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は　し　が　き

　当農業環境技術研究所は，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

究を行う機関であり，単なる生産環境ではなく，より広く農業を取り巻くすべての環境を研究対象

として，研究を推進してきている。

　近年の農業をめぐる環境には厳しいものがあるが，その中において，農業の持つ多面的機能に対

する見直し，さらには地球環境に対する関心の高まりなどの社会的な状況の変化が生起している。

これらの状況に対応し，当研究所設立以来の，自然生態系と調和した農業の展開を目標として，農

業環境の管理手法の開発とその基礎となる技術的課題の解決を図る立場から，平成2年に基本計画

を見直し，①農業環境資源の賦存量の把握及び特性の解明と機能の評価，②農業生態系の構成要素

の動態・相互作用の解明と制御技術の開発，③農業生態系の総合的管理技術の開発，④地球環境の

変化と農業生態系の相互関係の評価及び農業生態系管理技術の開発という枠組みを中心に据えて研

究を推進することにした。

　この年報は，当研究所における平成2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。この年報には

当研究所の研究の展望をして頂くために，本年の多くの成果のなかから10課題を紹介している。も

ちろんこの他に多くの研究活動が行われており，それらは研究成果の発表及び広報，研究・技術協

力などの資料の部分を見て頂ければお判り頂けるものと思う。この年報が本年の当研究所の諸活動

を理解して頂くための一助となれば幸いである。

　当研究所では，研究成果に関しては別途「農業環境技術研究所報告」，「農業環境技術研究所資料」，

「MAES主要成果シリーズ」を刊行しているので，より詳細な研究成果についてはこれらを参照し

て頂きたい。また，研究トピックの紹介のためには「農環研ニュース」，「解説シリーズ」を刊行し

ている。特に後者については，当研究所の成果を中心に，問題の背景，成果の位置付け，利用方法

などを特定の課題を中心に解説したものであり，より広範な利用をお願いしたい。さらに当研究所

のみならず，多くの農業環境に関する研究成果の普及・広報のために「農業環境研究成果情報」，「農

業環境研究叢書」を刊行している。

　これら年報を始めとする各種刊行物をご覧いただき，当研究所の活動がますます活発に展開され

るよう，関係各位のご批判，ご協力等をいただければ幸いである。

平成3年！2月

農業環境技術研究所長

　　　　浅　賀　宏一
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1．研究実施の概要

1．企画連絡室

　企画連絡室では，平成2年6月11日に「地球的

規模における自然環境の変化に伴う農業生産の対

象となる生物の生育環境の変化に関する総合的な

調査研究を行う」ために地球環境研究チームが発

足した。

　近年，地球規模の環境変化の人間社会に及ぼす

影響が，人問の生存に係わる問題として国内的に

も国際的にも大きな関心を呼んでいる。農業環境

技術研究所では，これまでも研究における四本柱

の一つとして地球規模の環境問題をとりあげ，

数々の成果を生み出してきた。その中で，地球環

境研究チームは，各研究部の地球環境研究に係わ

る研究成果を集約するとともに，内外の関係研究

機関から研究データを収集・評価し，併せて地球

環境変動の複合的影響を解明して，モデル化，シ

ミュレーション等により，農業生態系の保全の立

場から地球環境問題に対応する研究を実施するこ

ととしている。

　本年度は，「農業生産活動が生態系変化に及ぼす

影響の解明と評価」および「地球環境の変化が農

業生態系の機能・動態に及ぼす影響の解明と評価」

に関して以下の研究を行った。

　農業生産活動が生態系変化に及ぼす影響の解明

と評価のため，地域生態系における炭素循環量の

定量的把握に関する研究では，温暖化等の環境変

化による農業生態系の炭素循環量変化を定量的に

解析，評価，予測するため，多様な土地利用のあ

るモデル地域を設定し，地域生態系としての炭素

循環を定量的に推定する手法の開発に着手した。

このためランドサットセマティックマッパ（TM〉

データを使って，圃場規模が小さく混住化の進ん

だ神奈川県を対象にして，耕地を抽出し，その土

壌炭素量を腐植量として推定した。

　また，畑地の表層土壌水分量を，衛生リモート

センシング・データから，迅速かつ高精度に評価

するための手法開発の研究も行った。TMデータ

から，作物被覆および太陽高度差の影響を補正し

て表層土壌水分量を推定する手法が検討した結

果，①植被率が50％以下の6月の推定土壌水分量

は，実測値と比べて1割程度の誤差，②植被率が

50％以上となる7月の推定値は，2割程度の誤差

のあることが認められた。

　広域の農業環境資源のデーターべ一スのアップ

デートを目指して，ランドサットなどのリモート

センシング・データを活用した環境資源管理台帳

の作成手法についての研究を進めた。この結果，

作物生産変動把握の基礎として，モデル地域（十

勝地区）2年間の多時期ランドサット・データか

ら作付け図を作成し，前後作の関係を明らかにし

た。

　地球環境の変化が農業生態系の機能・動態に及

ぼす影響の解明と評価では，水稲等の主要作物生

産に及ぼす地球規模の気候変動の影響を既存資料

から明らかにし，気候変動シナリオに基づいて日

本及び世界各地の主要作物生産量の変動の予測と

予測技術の開発を行うための研究を進めた。現在，

主要作物生産と気候変動については明確な関係は

まだ知られていないことを明らかにしたほか，小

麦の生育・収量への影響を評価するためのモデル

開発のために，これまでに発表されている小麦生

育予測モデルについての文献を調査した。また予

測精度の向上を測るための数学的手法のひとつで

あるアンサンブル予測についてのシミュレーショ

ン実験を行い，その有効性を確認した。

　環境変化に適応した農業生態系確立のための技

術開発に向けて，農業関連分野の温室効果ガスア

ナリシス，対策技術検索，個別技術評価に関する

研究を開始した。この研究では，地球温暖化を促
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進する温室効果ガスの対策技術評価手法を開発す

ることを目的にしている。

2．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，農業生態系の変動予測と総合

的な評価手法の開発，管理計画法と管理技術の開

発並びに農業生態系に関する各種情報の収集・解

析・処理システムの開発に関する調査研究を行っ

ている。

　資源・生態管理科では農業生態系の総合的管理

技術の開発，物質循環及びエネルギー動態の解明

と制御技術及び農業生産活動が地球環境に及ぼす

影響の評価を目的として，環境資源に対するイン

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，物質動態

評価，地球規模の環境評価及び地球的規模の物質

動態評価を進めた。

　環境資源に対する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

データベースが作成された。これを活用した作物

減収評価システムをもとに，大気汚染による農作

物の減収量・率の予測が可能となった。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

する窒素等を測定し，農業生態系に負荷された汚

染物質が地下水に到達する過程および地下水中で

一部浄化されることを実証した。

　緑地生態の評価に関しては，農用林等植生の機

能に基づく植生配置評価の指標を用いて，首都圏

の植生配置類型が試みられ，その類型とおもな動

物種の分布との対応関係が検討された。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鳥相

との関連研究が続けられているなかで，林の管理

に伴う鳥相の変化がフクロウを巾心に調査され，

ビオトープ保全計画の策定にも活用できるデータ

が得られた。平地林の森林動態モデルを作成し，

管理作業を受けた森林のデータとモデルによる予

測権4）比較が行われ，このモデルが平地林管理に

役立つことを明らかにした。

　農村動態の評価に関しては，農村地域の混住化

の形態について，首都圏の細密数値情報を利用し

て土地利用変化の状況が解析された。また，土地

利用変動の原因となる農村部への人口の流入の変

動原因が解析された。

　環境保全機能の評価に関しては，総合研究「水

保全」において，小流域における農林業土地利用

連鎖がもつ水保全機能を定量的に評価するため，

茨城県恋瀬川上流集水域における河川流量観測や

データベース化が続けられたほか，水収支モデル

解析および水保全のための土地利用計画法が検討

された。農地のうち，水田のもつ多面的機能に関

する評価者属性が明らかにされ，畑の機能につい

て水田との比較が行われた。また特別研究「多面

的機能」の中で，水質浄化機能，土砂崩壊防止機

能の環境因子と機能評価方法が明らかにされ，

データベースが構築された。環境保全的，持続的

生産の観点から，フィリピンの畑作可能地の土地

類型と生産力評価が行われた。

　景域評価に関しては，特別研究「多面的機能」

において，居住快適性評価のための空間類型の把

握が試みられた。また農村の空問特性の変化に伴

う快適環境の変動予測のためのアンケート調査が

行なわれ，評価手法の検討がなされた。さらに，

アメニティ機能に関して，アンケート調査により

評価者の価値観の相違と機能評価の程度の関連性

が明らかになった。農林地の構造と機能に対する

評価の研究では，地域ごとの環境保全機能の評価

パターンのちがいを明らかにするための解析がな

された。

　地域の物質動態評価に関しては，牛久沼集水域

と取手市の有機物フローが比較され，平地農村と

都市近郊地帯のフローの実態が把握された。筑波

山周辺の河川水質と土地利用の関係を明らかに

し，河川水質を指標とした河川流域の環境管理の

ための手法が提案された。

　地球規模の環境評価に関しては，新たに開始さ

れた一般別枠「地球環境変動」で，気候変動に伴

う生産地域変動予測技術の研究が開始された。酸
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性雨の土壌に対する影響を評価し，予測するため

のモデル開発が引き続いて行われた。

　地球規模の物質動態評価に関しては，温室効果

ガスの一つであるメタンについて，その発生量の

時間・空間変動が明らかにされた。さらに，発生

に大きく影響する施肥および地温の影響が究明さ

れた。地球規模での含硫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

よび林地から発生する含硫ガスのうち硫化メチ

ル，二硫化炭素および硫化カルボニルのフラック

スの測定が開始された。

　計測情報科では，農業生態系の制御・変動予測

法の開発の一環として，農業生態系に関する様々

な情報を，大量・迅速かつ効率的に計測・処理・

評価するための手法開発を行っている。農業生態

系を構成する諸要素は膨大で，その機能は複雑・

多岐にわたる。この農業生態系の構成要素の分布

や動態を効率的かつリアルタイムに把握するため

にリモートセンシング技術やラジオアイソトープ

を用いた計測手法の高度化を図っている。また，

計測の対象となる諸要素は，相互に関連しシステ

ムとして存在するので，要素間の関係を明らかに

するために新たな数理的・統計的解析手法の開発

を試みた。更に，農業生態系に係わる膨大な情報

を迅速・効率的に処理し利用するため，情報の量・

質に適合したデータベースの構築及び，その処理

利用システムの開発を目ざした研究を行ってい

る。

　リモートセンシング関連分野のうち，人工衛星

データを利用した成果として，タイ中央平原と東

北部の農業生産力を把握するための手法を開発し

た。この中で多時期のランドサットデータを用い

て土地利用変化を効率的に抽出する手法や，衛星

データに土壌，標高などの地理情報を重ね合わせ，

熱帯地域での土地被覆の高精度判読や農業生産力

の推定のために有効な手法を開発した。また，ノ

アの昼と夜のデータから読みとった地表面温度差

から，水田や森林をファジィ理論によって分類し，

その面積を推定する新しい手法を開発した。さら

にモデルとリモートセンシング技術を組み合わせ

て，放牧地の草量の時間・空間的変化を推定する

手法についても検討した。近接センシング関連で

は，分光センサによる水稲の水分ストレス，コム

ギの栄養欠乏等の診断技術，および作物の立体構

造の効率的・非破壊計測法の開発を進めている。

　アイソトープ利用等による効率的高精度分析法

に関連しては，土壌一水系における交換態マンガ

ンの挙動を追跡した。土壌中のマンガンの交換速

度は3種類の土壌でいずれも1時間以内で，土壌

水分による差も見られなかったことから，今後こ

の手法は土壌中のマンガンの挙動調査に適用が可

能と考えられる。このほか，農耕地における新野

外トレーサ技術や，大気中のヨウ素を用いた新ア

クチバブルトレーサ技術の開発を行っている。

　数理統計解析・情報処理関連分野では，地球環

境の変化や人為的育成の結果，従来とは異なる生

物が侵入・導入された場合の，周囲の生物に対す

る影響を事前に評価するため，重点基礎研究課題

として「植物と昆虫の侵入拡散過程の予測モデル

の開発」を行った。その結果，昆虫については，

分布の集中性が個体群の増殖に与える影響を評価

するためのモデルを開発した。また植物集団の遺

伝構造の変化を花粉飛散，種子拡散ならびに植物

体の空間配置を考慮したモデルを開発するととも

に，それを処理するプログラムを作成し，シミュ

レーションを行った結果，花粉流動距離が制限さ

れることによって，集団の遺伝構造が著しく変化

することを明らかにした。

　経常研究としては「農業生態系の要素間の相互

作用の数理的解析手法とシステムモデル開発」の

一環として，気温データによる水稲の発育速度予

測に関する各種解析法を比較検討した。また，「生

物情報の数量的分類理論の開発」により，生物の

進化過程を従来より忠実に反映し得る系統分類体

系のモデルを提案した。

　一方，データベース関連では，「分散型データ

ベースの構築・利用手法の開発」の一環としてデー

タベース所在管理データベースの設計を行い，農

業環境情報等いくつかの所在情報データベースを

構築した。また全国に分散して蓄積されている図
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表・画像等バイナリデータを含む各種の農業関連

情報を，オンラインネットワークを利用して迅速

に収集・伝達し，効率的相互利用を図るシステム

のためのソフトウェアの一部を開発した。

3．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，農業気候資源の評価と分布の

解明，気候資源の特性解明と機能の評価，生物と

大気の相互作用の解明と評価，物質とエネルギー

動態の解明と制御及び地球環境変化と農業生態系

との相互関係についての研究を進めている。

　気候資源については，全国を対象として自然植

生の純一次生産力及び生態系を維持するために必

要な有機物還元量，両者の差である生物資源の利

用可能量の1km2メ・ンシュ分布図を作製した。沖

縄を除く全国の純一次生産量は373百万トン，必要

還元量は154百万トン，利用可能量は219百万トン

と推定された。農用地における効率的な水管理技

術の開発のために，北海道十勝地域における土壌

を水分特性から5つの型に分類し，それぞれに実

測データに基づいた特性値を与えた。気温，雨量，

日射量のメッシュ値を用いて1km2メッシュに

ついて水収支を推定した。ランドサットTMデー

タから推定された土壌水分分布と総合的には一致

した。

　気象特性に関しては，農業生態系と大気環境の

動的相互作用の解明を進めている。水稲群落の空

気力学的バラメータを実測し水稲群落の生育と乱

流輸送量との関係を調べた。田植直後の植物がほ

とんど無い場合には乱流輸送量が小さく，その後

生育に伴って増大し出穂時には田植直後の約2倍

となった。収穫期の強風時には穂波が発生し乱流

輸送量が増大する等，生態系の動的特性の効果が

重要となる場面を明らかにした。水稲群落は裸地

状態に比べて最大2倍のガス交換能力があるこ

と，群落境界層におけるCO2吸収などの物質輸送

量が植物量にほぼ比例して増加することが判っ

た。

　気象生態については，気候資源の変動予測にお

ける植物の気象生態反応，特にモデル化の研究を

進めている。植物個体群の乾物生産速度推定のた

めの吸収日射量型生長モデルの中の光・乾物変換

係数について，作期・施肥量の面から検討した。

光・乾物変換係数との間には明らかに直線関係が

みとめられ，施肥量が多くなるほど光・乾物変換

係数が大きくなり，その傾向は出穂期以後一層顕

著となった。

　大気保全関係では，大気質の変動が植物に及ぼ

す影響の解明と評価の研究を行っている。オゾン

の作物生産に及ぼす影響を評価するためイネの生

長モデルを開発した。モデルのパラメータはオゾ

ンの接触処理実験の結果から定めた。オゾンは葉

面積の生長に影響しないことがわかったので，

光・乾物変換率についての影響をモデル化した。

このモデルはかなりの程度一般的な適用性をもつ

ことが判った。また，大気汚染の影響評価のため

データや評価の結果を空間的に表示するための方

法をSAS（ソフト）を利用して開発した。

　地球規模の環境問題については，地球環境変化

が気候資源及び農業生態系の機能・動態に及ぼす

影響の解明と評価の研究を進めている。温暖化シ

ナリオに基づく我が国の気候変化シナリオを二次

メッシュ上で作製し，気温偏差は平均として北日

本ほど大きくなることが予想される。中国内モン

ゴル東部の砂漢進行地域での微気象観測により，

砂漠における熱・水蒸気の輸送実態を解明した。

気温を外気より2℃高め，CO、濃度を高めた人工

気象室で水稲を栽培し乾物重が全生育期間を通じ

て大きくなり，しかもCO2濃度の高い場合ほど大

きくなることを確かめた。紫外線（UV－B）増加の

植物への影響についてキュウリを用いて実験した

結果，影響が品種によって異なることが明らかに

され，種内での影響の変異の重要性が認識された。

　土壌管理科では，農業生態系を支えている土壌
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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，化学的，生化学的

特性の解明とその制御・利用技術の開発，並びに

土壌資源の保全・管理技術の開発に関する研究を

実施している。

　土壌資源の賦存量の把握に関しては，我が国低

地土の粘土鉱物組成の地域的特徴として，スメク

タイトは東北・北陸地方に多くバーミュキュライ

ト・クロライトは中部及び西日本で多いことを認

め，また，既往の水田土壌分類情報を再編成して，

自然排水条件や排水改良・耕盤管理の難易を考慮

した水田土壌の田畑輪換適性判定表を作製した。

赤黄色土群において風化の進んだ土壌と未熟な土

壌の識別には配向粘土の存否が，同様に黒ボク土

と非黒ボク土では変異陰荷電が，黒ボク土と未熟

黒ボク土ではpHや酸性修酸塩可溶の非晶質物が

有効であることを明らかにした。土壌情報システ

ムの構築に関して，農耕地十壌基本調査事業の土

壌情報システムを用いて強酸性で作物にアルミニ

ウム障害の発現する恐れのある特異的な黒ボク土

の全国分布を明らかにした。また，土壌断面写真

を画像解析することにより，根分布の層位変化や

断面に占める根量等を画像や数値による表示を可

能にした。

　土壌の物理的特性の解明と制御技術の開発に関

しては，土壌中から排出される水量と時間との関

係に対し土壌水運動理論の解析近似解を適用し，

水分拡散係数に基づく流出予測モデルがマサ土等

で実験値と良い一致をみた。黒ボク土中での陰イ

オンの移動は溶液濃度が大きいほど，また，塩化

物イオンが共存すると，移動距離を増すことを明

らかにした。アブラナ科作物のねこぶ病の発生は

根群域土壌の水分が少ないと抑制され，炭酸ガス

濃度が高いと促進され，また，ヒドロキシアルミ

ニュウム堆肥の施用で発病を約5割抑制できた。

水田畑作において耕盤破砕の要否を判定するためF

の基準を提案し，検索フローチャートを作成した。

土壌の化学的特性に関しては，フェノール酸類に

対する粘土の生理活性抑制効果及び触媒効果につ

いて検討し，カオリナイト表面はシリンガ酸に対

して吸着作用を示さず，Fe一カオリナイトとシリ

ンガ酸間の反応は粘土表面の鉄の関与する反応で

あることが示唆された。

　土壌の生化学的特性に関しては，黒ボク土中で

発見された新型ポリアミンのアミノブチルホモス

ペルミジンは年代の古い下層土ほど存在比が高い

こと，さらにポリアミンは根粒菌体内で培地の

pHや浸透圧の変化に応じて補償的に増減するこ

とを見いだした。土壌中のガス状生理活性物質で

あるエチレンについて，微量ガス採取法及び分析

法を開発し，根圏と非根圏のエチレン濃度の差が

確認できた。根圏におけるエチレン濃度は土壌，

作物，生育時期によって変動するが，常に非根圏

よりも低濃度で推移し，植物根に作用する濃度に

達することはなかった。

　土壌有機物に関しては，稲わらに含まれる中性

糖は植物病原菌及び非病原菌のどちらにとって

も，良い栄養源であり，一方稲わら堆肥の中性糖

は微生物の利用しにくい形態に変化していた。ま

た，稲わら堆肥にはカーネーション萎凋細菌病の

増殖を抑制することを認めた。同様の抑制作用を

ニラの新鮮根抽出液にも見られた。北海道の泥炭

土の土地利用による分解度を評価する指標とし

て，粗灰分含量，還元糖割合，リグニンの炭素と

炭水化物の炭素との比，CECが有効であり，また，

無客土で畑作に利用した場合に有機物の分解が著

しく進むことを確認した。水田生態系における炭

素循環量の定量的解析に着手し，荒起こしの土面

には従来の炭酸ガス捕集チャンバーは適さないこ

とがわかった。

　土壌保全関係では，光波式距離測定装置を用い

造成傾斜畑圃場内の土壌移動堆積量を推定する手

法を開発した。精密な3次元座標測量を行って等

高線を作成し，造成時の等高線図と比較すること

によって推定できた。また，造成畑地では勾配と

降雨強度以外に，大型機械の導入による踏圧が雨

水の浸透能を低下させ，表面流出水の増大ととも

に土壌侵食を助長させる大きな要因であることを
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認めた。

　水管管理科では，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。

　水質の特性及び動態に関しては，近年先端産業

分野においてレアメタル等の使用が増加しつつあ

り，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超

微量元素の分析法の検討を行い，希土類元素やト

リウム，ウラニウムの分析法として水酸化鉄共沈

法による濃縮分離後ICP－MSで測定する方法を

確立した。この方法により我が国の主要河川にお

けるこれら元素の天然賦存量と存在パターンを明

らかにした。

　水質指標の確立に関する研究では，人畜の糞便

に由来する腸球菌を計測すれば農業用水の糞便に

よる汚染の有無を判定できることを示した。また，

農業用水の水質を類型化するための検索を九州地

方の用水について実施した。前年度までの調査で

は無機態窒素の主形態がアンモニウムと硝酸に大

別できたが，九州地方の用水の主形態は硝酸で

あった。

　農業生態系のもつ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

析を行った。さらに，農村地域で実施した地下水

水質の調査から平地林が水質浄化機能をもっと推

定される結果を得た。地下水水質の変動に関する

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，筑波地区では浅層地下

水中の無機態窒素の主形態は硝酸であり，深層の

それはアンモニウムであること，一部地域ではア

ンモニウムとリン濃度が地下水層が深くなるほど

濃度が上昇することを明らかにした。また，水田，

畑地等土地利用別に水質変動要因を解明し，これ

を基に水田地帯の地下水の水質変動予測モデルを

作成し，続いて畑地帯におけるモデルの作成を開

始した。これら一連の研究結果から，農村地域の

地下水水質の保全方策としては，良質な地下水を

供給するうえで平地林の保全を図ることが重要で

あり，また，汚染地下水の存在が浅層に限定され

る地域では汚染の深層への拡大を防止するために

深井戸の掘削に際しては細心の注意を払うことが

挙げられる。

　水質保全に関しては水生植物の根圏における窒

素成分の挙動を解明するためアセチレン阻害一ガ

スクロマトグラフ法による脱窒速度の定量法を改

良し，従来法に比較して著しく安定で，高感度，

迅速な方法を確立した。面源由来の汚染質の動態

を把握するため，地表勾配より推定した水移動一

地目連鎖状態を数値化するプログラムを作成し，

特定地域に適用してその連鎖状態を明らかにし

た。耕地からの窒素，リンの発生負荷低減技術の

開発では，畑地におけるマルチ処理が作物の初期

生育の増進，窒素利用率の向上，蒸発散量の増大

に有効に働き，その結果浸透水量の減少によって

窒素溶脱量が減少することを明らかにした。排水

中のリンの除去法として晶析脱リン法に着目し，

その除去機作について検討した。ハイドロキシア

パタイトの生成速度は，他のカルシウム塩と比較

して数倍も遅く，平衡時のリン濃度に比し数百倍

も過飽和であることから反応速度がリン除去能の

制限要因となっていることを明らかにした。

　地球規模の環境問題の一つとして酸性雨がある

が，5年間の長期観測により筑波地区の地表雨の

年平均pH値は4．6－4．8であり，経年的に上昇の傾

向にあること，短期間の観測ではスギ及びヒノキ

の樹幹流のpHと地表50m地点の降雨のpHは，

林外雨及び地表雨のそれより低いことを把握し

た。また，九州地方の農業用水を対象としてその

耐酸性緩衝能を調査し，アルカリ度の大小により

3群に大別できることを明らかにした。

4．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，

並びに微生物・線虫，昆虫・小動物の分類，特性，

生産及び利用に関する調査研究を行っている。各

科における研究実施の概要は以下のようである。
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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。

　農耕地における炭素循環では，土壌呼吸が大き

なパートを占めているが，従来の測定方法には過

大評価の危険性があることが明らかになった。新

測定法の開発に伴って，過去に得られた測定値の

修正，利用法の検討が必要となった。

　作物の光合成・呼吸・光合成産物の分配等に及

ぼす人工酸性雨（pH2．5～3．5）の影響を調査し

た。pH2．5の人工降雨を散布した場合の光合成速

度の低下程度は，インゲン＞ハツカダイコン＞ソ

バの順で，インゲン及びハツカダイコンの光合成

速度がpHの低下にともなって減少し，ソバの光

合成速度はpHが低下してもほとんど変化しな

かった。ハツカダイコン及びインゲンの呼吸速度

はpH2．5でわずかに増加し，ソバではpH3．0及

び2．5で増加した。3種の植物は人工酸性雨に対

して異なった反応を示した。

　人工酸性雨の園芸植物数種に対する影響では，

ベコニアが最も感受性が高く，アカシア，ハナタ

バコ，コブナグサもpH2．0で明瞭な被害がみら

れた。感受性の品種間比較ではベコニアは青い葉

よりも赤い葉が，シソではアオシソよりもアカシ

ソで被害が大きく，感受性に差異がみられた。可

視被害の程度と葉の特徴との間には相関はなかっ

たが，被害が最も大きかったベコニアでは，含水

率，比葉重が最も高いのが特徴であった。

　人工草地の安定性に係わる種の多様性を解析す

るため，オーチャードグラス型草地とホワイトク

ローバ型草地に侵入するイヌビエやメヒシバと牧

草の相互作用の解析を行った。イヌビエは草丈伸

長＋陣地拡大戦略を，メヒシバは主に陣地拡大戦

略をとった。

　中国，内蒙古自治区東部の半乾燥地の砂丘地帯

で，砂漠化にともなって変化する植生の動態を明

らかにする目的で群落調査を行った。過耕作や過

放牧によって砂漢化が進行すると植被によって被

われていた固定砂丘上の植被率が減少し，半固定

砂丘や流動砂丘となる。固定砂丘上ではその指標

植物と言われる。4吻癬吻〃彰磁がみられた。半

固定砂丘になると、4．hαlo46n470nが優先してき

た。裸地にはバイオニアとしての・497加h211％窺

昭媚770s観nが優占することが判明した。

　根から浸出する物質によるアレロパシーと葉な

どの残渣から溶出する物質によるアレロパシーを

選択的に検出できる生物検定法を開発し，180種の

植物についてアレロパシーの検索を行った。根か

らの浸出はムクナ，ナタマメ，カラスノエンドウ，

エンバクなど，葉等の残渣からの溶出はユーカリ，

クリ，プラタナス，セコイヤ，ムクナなどなどで

顕著な活性を認めた。

　非閉鎖系におけるDNA組換えトマトの安全性

評価試験を終了し，組み込んだTMV蛋白の存在

以外は検定したすべての形質，即ち植物体内に含

まれる植物生育阻害物質，根から根圏環境に排出

される植物生育阻害物質，植物体から大気環境中

に放出される有害揮発性物質等はまったく検出さ

れず，組換えトマトと宿主トマトの間に差がない

ことが示された。また非閉鎖系温室で栽培するこ

とによって，新たな有害物質の産生現象は認めら

れなかった。

　微生物管理科では，細菌，真菌，ウイルス，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。

　細菌，真菌，ウイルス及び線虫について，新種

や本邦初記載を含めて多くの報告を行った。ヤマ

モモこぶ病の病原細菌はA6％40別o襯s釧7初8惚

pv．規卿碗であると同定した。またイネ苗の白化

症状の原因細菌について簡易検定法及び抗血清に

より，診断・同定を行った。真菌類については熱

帯果樹類の病原菌の同定と特性解明を行い，レイ

シさび病については新たに冬胞子世代を発見し

た。ウイルスではイネ縞葉枯ウイルス媒介ヒメト

ビウンカの保毒虫体内から病原ウイルスとは異な

るピコルナ様ウイルスを発見した。

　植物有害線虫として重要なネグサレセンチュウ

属及び近縁属の分類の研究を行い，P耀砂16n6h硲

属，ノ也40φhol％s，飾φlo砂1κs属の区別点として，食
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道腺，口唇部，口針節球を調査することにより，

