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は　し　が　き

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

の有効利用新規の農薬及び肥料等土壌改良資材の動態及び特性ならびに未利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，当研究所における平成元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」及

び「農業環境技術研究所資料」を刊行しており，また「農環研ニュース」を発刊し，遂次，研究ト

ピックスの紹介も行っている。さらに，昭和60年度から「農業環境研究成果情報」及び「農業環境

研究叢書」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2年11月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農業環境技術研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　速水昭彦
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1．研究実施の概要

1．環境管理部

環境管理部は資源・生態管理科及び計測情報科の

2科で構成され，農業環境の総合的な評価及び管

理・保全計画手法の開発並びに農業環境に係わる

各種情報の収集・処理手法の確立に関する調査研

究を行なっている。

　資源・生態管理科では，農業環境の総合的管理

保全技術の開発を目的として，土地・水などの基

礎的環境資源の動態評価，環境資源に対する外部

インパクトの影響評価，緑地生態の評価，農村動

態の評価，環境保全機能の評価，景域評価，地域

の物質動態評価などの研究を進めたほか，新たに

地球的規模の環境評価や物質動態評価に関する研

究を開始した。

　基礎的環境資源の動態評価に関しては，土壌分

析データや収量・作付状況などの情報を圃場単位

に管理するための大縮尺圃場管理システムが完成

した。リモートセンシングの活用による資源計量

のトータルシステムとしての環境資源台帳の作成

が進められているほか，この活用により北海道十

勝地区の表層土壌水分量の評価手法の解析手順が

明らかにされた。

　環境資源に関するインパクトイの影響評価に関

しては，大気汚染の長期・低濃度広域影響の評価

を目的としたデータベースの整備が進められてお

り，本年度は気象のデータベースが作成された。

また牛久沼流域の4河川の水質の調査から，都市

化の進行に伴い水質が変動することが明らかにさ

れた。

　緑地生態の評価に関しては，農用林植生の生態

系維持機能を地域の景観構造との関連で明らかに

するため，景観構造の指標を整理・類型化し，類

型ごとの生態系維持機能を検討した。さらに，農

用林の植生遷移の研究では，現存植生の群落構造

や種組成と種子の供給の対応関係が検討された。

また，人為的な管理下で存続する植生と昆虫食鳥

との関連研究が続けられているなかで，10種の昆

虫食鳥の林内空間利用パターンが明らかにされ，

樹林地の構造と鳥類保持機能の関連性が検討され

た。平地林の管理作業を森林生態モデルを用いて

評価する手法が検討された。

　農村動態の評価に対しては，混住地域の環境お

よび景域を評価することを目的として，地域内の

人口変動から混住化地域を類型化する手法が検討

された。また心理学的評価手法にもとづいて，都

市近郊における平地林のアメニティ機能が検討さ

れた。

　環境保全機能の評価に関しては，小流域におけ

る農林業土地利用連鎖がもつ環境保全機能を定量

的に評価するために，茨城県恋瀬川上流水域にお

ける河川流量観測が続けられたほか，農地の多面

的機能の実態を生産力，緑地機能および地形など

の面から解析する研究が開始された。また新規特

別研究「農林地のもつ多面的機能に関する研究」

の中で，水質浄化機能，土砂崩壊防止機能の評価

に必要なデータ処理の研究が始められた。

　景域評価に関しては，特別研究「農林地のもつ

多面的機能に関する研究」が開始され，アンケー

ト調査にもとづいた農村のもつ居住快適性機能の

評価手法の研究が開始された。また農村景観の評

価指標のひとつとして，被視頻度を指標とした景

観ポテンシャル解析手法が検討された。

　地域の物質動態に関しては，牛久沼流域におけ

る有機物動態の年次変化が明らかにされたほか，

河川水質と土地利用の関連につき評価が試みられ

た。火山灰台地にある豚舎の素掘貯留槽から浅層

地下水に浸透する窒素の季節変動が明らかにされ

た。

　地球規模の環境評価に関しては，中国新彊ウイ
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グル自治区の合理的土地利用のため，リモートセ

ンシングによる農業資源および砂漠化程度の評価

手法が研究された。新たに酸性雨の土壌影響予測

モデルの開発研究が開始された。また，地球的規

模の物質動態に関しては，温室効果ガスの一つで

あるメタンの発生を水の浸透速度との関連で観測

し，水田からのメタン発生が水管理で制御できる

可能性を提示した。地球規模での含流ガスの物質

循環における農業生態系の位置づけを明確にする

ため，水田および林地からの含流ガスのフラック

ス測定が開始された。

　計測情報科では，農業生態系の制御・変動予測

法の開発の一貫として，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。そのために，環境諸要素の分布や動態を

効率的・即時的に計測する手法の高度化，環境諸

要素間の関係を明らかにするための数理的・統計

的解析手法の開発，さらにこれら農業生態系に係

わる膨大な情報を効率的に処理・利用するための

データベース構築およびその処理利用システムの

開発を担当している。

　リモートセンシング関連のうち，人工衛星デー

タを利用する分野では，タイ国との共同研究が第

II期に入り，多時期のランドサットMSSデータ

を用いてタイ中央平原の土地利用変化や作付変化

を抽出した。新たにタイ東北部の農業環境を把握

するために，雨季と乾季のランドサットTMデー

タによる土地利用判読を行った。また時系列的に

取得された大量のリモートセンシング画像から，

時問変化成分を高速・高精度に抽出する手法の開

発に着手した。

　近接センシング技術を利用する分野では，分光

反射計を用いて作物の各種ストレス検出に有効な

波長帯の抽出を試みた。本年は水稲の水分欠乏，

キャベツの根こぶ病，小麦の要素欠乏についての

特徴的スペクトル反応を見出した。また圃場計測

用に試作した携帯型分光反射計を用いて，スペク

トル値から地上部現存量および葉面績指数を推定

する手法を開発した。この手法をさらに拡張して

農家圃場に適用し，出穂期の分光測定結果から地

上部新鮮重，葉面積指数を推定し，玄米収量を予

測する手法を提示した。

　アイソトープ等を利用した高精度分析法につい

ては，カリ養分の長期問追跡法として，バックグ

ラウンドレベルK－40トレーサ法を開発した。ま

た環境中での放射性核種のバックグラウンド値と

動態を明らかにするために，全国各地で採取した

サンプルから，ガンマ放射性核種の農耕林地土壌

中の分布と含量を調査した。一方，わが国の主食

である米中のヨウ素濃度レベルを調査し，白米中

のヨウ素の主要給源が，大気中ヨウ素の直接沈着

であることを示唆した。環境中の物質動態解明の

ためのICP－MS法による手法開発に関しては，

ストロンチウムとセシウム含量を従来の放射化法

と比較した結果，ICP－MS法はストロンチウム

で好結果を得た。農耕地における新しい野外ト

レーサ技術の開発のために，ハウス内で放射性リ

ンを使った実験を行い，アイソトープ交換率を実

測し，濃度限界以下であることを確認した。また

長半減期放射性核種の挙動を解明するために，土

壌の種類と施肥・給水条件等を変えた牧草に対す

るセシウムの取り込みを調査し，土壌条件との関

連を明らかにした。

　数理解析手法の開発については，生物個体数の

分散を，生物の各ステージの密度依存的成分と非

依存的成分とに分割する手法を用いた。Key

factor分析を行い，個体数変動を制御しているス

テージ，撹乱しているステージを判定した。また

農業生態系の要素問の相互作用を数理的に解析す

るためのpowerlawを導くモデルを作成した。さ

らに野外調査によってpower　law関係がサンプ

ルの規模によってどのように変化するかを調べ

た。イネ虫媒ウイルス病の疫学モデルの開発につ

いては，空問構造を組み込んだモデルを作成し，

茨城県の各地域におけるイネ縞葉枯れ病の発生予

測に関する各種パラメータを求めた。

　統計的解析法の開発適用法については，生物集

団の遺伝的特性の世代間変動を解析するために，

連鎖ブロックモデルを開発し，これを自殖性植物
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における交雑後の自殖世代での遺伝的固定と連鎖

の切断に応用し，新しい知見を得た。また実験計

画法における要因配置モデルに基づく一般化遺伝

モデルを開発し，これを応用して，半数体倍加系

統における遺伝子数の推定，ダイアレル分析にお

ける環境変動の遺伝母集団に及ぼす影響を解明し

た。また植物DNA塩基配列解明の諸研究を支援

する目的で，データベースの管理と利用のための

システムを開発し，RFLP利用によるイネ遺伝子

地図作成用のプログラムを作成した。画像情報解

析については，植物の微細形態の自動計測，画像

処理，データ抽出を一貫して行えるシステムの開

発を手掛けている。

　データベース化，情報システム等情報処理手法

関連では，農業環境情報所在データベースの構築

と利用手法の開発に向けたアンケート調査を行

い，将来のLAN運用の想定のもとでの検討を

行った。また地理的に分散し，複数のシステムに

管理されているデータベースを，集中型データ

ベースと同様に利用できるようにするための手法

を検討した。さらに，広域農業環境情報把握のた

めに気象衛星NOAAデータを解析し，植生の種

類や量，あるいは土壌水分の推定を行うことがで

きた。

　農業環境に係わる小規模情報管理モデルシステ

ムの開発に関しては，書誌情報をパーソナルコン

ピュータによって管理するための手法を提示し

た。この中でデータベースを構築するとともに，

試験研究の過程で生ずる各種数値データの整理・

解析のために必須な手法をパソコンにより処理す

るシステムを検討し，これに要するプログラムを

開発し，そのソフトウェアの提供を行った。

2．環境資源部

　環境資源部は気象管理科，土壌管理科及び水質

管理科の3科から構成され，農業生態系の維持・

保全のための基本的要素である農業気象，農耕地

土壌及び農業用用排水の水質について，農業環境

資源としてその特性及び機能の解明，利用及び保

全に関する調査研究を行っている。

　気象管理科では，農業気候資源の把握及び特性

の解明と合理的利用技術の開発，大気一植生系に

おける物質及びエネルギーの動態解明と制御技術

の開発，作物など植生に対する気象環境要因の影

響の解明，大気汚染物質の植生に及ぼす影響の解

明と制御技術の開発などのほか，現在問題となっ

ている地球規模の環境変化と農業生態系の相互関

係について研究を進めている。

　気候資源に関しては，農業気候資源の評価法の

開発を進めているが，その一環としてダケカンバ

林分の生長データを用いて環境変化に伴う群落動

態モデルの検討を行った。その結果，樹高及び胸

高直径分布の時間的変化を追うことができ，また

群落内の自然問引きが大きな個体による小さな個

体の抑圧によって行われている可能性が示唆され

た。また，植物バイオマス資源量を把握するため

に，自然植生を対象に利用可能量の分布図を東日

本の分について作成した。

　気象特性に関しては，熱収支法や傾度法（空気

力学的方法）による群落レベルでのガスフラック

スの測定精度向上の研究を進め，群落構造の差異

が農林生態系におけるガスフラックスを変化させ

ることを明らかにした。また，アメダス観測点の

毎時の測定値から任意の地点の値を精度よく補間

する手法を開発し，誤差を小さくする方法を明ら

かにした。

　気象生態に関しては，作物の気候的生育予測法

の基礎となる気象生態反応の定式化を目指して，

冷害年次における水稲の不稔歩合推定モデルの開

発を続けてきたが，過去の作況指数に照らして開

発したモデルが有効であることが示された。また，

水稲を対象に昭和42年から60年にかけて実施さ

れた試験結果を用いて，気象生態反応の面から収

量予測を試みた結果，有効積算気温法や平均気温

との回帰に比べ，気象管理科において開発された

ノンパラメトリック法が精度の高いことが認めら

れた。

　大気保全関係では，オゾンが農作物に及ぼす影

響の解明を引き続き進め，本年度は水稲の全乾物

重に及ぼす影響を評価するため葉面積の生長，光
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合成有効放射の吸収，並びにその放射を利用した

乾物生産の部分から構成される生長モデルを開発

した。さらに，関東地方におけるオゾン濃度の分

布の推定並びに表示法の開発を行った。一方，オ

ゾンが葉内において解毒される機構に関し，アス

コルビン酸との反応の面から検討がなされた。

　また，地球規模の環境問題への対応として，高

CO2が水稲の生育に及ぼす影響，植生の群落構造

とCO2ガス収支の動態，メタンの放出における水

稲の役割，人工酸性雨チャンバーの作製，気候変

化シナリオに基づく地球の温暖化が森林並びに耕

地土壌の有機物分解に及ぼす影響の試算等の研究

を進めるとともに，紫外線が作物の生育及び生理

に及ぼす影響の解明にも着手した。

　地球温暖化に関係あるガスとして注目されてい

るメタンについて，水田から大気中へ放出される

場合，メタンは水稲の根によって吸収されたのち，

通気組織を通って気孔とは異なる葉鞘にある微小

な孔から放出されることが組織化学的に明らかに

された。なお，来年度からは科技庁地球科学特定

調査研究の一環として，農林生態系における主要

な赤外放射吸収ガスであるCO2，メタン，N20の

濃度の季節変化の測定が予定されている。

　土壌管理科では，農業生態系を支えている土壌

資源について，その賦存量を把握し土壌情報シス

テムとして利用する方法を開発するとともに，土

壌のもつ作物生産機能と環境保全機能の維持・増

進を図るため，土壌の物理的，並びに生化学的特

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研究を実

施している。

　土壌資源の賦存量の把握と土壌情報システムの

構築に関しては，施肥等によって農耕地に人為的

に蓄積されたりんの量を試算し，関東地方におけ

る土壌のりん賦存量分布図が作成された。土壌分

類の基礎となる土壌調査法に関しては，沖積低地

を対象にした場合に，空中写真や微地形測量を加

味して精度の高い大縮尺土壌図を効率的に作成す

る手法及び図示法が開発された。これと並行して，

下層土の非破壊調査法として地中探査レーダを利

用し，泥炭層の分布深の計測が可能なことが示さ

れた。また水田土壌の畑作化適正分級の検討が進

められるとともに，パソコン対話方式の土壌分類

検索プログラムが作成された。

　土壌の物理的特性の解明と制御技術の開発に関

しては，畑土壌表面からのポテンシャル蒸発を直

接，連続的に測定する装置が開発されるとともに，

土壌の圧密劣化耐性を数量的に表示する方法も考

案された。またヒドロキシアルミニウムで処理し

たもみがら資材を開発し，これの施用によって毛

管水を切断してコカブのネコブ病を抑制できるこ

とが示された。その一方で，ネコブ病抑止型及び

助長型土壌の物理的特性が調査され，抑止型土壌

では発病し易い高水分条件でありながらほとんど

病徴が現れなかったことなど新しい問題が指摘さ

れた

　土壌の化学的特性に関しては，土壌中での各種

反応に触媒的作用を演じると推定されている粘土

鉱物種について，植物由来の化合物である種々の

フェノール性物質の吸着反応の調査が開始され

た。その結果を土壌別にみると，シナピン酸では

スメクタイトに富む灰色低土で吸着が多く，続い

てアロフェン質黒ボク土，カオリナイト質黄色土

の順に減少するが，ρ一ヒドロキシ安息香酸の吸

着は黒ボク土で多いことなどが認められた。

　土壌の生化学的特性に関しては，土壌中の生理

活性物質の研究が進められ，アミノブチルホモス

ペルミジンという新しいアミンが土壌中で発見さ

れ構造式が決定されるとともに，これが根粒菌生

体中にも存在することが確認された。他方，ドー

パミンが土壌細菌に対して増殖抑制効果を有する

ことなど，天然有機化合物がもつ土壌生態学的な

役割に関して新知見が得られた。また，土壌の化

学的並びに生化学的反応の応用面から，畜舎汚水

の窒素とりんを効率よく除去できる土壌カラム型

汚水処理装置が開発された。

　土壌有機物に関しては，有機物水準の維持に必

要な各種有機物資材について，有機成分組成並び

に腐熟に伴うそれらの成分の変化を明らかにする

とともに，84年間にわたって試験が実施されてい
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る埼玉県農試の有機物連用水田について調査し，

10aあたり堆肥1．1tの連用により土壌の有機物

水準は減少することなく維持されることが認めら

れた。さらに，泥炭地は草地よりも畑地として利

用を続ける方が有機物の分解が進むことが明らか

にされた。

　土壌保全関係では，傾斜畑地における水移動の

三次元的評価法の開発が行われた。土壌侵食に関

しては栃木県下の造成畑地を対象に調査し，異常

多雨時には切土面の湧水発生等により米国農務省

の土壌侵食予式は適用できないことが明らかにさ

れた。また，表層腐植質ボク畑土壌における，大

型機械の踏圧による下層土のち密化とそれからの

回復条件について詳細なデータが得られた。

　来年度からは地球環境問題の一環として，温暖

化が土壌有機物の消長に及ぼす影響並びに対流型

降雨の増大が土壌侵食に及ぼす影響の解明等に着

手する。

　水質管理科では，農業用用排水を対象に水資源

としての合理的な管理・利用計画に資するため，

水質の特性及び動態の把握と解明，並びに農業生

態系等を利用した水質浄化技術の開発等に関する

調査研究を実施している。

　水質の特性並び動態に関しては，水質調査法に

関連して近年先端産業分野においてレアメタル等

の超微量元素の使用が増加し，これが環境中に放

出された場合の環境管理のために，ICP－MSを

用いて水中におけるこれらの超微量元素の分析法

の検討が行われた。ライシメーターにより浸透水

中への陰イオン成分の流出を検討し，土壌中での

移動の速さは淡色黒ボク土，灰色低地土のいずれ

の場合もCI一＞NO3｝＞SO42｝の順であることが

明かにされた。

　水質指標の確立に関する研究では，衛生細菌数

の計測によって，農業用水への生活排水の流入の

有無の判定が可能なことが示唆された。また農業

用水を類型化するための指標の検索を多数の用水

について実施し，無機態窒素の主形態がアンモニ

ウム態と硝酸態に大別されたことを明らかにし

た。農業生態系の水質浄化機能に関連して，底質

からのアンモニアの溶出量を規制する因子の解析

が行われるとともに，護岸に形成される付着緑藻

類が水中の無機態窒素を吸収除去する能力をもつ

ことが明らかにされた。

　地下水水質に関する一連の研究では，水質変動

が認められるのは浅層地下水に限定されることの

ほかに，水田，畑地，林地，周辺集落など土地利

用別，立地条件別に水質変動要因を明らかにし，

これを基に水質変動予測モデルの作成を開始し

た。水田管理と地下水水質に関しては，施肥が地

下水の硝酸態窒素濃度に及ぼす範囲は約1mの

深さまでであることが認められた。また，浅層地

下水の中には飲料水の基準を超える硝酸態窒素を

含むものもあることが認められた。

　水質保全に関しては，排水中のりんの除去法と

して晶析脱りん法に着目し，種晶として利用可能

な各種資材の比較検討が行われた。一方，面源由

来の汚染質の動態を把握するためにはキャリアー

としての水の移動を表現するモデルの作成が不可

欠であることから，そのための出発点として本年

度は水の移動に関連する地形立体図を出力するプ

ログラムを開発した。水質保全関係では，さらに

農村地域における水質管理手法開発の一環とし

て，集落排水等既存の水質浄化法についての再評

価，並びに水性植物の機能利用による水質浄化等

に関する調査研究が今後予定されている。

　地球規模の環境問題に一つとして酸性雨がある

が，平地林の林内雨の化学的性状，地上50m地点

の降水の酸性変化等の調査を行い，降水の酸性化

予測法並びに生態系への影響予測法の開発を目指

している。また，関東地方を中心に各地の農業用

水のアルカリ度を指標として，ノ耐酸性緩衝能の評

価が行われた。

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

ならびに昆虫・線虫その他の小動物・微生物の分

類，特性，生態及び利用に関する調査研究を行っ

ている。
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　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

に，その環境構成要素である植生の生態的特性及

び環境保全機能の解析を行っている。主な研究実

施状況は以下の通りである。

　植生の管理・利用技術の開発の研究においては，

部分的に耕起あるいは5年問放置して荒廃した農

耕地を復元させる過程の植生遷移の調査を行っ

た。年4回耕起することにより多年生雑草が減少

して二次遷移初期の植生が回復した。

　大気中の二酸化炭素の増加と関連して，農耕地

から二酸化炭素の吸収・放出量の厳密な実測が要

求されている。炭素の固定量，土壌有機物の分解

速度など炭素循環にかかわるパラメータの実測が

行われた。

　酸性雨が農作物等に与える影響の研究において

は，酸性環境下における植物の光合成及び呼吸速

度を実測した結果，pHが低下すると光合成量は

減少するが呼吸速度には変化のないことが明らか

にされた。また，多数の植物の中から酸性雨に感

受性の高い植物を選抜した結果，ダイズ，ノザワ

ナ，ナタネ，コブナグサ等が指標植物として有望

であった。

　牧草地における群落構造の研究においては，

オーチャードグラス草地の不適切な管理は容易に

裸地化と雑草の侵入を招くが，リードカナリーグ

ラス草地では安定した群落が維持できることを明

らかにした。また強害草地雑草であるギシギシ類

のうちエゾノギシギシは低pHでも生育し，かつ

アルミニュウム耐性のあることを明らかにした。

このことがギシギシ類の地理的分布に関係してい

るのではないかと考えられている。

　数十年にわたるある地域の日平均気温をクラス

ター分析によって数箇の気象型に分類し，それぞ

れの気象型のもとで得られる放牧草地の牧草量及

び牛の体重変化を予測する方式を明らかにした。

また高位家畜生産を示す放牧草地におけるエネル

ギー経済をシミュレーションにより推定した。

　DNA組換え体トマトの非閉鎖系施設における

安全性評価試験を行い，、組換え体トマトの有害物

質産生，花粉流動及び虫・風媒による着果等の調

査を行った。これらの実験によって，組換え体は

新たなアレロパシー物質を産生しないこと，花粉

流動は120cm以上離れた所へは極めて少ないこ

となどを明らかにした。

　他感物質にかかわる研究においてその検索手法

を確立した、、その方法は，発芽・生育試験，植物

体抽出物や根浸出物の測定を含んでいる。また，

生葉酸性画分の活性を比べた結果，クズ，ヨモギ，

ヨウシュヤマゴボウ，メヒシバに強い活性を認め

た。ムクナに含まれているL－DOPAの作用機構

を解明するため，19植物種を検定した結果，

catecho1とTBCにL－DOPAと同程度の活性
を認めた。

　上記ムクナには強い他感作用の存在が示唆され

ているので，栽培試験によって他感作用の識別と

機能の解明を行った。その結果，ムクナは共栄・

制圧作用をもつことが強く示唆され，作用物質の

本体や機構について更に綿密な実験の必要性が認

められた。農耕地雑草に含まれる他感物質の検索

を行い，キク科の雑草にはクロロゲン酸とシリン

ガ酸が多く，タデ科の雑草には桂皮酸が多く含ま

れていることが明らかになった。これらの酸性物

質を多く含む種はレタスの幼根伸長阻害活性が大

きい。

　山火事跡に播種されたエニシダがクロマツヘの

遷移を抑制する物質としてDOPAが指摘された

が，この土壌中における移動や蓄積のメカニズム

については今後の検討を要する。

　微生物管理科では，ウイルス，細菌，眞菌，線

虫を対象に，分類・同定，特性・機能，生態，制

御，利用などについて基礎的研究を行っている。

　分類・同定に関しては，亜熱帯および施設栽培

農作物から以下の新病害を発見し，病原を分離・

同定し病名を与えた。パクチョイ，キュウリから

乃孟h伽吻勿hσ吻虎7郷α加n（立枯病，綿腐病），ク

ダモノトケイソウから、P勿孟oρ窺ho鰯　吻60あαn磁

var．勿郷魏6α（疫病）とCol伽o師6h％別gZo60ερo－

7弼46s（炭そ病），パインアップルからCh吻窺

勿鵤40辮（基腐病），ゴレイシから（｝10吻6Z6磁
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6初g吻如（炭そ病），スターチスから．Ps甜40一

窺碗αs　so勧αoθα郷窺（青枯病），宿根カスミソウ

からA．σn470φogO跳（斑点細菌病）。その他，既

知菌として，アマランサスから乃．の加吻46－

7吻σ魏吻（苗立枯病，茎腐病）サントウサイ，チン

ゲンサイからC。h惚初吻n％吻（炭そ病），ハマオ

モトから（二glO60ερ0万0ガ46S（炭そ病）を分離同定

した。また，発光遺伝子を得る目的で海水から

怖わ吻log擁を分離同定した。芳香族塩素系化合

物分解菌としてCoryneform細菌を同定した。線

虫については，茨城県から新種。4gl伽6h郷

oJ％α肋郷π観6を記載するとともに，Tylenchinae

亜科2種及び乃1づ6016薦勿σ属2種を我が国から初

めて記録した。

　微生物の収集保存に関連しては，菌類の長期保

存法としてL一乾燥標本を一200C保存する方法が

よいことを見出した。

　特性・機能に関連しては，A．sッ7初8麗　pv．

メ砂on勉郷とpv．sケ勿励」6nsの寄生性における

差異を比較検討した。さび病菌に寄生するE

6碗痂をタイ国で調査し，寄生特性を明らかにす

ると共に生物学的制御への利用の可能性を見出し

た。サルビア根圏土壌から分離した赤色集落細菌

S67襯伽脚z66s66郷F－1－1株はキュウリ灰色

疫病菌に対して強い抗菌性を示した。白色集落菌

を含む各種S醐窺枷属細菌について検討した結

果，赤色集落細菌にだけ抗菌性が認められた。ま

た，Tn7導入試験によりトランスコンジュガント

が得られた。これらの中から遺伝的に安定な白色

集落株が得られたが，すべて抗菌性を示さなかっ

た。以上から，本菌の産生する色素自体が抗菌物

質である可能性が高く，本物質の単離・構造決定

について検討中である。微生物の変異と宿主の相

互作用を分子レベルで解明する一環として，イネ

縞葉枯ウイルスの4種のゲノムRNAの末端シー

ケンスの分析を行った。末端シーケンスは4種と

も保存された領域をもち，また，ある種の動物ウ

イルスの末端と類似していた。有害線虫の天敵で

ある出芽細菌に関連しては，胞子の混入土壌また

は懸濁液に線虫を放ち，高い感染率を得た。また，

胞子の水漬後乾燥又は超音波処理によって感染率

が高まった。細菌のネコブセンチュウ系統を比較

した結果，前者が後者に比べて高温及び殺線虫剤

に高い耐性を持ち，土壌中生存期問も長い傾向に

あった。

　生態，制御に関連しては，TMVやCGMMVに

よる土壌汚染と，土壌から，これらのウイルスを

回収する条件等を調べた結果，特に火山灰土のア

ロンフエン分画がウイルスの吸着と密接な関係に

あることを示唆するデータが得られた。ウイルス

と土壌の種類による吸着程度は，ポリアクリルア

ミドゲル電気泳動と銀染色により予測可能であっ

た。土壌および各種植物根圏から分離した微生物

の病原菌に対する拮抗作用の検定と，拮抗微生物

の発病抑制効果を検討した結果，強い拮抗能を有

する分離株を得た。これら拮抗微生物の一つであ

るA6躍o別onαs6のσ6宛については，反応特異性

の異なる5種類のモノクローナル抗体を作製し，

モノクローナル抗体を利用したP　oのσ6宛検出法

を確立した。

　利用に関連しては，Sケの伽n鐸6s属放線菌の菌

外酵素キチナーゼの生産調節機構を分子のレベル

で明らかにすることを目的に，酵素化学的検討と

ともに，生産をコードしている遺伝子の解析を行

い誘導に関与する発現領域を推定した。一方，キ

チナーゼ高生産株の組換え体の作出を図り，キチ

ン培地で親株の10－50倍の活性を示すクローン

を得ることができた。

　難分解性芳香族塩素化合物の微生物分解につい

て検討を進め，3一クロロ安息香酸分解菌を単離し

て分解遺伝子の解析を行った。

　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。

　昆虫の分類に関しては，フタテンキヨトウとそ

の近縁種についてこれまで適用されてきた4つの

学名のうち∠416磁鵤4宛如とノ1．彫ooz6iの2つの

学名が有効であることを明らかにした。食材昆虫

の寄生蜂セダカヤセバチ科には，日本に7種分布

することを明らかにし，分布地および寄主につい

てとりまとめをした。ヒメバチ科の採集用トラッ
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プの色を検討したところ，黄＞白＞黒¢）順に多く

誘引された。夜行性の種類は黒＞黄＞白の順で

あった。農環研内で花粉媒介昆虫の訪花活動の季

節消長を調査したところ，活動は3月下旬から11

月中旬までみられ，4～5月に種数・個体数とも最

大となった。合計45種が記録された。

　昆虫の行動に関しては，ホソヘリカメムシの繁

殖戦略を明らかにするため，放飼虫の分布，卵，

次世代成・幼虫の分布などを調査し，ダイズ品種

による差，集中度などを検討した。コナガの飼育

法を検討し，野外虫と同程度の飛翔能力をもつ飼

育成虫を得る見通しが得られた。簡便なEAD装

置を試作し，性フェロモン主要成分の検出に成功

した。昆虫の触角の寿命を長くするための改良が

必要であった。性フェロモンによる誘引効果に地

域差があることを明らかにし，その原因解明のた

めの微量成分の分析法を検討して満足な結果を得

た。ピーマンなどの重要害虫であるタバコガの性

フェロモンの化学構造と，合成性フェロモンの誘

引性を明らかにした。誘引性に関係する性フェロ

モンはシスー9一ヘキサデセナール，シスー11一ヘ

キサデセナール，ヘキサデカナール，シスー9一ヘ

キサデセニルアセテートの4成分であった。

　天敵に関しては，卵寄生蜂ヘリカメクロタマゴ

バチの寄生がホソヘリカメムシの外にホソハリカ

メムシ，ハリカメムシ，クモヘリカメムシと推定

した。ヘリカメクロタマゴバチの発育と寄主制御

機構を明らかにするため，人工培地を検討した結

果，3令まで飼育することに成功し，初期の発育過

程を直接観察することができた。ヘリカメクロタ

マゴバチの成虫の日齢推定のために，リポフスチ

ン及びプテリジンの蛍光強度の変化を調査した

が，一定の傾向は見られなかった。人工飼料によ

るクサカゲロウ類の累代飼育法を検討し，艀化幼

虫から終齢幼虫まで，終齢幼虫から成虫までの飼

育に成功した。導入天敵チュウゴクオナガコバチ

の幼虫は秋冬期の低温で脱糞，蝋化し，春の温度

上昇で一斉に羽化することを明らかにした。

　個体群動態に関しては，ホソヘリカメムシの成

虫を人工飼料で飼育し，栄養と産卵の関係を検討

したところ，産卵にはタンパク質が最も重要であ

り，正常な産卵をするためにはアミノ酸，デキス

トリン，ビタミン，アスコルビン酸，ダイズ油を，

成虫期に摂食する必要性があることを明らかにし

た。チンゲンサイの上のコナガの卵を野外に設置

し，網かけをして個体数の変化を調査したところ，

オオハサミムシやウヅキコウモリグモなどの俳徊

性の捕食者が若齢期の密度減少に大きな影響を与

えていた。環境と個体群動態の関係について理論

構築をするため，キャベツの栽植密度を変えて，

害虫の発生量，分布の変動を調査し，解析を行っ

た。アブラムシ類のアイソザイムについて調査し，

活性の認められる10種の酵素を見い出した。イネ

ミズゾウムシの各種酵素のアイソザイムを調査

し，同一の寄主植物でも，ザイモグラムに変異性

があることを認めた。

　アフリカマイマイの生活史に関する応用研究が

終了し，活動環境，活動時刻，移動分散，繁殖な

どについての基礎的な知見が得られた。アリモド

キゾウムシに関する応用研究が開始され，羽化後

の繁殖可能期間，交尾回数，産卵数，活動時刻な

どが調査された。

4．資材動態部

　資材動態部は，農薬動態科，肥料動態科の2科

から構成され，農業環境の保全を配慮しつつ，農

業生産を向上させる化学物質（農薬，肥料，土壌

改良資材等）の合理的利用技術の開発，農内外廃

棄物の農業への利活用技術の開発，並びに作用機

構未解明元素の生体機能に及ぼす影響の解明を目

指し，それぞれの資材の特性，動態，管理に係わ

る先導・基盤的調査研究を進めている。

　農薬動態科では，農薬の特性と動態の解明，合

理的利活用技術の開発及び環境生物に対する影響

解明と総合管理技術の開発に関する研究を分担実

施している。

　特性解明では，非破壊分析核磁気共鳴吸収法を

用いて殺菌剤の薬理研究が続けられ，細胞膜のイ

オンチャンネル阻害剤処理により糸状菌生育阻害

に比例して，水のスピンースピン緩和時間（T2）
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が減少すること，また薬剤処理によるイネ根の水

分変化とT、変化に相関があること等が明らかに

され，菌や植物に対する作用・薬害解析への手掛

りを得た。抗いもち剤プロベナゾールはイネの生

体防御関連酵素PALのmRNA量を増大させる

こと，ベンゾイミダール耐性灰色かび病菌はアミ

ド化合物に負相関活性を示すこと等が明らかにさ

れた。

　植物体における動態では，揮発性脂肪族ハロゲ

ン化合物の野菜，水稲における吸収，移行，残留

性が調べられ，化合物の物理化学性との相関が検

討された。土壌中における動態では，芳香族塩素

化合物の各種条件下における分解が調べられた。

また，除草剤PCPの分解菌A6％407nonαs　sp．の全

DNAライブラリが作成され，分解遺伝子の解析

が進められた。イネ倭化防止剤BNA－77の作用

は，土壌中で倭化原因物質である脱塩素ベンチオ

カーブ生成の抑制によることが明らかにされた。

水系における動態では，地下水への流動予測につ

いて基礎試験が開始された。気相中における動態

では，光分解の量子収量に基づき太陽光下におけ

るダイオキシン類の半減期が試算された。

　農薬活性の利活用技術の研究では，新規カーバ

メート化合物SK－102のイネポットによる協力

作用試験が行われ，有機リン剤フェニトロチオン

の慣行施用量で，高度の抵抗性を示すニカメイガ

を防除することができた。イネいもち病に対する

メラニン生合成阻害活性と構造の相関が検討さ

れ，分子内水素結合により二環式構造を取りうる

ものも有効であった。また，インドール誘導体は

イネゴマ葉枯れ病菌に抗菌性を示すことが見いだ

された。ニンジン培養細胞あるいは胚軸より誘導

されたカルスにγ一線照射を行い，除草剤ビアラ

ホス抵抗性のカルスを選抜した。また，ストレス

耐性作物作出の基礎知見を得るため，発芽初期の

緑化過程で活性化をうけるPAL遣伝子の特性が

検討された。

　薬剤の生物に対する影響研究では，土壌微生物

に及ぼす影響が調べられ殺菌剤PCNBの連用は

土壌中における本剤の分解を著しく促進した。農

薬の植物内生ホルモンに及ぼす影響を明らかにす

るため，サイトカイニンのHPLCによる定量法が

検討された。昆虫の異物に対する生体防御研究で

は，加水分解酵素とbindingproteinによるフェニ

トロオクソン解毒の組織別活性分布がニカメイガ

で調べられ，またグルタチオンS一トランスフェ

ラーゼにより抱合を受ける芳香族化合物の構造的

特徴が明らかにされた。薬剤抵抗性関係では，ニ

カメイガの有機リン剤抵抗性は生体活性毒物体オ

クソンの解毒能増大に基づくことが証明された。

コナガのBT剤抵抗性が確認され，また本抵抗性

は不完全劣性の単一遺伝子により支配されると推

定された。ワタアブラムシの寄主選択性，薬剤感

受性及びアリエステラーゼ活性と有機リン剤抵抗

性の関連性が検討された。ビワ未熟種子により各

種内生ジベレリンが同定され，その代謝経路が推

定された。さらに，強力なイネ伸長促進活性をも

つ新規ジベレリンが分離され，その構造が決定さ

れた。

　生態系における農薬の管理技術の研究では，各

種農薬の水溶解度，蒸気圧，ヘンリー定数が求め

られ，平衡論モデルに基づく環境各相における農

薬の分布が算出され，環境中における農薬の初期

分布の予測が可能となった。組換え体の生態系導

入のための安全性評価法については，導入形質の

安定性がグルクロニダーゼ遺伝子をマーカーとし

てタバコで調べられた。また，マーカーとして利

用するためニンジンより除草剤抵抗性遺伝子の

cDNAが作成された。

　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

態の解明及びこれら成分の動態制御・管理技術の

開発，並びに農業内外廃棄物の利活用技術の開発

に関する研究を分担実施している。

　土壌や植物試料中に含まれる希土類16元素の

誘導結合プラズマ発光一質量分析装置による同時

定量法を確立し，土壌，植物からはすべての希土

類が検出されたが，その総量については相互問に

かなりの差があった。重金属汚染土壌を含む10

土壌断面試料中のレアメタルの分布パターン，濃
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度は，測定された27元素のうち高濃度で存在する

のはバナジウム（59～355ppm）であり，逆にイン

ジウム（0．029～0．180ppm〉は最低値を示した。

重金属汚染土壌で明らかに表層集積を示したの

は，アンチモン，インジウム，ビスマス，ウラン，

ランタンなどであった。有機性廃棄物中のレアメ

タルを誘導結合プラズマ発光一質量分析装置を利

用して定量するための前処理法を確立した。コマ

ツナに対する6種類のレアメタルの吸収及び生体

機能への影響を調べた結果，バナジウムなどで生

育障害が認められ，レアメタル添加による吸収増

加はランタンでのみ明らかであった。

　多量成分の特性と動態の解明では，中空糸を利

用し畑土壌中のイオンの移動をリアルタイムに測

定，グラフ化を可能にした。8種類のリン酸資材

を用い，原子炉で照射したリン酸量と32P生成量

との間には直線関係が認められること，またリン

酸はその形態が異なっても同じ効率で放射化され

ることが分かった。

　さらに32P標識化資材を用いて施肥リンや蓄積

リンの土壌中での形態変化を明らかにした。ケイ

素の安定同位体を用いて水稲によるケイ酸の利用

率を調べた結果，ケイ酸カルシウム水和物では，

Gyroliteを除いて61～76％と極めて高く，ケイ酸

カルシウム，製鉄鉱さい，Gyrohteでは，23～38％

であった。

　微量成分の特性と動態の解明では，亜鉛につい

て土壌pHが化学種形態に及ぼす影響を明らかに

し，また水稲のランタン濃度を変えた水耕栽培に

より，10ppmまでは生育刺激効果によって乾物重

の増大を認めたが，それ以上では生育が著しく抑

制されることを明らかにした。

　肥料等の動態制御・管理技術の開発では，NMR

を用いて植物中のホウ素の移行，代謝過程におけ

る形態を明らかにした。また地表面から揮散する

亜酸化窒素を連続して高精度で測定する技術を開

発し，ヒノキ林における亜酸化窒素濃度の日変化

を明らかにした。さらに水稲に対する窒素追肥の

時期，量とオゾン被害の関係を明らかにした。

　農業内外廃棄物の利活用に関しては，家畜尿汚

水処理装置の前段階に用いられている固形物除去

用オガクズ炉過槽に，リンが多量に含まれ，その

約50％は有機態で，化合形態としてはジエステル

態が50％以上を占めていることが分かった。微生

物の活動に伴って生成する熱を微生物熱量計で連

続的に測定し，その発熱パターンの解析により，

土壌微生物活性に対する環境要因の影響の程度

が，数式化され推定可能となった。これはコンポ

ストの腐熟度の判定にも有効であった。また微生

物資材の有機物分解効果を判定する技術への適用

を検討し，有用であることを示した。また微生物

資材添加による有機物分解促進効果の化学的判定

手法として，炭酸ガス発生量の変化と糖成分含量

の変化を測定し，いずれも資材によって特徴的な

経時変化をすることが分かった。有機性廃棄物中

に含まれる金属類の土壌一水系における移行機構

を明らかにするため，下水汚泥の水抽出液をゲル

クロマトグラフィーで分画した結果，主成分は銅

の5．5ppmで，ストロンチウム，ニッケル，モリ

ブデン，亜鉛を伴っていた。またこの銅の80％以

上が有機態の銅として回収された。



II．平成元年度研究課題

1．研究課題一覧

課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間 研究　分担 担　当　者

番号 研　　究　　課　　題

1　農業上問題となる環境要因の体系

的解明

国農業生産関連生物と環境要因の

相互作用の解明

（1〉農業生産関連生物に対する環

境要因の影響の解明

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

確立（1） 岡　田　益　巳

竹　澤邦　夫

川　方　俊和

2 2　作物類の気象生態反応の解 経常 継 環境資源・気象生態研 矢　島　正　晴
明（2） 58～62～ 岡　田　益　巳

（4） 竹　澤　邦　夫

川　方　俊和

3 3　大気質の変動の作物への影 経常 継58～5 環境資源・大気保全研 小林和彦
響の評価法の開発（4）

4 4　大気汚染が作物の物質生産 公害防止 継61～2 環境資源・気象生態研 矢　島　正　晴

に及ぽす影響の定量的解析 岡　田　益　巳
（6） 竹澤邦　夫

川　方　俊　和

5 5　植物の大気汚染物質の解毒 公害防止 継61～2 環境資源・大気保全研 野　内　　　勇

機構の解明（7）

6 6　大気汚染の影響評価のため 公害防止 継62～2 環境管理・情報シス研 鈴　木大　助
のデータ解析と表示法の開発 守　谷茂　雄
（8）

環境資源・大気保全研 野　内　　　勇

小林和　彦
7 7　耕地気象情報モニタリング 総合研究〔受託〕 単63 環境資源・気象生態研 矢　島　正　晴

装置の開発に関する緊急研究 川　方　俊和
（2〉質的に新しい環境要因の生体

機能に及ぼす影響の解明

8 1　作用機構未解明元素の賦存 経常 継58～元 資材動態・微量要素研 吉　野　昭　夫

量の実態把握（9） 後　藤　重　義

9 2　レアメタル類の動態及び生 公害防止 継63～4 資材動態・微量要素研 後　藤　重　義

体機能への影響の解明一土壌 吉　野　昭　夫

環境中における分布とその変

動（10）

10 3　レアメタル類の動態及び生 公害防止 継63～4 環境資源・水質動態研 山　崎慎　一
体機能への影響の解明一水環 津村昭人
境における分布とその変動 木　方　展　治
（11）

11 4　レアメタル類の動態及び生 公害防止 継63～4 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

体機能への影響の解明一農用 羽　賀　清　典

資材中における分布とその変 川　崎　　　晃

動の実態調査（12）
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間 研究　分担 担　当　者

番号 研　　究　　課　　題

II農業環境生物の特性の解明と管

理・利用技術の開発

⑪微生物等の特性の解明と制御法

の開発

（1）細菌及びウイルスの特性の解

明と分類・同定法の確立

12 1　植物ウイルスの理化学的性 経常 継62～8 環境生物・土微分類研 福本文　良
状の解明一遺伝子組換え体の （生物研） 美濃部　侑　三

作製とその機能と構造の解明

（13）

13 2　地域条件に対応した弱毒ウ バイテク〔地域 継61～2 環境生物・土微分類研 鳥　山　重　光

イルスの作出及びこれを利用 バイテク〕 福　原　真　実

した防除技術の確立（14）

14 3　植物ウイルスの理化学的性 経常 継63～4 環境生物・土微分類研 鳥　山　重　光

状による分類基準の確立（15）

15 4　イネ縞葉枯ウイルス変異株 大型別枠〔生態 新元～10 環境生物・土微分類研 鳥　山　重　光

出現と宿主の相互作用 秩序〕 福　原　真　実

16 5　イネ縞葉枯ウイルスのRN 大型別枠〔生態 新元～10 環境生物・土微分類研 鳥　山　重　光

Aポリメラーゼの純化と特性 秩序〕 （国立遺伝研） 石　浜　　　明

解析

17 6　農業生態系にかかわる細菌 経常 継58～4 環境生物・特性分類研 福　田　徳　治

の分類（16） 畔　上　耕　児

田部井　英　夫

18 7　植物細菌病の診断と病原細 経常 継58～4 環境生物・特性分類研 田部井英　夫

菌の同定（17） 畔上耕児
（生物研） 西　山　幸　司

19 8　植物寄生性細菌の生理的特 経常 延 環境生物・寄生菌研 松　田　　　泉

性と感染・発病機構の解明 58～63～ 佐　藤　　　守

（18） （3） 佐藤善　司
（東京大学） 岩崎成夫

小　磯邦　子
（蚕試昆虫研〉 白　田　　　昭

20 9　植物病原細菌の毒素産生遺 バイテク〔バイ 単63 環境生物・寄生菌研 佐　藤　　　守

伝子の構造解析（19） テク育種〕

21 10鞭毛菌類の特性の解明と分 経常 継58～元 環境生物・特性分類研 佐　藤　豊　三

類基準の確立（20） 大久保博人
浜　屋　悦　次

22 11不完全菌類の特性の解明と 経常 継58～元 環境生物・特性分類研 佐　藤　豊　三

分類基準の確立（21） 大久保博人

浜屋悦次
23 12作物糸状菌病の診断及び病 一般別枠〔情報 継62～元 環境生物・特性分類研 浜屋悦次

原同定（22〉 処理〕 大久保博　人

佐　藤　豊　三



II　平成元年度研究課題

課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期問

番号 研　　究　　課　　題

24 13植物寄生性糸状菌の生理的 経常 延 環場

特性と発病機構の解明（23） 58～63～

（3）

（2）土壌微生物の特性・機能の解

明と分類基準の確立

25 1　土壌病害の発病抑止作用に 経常 完60～63 環場

関与する土壌微生物の特性解 ＊

明と類別（25）

26 2　内生菌根菌を含む根圏微生 一般別枠〔根菌 完61～63 環埋

物の動態特性の解明（26） 環境〕 ＊

27 3　土壌微生物生態系における 経常 継62～元 環彗

植物寄生性細菌の特性ならび

に機能発現の解明（28）

28 4　土壌生態系における放線菌 経常 継58～元 環彗

の特性の解明（29）

29 5　放線菌の菌体外酵素生産に 大型別枠〔生物 継63～2 環培

おける生物情報（30） 情報〕

（3）微生物の安定的長期保存法の

開発

30 1　糸状菌の安定的長期保存法 経常 継61～2 環彗

の標準化（31）

（4）線虫及び土壌小動物の特性の

解明と分類・同定法の確立

31 1　ネコブセンチュウ類の分類 経常 完58～63 環彗

と特性の解明（35）

32 2　ネグサレセンチュウ類の分 経常 継61～2 環堰

類・同定法の確立（36）

33 3　テイレンクス亜科線虫の分 経常 継61～4 環彗

類（37）

34 4　ラドフォルス属線虫の日本 経常 単63 環彗

未記録種の探索 （プ

35 5　シスト線虫に対する誘引・ 大型別枠〔生態 新元～4 環彗

忌避物質の分離・同定 秩序〕 （望

（5）微生物，線虫及び土壌小動物

の制御法の開発

36 1　土壌微生物の相互作用の解 経常 継59～元 環彗

明（40）

37 2　リゾクトニア菌等土壌病原 一般別枠〔根圏 継61～2 環彗

菌に対する根圏細菌の拮抗機 環境〕

構の解明（41）

38 3　拮抗微生物の遺伝子解析 一般別枠〔根圏 継61～2 環堆

（42） 環境〕

39 4　微生物利用による地域主要 バイテク〔地域 継62～3 環堪

病害虫の防除技術の開発（43） バイテク〕

　研究分担

環境生物・寄生菌研

環境生物・土微分類研

＊〔野菜・茶試〕

環境生物・土微分類研

＊〔野菜・茶試〕

環境生物・土微生態研

環境生物・土微利用研

環境生物・土微利用研

環境生物・特性分類研

環境生物・線・動物研

環境生物・線・動物研

環境生物・線・動物研

環境生物・線・動物研

（九州農試）

環境生物・天敵生物研

（委託：北海道大学）

環境生物・土微利用研

環境生物・土微生態研

環境生物・土微生態研

環境生物・土微生態研

13

担当者

佐藤善司

小林紀彦＊

小林紀彦＊

土屋健一
本間善久
鈴井孝仁
宮下清貴

宮下清貴
沢田泰男

大久保博人

佐藤豊三
浜屋悦次

西沢　務

水久保隆之

西沢　務
水久保隆之

水久保隆之

佐野善一
志賀正和
福沢晃夫

沢田泰男

本問善久
鈴井孝仁

鈴井孝仁

鈴井孝仁
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間 研究　分担 担　当　者

番号 研　　究　　課　　題

40 5　原核生物等線虫天敵微生物 一般別枠〔根圏 継61～2 環境生物・線・動物研 西　沢　　　務

の特性と拮抗機構の解明（44） 環境〕

41 6　根圏における有用機能菌の 一般別枠〔根圏 継62～2 環境生物・土微利用研 宮　下　清貴
遺伝子操作（45） 環境〕 沢　田　泰　男

（6〉組換え体の野外環境下での安

全性評価手法の開発

42 1　植物ウイルスの検出手法 バイテク〔安全 継62～元 環境生物・土微分類研 鳥　山　重　光

（46） 性評価〕 福　原　真　実

43 2　植物ウイルスの検出手法 バイテク〔安全 継62～元 環境生物・土微分類研 鳥　山　重　光

一植物ウイルス検出用モノク 性評価〕 （委託：日植防研） 匠　原　監一郎

ローナル抗体と作製と利用
（47）

44 3　植物ウイルスの土壌中での バイテク〔安全 新63～元 環境生物・土微分類研 鳥　山　重　光

消長 性評価〕 福　原　真　実

45 4　植物寄生細菌の検出手法 バイテク〔安全 完62～63 環境生物・寄生菌研 松　田　　　泉

（48） 性評価〕

46 5　有用土壌細菌の検出手法 バイテク〔安全 完62～63 環境生物・土微生態研 土　屋健　一
（49） 性評価〕 鈴井孝仁

47 6　有用土壌細菌の検出手法 バイテク〔安全 継62～元 環境生物・土微生態研 土　屋健　一

一有用土壌細菌検出用モノク 性評価〕 鈴　井　孝仁

ローナル抗体の作製と利用 （委託：日植防研） 匠　原　監一郎

（50）

48 7　土壌微生物へのD　NAプ バイテク〔安全 継62～元 環境生物・土微利用研 宮　下　清　貴

ローグ法の利用（51） 性評価〕

49 8　植物寄生細菌の植物及び土 バイテク〔安全 継63～元 環境生物・寄生菌研 松　田　　　泉

壌中での生息状況（52） 性評価〕

50 9　有用土壌細菌の消長 バイテク〔安全 新63～元 環境生物・土微生態研 土　屋健　一
性評価〕 鈴　井　孝　仁

51 10Pseudomonas属細菌等に バイテク〔安全 継63～元 環境生物・寄生菌研 佐　藤　　　守

おける供与DNAの転移性 性評価〕

（53）

52 11温度感受性及び特定栄養要 総合研究〔組換 新63～2 環境生物・土微分類研 福　本文　良

求付与技術の開発に関する研 えDNA〕

究

53 12　スーサイドプラスミドの開 総合研究〔組換 新63～2 環境生物・土微分類研 福本　文　良

発に関する研究 えDNA〕 （広島大学） 小　林泰　夫

54 13組換え遺伝子の伝達及び伝 総合研究〔組換 新63～2 環境生物・寄生菌研 佐　藤　　　守

達制御の開発に関する研究 えDNA〕 資材動態・薬剤耐性研 田　中　喜、之

資材動態・除草動態研 南　　　栄　一

55 14染色体内導入による組換え 総合研究〔組換 新63～2 環境生物・寄生菌研 佐　藤　　　守

遺伝子の安定化技術の開発に えDNA〕 （委託：大阪大学） 大　嶋　泰　治

関する研究

56 15TMV抵抗性組換えトマト 経常 新元～2 環境生物・土微分類研 福　本　文　良

における異種ウイルスの増殖

の確認



II　平成元年度研究課題

課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期問

番号 研　　究　　課　　題

②有用微生物の探索と微生物の有

効利用法の開発

（1）有用微生物の探索

57 1　有用機能菌の探索と動態の 一般別枠〔根圏 継61～2 環ナ

解明（56） 環境〕

＊

（2）微生物の有効利用法の開発

58 1　畑土壌バイオマスの養分代 一般別枠〔根圏 継61～2 環土

謝・集積機能の評価（57） 環境〕 （弓

59 2　高分解能菌株の増殖及び機 公害防止 継61～元 環土

能向上技術（58）

60 3　分解微生物の分類，同定及 公害防止 継62～元 環ナ

び保存（59〉

（3）微生物の生理活性物質の探索

と利用法の開発

61 1　微生物の産生する生理活性 経常 完58～63 環ナ

物質の解明と利用法の開発
（60） （

③昆虫の特性の解明と管理技術の

（

開発

（1）昆虫の分類・同定法の開発と

昆虫相の解明

62 1　鱗翅目（大蛾類幼虫）の分 経常 継 環

類学的研究（61） 58～62～

（4）

63 2　膜翅目の分類学的研究（67） 経常 継63～4 環

64 3　双翅目昆虫相の解明（68） 経常 継63～4 環

65 4　農業環境における指標生物 重点基礎〔指標 単63 環

の探索（昆虫） 生物〕

（2）昆虫個体群の特性の解明

66 1　植生管理が野外昆虫個体群 経常 新元～3 環

動態に及ぼす影響の解析

67 2　成虫工一ジ構成に基づく生 大型別枠〔生態 新元～4 環

存曲線の推定 秩序〕

68 3　昆虫個体群の簡易密度調査 経常 延 環

法の確立（70） 61～63～

（2）

69 4　昆虫とその寄生者，捕食者 経常 完61～63 環

の相互関係の解析（71）

研究分担

環境生物・土微利用研

＊〔草地試〕

環境生物・（科長）

（委託：山口大学）

環境生物・土微利用研

環境生物・特性分類研

環境生物・寄生菌研

（東京大学）

（果樹試）

環境生物・昆虫分類研

環境生物・昆虫分類研

環境生物・昆虫分類研

環境生物・昆虫分類研

環境生物・個体群研

環境生物・個体群研

環境生物・個体群研

環境生物・個体群研

担当者

15

加藤邦彦＊

沢田泰男

浜屋悦次
丸本卓哉
宮下清貴
小川直人
沢田泰男
畔上耕児
福田徳治
田部井英夫

佐藤善司
松田　泉
岩崎成夫
古川　淳
石井英夫

吉松慎一

小西和彦
松村　雄
松村　雄
小西和彦
吉松慎一
松村　雄

矢野栄二

矢野栄二

矢野栄二

矢野栄二
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期問 研究　分担 担　当　者

番号 研　　究　　課　　題

70 5　オンシツツヤコバチーオン 重点基礎〔指標 単63 環境生物・個体群研 矢　野栄　二

シツコナジラミ系の個体群動 生物〕

態のシュミレーション解析

71 6　種個体群の変異性に関する 経常 継63～3 環境生物・個体群研 森　本　信　生

研究（74） 釜　野　静　也

（3〉昆虫の行動特性の解明と制御

技術の開発

72 1　りん翅目昆虫の性フェロモ 経常 完58～63 環境生物・昆虫行動研 川　崎建次郎

ン源への定位行動の解析（75）

73 2　種内交信物質によるシロイ 大型別枠〔生態 新元～4 環境生物・昆虫行動研 野　口　　　浩

チモジヨトウとチャハマキ成 秩序〕 杉　江　　　元

虫の行動調節機構の解明

74 3　カメムシ類の摂食・採餌行 経常 完59～63 環境生物・昆虫行動研 池　内　まき子

動の生理・生態的解析（76） 日高輝展＊
川　崎健次郎

＊〔熱研〕

75 4　行動制御物質の免微易定量 大型別枠〔生物 継63～2 環境生物・昆虫行動研 川　崎健次郎

法一生物検定法（86） 情報〕 杉　江　　　元

野　口　　　浩

76 5　ヨトウガ類の成長・発育を 重点基礎〔指標 単63 環境生物・生理活性研 八　木繁　実

制御する生理的要因の解析 生物〕 （名古屋女子大） 奥　田　　　隆

77 6　交尾行動におよぼす雄の香 経常 完61～63 環境生物・昆虫行動研 野　口　　　浩

鱗の役割（95） 杉　江　　　元

78 7　アリモドキゾウムシの性 経常 単63 環境生物・昆虫行動研 杉　江　　　元

フェロモンの誘引性の確認 野　口　　　浩

（沖縄農試） 安　田　慶　次

（USDA） B．Heath

79 8　タバコガの性フェロモンを 経常 単63 環境生物・昆虫行動研 杉　江　　　元

利用した交信撹乱 （筑波大） 田　付貞　洋
（茨城園試） 中　垣　至　郎

80 9　ダイズ植物に対するカメム 重点基礎〔指標 単63 環境生物・昆虫行動研 法橋信　彦
シの吸汁加害行動とダイズの 生物〕 （九大・理・生） 鈴　木信　彦

補償生育に関する数理的解析

（4）天敵生物の特性解明と利用法

の開発

81 1　成虫工一ジ推定法の開発と 大型別枠〔生態 新元～4 環境生物・天敵生物研 志　賀　正　和

その適用 秩序〕 野　田　隆　志

82 2　侵入害虫の天敵生物の探索 経常 継59～5 環境生物・天敵生物研 志　賀　正　和

（87）

83 3　ウンカ類寄生性天敵の特性 経常 完59～63 環境生物・天敵生物研 小　山　健　二

解明（88〉 阿　部　和　彦

84 4　天敵昆虫の増殖法の開発 経常 継59～5 環境生物・天敵生物研 志　賀　正　和

（89）

85 5　天敵原虫類特性解明（90） 経常 中63～2 環境生物・天敵生物研 阿　部　芳　彦

（63）
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間 研究　分担 担　当　者

番号 研　　究　　課　　題

86 6　昆虫の生体の防御機構の解 大型別枠〔生物 継63～2 環境生物・天敵生物研 北　野　日出男

明一包囲化阻止機構（91） 情報〕 （委託：東京学芸大学）

87 7　昆虫の生体防御機構の解明 大型別枠〔生物 継63～2 環境生物・天敵生物研 志　賀　正　和

一異物認識機構（92） 情報〕 （委託：埼玉医大〉 和　合　治　久

88 8　卵寄生蜂（ヘリカメクロタ 重点基礎〔指標 単63 環境生物・天敵生物研 野　田　隆　志

マゴバチ）の産卵特性と性比 生物〕

調節機構の解明

89 9　寄生蜂による寄主の発育制 大型別枠〔生物 継63～2 環境生物・昆虫行動研 八木繁　実
御機構（97〉 情報〕 野　口　　　浩

杉　江　　　元

囚植生の生態的特性の解明と管

理・利用技術の開発

（1）植生の構造と生態的機能の解

明

90 1　組換えトマトの生理的及び 経常 新元～2 環境生物・他感物質研 浅　川　征　男

生態的特性の評価 環境管理・調査計画研 鵜　飼保　雄
環境生物・（科長） 塩　見　正　衛

91 2　耕地雑草における種内変異 経常 完58～63 環境生物・植物生態研 宇佐美　洋　三

株の分化とその生理・生態的 小　泉　　　博

特性の解明（98） 佐　藤光　政

92 3　人工酸性雨が農作物等の生 公害防止 新元～3 環境生物・植物生態研 佐藤光　政
理的機能に及ぼす影響の解析 宇佐美　洋　三

小　泉　　　博

93 4　農作物等の耐酸性評価と指 公害防止 新元～3 環境生物・保全植生研 堀　江　秀樹

標植物の類型化 根本正　之
94 5　農耕地およびその周辺にお 経常 完58～63 環境生物・植物生態研 宇佐美　洋　三

ける植物群落の組成と構造の 小　泉　　　博

解明（99） 佐　藤光　政

95 6　農耕地の撹乱に対する指標 重点基礎〔指標 単63 環境生物・植物生態研 宇佐美　洋　三

植物の探索 生物〕 小　泉　　　博

佐　藤光　政

96 7　畑作物及び耕地周辺植物に 特研〔アレロパ 完62～63 環境生物・植物生態研 佐藤光　政
おけるアレロパシー効果の検 シー〕 宇佐美　洋　三

証（102） 小　泉　　　博

（2）植生の生態系保全機能の解明

97 1　耕地生態系における物質循 経常 継63～4 環境生物・植物生態研 小　泉　　　博

環の変動機構の解明（107） 宇佐美　洋　三

佐　藤　光　政

98 2　アレロパシーの識別手法の 特研〔アレロパ 完61～63 環境生物・保全植生研 堀　江　秀　樹

確立（106） シー〕 根本正　之
（3〉他感物質の検索と機能の解明

99 1　他感物質の検索手法の開発 経常 継59～元 環境生物・他感物質研 藤　井　義　晴

（108） 渋　谷　知　子

塩　見　正　衛

浅　川　征　男
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間

番号 研　　究　　課　　題

100 2　他感物質（アレロパシー物 特研〔アレロパ 完61～63 王

質）の抽出・単離法の確立 シー〕

（109）

101 3　バイオアッセイによる効果 特研〔アレロパ 完61～63 王

の検証（110） シー〕

102 4　アレロパシー候補物質の構 特研〔アレロパ 完61～63

造解析とその役割の考察 シー〕

（111）

103 5　アレロパシー植物の探索と 大型別枠〔生態 新元～10

作用機構の解明 秩序〕

104 6　アレロパシー物質の構造解 大型別枠〔生態 新元～4

析とその合成 秩序〕

105 7　ムクナの他感作用の識別と 経常 継62～元

機能の解明（113）

106 8　植物の耐虫性因子の解明 経常 止63～3

（114） （63）

（4）植生の管理・利用技術の開発

107 1　土壌蓄積りんの再生循環の 特研〔土壌りん〕 完62～63

評価一植物による土壌蓄積り

ん利用の促進要因の定量化と

促進技術（115）

108 2　砂漢化機構の解明に関する 経常 単63

研究

109 3　エニシダの他感作用とその 経常 新63～元

植生遷移に及ぼす影響

110 4　荒廃した農耕地の復元過程 経常 新元～3

における植生の変化の解析

（5〉水生植物等の管理・利用技術

の開発

111 1　水生植物の水質浄化特性 経常 継60～元

（116）

　研究分担

環境生物・他感物質研

環境生物・他感物質研

環境生物・他感物質研

（委託：北海道大学）

環境生物・他感物質研

環境生物・他感物質研

（委託：京都大）

環境生物・他感物質研

環境生物・化感物質研

環境生物・保全植生研

環境生物・保全植生研

環境管理・資源計量研

環境生物・保全植生研

環境生物・植物生態研

環境資源・水質特性研

担当者

藤井義晴
渋谷知子
塩見正衛
浅川征男
藤井義晴
渋谷知子
塩見正衛
浅川征男
塩見正衛
浅川征男
水谷純也
藤井義晴
渋谷知子
浅川征男
浅川征男
小清水　弘　一

