〃蒲郷
〃　〃犠陛表究昏加藤好武
〃環境資源部趨錘室長天野洋司

　　　　　気候資源〃　　〃　　　　　〃　清野齢　　　　　研究室
〃環境管理部羅蓬〃徳留階
〃　　　　〃　　計測情報科科長大塚雍雄

〃資鋤態部馨虫翠讐室長細武夫

〃環境生物部藩鯉肇〃塚野豊

〃　　　　〃　　　　一　　 部　長山田昌雄

〃　〃奮状難室長浜屋悦次

〃　〃轄簾望〃鈴井孝仁
〃　　　〃　　昆虫管理科科長桐谷圭治

〃　資材動態部　一　部長栗原淳

〃　〃覇態暴邊室長細武夫
〃環甦物部講離望〃細泰男
〃環境資源部議壌夏穆〃井ノ磁

　師　　　〃　　　水質管理科　科　長小林宏信

調査・指導環境管理部駿動肇室長蒲郷

注1　委託者が「地方公共団体その他これに準ずる者」以外の場合は，委託者名の前に「※」印をつけること。
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番号

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

用 務 委託者
用務の
区　分

担当者の所属

部，支場研究室

担当者

の職名

担当者の

氏　名

　　　　　　　　　社団法人都道府県委託試験実施状況調査指導
　　　　　　　　　※日本植物防疫協会
昭和62年度早瀬野ダム環境対策第1　財団法人

　　　　　　　　　　　　　　　　　〃回検討委員会　　　　　　　　　　　　※日本農業土木総合研究所

備北津山モデル定住圏調査委員会　　　※　　　　　〃　　　　　　　　〃

広域農村排水システム検討調査　　　　※　　　　　〃　　　　　　　　〃

備北津山モデル定住圏における定住国
土管理のための山間部農地等の活用方　※　　　　　〃　　　　　　　　〃
策に関する調査

昭和62年度果樹病害虫防除研究会シ　社団法人

　　　　　　　　　　　　　　　　　〃ンポジウム　　　　　　　　　　　　　※日本植物防疫協会

　　　　　　　　　財団法人土壌保全対策管理事業検討会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　※日本土壌協会
農業生産環境情報システム実用化委員会　※　　　　　　〃　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　 濃‘　　　　　〃　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　■●＼
　　　　〃　　　　　　　　　　　　　●K●　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　 ※　　　〃　　　　　〃

　　　　”　　　　　　　　 ％ミ　　　　　”　　　　　　　 ”

昭和62年度農薬委託試験成績検討会囎肇念物防囎会　　〃

　　　　　　　　　＼●ノ　　　　〃　　　　　　　　　　　　 ●亘●　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　　 〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　”

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　　 〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　　 〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　 〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　 〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　　 〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノノ　　　　　　　　　　　〃

　　　　Zノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ！ノ　　　　　　　　　　　　〃

イネ馬鹿苗病防除薬剤に関する試験成
　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃績検討会

T　F－161粉剤D　Lに関する特別委
　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　

〃

託試験成績検討会

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　　　 〃

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　〃

昭和62年度土壌残留専門（分析）委　　　　　　　“　　　　　　　　“
員会

　　　　　　　　　日本原子力研究所ラジオアイソトープ研修講師　　　　　※ラジオ刃ソト＿ヲ原子炉研修所講

調査・指導環難物部馨繍科長浜屋悦次

環囎理部暮源蓮犠〃増島博

　　〃藩製響研究員石田憲治

　　〃馨亀鯖科長増島博

　　〃矯嬰塁研究員石田憲治

資材動態部藩攣簑室長宍戸孝

環境資源部土壌管理科科　長古賀　汎

環境管理部　　　一　　　部　長久保七郎

環境資源部　　　一　　　　〃　　五十嵐孝典

環境管理部　計測情報科科　長大塚雍雄

　　〃講嬰肇室長輔太郎
環境資源部姦撃肇〃天野澗

　一　一霧遷江塚昭典
環囎理部馨讐墾室長守谷茂雄

環境生物部　　一　　部長山田昌雄

　　〃警繍科長浜屋悦次
　　〃　　細菌分類室長田部井英夫
　　　　研究室
　　　　寄生菌動態　　〃　　　　　〃　佐藤善司　　　　研究室
　　　　土壌微生物　　〃　　　　　　　　〃〃　亀谷満朗
　　　　分類研究室
　　　　土壌微生物　　”　　　　　〃　鈴井孝仁　　　　生態研究室
　　　　線虫・ノ』働物
　　〃　　　　　〃　西澤務　　　　研究室
　　〃　　昆虫管理科科　長桐谷圭治

　　〃暑暫塾室長日高輝展
　　　　個体群動態　　”　　　　　〃　釜野静也　　　　研究室
　資材動態部　農薬動態科科　長村井敏信

　　〃繋虫製動肇室長升田武夫

　　　　薬剤耐性　　〃　　　　　〃　宍戸孝　　　　研究室
　　　　殺菌剤動態　　〃　　　　　　　　〃　行本峰子
　　　　研究室

環粧物部讐鐘籍科長浜屋悦次

　　〃　　一　部長山田昌雄

　　〃讐卸科長浜屋悦次
　　．　　　細菌分麺室　長田部井英夫

　　　　研究至
　　　　保全植生　　　　曲　　〃　　　＿　〃　塚野篁　　　　研究至
師環境資源部水質管理科科　長小林宏信
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番号