正確な種の同定が可能であることを明らかにし

た。この方法に基づき，7新種，3本邦未記録種

を発見するとともに，それらの国内分布，寄主範

囲及び形態的特徴を明らかにした。この他1新種

をタイ国のトウモロコシから発見し，P詔加on．

知痂Mizukubo　et　al．，1990と命名した。

　特性・機能の関連では，農業生態系における細

菌の検出法として，新たに発光遺伝子を細菌に組

込み，検出利用の可能性の研究に着手した。イネ

もに枯細菌病菌が特異的に産生する色素（Pg－4）

の精製・単離に成功し，化学構造を検討中である。

拮抗性s677認宛菌の拮抗物質の1種は
餌04忽iOS初であることを明らかにし，さらに拮抗

性物質産生遺伝子のクローニングの研究を進めて

いる。葉面細菌の種分化機構を解明するため，葉

面細菌の氷核活性，拮抗性，病原性等の特性発現

に関与する遺伝子の構造解析を行った。イネ縞葉

枯ウイルスの宿主との相互作用を分子レベルで解

明するため，ウイルスの4本のゲノムRNAの内，

外被蛋白をコードしているRNA3の塩基配列の

研究を進めた。

　地球環境の変化に基づく土壌温度，水分等の変

化が土壌微生物相に与える影響についての解明に

新たに着手し，主要微生物の増殖最適温度，温度

幅の調査を実施した。また供試菌株の検出，追跡

のため，抗生物質自然耐性菌の研究，DNAプロー

ブの作成を行った。さらに乾燥化にともなう塩類

集積が土壌微生物に与える影響について調査し

た。

　生態，制御に関連して，キュウリ緑斑モザイク

ウイルスの特性を解明し，弱毒株を作出して，生

物防除の実証試験を実施する段階に達した。

TMV抵抗性組換えトマトについて，TMV以外

のウイルスによる感染を研究する中で，CMV，

PVXともにTMVとの重複感染においては症状

の激化，ウイルス濃度の増加は認められず，組換

え体と非組換え体との間に差は認められなかっ

た。イネ縞葉枯病（RSV）に高感受性の日本型イネ

品種を抵抗性に転換させる技術開発を行い，外被

蛋白をコードしている遺伝子をクローニングし

て，プロモータにつなぎ，エレクトロポレーショ

ン法でイネの形質転換を行った。外被蛋白が発現

している個体はRSVに抵抗性を示した。

　線虫・小動物については従来研究が不十分で

あった昆虫寄生性線虫，土壌生息性小動物に関す

る研究に着手し，その特性，機能に関する研究を

進めている。線虫寄生性出芽細菌については特性

及び利用条件を明らかにし，生物防除へ利用の可

能性をさらに高めた。

　利用では，組換え微生物のPCR法による高感

度検出法及び拮抗物質産生性の指標化の技術開発

に新たに着手し，供試土壌の種類と菌体DNAの

回収率との関連を調査した。また組換え細菌の土

壌中における生存能力は非組換え細菌と差がない

ことが見出された。土壌中のウイルスの正確な検

出法を開発するため，ウイルスの吸着要員の解明

を進めている。放線菌からクローニングしたキチ

ナーゼ遺伝子を用い，遺伝子の構造及び発現の解

析研究を進展させるとともに，クロロ安息香酸分

解菌及び分解遺伝子の解析研究を進めた。根圏に

おける有用機能菌の遺伝子操作を進め，キチナー

ゼ産生力が高い組換え放線菌を作出し，フザリウ

ム菌に対する溶菌効果並びにそのメカニズムを解

明した。組換え微生物の生態系導入に際して，一

層の安全性を確保するため，本来の目的を終了し

た後に自動的に組換え体の生存を停止させるため

のスイサイド遺伝子の開発に着手した。

　微生物利用土壌改良資材の効果判定技術を開発

する研究から，土壌微生物の動態に及ぽす資材の

影響評価には，少なくとも資材置床シリンジカラ

ム法及び土壌呼吸測定による一般微生物に与える

影響評価が必要であることが判明した。

　昆虫管理科では，昆虫の分類・同定，特性の解

明と管理技術の開発を目的に研究を行っている。

　分類では，ヤガ科幼虫の大臆の鋸歯の数は，キ

ヨトウ類では齢期の進行にともなって減少し，老

熟幼虫では特異な形態になることを明らかにし

た。この形態はキヨトウ類に共通の特徴であり，

共通の祖先種に由来するグループと考えられる。
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ヒメバチ科，アメバチモドキ属のP70s孟ho406客s亜

属は日本から1種のみ記録されていたが，9種を

明らかにした。また種の判別に雄交尾器の形態の

みが用いられていたが，卵巣内卵の形と表面構造

も種の判別に有効なことを明らかにした。花粉媒

介昆虫ハナバチ類の訪花活動を調査し，訪花頻度

が高い植物群はキク科＞マメ科＞アブラナ科＞バ

ラ科の4種で，これらが80％の訪花数を占めた。

訪花選好性の傾向から，単訪花選好性，狭訪花選

好性及び広訪花選好性の3グループに分けられ

た。

　行動では，コナガ成虫の飛翔能力，寿命につい

て，3世代飼育虫までは野生虫とほぼ同等の能力

を示す飼育条件，即ち春・秋季は5／20℃変温，夏

季は20～25℃の定温が適当であることを明らかに

した。近年カメムシ類の増加と農作物の被害が問

題視されている。カメムシ類の行動解析のため誘

引性調査を行い，ミナミアオカメムシ等の誘引性

を明らかにした。

　ウリ科作物の害虫ウリキンウワバの性フェロモ

ンは3成分で，シスー5一デセニルアセテート，シス

ー7一ドデセニルアセテート，シスマードデセノール

であることを明らかにした。この3成分を含む合

成性フェロモンは野外試験で強い誘引力が確認さ

れ，本害虫の行動研究用試料，発生消長調査用ト

ラップの開発，防除のための製剤開発等に利用で

きる。国内数地帯産チャハマキフェロモンの個体

別抽出，分析及び定量を行い，産地間差異を明ら

かにした。

　天敵に関しは，ダイズ害虫ホソヘリカメムシの

卵寄生蜂ヘリカメクロタマゴバチは寄主の認知の

ために寄主卵表面の化学物質を利用していると考

えられる結果を得た。アブラムシ類等の補食性天

敵タサカゲロウ類5種の累代飼育法を研究し，代

替餌としてヒラタコクヌストモドキ卵を使用し

て，共食いの影響を軽減した簡便かつ安定的な累

代飼育・増殖法を確立した。天敵としての特性評

価及び利用法の研究への利用が期待できる。クリ

タマバチの導入寄生蜂チュウゴクオナガコバチと

在来寄生蜂クリマモリオナガコバチは形態的に識

別不能な近縁種であるが，野外での発育経過に顕

著な差があり，秋季の両個体群の踊の着色程度，

発育経過によって識別が可能である。アブラナ科

野菜の大害虫コナガの導入寄生蜂jD宛礁g規α

6％66zoφhα8πはコナガの2～4齢幼虫に寄生する

有力天敵である。本寄生蜂は若齢幼虫に寄生させ

ると次世代の性比が著しく雄に偏り，老齢幼虫に

寄生させた場合には死亡が多く増殖率が低下し

た。本寄生蜂の効率的な増殖法の開発が必要であ

る。

　個体群動態では，マメアブラムシの北海道産個

体群は短日条件下で有性世代が出現する完全生活

環境型であったが，和歌山県産は有性世代が出現

しない不完全生活環型で，種の分化が起こってい

た。草本性作物の栽培面積と日本への導入時期，

またこれを加害する害虫の寄主範囲を調査して分

析した。作物の導入時期と害虫種数には有意な相

関はみられなかったが，栽培面積と害虫種数には

有意な相関がみられた。作物に対する害虫群集の

付随期間が長いほど，食性の特殊化が進んでいた。

侵入害虫群集は土着害虫群集に比べて広食性で

あった。単位面積当たりのキャベツの栽培密度が

高くなるほどコナガ，モンシロチョウ，タマナギ

ンウワバ，アブラムシ類等の害虫及び天敵の株当

たり数は減少した。全国のアメダスデータから有

効積算温量を計算し，各地点毎の昆虫の年間発生

回数と発生時期を予測するプログラムを開発し

た。これを用いて非休眠性害虫のハスモンヨトウ

等について，わが国の気温が一律に2℃上昇した

場合の越冬可能地域と年間発生世代数の変化を推

定した。

5．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，農用資材（農薬，肥料，土壌改良

剤等）の特性・動態・管理，農内外廃棄物の農業

への利用，並びに作用機構未解明元素の動態に関

する調査研究を行っている。

　農薬動態科では，農業環境資源の一つである農

薬の特性の解明と機能の評価，農業生態系の構成
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要素としての環境生物の動態の解明，農薬の生物

影響，及び農薬の環境中での動態の解明に関する

研究を行っている。

　農薬の特性の解明では，抗いもち剤プロベナ

ゾール処理によりイネ体内でフェニルアラニンア

ンモニアリアーゼ（PAL）の活性が上昇する機構

を生化学的に解析した結果，薬剤処理区のイネで

は菌の感染後1日目にPALのmRNAが増加す

ることを見いだした。PALの遺伝子は複数個あ

り，すでに構造を決定した遺伝子GP－1とは異な

る遺伝子GP－28を新たに単離し，全塩基配列を決

定した。両遺伝子によりコードされるタンパクの

アミノ酸配列は75％の相同性を有していたが，プ

ロモーター領域の塩基配列はかなり異なってい

た。

　殺虫剤に関しては，昆虫体内に侵入した異物を

認識・解毒する機能を持つ薬物結合性タンパクの

特性を有機リン剤感受性および抵抗性ニカメイガ

を用いて調べ比較した結果，抵抗性の発達は薬物

結合タンパクの増加によることが明らかになっ

た。生体防御酵素の一種である昆虫グルタチオン

S一トランスフェラーゼとその基質である農薬等

の分子との相互作用をフロンティア電子密度によ

り解析し，基質原子中で最低空軌道電子密度が大

きい炭素原子の位置でグルタチオン抱合が起こる

ことが解明された。

　植物生理活性物質ジベレリン（GA）の植物体内

での動態を研究するため，イネ，ニンジン等細胞

培養系の利用を検討し，細胞培養系でのGAの代

謝から無傷植物での代謝を予測できることを明ら

かにした。またカボチャ未熟種子でGAの生合成

系における重要な酵素であるC－20位炭素の酸化

酵素を精製・単離した。

　環境生物の動態では，組換え植物の野外利用の

ため，マーカー遺伝子としてグルクロニダーゼを

タバコに導入し，次世代のタバコでの導入遺伝子

の安定性を確認した。組換え植物体内での遺伝子

の挙動を知るため，カナマイシン耐性遺伝子を導

入したタバコについて2～3世代後に，ウエスタ

ンブロット法によりタンパクの検出を試みたとこ

ろ，芽生えからは検出されたが，成植物葉からは

検出できなかった。

　農薬の生物影響に関しては，各種薬剤の微生物

細胞膜に及ぼす影響をNMRを用いて解析した。

その結果イオノホアとSH阻害剤の一部は膜の

水透過性を著しく高め，膜成分生合成阻害剤は高

濃度でのみ膜の水透過性をわずかに高めることが

示され，水の緩和時間を指標としたこの方法は薬

剤の作用機構の研究に応用できることが明らかに

なった。

　農薬の連用が土壌微生物に及ぼす影響を知るた

め，4年間PCNBを連用した土壌について微生

物相を調べたところ，初年目に処理したクロルピ

クリンの影響による放線菌の抑制が4年目にもみ

られた。また，群馬県のキャベツ畑の土壌での

PCNBの残留量を調べた結果の，薬剤の消失の程

度は，斜面の位置，土壌の種類により異なること

がわかった。

　殺虫剤抵抗性に関して，コナガの微生物殺虫剤

（BT剤）に対する抵抗性出現を確認し，このよう

な抵抗性が，BT剤の系統により交さするものと

しないものとがあること，累代飼育により抵抗性

の程度が低下することが明らかになった。ワタア

ブラムシの有機リン剤抵抗性発現には，アリエス

テラーゼの加水分解活性の関与はほとんどなく薬

剤結合活性のみが確認され，カーバメート剤抵抗

性では標的酵素（アセチルコリンエステラーゼ）

の感受性の低下が関与していることが明らかに

なった。殺菌剤耐性に関して，イネ馬鹿苗病菌の

エルゴステロール合成阻害剤（EBI剤）耐性の圃

場での発生機構を解明するため，圃場で採取した

菌糸及び胞子のトリフルミゾールに対する感受性

を調べた結果，最小生育阻止濃度は両者で異なる

ことがわかった。

　農薬の環境中での動態解明については，土壌の

還元条件下で起こる除草剤ベンチオカーブの脱塩

素反応によるイネのわい化が，落水通気あるいは

添加剤によって抑制されることを明らかにした。

さらに除草剤中に含まれているわい化防止作用を

持つ添加物質BNA2377の化学構造を決定し，こ
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の物質がアルカリ性条件及び土壌中で速やかに分

解消失することを明らかにした。

　低沸点死亡族塩素化合物の作物における吸収を

調べる手法を検討し，これらの化合物が蒸発しや

すいため経根吸収と茎葉からの気体吸収とを分離

する必要があることがわかった。水中での光分解

を調べた結果，蒸留水中での分解のピータは250

nmであったが，光増感物質アセトンの添加によ

り，分解のピークは長波長側にシフトし，300nm

以上で分解がみられた。

　農薬の地下水への流動を新潟県中魚沼郡で調査

した。6層からなる川岸段丘でその上部に畑があ

り，散布された農薬は，畑土壌及び畑下側の土砂

溜で検出されたが，湧水，井戸水からは検出され

なかった。農薬標準物質150種についてGC－MS

における保持時間及びスペクトルのデータベース

を作成した。このライブラリーを用い，地下水中

の各種農薬の微量分析を行うことが可能となっ

た。

　肥料動態科では，肥料等の成分の特性の解明と

機能の評価及びこれら成分の環境中の動態解明と

制御技術の開発，農耕地における物質循環の制御

技術の開発，並びに農業生産活動が生態系変化に

及ぼす影響の解明と評価等に関する研究を分担実

施している。

　肥料等の形態と肥効については，石灰窒素中の

石灰の効果を明らかにするため，45Caで標識した

炭酸カルシノウム，カルシウムシアナミド，及び

酸化カルシウムを合成し，土耕ポット栽培したコ

マツナによる45Caの吸収利用率を調べた結果，カ

ルシウムシアナミドで8．3％，酸化カルシウムで

8．0％となり，石灰窒素に含まれるこれらの化合物

のカルシウムは，ほぼ同じ割合で利用されること

が分かった。炭酸カルシウムにおいてもほぼ同程

度の利用率であった。またリン資材の原子炉によ

る直接標識化技術の開発に関しては，中性子照射

がリン酸塩の溶解性に及ぼす影響を検討した。

　廃棄物の農業への利用については，肥料中のレ

アメタル類の6元素の同時定量法を確立し，汚泥

を発生源別に分析した結果，食品工場汚泥のレア

メタル含量は少ない傾向が認められ，し尿処理汚

泥はビスマスを顕著に多く含み，下水汚泥はビス

マス，アン「チモンを多く含む特徴を認めた。また

畜舎汚水処理装置に使用されたオガクズや土壌に

集積したリンの層位別含有量，形態及び関連酵素

活性などを明らかにした。作用機構未解明元素の

動態に関しては，ベリリウムの添加濃度を10段階

に変えて水耕栽培した水稲幼植物の生育は，0．5

mg／1では対照区のほぽ50％に低下し，20mg／1

で生育は停止し，30mg／1以上では枯死した。水稲

体のベリリウム濃度も水耕液のベリリウム濃度の

上昇につれて高まった。

　肥料等の成分の環境中における動態解明と制御

技術の開発では，NMRを用いた解析により，水稲

に吸収されたケイ酸は導管中で重縮合を起こして

いる可能性が示唆され，葉表面に沈着しているケ

イ酸の3つの形態を推定した。また3種類の土壌

を供して，水溶態と交換態の希土類元素を分別定

量した結果，その濃度範囲はpptからppbレベル

で広範な値をとり，希土類元素の総量に対する両

形態の割合は非常に低く，両形態の合計量につい
　　　　　、
てもほとんど1％以下であった。

　農耕地における物質循環の制御技術では，微生

物資材の効果判定法の開発に関連して，10L容の

反応試験槽を試作し，イナワラに対して4種類の

資材及び牛ふん堆肥を供試して検討した結果，イ

ナワラ分解に伴う試作槽の温度上昇は微少熱量計

のデータ及び微生物の計数値データと一致した。

二酸化炭素の発生量は温度上昇に対応して増加し

た。

　生体組織内の元素の動態を解析するため蛍光X

線元素マッピ営グ装置を植物（セイヨウミヤコグ

サ小葉を供試）に適用し，！．28mm四方程度の微

小領域における元素分布を無侵襲的，経時的に観

察するとともにマッピング画像データの処理技術

を開発した。ここでは，マンガンを0．4％添加した

土壌で栽培した植物で，マンガンの集積部位には，

カルシウムも多い傾向が認められた。また魚鱗は

コラーゲンくタンパク質）に富む資源であるにも

かかわらず溶解し難い故に有効利用を阻まれてい
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るが，水田ほかの土壌からゴラーゲン分解能をも

つ好気性微生物を探索した結果，つくば市桜川の

水田土壌により単離純化された3種株の細菌は，

好気的条件下で分解産物であるヒドロキシプロリ

ンを溶離することが判り種も同定された。

　農業生産活動が生態系変化に及ぼす影響の評価

に関しては，耕地から揮散する亜酸化窒素量の直

接測定法について検討し，連続自動測定装置を開

発した。この装置を用いてオープンチャンバー法に

より，スギ林地からの亜酸化窒素揮散量を測定し

た。測定値を降雨日と非降雨日に分けて解析する

と，それぞれ平均気温との間に高い正の相関が認

められ，得られた相関式と気象データから，年間

の揮散量の推定法を示した。また，低濃度オゾン

の長期暴露が水稲の生育収量，養分吸収に及ぼす

影響について，窒素あるいはケイ酸の栄養条件と

の関連での検討を行った。



II．平成元年度研究課題

1．研究課題一覧

課題

番号
　〔研究問題〕
研　　究　　課　　題 予算区分 研究機関 研　究　分　担 担　当　者

1　農業上問題となる環境要因の体系

的解明

〔1〕農業生産関連生物と環境要因の

相互作用の解明

（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）・ 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） 田～成～（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（3）

4 4　大気汚染が作物の物質生産 公害防止 継6！～2 環境資源・気象生態研 矢　島　正　晴

に及ぼす影響の定量的解析（4） 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（5）

6 6　大気汚染の影響評価のため 公害防止 継62～2 環境資源・大気保全研 小林和　彦
のデータ解析と表示法の開発

（6）

（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

7 1　作用機構末解明元素の賦存 経常 完58～元 資材動態・微量要素研 後　藤　重　義

量の実態把握（7）

8 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 大　嶋　秀　雄

環境中における分布とその変
動（8）

9 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（9）

10 4　レアメタル類の動態及び生 公害防止 継63～2 資材動態・廃棄物研 川　崎　　　晃

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 新　井　重　光

動の実態調査（10）

！1 5　レアメタル類の動体及び生 公害防止 継元～3 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

態機能に及ぼす影響の解明 羽　賀　清　典

一野菜における吸収と生体機 川　崎　　　晃

能への影響一（11）

12 6　作用機構未解明元素の動態 経常 継2～5 資材動態・微量要素研 後　藤　重　義

と可給性発現機構の解明（拗 斉　藤　貴　之

13 7　作用機構未解明元素の生物 経常 経2～5 資材動態・微量要素研 後　藤　重　義

活性の解明（13） 斉　藤　貴　之
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課題

番号
　〔研究問題〕
研　　究　　課　　題 予算区分 研究機関 研　究　分　担 担　当　者

II農業環境生物の特性の解明と管
理・利用技術の開発

〔1〕微生物等の特性の解明と制御法

の開発

（1）細菌及びウイルスの特性の解

明と分類・同定法の確立
！4 ・1・植物ウイルスの理化学的性 経常 完62～8 環境生物・土微分類研 福　本　文　良

状の解明一遺伝子組み換え体 （元） （生物研） 美濃部　侑　三

の作製とその機能と構造の解
明（1の

15 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 バテイク〕 福　原　真　実

した防除技術の確立（1り

16 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

17 4　イネ縞葉枯ウイルス変異株 大型別枠〔生態 継元～10 環境生物・土微分類研 鳥　山　重　光

出現と宿主の相互作用（m 秩序〕 福　原　真　実

18 5　イネ縞葉枯ウイルスの 大型別枠〔生態 継元～10 環境生物・土微分類研 鳥　山　重　光

RNAポリメラーゼの純化と 秩序〕 （国立遺伝研） 石　浜　　　明

特性解析（1④

19 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（19 畔　上　耕　児

田部井　英　夫

20 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

菌の同定伽） 畔　上　耕　児

福　田　徳　治

21 8　植物寄生性細菌の生理的特 経常 継 環境生物・寄生菌研 松　田　　　泉

性と感染・発病機構の解明⑳ EB～63～〈3） 佐　藤　　　守

佐　藤　善　司

（福井県立短大） 岡　本　　　博

22 9　葉面微生物の種分化機構の 大型別枠〔生態 継2～4 環境生物・寄生菌研 佐　藤　　　守

解明吻 秩序〕

23 10土壌伝染性ウイルスの検出 経常 2～5 環境生物・土微分類研 鳥　山　重　光

手法の開発㈲ 岡　部　郁　子

24 11鞭毛菌類の特性の解明と分 経常 完58～元 環境生物・特性分類研 佐　藤　豊　三

類基準の確立㈱ 大久保　博　人

25 12不完全菌類の特性の解明と 経常 完58～元 環境生物・特性分類研 佐　藤　豊　三

分類基準の確立㈲ 大久保　博　人

26 13作物糸状菌病の診断及び病 一般別枠〔情報 完62～元 環境生物・特性分類研 浜　屋　悦　次

原同定⑯ 処理〕

大久保　博　人

佐　藤　豊　三

27 14植物寄生糸状菌の生理的特 経常 継 環境生物・寄生菌研 佐　藤　善　司

性と発病機構の解明伽 器～儘～〈3） 佐　藤　　　守

（中国農試） 仲　川　晃　生

（2）土壌微生物の特性・機能の解

明と分類基準の確立
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課題

番号
　〔研究問題〕
研　　究　　課　　題

予算区分 研究機関 研　究　分　担 担　当　者

28 1　土壌微生物生態系における 経常 完62～元 環境生物・土微生態研 河　本　征　臣

植物寄生性細菌の特性ならび ’土　屋　健　一

に機能発現の解明㈲ 長谷部　　　亮

（生物研） 鈴　木　孝　仁

（北農試） 本　間　善　久

29 2　土壌生態系における放線菌 経常 継58～元 環境生物・土微利用研 宮　下　清　貴

の特性の解明㈲ ～（4）

30 3　放線菌の菌体外酵素生産に 大型別枠〔生物 継63～2 環境生物・土微利用研 宮　下　清　貴

おける生物情報GO） 情報〕 藤　井　　　毅

沢　田　泰　男

31 4　土壌に生息する下等菌類の 経常 継2～7 環境生物・土微分類研 岡　部　郁　子

特性解明と分類②1）

32 5土壌微生物の機能発現と生態 経常 継2～6 環境生物・土微生態研 河　本　征　臣

の解明幽 土　屋　健　一

長谷部　　　亮

33 6　耕地土壌における微生物相 一般別枠〔地球 継2～7 環境生物・土微生態研 長谷部　　　亮

の変動解明㈹ 環境〕 河　本　征　臣

34 7　土壌微生物の動態解析技術 特研〔微生物資 継元～3 環境生物・土微生態研 河　本　征　臣

の開発團 材〕 土　屋　健　一

長谷部　　　亮

（3）微生物の安定的長期保存法の

開発

35 1　糸状菌の安定的長期保存法 経常 継61～2 環境生物・特性分類研 大久保　博　人

の標準可G5） 佐　藤　豊　三

田部井　英　夫

（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

36 1　ネグサレセンチュウ類の分 経常 継61～2 環境生物・線・動物研 水久保　隆　之

類・同定法の確立⑯ 西　沢　　　務

37 2　テイレンクス亜科線虫の分 経常 継61～4 環境生物・線・動物研 水久保　隆　之

類Gの・

38 3　トゲワセンチュウ類の分 経常 継2～4 環境生物・線・動物研 皆　川　　　望

類・同定法の確立闘 吉　田　睦　浩

39 4　昆虫寄生性線虫の分類及び 経常 継元～5 環境生物・線・動物研 吉　田　睦　浩

生態の解明㈲

40 5　シスト線虫に対する誘引・ 大型別枠〔生態 継元～4 環境生物・天敵生物研 志　賀　正　和
ン

忌避物質の分離・同定㈹ 秩序〕 （委託：北海道大学〉 福　沢　晃　夫

（5）微生物，線虫及び土壌小動物

の制御法の開発

41 1　土壌微生物の相互作用の解 経常 継59～元 環境生物・土微利用研 沢　田　泰　男

明㈹

42 2　桔抗微生物の遺伝子解析幽 一般別枠〔根圏 継61～2 環境生物・土微生態研 河　本　征　臣

環境〕 土　屋　健　一

（生物研） 鈴　井　孝　仁

（東北大） 羽　柴　輝　良

43 3　微生物利用による地域主要 バイテク〔地域 継62～3 環境生物・土微生態研 河　本　征　臣

病害虫の防除技術の開発⑬ バイテタ〕 土　屋　健　一

（生物研） 鈴　井　孝　仁
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　“〔研究問題〕

研F　究　　課　　題 予算区分 研究機関 研　究　分　担 担　当　者

44 4　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

の特性と桔抗機構の解明㈲ 環境〕

45 5　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㈲ 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

46 1　植物ウイルスの検出手法⑯ バイテク〔安全 完62～元 環境生物・土微分類研 鳥　山　重　光

性評価〕 福　原　真　実

岡　部　郁　子

47 2　植物ウイルスの検出手法 バイテク〔安全 完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〕 （委託二日植防研） 匠　原　監一郎

ローナル抗体の作製と利用㈲
’

48 3　植物ウイルスの土壌中での バイテク〔安全 完63～元 環境生物・土微分類研 鳥　山　重　光

消長㈹ 性評価〕 福　原　真　実

岡　部　郁　子

49 4　有用土壌細菌の検出手法 バイテタ〔安全 完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〕 河　本　征　臣

ローナル抗体の作製と利用㈲ （委託二日植防圏） 匠　原　監一郎

（生物研） 鈴　井　孝　仁

50 5　土壌微生物へのDNAプ バイテク〔安全 完62～元 環境生物・土微利用研 宮　下　清　孝

ローグ法の利用㈹ 性評価〕

51 6　植物寄生細菌の植物及び土 バイテク〔安全 完63～元 環境生物・寄生菌研 松　田　　　泉

壌中での生息状況61） 性評価〕

52 7　有用土壌細菌の消長働 バイテタ〔安全 完63～元 環境生物・土微生態研 土　屋　健　一

性評価〕 河　本　征　臣

（生物研） 鈴　井　孝　仁

53 8　Pseudomonas属細菌等に バイテク〔安全 完63～元 環境生物・寄生菌研 佐　藤　　　守

おける供与DNAの転移性63） 性評価〕

54 9　温度感受性及び特定栄養要 総合研究〔組換 継63～2 環境生物・土微分類研 福　本　文　良

求付与技術に関する研究励 えDN『A〕

55 10　スーサイドプラスミドの開 総合研究〔組換 継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

56 11組換え遺伝子の伝達及び伝 総合研究〔組換 継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岡 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

57 12染色体導入による組換え遺 総合研究〔組換 継63～2 環境生物・寄生菌研 佐　藤　　　守

伝子の安定化技術の開発に関 えDNA〕 （委託：大阪大学） 大　嶋　泰　治

する研究働

58 13TMV抵抗性組換えトマト 経常 継元～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

の確認鯛

〔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

59 1　有用機能菌の探索と動態の 一般別枠〔根圏 継61～2 環境生物・土微利用研 沢　田　泰　男

解明㈲ 環境〕 加藤邦彦＊
＊〔草地試〕

（2）微生物の有効利用法の開発
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番号
　〔研究問題〕
研　　究　　課　　題

予算区分 研究機関 研　究　分　担 担　当　者

60 1　畑土壌バイオマスの養分代 一般別枠〔根圏 継61～2 環境生物・（科長） 高　橋　廣　治

謝・集積機能の評価㈹ 環境〕 （委託二山口大学） 丸　本　卓　哉

61 2　高分解能菌株の増殖及び機 公害防止 継61～元 環境生物・土微利用研 宮　下　清　貴

能向上技術㈱ 小　川　直　人

沢　田　泰　男

62 3　分解微生物の分類，同定及 公害防止 完62～元 環境生物・特性分類研 畔　上耕　児

び保存㈱ 福　田　徳　治

田部井　英　夫

（3）微生物の生理活性物質の探索 後期実施

と利用法の開発 済み

〔3〕昆虫の特牲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

63 1　鱗翅目（大蛾類幼虫）の分類 経常 継 環境生物・昆虫分類研 吉　松　慎　一

学的研究㈹ 駆～硯～〈4）

64 2　膜翅目の分類学的研究㈹ 経常 継63～4 環境生物・昆虫分類研 小　西　和　彦

松　村　　　雄

65 3　双翅目昆虫相の解明㈲ 経常 継63～4 環境生物・昆虫分類研 松　村　　　雄

（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 継元～3 環境生物・個体群研 矢野栄二＊
動態に及ぼす影響の解析㈹ 大　戸　謙　二