藤井義晴
渋谷知子
塩見正衛
浅川征男
渋谷知子
藤井義晴
塩見正衛
浅川征男

堀江秀樹

根本正之
福原道一
根本正之
堀江秀樹
宇佐美洋三

小泉　博
佐藤光正

藤井國博
岡本玲子
山口武則
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間

番号 研　　究　　課　　題

m　化学物質等の環境保全的利用技術

の開発

の農業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

112 1　細胞水の緩和時問を指標と 経常 継62～2 資材

した殺菌剤の作用特性の解析

（117）

113 2　微生物細胞膜における殺菌 大型別枠〔生物 継63～2 資材

剤の認識・耐性機構（118） 情報〕

（2）殺虫剤の特性と動態の解明

114 1　有機リン剤ホスホロアミ 経常 完58～63 資材

デートの殺虫活性（119） （原子力）

115 2　昆虫体内侵入異物に対する 大型別枠〔生物 継63～2 資材

酵素の認識機構（122） 情報〕

116 3　脂肪族塩素化合物の作物に 公害防止 継63～4 資材

おける吸収と生体機能への影

響の解明（124）

（3）除草剤の特性と動態の解明

117 1　芳香族塩素化合物の微生物 公害防止 継60～元 資粒

分解（125）

118 2　種々の土壌条件下における 経常 継61～2 資友

除草剤の動態（126）

119 3　難分解性芳香族塩素化合物 公害防止 単63 資粒

の光分解機構の解明

（4）肥料等の多量成分の特性と動

態の解明

120 1　畑土壌における肥料成分の 一般別枠〔情報 継60～元 資わ

動態予測（128） 処理〕

121 2　土壌一植物系におけるリン 経常 単63 資わ

の動態のNMRによる解析

122 3　原子炉によるリン資材の直 原子力 新63～4 資准

接標識化技術の開発とその利

用

123 4　アイソトープの野外利用に 原子力 新元～5 資准

よる施肥リンの動態の解明

124 5　安定同位体利用によるけい 経常 継61～元 資准

酸質肥料の肥効発現機構の解

明（130）

（5）肥料等の微量成分の特性と動

態の解明

研究分担

資材動態・殺菌動態研

資材動態・殺菌動態研

資材動態・殺虫動態研

資材動態・殺虫動態研

資材動態・殺虫動態研

資材動態・除草動態研

資材動態・除草動態研

資材動態・除草動態研

資材動態・多量要素研

資材動態・多量要素研

資材動態・多量要素研

資材動態・多量要素研

資材動態・多量要素研

担当者

19

吉田　充

吉田　充
行本峰子

上路雅子

昆野安彦
上路雅子
升田武夫

石坂真澄
腰岡政二
山田忠男
山田忠男
腰岡政二
石坂真澄
腰岡政二
山田忠男
石坂真澄

尾和尚人

伊藤　治
加藤直人
尾和尚人
加藤直人
尾和尚人

加藤直人
尾和尚人
尾和尚人
伊藤　治
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125 1　肥料中の微量元素の動態 経常 継58～元 資材動態・微量要素研 後藤　重　義
（131）

②農薬及び肥料等の合理的利活用

技術の開発

（1）薬剤の動態制御技術の開発

126 1　芳香族塩素化合物分解菌の 公害防止 継60～元 資材動態・除草動態研 山　田　忠　男

改良（133） （委託：名古屋大学） 鍬塚　昭　三

127 2　土壌害虫，線虫制御へのR 原子力 継62～2 資材動態・殺虫動態研 上　路　雅　子

1利用（135） 昆　野　安　彦

（2）肥料等の動態制御・管理技術

の開発

128 1　輪換田における窒素動態と 経常 新63～元 資材動態・多量要素研 尾　和　尚　人

水稲による窒素吸収 （福井県農試） 森　川　峰　幸

129 2　NMRを用いた植物体内に 大型別枠〔生物 継63～2 資材動態・多量要素研 伊　藤　　　治

おける無機成分の動態解明 情報〕 尾　和　尚　人

（137）

130 3　鉱さいけい酸質肥料の有効 経常 単63 資材動態・多量要素研 加藤　直　人

態けい酸の測定法の開発 尾　和　尚　人

（3）農業内外廃棄物の利活用技術

の開発

131 1　農産物残さ等農内廃棄物の 経常 継58～2 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

農用資材としての評価一りん 羽　賀　清　典

の形態変化と再利用一（141） 川　崎　　　晃

132 2　高能率脱窒・除りん土壌力 公害防止 完60～63 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

ラムのシステム化一廃棄土壌 羽　賀　清典

の安全性の評価と利活用法 川　崎　　　晃

（142）

133 3　廃棄合成資材の劣化促進 経常 継62～元 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

（143） 杉　原　　　進

川　崎　　　晃

134 4　各種資材の土壌微生物活性 経常 継62～元 資材動態・廃棄物研 杉　原　　　進

に及ぼす影響評価（144） 新　井　重　光

川　崎　　　晃

135 5　有機物分解促進効果判定技 特研〔微生物資 新元～3 資材動態・多量要素研 尾　和　尚　人

術の開発一化学的測定による 材〕 加　藤　直　人

効果判定技術の開発

136 6　微生物熱量計による非破壊 特研〔微生物資 新元～3 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

測定技術の開発 材〕 羽　賀　清　典

川　崎　　　晃

137 7　無機性廃棄物・副産物の農 経常 完62～3 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

用資材としての評価と利用技 （63） 杉　原　　　進

術の開発一廃ロツクウールの 川　崎　　　晃

処理・利用法の開発（146）

（4〉農薬活性の利活用技術の開発
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期問 研究　分担 担　当　者

番号 研　　究　　課　　題

138 1　非殺菌性病害防除物質の構 経常 継62～元 資材動態・薬剤耐性研 片　桐　政　子

造活性相関（148） 宍　戸　　　孝

139 2　イネ・ムギにおける天然生 経常 単63 資材動態・薬剤耐性研 片　桐　政子

理活性物質の検索とその物質 宍　戸　　　孝

の安定性・生物活性に関する 資材動態・除草動態研 腰　岡　政　二

研究 山　田　忠　男

〈所内プロ予算＞

140 3　植物生理活性物質ジベレリ 経常 継61～3 資材動態・除草動恵研 腰　岡　政　二

ンの動態研究（149） 山　田　忠　男

石　坂　真　澄

141 4　アントシアン等合成系遺伝 バイテク〔植物 完62～2 資材動態・薬剤耐性研 田　中　喜　之

子の単離と構造解析（150） DNA〕
（63）

（経常）

142 5　ラジオバイテクノロジー利 原子力 継62～2 資材動態・薬剤耐性研 田　中　喜　之

用による除草剤抵抗性作物の

作出（151）

143 6　植物の有用成分の産生調節 経常 継62～元 資材動態・薬剤耐性研 田　中　喜　之

技術の開発（152）

144 7　プロベナゾールによるフェ 経常 継63～元 資材動態・殺菌動態研 南　　　栄　一

ニルアラニンアンモニアリ

アーゼの活性化機構の解明
（153）

145 8　イネPA　L遺伝子の発現調 バイテク〔バイ 新元～3 資材動態・殺菌動態研 南　　　栄　一

節機構の解明 テク育種〕 資材動態・薬剤耐性研 田　中　喜　之

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

146 1　灰色かび病菌のベンゾイミ 特研〔薬剤抵抗 継62～元 資材動態・殺菌動態研 吉　田　　　充

ダゾール耐性の生化学的機構 性〕 南　　　栄　一

の解明（155） 行本　峰　子

147 2　薬剤抵抗性の発生メカニズ 特研〔薬剤抵抗 継62～元 資材動態・薬剤耐性研 宍　戸　　　孝

ムの解明一有機リン剤抵抗性 性〕 片　桐　政　子

ニカメイガ及びイネごま葉枯 （経常） 資材動態・殺虫動態研 昆　野　安　彦

れ病菌（156）

148 3　薬剤抵抗性の発生メカニズ 特研〔薬剤抵抗 継62～元 資材動態・殺虫動態研 昆　野　安　彦

ムの解明一ピレスロド剤及び 性〕 升　田　武　夫

有機リン剤抵抗性コナガ 資材動態・薬剤耐性研 宍　戸　　　孝

（157）

149 4　薬剤抵抗性の対抗技術の開 特研〔薬剤抵抗 継63～元 資材動態・薬剤耐性研 宍戸　　　孝

発一有機リン剤抵抗性・耐性 性〕 片　桐　政　子

病害虫に対する打破剤のデザ 資材動態・殺虫動態研 昆　野　安　彦

イン（158）
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間

番号 研　　究　　課　　題

150 5　ニカメイガ，イネごま葉枯 特研〔薬剤抵抗 単元

れ病菌等に対する抵抗性，耐 性〕

性打破剤の効力試験

151 6　昆虫グルタチオンS一トラ 大型別枠〔生物 継63～2

ンスフェラーゼによる異物認 情報〕

識機構（159）

（2〉農業生態系における薬剤の安

全性の解明

152 1　水田施用農薬の水系におけ 経常 完59～63

る動態（161）

153 2　ダイオキシン等芳香族塩素 公害防止 出
兀

化合物の土壌中の分解（163） 60～62～
（63）

154 3　農薬の水生環境における動 経常 継62～元

態と生物への影響（164）

155 4　脂肪族塩素化合物の農業環 公害防止 継63～4

境中における動態の解明
（165）

156 5　クロルピクリン及びP　CN 経常 継62～3

Bの土壌微生物に及ぼす影響

の解明（167）

（3）薬剤の総合管理技術の開発

157 1　殺菌剤による作物の薬剤解 経常 継62～元

析手法の開発（168）

158 2　環境動態予測知識べ一スシ 総合研究〔知識 完61～63

ステムの開発（169） べ一ス〕

IV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

159 1　リモートセンシング手法に 経常 継58～2

よる資源評価法の開発と適用

（174）

160 2　アセアン地域における農業 総合研究〔ア 完61～63

生産力把握手法の開発（175） セ・リモ〕

　研究分担

資材動態・薬剤耐性研

資材動態・殺虫動態研

資材動態・（科長）

資材動態・薬剤耐性研

資材動態・殺虫動態研

資材動態・農薬管理研

資材動態・農薬管理研

資材動態・除草動態研

資材動態・農薬管理研

資材動態・農薬管理研

資材動態・殺菌動態研

資材動態・殺菌動態研

環境管理・情報シス研

資材動態・殺菌動態研

資材動態・農薬管理研

環境管理・生物情報研

環境管理・生物情報研

担当者

浜　 弘司

片桐政子
昆野安彦
宍戸　孝
宍戸　 孝

昆野安彦

飯塚宏栄

飯塚宏栄
腰岡政二

金澤　純

金澤　純

行本峰子

行本峰子
吉田　充
守谷茂雄
能勢和夫・退

行本峰子
飯塚宏栄

秋山　侃
山形与志樹

芝山道郎
斉藤元也
秋山　侃
斎藤元也
芝山道郎
山形与志樹
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間 研究　分担 担　当　者

番号 研　　究　　課　　題

環境管理・情報処理研 斎　藤　滋　隆

石　田　憲　治

古　谷　憲　孝

161 3　各種データによる農業環境 経常 新元～5 環境管理・隔測研 斎　藤　元　也

資源の動態解明手法の開発 山　形与志樹

（2〉生物清報計測手法の開発

162 1　携帯型モニタリングシステ 一般別枠〔情報 継60～元 環境管理・生物情報研 芝　山　道　郎

ムの改良とその利用方法の開 処理〕 秋　山　　　侃

発（172） 山　形与志樹

163 2　小地域を対象とした複合モ 一般別枠〔情報 継63～元 環境管理・生物情報研 芝　山　道　郎

ニタリングシステムの構築 処理〕 秋　山　　　侃

（176） 山　形　与志樹

環境資源・気象生態研 矢　島　正　晴

岡田益巳＊
＊〔東北農試〕

164 3　植物ストレス情報センシン 経常 新元～5 環境管理・生物情報研 秋　山　　　侃

グ手法の開発 芝　山　道　郎

165 4　植物三次元計測手法の開発 経常 新63～3 環境管理・生物1青報研 芝　山　道　郎

秋　山　　　侃

（3）アイソトープ利用等効率的高

精度分析法の開発

166 1　濃縮40Kの精密トレーサー 原子力 古
兀 環境管理・分析法研 結　田　康　一

法の開発とカリ資源の効率的 58～62～ 駒村美佐子
利用（178） （63）

167 2　アイソトープトレーサー法 経常 継62～3 環境管理・分析法研 結　田　康　一

による易動性元素の土壌中な

らびに土壌・植物間挙動の把

握（181）

168 3　土一草一家畜系の13C，15N 経常 継60～2 環境管理・分析法研 小　山　雄　生

自然存在比の変動（182）

169 4　濃縮安定同位体によるアク 経常 継60～元 環境管理・分析法研 小　山　雄　生

チバブルトレーサー法の開発

（183）

170 5　農業環境研究における原子 原子力 継63～4 環境管理・分析法研 結　田　康　一

炉利用新技術の開発と，利用

の拡大に関する研究一環境中

トレーサー放出源のアクチバ

ルブトレーサー利用法の開発

一（184）

171 6　農耕地における新野外R　I 原子力 新元～5 環境管理・分析法研 小　山　雄　生

トレーサー技術の開発 結　田　康　一

（4）数理的解析手法の開発

172 1　時問的・空間的プロセスの 経常　　’ 継58～4 環境管理・数理解析研 法　橋　信　彦

数理的解析法と予測モデルの 宮　井俊　一
開発（185） 山　村光　司



24

課題

番号

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

研

ノレ
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研　究　問　題〕 予算区分 研究期問

究　　課　　題

農業生態系の要素間の相互 経常 継58～4

F用の数理解析法とシステム

＝デルの開発（186）

イネウイルス媒介昆虫 一般別枠〔情報 継60～元

188） 処理〕

ツマグロヨコバイの個体群 重点基礎〔指標 単63

弥態とイネ萎縮病の疫学モデ 生物〕

レ

鳥類の集団ねぐらの空間分 大型別枠〔生態 新元～4

行と機能の解明 秩序〕

充計的解析手法の開発

生物特性の変動解析におけ 経常 継61～元

D実験計画手法の適用（190）

ロバストな推測方法の開発 経常 完58～63

191）

生物の形態の数量化と解析 経常 完58～63

F法の開発（192）

植物集団における特性の世 経常 継61～元

七間変動の統計的解析（193）

植物微細形態の画像解析手 経常 新元～4

去の開発

青報処理手法の開発

農業試験研究におけるデー 経常 完58～63

ダの構造解析とデータベース

構築手法（194）

2　統計解析プログラムの開発　経常
（195）

3　地域開発における適地選定

　手法の開発（196）

4　分散型データベースの構

　築・利用手法の開発

5　広域農業環境情報の量的把

　握手法の開発

（7）環境情報の管理手法の開発

1　農業環境に係わる小規模情

　報管理モデルシステムの開発

　（198）

完58～63

特研〔傾斜地整　完62～63

備〕

経常　　　新元～5

経常

経常

新元～4

継58～元

　研究分担

環境管理・数理解析研

環境管理・数理解析研

環境管理・数理解析研

環境生物・天敵生物研

（委託：北海道東海大学）

環境管理・調査計画研

環境管理・調査計画研

環境管理・調査計画研

環境管理・調査計画研

環境管理・調査計画研

環境管理・情報処理研

環境管理・情報処理研

環境管理・情報処理研

環境管理・情輯処理研

環境管理・情報処理研

環境管理・情報シス研

担当者

法橋信彦
宮井俊一
山村光司
宮井俊一
法橋信彦
山村光司
法橋信彦
宮井俊一
山村光司
志賀正和
竹中　践

鵜飼保雄

三輪哲久

三輪哲久

鵜飼保雄
三輪哲久
鵜飼保雄

齋藤滋隆。
石田憲治
古谷憲孝
神山啓治・退

齋藤滋隆
石田憲治
古谷憲孝
神山啓治・退

石田憲治

齋藤滋隆
村上陽子
古谷憲孝
古谷憲孝
齋藤滋隆
村上陽子

鈴木大助
守谷茂雄
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間

番号 研　　究　　課　　題

②物質・エネルギーの動態の解明

と制御技術の開発

（1）物質・エネルギーの動態の解

析手法の開発

188 1　我が国農業生態系における 経常 単63 環土

台地から低地へのリンの流れ

189 2　牛久沼地域における有機物 経常 新63～4 環ナ

循環の評価

190 3　大気汚染の長期・低濃度広 公害防止 継62～2 環圭

域影響評価法の開発一影響評

価のためのデータベースの整

備（200）

（2）物質・エネルギーの動態の予

測法と制御技術の開発

191 1　接地気層内での物質・エネ 経常 継61～元 環ナ

ルギーの変換輸送特性の解明

（203）

＊

192 2　植物気象及び局地気象の成 経常 完59～63 環

立機構の解明（204）

＊

193 3　スギ花粉の拡散過程 経常 単63 環

194 4　風洞実験による地上風系の 特研〔やませ霧〕 新元～3
〈
環

メッシュ化と霧の動態予測へ

の利用

③農業生態系における環境生物群

の総合的制御技術の開発

（1〉各種環境生物群の相互関連性

の解明

195 1　環境生物群の相互関連性の 経常 継61～8 環

生態学的把握（206）

196 2　農地生態系の安定性に寄与 経常 継63～3 環

する種多様性の解析一牧草・

雑草群落における植生の動態

解析（207）

（2）各種環境生物群の制御技術の

開発

197 1　ハナバチ類の社会構造の解 大型別枠〔生態 新元～4 環

明 秩序〕 （

研究分担

環境管理・環境動態研

環境管理・環境動態研

環境管理・環境動態研

環境資源・気象特性研

＊〔四国農試〕

環境資源・気象特性研

＊〔四国農試〕

環境資源・気象特性研

〈所内プロ予算＞

環境資源・気象特性研

環境管理・植生動態研

環境生物・保全植生研

環境生物・昆虫分類研

（委託：島根大学）

担当者

25

三輪容太郎

三輪容太郎

松本成夫
三輪容太郎

原薗芳信
林　陽生＊

川島茂人

原薗芳信
林　陽生＊

川島茂人

川島茂人
林　陽生
原薗芳信

原薗芳信

守山　弘
原田直國
井手　任
根本正之

松村　雄
前田泰生



26 農業環境技術研究所年報　平成元年度

課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間

番号 研　　究　　課　　題

198 2　クサカゲロウの増殖，生存， 特研〔天敵生物／ 継62～2

捕食能力向上（208〉

199 3　多食性天敵昆虫の人工卵等 特研〔天敵生物〕 継63～2

による増殖と害虫の防除技術

の開発（209）

200 4　昆虫における多型決定機構 大型別枠〔生態 新元～4

の生態遺伝子学的解析 秩序〕

201 5　昆虫における種内変異と個 大型別枠〔生態 新元～4

体群動態 秩序〕

V　環境資源の維持と保全機能の増進

技術の開発

の農業環境資源の賦存量の定量的

把握と資源情報システムの構築

（1）土壌資源の賦存量の把握と土

壌情報システムの構築

202 1　土壌粘土の生成・分布と評 経常 継60～2

価（210）

203 2　年代を異にする火山灰土中 経常 継59～2

の微量元素の分布把握（211）

204 3　地中探査レーダーによる深 経常 延62～2

層土のリモートセンシング
（212）

205 4　黒ボク土の蓄積りんの実態 特研〔土壌りん〕 ウ
兀

解析（213） 59～61～

（63）

206 5　黒ボク土の識別基準（216〉 経常 延62～2

207 6　農耕地の土壌有機物賦存量 経常 継59～元

と変動の解析（217）

208 7　大縮尺圃場管理情報システ 経常 継62～元

ムの作成と利用（218）

209 8　世界の土壌・植物系におけ 経常 新元～6

るハロゲン元素の含量レ・ベル

と動態の解明

（2）土壌資源の調査・分類・図示

法の確立

210 1　水田土壌の調査・分類法の 経常 完58～63

確立（219）

211 2　微地形・土壌分布に基づく 水田畑作 継62～元

水田の汎用化可能性分岐法の

確立と適地判定法の策定
（220）

　研究分担

環境生物・天敵生物研

環境生物・天敵生物研

環境生物・個体群研

（委託：岡山大学）

環境生物・個体群研

（委託：京都大学）

環境資源・土壌生成研

環境資源・土壌生成研

環境資源・土壌生成研

環境資源・土壌生成研

環境資源・土壌生成研

環境資源・土壌有機研

環境管理・環境立地研

環境管理・分析法研

環境資源・土壌調査研

環境資源・土壌調査研

担当者

志賀正和

志賀正和

釜野静也
中筋房夫
釜野静也
久野英二

中井　信
天野洋司
太田　健
天野洋司
草場　 敬

天野洋司

天野洋司

天野洋司
太田　健
井ノ子昭夫

徳留昭一
加藤好武
松森堅治
石田憲治
結田康一

三土正則

三土正則
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期問 研究　分担 担　当　者

番号 研　　究　　課　　題

212 3　空中写真等を利用した大縮 経常 継62～2 環境資源・土壌調査研 小　原　　　洋

尺土壌図作成のための調査 大　塚紘雄
法，図示法の開発（221） 三　土　正則

213 4　モノリス収集土壌の分類同 経常 継62～元 環境資源・土壌調査研 小　原　　　洋

定（222） 三　土　正　則

214 5　農耕地土壌の簡易分類同定 経常 継62～元 環境資源・土壌調査研 大　塚紘雄
システムの開発（224） 小　原　　　洋

215 6　鉱物組成に基づく機能的土 経常 新63～4 環境資源・土壌調査研 山　田　一　郎

壌分類体系の確立 八田珠郎・併＊

三　土　正　則

＊〔熱研〕

216 7　腐植の簡易分析による黒ボ 経常 単63 環境資源・土壌調査研 大　塚紘雄
ク土の判定 三　土　正　則

（3）水資源の水質調査法の確立と

水質情報システムの構築

217 1　中・小河川の水質特性とそ 経常 継59～元 環境資源・水質特性研 藤　井　国　博

の変動要因（225） 岡　本　玲　子

山　口　武則

218 2　農業水質問題解明のための 経常 継63～4 環境資源・水質動態研 木　方　展　治

安定同位体利用法の開発 津村昭人
（228） 山　崎慎一

219 3　農耕地排水の水質変動要因 経常 新元～5 環境資源・水質特性研 山　口　武　則

の解明 岡　本　玲　子

藤　井　国　博

220 4　農業用水の類型化一類型化 経常 新元～3 環境資源・水質特性研 山　口　武　則

のための指標の検索一 岡　本　玲　子

藤　井　国　博

（4）農業気候資源の把握と農業気

象情報システムの構築

221 1　農業気候資源の評価法の開 経常 継58～5 環境資源・気候資源研 清　野　　　諮

発（229） 奥　山　富　子

横　沢正　平

田村良文＊

上原申子＊＊

＊〔農研センタ〕

＊＊〔広島県農試〕

222 2　アメダス・データに基づく 一般別枠〔情報 継60～元 環境資源・気象特性研 川　島　茂　人

，局地気象の推定法（230） 処理〕 加福領　二
林　　　陽　生

原　薗　芳　信

（5〉耕・草地のバイオマス資源量

の把握

223 1　生物資源メッシュ地図の作 大型別枠〔バイ 継62～2 環境資源・気候資源研 清　野　　　諮

成（231〉 オマス〕 奥　山　富　子

横　沢　正　幸
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間

番号 研　　究　　課　　題

224 2　気候変化に伴う生物資源分 大型別枠〔バイ 新63～2

布変動の評価 オマス〕

②土壌資源の特性の解明と管理指

針の策定

（1）土壌の化学的特性の解明と制

御技術の開発

225 1　農耕土壌の粘土鉱物学的特 経常 完59～63

性と無機成分の動態に関する

研究（233）

226 2　リン酸イオン吸着による土 経常 完62～63

壌の化学性変化（234）

227 3　化学的手段による土壌蓄積 特研〔土壌りん〕 完59～63

りんの効率的利用（236）

228 4　土壌カラムにおけるりん収 公害防止 完60～63

着能力の向上（238）

229 5　土壌カラムにおけるりん収 公害防止 完60～63

着のカイネテックス（239）

230 6　麦粒への土壌付着の実態 経常 完62～63

（240〉

231 7　土壌生態系における土壌粘 経常 新元～5

土の機能の解明

232 8　高分解能クロマトグラ 経常 継61～2

フィー利用による土壌有機物

の特性解明（241）

（2）土壌の物理的特性の解明と制

御技術の開発

233 1　畑土壌における水・熱系の 経常 継59～元

定量的把握（243）

234 2　土壌構造の評価・改良手法 経常 継59～元
ρ～

の研究（244）

235 3　畑地根圏土壌の物理的特性 経常 継59～元

に関する研究（245）

236 4　根圏における微生物胞子と 一般別枠〔根圏 継61～2

ガスの移動特性の解明（246） 環境〕

237 5　根圏環境の診断技術の開発 一般別枠〔根圏 新63～2

一土壌構造機能からみた診断 環境〕

技術の開発

238 6　作物根機能向上と土壌病害 一般別枠〔根圏 新63～2

抑制のための根圏物理環境制 環境〕

御技術の開発

　研究分担

環境資源・気候資源研

（委託：お茶の水大）

環境資源・コロイド研

環境資源・コロイド研

環境資源・コロイド研

環境資源・コロイド研

環境資源・コロイド研

環境資源・コロイド研

環境資源・コロイド研

環境資源・土壌有機研

環境資源・土壌物理研

＊〔草地試〕

環境資源・土壌物理研

環境資源・土壌物理研

環境資源・土壌物理研

＊〔草地試〕

環境資源・土壌物理研

環境資源・土壌物理研

＊〔草地試〕

担当者

清野　諮
内嶋善兵衛

秋山　豊
谷口義雄

南條正巳

南條正巳
谷口義雄
谷口義雄
秋山　豊
秋山　豊
谷口義雄
秋山　豊

秋山　豊
谷口義雄
菅原和夫
早川嘉彦

岩間秀矩＊
久保田　徹

遅沢省子

加藤英孝
久保田　徹

遅沢省子
久保田　徹
岩間秀矩＊

遅沢省子
久保田　徹

遅沢省子

久保田　徹

遅沢省子
岩間秀矩＊
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間 研究　分担 担　当　者

番号 研　　究　　課　　題

239 7　水田成層土壌の物理的機能 水田耕作 継62～元 環境資源・土壌物理研 久保田　　　徹

の評価法の開発と水田汎用化 岩間秀矩＊
可能性分級への適用（247） 加藤　英　孝

＊〔草地試〕

240 8　土壌類型別の水移動の解明 水保全管理 継63～5 環境資源・土壌物理研 加藤　英　孝
（248） 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

241 1　土壌カラムにおける窒素代 公害防止 完60～63 環境資源・土壌生化研 原　田　靖　生

謝のカイネティクス（250） 藤　原　伸　介

大　谷　　　卓

242 2　土壌カラムにおける硝化・ 公害防止 完59～63 資材動態・（科長） 越　野正義
脱窒能力の向上（251） （委託：茨城大学〉 相　田　徳三郎

243 3　硝化菌の固定化技術の開発 一般別枠〔根圏 継61～2 環境資源・（科長） 鈴　木　　　皓

（252） 環境〕 （委託：茨城大学） 相　田　徳三郎

244 4　りんの土壌蓄積実態に応じ 特研〔土壌りん〕 完62～63 環境資源・土壌生化研 藤　原　伸　介

た再生循環技術の組み合わせ 原　田　靖　生

（253）

245 5　根圏におけるガス状生理活 一般別枠〔根圏 継62～2 環境資源・土壌生化研 大谷　　　卓

性物質の動態の解明（254） 環境〕 藤　原　伸　介

原　田　靖　生

246 6　土壌中におけるポリアミン 経常 継62～3 環境資源・土壌生化研 藤　原　伸　介

の動態の解明（255） 原　田　靖　生

247 7　土壌微生物の増殖調節及び 大型別枠〔生物 継63～2 環境資源・土壌生化研 藤　原　伸　介

環境適応におけるポリアミン 情報〕 大　谷　　　卓

の生理機能（256） 原　田　靖　生

248 8　土壌のガス代謝機能からみ 一般別枠〔根圏 完63～2 環境資源・土壌生化研 大　谷　　　卓

た診断技術の開発（257） 環境〕 （63〉 藤　原　伸　介

原　田　靖　生

249 9　施用有機物の分解に伴うバ 経常 継59～6 環境資源・土壌有機研 菅　原　和　夫

イオマス産生機構の解明 谷　山　一　郎

（258）

250 10根分泌有機成分の回収に適 経常 完61～63 環境資源・土壌有機研 早　川　嘉　彦

した無菌的植物多量培養技術

の確立（261）

251 11畑作物根分泌有機成分の特 一般別枠〔根圏 継62～2 環境資源・土壌有機研 早　川　嘉　彦

性と動態の解明（262） 環境〕 菅　原和　夫

252 12土地利用別有機物分解度評 公害防止 継63～2 環境資源・土壌有機研 井ノ子　昭　夫

価法の確立（264）

253 13土地利用を異にする泥炭土 公害防止 単63 環境資源・土壌有機研 井ノ子　昭　夫

の実態調査
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間

番号 研　　究　　課　　題

254 14　土壌伝染性植物病原菌に拮 経常 単63 珠

抗能を有する植物種の検索

珠

（コ

255 15　土壌生態系に関与する生理 経常 新元～5 珠

活性有機物質群の解明

（4）土壌変化の予測と管理指針の

策定

256 1　土壌水分動態に及ぼす土壌 経常 完59～63 環

孔隙特性変化の影響（265）

257 2　圧縮による下層土のち密化 経常 完59～63 珠

と回復の条件（266）

258 3　良耕地の耐酸性緩衝能 公害防止 新元～3 珠

③水・大気資源の特性の解明と合

理的利用指針の策定

（1）水質指標・評価法の確立と合

理的利用指針の策定

259 1　水質の汚濁特性と汚染微生 経常 継59～元 環

物，水生生物などの生態との

関連性（267）

260 2　衛生細菌を指標とした農業 経常 新元～5 環

用排水の汚染評価

261 3　畑地帯地下水水質の季節変 公害防止 継61～2 環

動（268）

262 4　畑地管理が地下水水質に及 公害防止 継62～2 理

ぼす影響（269）

263 5　水田地帯地下水水質の季節 公害防止 継61～2 理

変動（270）

264 6　水田管理が地下水水質に及 公害防止 継62～2 理

ぼす影響（271）

265 7　集落内地下水水質の季節変 公害防止 継61～2 理

動（272）

266 8　特定負荷源の地下水水質へ 公害防止 継62～2 瑠

の影響評価（273）

267 9　汚濁物質の土壌中における 公害防止 継61～2 理

挙動一農耕地土壌（274）

268 10平担地における水の動態 公害防止 継61～2 瑳

（275）

農業環境技術研究所年報　平成元年度

　　　　　　　　　研究分担

　　　　　　　　環境資源・土壌有機研

　　　　　　　　環境生物・他感物質研
　　　　　　　　（コL〉所内プロ予算＞

　　　　　　　　環境資源・土壌有機研

環境資源・土壌保全研

環境資源・土壌保全研

環境資源・土壌保全研

環境資源・水質特性研

環境資源・水質特性研

環境資源・水質特性研

（委託：茨城農試〉

環境資源・水質特性研

環境資源・水質動態研

環境資源・水質動態研

環境管理・（科長〉

（委託：千葉農試〉

環境管理・影響調査研

環境資源・水質動態研

環境資源・（科長）

（委託：埼玉農試）

担当者

早川嘉彦
菅原和夫
藤雄義晴

竹中　眞
菅原和夫

谷山一郎
眞弓洋一
眞弓洋一
日笠重喜
眞弓洋一

岡本玲子
藤井国博
山口武則
岡本玲子
山口武則
藤井国博
藤井国博
平山　力
藤井国博
岡本玲子
山口武則
山崎慎一
津村昭人
木方展治
山崎慎一
津村昭人
木方展治
藤井国博
高崎　強
尾崎保夫
小川吉雄
陽　捷行
山崎慎一
津村昭人
木方展治
藤井国博
山口幹周



II　平成元年度研究課題

課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期問

番号 研　　究　　課　　題

（2）気候資源の特性の解明と合理

的利用指針の策定

269 1　利用可能水量把握のための 水保全管理 継63～3 環ナ

アメダス，地表画情報の利用

（278）

鴎農業生態系の環境保全機能の定

量的把握と維持・増進技術の開

発

（1）土・水保全機能の定量的把握

と維持・増進技術の開発

270 1　農地における土壌侵食・移 経常 継63～2 環

動量の計測手法の開発（281）

271 2　黒ボク土の種類別受食性に 経常 単63 環

関する調査

272 3　土壌侵食およびその環境影 経常 新元～3 環

響についての予測技術の開発

（2）水質浄化機能の定量的把握と

維持・増進技術の開発

273 1　生物膜法によるN，P除去 公害防止 完59～63 環

効果の解明，能力の向上（286） （経常） 環

274 2　酸化溝法による窒素・りん 公家防止 完59～63 資

の除去効果の解明及び能力の （

向上（287）

275 3　農業環境における底質と水 経常 継63～4 環

質の相互作用の解明（291）

276 4　汚染質の動態・収支解析の 経常 新元～5 環

ための手法開発

277 5　土壌生物浄化機能活用によ 経常 継59～元 環

る水質浄化技術の開発（292〉 ＊

278 6　低コスト・効率的排水処理 経常 新元～5 環

技術の開発

279 7　根圏におけるミミズの動態 一般別枠〔根圏 継61～2 環

の解明（294） 環境〕 μ ＊

（3）快適性機能の定量的把握と変

動予測手法の開発

280 1　傾斜地果樹園のもつ景観保 総合研究〔受託〕 単63 環

全機能の評価手法の開発

（4〉公益的機能の総合評価手法の

開発

281 1　農業環境に果たす農用林業 経常 継62～5 環

植生の機能の解析と評価
（298）

研究分担

環境資源・気候資源研

環境資源・土壌保全研

環境資源・土壌保全研

環境資源・土壌保全研

環境資源・水質特性研

環境資源・水質保全研

資材動態・（科長）

（委託：東京農業大学）

環境資源・水質動態研

環境資源・水質保全研

環境資源・水質保全研

＊〔東北農試〕

環境資源・水質保全研

環境資源・水質保全研

＊〔東北農試〕

環境管理・農村景域研

環境管理・植生動態研

担当者

31

清野　諮
奥山富子
横沢正幸

谷山一郎

日笠重喜
眞弓洋一
谷山一郎
眞弓洋一

藤井国博
高木兵治
越野正義
石丸囹雄
牛久保明邦

津村昭人
山崎慎一
木方展治
竹内　誠

中村好男＊

竹内　誠

中村好男＊

田中　隆
横張　真
網藤芳男

守山　弘
原田直国
井手　任
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間

番号 研　　究　　課　　題

VI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

⑪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

282 1　リモートセンシングによる 経常 完62～63 王

環境資源管理台帳の作成
（304）

283 2　リモートセンシングによる 水保全管理 継63～3 王

表層土壌水分量の評価手法の

開発（308）

284 3　ランドサットデータによる 経常 単63

水田腐植含量区分図の作成手

法

285 4　ランドサットデータによる 経常 単63

北総火山灰台地の腐植含量区

分図の作成

286 5　荒漢環境における農業資源 経常 新63～元

のリモートセンシングによる

評価

287 6　農林業の土地利用連鎖系に 水保全管理 継63～3

おける水保全機能の評価手法

の開発（309）

（2）物質・エネルギーの動態の総

合的予測・評価手法の開発

288 1　農業生態系の動態のシステ 経常 継58～4

ムモデル化とそれによる総合

的評価手法の開発（310）

（3）生物の機能の総合的評価手法

の開発

289 1　農用林等農耕地周辺の植生 経常 継58～5

の動態の把握（312）

（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

290 1　農業生態系における物質循 経常 継59～4

環の変動予測と評価（314）

291 2　都市化による農業環境の変 経常 継59～元

化の解明と予測（315）

（5）農業立地からみた土地資源の

評価手法の開発

研究分担

環境管理・資源計量研

環境管理・資源計量研

環境管理・資源計量研

環境管理・資源計量研

環境管理・資源計量研

環境管理・環境立地研

環境管理・環境動態研

環境管理・植生動態研

環境管理・影響調査研

環境管理・影響調査研

担当者

福原道一
岡本勝男

福原道一
岡本勝男

福原道一

福原道一

福原道一
岡本勝男

徳留昭一
松森堅治
石田憲治

松本成夫

守山　弘
原田直国
井手　任

小川吉雄
陽　捷行
尾崎保夫
陽　捷行



II　平成元年度研究課題

課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期問

番号 研　　究　　課　　題

292 1　混住化地域における環境立 経常 継62～3 環士

地特性の把握手法の開発
（317〉

（6〉農村景域の計測・評価手法の

開発

293 1　農林地の構造とその機能に 経常 継62～3 環

対する評価の解析（319）

294 2　混住化地域における景域保 経常 継63～元 環

全に関する基礎的研究（320）

295 3　農村地域におけるアメニ 経常 新63～4 環

ティ維持機能の心理的評価手

法の開発

②総合的環境管理・保全計画手法

の開発

（1）環境保全的農業土地利用シス

テムの開発

（2）農村景域の管理・保全指針の

策定

296 1　地域アメニティの保全から 経常 単63 環

みた平地林の役割の解明 環

環

環

環

Vll地球的規模の環境変化の農業生態

系への影響の解明と対策技術の開発

①大気環境の変動の農業生態系へ

の影響の解明と対策技術の開発

（1〉大気組成の変化の農業生態系

への影響の評価と対応技術の開

発

297 1　高二酸化炭素濃度大気が作 経常 継59～5 環

物の生理・生態に及ぼす影響

の解明（324）

298 2　耕地生態系における大気汚 経常 継59～5 環

染質の動態の解明（325）

299 3　二酸化炭素高濃度大気の耕 経常 継63～5 環

地生態系への影響の解明
（326）

300 4　農業生態系における大気汚 経常 継62～4 環

染物質の動態の解明と評価
（327）

　研究分担

環境管理・環境立地研

環境管理・農村景域研

環境管理・農村景域研

環境管理・農村景域研

環境管理・環境立地研

環境管理・環境動態研

環境管理・農村景域研

環境管理・植生動態研

環境管理・情報処理研

環境資源・気象生態研

環境資源・大気保全研

環境資源・大気保全研

環境管理・影響調査研

33

担当者

松森堅治
徳留昭一

横張　真

田中　隆

網藤芳男

松森堅治
松本成夫
横張　真
網藤芳男
田中　隆
井手　任
石田憲治

矢島正晴
岡田益巳
竹沢邦夫
川方俊和
野内　勇
小林和彦
小林和彦
野内　勇

八木一行
陽　捷行
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課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間

番号 研　　究　　課　　題

301 5　大気汚染被害に及ぼす栄養 公害防止 継62～2 望

条件等の影響（328）

302 6　地表面から揮散する窒素化 公害防止 継62～2 肇

合物量の計測手法の開発
（329）

303 7　水田からのメタン放出量の 重点基礎〔大気 単63 看

評価（330） メタン〕

304 8　水稲の根圏一植物系におけ 重点基礎〔大気 単63 肇

るメタンの動態 メタン〕

305 9　人工酸性降雨チャンバーを 公害防止 単元 輩

用いた実験手法の確立

306 10降水の酸性化予測と生態系 経常 新元～10 葦

影響評価手法の開発

307 11農業環境の耐酸性緩衝機能 公害防止 新元～3 王

一農業用水の耐酸性緩衝能

（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

308 1　広域気候変化の農業生態系 経常 継59～5 王

への影響解明と予測法の開発

（331）

309 2　気候変化による農業気候資 経常 継59～5 王

源の地理的・季節的変化の解

明（332）

310 3　メタン放出量の広域的予測 重点基礎〔大気 単63

手法の開発（333） メタン〕

311 4　半乾燥植生地域における微 総合研究 新元～6

気象および植物の生理生態機

能の調査測定

②土壌環境の変動の農業生態系へ

の影響の解明と対策技術の開発

（1）放射性核種の農業生態系への

影響の解明

312 1　土壌ならびに作物中の降下 原子力 継58～

放射性核種の分析および研究

（334）

農業環境技術研究所年報　平成元年度

　　　　　　　　　研究分担

　　　　　　　　資材動態・多量要素研

　　　　　　　　資材動態・多量要素研

　　　　　　　　環境資源・大気保全研

　　　　　　　　資材動態・多量要素研

　　　　　　　　環境資源・大気保全研

　　　　　　　　環境資源・水質特性研

　　　　　　　　環境資源・水質特性研

環境資源・気象特性研

＊〔四国農試〕

環境資源・気候資源研

環境資源・気候資源研

環境管理・影響調査研

環境資源・気象特性研

環境資源・気象生態研

環境管理・分析法研

担当者

伊藤　 治

尾和尚人
尾和尚人

野内　勇

尾和尚人

野内　勇
小林和彦
山口武則
岡本玲子
藤井国博
山口武則
岡本玲子
藤井国博

原薗芳信
林　陽生＊

清野　舗
奥山富子
横沢正幸
清野　 諮

奥山富子
横沢正幸
陽　捷行
八木一行
原薗芳信
矢島正晴

駒村美佐子

結田康一
小山雄生



II　平成元年度研究課題

課題 〔研　究　問　題〕 予算区分 研究期間

番号 研　　究　　課　　題

313 2　土壌・植物・水中の天然放 原子力 完58～63 環

射性核種の分析と挙動の把握

（335）

資
婆

314 3　土壌の種類と農作物によ 原子力 新元～5 瑳

る137Csなどの長半減期放射

性核種の挙動の解明に関する

研究

（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

315 1　地表から揮散する硫黄化合 公害防止 継62～4 珪

物量の計測手法の開発（336）

316 2　農業生態系から発生する亜 経常 継63～4 珪

酸化窒素の動態解明とその制

御技術（337）

／

　研究分担

環境管理・分析法研

資材動態・殺虫動態研

資材動態・薬剤耐性研

環境管理・分析法研

環境管理・影響調査研

環境管理・影響調査研

35

担当者

駒村美佐子

結田康一
升田武夫
上路雅子
宍戸　孝
田中喜之
小山雄生
駒村美佐子

陽　捷行
八木一行
陽　捷行
小川吉雄
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2．プロジェクト研究等分担一覧

●特別研究

薬剤抵抗性

天敵生物

多面的機能

微生物資材

やませ霧

病害虫の薬剤抵抗性獲得機作の解明と対抗技術の開発

有用天敵生物の機能向上と新害虫防徐技術の開発

農林地のもつ多面的機能の評価に関する研究

微生物利用土壌改良資材の効果判定技術の開発

やませ霧の微気象特性と作物の障害発生機作の解明

●一般別枠研究

情報処理　　　　　　　農業生産管理システム構築のための情報処理技術の開発

根圏環境　　　　　　　根圏環境の動態解明と制御技術の開発

●バイテク（バイオテクノロジー関係プロジェクト研究）

植物DNA　　　　　　　植物DNAの塩基配列解明に関する研究

安全性評価　　　　　　組換え体の野外環境下での安全性評価手法の開発

植物育種　　　　　　　バイテク植物育種に関する総合研究

●ジーンバンク（農林水産省ジーンバンク事業）

微生物バンク　　　　　微生物遺伝資源部門農林水産生物遺伝資源・遺伝育種情報の総合的管理利用システムの整備に要する経費

●大型別枠研究

バイオマス　　　　　　生物資源の効率的利用技術の開発に関する総合研究（資源評価）

生物情報　　　　　　　生物情報の解明と制御による新農林水産技術の開発に関する総合研究（環境適応・生体防御・超微量分析）

生態秩序　　　　　　　農林水産系生態秩序の解明と最適制御に関する総合研究（耕地生態系）

●総合的開発研究

水田畑作　　　　　　　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

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

●原子力（国立機関原子力試験研究）

難防除生物

新放射化

新野外RIトレーサー

長半減期放射性核種

アイソトープ利用による難防除有害生物制御技術の開発に関する基礎的研究

農業環境研究における原子炉利用新技術の開発と利用の拡大に関する研究

農耕地における新野外RIトレーサー技術の開発に関する研究

土壌の種類と農作物における137Csなど長半減期放射性核種の挙動の解明に関する研究

放射能（放射能調査研究）

降下放射性核種　　　　土壌並びに作物中の降下放射性核種の分析及び研究

●公害防止（国立機関公害防止等試験研究）

芳香族塩素

地下水

広域大気汚染

スギ林

先端産業

湿原生態系

湿性酸性降下物

農業環境系におけるダイオキシン等芳香族塩素化合物の分解促進技術の開発に関する研究

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

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

スギ林における酸性降下物等の動態解明と影響予察に関する研究

先端技術産業に係る環境汚染物質の拡散予測とモニタリング手法の確立に関する研究

湿原生態系全のためのモニタリング手法及び農用地からの影響緩和方策の確立に関する研究

湿性酸性降下物の農水産生物に及ぼす影響とその耐性評価に関する基礎的研究

●科振調（科学技術振興調整費総合研究）

組換えDNA
非破壊計測

リモセン高度化

砂漢化機構

組換えDNA技術の解放系における安全性に関する基礎研究

生体の分子レベルにおける高感度・高分解能非破壊計測技術の開発に関する研究

アセアン諸国とのリモートセンシング技術の高度化とその応用に関する共同研究

砂漢化機構の解明に関する国際共同研究

●重点基礎（科学技術振興調整費重点基礎研究）

　　　　　　　　　農村の湿地環境の変化に伴う水辺昆虫の生態変動の解明

　　　　　　　　　植物由来天然有機化合物の土壌生態系制御機能に関る研究

　　　　　　　　　土壌一水系における金属類の化学種形態別の挙動の研究

●地域バイテク（地域バイオテクノロジー研究開発促進事業）

弱毒ウィルス　　　　　地域条件に対応した弱毒ウィルスの作出及びこれを利用した防除技術の確立

微生物利用　　　　　　微生物利用による地域主要病害虫の防除技術の開発
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　　　　　　　　　　　II　平成元犀度研究課題

3．農林水産業特別試験研究費（応用研究）補助金による研究課題一覧

39

研　　究　　課　　題 共同研究者 所　担 当　者 期　　間

土壌母材の風化・土壌化過程の生産力的・ 京都大学 久馬 一剛 環境資源部 阿部 和雄 昭和57年度
環境保全評価に関する研究 農学部 （本村 悟） ～昭和60年度

有機リン化合物の生物活性とその応用に関 九州大学 江藤守 総 資材動態部 上杉 康彦 昭和58年度
する研究 農学部 農薬動態科 ～昭和60年度

根粒を欠除する植物における窒素固定に関 名古屋大学 谷田沢道彦 環境生物部 岩田 俊一 昭和58年度
する研究 農学部 ～昭和60年度

昆虫の性フェロモンとしての高度不飽和ア 高知大学 平野 千里 環境生物部 桐谷 圭治 昭和59年度
ルケニル化合物の立体選択的合成法に関す 農学部 昆虫管理科 ～昭和61年度
る研究

Phizoctonia　Solani菌のプラスミド利用法 東京大学 石川 辰夫 環境生物部 岩田 俊一 昭和60年度
の開発 応用微生物 ～昭和62年度

研究所

アフリカマイマイのライフシステムの解明 東京都立大学 宮下 和喜 環境生物部・ 桐谷 圭治 昭和62年度
と防御手段に関する基礎研究（継続） 理学部 昆虫管理科 （岡田利承） ～平成元年度

アリモドキゾウムシの繁殖システムに関す 近畿大学 杉本 毅 環境生物部・ 桐谷 圭治 平成元年度
る基礎的研究 農学部 昆虫管理科 （岡田利承） ～平成3年度

4．科学技術振興調整費による重点基礎研究課題一覧

研究課題 参　　画 研　　究　　室

1．農村の湿地環境の変化に伴う 環境管理部資源・生態管理科 影響調査研，植生動態研

水辺昆虫の生態変動に関する研 環境生物部昆虫管理科， 昆虫分類研

究（水辺昆虫） 北里大学教養部（山下恵子）

2．植物由来天然有機化合物の土 環境資源部土壌管理科 土壌コロイ ド研，土壌物理研，土壌生化学研，土壌有機物

壌生態系制御機能に関する研究 研

（土壌生態機能） 環境生物部植生管理科 他感物質研

東京理科大学大学院 （品川　朗）

環境管理部計測情報科 分析法研

環境資源部土壌管理科 土壌生成研

〃　　水質管理科 水質動態研

3．土壌一水系における金属類の 資源動態部肥料動態科 微量要素動態研，廃棄物利用研

化学種形態別の挙動の研究（金 中華人民共和国 中国科学院河南地理研究所（票 徳龍）

属の挙動〉 大韓民国　仁荷大学環境工学科 （引 照煕）

アメリカ合衆国 フロリダ大学 （Pierce・H・Jones）
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5．所内プロジェクト研究課題一覧

研 究 課 題

1．土壌資源劣化に関するグローバル・アセスメント手法の開発

2．農用地転用に伴う環境変動の評価手法の開発

3．紫外線（UV－B）が農業生態系に及ぼす影響の解明

高二酸化炭素大気が作物の生理・生態に及ぼす影響の解明

CO、の吸収源・放出源としての耕地生態系の評価

ワタアブラムシの薬剤抵抗性とバイオタイプの関連解明

7．塩素化合物分解遺伝子の解析

8．組換えトマトの安全性評価試験

担当者所属・氏名

資源計量研
環境動態研
土壌生成研
土壌保全研

生物情報計測研
隔測研
植生管理科長

大気保全研
影響調査研
他感物質研

気象生態所

植生生態研

薬剤耐性研
個体群動態研

除草剤動態研
土壌微生物利用研

植生管理科長
他感物質研
微生物管理科長
寄生菌動態研
土壌微生物分類研
土壌微生物生態研
調査計画研

福原　道一

秋山　　侃

野内　　勇
陽　　捷行

矢島

小泉

濱

正晴

　博

弘司

石坂　眞澄

塩見　正衛
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III．研究成果の展望

1．農家圃場情報システムの開発

（1）　はじめに

空中写真のコピーに基準地

域メッシュの区画を入れる

　近年，園芸あるいは営農生産団地でみられる極

めて集約的な耕地利用と過疎化による耕地の疎放

化あるいは減反による休耕田の混在に伴い，一筆

ごとに土壌の性質に著しい変異が生じてきている

ことが指摘されている。したがって，持続的農業

生産，耕地の環境保全機能の発現等の面から土壌

環境の現況を詳細にわたって把握し，個々の圃場

を合理的に良好な状態に維持管理していくこと

が，重要な課題になってきている。

　このためには，面的広がりをもつ土壌情報をシ

ステム化して，必要なときに最適な図やデータを

提供できるシステムを作成し，これを肥培管理や

土壌改良などの細かい営農対策に役立てることが

必要である。しかし，そのような土壌情報システ

ムは未だ作られていないのが現状である。

　一方，リモートセンシングの進歩により，日本

全国のカラー空中写真が入手できるようになっ て

きたので，これとパーソナルコンピュータを中心

とする電子機器を組み合わせることにより，簡易

な機器構成で，圃場の一筆を単位とした圃場情報

システムの構築を試みた。その結果，この方法が

普及所，農協，農家など農業生産の現場に適用で

きることが明らかになったので報告する。

（2）システムの概要

鷹瓢．櫻蜜
イメージスキャナによりデジタル化

し画像としてコンピュータに入力

i汎用型データ

iべ一スパッケージi

「一㎝属’囲

ファ

｝

メッシュ内での

　データ編集

変化部分の1
　　　　しデータ更新「

　1）基本設計

　地図の画像情報と土壌や作目などの圃場の属性

に関する数値情報を組み合わせて，圃場の情報を

地図上に視覚的に表示するシステムを構築する。

システムの構造を図1－1に示した。

　まず，画像の入力原図として圃場の境界線だけ

クリーンマ．プ属性別ランキ属性データヌ訪r露
データファイル轟アイルロアイル」切り出し」巨アイL」

　　　　　　　ニニ　　　　　　　　　　　　じマ　
　　　　　　　　　　　　　　　　『丁

搬認魔劃擁劉iI瀞肇贈Il

　　図1－1　システムの構造模式図

の図を地籍図を使って作成する。背景図として同

じ範囲の空中写真のコピーを作成する。いずれの

図にも入力範囲として基準地域メッシュ（約1

km×1km）の区画線を記入しておく，2枚の図を

イメージスキャナからイメージ画像として入力

し，CRT画面上で合成し1個の画像ファイルとし

て保存する。この際，読み取った画像の境界線の

断線などを補修する。ファイル名を8桁の標準地

域メッシュコードにすることで，全国における位

置を特定できるようにする。

　次に，合成画像を使って，マウスで圃場の中心

点を登録する。この時，同時に各圃場の面積計算

を行ない結果をファイルに出力する。登録した圃

場の属性データをキーボードから入力する。ある

いは，データベースソフトで作成したファイルか

ら必要な部分だけを移行し，属性データファイル

を作成する。属性データファイルは，圃場毎に土

壌，作目，履歴などその性質を数値として入力し

たものであり，データは定量的なものカテゴリカ

ルなものを問わない。

　さらに，属性データの内容を適当な分級基準に

したがって色分けしてCRT画面に地図表示した

り，編集，検索，個々の圃場の属性データの一覧

表を表示することができるシステムとする。
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　2）ソフトウェアおよぴハードウェアの構成

　プログラムは，MS－DOSをOSとするC言語

で記述した。

　本システムの機器構成は，以下のとおりである。

　演算処理装置1パーソナルコンピュータ

　　　　　　　　　　　（NEC，PC9801VX）

　画像の入力装置：イメージスキャナ

　　　　　　　　　　　（エプソン，GT4000）

図の印刷装置1インクジェットカラープリンタ

　　　　　　　　　　　　（シャープ，10－735）

　図及びリストの表示装置：CRTディスプレイ

　　　　　　　　　　　　　　（NEC，KD851）

　座標入力装置1マウス（NEC）

　3）おもな機能

　システムの稼動は，メニュー方式で行なえるよ

うにした。メニューの項目と内容は以下のとおり

である。

①画像入力モード

　スキャナーから画像を取り込みフロッピィディ

スクに保存する。

②画像コンバートモード

　①で取り込んだ画像データをこのシステムで利

用可能なようにコンバートする。

③中心点入力モード

　画面に表示された圃場の中心点をマウスで指定

することで位置，面積，属性情報を発生させる。

④編集モード

　③で作成した中心点データの編集（追加，削除

等）を行なう。

⑤属性データファイル作成モード

　③で登録した圃場に対して20項目までの属性

データを一覧表形式で入力する。

⑥表示モード

　圃場の位置データと属性データから設定したカ

テゴリーと色分けにしたがって地図表示する。

⑦データ更新モード

　マウスで圃場を指定して属性データの更新を行

なう。

⑧フアイル管理モード

　各種管理ファイルの一覧を表示する。

⑨圃場位置データの作成

　圃場中心点の経緯度を計算し，中心点経緯度

ファイルに出力する。

⑩画像データの修正

　スキャナーから入力した画像の修正を行なう。

　4〉システムで作成するファイル

　本システムでは，以下のデータ及び管理ファイ

ルを作成する。

＊＊＊＊．GET：空中写真画像ファイル

＊＊＊＊、VEC：境界線画像ファイル

＊＊＊＊、OVE：領域オーバーレイ画像ファイル

＊＊＊＊．XYZ：画像位置管理ファイル

＊＊＊＊．PNT：圃場中心点ファイル

＊＊＊＊．DAT：属性データファイル

＊＊＊＊．ICH：中心点経緯度ファイル

KATE．KNR：カテゴリー管理ファイル
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図1－2 土壌の属性の地図表示結果（カラーの違いを数字で表した）

図全体の枠の大きさは1，115m，縦925mである
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表1　石川県羽咋地区基盤整備水田土壌データ入力例入

　　力データ項目による面積分布の例（入力筆数26）

PH （H20） 交換性CaO（mg／1009） 乾土効果（NH、一Nmg／100g）

カテゴリー 面積a，（％〉 カテゴリー
　7
面積a，（％） カテゴリー 面積a，（％）

4．0以下 72（8．1） 100以下 204（23．1） 10．0以下 50（5．6）

4．1～4．5 101（11．5） 101～200 152（17．2） 10．1～20．0 313（35．3）

4．6～5．0 138（15．6） 201～300 310（35．1） 20．1～30．0 473（53．3）

5．1～5．5 180（20．4） 301～400 59（6．7） 30．1～40．0 50（5．6〉

5．6～6．0 58（6．6） 401～500 117（13．3）

6．1～6．5 310（35．1） 501～600 41（4．6〉

6．6以上 23（2．6）

＊＊＊＊．KAT：カテゴリーファイル

＊＊＊＊．HAN：凡例ファイル

C　O　L．KNR：カラーテーブル管理ファイル

＊＊＊＊．COL：カラーテーブルファイル

（3）システムの利用例

　本システムの開発にあたり事例として，熊本県

植木町のスイカ栽培地帯の土壌診断データ，石川

県羽咋市の大区画基盤整備水田の土壌データ，お

よび鳥取県国府町の水田転換ぶどう園の土壌デー

タ，収量データの3地域のデータを取り上げ，本

システムを稼動させ操作性および機能の向上を

図った。

　この中から石川県の事例を紹介する。大区画基

盤整備水田の土壌データを使って，1個の基準地

域メッシュ内の圃場について筆界の境界線の画像

データを入力し，圃場の位置を登録したのち属性

ファイルに各圃場の土壌データを入力した。入力

したデータは，pH，腐植含量，全窒素含量，CEC，

交換性Ca，交換性Mg，交換性K，Ca飽和度，乾

土効果，有効態リン酸，有効態ケイ酸，リン酸吸

収係数，グライ層の位置，表層の礫含量の14種類

である。

　これらのデータの各項目について階級区分を行

ない，カラーの分布図の作成，カテゴリー別の面

積計算を行なった。結果の一部を図1－2，表1に

示した。これらの図表から一筆ごとの土壌の性質

及びその分布状況が一目瞭然であり，量（面積）

としても把握できる。

（4）システムの活用

　1）農家圃場管理システムとして

　このシステムは，比較的小さな範囲を対象とし

て圃場の管理に利用するのに適する。そのため利

用者としては，農業改良普及所，農協，農家など

が考えられる。圃場毎の土壌分析値，作目，履歴，

収量などを属性データファイルに入力することで

データの管理が容易になり，かつ画像として表示

できるので地域内の分布が視覚的に分かりやすく

なる。

　また，各都道府県で行なわれている土壌診断に

より毎年膨大な件数の土壌データが作成されてい

るが，これらのデータはデジタル化する事により

さらに有効に利用できる。土壌診断データは圃場

ごとにとられることが多いため，位置情報を付加

した一筆データとして管理することにより土壌の

地理唐報データベース化につなげられる。

　本システムでは，ファイル名に標準地域メッ

シュコードを用いることで，属性データに固有の

位置情報が付加される。さらに，各圃場の位置も

基準地域メッシュ内部の座標として記録されるた

め，詳細な地理的データとして扱える。そのため

入力した属性データをメッシュデータとして集積

し，全国データベースヘ発展させる，ことができる。

また，国土数値情報などの既存のメッシュ情報と

のリンクの可能性をもつ。このためには，各地域

の属性データの項目と精度に統一性が必要であ

る。
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　2）汎用的なシステムとして

　本シ不テムは，農家圃場の一筆管理により持続

的な農業生産と耕地の環境保全を図るために開発

したものであるが，システムの構造上，閉領域の

境界線を含む画像情報とその内部の属性情報であ

れば，情報の性質は問わない。加えて，一枚のイ

メージ画像の範囲も基準地域メッシュの大きさに

限定されない。

　．したがって，一筆管理に限らず汎用的利用が可

能であり，小地域における面的情報について各種

の分布図の作成および面積測定等に利用できる。

すなわち収量や作付状況などの農地の情報のほ

か，細密な土地利用や地形分類，植生分類等の環

境因子の情報にも利用でき，これらの情報を用い

た環境保全機能の評価と結果の表現手段ともな

る。

　また，本システムの中にはオーバーレイの機能

は持たせていないが，その結果を1項目として属

性ファイルに取り込むことにより，表示の手段と

して利用できる。オーバーレイは，ある数式にし

たがって複数個の属性の数値を演算するものであ

るから，属性データファイルを用いて，作物の適

地判定，生産力評価，環境保全機能の評価などの

演算を別に行ない，分級した結果を表示すること

ができる。

（5）おわりに

　本システムを活用することにより，一筆を単位

とした圃場情報を構築でき，肥培管理や土壌改良

などの細かい営農管理に役立てることができる。

本システムの開発にあたり使用した土壌データ

は，熊本県農業試験場，石川県農業総合試験場，

鳥取県農業試験場から提供いただき，これを利用

させていただいた。

　なお，本システムの利用希望者には，マニュア

ルの配布およびファイルサービスを行なってい

る。

（環境立地研究室　松森堅治・加藤好武・徳留昭

一）

2．ランドサット衛量データによるタイ中

　　央平原の農業環境の把握

（1）はじめに

　アセアン諸国では，人口の急増やそれにともな

う食糧問題のため，農業生産力の向上が強く求め

られている。この地域は，豊富な日射量，年問を

通しての高い気温など，気候資源に恵まれている。

このことは，条件さえ整えば稲作で二期作，三期

作が可能であるなど，温帯，寒帯と較べて営農上

有利であるといえる。

　しかし，熱帯地域における農業生産は，この様

に気候条件に恵まれているのに低レベルであり，

収量の変動が大きく，生産が不安定である。加え

て熱帯は土壌や地形が複雑であり，しかも基盤整

備など人為条件も千差万別で，生産環境の条件は

多種多様である。そこで，将来，高収量でかつ安

定生産を達成するために，リアルタイムで広域的

な農業環境把握が求められる。

　人工衛星からのリモートセンシング情報は広域

的かつ迅速であり，しかも，多時期の繰り返しデー

タが得られ，このデータの保存が簡単にでき，ラ

ンドサット衛星データの蓄積がなされている。こ

のようなリモートセンシング技術の特性を利用し

た高位・安定生産のための広域農業資源管理およ

び農業環境監視システムの構築を目指し，ランド

サット衛星データによるタイ中央平原地域の地帯

区分と7年問の農業的土地利用変化の把握を試み

た。

　本研究は，科学技術庁科学技術振興調整費「ア

セアン諸国とのリモートセンシング技術の高度化

とその応用に関する共同研究」の一環として，タ

イ国農業協同省農業局と共同研究を行った成果で

ある。

（2）研究方法

　タイ中央平原の農業的土地利用変化の抽出を目

的とし，まずランドサットデータによる地形及び

農業形態区分を行い，次に，年次の異なるランド



HI研究成果の展望 45

サットMSSデータによる土地被覆変化の解析を

行った。

　このために，1）リモートセンシングデータ画

像処理，2）該当時の気象条件の調査，3）現地

調査を行った。

　1）面像処理

　1979年1月3日，1985年1月9日，および1986

年1月4日のランドサットMSSデータを使用し

て，カラー合成画像を作成した。具体的な手順を

以下に示す。

　（i）前処理

　①3時期の画像データの重ね合わせ

　これら3時期の画像の位置座標を一致させるた

め，1979年および1986年の画像を幾何補正して

1985年の画像に合わせた。幾何補正にはアフィン

変換式によるニアレストネイバ法により行った。

　②解析地域の切り出しと100mメッシュ化

　当然ながら解析地域は，3時期とも画像内に含

まれている必要がある。1979年のデータのランド

サット衛星2号と1985年と1986年の4号は軌動

が異なるため，双方に含まれる部分のバンコクを

含むバンコクの西北の東西95km，南北180km

を切り出した。カラム方向，およびライン方向そ

れぞれの再サンプリングにより100mメッシュ

画像とした。

　（ii）輝度補正とカラー画像の作成

　3時期の輝度強度がそれぞれ異なるため，スペ

クトル変化の少ないと考えられる地点のデータに

より，輝度補正を行った後に，カラー画像を作成

した。カラー合成画像は，バンド7（近赤外）を赤，

バンド5（赤）を緑に，バンド4（緑）を青に割り

当てて発色させた。（写真2－1）

　植物緑葉は，赤の波長帯の太陽光の反射は低く，

近赤外の反射は高いという特徴がある。このため，

このカラー合成画像では，植生のあるところが赤

く表示され，農作物の生育状況が比較できる。

　（iiり画像の判読と解析

　1986年および1985年の状況と1979年の農業

土地利用状況の比較を行った。すなわち農作物を

中心とした植生の変化を解析することにより，7

年問の農業的土地利用の変化を明らかにした。

　（iv）植生指数を用いた解析

　植生の変化を明確に表示するために，次に示す

植生指数を用いて解析を行った。

　NVI二（B7－B5）／（B7十B5〉

　NVI：正規化植生指数

　B7：ランドサットMSSバンド7（近赤外）の

　　反射強度

　B5：ランドサットMSSバンド5（赤）の反射

　　強度

　NVIは，植物体現存量と相関が高い演算値で，

一般的にこの値が大きいほど，植物体現存量が多

いo

　写真2に1986年と1979年のNVIの差を示し

た。1986年のNVIが大きい時は赤系統の色，逆に

1979年が大のときは青を割り当てた。

　2）気象条件の調査

　各々のシーンでの変化が，年次問の農業基盤の

変化に起因するのか，または，気象条件の違いに

基づくものかを明らかにするために以下の調査を

行った。

　気象庁から世界気象データの磁気テープを借り

受け，バンコクの気温と雨量を調べた。解析した

衛星データの観測日が1月上旬のため，観測前年

の12ケ月間のデータを用いた。

　3）現地調査

　リモートセンシング解析に必要な地上データを

得るために，下記の4回にわたり，タイ側の共同

研究者と共に現地調査を行った。

　1987年1月4日～1月17日

　1987年11月8日～11月28日
　　ヤ　1988年11月22日～12月14日

　1989年12月1日～12月20日

（3）解析結果

　1）気象状況の影響

　衛星データ収集時の前年分の気象状況を，図

2－1に示した。月平均気温は，年間を通じて25度

以上あり，雨量については，4月～10月の雨期と

11月～3月の乾期に分けられる。解析に使用した
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時期（1月）は乾期の半ばにあたる。解析した3年