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

用 務 委　託　者 用務の
区　分

担当者の所属

部，支場 研究室

担当者

の職名

担当者の

氏　名

土壌改良資材の検定法にかかる実地検　財団法人
討

〃

都道府県委託試験実施状況調査指導

水質保全対策調査

※日本土壌協会

〃

社団法人
※日本植物防疫協会

財団法人
※日本土壌協会

生産用新資材利用分科会及び魏調査難絵園芸協会

昭和62年度農林水産航空事業に関す　社団法人
る試験成績検討会　　　　　　　　　　※農林水産航空協会

〃 〃

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

〃

〃

〃

〃

　　　　　　　　　　　　社団法人試験成績審査委員
　　　　　　　　　　　　※日本植物防疫協会
昭和63年度果樹病害虫防除研究会委　き響｛　　　　　“
ロノ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－・・
員箕

　　　　　　　　　　　　社団法人情報システム化調査現地調査
　　　　　　　　　　　　※全国農業構造改善協会
　　　　　　　　　　　　社団法人都道府県委託試験実施状況調査指導
　　　　　　　　　　　　※日本植物防疫協会
宿根カスミソウに対する珪酸石灰肥料
施用に関する栽培試験の現地調査なら　珪酸石灰肥料研究会
びに指導

農薬による作物薬害の発生機構講師

都道府県委託試験実施状況調査指導

ラジオアイソトープ研修講師

土壌改良資材の検定法にかかる検討会囎蒙全壌協会

〃

〃

〃

〃

珪カル試験成績検討会

〃

調査・指導環境資源部ま嬰塁室長久保騰

　〃　〃　〃表購岩間秀矩
〃　　　環境生物部　昆虫管理科科　長桐谷圭治

〃　環境資源部講讐奎室長高木兵治

〃　〃藩撃轟究唇岡田益己
〃環境鯉部馨饗墾室長守谷茂雄

〃環境生物部藩生勇動肇〃佐藤善司

〃環境管理部藩警嚇究唇加藤好武

〃　環境資源部講獲室長清野語

　　　　　　土壌生成〃　　　〃　　　　　　〃　天野洋司　　　　　　研究室
〃　　　環境生物部　　一　　部長山田昌雄

〃

〃

〃

〃

資材動態部翻難室長宍戸孝

環境管理部霧警塁研究員謡憲治

環粧物部雰欝鰹室長亀谷満朗

資材動態部肥料動、態科科長越野正義

山梨県　　　講　師資材動態部魏薪邊室長行本峰子
社団法人
　　　　　　　　　調査・指導環境生物部　昆虫管理科科　長桐谷圭治※日本植物防疫協会

日本原子力研究所
※ラジ貯イソト＿フ原子炉研修所講　　　飾環境資源部　水質管理科　　”　小林宏信

　　　　　　　　　調査・指導　〃表勢婆室長久保田徹

※ 〃

〃

〃

〃

珪酸石灰肥料研究会

zノ

　　　　　　　　　　　　社団法人都道府県委託試験実施状況調査指導
　　　　　　　　　　　　※日本植物防疫協会
奨励品種情報高度利用促進事業に係る　社団法人
システム設計およびプログラム開発　　※農林水産技術情報協会

農林水産技術情報データベース問題検　轟　　　　　“

討会

　　　　　　　　　　　　社団法人農薬散布法研究会委員会
　　　　　　　　　　　　※日本植物防疫協会
奨励品種情報高度利用促進事業に係わせ響法人
る現地検討会の開催について　　　　　，‘で辰林水産技術情報協会

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

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●臥●　　　　　　　　　　〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

！ノ

〃

　　　　土壌有機物　〃　　　　　　　〃　井ノ子昭夫
　　　　研究室
環境生物部講鍵〃澤田泰男

資材動態部肥料動態科科　長越野正義

〃

〃

〃

舞罷室長尾和尚人

肥料動態科科　長越野正義

舞鯉室長尾和尚人

環難物鴫轟薩〃八木繁實

環境管理部計測情報科科長大塚雍雄

〃藩墾肇室長神山啓治
〃　　環境情報　〃　守谷茂雄
　　管理室
〃　　計測情報科科　長大塚雍雄

〃癖撃墾室長徳留昭一
“　　　　　　主任　　　　”　　研究官加藤好武

〃講撃肇室長講太郎
〃　　計測情報科科長大塚雍雄
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番号

99

100

101

102

103

104

】05

106

用 務 委　託者 用務の
区　分

担当者の所属

部，支場 研究室

担当者

の職名

担当者の

氏　名

農業生産環境情報システム実用化事業財団法人
検討会

〃

都道府県委託試験実施状況調査指導

〃

ノノ

〃

〃

昭和62年度早瀬野ダム環境対策

※日本土壌協会

※ 〃

社団法人
※日本植物防疫協会

※

※

※

※

〃

〃

〃

〃

調査・指導環境資源部気候資源室　長清野　鶴
　　　　　　　研究室

〃

〃

〃

〃

〃

〃

財団法人

　　　　　　　　　〃※日本農業土木総合研究所

　、．　土壌生成
　　　研究室
環境生物部細菌分類

　　　研究室
〃

〃

〃

〃

土壌微生物
生態研究室

個体群動態

研究室
昆虫行動
研究室
線虫・小動

物研究室

〃　天野洋司

〃　田部井英夫

〃　鈴井孝仁

〃　釜野静也

〃　日高輝展

〃　西澤務

環境管理部資源・生態科　長増島　博

　　　管理科
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（2〉委託研究

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

委　託　件　名 受託者
着手年月日
完了年月日

契約額（円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62．10．8アレロパシーの解析と原因物質の同定・評価　北海道大学農学部　（63．　3．15）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62．　10．　12酒匂川流域の外部インパクトの摘出と評価　　神奈川県温泉地学研究所　（63．3．15）

朧翻欝能評価の脇理軸解析筑波大学社会工学系ll3103215）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62．9，11大規模構造物の景観への評価　　　　　　　　働農村開発企画委員会　（63．　3．15）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62．9．18移動実態の解明　　　　　　　　　　　　　　財　日　本　気象協会　（63．　3．15）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62．9，18移動に関する気象要因の解析　　　　　　　　（財　日　本　気　象　協会　（63．3．15）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62．　10．　21根圏微生物の物質代謝機能の評価　　　　　　山　口　大学農学部　（63．3．15）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62．9，18硝化菌の固定化技術の開発　　　　 茨城大学農学部（63．3．15）