山　村　光　司

＊〔科技庁〕

67 2　成虫工一ジ構成に基づく生 大型別枠〔生態 継元～4 環境生物・個体群研
、

矢　野　栄　二

存曲線の推定㈲ 秩序〕 井　村　　　治

森　本　信　生

大　戸　謙　二

68 3　昆虫個体群の簡易密度調査 経常 止 環境生物・個体群研 矢　野　栄　二

法の確立㈹ 61～63～（2）

（元）

69 4　昆虫における多型決定機構 大型別枠〔生態 継元～4 環境生物・個体群研 釜　野　静　也

の生態遺伝学的解析働 秩序〕 井　村　　　治

（委託：岡山大学） 中　筋　房　夫

70 5　昆虫における種内変異と個 大型別枠〔生態 継元～4 環境生物・個体群研 釜　野　静　也

体群動態（70） 秩序〕 井　村　　　治

（委託二京都大学） 久　野　英　二

71 6　種個体群の変異性に関する 経常 継63～3

　　へ
環境生物・個体群研 森　本　信　生

研究㈲ 釜　野　静也
72 7　害虫の発生変動の解明と予 一般別枠〔地球 継2～7 環境生物・個体群研 井　村　　　治

測（72） 環境〕 森　本　信　生

大　戸　謙　二

73 8　被食者一補食系の変動の解 一般別枠〔地球 継2～7 環境生物・個体群研 井　村　　　治

明⑬ 環境〕 （委託二筑波大学） 藤　井　宏　一

74 9　アリモドキゾウムシの繁殖 応用研究 継元～3 環境生物・個体群研 井　村　　　治

システムに関する基礎的研究 環境生物・天敵生物研 志　賀　正　和

㈹ （近畿大学〉 杉　本　　　毅
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（3）昆虫の行動特性の解明と制御

技術の開発

75 1　行動制御物質の超微量定量 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㈲ 情報〕 杉　江　　　元

野　口　　　浩

76 2　種内交信物質によるシロイ 大型別枠〔生態 継元～4 環境生物・昆虫行動研 野　口　　　浩

チモジョ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㈲

77 3　ハナバチ類の社会構造の解 大型別枠〔生態 継元～4 環境生物・昆虫行動研 松　村　　　雄

明㈲ 秩序〕 （委託二島根大学） 前　田　泰　生

78 4　鳥類の集団ねぐらの空間分 大型別枠〔生態 継元～4 環境生物・天敵生物研 志　賀　正　和

布と機能の解明㈱ 秩序〕 （委託二北海道東海大学） 竹　中　　　践

79 5　タバコガの性フェロモン成 経常
、、ノ　　ー

早兀 環境生物・昆虫行動研 杉　江　　　元

分と誘引力㈲ 野　口　　　浩

川　崎　健次郎
（東大） 田　付　貞　洋

（茨城園試〉 中　垣　至　郎

80 6　鱗翅目昆虫の飛翅行動解明 経常 継元～4 環境生物・昆虫行動研 白　井　洋　一

㈱

81 7　ホソヘリカメムシのダイズ 経常 継元～3 環境生物・昆虫行動研 法橋信彦
パッチ選択㈹

（4）天敵生物の特性解明と利用法

の開発

82 1　成虫工一ジ推定法の開発と 大型別枠〔生態 継元～4 環境生物・天敵生物研 志　賀　正　和

その適用圃 秩序〕 野　田　隆　志

83 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

⑬

84 3　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

85 4昆虫の生体の防御機構の解明 大型別枠〔生物 継63～2 環境生物・天敵生物研 志　賀　正　和

一包囲化阻止機構　㈲ 情報〕 （委託二東京学芸大学） 北　野　日出男

86 5　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⑯ 情報〕 （委託二埼玉医大） 和　合　治　久

87 6　ヘリカメクロタマゴバチの 経常 継元～5 環境生物・天敵生物研 野　田　隆　志

成長・発育機構㈱

88 7　農業環境研究における原子 原子力 継2～9 環境生物・天敵生物研 志　賀　正　和

炉利用技術の開発と利用の拡

大に関する研究一アタチバブ

ルトレーサーによる天敵研究

技術の確立㈱

〔4〕植生の生態的特性の解明と管
〆

理・利用技術の開発

（1）植生の構造と生態的機能の解

89

明
1
　 組換えトマトの生理的及び 経常 継元～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
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番号
　〔研究問題〕
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go 2　人口酸性雨が農作物等の生 公害防止 継元～3 環境生物・植生生態研 佐　藤　光　正

理的機能に及ぼす影響解析働 宇佐美　洋　三

小　泉　　　博

91 3　農作物等の耐酸性評価と指 公害防止 継元～3 環境生物・保全植生研 堀　江　秀　樹

標植物の類型化⑲1） 根　本　正　之

92 4　植物における生態型の分化 経常 継2～8 環境生物・植生生態研 小　泉　　　博

と環境適応の解明働 佐　藤　光　政

93 5　リン酸とアルミニュウムに 経常
、、ノ　　ー

早兀 環境生物・保全植生研 堀　江　秀　樹

対する応答の雑草種間差⑬ 根　本　正　之

（2）植生の生態系保全機能の解明

94 1　耕地生態系における物質循 経常 継63～4 環境生物・植生生態研 小　泉　　　博

環の変動機構の解明團 宇佐美　洋　三

佐　藤　光　政

95 2　土壌一作物系における炭素 一般別枠〔地球 継2～7 環境生物・植生生態研 小　泉　　　博

循環過程の動態解明⑯ 環境〕 宇佐美　洋　三

佐　藤　光　政

96 3　環境変化に伴う土壌一作物 一般別枠〔地球 継2～7 環境生物・植生生態研 小　泉　　　博

系における炭素循環過程の変 環境〕 宇佐美　洋　三

動の予測⑯ 佐　藤　光　政

97 4　農地生態系の安定性に寄与 経常 継63～3 環境生物・保全植生研 根　本　正　之

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

解析働

（3）他感染物質の検索と機能の解

明

98 1　他感物質の検索手法の開発 経常 完59～元 環境生物・他感物質研 藤　井義　晴
鯛 浅　川　征　男

99 2　アレロパシー植物の検索と 大型別枠〔生態 継元～10 環境生物・他感物質研 藤　井義　晴
作用機構の解明働 秩序〕 渋　谷　知　子

浅　川　征　男

100 3　アレロパシー物質の構造解 大型別枠〔生態 継元～4 環境生物・他感物質研 浅　川　征　男

析とその合成（100） 秩序〕 ～（10〉 （委託二京都大） 小清水　弘　一

101 4　ムクナの他感作用の識別と 経常 完62～元 環境生物・他感物質研 藤井　義　晴
機能の解明（！0！） 浅　川　征　男

102 5　農耕地雑草に含まれる他感 経常 継元～3 環境生物・他感物質研 澁　谷　知　子

物質の検索と種間差（102） 浅　川　征　男

（4）植生の管理・利用技術の開発

103 1　エニシダの他感作用とその 経常 完63～元 環境生物・保全植生研 根　本　正　之

植生遷移に及ぼす影響（103） 堀　江　秀　樹

104 2　荒廃した農耕地の復元過程 経常 継元～3 環境生物・植生生態研 宇佐美　洋　三

における植生の変化の解析 小　泉　　　博
（104）

佐　藤　光　政

105 3　半乾燥地における植生動態 総合研究〔砂漠 継元～3 環境生物・保全植生研 根　本　正　之

に関する研究（105） 化〕

106 4　土壌に添加された植物体残 経常
、、ノ　　ー

早兀 環境生物・保全植生研 堀　江　秀　樹

渣由来のリン有効性（106） （野菜・茶試〉

（5）水生植物等の管理・利用技術

の開発
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107 1　水生植物の水質浄化特性 経常 完60～元 環境資源・水質特性研 藤　井　國　博
（107）

岡　本　玲　子

山　口　武　則

皿　化学物質等の環境保全的利用技術

の開発

〔1〕農薬及び肥料等の特性と動態の

解明・

（1）殺菌剤の特性と動態の解明

108 1　微生物細胞膜における殺菌 大型別枠〔生物 継63～2 資材動態・殺菌動態研 吉　田　　　充

剤の認識・耐性機構（108） 情報〕 行　本　峰　子

（2）殺虫剤の特性と動態の解明

109 1　昆虫体内侵入異物に対する 大型別枠〔生物 継63～2 資材動態・殺虫動態研・ 昆　野安彦
酵素の認識機構（109） 情報〕 資材動態・（科長） 宍　戸　　　孝

！10 2　脂肪族塩素化合物の作物に 公害防止 継63～4 資材動態・殺虫動態研・ 升　田　武　夫

おける吸収と生体機能への影

響の解明（110）

111 3　低沸点殺虫剤等の水中から 経常 継2～3
　の

資材動態・殺虫動態研 升　田　武　夫

の蒸発制御（111）

（3）除草剤の特性と動態の解明

112 1　芳香族塩素化合物の微生物 公害防止 完60～元 資材動態・除草動態研 石　坂　眞　澄

分解（！12） 腰　岡　政　二

山　田　忠　男

113， 2　種々の土壌条件下における 経常 継61～2 資材動態・除草動態研 山　田　忠　男

除草剤の動態（113） 腰　岡　政　二

石　坂　眞　澄

114 3　ダイオキシン等芳香族塩素 経常
、、’　　一

一畢兀 資材動態・除草動態研 腰　岡　政　二

化合物の光分解（114） 山　田　忠　男

石　坂　眞　澄

（4）肥料等の多量成分の特牲と動

態の解明

115 1　畑土壌における肥料成分の 一般別枠〔情報 完60～元 資材動態・多量要素研 尾　和　尚　人

動態予測（115） 処理〕 加　藤　直　人

116 2　原子炉によるリン資材の直 原子力 継63～4 資材動態・多量要素研 加　藤　直　人

接標識化技術の開発とその利 尾　和　尚　人

用（116）

117 3　アイソトープの野外利用に 原子力 継元～5 資材動態・多量要素研 加　藤　直　人

よる施肥リンの動態の解明 尾　和　尚　人
（117）

118 4　安定同位体利用によるけい 経常 完61～元 資材動態・多量要素研 尾　和　尚　人

酸質肥料の肥効発現機構の解 伊　藤　　　治

明（118）

（5）肥料等の微量成分の特性と動

態の解明

ll9 1　肥料中の微量元素の動態 経常 完58～元 資材動態・微量要素研 後藤　重　義
（119）

120 2　土壌一水系における金属類 重点基礎〔金属
、、ノ　　ー一＾

早兀 資材動態・微量要素研 後　藤　重　義

の挙動と流出機構の解明 の挙動〕

（120）
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121 3　土壌環境における微量元素 経常 継2～5 資材動態・微量要素研 後　藤　重　義

の動態と可給性（121）

〔2〕農業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

122 1　芳香族塩素化合物解菌の改 公害防止 完60～元 資材動態・除草動態研 山　田　忠　男
良（122） （委託二名古屋大学） 鍬　塚　昭　三

123 2　土壌害虫，線虫制御へのRI 原子力 継62～2 資材動態・殺虫動態研 昆　野安　彦
利用（123） 資材動態・（科長） 宍　戸　　　孝

124 3　塩素化合物分解遺伝子の解 経常
、、ノ　　ー

早兀 資材動態・除草動態研 石　坂　眞　澄
析（124） 腰　岡　政　二

山　田　忠　雄

小　川　直　人

宮　下　清　貴

125 4　農薬分解遺伝子の解析 経常
、、ノ　　ー一一

早兀 資材動態・除草動態研 腰　岡　政　二
（125）

石　坂　眞　澄

山　田　忠　男

資材動態・殺菌動態研 南　　　栄　一

（カナダ・カルガリ大） 井　上　雅　文

（2）肥料等の動態制御・管理技術

の開発

126 1　輪換田における窒素動態と 経常 完63～元 資材動態・多量要素研 尾　和　尚　人

水稲による窒素吸収（！26） （福井県農試） 森　川　峰　幸

127 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
（127）

（3）農業内外廃棄物の利活用技術

の開発

128 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 羽　賀　清　典

農用資材としての評価一りん 川　崎　　　晃

の形態変化と再利用一（128） 新　井　重　光

129 2　有機性廃棄物由来重金属類 重点基礎〔金属
、、’　　一

早兀 資材動態・廃棄物研 羽　賀　清　典

の水系への移行機構の解明 の挙動〕 川　崎　　　晃
（129） 新　井　重　光

130 3　廃棄合成資材の劣化促進 経常 完62～元 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光
（130）

羽　賀　清　典

川　崎　　　晃

131 4　各種資材の土壌微生物活性 経常 完62～元 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

に及ぼす影響評価（！31） 羽　賀　清　典

川　崎　　　晃

132 5　有機物分解促進効果判定技 特研〔微生物資 継元～3 資材動態・多量要素研 尾　和　尚　人

術の開発一化学測定による効 材〕 （山梨県農試） 小　林　厚　子

果判定技術の開発一（132）

133 6　微生物熱量計による非破壊 特研〔微生物資 継元～3 資材動態・廃棄物研 川　崎　　　晃

測定技術の開発（133） 材〕 羽　賀　清　典

新　井　重　光
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134 7　生体組織内元素動態の解析 総合研究〔生体 継元～2 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

技術の高度化（134） 非破壊〕 羽　賀　清　典

川　崎　　　晃

（4）農薬活性の利活用技術の開発

135 1　非殺菌性病害防除物質の構 経常 完62～元 資材動態・薬剤耐性研 片　桐　政　子

造活性相関（135）

136 2　植物生理活性物質ジベレリ 経常 継61～3 資材動態・除草動態研 腰　岡　政　二

ンの動態研究（136） 山　田　忠　男

石　坂　眞　澄

137 3　ラジオバイオテクノロジー 原子力 完62～2 資材動態・薬剤耐性研 田　中　喜　之

利用による除草剤抵抗性作物 （元）

の作出（B7）

138 4　植物の有用成分の産生調節 経常 完62～元 資材動態・薬剤耐性研 田　中　喜　之

技術の開発（138）

139 5　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 ～（2）　‘

アーゼの活性化機構の解明
（139）

140 6　イネPAL遺伝子の発現調 バイテク〔バイ 継元～3 資材動態・殺菌動態研 南　　　栄　一

節機構の解明（140） テク育種〕 （生物研） 田　中　喜　之

141 7　シベレリンの生合成酵素及 総合研究〔個別
、、ノ　　ー

早兀 資材動態・除草動態研 腰　岡　政　二

びそのDNAのクローニング 重要〕

の研究（141）

　　　、〔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

142 1　灰色かび病菌のベンゾイミ 特研〔薬剤抵抗 完62～元 資材動態・殺菌動態研 行　本　峰　子

ダゾール耐性の生化学的機構 性〕 吉　田　　　充

の解明（142） 南　　　栄　一

143 2　薬剤抵抗性の発生メカニズ 特研〔薬剤抵抗 完62～元 資材動態・薬剤耐性研 浜　　　弘　司

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（143） 宍　戸　　　孝

144 3　薬剤抵抗性の発生メカニズ 特研〔薬剤抵抗 完62～元 資材動態・殺虫動態研 昆　野安彦
ムの解明一ピレスロイド剤及 性〕 升　田　武　夫

び有機リン剤抵抗性コナガ 資材動態・薬剤耐性研 宍　戸　　　孝
（！44〉

145 4　薬剤抵抗性の開発一有機リ 特研〔薬剤抵抗 完63～元 資材動態・薬剤耐性研 浜　　　弘　司

ン剤抵抗性・耐性病害虫に対 性〕 片　桐　政　子

する打破剤のデザイン（145） 資材動態・殺虫動態研 昆　野安彦
資材動態・（科長） 宍　戸　　　孝

146 5　ニカメイガ，イネごま葉枯 特研〔薬剤抵抗
、、ノ　　ー

早兀 資材動態・薬剤耐性研 浜　　　弘　司

れ病菌等に対する抵抗性，耐 性〕 片　桐　政　子

性打破剤の効力試験（146） 資材動態・殺虫動態研 昆　野安　彦
資材動態・（科長） 宍　戸　　　孝

147 6　コナガの微生物殺虫剤抵抗 経常 継元～3 資材動態・薬剤耐性研 浜　　　弘　司

性の特性の解明（147） 鈴　木　　　健
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148 7　ワタアブラムシにおける薬 経常 継元～5 資材動態・薬剤耐性研 浜　　　弘　司

剤抵抗性の発現機構の解明 鈴　木　　　健
（148）

149 8　イネごま葉枯れ病菌の有機 経常 継2～4 資材動態・薬剤耐性研 片　桐　政　子

リン剤耐i生の特性解明（149）

150 9　昆虫グルタチオンS一トラ 大型別枠〔生物 継63～2 資材動態・薬剤耐性研 浜　　　弘　司

ンスフェラーゼによる異物認 情報〕 鈴　木　　　健

識機構（150） 資材動態・殺虫動態研 昆　野安彦
資材動態・（科長） 宍　戸　　　孝

（2）農業生体系における薬剤の安

定性の解明

151 1　農薬の水生環境における動 経常 完62～元 資材動態・農薬管理研 金　澤　　　純

態と生物への影響（151） 鈴　木　隆　之

152 2　脂肪族塩素化合物の農業環 公害防止 継63～4 資材動態・農薬管理研 鈴　木　隆　之

境中における動態の解明 金　澤　　　純
（152）

153 3　農薬の地下水における流動 経常 継2～3 資材動態・農薬管理研 飯　塚　宏　栄
（153）

154 4農薬の植物体における動態と 経常 継2～3 資材動態・農薬管理研 飯　塚　宏　栄

生理への影響　（154）

155 5　クロルピクリン及び 経常 継62～3 資材動態・殺菌動態研 行　本　峰　子

PCNBの土壌微生物に及ぼ
す影響の解明（155）

（3）薬剤の総合管理技術の開発

156 1　殺菌剤による作物の薬剤解 経常 継62～元 資材動態・殺菌動態研 行　本　峰　子

析手法の開発（156） ～（3） 吉　田　　　充

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・解祈手法の開発

（1）リモートセンシング手法の開

発

157 1　リモートセンシング手法に 経常 継58～2 環境管理・隔測研 山　形　与志樹

よる資源評価法の開発と適用 斎　藤　元　也
（！57） 山　田　康　晴

環境管理・（科長） 秋　山　　　侃

環境管理・生物情報研 芝　山　道　郎

158 2　アセアン地域における農業 総合研究（ア 継 環境管理・隔測研 斉　藤　元　也

生産力把握手法の開発（158） セ・リモ） 61～63～（2） 山　田　康　晴

山　形　与志樹

環境管理・（科長） 秋　山　　　侃

環境管理・生物情報研 芝　山　道　郎

森　永　慎　介

環境管理・情報処理研 斉　藤　滋　隆

石　田　憲　治

古　谷　憲　孝
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159 3　各種データによる農業環境 経常 継元～5 環境管理・隔測研 山　形　与志樹

資源の動態解明手法の開発 斉　藤　元　也
（159）

山　田　康　晴

（2）生物情報計測手法の開発

160 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〕 環境管理・（科長） 秋　山　　　侃
発（160） 環境管理・隔測研 山　形　与志樹

16！ 2　小地域を対象とした総合モ 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〕 環境管理・（科長） 秋　山　　　侃
（161） 環境資源・気象生態研 矢　島　正　晴

162 3　植物ストレス情報センシン 経常 継元～5 環境管理・（科長） 秋　山　　　侃

グ手法の開発（162） 環境管理・生物情報研 芝　山　道　郎

森　永　慎　介

163 4　植物三次元計測手法の開発 経常 継63～3 環境管理・生物情報研 芝　山　道　郎
（163） 環境管理・（科長） 秋　山　　　侃

環境管理・生物情報研 森　永　慎　介

（3）アイソトープ利用等効率的高

精度分析法の開発

164 ！　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 吉　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（！64）

165 2　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（165）

166 3　濃縮安定同位体によるアク 経常 完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
（166）

167 4　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（167）

168 5　農耕地における新野外RI 原子力 継元～5 環境管理・分析法研 小　山　雄　生

トレーサー技術の開発（168）

169 6　バックグラウンドレベルK 原子力
、、’　　一

早兀 環境管理・分析法研 結　田　康　一

一40トレーサー法の開発（169）

（4）数理的解析手法の開発

170 1　時間的・空問的プロセスの 経常 継58～4 環境管理・数理解析研 山　田　一　茂

数理解析法と予測モデルの開 山　村　光　司

発（170）

171 2　農業生態系の要素間の相互 経常 継58～4 環境管理・数理解析研 山　田　一　茂

作用の数理解析法とシステム 山　村　光　司

モデルの開発（171）

172 3　イネウイルス媒介昆虫 一般別枠〔情報 完60～元 環境管理・数理解析研 山　田　一　茂
（172） 処理〕 山　村　光　司

（5）統計的解析手法の開発
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173 1　生物特性の変動解析におけ 経常 完61～元 環境管理・調査計画研 鵜　飼　保　雄

る実験計画手法の適用（173）

174 2　植物集団における特性の世 経常 完61～元 環境管理・調査計画研 鵜　飼　保　雄

代間変動の統計的解析（174）

175 3　植物微細形態の画像解析手 経常 継元～4 環境管理・調査計画研 三　中　信　宏
法の開発（175）

176 4　生物情報の数量的分類理論 経常 継2～5 環境管理・調査計画研 三　中　信　宏

の開発（176）

（6）情報処理手法の開発

177 1　分散型データベースの構 経常 継元～5 環境管理・情報処理研 齋　藤　滋　隆

築・利用手法の開発（177） 村　上　陽　子

古　谷　憲　孝

178 2　広域農業環境情報の量的把 経常 継元～4 環境管理・情報処理研 齋　藤　滋　隆

握手法の開発（178） 村　上　陽　子

古　谷　憲　孝

（7）環境情報の管理手法の開発

179 1　農業環境に係わる小規模情 経常 完58～元 環境管理・情報シス研 守　谷　茂　雄

報管理モデルシステムの開発 鈴　木　大　助
（179）

180 2　ネットワークを利用した環 経常 継2～4 環境管理・情報シス研 遠　藤　　　勲

境情報の収集・管理手法の開

発（180）

〔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

181 1　我が国農業生態系における 経常 完63～元 環境管理・環境動態研 袴　田　共　之

台地から低地へのリンの流れ
（181）

182 2　牛久招流域における有機物 経常 継63～4 環境管理・環境動態研 松　本　成　夫

循環の評価（182） 袴　田　共　之

183 3　大気汚染の長期・低濃度広 公害防止 継62～2 環境管理・環境動態研 松　本　成　夫

域影響評価法の開発　影響評 袴　田　共　之

価のためのデータベースの整
備（183）

（1）物質・エネルギーの動態の予

測法と制御技術の開発

184 1　接地気層内での物質・エネ 経常 完61～元 環境資源・気象特性研 原　薗　芳　信

ルギーの変換輸送特性の解明 林　　陽生＊
（184） （農研センター） 川　島　茂　人

＊〔四国農試〕

185 2　風洞実験による地上風系の 特研〔やませ霧〕 継元～3 環境資源・気象特性研 原　薗　芳　信

メッシュ化と霧の動態予測へ

の利用（185）

186 3　屋上緑化による微気象制御 経常
、、’　　一

．甲・兀 環境資源・気象特性研 原　薗　芳　信

と利用法の開発（186）

187 4　スギ花粉症の飛散量分布の 経常
、、ノ　　ー

早兀 環境資源・気象特性研 川　島　茂　人
把握（187）
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〔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1生

の解明

188 1　環境生物群の相互関連性の 経常 継61～8 環境管理・植生動態研 守　山　　　弘
解明（188） 原　田　直　國

井　手　　　任

（2）各種環境生物群の制御技術の

開発

189 1　クサカゲロウの増殖，生存， 特研〔天敵生物〕 継63～2 環境生物・天敵生物研 志　賀　正　和

捕食能力向上（189）

190 2　多食性天敵昆虫の人口卵等 特研〔天敵生物〕 継63～2 環境生物・天敵生物研 志　賀　正　和

による増殖と害虫の防除技術
の開発（！90）

191 3　農作物の害虫に対する主要 公害防止 継2～6 環境生物・天敵生物研 志　賀　正　和

鳥類の捕食機能の解明（191）

V　環境資源の維持と保全機能の増進

技術の開発

〔1〕農業環境資源の賦存量の定量的

把握と資源情報システムの構築

（1）土壌資源の賦存量の把握と土

壌情報システムの構築

192 1　土壌粘土の生成・分布と評 経常 継60～2 環境資源・土壌生成研 草　場　　　敬

価q92） 天　野　洋　司

193 2　年代を異にする火山灰土中 経常 継59～2 環境資源・土壌生成研 太　田　　　健

の微量元素の分布把握q93） 天　野　洋　司

194 3　地中探査レーダーによる深 経常 継62～2 環境資源・土壌生成研 草　場　　　敬

層土のリモートセンシング 天　野　洋　司
（194）

195 4　画像解析による土壌断面特 経常 継元～3 環境資源・土壌生成研 草　場　　　敬

性の評価法の開発（195） 天　野　洋　司

196 5　1CP－Masによる土壌中の 重点基礎〔金属
、、ノ　　ー』

早兀 環境資源・土壌生成研 太　田　　　健

微量金属類の定量手法の開発 の挙動〕 天　野　洋　司
（196）

197 6　非黒ボク土中のりんの資源 経常 継元～3 環境資源・土壌生成研 天　野　洋　司
的評価（197）。 太　田　　　健

198 7　黒ボク土の識別基準（198） 経常 継62～2 環境資源・土壌生成研 天　野　洋　司

草　場　　　敬

199 8　農耕地の土壌有機物賦存量 経常 完59～元 環境資源・土壌有機研 井ノ子　昭　夫

と変動の解析（199）

200 9　大縮尺圃場管理情報システ 経常 完62～元 環境管理・環境立地研 松　森　堅　治

ムの作成と利用伽0〉 徳　留　昭　一

201 10放射化分析による火山灰土 原子力 継2～4 環境資源・土壌生成研 太　田　　　健

の微量元素の定量と土壌生成 天　野　洋　司

機構の解明（201）

202 11土壌情報システムによる農 経常 継2～4 環境資源・土壌調査研 小　原　　　洋

耕地土壌特性の解析（202）
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203 12世界の土壌・植物系のおけ 経常 継元～6 環境管理・分析法研 結　多　康　一

るハロゲン元素の含量レベル

と動態の解明（203）

（2）土壌資源の調査・分類・図示

法の確立

204 1　微地形・土壌分布に基づく 水田畑作 完62～元 環境資源・土壌調査研 三　土　正　則

水田の汎用化可能性分岐法の 大　塚　紘　雄

確立と適地判定法の策定 小　原　　　洋
（204）

205 2　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（205） 三　土　正　則

206 3　モノリス収集土壌の分類同 経常 完62～元 環境資源・土壌調査研 小　原　　　洋

定（206） 三　土　正　則

207 4　農耕地土壌の簡易分類同定 経常 完62～元 環境資源・土壌調査研 小　原　　　洋

システムの開発（207） 大　塚　紘　雄

208 5　鉱物組織に基づく機能的土 経常 継63～4 環境資源・土壌調査研 山　田　一　郎

壌分類体系の確立（208） 八田珠郎＊
三　土　正　則

＊〔熱研〕

209 6　農耕地土壌分布類改善のた 経常 継元～2 環境資源・土壌調査研 三　土　正　則

めの土壌断面データの収集 大　塚　紘　雄
（209）

210 7　熱帯林破壊による土壌変動 地球環境〔熱帯 継2～6 環境資源・土壌調査研 三　土　正　則

に関する観測研究（210） 林〕 山　田　一　郎

小　原　　　洋

（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

211 1　農業水質問題解明のための 経常 止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 （元） 津　村　昭　人
（211） 山　崎　慎　一

212 2　農耕地排水の水質変動要因 経常 継元～5 環境資源・水質特性研 山　口　武　則

の解明（212） 岡　本　玲　子

藤　井　國　博

213 3　農業用水の類型化一類型化 経常 継元～3 環境資源・水質特性研 山　口　武　則

のための指標の検索一（213） 岡　本　玲　子

藤　井　國　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

214 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（214） 奥　山　富　子

横　沢　正　幸

215 2　アメダス・データの基づく 一般別枠〔情報 完60～元 環境資源・気象特性研 川　島　茂　人

局地気象の推定法（215） 処理〕 原　薗　芳　信

（5）耕・草地のバイオマス資源量

の把握
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216一 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　　　酪
成（216） オマス〕 奥　山　富　子

横　沢　正　幸

217 2　気象変化に伴う生物資源分 大型別枠〔バイ 継63～2 環境資源・気候資源研 清　野　　　諮

布変動の評価（217） オマス〕 （委託二お茶の水大） 内　嶋　善兵衛

〔2〕土壌資源の特性の解明と管理指

針の策定

（1）土壌の科学的特性の解明と制

御技術の開発

218 1　土壌生態系における土壌粘 経常 継元～5 環境資源・コロイド研 秋　山　　　豊

土の機能の解明（218） 谷　口　義　雄

219 2　植物由来化合物と粘土鉱物 重点基礎〔土壌
、、グ　　ー

早兀 環境資源・コロイド研 秋　山　　　豊

との相互作用の解明（219） 生態機能〕 谷　口　義　雄

220 3　高分解能クロマトグラ 経常 継61～2 環境資源・土壌有機研 菅　原　和　夫

フィー利用による土壌有機物

の特性解明（220）

221 4　土壌一水系における金属類 重点基礎〔金属
、、声　　一

早兀 環境管理・分析法研 小　山　雄　生

の挙動と溶出機構の解明 の挙動〕

（221）

（2）土壌の物理的特性の解明と制

御技術の開発

222 1　畑土壌における水・熱系の 経常 完59～元 環境資源・土壌物理研 遅　沢　省　子

定量的把握（222） 岩間秀矩＊
長谷川　周　一

＊〔草地試〕

223 2　土壌構造の評価・改良手法 経常 完59～元 環境資源・土壌物理研 加　藤　英　孝

の研究（223）

224 3　畑地根圏土壌の物理的特性 経常 環境資源・土壌物理研 遅　沢　省　子

に関する研究（224） 長谷川　周　一

225 4　根圏における微生物胞子と 一般別枠〔根圏 継61～2 環境資源・土壌物理研 遅　沢　省　子

ガスの移動特性の解明（225） 環境〕 長谷川　周　一

226 5　根圏環境の診断技術の開発 一般別枠〔根圏 継63～2 環境資源・土壌物理研 遅　沢　省　子

一土壌構造機能からみた診断 環境〕 長谷川　周　一

技術の開発（226）

227 6　作物根機能向上と土壌病害 一般別枠〔根圏 継63～2 環境資源・土壌物理研 遅　沢　省　子

抑制のための根圏物理環境制 環境〕 長谷川　周　一

御技術の開発（227）

228 7　根の吸水能の診断技術 一般別枠〔根圏 継63～2 環境資源・土壌物理研 長谷川　周　一
（228） 環境〕

229 8　水田成層土壌の物理的機能 水田畑作 継62～元 環境資源・土壌物理研 加　藤　英　孝

の評価法の開発と水田汎用化 長谷川　周　一

可能性分級への適用（229）

230 9　土壌分類型別の水移動の解 水保全管理 継63～5 環境資源・土壌物理研 長谷川　周　一

明（230） 加　藤　英　孝

231 10水保全機能向上のための土 水保全管理 継2～5 環境資源・土壌物理研 遅　沢　省　子

壌改良・管理技術の開発（231） 長谷川　周　一
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232 11　フェノール性化合物等天然 重点基礎〔土壌
、、’　　一