問の月別平均気温はほとんど同じであり，雨量に

ついても各年の雨期，乾期を合計してみれば，ほ

ぼ同じことがわかる。したがって，解析した年次

間において気象条件に起因する差は小さい。

　2）地形と農業形態による分類

　解析エリアを，作成した衛星画像と現地調査

データおよび既存の情報により，以下のA～Eま

での地形及び農業形態に基づいた5つのタイプに

分類した。（図2－2）

A：南西部の扇状地，おもにイネ，サトウキビの

　　栽培地域である。非石灰質褐色土および沖積

　　土。

B：西部の扇状地。おもに稲作（移植が多い）。扇

　　状地の頂点付近では，広葉樹の森林，扇状地

　　の中央部では樹林地と稲作地が混在する。土

　　壌区分は，赤横色ポドソル性土壌，灰色ポド

　　ソル性土壌および沖積土。

C：中央及び南部の三角州（沖積平野）。主として

　　浮き稲地帯であり，その他に，野菜，果樹，

　　ハス等の水生植物等。生産性の低い硫酸塩酸

　　性土壌が広がる。

D：河川氾濫原（沖積平野）。主として稲作地帯で

　　あり，移植栽培地と浮き稲地帯がある。稲作

　　後に豆類及び野菜，タバコを栽培。土壌は沖

　　積土が多い。河川の蛇行の後には，いくつか

　　の三日月湖ができている。

E：カルスト地形（石灰岩）地帯。やや乾燥した

　　地域で，主として天水にたよる農業地域。ト

　　ウモロコシ，ソルガム，豆類の畑作およびマ

　　ンゴー，リンゴ，ココナッツなど果樹，森林。

　石灰岩が溶解してできたカルスト地形地帯な

　　ので石灰岩，頁岩に由来する土壌であり，赤

　褐色ラテライト性土壌，レ／ンジナ，グルムソ

　　ルが存在する。

　3）土地利用変化の判読（写真2－1，2－2，図

2－2）

　①土地利用変化の激しかった地帯は，Cの地

区であり，バンコクの市街域が全体的に広がり，

バンコク市の北部の空港周辺の主要道路沿いにお

いて商工用地への土地の転用が認められる。

　②このC地区中央部の広い範囲の浮き稲は，

79年には，画像で赤く示され生育中であったが，

85・86年では，青く収穫後である。このことは，

植生指数を用いた解析でも，中央部地区の79年は

植が高く，稲の収穫前であることが推察される。

　③C地区の東南の部分において，79年では収

穫後であったが，85年には灌漸により，多期作の

稲の生育が認められる。しかし，86年では明瞭で

ない。植生指数を用いた変化の抽出では，この部

分に赤色とオレンジ色が点在し，多期作の稲と対

応している。

　④AとC地区との境界付近で，稲からサトウ

95km

180km

B

稲作後の作付

D E

稲作後の作付の拡大

窃

　　　　　　　　C　　　　’79刈1）取り前　　　　　　河川

　　　　　　　！　　　　　　　　　農地の商工用地
　　　　　　　　　　　　9への転用

一一一締窟＿製
　　　A／　　　1
　　　　　　　　　都市　　　　都市の拡大
　　　　　　　　バンコク

図2－2　地帯区分と農業的土地利用変化
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キビヘの変化が認められる。

　⑤　D地区での稲作後の農作物の作付増加が伺
　　　つ
われる。植生指数を用いた変化の抽出でよく示さ

れている。

（4）考察

　タイ中央平原の農地は，近年農業基盤（主とし

て用排水施設）の整備が進み，乾期の作付面積の

増大等による農業生産力の増大，安定化がはから

れ，総合的なタイ国農業生産力の向上に大きく寄

与していることが推察される。また，作目の変化

は，タイの経済や農作物の価格差（米とサトウキ

ビ）等が関係していると考えられる。85年と86年

と比較すると86年に多期作の稲が減少している

地帯が認められ，米生産がタイ国でも過剰気味で

あることが伺える。

　バンコク周辺にみられる農地の商工用地への変

化は，都市周辺での農業基盤整備のあり方の検討

課題である。農業生産力の向上を図る上で基盤整

備の果たす役割が大きいが，都市周辺では農業以

外の産業の土地利用計画と調整しながら基盤整備

を進めていく必要があると考えられる。

（5）おわりに

　今後は，多時期のスペクトル特性の変化に注目

して，土地利用及び農業環境把握のためのディジ

タル解析手法の開発を行い，本地域の解析を通じ

て，熱帯地域の農業環境特性の解明を続けていく

必要がある。

　熱帯地域の農業生産力と農業生産規制要因との

関係をより正確に詳細に検討するために，既存の

地形情報，土壌図などを活用した地理清報と衛星

データとを結合した解析が今後の課題である。

　　　　　　　　　（隔測研究室　山田康晴）

3．気候暖化による我が国の農業気候資源

　　および植生の純一次生産力への影響評価

（1）はじめに

　近年，化石燃料の大量使用及び大規模な森林破

壊を背景として，大気中の二酸化炭素濃度は毎年

1．0～1．5ppmの速度で上昇し続けている。産業革

命後，約100年間に約50ppm上昇しており，現在

すでに350ppm近くになっている。この傾向は今

後も加速的に続き，21世紀半ばには600ppmに達

すると言われている。

　広く知られているように，二酸化炭素は「温室

効果ガス」の一種で，600ppmになると地球平均

気温は約3℃上昇すると予測されている。このよ

うな温度状態の変化は大気大循環の特徴を変え，

各地域の水文状態に大きな変化を与えることが心

配されている。これらの気候変化は自然植生の分

布と生産力の変化を通して農業生産力にも影響す

ると予想される。

　本研究では，米国ゴッダード宇宙空間研究所の

大気大循環モデル（GISSモデル）でえられた2x

CO2気候変化シナリオと，自然植生の純一次生産

力評価のための筑後モデルを用いて，我が国の農

業気候資源と純一次生産力への2xCO，気候変化

の影響を定量的に予想することを試みた。2xCO2

気候条件とは，大気中の二酸化炭素及びその他の

温室効果ガスの濃度が上昇し，二酸化炭素600

ppm相当の温度上昇をもたらすときの気候条件

を意味する。なお，本研究では大気中の二酸化炭

素濃度の上昇にともなう植生の光合成への影響は

考慮していない。

（2）気候変化シナリオ

　本研究で用いたGISSモデルは，地球平均の気

温上昇を4．0。C，降水量の増加を0．4mm／dayと

予想している。気温上昇はいくつかの気候変化シ

ナリオの中では「最悪の状態」を予想している。

　GISSモデルの出力結果から得られた現在の気

候値との差を我が国の現在の平年気候値にオー

バーレイし，2xCO2条件下の気候値を作成した。そ

の結果，我が国の気温変化は冬季に大きく

（3～40C），夏季に小さく（2～3。C）なり，北海道

地区で大きく，それより南に下がるにつれ減少す

ると予想された。月間降水量の変化は南西日本で
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は負に，北日本ではわずかに正になることがわ

かった。南西諸島では数十mm以上の減少が予想

され，蒸発力を高める気温上昇と相まって，水文

条件はかなり劣化する可能性があると予想され

た。

（3〉農業気候資源の変化

　作物生産を左右する3大気候資源は太陽エネル

ギー，温度，水である。太陽エネルギーと温度と

の間には高い正の相関があるので，多くの場合，

温度と水の供給の豊かさで農業気候資源量を評価

する。両資源とも評価の基準となるのは，安定し

た高い生産をあげるための作物の資源要求度であ

る。

　我々は，温度効果に伴う気候変化によって農業

生態系が受ける影響を農業気候資源量の変化で調

べた。農業気候資源量は，新品種の育成や新作物

導入を含めた広義の農業技術の展開レベルによっ

て変化する。したがって，近未来における農業気

候資源量の評価には，近未来における農業技術の

進歩の効果を考慮する必要がある。しかし，これ

は極めて難しいことであるので，ここでは現時点

での農業技術レベルを基準として近未来における

農業気候資源量とその分布について考えた。

　①温度資源の変化

　有効積算気温は作物の栽培地帯区分を行う上で

有用な指標である。有効積算気温の現在と将来の

分布が図1に示されている。

　現在の気候条件下での我が国の有効積算気温

は，北海道山岳地帯の約1000度日から，九州・四

国・紀伊半島の太平洋岸の5000度日以上に分布し

ている。2500度日の等値線はおおまかにイネの栽

培限界に相当し，5000度日の線はイネの二期作限

界に相当している。

　気候暖化時の有効積算気温の分布を現在のもの

と比較すると，東北北部の気候帯は北海道南部へ，

関東地方の気候帯は東北南部へ，また，九州南部

の気候帯は関東平野域へ北上することが予想され

る。そして，九州南部には6000度日以上という亜

熱帯・熱帯作物の栽培可能域が広がってくると予
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想された。

　この予想からは作物栽培に重要な有効積算気温

が大幅に改善される可能性のあることが示されて

いる。すなわち，有効積算気温は全国平均で1000

度日上昇し，各等値線は約200km北上する。そし

て，一部の山岳地帯をのぞいて，我が国の有効積

算気温は3000度日以上となる。

　我が国の主要な作物である水稲の収量は，その

幼穂形成期と開花結実期にあたる7～8月の温度

状態に密接に関係している。温暖化条件下での

7㌻8月の平均気温の分布を現在の分布と比較し

た結果を図2に示した。

　現在の気候条件下では，7～8月の平均気温200C

の等値線は北海道南部に位置し，25。Cの等値線は

関東南部から中部山岳地帯の南縁を巡り北陸地方

に達している。

　温暖化条件下では，水稲の安定栽培限界を示す

200Cの等値線は北海道の山岳地帯を巡るようにな



50 農業環境技術研究所年報　平成元年度

り，平野部の全てが安定栽培地帯になる可能性が

ある。九州・四国の海岸平野部では7～8月の平均

気温が300C以上という高温域の出現が予想され

る。これを水稲生産にうまく利用するには，日本

型稲の代わりにインド型稲や日・印交雑型の品種

が必要になるかもしれない。

　国内約150地点における有効積算気温と7～8

月の平均気温の計算から次の関係が得られた。

　EAT2co2二1200十〇．98EATba、e

　T7．亀2co2＝4．13十〇．963T7。亀base

　②水文状態の変化

　降水，蒸発，流出，土壌水分などの水文状態の

変化は，自然生態系や管理生態系における生産力

に大きな影響を与える。本研究では，水文状態の

把握のため放射乾燥度（RDI二Rn／（1・r），Rnは

純放射量，1は蒸発の潜熱，rは降水量）を用いた。

その結果が図3に示されている。

　現在の気候条件下と気候暖化時の放射乾燥度の

分布は非常に似ており，気候暖化による水文状態

の変化は余り大きくないことが予想された。しか

し，瀬戸内地域の一部に1．0以上という乾燥した

区域が現れている。また，その他の地域でも若干

の乾燥化が認められる。

　③植物の気候生産力

　気候暖化時の気候変化シナリオと筑後モデルを

用いて，自然植生の純一次生産力への気候暖化の

影響を調べた。その結果が図4に示されている。

　現在の気候条件下では，純一次生産力は北海道

山岳地帯の4t・ha－1・yr－1から，九州・四国・紀

伊半島の太平洋岸の18t・ha－1・yr－1以上まで分布

している。また，落葉広葉樹林帯と常緑広葉樹林

帯の境界に沿う14t・ha一1・yr－1の等値線は，現在，

関東北部から中部山岳地帯を巡り北陸地方から日

本海に抜けている。

　気候暖化によって各地域の純一次生産力は増加

し，その増加量は北日本で大きく，南西日本で小

さいことがわかった。北海道では山岳地帯の一部

を除いて10t・ha－1・yr1以上となり，西日本の太

平洋岸では20t・ha－1・yr1以上の地域が現れる。

　この変化を定量化するため，北日本・中部日本・

南西日本の三地域について，気候暖化時の純一次

生産力の現在の値に対する比率を求めた。その結

果，温暖化気候時の分布の変化は北日本地域（北

海道・東北）でも最も大きく1．154（15．4％増），

中部日本（関東・中部・近畿〉で1。062，南西日本

で1．069となった。全国では1．089となり，温暖

化によって日本の自然植生の純一次生産力は約

9％増大する可能性があると予想された。

　これらの分布から求めた我が国の純一次生産量

（緑資源量）は次のように評価された。

　現在の気候条件下：379．6×106tDW／yr，

　気候暖化条件下　：413．3×106tDW／yr．

　　’　Oo　　σ
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放射乾燥度の分布

（上：現在；　下：気候暖化時）
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自然植生の純一次生産力の分布

（上：現在；　下：気候暖化時）

　本研究で得られた結果は，日本の農業気候資源

と植生の純一次生産力が，近い将来に予想される

二酸化炭素濃度上昇に基づく気候変化にかなり敏

感なことを示L．ている。しかしながら，二酸化炭
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素濃度上昇は光合成活動や蒸散活動に直接影響す

るし，気温上昇は植物病菌・害虫・雑草の活動の

活発化，肥料・農薬の効果の減退，土壌劣化の促

進など負の効果をもたらす可能性もある。

　従って，二酸化炭素濃度上昇にともなう気候変

化の植物生産への影響をより正しく評価し，それ

への対応策を確立するためには，気候変化予測モ

デルの改良とならんで，耕地生態系の各過程と気

候変化を含む高二酸化炭素濃度条件との相互作用

を解明することが必要である。

　　　　　　　　（気候資源研究室　清野　諮）

4．土壌の浄化機能を活用した汚水の処理

　　法

（1）　はじめに

　畜舎汚水は，窒素・リン等の濃度が著しく高く，

閉鎖系水域の富栄養化を惹起する原因の一つに挙

げられている。畜産に起因する水質汚染を防止す

るためには，畜舎汚水からこれらの富栄養化物質

を除去することが重要である。しかし，活性汚泥

法等従来の処理法で窒素・リンを除去することは

極めて困難であり，これらを効率的かつ簡易に除

去できる処理技術の開発が望まれている。

　土壌中にはアンモニア酸化菌，亜硝酸酸化菌，

脱窒菌等窒素の代謝に関与する微生物が多数生息

し，また土壌粒子はリンを吸着・固定する能力を

有している。このような土壌の浄化能力を有効に

活用できれば，汚水中の窒素・リンの除去が可能

となる。本研究では，畜舎汚水を効率的に処理す

る土壌カラムシステムを考案し，とくに窒素除去

能力を向上させる方法について検討した。

（2〉土壌カラム基本システム

ラム）。このシステムの運転方法と汚水浄化の原理

は以下のとおりである。まず，一定量の汚水をカ

ラムAに流入させ，SS（懸濁物質）を除去する。

この段階で，SSとして存在する有機物・有機態窒

素・有機態リン等が除去される。次に，この流出

水をカラムBに流入させて，直ちに流出させる。

汚水中の窒素は大部分NH、＋の形態であるため，

土壌粒子表面に静電気的に吸着されて，カラムB

内に留まる。汚水流出後カラムB内は好気的とな

り，土壌に吸着されたNH、＋は硝化作用により

NO2一あるいはNO3一に変化する。翌日カラムB

に流入した汚水はNH4＋を残し，NO2一とNO3一を

溶出させる。この流出水がカラムCに流入すると

脱窒が起こるが，そのためにはエネルギー源とし

て有機基質が必要である。しかし，カラムA・Bで

大部分の有機物が分解除去されるため，カラムB

からの流出水に有機基質としてメタノールを添加

してカラムCに流入させる。カラムCは常に湛水

状態に保たれており，脱窒が起こる。

　このように，硝化・脱窒によって窒素が除去で

きるが，この反応の律速段階となるのは硝化過程

であり，反応促進のためには硝化能力を向上させ

ることが重要である。

汚水πコ

A　l lBl

一『一　一　一　一　　『　一　r　一

C

→処理水

　　　　　　　一一
　　　　　　　　有轟．

図4－1　土壌カラム基本システムの概要

表4－1　カラム充填物の組成

土壌カラム基本システムは，図4－1に示すよう

に3本のカラムから構成されている。カラムAに

はオガクズ，カラムBとCには土壌を充填する。

また，カラムBは好気的に保ち（非湛水土壌カラ

ム），カラムCは嫌気的に保っておく（湛水土壌力

　　　土壌　　　CaCO3　ゼオライト　バーミキュカラム　　　　（9）　　　　（9）　　　　（9）　　ライト（9）

No．1　5，600　84．0（L5％）　　0　　　0
No．2　2，800　42．0（L5％）2，800（50％）　　O

No。3　2，800　42。0（L5％）　　0　2，800（50％）
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　そこで，まずカラムBのみを使用し，硝化能力

の向上について検討した。土壌は観音台表土（表

層腐植質黒ボク土）を用い，これに酸性中和のた

めに炭酸カルシウム，陽イオン保持力強化のため

にゼオライト，あるいは通気性改善のためにバー

ミキュライト原石を混合したものを充填した（表

4－1）。供試汚水については，豚尿を稀釈して調製

したものを用いた（表4－2）。

　カラムBの流出ロコックを開いたまま汚水500

mLを1日1回流入させた。カラム流出水の無機

態窒素濃度の推移を図4－2に示す。

　土壌に炭酸カルシウムを添加しただけのカラム

（No．1）では，NO3－N濃度は30日頃より次第

に上昇し360～380mg／Lに達したが，NH4－N

濃度も同様に上昇した。ゼオライトを50％添加し

たカラム（No．2）では，NO3－N濃度はカラム

No．1とほぽ同様に上昇し，NH4－N濃度も比較

的高かった。他のカラムではPO4－Pが全く流出

しなかったのに対し，このカラムではPO4－Pが

流出してきたことを考えると，孔隙の短絡によっ

て汚水が土壌粒子と十分接触しないまま流出した

ものと推定される。これに対して，バーミキュラ

表4－2　調製汚水の成分組成

イト原石を50％添加したカラム（No．3）では，

NO3－N濃度は急速に上昇し，NH4－N濃度は低

く推移した。流出水中の無機態窒素に占める

NO2－N＋NO3－Nの割合は，No．1では56．7％，

No．2では73．6％，No．3では98．7％であり，バー

ミキュライトの混合によって硝化能力が顕著に向

上することが明らかとなった（表4－3）。

　試験終了後，カラムB内容物を採取し，その物

理的特性を測定した（表4－4）。No．3は，とくに

飽和透水係数が高く，また気相率が高いことが明

らかである。これは，バーミキュライトを混合し

たものでは，水の浸透性が良く，好気的条件が得

られやすいことを示唆している。

　以上の結果に基づき，カラムAにオガクズ，カ

ラムBに土壌・バーミキュライト50％混合物，カ

ラムCには土壌のみを充填し，土壌カラム基本シ
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表4－3　カラム流出水中の無機態窒素の形態
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図4－2　カラムB流出水中の無機態窒素濃

　　　　度の推移
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表4－4　カラム内容物の物理性

カ　ラ　ム 深　　さ
三相分布（％）

固相 液相 気相

孔隙率

（％〉

飽和透水係数

　（cm／S）

No．1

No．2

No．3

0－5cm
5－10cm

O－5cm
5－10cm

O－5cm
5－10cm

31．5

28．8

33．0

31．8

32．5

32。8

59。1

59．2

49．8

45．0

38．2

41．0

9．4

12．0

17．2

23．2

29．3

26．2

68．5

71．2

67．0

68．2

67．5

67．2

2．6×10『3

1．6×10『3

7．9×10－3

6．8×10－3

2．4×10－2

1．6×10｝2

ステム全体を用いて汚水の処理試験を実施した。

この試験において汚水中の窒素・りんを除去でき

ることが明らかとなったが，なおいくつかの問題

点が摘出された。まず第1点は，処理水が赤褐色

に着色するということである。これは，カラムC

が常に湛水状態であるために嫌気的条件が強く，

土壌中の鉄が溶出してきたためと考えられる。第

2点は，カラムCに流入したNO2一やNO3一が完全

には脱窒せず，異化的硝酸還元により一部NH、＋

に変化したことである。これも，嫌気的条件が強

すぎるためと考えられる。さらに第3の問題点は，

このシステムでは汚水中の有機基質を脱窒に利用

できないということである。

　土壌を活用した汚水中の窒素の除去に関して

は，これまでも種々の方式が研究されてきたが，

いずれも硝化と脱窒を別々のカラムあるいは別々

の部位で行なわせる方式で，上記の問題点を含ん

でいる。そこで，これらの問題点を解決する目的

で，システムの改良を試みた。

汚水

』Bl

（3）改良型土壌カラムシステム

　上記の問題を解決するためには，汚水中の有機

基質を脱窒に利用し，かつ高度な嫌気条件にしな

いで脱窒させるような方式を考案する必要があ

る。そこで，カラムAとBそれぞれに嫌気的条件

と好気的条件を交互に与え，カラムCを用いない

で脱窒させる方式を考案した。改良型土壌カラム

システムの概要を図4－3に示す。カラムAには

オガクズ，カラムBには土壌・バーミキュライト

原石50％混合物を充填した。

　このシステムの運転方法は以下のとおりであ

図4－3

　　　　　　　　　　　↓

　　　小　　　　　　　処理水
　　　1
　有機基質（メタノール）

改良型土壌カラムシステムの概要

る。まず，カラムAの流出ロコックを閉じて汚水

1Lを流入し，1時問湛水状態で静置した後に流出

させた。するとカラム内に空気が侵入して好気的

になり，オガクズに吸着されたNH4＋が硝化され

てNO2一あるいはNO3一になる。翌日再び汚水を

流入させて湛水状態にすると，NO2一やNO3一が汚

水中の有機基質を用いて脱窒する。次に，カラム

Bのコックを閉じてカラムAからの流出水を流

入させ，5時問湛水状態で静置した後に流出させ

る。カラムBでもAと同様に硝化・脱窒が起こ

り，Aで除去しきれなかった窒素をBで除去す

る。このようにして1日1回1Lづつの汚水を流

入させ，158日間にわたって試験を実施した。供試

汚水については，豚ふんと豚尿を混合して調製し

た原汚水を4。Cに保存し，適宜稀釈して用いた（表

4－5）。各々のカラムからの流出水の窒素濃度の推

移を図4－4～6に示す。各図の上段はカラムA，

下段はカラムBからの流出水である。
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表4－5　調製原汚水の成分組成

BOD
T－N

NH4－N
NO2－N
NO3－N
PO4－P

SO4－S

Cl

BOD：T－N

（mg／L）

（mg／L）

（mg／L）

（mg／L）

（mg／L）

（mg／L）

（mg／L）

（mg／L）

30，050

5，687

4，788

　　0
　　0
　282
　186
　1，329

100：19

　まず，カラムAからの流出水について見ると，

流入汚水の窒素濃度を284mg／Lから568mg／

L，さらに852mg／Lまで上げると，その度に流出

水中のT－N濃度は一時的に上昇するが，その後

低下している。硝化・脱窒の能力が次第に向上し

てきたものと思われる。90～95日の時点では流入

した窒素の約80％，140～145日の時点では約

70％の窒素がカラムAにおいて除去されたこと

になる。

　次にこれらの流出水をカラムBに流入させた。

もとから土壌に含まれていたNO3－Nがまず流

出し，それからNO3－N濃度が次第に上昇し，300

mg／Lに達した。5時間も嫌気的条件においたに

もかかわらず脱窒は進行していない。これは，汚

水中の有機基質の大部分がすでにカラムAで消

費されたためと考えられた。そこで，60日目より

メタノールを添加して流入すると，カラムBでも

順調に脱窒が起こることが示された。この場合，

メタノールは1mL程度必要であった。この方式

でもメタノールの添加は必要であったが，汚水中

の有機基質を利用することにより，メタノールの

添加量はかなり節減できたと考えられる。

　表4－6は，140～150日目の処理効率の平均値

を示している。T－N（全窒素）はカラムAで69％

除去され，最終的には99％除去された。T－P（全

リン）はカラムAで67％除去されたが，これは

Org－P（有機態リン）の大部分がSSの形で除去さ

れたものと考えられる。PO4－P（リン酸態リン）

はカラムB内の土壌に吸着され，最終的には

100％除去された。TOC（全有機態炭素）はカラム

Aで85％除去され，最終的には99％除去された。
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図4－4 カラムAおよびB流出水中の無機

態窒素濃度の推移（0～60日）

0
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　　　　日数

カラムAおよびB流出水中の無機

態窒素濃度の推移（60～114日）
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T－N　in　infiuent

568mg11 852mg11　　1136mgll

表4　6　土壌カラムシステムでの処理過程における汚

　　　　水中の汚濁成分濃度の変化（mg／L）

600

　　A 汚濁成分 　　　　カラムA　カラムB汚水　流出水　流出水

500

　400（
＼
o
∈

）
　300Z

T－N

窒　素　丁 N
　　　Org－N

　　　NH4 N
　　　NO2－N

　　　NO3－N
リ　ン　T－P

　　　Org－P

　　　PO4－P

有機物丁OC

852．0（100）260．7（31）　10．2（1）

134．7　　　63．1　　　0
717，3　　　　　　　197．6　　　　　　　　0．2

　0　　　　　　0　　　　　0

　0　　　　　　0　　　　　10．0

142．8（100）　46．5（33）　0（0）

100．6　　　　　　　7．9　　　　　　0

42．2　　　　　　　　38．6　　　　　　　　0

2200．0（100）321．2（15）　26．4（1）

200

NH4－N

（）内の数字は汚水中の成分を100とした場合の割合（％）。

表4－7　窒素循環に関与する微生物の分布

　　　　（乾物1g当たり）
100

0

NO2－N，
　　　　NO3－N。

ハく
σ》100

E
）　50

Z
　　O　　114　120

MeOH　applied
1．O　ml 1．5mI 2、O　ml

B
NO3－N

130

日数

140

　　　　　アンモニア　亜硝酸　　硝酸塩カラム　深　さ　　　　　　　　　　　　　　　　脱窒菌
　　　　　　酸化菌　　酸化菌　　利用菌

　　0～6cm　5．9×106　5．1×105　7．4×106　4．3x106

A　　6～13cm　5．5×105　5．5×104　4．6×106　9．2×105

　！3～20cm　6．O　x104　　－　　　6．9×106　7．8×105

　　0～5cm　2．4×105　2．0×106　1。8×107　1．8x　lO7
B　　8～13cm　2．1×104　1．8×105　3．0×105　2．7×105

150　　　158

図4－6　カラムAおよびB流出水中の無機

　　　　態窒素濃度の推移（114～158日）

　また，試験期問全体を通じて，処理水中に

NH4－Nはほとんど検出されなかった。従って，

カラムBではきわめて効率的に硝化が進行し，異

化的硝酸還元も生じていないことが明らかであ

る。さらに，カラムBからの流出水は無色透明で

あり，鉄の溶出による着色は見られなかった（写

真4－1）。

　以上の結果から，前述の問題点はいずれも解決

できたと考えられる。また，この方式は処理能力

がきわめて高く，畜舎汚水のような高濃度の汚水

に適用可能であり，窒素除去能力は12．7gN／m2／

dに達することが示された。

　試験終了後，カラムA・B内の窒素循環に関わ

る微生物数を最確値法により計測したところ，硝

化菌・脱窒菌のいずれも上層ほど菌数が高いこと

が判明した（表4－7）。この結果から，この土壌力

ラムシステムのスケールアップを図る場合には，

垂直方向より水平方向へのスケールアップが妥当

と考えられる。

（4）　おわりに

　今後の問題点としては，窒素濃度のより高い汚

水にも適用できるよう，とくにカラムAのNH4＋

保持力および硝化・脱窒能力の向上についてさら

に検討する必要があろう。また，リンの除去に関

しては，土壌表面がリンによって飽和されればそ

写真4－1　土壌カラム処理による汚水の色の変化
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れ以上吸着できなくなるので，カラムの耐久性向

上のため他のリン除去方式の検討も必要である。

さらに，このシステムを技術として確立するため

には，中規模あるいは実規模での実証試験が必要

であろう。そのためには，装置の構造，充填物の

物理性，運転方式などについてより具体的に検討

する必要がある。

（土壌生化学研　原田靖生・藤原伸介・大谷　卓）

5．地下水水質の特徴

（1）　はじめに

　農耕林地は，その面積が広く地下水かん養源と

して重要であるが，地下水浄化と汚染の原因の二

面性を持っている。水が土層を浸透する過程で，

懸濁物質等は濾過され清澄な地下水が得られる。

他方，肥培管理に伴う施肥窒素の地下浸透は，地

下水の硝酸態窒素汚染を引き起こす恐れがある。

　トリクロロエチレンとテトラクロロエチレンに

よる地下水汚染については，当該物質が発ガン性

を有すること等から大きな社会問題となり，平成

元年に水質汚濁防止法が改正され，厳しく規制を

受けるところとなった。

　しかしながら，窒素やリンによる地下水汚染に

ついては，水道法による飲料水の水質基準10mg／

1を上回る硝酸態窒素を含有する地下水の存在が

一部に報告されているが，リンについてはほとん

ど報告がなく，実態の把握は進んでいない。

　水質特性研究室では昭和61年度から，農耕地及

びその周辺における地下水水質の実態を既存の井

戸を対象として調査してきたところ，井戸水中に

含有される無機態窒素の形態やリン濃度と井戸の

深さの間に関係があると推定される結果が得られ

たので報告する。

（2〉定点井戸における水質調査

　1）調査方法

　つくば市とその周辺の農耕地内及び農耕地に隣

接する25本の井戸を対象に，1987年から1989年

にかけて，その水質の経時変化を追跡した。井戸

の所在地，周辺状況，井戸の深さ，採取回数，及

び採取期間は表5－1のとおりである。採取回数の

違いは，採取期間によるほか採取間隔の違いで，

1週問毎，2週間毎，及び1か月毎を採取間隔とし

ている。

　水質の測定項目は，pH，アンモニウム態窒素

（NH4－N），亜硝酸態窒素（NO2－N），硝酸体窒素

（NO3－N），全リン（T－P），化学的酸素要求量

（COD），カルシウム（Ca），マグネシウム（Mg），

ナトリウム（Na），カリウム（K），硫酸態硫黄

（SO4－S），及び塩素（C1）である。

　2）井戸の深さと水質

　調査井戸を20m以内の浅井戸（10地点）と20

m以下の深井戸（15地点）に分割し，それぞれに

ついて全井戸の全調査時の計測値の平均値と標準

偏差を求めた。その結果を図5－1に示した。なお，

亜硝酸態窒素は，ほとんどの場合検出されなかっ

たので表示していない。

　図5－1に示した無機態窒素の結果は，井戸の深

さが20m以浅の井戸水（浅層地下水）における主

要な無機態窒素の形態が，硝酸（NO3－N）であり，

20m以深の井戸水（深層地下水）ではアンモニウ

ム（NH4－N）が主要形態であることを示してい

る。

　農環研水質管理科水質動態研究室は，公害防止

研究「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」の中で実施した茨城県谷和原

地区の水田地帯の井戸水調査から地下水水質が主

要な無機態窒素の形態によってアンモニウム型，

硝酸型及び中間型に類型化されるのではないかと

する指摘を行っている。今回の調査では，中問型

井戸水の例は，平地林に隣接する井戸の1例のみ

であり，これ以外は，アンモニウム型あるいは硝

酸型のどちらかに区分できることを示唆してい

る。さらに，この両型が，つくば市とその周辺に

おいては，少数の例外はあるものの20m以浅で

は硝酸型に，20m以深ではアンモニウム型に区分

できる可能性を示唆している。

　このほか，20mを境として成分濃度に明瞭な差
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表5－1　調査井戸の所在地，周辺状況，深さ，採取回数，採取期問

井戸番号　所在地　周辺状況深さ（m）採取回数採取期問

浅

層

地

下

水

深

層

地

下

水

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

つくば市　　①

　　　　②
　　　　③
　　　　④
　　　　⑤
　　　　⑥
伊奈町

土浦市

つくば市

牛久市

①

②

③

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

畑内

畑隣接

畑隣接

畑内

平地林隣接

陸田内

草地隣接

水田隣接

蓮田内

陸田内

畑隣接

畑隣接

畑隣接

畑隣接

畑隣接

畑隣接

畑隣接

畑隣接

畑隣接

畑隣接

陸田内

畑隣接

畑隣接

畑隣接

畑隣接

1．4

3．3

3．7

4．0

4．0

11

5．2

15

15

20

28

30

33

35

40

45

50

78

80

80

85

100

120

120

80

116

55

67

124

98

49

152

127

126

20

62

64

64

61

63

62

62

63

130

59

31

70

61

61

81

87．　1－89．　12

88．　10－89．　12

87．　10－89．　　1

87．4－89。11
87．　9－89．　12

87．　5－88．　9

87．　1－89．　12

87．　　7－89．　12

87．　7－89．　12

87．　6－88．　8

87．　7－89．　11

87．　7－89．　11

87．　7－89．　11

87．　7－89．　11

87。　7－89．　11

87．　7－89．　11

87．　　7－89．　11

87。　7－89．　11

87．　　5－89．　12

87．　7－89．　11

87．　5－88．　8

87．　5－89．　11

87．　7－89．　11

87．　7－89．　11

88．　9－90．　3

陸田内井戸は，陸田かんがい用の井戸である。隣接は，畑，草地，水田に隣接する宅地内の井戸，平地林隣接は，平

地林外の隣接地に堀削された井戸。

が認められる成分としては，リン（全リン），塩素

及び硫酸がある。

リンは，T－P濃度としてほぼ0．1mg／1が境界

値で，20m以浅ではそれ以下であり，20m以深で

はそれ以上の濃度を示した。Cl濃度は，浅層で10

mg／1以上，深層はそれ以下，SO、一S濃度は，1mg／

1が境界値となっていると推定される結果が得ら

れた。しかし平地林に隣接する浅井戸では前記の

現象が認められなかった。

Ca，Mg，Na，及びK濃度とCOD値について

は明瞭な差が認められないがCa，Mg，Naについ

ては浅層の濃度が深層より高い傾向がうかがえ

た。

今回の調査結果は，硝酸，塩素，硫酸，カルシ

ウム，マグネシウム，ナトリウム及びpHについて

　浅　井　戸（10地点）　　　　　　　　　　　　　　深　井　戸（15地点）

1．5　　1．O　　Q5　　0”9’10　　α5　　1．0　　1，5

　　　　卜日NH鴇一N
　　　　　岨丁一P［コ≡D
　　モヨニニ］CODE二二二二≡≡≡トー→

40　　30　　　20　　　10，　　0mg／10　　　10　　　20　　　30　　40

　　トー一一モ≡ヨNO3－NI
←一一モ……ヨニニニニ］Cl［：ヨ｛

　　　　咽SO4－Sト
　　1一一一∈≡≡王二］Ca⊂二二…H

　　　蕨…□Mg⊂Eト→
　　　噌ニコNa［二王ト
　　　　唱K［軸

＿一h　一一＿　卜一一●一一→　　　 pH　　　　　　　 H旧

　図5－1　調査井戸水中の成分濃度（平均値）

　　　全調査井戸の全測定値の平均値及

　　　び標準偏差

　　　同標準偏差
　浅井戸：20mより浅い井戸　深井戸：20m

　　　より深い井戸
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は浅層地下水における濃度の変動が，深層地下水

より大きいこと，アンモニウム，全リン及びCOD

については，逆に深層地下水における濃度の変動

が大きいことが認められた。浅井戸では，個々の

井戸についてこれら成分濃度の経時変化が大きい

ことと井戸問差も大きいことが反映している。一

方，深井戸のアンモニウムと全リンについては，

個々の井戸における濃度変化は，わずかであるが，

井戸問の差があることが反映している。つくば市

南東部にある農業環境技術研究所周辺の深井戸水

中のアンモニウム及び全リン濃度については，図

5－2に示したように井戸の深さが深くなるとと

もに濃度が上昇する傾向が認められた。ただし，

この現象は，地域的なものであり，今回の調査地

域全域では認められなかった。

　水質汚濁に係る環境基準では湖沼の自然環境保

全のための全窒素及び全りんの基準値をそれぞれ

0．1mg／1以下，0．005mg／1以下と定めている。

今回の調査結果からみると浅層及び深層地下水

　（全地点平均値）ともこれらの基準を超えている。

とくに，深層地下水では，基準値をはるかに超え

る全リンが検出された。このことは湖沼の富栄養

化の観点から留意されるべきであると思われる。
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また，個々のデータは示さなかったが，陸田かん

がい用に用いられている浅層地下水の中には，農

業用水の基準（全窒素として1mg／1以下）を超

える硝酸濃度を記録したものが見い出された。し

かし，当該陸田では水稲の倒伏などの障害は認め

られていない。

（3）おわりに

　つくば市周辺では深さ約20mを境とする浅層

地下水と深層地下水では無機態窒素の主たる形態

が異なり，前者では硝酸であり，後者においては

アンモニウムであること，また，リン濃度は深層

地下水が浅層地下水より高いことが明らかにされ

た心

　今後，上記の特徴を持つ地域の範囲を限定する

とともに，その特徴をもたらす地質構造等の要因

を明らかにする必要がある。

　　　　　　　（水質特性研究室　藤井國博）

20

図5－2　っくば市南東部地区における深層地下水中の

　　　　アンモニウム及び全リン濃度

　　　対象地域は農業環境技術研究所周辺地区
　　　　アンモニウム態窒素の回帰式　y＝0．016x－

　　　　0．310
　　　　全リンの回帰式y＝0．0028x＋0．046
　　　　相関係数　アンモニウム態窒素　0．9364

　　　　　　　全リン0．8859

6．高等植物からのアレロパシー植物の検

　　索と候補物質の単離

（1）はじめに

　高等植物問のアレ／ロパシーを示唆する報告は多

いが，実際に作用しているか否かについては議論

がある。そこで，高等植物のアレロパシーを検索

し，作用物質を調べる目的で，以下の観点から試

験を進めた。①発芽・生育試験によるバイオアッ

セイによって代表的な作物・雑草等からアレロパ

シー候補植物を検索する。②栽培試験によってア

レロパシーを識別する手法を開発し，アレロパ

シー候補植物の作用を証明する。③植物体，生育

土壌，砂耕・水耕培地から，アレロパシー候補物

質を抽出・単離する一般的な手法を開発し，この

手法を用いて，アレロパシー候補植物から作用物

質の単離を行う。

（2）発芽・生育試験によるアレロパシー候補植

　　物の検索
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　実験室レベルでアレロパシー活性を検索しその

効力の検証・評価を行うためのバイオアッセイの

検討を行い，この手法を用いてアレロパシー候補

植物の検索を行った。

　1）方法；発芽・生育試験解析法：発芽試験の

解析には，積算種子発芽曲線を作成し，これに

Richards関数（次式）をあてはめた。

　　W＝A［1十b・exp（一kT）］（1ノ（1－m））（m＞1）

　　W＝A［1－b・exp（一kT）］（11（1一m））（m＜1）

　ここで，Wは時間丁における発芽率，Aは最終

発芽率，b，k，mは定数である。

　各パラメーターを，非線形最適化法（Powel1法，

Marquart法，Simplex法）によって計算した。発

芽試験解析のために，次のパラメーターを求めた。

Rは平均発芽速度，Tsは発芽開始時問（一個の種

子が発芽するまでの時間）。最終発芽率Aも式か

ら計算した。さらに，発芽指数1を，発芽の3要素

である，RとTsとAから次式に従って計算し
た。

　　R二A・k／（2m十2）

　　Ts＝1n［／（1／n）（1－m）一1／／b］／（一k）（m＞1）

　　Ts＝1n［｛1一（1／n）（1－m）／／bl／（一k）（m＜1）

　　1＝A・R／Ts

生育試験では，幼根長と下胚軸長等を測定した。

発芽試験条件：一次検索にはレタス（great　lakes

366）を用いた。検定に用いた雑草種子は，農業環

境技術研究所周辺で採取した。各植物の発芽試験

はその最適条件とした。活性の評価のために，用

量応答曲線を作成し，生育や活性が50％阻害され

る濃度（EC5。》を計算した。検索対象植物：一般

畑作物については，農業環境技術研究所において

栽培したものを用い，600Cで24時問乾燥した後

ウィリーミルで粉砕して試料とした。農耕地周辺

雑草も研究所付近に生育するものを採集した。薬

草は，国立衛生試験所筑波薬用植物栽培試験場に

おいて栽培されたものの葉を供与頂いた。

　2）結果；バイオアッセイの手法を用いてアレ

ロパシーを有する可能性のある植物を検索した。

まずバイオアッセイの条件を求めた。検索には，

水溶性の高い物質を抽出するために水抽出を，さ

らに極性の低い物質まで広い範囲の物質を抽出す

るために，メタノール抽出を行った。水抽出液の

場合には，浸透圧の影響で発芽や生育が阻害され

るので，浸透圧と発芽・生育の関係を調べた結果，

浸透圧50kパスカル（約0．5気圧）以下では影響

がないことが明らかとなった。実際には，植物体

抽出液における浸透圧と電気伝導度（EC）の関係

式を実測し，ECが1mS／cm以下となる条件にす

ることとした。試験に用いるシャーレのサイズと

その時に用いる最適種子量，被検液の量について，

生長曲線の解析から最適条件を求めた結果，内径

8．5cm，7．O　cm，5．5cm，4．O　cm，2．8cm，1．5

cmのシャーレを用いたときの最適条件は，それ

ぞれ50／4．0，30／2．4，20／1．6，10／1．0，5／0．5，5／

0．2（粒／m1〉であった。

　レタスを検定植物として，通常作物，一般畑雑

草，薬用植物，香料植物，計約200種を検索した。

その結果の一部を表6－1，表6－2に示した。従来

アレロパシーの報告されているセイタカアワダチ

ソウ，ヨモギ，クズに活性が見られたが，この他

にヨウシュヤマゴボウ，ハコベ，ドクダミ，サト

イモ，シロザ，ムクナにも活性を見出した。薬用

植物からは，オキナグサ，センニンソウに極めて

強い活性が見出された。この他，オオグルマ，シ

オン，アンミビスナーガ，ヘンルーダ，マオウに

も強い活性が見られた。概して一般作物よりも雑

草の方が活性をもつ植物の出現頻度が高く，薬用

植物はさらに10倍程度高い頻度であった。

（3）栽培試験によるアレロパシーの識別法の開

　　発

　1）置換栽培法（substitutiveexperiment）：置

換栽培法の特色は，2植物（1と」）を混植すると

き，1＋Jの合計の栽植密度は一定にするが，その

栽植割合を変化させる点にある。今回の試験は

Dekkerら（1983），およびHarper（1977）の方法

に準じた。図6－1にこの方法による栽培方法を示

した。各植物の混植割合は，0／100，25／75，50／50，

75／25，100／0（A植物の割合／B植物の割合）の5

段階とした。相対収量；RY（Relative　Yield），
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表6－1　発芽・生育試験によるアレロパシー候補植物の検索

供試植物・部位 　A

（＊1）

　発芽試験

　R　　　Ts　　　I　　T50

（＊2）（＊3）（＊4）（＊5）

　　　生育試験

胚軸長　幼根長　　EC　　濃度

（＊6）（＊7）（＊8）（＊9）

（キク科）

1）ブタクサ・茎葉

2）ブタクサ・根

3）セイヨウタンポポ・茎葉

4）セイヨウタンポポ・根

5）セイタカアワダチソウ・茎葉＊

6）セイタカアワダチソウ・根

7）ヒメムカシヨモギ・茎葉

8）ヒメムカシヨモギ・根

9）キツネアザミ・茎葉

10）’キツネアザミ・根

11〉キクイモ・茎葉

12）キクイモ・根．

13）ヨモギ・茎葉＊＊＊

14）ノボロギク・全草

15）ジシバリ・全草

16）ベニバナ・全草

17）シュンギク・葉

18）シュンギク・根

19）ヒマワリ・茎葉＊

20）ヒマワリ・根

（イネ科）

21〉スズメノテッポウ・茎葉

22）スズメノテツポウ・根

23）メヒシバ・茎葉

24）メヒシバ・根

25）ササ・茎葉

26）ススキ・茎葉

27）スーダングラス・茎葉＊

28）スーダングラス・根

29）ソルガム・茎葉

30）ソルガム・根

31）リクトウ・葉

32）リクトウ・もみがら

33）オオムギ・葉

34）オオムギ・根＊＊

35）ライムギ・葉＊＊

36）ライムギ・根

37〉エンバク・葉

38〉エンバク・根

94

87

97

100

67

89

89

94

97

90

91

94

65

86

85

100

99

99

86

100

95

91

90

91

94

97

86

100

85

98

100

97

100

99

91

100

98

98

74

141

37

32

39

59

80

66

74

78

96

99

20

70

96

173

82

96

38

191

89

78

25

41

55

70

66

132

60

131

226

80

102

84

62

186

117

84

2．1

1．7

0．4

0．5

1．4

1．3

1．3

1．2

2．1

2．1

1．4

1．3

2．9

1．4

1．3

0．9

1．5

3．3

1．2

1．2

2．5

1．8

1．6

1．5

3．2

3．3

1．3

1．0

1．3

1．0

2．2

1。2

0．9

1．4

1．2

1．4

1．4

1．2

34

78

94

64

19

42

56

55

34

36

62

71

　5

62

71

206

59

29

27

167

34

39

15

23

17

20

47

135

39

133

105

68

114

62

48

142

88

70

1．6

1．2

1．3

1．6

1．5

1．3

1．2

1．2

1．7

1．7

1．3

1．2

3．3

1．8

1．6

0．7

1．3

1．6

1．5

0．7

1．8

1．5

2．1

1．6

2．7

3．4

1．3

0．8

1．3

0．8

1．0

1．3

1．0

1．3

1．3

0．8

1．0

1．2

139

146

105

108

90

109

114

121

139

112

104

114

51

104

114

141

169

177

102

130

138

127

98

97

134

118

107

106

104

84

114

115

144

72

79

132

105

131

54

63

79

66

70

78

50

67

63

64

67

63

50

67

63

65

66

74

33

52

62

94

42

96

44

52

31

58

55

43

77

70

65

36

21

55

105

126

2．1　　10

1．8　　10

1．0　　6．25

0．8　　10

1．6　　25

1．1　　25

1．7　　25

1．3　　25

1．1　　10

1．8　　10

2．0　　25

1．1　　25

1．1　　20

2．0　　10

1．1　　10

1．1　　8

1．3　　3

0．9　　5

1．3　　10

1．1　　12．5

0．9

0．8

1．1

0．7

1．9

1．5

0．9

0．8

1．0

0．9

1．1

1．O

l．0

1．4

1．5

0．8

1．1

1．4

10

10

10

25

25

25

10

12．5

10

12．5

12．5

50

　6．25

25

10

12．5

2．5

　5



供試植物・部位

（マメ科）

39）クズ・葉＊＊

40）クズ・茎＊

41）クズ・根

42）ムクナ・アナン・葉＊＊＊

43）ムクナ・アナン・茎

44）ムクナ・アナン・根

45）ムクナ・ジャスピアダ・葉＊

46）ムクナ・ジャスピアダ・茎

47）ラッカセイ・葉＊

48）ラッカセイ・根

49）ラッカセイ・種子殼

50）ダイズ・茎葉

51）シロクローバ・茎葉

52）ルーピン・茎葉＊

53）エンドウ・茎葉

54）カラスノエンドウ・茎葉＊

55）スズメノエンドウ・茎葉＊

56）コモンベッチ・茎葉＊＊＊

57）ヘアリーベッチ・茎葉＊＊

（アカザ科）

58）シロザ・茎葉

59）シロザ・根

60）フダンソウ・茎葉

61）フダンソウ・根＊＊

62）ホウレンソウ・葉

63〉ホウレンソウ・根＊

（タデ科）

64）イヌタデ・茎葉＊＊

65）ソバ・茎葉

（シソ科）

66）ホトケノザ・全草＊

67）ハッカ・茎葉＊

68）ハッカ・根

69）サルビア・葉

70）サルビア・茎

71）レモンバーム・葉＊＊

72）レモンバーム・根

（ナス科）

73）ワルナスビ・茎葉

74）ナス・茎葉

75）ナス・根

III研究成果の展望

　　　　　発芽試験

　A　　　R　　　Ts　　　I

（＊1）（＊2）（＊3）（＊4〉

82

98

95

96

96

95

86

100

83

94

85

96

98

95

99

97

100

100

100

98

92

96

90

94

97

84

100

85

99

95

94

98

39

98

96

86

98

72

57

32

82

45

98

36

30

90

93

61

44

49

98

45

60

62

27

32

43

76

86

75

68

73

48

235

54

51

75

106

86

23

73

120

83

84

5．0

3．4

0．5

9．3

1．1

1．8

2．3

1．0

4．9

3．3

4．1

0．6

1．8

2．8

0．5

3．6

3．6

4．6

4．1

1．0

1．1

1．5

4．3

2．4

4．5

1．3

2．4

2．4

1．9

0．9

3．3

3．1

3．7

1．6

0．8

4．9

2．9

12

17

103

　9

38

49

14

32

16

21

13

70

28

33

99

16

18

　6

　8

44

66

56

16

28

16

31

100

19

27

80

31

27

3
45

153

15

29

61

T50

（＊5）

　　　生育試験

胚軸長　幼根長　　EC　　濃度

（＊6〉（＊7〉（＊8）（＊9）

2．2

3．5

1．4

4．6

1．6

1．1

2．4

2．0

1．8

1．9

2．5

1．4

1．9

1．6

1．1

2．8

2．8

4．3

3．7

1．9

1．1

1．2

2．1

1．7

2．1

1．5

1．0

2．0

1．9

1．2

1．3

1．9

2．3

1．4

0．9

1．9

1．6

73

111

95

79

96

95

73

101

98

97

94

117

105

100

115

126

114

50

89

90

88

109

57

119

102

86

107

70

121

139

112

123

101

164

144

125

130

45

32

68

26

54

51

57

72

60

57

71

41

56

37

38

22

24

21

12

48

48

64

21

38

36

37

60

45

28

89

67

83

57

103

117

51

58

1．1　　12．5

1．2　　10

0．6　　10

1．8　　25

0．8　　10

1．0　　　6

0．8　　12．5

0．7　　12．5

1．0　　10

0．9　　16

1．1　100

1．1　　10

1．1　　10

1．2　　12．5

1．1　　10

0．7　　6．67

0．7　　6．67

0．9　　6．67

0．6　　　6．67

0．9　　10

1．2　　25

1．1　　5

1．1　　25

1．4　　　5

1．7　　10

1．7

1．1

2．0

1．1

1．1

0．9

1．O

l．0

0．9

0．9

0．9

0．6

25

12．5

10

8
8
10

8
8
8

6
10

10
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供試植物・部位

76）トマト・茎葉＊

77）トマト・根

78）ジャガイモ・葉

（ウリ科）

80）キュウリ・茎葉

81〉キュウリ・根

82）カボチャ・茎葉

83）カボチャ・根

84〉スイカ・葉

85〉スイカ・茎

86〉スイカ・根

（その他の科）

87）ハコベ・全草

88）オランダミミナグサ・全草＊

89）ドクダミ・地上部＊紳

90）ドクダミ・地下部

91）ヤエムグラ・全草＊

92）ヘクソカズラ・葉

93）ヘクソカズラ・茎

94）スベリヒユ・全草

95）コヒルガオ・茎葉

96）コヒルガオ・根

97）ツユクサ・葉

98〉ヨウシュヤマゴボウ・葉＊＊

99）ヨウシュヤマゴボウ・茎

100）ヨウシュヤマゴボウ・根＊＊＊

101）オオバコ・葉

102）オオバコ・花穂

103〉オオバコ・根

104）メマツヨイグサ・茎葉

105）メマツヨイグサ・根

106）カランコエ・葉

107）カランコエ・落葉

108）カランコエ・茎

109）カランコエ・根

110）ハゲイトウ・葉

111）ハゲイトウ・茎

112）ホウセンカ・葉

113）ホウセンカ・茎

114）キリ・葉

115）キリ・茎

116）サトイモ・葉＊＊＊

農業環境技術研究所年報　平成元年度

　　　　　発芽試験

　A　　　R　　　Ts　　　I

（＊1〉（＊2）（＊3）（＊4）

T50

（＊5）

　　　生育試験

胚軸長　幼根長　　EC　　濃度

（＊6〉（＊7）（＊8〉（＊9〉

96

98

99

99

98

93

100

95

96

94

97

90

98

95

92

97

98

90

96

99

91

98

93

75

88

86

84

84

91

98

96

95

98

92

94

93

93

100

100

92

136　　5．9

123　　3．3

75　　1．3

123　　3。1

224　　4．3

153　　4．8

109　　2．3

102　　3，7

116　　3．O

lO3　　4．2

69

74

33

66

65

46

52

117

66

87

62

44

61

40

101

78

75

48

61

80

52

56

41

66

100

101

80

53

139

22

1．4

2．1

3．6

0．9

2．1

1．5

0．5

4．8

2．4

2．5

4．5

2．3

1．6

1．8

3．5

3．7

3．3

1．3

1．1

1．2

1．7

0．5

0．6

4．0

4．0

3．3

3．1

1．2

1．5

6．3

23

38

127

41

52

30

48

26

36

23

51

31

旦

68

29

86

96

22

27

35

12

19

37

16

26

18

19

31

52

69

30

102

65

15

23

28

24

45

98

　3

1．9

1．4

1．3

1．3

1．3

1．8

1．1

1．3

1．7

2．2

1．4

1．7

3．4

1．5

1．8

1，2

1．1

1．9

1．9

1．8

1．8

2．2

1．5

1．8

1．6

1．8

1．8

1．5

1．2

1．2

1．7

1。0

1。4

2．4

2．1

1．9

1．9

1．5

1．2

4．9

135

131

127

187

159

119

113

133

129

113

99

103

62

126

85

123

143

119

94

103

132

57

124

78

121

142

138

105

119

152

131

143

96

93

116

117

136

119

136

22

37

45

62

78

71

50

84

69

59

74

67

29

26

50

58

92

98

49

60

46

65

33

39

37

73

74

74

39

40

59

55

93

50

81

97

64

77

61

52

32

1．6　　10

1．3　　10

0．9　　6

1．0　　5

1．2　　10

1．1　　12．5

1．0　　17

0．9　　6

1．0　　6

1．O　　l2．5

1．1

2．0

0．9

1．1

1．3

1．0

1．0

1．0

1．1

1．8

1．0

1．0

1．7

1．6

1．0

1．0

0．9

1．7

2．1

1．0

1．0

0．9

0．4

1．0

0．9

1．0

1．0

1．1

1．0

1．3

5
10

5
10

10

12．5

10

3
10

10

10

6
6

10

5
10

12．5

25

25

3
12．5

5
10

6
10

6
3
12．5

12．5

10
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供試植物・部位 A
（＊1）

　発芽試験

R　　Ts
（＊2）（＊3〉

I　　T50
（＊4〉（＊5）

　生育試験

胚軸長　幼根長　　EC　　濃度

（＊6）　（＊7）　（＊8）　（＊9）

117）サトイモ・茎＊

118）サトイモ・根

119）ナタネ・茎葉

120）ナタネ・根継

121）カラシナ・茎葉

122）コマツナ・葉

123〉キャベツ・葉＊

124）サクラ・葉＊＊＊

125）クリ・葉＊＊

126）クリ・落葉＊＊

127）イチョウ・落葉

99　　74

98　　95

84　　85

76　　60

87　　61

93　　27

76　　97

61　　88

84　　39

52　　34

95　　66

3．1　　　　24　　　　1．8

4．9　　　　20　　　　1．9

1．3　　　　　56　　　　　1．2

1．3　　　　　37　　　　　1．3

1．6　　　　　　34　　　　　1．5

0．5　　　　　　58　　　　　1．6

5．6　　　　14　　　　1．4

3．7　　　　15　　　 1．5

2．4　　　　 14　　　　2．4

5．3　　3　　1．6
1．9　　　　34　　　　1．6

133　　　　　35　　　　　1．0　　　　　5

149　　　　　42　　　　　1．1　　　　10

108　　　　　98　　　　　1．5　　　　10

98　　　　　37　　　　　2．0　　　　　10

154　　　　　71　　　　　0．9　　　　　3

141　　　　　94　　　　　1．0　　　　　3

146　　　　　88　　　　　1．1　　　　　5

69　　　　　31　　　　　0．7　　　　12，5

79　　　　　36　　　　　0．9　　　　25

89　　　　　68　　　　　0．9　　　　17

102　　　　　53　　　　　0．9　　　　　8

平均値
標準偏差（σ．一、）

92．3　　　　78．7　　　　2．4　　　　　47．0　　　1。71　　　112．6　　　58．4

9．4　　　40．3　　　1．5　　　38．2　　　0。72　　　26．8　　21，6

＊1　最終発芽率（％）　　　　　　　　　　　　　　＊2　平均発芽速度（対照区に対する％）

＊3　発芽開始時間（対照区に対する比）　　　　　　＊4　発芽指数（1＝A・R／Ts）

＊5　50％発芽時間（対照区に対する比）　　　　　　＊6　対照区に対する％

＊7　対照区に対する％　　　　　　　　　　　　　　＊8　試験液の電気伝導度［mS／cm］

＊9　試験液中の検査植物の濃度［mg－D．W．／mll

＊10　数値の下線は，阻害が顕著なもの。判断基　iパラメー一タ　　A　　R　　Ts　　I　T50　胚軸長　幼根長　1

　　準は右記の通りで平均±σ以上を示す　　　1　判断基準　　＜83　＜39　＞3．9　＜9　＞2．4　＜86　　＜37　i
　　　　　　　　　　　　　　l＿甲一一ローr一一＿曽甲”一一一一一騨困旧一＿ロー一一＿一一＿畠層騨一騙層ロー一一＿r甲層ロロ凹一＿甲冒冒一一曹一一－＿”冒冒一＿一一一髄＿冒四冒一一一一幽，＿一一一一一

＊11植物名の下線は，A，1，胚軸長，幼根長の中の1つ以上に阻害の認められるもの。下線の後の＊はその数を示す。最

　　育＊＊＊＊
　　同　　 o

表6－2　葉用植物からのアレロパシー候補植物の検索

植　物　名
　　メタノール抽出
　発芽試験　　　　生育試験　抗菌性

TsRARLHL

　　　水抽出
発芽試験　　　　生育試験　抗菌性

TsRARLHL
裸子植物門

＋Ephedrasinica（マオウ）

（イチョウ科）

Ginkgobiloba（イチョウ）

被子植物門

双子葉植物綱・離弁花亜綱

（タデ科）

＋Rheum　rhaponticum（ルバーブ）

（ヤマゴボウ科）

林1一泣マゴボウ）

0。76　　　77　　　100　　　　20　　　　95

0．59　　　33　　　　77　　　　42　　　　83

0．75　　　81　　　　95　　　　46　　　106

0．46　　　68　　　　95　　　　　2　　　　14

0．63　　　172　　　100　　　　25　　　120

0．21　　　48　　　　93　　　131　　　112

0．26　　　56　　　　98　　　　25　　　　98

0．78　　　32　　　　96　　　　16　　　　58

（アカザ科）

Chenopodium　ambrosioides

var．anthelminticum（アメリカアリタソウ）

Chenopodium　album（シロザ）

0．98　　　28　　　　76　　　　17　　　　48　　　　±　　0．21

0。34　　167　　　　95　　　　71　　　　95　　　　±　　0．35

20　　　　95　　　　39　　　121　　　　－

49　　　　90　　　　79　　　124　　　　±
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植　　物　　名