募羅生物の接種源ポテンシャルの維持方法騰生物応用技術研究所ll393．115）

藷ル流域における水循環騰の解明とその筑波大学水理実験センターll包10言．215）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62．9，3立地条件の自然エネルギー的評価　　　　　　㈱三菱総合研究所　（63．3．15）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62．9．18自然立地条件の推定法　　　　　　　　　　　財　日　本気象協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（63。3．15）
盤産物生産のエネルギー収支の変化とその評筑波大学農林学系ll包103215）

蝉完離あ蔽矯細菌検出用モノクロ咄日本植物防疫協会llき．9言115）

地下水の移動と汚濁変動機構の解明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62．10．17
＿平坦地における水の動態一　　　　　埼玉県農業試験場（63．3．15）

袈地帯地下水水質の季節変動に関する調査研茨城県農業試験場1＆．％．215）

藩糞内地下水水質の季節的変動に関する調査千葉県農業試験場llき．9315）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62．1L　2微生物の改良等による高分解能菌株の作出　　名古屋大学農学部　（63．3、15）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62．9，18土壌カラムにおける硝化●脱窒能力の向上　茨城大学農学部（63．3．15）

欝麟圭る窒素●りんの除去効果の解明東京農業大学農学部llき．％．115）

巻繍オキシダントに対する作物の浄イヒ機能お茶の水女子大学理学部llき．10言．15）

灘等蕪あ蓬講繍作物の生育●収量1こ千葉県農業試験場llき。9き．15）

1，425，000

1，964，000

1，395，000

1，286，000

628，000

690，000

1，147，000

1，313，000

1，195，000

2，283，000

3，855，000

3，983，000

1，466，000

1，271，000

2，118，000

2，147，000

2，123，000

1，843，000

2，220．000

2，221．000

872．000

1，365，000

合 計 22件
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（3）招へい外国人研究員

氏名　国名種類　招へい部科室名　課 題　 期間

Mrs．P．　　　　　　　タイ

Lei㎎suthisakon

大阪大学 資材動態部

肥料動態科

廃棄物利用研究室

Dr．M．R．Sonoda　アメリカ　科学技術庁　　資材動態部

　　　　　　（外国人　　　農薬動態科
　　　　　　招へい）　　殺菌剤動態研究室

Dr．L．T．Bull　ブラジル熱　研　資材動態部

各種廃棄物の農業利用　　62．　4．　6

のための処理技術とそ　～62．4．12
の処理の評価法

ミカンかいよう病病原　　62．7．28

細菌の低濃農銅剤処理　　～62．　9．29

の影響

畑土壌における肥料成　　62，10．　9

分の動態予測法に関す　　～62．1L15
多量要素動態研究室　る研究

Dr．C．M．

Yoshimoto

Miss　Ekkanit
Hansakd　i

Chen　Tan－Ming

陳潭明

Dr．C．L．

Wiegan（i

Mr．Withaya

Lねsang　san

カナダ 科学技術庁　　環境生物部

（個別重要国　昆虫管理科

際共同研究）　　昆虫分類研究室

タイ　　　科学技術庁

　　（アセアン
　　リモセン）

環境管理部

計測情報科

隔測研究室

情報処理研究室

日本産天敵寄生蜂コバ　　62．10．27

チ類の分類同定　　　　～62．12．25

タイ中央平原のランド　62，12．1
サット画像の解析に関　　～63．　1．14

する研究

中国　　　熱　　　研　　環境資源部　　　　　　土壌及び植物の分析法　　63、　1．4

　　　　　土壌管理科　　　　　　に関する研究　　　　　～63．3．31
　　　　　土壌コロイド研究室
　　　　　水質管理科
　　　　　水質特性研究室
　　　　　資材動態部
　　　　　肥料動態科
　　　　　微量要素動態研究室
アメリカ　科学技術庁　　環境管理部

　　（重点基礎）　計測情報科

　　　　　隔測研究室
タイ　熱　研 環境資源部

土壌管理科

農業環境資源図作成の　　63．L　5

ための効率的画像化技　　～63．3．19

術の開発

有機物が土壌の物理性　　63，　2．　4

におよぼす影響　　　　～63．3．14
土壌保全研究室

土壌物理研究室

Chen　Zuo－Zhong

陳佐忠
中国　　　科学技術庁　　環境資源部

　　（個別重要国　資源・生態管理科
　　際共同研究）　　資源計量研究室

　　　　　環境生物部
　　　　　植生管理科
　　　　　保全植生研究室

中国砂漠化地域のリモ　　63、2．22

一トセンシング画像解　～63．3。12
析
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3．技術研修