早兀 環境資源・土壌物理研 遅　沢　省　子

有機化合物の団粒安定化作用 生態機能〕

の評価（232）

（3）土壌の生化学的特性の解明と

制御技術の開発

233 1　土壌の浄化機能を活用した 経常
、、’　　一

早兀 環境資源・土壌生成研 原　田　靖　生

汚水の処理法（233） 藤　原　伸　介

大　谷　　　卓

234 2　植物由来生理活性アミンの 重点基礎〔土壌
、、ノ　　ー

早兀 環境資源・土壌生化研 藤　原　伸　介

検索ならびに土壌微生物に及 生態機能〕 原　田　靖　生

ぼす影響解明（234）

235 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・（部長） 鈴　木　　　皓
（235） 環境〕 （委託二茨城大学） 相　田　徳三郎

236 4　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（236） 環境〕 藤　原　伸　介

原　田　靖　生

237 5　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（237〉 原　田　靖　生

238 6　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（238） 原　田　靖　生

239 7　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
（239）

240 8　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 菅　原　和　夫

性と動態の解明（240） 環境〕

241 9　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（241）

242 10　土壌生態系に関与する生理 経常 継元～5 環境資源・土壌有機研 竹　中　　　眞

活性有機物質群の解明（242） 菅　原　和　夫

243 11植物由来糖質の土壌伝染性 重点基礎〔土壌
、、’　　一

早兀 環境資源・土壌有機研 菅　原　和　夫

植物病原菌に対する影響評価 生態機能〕

（243）

（4）土壌変化の予測と管理指針の

策定

244 1　圧縮による下層土のち密化 経常 壱
兀 環境資源・土壌保全研 眞　弓　洋　一

と回復の条件（244） 冊励 日　笠　重　喜

245 2　農耕地の耐酸性緩衝能 公害防止 継元～3 環境資源・土壌保全研 眞　弓　洋　一
（245） 日　笠　重　喜

〔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

246 1　衛生細菌を指標とした農業 経常 継元～5 環境資源・水質特性研 岡　本　玲　子

用排水の汚染評価（246） 山　口　武　則

藤　井　國　博

247 2　畑地帯地下水水質の季節変 公害防止 継61～2 環境資源・水質特性研 藤　井　國　博

動（247） （委託二茨城農試） 平　山　　　力
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248 3　畑地管理が地下水水質に及 公害防止 継62～2 環境資源・水質特性研 藤　井　國　博

ぼす影響（248） 岡　本　玲　子

山　口　武　則

249 4　水田地帯地下水水質の季節 公害防止 継61～2 環境資源・水質動態研 山　崎　慎　一

変動（249） 津　村　昭　人

250 5・水田管理が地下水水質に及 公害防止 継62～2 環境資源・水質動態研 山　崎　慎　一

ぼす影響（250） 津　村　昭　人

川　島　博　之

251 6　集落内地下水水質の季節変 公害防止 継61～2 環境資源・（科長） 藤　井　國　博

動（251） （委託二千葉農試） 高　崎　　　強

252 7　特定負荷源の地下水水質へ 公害防止 継62～2 環境管理・影響調査研 神　田　健　一

の影響評価（252） 陽　　　捷　行

253 8　土地利用，立地別の地下水 公害防止 継元～2 環境資源・水質特性研 藤　井　國　博

水質の変動要因の解明（253〉

254 9　汚濁物質の土壌中における 公害防止 継61～2 環境資源・水質動態研 山　崎　慎　一

挙動一農耕地土壌（254） 津　村　昭　人

川　島　博　之

255 10　平坦地における水の動態 公害防止 継61～2 環境資源・（科長） 藤　井　國　博
（255） （委託：埼玉農試） 山　口　幹　周

256 11地下水水量，水質変動予測 公害防止 継元～2 環境資源・水質動態研 川　島　博　之

手法の検討（256）

257 12地下水の水質保全方策の検 公害防止 単2 環境資源・水質特性研 大　嶋　秀　雄

討（257）

（2）気候資源の特性の解明と合理

的利用指針の策定

258 1　利用可能水量把握のための 水保全管理 継63～3 環境資源・気候資源研 清　野　　　諮

アメダス，地表面情報の利用 奥　山　富　子

技術の開発（258） 横　沢　正　幸

〔4〕農業生態系の環境保全機能の定

量的把握と維持・増進技術の開発

（1）土・水保全機能の定量的把握

と維持・増進技術の開発

259 1　農地における土壌侵食・移 経常 継63～2 環境資源・土壌保全研 谷　山　一　郎

動量の計測手法の開発（259）． 眞　弓　洋　一

日　笠　重　喜

260 2　土壌侵食およびその環境影 経常 継元～3 環境資源・土壌保全研 谷　山　一　郎

響についての予測技術の開発 眞　弓　洋　一
（260）

（2）水質浄化機能の定量的把握と

維持・増進技術の開発

261 1　農業環境における底質と水 経常 継63～4 環境資源・水質動態研 津　村　昭　人

質の相互作用の解明（261） 山　崎　慎　一

262 2　汚染質の動態・収支解析の 経常 継元～5 環境資源・水質保全研 竹　内　　　誠

ための手法開発（262）

263 3　土壌生物浄化機能活用によ 経常 完59～元 環境資源・水質保全研 中村好男＊
る水質浄化技術の開発（263） ＊〔東北農試〕

264 4　低コスト・効率的排水処理 経常 継元～5 環境資源・水質保全研 竹　内　　　誠

技術の開発（264）
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265 5　耕地からの窒素，りん発生 経常 継2～5 環境資源・水質保全研 竹　内　　　誠

低減技術の開発（265）

266 6　水生植物一底泥系による水 経常 継2～4 環境資源・水質保全研 戸　田　任　重

質浄化機構の解析とその利用
（266）

267 7　農村地区に適した雑排水処 経常 継2～3 環境資源・水質動態研 川　島　博之
理法の検討（267）

（3）快適性機能の定量的把握と変 後期実施

動予測手法の開発 済み

（4）公益的機能の総合評価手法の

開発

268 1　農業生産と農業環境に果た 経常 継62～5 環境管理・植生動態研 井　手　　　任

す農用林業植生の機能の解析 守　山　　　弘

と評価（268） 原　田　直　国

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

〔1〕合理的土地利用システム策定の

ための環境資源の総合的予測・評

価手法の開発

（1）農業環境資源の機能の総合的

予測・評価手法の開発

269 1　リモートセンシングによる 経常 継 環境管理・資源計量研 福　原　道　一

環境資源管理台帳の作成 田～B～〈3） 岡　本　勝　男
（269）

270 2　リモートセンシングによる 水保全管理 継63～3 環境管理・資源計量研 福　原　道　一

表層土壌水分量の評価手法の 岡　本　勝　男

開発（270）

271 3　荒漠環境における農業資源 経常 完63～元 環境管理・資源計量研 福　原　道　一

のリモートセンシングによる 岡　本　勝　男

評価（271）

272 4　農林業の土地利用連鎖系に 水保全管理 継63～4 環境管理・環境立地研 松　森　堅　治

おける水保全機能の評価手法 今　川　俊　明

の開発（272） 徳　留　昭　一

273 5　農地機能の総合的評価手法 経常 継元～5 環境管理・環境立地研 石　田　憲　治

の開発（273）

274 6　環境因子データの取り扱い 特研〔多面的機 　ン継元～2 環境管理・環境立地研 石　田　憲　治

処理法（274） 能〕 徳　留　昭　一

（2）物質・エネルギーの動態総合

的予測・評価手法の開発

275 1　農業生態系の動態システム 経常 継58～4 環境管理・環境動態研 松　本　成　夫

モデル化とそれによる総合的 袴　田　共　之

評価手法の開発（275）

（3）生物の機能の総合的評価手法

の開発

276 1　農用林等農耕地周辺の植生 経常 継58～5 環境管理・植生動態研 原　田　直　国

の動態の把握（276） 井　手　　　任

守　山　　　弘
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（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

277 1　農業生態系における物質循 経常 継59～4 環境管理・影響調査研 神　田　健　一

環の変動予測と評価（277） 陽　　　捷　行

278 2　都市化による農業環境の変 経常 完59～元 環境管理・影響調査研 神　田　健　一

化の解明と予測（278） 陽　　　捷　行

（5）農業立地からみたニヒ地資源の

評価手法の開発

279 1　混住化地域における環境立 経常 継62～3 環境管理・環境立地研 松　森　堅　治

地特性の把握手法の開発 徳　留　昭　一
（279）

（6）農村景域の計測・評価手法の

開発

280 ！　農林地の構造とその機能に 経常 継62～3 環境管理・農村景域研 横　張　　　真

対する評価の解析（280） ～（7）

281 2　混住化地域における景域保 経常 完63～元 環境管理・農村景域研 田　中　　　隆

全に関する基礎的研究（28！）

282 3　農村地域におけるアメニ 経常 継63～4 環境管理・農村景域研 網　藤　芳　男

ティ維持機能の心理的評価手 ～（6）

法の開発（282）

283 4　農村のもつ居住快適性の客 特研〔多面的機 継元～3 環境管理・農村景域研 横　張　　　真

観的評価手法の開発（283） 能〕

〔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

284 1　農村の湿地環境の変化に伴 重点基礎〔水辺
、、ノ　　ー

早兀 環境管理・植生動態研 守　山　　　弘

う水辺昆虫の生態変動の解明 昆虫〕 原　田　直　國
（284） 井　手　　　任

環境管理・影響調査研 陽　　　捷　行

八　木　一　行

環境生物・昆虫分類研 松　村　　　雄

吉　松　慎　一

小西　和　彦
（2）農村景域の管理・保全指針の 後期実施

策定 済み

VII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）大気組織の変化の農業生態系

への影響の評価と対応技術の開

285

発
1
　
高 二酸化炭素濃度大気が作 経常 継59～5 環境資源・気象生態研 矢　島　正　晴

物の生理・生態に及ぼす影響 竹　澤　邦　夫

の解明（285） 川　方　俊　和
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286 2　CO，濃度上昇と気候変化に 一般別枠〔地球 継2～7 環境資源・気象生態研 矢　島　正　晴

伴う農作物の生長変動予測手 環境〕 （委託二京都大） 堀　江　　　武

法の開発（286）

287 3　耕地生態系における大気汚 経常 継59～5 環境資源・大気保全研 野　内　　　勇

染質の動態の解明（287）

288 4　二酸化炭素高濃度大気の耕 経常 継63～5 環境資源・大気保全研 小林和　彦
地生態系への影響の解明 野　内　　　勇
（288〉

289 5　農業生態系における大気汚 経常 継62～4 環境管理・影響調査研 八　木　一　行

染質の動態の解明と評価 陽　　　捷　行
（289）

290 6　大気汚染被害に及ぼす栄養 公害防止 継62～2 資材動態・多量要素研 伊　藤　　　治

条件等の影響（290） 尾　和　尚　人

291 7　地表面から揮散する窒素化 公害防止 完62～2 資材動態・多量要素研 尾　和　尚　人

合物量の計測手法の開発 （元）

（291）

292 8　各種林地より揮散する窒素 公害防止 継元～3 資材動態・多量要素研 尾　和　尚　人

化合物量の推定法の開発 環境資源・大気保全研 細　野　達　夫
（292）

293 9　人工酸性降雨チャンバーを 公害防止
、、ノ　　ー

早、兀 環境資源・大気保全研 野　内　　　勇

用いた実験手法の確立（293） 小林和　彦
294 10　人口酸陛雨による農作物等 公害防止 継元～3 環境資源・大気保全研 野　内　　　勇

の生理・病理学的特性の解明 細　野　達　夫
（294）

295 11降水の酸性化予測と生態系 経常 継元～10 環境資源・水質特性研 山　口　武　則

影響評価手法の開発（295） 岡　本　玲　子

藤　井　國　博

296 ！2農業環境の耐酸性緩衝機能 公害防止 継元～3 環境資源・水質特性研 山　口　武　則

一農業用水の耐酸性緩衝能 岡　本　玲　子
（296） 藤　井　國　博

297 13紫外線（UV－B）の植物の生 経常 継元～5 環境資源・大気保全研 野　内　　　勇

長及び生理生化学的影響の解 小林和　彦
明（297）

（2）気象変化の農業生態系への影

響の評価と対応技術の開発

298 1　広域気候変化の農業生態系 経常 継59～5 環境資源・気象特性研 原　薗　芳　信

への影響解明と予測法の開発 （一般別枠〔地球 ～（7） （農研センター） 川　島　茂　人

一大気一農耕地における 環境〕）

CO、ガス収支の動態解明
一（298）

299 2　環境変化に伴う大気　農耕 経常 継2～7 環境資源・気象特性研 原　薗　芳　信

地におけるCO2ガス収支の （一般別枠〔地球

変動予測（299） 環境〕）

300 3　大気微量気体の大気・海洋 経常 継2～11 環境資源・気象特性研 原　薗　芳　信

中濃度・組成の変動に関する （地球環境〔熱帯

観測的研究（300） 林〕）
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301 4　気候変化による農業気候資 経常 継59～5 環境資源・気候資源研 清　野　　　害谷

源の地理的・季節的変化の解 ～（7〉 奥　山　富　子

明（301） 横　沢　正　幸

302 5　半乾燥植生地域における微 総合研究〔砂漠 継元～3 環境資源・気象特性研 原　薗　芳　信

気象および植物の生理生態機 化〕

能の調査測定（302）

303 6　海象の農業気象への影響 一般別枠〔地球 継2～7 環境資源・気候資源研 清　野　　　酪
（303） 環境〕 （委託：東北大） 花　輪　公　雄

304 7　環境変化が土壌に及ぼす影 一般別枠〔地球 継2～7 環境資源・土壌保全研 坂　西　研　二

響の解明（304） 環境〕 眞　弓　洋　一

305 8　環境変化が土壌有機物の消 一般別枠〔地球 継2～7 環境資源・土壌有機研 竹　中　　　眞

長に及ぼす影響の解明（305） 環境〕 原　田　靖　生

〔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

306 1　土壌ならびに作物中の降下 原子力 継58～ 環境管理・分析法研 駒　村　美佐子

放射性核種の分析および研究 結　田　康　一
（306） 小　山　雄　生

307 2　土壌の種類と農作物によ 原子力 継元～5 環境管理・分析法研 小　山　雄　生

る137Csなどの長半減期放射 駒　村　美佐子

性核種の挙動の解明に関する
研究（307）

（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

308 1　地表から揮散する硫黄化合 公害防止 継62～4 環境管理・影響調査研 神　田　健　一

物量の計測手法の開発（308） 八　木　一　行

陽　　　捷　行

309 2　農業生態系から発生する亜 経常 継63～4 環境管理・影響調査研 陽　　　捷　行

酸化窒素の動態解明とその制

御技術（309）
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●特別研究

天敵生物

多面的機能

微生物資材

やませ霧

有用天敵生物の機能向上と新害虫防除技術の開発

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牲と作物の障害発生機作の解明

●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命研究

●一般別枠研究

根圏環境　　　　　　　根圏環境の動態解明と制御技術の開発

地球環境　　　　　　　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の開発

●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）

●地域バイテク（地域バイオテタ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

●バイテタ（バイオテタノロジー関係プロジェタト研究）

バイテタ植物育種　　　バイテタ植物育種に関する総合研究

植物DNA　　　　　　植物DNAの塩基配列解明に関する研究

アセスメント手法　　　組換え体の生態系導入のためのアセスメント手法の開発

●ジーンバンク（農林水産省ジーンバンタ事業）

微生物バンタ　　　　　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

●公害防止（国立機関公害防止等試験研究）

地下水　　　　　　　　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

広域大気汚染

先端産業

湿原生態系

野生鳥獣

●地球環境研究

紫外線

メタン・亜酸化窒素

炭素循環

技術評価

スギ林

酸性降下物

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

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

野生鳥獣による農林産物被害防止等を目的とした個体群管理手法及び防止技術に関する研究

紫外線増加が農作物に及ぼす影響の評価に関する研究

メタン・亜酸化窒素の放出源及びその放出量の解明に関する研究

農業生態系における炭素循環系の定量的解析に関する研究

農業関連分野の温室効果ガスアナリス，対策技術探索，個別技術評価に関する研究

・スギ林における酸性降下物の動態解明と影響予察に関する研究

酸性降下物の農業生物に及ぼす影響に関する研究

●地球科学（海洋開発及び地球科学技術調査研究）

熱帯林　　　　　　　　熱帯林地域における諸環境の変動に関する観測研究

地球温暖化　　　　　　地球温暖化の原因物質の全球的挙動とその影響等に関する観測研究

●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）

　　　　　　　　　植物と昆虫の侵入拡散過程の予測モデルの開発

　　　　　　　　　物質移動からみた黒ボク土壌の環境保全容量の評価手法に関する研究

　　　　　　　　　化学的環境下における微生物の適応機構の解明

●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

長半減期放射性接種

アイソトープ利用による難防除有害生物制御枝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
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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

研，　究　　課　　題 共同研究者 所　担　当　者 期　　問

アリモドキゾウムシの繁殖システムに関す
る基礎的研究

近畿大学　　　杉本　　毅
農学部

環境生物部　　岡田　利承
昆虫管理科

平成元年度
～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
！．植物と昆虫の侵入拡散過程の

予測モデルの開発（拡散モデル）

2．物質移動からみた黒ボク土壌

の環境保全容量の評価手法に関

する研究（物質移動）

3．化学的環境下における微生物

の適応機構の解明（微生物の適
応）

参　画　研　究　者
計測情報科長

環境管理部計測情報科　隔測研究室，数理解析研究室，調査計画研究室，情報処理研究室

環境生物部植生管理科　保全植生研究室

イギリス　ロンドン大学ウイーカレジ環境学部（Dr．Jonathan　Mitcheley）

筑波大学大学院（池田浩明）

土壌管理科長

環境資源部土壌管理科　土壌物理研究室，土壌保全研究室

　〃　　気象管理科　気候資源研究室

　〃　　水質管理科　水質動態研究室

環境管理部資源・生態管理科　影響調査研究室

ニュージーランド　科学産業研究省植物生理部　Brent　E．Clothier

東京大学大学院（秋山良司）

農薬動態科長

資材動態部農薬動態科　除草剤動態研究室，殺菌剤動態研究室，薬剤耐性研究室

　〃　　肥料動態科　廃棄物利用研究室

環境生物部微生物管理科　土壌微生物利用研究室

環境資源蔀土壌管理科　土壌有機物研究室

筑波大学大学院（上野秀人）

5．所内プロジェクト研究実施課題一覧

研　　究　　課　　題 参画研究室
1．ノア陸域AVHRRデータによる日本列島植生カレンダーあ作成 地球環境研究チーム

隔測研究室

2．畑地で生成されるN20の行方 影響調査研究室

水質保全研究室

3．Pisidicacid（ピシヂン酸〉の大量抽出及び土壌中におけるその挙動 土壌生化学研究室

他感物資研究室

4．生物発光の微生物検出・追跡技術への利用 微生物特性・分類研究室

土壌微生物生態研究室

5．集団飼育されているウンカ類を汚染しているピコルナ様ウイルスの遺伝子解析 土壌微生物分類研究室

6．ジャガイモそうか病菌の特異的検出法の開発 土壌微生物利用研究室

土壌有機物研究室

7．農業生態系に生息する土壌動物相の比較及び群集構造の解析 線虫・小動物研究室

8．農薬の水中分解に及ぼす環境影響要因の解析 農薬管理研究室

気象特性研究室
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皿．研究成果の展望

1．NOAAデータを用いたファジィ分類に
　　よる土地利用解析

（1）はじめに

　人口急増等により，アフリカ，アセアン諸国の

食糧事情は深刻であり，農地拡大による森林破壊

や砂漠化も問題になっている。しかし，この地域

の潜在的農業生産力は大きく，計画的な農業管理

を行えば，高い収量を上げることも可能である。

そのためには潜在的農業生産力と生産状況の把握

が必要であるが，土壌図や水系図をはじめ，農業

に関する情報や統計が整備されていない地域もあ

り，正確な状況把握は難しい。

　モンスーン地帯に位置し，作物が生育する雨期

に雲が多い東南アジア諸国において農業生産力を

把握するためには，高高度から広域を短い時問間

隔でカバーするNOAAのような衛星のデータを

利用したリモートセシシングによる解析が有効で

ある。しかし，高高度衛星はデータの分解能が低

く，NOAAの場合，原画像の1点（画素）が1km

角にも及ぶため，1画素中に多種の土地利用形態

が含まれるという混合画素の問題が大きく，従来

からの手法のように1画素をひとつの利用区分の

みに分類することは適当でない。

　そこで，1画素を多項目に分類する手法として，

ファジィ理論を用いた分類手法を開発した。この

手法を用いて，広域の土地利用状況の把握が必要

であり，筆者らが研究対象としてきたタイ国を例

とした土地利用分類を行い，行政区域別の統計

データとの比較を行った。

（2）NOAAデータ利用法

　気象衛星NOAAに搭載されている高分解能放

射温度計（AVHRR：Advanced　Very　High

Resolutional　Radiometer）は5つのチャンネルを

持つ。従来，土地利用分類を行う場合にはこの原

チャンネルをそのまま利用していたが，今回は正

規化植生指数及び昼夜間温度差の二っの値に計算

し直して分類を行った。

　正規化植生指数について

次のようにして計算される正規化植生指数

（NVI二Normalized　difference　Vegetation

Index）を分類の際の指標にした。

NVI二　（C2－C1）／（C2十C1）

C1：AVHRRのチャンネル1（赤）の値

C2：AVHRRのチャンネル2（近赤外）の値

　植生の豊富な部分は近赤外の値が大きくなり，

可視域の赤の値は小さくなるため，この式を用い

て計算した値が植生量と対応する。

　昼夜問温度差について

AVHRRのチャンネル4，5より水蒸気量の補正

をした地表面温度を計算することができる。同一

日の昼夜のデータを利用することにより昼，夜そ

れぞれの地表面温度を計算することができ，この

差が昼夜間温度差となる。この値は地表面の熱慣

性（Therma11nertia）との相関が高いとされてい

る（Carlson　l986）。熱慣性は被覆やアルベドに

よっても異なってくるが，例えば裸地ならば，土

壌水分によりほぼ決まる。よって，昼夜間温度差

と土壌水分の問に何らかの相関があることが期待

される。NVIを併用することにより被覆の状態を

考慮に入れることが出来るので，NVIと昼夜間温

度差の2軸により，かなりの精度で土地利用状況

の分類ができるはずである。かつ，この2軸は地

表面及びその被覆の物理性との相関が分かりやす

いため，ある1地点の昼夜間温度差とNVIが分

かった場合には，その土地利用状況を推定し易い。

　土地利用分類を行う際には教師データとして，

画像の中で土地利用状況があらかじめ分かってい
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るいくつかの点のデータをサンプルに使う。この

場合に問違った点を選ぶと判別の精度が著しく下

がるが，昼夜間温度差やNVIのように物理的状

態との関係がはっきりした軸を使うことにより，

そのような間違いを避けることができる。

　タイのNOAA－AVHRRデータから教師デー
タを選び，それを正規化植生指数，昼夜間温度差

の2軸上にプロットした場合，土壌水分最大の領

域には湖等の水面があり，水田，湿地がそれに次

いでいる。また，森林が正規化植生指数の高い地

域になっていることが分かる（図1－1）。
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図1　1　被覆別の昼夜間温度差と正規化植生指数の関係

（3）ファジィ分類手法の導入

　N’OAAのデータを用いて解析を行う際の最大

の問題点は，地上分解能が低いことである。衛星

LANDSATのMSSセンサーの分解能は約80m

角であるが，NOAAのAVHRRセンサーはl
km角となっている。このため，NOAAの1画素

には様々な利用状況の土地が含まれ，1画素を一

つの利用項目に分類するのは適当ではない。

　そこで，ファジィ分類を導入して，1点を多種

の土地利用項目に分類することにより，精度の向

上を図った。

　ファジィ分類はZadeh（1965）によるファジィ

理論を教師付き分類法に適用したものであり，通

常の分類法とは異なって一つの点を複数のクラス

に分割する。例えば，ある！点を水田0．6，畑地0．3，

森林0、1というように各タラスに割り当てる。この

場合，各数値はその項目らしさを表し，メンバー

シップ値と呼ばれる。この値は必ずしも面積比を

表すわけではない。メンバーシップ値を決める方

法には様々なものがあるが，ここでは次のような

関数を考案して使用した。

　各画素のメンバーシップ値は各クラスの中心値

（この場合は教師データの平均値）からの標準

ユークリッド距離の2乗に反比例するように設定

した。例えば3つのクラスに分類するとして，ク

ラスA，B，Cまでの昼夜問温度差一NVI平面上

での距離がそれぞれa，b，cであるとすれば，

クラスAへの帰属度を示すメンバーシップ値は

（1／a2）／　（1／a2十1／b2十1／c2十1／x2）

となる。

　ここでxはどのクラスにも属さない値を処理す

るための値である。クラスA，B，Cのいずれか

らも遠く離れた点は，1／x2の項がな』ければA，

B，Cに工／3ずつ帰属してしまう。このような

ことを避けるために教師データの分散の3倍程度

の値を目安としてXの値を設定し，（1／X2）／

（1／a2＋1／b2＋1／c2＋1／x2）を未分類ク

ラスヘの帰属度とする。これにより，前述のよう

ないずれのクラスからも遠く離れた点は，未分類

クラスヘ大きく帰属するようになる。以上のよう

な関数を使うことにより，ファジィISODATA法

等を使うのに比べ，少ない計算量でメンバーシッ

プ値を割り当てることが出来た。

（4）土地利用分類への適用例

　ファジィ分類を用いて，タイ国ほぼ全土の土地

利用分類を行った。

　原データとしてはNOAAのGAC（Global

Area　Coverage）データを用いた。このデータの

地上分解能は4km角である。1987年12月23日

（乾期）の昼および夜のデータを利用した。

　NOAAの軌道は昼と夜で異なるため，それぞれ

のデータを幾何補正した後，半島部をのぞくタイ

のほぼ全域を切り出し，重ね合わせられるように

した。図1－2が対象とした地域である。
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図1－2　解析対象地域

＼

　現地調査における知見及びタイ側作成による

LANDSAT合成写真をもとに土地利用状況が既

知である点を選び出し，水田，畑地，森林，水面

の教師データとした。この際に昼夜の画像より昼

夜問温度差を，昼の画像よりNVIを算出し，この

2軸上で教師データの値を確認しながら教師画素

を選択した。

　このデータをもとに前述の手法でファジィ分類

を行った。分類結果の画像は図1　3，4のよう

になった。いずれも赤に近い値がメンバーシップ

値が高いことを示す。図1　3の西側が赤くなっ

ているのはこの付近が山岳地帯であることに対応

するし，図1－4のバンコク市北側が赤いのは中

央平原南部の水田地帯に対応する。タイ東北部の

カンボジアとの国境付近は1972年発行の土地利用

図では森林となっているが，近年切り拓いて農地

を造成しており，森林破壊が問題となっている。

図1－3，4からはその様子が読み取れる。

　この分類でやや不正確なのは東部コーラート高

原における畑作地帯をかなり高い割合で水田に分

メンバーシップ値

灘Lo

0．0

図1－3　ファジィ分類結果（森林）

メンバーシップ値

難Lo

0．0

図1－4　ファジィ分類結果（水田）

類している点である。原データが乾期の画像であ

り，水田，畑ともに収穫後の部分が多く，水分状

態も似ているため，判別が困難であったと推定さ

れる。

　判別の結果を量的に評価するため，統計データ

との比較を行った。統計データはタイ政府発行の

1985年の統計表Agricultural　Statistics　of

Thailandから行政区ごとの水稲作付面積と森林

面積の値を利用した。

　行政区分図をNOAAのデータに合わせてデジ

タイズし，これをファジィ分類画像と重ね合わせ，

メンバーシップ値をそのまま1画素中の利用項目

の割合として計算して，行政区ごとに土地利用面

積の推定を行った。統計データとの相関は図1

－5，6のようになった。統計値と衛星データ取
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図1－5　森林面積の推定値と統計値の関係

でも推定精度は変わらないが，水田のように混合

画素の多い項目については，ファジィ分類の利用

により誤差を軽減することができると思われる。

（5）おわりに
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　NOAAのデータは短い時間間隔で全世界をカ