　　　　メタノール抽出

　発芽試験　　　生育試験

TsRARLHL
抗菌性 発芽試験

Ts　　R

水抽出

　　生育試験　抗菌性

　A　　RL　HL
（クスノキ科）

＋＊Ω迦一林Cinnamomum　sieboldii（ニッケイ）

＋＊Laurusnobilis（ゲッケイジュ）

（キンポウゲ科）

Aconitum　japonicum（ヤマトリカブト）

Cimicifuga　simplex（サラシナショウマ）

＋Coptisjaponica（オウレン）

＋＊Crematis　Paniculata（センニンソウ）

＋＊Pulsatilla　cemua（オキナグサ）

Thalictrum　aquilegifolium（カラマツソウ）

（ボタン科）

Paeoniasuffruticosa（ボタン）

（ドクダミ科）

Houttuyniacordata（ドクダミ）

（オトギリソウ科）

＊Hypericum　erectum（オトギリソウ〉

（アブラナ科）

Armoracia　rusticana（ワサビダイコン）

（バラ科）

＋Prunuspersica（モモ）

（マメ科）

Glycyrrhizaeechinata（シナカンゾウ）

Glycyrrhizaeglabra（カンゾウ）

（フウロソウ科）

＊Geranium　thunbergii（ゲンノショウコ）

（トウダイグサ科）

Ricinus　communis（トウゴマ）

（ミカン科）

＊Ruta　graveolens（ヘンルーダー）

（アオイ科）

Hibiscussyriacus（ムクゲ）

（ウコギ科）

Panaxschinseng（チョウセンニンジン）

Aralia　cordata（ウド）

（セリ科）

＊Angelica　acutiloba（トウキ）

1．39　　　27　　　　25　　　　20　　　　16

　　　　0　　0　　0　　0
0．52　　　35　　　　20　　　　14　　　　20

0．37　　　70　　　　93　　　　76　　　　91

0．44　　　30　　　　57　　　　91　　　　85

0．43　　　26　　　　68　　　　54　　　　81

1．05　　　48　　　　94　　　　23　　　　31

　　　　0　　0　　0　　0
0．46　　　76　　　　97　　　　58　　　　86

0．24　　　56　　　　99　　　　19　　　　37

0．42　　　90　　　100　　　　51　　　106

0．75　　　59　　　　98　　　　11　　　　57

0。49　　　48　　　　96　　　　83　　　109

0．75　　　52　　　　99　　　　23　　　　78

　　1．41　　　35　　　30　　　46　　　89

±　　0．93　　　86　　　　40　　　　45　　　　84

±　　0．31　　106　　　88　　　60　　　81

0．44　　155　　　100　　　　99　　　107

　　　0．24　52

十十　　〇．66　　168

十十　　　　　　〇

十十　　　　　　〇

　　　〇．27　143

95　　　104　　　112

90　　25　　33

0　　0　　0

0　　0　　0
98　　　109　　　117

十　　〇．50　　148　　　　95　　　　50　　　113

0．28　　　63　　　　97　　　　62　　　121

0。41　　　88　　　　99　　　　44　　　112

0。33　　　33　　　　79　　　　93　　　161

0．82　　　58　　　101　　　　34　　　123

　　　0．41　　　56　　　100　　　　97　　　118

十十　　〇．41　　　37　　　　95　　　　32　　　106

＋＊Apium　graveolens（セルリー）

Bupleurum　falcatum（ミシマサイコ）

＊Cnidium　officinale（センキュウ）

Coriandrum　sativum（コエンドロ）

Foeniculum　vulgare（ウイキョウ）

Levisticumofficinale（ロベージ）

双子葉植物綱・合弁花亜綱

（ムラサキ科）

Lithospermum　officinale（ムラサキ）

（シソ科）

＋＊Hyssopus　officinaliS（ヤナギハッカ）

＋＊Melissa　officinalis（コウスイハッカ）

Mentha　spicata（ハッカ，スペアミント）

＋＊Nepeta　cataria（チクマハッカ，キャットニップ）

Ocimum　basilicum（バージル）

十

十十

十十

十十

±

±

0．94　　154　　　　99　　　　28　　　　71

0．67　　180　　　　90　　　　59　　　　70

0．76　　　66　　　100　　　　14　　　　53

0．62　　　91　　　60　　　84　　　103

0．86　　　66　　　　30　　　　22　　　　23

0．61　　　37　　　　95　　　　22　　　　85

0．49　　　50　　　　94　　　　74　　　　85

1．16　　108　　　　93　　　　51　　　　96

1．32　　　48　　　　98　　　　49　　　　51

2．27　　12　　　31　　　 6　　　 4
1．03　　　20　　　　23　　　　60　　　　76

0．94　　　56　　　91　　　63　　　69

1．02　　　22　　　　98　　　　24　　　　34

0．90　　169　　　100　　　　40　　　100

0。50　　　41　　　　97　　　　74　　　106

0．75　　　52　　　　99　　　　64　　　112

TsRARLHL
0．41　　　47　　　　87　　　　21　　　　36

1．30　74
0．24　　5

　　　　0

0．48　61

2．03　26

0．42　59

70

16

0
90

90

90

52

40

0
93

40

41

81

43

0
78

29

59

0．50　　　71　　　100　　　　60　　　114

0．31　　　79　　　　97　　　102　　　113

±　　0．23　　　40　　　　98　　　　53　　　112

0。23　　　81　　　　97　　　　67　　　116

0．60　　169　　　　95　　　　62　　　128

0．40　　　55　　　100　　　　38　　　150

　　0．37　　　68　　　100　　　　50　　　136

±　　0．25　　　59　　　　99　　　　34　　　113

　　0．26　　　44　　　　83　　　　26　　　128

　　0．33　　　55　　　100　　　　91　　　109

　　0．53　　　　74　　　100　　　　74　　　154

　　0。49　　　38　　　　92　　　　84　　　106

　　0。39　　　42　　　　88　　　　33　　　120

±　　0．69　　　84　　　100　　　　53　　　157

　　TsRARLHL
±　　0．44　　155　　　100　　　131　　　112

0．61　136

0．51　43
0．76　171

0．31　120

0。77　34

0．53　58

80

64

85

100

44

79

29

71

34

63

35

33

114

108

112

131

118

115

±

±

±

±

十

十

±

±
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植　　物　　名

　　　　メタノール抽出

　発芽試験　　　生育試験　抗菌性

TsRARLHL

　　　　　水抽出

発芽試験　　　　生育試験　抗菌性

TsRARLHL
Origanum　malorana（ハナハッカ，オレガノ）

Prunella　vulgaris（タイリンウツボグサ）

ホRosmarinus　officinalis（ローズマリー）

＊Salvia　miltiorrhiza（タージン）

＋Salviaofficinalis（サルビア）

Scutellariabaicalensis（コガネバナ）

（ナス科）

Atropa　belladonna（ベラドンナ）

Scopariajaponica（ハシリドコロ）

（スィカズラ科）

＊Lonicerajaponica（スイカズラ）

（オミナエシ科）

Valeriana　fauriei（カノコソウ）

（キキョウ科）

Platycodon　grandiflomm（キキョウ）

（キク科）

Achilleasibirica（ノコギリソウ）

Achillea　mi11efolium（セイヨウノコギリソウ）

Anthemis　tinctoria（コウヤカミルレ〆）

Artemisia　absinthium（ニガヨモギ）

Artemisia　princeps（ヨモギ）

Artemisia　capillaris（カワラヨモギ）

＋＊Aster　tataricus（シオン）

Atractylodes　japonica（オクラ）

Chichorium　intybus（キクニガナ）

Chrysanthemum　cinerariaefolium

（シロムシヨケギク）

＋Corthamus　tinclorius（ベニバナ）

Echinopusritro（ルリタマアザミ）

＊Inula　helenium（オオグルマ）

＋Matricaria　chamomilla（カミツレ）

Silybummarianum（マリアアザミ）

Spilanthesoleracea（パラクレ／ス）

＊Tanacetum　vulgare（ヨモギギク）

単子葉植物綱

（ユリ科）

AIlium　cepa（タマネギ）

＋Allium　sativum（ニンニク）

Allium　tuberosum（ニラ）

（ショウガ科）

Curcuma　longa（クスリウコン）

Zingiberofficinale（ホワイトジンジャー）

0．48　　　70　　　100　　　　44　　　　86

0．83　　　95　　　　95　　　　54　　　　95

1．00　　　80　　　　95　　　　33　　　　19

1．34　　　60　　　　50　　　　26　　　　75

0．84　　　72　　　　90　　　　87　　　　59

0．60　　106　　　100　　　111　　　　98

0．48　　　　4　　　　25　　　　　4　　　　　5

0．51　　　56　　　　80　　　　30　　　　90

0．32　　　67　　　100　　　　44　　　120

1．58　　118　　　　90　　　　18　　　　29

0．77　　　56　　　100　　　　39　　　　59

0。68　　　71　　　100　　　　27　　　　68

0．86　　　94　　　100　　　　53　　　　71

1．06　　　98　　　　93　　　　63　　　　69

0．37　　　39　　　100　　　　26　　　　89

1．01　　　58　　　　89　　　　30　　　　40

0．70　　　88　　　100　　　　89　　　　92

1．00　　　94　　　　95　　　121　　　　98

0．48　　　36　　　　87　　　　24　　　　11

0．61　　　66　　　100　　　　47　　　　96

0．31　　　51　　　96　　　45　　　119

0．99　　102　　　　85　　　　18　　　　57

1．05

0．75

2。44

0．62

1．09

1．21

0．74

94

52

18

46

27

77

32

100

99

32

97

88

96

45

31

35

4
32

35

33

48

85

89

6
62

85

35

62

0．64　　168　　　100　　　　53　　　　78

0．27　　　76　　　　99　　　119　　　　94

0．56　　　45　　　　70　　　　24　　　　95

　　0．36　71

　　0．35　49

±　0．37　51

　　0．62　45

　　1．40　24
　　0．58　　57

±　0．50　49

99

90

95

73

70

95

69

51　119

79　124

90　119

43　103

47　109

57　129

49　114　十十

0。30　　　59　　　　94　　　　35　　　135

0．24　　　76　　　　94　　　　38　　　147

0．81　　　38　　　　91　　　　57　　　123

±　　0．45　　　68　　　　88　　　　54　　　124

0．44　　　96　　　100　　　　48　　　108

　　0．40　　　47　　　　91　　　　53　　　152

　　0．19　　　57　　　　89　　　　51　　　139

　　0．29　　　73　　　　99　　　　41　　　160

　　0．38　　　46　　　100　　　　55　　　126

　　0．55　　163　　　100　　　　66　　　127

　　0．25　　　85　　　　99　　　109　　　154

　　0．72　　　55　　　　96　　　　28　　　　25

　　0．42　　　69　　　100　　　　61　　　140

　　0．60　　169　　　　95　　　　39　　　139

±　　0。20　　　39　　　　87　　　　67　　　137

　　　1．21

　　　0．31

十十　〇．26

　　　0．67

　　　0．62

　　　0。32

　　　0．36

85

69

76

157

163

71

100

100

94

94

80

90

99

92

56

55

62

19

32

50

54

十

121

136

159　十十
121

178

103

126　　十

0．48　　　28　　　102　　　　73

0．82　　187　　　100　　　　63

0．33　　127　　　100　　　　57　　　108　　　十十

1．05　　　29　　　　97　　　　56　　　　66　　　十一ト

0．34　　　61　　　　89　　　　44　　　106　　　十十

50　　　十十　　〇．29　　　62　　　　88　　　　51　　　106

90　　　　　±　　0。37　　136　　　100　　　　79　　　118

平均値
標準偏差（砺一、）

0．79　　　64　　　　81　　　　43　　　66

0。43　　　42　　　　29　　　　28　　　33

0．48　　　77　　　　89　　　　70　　　115

0．26　　　45　　　　20　　　　40　　　　31

（1）発芽試験（レタス〉は，Ts（発芽開始時間，day），R（発芽速度，％／day），A（最終発芽率，％）で表した。

（2）生育試験（レタス）は，RL（幼根伸長率，％），HL（下胚軸伸長率，％）を，対照区に対する値で表した。

（3）抗菌性試験（Fusarium　oxysporum）結果は，＋＋（発芽・伸長阻害），＋（伸長阻害），±（やや伸長阻害），一（阻害なし〉で表示

　　した。

（4）数値の下線は，阻害が顕著なもの。判断基準は，平均値からσ以上阻害されたものとした。

（5）植物名の前の＋印は水抽出，＊印はメタノール抽出で阻害のあることを示す。下線はとくに阻害が顕著なもの。
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　●10096

置換栽培法による混植方法と仕切

り付き置換栽培法の原理

および相対収量合計；RYT（Relative　Yield

Tota1）を用いて結果を解析した。

　　RY＝Yij／Yii

　　RYT＝Oi（Yil／Yii）＋Oj（Yji／Yjj）

　　但し，Oi＝Pi／（Pi＋Pj）

　　O」＝Pj／　（Pi十P」）

　ここで，Yijはi植物とj植物を混植したときの

i植物の収量，Yiiはi植物を単植（i植物同士を植

えた）したときのi植物の収量である。またPi，

Pjは混植時の各植物の割合である。

　一区画は，2m×2mで，内部を16区画に区

切った。畝間，株問は共に50cmとした。3反復で

行った。土壌は筑波台地表層腐植質黒ボク土で，

標準的施肥を行った。

　仕切り付き置換栽培法：地下部に仕切り板を設

置した区を設け無仕切り区と比較する改良を置換

栽培法に加えた。但し作土層は板で仕切ったが底

面は仕切っていない。仕切り板は，深さ20cmま

で表土を除いてから埋設した。この操作による差

を除くため，無仕切り区でも同様の操作を行い，

周辺には仕切り区と同様に枠板を埋設した。一方，

圃場試験は広い面積と多大の労力を要するので，

規模を縮小した木箱を作成し，培地にバーミキュ

ライトを用いて養分や水による地下部の競合を排

除する栽培法を考案した。幅60cm，深さ20cm

の木箱を作成し，その中を16等分に仕切ったもの

と仕切らないものに分けた。培養液はHoagland

の培養液の1／2強度を用い，毎日灌水して，養分

の競合が起きないようにした。

　圃場において，サトイモ（石川早生）とリクト

ウ（フクハタモチ）の組み合わせで置換栽培した

結果（図6－2a），ともに生育が阻害され，相対収

量合計（RYT）はどの混植割合でも1より小さく

なった。一方，サトイモとトウモロコシの混植（図

6－2b）ではトウモロコシの生育はサトイモとの

混植によって変化しなかったが，サトイモの生育

は両者を50／50（半々）混植したときにやや良く

なった。今回の結果から，サトイモ，リクトウは

混植時に相手作物の生育を阻害する可能性が示唆

された。一方トウモロコシは相手植物の生育に影

響しないばかりでなく，混植相手のサトイモに

よって生育が阻害されなかった。
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置換栽培法による圃場試験の結果

a　サトイモ（○）とリクトウ（●）の混植

b　サトイモ（○）とトウモロコシ（●）の混植

　リクトウ（フクハタモチ）とラッカセイ　（ナカ

テユタカ）を圃場で混植した結果（図6－3），地下

部に仕切りを入れない従来の置換栽培法では，リ

クトウの生育はラッカセイによって影響されない

が，ラッカセイの生育はリクトウとの混植によっ

て良くなる傾向にあった。しかし，地下部に仕切

りを入れた栽培区では，ラッカセイの生育がよく

なった分だけ，リクトウの生育が阻害され，RYT

で見ると常に1であった。従って，ラッカセイが

無仕切り置換栽培区でリクトウの生育を良くした

現象は，地下部の相互作用によると考えられる。

地下部の相互作用がない状態では，光に対する競

合によってリクトウの生育が抑制されラッカセイ

の生育が促進される結果となったが，RYTは常
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図6－3　仕切り付き置換栽培法による圃場試験の結果

　　　　リクトウとラッカセイ（●）の混植

　　　a　仕切り区（地下部に仕切り板を設置した区）

　　　b　無仕切り区（地下部は従来どおり仕切らな

　　　　い区）

に1であったので，地上部の光の競合関係におい

てラッカセイがリクトウに優ることが示唆され

る。この作用があるにも係わらず，地下部で根が

混じりあう場合リクトウの生育が良くなること

は，ラッカセイからリクトウに何らかの作用が働

いたことを示唆している。その理由として，ラッ

カセイによる窒素固定によりリクトウの栄養状態

が改善されたことが考えられるが，何らかの生育

促進物質がラッカセイからリクトウに与えられた

可能性も考えられる。

　木箱を用いた置換栽培法で，エンバク（前進1

号）とラッカセイ（ナカテユタカ）の組み合わせ

で栽培を行った結果（図6－4），地下部に仕切りが

ある場合にはお互いに促進も阻害もしなかった

が，根部に仕切りがない場合，エンバクの生育は

ラッカセイとの混植で影響されなかったが，ラッ

カセイの生育はエンバクとの混植によって顕著に

阻害され，RYTは1より小さくなった。これは，

エンバクが養分吸収以外の根の作用によってラッ

カセイの生育を阻害することを示唆している。ま

た，試験終了時のラッカセイの葉色の緑色が，仕

切りのない区では仕切りのある区に比べて薄く

なった。この場合，Hoaglandの培養液を毎日補充

しているので養分の欠乏は起こらないと考えら

れ，この作用はエンバクの根から出た物質の影響

である可能性がある。エンバクやムギ類から，3価

鉄のキレーターであるムギネ酸が放出されること

が報告されている。このような物質が培養液中の
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図6－4　仕切り付き置換栽培法による木箱試験の結果

　　　　エンバク（○）とラッカセイ（●）の混植

　　左図：仕切り区（地下部に仕切り板を設置した区）

　　右図：無仕切り区（地下部は従来どおり仕切らな

　　　　い区）図中の縦棒は標準偏差（σ．一）を示す。

　　　　図中の＊印はt検定で混植しない区に対して

　　　　有意（1％水準）であることを示す。

利用しうる形態の鉄イオンを減少させる結果，

ラッカセイの生育が抑制された可能性も考えられ

る。エンバクがラッカセイの生育を抑制し，葉色

を薄くする現象に関与する因子については今後さ

らに検討する必要がある。

　圃場におけるムクナと他の作物の混植：圃場に

おいてムクナとトウモロコシを混植したとき（図
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6－5），根の相互作用が少なくなるように仕切りを

入れて混植したときには生育の促進も阻害も顕著

ではなかったが，根の相互作用がある状態で混植

したとき混植によってトウモロコシの生育もムク

ナの生育も共に良くなり，相対収量合計が1より

大きい上に凸の図となった。これは，2植物が共栄

関係にあることを示唆している。ただし根部の生

育では顕著な促進作用は認められなかった。次に，

圃場における関係を実証するため，木箱による砂

耕栽培によって養分の競合を極力なくした栽培法

を用いて，同様の組み合わせで試験した。図6－6

に混植結果を示したが，圃場の場合と同様に地下

部の競合がある場合にのみトウモロコシとムクナ

は共栄関係にあり，互いにその生育が促進される

傾向にあった。

　次に，圃場においてムクナとダイズを混植した

ときの結果を図6－7に示した。ムクナはダイズと

の混植によって，生育がやや阻害され，ダイズは

やや促進される結果，相対収量合計はほぽ1と

なった。木箱試験でも同様の結果であった。

　次に，同様の木箱試験において，現地の観察で

ムクナと相性が良いとされているインゲンとの混
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植を行った。その結果，インゲンの生育はムクナ

によって促進された。仕切りのない場合，即ち地

下部の相互作用がある場合にインゲンの生育が特

に促進されることが分かった。また，地下部の相

互作用によってインゲンの蔓の伸長が顕著に伸び

る現象が見られた。その作用は周囲にムクナが多

い程顕著であり，ムクナ25％の混植では1．8倍

に，50％では2．5倍に，75％では3倍になった。

　更に圃場においてムクナとトウモロコシ，ムク

ナとダイズの混植を行い，最後まで生育させて収

量まで調べた結果，ムクナとダイズの混植ではと

もに生育が阻害される傾向にあり，RYTは1よ

り小さくなる負の相互作用が見られた（図6－8下

図）が，ムクナ≧トウモロコシの混植ではともに

収量が増加する共栄関係が認められた（図6－8上

図）。ただしこの収量の増加は地下部に仕切りがあ

る区でも無い区でも見られた。トウモロコシの剥

皮雌穂重（食用の部分）はムクナとの混植によっ

て増加し，ムクナ25，あるいは50パーセントの混

植では約20％の増収になり，ムクナ75パーセン

トの混植では約50％も増収になった。一区あたり
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図6－6　仕切り付置換栽培法による木箱試験の結果

　　　　ムクナ（●）とトウモロコシ（○〉の混植

図6－7 仕切り付き置換栽培法による圃場試験の結果

ムクナ（●〉とダイズ（○〉の混植
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図6－9　置換栽培法による混植圃場に発生した雑草量

lY

図6－8　仕切り付き置換栽培法による圃場試験の結果

　　　　上図；ムクナ（●）とトウモロコシ（○）

　　　　下図；ムクナ（●）とダイズ（○）の混植

の雌穂数も増加しており，一本あたりの重量はほ

ぼ同じであった。

　圃場におけるムクナとトウモロコシ・ダイズの

置換栽培試験において，収穫時に各栽培区毎の雑

草発生量を測定したところ（図6－9），ムクナとト

ウモロコシの混植区においてはムクナの栽植割合

が多いほど雑草の発生量が少なくなっていた。ト

ウモロコシ単植区ではムクナ単植区の約3倍の雑

草が発生していた。一方ダイズ単植区では，ムク

ナ単植の約1．5倍の雑草の発生であった。この現

象は，ムクナとトウモロコシの共栄関係を説明す

る一因である可能性があるが，その詳細について

は今後さらに検討の必要がある。

　2）無影日長栽培法（rotary　greenhouse　ex－

periment）：農業環境技術研究所に設置されてい

る，無影日長自動制御温室（略して無影日長温室）

（写真6－1）を用いて，光の競合や養分の競合を

排除する栽培法を考案し，効率的にアレロパシー

を検証しようとした。無影日長温室は，2階部分の

ガラス室内に円形回転床を装備し，光，温度など

の環境条件を自動的に制御できるようにした特殊

温室であり，一度に600個のポット試験が可能で
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写真6－1 無影日長自動制御温室を用いた栽培方法

写真上：無影日長自動制御温室の全景。

下が空調関係の機械室，上がガラス室。

写真下：無影日長砂耕栽培法の栽培状況。

仕切り板を設置して回転栽培した。

ある。円形回転床を回転させることにより，ガラ

ス室内の場所による投影と温度差の影響を平等に

することができる。ガラス室内の温度は，大量の

外気を導入し交換する外気追従方式のため，‘・均一

にすることが可能である。同一ポット内で混植し

ても，仕切り板を設置し，無影日長温室内で光条

件を均等にして栽培することによって，地上部の

光の競合を排除することができると考えた。床の
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回転速度は40分で一周（約1．3回転／h）とした。

　まず，対照として，トマト（米寿〉とシュンギ

ク（中葉），ダイズ（オクシロメ），アカクローバ

（サッポロ），キュウリ（光3号P〉の組合せで従

来の土耕栽培混植試験を行った。栽培期間は播種

後一ケ月とした。土壌は観音台表土を用い，施肥

は，N，P，Kとしてそれぞれ土壌乾物重100gに

対して50，100，50mgを，硫酸アンモニウム，過

リン酸石灰，硫酸カリウムで投与した。この試験

では地上部の光に対する競合も地下部の養分や水

の競合も含んでいる。そこで，地上部の光の競合

を除くため，地上部に仕切り板を入れる栽培方法

を考案した。すなわち，ポット中央に水平面に直

角に遮蔽板（高さ50cm，横幅30cm）を立て，混

植した2植物の問を仕切った。そして，光が均一

にあたるようにするため，無影日長温室で栽培し

た。トマト（米寿）とキュウリ（光3号P），リク

トウ（フクハタモチ）の組合せ，トマト（米寿）

とトウモロコシ（ハニーバンタム9），ソバ（信濃

1号），キュウリ（光3号P）の組合せで各5反復

で栽培した。土耕栽培条件，栽培期問は同一であ

る。

　無影日長砂耕栽培：最終的に，光の競合も，地

下部の養分や水に対する競合も避けるため，ポッ

『トに砂（愛知県産山砂No．5）とパーライトの1：

1混合物を詰め，養分としてHoaglandの培養液

を毎日濯水して，同様の条件で砂耕栽培した。こ

の手法でトマト（米寿）とキュウリ（光3号Pと

四葉の2品種），タカナを混植した。

　その結果，まず土耕栽培による混植試験（表

6－3）では，トマトの生育は混植によって常に良

くなった。とくにアカクローバ，シュンギクとの

混植で顕著に生育が促進された。逆に混植相手植

物はトマトによって生育が阻害され，その程度は

トマトの生育が良くなるほど大きかった。これら

の結果から，トマトは土耕栽培に混植相手植物の

収量を著しく減少させる傾向が認められ，強い競

合が示唆された。トマトによって最も生育阻害を

うけたのはキュウリであった。次に，無影日長土

耕栽培の結果（表6－4），キュウリのトマトによる

阻害程度が小さくなり約60％の阻害となった。こ

の差が，地上部の光の競合による阻害分と考えら

れる。キュウリは最も生育阻害を受けやすかった

が，リクトウ，トウモロコシ，ソバでは阻害が小

さかった。最後に，地上部に遮蔽板を設置して無

影日長温室で砂耕栽培した結果，キュウリは，土

耕栽培ではトマトによって生育が著しく抑制され

たが，養分や水の競合を避ける栽培では，トマト

による生育阻害は殆ど認められなかった。すなわ

ち，トマトによるキュウリの生育阻害作用は養分

競合の寄与が最も大きく約60％であり，次いで地

上部の光競合の寄与が約30％と推定された。

　キュウリを受容植物とし，検定植物として，セ

イタカアワダチソウ，メヒシバ，ヨウシュヤマゴ

ボウ，シロザ，ヒメムカシヨモギと，アレロパシー

の示唆されるムクナ，およびその類似の生育形態

をとる同じマメ科のダイズ，ラッカセイ，ルーピ

ンを用いて無影日長砂耕栽培を行った結果を表

6－5にまとめた。キュウリは相手植物の影響で全

体に生育が阻害される傾向にあったが，中でもム

クナの影響は最も大きく，約60％の生育阻害が見

られた。ムクナに次ぐ阻害がみられたのは，ダイ

ズとメヒシバであったが，同じマメ科植物でも

ルーピンとラッカセイの影響は少なかった。シロ

ザについても約35％の阻害が見られたが，阻害程

度はムクナより小さかった。一方，従来アレロパ

シーが報告され，作用物質も同定されているセイ

タカアワダチソウとの混植では，阻害がこれらに

比べて小さく，実験室規模の発芽・生育試験によ

るバイオアッセイによる検索でムクナとともに最

も強い阻害物質を含む可能性が示唆されたヨウ

シュヤマゴボウも阻害作用が小さかった。セイタ

カアワダチソウやヨウシュヤマゴウボウの作用候

補物質は，水よりもアルコールに溶けやすく，脂

溶性であることが推定されているので，今回のよ

うな砂耕栽培条件下ではあまり滲出されなかった

可能性もある。しかし，自然界ではこのような物

質もり一チングによって土壌に添加され，周辺植

物に影響を与えることも考えられるので，このよ

うな場合には別の検定法を開発する必要がある。
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表6－3　土耕栽培の混植試験における各植物の生育量

植物名 トマト シュンギク ダイズ アカクローバ

トマト
37．35±1．86 39．70±1．82 36．50±2．92

シュンギク

43．10±2．27

16．74ニヒ2．33

6．30±2．22

23．15±0．84

5．80±0．97

18。99±1．08

ダイス

0．43±0．13

16．70±2．11

1．65±0．56

ND

ND

1．45±0．39

9．80±2．56

21．70±2．66

アカクローバ
0．60±0．17 ND

3．41±0．84

ND

26．91±2．38

ND

ND
11．54±1．20

5．61±1．80

＊1　各数値は，左のカラムの植物を右上のカラムの植物と混植したときの，左のカラムの植物の草丈と地上部乾物重。

　　　　　　　草丈（cm）±標準偏差
＊2　表示は，　　　　　　　　　　　　　，各区5連で行った。
　　　　　　乾物重（g）±標準偏差（σh－1）

＊3　NDは行わなかった組合せ。

　ムクナがキュウリ，インゲン，メヒシバ，ムク

ナ自身に及ぼす影響を無影日長砂耕栽培で調べた

結果を表6－6に示した。その結果，ムクナによっ

てその生育が有意に阻害されたのはキュウリのみ

であった。キュウリにおいては，とくに根部の生

育が著しく阻害され約1／2に減少した。これに対

して地上部の生育に及ぼす影響は小さく約10％

の阻害に止まり，その差には有意差がなかった。

なお，ムクナの植物体の抽出液を用いた発芽試験

においても，幼根の伸長阻害が著しく，地上部の

生育に及ぼす影響は小さかった。

　3）階段栽培法（stairstepexperiment）：圃場

や自然植生等の生育環境下において，アレロパ

シーが実際に働いていることを検定するため，地

下部における養分や水分の競合，地上部における

光や空問の競合等による相互作用と区別して，植

物体から放出される化学物質による相互作用を検

定する必要がある。WilsonとRice（1968）によっ

て考案され，BellとKoeppe（1972）によって確立

された階段栽培法は，養分，水，光の競合を回避

し，根から放出される物質による相互作用を検出

しようとする循環式砂耕栽培法である。図6－10

に装置の概略及び試験方法を示した。A，Bの2植

物を栽培するとき，それぞれの単植区とAとB

の混植区を設け，各ポット間を接続し培養液を循

環させた。各ポットは1／5000aのワグネルポット

を用い，砂（愛知県産山砂No．5）3．5kgを詰め

表6－4　試験2による混植試験の結果

植物名　RY　RYT植物名　RY　RYT
トマト＊1　1．74

キュウリ　　0．08

混合　　　　　　0．91

トマト＊3　1．15

トウモロコシ　　0．76

混　合　　　　　　0．96

トマト＊2　1．24

キュウリ　　0．37

混　合　　　　　　0、81

トマト＊2　1．20

リクトウ　　0．91

混　合　　　　　　1．06

トマト＊3　1．31

キュウリ　　0．67

混合　　　　　　0、99

トマト＊3　1．18

ソ　バ　　　0．75

混合　　　　　　0．97

RY，RYTは地上部乾物重より計算した。

＊1

＊2

＊3

1985年度の土耕栽培試験，地上部遮蔽板のない場合。

1985年度の土耕栽培試験，地上部遮蔽板により光の

影響を排除した。1回目

1985年度の土耕栽培試験，地上部遮蔽板により光の

影響を排除した。2回目

表6－5　無影日長砂耕栽培の結果

混植相手 全乾物
　　　混植相手重（9）

全乾物
重（9）

ダイズ

ムクナ

ラッカセイ

ルーピン

シロザ

4．11ab

3．37a

6．34d

6．18d

5．35c

セイタカアワダチソウ

ヒメムカシヨモギ

メヒシノ寸

ヨウシュヤマゴボウ

キュウリ

なし

6．70d

5．20c

4．16ab

6．53d

4．20ab

8．31e

注1）キュウリを各混植相手と無影日長砂耕栽培したとき

　　の生育結果。

注2）肩付き英字はDuncanの多重検定の結果。同一記号

　　は5％水準で有意差のないことを示す。
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表6－6　無影日長砂耕栽培の結果（2）

　混植組合せ
　　　　　　　地上部乾物重（g）　根部乾物重（g）
A植物　　B植物

A植物

A植物

キュウリ

インゲン

キュウリ

ムクナ

インゲン

ムクナ

メヒシバ

ムクナ

ムクナ

キュウリ

インゲン

メヒシバ

4．61±0．37

4．09±0．13

20．70±2．56

22．64±3。62

11．28±2．82

12．08±4．84

11．51±0．95

13．01±0．14

10．78±1．74

9．75±1．95

2．32±0．51

1．13±0．11＊

3．86±0．62

3．71±0．20

1．42±0．44

1．61±0．25

2．43±0．44

2．59±0．36

2．88±0．81

2．07±0．21

A植物

A植物

A植物 B植物

B植物 B植物

A植物 B植物

B植物 B植物

一段二3㎞
全高・L5m

メヒシバ

ムクナ

注1）データは，A植物とB植物を混植した時の，A植物

　　の生育量±標準偏差（錦一1，n二5）。

注2）＊はF検定で対照区（同種植物との混植）に対して

　　5％水準で有意差のあるもの。

600～800m1／hr／ポットの流速で，Hoaglandの

1／2強度の培養液を循環させた。各処理は3反復

で行い，縦に4段並べた。一処理の合計12ポット

あたり201の貯水槽を設けた。培養液中のリン，

硝酸態窒素，アンモニウム態窒素，およびpHを毎

日測定して，減少分は追加しpHは6．8に合わせ

た。2週問に1回全培養液を更新した。栽培期問は

30日とした。

を表6－7に示す。この結果，キュウリとトマトの

混植におけるキュウリの生育は，単植の場合に比

　　　　　　　　　　　R；上部貯水瓶（202）
　　　　　　　　　　　Q；下部貯水瓶（202）
Aの単植区　　AとBの　　　Bの単植区　　QからRヘポンプで自動給水する。
　　　　混植区　　　　　　　　　循環速度；糸勺0．64／pot／hour

図6－10階段栽培法（Stairstep　method）

　　　　による他感作用の識別装置の概略

べて有意な差は認められなかった。トマトの生育

については，根の乾物重がキュウリとの混植区で

やや小さくなる結果であったが，有意差はなかっ

た。RYTはほぼ1であり，両者は混植によってお

互いに影響を受けないことがわかった。これらの

結果は，無影日長砂耕栽培で得られた結果と一致

しており，土耕栽培で見られるトマトによるキュ

ウリの生育阻害の主原因が養分の競合であること

を支持している。

　次に，シロザとキュウリを階段栽培した。共に

幼植物から栽培したのでは，キュウリの初期生育

が旺盛であるのに比べてシロザの生育が遅いため

栽培が不釣り合いとなるため，シロザを予め栽培

しておき，草丈約50cmの植物体となった時に

キュウリを播種して階段栽培する方法をとった。

表6－7　トマトとキュウリの階段栽培試験の結果

〔キュウリの生育〕

混植相手の植物種　　地上部生体重＊ 地上部乾物重＊ 根部生体重＊ 根部乾物重＊ 草丈（cm〉

キュウリ

トマト

115．0（100）

±14．8

111．4（96．8）

±8．49

7．78（100）

±1．28

7．36（94．6）

±0．40

21．3（100）

±3．92

22．9（108）

±2．41

0．905（100）

±0．284

0．872（96．4〉

±0．086

90．4（100）

±6．69

88．8（98．2）

±3．54

〔トマトの生育〕

混植相手の植物種　　地上部生体重＊ 地上部乾物重＊ 根部生体重＊ 根部乾物重＊ 草丈（cm）

トマト

キュウリ

58．9（100）

±5．79

54．0（91．6）

±7．72

3．55（100）

±0．337

3．33（93．6）

±0．454

7．15（100）

±1．00

6．26（87．6）

±1。11

0．462（100）

±0．129

0．345（74．7）

±0．090

42．0（100）

±3．10

38．3（91．2）

±5．56

＊　それぞれの植物体1本あたりの重量（g），かっこ内は単植に対する％。
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その結果，シロザによるキュウリの著しい生育阻

害が認められた（表6－8）。すなわち，キュウリの

生育はシロザによって著しく阻害され，その作用

は根部よりも地上部で顕著であった。また，栽培

が進むにつれてキュウリの葉色が黄色くなる現象

も観察された。その様子は鉄欠乏症状に起きるク

ロロシスに似ていた。また，一般にアレロパシー

物質の影響は根部に現れることが多いが，シロザ

の場合は根よりも地上部への影響が大きかった。

　4）連続的根滲出物捕集栽培法（CRETS）：

TangとYoung（1982）の方法に準じてCRETS

を作成した。疎水性物質を吸着する能力のある

XAD－4樹脂を詰めたカラムを問にいれて培養

液を循環させて2植物を混植しつつ砂耕栽培する

装置を作成した。装置の概略を図6－11に示した。

アレロパシーを出すと想定される植物（Donor：

供与植物）としてシロザを，影響を受ける植物

（Acceptor：受容植物）としてキュウリを栽培し

た。試験に用いたポットは褐色のガロン瓶の下部

を切断して作成した。培地は愛知山砂No．5とし

た。培養液組成は，多量要素としてKNO3：8

mM，Ca（NO3）2：8mM，NH4H2PO4：4mM，

MgSO4：4mM，微量要素として，EDTA－Fe：3

ppm，MnSO4：0．5ppm，H3BO3：0．5ppm，

ZnSO4：0．1ppm，CuSO4：0．02ppm，（NH4）6

Mo7024：0．02ppmを用いた。各ポットに2本ず

つ移植し，28日間栽培した。作用候補物質を捕集

する目的で，供与植物を入れたポットの下部に，

容量25mlのガラスカラムを設置し，アンバーラ

イトXAD－4樹脂（オルガノ㈱，東京）を詰めた，

本樹脂は，使用前に水，アセトン，アセトニトリ

ル，エーテルで各24時間洗浄後，メタノールに浸

漬して不純物を除去した。試験終了後，設置した

XAD－4に吸着された物質を水で洗浄後，エタ

ノールで抽出した。

　表6－9に，CRETSによるシロザのキュウリの

混植結果を示す。シロザとキュウリの循環系の途

中にXAD－4を組み込んだ区のキュウリの生育

は，シロザを栽培せずに，XAD－4も組み込まな

いキュウリのみの区のキュウリの生育とほとんど

Acceptor
　　　pot

Donor　pot

Resln
（XAD－4）

Reserver　tank

Siphon

図6－11

Pump

CRETS法による他感作用検定用

混植栽培の模式図

リザーバータンクに溜まった培養

液を，気泡を入れながらポンプで

上方の液溜めに送液した。液が飛

散するのを防ぐため，サィホン方

式で液を断続的に供給した。

変わらなかったが，シロザとキュウリの循環系の

途中にXAD－4を組み込まない区の場合，すなわ

ちシロザの根の滲出液がキュウリに影響する場合

は，地上部の生育が約30％阻害され，根部の生育

も10％程度阻害された。この結果は，階段栽培に

おいて，根よりも地上部が阻害された現象と一致

しており，シロザの根から滲出された物質がキュ

ウリの生育を阻害すること，阻害物質がXAD－4

に吸着されることを示している。なお，この栽培

試験後，XAD－4樹脂からエタノールで抽出した

物質を用いてレタスの発芽・生育試験を行った結

果，発芽率，幼根伸長，胚軸長のいずれをも強く

阻害する活性が得られた。XAD－4にシロザの根

から滲出された植物生育阻害物質が吸着されたと

考えられる。
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表6－8　シロザとキュウリの階段栽培試験の結果

〔キュウリの生育〕1回目＊2

混植相手の植物種　　地上部生体重＊1　　地上部乾物重＊1 根部生体重＊1 根部乾物重＊1 草丈（cm）

キュウリ

シロザ

113．4（100）

±9．51

68．0（60．0）

±1．62

7．21（100）

±0。694

4．77（66．2〉

±0．210

18．9（100）

±4．35

13．1（69．2）

±2．10

1．03（100）

±0．400

0．839（81．5）

±0．152

54．2（100）

±5．27

47．8（88．2）

±3．82

〔キュウリの生育〕2回目＊3

混植相手の植物種　　地上部生体重＊1　地上部乾物重＊1 根部生体重＊1 根部乾物重＊1 草丈（cm）

キュウリ

シロザ

149．7（100）

±23．9

104．4（69．8）

±27．4

11．5（100）

±1．80

9．10（79．0）

±1．60

11．5（100）

±3．45

12．0（104）

±4．31

0．917（100）

±0．248

0．850（92．7）

±0．265

83．8（100〉

±8．47

69．3（82．7）

±9．93

＊1

＊2

植物体2本（1ポット）あたりの重量（g），かっこ内は単植に対する％。

シロザは1987年5月13日苗から移植し，予め階段栽培装置で栽培した。キュウリは6月8日播種し，

した。

＊3　シロザは上と同一処理。キュウリは6月30日播種し，7月27日調査した。

（4）アレロパシー候補物質の抽出・単離

　バイオアッセイによってアレロパシーの示唆さ

れた，ムクナ，ナタマメ，ヨモギ，エンバク，ア

カネ科の灌木、0獅os毎h加如），オキナグサ，セン

ニンソウからアレロパシー候補物質の分析を行っ

た。土壌からの溶媒抽出法によるアレロパシー候

補物質の抽出法についても，植物体と同様に分画

した。土壌中においては，フェノール性物質が連

作障害等における有毒物質であることが報告され

ているので，とくにフェノール性酸を系統的に分

離し，高速液体クロマトグラフィーにて分析・定

量する手法を検討した。

　1）ナタマメ根粒の分析：ナタマメ（タチナタ

マメ；Cα％α∂α1宛6％s加7郷ゑs）はブラジルにおい

表6－9　シロザとキュウリのCRETSによる栽培結果

供与　　捕集　　　受容　　草丈　　地上部　　根部
植物　　カラム　　　植物　　　（cm）　乾物重（g）乾物重（g）

なし　　なし　　キュウリ

シロザ　　XAD－4　キュウリ

シロザ　　　なし　　　キュウリ

63．5

（100）

70．5

（m）

53．8

（84．7）

10．34

（100）

9．81

（94．9）

7．33

（70．9）

0．900

（100）

1．141

（127）

0．819

（91．0）

注1）いずれも，数値は2連の平均値。

注2）数値の下のかっこ内は，対照区に対する％

7月3日調査

て強害雑草であるハマスゲの生育を阻害するとい

う観察がある。とくにその根粒の水抽出液に強い

阻害活性があるという報告がある。そこで，ナタ

マメ根粒の水抽出液をハマスゲの塊茎に投与した

ところ強い阻害活性が認められた。ナタマメ根粒

の成分を分画した結果，フェノール性酸画分の活

性が最も強く，この画分から，ρ一hydroxybenzoic

acidとvanillic　acidが同定されたが，未同定の成

分も残された。前2者の活性のみではこの画分の

阻害活性を説明できず，未知の強い活性物質の存

在が示唆されたが根粒の多量入手が出来なかった

ため同定には到らなかった。

　2）ヨモギ茎葉の分析：ヨモギ（、4吻卿鰯α

ρ枷o勿s）も群生し，アレロパシー作用が示唆され

ている。バイオアッセイにおいて，とくに最終発

芽率を阻害する作用が，検定植物の中では最も強

かったので，その成分を分析した。非極性物質の

存在が示唆され，ヘキサン画分に活性が見られ，

量的にも最も多かった。この画分には多量のテル

ペンが含まれており，1，8－cineoleが主成分で，他

にβ一pinene，camphor，artemisiaketone等が存

在していたが，いずれも既知の阻害物質であった。

　3）エンバクの葉，根の分析：エンバク（、4％麗

s諺加）は多量のフェノール性物質を含み後作に
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影響する可能性が示唆されている。そこで，フェ

ノール性物質の抽出・単離を試みた結果，既報値

と同量のフェノール性物質を検出した。主成分は

ferulic　acidであり，他にρ一coumaricacidや，

sinapic　acidも存在していた。これらの物質と置

換栽培におけるラッカセイの阻害現象の関係は不

明である。

　4）デュロシアのアレロパシー候補物質の分

析：アマゾン奥地に生息するアカネ科の灌木

（、0解os毎h魏吻）は密林中でも周囲に生育阻止

帯を作ることが観察された。この植物は成長が遅

く，茎は組織が緻密である。根は水平に広がって

気根状となる。この植物の根から水によってのみ

抽出される強い阻害画分を得た。この成分はメタ

ノールでは抽出されない。活性本体は未同定であ

る。

　5）ムクナのアレロパシー候補物質の分析；ム

クナ（躍鷹観αρ鰯7i6窩）は，圃場の観察や幼植

物をもちいたバイオアッセイでアレロパシーが示

唆された。そこで，植物体から作用物質を検索し

た結果，L－3，4－dihydroxyphenylalanine（L

－DOPA；ドーパ）を検出した。ドーパは生葉の約

1％も含まれていた。ドーパは約50ppmでレタス

やオランダミミナグサ等の根の伸長を50％阻害

する。ドーパは根の滲出液，水耕液，栽培土壌中

にも存在しており，存在量と活性から，ムクナの

アレロパシーの本体である可能性が強い。一方，

乾葉にはドーパ以外の活性物質が示唆され，分析

した結果フェノール性酸の画分に最も強い活性が

あり，その活性成分として6ゑs－abscisic　acidを同

定した。他にprotocatechuic　acid，ρ一hydroxy－

benzoic　acidも存在していた。これらのアレロパ

シーへの関与は不詳である。なお，ドーパはエニ

シダやソラマメ属の植物にも含まれており，これ

らの植物のアレロパシーにも関与が示唆される。

　6）オキナグサ，センニンソウのアレロパシー

候補物質：薬用植物約70種のアレロパシーをバ

イオアッセイにて検索した結果キンポウゲ科に

強い活性が認められた。その中で最も強いオキナ

グサ（Pπ恕観彪66解鰯）の成分を抽出・単離した

結果，protoanemonineが同定された。この物質は

センニンソウ（C泥㎜漉餌痂伽伽o）にも含まれ，

強い抗カビ性も認められた。オキナグサの土壌す

きこみ試験を行い，土壌中でも抗菌性を持つこと

が確認された。この物質は30ppmの濃度でレタ

スの幼根伸長を50％阻害した。

　7）土壌からのフェノール性物質の抽出・分離

フェノール性化合物を系統的に抽出し，逆相分配

カラム（Zorbax　ODS，DuPon，USA，あるいは

Shimpak　ODS，Shimadzu　seisakusyo，Kyoto〉

を用いたHPLCで分析し，2％酢酸に対してメタ

ノールの濃度を15％から99％まで，下に凸のグラ

ジエント曲線で上昇させて分析した。本法を用い

れば，caffeicacidやρ一coumaricacidのような，

シス，トランスの幾何異性体をもつものの分離分

析も可能である。本法では，45分で17種類の物質

を分析することができた。この方法を用いて，土

壌中のフェノール性酸の分析を行った結果，その

存在量は土壌の種類や連作の程度によって異なっ

ていた。フェノール性物質の組成や量は，土壌の

性質によって異なり，泥炭土壌で最も多く，黒ボ

ク土がこれに次ぎ，赤色土では少なかった。連作

によるフェノール性物質の蓄積は比較的小さく，

ほとんど未栽培土壌と変らなかった。しかし，バ

レイショ連作土壌で若干増加が認められた。土壌

中に存在するフェノール性物質は，従来の報告と

同様に，遊離の状態では10－5molkgdのオー

ダーで存在するにすぎず，単独ではアレロパシー

に関与する濃度ではないと推定される。しかし土

壌中の腐植や有機物中に結合体として存在する

フェノール性物質の量はその10～100倍あるの

で，アレロパシーに関与している場合もあるかも

しれない。

（5）おわりに

　アレロパシー現象を圃場やガラス室規模で証明

し，アレロパシーを示す植物を検索するとともに

この現象に関与する物質を分離・同定しようと試

み，現在考えられる手法を検討したり，新たな手

法を開発しようと試みた。これらの手法を用いる
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ことにより，アレロパシーの一部を証明すること

が可能であるが，更に簡便でアレロパシーに特異

性の高い手法，とくに実験室規模の検定手法の開

発が望まれる。現在，寒天培地を用いたシャーレ

上での混植試験を試みており，今後実用的手法に

発展させたい。

　アレロパシー候補植物から，いくつかの作用物

質が示唆された。今後，これらの物質の作用機構

や作用特異性を調べ，自然界におけるアレロパ

シー現象を解明するとともに，これを将来の農業

に役立つ研究につなげて行きたい。

（他感物質研究室　藤井義晴・渋谷知子・安田　環

（現・野菜茶試））

7．最近発見された有用植物の病害と病原

　微生物の同定

（1）はじめに

　生産者の意識，消費者二一ズの変化，緑の国土

保全など，営農的生産から植物愛好者による趣味

の栽培あるいは環境保全的発想に基づく植物資源

の保護等々を包括し，健全な植物の育成に対する

国民の要求は多種多様となっている。このような

背景の中で，多くの新しい果樹，花木，草花が導

入されている。導入植物にとって，温度や日照な

どの生育環境は必ずしも自生地の状態が再現され

ておらず，そのうえ栽培技術が習得途上である場

合もあり，しばしば予期せぬ病害，虫害，障害に

見舞われる。病害についてみれば，それらの中に

は本邦初発生のものも多く，栽培者はもとより病

害防除関係者ですらその異常が病気であるか否か

あるいはどのような種類の病気かを判定すること

が困難な場合もある。このような背景から農作物

を中心にその他の植物も対象とし，植物に直接的

にあるいは問接的に関与する微生物について，そ

れらが有する特性と分類学的位置づけについて基

礎的な調査研究を行っている。ここでは最近注目

されるいくつかの病原微生物とそれによって生じ

る病気の診断法について述べる。

（2）パクチョイ立枯病

　沖縄県石垣島に発生したパクチョイ（B鵤ss加

6h初6n漉）立枯病は，夏季の高温過湿下で発生し，

とくに密植した場合に出やすい。地際部から葉柄

にかけて水浸状で褐色に変色した病斑が拡がり，

重症のものは枯死する。病斑部は白色綿毛状の菌

糸で覆われる。培地上の菌糸は隔膜がなく，膨状

胞子のう，球形の頂生蔵卵器，亜球形，たる形な

いしドーム形の問生蔵精器および卵胞子を形成し

た。また蔵精器と卵胞子は蔵卵器当り各1個を形

成した。生育温度は10～40。Cで370C付近でもっと

も良く生育した。病原菌は乃孟h劾彫　砂hα吻4傑

吻α！％卿（Edson）Fitzp．と同定した。

（3）マンゴーかいよう病

　沖縄県宮古島に発生したマンゴー（〃伽g旋瓶

初耽π）かいよう病は，果実，葉，枝に発生し，葉

では黒褐色の隆起した角斑，枝や果実では黒褐色

の樹液塊あるいは陥没を生じる。分離細菌は白色

の粘液性集落を形成し，グラム反応陰性，好気性

の短桿状細菌で，オキシダーゼ陰性，デンプンの

加水分解が陽性など非水溶性黄色色素非生産性

X4窺ho卿o％αs属に属する珍しい細菌と推定され

た。同色素非生産性菌群の代表としてインドネシ

ア産キャッサバ葉枯病細菌（X68柳副漉pv．

吻α勉ho！雰）（農林水産省指令55横植第504号に

よる輸入許可菌株）を対照に加えて詳細に検討し

た結果，マンゴーかいよう病菌はマンゴーのみに

病原性を示し，X．6α郷餌訂万s　pv．

彫σ％g旋観6初4加6（Pate16渉磁）Dyeと同定し

た。（写真1，2）

（4）ゴレンシ炭そ病

　沖縄県名護市（北部地域）に発生したゴレンシ

（。4％7zhoα6α鵤吻60彪）炭そ病は，果実に発生し，

暗褐色の楕円形ないし不整形の陥没病斑を形成

し，その上に円形，楕円形あるいは不整形の鮭肉

色の分生子層を形成する。分生子は両端の丸い円

筒形から長楕円形で，無色，単細胞で，壁は薄く
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平滑である。10～370Cで生育し，280C付近が最適

生育温度である。PDA培地上では灰緑色綿毛状の

集落を形成し，分生子層は黒褐色で内部に棍棒形

の子のうを複数包含する洋梨形の子のう殻を形成

した。病原菌はGlo規6z6伽6初g％妬o（Stonem．）

Spauld6孟v．Schrenkと同定した。（写真3）

（5）パイナップル基腐病

　東京都小笠原諸島父島に発生したパイナップル

（z4nαnαs60彫osπs）基腐病は，果実の軸切断部

から水浸状の病斑が拡大し，組織が軟化し表面に

黒色の菌叢が発達する。病原菌は長円筒形の分生

子柄，円筒形，たる形，無色～淡褐色の単細胞の

分生子および卵形，たる形，楕円形，褐色単細胞

の厚膜胞子を宿主および培地上に大量に形成す

る。PDA培地上で灰黒色の集落を形成し，

10～370Cで生育し，300C付近が生育最適温度であ

る。病原菌はChσ彪昭勿昭40辮Sacc．（完全世代

C6鰯oρys6乞s餌規40耀（Dade）C．Moreau）と同

定した。

（6）クダモノトケイソウ炭そ病

’東京都小笠原諸島父島および母島に発生したク

ダモノトケイソウ（翫ss切o矧6伽1瑚炭そ病は，

果実に楕円形，暗褐色水浸状の軟化腐敗部を形成

し，その上に微小な鮭肉色の分生子層を高密度に

形成する。挿穂では，初め水浸状で後に淡褐色を

呈する長形の枯死斑を形成し，その上に前述の分

生子層を形成する。葉では，葉縁から円形ないし

不整形の黄褐色の枯死斑を形成する。病原菌の分

生子層にはまっすぐからやや湾曲した暗褐色の剛

毛があり，分生子は両端の丸い円筒形から長楕円

形，無色，単細胞で，壁は薄く平滑である。10～370C

で生育し，30。C付近が最適生育温度で，PDA培地

上で灰緑色綿毛状の集落と鮭肉色の分生子を形成

する。病原菌はCol観o！万6h％卿　gJo60ψ07魏46s

Penzigと同定した。

（7）クダモノトケイソウ疫病

東京都小笠原諸島父島に発生したクダモノトケ

イソウ疫病は，勇定不足のため過繁茂になった株

で発生が多く，定植後2～3年目でしばしば急速な

立枯れを生じる。果実では，未熟果のうちに灰緑

色で円形の水浸状斑を形成し，後に淡褐色となり，

腐乱して落下する。茎では地際部に灰褐色水浸状

の軟腐病斑を生じ，茎の全周が侵された場合は急

性萎ちょう症状を呈して立枯れとなる。病原菌は

培地上で卵形ないし楕円形の顕著な乳頭突起を有

する遊走子のうを形成し，その柄には仮軸状の分

枝が見られる。病原菌はPh釦φ屠ho鵤初60磁％磁

Breda　de　Haan　var．　ρ‘zηzs痂6α（Dastur）

Waterhouseと同定した。

（8）スターチス萎ちょう細菌病

　高知県安芸市，野市町等の花卉栽培地帯に発生

したスターチス（L伽o勉襯sp．）萎ちょう細菌病

は，定植後間もない9月上旬の高温期と翌年4月

以降の地温が上昇する頃から発病し，はじめ下葉

の一部が黄化して生気を失い，症状が進むと葉身

の主脈を境とした半身が黄化するとともに一部の

葉脈が赤変し，さらに症状が進むと黄化と葉脈の

赤変が上位葉にも及び，ついには生長点も侵され

て株全体が枯死する。罹病株の根は黒変し，内部

は維管束が褐色から黒褐色に変色して腐敗する。

病原細菌は，グラム反応陰性，好気性の短桿状菌

で運動性を有し，41QC下でも生育し，オキシダー

ゼ活性が陽性，アルギニンジヒドロラーゼ活性が

陰性，硝酸塩還元能があり，硝酸塩存在下で嫌気

的に生育し，スクロース，トレハロースおよびL一

酒石酸を利用する。スターチスのほかカーネー

ションにも病原性を示す。病原細菌はA甜40一

盟zo％硲　　6α勿yoρh夕llJ（Burkholder）Starr　apd

Burkholderと同定した。

（9）スターチス青枯病

　スターチス萎ちょう細菌病が発生する地域の一

部の圃場で，萎ちょう細菌病の発生とほぼ同時期

に，葉脈の赤変が見られずに急速に萎ちょうする

症状を呈する株が発生した。罹病株の茎部を切断

すると多量の菌泥が漏出し，病状からは青枯病を
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推定させるものであった。病原細菌は，グラム反

応陰性，好気性の短桿状菌で運動性を有し，40。C

下では生育せず，オキシダーゼ活性が陽性，アル

ギニンジヒドロラーゼ活性が陰性，硝酸塩還元能

があり，硝酸塩存在下で嫌気的に生育し，スクロー

ス，マルトース，ラクトース，セロビオース，マ

ンニトール，ソルビトールを利用する。病原細菌

はA6％40吻o％硲so彪n召66α7％別（Sm蓋th）Smithと

同定し，biovar3と決定した。（写真7）

（10）宿根カスミソウ斑点細菌病

　高知県土佐清水市に発生した宿根カスミソウ

（G塑soρh吻ραnJ6吻如）斑点細菌病は，6月に雨

よけのビニール覆いを取り除いた頃から病勢が進

展し，葉に3～5mm大で周辺部が褐色，中央部が

白色のやや乾燥した斑点を生じる。病状がはげし

い場合は落葉し，株が衰弱した。病原細菌はグラ

ム反応陰性の短桿状菌で運動性を有し，40。C下で

は生育せず，オキシダーゼ活性，アルギニンジヒ

ドロラーゼ活性，黄緑色蛍光色素の産生および硝

酸塩の還元が陰性，グルコースを利用し，スクロー

スを利用しない。病原細菌は八6％40卿o襯s

αn4zoφogonゑs（Smith）Stappと同定した。

（11）アマランサス茎腐病

　茨城県つくば市に発生したアマランサス

（、4吻醐8窺h郷勿勿6hon47毎6総）茎腐病の苗立枯

症状は，6月中・下旬に，同茎腐症状は8月上・中

旬に，いずれも処女作畑で発生した。はじめ地際

部に水浸状の褐色病斑が現れて急速に拡大し，株

は後に倒伏に至った。病原菌の分類学的特徴はパ

クチョイ立枯病菌に酷似し，み孟h勉郷勿hσ吻4砂

郷4劾窺（Edson）Fitzp．と同定した。（写真6）

れた。大型病斑を湿室に保つと容易に分生子柄と

分生子を病斑の枯死部に形成した。分生子柄は円

形，単生または束生，単条または分枝，灰褐色で

長さ450μ以下，基部が膨れ直径9～15μ，その直

上で6～10μ，頂端で4．5～7．5μである。分生子

はポロ型，紡錘状から棍棒形を呈し，3隔壁を持

ち，下方から3番目の細胞が肥大，湾曲して他の

3細胞より大きく色も濃い，表面平滑で，平均44．8

x20．5μの大きさがあり，hilumが突出する。分離

株はPDA培地上で旺盛に生育し，集落は密で粗

剛な綿毛状の暗灰緑褐色を呈し，黒色の子座を形

成する。分生子は罹病葉上に出来るものよりやや

小型である。病原菌はC解∂鰯α7宛σn4zoρogonゑs

（Zimmermam）Boedijnと同定した。（写真4，
5）

（鋤　おわりに

　導入植物の栽培が盛んになるに伴って，本邦初

発の種々の病気が観察されるようになってきた。

それらの中には新しい宿主として発見されたもの

に留まらず，新たな病菌が発見されたものも多い。

微生物は空気伝染をはじめとして，導入した植物

体に付着しない状態でも伝播する能力があり，直

接的な植物検疫の外にも多くの注意が求められ

る。また，特殊環境下での栽培ではしばしば病原

力の弱い微生物が日和見感染し，思わぬ被害をも

たらすこともある。わが国の植物検疫上の問題の

みならず原産国の病害防除への協力，そのほか今

回は触れなかったが有害微生物を制御する微生物

など，微生物の持つ特性の解明とそれら微生物の

分類学的研究を今後も進める予定である。

（微生物特性・分類研究室　田部井英夫・福田徳

治・佐藤豊三・畔上耕児・大久保博人・西山幸司）

（1の　コウスイガヤ葉枯病

　フィリピン国ミンダナオ島で試験栽培中の香料

作物コウスイガヤ〈シトロネラ＞（C卿60φog碗

n砂伽s）は，5系統のほぽ全株が同国では未記録の

病気に侵された。罹病葉には周辺部が赤紫褐色を

呈する灰褐色の大型の枯死斑と小形の眼点斑が現

8．日本産セダカヤセバチ科の分類

（1）はじめに

　捕食寄生性膜翅目は農林業害虫を含む様々な昆

虫に寄生し，その個体数抑制要因として重要な役
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割をはたしている。しかしながら，莫大な種数を

有するため分類学的研究は極めて不十分であり，

日本についてみると実際に生息するであろう種類

の20～30％が記録されているにすぎないと考え

られている。農林業上有用な寄生蜂は広範な群

　（科，属）にわたっているが，種名を同定するに

は，少なくとも各々の群のうち，日本産の種の大

多数について解明されている必要がある。本研究

は，寄生蜂の1群であるセダカヤセバチ科につい

て，日本に分布している種およびその分布を解明

するために行われたものである。

　セダカヤセバチ科は膜翅目，ヤセバチ上科に属

し，全世界に分布している。本科に属する種は木

材穿孔性の鞘翅目，膜翅目昆虫に寄生する事が知

られており，前翅に2m－cu脈と3r－m脈があるこ

と（図8－A）で，他のヤセバチ上科の種から容易

に識別できる。現在までのところ世界中から

・4％耽％sと．P魏如吻6％sの2属，約150種が認め

られている。

　日本においては，Uchida（1932）がP7猫o吻6％s

属の2種，キンケセダカヤセバチ（P7吻痂s％s）

およびホシセダカヤセバチ（P　i痂礎郷6読％s）を，

それぞれ北海道および北海道，本州，九州から記

載した。後に，キンケセダカヤセバチは四国から，

ホシセダカヤセバチは四国，対馬，中国東北部か

ら，それぞれ記録が追加された。このように，こ

れまで日本からは上記の2種が知られているにす

ぎなかったが，今回，北海道大学，農業環境技術

研究所，大阪府立大学，九州大学の所蔵標本を検

討した結果，日本にはこの外にA吻6郷属の1新

種およびP7乞s伽耽鷹属の3新種と1未記録種の

』計4種が分布している事が明らかになった。これ

らの新種はJapanese　Joumal　of　Entomology誌

57巻および58巻において記載，命名し，完模式標

本は農業環境技術研究所病理昆虫標本館に保存し

ている。

（2）セダカヤセバチ科の形態

後述の検索表や各種の説明をわかり易くするた

め，形態の概略と用語について簡単に説明する。

　1）方向
　頭部の方を前方，その逆を後方という。垂直方

向では上下とは言わず，背方・腹方という。触角，

脚などの付属肢では根元の方を基部，その逆方向

を末端という。

　2）頭部（図8－2）

　頭部は頭蓋，頭盾，触角，複眼，単眼，口器か

らなる。頭蓋の後方部は後頭部と呼ばれ，しばし

ば後頭隆起縁と呼ばれる隆起縁が発達する。後頭

隆起縁の有無や形態は属や種を区別する際の重要

な形質となる。単眼は3個あり，前方の1個を中

単眼，後方の2個を側単眼と呼ぶ。側単眼と複眼

の間の距離をOOL，側単眼間の距離をPOLと呼

び，その比は分類上重要である。頭蓋の前方部で，

複眼問の，単眼と頭盾の間の部分を顔と称する。

触角は♀では13節，♂では14節からなる。

　3）中体節（図8－3，図8－4）

　他の細腰亜目同様，前胸，中胸，後胸からなる

胸部と腹部第1節である前伸腹節が互いに密接に

つながってひとつのかたまりを形成し，これを中

体節と称する。

　前胸背板は前側方に三角形の突起を有すること

があり，その有無は種を区別する際に用いられる。

前胸側板は前方に伸長し，背方と腹方で左右が合

わさって筒状となる。中胸背板は前方の楯板と後

方の小楯板に分かれており，中胸楯板の形態は種

を区別する際に重要である。前伸腹節はピラミッ

ド状であり，その頂点に腹部第2節が関節接合し

ており（図8－1），このことがヤセバチ上科を特徴

付ける形質となっている。

　前翅の翅脈はよく発達しているが，後翅では退

化的である。セダカヤセバチの翅脈の名称体系は，

前翅についてはCrosskey（1951）が整理している

が，後翅についてはこれまで扱われたことがな

かった。そこで，記載のために前後翅の翅脈につ

いて再整理を行い，図4のような名称体系を提案

した。

　脚は基部より基節，転節，第2転節，腿節，脛

節，附節からなり，附節は5節に分節し，先端に

爪を備える（図8－1）。附節の爪の形状は分類上重
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　頭部　　　　　中体節

　　　　　　　　　　乙ン　マ

　　○　　　　　　　　　　し　　　　　ぺ　　　　　　・　　　　　　　v　＼1
　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　ぺ　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　ヲ　　　　　　　　　　つ、　’＼
　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　ろ　　　　　　　　　　　『＼

後体節

／
触角

基節

／転節　腿節
＼
、
、
乙

第2転節∠

3。Omm

／
前脚

トー脛節

＼　　後脚

附節

＼
産卵管

中脚

図8－1　ホシセダカヤセバチ側面図（翅は除いてある）

　　　　　　　　側単眼　　　　　　　　　　中単眼

　　　　　　　　　　・＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　POL

　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　B

後頭隆起縁

図8－2 ホシセダカヤセバチの頭部

A，側面図；B，背面図

　　　　中胸楯板
　　　　　　　※、

　　　　　　黛》

前胸背板～
　　　　　　　臥
　　　　　＿　　眠
　　　　 クー

　　　　7

前胸側板

』
殴

　　／

前脚基節

　中胸小楯板　　　後胸背板

暴／ノ　節

　　　　　　　／へ

　　　　　　　　　　　　　　後脚基節

図8－3　ホシセダカヤセバチの胸部側面図
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図8－4 ニホンセダカヤセバチの右翅