（1）依頼研究員

氏　名 所 属 研 究 課 題 研究期間

八谷和彦

三浦　　浩

北田敬宇

平井塙一

仁平　章

赤山喜一郎

駒塚富男

竹内妙子

岩橋光育

西野英治

中村　薫

岡田俊美

安永忠道

三井寿一

平木永二

松元　　順

成田　　勇

北海道・上川農業試験場

山形県・農業試験場

石川県。農業試験場

福井県・農業試験場

茨城県・水産試験場

千葉県・暖地園芸試験場

千葉県・農業試験場

千葉県・農業試験場

静岡県・茶業試験場

滋賀県・茶業指導所

鳥取県・農業試験場

徳島県・農業試験場

愛媛県・農業試験場

福岡県・農業総合試験場

宮崎県・総合農業試験場

鹿児島県・茶業試験場

宇部興産株式会社

水稲害虫ヒメトビウンカ，カメムシ類の寄生性及び捕食性
天敵

農業試験研究における情報処理プログラムの開発と利用

土壌調査データベースの構築と活用

作物生育情報の計測と解析

個体群の測定手法

植物病原細菌の分類と同定

水田成層土壌の物理的機能の評価法

土壌微生物生態に関する研究

土壌中施肥成分動態シミュレーションモデルの作成

天敵利用による茶害虫の防除

農業技術情報システムにか加bるソフトウェアの作成と適用

土壌調査データベースの構築と活用

イネモミガレ細菌病に関する研究

根圏フロラに関する研究

リモートセンシングによる水稲の生産量，生育診断

南九州特殊火山灰土壌の物理性と改良

病原微生物の生態

62．10．　1　～62．12．28

62．10．　1　～62．12．28

62．10．　1　～62．12．28

62．10．　1　～62．12．28

63．1．4～63．3．31

62．　7．　1～62．12．28

62．10．　1～62．12．28

62．11．　1　～63．　1．31

62．　9．　1～62．11．30

62．　9．　1　～63．　2．28

62。　6．　1～62．　9．30

62．　6．　1～62．　8．31

62．　7．　1　～62．　9。30

62．　7．　1　～62．　9．30

62．　9．　1～62．11。30

62．　6．　1～62．11．30

62．　6．　1　～62．11．30

（2）国内留学研究員

氏 名 所　　属 留学先 留学・研究課題 留学期間

戒能洋 筑波大学
（Post

Doctorate）

藤井義晴　環境生物部
　　　　　　　植生管理科

　　　　　　　他感物質研究室

環境生物部
昆虫管理科
生理活性物質研究室

京都大学
農　　学　　部

チャノコカクモンハマ

キの卵・幼虫寄生蜂，

ハマキコウラコマユバ

チの産卵行動制御物質

植物含有アルカロイド

等の化学構造解析とそ

の生理活性の解明

S．61．4．1－62．9．30

S　63．2．1－63．3．31
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（3）外国人研修生

氏　　　名　　　　国　　　名　　　受入れ部科各 研修項目 研修期間 備考
Liplec　Jerzy　ポーランド　環境資源部・土壌管理科賦根圏”土壌構造の評価・改良　62．3．15～62。9．24　学術振興会

　　　　　　　　　土壌物理研究室　　　手法
Mr．Shi　Ho㎎一Ydn　中　　　　国　環境資源部・土壌管　（1）日本に於ける土壌調査法　62．3．17～63．3．16　中国国費留

（施洪雲）　　　　　　　　　理科　　　　　　　　　の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学

　　　　　　　　　土壌調査分類研究室　（2）土壌図・土壌標本の作成

　　　　　　　　　土壌生成研究室　　　　法

　　　　　　　　　土壌保全研究室　　　（3）土壌保全基本調査成績の

　　　　　　　　　　　　　　　　概要
　　　　　　　　　　　　　　　（4）茨城県下に於ける農地の

　　　　　　　　　　　　　　　　土壌調査
　　　　　　　　　環境管理部・資源生　（1）リモートセンシングを活

　　　　　　　　　態管理科　　　　　　　用した土壌調査法農業環境

　　　　　　　　　環境立地研究室　　　　資源の賦存量と機能の評価

　　　　　　　　　資源計量研究室
Mrs．Rast　i　　　インドネシア　環境生物部・微生物　大豆根粒菌　　　　　　　　　62。4．6～62．4．30　J　I　C　A

Saraswati　　　　　　　　　　　管理科

　　　　　　　　　土壌微生物利用研究室
Mrs．Wang　Xiu　Feng中　　　　国　環境資源部・気象管理科耕地微気象　　　　　　　　　62．5．19～62．12．18　J　I　C　A

（王秀峰）　　　　　　　　　気象特性研究室

Mr．Paiboon　　　タ　　　　イ　環境資源部・土壌管　地勢調査システム　　　　　　62．7．16～62．8．16　J　I　C　A

Pramojanee　　　　　　　　　理科

　　　　　　　　　土壌調査分類研究室
　　　　　　　　　　環境管理部・資源生

　　　　　　　　　　態管理科
　　　　　　　　　　環境立地研究室
Miss．Setyowati　インドネシア　環境生物部・微生物　線虫及び菌類病の基礎的研究　63．1．18～63．3．31　J　I　C　A

Retno　Djiwanti　　　　　　　　　管理科　　　　　　　技術

　　　　　　　　　　線虫小動物研究室
Miss．Maria　de1　アルゼンチン　環境生物部・微生物大豆病理　　　　　　　　　　62．9．26～62．12．26　J　I　C　A

Pilar　Huergo　　　　　　　　　管理科

　　　　　　　　　　土壌微生物虫態研究室
Mr，Juhan　　　　パラグアイ　環境資源部・水質管理科土壌分析と肥料　　　　　　　62．1L4～63．2．26　J　I　C　A

舟tamirano　Britez　　　　　　　水質特性研究室

Mr．A㎞JaeHoon韓　 国環境資源部鞭斗作物気象　　　　62．11．10～63．10．28」王CA

（安在勲）　　　　　　気候資源研究室
Mr。Zhou　Ben一→くin　中　　　　国　　資材動態部・農薬動　（11日本に於ける農薬研究の　62．11．14～63．1L13　中国国費留

（周本新　）　　　　　　　　　　態科　　　　　　　　　概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学

　　　　　　　　　　　　　　　（2）農薬の使用状況調査　　　　　　　　　　除草剤動態研究室
　　　　　　　　　　　　　　　13）農薬の光分解研究
　　　　　　　　　　　　　　　（41農薬の環境中動態研究
Mr．Rlpto　Permonoインドネシァ　環境資源部・気象管理科作物気象学　　　　　　　　　63．1．18～63．1．30　J　I　C　A