バーしているので，森林破壊，砂漠化や生産力推

定のための有力な手段として期待されている。し

かし，地上分解能が低いために混合画素などの問

題がある。NOAAのデータをもとに土地利用や生

産力の推定を行った場合，混合画素により大きな

誤差が生じる可能性がある。

　ファジィ分類を導入することによりこのような

誤差を減らし得ることが分かった。

　現在，日本の多時期データに対してこの手法を

適用することを検討している。多時期データを用

いてこの手段の有効性をさらに検証し，生産力変

動や収量の推定の精度を向上させることが今後の

課題である。

　　　　　　　　（情報処理研究室　古谷憲孝）

　　　　　　　　　（隔測研究室　山形与志樹）

2．評価者の価値観類型に基づく農林地の
　　アメニティ機能評価法

図1－6　水田面積の推定値と統計値の関係

（1）はじめに

得の間に2年ほどのずれがあり，誤差の原因と

なっている。推定値と統計値との相関係数は森林

の場合rニ0．95であり，水田の場合r二〇．86で

あった。前述のような理由で水田面積の推定がや

や不正確なためか，森林面積の推定の方が正確で

あった。

　様々なチャンネルの組み合わせで水田面積の推

定をした場合，ファジィ分類による推定値は大き

くは変動しないが，通常の分類による推定値はや

やブレがあり，相関も低くなることがある。例え

ば，チャンネル1，2によりファジィ分類で推定

をした場合，相関係数はrこ0．86であるが，通常

の分類によった場合r＝0．68となった。森林のよ

うに混合画素の少ない項目については通常の分類

　近年，地球環境から身近な生活環境に至るまで，

環境に対する人々の関心が高まるとともに，とく

に生活環境に対する二一ズが多様化・高度化して

いる。農林地についても，例えば水田や樹林地の

もつ洪水防止機能など，多様な機能を有している

ことが一般にも広く認められるようになってき

た。農林地のもつ多様な機能を保全しかつ有効に

利用していくために，それらの機能を適正に評価

していくことが求められている。

　農林地のもつ多様な機能については，これまで

の，理化学的特性の測定による評価や，経済的効

用の評価がおこなわれてきた。また，環境に対す

る人の意向を把握することの重要i生が指摘される

ようになり，アンケートによる社会調査法（以下
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ではアンケート調査と略す）を活用した，人によ

る機能評価も試みられている。しかし，環境の評

価という人の行為を規定している主要な要因が何

であるのかについては，これまでほとんど明らか

にされていなかった。ごく最近になって，個人属

性や身近な地域環境の状態によって評価の異なる

ことが指摘され，評価行為に関わる人の側と環境

の側との双方の要因が検討されはじめている。

　本研究では，機能評価の対象として都市近郊の

樹林地を，また評価行為に関わる人の側の要因と

して生活価値観を取り上げた。そして，アンケー

ト調査によって樹林地の多様な機能に対する住民

の認識を量的に測定した。これにもとづいて，1）

生活価値観による住民の類型化，2）価値観変数

と属性などの変数との独立性の検討，3）樹林地

の多様な機能に対する価値観や属性の違いによる

評価の差異についての検討，4）樹林地の多様な

機能の構造的把握とそれにもとづいた評価傾向の

検討，を行なった。その結果，とくに，アメニティ

に関連の深い機能の評価が生活価値観の違いに

よって異なることを明らかにした。

　なお，以下では，単に「評価」と表現する場合で

も「人による環境の評価」を意味するものとする。

（2〉調査・分析方法
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　1）調査対象地域の概要

　調査対象地域は千葉県流山市の全域および柏市

の一部とした（図2－1）。対象地域は東京都心よ

り北東約30Km程度に位置する。また，台地上およ

び台地周縁の斜面上に存在している平地林が対象

地域の樹林地の主要な構成要素である。アンケー

ト調査では，当該地域の平地林が，「身近にある樹

林地」として評価者に認識され，主要な評価対象

になるものと想定した。

　2）調査の方法と実施状況

　評価者の選定にあたって，流山市と柏市の住宅

地図を用いて708世帯を抽出し，その世帯主に調査

票への回答を求めた。

　調査は郵送配布・郵送回収で実施した。1990年

1月下旬に調査票708票を郵送配布し，同年3月に

図2－1　調査対象地域

郵送による回収を打ち切った。

　3）調査項目の設定

　アンケート調査では，樹林地の多様な機能の評

価，評価者の生活価値観（以下では価値観と略す），

生活環境全体に対する意識，樹林地の管理に対す

る意向などを設問として取り上げた。また，属性

（性別や職業，居住年数）や居住地域などについ

て質問した。さらに，評価者の「身近な生活環境」

を「あなたの住まいの周辺で，あなたが毎日の生

活の中で行動し，目にふれる範囲」として定義し，

設問の前に提示した。これは，評価対象を生活環

境の中で評価者がよく認識している樹林地に限定

することを，意図したためである。

　分析で主に用いた機能評価項目と価値観の項目

を以下のように設計した。とくに，価値観を，人

の一貫した反応や行動の傾向を意味する心理学的
　　　ヤ
な態度の概念として用い，評価行為に関連する人

の側の主要な要因の一つと想定した。

　まず，価値観については，既住の文献などを参

考に，人の日常生活行動における価値判断の基準

となる項目として①自然のゆたかさ，②経済的な

ゆたかさ，③近所とのつきあい，④公共のサービ

スの4項目を想定した。設問では一対比較法を用

い，これら4項目のうち2項目による6通りの組

合せを用意した。そして，それぞれの組合せごと

に「どちらの項目がどれくらい大切と思うか」に

っいて，一方の価値観項目が「非常に大切」から
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もう一方の項目が「非常に大切」までの7段階で

の判断をもとめた。

　次に，既林地の多様な機能に対する人の認識を

量的に把握すること目的として，11種類の機能項

目を設定した。表2－1に，それらの機能に対応

する質問項目を示した。そして，個々の機能が「身

近な樹林地にどれくらいあると思うか」について

「大いにある」から「全くない」までの5段階で

の評価をもとめた。

表2－1　身近な樹林地のもっている機能の評価

　　　　（評価者全体での平均）

1．きれいな空気を供給する働き

2．人の心にうるおいや安らぎを与える働き

3．動物や植物などを保護する働き

4．美しい景色を保つ働き

5．風を防いだり，塵や砂が舞い上がるのを防ぐ働き

6．地震のときなどの災害時の避難場所となる働き

7．洪水を防止したり，地下水脈に水を供給する働き

8．子供たちの教育の場となる働き

9．土砂崩れを防止する働き

10．レクリェーションの場となる働き

1！．木材やシイタケなどの生産の場となる働き

4．06

3．97

3．81

3．73

3．67

3．57

3．40

3．35

3．00

2．95

2．22

　4）分析方法

　本研究では，主に以下の4種類の分析をおこ

なった。

　1）価値観に関する一対比較の結果にAHP（階

層分析法）を適用し，評価者ごとに4つの価値観

項目の得点を算出した。これらの得点をそれぞれ

の価値観項目の重視得点と呼ぶことにする。次に，

この得点を用い，公共のサービスを除いた3項目

を変数としたクラスター分析により評価者を類型

一化した。これは，AHPで算出された得点の合計は

1となるために，4つの項目変数が独立でなく，

いずれか1つの変数を除く必要があると考えたた

めである。そこで，評価者全体での平均得点がもっ

とも低いことを1項目を除くための基準とした。

また，クラスター分析では，クラスター数を変化

させてもっとも明瞭に分類された結果で評価者を

類型化した。

　2）評価者の価値観や属性などの変数間の連関

を把握するために，2種類の変数ごとにκ2検定を

おこなうとともに，変数間の連関の程度をあらわ

すCrammerのコンティンジェンシー係数（これ

を以下では連関係数と呼ぶことにする）を算出し

た。

　3）評価者の価値観や属性などの違いによる機

能評価の差異をみるために，機能項目ごとに対応

のない場合のt検定，もしくは一要因の分散分析

とそれにもとづくDuncanの多重比較検定をおこ

なった。それぞれの有意水準は5％に設定した。

　4）樹林地の多様な機能評価を構造化して把握

するために，主因子法による因子分析およびバリ

マックス回転を適用して機能評価の潜在因子を抽

出した。

（3）結果と考察

　1）調査票の回収状況

　調査票の配布より約2か月の期間で316票を回

収した。回収率は45％であった。郵送配布・郵送

回収の調査としてはかなり高い回収率といえる。

　回収票のうち，回答に不備が多いと判断した29

票を除いた287票（回収票の91％）を有効票とし，

これを以下の分析に用いた。

　2）価値観尺度による住民の類型化

　AHPによって算出した価値観重視得点を用い

たクラスター分析では，クラスター数を3から6

まで変化させてみた。その結果，クラスター数が

44）場合に評価者がもっとも明瞭に分類されてい

た。そこで，この結果にもとづいて評価者を，①

自然派（N＝86），②経済派（N二40），③対人派

（N＝46），④中庸派（N二112）に類型化した。

表2－2に，この4つの類型ごとに価値観項目の

平均得点を示した。自然重視得点の平均でみると，

表2－2　生活価値観による評価者の類型
　　　　（各クラスターの頻度と平均得点）

評価者　　頻度　自然重視　経済重視　対人関係重視
　類型　　　　　　　得点　　　得点　　　　　得点

1．自然派　　86　　0．52

2．経済派　　40　　0．20

3．対人派　　46　　0．28

4．中庸派　　112　　0．31

0．16

0．43

0．16

0．27

0．16

0．18

0．33

0．20
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自然派の得点がもっとも高く，経済派，対人派の

得点が中庸派の得点よりも低かった。経済重視得

点，対人関係重視得点でみた場合にも，4つの類

型に同様の対応関係がみられた。これらから，類

型化された自然派，経済派，対人派は，それぞれ

に対応する生活価値観をとくに大切と考えている

人々のグループであり，中庸派は複数の価値観を

ほぼ均等に大切と考えている人々のグループであ

ると考えられる。

　3）価値観および属性などの変数問の連関

　表2－3に，評価者の価値観および属［生などの

10種類の変数間の関連をみるために，π2検定およ

び連関係数を算出した結果を示した。

表2－3　価値観および属性などの変数間の連関

価値観

職業

樹林所有

農地所有

地域

移動有無

居住年数

家庭菜園

年齢

性別

価値観i職業i樹林地i農地i地域i移動i居住i家庭i年齢i性別

　i　　i所有i所有i　　i有無i年数i菜園i　　i

一：．i27＊：．195：．0631．426：．176：．700：，744：．504：．502

．267＊：一：．000：．000：。0381．000：．013＊：，0111．000：，000＊

．134：．418：一：．000：．003：。000：。525＊：．000：．046：．050

．166：．531：．550：一：．000：．000：．036＊：．0001．002：．028

．164：．2711220：．253：一一1．000：．366：．193：．153：．282

．137i．531i．467i．588i．277i－i／／／／i．000i．028i。048

．1761．343＊i．102＊i．196＊1．184i／／／／レi．536i．000i，272

．121：．286：．254：。339：．166：．320：．153：一：．494：，207

．176：．475：．166：．223：．196：．176：．4691．146：一1．000

．0951．339＊：．116：．130：．104：．117：．！34：．111：．252：一

注1）表の右上はκ2検定のp値，左下はタラマーのコシティンジェンシー係数

　をあらわしている。
注2）＊は2つの変数のタロス表のセルの頻度が5以下である場合が25％以上

　であり，κ2検定の結果が誤っている可能性のある対である。

注3）居住年数は当該地域に移動してきた人のみが対象となっていたため，居

　住年数と移動の有無との連関は求めない。

　価値観と他の変数との間でのκ2検定の結果は，

いずれも5％水準で有意ではなかった。このこと

から，評価者の価値観は，他の属性などとは独立

な変数であると考えられる。

　また，価値観以外の変数間の独立性についても，

検定の結果と連関係数の値とを比較してみた。居

住年数，年齢，性別といった変数との値が0．2以下

であった。これらの変数は比較的独立な変数と考

えられる。逆に，職業，樹林地所有，農地所有の，

各変数については，他の変数とのκ2検定の結果は

ほとんどの場合に有意であった。これらの変数は

独立な変数ではないと考えられる。

　さらに，職業，樹林地所有，農地所有，地域居

住地移動の有無の5変数に関しては，π2検定の結

果から各変数は独立でなく，各変数間の連関係数

もすべて0．2以上であった。このことから，これら

の変数の間に特に強い連関のあることが示され

た。これについては，農村および農業との関係者，

もしくは農林地の所有者ということがこれらの変

数に共通する要因であると考えられる。

　以上の結果から，生活価値観とともに農林地の

所有者対非所有者または農村対都市という構図で

説明される要因が，樹林地の機能評価行為に対す

る人の側の主要な要因となっていることが指摘さ

れる。

　4）地域全体でみた樹林地の多様な機能の評価

　評価者全体での樹林地の11種類の機能に対する

評価の平均を表2－1に示した。評価者全体では，

きれいな空気を供給する働き（空気浄化機能）の

評価がもっとも高く，逆に，生産の場となる働き

（生産機能）の評価がもっとも低かった。とくに

評価の低かった機能については，樹林地が生産ぢ

よびレタリエーションの場として実際に利用され

ていないことが反映されていると考えられる。ま

た，土砂崩壊を防止する働き（土砂崩壊防止機能〉

の評価が低かったのは，対象地域には斜面が少な

く，平林地の大半が平坦な台地上に分布していて1

実際に土砂崩壊の起きることが少ないためと考え

られる。

　5）価値観などの違いによる機能評価の差異

　表2－4に，評価者の価値観や属性などの違い

による評価の差異を分析した結果を示した。その

主要な結果について以下に述べる。なお，表2－4

および以下に示す表2－5の機能項目は，表2

－1に示した機能の質問項目と対応している。

　まず，価値観でみた場合，11種類の機能評価の

うちレクリエーション機能のみで有意差があり，

安らぎ効果機能と景観保全機能で傾向差がみられ

た。Duncanの多重比較検定の結果，レクリエー

ション機能では自然派の評価が対人派の評価より

も高かった。また，安らぎ効果機能と景観保全機
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表2－4　価値観などの違いによる機能評価の差異

人の側の要因 生活価値観 職　業 樹林地の所有 農地の所有 地　域 居住地移動 居住年数 家庭菜園 年　齢 性　別

カテゴリと 1〉自然派　86 1）農林業32 1）所有57 1）所有　70 1）全域！05 1）移動なし65 1）5年未満40 1）現在　87 1〉40歳未満41 1）女性　44

その頻度 2）経済派　46 2）公務員33 2〉非所有226 2）非所有　2B 2）都市的67 2）移動有し）22i 2＞10年未満44 2）過去に77 2）50歳未満91 2）男性　240

3）対入派　40 3）会社員112 3〉農村的62 3〉20年未満64 3）経験無90 3）60歳未満72

4〉中庸派　ll2 4）自営業30 4）20年以上69 4）60歳以上83

5）無職48

1）空気浄化機能

2）安らぎ効果機能 十　2〈1 十　1＜2

3）動植物保護機能、 十　5〈2 ＊　4〈312

4）景観保全機能 十　2＜1 十　1＜2 ＊　1＜2

5）防風・防塵機能 十　2〈1 十　1＜2
6）災害避難場所機能

＊　1く34
7）水保全機能 ＊　4＜13
8）子供の教育機能

9）土砂崩壊防止機能

10）レクリェーション機

能

＊　3＜1 十　1＜2 ＊　1＜2

11〉生産機能 ＊　5＜241 ＊　2＜1 十　2＜1 十　3＜2 十　24＜3

注1）カテゴリ数が2の場合には対応のない場合のt検定，カテゴリ数が3以上の場合には一要因の分散分析およびDuncanの多重比較検定をおこなった。

注2）表中の＊は5％水準でカテゴリ間に有意差があることを示し，＋は一要因の分散分析においては有意でないがDuncanの多重比較検定でカテゴリ間に差異が認められたことを示し，ここ

　ではこれを傾向差が認められる基準とした。

注3）表中の不等号（＜）は各変数のカテゴリに付記した番号の間に有意な差があることを示している（例えば，価値観でみた場合の安らぎ効果については，1く2は自然派の評価が経済派の評価

　よりも有意に高いことを示している）。

表2－5　樹林地の多様な機能評価の構造
　　　　（因子分析の結果）

因子名 機能項目／因子 Fl　iFIl　iFm　iFIV 共通性

F　I　む ！．空気浄化機能 　　：　　　1　　　：
0・73：022：029：025 0．73

環境

調節

5．防風・防塵機能

3，動植物保護機能

0．69：0．12：0．32：0．26
　　：　　　：　　　：
0，63：0．36：0。2610．20

0．67

0．65
＿一一＿レー＿一＿ト＿＿一トー一＿一一

F　II

　アニメ

4．景観保全機能

2，やすらぎ効果機能

0．38：0．67：0．31：0．17
　　：　　　：　　　：
0．5410。6む0．2310．11

0．72

0．77
一
ア
イ 10．レタリェーション機能

　　1　　　：　　　：
0．07：0．57：0，1810．29 0．45

｝””一トー一””卜一一一一一ヒー一一一一

Fm土地と 7．水保全機能

9，土砂崩壊防止機能

0，45：0．26：0．63：0．10
　　：　　　1　　　：
0．2810．26：0．64：0．25

0．70

0．59

その保全

FIV

11．生産機能

6，災害避難場所機能

　　　l　　　l　　　lO21：021：0・48：0・32
一””幽r一一雫”r一一一一”rρ一一一一『

0。30：0。2010．22：0．56

0．43

〇．49

公共的 8，子供の教育機能 　　：　　　：　　　：
020：0・42：0・2210・50 0．53

禾順 ：　　　：　　　l
I　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　I

因子寄与 　　：　　　1　　　：2・301L77：1・56：1・03 6．73

因子寄与率（％）

累積寄与率（％）

34，1126，3：23，2：15．3
　　1　　　：　　　：
34．1：60，4：83．6198，9

1　　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　　｝

能では自然派の評価が経済派の評価よりも高かっ

た。評価に差異のある場合にはすべて自然派の評

価が高いことが示された。この結果から，全体的

な評価の傾向としても自然派は多様な機能を高く

評価していることが示唆される。なお，価値観と

これらの機能との関係については，以下で，多様

な機能の構造解析をおこなった後に考察する。

　価値観以外の人の側の要因については，年齢で

みた場合，評価に差異のあらわれる傾向が顕著で

あり，動植物保護，災害避難場所，水保全（ここ

では，洪水防止と地下水供給の機能をあわせて水

保全機能と呼ぶことにする）の機能項目で有意差

がみられた。多重比較検定の結果，年齢層によっ

て各機能に対する評価の傾向が異なることから，

特定のライフステージにある人にとって特別な意

味をもつ機能のあることが示唆される。

　また，機能別にみると，生産機能については評

価に差異のあらわれる傾向が顕著であり，職業で

の農林業従事者，農林地の所有者などの評価が高

いことが示された。生産機能については，評価者

全体の評価はもっとも低いが，農林地の所有者と

非所有者とで評価が分かれ，特に農林地の所有者

が生産機能をつよく認識していることが指摘され

る。

　6）樹林地の多様な機能評価の構造的把握

　樹林地の機能11項目を変数，全評価者をサンプ

ルとした因子分析をおこない，樹林地の多様な機

能を構造化して把握した。その結果，第4因子ま

での固有値が1以上となり，そこまでの累積寄与

率は98．9％であった。表2－5に，バリマックス

回転後の因子得点を示した。

　回転後の第1因子は，空気浄化，防風・防塵お

よび動植物保護の各機能への負荷が大きかったこ

とから，環境調節機能の因子と解釈した。第II因
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子は，景観の保全，やすらぎ効果，レクリエーショ

ンの各機能への負荷が大きかったことから，アメ

ニティ機能の因子と解釈した。第皿因子は，水保

全，土砂崩壊防止，生産の場の各機能によって構

成されていた。この因子には樹林地が立地してい

る土地そのものの機能と，その土地が存在するこ

とによって周囲までを含めた環境を保全する機能

とが含まれていると考えられ，土地とその保全の

因子と解釈した。第IV因子は，災害避難場所，子

供の教育など公共的な利用に関わる機能への負荷

が大きかった。そこで，この因子を公共的利用の

因子と解釈した。

　以上のように解釈した4つの次元で，評価者は

樹林地の多様な機能を捉えていると考えられる。

また，これらの潜在因子については，第1因子と

第皿因子は環境から人の集団にもたらされる機

能，第II因子と第IV因子とは個人が環境に積極的

に求めていく機能という違いがあると思われる。

ただし，生産の場は後者の機能であると考えられ

るが，土地との結びつきによって第II咽子に含ま

れる結果になったと思われる。

　また，評価主体の側の要因である生活価値観で

みた場合に，差異のみられた機能項目群はすべて

第II因子に含まれていた。生活価値観による類型

のうちで自然の豊かさを大切と考えている人は，

他の類型よりもアメニティ機能を高く評価するこ

とが指摘される。

（4）おわりに

　アンケート調査法により得られたデータは，環

境管理計画の策定などにおける基礎資料や，地域

の社会的な問題の解決のための判断材料として，

近年多用される傾向にある。しかし，調査が独立

に行われることが多ぐ，また，結果の解釈が不十

分であったり拡大解釈されているという傾向も認

められる。調査の結果を有効に活用していくため

には，複数の調査結果の比較を可能にする共通の

調査枠組みを予め設定しておくことが必要であろ

う。

　本研究でおこなった生活価値観変数の独立性の

検討や，構造解析による樹林地の多様な機能の構

造は，人による環境の機能評価法を確立するため

の基礎的研究の』部として位置づけられる。その

具体的な目標は，環境の機能評価において，地域

間や地域内の複数の評価対象間での機能の適正な

比較を可能にする評価の体系を構成すめこと。お

よびそのための調査技法を確立することにある。

　本研究では，生活価値観の変数が，属性などの

他の変数とは独立な要因であることを指摘した。

また，生活価値観でみた場合に，特定の機能評価

の結果に差異が認められた。これらから，生活価

値観は機能評価行為を説明していくために，有効

な変数であると考えられる。しかし，本研究で想

定した生活価値観の4つの項目が，環境評価のた

めの指標としての妥当性，すなわち樹林地の多様

な機能評価のためにもっとも適した指標であるの

かについては未検討のままである。生活価値観を

さらに標準的な指標としていくためには，評価に

関連する生活価値観の項目を網羅的に収集し，そ

れらの構造解析によって生活価値観の基本的な構

造を明らかにしていくことが必要である。

　また，樹林地の多様な機能評価について，因子

分析法を用いた構造解析によって4つの潜在因子

を抽山した。これらの潜在因子には人の側と環境

の側との双方の要因が関与していると考えられ

る。また，これらの潜在因子は限られた対象地域

での樹林地の評価に基づいており，これらの機能

評価一般に対する適合性についてはさらに検討を

要する。機能評価の潜在因子には，どの地域にも

適合する一般的な因子と対象地域に特有の環境状

態に規定される特異な因子とがあるものと考えら

れる。そこで，環境状態の異なる複数地域での潜

在因子の比較，およびそれらの地域を総合化した

場合の一般的な潜在因子の抽出などについてさら

に検討していく必要がある。

　今後は，以上で指摘した検討事項について解明

するとともに，環境のもつ機能評価に関わるアン

ケート調査法の改良および開発を進めていく予定

である。

　　　　　　　　（農村景域研究室　網藤芳男）
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3．自然植生の資源利用可能量メッシュ

　分布図

（1〉バイオマス資源

　植物は大気中のCO2ガスを葉の気孔を通じて

取り込み，太陽エネルギーを利用してCO2を炭水

化物というエネルギー的に高い状態の炭素化合物

に変換している。植物が光合成によって作り出す

炭素化合物は，植物自身をも含めた全生物の生活

の糧（かて）である。

　植物が年間あたり単位面積あたりに生産する炭

素化合物すなわち有機物量を総生産量と呼ぷ。植

物も自らの生命を維持するために呼吸を行うの

で，生産された有機物は・呼吸によって消費される。

総生産量から呼吸量を差し引いた量が純一次生産

力（NetPrimaryProductivity，NPP）である。

植物自身も含めた全生物はこの純一次生産力に依

存して生活していることになる。このため，純一

次生産力は農林業を始めとする多くの研究分野で

注目されてきた。また，最近では，増大する化石

燃料の使用と森林破壊の進行を背景として，純一

次生産力は大気中の二酸化炭素バランスに関係す

る重要な要素としても注目されている。さらに，

地圏・気圏と生物圏との相互作用を解明し生態系

の保全を図るという立場からも純一次生産力は注

目を集めている。

　一方では，植物を中心とした生物資源（バイオ

マス資源）の再生産機能を活用し，生態系を維持

発展させながら生物資源の有効利用を図ろうとい

う機運が高まってきた。これを背景に農林水産省

では昭和56年度から平成2年度まで大型別枠研究

「バイオマス変換計画」を推進してきた。著者ら

は，資源評価チームとして，自然植生を対象にし

てその生産力と利用可能量の気候学的評価法の開

発を行ってきた。

　自然植生は，地域の気候条件および地形・地質

条件に対応した極相に達した植生である。陸上生

態系では気温・降水量など植物の生長要因となる

条件の制限が少ない場合，極相の植生は森林とな

る。グローバルにみれば，自然植生の純一次生産

力は気候条件によって決定される。すなわち，自

然植生の純一次生産力は，その地域の気候的な潜

在生産力を表している。

（2）バイオマス資源利用可能量の推定

　生態系の維持発展を考慮しながらバイオマス資

源を利用するためには，次のようなバランスを保

ちながら利用することが必要である。

Wava二WNPP－Wec。一Wret （1）

ここで，WNppは自然植生の純一次生産力，W．。。は

経済的目的のために収穫された利用される量，

W，etは地力維持など生態系を維持するための還

元量である。新たなエネルギー資源あるいは食料

資源として利用可能な量（W、。、）は，（1）式右辺の

差引として評価される。（1〉式の各項は一般に単位

面積・一年あたりの乾物重（t・ha｝1・yr1〉で表

される。以下ではこの単位を用いて表すことにす

る。

　自然植生の収穫量（W，c。）を評価することは難

しいので，ここでは収穫量を含めた利用可能バイ

オマス量を求めている。

　1）純一次生産力（WNpp）の推定

　よく茂った植生上での光合成による二酸化炭素

フラックスおよび蒸散による水蒸気フラックスに

関する物理的関係を利用し，植生上での二酸化炭

素ガスと水蒸気の拡散及び熱収支との考察から，

自然植生の純一次生産力を評価する次のようなモ

デル（筑後モデル）を導いた。

WNpp＝0．29［exp（一〇．216RDI2）］Rn　（2）

ここで，R．は年間純放射量（kcal／cm2），RDIは

放射乾燥度で次式で求められる。

RDI＝R．／（1・r） （3〉

ここで，1は年間降水量（cm）である。純放射量は

植物の生長に実質的に利用できる熱エネルギーを

示し，放射乾燥度はその土地の乾湿状態を示す

（RDIが小で湿潤，大で乾燥）。（2〉式からわかるよ
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うに，WNppはR．の増加につれて増大し，RDIの増

加にともなって減少する。

　筑後モデルは極域を除くほとんどの気候帯で得

られた自然植生の純一次生産力を精度よく推定す

ることができる。我が国での適用性を検討するた

め，筑後モデルで求めた我が国の純一次生産力の

分布図から都道府県別純一次生産量を求め，岩城

（1981，1984）が環境庁の緑の国勢調査データか

ら生態学的に評価した都道府県別純生産量との比

較を行った。その結果，全く異なる手法を用いて

評価した二つの純生産量はよく一致した。

　2）還元量（W，et）の推定

　自然植生は基本的に「自己施肥系」であり，自

ら生産した有機物の一部を土壌中に還元してい

る。従って，植物養分の循環は安定した平衡状態

にあるとみなすことができる。しかし，その平衡

点は植生のおかれた立地条件に応じて異なってく

る。本研究では，生態系維持のために必要な有機

物還元量は植生が自ら供給する有機物量に等しい

と考え，以下のような式を導いた。

　有機物をまったく含まない土壌中に一定の速度

Vで有機物が連続的に供給され，それが一定の分

解率μで分解されてゆくとする。ある時間におけ

る土壌有機物集積量をmとすれば，時間tにおけ

る土壌有機物量の変化は次のように書くことがで

きる。

dm／dt＝V一μm

または，積分形として

m二（V／μ）／1－exp（一μt）／

（4）

（5）

で示される。時間tが十分大きい（○○）時のmの

値をMとすると，

M二V／μ （6）

となり，V，μが一定ならばMも一定となり，集積

量には上限値があり，そこで供給量と分解量とが

釣り合うことになる。これは極相林の状態とみな

すことができる。

　Mとμは，その土地の立地条件・気候条件（温

度，水分など）等によって変わるが，それらの関

係を表現できる関数形を導くに十分なデータは得

られないので，ここではMとμが年平均気温の関

数であると仮定した。M（tha｝1）については，依

田（1971）によってもとめられた土壌有機物集積

量と年平均気温（Tm，℃）のデータを用い，次式を

導いた。

M二500exp（一〇．085＊Tm） （7）

また，μ（yr－1）と年平均気温の関係は内嶋（1974）

がまとめたデータから次式を導いた。

μ二〇．0055exp（0．1363＊Tm）

これより，有機物供給速度V（t　ha－1）は

V二M＊μ

（8）

（9）

で求められる。（7）～（9）は限られたデータを使い，

さらに毎平均気温のみの関数として導かれてい

る。しかし，これらの式を用いて推定された還元

量は，いくつかの気候帯に分布する極相林または

成熟林で得られた年問の落葉枝量にほぼ一致し

た。

　3）気候資料

　前節までに述べた方法を用いてバイオマス資源

利用可能量の地理的分布を明らかにするために，

1km2メッシュ気候値（平均気温，降水量，日射

量）を利用した。従って，バイオマス資源利用可

能量の地理的分布は約1km2のメッシュ単位で

求められている。

　メッシュ気候値は，気候観測点の気候値と国土

数値情報から求められる地形因子の重回帰から推

定された約1km2のメッシュ単位の気候値で，気

候の詳細な地形的分布を表現することができる。

また，コンピュータ処理が容易であるため，従来

の等値線による気候図に変わって利用されるよう

になった。

　ここで用いたメッシュ気候値（平均気温，降水

量）は気象庁が国土数値情報整備事業の一環とし

て作成した資料であり，メッシュ気候値（日射量）

は農業環境技術研究所が大型別枠研究「グリーン
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エナジー計画」の一環として作成した資料である。 表3－1 我が国の森林タイプごとの純一次生産力
（只木・蜂屋，1968）