A，B，前翅；C，後翅；A，C，翅脈の名称を示す；B，翅室の名称

（本文中にあるもののみ）を示す

要である。♀の後脚基節には産卵時に産卵管を支

える構造として内側に溝を有するものや，腹方に

突出部を有するものがあり，その形状は属を区別

する際に重要である。

　4）後体節

　腹部第2節より後方の部分を後体節と称する。

後体節第1節（腹部第2節）は伸長し，その背板

は背方で第2節背板と癒合している。♀の産卵管

は長く，後体節末端から突出しており，先端は腹

方へ曲がっている。

（3）セダカヤセバチ科の属の検索表

1　附節の爪は基部に1歯を有する。頭部は後頭隆起縁を欠く。♀の後脚基節は内側に横溝を欠き，腹

　方に丸い突出部を有する。…………・・………………………鯵…………・・……・…………………A吻o鰐

一足付節の爪は4歯を有する。頭部は後頭隆起縁を有する。♀の後脚基節は内側に横溝を有し，腹方に

　は突出しない。　……・・…………・…・………・……・・………………・・…・・……………●………」P醜鰍彪6鰯

（4）　Aσ’∂c’θs

　本属は，従来日本から記録がなかったが，1未記

載種が分布している事を明らかにし，ニホンセダ

カヤセバチ（z4．ノ砂o痂6％s　Konishi，1990〉と命名

し記載した。本種は岩手県において♀1個体が得

られたのみである。

　この種は検索表に挙げた以外に，以下の特徴で

、P傭蜘1α6郷と区別できる：後頭に同心円状のし

わを有する；00L：POL＝3：2；顔には触角挿

入口上部に横方向の隆起縁を有し，隆起縁と中単

眼の間に表面構造を有する（図8－5A）；Rs＋M

脈は翅室1Mと1Rs＋2Rsの間で長い（図8－8
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A）；産卵管は後体節長とほぼ同長。

　生態：この属の寄主としては，膜翅目クビナガ

キバチ科（Xiphydriidae）のクビナガキバチ属

（X勿勿4吻）の数種のみが記録されている。ヨー

ロッパに分布している∠4．sか磁郷については，寄

主であるアカアシクビナガキバチ（X．侃耀1％s）

の木の割れ目の中の産卵孔に産卵管を挿入して寄

主卵内に産卵し，寄主が成長して蠕室を造った後

にそれを食べ尽くして寄主体から脱出し，繭を造

る事が知られている。日本産の種も同様の寄生様

式でクビナガキバチ類に寄生しているものと思わ

れる。

（5）　P〃sfaσ，acロs

　はじめに述べたように，従来日本から2種が記

録されていたが，今回3種を新種として記載し，

1種を新たに記録した。従って，日本には6種が分

布している事が明らかになった。日本産、4吻6郷

との検索表に挙げた以外の区別点は次のようであ

る：後頭は平滑；OOL＝POL；顔は平滑で隆起

縁を欠く；翅室1Mと1Rs＋2Rsはほとんど接

する；産卵管は体長とほぼ同長。

　生態：本属に含まれる種は主にカミキリムシ科

やタマムシ科のような材穿孔性の鞘翅目に寄生す

ることが報告されているが，ヨーロッパ産のいく

つかの種ではクビナガキバチ類が寄主として記録

されている。日本産のホシセダカヤセバチについ

て，「産卵にあたっては産卵管を樹幹上の問隙に挿

入するものであって，決して健全な樹幹面を産卵

管にて穿つものではない」（安松，1937）ことと寄

主蜻室内で寄主幼虫から脱出して繭を造る

（Watanabe，1952）ことが知られているので，本

属においても、4．s擁o嬬と同様な寄生様式を有

しているものと考えられる。

　1）日本産．P魏如吻6粥の検索表

1．頭部後縁を背方からみると，ほぼ直線状かわずかにくぼむ（図8－5B，C，D）。後頭隆起縁は完全

　で，葉状突起を形成しない………………・…………・・……・…………・…・……………………・…・・……2

一頭部後縁を背方からみると，中央に向かって強く切れ込む（図8－5E，F，G）。後頭隆起縁は背方

　で消える。後頭隆起縁は側方で葉状突起を形成する場合がある・・………………・・………・………・…4

2．前胸背板は赤黄色で，三角形の突起を欠く（図8－7A）。大型の種で前翅長は11．8－12．4mm。体

　毛は金色……………・・…・……………・・…・・…一…………・キンケセダカヤセバチ7瞬ψπos％s　Uchida

一体は一様に黒色。前胸背板は三角形の突起を有する（図8－7B，C）。中型の種で前翅長は6。6－11．6

　mm。体毛は銀色…・………・……・…・…………・…・……………一・…………………・…・一…………・3

3．中胸楯板を側方からみると，前背方でかどばる（図8－7C〉。後翅の翅脈はRとAを除いて痕跡的

　で着色しない（図8－9D）……………・・……一リュウキュウセダカヤセバチ解勿％6％sゑs　Konishi

一中胸楯板を側方からみると，前背方は丸まる（図8－9B）。後翅のM＋Cu，Cu，r－m，M脈は茶色

　　（図8－9C）　………・…・………………・……・…・…………・ホシセダカヤセバチ伽667卿64♂郷Uchida

4．後頭隆起縁は側方で葉状突起を形成する（図8－6D）。頭部後縁を背方からみると全体的に強く切れ

　込む（図8－5E）　一……………一…一………・…・…・クロシオセダカヤセバチ伽s漁7乞s　Konishi

　一後頭隆起縁は葉状突起を形成しない（図8－6E，F）。頭部後縁を背方からみると中央で強く切れ込

　　む（図8－5F，G）　・一…・………・…………一・1…一…・…一・・…・一…・…………・……一……・…5

5．前翅は黒褐色の1紋を有する（図8－81）。基節を除く前脚と中脚，および後脚附節は赤黄色

　　……一………・・…………一・…・・一…一…………オガサワラセダカヤセバチ加％吻6ns乞s　Konishi

　一前翅は多数の黒褐色紋を有する（図8－8H）。脚は赤褐色

　　一…………・…・………………・……一…一………マダラセダカヤセバチ60窺ρ妙6n％乞s　Enderlein
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図8－5 頭部背面図

A，ニホンセダカヤセバチ；B，キンケセダカヤセバチ；C，ホシセダカヤセバチ；D，リュウキュ

ウセダカヤセバチ；E，クロシオセダカヤセバチ；F，マダラセダカヤセバチ；G，オガサワラセ

ダカヤセバチ

スケール：1．Omm

図8－6 頭部側面図

A，キンケセダカヤセバチ；B，ホシセダカヤセバチ；C，リュウキュウセダカヤセバチ；D，ク

ロシオセダカヤセバチ；E，マダラセダカヤセバチ；F，オガサワラセダカヤセバチ

スケール：1．Omm
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図8－7 前胸背板および中胸楯板側面図

A，キンケセダカヤセバチ；B，ホシセダカヤセバチl　C，リュウキュウセダカヤセバチ；D，グ

ロシオセダカヤセバチ；E，マダラセダカヤセバチ；F，オガサワラセダカヤセバチ

スケール：1．Omm

　2）各種の概説

　キンケセダカヤセバチ

　　Pl畷ゆilos郷Uchida，1932

　前翅長11．8－12．4mm。従来北海道と四国のみ

から記録されていたが，今回新たに福島県産の個

体を得，本州にも分布する事を確認した。希な種

で，現在までに北海道，本州，四国でそれぞれ採

集された3♀しか記録がない。

　ホシセダカヤセバチ

　　Pゴn孟67挽64i欝Uchida，1932

　前翅長6．6－9．7mm。北海道，本州，四国，九

州，対馬，中国東北部から記録されており，寄主

としてエグリトラカミキリChlo70ρho耀s

加o勉6欝（Chevrolat）が報告されている。現在ま

でに採集記録のある地点は全てエグリトラカミキ

リの分布が記録されている地域内であるので，本

種がエグリトラカミキリのみを寄主として利用し

ている可能性がある。色彩に地理的変異がみられ，

本土産の♀では脛節は一様に茶褐色で附節は黄褐

色，後体節は一様に黒色なのに対して，対馬産の

♀では脛節先端部と附節が赤黄色で後体節第1節

前半が黄赤色である。

　リュウキュウセダカヤセバチ

　　P，勿yz6々yz66nsゑs　Konishi，　1990

　前翅長8．4－11．6mm。奄美大島，沖縄本島から

記載した。前胸楯板を側方から見ると，前背方が

角ばっていることで，日本産の同属他種と容易に

区別できる。

　クロシオセダカヤセバチ

　　P　歪nsz読zガs　Konishi，　1990

　前翅長8．0－10．9mm。伊豆半島，御蔵島，八丈

島，筑前沖島，屋久島，奄美大島から記載した。

前翅の斑紋に地理的変異がみられ，伊豆半島産の

個体では2r脈付近が微かに茶色を帯びるだけな
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図8－8 右前翅

A，ニホンセダカヤセバチ；B，キンケセダカヤセバチ；C，ホシセダカヤセバチ；D，リュウキュ

ウセダカヤセバチ；E，クロシオセダカヤセバチ（本州産〉；F，同（御蔵島産）；G，同（奄美大

島産）；H，マダラセダカヤセバチ；1，オガサワラセダカヤセバチ

のに対して（図8－8E），御蔵島，八丈島，筑前沖

島，屋久島の個体では翅室1R、の先端1／5が茶

色であり（図8－8F），奄美大島産のものでは先端

1／3が茶色である（図8－8G）。このように前翅

の斑紋は南に行くほど大きくなる傾向がある。

　マダラセダカヤセバチ

　　P，60吻云ゆωz痂s　Enderlein，1912

　前翅長7．0－9．4mm。台湾から記載された種

で，西表島での分布を記録した。後頭中央に垂直

方向の溝があるため，検索表に挙げたように，頭

部後縁を背方からみると中央で強く切れ込んでい

るように見える（図8－5F）。

　オガサワラセダカヤセバチ

　　∫≧　60アzカz召7zsゑs　Konishi，　1989

　前翅長7．6－9．9mm。小笠原諸島から記載した

種で，本種においても後頭中央に垂直方向の溝が

ある事から（図8－5G），前種と近縁だと考えられ

る。ギンネムとモクタチバナの材から，多数のフ
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右後翅

A，ニホンセダカヤセバチ；B，キンケセダカヤセバチ；C，ホシセダカヤセバチ；D，リュウキュ

ウセダカヤセバチ；E，クロシオセダカヤセバチ；F，マダラセダカヤセバチ；G，オガサワラセ

ダカヤセバチ　　ー

トガタヒメカミキリC醐6s2％吻％初60107　（Fabri－

ciUS）とともに羽化脱出してきたことから，このカ

ミキリムシが本種の寄主であると考えられる。

（5〉おわりに

　以上のように，セダカヤセバチ科は日本に2属

7種分布していることが明らかになり，同定を容

易にするために検索表を作成した。今後はそれぞ

れの種の分布と寄主について，さらに明らかにす

る必要がある。

　　　　　　　　（昆虫分類研究室　小西和彦）

9．ニカメイガの有機リン剤抵抗性

　　発現機構と協力剤の開発

（1）　はじめに

　殺虫剤抵抗性は，現在までに世界で400種以上

の昆虫やダニ類で報告されている。特に近年，農

業害虫における薬剤抵抗性事例が増えており，そ

の対策研究は世界的に緊急を要する課題となって

いる。

　イネを加害するニカメイガの発生は全国的に減

少しているが，1978年に岡山県で高度の有機リン

剤抵抗性系統が大発生して以来，西日本を中心に

局地的ではあるが毎年多発生するようになった。

　薬剤抵抗性機構に関する研究はこれまで衛生害

虫が中心であり，農業害虫を対象とした研究はツ

マグロヨコバイなど半翅目昆虫の一部を除いてあ

まり行われていない。特に鱗翅目昆虫での研究が

少ない。そこで，ニカメイガの有機リン剤抵抗性

機構の解明を行うとともに，抵抗性を打破する協
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力剤の開発に取り組むことにした。

（2）有機リン剤の化学構造と抵抗性の関係

　ニカメイガの有機リン剤抵抗性系統はどんな有

機リン剤に抵抗性を示すのだろうか。化学構造と

抵抗性のパターンの関係を明らかにできれば抵抗

性機構の解明に役だつだけでなく，代替薬剤の選

択や新規薬剤の開発にも貢献できるはずである。

一方，フェニトロチオンのようなP＝S型の有機

リン剤は，昆虫体内でミクロゾーム酸化酵素系に

よってP＝0型（オクソン体）に酸化された後，神

経シナプスのアセチルコリンエステラーゼ

（AChE）を強力に阻害して殺虫活性が生じるの

で，オクソン体に対しても抵抗性を生じるかどう

かは抵抗性機構を探るうえで重要なポイントとな

る。

　そこで，基本骨格の異なる61種類の有機リン剤

とその活性毒物体オクソンの殺虫効力を有機リン

剤抵抗性と感受性系統のニカメイガ5齢幼虫を用

いて局所施用法により検定した。供試した有機リ

ン剤はその基本骨格により，phosphorothionate，

phosphate，phosphorodithioate，phosphorothio－

Iate，　phosphonothionate，　phosphonate，

phosphoramidothioate及びphosphoramido．

thiolateに分類されるが，抵抗性系統は，化学構造

中にP－O一アリール結合（アリールはベンゼン

環と複素環）さえあれば，基本骨格に関係なく抵

抗性を示すこと，及びそれらのオクソン体に対し

ても抵抗性を示すことが明らかになった（表

9－1），ジメチル型はジエチル型よりも高い抵抗性

比が生じた。また尽ンゼン環よりも複素環とエス

テル結合を持つ有機リン剤に高い抵抗性比が生じ

ていた。一方，脂肪族エノールやチオアルコール

とエステル結合を形成する脂肪族系有機リン剤に

対しては，一般に抵抗性の発達は認められなかっ

た。以上の結果から，エステルの芳香族性が抵抗

性ニカメイガの有機リン剤抵抗性発現への重要な

条件であることが明らかになった。

　岡山県では，1960年代後半からパラチオン，

BHCの代替防除薬剤として，ダイアジノン，フェ

ニトロチオン，フェンチオンが主に用いられてき

たが，これらの有機リン剤はP－O一アリール構

造を持つことから，こうした薬剤の連続使用によ

りP－0一アリール構造を持つ有機リン剤に特異

的に抵抗性を示すニカメイガが選抜・淘汰された

と考えられる。

（3〉有機リン剤抵抗性の発現機構

　殺虫剤は昆虫体内に侵入した後，作用点である

AChEや神経系に達し，その機能をかく乱するこ

とによって殺虫力を発現するが，この過程で薬剤

に対する防御機構が昆虫に備わると薬剤抵抗性が

顕在化する。主な防御機構は，①薬剤の皮膚透過

性が減少する。②作用点が変化し薬剤に対する感

受性が低下する。③薬剤の分解代謝能が増大する，

の3点である。有機リン剤抵抗性のニカメイガが

これらのうちどの防御機構を獲得しているのか，

順を追って探ってみた。

　1）作用点のフェニトロオクソンに対する感受

　　　性

　有機リン剤の昆虫における作用点はAChEで

あるが，有機リン剤に対するAChEの感受性低下

が抵抗性の主要因である例がツマグロヨコバイや

イエバエなどで知られている。そこで抵抗性系統

のニカメイガのAChEが変異しているかどうか，

感受性系統と比較した。抵抗性と感受性系統の幼

虫頭部のAChE活性及びフェニトロオクソンに

よる阻害度はほぼ同じで，抵抗性系統のAChEの

感受性は低下していないと考えられた。

　2）フェニトロチオンの代謝

　次に皮膚の透過性と解毒についてフェニトロチ

オンを用いて検討した。フェニトロチオンには，

ラベル位置の異なる2種類の14C標識アイソトー

プを用いた（図9－1）。標識位置がO一メチルとベ

ンゼン環にあるのでこれら2種類のアイソトープ

を用いることにより，P－0一アリール結合の開裂

で生成されるリン酸側とフェノール側両方の代謝

物を追跡・同定することが可能である。

　まず，14C一（0一メチル）一フェニトロチオンを

局所施用したときの，薬剤の浸透と代謝について
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表9－1　有機リン剤抵抗性秦系統（R）及び感受性系統（S）のニカメイガの各種有機リン剤に対する感受性

LD5。（μ9／9） 抵 抗 性 比
有　機　　リ　ン　剤

感受性系統（S） 秦　系 統（R） （R／S）

S
CH30　11
　　＞P－o一（芳香族）

CH30
フェニトロチオン 1．8 75．3 41．8

メチルパラチオン 0．9 18．9 21．0

ピリミホスメチル 2．4 ＞2，000 ＞833
クロルピリホスメチル 1．3 94．0 72．3

S
C2H50　“　　　＞P－o一（芳香族）

C2H50
エチルフェニトロチオン 10．1 60．7 6．0

パラチオン 2．6 49．6 19．1

ピリミホスエチル 2．0 150．9 75．5

クロルピリホス 1．3 67．5 51．9

0
CH30　11
C即＞P－0一（芳香族）

フェニトロオクソン 1．2 41．3 34．4

メチルパラオクソン 0．5 7．2 14．4

ピリミホスメチルオクソン 0．3 29．9 99．7

クロルピリホスメチルオクソン 0．4 16．8 42．0

0
C2H50　11
吸。＞P－0諾香族〉

エチルフェニトロオクソン 7．8 55．5 7．1

パラオクソン 5．2 35．1 6．8

ピリミホスエチルオクソン 2．1 30．8 14．7

クロルピリホスエチルオクソン 0．6 23．7 39．5

0
CH30　“
C即＞PO一（脂肪族）

ジメチルビンホス 0．3 0．6 2．0

テトラクロルビンホス 2．1 2．2 1．0

モノクロトホス 2．2 6．9 3．1

S
CH30　鋪
　　＞P－s一（脂肪族）
CH30

マラソン 1．5 1．7 1．1

PAP（パプチオン〉 3．1 2．3 0．7

ジメトエート 13．3 18．5 1．4

S
C2H50　11
　　＞p－0一（芳香族）
C6H5

EPN 0．7 22．7 32．4

CYP（シアノフェンホス） 6．4 130．0 20．3

その他　　　　S　C1

課＞5一・⑥Cl 20．1 187．1 9．3

プロチオホス　0

CH30　“
　　＞P－NHCOCH，
CH3S

70．0 103．4 1．5

アセフェート　S

楓課＞登一・ゆ 3．5 151．2 43．2

イソフェンホス　　　　COO鉛oC3H7
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検討した。フェニトロチオン（1．0μg／頭）を2系

統の5齢幼虫に局所施用後，経時的に幼虫をクロ

ロホルムー水（1：1）中で磨砕・遠心分離し，ク

ロロホルム可溶性画分と水溶性画分に含まれる放

射能と代謝物を測定した。フェニトロチオンの体

表から体内への浸透には2系統問で差が見られな

かったが，体内における水溶性分解代謝物の生成

は抵抗性系統で高く，施用1時問後には感受性系

統の約3倍になった（図9－2）。主要な水溶性代謝

物としてP－0一アリール結合の開裂によって生

成するジメチルリン酸とジメチルチオリン酸が同

定された。フェニトロオクソンの代謝物と考えら

れるジメチルリン酸の生成割合は抵抗性系統で高

く，局所施用1時問後には感受性系統の5．4倍に

なった。またジメチルチオリン酸についても抵抗

性系統でより速やかに生成された。一方，脱メチ

ル化反応によって生成される脱メチルフェニトロ

チオンとS一メチルグルタチオンは2系統ともに

非常に少なく，抵抗性発現にグルタチオンS一ト

ランスフェラーゼの果たす役割は小さいと考えら

れた。

　感受性系統では経時的にフェニトロチオンの活

性毒物体フェニトロオクソンが増加していくが，

抵抗性系統ではフェニトロオクソンはほとんど集

積しなかった（図9－2）。

　これらの結果から，抵抗性系統のニカメイガで

は，体内に生成されるフェニトロオクソンをP

－O一アリール結合の開裂によりジメチルリン酸

に速やかに分解解毒する能力が高まっていること

が示唆された。

　次にフェノール側の代謝物を明らかにするため

に，14C一（リング）一フェニトロチオンの代謝を調

べた。局所施用量は14C一（0一メチル）一フェニト

ロチオンの場合の1／10（0．1μ9／頭）であったが，

この低薬量試験においても皮膚透過性には差が見

られず，また抵抗性系統ではフェニトロオクソン

はほとんど集積せず，感受性系統では抵抗性系統

の72倍も集積することがわかった。一方，主要な

代謝物としてP－0一アリール結合の開裂の結果

生成した3一メチルー4一ニトロフェノールのグ

　　　S　　　　CH3
瑠噛《シNq℃（・一メチル）標識フエニト・チオン

　　S　　　　CH3
C恥0）凸一・《冨Nα14C一（リング）標識フェニト・チオン

CH30

図9－1

　100
回

収
し
た

放
射
能

に50
対
す
る

割
合

％

　0

A

供試した14C一標識フェニトロチオン

（＊は標識位置）

20

io

図9－2

B

5

3

2

　　　0　　　　　　　　　　　　　　0
0．5　　　　　　i　　　　　　　　　O．5　　　　　　i

　　　局所施用後の時間（時）

C

0．5　　　　　1

有機リン剤抵抗性秦系統（●）と感受性系統

（○）のニカメイガ幼虫における14C一（0一メ

チル）一フェニトロチオンの浸透と代謝

A：体表に残存するフェニトロチオン

B：体内の水溶性代謝物

C：体内の活性毒物体フェニトロオクソン

ルコース抱合体が認められ，その生成割合は抵抗

性系統で高く，施用2時問後には全回収放射能の

30％以上になり，また感受性系統よりも2倍多

かった。その他，マイナーな代謝物として脱メチ

ル体，別一メチル基の酸化体が認められた。これ

らの代謝実験の結果から，図9－3に示すような，

有機リン剤抵抗性ニカメイガにおけるフェニトロ

チオンの代謝経路を明らかにした。

　3〉フェニトロオクソンの代謝

　フェニトロチオンの代謝実験から，フェニトロ

オクソンの解毒代謝がフェニトロチオン抵抗性の

主要因と考えられたので，実際にフェニトロオク

ソンが解毒されているのか，またどのようなメカ

ニズムで解毒されているのか初∂伽oから検討し

た。なお，最近，ツマグロヨコバイの有機リン剤

抵抗性にbindingprotein（薬物結合性タンパク）

が重要な役割を果していることが明らかにされて
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いるので，ニカメイガの場合にもbindingProtein

が関与しているかどうかについて検討した。

　有機リン剤抵抗性系統のニカメイガの幼虫磨砕

液にフェニトロオクソンの解毒代謝活性が確認さ

れた。その解毒代謝活性は細胞の可溶性画分で高

かった。可溶性画分と14C一フェニトロオクソンと

インキュベート後の放射能活性はフェニトロオク

ソンの代謝物が含まれる水層とタンパク沈殿層で

検出された。とくにタンパク沈殿層からはイン

キュベート直後から高い放射能活性が検出され，

この高い活性は180分以上継続して認められた。

この活性は，可溶性画分を100。Cで1分問加熱す

ると失われ，またゲル濾過，透析，硫安分画によ

る分析の結果，タンパクの画分と一致した。これ

らの結果から，タンパク沈殿層から検出される放

射能活性は，bindingproteinによる解毒と考えら

れた。一方，水層に含まれる放射能活性は経時的

に直線状に増えること，P－0一アリール結合が開

裂して生成したジメチルリン酸が検出されること

から，加水分解もフェニトロオクソンの解毒に重

要な役割を果たしていることが示された。

　4）フェニトロチオン抵抗性の機構

　以上の結果を踏まえて，有機リン剤抵抗性ニカ

メイガのフェニトロチオン抵抗性の機構を図

9－4にまとめた。抵抗性及び感受性系統ともに体

内に浸透したフェニトロチオンは，まず活性毒物

体のフェニトロオクソンに酸化されるが，抵抗性

系統ではP－0一アリール開裂による解毒活性が

著しく増大しているため，フェニトロオクソンは

速やかにジメチルリン酸と3一メチルー4一ニト

ロフェノールに分解される。これに対して感受性

系統ではP－0一アリール開裂による解毒活性が

弱く，体内にフェニトロオクソンが集積し，神経

シナプスのAChEの正常な働きが阻害されて死

に至る。さらに，フェニトロオクソンの解毒シス

テムがbinding　proteinと加水分解の活性増大の

2系統であることが明らかにされた。

　抵抗性系統のニカメイガはP－O一アリール結

合を持つ有機リン剤に必ず抵抗性を示すことか

ら，フェニトロチオン以外の有機リン剤に対する

抵抗性機構もおそらくP－0一アリール結合の開

裂によるオクソンの解毒が主要因と思われる。

G　。艶《凱。屯9）鼠・礁GS晦

　　　　　　　　　　　　ピ

，㌔1：1〉嬉嵐ll：3）髭《弗＼．

CH30）哉・H　　　　　　　CH30）置。H

㈱＼ll霧概繋、繍ぜ
　　　　　　＼

　　　　　H。す鷺H。《舞一伽、繍、d，

図9－3　ニカメイガ幼虫におけるフェニト

　　　　ロチオンの代謝経路

　　S　　　　CHg
llll）夢一・《すN偶

フェニトロチオン

醐↓

CH300　　　CHg
C馬。）芦→《シN儀

　フェニトロオクソン（活性毒物体）

　　　　解毒↓秦系統＞　統

　　O　　　　　　　　　　　　CH，
C瑞0）匙・H＋猛・一《妥Nα

CH30
　　　　　　　3一メチルー4一ニトロフェノール

ジメチルリン酸

　図9－4　有機リン剤抵抗性秦系統のフェニ

　　　　　トロチオンに対する抵抗性の機構

（4）協力剤の開発

　薬剤抵抗性に対抗する手段には代替薬剤への切

り替えや新規薬剤の開発が有効であるが，代替薬

剤の種類にも限りがあり新規薬剤の開発も容易で

はないことから，これら以外の抵抗性対策を複数
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もっていることが望ましいと考えられる。このよ

うな観点からニカメイガの有機リン剤抵抗性機構

の知見に基づいて，抵抗性機構を打破する協力剤

を探索することにした。

　1）リン化合物の探索

　有機リン剤抵抗性ニカメイガに協力作用を示す

物質としてすでに有機リン殺菌剤のIBPと

EDDPが報告されていたので，従来から協力剤と

して使われている各種リン化合物とその類縁体の

協力効果を調べた。その結果，エステラーゼ阻害

剤として知られるK－2＊1とDEF＊2をフェニト

ロチオンと同時に処理した場合に強力な協力作用

が認められた。一方，カルボキシルエステラーゼ

の阻害剤として知られるTPP＊3やTOCP＊4には

協力作用がなかった。またリン化合物ではないが，

酸化阻害剤のピペロニルブトキシドやS－421＊5

には協力効果はなかった。この結果から，カルボ

キシルエステラーゼや酸化酵素系の抵抗性への関

与は否定された。

　このように，K－2やDEFに強力な協力作用が

認められたが，ニカメイガのフェニトロチオン抵

抗性を完全に打破することはできなかった。

　2）SK化合物の発見

　リン化合物以外では，ジメチルカーバメートの

ピリミカーブに協力効果のあることが知られてい

たので，次にカーバメート化合物に着目した。有

機リン剤抵抗性系統のニカメイガが3一メチル

ー4一ニトロフェニル基（フェニトロチオンの片割

れ），3一メチルー4一メチルチオフェニル基（フェ

ンチオンの片割れ）等を持つ有機リン剤とそのオ

クソンに対し高い抵抗性を示すことから，これら

のグループを分子内に含む各種カーバメートを合

成し，フ、エニトロチオンおよびピリミホスメチル

に対する協力作用を検討した。その結果は表一2

に示すように，N，1〉一ジメチルフェニルカーバ

＊1　2一フェノキシー4H－1，3，2一ベンゾジオキシホス

ホリンー2一オキシド，　＊2　トリブチルホスホロトリチ

オエート，　＊3　トリフェニルホスフェート，　＊4　ト

リオルソクレジルホスフェート，　＊5　ビス
（2，3，3，3一テトラクロロプロピル）エーテル

メートのフェニル置換基が4一ニトロ，4一シア

ノ，4一メチルチオ基の場合に効果が高く，この構

表9－2 有機リン剤抵抗性ニカメイガ幼虫に対する有機

リン剤（フェニトロチオン，ピリミホスメチル）

とN，ノV一ジメチルカーバメートとの協力効果

　　　　（CH3）2NC（0）OX

LD5。（μ9／9） LD5。（μ9／9）

フェニトロチ ピリミホスメ

No．　X
オン十
カーバメート
（1：10）α）

協力
係数6）

チル十

㌃∫1市ト
協力
係数δ）

フェニトロ 69
一

チオンのみ

ピリミホス 一 1803

メチルのみ

1＠N・， 6．9 10 19．7 92

2＠SCH， 4．3 16 7．5 240

3＠CN 5．1 14 4．6 395

4曾・％ 3．0 23 8．7 207
CH3

5母sc現 3．1 22 7．8 231
CH3

6㊥ 6．3 11 9．0 201

7c1⑨ll 17 4．1
『 一

8専◎ 4．6 15 4．2 427

9黍
　　　／CH3

　　CH　　　＼　　　CH3

4．6 15 7．5 240

1・愚叉凱 3．3 21 3．1 589

・・撫 1．8 38 1．7 1061

CH3

・2職偽 11 6．3 17．7 102

　　　　℃H
・3載震
　　　＼C2H5

3．5 20 4．0 451

・4載．
4．9 14 8．8 204

・5畿．
5．3 13 7．2 251

16P侮H， 3．0 23 4．3 419

17碍c恥 4．2 16 2．4 759

α）カーバメート協力剤のみでは殺虫力を示さず。

δ）協力係数：LD，。殺虫剤／協力剤存在下における殺虫

　剤のLD5。
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造の3位にメチル基が加わると協力効果を著しく

高めることが明らかになった。電子吸引性置換基

が4位以外に存在した場合，また3一メチル基以

外のアルキル基では効果が低く，とくに2位置換

基の存在は効果が最も低かった。N，1V一ジエチ

ル型，N，1V一ジメチルチオノ型はノV，ノV一ジメ

チル型に比べ，協力効果は1／5～1／15に低下した。

1〉一メチル，1V一エチル，1V一フェニルカーバ

メート化合物は協力効果がなく，またN，ノV一ジ

メチルカーバメートであっても，フェニル置換基

を持たない脂肪族系のカーバメートにはまったく

協力効果がなかった。

　さらに抵抗性系統のニカメイガが高度の抵抗性

を示すピリミホスメチルのピリジン構造に類似し

た片割れをもつ1〉，ノ〉ジメチルカーバメートを

合成し，その協力試験を行った結果，きわめて高

い協力効果が得られた。中でも2一ジメチルアミ

ノー6一メチルピリミジンー4一イル1〉，ノV一ジメ

チルカーバメート（SK－102）の協力効果は著しく

高く，SK－102を加えることによりフェニトロチ

オンやピリミホスメチルの致死量は感受性系統の

それに匹敵し，SK－102の添加によって有機リン

剤抵抗性は完全に打破された（表9－2，No．11）。

　高い協力効果を示したSK化合物はいずれもジ

メチル型でアリ．一ル構造とエステル結合を有して

いた。このことは抵抗性ニカメイガの有機リン剤

解毒系がジメチル型でP－0一アリール構造を有

する化学構造に特異的に親和性が高いことと共通

しており，SK化合物の協力作用の機構を考える

うえで重要な示唆を与えてくれる。すなわち，有

機リン剤よりもSK化合物の方が解毒系に対する

親和性が高いために協力効果が現れる可能性が高

い。実際，抵抗性系統のフェニトロオクソン解毒

系であるbinding　proteinと加水分解活性に対す

るSK－102の阻害度は，前述のK－2より高いこ

とが確認されている。

（5）おわりに

　ニカメイガの有機リン剤抵抗性の発現機構を解

明し，その知見をもとに抵抗性機構を打破する強

力な協力剤SK化合物を見い出すことができた。

こうした協力剤の開発は，ますます深刻化が憂慮

される薬剤抵抗性問題を解決する一つのステップ

になると考える。今後こうした協力剤の利用が，

現在大きな問題となっているコナガなど野菜害虫

等の有機リン剤抵抗性において適用できるかどう

か検討していきたい。

　　　　　　　（殺虫剤動態研究室　昆野安彦）

　　　　　　　　　（資材動態部　宍戸　孝）

　　　　　　　　（薬剤耐性研究室　浜　弘司）

10．ケイ酸資材中のSiの形態の固体高分

　　解能29Si－NMRによる解析

（1）はじめに

　水稲はケイ酸の要求性が高く，ケイ酸添加によ

り生育，収量，病虫害耐性が高まる事例が報告さ

れている。このため水稲栽培の現場においては，

多量の各種ケイ酸資材が投入されている。しかし

これら資材の肥効特性の事前予測は，0．5M　HCl

や酢酸ナトリウムによる溶出法，インキュベー

ション法などの経験的手法により行われているの

が現状である。ケイ酸資材としては鉄鋼生産に付

随して発生するスラグが当てられているが，この

スラグ中のケイ素（Si）の存在形態を知る簡単な手

法が確立されていないことが，溶解性並びに水稲

による利用率の予測を経験的手段に頼らざるを得

ない現状にしている。そこで固体試料中の化合物

の構造解析に最近盛んに利用されている固体高分

解能NMRを導入し，ケイ酸資材中のSiの存在

形態の解析，形態と溶解性並びに水稲による利用

率との関係の解明を試みた。

（2〉元素組成の違いと化学シフト

　ケイ酸イオンはSiO4四面体に隣接するSi原

子の数の違いにより図1に示すような5種類に分

類され，それぞれQO，Q1，Q2，Q3，Q4と呼ばれて

いる。NMRで得られる情報のひとつである化学

シフトは，ケイ酸イオンの形態と密接な関係があ
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る。両者の関係を明らかにするために，元素組成

を異にした6種の合成ケイ酸化合物の固体高分解

能NMRによる測定を行った。

　供試した6種の試料の元素組成（図2の■印）

の特徴は，akermanite（Ca2MgSi207）一gehlenite

（Ca2A12Sio7）系化合物よりもSiO2含量が高い

ことである。このためにSi－O－Si鎖がCa，Mgな

られた。試料bとeの比較；ケイ酸含量が高くな

るにともない高磁場シフトする。試料aとb，cと

d，eとfの比較；アルミニウム含量が高くなると

竪

Siq2

表10－1 合成ケイ酸化合物のピークの化学シフトと半値

幅

元素組成　　（％〉
化学シフト半値幅
　（ppm〉　（ppm〉

8稽轟。

鱒い
嬉隻x

も

試料名

蕊
CaO　MgO　Al203　SiO2

a

b
C

d
e

f

30　　10　　10

30　　10　　20

20　　20　　10

20　　20　　20

20　　10　　20

20　　10　　30

50　　　　　－82．1　　　　16．2

40　　　　　－79．0　　　　13．4

50　　　　　－80．3　　　　15．9

40　　　　　－78．9　　　　13．0

50　　　　　－85．3　　　　17．6

40　　　　　－82．4　　　　15．6

αり

噸

　　0一

　　1
0冒一Si－Oロ

　　1
　　0騨

Q9

　　O－
　　1　　　　量

0一一Si－0－Si－
　　1　　　　［
　　O冒

Q1

　　　O－
　I　　　　l　　　　I
－Si－0－Si－0－Si－
　l　　　　l　　　　　I

　　　O響
Q2

50

図10－2　供試したケイ酸化合物並びにケ

　　　　イ酸資材の元素組成。CaO＋
　　　　MgO，A1203，SiO2中の比率で示

　　　　した。×；冷却過程の検討実験に

　　　　用いた合成ケイ酸塩。■；元素組

　　　　成の差異の検討実験に用いた合成

　　　　ケイ酸塩。アルファベットは試料

　　　　名。○；ケイ酸資材。数字は試料

　　　　番号。▼；アケルマナイトーゲー

　　　　レナイト系化合物

鱗

　　　　0－
　l　　　　l　　　　I
－Si－O－Si－O－Si－
　l　　　　i　　　　l

　　　　O
　　　　璽
　　　一S　i－

　　　　i

図10－1

Q3

　　　　1
　　　－S　i一

　　　　l
　　　　O
　i　　　　l　　　　l
－Si－0－Si－O－Si－
　l　　　　I　　　　l

　　　　O
　　　　l
　　　－S　i－

　　　　1
Q4

ケイ酸イオンの分類。太字のSiは

観測核

表10－2　29Si－NMRの化学シフトに関する経験則

（1）　Qo，Q1，Q2，Q3，Q4となるに従い高磁場シフトす

　　る。（化学シフトの絶対値が大きくなる）

（2）　観測Si核に隣接するSiが一つA1で置き換わるこ

　　とにより5ppm程度低磁場シフトする

　　（化学シフトの絶対値が小さくなる）

（3）　同一タイプのケイ酸塩の化学シフトの大きさは

　　A13＋＜Ca2＋＜Mg2＋の順である。

どにより切断される度合も低くなり，この鎖が長

く続いたQ2化合物が生成されていることが予想

される。ピークの化学シフトが一80ppm前後と

Q1化合物のそれよりも高磁場側（絶対値が大きく

なる方向）に寄っていること（表1）もこのことを

裏付けている。

　各試料の化学シフトを相互比較することによ

り，化学シフトに関して以下のような傾向が認め

低磁場シフトする。試料aとc，bとdの比較；カ

ルシウムをマグネシウムで置き換えることにより

低磁場シフトする。このことから，29Si－NMRの

化学シフトに関する経験則を導き出すことができ

（表2），この法則性に基づきケイ酸化合物の大ま

かな同定を進めることが可能となった。

　NMRから得られるもう一つの情報として，

ピークの半値幅がある。本試料の半値幅は13から

18ppmと広幅化している。これは本試料がすべて
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空冷

一40　　　　　。45　　　　　－50　　　　　囎55　　　　　－66 馳65　　　　　－70　　　　　－75　　　　　曹86　　　　　－85　　　　　。96　　　　　－95

化学シフト（PP皿）

図10－3 合成ケイ酸化合物除冷品の固体高分解能29Si－NMRス

ペクトル。パルス待ち時間；500sec。上；測定スペクトル

とカーブフィティングにより得られたスペクトル。下；

カーブフィティングに用いた各成分のスペクトル

水砕品であることと対応しており，半値幅が結晶

化度の指標として用いることができることを示し

ている。

表10－3 合成ケイ酸化合物の化学シフトとピークの半値

幅

（3）溶隔一冷却過程における変化

冷却方法 化学シフト
　（ppm） 半値幅

　（ppm）

A＊ B＊ A B

　供試化合物の元素組成（図2中の×印）はCaO

：MgO：A1203：SiO2＝40：10：15：35で

akermanite－gehlenite系化合物のそれに近く，合

成時に水冷，空冷，徐冷の3種類の冷却方法がと

られている。水冷品は溶融状態における形態を反

映しているとみなし，溶融一冷却過程における一Si

－o－Si一及び一Si－o－A1一結合の変化を類推すること

を試みた。

　徐冷及び空冷品のスペクトルには，2本のピー

クが認められる（図3）。高磁場側のもの（ピーク

B）はその化学シフトからQ1成分の複合ピークと

考えられ，低磁場側のもの（ピークA）はMg2SiO、

（forsterite，一61．9ppm）に相当すると推定され

水冷　ND　－73．7　ND
空冷　一62。2　－73．4　2．2
徐冷　一62．0　－72．1　2．7

11．9

10．0

3．6

観測された2個のピークを低磁場側からA，Bとした。

Bが主要なピークに当たる。

る。表3にピークAとピ，一クBの化学シフト，半

値幅を示す。冷却速度が速くなるに従い，ピーク

Bの化学シフトが高磁場側に移動している。これ

はアルミノケイ酸塩が，対応するCa一，Mg一ケイ

酸塩よりも高磁場側にピークを与えること（表1）

と対応しているものと考えられる。Peak　Bの半

値幅が，冷却速度が速くなるほど広くなっている

ことは，これに従い結晶化度が低下していること
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図10－4 合成ケイ酸化合物の固体高分解能29Si－NMRスペクト

ル。パルス待ち時間；5sec。元素組成；CaO：MgO：

A1203：SiO2＝40：10：15：35

を示している。

　徐冷品について，試料中に含まれることが予想

される6種のケイ酸化合物の化学シフトを基にし

たcurve－fittingを行い，それぞれのケイ酸化合物

の割合の算出を試みた。実際のスペクトルと

curve－fittingにより得られたスペクトル，それに

curve－fittingに使われたそれぞれの成分のスペク

トルを図4に示す。また面積比から求められる各

成分の比率を図中に示した。これらの結果から徐

冷品において，akermaniteとgehlenite以外のケ

イ酸化合物が生成されていることが示された。Q1

としてはforsteriteとmonticelliteが全体の

20％弱含まれ，そのほかCa，Sio、も生成されてい

ることが推定された。curve－fittingの結果から算

出されたCaO－MgO－Al203－SiO2組成比も42：

10115：33となり，実際の混合比（40：10：15：

35）に近い値となった。

　AlのタイプをQ2としてイオンバランスから推

定すると，両試料においてQOとQ1以外にQ2に

属するケイ酸化合物が生成されている可能性があ

る。しかしQ2のCa－Mg塩並びにCa塩である

diopsideとpseudowaollastniteの化学シフトが

それぞれ一84と83．5ppmであるごと，またたと

えこれらの格子中のSiの両隣がすべてAlと置

き替わったとしても（A1／Si＝1），化学シフトは10

ppm程度低磁場側にシフトするに過ぎないこと，

そして本試料中のA1／Si比は，o．5であるので，最

大限低磁場シフトしたとしても一79ppm程度で

あろうと予測される。これらの事を考慮すると，

本試料の組成比においてはQ2以上のケイ酸化合

物は生成されていないとみなすことができる。

　図2のスペクトル解析並びに化学シフトから，

溶隔一冷却過程における変化を類推すると以下の

ように考えられる。水砕品において一76ppm近傍

にピークが認められる（図3上）。これはrankinite

の2のピークの内の高磁場側のものであると考え

られる。溶融状態では一Si－o－A1一の結合強度は緩

く結合距離は長くなり，A1はSi格子中に入るよ

りもそこから脱出してイオン状態になっている傾

向にあるので，gehleniteの割合は低く，替わりに
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rankiniteのような形態のケイ酸化合物が形成さ

れ，一部のA1はA12SiO5の様な形態でも存在し

ているものと考えられる。冷却過程に入るとAl

が格子中に取り込まれ，rankiniteに相当するピー

クは消失する（図3中）。更にゆっくりとした冷却

が進むと，過剰に含まれるMgにより結合が切断

され，forsteriteやmonticelliteのようなQoタイ

プのケイ酸化合物が出現してくる（図3下）。

　これらの結果から，溶融状態においては一Si－o

－Si一や一Si－o－A1一の結合距離が長く強度が緩いイ

オン結合性で，結合角も不揃いであるのに対し，

冷却過程においては結合が強化され結合角も均一・

化し結晶性が高くなることが理解される（表4）。
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　　　化学シフト（P9巴）
一68

（4）ケイ酸資材の形態と水稲による利用率

　以上述べてきたように29Si－NMRの化学シフ

トと半値幅から，ケイ酸化合物中のSiの存在形態

を推定できることが示された。次にこれらの2つ

のNMRからの情報と水稲によるケイ酸資材の

利用率との関係を調べるために，20種のケイ酸資

材を供試して実験を行った。それぞれの資材の元

素組成は図2に示したように，CaO＋MgOと

Sio2の割合には大きな広がりがあるが，A1203の

割合は20％以下に集中していることが供試資材

の特徴であった。

　化学シフトと資材中の0．5M　HC1可溶性ケイ

酸含量（重量％）との間には比較的高い相関が認

められ（図5），ケイ酸含量の上昇に伴い一Si－o－Si

一鎖の長いケイ酸化合物が生成されているが，化学

シフトから判断すると，直鎖状のものが主で分枝

化学シフトと資材中の可溶性ケイ

酸含量との関係
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表10－4　溶融一冷却過程における一Si－o－Si及び

一Si－0－Al一結合の変化

冷　　却

一82

図10－6

一78　　　　　　　　　　　　－74　　　　　　　　　　　　－70

　　　化学シブト（P囲）

溶　　融

化学シフトと資材中ケイ酸の水稲

による利用率との関係　利用率は

差引法により求めた。●印右横の

数字は半値幅。

一66

項　　目

結合性

結合強度

結合距離

結合角

結合の切断

イオン結合

　弱
　長
　不整

　無

化学シフト　　高磁場シフト

共有結合

　　強

　　短

　均一
　　有
（Q三→Q2）

低磁場シフト

鎖を持ったものは生成されていないことが推定さ

れる。この鎖の長さが長くなるにともない溶解率

が減少し，ひいては水稲による利用率も低下する

ことが予想されるが，化学シフトと利用率との間

には相関は認められなかった。このことは溶解率

並びに水稲による利用率を支配している他の因子

が存在していることを示唆している。その他の因

子としては，半値幅から推定される結晶化度が考

えられる。供試資材の半値幅は1から29ppmと

広い範囲の中に分散しており，鎖の長さと結晶化

度が相互に関係して溶解率並びに利用率を規定し

ていることが推定される。そこで半値幅が13ppm

以上と結晶化度が低い資材について化学シフトと

水稲による利用率との関係をプロットしたところ

（図6），比較的高い相関が得られた。このことか

ら非晶質のケイ酸資材においては，その溶解並び

に水稲による利用率は，主に一Si－o－Si一鎖の長さ
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即ち重縮合度により決定されていることが推察さ

れる。

（5）おわりに

　CaO－MgO－A1203－SiO2の組成比だけからで

は，生成されるケイ酸化合物の形態を予測するこ

とはきわめて難しく，特にX線解析が使えない非

晶質のものではほとんど不可能であった。ケイ酸

質肥料として用いられているスラグの場合は非晶

質である水砕品が多数を占めているので，構造解

析が十分に行えず，そのことが肥料の溶解率の推

定や溶解過程の解析を経験的手法に頼らざるを得

ない状況にしていた。今回用いた固体高分解能

NMRによる解析手法を導入するならば，化学シ

フトを基にして結晶性のもののみならず非晶質の

ケイ酸資材の分子構造の推定が可能となる。今後

半値幅，spiming　sideband強度などのNMR情

報をも加味した総合解析手法を確立するならば，

ケイ酸資材のみならずその他の肥料資材の分子構

造を基にした化学的特性の推定が容易になり，ひ

いては肥効特性のより正確な把握が可能となると

期待される。

　本研究は化学技術研究所基礎部相関化学課早水

紀久子課長並びに林繁信主任研究官との共同研究

により行われた。

（多量要素動態研究室　伊藤　治・尾和尚人）
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9th　Intemational　Soil　Classi且cation　Workshop）

Japanese　Comm，9th　Intemational　Soil　Classi丘cation

Workshop，for　SMSS，Washington　D．C．，U．R．A．

　（1988）

○近堂祐弘＊・天野洋司：Tephrochronology　of　Japanese

Andisols（Proc．9th　Intemational　Soil　Classification

WorkshoP）Japanese　Comm．9th　Intemational　Soil

Classi丘cationWorkshop，forSMSS，WashingtonD．C．，

U。S．A．　（1988）

○原田靖生：土の中の椅子取りゲーム　「土の100不思議」

東京書籍　　（1990．2．28）

○原田靖生：土でリサイクル　「土の100不思議」　東京

書籍　　（1990．2．28）

○加藤英孝：雨降って地固まる　　「土の100不思議」に所

収東京書籍（1990．2．28）

○加藤英孝：春を呼ぶ土の嵐　「土の100不思議」に所収
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東京書籍　　（1990．2。28〉

○川島茂人：任意地点の毎時気象データ推定法の確立

　　ロ　「農業環境研究成果情報（第5集）」　　（1989．8）

○川島茂人：メッシュデータとアメダスデータによる局地

気象の評価　　「農業環境研究における局地気象の評価と

利用」　気象環境研究会　　（1990．2）

○川島茂人：アメダスデータにもとづく毎時気温補問手法

の比較検討　「別枠研究『情報処理』研究成果集」　（1990。

3〉

○川島茂人：アメダスデータの処理と気象要素の動的表示

法　　「農業環境技術研究所資料第8号」　農業環境技術

研究所　　（1990．3．20）

○草場　敬：岩石と土の違い　「土の100不思議」　東京

書籍　　（1990．2．28）

〇三土正則：黒2岩から赤い土　「土の100不思議」　東

京書籍　　（1990．2．28）

○小原　洋：多土済済，土の横顔　「土の100不思議」　東

京書籍　　（1990．2．28〉

○小原洋・太田健：日本の土　「土の世界，大地から

のメッセージ」　朝倉書店　（1990．3．15）

○太田健：土の中の金属　「土の100不思議」　東京書

籍（1990．2．28〉

○太田健・小原洋：日本の土　「土の世界」　朝倉書

店（1990．3）

○大塚紘雄：手のひら一杯の土に入る東京ドーム，ほか2

篇　「土の100不思議」　東京書籍　　（1990．2．28）

○遅沢省子：土の中は穴だらけ　「土の世界」に所収　朝

倉書店　　（1990．3〉

○竹中　眞：一宿一飯に報いる微生物　「土の100不思議」

東京書籍　　（1990．2．28）

○谷山一郎：身を削られる土　p130－133　「土の世界」に

所収　朝倉書店　　（1990）

○谷山一郎：百年河清を待つ　「土の100不思議」に所収

東京書籍　　（1990．2．28〉

○山田一郎：もぐる遺跡，あまのじゃくな火山灰の粘土鉱

物　　「土の100不思議」　東京書籍　　（1990．2．28）

環境生物部

○宮下清貴：抗生物質のふるさと　「土の100不思議」東

京書籍　　（1990．2，28）

○西澤　務：自然と調和した農業技術編　1－1一（1〉一4〉

線虫利用　農林水産研究文献解題No．15　（1989．5）

○渋谷知子：やみの中の植物のささやき　「土の100不思

議」　東京書籍　　（1990．2．28）

○志賀正和：病害虫・雑草防除技術　1．生物的制御技術

（1）天敵利用　（2〉昆虫利用　「農林水産研究文献解題　15．

　自然と調和した農業技術編」　農林統計協会　（1989．5〉

○志賀正和：Current　Programme　in　Japan　「World

Crop　Pests3B．Fruit　Flies，Their　Biology，Natura1

，Enemies　and　Control」　Elsevier　Publishers　（1989）

O　J．Baumg＆rtner＊，矢野栄二：White侮　population

dynamics　and　mode11ing．　「Whitenies：their

Bionomics，Pest　StatusandManagement」Intercept，

UK　（1990．1）

○吉田睦浩：ツチバチ上科　　「日本産昆虫総目録」II　九

州大学農学部昆虫学教室・日本野生生物研究センター

　（1989．7．31）

資材動態部

○浜　弘司：害虫の薬剤抵抗性発達は回避できるか　　「個

体群動態と害虫防除」　冬樹社　　（1989．6．10）

○腰岡政二：植物成長調整剤，農薬成分一覧表　　「農薬ハ

ンドブック，1989年版」　日本植物防疫協会　（1989．11．

20）

○昆野安彦：殺虫剤　　「農薬ハンドブック」　日本植物防

疫協会　　（1989．11．20）

○升田武夫：殺虫殺菌剤　　「農薬ハンドブック」　日本植

物防疫協会　　（1989．11．20）

○升田武夫：農薬の作用特性と利用　2．害虫防除剤

　「植物防疫講座一農薬・行政編」　日本植物防疫協会

　（1989．12．25）

○宍戸　孝（編）：「農薬ハンドブック　1989年版」　日本

植物防疫協会　　（1989．11．20）

○宍戸　孝（編・著）：「植物防疫講座一農薬・行政編」　日

本植物防疫協会　　（1989。12．25）

○山田忠男・石坂眞澄：除草剤　「農薬ハンドブック，1989

年版」　日本植物防疫協会　　（1989．11．20）

○行本峰子・片桐政子・南　栄一：殺菌剤　　「農薬ハンド

ブック，1989年版」　日本植物防疫協会　（1989．11．20）

○行本峰子：農薬の作用特性と利用　1．病害防除剤　「植

物防疫講座一農薬・行政編」　日本植物防疫協会　（1989．

12．25）

○行本峰子：微生物による雑草の制御　1．微生物利用に

よる雑草制御研究の現状　　「農業有用微生物一その利用

と展望一」　養賢堂　（総合農業研究叢書第18号）

　（1990．3．31）

2）その他の著書・資料

企画連絡室

○渡辺光昭：有機物の長期連用による熱帯畑土壌の生産性

の改善　　「農林業現地有用技術集」追補版Vに所収　社

団法人国際農林業協力協会　　（1990．3）
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環境管理部

○網藤芳男・井手　任・横張　真・田中　隆：「地域住民

による都市近郊樹林地の多面的機能の評価」（農業環境技

術研究所資源・生態管理科研究集録）に所収　　（1990．3）

○袴田共之：砂漢化防止対策について（分担執筆）　　「昭

和63年度環境庁請負調査結果報告書，土壌汚染環境基準

設定調査（土壌の悪化防止対策等調査）」に所収　日本土

壌肥料学会　　（1989。3）

○袴田共之：土壌の適正利用・管理手法（分担執筆）　「昭

和63年度環境庁委託業務結果報告書　土壌汚染監視手

法確立調査一土壌資源の保全・適正利用・管理に向けて

一」に所収　日本土壌協会　　（1989．4〉

○袴田共之：指標の具体例と必要情報　　「平成元年度環境

庁委託業務結果報告書　土壌汚染監視手法確立調査一土

壌生態系保存のための指標の検討一」に所収　日本土壌

協会　　（1990．3）

○袴田共之ほか3名：昭和63年度環境庁請負調査結果報

告書　土壌汚染環境基準設定調査に係る総合解析調査

一亜鉛に係る畑土壌汚染環境基準設定調査一　日本土壌

肥料学会　　（1989．3）

○袴田共之ほか2名：昭和63年度環境庁請負調査結果報

告書　土壌汚染環境基準設定調査に係る総合解析調査

一鉛に係る畑土壌汚染環境基準設定調査一　日本土壌肥

料学会　　（1989．3）

○袴田共之ほか5名：昭和63年度環境庁委託業務結果報

告書　土壌汚染監視手法確立調査一現地調査結果の解析

一　日本土壌肥料学会　　（1989．3）

○駒村美佐子・結田康一・小山雄生：土壌および米麦子実

の放射能調査　「第31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　　（1989．11）

○駒村美佐子・結田康一・小山雄生：土壌ならびに作物中

の降下放射性核種の分析的研究（全国的調査）　　「昭和

63年度農林水産省関係放射能調査研究年報」に所収　農

林水産省技術会議事務局　　（1990．3〉

○小山雄生：Improving　Food　and　Agricultural　Produc・

tion　with　Nuclear　and　Related　Technology．Thai・

land15N　Studies　in　Soi1－Plant　Systems．　「IAEA／

UNDP－THA／85／004－13Technical　Report13」に所収

United　Nations　Development　Programme，Inter－

national　Atomic　Energy　Agency，Vienna　（1989）

○陽　捷行：農業生態系への温室効果の影響　　「進む地球

の温暖化と農業」　農政ジャーナリストの会編　農林統

計協会　　（1989）

○陽　捷行：緑を支える土壌生態系　「昭和63年度環境庁

委託業務報告書」に所収　7－14，51－59　（1989．3）

○陽　捷行：土壌生態系に対する各種インパクトとその影

響　「土壌汚染監視手法確立調査」（日本土壌協会〉に所

収10－24（1990．2）

○守山　弘・飯島　博：『人為環境下における生物の安定

性一都市化の各段階におけるトンボの種供給ポテンシャ

ルー，多摩川の流れ（本谷勲教授退官記念論集）』　P．100

－105　（1989）　本谷勲退官記念事業実行委員会

○齋藤元也・山形与志樹・秋山　侃・芝山道郎・斎藤滋隆・

石田憲治・古谷憲孝：熱帯地域の環境特性等の解明に関

する研究　農業環境特性に関する研究　農業生産力把握

手法の開発　「アセアン諸国とのリモートセンシング技

術の高度化とその応用に関する共同研究」　　（第1期）

成果報告書　科学技術庁　　（1989．11）

○田中　隆：山口県における人口移動の理由別比較　　「資

源・生態管理科研究集録」　No．6：P161～172　（1990．

3）

○田中　隆：地方都市の周辺町村における人口移動一山口

県の事例一　「資源・生態管理科研究集録」　No．6＝P173

～184　（1990．3）

○徳留昭一・松森堅治：小桜川G1水位計測点と水位計測

手法　水保全管理資料No．3に所収　農業工学研究所

　（1989．8）

○横張　真・網藤芳男・石田憲治：地域住民による平地林

の評価　「地域アメニティの保全からみた平地林の役割」

に所収　農林水産省農業環境技術研究所「平地林」研究

グループ　（1989．4〉

○横張　真・井手　任：平地林の活用　　「地域アメニティ

の保全からみた平地林の役割」に所収　農林水産省農業

環境技術研究所「平地林」研究グループ　　（1989．4）

○横張　真・武内和彦＊：「生物資源評価のねらいと方法」

　（平成元年度地域資源管理システム形成調査報告書）に

所収　　（1990．3）

○武内和彦＊・横張　真：「緑地・景観整備構想」（広島市

都市近郊農業地域整備計画報告書）に所収　広島市安佐

南区，農村計画学会　　（1990．3）

○武内和彦＊・糸長浩司＊・横張　真：「ふるさと体験農園

事業・湯布院地区調査報告書」　農林水産省構造改善局，

農村計画学会　　（1990．3）

○結田康一：農業生態系におけるヨウ素および臭素の動態

　「農業環境研究叢書　第5号　微量元素・化学物質と農

業生態系」（農業環境技術研究所編）に所収　養賢堂

　（1990．3）

○山本勝利・横張　真・田中　隆：「アメニティ評価にお

ける住民を対象としたアンケート調査の有効性」（農業環

境技術研究所資源・生態管理科研究集録）に所収　農業

環境技術研究所環境管理部資源・生態管理科　　（1990．3〉
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環境資源部

○藤井國博：酸性雨の問題点と我が国の研究動向　　「環境

技術研修における研修資料（地球規模での環境問題の現

状と対策）」に収録　農林水産技術会議事務局連絡調整課

　（1989。11）

○林　陽生・原薗芳信・那須野正明＊・鳥谷　均＊：群落外

環境の変化に対する赤松群落の動的応答　1．赤松群落

内外の温度場の特徴　筑波大学水理実験センター報告

13，97－103　（1989）

○那須野正明＊・林　陽生・原薗芳信・西沢利栄＊：群落外

環境の変化に対する赤松群落の動的応答　3．赤松群落

内外の乱流輸送について　筑波大学水理実験センター報

告13，113－121（1989）

○原田靖生：家畜ふん尿利用　「農林水産研究文献解題

一自然と調和した農業技術編」　農林統計協会　　（1989．

5〉

○原田靖生：土壌カラム法による窒素・りんの除去　　「畜

試資料」　’89－3：47～50　（1989．12）

○原薗芳信・林陽生・那須野正明＊・鳥谷均＊：群落外

環境の変化に対する赤松群落の動的応答　2．空気力学

的パラメータの特徴　筑波大学水理実験センター報告

13，105－112　（1989）

○原薗芳信：局地気象の評価法と利用上の問題点　　「メッ

　シュ気候値の農業環境研究への利用」に所収　農業環境

技術研究所　気象管理科　　（1990．2）

○久保田徹・長谷川周一・岩問秀矩：進歩総説　土壌物理

　日土肥試　60（6）：483～492　（1989）

○小山雄生・小川吉雄＊・久保田正亜＊：進歩総説　環境保

全日土肥誌60（6）：597～605（1989）

〇三土正則：Rice　soils　of　Japan　「Classi丘cation　and

Management　of　Rice　Growing　soils」　FFTC　Book

　Series，No．39　　（1989．7）

○岡本玲子：水質特性・変動　　「土壌・水環境の研究成果

概要と今後の動向」に所収土・水研究成果No．5

　（1990．3）

○清野　諮：利用可能水量把握のためのアメダス，地表面

　情報の利用手法の開発　　「農林業における水保全・管理

　機能の高度化に関する総合研究　平成元年度第1回研究

　会報告」所収　農業工学研究所　　（1989．7）

○清野　諮：メッシュデータによる農業気候資源の評価と

　作物生産への利用　　「メッシュ気候値の農業環境研究へ

　の利用」所収　農業環境技術研究所　　（1990．2）

○清野　諮：自然植生の生物資源メッシュ分布図　　「生物

　資源メッシュ分布図（東日本）BCP－90－1－2－1」所

　収　農業環境技術研究所　　（1990．2）

○清野　酪・内嶋善兵衛＊：純一次生産力の世界分布とそれ

への二酸化炭素一気候暖化の影響　　「文部省科学研究費

総合研究A研究成果一大規模な人為的気候変化のわが

国の自然生態系・農業と社会システムヘの影響の評価に

関する研究一」所収　　（1990．3）

○内嶋善兵衛＊・清野　諮：日本の植生分布への二酸化炭素

濃度上昇による気候暖化の影響　　「文部省科学研究費総

合研究A研究成果一大規模な人為的気候変化のわが国

の自然生態系・農業と社会システムヘの影響の評価に関

する研究一」所収　　（1990．3）

○菅原和夫：特定微生物の免疫学的手法による定量　　「土

壌生産環境・機能の評価法」研究会資料に所収　農業研
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　酸素供給（1990）　水質汚濁研究　Vo1．13，99～106

0川西琢也＊・川島博之・茅原一之＊・鈴木基之＊：土壌浄化
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　Treatment　System＄．（1990）　Water　Science　and

　Technology．Vo1．22，101～108

0川西琢也＊・川島博之・茅原一之＊・鈴木基之＊：土壌浄化

　法における目詰まりの機構と浸透不良を防ぐための排水

　供給量　　（1990）　水質汚濁研究　VoL13，180～188

0茅原一之＊・岡田光正＊・川島博之・鈴木基之＊l　Develop－
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　59，別L180－181　（1990．4）

○佐々木龍男＊・山田一郎他2名＊：テフラおよびテフラ由

　来土壌中のアルミナ・シリカ・ミネラロイド　「ペドロ

　ジスト」　33（2）：114～128　（1989．12）

○庄子貞雄＊・山田一郎他1名＊：Growth＆nd　Chemical

　Composition　of　Japanese　Panpas　Grass（Miscanthas

　simensis）with　Special　Reference　to　the　Formation　of

　Dark－ColoredAudisolsinWortheastemJapan「Soil

　Science　Plant　Nutrition」　　36（！）：105～120　　（1990．

　3〉

○山口武則・藤井國博・岡本玲子：1988年7月4日つくば

　市周辺に降ったpH3．2の酸性雨の特徴　農業気象　45

　（3）：177～180　（1989）

○山口武則・森保文＊・細見正明＊：用水および土壌条件

　が水田のリン収支に及ぼす影響　ライシメータによる多

　因子実験結果　日本土壌肥料学雑誌　60（5）：418～425

　（1989．10）

○山口武則・森　保文＊・細見正明＊：用水および土壌条件

　が水田のCOD排出量に及ぼす影響　ライシメータによ

　る多因子実験結果　日本土壌肥料学雑誌　61（1）：27

　～33　（1990．2）

○本名俊正＊・山崎慎一・浜田竜之介＊：進歩総説　第2部

　門　土壌有機および無機成分　　「日本土壌肥料学雑誌」

　60（6〉：493－500　（1989）

　環境生物部

○村山重俊＊・浅川征男・大野芳和＊：Chemical　Properties

　of　Subsurface　Peats　and　Their　Decomposition　Kine－

　tics　under　Field　Conditions　Soil　Sci　Plant　Nutr．，36

　（1），129－140　（1990）

○畔上耕児・西山幸司＊・加藤　肇＊：イネ苗立枯細菌病の

　薬剤防除　　「関東病虫研報」　36：16～17　（1989）

○堀江秀樹・根本正之・西村　格：エニシダ由来の他感物

　質の土壌中への移動と蓄積　　「雑草研究」　34（1〉：47

　～56　（1989．6）

○藤井義晴：他感物質の利用による生物的防除技術の将来

　「日本土壌肥料学会誌」　60（3）：240～245　（1989．6）

○藤原伸介・原田靖生：A　novel　polyamine，aminobuty1－

　homospermidine，in　Japanese　volcanic　ash　soils．

　「Soil　Bio1．Biochem．」　21（3）：449－452　（1989．8）

○藤原伸介・原田靖生：Fast－growing　root　nodule

　bacteria　produce　a　novel　polyamine，aminobutyl－

　homospermidine．「Biochem．Biophys．Res．Commun。」
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165（2）：659－666　（1989．12）