　　　　　　　　　　気象生態研究室
Cheng　Xin－Jun　　中　　　　国　環境管理部・資源生　土地資源評価のためのリモ　　63．1．22～64．1．21　中国国費留

（程心俊）　　　　　　態管理科　　　　一トセンシング利用技術　　　　　　　　　学

　　　　　　　　　　資源計量研究室
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（4）その他

長　期　在外研　究　員

氏　名 所　属 出張先 本人の活動内容 出張期間 備　考
三輪　哲久　　環境管理部

　　　　　　計測情報科

小林和彦　環境資源部
　　　　　　気象管理科

イギリス

アメリカ

農業環境情報データの統計的

解析手法の開発

大気汚染の農作物影響評価に

関する研究

61．　8．31～62．　8．30

62．　8．　17～63．　8．　16

科技庁
（61年度）

科技庁
（62年度）

パートギャランティ研究員

氏　　名 所　 属 出張先 本人の活動内容 出張期間 備　考

腰岡政二　資材動態部
　　　　　　農薬動態科

矢野栄二 環境生物部

　　　　　　昆虫管理科

カ　ナ　ダ

オランダ

バイオテクノロジーを用いた

農薬の動態研究

寄生と寄生者系の個体群動態

理論に基づく寄生者の最適利

用戦略の開発に関する研究

61．　9。27～62．　9．26

61．11．27～62．ll．26

科技庁
（61年度）

科技庁
（t61年度）

二国間協力若手研究員

氏　名 所　属 出張先 本人の活動内容 出張期間 備　考

川　島茂人　環境資源部
　　　　　　気象管理科

イタリア

（EC）

農業環境に影響を及ぼす大気

汚染物質の拡散過程に関する

研究

62．　3．21～62．　9．19 科技庁
二国間協力

4．共同研究

研究課題名
共同研究者 所　担　当　者

研究期間所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名

土壌易耕性測定装置

の開発

富士平工業

株式会社

麻生　　尚

谷口武志
森　　広史

環境資材部

土壌管理科

古賀　　汎

久保田　　徹

岩間秀矩

62．12．10～63．3．31
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5．微生物の保存と配布

昭和62年度　微生物株の収集・保存実績

項　　目
微　生　物　株　数

糸状菌 放線菌 細　菌 根粒菌 ウイルス 計

61年度保有株

新規登録株
廃　　棄　　株

62年度末保有株

550

71

0
6

21

75

150

90

1067

31

　0

1098

190

460

236

31

6
0
3

7

1913

169

　0

2082

微生物株数（配布件数）
配布先機関

糸状菌 放線菌 細　菌 根粒菌 ウイルス

農林水産省 17（5）
一 179（23） 一 一

他　　省　　庁 ｝ ｛ 一 一 一

都　道　府　県 41（6）
一

14（7）
鱒

2（1）

大　　　　　学 58（9）
一

5（4） 18（1）
一

民　　　　　間 22（7）
一

22（6）
“ 一

外　　　　　国 ｝ 一
9（5） 一 一

計 138（27） 『 229（45） 18（1） 2（1）

6．昆虫の依頼同定

省内唯一の昆虫分類専門の研究室である昆虫分類研究室は，分類・同定法の確立及び昆虫標本の収集・保存業務の一環として，

国内外の試験研究機関等からの同定依頼の要請に対応している。

昭和62年度における同定依頼者区分別の受付件数および同定処理成績の内訳は次表（1×2）の通りである。

（1）昭和62年度同定依頼者の区分別受付数

依　　　頼　　　　者 受付件数 受付標本数

1． 都道府県農林試験研究機関 42 1，634

2． 農林水産省獄験研究機関 76 2，398

3． 大学その他の教育機関 U 272
4． その他の官公庁（防除所，保健所，博物館，予防衛生研） 9 30

5． 民間（研究所，会社，個人） 32 501
6． 国外（インドネシア，タイ） 3 13

計 173 4，848
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（2）昭和62年度依頼同定処理成績

　処理区分

分類群

昭　和　6　2　年　度　受　付　分
62年度回答総計蘇

受　　　　付 回　　　　答 未　回　答曇

件数 標本数 個体数

徽
件数 体数

鰍 件数 標← 轍 種類数 件数 ’個体数

徽　．示 7一

ト　ン　ボ　類 3 23 23 4 2 15 15 3 1 8 8 1 2 15 15 3

ゴキブリ類 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1
バ　ッ　タ　類 5 30 30 16 5 30 30 16 0 0 0 0 5 30 30 16

アザミウマ類 5 38 377 12 5 38 377 12 0 0 0 0 5 38 377 12

チャタテムシ類 1 1 1 1 1 1 1 1 O 0 0 0 1 1 1 1

ハジラミ類 1 1 25 1 1 1 25 1 0 0 0 0 1 1 25 1

カメムシ類 23 1568 2209 171 20 1511 2ユ52 168 3 57 57 3 20 1511 2152 168

甲　　虫　　類 31 211 366 44 26 185 340 39 5 26 26 5 26 185 340 39

アミメカゲロウ類 6 45 45 8 4 41 41 6 2 4 4 2 4 41 41 6
ハチ・アリ類 26 608 608 205 盟 480 480 178 4 128 128 27 23 503 503 179

チョウ・ガ類 32 1405 1385 194 26 1371 1351 188 6 34 34 6 28 1376 1356 191

ハエ・アブ類 32 901 943 181 31 591 633 180 1 310 310 1 31 591 633 180

昆　　虫　　類 7 15 83 9 6 14 82 8 1 1 1 1 6 14 82 8
合　　計 173 4848 6096 847 150 4280 5528 801 23 568 568 46 153 4308 5556 805

苦　研究継続中のものを含む　　　蚤矢　62年度以前に受付のものを含む
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VI．総 務