（3〉我が国の資源利用可能量の分布

　バイオマス資源利用可能量の分布図（純一次生

産力，還元量，利用可能量）は，l　km2メッシュ

単位のカラー図で作成されたが，本報告では印刷

の都合上，メッシュ分布図から等値線表示に変更

している。このため，メッシュ分布図が表現して

いる詳細な地理的変化がかなり薄められている。

　1）純一次生産力の分布

　著者らは，先に，筑後モデルと気候観測点のデー

タを用いて純一次生産力の分布を求めた。この分

布図では，とくに山間地における分布は気候デー

タの不足のため外挿で求めざるを得なかった。ま

た，二次メッシュ（10km×10km〉を用いて求め

られた純一次生産力の分布図に比べ，今回は三次

メッシュ気候値を用いているので，より詳細で正

確な分布を得ることができた。

　自然植生の一年あたりの生産力（純一次生産力，

WNpp）は，図3－1に示すように，北海道山岳地

帯および中部山岳地帯の一部の6t・ha一1・yr1か

ら，九州・四国・紀伊半島の太平洋の一部の18t・

ha－1・yr1以上まで変化している。只木・峰屋

（1968）は我が国の主要な森林タイプの純一次生

産力を表1のように要約している。これによると，

北海道地域の約10t・ha－1・yr－1から，西日本の海

森林タ　イ　プ 純一次生産力
（t・ha『』yr1）

落葉広葉樹林（温，亜寒帯） 8．7±3．0

落葉針葉樹林（温，亜寒帯） 10．1±4．4

常緑針葉樹林（温，亜寒帯）＊ 13．5±4．2

マツ林（暖，温帯）＊＊ 14．8±4．1

スギ林（暖，温帯） 18．1±5．6

常緑広葉樹林（暖帯）＊＊＊ 18．1±4．9

全　平　均 13．9±5．9

＊　マツ林，スギ林以外，＊＊ハイマツ林は除く

＊＊＊アカシア林は除く

岸平野部の暖帯域での20t・hr－1・yr－1弱間で変化

している。図3－1と表3－1の結果はかなりよ

く一致している。

　2）還元量の分布

　生態系を維持するためには必要な還元量

（W，，t）は，図3－2に示すように，北海道・東

北・中部の山岳地帯の4t・ha－1・ry－1以下から，

九州南端・種子島・屋久島の7t・ha｝1・ry－1以上

まで変化している。植物群落による1年間の有機

物提供量（葉，枝，根）に関するデータは十分得

られていないが，依田（1971）は落葉量について

表2のように要約している。落枝量は落葉量の1

～1／2倍といわれているので，葉と枝を含めた有機

物提供量は表3－2の1．5～2倍となる。これは図

3－2の値とかなりよく一致している。

も
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図3－1　純一次生産力の分布
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図3－2　還元量の分布
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表3－2　年間の落葉量（依田（！971）より作表）

森林タ　イ プ 平均的な落葉量
（t・ha－1・yr－1）

熱帯林 6～8
常緑広葉樹林（温帯） 3～4
マツ林 5
常緑針葉樹林（亜寒帯） 2．5～3

落葉樹林 3

表3－3　三次メッシュで求められた都道府県別

　　バイオマス収支（×106t・yrl）

3）利用可能量の分布

図3－1の純一次生産力の分布と図3－2の還

元量の分布の差として算出された利用可能量の分

布が図3－3に示されている。利用可能量の分布

は北海道の6t・ha－1・yr－1以下から，九州の9t・

ha－1・yr1以上まで変化している。この値は，バイ

オマス資源の利用を考えたときの潜在的利用可能

量を示している。

、次に図3－3の分布図をもとに，我が国全体の

バイオマス資源利用可能量を評価した。図3－3

は各メッシュに自然植生が存在した場合の利用可

能量を表示している。そのため，実態をとらえて

いるとはいえない部分もあるので，実際の土地利

用を考慮してバイオマス資源の利用可能量を評価

した。土地利用面積は国土数値情報の土地利用

データを使用し，以下の方法で県別生産量

（TNPi，iは県番号）を算出した。

　　　　　　　TNPi＝Σ　Σ　｛NPPj・Ajk・Ck／　　　　（10）

　　　j二lk二1

　ノ
　の
！9
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図3－3　利用可能量の分布

番号 県　名 純生産量
、皿　　　』一』　　　トヨ

超兀』車： 利用可能量

1 北海道 53，040 24，553 28，487

2 青　森 9，045 3，804 5，241

3 岩　手 14，290 5，947 8，339

4 宮　城 7，482 3，049 4，434

5 秋　田 10，130 4，653 5，475

6 山　形 8，016 3，802 4，214
7
一
　
　
　
　

8

福　島

茨　城

　14．120

　6．496

　5．717

　2．614

　8．402

　3．882
9 栃　木 7，073 2，762 4，311

10 群　馬 6，702 2，598 4，105

11 埼　玉 3，619 1，447 2，172

12 千　葉 5，606 2，309 3，296

13 東　京 1，364 0，554 0，810

14 神奈川 1，929 0，780 1，149

！5 山　梨 4，921 1，864 3，057

16

17

長　野

新　潟

　13．470

　11．640

　5．220

　5．377

　8．253

　6．262
18 富　山 3，494 1，754 1，740

19 石　川 4，160 1，921 2，239

20

21，

福　井

岐　阜

　4．154

　11．010

　1．965

　4．627

　2．190

　6．379
22 静　岡 8，769 3，531 5，238

23 愛　知 5，617 2，142 3，475

24 三　重 7，336 2，873 4，463

25 滋　賀 3，663 1，523 2，140

26 京　都 5，331 2，224

　｝
3，108

27 大　阪 1，423 0，551 0，872

28 兵　庫 9，836 3，921 5，914

29 奈　良 4，474 1，748 2，726

30 和歌山 6，560 2，504 4，056

31 鳥　取 4，077 1，682 2，396

32 島　根 8，236 3，303 4，933

33 岡　山 8，966 3，404 5，562

34 広　島 10，990 4，006 6，988

35 山　口 8，162 3，105 5，057

36 徳　島 5，177 2，084 3，093

37 香　川 2，443 0，920 1，523

38 愛　媛 7，484 2，852 4，632

39 高　知 9，398 3，663 5，735

40 福　岡 5，786 2，272 3，514

41 佐　賀 3，187 1，251 1，936

42 長　崎 5，671 2，183 3，489

43 熊　本 9，287 3，595 5，692

44 大　分 8，212 3，121 5，091

45 宮　崎 10，310 3，953 6，357

46 鹿児島 11，290 4，482 6，812

合　計 373，446 154，210 219，240

ここで，NPPjはi番目の県のj番目のメッシュ

の純一次生産力，A」kは」番目のメッシュのk番目

の地目面積，Ckは地目kの生産効率である。地目

は土地利用データの水田・畑地・樹園地・森林の

面積を用い，生産効率は松田ら（1982）に従って，
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それぞれ0．81，0．81，0．80，1．00とした。還元量

は図3－3の値をそのまま用いた。

　県別に求められたバイオマス収支が表3－3に

示されている。なお，表3－3には沖縄県が含ま

れていない。これは，沖縄県についてはメッシュ

気候値（日射量）が作成されていないためである。

　表3－3の第ニカラムの純生産量は，（10）式を用

いて求められた1年間の県別バイオマス生産量で

ある。北海道から鹿児島までの46都道府県のバイ

オマス生産量の総量は373×106t・yr－1と推定され

た。これは岩城（1981），村田（1981），松田ら（1982）

が生態系別の純一次生産力とその面積から生態学

的に求めた値（それぞれ，・390，372，361×106t・

yr1）とよく一致している。

　表3－3の純生産量から還元量を差し引いて求

められる我が国のバイオマス資源利用可能量は，

乾物で1年あたり約2億トンとなる。この利用可

能量にはすでに経済的目的のために利用されてい

る量を含んでいる。未利用割合は地目や植生に

よって異なるが，およそ10～20％と考えられる。

その場合，利用可能量は乾物で年問あたり2～4

千万トンとなる。これほあくまでも潜在的な利用

可能量であり，実際の利用を考える上では，輸送

や加工に必要な費用とのバランスを考慮していか

なければならない。

　　　　　　　　（気候資源研究室　清野　酪）

4．アブラナ科植物の根こぶ病の発生と

　　土壌物理条件との関係

（1〉はじめに

　アブラナ科植物の根こぶ病は，変形菌の一種ネ

コブカビ（Pl召s窺04吻ho昭加πssJ6α6）に起因する

土壌伝染性病害であり，難防除病害の典型とされ

る。

　現在，根こぶ病防除対策はPCNB等農薬の多

量施用を主としているが，本病の発生には温度，

土壌pH，土壌水分，土質，日長および土壌中菌密

度などが関与することから，環境要因の制御によ

る病害抑制の試みも多い。中でも，土壌水分につ

いては過湿状態において病害発生が著しく，排水

改良により軽減されることが知られており，根こ

ぶ病菌特有の感染様式に関連があると考えられて

いる。すなわち，土壌中の休眠胞子から発芽した

第1次遊走子は，まず，根毛に感染し，根毛内で

増殖し第2次遊走子を形成する。ついで第2次遊

走子は根毛から出て土壌中を遊泳した後，根の皮

層組織に感染し，やがて感染細胞の肥大による根

こぶ病徴を示すようになるが，後段の第2次遊走

子による皮層感染には土壌水分が特に湿潤である

ことが必要であると推察されている。

　本研究は，こうした根こぶ病菌（胞子・遊走子）

の移動性と土壌物理性の関連をより明確にするこ

とにより，土壌物理条件制御による根こぶ病害抑

制法の確立に資すことを目的とした。検討した項

目は野菜団地のアブラナ科植物の根こぶ病の発

生，非発生型土壌の物理性，病菌の移動性とイオ

ン組成，土壌水分，および土壌孔隙径の関連，な

らびに，病害発生に及ぼす土壌水分および二酸化

炭素濃度の影響である。

（2）現地調査

　群馬県嬬恋村の根こぶ病発生型土壌といわれて

いる多腐植質黒ボク土の畑と非発生型土壌といわ

れている黒ボク土黄色下層土の造成相の畑，およ

び神奈川県三浦市の根こぶ病の発生のややみられ

る多腐植質黒ボク土の畑と発生のみられない天地

返し畑を調査した。嬬恋では図4－1のように，

写真右下の農作業機入口付近に最も激しく病気の

発生がみられ，収穫不能の株が多く残されていた

が，斜面上部へと病気の発生が少なくなり収穫が

進んでいた。根こぶ病の発生は車両による土壌踏

圧と排水不良に関連していると考えられた。そこ

で土壌の物理性を調べた結果，表4－1に示すよ

うに，キャベツの根こぶ病の発生型土壌では水の

浸透能が非常に小さく，ガス交換能（ガス拡散係

数と通気係数）が小さかった。また，植物の根が

ガス拡散，土壌硬度，水分のいずれにも制限され

ずに生育できると考えられる水分範囲とその水分
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量は，発生型土壌では耕盤層で非発生型土壌より

も小さく，踏圧による圧縮の影響が認められた。

　このように，根こぶ病の発生型と非発生型土壌

ではガス交換能に差がみられたことから，嬬恋の

両土壌についてキャベツ栽培期間中の作土中の二

酸化炭素濃度の推移およびキャベツの生育，病徴

を調べた。

　発生程度の調査は以後次の基準によった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相の畑に比べて，二酸化炭素濃度は2～4倍で推

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移し，10cm深で1％近い値を示した。各18株の調

・…瓢赫ン艶：赫瀞ン蕊盈轟鞭鍵藍嫡邨　　　　　査では発病株率は後者の0％に対して前者では

　　　　　　　　　　　　　　　農作業機入口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100％，発病度は0に対して98であった。キャベツ

　図4－1嬬恋の根こぶ病発生キャベツ畑　　　　　の生体重は写真4－1のように著しく異なり，前

　　　　　　　　　　表4－1　根こぶ病発生型土壌と非発生型土壌の物理性

発病指数　　発病程度

　0：根こぶの着生がみられない。

0．5二根部がゆがんでいるが根こぶの着生は不明

　　瞭。

　1：根こぶが側根にわずかにみられる。

　2：根こぶが主根および側根にみられるが小さ

　　　いb

　3：根こぶが主根および側根にみられ肥大が著

　　　しい。

　　　　　Σ（発病指数×発病株数）
　　　　　　　　　　　　　　　　×100

測定項　目 踏圧度 土層の排水性 根の生育限界相当水分pF pF L8における物理1生

地点及び土壌　　　層位　　深さ
仮比重

最終
浸透能

　Ib

飽　和
透水係数

2塒間
容水量

相対ガス

拡散係数

D／D。二〇．02

土壌硬度

H＝12kg／cm2

非制限
有　効
水分範囲

非制限有

効水分量
気相率 D／D。 通気係数

cm
9／c㎡ mm／hr cm／S pF pF pF pF vo1．％ vol，％ XlO 7m2pa ’s 【

群馬県嬬恋村　　　　作　土　0－20 0，568 6 5×10『3 1．71 1，0＞ 4．2＜ 1．8－4．2 20．9 32．2 0，080 42．8

多腐植質黒ボタ土　耕　盤　20 44 0，724 4×10 5 1．62 2．8 3．2 2．8－3．2 2．4 7．5 0．GOG4 0．2

（発生型）　　　　下　層　44一 0，614 2×10－4
一

3．0 3．4 3．0－3．4 4．2 5．3 0．0003 0．5

黒ボタ土黄色下層　作　土　0 20 0，558 86 3×1G－3 1．84 1．0 4．2く 1．8－4．2 17．1 33．5 0，100 153．8

土造成相1　　　耕　盤　20－40 0，747 5×10－4 1．69 2．1 3．6 2．1－3．6 11．9 15．2 0，013 5．4

（非発生型）　　　下　層　40 0，708 1．50 2．5 3．6 2．5 3．6 10．0 11．9 0，008 0．8

黒ボク土黄色下層　作　土　0－16 0，617 220 1×10－3 1．68 1．1 4．2 1．8－4．2 19．8 33．8 0，073 59．6

土造成相2　　　耕　盤　16－35 0，753 2×10－3 1．65 2．5 3．0 2．5－3．0 4．0 14．3 0，010 2．5

（非発生型）　　　下　層　35一 0，710 2．3 2．5 2．3－2．5 2．7 20．7 0，008 6．4

神奈川県三浦市　　　作　土　0－30 0，713 114 2×10－3 1．81 1．8 4．2 1．8－4．2 26．3 17．8 0，014 4．1

多腐植質黒ボタ土　耕　盤　30－45 0，786 5×104 1．79 1．9 3．8 1．9－3．8 21．6 10．0 0，008 3．7

（やや発生型）　　下　層　45一 0，485 2×103 1．79 1．9 4．0 1．9－4．0 17．2 18．4 0，Ol6 5．9

多腐植質黒ボタ土　作　土　0－30 0，655 260 4×103 1．74 1．7 4。2＜ 1．8－4．2 23．3 23．4 0，027 15．9

天地返し圃場
（非発生型）　　　耕　盤　30一 0，622 7×10－3 1．78 1．8 4．2 1．8－4．2 24．7 2！．5 0，Ol8 4．2



54 農業環境技術研究所年報　平成2年度

　ヴ

，鞍黙ケ横欝繊
　　造繊籟の蠣

一3

き一2
）
㌃
　E　－1
藁

遡
繍　　0
嚥

十1

Nacl

　　　　　CaCi2　σ！
　　，＿，一試〉一一一一一〇
，〇一一一一一一

ノ

ρ

写真4－1　キャベツの生育と根こぷ病の発生状況

　　多腐植質
　　黒ボク土の畑

　主根　　　　　細根（g）

20　　　　10　　　　0　　　　　10　　　　20

　黒ボク土黄色下層土
　造成相の畑

　主根　　　　　細根（g）

20　　　　10　　　　0　　　　　io　　　　20

2　3’　　4
　！
　ノ
d

5

10

15

20

深
さ

cm

56789101il2　　　pH
（1；0．Ol，pH調整HCl－NaOH）

図4－3　根こぶ病菌休眠胞子の電気泳動

5

10

15

20

ける胞子・遊走子の移動性をただちに意味するも

のではないが，Caイオン系において胞子の移動性

低下ならびに粘土粒子への胞子吸着の増大が生じ

る可能性を示すものと推察された。

根こぶ病発生に及ぼす土壌圧縮，地下水位および

深
さ

cm

図4－2　根の分布（3株平均生体重）

者では平均425g，後者では1106gであり，また，根

の分布は図4－2のように多腐植質黒ボク土の畑

では浅かった。

気相率の影響の検討

　細粒質灰色低地土表土を100ml円筒に土壌密

度を変えて充唄し，その上に根こぶ病菌を接種し

た土壌（50ml）を置き，さらに，地下水位を砂柱

上で10cm，30cm，60cmの3段階に設定して，コ

カブを栽培して発病を調べた。

　表4－2に示すように，水位が高くち密なほど

発病株率が高かった。また，細根量は発病株率が

高いほど小さかった。このように室内実験レベル

でも，農作業機走行による土壌の踏圧が根こぶ病

発生を促すことが裏付けられた。

表4－2 根こぶ病の発生に及ぼす土壌圧縮および
水位の影響（62．5－6）

　　　　　（細粒質灰色低地土（＜1mm），コカブ栽培）

（3）菌の移動性，およびその孔隙径との関係
土壌処理 仮比重　　高水位（一10cm）　中水位（一30cm）　低水位（一60cm）

休眠胞子の電気泳動易動度

　　Loose
圧縮　　Medium

　　Dense

0．8139／cc

O．958

U11

80．0％（63）　46．7％（30）　66．6％（17）

93．3（77）　53．3（27）　63．6（37）

86．7（83）　78．6（43）　75．0（50）

　根こぶ病は石灰施用により発生が抑制される

が，そのメカニズムは十分には解明されていない。

ここでは，根こぶ病菌サスペンジョン中のカチオ

ンをCaおよびNaイオンとして休眠胞子の電気

泳動易動度を調べた。

　図4－3に示すように，胞子はpH3．3以上にて

負に帯電し，pH5～10に強い緩衝能をもち，その

易動度はCaイオン系がNaイオン系より顕著に

低かった。ここで，電気泳動易動度は土壌中にお

（）は発病度

水の毛管移動に伴う根こぶ病の胞子・遊走子の移

動性

　図4－4のように休眠胞子の懸濁液を浸した粗

砂の上に粒径の異なる砂層フィルターを介して土

層カラム（灰色低地土を充填）を置き，土層を菌

の感染に好都合な多水分状態とし，コカブを播種

して水の毛管移動に伴う胞子の移動と発病の有無
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表4－3

土壌

粗砂（40～60mesh）

フィルター砂層

粗砂＋胞子懸濁液（107／ml）

砂層フィルター毛管上昇による根こぶ病菌休眠

胞子の移動性試験

砂層フィルター毛管上昇による根こぶ病菌

休眠胞子の移動とコカブの発病

フィルター砂粒径　平均孔径　発病株／調査株　発病株率

％

は毛管孔隙モデルによれば土壌水ポテンシャル

ー100cm　H20（pF2．0）に相当しており，菌胞子等

の土壌内の移動を抑制するためにはpF2。0以上に

排水し，乾燥させる必要のあることを意味してい

る。

土壌水ポテンシャルと遊走子の根への移動性

　　　　mml．　0．54　－0．38

2．　0．38　－0．25

3．　0．25－0．15

4．　0．175－0．10

5．　0．10－0．05

6．　0．05　－0．02

　mmO．18

0．13

0．08

0．055

0．030

0．014

本／本

12／！2

6／12

10／12

3／12

0／12

0／12

100．0

50．0

83．3

25．0

0
0

を検討した。

　表4－3のように，粒径0．10mmより大きい砂

層フィルターでは胞子・遊走子が水の移流にのっ

て播種土層に達し，感染・発病が生じたが，0．10

mm以下の径の砂層フィルターを介した場合に

は，発病がみられず，胞子等が孔隙を通過できず

に播種土層に到達できなかったことが推察され

た。胞子等が通過不能となる臨界の水飽和孔隙径

は，粒径0．10～0．05mm砂層の平均孔隙径0．03

mmにほぼ等しいと考えられる。孔隙径0．03mm

　休眠胞子を接種（106cm－3）した土壌（観音台黒

ボク土）を小ポット（220ml容）に充填し，それら

数個を負圧水循環式水分制抑装置（図4－5）に順

列に組み込んで土壌水ポテンシャルを連続的に変

えてコカブを栽培した。写真4－2に示すように，

土壌水ポテンシャルが一100cm　H20より湿潤側

では前株発病し，それより乾燥側では発病株率は

急激に減少し，発病の臨界水ポテンシャルはほ

ぽ一100cm　H20となった。この値は，第2次遊走

子が根毛から再度土壌中に出て作物根の皮層に到

達できる臨界の水分値と考えられた。

air　pressure
regubtion
　　　　＼system

○

CirCUlatiOn　SyStem

’

soil　pot

re臨ir
一　　　　＿　＿　　 ceramic
一　　幅　噌　　tube

図4－5

＿轟融　i随
pump

負圧水循環式水分制御装置

大気圧以下の空気と平衡させた水を循環するこ

とにより，培地の水分条件を一定のサクション

に保つ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　孚　　　　　　　　　　　　　　　　　　簸　　　・　　　働　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　㎞　　　　　　轟　　　　　　　　　　　雛　“　　　　　霧　櫨
　　灘　　　　　　　．　　　　藍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軸　　鱗　　　　　　　　 響

　　　　　　　　　　写真4－2　土壌水ポテンシャルとコカブの根こぶ病発生
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（4）根こぶ病発生に及ぽす土壌の二酸化炭素

　　濃度の影響

　嬬恋の発生型と非発生型土壌の畑で二酸化炭素

濃度に相違がみられたため，二酸化炭素濃度も根

こぶ病発生になんらかの影響を及ぼす可能性がな

いかを検討した。根こぶ病の休眠胞子を接種（106

cm－3）した観音台黒ボク土をポッH101容）に充

墳してpFl．5の多水分状態とし，4％と100％の二

酸化炭素濃度の空気をポットあたり毎分20ml送

り込み，コカブを栽培した。

　表4－4に示したように，二酸化炭素の増大に

つれて，根こぶ病の発生が促進された。しかし，

土壌水分pF2．1～2．4で行った実験では二酸化炭

素濃度を上げても発病しなかったことから，根こ

ぶ病の発生は土壌水分過剰の場合に二酸化炭素濃

度の増大につれて，副次的に促進されると考えら

れた。

表4－4　土壌二酸化炭素濃度が根こぶ病の発生に

　　　及ぼす影響
　　　　　　　　　　　（フ88．8．24～10．8）

CO，濃度　　　　　発病指数　　　　発病株率　発病度

（10cm深）　0　0。5　1　2　3　　（％）

80　　　4！

客入，踏圧層破砕，畝立て，ビニールマルチ等の諸

対策をより効果的に実施し，また，新たな対策を見

出す際にここでの結果が参考になれば幸いである。

　しかし，本病害の発生抑止の機構を，排水性や

ガス交換性など物理性のみの差異で結論づけるこ

とはできず，今後，化学性，生物性との関連につ

いても検討する必要がある。

　　　　　　　　（土壌物理研究室）遅沢省子

　　　　　　　　（資材動態部長）久保田徹

　　　　　　　　（現・草地試験場）岩間秀矩

0．16　31713　　　　　（2ポット合計）
0．59　　　　　　　　2　1　2

7．0　　　　　　　　2　2　5

100　　　58

100　　　78

5．我が国主要河川水中の希土類元素，ト
　　リウム及びウランの天然賦存量と分布

　パターン

（1〉はじめに

（5〉おわりに

　根こぶ病が多発しやすい土壌は保水性に富み，

排水不良になり易く，一方，連作条件でも本病害

の発生が少ない土壌は腐植が少なく，排水性，通

気性が良いという傾向が認められた。そして，室

内実験によって根こぶ病菌の移動性が抑制される

臨界土壌水分がpF2．0付近にあることがわかっ

た。また，土壌が多湿条件下では，二酸化炭素の

増大につれて，土壌水分過剰に加えて副次的に根

こぶ病の発生が促進された。この原因はよくわか

らない。

　従来から本病害の抑制に有効であるとされてき

た明渠・暗渠排水はもとより，深耕，疎水化資材

　ランタノイド（ランタン［La］からルテチウム

［Lu］までの14元素）およびアクチノイド（トリ

ウム［Th］およびウラン［U］）は最近将来の新た

な環境汚染物質となる可能性があるとして，注目

され始めている。誘導結合プラズマー質量分析法

（ICP－MS）は最も高感度な元素分析法として知

られている。しかし，この高感度な分析方法を用

いても通常水質試料中の上記元素の濃度レベルは

低くて直接検出することはできず1），水酸化鉄と

の共沈による分離一濃縮の過程が必要であっ
た2）。

　一方，我々は通常のICP－MS装置では問題とな

るスペクトルの重なり合いによる妨害を回避する

目的で分解能をより高くした二重収束型ICP

－MS装置（高分解能ICP－MS）の開発を行った。

十分に所定の目的を達成することができたが，さ

らに本装置を低分解能で稼働させると，通常型の

ICP－MS装置よりも一段と高感度であることも

明らかとなった。また，超音波ネブライザーを使

用することで感度が著しく高まることもICP一発

光分光分析の結果より知られている。

　したがって，この両者を組み合わせることに

よって，非常に高感度な分析システムができ上が

ることが十分に予想される。本研究はこの予想が



皿．研究成果の展望 57

正しく，水質試料中の超微量レベルのランタノイ

ドおよびアクチノイド元素の直接分析が可能であ

ることを実証することを目的に行ったものであ

る。

（2〉実験

　1）高分解能ICP－MS

　本研究のために用いた高分解能ICP－MSは

VG　Elemental社製の試作品VG　PlasmaTrace

である。その構成を模式的に図5－1に示す。二

重収束型の質量分析装置はエネルギー収束のため

の700の静電アナライザーと質量分離のための35。

のラミナー状マグネットよりなっている。装置の

さらに詳細な説明はすでに報告されている3・4）。

用却管 1

◆ q

鯉
繰
ロ
R

↓

振動板

→冷却水出口

＝＝

ドレイ

ポン

や 曹　：　＝＝’離 中厭

冷却管

振動板

プラズマヘ

　奮

一一冷却水入口

ネブライザーガス→

ポンプ

↑

ドレイン

試料

図5－2　超音波ネブライザーの模式図
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電子回路

制御部

ガス制御部

□
コンピューター

図5－1　高分解能ICP－MSの概念図

　2）超音波ネブライザ』

　実験に用いた超音波ネブライザー（USN）は

Applied　Research　Laboratories社製のものであ

る。その概念図を図5－2に示す。振動板への試

料の導入はペリスタルチックポンプを用いて行っ

た。本方式によって生成するエアゾルは粒径が小

さく，かつ揃っていることが特徴である。生成し

たエアゾルはアルゴンガスで最初は加熱管の中

へ，次いで冷却管の中へと導かれる。この過程で

エアゾル中の水分は除去され，乾燥したエアゾル

のみがプラズマの中へと最終的には導入される。

加熱管および冷却管の温度はそれぞれ120℃およ

び1℃とした。試料の導入速度は2－4ml／分

に調整した。

　3）試薬
　検量線作成用の標準溶液（10－100ppt）はSPEX

Industries社のSPEX　Multi－Element　Standards

（XSTC－1およびXSTC－13）を用いた。

　4）試料の調整

　環境中における希土類元素およびアクチノイド

元素の濃度は非常に低いことから，コンタミネー

ションの危険性は少ないと考え，一般重金属分析

のときに行ったような5）特別な注意は行わなかっ

た。試料は予め洗浄したポリプロピレイン製のビ

ンに採り，密栓し，分析まで冷蔵庫中で保存した。

分析直前に0．45ミクロンのミリポアフィルターを

通して。懸濁物の除去を行った。

（3）結果および論議

　1）超音波ネブライザー

　脱溶媒過程を含む超音波ネブライザーによる試

料導入に関しては否定的な報告もなされてい

る6・7）。その主要な問題点は安定性の悪さ，信頼性

の低さおよび強いメモリー効果とその結果として

の長い洗浄時問であ。しかし，我々の使用した機

種においては超音波ネブライザーを用いた場合の

安定性は通常のネブライザーを使用したときのそ

れと大差なく安定性に関しては問題はなかった。
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また，長時聞の連続使用に対しても高い耐久性を