○長谷部亮・Holben，W．E・Tiedje，JM：透水による土壌

中での細菌の移動一LARを用いた解析一　土と微生物

35，31－34　　（1990）

○安田慶次＊・小浜継雄＊・法橋信彦：不萌芽防止のための

粒剤使用によるハリガネムシの防除　　「沖縄農試研究報

告」　13：71－78　（1989．11）

○福本文良・T．Omura，and　Y．Minobe：Nucleotide

sequence　of　segment　S90f　the　rice　dwarf　vims

genome．．Arch．ViroL107：135－139　（1989）

○福本文良・H．Tochihara：Stability　of　southem　bean

mosaic　and　camation　mottle　viruses　during　the

Preservation　by　freeze－drying．Ann．Phytopath．Soc．

Japan56（1），41－55　（1990）（日植病報）

○藤井毅：第62回生化学会大会に参加して「土と微生

物」　No．35：66～67　（1990．3）

○小西和彦：A　new　species　of　the　genus　Pπs如吻o％s

　（Hymenoptera，Evanioidea，Aulacidae）from　Japan

　「Jpn．」．Ent．」　　57（2）：337－341　　　（1989．6）

○小泉博：Studiesonthelifehistoryofthepopula－

tion　of　an　evergreen　herb，Pソ名oZごzノのoアz乞αz，on　the

forest　Hoor　in　a　warm　temperate　region．2．Photo－

synthesis，respiration　and　gross　production．　「Bot．

Mag．Tokyo」　102：521～532　（1989）

○小泉博：大気中のCO2変動に対する森林生態系の役

割一熱帯林を中心にして一　「化学工学」　54（1）：22

　～25　（1990）

○小林正伸＊・河本征臣他3名：神奈川県におけるバーティ

　シリウム病菌の菌群と分布域拡大　　「関東東山病害虫研

　究年報」　No．36：68－70　（1989．11）

○百田洋二＊・河本征臣・國安克人＊：自然汚染土壌におけ

　るハクサイ黄化病の発病に及ぼす発病助長要因としての

　キタネグサレセンチュウの影響　「関東東山病害虫研究

　会年報」　No．36：71－72　（1989．11）

○中南　博＊・武田真一＊・松田　泉：岩手県における箱育

　苗イネに発生する細菌病の発生実態　「北日本病虫研報」

　40：33～36　（1989．11）

○石野清之＊・松田　泉他5名：Pathological丘ndings　of

　two　types　of　lymphoid　malignancy　in　sheep　inoculat－

　ed　with　bovine　leukemia　virus　「日獣誌」　51（4）：

　749～756　（1989．4〉

○宮下清貴：土壌生物の研究手法他（部門別進歩総説）　土

　肥誌　60（6）：514－525

0真宮靖治＊・水久保隆之・吉田睦浩：1987年線虫関係文献

　目録　「日本線虫研究会誌」　18：65～73　（1989．7）

○水久保隆之：Description　of　R磁oρhol％s　s伽oづn．sp．

from　Kyushu，Japan　「日本線虫研究会誌」　18：39

～44　（1989．7）

○水久保隆之：z4gl6％6h欝　α初α加窺獅86n．sp．and

records　of　C61）h‘zl6n6hz6s　J61）渉z6s　and　L（9」67zohz6s　l61）！o－

so解drom　Japan（Tylenchida：Tylench：dae）　「日

　「日本線虫研究会誌」　19：18～31　（1989．12）

○真宮靖治＊・水久保隆之・吉田睦浩：1988年線虫関係文献

目録　「日本線虫研究会誌」　19：88～95　（1989．12）

○水久保隆之：線虫分類学ニュース　「日本線虫研究会誌」

19：62～87　（1989．12〉『

○根本正之：砂漠化地域の植生動態　　「気候影響・利用研

究会会報」　6：44～49　（1989．7）

○根本正之・桝田信彌＊・吉澤　健＊：農業生態系における

半自然植生の役割　　与那国島北牧場における事例

　「環境情報科学」　19（1）：65～68　（1990．2）

○野田隆志：Effects　of　ovipositional　experience　and

length　of　intervals　after　previous　parasitism　on　host

discrimination　in　Gηoη　ノ砂on乞6％窺（Ashmead）

　（Hymenoptera：Scelionidae）　　「AppL　Ent．ZooL」

25（1〉：130－132　（1990）

○野田隆志：数種のマメ科植物上におけるホソヘリカメム

　シの卵寄生蜂の季節的発生消長　「応動昆」33（4）：257

－259　（1989）

○野田隆志・広瀬義躬＊：“Males　second”strategy　in　the

allocation　of　sexes　by　the　parasitic　wasp，Gηo％

ノ‘ψo箆歪6z6”z　　「Oecologia」　　81：145－148　　（1989）

○小川直人・犬伏和之＊・松本　聡＊・和田秀徳＊・高井康雄＊：

干拓地土壌の酸性化とそれに関与する鉄・イオウ酸化細

　菌の動態　　「土肥誌」　61（1〉：42～47　（1990．2）

○佐藤光政・宇佐美洋三・小泉　博：培地に混和したシロ

　ザおよび数種植物葉のアレロパシー　　「雑草研究」　34

　（4）：285～291　（1989．12）

○佐藤光政・宇佐美洋三・小泉　博：レタス種子を用いた

　雑草のアレロパシーの検定　　「雑草研究」　34（4〉：330

　～332　（1989。12〉

○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　　「日植病報」　55

　（3〉：353～356　（1989．7）

○佐藤　守・佐藤銚子＊・加藤　明＊・西山幸司＊・酒井富久

　美＊：Gene　library　of　pCOR1，plasmid　involved　in

　coronatine　biosynthesis　in薦6z640盟zo％偽　sツ7乞％8とz6pv．

　α加卿ゆ％z6α　「日植病報」　55（5）：653～656　（1989．

　12）

○本問善久＊・佐藤善司・平山復志＊・紺野勝弘＊・白浜晴久＊・

　鈴井孝仁＊：Production　of　antibioticsby込6％40pn伽偽

　04）‘z6乞‘z　an　and　agent　for　biological　control　of
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soilbome　plant　pathogens　「Soil　BioL　Biochem．」

21（5）：723～728　（1989）

○沢田泰男・宮下清貴・田辺市郎＊・加藤邦彦＊：Hup　pheno－

type　and　serogroup　identity　of　soybeannodulating

bacteria　isolated　from　Japanese　soils．Soil　Sci．Plant

Nutr．，35：281－288　　　（1989）

○守屋成一＊・井上晃一＊・大竹昭郎＊・志賀正和・馬渕正人＊：

Decline　of　the　chestnut　gall　wasp　population，五）ηo．

　oos解欝肋吻h伽s　Yasumatsu（Hymenoptera：Cyni－

p三dae）after　the　establishment　of710η吻％s　s初6郷ゑs

Kamijo（Hymenoptera：Torymidae）　　「AppL　Ent．

Zool．」　　24（2〉：231－233　　（1989．5）

○小山信明＊・塩見正衛・築城幹典＊：寒地型牧草地からシ

　バ型草地への植生の移行期におけるエネルギーの流れ

　1．植生の移行　　「日草誌」　35：24－29　（1989．4）

○小山信明＊・塩見正衛・築城幹典＊：寒地型牧草からシバ

　型牧草への植生の移行期におけるエネルギーの流れ

　2．エネルギーの変換効率　「日草誌」　35：30－39

　（1989．4）

○白井洋一・河本賢二＊：A　Mark－RecaptureExperiment

　for　Male　Adult　Cabbage　Webwom1，飽ll吻U雇α1歪s

　（Lepidoptera：Pyralidae〉　　「AppL　Ent．Zoo1．」　25

　（1）：127－129　（1990．2）

○斉藤　修＊・筒井　等＊・北村実彬＊・金子順一＊・杉江

　元：合成性フェロモンによるシロモンヤガの誘引　「北

　日本病虫研報」　40：134－136　（1989）

○北村実彬＊・金子順一＊・斉藤　修＊・筒井　等＊・杉江

　元：合成性フェロモンによるガンマキンウワバ成虫の発

　生消長調査　「北日法病虫研報」　40：142－144　（1989）

○西　和文＊・佐藤文子＊・唐澤哲二＊・高橋廣治：農耕機に

　付着して運ばれる病土によるダイズ黒根腐病汚染の拡大

　関東東山病虫研報　第36集　35～36　（1989．11）

○西　和文＊・佐藤文子＊・唐澤哲二＊・高橋廣治：ダイズの

　収量及び収量構成要素に及ぼす黒根腐病の影響　関東東

　山病虫研報　第36集　37～38　（1989．11）

○高橋義行＊・亀谷満朗＊・匠原監一郎＊・鳥山重光：Detec・

　tion　of　wate㎜elon　strain　of　cucumber　green　mottle

　mosaic　virus　by　using　monoclonal　antibodies　Ann．

　Phytopath．Soc．Japan．55：369－372　（日植病報）

　（1989）

○竹内妙子＊・土屋健一他2名：ダイコン黒斑細菌病菌によ

　る根部褐変症状の発生について　　「関東東山病虫研報」

　36：60～62　　　（1989．11）

○長谷部亮：遺伝子組換え微生物の自然界の挙動に関して

　土と微生物　35，63－64　（1990）

○矢野栄二：オンシツコナジラミ個体群の増殖に影響する

要因　「応動昆」　33（3）：122－127　（1989）

○矢野栄二：A　simulation　study　of　population　interac－

tion　between　the　greenhouse　whitefly，Tπ召16解046s

　吻o名罐07鰍Westwood（Homoptera：Aleyrodidae），

and　the　parasitoid　Eη侃鴬毎ノb槻osα　Gahan（Hy－

menoptera：Aphelinidae）．1．Description　of　ptera：

Aphelinidae）．1．Description　of　the　modeL　「Res．

Popul．EcoL」　　31（1）：73－88　　（1989．5）

○矢野栄二：A　Simulation　study　of　population　iterac－

tion　between　the　greenhouse　whitefly，丁露α」6躍046s

　吻oz碗07襯Westwood（Homoptera：Aleyrodidae），

　and　the　parasitoid　E箆o召欝づ‘zノわ7”zos‘zα％4　孟h61）‘z鯉sづ一

　∫o躍　En6αz吻　ノ∂7別osα　Gahan（Hymenoptera：

　Aphelinidae）．IL　Simulation　analysis　of　popualtion

　dynamics　and　strategy　of　b圭010gical　contro1．　「Res．

　PopuL　Eco1。」　　31（1）：89－104　　（1989．5）

○矢野栄二・」．C。van　Lenteren・R．Ragginge・P．M．

　Hulspas－Jordaan：The　parasite－host　relationship

　between　E館68競αヵ槻os召（Hymenoptera：Aphelini－

　dae）and　T吻伽名046s　∂αρo観吻枷n（Homoptera：

　Aleyrodidae）．XXXXI．Simulation　studies　ofpopula－

　tion　growth　of　greenhouse　whitefly　on　tomato。

　「Agricultural　University　Wageningen　Papers」　89

　（2）：55－73　（1989）

○矢野栄二・J。C．van　Lenteren・R．Rabbinge・R．Dorsman

　：The　parasite－host　relationship　between　E％oo短α

　ヵ耀osα（Hymenoptera：Aphelinidae）and　T吻伽名o♂

　6s　ッ砂07召万o耀吻（Homoptera：Aleyrodidae）．

　XXXXII．Simulation　studies　of　the　population

　growth　of　greenhouse　whitefly　on　egg　plant，cucumb－

　er，sweet　peper　and　gerbera．　「Agricultural　Universi－

　ty　Wageningen　Papers」　89（2）：75－99　（1989）

○吉松慎一：ニシキシマメイガの茨城県からの記録　「蛾

　類通信」　154：52　（1989．10）

○吉松慎一一：Discovery　of　the　male　of且」6癩1％6加照

　Calora　from　the　Philippines（Lepidoptera，Noctuidae）

　「Ty6to　Ga．」　41（1）：29－32　　（1990．3）

資材動態部

○後藤重義：土壌中における重金属の行動と地下水汚染

　「水質汚濁研究」　12（11）：687～692　（1989．11）

○伊藤　治：植物を対象とする非破壊的立場の計測　　「日

本農芸化学会誌」　63（11），1786～1789　（1989）

○金沢純：Relationshipbetweenthesoilsorption

constants　for　pesticides　and　thier　physico　chemical

properties　「Environmental　Toxicology　and　Chemist一
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ry」　8：477～484　（1989）

○片桐政子・腰岡政二・山田忠男他2名＊：3，3〆一diindoly1・

　methaneの抗菌活性に及ぼす酸化防止剤の影響　「日本

　植物病理学会誌」　55（4）：525～526　（1989。10）

○昆野安彦・宍戸　孝：有機リン剤抵抗性ニカメイガの

　フェニトロオクソン　解毒因子としての薬物結合性タン

　パク（訳文）「日農薬誌」14（3）：359～362　（1989．8）

○昆野安彦：ニカメイガの有機リン剤抵抗性機構とその制

　御に関する研究「日農薬誌」14（3）：373～381

　（1989．8）

○腰岡政二・山田忠男・金沢　純・村井敏信：Photo－

　degradation　Products　of　Tetrachlorodibenzo－p

　－dioxins　ation　Products　of　Tetrachlorodibenzo－p

　－dioxinsunderXenonLampIrradiation　「日農薬誌」

　14（2）：175～179　（1989．5）

○腰岡政二・山田忠男・金沢純・村井敏信：Wavelength

　－dependence　of　Photodegradation　of　Tetrachloro－

　dibenzo－p－dioxins　「日農薬誌」　14（2）：181～187

　（1989．5）

○松本　宏・・冨永　達・・住吉　正・・腰岡政二：Weed

　Science36巻1～3号の内容紹介　「雑草研究」　34（1）：

　1～87　（1989。5）

○腰岡政二・山田忠男・金沢　純・村井敏信：Photolysis　of

　Tetrachlorodibenzo－p－dioxins　「Chemosphere」　19

　（1～6）　：681～684　　　（1989．6〉

○松本　宏＊・冨永　達＊・住吉　正＊・腰岡政二：Weed

　Science36巻4～6の内容紹介「雑草研究」34
　（2）：169～177　（1989．8）

○腰岡政二・石坂眞澄・山田忠男・金沢　純・村井敏信：

　Quantum　Y三elds　of　the　Photodegradation　of1，2，3，4

　一，T1，3，6，8－and2，3，7，8－Tetrachlorodibenzo－p

　－dioxins　and　their　Half－1ife　Periods「日農薬誌」15

　（1）：39～45　（1990．2）

○松岡　信＊・南　栄一：Complete　Structure　oftheGene

　for　Maize　Phosphoenol－pyruvate　Cafboxylase

　「European　Joumal　of　Biochemistry」　181（3）：593

　～598　（1989．5〉

○南　栄一：雑草防除分野におけるDNA操作　　「雑草研

　究」　34（3）：181～187　（1989．10）

○南　栄一・小関良宏＊・松岡　信＊・肥塚信也＊・田中喜之：

　Structure　and　Some　Characterization　of　the　Gene　for

　Pheny蓋alanine　ammonia－lyase　from　Rice　Plants

　「European　Joumal　of　Biochemistry」　185（1〉：19

　～25　（1989．10）

○行本峰子1病原微生物利用による雑草防除研究の現状

　「九州の雑草」　20：18～21　（1990．3）

○吉田　充・狩野広美＊・石田信昭・吉田　尭＊：Non－de・

　structive　Analysis　of　the　Oil　Composition　of　Soybean

　Seeds　by　Natural　Abundance　Carbon－13　Nuclear

　Magnetic　Resonance　Spectroscopy　「Agric．BioL

　Chem．」　53（5）：1395～1400　（1989．5）

2〉その他の雑誌

企画連絡室

○渡辺光昭：タイ国農業の現状

　～45　（1990．2）

肥検回報43（1）：27

環境管理部

○秋山　侃：循星データによる作付面積・生産量の推定

　「農業および園芸」　65（1）：211－216　（1990．1）

○福原道一・秋山　侃・冨士田裕子＊：宇宙から見た日本の

　農業（16）一十和田一（青森）　「農業および園芸」　64（4）：

　巻頭　　（1989．4）

○福原道一・石原　暁＊：宇宙から見た日本の農業（17〉一高知

　一（高知）「農業および園芸」64（5）：巻頭　（1989．5〉

○福原道一・菅野忠教＊：宇宙から見た日本の農業（1紛一会津

　一（会津）「農業および園芸」64（6）：巻頭　（1989．6）

○福原道一・袴田共之＊：宇宙から見た日本の農業（19）一隠岐

　一（島根）　「農業および園芸」　64（7）：巻頭　　（1989．

　7）

○福原道一・石田憲治＊：宇宙から見た日本の農業（2①一嬬恋

　一（群馬）　「農業および園芸」　64（8〉：巻頭　　（1989．

　8）

○福原道一・桜谷哲夫＊：宇宙から見た日本の農業（2D一宮崎

　平野一（宮崎〉　「農業および園芸」　64（9）：巻頭

　（1989．9）

○福原道一・樋口太重＊：宇宙から見た日本の農業（22）一松本

　平一（長野）　「農業および園芸」　64（10）：巻頭　（1989．

　10）

○福原道一・岩田忠寿＊：宇宙から見た日本の農業（23）一福井

　平野一（福井）　　「農業および園芸」　64（11）＝巻頭

　（1989．11）

○福原道一・山田一郎：宇宙から見た日本の農業（24）一仙台

　平野一（宮城）　　「農業および園芸」　64（12）：巻頭

　（1989．12）

○福原道一・舩橋秀登＊：宇宙から見た日本の農業（25）一神奈

　川一　　「農業および園芸」　65（1）：巻頭　　（1990．1）

○福原道一・横井義雄＊：宇宙から見た日本の農業（26〉一上川

　南部一（北海道）　「農業および園芸」　65（2）：巻頭

　（1990．2）

○福原道一・秋山　侃：宇宙から見た日本の農業（27）一筑波

　一（茨城〉　　「農業および園芸」　65（3）：巻頭　　（1990．



　　　　　　　　　　　　　　　　　IV．

　3）

○袴田共之：物質循環と畜産公害　「畜産の研究」　44（1）：

　109－115　（1990．1）

○袴田共之・増田泰三：酸性雨の土壌影響予測モデル　「環

　境情報科学」　19（1〉：83－90　（1990．1〉

○陽　捷行：農業生態系から放出される亜酸化窒素の測定

　技術　燃料協会誌　68，767　（1989）

○陽　捷行：家畜からのメタンと温室効果　「畜産の研究」

　43，421－422　（1989）

○陽　捷行・八木一行：温室効果への農業生態系のかかわ

　り　研究ジャーナル　12，14～19　（1989）

〇三輪容太郎：土の科学と土壌危機　MOL，オーム社　10

　月号，46－50　（1989）

〇三中信宏：現代進化生物学における分岐分類学

　一Hemig以後の理論展開とその積極的評価一　「種生

　物学研究」　13：18～44　（1989．12）

〇三中信宏：生物分類の統計的基礎　「統計」　40（11）：4

　～11　（1989．11）

○守山　弘1水田にはどんな生きものが生きてきたか一種

　の多様性を維持するこまやかな生態系一　「現代農業

　11月増刊号　もうひとつの地球環境報告」　154－164

　（1989〉

○村上陽子：図形・画像統合処理システムGRANSYの利

　用について一既存作図ソフトウェアからの移行を中心と

　して一　「計算センターニュース」　（49）：2～65

　（1989．5）

○村上陽子：図形表示システムGLANCEの利用について

　「計算センターニュース」　（50）：2～45　（1989．7）

○齋藤元也：農業とリモートセンシング　「センサ技術」

　9（8）二64～67　（1989．7）

○齋藤元也・山脇由起代＊・石田良作＊・李　雲慶＊：リモー

　トセンシングデータを利用した生育診断　「畜産の研究」

　43（11）：1233～1241　（1989．11）

○齋藤滋隆：農林水産試験研究におけるソフトウェア開

　発・利用研究会報告　「研究ジャーナル」　12（4）：33～40

　（1989。4）

○芝山道郎：野外農作物用の分光センサシステム　「セン

　サ技術」　9（8）：60－63　（1989．7）

○横張　真；農村における景観・アメニティ保全　　「農業

　及び園芸」　64（11）：1231－1232　（1989．11）

○山田一茂：気象データの草地・飼料生育モデルヘの利用

　「畜産の研究」　44（3）：362－370　（1990．3）

　環境資源部

○阿江教治・有原丈二・岡田謙介・吉原照彦・Chris

　Johansen：Phosphorus　uptake　by　pigeon　pea　and　its
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　role　in　cropping　systems　of　the　lndian　subcantinent

　「Science」　　248：477－480

0原田靖生・相田徳二郎＊：土壌の浄化機能活用による汚水

　の処理　「農および園」　64（7）1833～840　（1989）

○原田靖生：家畜排泄物および処理物の特性　　「畜産の研

　究」　44（1〉：128～134　（1990）

○川島茂人：スギ花粉拡散リアルタイム表示システムにつ

　いて　　「ニュートン」　（3）＝100　（1990．2）

○川島茂人1スギ花粉飛散量分布の即時推定　　「気象」

　（3）：4～7　（1990．3）

○野内　勇：オゾン層破壊に伴う紫外線放射量の増加によ

　る植物への影響　「研究ジャーナル」　12（8）：20－27

　（1989．8）

○大塚紘雄：フィリピンの火山灰土壌の特性　　「国際農林

　業協力」　12（9）：79～94　（1989．9）

○清野　諮：地球の温暖化現象と農業災害　　「月刊農業共

　済」　41（5）：60－68　（1989．5〉

○清野　諮：地球温暖化が世界農業に与える影響　　「月刊

　ESP」　　208：28－33　　（1989．8）

○清野　諮：温暖化と我が国の作物生産　　「研究ジャーナ

　ル」　12（8）：35－42　（1989．8）

○田村良丈＊・清野　諮・門馬栄秀＊・小野祐幸＊・金野隆光＊：

　サイレージ用トウモロコシの発育ステージ予測と栽培適

　地判断図の作成　農業研究センター研究報告　17：55

　－81　（1989．10）

○内嶋善兵衛＊・清野　諮・朝倉　正＊：地球の異常気象激

　化と日本農業　「月刊農業共済」　42（1）：10－35

　（1990．1）

○竹中　眞他：“Feeding　a　Billion－Frontiers　of　chinese

　Agriculture”（10億人を養う一中国農業の最前線〉（共

　訳〉　「研究ジャーナル」　12（7），53

0田村良丈＊・竹澤邦夫・土居健一＊：作物の新しい生育ス

　テージ予測法（2）2次元ノンパラメトリック法の紹介

　「農業および園芸」　65：55～59　（1990．2）

○竹内　誠：ブロイラー鶏舎　　「ガス，臭気，粉塵除去対

　策」　　「養鶏の友」　日本畜産振興会　　（1990．2）

○内島立郎：異常気象の動向　　「農林水産技術研究ジャー

　ナノレ」　　12（8）：28－34　　　（1989）

○山崎慎一二高分解能ICPMS　「放射線科学」　33（3）：

　86－89　（1990）

○矢島正晴：作物の生育・栄養診断　　「農業および園芸」

　65：217－222　（1990．1）

　環境生物部

○浅川征男：アレロパシー一農林水産業への利活用一

　r研究ジャーナル」　12（7），7～11　（1989）　農林水産
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　技術情報協会　12（7），7～11　（1989）

○長谷部亮：微生物バイテクのポテンシャルと安全性評価

　一ミシガン州立大学に留学して一BRAINテクノ

　ニュース　14，26－29　（1989）

○長谷部亮：バイオテクノロジーと地球環境　技術会議だ

　より　記念特集号　5　（1990）

○藤井義晴：植物の共栄関係について一望ましい組み合わ

　せと良くない組み合わせ一　「土と健康」　205：13～17

　（1989．9）

○福田徳治：東南アジアのマメ類，野菜の細菌病　　「植物

　防疫」　43（9）：465～470　（1989）

○小西和彦：［表紙説明］　今月の虫　マダラコブクモヒ

　メバチ　Z礎ゆo如α1扉60蝦　　「インセクタリウム」　26

　（6）135　（1989．6）

○松田　泉：標的微生物の追跡一イネもみ枯細菌病菌を例

　にして一　　「BRAIN」　14：13～15　（1989．7）

○岡田利承：地球の温暖化と農業害虫の発生変化　　「植防

　コメント」　105：4～5　（1989．8）

○佐藤　守：拮抗微生物による地上部病害の制御　　「蚕糸

　科学と技術」　28（10）：52～55　（1989．10）

○佐藤豊三・大久保博人：NewlyDiscovered　LeafBlight

　of　CitroneHa　Grass　Caused　by　C雄∂z‘旋z7勿　ακ4zo・

　、ρogo％応in　the　Philippines．JARQ　23（3〉：170－175

　（1990．1）

○佐藤善司：リゾキシンに基づく化学療法薬剤　「研究

　ジャーナル」　13（3）：57　（1990．3）

○沢田泰男：微生物資材の対応　季刊「肥料」　53：22－24

　（1989）

○志賀正和：昆虫の行動制御物質一行動・生態研究と昆虫

　制御技術の高度化一　　「研究ジャーナル」　12（7〉：12

　－16　（1989．7）

○安田慶次＊・杉江　元：アリモドキゾウムシの合成性フェ

　ロモンの野外での誘引性　　「植物防疫」　44：121－123

　（1990）

○築城幹典＊・塩見正衛：連立微分方程式の数値解を求める

　ための会話型プログラムCSSPの開発とその草地生態

　系モデルヘの応用　「草地試研報」　42：1－8　（1989．

　7）

○高橋繁男＊・秋山　侃・塩見正衛・大久保忠旦＊：The

　energy　dynamics　of　grazed　grassland．2．Energy　now

　at　the　hervibore　Leve1　「草地試研報」　42141－48

　　（1989．7）

○塩見正衛：植物の生長モデル　「統計」　40（11）：12－20

　　（1989．11）

○近藤　煕＊・小山信明＊・築城幹典＊・塩見正衛・加藤邦彦＊・

　倉島健次＊：放牧草地におけるバイオマスリンの意義

　「草地試研報」　42：69－76　（1989．7）

○塩見正衛：Citms　pest　population　prediction　by　multi－

　ple　regression　and　systemmode1　「Bul1．of　Biometric

　Soc．of　Japan」　　10：35－56　　（1989．8〉

○塩見正衛：リモートセンシングとモデルを結ぶ一草地飼

　料作物の生育診断・予測技術（6）一　　「畜産の研究」　44

　（6〉：461－466　（1990．4〉

○高橋廣治：Present　Status　of　Occurrence　and　Control

　of　Wheat　and　Barley　Diseases　in　Japan　Japan

　Pesticide　Information　No．54，10～16　（1989）

　資材動態部

○羽賀清典：環境汚染の実態と解決技法　　「畜産の研究」

　44（1）：103～108　（1990）

○金沢純：農薬の環境中分布の数式モデルによる予測

　「植物防疫」　44（1）：27～32　（1990）

○向井俊博＊・袴田勝弘＊・片桐政子・原　征彦＊：茶葉成分

　の抗菌活性について　「茶業研究報告」　70（SuppL）：49

　～50　（1989．11）

○向井俊博＊・片桐政子・安藤康雄＊・袴田勝弘＊・原　征彦＊：

　茶葉カテキンの胞子発芽阻害作用について　「野菜・茶

　業試験場研究報告」　B（金谷〉3：75～80　（1989．12）

○宍戸　孝：農薬の将来方向　「植物防疫」　43（11）：563

　～564　　　（1989．11）

○伊藤　洋＊・鈴木隆之・貝沼圭二＊：組換えDNA技術の産

　業利用の国際的動向　組換え体の開放系利用を中心に

　「化学と生物」　28（3）：182～196　（1990）

○山田忠男：農薬の微生物分解の高まりとその制御　　「植

　物防疫」　44（2）：62～66　（1990。2）

　（3）学会報告

　環境管理部

○秋山　侃：センシングとモデリングの結合　生育診断シ

　ステムについて　計測とモデリング研究会　　（1989。7．

　28）

○秋山　侃・山形与志樹・芝山道郎：H．HAYASHI　and

　H．FUJITA　Monitoring　of　weed　infestation　of

　grasslands　using　Landsat　data．16th　Intemational

　Grassland　Congress（Nice，France）　　（1989．10）

○秋山　侃・芝山道郎：農林研究における非破壊法による

　生体情報技術の開発　光センサーによる作物個体群の生

　育反応の計測　第8回農業環境シンポジウム　　（農環研

　主催）　　（1989．12）

○秋山　侃：Remote　sensing，as　a　tool　for　grassland
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management第3回チェコスロバキア草地生態学会論

　文集　　（1989．12）

○秋山　侃：農業分野における機械システムズの計測・制

　御研究会　作物生体計測の現状　計測自動制御学会

　（1989．12〉

○鳥越洋一＊・小川　奎＊・天野哲郎＊・秋山　侃・芝山道郎・

　小泉丈晴＊：分光反射特性を利用したキャベツ根こぶ病

　の診断　日本植物病理学会　　（1990．4．3～5〉

○秋山　侃・濱嵜孝弘＊・岡本勝男＊・芝山道郎：三次元形

　態計測装置によるダイズ葉調位運動の計測　日本作物学

　会（1990．4）

○網藤芳男・井手　任・横張　真：都市近郊樹林地に対す

　る利用意識の類型について　農村計画学会学術研究発表

　会（1990．4）

○遠藤　勲：日本語ターミナルプログラム（COM98K）

　農林水産試験研究におけるソフトウェア開発・利用研究

　会（1989．11）

○恒川篤史＊・福原道一：ランドサット，データを用いた内蒙

　古草原におけるバイオマスの年次間比較　第3回環境研

　究発表会　（1989．11）

○袴田共之：土壌の空問的・時間的変動に関する研究（第

　6報）　都市緑地土壌の空間スケールと分析値の分散成

　分との関係　平成元年度日本土壌肥料学会関東支部大会

　（1989．9）

○袴田共之・増田泰三：酸性雨の土壌影響予測モデルにつ

　いて　第3回環境研究発表会　　（1989．11）

○袴田共之：酸性雨の土壌影響予測　環境庁酸性雨対策検

　討会平成元年度第1回土壌植生分科会　　「酸性雨の土壌

　植生への影響について」　環境庁　　（1989．9）

○袴田共之：地球規模の生態系破壊の現状　日本化学会環

　境専門委員会環境化学講演会　日本化学会環境専門委員

　会（1989．10）

○古谷憲孝・山形与志樹・石田憲治・齋藤滋隆：気象衛星

　NOAAによるタイの農業環境把握　日本農業気象学会

　1989年度大会　　（1989．7）

○石田憲治：造成農用地における管理不良発生要因の定量

　的検討　農業土木学会大会　　（1989．7）

○石田憲治・松森堅治・徳留昭一：地図情報入出力手法の

　一筆農地評価への適用　第40回農業土木学会関東支部

　大会　　（1989．10）

○成岡　市＊・石田憲治・北田紀久雄＊：データベース化さ

　れた多数の農地情報の高速解析一農業開発計画の策定手

　法について（1）第40回農業土木学会関東支部

　（1989．10）

○北田紀久雄＊・石田憲治・成岡　市＊：農地面積の変動要

　因と将来推計に関する計量的検討一農業開発計画の策定

　手法について（II）　第40回農業土木学会関東支部大会

　（1989．10）

○石田憲治・林　悦之＊：収量及び品質に影響を及ぼす土壌

　要因の解明一スイカ栽培地帯における土壌条件の解析

　（II）一第44回農業土木学会中国四国支部大会

　（1989．10）

○林　悦之＊・伊藤邦夫＊・大西　将＊・石田憲治・徳留昭一・

　松森堅治：地図情報処理と統計的手法を活用した主要土

　壌要因の解明一スイカ栽培地帯における土壌条件の解析

　（1）一

〇井手　任・守山　弘・原田直國：農村地域における樹林

　地の分布特性と生態系維持機能　日本造園学会　　（1989．

　5）

○高岡貞夫＊・今川俊明・門村　浩＊：北海道宗谷丘陵北部

　の植生景観に関する歴史生態学的検討　日本生態学会関

　東地区大会　　（1990．3）

○神田健一・陽　捷行：Measurements　of　dimethyl

　sulfide　emission　from　lysimeter　paddy　fields．SCOPE

　－IGBP　Workshop　on　Trace　Gas　Exchange　in　GlobaI

　Perspective，Sigtuna　Sweden　　（1990．2）

○須藤まどか＊・小山雄生：動物器官のδ15N，δ13C　安定同

　位体利用技術の研究会　　（1990．1）

○陽　捷行：農業生産活動が気候変動に及ぼす影響一メタ

　ンと亜鉛化窒素一　農林水産省・気候変動と農林水産業

　に関する研究会　　（1989．6）

○陽　捷行：N、0，CH、農業生態系を中心として　大気汚

　染研究協会関東支部大気化学部会　　（1989．8〉

○陽　捷行：Minami，K．and　Tsawa，A．Emission　of

　nitrous　oxide　dissolved　in　drainage　water　from

　agricultural　land．　Int。Conf．“Soils　and　the　Green－

　house　Effect”，ISRIC　　（1989．8）

○陽　捷行：農業生態系から放出される亜酸化窒素　日本

　地球化学会　　（1989．10）

○陽　捷行：メタンと温室効果　農業土木学会バイオホロ

　ニクス研究部会　第2回討論集会　　（1989．12）

○陽　捷行：Rice　paddies　as　methane　sources．Contri－

　bution　to　Intergovemmental　Panel　on　Climate

　Change（IPCC）Harvard　Univ．　（1989．10）

○陽　捷行：Methane　emission　control　from　rice　paddi－

　es．　Contribution　to　intergovemmental　Panel　on

　Climate　Change（IPCC）Washington　（！989．12）

○陽　捷行：E仔ects　of　agricultural　management　on

　methane　emission　from　rice　paddies．SCOPE－IGBP

　Workshop　on　Trace　Gas　Exchange　in　a　Global

　Perspective．Sgtuma，Sweden　（1990．2）

○松本成夫・横沢正幸：確率過程と植物の生長について



1／2 農業環境技術研究所年報　平成元年度

　第36回日本生態学会大会　　（1989．8）

〇三中信宏：系統関係から演繹される生物地理学的情報に

　ついて　日本生物地理学会第45回年次大会　　（1990．4）

○守山　弘・原田直国・井手　任：種子供給からみた平地

　農村の植生景観　日本生態学会　　（1989．8）

○守山　弘：「子供の成長と環境」　トンボ池はまちづく

　りの一里塚　日本科学者会議シンポジウム　　（1990．2．

　4）

○舩橋秀登＊・松森堅治：地点データ数値化システム（MDP

　）　農林水産試験研究におけすソフトウェア開発・利用

　研究会（1989．11）

○松森堅治・徳留昭一一：メッシュデータ入力システム

　（MESHIN）農林水産試験研究におけるソフトウェア

　開発・利用研究会　　（1989．11）

○林　悦之＊・松森堅治・石田憲治：スイカ栽培地帯におけ

　る土壌条件と収量データの解析表示システム　農林水産

　試験研究におけるソフトウェア開発・利用研究会

　（1989．11）

○松森堅治・徳留昭一：ポリゴン型地図情報の入出力シス

　テムの開発と土壌数値情報・土壌図式情報の利用　農林

　水産研究センター　第8回電子計算機利用研究発表会

　（1989．12〉

○岡本勝男・森永慎介・福原道一：土地利用区分表示プロ

　グラム（TOCHI）　農林水産試験研究におけるソフト

　ウェア開発・利用研究会　　（1989．11）

○齋藤元也1リモートセンシング技術について一農業とリ

　モートセンシングー　センシングとモデリング研究会

　（1989．7）

○田中康久＊・齋藤滋隆・石田憲治・古谷憲孝・清野　酪：

　京都府メッシュ気候値利用システム　農林水産試験研究

　におけるソフトウェア開発・利用研究会　　（1989，11）

○芝山道郎・鳥越洋一＊・秋山　侃：圃場用分光センサによ

　る作物ストレスの検出　1．ダイズにおける水ストレス

　日本作物学会　　（1989．10）

○芝山道郎：耕地・作物の生体情報計測　バイオセンシン

　グ技術の現状と問題点　日本学術会議　第六部農業環境

　工学研究連絡委員会　　（1989．10）

○芝山道郎・秋山　侃1圃場用分光センサによる作物スト

　レスの検出　II．イネにおける水分欠乏　日本作物学会

　（1990．4）

○芝山道郎・秋山　侃・鳥越洋一＊・天野哲郎＊・小川　奎究

　圃場用分光センサによる作物ストレスの検出　IV．キャ

　ベツの根こぶ病　日本作物学会　　（1990，4）

○田中　隆：地方都市及び周辺町村における人口移動一山

　口県下の市町村に関する事例的研究一　農村計画学会学

　術研究発表会　　（1990。4）

○鵜飼保雄l　Computer　simulation　of　chiasma　forma－

　tion　models　in　relation　to　linkage　block　modeL

　SABRAO　第6回国際会議　　（1989．8〉

○鵜飼保雄：制限酵素多型（RFLP〉連鎖地図作成のための

　パソコン用プログラムMAPL　日本育種学会　第76回

　講演会　　（1989．10）

○大沢　良＊・鵜飼保雄：他殖性植物における集団の遺伝構

　造におよぼす花粉飛散距離の影響のシミュレーションに

　よる解析　日本育種学会第76回講演会　　（1989．10）

○鵜飼保雄1連鎖ブロックモデルによる選抜効率の解析

　日本育種学会第31回シンポジウム　（1989．10）

○鵜飼保雄：RFLPによる連鎖地図作成におけるプログ

　ラム作成と数理的問題　日本育種学会グループ研究集会

　（1989．10）

○別所英男＊・鵜飼保雄・土屋七郎＊・増田哲男＊・小森貞男＊・

　吉田義雄＊：リンゴ台木における諸形質の遺伝（第1報）

　バーノットの発生　日本園芸学会　　（1989．10）

○鵜飼保雄・大沢　良＊・斉藤　彰＊l　RFLPによる連鎖地

　図作成における所要検定個体数について　日本育種学会

　第77回講演会　　（1990。4）

○結田康一1濃縮40Kトレーサー法の開発一土耕ポット試

　験でのカリ肥料の長期間追跡法　第26回理工学におけ

　る同位元素研究発表会　　（1989．7）

○木方展治＊・結田康一1足柄平野の水田における土壌水中

　硝酸態窒素の挙動　日本土壌肥料学会関東支部大会

　（1989．9）

○結田康一・木方展治＊：足柄平野の地下水および地表水中

　硝酸態窒素の濃度レベル　日本土壌肥料学会関東支部大

　会（1989．9）

○山形与志樹：農業生態系のリモートセンシング　日本生

　態学会大会講演要旨集　　（1989。8）

○山村光司：媒介者の空間分布集中性がイネ縞葉枯れ病の

　流行に及ぼす影響について　日本応用動物昆虫学会第

　34回大会　　（1990、4）

○山田一茂：積雪メッシュ値の作物地帯区分への適用とそ

　の際の問題点　日本農業気象学会第2回局地気象研究部

　会（1989．7）

○山田康晴1老朽ため池の底樋改修に伴う地盤の挙動　農

　業土木学会第40回関東支部大会講演会　　（1989．10）

○中山　康＊・山田康晴・増川　晋＊：ダムにおける地震観

　測　農業土木学会第40回関東支部大会講演会　　（1989．

　10）

○八木一行・陽　捷行：E狂ects　of　organic　matter　appli－

　c＆tion　on　methane　emission　from　Japanese　paddy

　盒elds．Int．Conf．“Soils　and　the　Greenhouse　Effect”，

　ISRIC　　（1989．8〉
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○八木一行・陽　捷行：水田からのメタン発生量の測定

　日本地球化学会　　（1989．10）

○八木一行・陽　捷行：E仔ects　of　water　percolation　on

　　ご　methane　emission　from　paddy　Helds．SCOPE－IGBP

Workshop　on　Trace　Gas　Exchange　in　a　Global

　Perspective．Sigtuna，Sweden　　（1990．2）

○山本勝利・横張　真：地域住民による農村景観の評価に

　関する研究　農村計画学会学術研究発表会　　（1990．4〉

環境資源部

○川島博之・鈴木基之＊：膜分離に適した汚泥生物相　化学

　工学会第54年会　203，370　（1989．4）

○阿江教治・有原丈二＊・岡田謙介＊：‘‘Pigeonpeaの燐酸

　吸収機構とPiscidic　acid誘導体の役割”　シンポジウム

　作物の根圏環境制御機能　“日本土壌肥料学会”　（1990．

　4）

○天野洋司・太田健・草場敬：りん賦存量分布予察図

　（関東）の作成　日本土壌肥料学会関東支部大会

　（1989．9）

○原薗芳信・池田英男＊・中瀬　勲＊：軽量な人工培地を用

　いた建物屋上緑化　日本造園学会平成元年度全国大会

　（1989．5）

○原薗芳信・林　陽生＊：植物群落の空気力学的パラメータ

　の特徴　日本農業気象学会1989年度大会

○那須野正明＊・林陽生＊・原薗芳信：水稲および赤松群

　落上の炭酸ガスの乱流輸送について　日本農業気象学会

　全国大会　　（1989．8）

○原薗芳信・池田英男＊・中瀬　勲＊：Effects　of　rooftop

　vezetation　using　artificial　Substrates　on　the　climate

　and　on　the　thermal　load　of　abuilding．（p74）　IFHP／

　CIB／WMO／IGU　国阪会議　「都市気候・計画・建築」

　（Intemational　Conference　on　Urban　Climate，Plann－

　ing　and　building）

○日笠重喜：黒ボク土の受食性について　日本土壌肥料学

　会関東支部大会

○青木正敏＊・細野達夫・谷　　宏＊・堀口郁夫＊：カルデラ

　盆地の温度環境と標高の関係　日本農業気象学会1989

　年度大会　　（1989。7）

○藤原伸介・原田靖生；根粒バクテリアの産生する新奇ポ

　リアミンーアミノブチルホモスペルミジンー　日本ポリ

　アミン研究会第6回大会　　（1990．2）

○藤原伸介・原田靖生：Polyamines　of　soil　micro－

　organisms．5th　Intemational　Symposium　on　Micro－

　bial　Ecology　　（1989．8）

○藤井國博1酸性雨による土壌一植生影響一わが国におけ

　る研究動向一　日本土壌肥料学会1990年大会　　（1990．

　4）

○川方俊和・矢島正晴・守谷孝志＊：群落用棒状光量子セン

　サーの試作　日本農業気象学会1989年度大会

○川方俊和・矢島正晴：自然日長における水稲の日長感応

　性の定式化　日本農業気象学会1989年度大会

○鈴木基之＊・川島博之・川西琢也＊・茅原一之＊：排水の土

　壌処理を解析するモデル　D201，129　（1989．4）　化

　学工学協会第54年会　D201．129

0川島博之・鈴木基之＊：汚泥膜分離一目づまりの原因物質

　一　化学工学会第22回秋季大会　SE206，230　（1989．

　10〉

○川西琢也＊・川島博之・鈴木基之＊・茅原一之＊：土壌浄化

　法における水質予測モデル　化学工学会第22回秋季大

　会SE310，250（1989．10）

○茅原一之＊・廣田真和＊・岡田光正＊・川島博之・鈴木基之＊1

　閉鎖性水域の水質管理のためのエキスパートシステム

　SE315，255化学工学会第22回秋季大会

○川島茂人：アメダスデータの補間に関する研究　補間精

　度の向上のために用いる実測地点数　日本農業気象学会

　1989年度大会　　（1989．7）

○川島茂人：人工衛星夜問熱赤外画像による地表面冷却の

　解析　農業土木学会　　（1989．7）

○川島茂人＊・林陽生＊・原薗芳信1アメダスデータの補

　問に関する研究　補間精度向上のために用いる実測地点

　数日本農業気象学会1989年度大会（1989．7）

○川島茂人：富士山に発生する山風と谷風　日本農業気象

　学会局地気象研究会　　（1989．11）

○川島茂人：E仔ect　of　Vegetation　on　Surface　Temper－

　ature　in　Urban　and　Suburban　area　in　winter　（冬期

　の都市と郊外における植生が，地表面温度に与える効果）

　〔ランドサット衛星の複数のバンドの画像データを用い

　て植生量の多少と地表面温度の関係を，冬期の都市部と

　郊外について調べた。〕　都市気候・計画・建築国際会議

　（1989．11）

○川島茂人1スギ花粉拡散過程のシミュレーション　　〔関

　東地方を対象として，植物分布とアメダスデータなどを

　用いて，スギ花粉発生拡散モデルを構築した。計算結果

　を実測花粉捕集数と比較してモデルを検証した。〕　風に

　関するシンポジウム（日本地理学会〉　　（1989．12）

○小林和彦：オゾンがダイズの収量に及ぼす影響のモデル

　によるる解析　日本農業気象学会1989年度大会

　（1989．7〉

○小林和彦：生長解析の理論的展開　4．乗法的なモデル

　ヘの適用例　日本作物学会第188回講演会　　（1989．10）

○小林和彦：オゾンに対するイネの気孔拡散伝導度に及ぼ

　すオゾン濃度と光強度の影響　日本作物学会第188回講
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演会　　（1989。10）

○小林和彦：生長解析の理論的展開　5．動的な生長モデ

　ルヘの適用例　日本作物学会第188回講演会　（1989．

　10）

○小林和彦：オゾンによるイネの減収に関するドウスーレ

　スポンス関係の解析　第30回大気汚染学会　　（1989．

　11）

○久保田徹・岩問秀矩＊・遅沢省子：Soil　compaction　as

　a　factor　induc三ng　clubroot　by　Plasmodiophora

　brassicae．Abstracts　of　lut．Conf．Soil　Compaction，

　Lublin，Gune1989，101～102　　（1989）

○久保田徹：Soil　management　of　clayey　paddy　Held　for

　upland　crop　cultivation．IBSRAM　Workshop　on

　Management　of　Lowland　clayey　soils　for　Upland

　Crops　after　Rice　inAsia　KhonKaen，Thailand，March

　1990

0松本成夫・横沢正幸：確率過程と植物生長について　日

　本生態学会1989年度大会　　（1989．8）

○野内　勇・鞠子　茂＊：水稲のメタン放出機構　日本農業

　気象学会1989年度大会　　（1989．7）

○野内　勇・鞠子　茂＊：水稲からのメタン放出量　日本農

　業気象学会1989年度大会　　（1989．7）

○野内　勇：水稲による水田からのメタン放出機構　大気

　汚染学会第30回大会　　（1989．11）

○野内　勇・伊藤　治・原薗芳信・小林和彦：水稲の生長・

　生理に及ぼすオゾンの長期暴露の影響　大気汚染学会第

　30回大会　　（1989．11〉

○野内　勇：キュウリとハツカダイコンの生長に及ぼす紫

　外線（UV－B）の影響大気汚染学会第30回大会

　（1989．11）

○岡本玲子・山口武則・藤井國博：農業用水・中小河川の

　水質特性一つくば市東谷田川の衛生細菌の調査結果一

　日本土壌肥料学会関東支部大会　　（1989，9）

○遅沢省子・阿江教治＊・長谷川周一・久保田徹：Effect　of

　phenolic　compomds　on　soil　aggregation．6th　Inter－

　national　Soil　Conservation　Conference　　（1989．11）

○清野　諮・内嶋善兵衛＊：CO、濃度上昇による気候暖化の

　土壌有機物分解への影響　日本農業気象学会1989年度

　大会　　（1989．8）

○清野　諮：気候的植物生産力モデルと土壌物理性　土壌

　物理研究会第31回シンポジウム　　（1989．11）

○早川嘉彦＊・菅原和夫・藤井義晴：土壌病原菌に対し抗菌

　性を示す植物種の検索　日本植物病理学会　　（1989．6）

○菅原和夫・加藤邦彦＊・西村信三＊：Enzyme　immunoassy

　for　the　detection　and　enumeration　of　A6％40卿o銘硲

　o襯y砂勿llJ　in　soil第5回国際微生物生態学シンポジ

　ウム　　（1989．8）

○菅原和夫・小林義則＊・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中性糖の代謝

　日本土壌肥料学会関東支部大会　　（1989．9）

○堀　兼明＊・竹中　眞・松口龍彦＊：ルートスキャナーに

　よる根長評価法の改良　日本土壌肥料学会関東支部大会

　（1989．9）

○田村良丈＊・竹澤邦夫・池谷文夫＊：気温と可照時問によ

　るトウモロコシの絹糸抽出日のノンパラメトリック予測

　日作紀　関東支部会　　（1989．12〉

○竹澤邦夫：分布を独立変数とするアディティブ・モデル

　応用統計学会年会　　（1990．4）

○津村昭人・山崎慎一・木方展治＊・高久雄一＊：Determina－

　tion　of　ultra－trace　levels　of　rare　earth　elements　in

　terrestrial　water　by　ICP－MS　after　coprecipitation

　with　ferric　hydroxide．The3rd　Conference　on　Plasma

　Source　Mass　Spectrometry　（1989．7）

○山田一郎他4名＊：植生の異なる黒ボク土壌表層の諸性

　質の比較　日本土壌肥料学会関東支部大会　　（1989．9）

○山口武則・岡本玲子・藤井國博：農業用水，中小河川の

　水質特性一つくば市東谷田川の窒素およびリンの調査結

　果一　日本土壌肥料学会関東支部大会　　（1989．9〉

○山口武則・藤井國博・岡本玲子：降水の鉛直分布，一pH

　と成分濃度について一　日本農業気象学会1989年度（平

　成元年）大会　日本生物環境調節学会第27会集会合同大

　会（1989．7〉

○山崎慎一・津村昭人・高久雄一＊：二重収束型ICP－MSに

　よる環境試料の分析　1．本装置の基本的特徴　日本分

　析化学会第38年会　　（1989．10）

○山崎慎一：ICP－MSによる土壌の分析　日本土壌肥料

　学会　1990年大会

○横沢正幸・菊沢喜八郎＊・原登志彦＊：ダケカンバ林令に

　おける生長と自己間引き　日本生態学会1989年度大会

　（1989．8）

○原登志彦＊・H．VanRijnberk＊・横沢正幸・菊沢喜八郎＊：

　Competition　Process　and　Spatial　Pattem　Formation

　（競合過程と空間分布形成）　Symposium　on　Spatial

　processes　in　Plant　Communities　（1989．8）

○矢島正晴・小林和彦・岡田益己＊：長期低濃度オゾンが水

　稲の物質生産・収量に及ぼす影響　日本農業気象学会

　1989年度大会

○矢島正晴・日塔明弘＊・清野　諮：発育モデルを用いた水

　稲不稔歩合推定法　日本農業気象学会1989年度大会

○矢島正晴：耕地内微気象変化と生育のレスポンスに基づ

　く気象災害の要因と被害予測　日本農業気象学会　農業

　気象災害研究部会シンポジウム　（1989．8）
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環境生物部

O駒田充生＊・君和田健二＊・浅川征男・粕渕辰昭＊：釧路湿

原へ流入する河川の水質について　第36回日本生態学

会大会　　（1989）

○畔上耕児・小林達男＊・福田徳治・田部井英夫：スターチ

　ス青枯病および宿根カスミソウ斑点細菌病　日本植物病

理学会秋季関東部会　　（1989．11）

○浜屋悦次・大久保博人・佐藤豊三：有用植物の病害診断

　支援システム　第6回ソフトウェアコンファレンス

　（1990．3）

○長谷部亮・H：olben，W．E＊・Tiedje，」．M＊：透水による土

　壌中での細菌の移動一抗生物質の自然抵抗性の差を利用

　した選択培地による解析一　土壌微生物研究会　（1989．

　5）

○長谷部亮：Seasonal　distribution　ofnitrifyingbacteria

　and　nitrifying　activity　in　a　rice　paddy　soi1．The5th

　Intemational　Symposium　on　Microbial　Ecology

　（1989．9）

O　H：01ben，W．E＊・Lynch，C．L．＊・長谷部亮・Tiedje，J．M＊：

　Natural　antibiotic　resistance　of　indigeneous　bacteria

　in　soils　worldwide：selection　of　Antibiotics　that　best

　control　indigeneous　bacterial　populations　The5th

　Intemational　Symposium　on　Microbial　Ecology

　（1989．9）

○長谷部亮・伊藤滋吉＊・古賀野完爾＊：湿田における水稲

　根域拡大阻害要因の解析　日本土壌肥料学会関東支部大

　会（1989．9〉

○古賀野完爾＊・鳥山和伸＊・長谷部亮：浅根化による水稲

　の水分ストレス　日本土壌肥料学会関東支部大会

　（1989．9）

○長谷部亮：土壌・底質からの微生物由来DNAの抽出と

　その応用　微生物生態小研究会　　（1989．11）

○長谷部亮：遺伝子組換え微生物の野外利用と安全性問題

　日本土壌肥料学会1990年度大会　　（1990．4）

○法橋信彦・宮井俊一＊：ホソヘリカメムシの繁殖戦略

　1．ダイズパッチの選択　日本応用動物昆虫学会第34

　回大会　　（1990．4）

○藤井毅・宮下清貴・沢田泰男：放線菌S紹ρ渉o鰐66s

　l魏吻窩66株のキチナーゼ遺伝子のクローニングと解

　析（2）日本農芸化学会第34回大会　　（1990．4）

○早川嘉彦＊・菅原和夫・藤井義晴：土壌病原菌に対して抗

　菌性を示す植物種の検索　日本植物病理学会平成元年度

　大会　　（1989．6）

○古河　衛＊・藤井義晴：薬用植物のダイコン萎黄病菌に対

　する抗菌性特にオキナグサとセンニンソウの抗菌物質に

　ついて　日本植物病理学会関西部会（平成元年度）

　（1989．10）

○藤井義晴・蔵野俊則＊・渋谷知子：レードーパ及びその関

連物質の植物生育阻害活性　日本農芸化学会1990年度

大会　　（1990。3）

○福田徳治：東南アジアにおける青枯病発生の現状，特に

　タイ国を中心として　日本植物病理学会　第15回植物

細菌病談話会　　（1989．10）

○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　2．ギシギシ属植物の低リン耐

性，耐酸性の種間差　日本雑草学会第29回大会　（1990．

　4）

○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　3．ススキの養分吸収特性　日

　本雑草学会第29回大会　　（1990．4）

○井村治：丁励olJ％解〃召6耀勉Hintonの害虫化につい

　て　日本応用動物昆虫学会第34回大会　　（1990．4）

○岩田直記＊・川崎建次郎・杉江　元・高橋章夫＊・富沢邦

　義＊・山本　昭＊：タマナギンウワバの性フェロモン　1．

　露地キャベツにおける交信撹乱効果　日本応用動物昆虫

　学会第34回大会　　（1990．4）

○稲垣　彰＊・小泉　博・伊野良夫＊：モミジガサの生活史

　特性　1．フェノロジーと成長　第36回日本生態学会

　（1989．8〉

○小泉　博・鷲谷いづみ＊：光環境の異なる林床におけるツ

　ルボの陽地型・陰地型エコタィプの成長と光合成特性

　第36回日本生態学会　　（1989。8〉

○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　3．窒素循環　日本植物学会

　54回大会　　（1989．9）

○小西和彦・棋原　寛＊：色を変えた昆虫誘引器で採集され

　る昆虫類（III）一ヒメバチ類一　日本昆虫学会第49回大

　会（1989．10）

○小西和彦：日本産セダカヤセバチ科（Aulacidae〉の分類

　第3回捕食寄生談話会　　（1989．11）

○河本征臣・鈴井孝仁＊・土屋健一：拮抗放線菌によるサツ

　マイモ立枯病の発病抑制効果　日本植物病理学会大会

　（1990．4）

○國安克人＊・萩原　廣＊・河本征臣他2名：ホウレンソウ

　萎ちょう病に対する熱水土壌消毒の効果　日本植物病理

　学会大会　　（1990．4）

O松田　泉：プロテインA金コロイド法によるイネもみ

　枯細菌病菌の検出　日本植物病理学会大会　　（1989．6）

○松田　泉・佐藤善司：イネもみ枯細菌病菌の緑色蛍光色

　素産生条件　日本植物病理学会夏季関東部会　　（1989．

　7）

○松田　泉：イネもみ枯細菌病病原細菌（み6雇o窺oη偽
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g伽耀6）の迅速検出法第15回植物細菌病談話会
　（1989．10）

　　　　　サ○松田　泉・佐藤善司：各種植物由来の烈6％40彫o襯s

　g彪4づol歪からのtoxoHavinの検出　日本植物病理学会大

　会（1990．4）

○松村　雄・北岡茂男＊・高橋敬一＊：栃木県塩原町でトラッ

　クトラップにより採集されたヌカカ属　日本衛生動物学

　会東日本支部第41回大会　　（1989．10）

○宮下清貴・小川直人・中野るりこ＊・沢田泰男：3．Chloro－

　benzoatedegradingbacteriaisolatedfromsoi1第5

　回国際微生物生態シンポジウム　（1989．8）

○上野秀人＊・宮下清貴・沢田寿男・大羽　裕＊：Chitinase

　production　by　S舵がo吻yo6s　sp．S．84as　fungal　cell　wa11

　1ytic　Enzymes第5回国際微生物生態シンポジウム

　（1989．8）

○宮下清貴・上野秀人・藤井　毅・沢田泰男：放線菌

　S1吻孟o脚66s　l獅磁郷66株のキチナーゼ遺伝子のク

　ローニングと解析　日本農芸化学会1990年度大会

　（1990．3）

○上野秀人・宮下清貴・沢田泰男・大羽　裕＊：S舵がo窺夕66s

　sp．S．84の生産するキチナーゼの精製と諸性質　日本農

　芸化学会第34回大会　　（1990．4）

○宮下清貴：農業の将来に対する遺伝子組換え技術の寄与

　日本土壌肥料学会1990年度大会　　（1990．4）

○宮下清貴：微生物キチナーゼとそのバイオコントロール

　の利用　日本植物病理学会　第2回バイオコントロール

　研究会　　（1990．4）

○水久保隆之・吉田睦浩・西澤　務：日本産ネグサレセン

　チュウ属4種の表面形態　日本応用動物昆虫学会第34

　回大会　　（1990．4）

○森本信生：Temination　of　Reproductive　Diapause　in

　RiceWaterWeevi1，酪so吻ρ枷s　o解o伽1％s（Coleo－

　ptera，Curculionidae），ANewへlnvadertoJapan．Fifth

　Intemational　Congress　of　Invertebrate　Reproduction

　（1989．7）

○森本信生：イネミズゾウムシの各種酵素におけるアイソ

　ザイムの変異性　日本応用動物昆虫学会第34回大会

　（1990．4）

○根本正之：Ecological　Characteristics　of　some　R％耀％

　species　ln　Japan。Asian－PacificWeed　Society12回

　大会　　（1989．8）

○根本正之：生育型からみた雑草の繁殖戦略　1）ツユク

　サについて　日本雑草学会第29回大会　　（1990．4）

○西澤　務：線虫の天敵出芽細菌とその機能　日本植物病

　理学会大会　第1回バイオコントロール研究会　　（1989。

　6）

○西澤　務：Comparison　of　heat　resistance　and　nemati－

　cide　resistance　of　endospores　of伽彪z67毎ρのzα名卿zs

　from〃1610♂40劇麗初60即1如with　a　related　bacterium

　parasitizing飽伽04徽g砂6枷s．28th　Amual　Meet・

　ing　of　the　Society　of　Nematologists　（1989．8）

○西澤　務：線虫寄生性出芽細菌の生体内培養法の検討

○野田隆志・八木繁實＊・和合治久＊：ヘリカメクロタマゴ

　バチの成長・発育機構　1．寄生卵内での初期幼虫発育

　と人工飼育の予備試験　日本応用動物昆虫学会第36回

　大会　　（1990．4）

○野口　浩・杉江　元・川崎建次郎・本問建平＊・望月雅俊＊・

　山本　昭＊：チャハマキ用合成性フェロモントラップに

　対するチャノコカクモンハマキの飛び込み　日本応用動

　物昆虫学会第34回大会　　（1990．4）

○小川直人・犬伏和之＊・松本　聡＊・和田秀徳＊・高井康雄＊：

　Roles　of　Iron　and　Sulfur－Oxidizing　Bacteria　in　the

　Formation　of　Acid　Sulfate　Soils第5回国際微生物生

　態学シンポジウム　（1989．8）

○小川直人・宮下清貴・沢田泰男：、416召1忽6％6s6％！名oφhκs

　の3一クロロ安息香酸（3－CBA）分解遺伝子のクローニ

　ングと解析　日本農芸化学会第34回大会　　（1990．3〉

○大久保博人・佐藤豊三・田部井英夫・土屋行夫＊：L一乾燥

　処理後のいもち病菌に対する低温保存の生残に及ぼす影

　響　日本植物病理学会大会　　（1990．4）

○佐藤　守：葉面細菌と植物病原細菌間の遺伝子伝達　日

　本植物病理学会大会　　（1986．6）

○佐藤　守：土壌中，培地上における烈6躍o別o磁s属細

　菌内の外来プラスミドの脱落　日本植物病理学会夏季関

　東部会　　（1989．7）

○佐藤　守：Genes　transfer　between　plant　pathogenic

　pseudomonads　and　epiphytic　bacteria．The5th　Fallen

　Leaf　Lake　Conference　　（1989．10）

○佐藤　守・岡本　博＊：Triparental　mating法による各

　種葉面細菌，土壌細菌の伝達能，プラスミド受容能の検

　定　日本植物病理学会大会　　（1990．4）

○岡本　博＊・佐藤　守・佐藤善司：P勿渉oφ碗ho昭6砂s麺

　等の拮抗細菌S67剛毎sp．の諸性状　日本植物病理学会

　大会　　（1990．4）

○佐藤光政・伊藤一幸＊・宇佐美洋三・小泉　博：除草剤抵

　抗性雑草の日本国内における分布　　アンケートによる

　調査結果　日本雑草学会第29回大会　　（1990．4）

○佐藤豊三：小笠原および沖縄で新たに確認された植物病

　原菌類　日本菌学会　第33回大会　　（1989．5）

○佐藤豊三・浜屋悦次・稲葉忠興＊：ダイズのフォモプシス

　腐敗病（新称）とその病原菌について　日本植物病理学

　会平成元年度大会　　（1989．6〉
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○守川俊幸＊・佐藤豊三他3名：アスパラガス茎枯病の病原