1．機　構

昭和62年度における機構は次のとおりである。

所　長

一葵

総務部｛雲

環境研究官

画

絡

書

務

務

計

科

科

課　〔図書資料係，編集刊行係〕

科

課　〔庶務係，人事第1係，人事第2係，厚生係〕

課〔主計係，支出係，監査係，用度係，施設管理係〕

一｛欝瓢講鷺響1議響1饗纂
　　　　　　　　　　処理研究室〕

　　　　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〕

環境生物部

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〕

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〕

一｛1諜灘騰ll鷲lll膿縣轡
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2．人 事

（1〉定　　員

昭和62年度末各部定員は，次のとおりである。

（63，3．31現在）

定 口
貝

部　　　別
指　　定 行（一） 行（二） 研　　究 計

所　　　　長 1 1
企画連絡室 8 15 5 28

総　　務　　部 29 4 33

部　　　長 1 1
庶　務　課

110 10

会　計　課 18 4 22

環境研究官 1 1
環境管理部 3 34 37

環境資源部 2 49 51

環境生物部 2 50 52

資材動態部 1 27 28

合　　　計 1 45 19 166 231

（2）受賞・表彰等（農業環境技術研究所に在職中の受賞者）

1）科学技術庁原子力安全功績者表彰

科学技術庁長官賞

環境資源部　小林宏信（62．10．26）「原子力施設等における安全管理業務等に貢献」

2）学会賞等

①日本農業気象学会賞

　環境資源部　内島立郎（63．4．13）「北日本における稲作気候資源の地理的分布と変動特性に関する研究」

②　日本土壌肥料学会奨励賞

　環境生物部　宮下清貴（63．4．3）「放線菌の分類・機能と生態に関する生化学及び分子生物学的研究」

③　日本農薬学会業績賞（研究）

　　資材動態部　上路雅子（63．3．29）「アミドリン酸エステル系殺虫剤の生理活性及び代謝に関する研究」
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（3）外国出張