示した。また，メモリー効果についても，最高濃

度が100ppt以上にならないように注意すれば無

視できることが判明した。超音波ネブライザーを

用いたことによる感度の上昇は元素によって必ず

しも一定ではなかったが10－30倍であった。

　2〉検出限界

　ここでもちいた方式（PlasmaTrace－USN）に

よる検出限界を表5－1に示す。ここでは検出限

界は比較的短時間（30分以内）に連続して10回測定

したブランク値の標準偏差の3倍に相当する濃度

として表示している。表から明らかなように，検

出限界は1pptよりもはるかに低く，Tb，Ho，

Tm，LuおよびUでは1ppq（1／1000ppt）以下

にまで達しており，本方式が予測通りの極めて高

感度な分析方法であることが明らかとなった。

ム
、＼

心

R
遡
慧
ミ
ト

鳳
，入

120

0

137BaO

表5－1　ランタノイドおよびアクチノイド元素の
　　　　検出限界（ppt）

！52．87

153Eu

152．91

図5－3

（m／z）

152．94

EuとBaOの分離
分解能は7500に設定

152．98

元　　素 検出限界　　元素　　検出限界

ランタノイド元素

　、　La

　　Pr
　　Sm
　　Gd
　　Dy
　　Er
　　Yb
アクチノイド元素

　　Th

0．012

0．001

0．005

0．005

0．002

0．602

0．002

0．00！

Ce

Nd
Eu
Tb
Ho
Tm
Lu

u

0．002

0．005

0．003

0．0005

0．0005

0．0008

0．0009

0．0007

　3）スペクトル干渉

　装置を低分解能に調整した場合の分解能は約

300程度に過ぎないので，各スペクトルの分離が十

分でない場合があることが予測される。しかしな

がら，いろいろな合成標準溶液を用いて一連の検

討を行った結果，実試料ではBaOとEu間での重

なり合いが唯一可能性のある組み合わせであるこ

とが判明した。この干渉の補正は次の2方法で

行った。最初の方法は装置を高分解能にセットし

て両ピークを分離する方式である。図5－3に示

すとおり，分解能を7500にまで上げることでほぼ

完全な分離が見られる。この方法の問題点は分解

能の上昇に伴う感度の低下である。第二の方法は

数学的補正法であり，まずSmの濃度を147Smお

よび152Smの両同位体を用いて分析する。152Sm

は136BaOとの重なり合いがあるのに対し，147Sm

ではそのような重なり合いがないため，両分析値

の差から135BaOの151EuEにおよぼす影響を算出

することが可能である。この方式の問題点は，Ba／

Eu比が高すぎると補正が不正確になることであ

る。実際の試料については，それぞれの特性に合

わせてより適した方を用いた。

　4）分析結果

　日本各地で採取した水質試料82点の分析結果の

概略を図5－4に示す。

　各元素の濃度範囲は非常に広く，多くの元素で

3桁前後にまで広がっている。また，対数で表示

した図において，平均値が濃度範囲のほぼ中央に

位置していることから明らかなように，各元素の

濃度の頻度分布は低いほうに強い偏りを示し，ほ

ぼ対数正規分布に近い形となっていた（図は省略）。

　このように非常に広い濃度分布を持っているに

もかかわらず，ランタノイド元素についてはその

平均値を見ると，原子番号が偶数の元素は隣接す

る奇数番号の元素よりも濃度が高くなるという規

則的なジグザグパターンがあることが認められ

る。同様な規則的濃度変化は，限石，岩石，土壌，

底質なども広く認められる傾向であり，元素の最

も基本的な性質である原子核の構造の安定性に起



m．研究成果の展望 59

因することが明らかにされている。

　このランタノイド元素の分布パターンをさらに

詳しく見るために，コンドライト（石質唄石）に

よる規格化を試みた。この方式は試料中の各元素

の濃度をコンドライト中の同じ元素の濃度で割っ

たものであり，これにより上述の原子番号が奇数

の元素と偶数の元素との間でのジグザグを解消す

ることができ，さらにランタノイド元素間での分

別が行われていない石質阻石を基準にすることで

ポ
ユ

e
遡

興

1000

100

10

0．1

0．OI

i
1！1 1
田
田

　　　　　　　　　　　　　　一LaCe　PrNd　　SmEuGdτbDyHo　ErTmYbしu　　「rhU

　　元素名（原子番号順に配列）

図5－4　ランタノイド及びアクチノイドの平均濃度とそ

　　　　の範囲

各試料での元素のより小さい分別をも検出するこ

とが可能となる。

　得られた結果の内から，代表的な例を第5図に

示す。タイプAにおいては原子番号の増大に伴う

規格値の変化は小さくほぼ平坦なラインとなって

いる。これに対し，タイプBでは原子番号ととも

に規格値の低下が見られ，タイプCではこの関係

が逆となっている。同様な傾向は世界各地から採

取した15の河川のランタノイド濃度の分析結果に

よっても得られている。

　　　（水質動態研究室　山崎慎一・津村昭人）
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6．畑地の荒廃過程および復元過程に
　　おける植生の変化について

（1）はじめに

　休耕畑地の二次遷移過程において先駆種となる

植物はメヒシバ，シロザ，イヌビエなど一年生の

植物で，二次遷移の第二段階では，種子が軽く広

散布性で芽生えの耐陰性が強いムカシヨモギ属や

生活型が似ているマツヨイグサ属が優占し，休耕

年数が長くなると，イネ科の多年生植物やセイタ

カアワダチソウが優占することが知られている。

これらの研究は，休耕後の植生の種類組成，生育

型などに注目して調査したものであるが，休耕後

の耕地の管理方法と植生の二次遷移過程および休

耕畑を復元するための方法と植生の遷移過程につ

いての研究はほどんど行われていない。

　本研究は，管理方法と施肥レベルを変えた休耕

畑における植生の遷移過程の違いと，前歴を異に

する耕地に復元のための処理をした場合の植生の

遷移過程の違いを，群落組成および構造の変化と

いう視点から明らかにし，その掩乱の程度と植物

指標との関係ならびに復元過程における土壌構造

の回復について知見を得るために行ったものであ

る。

（2）管理方法が異なる休耕畑の植生の

　　二次遷移過程

　1）調査方法

　1年目（1984年）は施肥レベルのみを変えて，

①標準（N，P205，K20をそれぞれ10a当り6kg

施与した），②倍量（同12kg施与した）③無施肥（施

肥しない）の3区分とし，4月上旬に各試験区全

面に所定量の化成肥料を散布し，ロータリ耕をし

たのち放任した。2年目より管理方法として①放

任区（1984年4月にロータリ耕後5年間放任し

た），②枯草除去区（前年に発生し，枯れた植物を

毎年4月に刈り取り，畑地より持ち出した），③耕

栽区（前年に発生し，枯れた植物を毎年4月に刈

り取り，畑地より持ち出したのちロータリ耕を

行った）の3処理をそれぞれの施肥レベルの畑地

に設置し，前年から実施している3段階の施肥レ

ベルと組み合わせて，合計9処理を2反復で行っ

た。1小区は7m×5mでその中に1m×1m
の木枠のコドラートを4個設置した。

　調査は，出現した植物の種別の草丈および被度

をコドラート法により毎年6月から10月までの間

に数回測定した。各処理区（コドラート4個の平

均）の草丈と被度のそれぞれの最大値を100とした

時の種ごとの草丈比，被度比を求め，それらを平

均して積算優占度（SDR2）を算出し，さらに2反

復の平均値を算出した。こうして求めた各時期の

値を平均して各年の値とした。また，植物の生活

型と積算優占度を基に生活型組成と植生の遷移過

程を見ゐための遷移度（DS）を算出した。

　2）結果
放任区：

　5年間に出現した種は62種で1年生植物44種，

多年生植物16種，木本植物2種であった。！年目

に出現した種は38種で，オオイヌタデ，シロザ，

メヒシバ，イヌビエなどの夏型1年生植物が優占

した。2年目もオオイヌタデ（SDR2は82．2，以下

カッコ内は同様），シロザ（7L8）が優占種となっ

たが，イヌビエは減少し，これに変わってヨウシュ

ヤマゴボウ（86．2）が優占種となり，スベリヒユ，

イヌガラシ，イヌビエなどの小型種は消失した。

また新たに侵入した20種の中にはセイタカアワダ

チソウなどに代表される飛散性の高い種子を持つ

キタ科植物が10種見られた。一方，ヨウシュヤマ

ゴボウのほか，ガマズミ，ヘクソカズラなど種子

が鳥類などによって運ばれる植物も見られた。3

年目にはメヒシバ，イヌビエ，カヤツリグサは消

失し，多年生植物のセイタカアワダチソウ（93．1）

とヨウシュヤマゴボウ（89．2）が優占した。また，

この両種の下層には二次遷移の第二段階に見られ

る越年生植物のハルジオン・ヒメジョオン・ヒメ

ムカシヨモギなどが生育し，垂直的な住みわけ現

象が見られた。4年目はセイタカアワダチソウ，

クズおよびヨウシュヤマゴボウが繁茂し，オオイ

ヌタデ，シロザ，ハルジオン，ヒメムカシヨモギ，
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ヒメジョオンなどは減少した。5年目はつる植物

のクズが株を増大させ，セイタカアワダチソウ（草

丈270cm）を覆うまでに繁茂し，殆どの1年生植物

が消失した。

　出現した植物中に占める1年生の種数の割合は

1年目71．1％，2年目68．8％，3年目58．6％，4

年目29．4％，5年目14．3％と減少し生活型組成も

2年目までのTh－R5－D4－eから3年目以後は

Ch－R5－D1－prへと変化した。遷移度も1年目

22．1，2年目84．2，3年目151．1，4年目320．9，

5年目856．7と急速に増加した（図6－1）。5年

目の値は沼田の遷移度から見るとススキ型とササ

型の中間に入る。
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図6－1　管理方法を異にした休耕畑における遷移度

　　　　（DS）の変化

枯草除去区二

　5年聞に出現した植物種は51種で，1年生植物

30種，多年生植物18種，木本植物3種であった。

2年目の優占種は1年生植物のシロザ（89．2〉，オ

オイヌタデ（60．0），メヒシバ（50．2）であったが，

多年生植物のセイタカアワダチソウ（12．6），クズ

（6．2）なども見られた。3年目は1年生つる植物

のツルマメ　（88．5）およびセイタカアワダチソウ

（60．9）が優占し，前年に優占したメヒシバ，オ

オイヌタデ，シロザなどの優占度が著しく低下し

た。また新たにセイヨウタンポポ，アキノノゲシ，

オオマツヨイグサなど路傍や荒廃地に見られる植

物が侵入したが，これらのSDR2は低かった。4

年目もセイタカアワダチソウ（77．7）が優占し，

クズやヨモギなども増加した。5年目もセイタカ

アワダチソウ（93．2）が優占した。

　経年による1年生植物の種数の割合は2年目

85．7％，3年目57．1％，4年目50．0％，5年目

40．0％と漸減したが，3年目を除いて放任区に比

べて高い値を示した。生活型組成も3年目に散布

器官型と生育型がD4－eからD1－1へと変化し，

さらに4年目以降はCh－R3－D4－prへと変化

した。5年目の遷移度は163．3と放任区に比べて低

い値を示した（図6－1）。

耕癒区：

　5年間に出現した種は41種で1年生植物30種，

多年生植物10種，木本植物1種であった。優占し

た種は2年目まではメヒシバ，シロザ，オオイヌ

タデなどの夏型植物であり，3年目からツルマメ

（90．4）が繁茂し，メヒシバ，イヌビエなどは減

少した。

　1年生植物の種数の割合は2年目70．0％，3年

目75．0％，4年目77．3％，5年目81．0％と漸増し，

生活型組成は5年間にわたり農耕地に見られる群

落の組成を示した。遷移度も25．2から46．0の範囲

で維持されていた（図6－1）。

施肥レベルと出現した植物との関係：

　施肥レベルの相違は生活型組成に大きな変化を

もたらさなかった。また，経年による1年生植物

の種数の割合にも区間に明瞭な差がなかった。し

かし，肥料に対する植物種間の反応を見ると，施

肥量が多いとセイタカアワダチソウが増え，施肥

量が少ないとマメ科植物のクズやハリエンジュが

多くなる傾向が見られた。

　遷移度については施肥レベルが倍量の場合に低

い値を示したが，標準と無施肥との間には差が認

められなかった（図6－2）。
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図6－2　施肥レベルを異にした休耕畑における遷移度

　　　　（DS）の変化

（3〉荒廃した畑地の復元過程における植生の

　　変化

　1）調査方法

　前歴を異にする2種類の耕地，すなわち過去5

年間にわたって放任した耕地と過去5年間毎年1

回（4月）ロータリ耕をした耕地に対して次の3

種類の処理を行い，それぞれの処理区から発生す

る植物の種組成，草丈，被度等を調査した。3種

類の処理とは，①耕癒等の処理を行わない対照区，

②年4回ロータリ耕を行う耕惹区，③年2回除草

剤（パラコート）を10a当り96g散布する除草剤区

である。草丈と被度のデータから積算優占度

（SDR2）と遷移度（DS）を算出した。また，各

処理区の土壌について炭素と窒素の含有率を測定

すると共に，3年目にトウモロコシを栽培して熟

畑の収量と比較した。

　2）結果
5年間放任した耕地に対する3種類の処理の影

響：

　6年目以降も引き続いて放任した対照区では6

年目は多年生植物のセイタカアワダチソウや木本

植物のハリエンジュが優占したが，7年目にはク

ズが繁茂し，その被陰によってセイタカアワダチ

ソウやハリエンジュの優占度が減少した。発生し

た種類数も11種から5種に減少し，遷移は進行し

てその遷移度は6年目の657から7年目には1113

に増加した。8年目はクズが更に繁茂し，その被

陰によってセイタカアワダチソウの優占度は前年

の96から66へと減少したが，遷移度は1003を示し

前年に比べてやや減少した。しかし依然として高

い値を示している（図6－3）。

　耕惹区では前年まで優占していたタズが消失

し，セイタカアワダチソウ，ヨウシュヤマゴボウ，

ヨモギの優占度も減少し，前年までの多年生植物

主体の群落から1年生植物主体の群落へと変化し

た。遷移度は641から76に減少した。更に復元2年

目にはセイタカアワダチソウ，ハルジオン，ウシ

ハコベなどの多年生植物が消失して1年生植物の

エノコログサ，メヒシバが優占した。遷移度は前

年の76から18に減少して放任初期の値になった。

復元3年目には前年に優占したエノコログサ主体

の群落からメヒシバ主体の群落に変化するととも

にイヌホオズキ，ブタクサ，マルバルコウソウが

消失し，熟畑に見られるスベリヒュ，ザクロソウ
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5年間放任した後に3種の復元処理を行った耕

地の植生の遷移度（DS）

遷移が進むほど遷移度は高い値をとる。矢印は

復元処理を行った時期を示す。
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などが増加した。遷移度は前年の18から37に増え

たが低い値を維持している（図6－3）。

　除草剤区では，ほとんどの植物の地上部の葉と

茎は枯死したが，多年生植物のヨモギ，クズ，セ

イタカアワダチソウと木本植物のハリエンジュな

どは地下茎や根から再生した。しかし，ヨウシュ

ヤマゴボウは再生せず，わずかに芽生えが見られ

た程度であった。また，除草剤散布後に茎と葉が

枯死するため地表面は一時裸地状態となり，その

間隙にメヒシバ，オオイヌタデ，シロザ，エノコ

ログサ，ヒメジョオン，イヌビエなどの1年生植

物が発生した。復元！年目の遷移度は425と比較的

高い値を示した。復元2年目には前年に発生した

シロザ，イヌビエ，エノコログサ，ヒメジョオン

などの1年生植物は消失した。多年生植物のハル

ジオン，ヨモギ，セイタカアワダチソウや木本植

物のハリエンジュなどの地上器官は枯死したがそ

の後再生した。また，タズの地上茎は枯死せず繁

茂したため他の草種はクズの被陰によって減少

し，発生した種類数も前年の22種から10種に減少

した。復元2年目にはバラコート抵抗性を示すヒ

メムカシヨモギが発生するなど今後の挙動が注目

される。遷移度は前年の425から297に減少したが，

多年生植物のセイヨウタンポポ，ハルジオン，ヨ

モギ，クズ，セイタカアワダチソウや木本植物の

ハリエンジュなどの地下茎や根が残る植物が多い

ために比較的高い値を示している。復元3年目に

は，クズの地上茎は枯死せず，前年から残存した

地上茎から繁茂したため発生草種数は2年目の10

種から更に6種に減少し，遷移度は2年目の297か

ら343へと進行した（図6－3）。また，除草剤抵

抗性を示すヒメムカシヨモギは前年と同様に発生

したが，増加の傾向は認められなかった。

5年間に毎年1回ロータリ耕をした耕地に対する

3種類の処理の影響二

　6年目から放任した対照区は，多年生植物のヨ

モギとクズが優占種となり，前年まで発生してい

たメヒシバ，オオイヌタデ，シロザ，エノコログ

サなどの1年生植物が消失するとともにブタク

サ，ヒメムカシヨモギ，ノゲシ，ツユクサなども

減少した。発生した多年生植物の割合は前年の

17．6％から42．9％に増加し，遷移度は前年の64か

ら215へと増加した。放任2年目はクズの優占度が

高まり，その被陰によって1年生植物のブタクサ，

ツユクサ，ヒメムカシヨモギ，ヌカキビなどが消

失した。発生種類数は前年の14種から8種に減少

し，遷移度は前年の215から374に増加した。放任

3年目はタズとセイタカアワダチソウが更に繁茂

したため，ヒメジョオン，ツルマメなどが消失す

るとともにヨモギの優占度も減少した。遷移度は

2年目の374から589に増加した（図6－4）。
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図6－4　5年間に毎年1回耕惹した後に3種の復元処理

　　　　を行った耕地の植生の遷移度（DS）

　　　　矢印は復元処理を行った時期を示す。

　耕私区に．おける1年目の発生種類数は，前年の

19種から26種に増加し，前年に優占したオオイヌ

タデやオオマツヨイグサ，シロザ，ツユクサなど

の広葉植物にかわって，エノコログサとメヒシバ

のイネ科植物が優占した。また，熟畑に見られる

スベリヒユ，ザクロソウ，カヤツリグサなどの小

型種が見られるようになった。遷移度は前年の64

から34に減少した。復元2年目にも前年と同様に

エノコログサとメヒシバが優占し，遷移度は22に

減少した。3年目はメヒシバが優占種となり，熟

畑に見られるスベリヒユ，ザクロソウ，カヤツリ
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グサなども増加する傾向がみられた。発生種類数

は前年の17種から’9種に減少したため，遷移度は

22から37に増加したが，なお低い値を示している

（図6－4）。

　除草剤区においては，1年生植物の殺草効果は

顕著で，ツユクサ，エノキグサ，ヒメジョオン，

ヒメムカシヨモギ，ヌカキビなどが消失し，メヒ

シバ，オオイヌタデ，シロザなどの優占度も減少

した。多年生植物のセイタカアワダチソウ，クズ，

セイヨウタンポポなどの地上器官は枯死したが，

地下茎や，根から再生し，遷移度は前年の64から

155に増加した。復元2年目には発生種類数は前年

の16種から6種に減少し，クズとセイタカアワダ

チソウが優占した。多年生植物の割合は前年の

37．5％から50．0％となり遷移度は前年の155から

351に増加した。3年目は前年から残存したクズの

地上茎が繁茂したため，発生草種はクズとセイタ

カアワダチソウの2種となり，メヒシバ，オオイ

ヌタデなどの1年生植物が消失した。遷移度は351

から643に急増した（図6－4）。

（4）おわりに

　畑地に対する撹乱の程度が大きいときには種組

成に占める1年生植物の割合が高くなり，また遷

移度は低水準に維持されることがわかった。した

がって，1年生植物の割合や遷移度を畑地に対す

る掩乱の程度を推定するための指標．として利用す

ることができるQ本試験の結果によれば，遷移度

が50以下であれば，撹乱の程度はかなり大きく，

50～200であれば，中程度であり，200以上であれ

ば撹乱は比較的少ないといって良いであろう。

　施肥量が少ないと根瘤によって高い窒素固定能

をもつマメ科植物のクズやハリエンジュが増大す

るなど施肥量の多少によって種組成が変化するこ

とは，休耕畑植生の遷移機構を理解する上で興味

あることである。

　次に，荒廃した農耕地を復元するためには年4

回程度耕私すれば，植生の遷移を停滞させること

が可能と考えられう。しかし，復元3年目におい

ても荒廃地に見られるエノコログサ，オオマツヨ
　A．‘門　・

イグサなどの草種が観察されており，熟畑に発生

する1年生植物はまだ少ない。復元3年目に耕転

区にトウモロコシを栽培し，熟畑の収量と比較し

たところ，収量指数は57．8～43．1と著しく低いこ

とから，まだ正常な耕地に復元したとは言えない

ようである。

　（植生生態研究室宇佐美洋三・小泉博・

　　佐藤光政）

7．シュードモナス属細菌内RSFIOIO
　　系プラスミドの安定性

（1〉はじめに

　遺伝子操作をした微生物を自然環境に放出する

実験がすでに欧米各国で行われている。これらの

実験は，まだ隔離圃場内での安全性評価のための

ものであるが，実際の野外利用（実用化）も近い将

来行われるものと思われる。このような状況の中

で，組換え微生物の野外利用のための安全性評価

に関する基礎研究の蓄積が，現在，強く望まれて

いるところである。その中心的な課題は，組換え

微生物の自然環境（土壌，水圏，葉圏等）における

生存能力及び組換え遺伝子の安定性と遺伝子の微

生物問移行の問題である。

　本研究では，宿主細菌として，自然界に広く分

布しており，かつ組換え微生物の野外実験の第1

号となった（Lindow　and　Panopoulos，1988）

A6雇o規on偽釧7初g麗を用いた。また，ベクター

プラスミドとしては，これまで20以上のクローニ

ングベクターの素材となった広宿主域プラスミド

RSF1010と今回構築したその誘導プラスミドを

供試した。このPs飾40別on硲s甥初g磁と
RSF1010誘導プラスミドの系を用いて，土壌中及

び培地上での宿主細菌の生存及びプラスミドの安

定性について検討した。

（2）RSF1010誘導プラスミドの構築

　まずモデルの組換えプラスミドを作成した。ベ

クターのRSF1010とA6祝40n躍s　砂7初g磁　pv．
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痂70ρ％ゆκ76αNIAES1309のpCOR1プラスミド

（Sato　et　a1，1989）のE6断片（4．5Mda1）及びE8断

片（2．8Mdal〉のEcoRIサイトで連結し，それを，

それぞれP鉗7Jn即6pv．郷碗Ni27株に形質転

換した。E6断片とRSF1010を連結したプラスミ

ドをpNIA1，E8－RSF1010プラスミドをpNIA2

と名付けた。

　pNIA1プラスミドは，いくつかの制限酵素で切

断し（ダブル消化を含む），物理的地図を作成した。

（図7－！）

　　　　　EcoRI

　　　Pstl　PstIHind皿
　　　　　　　　　　PstI

蹴1κ　　　Hl

　　　　pNIA1
＼　　　　　　　／
RSF1010　　　　已6

SM

PstI

性を調査した。まず，LB及びキングB液体培地に

24時間培養菌を接種接種し，振とう培養を行い，

1日ごとに新しい培地に移し，10代継代した。10

代後も100％，pNIA1は維持され，極めて安定で

あった。次に，静置培養を5℃と25℃で行うと，

25℃では比較的安定であったが，5℃では，LB，

KB両培地とも培養7－10日後から脱落し始め，

33日で20％，55日では54％の脱落率を示した。こ

のように低温（5℃）処理は，静置培養において，

プラスミド脱落を強く誘導した。ところが，逆に，

斜面（固体）培養を行うと，5℃では，むしろ安定

になり，25℃では，極めて，不安定となった。す

なわち，PPGA培養で，28日後の場合5℃では

0．7％（2／318），25℃では45．3％（96／216），67日後

の場合5℃では1．9％（4／212），25℃では51．9％

（110／212）であった。ただし，KB斜面の場合には，

25℃培養でも比較的安定であった。以上の結果を

表7－1にまとめた。

表7－1　静置培養におけるpNIA1プラスミド脱落に
　　　　影響を与える環境要因

　　　　　　　　　EcoRI

図7－1　pNIA1プラスミドの制限酵素地図

Medium　liquid　or　　Temperature　Frequency　of
　　　　slant　　　　　　　　　　　plasmid－10ss＊

　以下の試験には，ベクターとして用いた

RSF1010と，今回構築したpNIA1，pNIA2を供

試した。これらプラスミドは，いずれもRSF1010

のマーカーであるストレプトマイシン（20ppm）耐

性とスルフォンアミド耐性を有しているため，ス

トレプトマイシン含有培地で容易に選抜すること

が出来る。また，プラスミドの同定は，EcoRIで

の断片で容易に判定できる。一部は，フォトビオ

チンラベルしたRSF1010のプローブを用いたコ

ロニーハイブリダイゼーションで確認も行った。

PPGA　　　liquid
　〃　　　　　　　　〃

　〃　　　　slant
　〃　　　　　　　　〃

KB　　　　liquid

　〃　　　　　　　　〃

　〃　　　　slant
　〃　　　　　　　　〃

25℃

5℃

25℃

5℃

25℃

5℃

25℃

5℃

　十

十十十

十十十

　十

十十十

　十

　十

（3）人工培地におけるpNIA1プラスミドの安
　　定性

Ni27株内におけるpN’IA1の培地中での安定

＊Frequency　of　plasmid　loss　on30to70days　after

inoculation，一：0％，十二1－5％，十十：6－19％，十十十：

20－60％

（4）殺菌土壌中における細菌の生存とプラスミ

　　ド安定性

　試験管内に29の殺菌畑地土壌（表層腐食質黒

ぼく土）を入れ，細菌懸濁液を加え，5℃と25℃に

保存し，一定期間ごとに，細菌を回収した。プラ

スミドを含まない野生株と，プラスミドを含む株

との間に殺菌土壌中における生存率の差異の有無

を調査した。その結果，表7－2に示すように，
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いずれの菌株も長期間生存し続けた（とくに5℃

において）。プラスミド保有株と野生株との間の生

存率にほとんど差異を認めなかった。

表7－2 殺菌土壌中におけるプラスミド含有細菌と

野生株の生存率の比較

Temperature　　　　Bact．str．

　Incubatlonperiod（days）

01－4159108132170365

　　　Ni27（pNIA！）

　　　Ni27（pNIA2）
25℃

　　　Ni27（RSF1010）

　　　Ni27WT

7十＊7十6十4十3十NT
7十　7十　6十　3十　4十　NT

7十　7十　7十　5十　1十　NT

7十　　7十　7十　5十　1十　NT

　　Ni27（pNIA1）

　　Ni27（pMA2）
5℃

　　Ni27（RSF1010）

　　Ni27WT

7十　7十　7十　7十　NT　7十　6十

7十　　7十　7十　8十　NT　7十　6十

7十　　7十　7十　8十　NT　7十　7十

7十　　7十　7十　7十　NT　7十　7十

に行ったが，細菌の回収には，P　釧7劾g磁pv．

アno万用の選択培地PM－！（佐藤ら，1981）を用い

た。この培地を用いると，土壌19中，10個程度

の本菌を検出することができる。結果は，表7－4

に示すように，25℃では，各菌株とも急速に死滅

し，11日後には検出不可能な濃度までに低下した。

しかし，5℃では，47日まで検出可能であった。

菌株間の差異は，殺菌土壌の場合と同様に全くみ

られなかった。このことからRSF1010系ベク

ターに有用遺伝子を導入して，P　sy7初g麗の組換

え細菌が，土壌に散布された場合には，とくに，

生存率において野生株を上回って，そのために生

態系を乱すようなことはないといえる。

＊Log　of　bacterial　number（7十means　log7（107）cfu／g　soil）．

NT：Not　teste（1，一：Not　detectable
表7－4 非殺菌土壌におけるプラスミド含有細菌と

野生株との生存率の比較

　一方，プラスミドの安定性については，表7－3

に示すように，pNIA1は，5℃において比較的不

安定で，1L3％の最大の脱落率を示した。25℃で

は，比較的安定で最大でも130日後の6．6％であっ

た。この殺菌土壌中でのプラスミド安定性と，温

度との関係が，液体静置培養と同傾向であるのは

興味深い。また，pNIA2，RSF1010は，pNIAlに

比べて安定であったが，，これは，挿入断片の大き

さに，関係している可能性がある。

Temperature Bact．str．　　　　　　　　　　Incubation　periods（days）

　　　　0　4　7　10　11　22　34　47　59

Ni27（pNIA1〉　　　7一ト＊6十　4十　2十　一

　　Ni27（pNIA2）
25℃

　　Ni27（RSF1010）

　　Ni27WT
　　Ni27（pNIAl）

　　Ni27（pNIA2）
5℃

　　Ni27（RSF1010）

　　Ni27WT

7十　6十　4十　2十　NT

7十　6十4十2十　一

7十　7十4十2十

7十　7十6十6十

7十　7十7十7十

7十　7十7十7十

7十　7十7十7十

7十6十4十3十

NT　7十　4十　4十

7十　6十　4十　一

7十7十4十3十

＊10g　of　bacterial　number（7十means　Iog7（107）cfu／g　soil）．

NT：Nottested，一INotdetectable

表7－3 殺菌土壌中におけるpNIA1，pNIA2，

RSF1010プラスミドの脱落 （6〉おわりに

Temperature　　Plasmid 　　Incubationperiod（days）

Q　4　10　22　41108！30365

　　　pNIA1
25℃　　　　pNIA2

　　　RSF1010

　　　pMA1
5℃　　pNIA2

　　　RSFlO10

0＊

0
0

0
0
0

0。900．91。86．6D

O　OOOO．9D
O　OO ！．81．9D

4．7　1！．310．310．3NT　9．1

0　　　0　　1．9　3，8NT　2．8

0　　0　　玉．9　0．9NT　Q．9・

＊Number　shows　frequency　of　plasmid　loss（％），

NT：Not　tested，D：Host　bacterium（iied．

（5）非殺菌土壌における細菌の生存とプラスミ

　　ドの安定性

非殺菌土壌の試験も殺菌土壌の場合とほぼ同様

　以上，組換え微生物の野外利用の安全性に関す

る基礎研究として，RSF1010とその誘導プラスミ

ド（今回構築したpNIA1，pMA2）とその宿主細

菌P釧7初g召6の土壌中及び培地中での消長を調

査した。その結果，プラスミド含有菌株と含有し

ない野生株との間に，殺菌土壌，非殺菌土壌中の

生存率に明らかな差異はなかった。また，土壌中

あるいは培地中のプラスミドの安定性は，それぞ

れ土壌条件，温度条件，プラスミドタイプによっ

て，あるいは，培養諸条件（温度，培地の種類，振

とうの有無等）によって強く影響された。とくに低

温（5℃）処理は，殺菌土壌と液体静置培養におけ
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るプラスミド脱落に有効であった。