　菌　日本植物病理学会関西部会（平成元年度）　（1989．

　10）

○佐藤豊三：Lαsづ04ゆlo4宛孟hε0670彫αθによる小笠原産熱

　帯作物の病害　日本植物病理学会大会　　（1990．4）

○石井英夫＊・竹田弘美＊・梅村和義＊・岩崎成夫＊・小林久

　芳＊・佐藤善司：各種ベンゾイミダゾール耐性菌に対する

　リゾキシンの作用機構に関する一考察　日本植物病理学

　会平成元年度大会　　（1989．6）

○石井英夫＊・竹田弘美＊・岩崎成夫＊・小林久芳＊・佐藤善

　司・永松義則＊：植物病原糸状菌のタンパクにおけるカル

　ベンダジムおよびリゾキシン結合部位の相互関係　日本

　植物病理学会夏季関東部会　　（1989．7〉

○渋谷知子・藤井義晴・岡部郁子・浅川征男：農耕地周辺

　雑草に含まれるフェノール性酸の種間差　　（雑草研究

　35（別）：83～84（1990））

○志賀正和：導入寄生蜂による在来寄生蜂個体群の抑圧

　一チュウゴクオナガコバチをめぐって一　第3回捕食寄

　生談話会　　（1989．11〉

○志賀正和：導入寄生蜂による在来寄生蜂の抑圧一チュウ

　ゴクオナガコバチによるクリノタカラモンオナガコバチ

　の抑圧　日本応用動物昆虫学会第34回大会　　（1990．4）

○白井洋一：オオニジュウヤソシテントウの産卵量抑制植

　物　日本応用動物昆虫学会第34回大会　　（1990．4〉

○白井洋一：ハイヨウマダラテントウ動惚6h銘召

　郷κ孟o解〃のジャガイモとルイヨウボタンにおける増殖

　率　日本昆虫学会第49回大会　　（1989．10）

○築城幹典㌔塩見正衛：作況と気象に関する分類：・気象

　の分類とトウモロコシ生産予測への適用の試み　　「分類

　の理論と応用に関する研究会1989年度シンポジウム」

　（1989．7）

○塩見正衛・小山信明＊・築城幹典＊・落合一彦＊・小林春雄＊・

　塩谷　繁＊・阿見艶子＊：Comparison　ofenergybudeget

　in　pastures　by　system　model：intensively　managed

　pasture　vs．extensively　managed　pasture．

　第16回国際草地学会議（フランス・二一ス，1989．10）

○塩見正衛：Relashionships　between　herbage　biomass，

　available　herbage　biomass　and　digestible　herbage

　biomass第16回国際草地学会議（フランス・二一ス，

　1989．10）

○塩見正衛：トウモロコシの生育モデルによるエネルギー

　効率の解析　1989年度生態学会関東地区会　（1990．3）

○福田　寛＊・藤家　梓＊・守屋成一＊・杉江　元・川崎建次

　郎＝チャバネアオカメムシ雄成虫に誘引される卵寄生蜂

　日本応用動物昆虫学会第34回大会　　（1990．4）

○杉江　元・田付貞洋＊・中垣至郎＊：タバコガの性フェロ

　モン：雌性フェロモン成分の同定　日本応用動物昆虫学

　会第34回大会　　（1990．4）

○杉江　元・川崎建次郎・岩田直類＊・中垣至郎＊：タマナ

　ギンウワバの性フェロモンの同定　日本応用動物昆虫学

　会第34回大会　　（1990．4〉

○安田慶次＊・杉江　元1アリモドキゾウムシの合成性フェ

　ロモンによる大量誘殺試験　日本応用動物昆虫学会第

　34回大会　　（1990．4〉

○長嶺将昭＊・金城美恵子＊・杉江　元・玉木佳男：カンシャ

　クシコメツキ類の生態と防除に関する研同　13．サキシ

　マカンシャクシコメツキの野外誘引試験　日本応用動物

　昆虫学会第34回大会　　（1990．4）

○金城美恵子＊・杉江　元・長嶺将昭＊・玉木佳男：カンシャ

　クシコメツキ類の生態と防除に関する研究　12．サキシ

　マカンシャクシコメツキの室内および野外での生物検定

　日本応用動物昆虫学会第34回大会　　（1990．4〉

○大政義久＊・森　介計＊・若村定男＊・杉江　元・香西修治＊・

　堀池道郎＊・平野千里＊：アカエグリバの性フェロモン

　ー単離・同定　日本応用動物昆虫学会第34回大会

　（1990．4）

○杉江　元・金城美恵子＊・長嶺将昭ち玉木佳男＊：カンシャ

　クシコメツキ類の生態と防除に関する研究　ILカキシ

　マカンシャクシコメツキの性フェロモンの同定　日本応

　用動物昆虫学会第34回大会　　（1990．4）

○西　和文＊・高橋広治・国安克人＊：＊農業研究センター

　熱水土壌消毒によるダイズ黒根腐病の防除　日本植物病

　理学会大会　　（！990．4）

○匠原監一郎＊・高橋義行＊・土屋健一：野外環境における

　病原微生物の血清学的検出　茨城県病害虫研究会総会

　（1989．5）

○田部井英夫・福田徳治・畔上耕児：ムギ類黒節病の組織

　解剖　日本植物病理学会夏季関東部会　　（1989．7）

○土屋健一・高橋義行＊他2名：モノクローナル抗体による

　R6π40規o％s6砂αo毎の抗原解析　日本植物病理学会平

　成年度大会　　（1989．6）

○土屋健一・高橋義行＊他3名：選択培地および高感度

　ELISA法による各種植物根圏からの拮抗性A6％40一

　窺o麗s6砂α6宛の検出　日本植物病理学会夏季関東部会

　（1989．7）

○土屋健一・高橋義行＊他3名：Serological　detection　of

　Ps6z640ηzo箆αs　6毎）α02‘z，　as　an　antagonist　to　plant

　pathogens，in　the丘eld　environment第5回国際微生

　物生態学シンポジウム　（1989．8）

○土屋健一・高橋義行＊他3名：Establishment　of　detec－

　tion　methods　for　A6躍o解o照s6のα6宛，a　versatile

　bacterium第5回国際微生物生態学シンポジウム
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　（1989．8）

○高橋義行＊・土屋健一他2名：Production　and　applica－

　tion　of　monoclonal　antibodies　against　R6雇o解o銘偽

　6ε釦磁　第5回国際微生物生態学シンポジウム　（1989，

　8）

○本問善久＊・土屋健一・鈴井孝仁＊他2名：土壌病害を抑

　制する踏％40窺o％s6吻碗RB425菌株による抗菌性

　フェノール化合物の生産　日本植物病理学会北海道部会

　（1989．11）

O　Uesugi，C．H．＊・土屋健一他3名：E7漉痂αoπ名060∂o㎎

　subsp．oπ名o孟o∂o窺の膜蛋白のSDS－polyacrylamide　Ge1

　電気泳動による分析第55回九州病害虫研究会
　（1990．1）

○吉川正巳＊・土屋健一・河本征臣：螢光性A側40窺on偽

　属菌によるアスパラガス株腐病（新称）の生物防除　日

　本植物病理学会大会　　（1990．4）

○土屋健一・高橋着行＊・匠原監一郎＊・河本征臣：農業生

　態系に由来する蕊醜40吻o磁s6の召6勿の血清型分化

　日本植物病理学会大会　　（1990．4）

○相野公孝＊・土屋健一・河本征臣他1名：けい光性

　踏6％40窺碗硲のトマト青枯病に対する発病抑制効果

　日本植物病理学会平成2年度大会　　（1990．4）

O　Uesugi，C．H．＊・土屋健一他3名：E％“ズnJα　6hηs㈱．

　孟h6解」における宿主特異性と膜蛋白のSDS－Poly－

　acrylamide　Gel電気泳動パターンとの関連性　日本植

　物病理学会平2年度大会　　（1990，4）

○矢野栄二：オンシツコナジラミとその寄生者オンシツツ

　ヤコバチ系の個体群動態機構の解析　個体群生態学会

　（1989．5）

○吉松慎一：・4」6磁昭4鰯α（Bremer）の分布とその近縁

　種（鱗翅目・ヤガ科）　日本昆虫学会第49回大会　（1989．

　10）

○吉松慎一：農林有害動物・昆虫名鑑データベース　農林

　水産試験研究におけるソフトウェア開発・利用研究会

　（1989．11）

○吉田睦浩・水久保隆之：Neodiplogastridue科昆虫寄生

　性線虫2種について（予報）　日本応用動物昆虫学会第

　34回大会　　（1990．4）

　資材動態部

○後藤重義：土壌・植物・有機性汚泥中の希土類元素につ

　いて　土壌・水・植物・動物をめぐる金属についての国

　際研究集会　（1990．4）　オーランド・アメリカ

○羽賀清典・川崎　晃・新井重光：各種汚泥の元素組成（そ

　の2）　ICP－MS法と他の方法との比較　日本土壌肥料

　学会関東支部大会　　（1989．9）

○羽賀清典・川崎　晃・新井重光：ICP－MS法による豚ぷ

　ん堆肥の多元素分析　日本畜産学会　　（1990．3〉

○浜弘司・鈴木健・田中寛＊：BT剤に対するコナガ

　の抵抗性一交差抵抗性と遺伝的特性　日本応用動物昆

　虫学会第34回大会　　（1990．4）

○飯塚宏栄：水田農薬の流出と土壌残留試験　日本環境学

　会第15回大会　　（1989．6）

○伊藤　治・野内　勇・原薗芳信・尾和尚人・河内　宏＊：

　水稲根の呼吸に対するオゾンの影響　第30回大気汚染

　学会　　（1989．11）

○伊藤　治・野内　勇・原薗芳信・尾和尚人・河内　宏＊：

　水稲における光合成産物の転流に対するオゾンの影響

　第30回大気汚染学会　（1989．11〉

○片桐政子：IAA誘導体のイネごま葉枯病菌に対する抗

　菌活性　日本植物病理学会大会　　（1990．4）

○川崎晃・羽賀清典・新井重光：各種汚泥の元素組成（そ

　の1）　ICP－MS分析法の検討　日本土壌肥料学会関東

　支部大会　　（1989．9）

○桑原雅彦＊・昆野安彦・宍戸　孝：ネダニ1～h澹og妙h総

　zo房勉のフェニトロチオン抵抗性機構　日本農薬学会

　第15回大会　（1990．3〉

○腰岡政二・南　栄一・坂　　斉＊・R．P．Pharis＊・L．N．

　Mander＊：Gibberellin　A4Metabolism　in　Rice　Cultur－

　es国際ジベレリンシンポジウム　（1989．7）

○腰岡政二・南　栄一・坂　　斉・R．P．Pharis・L．N．

　Mander：イネ懸濁細胞培養系におけるジベレリンA4

　の代謝　植物化学調節学会　　（1989．10）

○升田武夫：数種脂肪族塩素化合物の植物による吸収移行

　日本農薬学会第15回大会　　（1990．3）

○南　栄一・田中喜之：イネフェニルアラニンアンモニ

　アーゼアイソザイムの遺伝子　日本分子生物学会第12

　回大会　　（1989．12）

○山田忠男：除草剤の土壌中における分解と代謝　農薬環

　境科学研究会　　（第7回，1989．8〉

○吉田充・DebraL．Banville＊・RichardH．Shafer＊：

　Analysis　of　Bereni1－Oligonucleotide　Interactions　by

　NMR．Si＆th　Conversation　in　Biomolecular　Stereo・

　dynamics　（1989．6）

○吉田　充・D．L．Banville＊・R．H．Shafer＊：NMRによ

　るベレニルーオリゴヌクレチオド結合体の立体構造解析

　日本農芸化学会1990年度大会　　（1990．3）

○行本峰子・岡部郁子・腰岡政二・駒田　旦：Quintozene

　の土壌微生物相に及ぼす影響　日本農薬学会第15回大

　会（1990．3）
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（4）その他

環境管理部

○秋山　侃：システム農学会（すぼっとらいと，学会紹介

その3）　「農林統計調査」　No．458　（1989．5〉

○秋山　侃：Application　to　Agriculture　Resource　in・

ventory，evaluation，management　and　development　of

sensorsystem．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）　（1989．5）

○秋山　侃：作物栽培のための農業情報システム　先端技

術交流　石川県農業総合試験場　　（1990．2．13）

○遠藤　勲：パソコンと計算センターを結合した情報利用

平成元年度農学機能部門研修（筑波）　農林水産技術会

議事務局　　（1989．10）

○袴田共之：探索的データ解析　平成元年度都道府県農林

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　　（1989．11）

○袴田共之：探索的データ解析　平成元年度農林水産省試

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　　（1990．1）

○古谷憲孝：多重比較　平成元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　　（1989．11）

○古谷憲孝：計数値データの解析　平成元年度農林水産省

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　　（1990．1）

○石田憲治：数量化1，II，III類　平成元年度都道府県農

林水産関係研究員短期集合研修（筑波）　農林水産技術

会議事務局　　（1989．11〉

○石田憲治：数量化1，II，III類　平成元年度農林水産省

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　　（1990．1）

○小山雄生：Application　ofRadioisotope　and　Radiation

inAgricultural　Science．アイソトープ研修所国際コー

ス　日本原子力研究所　　（1989．1）

○小山雄生：RI・放射線の農学への利用　アイソープ研修

所基礎課程　日本原子力研究所　　（1989．5，6，7，9，10）

○陽　捷行：農業生態系における微量ガスの動態解明　平

成元年度環境技術研修資料　　「地球規模での環境問題の

現状と対策」　農林水産技術会議事務局　　（1989．6〉

○陽　捷行：N20およびCH、対策　「CO、地球温暖化対策

技術シンポジウム」　シーエムシー　（1989．12）

○松本成夫：検証　とやまの里山，13．管理の手法一野生

生物には高い自然度必要　北日本新聞　　（1989．8，12朝

刊）

〇三中信宏：クラスター分析等数値分類法　平成元年度農

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　　（1990．1．30）

〇三中信宏：実験計画法の基礎と各論　平成元年度海外技

術研修員に対する講議（米生産〔英〕コース）　筑波国

際農業研修センター　（1990．4．26〉

○守山　弘：農村の生物相と水環境　平成元年度公害対策

技術研究会　農林水産技術会議　　（1990．2．11）

○守山　弘：農村の水辺が自然保護に果たす役割　平成元

年度農業工学課題別研究会農村整備分科会　農業工学研

究所　　（1990．3．22）

○森永慎介・芝山道郎・秋山　侃・平岡潔志＊・米山忠克＊：

圃場用分光センサによる作物ストレスの検出　IIL小麦

の養分欠乏

○大塚雍雄：実験計画法　平成元年度都道府県農林水産関

係研究員短期集合研修（筑波）　農林水産技術会議事務

局（1989．11）

○大塚雍雄：折れ線回帰分析による生物の反応特性の解析

平成元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　（1990．

1〉

○斎藤元也：土壌調査とリモートセンシング　「パラグァ

イ国農牧省農業リモートセンシングセミナー論文集」

JICA　　（1989．11〉

○斎藤滋隆：重回帰分析　平成元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　　（1989．11〉

○芝山道郎：単回帰と相関　都道府県農林水産関係研究員　・

短期集合研修（理論系）　　（1989）

○鵜飼保雄：統計的検定と推定　平成元年度都道府県農林

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　　（1989．10）

○鵜飼保雄：確率分布　平成元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（1989．10）

○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　（1989．

10）

○鵜飼保雄：農林水産試験研究におけるソフトウェア開

発・利用研究会農業環境技術研究所　（1989．11）

○鵜飼保雄・大沢　良：遺伝資源の探索・収集の戦略　平

成元年度国立遺伝学研究所研究会（三島）　国立遺伝学

研究所　　（1989．11）

○鵜飼保雄：実験計画法　平成元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　　（1990．1）

○鵜飼保雄：統計的検定と推定　平成元年度農林水産省試
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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　　（1990．1）

○鵜飼保雄：確率分布　平成元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　　（1990．1）

○鵜飼保雄：実験計画法と統計分析の手法　筑波国際農業

研修センター稲作専修コース（筑波）　国際協力事業団

　（1990．3〉

○山田一茂：AMeDASデータの作物生産への応用　計測

とモデリング研究会（草地試）　草地試験場　　（1989。7）

○山田一茂：作物生育過程のモデリングとサンプリング

データ　平成元年度関東東海都県農林水産専門研修（筑

波〉　農業研究センター　　（1989．11）

○山田康晴：有限要素法1　平成元年度第1回技術管理シ

ステム化研修　構造改善局　　（1989．5〉

○山田康晴：有限要素法1　平成元年度第2回技術管理シ

ステム化研修　構造改善局　　（1989．10）

○山形与志樹：多変量解析　平成元年度都道府県農林水産

関係研究員短期集合研修（筑波）　農林水産技術会議事

務局　　（1989．11）

○山形与志樹：判別分析　平成元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　　（1990．1）

○山村光司：ノンパラメトリック統計　平成元年度都道府

県農林水産関係研究員短期集合研修（筑波）　農林水産

技術会議事務局　　（1989．11）

○山村光司：ノンパラメトリック統計　平成元年度農林水

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　　（1990．1）

○横張　真：農林地のもつ景観保全機能の評価一傾斜地に

分布したミカン園を事例に一　JISTニュース　（1989．

　12）

○横張　真：メッシュデータによる緑地資源情報の解析

平成元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　　（1990．

　2）

環境資源部

○天野洋司：土壌化学　平成元年度農業工学技術研修　農

業工学研究所　　（1989．5）

○天野洋司：りんの状態からみた造成農地の土壌管理新墾

畑土壌熟化促進技術検討会　農水省構造改善局　資源課

　（1990．3）

○草場敬：地下レーダー法による深層土のリモートセン

シング　近畿中国土壌肥料研究会　中国農業試験場

　（1990．2〉

○原薗芳信：気候変動と局地気象研究の諸問題　気象環境

研究会　農業環境技術研究所　　（1990．3〉

O川島茂人：コンピューターグラフィックスで「スギ花粉」

予測　朝日新聞（朝刊）　朝日新聞社　　（1989．！2．7）

○川島茂人：スギ花粉濃度一目で　農水省　飛散表示シス

テム開発　読売新聞（夕刊）　読売新聞社　　（1989．12．

13）

○川島茂人：花粉症の予報可能　杉花粉の飛来コース．パ

ソコンを使って再現　日本経済新聞（夕刊）　日本経済

新聞社　　（1989．12．26）

○川島茂人：花粉症悩む人の道案内　山形新聞　山形新聞

社（1989．12．26）

○川島茂人：杉花粉分布ひと目　新潟日報　新潟聞報社

　（1989．12．26）

○川島茂人：杉花粉の飛散再現　静岡新聞　静岡新聞社

　（1989．12．26）

○川島茂人：杉花粉の動き一目で　東奥日報　　（1989．12．

26）

○川島茂人：杉花粉の動き再現　いはらき（茨城新聞）茨

城新聞社　　（1989．12．26）

○川島茂人：スギ花粉の拡散の話　NHKラジオ第一放送

　「今日の話題」　NHKラジオ第一放送　　（1990．2．26）

○川島茂人：花粉症情報最前線　信越放送テレビ「SBC

ニュースワイド」　信越放送テレビ　（1990．3．7）

○川島茂人：花粉症の新たな対策開発　日本テレビ「今日

　の出来事」　日本テレビ　（1990．3。14〉

○川島茂人：スギ花粉の飛散状況ひと目で　日本テレ・ビ

　「プラス1」　日本テレビ　（1990．3．14〉

○川島茂人：スギ花粉の拡散モデルについて　茨城放送ラ

　ジオ「イブニングスコープ」　茨城放送　　（1990．3．19）

○川島茂人：スギ花粉たまり場はここだ　読売新聞「朝刊」

　読売新聞社　　（1990．3，21）

○内島立郎：最近の異常気象と農業　平成元年度果樹・野

　菜技術者研修　果樹試験場　　（1989．6〉

○内島立郎：地球の温暖化が農林水産業に及ぼす影響　平

　成元年度農林水産関係研究職員研修会　新潟県農林水産

　部　（1990．2）

○内島立郎：地球温暖化が農業に及ぼす影響　群馬県農政

　部試験研究機関職員研修会　群馬県農政部　　（1990。3）

環境生物部

○浅川征男：水田並びに畑作雑草の総合的防除技術の開発

平成元年度神奈川県農林水産技術会議目標設定部会講演

神奈川県農政部

○根本正之：「環境保全と農業の役割」　産業セミナー農

業経営　NHK　（1989．9）
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○西澤　務；殺線虫剤の現状と今後の展望　平成元年度野

　菜病害虫防除研究会シンポジウム（東京）　農林水産省

　野菜・茶業試験場・日本植物防疫協会　　（1989．12）

○佐藤　守：葉面微生物における拮抗作用とその仕組み

　第1回生物機能セミナ（東京）　生物系特定産業技術研

　究推進機構及び農林水産技術会議　　（1989．11）

○塩見正衛：「直交表による多因子計画」　畜産局・畜産

　統計研修　　（1989．5）

○塩見正衛：「直交表による多因子計画」　農林水産技術

　会議事務局・都道府県研修（理論系）

○塩見正衛・浅川征男：「アレロパシー」　プロジェクト

　完了課題研究成果報告会　農林水産技術会議事務局

　（1989．11）

○塩見正衛：「計数値の推定・検定」　　「作物の生長モデ

　ル」　農林水産技術会議事務局　数理統計短期集合研修

　（1990，1）

○塩見正衛：「作物の生長・生産モデルによるエネルギー

　効率の解析」　平成元年度果樹課題別研究会　（1990．2）

○高橋廣治：ムギ類病害の発生動向　水稲・畑作物病害虫

　防除研究会シンポジウム（家の光会館）　日本植物防疫

　協会　　（1989．12）

○高橋廣治：病原の種類と性質　第32回植物防疫研修会

　（オリンピック記念青少年総合センター703号室）　日

　本植物防疫協会　　（1990．1）

○内嶋善兵衛＊・根本正之：沢登信子＊・岸　康彦＊：地球環

　境問題を考える一環境問題と農業一　“座談会”　「あ

　ぐり」全国農業協同組合中央会広報部32：1～21

　（1989．12）

○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　（1989．8〉

資材動態部

○羽賀清典：畜舎排水の処理利用技術　平成元年度中央畜

　産技術研修会（畜産環境保全）　農林水産省畜産局

　（1989．10）

○羽賀清典：畜産経営における尿汚水処理方法について

　畜産環境保全講習会千葉県南部家畜保健衛生所

　（1989．11）

○羽賀清典1養豚における糞尿処理技術　平成元年度中央

　畜産技術研修会（養豚）　農林水産省畜産局　　（1990．2）

○羽賀清典：家畜尿汚水の処理利用方法について　第3回

　「都市農業を考える」シンポジウムー都市近郊畜産の尿

　処理対策　千葉県東葛飾地域農林業振興協議会・東葛飾

　支庁　　（1990．3〉

○浜　弘司：コナガの生態と防除　植物防疫講演会（山形）

　山形県植物防疫協会　　（1989。11）

○浜　弘司：コナガ薬剤抵抗性の現状と対策病害虫研究会

　特別講演関東東山病害虫研究会　（1990．1〉

○昆野安彦：昆虫毒物学最近の進歩一農薬の最近の研究成

　果と今後の問題点　産業技術研究会講座（日仏会館，東

　京）　産業技術研究会　　（1989．6）

○腰岡政二：植物成長調節物質ジベレリンの最近の研究

　産業技術研究会　　（1989．9〉

○宍戸　孝：農薬の将来方向　栃木県農業共済組合連合

　会・県植物の防疫協会講習会（宇都宮）　栃木県植物防

　疫協会　　（1990，3）

○宍戸　孝：農薬の安全な正しい使い方　農業技術新報第

　1183号　農業技術新報　　（1990。1！．25）

○山田忠男：農薬使用の現状と問題点　農薬シンポジウム

　（東京）　全国農協問題研究会他　　（1989．10〉

○山田忠男：農薬使用の現状と問題点　農薬販売業者協議

　会研修会（土浦）　茨城県病害虫防除所県南支所　（1989．

　11）

○吉田　充：NMRによる微生物の膜透過性に及ぼす薬剤

　の影響の測定　第8回農業環境シンポジウム（筑波）　農

　業環境技術研究所　　（1989．12）

○行本峰子：農薬の水中からの蒸発　第6回農薬環境動態

　研究会（筑波）　農業環境技術研究所　　（1989．5）

○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　　（1989．9および1990．1）
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3．広報

（1）新聞記事

年　月　日 見　　出　　し 新　　聞　　名

6月8日 温暖化が農業生態系に及ぼす影響の評価 日本農業新聞

7月6日 土の肥料成分を非破壊計測 日本工業新聞

8月5日 組換え体植物（トマト）の安全性評価実験について 朝日，読売，毎日，日本工業，日経，いばら
き，東京，産経，日刊工業，日本農業新聞

8月12日 野生生物には高い自然必要　　『検証とやまの里山⑬』 北日本新聞

8月14日 水田からメタン発生 読売新聞

8月15日 スーパー植物「ムクナ」 日本農業新聞

8月3週号 非閉鎖系における組換え体トマトの安全性評価 農業共済新聞

8月18日 キマメによる圧密下層土の改良（ピジョンピー） 日本農業新聞

〃 新素材植物 日本農業新聞

8月30日 メタン年問100万トン発生 日本経済新聞（夕刊）

〃 ノノ 東京新聞（夕刊）

8月31日 ノノ 茨城新聞

9月6日 組換え微生物で　『アセス手法開発へ』 日本農業新聞

9月7日 地球環境変化に伴う農林水産生態系の動態解明と予測技術 日本農業新聞

9月9日 気候変動と農林水産業に関する研究会の中問報告について 日本農業新聞，朝日新聞，日本経済新聞

9月12日 日本初の遺伝子組換えトマト栽培実験残暑で遅れ 日経産業新聞

9月19日 遺伝子組換え非閉鎖系温室実験施設 日本経済新聞
ノノ ノノ 日経産業新聞

ノノ 〃 毎日新聞

9月20日
ノノ 茨城新聞

9月26日 農村環境ビオトープモデル 朝日新聞

10月3日 遺伝子組換えトマト栽培実験 日本工業新聞

10月4日 農業生態系から放出される亜酸化窒素 朝日新聞

10月6日 遺伝子組換えトマト9日から温室実験開始 朝日新聞，常陽新聞，日本経済新聞，茨城新
聞新聞

10月10日 遺伝子組換えトマト温室試験を開始 日本農業新聞，朝日新聞，東京新聞，日本経
済新聞，読売新聞，日刊工業，毎日新聞，常
陽新聞，茨城新聞

10月11日 ノノ 日経新聞，日本工業新聞

10月13日 ノノ 日刊工業

10月16日 ノノ 日本農業新聞

10月18日 制限酵素多型（R　F　L　P）による遺伝子地図作成のための 日本工業新聞
パソコン用プログラム

11月6日 組換え微生物のアクセス手法来年度から 日本工業新聞

11月7日 遺伝子組換え植物の非閉鎖系実験スタート 日本工業新聞

11月16日 混住化農村地域におけるフクロウの補食行動 茨城新聞

11月18日 活用広がるリモートセンシング　人工衛星から計測車まで 日本農業新聞

12月7日 スギ花粉のシミュレーション 朝日新聞

〃 『土壌りん』研究成果について 日本農業新聞

12月21日 遺伝子組換えトマト温室試験について 日本農業新聞

12月28日 ニカメイガの抵抗阻害物質を発見 科学工業日報

1月10日 線虫天敵細菌に期待 日本農業新聞

1月16日 植物培地水分利用法について 日本農業新聞

1月17日 根粒菌の共生 日本農業新聞
ノノ イネもみ枯細菌病菌について 日本農業新聞

1月24日 土壌病害抑制のためのシュードモナス属細菌製剤の開発 日本工業新聞

2月28日 土壌カラムシステム開発 環境公害新聞

3月15日 有用植物1000種病害診断 日経産業新聞
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（2〉雑誌記事等

年　月　日 見　　出　　し 雑　　誌　　名

7月18日 水田からメタン発生 朝日新聞AERA（アエラ）No．30

8月28日 組換えトマトの温室栽培を9月開始 日経バイオテク8月号

8月15日 生ごみを大地にかえそう 雑誌『筑波の友』8月号

10月25日 中空糸膜を利用した土壌中の肥料成分の非破壊計測 雑誌『センサ技術』10月号

11月6日 植物の品種改良（遺伝子組換えトマト） 雑誌『日経ハイテク情報』

12月15日 遺伝子組換えトマト温室試験 雑誌『フォト』

1月15日 地球の異常気象激化と日本農業 雑誌『農業共済』1月号

1月20日 遺伝子組換えトマト温室試験 雑誌『トリガー』1月号

（3）テレビ・ラジオ等

年　月　日 番　　組　　名 放送　局名

〔テレビ〕

6月3日 紺野美沙子の科学館『泣かせて健康，タマネギ』 テレビ朝日

6月12日 NHK市民大学講座『近代農業と土』 NHKテレビ
6月18日 オゾン層破壊に伴う紫外線の影響 テレビ東京

8月4日 組換え植物（トマト）の安全性評価実験 NHKテレビ
9月13日 異常気象と農業 NHKテレビ
9月26日 農林環境ビオトープモデル 朝日テレビ

9月27日 環境保全と農業の役割 NHKテレビ
10月1日 地球環境変動と農業生態系について 日本テレビ

10月10日 遺伝子組換えトマト温室試験を開始 日本テレビ

10月20日 ビオトープ造成地域の空中からの放映 NHKテレ／ビ

10月30日 つくば市周辺の農村環境 ACCS　（セゾンテレビ）

11月15日 遺伝子組換えトマトの安全性 東京テレビ

3月6日 異常気象と作物生産 テレビ朝日「トウナイト」

〔ラジオ〕

9月16日 温暖化と農業 NHKラジオ
10月9日 遺伝子組換えトマト温室試験を開始 茨城放送

10月10日 〃 茨城放送

2月26日 スギ花粉飛散について NHKラジオ
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V．研究・技術協力

1．会議・研究会等

会議・研究会名 開催期日　　　開催場所 備　 考

科学技術週間「一般公開」　　　　　　　　　　　　　　1．4．20　　　農業環境技術研究所　参観者1151名

農薬環境動態研究会「農薬の大気中における動態」　　1。5．25～26　農業環境技術研究所　参加者135名

科技庁重点基礎研究所内発表会　　　　　　　　　　　　1。9。5　　　農業環境技術研究所

農業環境試験研究推進会議企画部会　　　　　　　　　　1．10．19　　　農業環境技術研究所

資材動態研究会「希元素の農業環境中における影響評　1．11．1　　　農業環境技術研究所　参加者90名
価」

第2回ソフト研究会「農林水産試験研究におけるネッ　1。11．8～9　技会筑波事務所　　　参加者320名（「農業研究
トワークの構築・利用とソフトウェア開発」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センター」と共催）

第8回農業環境シンポジウム「農林研究における非破　1．12．8
壊法による生態情報計測技術の開発」

第5回つくば昆虫科学研究会シンポジウム「人為的環　2．1．19
境変動と昆虫個体群の相互関係」

第9回農業環境シンポジウム「農山漁村地域の多面的　2．1．25
機能の評価と環境管理手法」

公害防止「先端産業」推進会議

特研「微生物資材」推進会議

特研「薬剤抵抗性」推進会議

公害防止「地下水」推進会議

特研「天敵生物」推進会議

特研「多面的機能」推進会議

公害防止「湿性酸性降下物」推進会議

農業環境試験研究推進会議

農業環境技術研究所　参加者154名

農業環境技術研究所　参加者75名（「つくば昆虫

　　　　　科学研究会」と共催）
農業環境技術研究所　参加者224名

2．2．14　　　農業環境技術研究所

2．2．16

2．2．21

2．2．21

2．2．23

2．2．23

2．2．26

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

南青山会館

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

2．3．1～2　農業環境技術研究所

気象環境研究会「農業環境研究における局地気象の評　2．3．5
価と利用」

土・水研究会「土壌・水環境における特異機能物質」　2．3．7

「組換え体の野外環境下における安全性評価に関する　2．3．8
研究会」

バイテク「安全性評価」推進会議

根圏環境研究会「先端技術開発と根圏環境」

一般別枠「根圏環境」推進会議

公害防止「芳香族塩素」推進会議

公害防止「広域大気汚染」推進会議

2．3．9

2．3．14

農業環境技術研究所　参加者120名

農業環境技術研究所　参加者270名

農業環境技術研究所　参加者70名

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所　参加者60名

2．3．15～16　農業環境技術研究所

2．3．19　　　農業環境技術研究所

2．3．22　　農業環境技術研究所
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2．技術協力

（1）受託調査

番号 用　　　　務 委　　託　　者
用務の

区　　分

担当者の所属 担当者

の職名
担当者の氏名

部 研究室

1 土壌保全対策事業成績検討会　徳島県農林水産部長　調査指導環境資源土壌生化学室　長原　田　靖　生

2
　　　　　　　　　　日本原子力研究所
ラジオアイソトープ研修講師　　ラジオアイソトープ・講　　師環境管理分　析　法　　〃　小　山　雄　生
　　　　　　　　　　原子炉研修所

3 農薬委託試験実施状況調査指導菅果齢防疫協会　調査指導環境生物昆虫分類〃松村　雄

4
地球温暖化政策オプション検討財団法人△　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境管理　　　　　　部　長宇田川　武　俊本　　　　　　　　　　　　　環境調査センター

5
　　　　　　　　　　日本原子力研究所
ラジオアイソトープ研修講師　ラジオアイソトープ・講　　師　　〃　　分析法室長小　山　雄生
　　　　　　　　　　原子炉研修所

6 試験成績審査委員会　　　　　社団法人　　　　　　調査指導環境生物　　　　　　部　長駒　田　　　旦
　　　　　　　　　　日本植物防疫協会

7 ノノ　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　ノノ　　　　〃　　　　　　　科　長岡　田　利　承

8 〃　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　資材動態　　　　　　　ノノ　宍　戸　　　孝

9 営農技術開発調査　　眼埜食協会　　〃　〃　覇量要譲室長尾和尚人

10 農薬委託試験実施状況調査指導菅果融防疫協会　〃環境生物　　科長岡田利承

11 試験成績検討会　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　部　長駒　田　　　旦

12 地球温暖化政策オプション検討財団法人
ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境管理　　　　　　　〃　宇田川　武　俊云　　　　　　　　　　　　　環境調査センター

13
　　　　　　　　　　日本原子力研究所
ラジオアイソトープ研修講師　ラジオアイソトープ・講　　師　　〃　　分析法室長小　山　雄生
　　　　　　　　　　原子炉研修所

14 講義及び現地指導　　　　　　富山県知事　　　　　調査指導環境資源　　　　　科長藤　井　國　博

15 地球温暖化政策オプション検討財団法人△　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境管理　　　　　　部　長宇田川　武　俊云　　　　　　　　　　　　　環境調査センター

16 農薬委託試験実施状況調査指導酋果齢防疫協会　〃資材動態　　室長濱　弘司

17
　　　　　　　　　　財団法人
現地調査　　　　　　　　　　日本農業土木総合研究　　〃　　環境管理　　　　　　科　長三　輪　容太郎
　　　　　　　　　　所

18 　　　　　　　　　　社団法人試験成績検討会　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境生物　　　　　　　〃　高　橋　廣　治
　　　　　　　　　　日本植物防疫協会

19 契球温暖化政策オプション検討財団法人　　　　　　　　“　　環境管理　　　　　　部　長宇田川　武　俊
云　　　　　　　　　　　　　環境調査センター

20
　　　　　　　　　　日本原子力研究所
ラジオアイソトープ研修講師　ラジオアイソトープ・講　　師　　〃　　分析法室長小　山雄生
　　　　　　　　　　原子炉研修所

21 土壌改良資材の検定法にかかる財団法人　　　　　　調査指導環境資源　　　　　　科　長久保田　　　徹
検討会　　　　　　　　　　　日本土壌協会

22 〃　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　土壌有機物室　長井ノ子　昭　夫



126 農業環境技術研究所年報　宰成元年度

番号 用　　　　務 委　　託　　者
用務の

区　　分

担当者の所属 担当者

の職名
担当者の氏名

部 研究室

23 ノノ　　　　〃　　　〃環境生物詳微欄ノノ澤田泰男
24 〃　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　資材動態　　　　　　科　長越　野　正　義

25 〃　　　　ノノ　　　〃　〃　覇量要壽室長尾和尚人

26 聚菜病害虫防除研究会現地検討社団法人　　　　　　　　ノノ　　環境生物　　　　　　科　長岡　田　利　承
本　　　　　　　　　　　　　日本植物防疫協会

27 　　　　　　　　　　社団法人大区画圃場要整備調査　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境管理環境立地研究員石　田　憲　治　　　　　　　　　　全国農業構造改善協会

28 　　　　　　　　　　財団法人営農技術林発調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境資源土壌有機物室　長井ノ子　昭　夫
　　　　　　　　　　日本土壌協会

29
　　　　　　　　　　財団法人
委託試験中問検討会　　　　　日本葉たばこ技術開発　　〃　　資材動態殺虫剤動態　　〃　升　田　武　夫
　　　　　　　　　　協会

30 土壌診断システム小委員会　　財団法人　　　　　　　　“　　環境管理　　　　　　科　長三　輪容太郎
　　　　　　　　　　日本土壌協会

31 〃　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　環境立地研究員松　森　堅　治

32 土壌情報整備小委員会　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　　〃　　室　長徳　留　昭　一

33 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　環境資源気候資源　　〃　清　野　　　諮

34 ノノ　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　土壌生成　　〃　天　野　洋　司

35 難姜育診断●予測システム小　〃　　　〃願管理　　科長大塚雍雄

36 試験成績審査委員会　　　　　社団法人　　　　　　　　“　　環境生物　　　　　　部　長駒　田　　　旦
　　　　　　　　　　日本植物防疫協会

37 〃　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　科　長岡　田　利　承

38 農薬委託試験実施状況調査指導　〃　　　〃　〃　雰壌微惣室長鳥山重光

39 システム設計委員会　　　　　社団法人　　　　　　　“　　環境管理　　　　　科長大　塚　雍雄
　　　　　　　　　　農林水産技術情報協会

40 農薬委託試験実施状況調査指導課齢防疫協会　〃環境生物　　　〃高橋廣治

41 地域資源管理システム形成調査財団法人　　　　　　　　“　　環境管理農村景域研究員横　張　　　真
現地検討会　　　　　　　　　日本土壌協会

42 農薬委託試験実施状況調査指導課齢防疫協会　〃環境生物　　部長駒田　旦

43 〃　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　天敵生物室　長志　賀　正　和

44 石川サイエンスフォーラム　　石川県知事　　　　　　　〃　　資材動態　　　　　部長松　本省　平

45 〃　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　〃　　除草剤動態研究員腰　岡　政　二

46 検討委員会　　　　　　　　　財団法人　　　　　　　　“　　環境資源土壌有機物室　良井ノ子　昭　夫
　　　　　　　　　　日本土壌協会

47 農薬委託試験実施状況調査指導鯉齢防疫協会　〃環境生物　　部長駒田　旦

48
　　　　　　　　　　日本原子力研究所
ラジオアイソトープ研修講師　ラジオアイソトープ・講　　師環境管理分析　法室　長小　山　雄　生
　　　　　　　　　　原子炉研修所
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番号 用　　　　務 委　　託　　者
用務の

区　　分

担当者の所属 担当者

の職名
担当者の氏名

部 研究室

49
　　　　　　　　　　財団法人大深度地下農業関係利用研究会日本農業土木総合研究調査指導企画連絡室　　藩譜宇田川武俊

　　　　　　　　　　所

50 農薬委託試験実施状況調査指導昔果融防疫協会　〃環境生物欝灘室長田部井英夫

51 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　　壌〃　　　　　　　　　　〃　　　　　　　ノノ　　　　〃　　　　　　　　　〃　河　本　征　臣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　微生物生態

52 〃　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　ノノ　　昆虫行動　　〃　法　橋　信　彦

53 ”　　　　　　　　　　〃　　　　　　　ノノ　　　　〃　　　　　　　　部　長駒　田　　　旦

54 ノノ　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　資材動態殺虫剤動態室　長行　本　峰　子

55 〃　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　環境生物線虫小動物　　〃　西　澤　　　務

56 土壌保全対策管理事業検託会　財団法人　　　　　　　　〃　　環境資源　　　　　　科　長久保田　　　徹
　　　　　　　　　　日本土壌協会

57 一般委託試験成績検討会　昔果齢防疫協会　〃環境管理填．讃室長守谷茂雄

58 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　環境生物　　　　　　部　長駒　田　　　旦

59 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　科　長高　橋　廣　治

60 ノノ　　　　　〃　　　ノノ　〃馨性牢分難室長田部井英夫

61 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　寄生菌動態室　長佐　藤　善　司

62 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　　壌〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　〃　鳥　山　重　光
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　微生物分類

63
“　　　　　　　　　　　ノノ　　　　　　　ノノ　　　　“　　土　　　壌　　ノノ　河　本　征　臣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　微生物生態

64 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　線虫小動物　　〃　西　澤　　　務

65 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　科　長岡　田　利　承

66 ノノ　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　昆虫分類室　長松　村　　　雄

67 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　昆虫行動　　〃　法　橋　信　彦

68 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　天敵生物　　〃　志　賀　正　和

69 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　個体群動態　　〃　釜　野静也

70 〃　　　　　　　　　　　ノノ　　　　　　　〃　　資材動態　　　　　　部　長松　本　省　平

71 〃　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　科　長宍　戸　　　孝

72 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　殺菌剤動態室　長行　本　峰　子

73 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　殺虫剤動態　　ノノ　升　田　武　夫

74 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　薬剤耐性　　〃　濱　　　弘　司

75 野菜病害虫防除研究会シンポジ　　　　“　　　　　　　“　　環境生物　　　　　　科　長岡　田　利　承
ウム

76 特別連絡試験成績検討会　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　〃　高　橋　廣　治

77 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　資材動態　　　　　　部　長松　本　省　平

78 農業生産環境清報システム実用財団法人　　　　　　　　“　　環境管理　　　　　　　〃　西　村　　　格
化委員会　　　　　　　　　　日本土壌協会
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番号 用　　　　務 委　　託　　者
用務の

区　　分

担当者の所属 担当者

の職名
担当者の氏名

部 研究室

79 〃　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　科　長三　輪　容太郎

80 〃　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　　〃　大　塚　雍・雄

81 ノノ　　　　　　　　　〃　　　　　　　　ノノ　　環境資源　　　　　　部　長鈴　木　　　皓

82 〃　　　　　　　　　ノノ　　　　　　　　〃　　　　〃　　土壌生成室　長天　野　洋　司

83 特腱絡試験成績検討会　昔果齢防疫協会　〃環境生物難㍉難ノノ田部井英夫

84 　　　　　　　　　社団法人現地検討会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境管理　　　　　　科　長大　塚　雍　雄
　　　　　　　　　農林水産技術情報協会

85 　　　　　　　　　社団法人試験成績審査委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境生物　　　　　　部　長駒　田　　　旦
　　　　　　　　　日本植物防疫協会

86 〃　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　科　長岡　田　利　承

87 ノノ　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　資材動態　　　　　　　ノノ　宍　戸　 　孝

88 　　　　　　　　　社団法人試験成績検討会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　　　〃　　殺虫剤動態室　長升　田　武　夫
　　　　　　　　　農林水産航空協会

89広域農林地総合開発整備調査
財団法人
日本農業土木総合研究　　〃
所

環境管理環境立地研究員石　田　憲　治

90果樹病害虫防除研究会委員会
社団法人
日本枯物防疫協会 〃　資材動態 科長宍戸　　孝

91成績検討会 珪酸石灰肥料研究会 ノノ ノノ

〃　越野正義

92　　ノノ ノノ ノノ 〃義量要壽室長尾和尚人

93
　　　　　　　　　日本原子力研究所
ラジオアイソトープ研修講師　ラジオアイソトープ・講
　　　　　　　　　原子炉研修所

師環境管理分　析　法　　〃　小　山　雄　生

94 農薬委託試験実施状況調査指導獣齢防疫協会 調査指導資材動態薬剤耐性　　ノノ　濱　　　弘　司

95 ノノ　　　　　　　　　　　　　　　ノノ ノノ 環境生物個体群動態　　〃　釜　野　静　也

96 稲作生育診断予測システム小委財団法人
員会　　　　　　　　　　　　日本土壌協会

ノノ 環境管理　　　　　　科　長大　塚　雍　雄

97 農薬委託試験実施状況調査指導課齢防疫協会 ノノ 資材動態殺虫剤動態室　長升　田　武　夫

98 土壌改良資材の検定法にかかる財団法人
検討会　　　　　　　　　　　日本土壌協会

〃 環境資源　　　　　　科　長久保田　　　徹

99 ノノ　　　　　　　　　　　　　　ノノ ノノ 〃　　土壌有機物室　長井ノ子　昭　夫

100 ノノ　　　　　　　　　　　　　　ノノ ノノ 環境生物微生物利用　　〃　澤　田　泰　男

101 〃　　　　　　　　　　　　　　　ノノ ノノ 資材動態　　　　　　科　長越　野　正　義

102 ノノ　　　　　　　　　　　　　　ノノ ノノ 〃　覇量要譲室長尾和尚人

103 微生物資材に関する検討会　　　　　〃 ノノ 環境生物微生物利用　　〃　澤　田　泰　男

104 施設栽培におけるエネルギー利社団法人
用効率に関する現地調査　　　農林水産技術情報協会

ノノ 企画連絡室　　饗璽宇田川武俊

105 地域資源管理システム形成調査躁盤協会 ノノ 環境日理農村景域研究員横　張　　　真
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番号 用　　　　務 委　　託　　者
用務の

区　　分

担当者の所属 担当者

の職名
担当者の氏名

部 研究室

106
め

土壌改良資材適正表示推進委員
ム　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　環境資源　　　　　　科　長久保田　　　徹
本

107 農薬委託試験実施状況調査指導課齢防疫協会　ノノ環境生物　　音区長駒田　旦

108 〃　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　ノノ　　　　　　　科　長高　橋　廣　治

109 〃　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　ノノ　　　　　　　部　長駒　田　　　旦

110 環境髪響評価技術マニュアル検財団法人　　　　　　　　“　　環境管理　　　　　　　〃　西　村　　　格
討会　　　　　　　　　　　　日本土壌協会

111 農薬委託試験実施状況調査指導借栗齢防疫協会　〃資材動態　　　〃松本省平

112 土壌診断システム小委員会　　財団法人　　　　　　　　“　　環境管理環境立地研究員松　森　堅　治
　　　　　　　　　日本土壌協会

113 農薬委託試験実施状況調査指導課齢防疫協会　〃環境生物　　科長高橋廣治

114 土壌改良資材に関する検討会盟餐協会　　〃資材動態　　　〃諸・岡　稔

115 農業生産環境情報システム実用　　　“　　　　　　　　“　　環境管理　　　　　　　〃　陽　　　捷　行
化事業検討会

116 農薬委託試験実施状況調査指導昔果齢防疫協会　〃資材動態　　　ノノ宍戸　孝

117 水稲畑作物病害虫防除研究会シ　　　　“　　　　　講　　師環境生物　　　　　　　〃　高　橋廣　治
ンポジウム講師
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（2〉委託調査

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

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

根圏微生物の物質代謝機能の評価

硝化菌の固定化技術の開発

天敵微生物の大量培養技術の開発

フザリウム属菌の産生する二次代謝産物誘導因子の解明

糸状菌の転移因子による形態形成等生物情報の伝達機構の
解明

昆虫の生態防御としての包囲化作用の解明

昆虫体内の異物認識機構の解明

昆虫の生体防御に係わる特異蛋白質の生成と作用機作の解
明

気候変化に伴う生物資源分布変動の評価

アレロパシーの作用物質の構造解析とその合成

シストセンチュウに対する誘因・忌避物質の分離同定

鳥類の集団ねぐらの空間分析と機能の解析

昆虫における種内変異と個体群動態の解明

ハナバチ類の社会構造の解明

RNAポリメラーゼ活性発現における宿主因子の役割

昆虫における環境適応性の遺伝的変異機構の解明

モノクローナル抗体の作出

微生物の改良等による高分解能菌株の作出

畑地帯地下水水質の季節変動に関する調査研究

集落内地下水水質の季節変動に関する調査研究

平担地における地下水の動態に関する調査研究

光化学オキシダントに対する作物の浄化機能の解明

光化学オキシダントが農作物の生育・収量に及ぼす影響の
定量的解析

スーサイドプラスミドの開発に関する研究

染色体内導入による組換え遺伝子の安定化技術の開発に関
する研究

山口大学農学部

茨城大学農学部

東京農業大学農学部

日本大学薬学部

東北大学農学部

東京学芸大学教育学部

埼玉医科大学医学部

東京大学薬学部

お茶の水女子大学理学部

京都大学農学部

北海道大学理学部

北海道東海大学

京都大学農学部

島根大学農学部

国立遺伝学研究所

岡山大学農学部

　日本植物防疫協会

名古屋大学農学部

茨城県知事

千葉県知事

埼玉県知事

お茶の水女子大学理学部

千葉県知事

広島大学生物生産学部

大阪大学工学部

元。7．29　　1，200，000
（2．3．15）

元．7．27　　1，373，000
（2．3．15）

元．7．21　　1，188，000
（2．3．15〉

元．7．19　　1，741，000
（2．3．15）

元．8．29　　1，905，000
（2．3．15）

元．7．17　　1，724，000
（2．3．15）

元．7．7　　1，724，000
（2．3．15）

元．8．30　　2，022，000
（2．3．15）

元．7．21　　1，735，000
（2．3．15〉

元．10．30　　2，584，000
（2．3．15）

元．7．27　　2，684，000
（2．3．15）

元．8．9　　2，639，000
（2．3．15）

元．10．30　　1，314，000
（2．3．15）

元．9．4　　1，314，000
（2．3．15）

元．7．21　　3，302，000
（2．3．15）

元．8．28　　1，314，000
（2．3．15）

元．7．13　　2，522，000
（2．3．15）

元．10．2　　1，770，000
（2．3．15）

元．8．19　　1，983，000
（2．3．15）

元．8．23　　1，960，000
（2．3．15）

元．7．28　　1，956，000
（2．3．15）

元．8．1　　　698，000
（2．3．15）

元．8．23　　1，138，000
（2．3．15）

元．9．19　　6，141，000
（2．3．15）

元．10．16　　3，834，000
（2．3．15）
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（3）招へい外国人研究員

氏　　　　　名　　　　　　所　　属　　　　滞在研究室　　　　課　　　　　題　　　　期　　間　　備　　考

Mr．W．M．D．Wasala

Dr．Masafumi　Inoue

Dr．P．L。Guy

Mr．PongPit　Piyapongse

Cai　De　Aong
察徳龍

Yoon　Cho－Hee

引照
Dr．Pierce　H．Jones

スリランカ中央　環境資源部　　　水田における雑草の生態　1．9．25　　熱研招聰
農業研究所　　　気象管理科　　　と防除に関する研究　　　～1．10．12

　　　気象生態研究室　水稲生長のモデル化に関

　　　　　　する研究
カナダ　　　　　資材動態部　　　農薬分解遺伝子の解析　　1．11．19　　科学技術庁
カルガリ大学　　農薬動態科　　　　（ビオチン法の導入）　　～1．12．28

　　　除草剤動態研究
　　　室
オーストラリア　環境生物部　　　イネ縞葉枯ウイルスRN　2．1．4　　科学技術庁
タスマニアン農　微生物管理科　　A媒介昆虫の体内におけ　～2．8．3　フェロー
業局　　　　　　土壌微生物分類　る複製　　　　　　　　　　　　　　　　シップ

　　　研究室
タイ農業共同省　環境管理部　　　リモートセンシングによ　2．1．16　　科学技術庁
農業局土壌部　　計測情報科　　　るタイ中央平原の農業形　～2．2．14　アセアンリ
　　　隔測研究室　　　態変化の解析に関する研　　　　　　　モセン

　　　　　　究中国科学院　　　環境資源部　　　土壌一水系における微量　2．2．26　　科学技術庁
阿南地理研究所　水質管理科　　　元素の挙動　　　　　　　～2．3．28　重点基礎

　　　水質動態研究室
韓国　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　　　2．3．5　　科学技術庁

　　　　　　　　　　　～2．3．27　重点基礎
アメリカ　　　　資材動態部　　　土壌一水系における金属　2．3．18　　科学技術庁
フロリダ大学　　　　　　　　　　類の化学種形態別の挙動　～2。3．24　重点基礎

（4）訪問外国人研究員

氏　　　　　名　　　　　　所　　属　　　　滞在研究室　　　　課　　　　　題　　　　期　　間　　備　　考

解恵光

D蜜i器nJung

中国　　　　　　肥料動態科　　　稀土類元素の植物に対す　1．5．22　　中国国費留
黒龍江省農業科　微量要素動態研　る最適施用技術の研究と　～1．11．22　学
学院　　　　　　究室　　　　　　その作用機構の生理化学

　　　　　　的解明
韓国　　　　　　土壌管理科　　　土壌及び水保全研究に関　1．12．12　　訪問研究員
農業科学研究所　土壌保全研究室　する知見の拡大と資料収　～1．12。16

　　　　　　集
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3．技術研修

（1）依頼研究員

氏　名　 所　属 受入れ研究室 試験研究課題 期　間

乙部裕一北海道中央農試

会津博作青森県畑作園試

佐藤一良宮城県農業センター

大江栄悦山形県農試

大　沢　守　一　福島県農試

、長塚　久茨城県園芸試

根本　久埼玉県園芸試

斉藤研二千葉県農試

神保信幸千葉県農試

森　研史東京都農試

船橋秀登神奈川県農総研

池野明夫石川県農総試

小林厚子山梨県総合農試

田中靖志滋賀県農試

吉　川　正　巳　京都府農総研

除草剤動態研究室

気候資源研究室

環境動態研究室

気象生態研究室

個体群動態研究室

昆虫分類研究室

昆虫行動研究室

気象生態研究室

気候資源研究室

気象生態研究室

環境立地研究室

大気保全研究室

多量要素動態研究室

除草剤動態研究室

土壌微生物生態研究室　タラノキ立枯疫病発生土壌の微生物の　1．9．4

相　野　公　孝　兵庫中央農技センター　土壌微生物生態研究室　養液栽培トマトの青枯れ病菌に対する　1．7．1

林悦之鳥取県農試

貞野光弘徳島県農試

恒　石　義　一　高知県農林技研

土居健一福岡県農総試

中須賀　孝　正　長崎県農政課

後藤　忍鹿児島県農試

伊志嶺　正　人　沖縄県農試

環境立地研究室

土壌微生物生態研究室　甘藷立ち枯れ病菌の分離，同定

多量要素動態研究室

気象生態研究室

情報処理研究室

土壌調査分類研究室

気象特性研究室

除草剤の環境中における動態　　　　　1．7．1

　　　　　　　　　～1．8．31
メッシュ気候研究による気象の解析　　1．7．3

　　　　　　　　　～1．9．30
農村地域における窒素の動態のモデル　1。6．1
化と農地受容力の評価　　　　　　　　～1．8．31

作物の生育モニタリングと生育診断　　1．6．1

　　　　　　　　　～1．8．31
昆虫個体群の動態　　　　　　　　　　　1。9．1

　　　　　　　　　～1　．11．30
昆虫の分類・同定法の開発と昆虫相の　1．8．1
解明（鱗翅目〉　　　　　　　　　　　～2．1．31

昆虫行動制御による殺虫剤抵抗性害虫　1．10．2
の防除　　　　　　　　　　　　　　　～1．12．28

作物の気候的生育モデルの開発　　　　1．6．1

　　　　　　　　　～1．11．30
農業立地気候のためのメッシュ化手法　1．9．1

　　　　　　　　　～2．2．28
作物の生育モニタリングと生育診断　　1．12．1

　　　　　　　　　～2．3．31
土壌情報の有効利用技術　　　　　　　1．7．1

　　　　　　　　　～1．9．30
やさいの生育モデルの開発　　　　　　1．9．1

　　　　　　　　　～1　．11．30
土壌一植物系の多量要素動態　　　　　1．7．1

　　　　　　　　　～1　．12．27
除草剤の環境中における動態　　　　　1．10．1

　　　　　　　　　～1．12．28
解明と拮抗菌利用　　　　　　　　　　～1．12．20

拮抗微生物の検索　　　　　　　　　　～1．9．30

土壌情報システムの構築と利用法　　　1．6．1

　　　　　　　　　～1　．11．30

　　　　　　　　　1．9．1　　　　　　　　　～1　．ll．30
施設栽培における多量要素動態　　　　1．6．1

　　　　　　　　　～1．8．31
作物の気候的生育モデルの開発　　　　1．7．1

　　　　　　　　　～1．10．31
病害虫診断及び防除指導システムの作　2．1．5

成～2．3．31精密土壌調査法及びモノリス作成法　　1．9。25

　　　　　　　　　～1　．12．25
南西諸島における作物の強風害に関す　1．8．1
る特性解明　　　　　　　　　　　　　～1．11．30
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（2）流動研究員

氏　名 所　属 派遣（招へい）先 研究課題 期　間

吉　田　武　義　東北大学理学部

藤　井　義　晴　農業環境技術研究所

伊藤　治農業環境技術研究所

土　屋　一　成　野菜・茶業試験場

谷山一郎農業環境技術研究所

山　田　一　郎　農業環境技術研究所

農業環境技術研究所　　二重収束型I　C　P一質量分析装置によ　1．7．21
　　　　　る環境試料の超精密分析法の確立　　　～1．8．19
北海道大学農芸化学科　ムクナ乾葉中に含まれるDO　PA由来　1．7．17
　　　　　のフラボノイドの同定とそのアレロパ　～1．8．31
　　　　　シーへの関与の評価
工業技術院化学技術研　土壌一植物系における肥料成分の動態　1．7．1
究所　　　　　　　　　の個体高分解能NMRによる解析　　　～1．9．30

農業環境技術研究所　　野菜の共栄作用物質の同定・評価に関　1．9．1
　　　　　する研究　　　　　　　　　　　　　～1．11．15
北海道大学農芸化学科　傾斜農耕地における物質移動の三次元　1．11．1
　　　　　的評価手法の開発　　　　　　　　　　～1．12．27
琉球大学農学部　　　　沖縄県に分布する亜熱帯土壌の国際土　1．10．30
　　　　　壌分類対比　　　　　　　　　　　　　～1．12．28

（3）国内留学研究員

氏　名　 所　属 留　学　先 研究課題 期　問

仲　川　晃　生　中国農業試験場 環境生物部
微生物管理科
寄生菌動態研究室

ダイズ白絹病菌のプロトプラスト化に　2．2．1
よる病原性変異機構の解明　　　　　　～2．3．31

（4）職員の研修

平成元年度一般研修一覧

氏 名　 所 属 研修課題
期 問

山本勝利企画連絡室（企画科）

鈴木　健企画連絡室（企画科）
齋藤貴之企画連絡室（企画科）

細野達夫企画連絡室（企画科）
濱　寄　孝　弘　企画連絡室（企画科）

岡　部　郁　子　企画連絡室（企画科）

森永慎介企画連絡室（企画科〉
脇　山　恭　行　企画連絡室（企画科）

増　田　泰　三　企画連絡室（企画科）

同上及び藤　井　　　毅　環境生物部微生物管理科

同　　上

細野達夫企画連絡室

門脇和代環境管理部
谷　口　　　洋　環境資源部

濱　田　　　守　総務部会計課

小林優一総務部会計課
工藤　優総務部庶務課
中根　宏総務部会計課

第23回国家公務員合同初任研修　　　1。4．4～1．4．7
ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

平成元年度1種試験採用者研修　　　1．4．10～1．4。17

平成元年度1種試験採用者専門研修　1．4．17～1．4．20
（研究職コース）

平成元年度1種試験採用者専門研修　L9．11～L9。13
（農業土木コース）

平成元年度III種試験採用者研修　　　1。4．3～1．4。4

　　　　　　　　1　．4　．25～1　。4　。28
平成元年度管理者研修　　　　　　　　1。6．5～1。6．9

第98回会計事務職員研修　　　　　　1。9．5～2．12。15

平成元年度一般職員行政研修　　　　1。IL27～1．12。8

平成元年度第2回管理者養成研修　　2．3。22～2．3。23
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平成元年度専門研修一覧

氏 名　　所 属 研修課題 期 間

笠倉雅子企画連絡室情報資料課
太田　健環境資源部土壌管理科

駒　田　　　旦　環境生物部

岡本勝男環境管理部資源・生態管理科

八木一行環境管理部資源・生態管理科

遠　藤　　　勲　環境管理部計測情報科

岡本勝男環境管理部資源・生態管理科

竹中　眞環境資源部土壌管理科
川　島　博　之　環境資源部水質管理科

森　本　信　生　環境生物部昆虫管理科

福　井　信　治　総務部会計課

長谷部　　　亮　環境生物部微生物管理科

鈴木　健資材動態部農薬動態科
岡本勝男環境管理部資源・生態管理科

平成元年度情報活動研修　　　　　　1．4．1～2．3．31

平成元年度ラジオアイソトープ研修　1．5．8～1．6．1
（第220回基礎課程）

平成元年度農林水産省試験研究機関　1．9．12～1．9．14
管理職員研修

海洋観測衛量（MO　S）データ利用　1．10．18～1．10．27
セミナー（第4回）

平成元年度ラジオアイソトープ研修　1．10．23～1．11．17
（第224回基礎課程）

研究技術情報研修　　　　　　　　　1．11．6～1．11．7

平成元年度環境技術研修　　　　　　1．11．6～1．11．10

平成元年度工業所有権研修

第25回R　I利用生物学課程研修

1．11．27～1　。12。1

2．1．21～2．2．23

平成元年度教理統計短期集合研修　　2．1．22～2．2．2

平成元年度その他研修一覧

氏 名　　所 属 研修課題 期 間

吉松慎一環境生物部昆虫管理科
壽　　　憲　子　企画連絡室情報資料科

上　杉　かおる　企画連絡室情報資料課

山　形　与志樹　環境管理部計測情報課

壽　　　憲　子　企画連絡室情報資料課

第12回研究交流センター英語研修　　1．4．10～1．11．27

平成元年度BA　S　I　Cプログラミン　1．6．5～1．6．9
グ研修

第21回科学技術庁フランス語研修

情報資料管理実務研修

1．9．25～2．7．13

2．1．30～2．2．1

（5〉研修等への講師派遣

氏 名　所 属　派遣先 研修課縫名 期 間

守谷茂雄情報システム研究室新神戸JICA専門研修
根本正之保全植生研究室
塩見正衛植生管理科
三　輪　容太郎　資源・生態管理科

釜　野　静　也　個体群動態研究室

藤井國博水質管理科
小　山　雄　生　分析法研究室

天　野　洋　司　土壌生成研究室

天野洋司土壌生成研究室

山　崎　慎　一　水質動態研究室

宍　戸　　　孝　農薬動態科

陽　　　捷　行　影響調査研究室

小山雄生分析法研究室

広　　島　環境科学共同セミナー

白　　河　中央畜産技術研修会

つくば市　平成元年度1種試験採用者研修

新神戸　J　I　CA専門研修

虎の門　尿尿浄化槽性能評定委員会委員

千代田区　研究炉利用協議会委員

1，4．2～1．4．4

1．4．3

1．4．18

1．4．18

1．4．19～1．4．22

1．4．24～2．3．31

1．5．8～2．3．31

つくば市　平成元年度農業工学技術研修第1回農業土木　1．5．26

　　一般技術研修
つくば市　平成元年度農業工学技術研修第2回農業土木　1．10．20

　　一般技術研修
虎の門　環境パラメータ整備検討第一委員会委員　　　1．5．30～2．3．31

千代田区　アイソトープ研究委員会委員　　　　　　　　　1．5．30～2．3．31

水　　戸　面源負荷調査検討委員会委員　　　　　　　　1．5．30～2．3．31

駒　　込　ラジオアイソトープ研修　　　　　　　　　　1．6．1・1．7．13・

　　　　　　　　　　　　　1．8．4●1．10．9
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氏 名　所 属　派遣先 研修課縫名 期 間