氏名所属出張先期
間 目 的 経　費

都留信也企画連絡室カナダ62．4．6～62．4．12カナダOECD合同バイオテクノロジー，農材水産省

　　　　　　　　　　　　　　　　ワークシ∋ップ出席
江塚　昭典環境研究官韓　　　　国　62．4．7～62．4．17　韓国農業気象災害研究計画，巡回指導　　JICA

伊　藤　　　治　資材動態部　スリランカ　62．5．16～62．6．18　発光分光分析機の設置及び試運転と作物　　IAEA

　　　　　　　　　　　　　　　　による15N吸収試験等の指導
亀谷満朗環境生物部　インドネシア　62．6．7～62．6．14　Peanut　Stripe　virus調整者会議　ICRISAT

　　　　　　　　　　　　　　　　に出席
鈴井　孝仁環境生物部　ド　ミニカ　62．6。27～62．7．11　ドミニカ胡椒開発計画実施協議調査　　　JICA

浜屋悦次環境生物部中　　国62．7．20～62．8．2微生物遺伝資源の中国における研究体制農林水産省

　　　　　　　　　　　　　　　　と利用状況の把握及び情報交換
上　野　義　視　環境資源部　マレイシア・タイ　62．8。14～62．8．29　気候区分別土壌浸食分の分級と防止対策　熱　　研

秋　山　　　侃　環境管理部　中　　　　国　62．8．15～62．8．20　国際草原植生学会参加　　　　　　　　科学技術庁

小林　和　彦環境資源部　アメ　リカ　62。8．17～63．8。16　大気汚染の農作物影響評価に関する研究科学技術庁

三土正則環境資源部タ　　ィ62．9．10～62．10．15東北タイ農業開発研究計画（土壌調査）JICA

上野義視環境資源部タ　　ィ62．9．29～62．10．27東北タィ農業開発研究計画（土壌保全）JICA

佐藤豊三環境生物部フィリピン62．10．21～62．11．5香料作物栽培試険事業に係わる技術指導JICA

金　澤　　　純　資材動態部　アメ　リカ　62．11．8～62．11．14　米国環境毒性・化学会第8回年会研究発　科学技術庁

　　　　　　　　　　　　　　　　表
秋山　　　侃環境管理部　タ　　　イ　62．11．8～62．11．28　現地CPとの試験研究推進打合せと土壌科学技術庁

　　　　　　　　　　　　　　　　調査
根本正之環境生物部中　　国62．11．12～63．1．10中国ステップ砂漠化地域における農耕地科学技術庁

　　　　　　　　　　　　　　　　利用に関する共同研究の実施
小林紀彦環境生物部　ド　ミニカ　62．11．12～62．11．26　ドミニカ胡椒開発計画実施設計調査　　　JICA

大塚紘雄環境資源部フィリピン62．11．26～62．12．8フィリピンボホール島農業開発計画に関JICA

　　　　　　　　　　　　　　　　するエバリュエーション調査（土壌）
芝山道郎環境管理部　アメ　リカ　62．11．28～62．12．6　農業リモートセンシングに関する最新情科学技術庁

　　　　　　　　　　　　　　　　報の調査
岸野賢一環境生物部ブラジル62．12．6～63．12．5ブラジル農業研究計画長期派遣専門家　JICA

西山幸司環境生物部　インドネシア　62．12．12～62．12．23　インドネシア作物保護強化フェーズ五計　JICA

　　　　　　　　　　　　　　　　画打合せ及び巡回指導調査
日高輝展環境生物部インドネシア62．12．12～62．12．23インドネシア作物保護強化フェーズ∬計JICA

　　　　　　　　　　　　　　　　画打合せ及び巡回指導調査
五十嵐孝典環境資源部　インドネシア　62．12．14～62。12．23　インドネシア作物保護強化フェーズ皿計　JICA

　　　　　　　　　　　　　　　　画打合せ及び巡回指導調査
林　　　陽　生環境資源部　タ

久保田　　　徹　環境資源部　タ

谷　山　一郎環境資源部　タ

岩間秀矩環境資源部タ

イ　63．L12～63．3．11　東北タイ農業開発研究計画（農業気象）　J　ICA

イ　63．1．17～63．1．30　第5回国際土壌保全会議出席　　　　　　J　ICA

イ　63．1．17～63．1．30　第5回国際土壌保全会議出席　　　　　　科学技術庁

イ　63．L17～63．2．14　第5回国際土壌保全会議出席　　　　　　熱　研

大塚紘雄環境資源部フィリピン63．1．18～63．1．30フィリピン土壌研究センター設立予備調査JICA

尾崎保夫環境管理部フィリピン63．1．18～63．1．30フィリピン土壌研究センター設立予備調査JICA

鈴井孝　仁環境生物部　ドミニカ　63．2．14～63．2．28　ドミニカ胡椒開発計画計画打ち合せ調査　JICA

桐　谷　圭　治環境生物部　ブラジル　63．3．18～63．3．29　大豆害虫の生物的防除に関する研究協力科学技術庁

釜野　静　也環境生物部　チ　　　　リ　63．3．27～63．4．10　チリ作物品種改良計画に関する技術協力　JICA

宮　下　清　貴　環境生物部　西　ドイ　ッ　63，4．6～63．4。18　難分解性塩素化合物の生物分解の改良に　科学技術庁

　　　　　　　　　　　　　　　　関する研究協力打ち合せ



120 農業環境技術研究所年報　昭和62年度

3．会　計

（1）予　算

歳　入
昭和62年度農業環境技術研究所の歳入予算は，総額5，050千円であり，そのおもなものは，農林水産省受託研究等実

施規程（昭和37年2月15日農林省告示207号）に基づく受託調査及び試験収入（3，240千円〉，農林水産省依頼研究員受入

れ規則（昭和38年6月12日農林省告示第766号）に基づく受託研究員受入れ（266千円），及び試験場製品等売払代（322千

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

現金収入 （単位：円）

科　　　　　目 予算額 備 考

雑　　　　　収 入 5，050，000

国有財産利用収入 677，000

国有財産貸付収入 484，000

国有財産使用収入 193，000

国　　　　収 入 4，373，000

受託調査試験及役務収入 3，506，000

弁　償　及　返　納 金 272，000

物　品　売　払　収 入 451，000

雑 入 144，000

歳　出
昭和62年度における農業環境技術研究所の歳出予算（補正後）は，経常的経費，特別研究等経費，科学技術庁関係経

費及び環境庁関係経費に大別される。

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

　けると，次のとおりである。

人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，443，638，000円

事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，097，370，000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：農林水産省試験機関，項：

　農林水産本省試験研究所に移用）は，358，568，000円であり，その内容は，次のとおりである。

①特別研究費

②機械整備費

③受託研究

④研究者等研修および流動研究員経費

⑤一般別枠研究

⑥農林水産研究計算センターの運営に要する経費

⑦侵入病害虫の防除に関する研究推進に要する研究

⑧水田利用高度化のための高品質・高収量畑作物の開発と高位安定生産技術の確立

⑨超多収作物の開発と栽培技術の確立に関する研究

⑩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係する研究

⑪大型別枠研究

⑫農林水産生物遺伝資源・遺伝育種庸報の総合的管理利用システムの整備に要する経費

⑬バイオテクノロジー関係

⑭その他

20，539，000円

87，958，000円

2，404，000円

　256，000円

50，832，000円

2，103，000円

　580，000円

1，822，000円

1，445，000円

43，758，000円

83，189，000円

24，464，000円

36，739，000円

10，998，000円

3〉科学技術庁関係経費（組織：科学技術庁，項：国立機関原子力試験研究費，項：放射能調査研究費，項：科学技
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術振興調整費より組織：農林水産省試験研究機関に移替）は，次のとおりである。

①放射線利用研究（項：国立機関原子力試験研究費）　　　　　　　　　　61，573，000円

②放射能汚染調査研究費（項：放射能調査研究費）　　　　　　　　　　16，592，000円

③その他（項：科学技術振興調整費〉　　　　　　　　　　　　59，734，000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。

（項）　国立機関公害防止等試験研究費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　　　　　　74，545，000円