尾　和　尚　人　多量要素動態研究室　高

久保田　徹土壌管理科
内　島　立　郎　気象管理科

小山雄生分析法研究室
天　野　洋　司　土壌生成研究室

陽　　　捷　行　農村景域研究室

大塚雍雄計測情報科
羽賀清典廃棄物利用研究室
矢　島　正　晴　気象生態研究室

野　内　　　勇　大気保全研究室

矢　島　正　晴　気象生態研究室

藤井國博水質管理科
斉　藤　元　也　隔測研究室

宇田川武俊環境管理部

羽賀清典廃棄物利用研究室

志　賀　正　和　天敵生物研究室

都　留　信　也　環境研究官

駒田
宍戸
宍戸
駒田

旦環境生物部

孝農薬動態科

孝農薬動態科

旦環境生物部

岡田利承昆虫管理科
西沢
越　野　正　義　肥料動態科

越　野　正　義　肥料動態科

　尾　一般職員行政基礎研修

市ケ谷　J　I　CA専門研修

つくば市　最近の異常気象と農業

千葉市　環境放射線データ管理委員会委員

虎の門　浮遊微量金属探査技術開発委員会委員

虎の門　ガス地化学探査技術開発専門委員会委員

日本橋情報提供システム検討委員会委員

千代田区　家畜ふん尿処理利用手引製作事業の委員

古
同

赤

新

富

尾　一般職員行政基礎研修

坂　酸性降下物対策検討委員会委員

1　．6．15～1　．6．16

1．6．21～1　．10．16

1．6．30

1．7．7～2．3．31

1．7．26～3．3．31

1　．7．29～3．3．31

1．7．29～3．3．31

1．7．20～3．3．31

1．8．3～1．11．14

1．8．10～3．3．31

六本木　地球環境観測調査委員会委員

日本橋　農林水産業エネルギー利用効率化推進基本事　1．8．24～2。3．31

　　業委員
日本橋農林水産業エネルギー利用効率化推進基本事1．8．24～2．3．31

　　業委員
山　　手　植物防疫専門研修（害虫コース）　　　　　　　1．9．5

千代田区　北極域における気圏，水圏，生物圏の変動及　1．8．29～2．3．31
　　びそれらの相互作用に関する調査研究作業部
　　会委員

橋平成元年度海外農業生産技術協力高度化事業1．8．18～2．3．20
　マニュアル作成委員会委員

山　水資源の有限性と確保の重要性について講演　1．8．21～1．8．23

　　　　　　　　　　　1．8．23～2．3．31

日本橋技術開発設計管理委員会委員

日本橋技術開発設計管理委員会委員

大

大

大

務　線虫・小動物研究室　山

新　井　重　光　廃棄物利用研究室

越野正義肥料動態科
大塚雍雄計測情報科

羽賀清典廃棄物利用研究室

宮　出，融資課題審査専門委員

宮　出，融資課題審査専門委員

宮　出，融資課題審査専門委員

手　植物防疫専門研修（害虫コース）

千代田区　緑農地部会委員

千代田区　緑農地利用に関する調査専門委員会委員

千代田区　編集委員会委員

高　　尾　一般職員行政基礎研修

1．8．30～2．3．31

1．8．30～2．3．31

1．8．31

1．8．31

1．8．31

1．9．5

1．9．16～2．6．30

1．9　．16～2　。3．31

1．9．16～2．3．31

1．10．5～1．10．6

日本橋奨励品種情報高度利用促進事業に係るシステ1．10．13～2．3．31
　　ム設計委員会
白　　河　平成元年度中央畜産技術研修会（畜産環境保　1．10．18～1．10．19

　　　　　　　　　　　全）（養豚〉
大塚紘雄土壌調査分類研究室高　尾一般職員行政基礎研修
遠　藤　　　勲　情報システム研究室　つくば市　平成元年度農学情報機能部門研修

福　込　道　一　資源計量研究室

法橋信彦個体群動態研究室

宇田川　武　俊　環境研究官

志　賀　正　和　天敵生物研究室

山　田　一　茂　数理解析研究室

西千葉　外国人研修員に対する研修

新神戸　J　I　CA専門研修

六本木　地球観測データ利用実態調査委員会委員

新

　　タディ専門委員

2．2．7～2．2，8

1．10．23

1．10．23～1．10．27

1．11．7～1．11．14

1．11．8～1．11．11

2．2．18～2．2．20

1．12．2～2．3．31

橋地域協力構想調査プレ・フィージビリティス1．12．2～3．3．31

秋山　侃生物情報計測研究室麻布台衛星データ利用システム調査専門委員会
福　原　道　一　資源計量研究室

松本省平資材動態部

つくば市　関東東海地区都県農業関係研究員研修第6回　1．12．5

　　専門研修会
　　　　　　　　　　　　　1．12．6～3．3．31
上　　野　大学院農学研究科授業　　　　　　　　　　　　2．2．7

　　　　　　　　　　　　　2．2．9
　　　　　　　　　　　　　2．2．21
石川県　石川県環境問題研究以委員　　　　　　　　　2．2．19
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（6）外国人研修生

氏　　　　名　　　国　　　　名　受入れ研究室　　　研修項　目　　　期　　間　　種　　類

Mr．Ruy　Rozende　Fontes

Mr．Umit　Ucar

Mr．Jose　Raimurdo
Natividade　Ferreirra　Gama

Ms．Zainab　Nunung

Mr．Prasop　Debyasuvam

Mr．Sindulfo　Gimenez
Cabrera

Ms．Ketsuda　Dejbhimon

Mr．Lee　Hyub　Sung

Mr．Mesak　Tombe

Mr．Mubekti

ブラジル　　　　土壌有機物研究　作物栄養　　　　　　　　1．4．4　　J　I　CA

　　　室～1．5．12トルコ　　　　　分析法研究室　　放射線科学基礎研究　　　1．4．17　　J　I　CA

　　　　　　　　　　　～1．10．13
ブラジル　　　　土壌生成研究室　アルドソル土壌分析　　　1．6．27　J　I　CA

　　　　　　　　　　　～1．9．27
インドネシア　　土壌微生物利用　根粒菌（抗血清及び接種　1．7．4　　J　I　CA
　　　研究室　　　　　用菌の作り方）　　　　　～1．12．20
タイ　　　　　　調査計画研究室　とうもろこし栽培　　　　1．7．31　　J　I　C　A

　　　　　　　　　　　～1．8．4
パラグアイ　　土壌コロイド研土壌　　　　　　　　1．9．4　　J　ICA
　　　究室　　　　　　　　　　　　　　　　　　～1．12．8
タイ　　　　　　土壌物理研究室　土壌分析技術　　　　　　　1．11．7　　J　I　CA

　　　　　　　　　　　～2．3．1
韓国　　　　　　土壌物理研究室　土壌物理　　　　　　　　　2．1．17　　J　I　CA

　　　　　　　　　　　～2．8．31
インドネシア　　土壌微生物生態　特用作物土壌病害　　　　2．3．13　　J　I　CA
　　　研究室　　　　　　　　　　　　　　　　　～2．6．12
インドネシア　　資源計量研究室　国土資源へのリモートセ　1．10．2　　技術講習
　　　隔測研究室　　　ンシングの管理と応用　　～2．3．31

（7）その他

長・中期在外研究員

氏　　名所　 属留学先　 研究課題　 期問備考
畔上耕二微生物特性・分類アメリカ　　バイオルミネッセンスを用いた細1．10。1　科技庁・長
　　　研究室　　　　　　カリフォルニア大　菌の追跡技術の開発と動態解明　　～2．9．30　期

　　　　　　　学デービス校

二国間協力派遣専門家

氏　 名所　 属留学先　 研究課題　 期間備考
小林和彦大気保全研究室　アメリカ　　 日米科学技術協力協定にて検討中2．2．24　科技庁・
　　　　　　　ノース・カロライ　の課題「農作物の生長・収量にお　～2．3．17　二国問
　　　　　　　ナ州立大学他　　　よぼす大気質インパクトのモデリ
　　　　　　　　　　ング」の推進

重点基礎・アセアン・個別重要派遣専門家

氏　 名所　 属留学先　 研究課題　 期間備考
長谷川　周　一　土壌物理研究室　　ケニア

　　　　　　　エチオピア
腰　岡　政　二　除草剤動態研究室　西ドイツ

　　　　　　　ノルウェー
　　　　　　　デンマーク
斎　藤　元　也　隔測研究室　　　　タイ

　　　　　　　バンコク

第6回国際土壌保全会議出席　　　1．11．3　　科技庁・重

　　　　　　～1．11．21　点基礎
植物生長調節物質ジベレリンの生　2．2．20　　科技庁・個
合成酵素およびそのc　DNAのク　～2．5．20別重要
ローニングの研究

「アセアン諸国とのリモートセン　1．12。1　　科技庁・ア
シング高度化とその応用に関する　～1．12．20　セアンリモ
研究」に係わる関係機関との調査　　　　　　　セン
連絡
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原子力関係在外研究員

氏 名所 属留学先　 研究課題　 期間備考
昆　野　安　彦　殺虫剤動態研究室　アメリカ

　　　　　　　　コーネル大学
R．1．利用による昆虫薬物結合タン　1．10．1　　科技庁・原
パクの特性解明　　　　　　　　　～2．9．30　子力関係

バイテク研修

氏 名　所 属　　研　修　先 研究課題 期　間

石　坂　眞　澄　農業環境技術研究所 筑波大学遺伝子実験セ　バイオテクノロジー基礎技術研修会
ンター

1．11．13
～1．11．18

特別研究員（日本学術振興会）

氏 名　所 属　　受入れ研究室 研究課題 期　間

大　沢　　　良　日本学術振興会

高　須　啓　志　日本学術振興会

調査計画研究室

天敵生物研究室

生殖システムを導入したシミュレー　1．4．1
ションによる植物集団の遺伝構造の動　～2．9．30
態に関する研究

ダイズ加害性カメムシ類の卵寄生蜂の　1．4・1
寄主探索様式　　　　　　　　　　　　～3．3．31

技術講習
氏 名　所 属　　受入れ研究室 研究課題 期　問

早　川　孝　彦　株式会社植物工学研究　土壌微生物分類研究室　縞葉枯ウイルスの増殖，単離方法，R　1．4．1

　　　　所NAの純化方法～2．3．31藤　　　晋　一　新潟大学大学院農学研　土壌微生物分類研究室　虫媒伝染ウイルスのRNAと蛋白の分　1．4．15
　　　　究科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　析　　　　　　　　　　　　　　　　　～1．6．30

恒　川　篤　史　東京大学農学部　　　　資源計量研究室　　　　環境データベースのためのリモートセ　1．4．20

　　　　　　　　　　　　　　　ンシング技術　　　　　　　　　　　　～1．10．19
斎　藤　嘉　一　筑波大学生物学類　　　気象特性研究室　　　　植物群落の熱収支特性の解明　　　　　1．5．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～1．7．31
村上智美筑波大学自然学類　気象特性研究室　　耕地上の気流特性について　　　1．5．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～1．7．31
松瀬雪恵筑波大学自然学類　 気象特性研究室　　耕地上の蒸発散について　　　 1．5．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～1．7．31
及　川　幸　江　青年海外協力隊　　　　土壌生化学研究室　　　土壌調査と分析及びガスクロマトグラ　1．5．15

　　　　　　　　　　　　　　　フィーによる物質分析　　　　　　　　～1．8．25
肥　塚　信　也　東京農工大学大学院農　薬剤耐性研究室　　　　植物遺伝子の構造解析　　　1　　　　　1．6．1
　　　　学研究科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～2．3．31

岡　本　　　博　福井県立短期大学　　　寄生菌動態研究室　　　土壌伝染性植物病害のバイオコント　1．7．1
　　　　　　　　　　　　　　　ローノレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～1．12．28

行　村　浩　昭　山口県農林部普及教育　気候資源研究室　　　　メッシュ気候図システム及び気象分析　1．7．11

　　　　課システムの構築手順について～1．8．10
中　台　利　枝　筑波大学環境科学研究　植生生態研究室　　　　土壌呼吸特性の解明　　　　　　　　　1．7．21

乙部裕一北海道中央農業試験場除草剤動態研究室　除草剤等生育調節の分析法の修得　 1．9．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～1．9．14
斎　藤　嘉　一　筑波大学生物学類　　　気象特性研究室　　　　植物群落の熱収支特性の解明　　　　　1．9．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～1　．12。31
村　上　智　美　筑波大学自然学類　　　気象特性研究室　　　　耕地上の気流特性について　　　　　　1．9．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～1．12．31
守　川　俊　幸　富山県農業技術セン　微生物特性・分類研究　細菌同定の基本的手技の修得等　　　　1．12．11

～1．12．16

　　　　野菜花き試験場
大　江　栄　悦　山形県農業試験場　　　気象生態研究室　　　　水稲の登熱予測モデルの作成と登熱診　2．2．1

　　　　　　　　　　　　　　　断技術　　　　　　　　　　　　　　　～2．2．28
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4．共同研究

研　究　課　題
共　同　研究　者 所　担　　当　者

期　　　間
所　　　属 氏　　　名 所　　　属 氏　　　名

拮抗微生物の利用によるナス科植
物土壌病害の防除に関する研究

日本たばこ産業
株式会社（葉た
ばこ研究所・た
ばこ中央研究
所〉

小　野　邦　明
原　　　秀紀
山　崎嘉也
飯　島　正　明
辻　　　一　政

環境生物部・微
生物管理科

河本　征　臣
土　屋　健　一

63．6．27
～3．3．31

5．昆虫の分類同定

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

の一環として，内外からの分類同定の依頼に無料で応じている。所蔵標本の貴重な供給源の一部であり，新害虫発生の情

報源となるメリットがあるからである。省内外の農林試験研究機関をはじめ大学・民間など諸方面からの依頼に加えて，

最近は海外からの依頼も増加の傾向にある。平成元年度における同定依頼者の区分別受付数と同定処理結果の内訳は次表

の通りである。

（1〉平成元年度同定依頼の区分別受付数

依　　　頼　　　者 受付件数 受付標本数

1．都道府県農林試験研究機関 37 301

2．農林水産試験研究機関 45 253

3．大学その他の教育機関 20 1，072

4．その他の官公庁（博物館，予防衛生研） 6 27

5．民間（研究所，会社，個人） 32 665

6．国外（インドネシア，ブザジル，グァテマラ） 8 215

計 148 2，533

（2）平成元年度依頼同定処理成績

処理区分 平 成 元　年 度 受　付 分

受 付 回 答 未回答＊
平成元年度回答総計＊＊

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

トビムシ類 1 3 640 2 1 3 640 2 0 0 0 0 1 3 640 2
バ　ッ　タ　類 3 22 22 13 3 22 22 13 0 0 0 0 3 22 22 13

シロアリ類 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
チャタテムシ類 1 3 3 1 1 3 3 1 0 0 0 0 1 3 3 1
カメムシ類 14 211 275 70 13 188 252 69 1 23 23 1 15 191 273 71

甲　　虫　　類 14 436 436 196 13 401 404 195 1 35 32 1 13 401 404 195

アミカゲロウ類 2 11 11 8 2 11 11 8 0 0 0 0 2 11 11 8
ハサミムシ類 2 7 7 2 2 7 7 2 0 0 0 0 2 7 7 2
ハチ・アリ類 38 774 978 284 34 748 944 278 4 26 34 6 36 793 1，644 287

チョウ・ガ類 39 439 691 127 38 413 664 126 1 26 27 1 38 413 664 126

ハエ・アブ類 27 573 718 129 24 285 355 126 3 288 363 3 24 285 355 126

カゲロウ類 1 5 5 3 1 5 5 3 0 0 0 0 1 5 5 3
シリアゲムシ類 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
カワゲラ類 1 3 3 1 1 3 3 1 0 0 0 0 1 3 3 1
シ　　ミ　　類 1 2 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 2 2 1
ダ　　ニ　　類 1 2 260 2 1 2 260 2 0 0 0 0 1 2 260 2
ク　　モ　　類 1 40 40 6 1 40 40 6 0 0 0 0 1 40 40 6
合　　　計 148 2，533 4，093 847 138 2，135 3，614 835 10 398 479 12 142 2，183 4，335 846

＊研究継続中のものも含む　　＊＊63年度以前に受付のものを含む
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VI．総務

1．機構

平成元年度における機構は次のとおりである。

　　　　　　　　　企　 画　科

　　　　　　　　　痺　絡　 科

　　　企画連絡室
　　　　　　　　　情報資料課〔図書資料係，編集刊行係〕

　　　　　　　　　業　務　科

　　　総務部遺酵灘難講ず箒講：購遍係，

　　　環境研究官

　　　環境管・礁∴ll灘灘難臨鷲欝

　　　　　　　　　　　　　　計査計画研究室，情報処理研究室，情報システム研究室〕

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

　　　　　　　　　　　　　　究室〕

所土壌管理科〔土壌調査分類研究室，土壌生成研究室，土壌コロイド研究室，土
　　　環境資源部
　　　　　　　　　　　　　　壌物理研究室，土壌生化学研究室，土壌有機物研究室，土壌保全研

　　　　　　　　　　　　　　究室〕
　　　　　　　　　水質管理科　　〔水質特性研究室，水質動態研究室，水質保全研究室〕

　　　　　　　　　植生管理科　　〔植生生態研究室，保全植生研究室，他感物質研究室〕

　　　　　　　　　散生物管理科　　〔微生物特性・分類研究室，寄生菌動態研究室，土壌微生物分類研

　　　環境生物部
　　　　　　　　　　　　　　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，天敵生物研究室，個体群動態

　　　　　　　　　　　　　　研究室〕

　　　資材動態1｛1∵1繋三ll灘1欝鯖
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2．人事

（1）定員

平成元年度末各部定員は，次のとおりである。
（2．3．31現在）

定 口
貝

部　　　別
指 ｛

疋 行 （一〉 行 （二） 研 究 計

所　　　　　長 1 1

企画連絡室 8 15 5 28

総　　務　　部 29 3 32

部　　　長 1 1
庶　務　部 10 10

会　計　課 18 3 21

環境研究官 1 1

環境管理部 3 36 39

環境資源部 2 47 49

環境生物部 2 49 51

資材動態部 1 26 27

合　　　計 1 45 18 164 228
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（2）人事異動（元年4．1～2．3．31）

採用

発令年月日 氏　　　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

1．4．1 岡　田　利　之 企画連絡室

〃 増　田　泰三 企画連絡室

〃 鈴　木　　　健 企画連絡室

ノノ

齋藤　貴之 企画連絡室

ノノ 脇　山　恭　行 企画連絡室

ノノ 山　本　勝利 企画連絡室

ノノ 細　野達　夫 企画連絡室

ノノ 岡　部　郁　子 企画連絡室

ノノ 森　永　慎　介 企画連絡室

〃 潰嵜　孝　弘 企画連絡室

ノノ 門　脇和　代 環境管理部

〃 谷　口　　　洋 環境資源部

ノノ 藤　井　　　毅 環境生物部

〃 大　嶋　秀雄 資材動態部

1．10．1 今　川　俊　明 環境管理部主任研究官（資源・生態管理科
環境立地研究室）

1．10．1 戸　田　任　重 環境資源部主任研究官（水質管理科水質保
全研究室〉

1．10．1 三　中　信　宏 環境管理部（計測情報科調査計画研究室）

転入

発令年月日 氏　　　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

1．4．1 藤　井　武　夫 総務部長　， 四国農業試験場総務部長

ノノ 濱　田　　　守 総務部会計課長 野菜・茶業試験場総務部会計課長

ノノ 上　野　信　男 企画連絡室図書課課長補佐 農林水産技術会議事務局筑波事務所電子計
算課指導係長

1．4．1 久保　　　登 総務部会計課主計係長 食品総合研究所総務部会計課主計係長

ノノ 福　井　信　治 総務部会計課施設管理係長
東北農業試験場総務部大曲総務分室会計係
長

ノノ 渡　辺　光　昭 企画連絡室連絡科長 熱帯農業研究センター研究第1部主任研究
官
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発令年月日 氏　　　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

L4。1竹内　誠環境資源部水質管理科水質保全研究室長　畜産試験場飼養技術部主任研究官

〃　河本征臣難養物部微生物管理科土壌微生物生態研農業研究センター糖虫防除部主任研究官

〃　　　潰　　　弘　司　資材動態部農薬動態科薬剤耐性研究室長　　中国農業試験場生産環境部主任研究官

“　袴田共之環境管理部資源●生態管理科環境動態研究国立公害研究所水質土壌環境部土壌環境研
　　　　　　室長　　　　　　　　　　　　　　　　　　究室主任研究員

〃　　　山　田　一　茂　環境管理部計測陪報科数理解析研究室長　　農業研究センタープロジェクト研究チーム

　　　　　　　　　　　　　　　　主任研究官
〃　　　長谷川　周　一　環境資源部土壌管理科土壌物理研究室長　　農業工学研究所農地整備部主任研究官

〃　神田健一罷導難灘野究官（資源●生態管理科農業研究センター土壌肥料部主任研究官

〃　竹中　眞環境資源部（土壌管理科土壌有機物研究室〉農業研究センター土壌肥料部

〃　長谷部　亮藩難物部（微生物管理科土壌微生物生態耳ヒ陸農業試験場水田利用部

〃　　　白　井　洋　一　環境生物部（昆虫管理科昆虫行動研究室）　野菜・茶業試験場環境部

“　村上陽子環境管理部主任研究官（計測情報科清報処農林水産技術会議事務局筑波事務所電子計
　　　　　　理研究室）　　　　　　　　　　　　　　　　算課システム係長

1．7．11高橋廣治環境生物部微生物管理科長　　　　農業研究センター病害虫防除部畑病害研究

　　　　　　　　　　　　　　　　室長
1．10．1西村　格環境管理部長　　　　　　　東北農業試験場草地部長

L・・。・遠藤勲婁讐灘拝研究官（計瀟報備幸侵シ騨弊蟷書務局筑波事務所電子計

　　　　　　環境資源部主任研究官（水質管理科水質動1・10・1　川　島　博　之　態研究室）　　　　　　　　　　　　　　　東京大学助手生産技術研究所

1．10．1　山　田　康　晴　環境管理部（計測情報科隔測研究室）　　　農業工学研究所造構部

2．1．1　染　谷　栄　次　総務部会計課（監査係〉　　　　　　　　食品総合研究所総務部会計課（用度係）

〃　　　鈴　木　隆　之　資材動態部農薬動態科農薬管理研究室長　　農林水産技術会議事務局バイオテクノロ

　　　　　　　　　　　　　　　　ジー課安全評価専門官
2．3．1諸岡　稔資材動態部肥料動態科長　　　　農業研究センター土壌肥料部水田土壌肥料
　　　　　　　　　　　　　　　　研究室長

転出

発令年月日 氏　　　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

1．4．1 美　山　　　實 四国農業試験場企画連絡室資料課長 企画連絡室図書課課長補佐

ノノ 宮　内　英　男 農林水産技術会議事務局筑波事務所総務課
庶務係長 総務部庶務課人事第1係長

〃 篠　崎　祐　一 北陸農業試験場総務部柏崎総務分室会計係
長 総務部会計課主計係長

ノノ 鈴木　　　剛
農業生物資源研究所放射線育種場庶務課庶
務係

総務部会計課用度係

ノノ 早　川　嘉　彦 北海道農業試験場草地部草地地力研究室長
環境資源部主任研究官（土壌管理科土壌有
機物研究室）

〃 中　村好　男
東北農業試験場畑地利用部土壌管理研究室
長

環境資源部主任研究官（水質管理科水質保
全研究室）

ノノ 本　間　善　久 北海道農業試験場畑作管理部畑病害研究室
長

環境生物部主任研究官（微生物管理科土壌
微生物生態研究室）
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発令年月日 氏　　　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

1．4．1

〃

ノノ

ノノ

ノノ

〃

〃

ノノ

ノノ

1．10．1

1．10．1

1．10．1

1．10．1

1．10．1

1．11．1

1．11．1

2．1．1

2．3．1

ノノ

阿部芳彦

上路雅子

鈴木大助

三輪哲久

林　陽生

南條正巳

木方展治

佐藤恵一

望月　 淳

岡野恵子

都留信也

濱嵜孝弘

増田泰三

脇山恭行

井上建紀

矢野栄二

迎　次男

三輪容太郎

越野正義

果樹試験場保護部天敵微生物研究室長

農業研究センター企画調整部主任研究官

熱帯農業研究センター調査情報部主任研究
官

農業研究センタープロジェクト研究チーム
主任研究官

四国農業試験場生産環境部気象資源研究室
長

東北大学助教授（農学部）

農業研究センター土壌肥科部

野菜・茶業試験場施設生産部

東北農業試験場水田利用部

農林水産技術会議事務局総務課（庶務班文
書係）

熱帯農業研究センター所長

東北農業試験場（地域基盤研究部）

九州農業試験場（生産環境部）

九州農業試験場（農村計画部）

草地試験場総務部庶務課人事2係長

農林水産技術会議事務局研究調査官

中国農業試験場総務部会計課長

農林水産技術会議事務局研究管理官

北海道農業試験場草地部長

環境生物部主任研究官（昆虫管理科天敵生
物研究室）

資材動態部主任研究官（農薬動態科殺虫剤
動態研究室）

環境管理部主任研究官（計測情報科情報シ
ステム研究室）

環境管理部主任研究官（計測情報科調査計
画研究室）

環境資源部主任研究官（気象管理科気象特
性研究室）

環境資源部主任研究官（土壌管理科土壌コ
ロイド研究室）

環境資源部水質管理科水質動態研究室

企画連絡室企画科

企画連絡室企画科

総務部会計課（支出係）

環境研究官

企画連絡室（企画科）

企画連絡室（企画科）

企画連絡室（企画科）

総務部会計課（主計係）

環境生物部主任研究官（昆虫管理科個体群
動態研究室）

総務部庶務課課長補佐

環境管理部資源・生態管理科長

資材動態部肥料動態科長

所内異動

発令年月日 氏　　　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

1．4．1 森　屋　金重 企画連絡室業務科総括作業長 企画連絡室業務科

1．4．1 柳　原　　　清 総務部庶務課人事第1係長 総務部会計課用度係長

ノノ 立　野　利　武 総務部会計課用度係長 総務部会計課施設管理係長

ノノ 吉　田　賢　一 総務部庶務課人事第2係長 総務部庶務課（人事第2係）

ノノ 小林　　　健 総務部庶務課（庶務係） 環境資源部

ノノ 佐々木　　　司 総務部庶務課（厚生係） 環境管理部

〃 河　口　孝　司 総務部会計課（用度係） 総務部庶務課（厚生係）
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発令年月日 氏　　　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

1．4．1

ノノ

1．5．29

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

1．41（1．9．茄施行）

1．41（1、9．25施行）

1．41（1．9．器施行）

1。10．1

1．10．1

1．10．1

1．10．1

1．10．1

1．10．1

1．10．1

1．10。1

1．10．1

1．11．1

1．11．1

2．1．1

2．3．1

2．3．3

石　田　憲　治　環境管理部主任研究官（資源●生態管理科　環境管理部主任研究官（計測情報科清報処
　　　　環境立地研究室）　　　　　　　　　　　　理研究室）

芝山道郎野管理部（計瀟報科物情報計測研究環境管理部（計購報科隔測研究室）

橋本　 昭企画連絡室情報資料課長　　　　 企画連絡室図書課長

上　野　信　男　企画連絡室情報資料課課長補佐　　　　　　企画連絡室図書課課長補佐

寿　　　憲　子　企画連絡室情報資料課図書資料係長　　　　企画連絡室図書課図書資料係長

吉　原　節　子　企画連絡室情報資料課編集刊行係長　　　　企画連絡室図書課編集刊行係長

上　杉　かおる　企画連絡室情報資料課図書資料係主任　　　企画連絡室図書課図書資料係主任

笠倉雅子企画連絡室情報資料課（編集刊行係）　企画連絡室図書課（編集刊行係〉

佐藤光政環境生物部植生管理科植生生態研究室長　環境生物部植生管理科植物生態系研究室長

　　　　環境生物部主任研究官（植生管理科植生生　環境生物部主任研究官（植生管理科植物生
宇佐美洋三　　　　態研究室）　　　　　　　　　　　　　　　態系研究室）

　　　　環境生物部主任研究官（植生管理科植生生　環境生物部主任研究官（植生管理科植物生
小泉　博　　　　態研究室）　　　　　　　　　　　　　　　態系研究室）

芝　山　道　郎　環境管理部主任研究官（計測清報科生物情　環境管理部（計測情報科生物情報計測研究
　　　　報計測研究室）　　　　　　　　　　　　　室）

　　　　環境生物部主任研究官（微生物管理科土壌　環境生物部（微生物管理科土壌微生物生態
長谷部　亮　　　　微生物生態研究室〉　　　　　　　　　　　研究室）

　　　　環境生物部主任研究官（微生物管理科線　環境生物部（微生物管理科線虫・小動物研
水久保隆之　　　　虫・小動物研究室）　　　　　　　　　　　究室）

大　石　富美子　総務部会計課支出係主任　　　　　　　　　環境生物部庶務主任

　　　　　　　　　　　　　　環境管理部計測情報科分析法研究室庶務主関　沢　美　江　環境生物部庶務主任
　　　　　　　　　　　　　　任
岡本敏男企画連絡室（企画科）　　　　　総務部庶務課（人事第2係）

宇田川　武　俊　環境研究官　　　　　　　　　　　　　　　環境管理部長

　　　　環境管理部（計測情報科生物情報計測研究
森永慎介　　　　　　　　　　企画連絡室（企画科）　　　　室）
細　野　達　夫　環境資源部（気象管理科大気保全研究室）　企画連絡室（企画科）

　　　　環境生物部（微生物管理科土壌微生物分類岡　部　郁　子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画連絡室（企画科）
　　　　研究室〉

鈴木　健資材動態部（農薬動態科薬剤耐性研究室）企画連絡室（企画科）

　　　　資材動態部（肥料動態科微量要素動態研究齋　藤　貴　之　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画連絡室（企画科）
　　　　室）
岡　田　和　彦　総務部会計課（用度係〉　　　　　　　　　総務部庶務課（庶務係〉

小野崎康裕総務部会計課（主計係）　　　　総務部会計課（用度係）

李　澤　義　彦　、総務部庶務課（人事第2係）　　　　　　　総務部会計課（監査係）

　　　　　　　　　　　　　　環境管理部資源・生態管理科影響調査研究陽　　　捷　行　環境管理部資源●生産管理科長　　　　　　室長

伊藤　治資材動態部付　　　　　　　資材動態部（主任研究官）
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併任解除

発令年月日 氏　　　名 新　　所　　属 旧　　所　　属
碧

1．4．1 佐　藤　恵　一 野菜・茶業試験場 環境管理部

ノノ 望　月　　　淳 東北農業試験場 環境管理部

ノノ 八　田　珠郎 熱帯農業研究センター 環境資源部

1．10．1 小荒田　　　晃 農業研究センター企画調整部
農業研究センター企画調整部兼農業環境技
術研究所企画連絡室

1．11．1 河　村　惣一郎 企画連絡室業務科 企画連絡室業務科兼総務部会計課（用度係〉

併任

発令年月日 氏　　　名 新　　所　　属 旧 所 属

1．4．21

ノノ

1．11．1

山　本　勝利

小荒井　　　晃

鈴　木　忠　男

環境管理部（企画連絡室企画科）

企画連絡室（農業研究センター企画調整部）

企画連絡室業務科兼総務部会計課（用度係） 企画連絡室業務科

退職

発令年月日 氏　　　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

1。4．1 新　井　秀雄 総務部長

ノノ 山　本　　　茂 総務部会計課長

ノノ 手　島　俊　雄 企画連絡室業務科総括作業長

環境生物部長
1．6．30 池　内　まき子 環境生物部主任研究官（昆虫管理科昆虫行

動研究室）

1．7．11 濱　屋　悦　次 環境生物部微生物管理科長

1．12．1 徳　留　昭　一
環境管理部資源・生態管理科環境立地研究
室長

1．12．1 金　澤　　　純 資材動態部農薬動態科農薬管理研究室長

2。3．31 川　崎建次郎 （沖縄県農林水産部農業試験場へ）
環境生物部主任研究官（昆虫管理科昆虫行
動研究室）

定年退職

発令年月日 氏　　　名 新 所 属 旧　　所　　属

2．3．31 窪　田　昌　綱 企画連絡室業務科長

2．3．31 守　谷　茂　雄 環境管理部計測情報科情報システム研究室長

2．3．31 井ノ子　昭夫 環境資源部土壌管理科土壌有機物研究室長

2．3．31 田部井　英　夫
環境生物部微生物管理科微生物特性・分類
研究室長

2．3．31 西　澤　　　務
環境生物部微生物管理科線虫・小動物研究
室長

2．3．31 釜　野　静　也 環境生物部昆虫管理科個体群動態研究室長
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（3）職員名簿

（平成2年3月31日現在）

所属・役職名 氏 名 所属・役職名 氏 名

1 ［

所　　長
企画連絡室

　〃
　〃
　ノノ

　ノノ

　〃
　〃
　ノノ

　ノノ

　〃
ノノ

ノノ

ノノ

〃

ノノ

ノノ

〃

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

〃

　ノノ

　〃
　ノノ

　〃
　〃
　ノノ

　ノノ

　ノノ

総務部
庶務課
　ノノ

　ノノ

　〃
　ノノ

　〃
　ノノ

　〃
会計課
　〃
　〃
　ノノ

　ノノ

室　長
企画科長

主任研究官

主任研究官

兼環境管理部

連絡科長

情報資料課長

課長補佐

図書資料係長

主　任
編集刊行係長

業務科長

総括作業長

兼総務部会計課

部　長
課　長
庶務係長

人事第1係長

人事第2係長

厚生係長

課　長
課長補佐

主計係長

支出係長

技官
〃

ノノ

ノノ

ノノ

〃

事務官
ノノ

技官
ノノ

ノノ

事務官
ノノ

ノノ

ノノ

技官
事務官

技官
〃

ノノ

ノノ

〃

ノノ

ノノ

ノノ

〃

ノノ

ノノ

〃

ノノ

ノノ

〃

事務官
ノノ

〃

〃

ノノ

〃

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

技官
事務官

〃

ノノ

速水昭彦
村井敏信

流尾哲也

田中房江

宮井俊一

山本勝利

矢口直実

岡本敏男

渡辺光昭

橋本　昭
上野信男

壽　憲子
上杉かおる

吉原節子

笠倉雅子

窪田昌綱

池田恵子
森屋金重
河村惣一郎

上村　博
有田俊春

飯泉良行
鈴木文夫

松本公吉
鈴木忠男

入江　広

飛田正義

内山兵一

若林浩徳

大水豊司

山口　弘

岡田利之

藤井武夫

高橋昭夫

江幡英樹

小林　健

桝原　清

工藤　優
吉田賢一
小野田郁子

佐々木司

濱田　守
中根　宏

久保　登
小野崎康裕

大武　稔

会計課支出係主任
ノノ

ノノ

ノノ

〃

〃

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

環境研究官

環境管理部

　ノノ

　ノノ

　ノノ

資源
生態管理科

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

〃

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

〃

ノノ

ノノ

監査係長

用度係長

〔鱗絡室／

施設管理係長

部　長

〔企画連絡室〕

科　長

環境立地
研究室長

主任研究官

　ノノ

資源計量
研究室長

環境動態
研究室長

影響調査
研究室長

主任研究官

農村景域
研究室長

植生動態
研究室長

主任研究官

計測情報科　　科　　長

事務官　大石富美子

〃　大久保敏子

〃　田澤啓一
〃　西林二三四

〃　染谷栄次
〃　　立野　利武

〃　　小林　優一

〃　岡田和彦
〃　志村　徹
〃　河口孝司

（兼）鈴木忠男

技官塙　清明
事務官　下路　隆弘

〃　福井信治
ノノ　太田王彦

技官須田友喜
〃　　宇田川武俊

〃　西村　格
事務官仲　一美

〃　　門脇　和代

（兼）　山本　勝利

技官陽　捷行

（兼）陽　捷行

技官石田憲治
〃　　今川　俊明

〃　松森堅治
ノノ　福原道一

〃　岡本勝男
ノノ　袴田共之

〃　松本成夫
（兼）陽　捷行

技官
ノノ

〃

神田健一

八木一行
田中　隆

〃　横張　真
〃　網藤芳男
〃　守山　弘

ノノ

ノノ

ノノ

原田直國

井手　任

大塚雍雄
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所属・役職名 氏　　名 所属・役職名 氏　　名

計測情報科 隔測研究室長 技　官 齋藤元也 土壌管理科 技官 太田　　健
ノノ ノノ 山田　康晴 ノノ 土壌コロイド ノノ 秋山　　豊
ノノ ノノ 山形与志樹

研究室長

ノノ 生物情報計測 ノノ 秋山　　侃
ノノ 主任研究官 ノノ 谷口　義雄

研究室長 ノノ 土壌物理 ノノ 長谷川周一
ノノ 主任研究官 ノノ 芝山　道郎

研究室長

〃 ノノ 森永慎介
ノノ ノノ 加藤　英孝

ノノ 分析法研究室長 ノノ 小山　雄生
ノノ 〃 遅澤　省子

ノノ 主任研究官 ノノ 結田　康一
ノノ 土壌生化学

研究室長

ノノ 原田　靖生

〃 〃 ノノ 駒村美佐子 ノノ 主任研究官 ノノ 藤原　伸介
ノノ 数理解析

研究室長
〃 山田　一茂 ノノ ノノ 大谷　　卓

〃 ノノ 山村光司
ノノ 土壌有機物

研究室長

ノノ 井ノ子昭夫

ノノ 調査計画
研究室長

ノノ 鵜飼保雄 ノノ 主任研究官 ノノ 菅原　和夫

ノノ ノノ 三中　信宏
〃

ノノ 竹中　　眞

〃 情報処理
研究室長

〃 齋藤滋隆
〃 土壌保全

研究室長

ノノ 眞弓　洋一

〃 主任研究官 ノノ 村上　陽子
ノノ 主任研究官 ノノ 日笠　重喜

ノノ ノノ 古谷憲孝
ノノ ノノ ノノ 谷山　一郎

ノノ 情報システム ノノ 守谷茂雄 水質管理科 科　　長 ノノ 藤井　國博

研究室長 ノノ 水質特性 （兼） 藤井　國博

ノノ 主任研究官 ノノ 遠藤　　勲
研究室長

環境資源部 部　　長 〃 鈴木　　皓
ノノ 主任研究官 技官 岡本　玲子

ノノ 庶務主任 事務官 山澤　直子
ノノ ノノ 〃 山口　武則

〃 〃 谷口　　洋
ノノ 水質動態

研究室長

ノノ 山崎慎一

気象管理科 科　　長 技　官 内島　立郎
〃 主任研究官 ノノ 津村　昭人

ノノ 主任研究官 〃 加福領二 ノノ ノノ ノノ 川島　博之
ノノ 気候資源

研究室長

ノノ 清野　　翻 ノノ 水質保全
研究室長

ノノ 竹内　　誠

ノノ 主任研究官 ノノ 奥山　富子 ノノ 主任研究官 ノノ 戸田　任重
ノノ ノノ 横沢正幸 環境生物部 部　　長 ノノ 駒田　　旦
〃 気象特性

研究室長

ノノ 原薗　芳信 〃 庶務主任 事務官 関沢　美江

〃 ノノ 川島　茂人
ノノ ノノ 廣瀬　玲子

ノノ 気象生態 ノノ 矢島　正晴 植生管理科 科　　長 技官 塩見　正衛

研究室長 ノノ 植生生態 ノノ 佐藤　光政
ノノ ノノ 竹澤　邦夫

研究室長

ノノ ノノ 川方　俊和
ノノ 主任研究官 ノノ 宇佐美洋三

〃 大気保全 ノノ 野内　　勇
ノノ ノノ ノノ 小泉　　博

研究室長 ノノ 保全植生 ノノ 根本　正之

ノノ 主任研究官 ノノ 小林和彦
研究室長

〃 ノノ 細野　達夫
ノノ ノノ 堀江　秀樹

土壌管理科 科　　長 ノノ 久保田　徹
ノノ 他感物質

研究室長

ノノ 浅川　征男

ノノ 土壌調査分類
研究室長

ノノ 三土　正則 ノノ 主任研究官 ノノ 藤井　義晴

〃 主任研究官 ノノ 大塚紘雄
ノノ ノノ 澁谷　知子

〃 ノノ 〃 山田　一郎
微生物管理科 科　　長 ノノ 高橋　廣治

〃
ノノ 小原　　洋

〃 微生物特性・
分類研究室長

ノノ 田部井英夫

〃 土壌生成
研究室長

ノノ 天野　洋司 ノノ 主任研究官 ノノ 福田　徳治

ノノ ノノ 草場　　敬
ノノ ノノ ノノ 佐藤　豊三

ノノ ノノ 畔上耕児
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所属・役職名 氏　　名 所属・役職名 氏　　名

微生物管理科 技　官 大久保博人 農薬動態科 技官 石坂　眞澄

〃 寄生菌動態 〃 佐藤善司 ノノ 薬剤耐性 ノノ 潰　　弘司
研究室長 研究室長

〃 主任研究官 〃 佐藤　　守 ノノ 主任研究官 ノノ 片桐　政子

〃 主任研究官 ノノ 松田　　泉 ノノ 主任研究官 ノノ 田中　喜之

〃 土壌微生物 ノノ 鳥山　重光 ノノ ノノ 鈴木　　健
分類研究室長

ノノ 農薬管理 ノノ 金澤　　純
ノノ 主任研究官 ノノ 福本　文良 研究室長
ノノ ノノ 福原　真実 ノノ 主任研究官 ノノ 飯塚宏榮

ノノ ノノ 岡部　郁子 肥料動態料 科　　長 ノノ 越野正義
〃 土壌微生物 ノノ 河本　征臣 ノノ 多量要素動態 ノノ 尾和　尚人

生態研究室長 研究室長
ノノ 主任研究官 〃 土屋健一 〃 主任研究官 ノノ 伊藤　　治

〃 ノノ ノノ 長谷部　亮 〃 ノノ 加藤　直人

〃 土壌微生物 ノノ 澤田　泰男 ノノ 微量要素動態 ノノ 後藤　重義
利用研究室長 研究室長

〃 主任研究官 ノノ 宮下　清貴 ノノ 主任研究官 ノノ 大嶋　秀雄

〃 ノノ 藤井　　毅 ノノ ノノ 齋藤貴之
ノノ ノノ 小川　直人 ノノ 廃棄物利用 ノノ 新井　重光
ノノ 線虫・小動物 ノノ 西澤　　務

研究室長

研究室長 〃 主任研究官 ノノ 羽賀　清典

〃 主任研究官 ノノ 水久保隆之 〃 ノノ 川崎　　晃

　〃
昆虫管理科 科　　長

ノノ

ノノ

吉田　睦浩

岡田　利承

ノノ 疇講契所〕 （兼） 赤尾勝一郎

ノノ 昆虫分類 ノノ 松村　　雄
研究室長

ノノ ノノ 吉松　慎一
ノノ ノノ 小西　和彦
ノノ 昆虫行動 ノノ 法橋信彦

研究室長
ノノ 主任研究官 ノノ 野口　　浩
ノノ ノノ ノノ 杉江　　元
ノノ ノノ ノノ 川崎建次郎
ノノ ノノ 白井　洋一
ノノ 天敵生物 ノノ 志賀　正和

研究室長
ノノ ノノ 野田　隆志
ノノ 個体群動態 ノノ 釜野　静也

研究室長
ノノ ノノ 森本　信生

資材動態部 部　　長 ノノ 松本省平
〃 事務官 中島たけ代

農薬動態科 科　　長 技　官 宍戸　　孝

〃 殺菌剤動態 ノノ 行本　峰子
研究室長

ノノ ノノ 吉田　　充

〃 〃 南　　栄一
ノノ 殺虫剤動態 〃 升田　武夫

研究室長

〃 ノノ 昆野　安彦
ノノ 除草剤動態 ノノ 山田　忠男

研究室長

〃 主任研究官 ノノ 腰岡　政二



VI総　務 149

（4）受賞・表彰等

大気汚染研究協会賞（1．11．10）

野内　　勇（環境資源部〉「大気汚染の植物影響に関する研究」

元年度農林水産省職員表彰（職員功績者）（1．4．7．〉

駒田　　旦（環境生物部〉「野菜主要土壌病害発生生態の解明並びに総合防除システムの構築」

元年度科学技術庁長官賞（科学技術庁長官賞（科学技術功労者）（1．4．17）

桐谷圭治（環境生物部）「生態系と調和した総合的害虫管理の基礎技術の開発」

平成元年度農林水産省永年勤続者表影

（30年以上）

　環境資源部久保田徹（L4．7）
　資材動態部　行本峰子（　　〃　　）

（20年以上）

　総務部　　　立野利武（1。4，

　環境資源部　眞弓洋一（　　〃

　環境生物部　河本笹臣（　　〃

　　〃　　西澤　務（　〃

7）

）

）

）

（5）外国出張

氏名 所属 出張先 用 務 期問 備考

小林和彦大気保全研究室アメリカ襲鵠気汚染研究集会にて研究発尋義科技庁国研集会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　183谷山　一郎　土壌保全研究室　　タ　　　　イ　土壌物理の研究指導　　　　　　　～1．io．21JICA

小山雄生分析法研究室　タ　イ融駐輔撫鑓物栄養学早♂121AEA

　　　　　　　　　　　　　　　第5回国際フオーレン●リーフ●レ　19．13
佐藤　　守　寄生菌動態研究室　アメ　リ　カ　イク会議での研究発表と討論の参加　～1。9．26科技庁国研集会

　　　　　　　　　　　　　　　およ、び研究情報交換

畔上耕二灘触分類アメリカ凝編お離礁轟萌た細菌硬歯獣騒琶期
　　　　　　　　　　　　　　　R．L利用による昆虫薬物結合タン　1．10・1　　科技庁・原子力
昆野　安彦　殺虫剤動態研究室　ア　メ　リ　カ　パクの特性解明　　　　　　　　　　2．9．30　　関係在外研究員

宇田川武俊環境研究官　大韓民国讐藩難裟改善及び管理計画に関す之欄13薩鰯庁招聰

佐藤豊三灘雛分類タ　イ拮抗微生物の探索・収集　ミ凸♂2漫歎ンク事業

斎藤元也隔測研究室　パラグアイ頚欄〉農諜麟禦房局セミ走凸ll25JICA
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氏名 所属 出張先 用 務 期問 備考

宇田川武俊　環境

長谷川周一　土壌物理研究室

斎藤　元也　隔測研究室

塩見　正衛　植生管理科

　　　　IPCC，第3ワーキンググループ「農
ス　イ　ス　業林業および資源利用管理サブグ
　　　　ループ」に出席

茎痔蕨第6回国際土壌保全会議出席

　　　　　「アセアン諸国とのリモートセンシ
タ　　　イ　ング高度化とその応用に関する研
　　　　究」に係る関係機関との調査連絡

　　　　北極域におけるツンドラ植生および

1．10．29
　　　　農水省～1．11．5

1．11．3
　　　　科技庁・重点基礎～1．11．21

1．12．1　　科技庁・
～1．12．20　アセアンリモセン

靭逸壕糞麟甥繕聾礁署矧ム日本気象協会

伊藤治重量要素動態研究インド緩難揮鵡霧畠藻簾灘ン

　　　　　　　　　　　　　　気候変化の農業への影響評価に関す清野　　諮　気候資源研究室　　アメ　リ　カ　る国際会議に出席

　　　　　　　　　　　　　　ブラジル農業研究計画に係る土壌有
新井　重光　廃棄物利用研究室　ブラ　ジル　機物の短期専門家としてその任に当

　　　　　　　　　　　　　　る
　　　　　　　　　　西　ドイ　ツ　植物生長調節物質ジベレリンの生合

2．1。4
　　　　1CRISAT～2．1．14

2．1．27

～2．2．4
コロンビア大学
招へい

2．2．7
～2．5．6　JICA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　2．20　　科技庁・腰岡政二除草剤動態研究室チ雲与聾舞誹難のcDNAのクロー一2・5・2・個男腰

　　　　　　　　　　　　　　日米科学技術協力協定にて検討中の
　　　　　　　　　　　　　　課題「農作物の生長・収量におよぼ　2　2．24小林　和彦　大気保全研究室　　アメ　リ　カ　す大気質インパクトのモデリング」　～2．3．17　科技庁二国間

　　　　　　　　　　　　　　の推進
伊藤 治響要素動態研究イ

久保田徹土壌管理科 タ

水久保隆之攣。小動物研究タ

大久保博人警麹雛●分類韓

長谷川周一　土壌物理研究室　　韓

眞弓　洋一　土壌保全研究室

ン　ド

イ

国際半乾燥熱帯作物研究所
（ICRISAT）にて研究に従事する

タイ国際土壌管理研究会議個別短期
専門家

イ　有害線虫の分類同定

2．3．3
　　　　1CRISAT～4．3．2

23．18～2．3．25　JICA

2．3．18
　　　　熱研～2．4．30

　植物病害におけるコンピューターに
　　　　　　　　　　　　2．3．19国　よる診断システム開発のための技術　　　　　　韓国招へい
　　　　　　　　　　　　～2．3．24　協力

パキスタン　の把握及び関連研究活動の現状把握　～2．4。14　熱研

国離農耕地高度利用研究計画短期専羅fl、4JICA

　熱帯耕地の侵食，劣化の具体的要因　2　3．24
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3．会計

（1）予算

歳入
平成元年度農業環境技術研究所の歳入予算は，総額5，815千円であり，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（3，163千円），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費受入れ（1，140千円），及び試験場

製品等売払代（399千円）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 5，815，000

国　有 財　産　利　用　収 入 748，000

国 有　財　産　貸　付　収 入 499，0GO、

国 有　財　産　使　用　収 入 249，000

諸 収 入 5，067，000

受託調査試験及役務収入 4，303，000

弁 償　　及　　返　　納 金 178，000

物 品　　売　　払　　収 入 458，000

雑 入 128，000

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

経費及び環境庁関係経費に大別される。

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

　費に分けると，次のとおりである。

　人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，482，057，000

　事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579，519，000

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

　関，項：農林水産本省試験研究所に移用）は309，274，000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

⑧農林業における水保全・管理機能の高度化に関する総合研究

⑨大型別枠研究

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

⑪バイオテクノロジー関係

⑫地域バイオテクノロジー研究開発促進に要する経費

⑬その他

21，616，000

80，635，000

2，731，000

4，927，000

25，870，000

2，151，000

1，391，000

11，088，000

80，301，000

19，962，000

45，339，000

2，761，000

10，502，000

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

　①　放射線利用研究（項：国立機関原子力試験研究費）’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61，963，000

　②放射能汚染調査研究費（項：1放射能調査研究費）　　　　　　　　　　3，928，000

　③その他（項：科学技術振興調整費）　　　　　　　　　　　　84，401，000
4）環境庁関係経費（組織：環境庁より組織：農林水産本省試験研究機関に移替）は，次のとおりである。

（項）　国立機関公害防止等試験研究費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63，561，000

平成元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 2，370，850，000

人　　　　件 費 1，482，057，000

事　　　　業 費 888，793，000

（項）国立機関原子力試験研究費 61，963，000

（項）放射能調査研究費 3，928，000

（項）科学技術振興調整費 84，401，000

（項）国立機関公害防止等試験研究費 63，561，000

ム
ロ

計 2，584，703，000

（2）国有財産

所在地
ん浄

帆 波 ム
ロ 帳　価　　格

区分

土 地 庁舎敷地 208，880㎡

水 田 42，950㎡

畑 149，670㎡

そ　　の 他 171，897㎡

計 579，397㎡ 15，969，129，406円

樹 木 2，228本

建 物 庁　舎画積 27，816㎡

（延面積〉 55，499㎡

計 55，499㎡ 6，563，965，210円
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（3）機械等購入

（100万円以上）

整理番号 機　械　名 型 式 購入価格（円）　　所属研究室名等

01001

01002

01004

01005

01006

01007

01008

01009

01010

01011

01012

01013

01014

01021

01035

01039

01040

01041

01042

01044

01045

01046

01048

01049

01050

01055

小型カプセル製造装置　　　SP－1M

液体クロマトグラフ　　　　日本分光802－SC

トラクター　　　　　　　　クボタA－15DBMA

総合気象観測装置　　　　　中浅M－801システム

ガスクロマトグラフ　　　　島津GC－15APTFFP

ガスクロマトグラフ　　　　島津GC－15APTFE

炭酸ガス濃度測定装置　　　海上電機DAT－300

マイクロプレート光度計　　タイターテックフルオロスキャンII

超臨界流体クロマトグラフ　日本分光SUPER－200システムIII

ガスクロマトグラフ質量
　　　　　　　　　　HP5890A／5970B
分析計

自動重水分析装置　　　　　HK－102

土壌水分貯留流出解析装置　ヒロセ理化特注

液体クロマトグラフ　　　　島津LC－6AD

赤外線ガス分析計　　　　　富士電機ZSB－Z

コンプトン除去装置　　　キャンベラ6HW6／5L

試料加熱装置　　　　　　　MDS－81D

オゾン計校正装置　　　　MODEL－265P

図形処理装置　　　　　　　SUN3／80FM4

超低温槽　　　　　　　　　日本フリーザーBFU－310

土壌水分分析装置　　　　　グリーンキットGK－100M

光合成蒸散測定装置　　　　盟和LI－6200－ES

蒸散連続測定装置　　　　　工一・アンド・ディFX－300EP－20KA

水蒸気フラックス測定装置　海上電機DAT－310

熱収支測定装置　　　　　　英弘MS42－CN11

群落構造解析装置　　　　　林電工AAM－8

画像処理装置　　　　　　　LA－555N

3，223，900天敵生物研究室
4，336，300　多量要素動態研究室

1，062，960業務科
12，298，200所　共　用
4，285，830影響調査研究室
3，439，170土壌生化学研究室

8，288，410気候資源研究室
5，487，840寄生菌動態研究室

11，835，730他感物質研究室

18，678，020農薬動態科共用

6，931，900　多量要素動態研究室

1，488，350土壌物理研究室
5，231，370土壌生化学研究室

3，502，000　多量要素動態研究室

6，180，000分析法研究室

1，929，190水質動態研究室

4，738，000大気保全研究室

1，919，920　　　〃

1，181，410　　　〃

1，119，610気象生態研究室

4，012，570植生生態研究室
1，426，400　多量要素動態研究室

8，568，518気象特性研究室

3，441，230　　　〃

1，404，920保全植生研究室
3，831，600廃棄物利用研究室
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（4）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）一10一テトラデセニルアセター
トを有効成分とする昆虫誘引剤

玉木佳男，杉江元，
川崎建次郎外6名

59．12．3 特願昭59－255201号

5一テトラデセン酸メチルの製造法 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 61．5．23 特願昭61－117538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
61．11．8 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，

名1名
62．2．28 特願昭62－046253号

オクタデカージェン，テトライン
ーカルボン酸誘導体及びその製造法

西山幸司 62．8．7 特願昭62－196431号

（E）一7，9一デカジェニルアセタートを
追加成分とする昆虫誘引剤

玉木佳男，杉江元，

名2名
63．7．22 特願昭63－181489号 共同出願

9，11一ドデカジェニルブチレートと
9，11一ドデカジェニルヘキサノエー
トを成分とする昆虫誘引剤

玉木佳男，杉江元，

名2名
63．8．18 特願昭63－203850号 共同出願

植物成育培地水分制御法 久保田徹，岩間秀矩，

外2名
63．9．20 特願昭63－233481号

（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

玉木佳男，杉江元，

外2名
63．9．29 特願昭63－242440号

土壌病害防除，植物成長促進剤 小林紀彦，飯島宏一 63．10．19 特願昭63－261617号 共同出願

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 カナダ特許
第1237667号

ノノ ノノ 59．10．17 欧州特許第
0145177号

〃 佐藤善司，野田孝人，

外5名
59．10．16 カナダ特願第

562417号
カナダ特許第1237667
号の分割出願

シュードモナス属細菌P－4菌株・土
壌病害防除剤及び土壌病害防除方法

鈴井孝仁，成田　勇 元．2．14 特願平1－32647号 共同出願

土壌耕私特性測定方法及び測定装置 久保田徹，岩問秀矩，

外2名
元．6．29 特願平1－165283号 共同出願

5一テトラデセン酸メチルを有効成分
とする昆虫誘引剤

玉木佳男，野口　浩，

杉江元
元．7．21 特願平1－187408号 特願昭59－255202の分

割出願

土壌水又は土壌ガスに対する農業用
気液採取管

鈴木大助 元。8．30 実願平1－100516号 実用新案
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4．図　書

平成元年度の受け入れ図書・資料冊数およびサービス件数は次のとおりである。

受け入れ図書・資料冊数

区　　分 購　入 寄与 計

単行書
（冊）

和 506 30 536

洋 508 3 511

和 0 383 383
資　　料

（冊）

洋 0 125 125

雑　　誌
（種）

和 80 1，102 1，182

洋 207 272 479

サービス件数

貸　　　　　出 書庫内図書の返却数

人　数の 冊数㈲ 洋書庫㈹ 和書庫佃） 計（冊）

602 1，232 6，481 2，054 8，535

レ！ファレ〆ンス

　　（件）
外部への複写依頼
　　　（件）

外部からの複写依頼
　　　（件）

省　　　　内 40 229 1，777

省　　　　外 70 218 68

計 110 447 1，845

他場所ヘコンテンツ・シートを提供

農林団地内の他場所からの来館者

筑波研究学園都市内の他機関からの来館者

69誌

165人
63人
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5．刊　行

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

究成果の発表及び広報」に掲載してある。

種　　　　　　　　別 発行期 頁数 発行数

農業環境技術研究所資料第7号 2．3 108 2，000
（増刷）

農業環境技術研究所資料第8号 2．3 37 2，000

農業環境技術研究所資料第9号 2．3 69 2，000

農業環境技術研究所資料第10号 2．3 50 2，000

農業環境技術研究所資料第11号 2．3 150 2，000

農業環境技術研究所年報昭和63年度 2．2 127 2，000

農業環境技術研究所叢書第5号 2．3 284 600

農業環境技術研究所叢書第6号 2．3 223 600

農業環境研究成果情報第5集 元．8 84 1，200

農環研ニュース　No．12 元．6 16 1，700

農環研ニュース　No．13 元．11 18 1，700

農環研ニュース　No，14 2．3 18 1，700

国土と環境をまもる農林業 元．4 26 3，000
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6．視察者・見学者受入れ

年　月　　　人数　　（外国人） 備　　考
元年4月

　5月
　6月
　7月
　8月
　9月
　10月
　11月
　12月
2年1月

　2月
　3月

1，271　（26）

177（19）
289（16）
130（13）
115（41）
229（27）
210（52）
179（36）
125（18）
63（9）

163（22）
110（42）

一・般公開1，151を含む

計 3，061　（321〉

主な視察者，見学者

（1〉日本人

　元年4月5日　会計検査院事務総務長官技術参事官

　　　　　　　　　　　　6名
　　4月19日　一般公開　　　　　　　　　　1，151名

　　5月17日　笹山政務次官一行　　　　　　　3名

　　8月30日　高森総務庁行政管理局副管理官　　3名

　　9月4日　大浜農林水産政務次官，兵藤研究総務

　　　　官，樋口政務次官秘書係長，他　　4名
　　9月12日　鹿野農林水産大臣一行　　　　　　3名

　　11月15日　畑中農林漁業金融公庫理事一行　10名

　2年1月25日　人事院給与局参事官一行　　　　　3名

　　2月1日　参議院農林水産委員会調査室　　　6名

　　2月5日　人事院給与局，官房秘書課，技会総務

　　　　課他　　　　　　9名
　　2月28日　大蔵省山口主計官一行　　　　　4名

　　3月9日　斎藤誠農林水産技術会議会長一行3名
　　3月12日　中川前政務次官一行　　　　　　　3名

　　3月23日　技会総務課今井総括班長一行　　　3名
（2）外国人

　元年4月26日　韓国農村振興庁作物試験場長（韓国）

　　　　　　　　　　　　3名
　　8月30日　フィンランド農業局長，食品局次長
　　　　　（フィンランド）　　　　　　　　2名
　　10月5日　山倫中国科学院西北水土保持研究所長

　　　　他（中国）　　　　　7名
　　12月20日　モルニ・ビン・オスマンブルネイ農

　　　　業局長（ブルネイ）　　　　　　　2名
　　1月10日　中国砂漠化国際共同研究関係実行機関

　　　　　（中国）　　　　　　4名
　　　　夏訓誠　中国科学院新彊生物土壌沙漠

　　　ヒ　　研究所長
　　朱震達　中国科学院蘭州沙漠研究所長

　　他
1月18日　Carloz　Magno　Camposdo　Rocha

　　農牧研究公社総裁（ブラジル）　　2名

1月31日　Godofred　N．Alcasid　土壌水利管理

　　局長（フィリピン〉

　　Rogelio　N．Comcapcion農地計画部

　　長他　　　　　　3名
2月7日　韓国農林水産部糧政局長一行（韓国）

　　　　　　　　　　7名
2月16日　V．M．Correa地域農研センター所長

　　（パラグアイ〉　　　　　　　　　3名

　　E．Alarcan　国立農業研究所長他

3月14日　IL　Achmad　Syarifuddin　Karama

　　ボゴール食用作物研究所長（インドネ

　　シア）　　　　　　2名
3月30日　日加ワークショップグループ（カナダ〉

　　　　　　　　　　22名
　　　W．R．Pelletier，（チームリーダー〉

　　　L．A．Berrie，（チームリーダー）他



158 農業環境技術研究所年報　平成元年度

7．委員会

委員会（随時開催）は，各部門の研究・連絡調整・研究施設の運営等に関する事項を審議することを

目的として設置したものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　委員会一覧表

委　　員
委員会名 審　議　内　容 備　考

所　属　 人員

さわやか行政サービス推進委　総務部長ほか
員会

健康安全協議会各部関係者

厚生委員会各部関係者
職務発明審査会各部長等
特定調達審査委員会各部関係者

廃棄物委員会各部関係者

防災対策委員会各部長等

筑波機械整備委員会各部関係者

施設整備・運営委員会各部関係者

共用機器委員会各部関係者

アイソトープ委員会各部関係者

エックス線障害防止委員会　各部関係者

組換えDNA実験安全委員会　所内関係者・所
　　　　　　　　　外学識経験者

圃場委員会各部関係者

広報委員会各部関係者

図書委員会各部関係者

所報告・資料掲載論文審査会　各部長等

1年報及び農環研ニュース編集　各部関係者
委員会

非センター系端末装置管理運　各部関係者
営委員会

受託研究等審査委員会各部長等

海外派遣・留学候補者選考委　各部長等
員会

規程集編集委員会企画科長ほか

6行政サービスの改善及び合理化に関する事項

9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

13　職員の福利厚生に関する事項

9　職務発明の認定及び特許権の承継等の審査

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

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

10　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

13施設の整備，用地，庁舎及び別棟等研究施設　専門部会を置く
　の運営，エネルギー対策に関する事項

6　所共用機器類の整備及び管理運用並びに必要　専門部会を置く
　経費等に関する事項

12　アイソトープ施設の共同利用の調整及び放射　専門部会を置く
　線の管理
8　エックス線装置等による放射線障害の防止に
　関する事項

11組換えDNA実験の安全確保に関する事項

13　圃場及びこれに附随する施設並びに防風林等　専門部会を置く
　の使用，管理，保全等に関する事項

16　広報基本計画，一般公開，広報関係製作物に　専門部会を置く
　関する事項
7　図書館の管理運営，図書資料の購入，収集保　専門部会を置く
　管，整理，閲覧，貸出し，複写，レファレン
　スサービス等に関する事項

9　報告・資料に掲載しようとする論文の内容及
　び掲載可否の審査

6　年報及び農環研ニュースの編集・刊行に関す
　る事項
5　非センター系端末装置の管理運営，利用調整
　及び必要経費等に関する事項

8　国以外から委託を受けて行う試験研究及び調
　査に関する事項

6　科学技術庁関係の海外派遣・留学制度に係る
　候補者の選考
5　諸規程の改正に伴う規程集の整備に関する事

　項
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