昭和62年度歳出予算一覧表
（単位：円）

科　　　　　　　目 予　算　額 備 考

（組織） 農林水産本省試験研究機関

（項） 農林水産本省試験研究 所 2，908，095，000

人 件 費 1，443，638，000

事 業 費 1，464，457，000

（項） 国立機関原子力試験研究費 61，573，000

（項） 放射能調査研究　費 16，592，000

（項） 科学技術振興調整費 59，734，000

（項） 国立機関公害防止等試験研究費 74，545，000

合　　　　　　　計 3，120，539，000

（2）国有財産

所在地

区 分 　　土
庁舎敷地　宿舎敷地

地
計

　　建物（延面積）
庁　　舎　宿　　舎 計

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

計 O　　　　　O 0 55，499　　　　0 55，499

総　　計

筑　　波 計

16，820，331，790 16，820，331，790



122 農業環境技術研究所年報　昭和62年度

（3）特許権等

発　明　の　名　称 発　明　者 出願年月日 特許番号 備　　　考
オキナワカンシャクメッキ用性誘引剤 玉木佳男，杉江元外2

名
59．6．28 特願昭59－133836号

（E）一4，（Z）一10一テトラデカジェニルアセ

タート，その製造法及びその化合物と
（Z》。10一テトラデセニルアセタートを有

効成分とする昆虫誘引剤

玉木佳男，杉江元，川

崎健次郎外6名
59。12．3 特願昭59一ゐ5201号

5一テトラデセン酸メチル，その製造法

及びその化合物を有効成分とする昆虫誘
引剤

玉木佳男，杉江元，野
口浩

59．12．3 特願昭59－255202号

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

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

ジメチルカーバメートよりなる殺虫協力剤 宍戸孝，昆野安彦 6L　5．23 特願昭6H17538号

土壌熱伝導率表示装置 速水和彦，久保田徹，

粕渕辰昭外3名
6L11．　8 特願昭61－266342号 共同研究による共同出

願

カンシャノシンクイハマキ用性誘引剤 玉木佳男，杉江元外1
名

62．　2．28 特願昭62－046253号

（外国）

抗腫瘍剤及びそれを用いた腫瘍治療方法 佐藤善司，松田泉外5
名

59．10．16 カナダ特願

　　　第465539号
’ノ 〃 59．10．17 欧州特願

　　第84307118．4号

4．図　書

昭和62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62年度図書・資料受入冊数

区 分 購　入　寄　贈 計

単行魂
資料糎

雑誌／建

書　　224冊

書　　25冊

　　　0冊
　　　0冊
　　77種
　　207種

　68冊

　13冊

371冊
101冊

1，139種

365種

292冊
　38冊

371冊
101冊

1，216種

572種
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5．刊 行

　昭和62年度中に当所から出版された刊行物は次のとおりであるる。なお，報告，資料に収録された論文題名は「IV

研究成果の発表及び広報」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

農業環境技術研所報告第4号

　　　　　〃　　　第5号

農業環境技術研究所資料第3号

　　　　　〃　　　　　第4号

農業環境技術研究所年報昭和61年度

農業環境研究叢書第2号

農業環境研究成果情報第3集

肥料分析法（1987年版）

OFF1C　IAL　METHOD　OF
ANALYS　I　S　OF　FERTL　I　ZERS

N　I　AES（要覧）

移動性害虫の移動予知技術の開発

昭63．1

〃63．3

〃63．2

〃63．3

〃62．　1

〃63．3

〃62．　8

〃62．12

〃62．12

〃62．10

〃63。3

219

184

246

35

117

285

54

172

141

14

14

2，000

2，000

1，500

1，300

2，000

　600
1，000

2，500

　300

3，000

1，000

行部局，目公立試験研究機
関，大学等
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6．委員会

委員会は，各部門の研究・連絡調整・研究施設の運営等に関する事項を審議することを目的として設置したもので

ある。

委員会一覧表
委　員　会　名

委　　員

所　　属　人員
審　　諾　　内　　容 開催日　備　　考

アイ　ソ　トープ委員会　各部関係者　　　7　アイソトープ施設の共同利用の調整及び放　随時開催　下部機関として

　　　　　　　　　　　　　　　　射線の管理

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

共同機器委員会　 〃　　 6所共用機器類の整備及び管理運用並びに必

　　　　　　　　　　　　　　　　要経費等に関する事項

廃棄物委員会　〃　　10排出される廃棄物（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
エックス線障害防止委員会　　　〃　　　　　7　エックス線装置等による放射線障害の防止

　　　　　　　　　　　　　　　　に関する事項
組換えD　NA実験安全委員会　所内関係者　　　5　組換えDNA実験の安全確保に関する事項

　　　　　　　　　所外学識経験

　　　　　　　　　者
図　書　委　員　会各部関係者　10図書館の管理運宮，図書資料の購入，収集

　　　　　　　　　　　　　　　　保管，整理，閲覧，貸出し，複写，レファ

　　　　　　　　　　　　　　　　レンスサービス等に関する事項
職　務　発　明　審　査　会　各部長等　　　　9　職務発明の認定及び特許権の承継等の審査

所報告・資料掲載論文審査会　　　〃　　　　　9　農業環境技術研究報告・資料に掲載しょう

　　　　　　　　　　　　　　　　とする論文の内容及び掲載可否の審査
年報及び農環研ニュース企画連絡室長　　6　年報及び農環研ニュースの編集・刊行に関

編　集　委　員　会及び各部関係　　する事項

　　　　　　　　　者
筑波機械整備委員会各部関係者　　　9　筑波機械整備に係る研究用機械の計画的導

　　　　　　　　　　　　　　　　入に関する事項

厚生委員会　〃　15職員の権利厚生に関する事項

健康安全協議会　 〃

行政サービス向上推進委員会　総務部長ほか

　　　　　　　　　3名
規程集編集委員会企画科長，連
　　　　　　　　　絡科長ほか
受託研究等審査委員会各部長等

防　災　対　策　委　員　会　各部長等

施設整備・運営委員会各部関係者

広　　報　　委　　員　　会　各部関係者

特定調達審査委員会　各部関係者

　　専門部会を置く

〃　　　　　　　　　　　　 〃

〃　　下部機関として

　　専門を置く

〃　　　　　　　　　　　　〃

〃

ノノ

〃　　下部機関として

　　専門部会を置く

〃

〃

〃　　下部機関として

　　専門部会置く

10　職員の健康安全管理及び機械，設備等の安　　　〃

　全管理に関する事項

4　事務経費の効率的使用，行政サービスの改　　　〃

　善及び合理化に関する事項

10　諸規程の改正に伴う規程集の整備に関する　　　〃

　事項
9　国以外から委託を受けて行う試験研究及び　　　〃

　調査に関する事項
11　消防計画の立案及び変更，防災対象物の構　　　’・

　造及び避難施設並びに消防用設備等

　　の維持管理に関する事項

9　施設の整備，用地・庁舎及び別棟等研究施　　　〃

　設の運宮，エネルギー対策に関する事項

18　広報基本計画，一般公開，広報関係製作物　　　〃

　　に関する事項

7　特定調達物品等の調達の仕様・技術審査等　　　〃

　　に関する事項

下部機関として

専門部会を置く
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