　以上の成果は，将来P釧71n即6を宿主とし，

RSF1010系プラスミドベクターを用いた組換え

微生物の野外利用に当たって有用な知見になると

考えられる。

　　　　　　　（寄生菌動態研究室　佐藤　守）

8．クサカゲロウ類5種の累代飼育・増殖
　　法

（1）はじめに

　クサカゲロウ類は，アブラムシ類，ハダニ類，

鱗翅目害虫の幼虫などの多くの害虫の捕食性天敵

として注目されており，とくに，アメリカ，ヨー

ロッパ，中国などでは増殖，放飼が一部で実用化

されているほか，製品化，販売もなされている。

　わが国でも近年アブラムシ類の殺虫剤抵抗性個

体群の出現や殺虫剤の使用量軽減の要請から，と

くに施設栽培において本天敵の利用の可能性が注

目されつつある。しかし，わが国では，これまで

に，一部の種について人工餌の研究や小規模の放

飼実験が行われているにすぎず，害虫の生物的防

除の基礎となる累代飼育や大量増殖法の確立はな

されていない。また，諸外国においても，本天敵

の大量増殖に際しては，幼虫期の共食いによる増

殖効率の低下が最大の問題とされてきた。本研究

は，クサカゲロウ類の成虫および幼虫の代替餌を

探索し，採卵，飼育法を開発して累代飼育を可能

にすること，また，共食いの影響が少ない簡便か

つ安定的な幼虫飼育法を開発して大量増殖法開発

の基礎を確立することを目的とした。

（2）研究対象

を試みた。

1．

2．

3．

4．

5．

6．

　これらのっち，

した個体を，

市および竹富町西表島で採集した個体を供試し

た。

Ch勿yso！）6π‘z6α7n6α

ヒメクサカゲロウ

Ch勿ysoφ‘z　s4）孟6”z／）z6n6彪如

ヨツボシクサカゲロウ

Ch勿yso／）αノわ7”zosα

クモンクサカゲロウ

〃iαllα4α力槻OSαnα

タイワンクサカゲロウ

〃1αIZo1磁α166sオ6s

ルノ6zll6Z6彪　60nズn6nsJs

カオマダラクサカゲロウ

　　’　　1～4は茨城県つくば市で採集

　　　5は沖縄県那覇市で，6は同県名護

（3）成虫の飼育と採卵

　ヒメクサカゲロウ，タイワンクサカゲロウ，カ

オマダラクサカゲロウ，および躍．α166惚sの成虫

は，蛋白加水分解物（アンバーBYF100⑬）と蜂蜜の

2二3（重量比）混合物と水を与えて飼育，採卵で

きた。直径90mmのポリスチロール容器の蓋に直径

20mm程度の穴をあけ，容器上部に黒色テトロン

ゴースを，壁面に黒色画用紙を張った容器で雌雄

計10個程度が飼育可能である（図8－1）。産卵は

上面のゴース布および壁面の色画用紙上になされ

る。また，直径60mm，高さ30mmの同型容器を用い

て，ヒメクサカゲロウの雌雄成虫の対飼育が可能

であり，寿命，産卵前期間，産卵数等の調査が可

能となった。こうして得られたヒメクサカゲロウ

の産卵前期問は平均5～6日（レンジニ4～8

黒色テトロンゴース

　クサカゲロウ類は日本から約40種類が知られて

おり，一部の種を除いては，多食性で，アブラム

シ，カイガラムシ，キジラミなどの同翅目昆虫の

ほか，鱗翅目昆虫の卵や幼虫，ハダニなどを捕食

する。ここでは，多食性の3属6種について，成

虫の飼育，採卵，および幼虫の代替餌による飼育

／一フ帯萌て瀦閣“”㎜

給水用脱脂綿

　　ノ

憩欝灘

、／

黒色色画用紙

図8－1 クサカゲロウ成虫の飼育・採卵容器（累代飼育

用）（150mmφ，90mmH）
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日），総産卵数は平均505（同：80～968），雌成虫の

寿命は平均50日（同二21～77日）であった。

　また，ヒメクサカゲロウ雌成虫の産卵前期間と

産卵開始後10日間の産卵数の間には有意な負の相

関が認められ（rニー0．412，P＜0．05，図8－2），

産卵前期間が短い個体ほど産卵数が多い傾向が見

出された。

250

産　200
卵
開

始
後
lo　i50
日

問

の
産
　　100卵
数

50

0

O

O

O

o

●

●

O
O

●

藝
O

o

　

9
0

8

8

r＝一〇．4i2
（P＜0．05）

O

o

O
O
◎

O

たバレイショ芽出しを与えて飼育したヨツボシク

サカゲロウ成虫の生存曲線を図8－3に示す。

100

生

存

率　　50

％・

0

♀♀

　n＝25

♂略一24

0

図8一一3

10，　　　　　　20　　　　　　　30　　　　　　　40

　　　　羽化後日数

50

ヨツボシクサカゲロウ成虫の生存曲線

（25℃，16L8D）

4 5　　　　6　　　　7

産卵前期間（目）

8

図8－2　ヒメクサカゲロウの産卵前期間と産卵数（産卵

　　　　開始後10日間の産卵数）。アンバーBYF－100，蜂

　　　　蜜2二3混合物給餌，対飼育，25℃，16L8D。

　　　　○野外で採取した成虫から採卵，1世代ヒラタ

　　　　コクヌストモドキ卵で飼育，●1988年導入累

　　　　代飼育系統。

　以上のように成虫もアブラムシを捕食するヨツ

ボシクサカゲロウとクモンクサカゲロウは蛋白加

水分解物と蜂蜜の2：3混合物とチューリップヒ

ゲナガアブラムシを与えて，また他の4種につい

ては蛋白加水分解物と蜂蜜の混合物のみで長期間

成虫の飼育・採卵が可能となった。

（4）幼虫の代替餌の探索

　なお，タイワンクサカゲロウは野外では複数の

卵の卵柄をより合せて房状の卵塊を形成すること

が知られているが，上記の飼育条件の下では1卵

ずつ産下し，卵塊を形成しなかった。しかし，累

代飼育に十分な量の卵が容易に得られた。

　成虫期にもアブラムシを捕食するヨツボシクサ

カゲロウおよびクモンクサカゲロウ成虫は，蛋白

加水分解物と蜂蜜の混合物と水を与えて飼育した

ところ，長期間生存したが，産卵は起らなかった。

この2種については，チューリップヒゲナガアブ

ラムシを繁殖させたバレイショの芽出しを飼育容

器内に置くことによって採卵が可能となった。300
－
m
m ×250mm×280mmのアクリルケージで上記の

餌とチューリップヒゲナガアブラムシを増殖させ

　ヒメクサカゲロウ，ヨツボシクサカゲロウ，ク

モンクサカゲロウ，およびタイワンクサカゲロウ

の1，2齢幼虫は，スジコナマダラメイガおよび

ヒラタコクヌストモドキの卵と幼虫，ノシメマダ

ラメイガ，チャバネアオカメムシ，ホソヘリカメ

ムシの幼虫，およびヒラタチャタテムシの幼虫や

成虫で飼育できた。

　そこで，ふすま，小麦粉，米糠等で増殖が容易

な鱗翅目貯穀害虫，スジコナマダラメイガ，ノシ

メマダラメイガに注目し，クサカゲロウの若齢幼

虫には幼虫を与えて飼育し，アブラムシを与えた

飼育結果と比較した。また，共食いの影響をみる

ために，個体飼育と集合飼育の生存率の差異につ

いても検討した。（表8－1）。
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表8－1　各種の餌によるクサカゲロウ4種の幼虫の
　　　　飼育（25℃，16L8D〉

　　供試ふ化　　　餌と飼育条件b　　　　生　存　率（％）c
種名a
　　幼虫数　1・II齢期　　Ill齢期　　III齢幼虫　　繭　　成虫

Cc 18

34

15

A，S

M，G

Ee，G

A，S

El，P1，S

P1，G

一d　55．6　38．9

82．4　　　82．4　　　73．5

86．7　　　46．7　　　26．7

Cs 35

53

25

A，S

M，G

Ee，G

A，S　　　　　　－d　74．3　51．4

EI，P1，S　　　　　66．0　　3916　　26．4

El，G　　　　　100．0　　48．0　40．0

Cf 27

16

15

A，S

M，G

Ee，G

A，S

P1，S

Pl，G

一d　33．3　3．0

68．8　　　31。3　　　！2。5

73．3　　　26。7　　　　6．7

Mf 12 Ee，G Pl，G 100．0　　　9！．7　　58．3

a　Cc：ヒメクサカゲロウ；Cs：ヨツボシタサカゲロウ；

Cf：タモンクサカゲロウ；Mf：タイワンタサカゲロウ

b　A：アブラムシ類；Mニチューリップヒゲナガアブラムシ
　（バレイショ芽出し）；Ee：スジコナマダラメイガ卵；

El：同幼虫；Pl　lノシメマダラメイガ幼虫

S：個体飼育；G：集合飼育

c供試幼虫数に対する各ステージはじめの生存率

d　III齢はじめの生存数は調査していない

表8－2　ヒラタコクヌストモドキ卵，幼虫による

　　　　クサカゲロウ幼虫の飼育（25℃，16L8D）

種名・、響樵騒、簾ジの評叢

Cc Te，S　　Te，S　　57　　　96．5　　　94．7　・82．5

Te，S　　TI，S　　　34　　100　　　　97．！　70．6

Te，G　　　Tl，G　　　19　　　84．2　　　84．2　68．4

Cs Te，S　　Tl，S

Te，G　　Tl，G

87．5　　　　75．0　　57．1

66．7　　　　　50。0　　　33。3

Cf Te，G　　Te，G　　17　　100 41．2　　35．3

Mf Te，S　　Te，S　　12　　100　　　100　　75．O

Te，G　　Te，G　　25　　　60．0　　　24．0　12．0

Ma Te，S　　Te，S　　18　　100　　　　94．4　88．8

Te，G　　Te，G　　20　　　55．0　　　50．0　40．0

a　Cc：ヒメクサカゲロウ；Cs：ヨツボシタサ々ゲロウ；

Cf：タモンタサカゲロウ；Mf：タイワンクサカゲロウ
Ma二〃1α磁磁召166s渉6s

b　Teニヒラタコクヌストモドキ卵，Tl：同幼虫，

S：個体飼育，G：集合飼育（3～5個体／容器）

c供試幼虫数に対する各ステージはじめまでの生存率

　4種のクサカゲロウの3齢幼虫期を鱗翅目幼虫

で飼育して成虫が得られた。とくに，ヒメクサカ

ゲロウの個体飼育では卵孚化幼虫の73．5％が羽化

し，全期問にわたってアブラムシを与えて個体飼

育した場合よりも明らかに羽化率が高かった。ヨ

ツボシクサカゲロウの鱗翅目幼虫による個体飼育

では営繭までの生存率が約40％であったが，この

場合も3齢期のみの生存率は60％である。クモン

クサカゲロウの生存率はアブラムシを与えた場合

でも低く，本種の飼育が他種に比べて難しいこと

が示唆されるが，ノシメマダラメイガ幼虫を与え

た場合の方がアブラムシを与えた場合よりもやや

生存率が高くなった。

　1，2齢期にはスジコナマダラメイガ卵を与え

て集合飼育していずれの種でも70％以上が3齢と

なり，若齢期には餌が十分であれば共食いが少な

いことが示唆されている。一方，ヒメクサカゲロ

ウは，鱗翅目幼虫を与えた場合，個体飼育では3

齢幼虫の全てが営繭したが，集合飼育では営繭が

約半数に減少し，羽化率はさらに低下した。ヨツ

ボシクサカゲロウで3齢期のみの生存率は集合飼

育では個体飼育よりも10％ほど低くなった。以上

は，3齢期の生存率が集合飼育の場合共食いに

よって低下することがあり，その傾向はヒメクサ

カゲロウでとくに顕著であることを示している。

他方，タイワンクサカゲロウ3齢幼虫は集合飼育

でも高い営繭率が得られた。以上の結果から鱗翅

目貯穀害虫の卵，幼虫が4種のクサカゲロウの代

替餌として有用なことが示された。しかしそれら

の卵は分離・収集にさいして成虫の扱いが厄介な

こと，成虫寿命が短く，採卵期間が限られること，

また幼虫がクサカゲロウの繭を食害する場合があ

ること，さらに幼虫が吐糸してクサカゲロウ幼虫

の行動を阻害する場合があることが大量飼育では

障害になりうる。

　そこで同様に小麦粉で手軽に飼育でき，成虫は

長命で随時採卵可能で，また幼虫がほとんど吐糸

しないヒラタコクヌストモドキを増殖し，卵と幼

虫を用いて上記4種のタサカゲbウおよび痂1－

」α4αα166s嬬の幼虫の飼育を試みた。

　飼育結果は表8－2に示すとおりである。クモ

ンクサカゲロウ以外の4種の幼虫はヒラタコクヌ

ストモドキの卵または幼虫を与えて個体飼育した

場合，いずれも営繭率が高かった。クモンクサカ

ゲロウは集合飼育で営繭率が約40％にとどまった

が，これも表8－1のアブラムシや鱗翅目幼虫を

用いた場合よりは高い値となった。
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　集合飼育では共食いによって生存率が低下する

場合が多いが，、表8－1とは異なり，ヒメクサカ

ゲロウでは影響は小さく，むしろタイワンクサカ

ゲロウでは生存率の低下が顕著であった。

　以上のようにクサカゲロウの種や，集合飼育か

個休飼育かで生存率には差があるが，ヒラタコク

ヌストモドキの卵，幼虫はクサカゲロウ幼虫の代

替餌として有用で，とくにヒメクサカゲロウの飼

育に好適であることが明らかになった。

（5〉幼虫の大量飼育

　これまでに述べてきた飼育実験では主として

3×6×L5cmポリスチロール容器を用いた

が，細胞培養プレートを用いることによって共食

いを避けうる効率的な個体飼育が可能となった。

ヒメクサカゲロウでは卵孚化幼虫1個体あたり約20

mgのヒラタコクヌストモドキ卵を与えれば，餌の

交換，補給をせずに成虫を得ることができた。同

様の方法ではヨツボシクサカゲロウ，クモンクサ

カゲロウ，タイワンクサカゲロウ，カオマダラク

サカゲロウおよび躍．α166吻sの飼育も可能なこ

とが確かめられた。

　一方，十分量のヒラタコクヌストモドキ卵を与

えると共食いの影響が少ないヒメクサカゲロウ幼

虫の集合試育が可能なことが示されたので，折り

曲げた濾紙片を入れた90mlプラスチックカップで

同種の集合飼育を試みた。その結果容器当り

20～30個のヒメクサカゲロウ卵を入れ，1卵当り

約20mgのヒラタコクヌストモドキ卵を与えれば，

以後餌の補給，交換なしに10～20匹の成虫が安定

して得られることがわかった。（表8－3）。〃泌

1α4α召166s嬬も同様にして集合飼育が可能なこと

も確認された。

（6）むすび

　天敵の反復大量放飼による害虫の生物的防除の

技術化の前提は，簡便で安定した大量増殖法の確

立にある。クサカゲロウ類の大量増殖においては

代替餌の選定と共食いの回避が特に重要である。

本研究によって生植物を用いずに増殖できる種々

の昆虫を代替餌としてクサカゲロウ類の飼育が可

能なことが明らかになったが，とりわけヒラタコ

クヌストモドキの卵，幼虫を与えて飼育するとア

ブラムシを餌とした場合と同程度か，より高い生

存率でクサカゲロウ類の幼虫の飼育が可能である

ことが示された。ヒラタコクヌストモドキは小麦

粉で長期間容易に個体群を維持でき，また成虫が

長命なので随時卵が得られること，取り扱いが容

易なことなどの利点をもつ。また，今回飼育を試

みた6種のクサカゲロウの幼虫がすべてヒラタコ

クヌストモドキ卵を用いて飼育可能であったこと

から，さらに多くの種の飼育にも応用できる可能

性が高い。また共食いを回避するには細胞培養プ

レートを用いて個体飼育を簡略化できるほか，．ヒ

ラタコクヌストモドキ卵を用いて効率的な集合飼

育も可能となった。これら幼虫の飼育法と蛋白加

水分解物と蜂蜜の混合物，またはそれとバレイ

ショ芽出しで増殖したチューリップヒゲナガアブ

ラムシを与えた成虫の飼育，採卵法を組合せて6

種のクサカゲロウの累代飼育が可能になるととも

に，大量増殖の基礎を確立することができた。

　　　　（天敵生物研究室　志賀正和・窪田敬士）

表8－3　ヒラタコタヌストモドキ卵を用いたヒメクサ

　　　　カゲロウの集合飼育（25℃16L8D）

　　　　　　　　生存率（％）卵数　　給餌量　反復　　　　　　　　　　　　　　　　性比　　カップ当り羽化数

　　（mg）　1齢H齢III齢繭成虫（♀％）（X±SE）

9．NMR法による殺菌剤の細胞膜に
　　対する作用の検定

　5　　100

10　　200

20　　4GO
IO十10a　400

30　　600

80，073．373．373。366，7　70．0　　3．33±0．33

93．386．786．786．786．7　50．0　　8．67±0．88

95．093．092。066．058．0　6／．8　　11．00±0．95

94。09LO89．066．058．0　5L7　　！1．60±0。98

96．793．393，366．766．7　50．0　　20．00

（1）はじめに

a異なる成虫ペアから得た10卵ずつを集めて飼育

　化学の分野で核磁気共鳴（NMR）法は，有機化

合物の構造決定には欠かせない分析法である。こ

の方法の特徴は，磁場の中に置いた試料に数十か
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ら数百メガヘルツのラジオ波を照射するだけでス

ペクトルの測定ができ，試料を破壊せずに試料中

の化合物に関する情報が得られるということであ

る。この特徴によりNMRは，有機化学の分野だ

けでなく，生理学や医学における生体試料の分析

にも応用が可能である。1970年代のコンピュー

ター技術の発達と普及により，それまでのCW型

NMRに代わってFT－NMRが導入され，シグナ

ルの積算が速くできるようになって，比較的感度

の低い13Cや31P，2H，15NのNMRスペタトルの

測定が一般化した。このことはNMRの生理学へ

の応用の道を大きくひらくものであった。

　その生理学の分野で最も早くから注目されたの

が31P　NMRである。微生物細胞，動植物の培養細

胞，摘出組織，器官，さらに無傷の動植物個体の

31P　NMRスペクトル中には，無機リン酸，ATP，

糖リン酸，クレアチンリン酸等のシグナルが観測

され，これらのシグナルの変化からエネルギー代

謝に関する情報が得られる。また無機リン酸の化

学シフトからは細胞内のpHを推定することもで

きる。13C　NMRや15N　NMRも生体を用いた研究

に応用できるが，13Cや15Nは天然存在比が1％以

下と低く，また核自体の検出感度も31Pの1／4及び

1／60と高くない。このことから，これらの核種の

天然存在比におけるN『MRの代謝研究への応用

は，ごく一部の主要生体成分に関するものに限ら

れてしまう。しかし天然存在比が低いことを逆手

に取って，13Cや15Nをトレーサーとして用い，含

有量のそれほど多くない化合物の代謝研究も行わ

れている。

　一方，1HはNMRにおける検出感度が最も高

く，有機化学の分野では最も多く利用されている。

しかし生体の1H　NMRスペクトル中には当然の

ことながら水の強いシグナルが現われ，それが他

のシグナルを観測する際に妨害となり，生体の1H

NMRの代謝研究への応用例は少ない。ところが

その水のプロトンに注目し，その緩和時間（電磁波

によって高エネルギー状態に遷移した核が元の状

態に戻る時間）から生体生理に関する情報を得る

ことができる。特にDamadianによって，癌組織

中の水のプロントンの緩和時間が正常組織のそれ

よりも長いことが報告されて以来，生体組織の水

の緩和時間を利用した病気の診断に関する多くの

報告が出されている。そして今や組織や細胞のプ

ロトン密度や水の緩和時間に基づいたNMRイ

メージ≧グ法は，医学の分野でX線や超音波画像

法とならぶ有力な診断技術として評価されてい

る。

　ここではこのNMR法による非破壊生体計測

の農学への応用例として，1H　NMRにおける細

胞中の水の緩和時間を利用した殺菌剤の作用機構

研究を報告する。

（2）原　理

　細胞内の水のプロトンの緩和時間の測定値に関

しては，ConlonとOuthredの理論に基づいて

Stoutらが次のような式を提出している。

　1／Tフ2、＝1／T2、十　1／t、一P、T2b／pbT、2

この式において，Tフ2、は細胞内の水の見かけのス

ピンースピン緩和時間（T2），T2、は細胞内の水の

真のT2，T2bは細胞外の水のT2，t、は細胞膜を通

した水の交換時間，P、とPbは細胞内外の水の量を

表わす。この式は，細胞内の水の緩和時問の測定

値が細胞膜の水透過性を反映するということを示

している。そこで野菜・果樹の重要病害の病原菌

である灰色かび病菌（βo勿然6初6繊）の菌糸細

胞の水の緩和時間の各種殺菌剤処理による変化か

ら，殺菌剤の細胞膜に対する作用検定を行った。

　なお上式のT，、は，水分子の運動性や水に溶け

ている常磁性金属の濃度などによって決定され

る．そして水分子の運動性は細胞質の粘度に影響

され，細胞質の粘度は細胞の水分含量や細胞質に

溶けている高分子化合物の濃度などにより決定さ

れる。供試した殺菌剤処理により菌糸細胞の水分

含量や不凍水量，可溶性タンパク質や可溶性多糖

の量，常磁性金属量がほ、とんど変化しないことか

ら，T2、の変化は小さく，よって殺菌剤処理による

菌糸の水のT2の測定値（T2、）の変化は，t、の変

化，すなわち細胞膜り水透過性の変化を直接反映

するということが示された。
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　液体培地で培養した細胞中の水の緩和時間を測

定する場合，細胞外の水のシグナルの妨害をどの

ようにして除くかが問題となる。そこで外の水を

極端に速く緩和させてしまうことによりその妨害

を除くことを考えた。細胞外の水の緩和時間は常

磁性物質を外液に加えることによって容易に減少

させることができ，一般にMn2＋が外液に添加さ

れる。それはMn2＋が膜透過性が小さくほとんど

細胞膜の内側に入り込まず，かつ膜の透過性自体

にもほとんど影響を与えないからである。また細

胞外の水の緩和が速いということは上式において

T2bが小さいということであり，T2bの値がT2、や

t、に比べて極端に小さければ，上式の第3項は無

視できるようになり，1／T2、は1／t、に比例する

ことになる。

（3）方　法

　1）化合物

　Nystatinとdehydroabietylamineは茨城大学

の児玉治助教授から，またbenomy1，blasticidin

S，polyoxin　Bは農業環境技術研究所の上杉康彦

博士（現宇部興産㈱）及び片桐政子氏から分与され

たものである。Triflumizoleは日本曹達㈱から，

manebとmancozebは東京有機化学㈱から提供

されたものである。その他の殺菌剤は和光純薬工

業㈱から購入した。

　2）菌糸の生育阻害の測定

　PDA培地上に生育させたB　6初876α（MAFF

O3－05744）の菌叢から5mmφのディスクをコルク

ボーラーで打ち抜き，殺菌剤を含むPDA培地上

に置き，26．5℃中で培養する。殺菌剤を含まない

培地上での菌叢の生育を対照として殺菌剤添加区

の菌叢直径より生育阻害度を求めた。水に不溶の

薬剤はN　IV一ジメチルホルムアミド（DMF）又は

アセントに溶解し，その50μ1を10m1のPDA培地

に添加した。B6in67昭における各種殺菌剤の

50％生育阻害濃度（ED5。）と最小生育阻止濃度

（MIC）を表9－1にあげた。

　3）菌糸細胞膜の水透過性に及ぽす殺菌剤の影

　　　響の測定

　B6初6名6αの菌糸を40m1のPDY培地［2．4％

Potato　Dextrose　Broth　（Difco），0．5％　yeast

extract（Difco）］中，26．5℃で3日間ロータリー

シェーカー上で振とう培養する。自然ろ過で集菌

し，その29を殺菌剤を含む25mM　MnC12水溶液

50mlに浸漬し，25℃中に1時間静置する。水に不

溶の薬剤は0．lmlのDMFまたはアセトンに溶解

し，MnC12溶液に添加した。このことによりT2bは

0．5msecにまで短くなり，1／T’2、㏄1／taが成り

立つ。薬剤処理後，菌糸を自然ろ過で回収し，そ

の一部を10mmφNMR試料管に入れ，細胞外液を

含む水のプロトンのT，の測定を日本電子㈱の

FX－90Q　NMR装置を用いて常法で行った。さら

に，T2b二〇．5msecとしてT’2、の推定をシンプ

レックスを用いた非線形最小自乗法で行った。

　殺菌剤の長時間処理実験においては，PDY培地

150ml中で培養した対数増殖期の菌糸を減圧ろ過

によって集め，その19の殺菌剤を含むPDY培

地105mlに懸濁し，26．5℃で15時間ロータリー

シェーカー上でインキュベートする。水に不溶の

薬剤は，0．5mlのDMFに溶解して培地に添加し

た。インキュベート後，菌糸を自然ろ過で回収し，

2gを25mM　Mnc12水溶液50mlに浸漬し，25℃中

に1時間静置する。再び菌糸を自然ろ過で回収し，

2gを25mM　Mncl2水溶液50mlに浸漬し，25℃中

に1時間静置する。再び菌糸を自然ろ過で上記の

方法で水のプロトンのT2の測定とT2、の推定を

行った。

　殺菌剤処理によるTラ2aの変化は，処理菌糸の

T’2、（T2、t）の無処理菌糸のT’2、（T2、。）に対する

比丁’2、t／Tフ2、。で表した。このT’2、t／T2、。が小さく

なるということは膜の水透過性の増加を意味す

る。また各種薬剤の細胞膜の水透過性に対する影

響を比べるためには，B6i麗γ6αの各薬剤に対す

る感受性の差を考慮して，横軸には薬剤濃度では

なく，各々の薬剤による菌糸の生育阻害度をとった。

（4）結果及び考察

　Nystatinは膜にイオンチャンネルを形成する

イオノホアとして働き，細胞からK＋を漏出させ
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る。またdehydroabietylamineも細胞からのK＋

の漏出を招く。これらの薬剤は，80～100％生育阻

害濃度における1時間の処理で著しくT’2、t／T2、。

を減少させ，膜の水透過性を顕著に高めることが

示された（図9－1A，表9－1）。かつT’2、は菌

糸の生育阻害度に比例して減少している。この結

果より，イオンチャンネルが膜の水透過と密接な

関わりを持つことが示唆された。

　Edifenphosやiprobenfosも90～100％生育阻

害濃度における1時間の処理でT2、t／T’2、cを

0．74～0．77に減少させ，膜の水透過性を増加させ

ることが示された（図9－1B，表9－1）。これ

らの薬剤は膜のホスファチジルコリンの生合成を

阻害し，膜の構造と機能に影響を与える。しかし，

これらの薬剤によるT’2、の変化は，イオノホアに

よるT’2、変化に比べて小さかった。この理由とし

て，薬剤処理時間が短すぎた可能性がある。もし

膜のホスファチジルコリンの代謝回転時間が薬剤

処理時間1時間よりもずっと長ければ，膜に対す

る影響がほとんど見られないのは当然のことであ

る。．そこで培地中で15時間の薬剤処理を行ってみ

．00

器0．75
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　0．25
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D
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図9－1

表9－2

25　　　　50　　　　75　　　　iOO　O　　　　25　　　　50　　　　75　　　　100

　　　　Growth　lnhibition（％）

1時間の殺菌剤処理によるB6乞n薦α菌糸細

胞膜の水透過性の変化

Aニイオノホア，Bニホスファチジルコリン生

合成阻害剤，Cニエルゴステロール生合成阻害

剤，D二SH阻害剤。

殺菌剤のMICにおける長時間処理による

B．6初6名昭細胞膜の水透過性の変化a

Fungicide T72at／丁夕2aC

表9－1　B6ガn6z齪における殺菌剤のED5。とMIC
　　　　及び殺菌剤処理による膜の水透過性の変化

Edifenphos

Triflumizole

Benomyl
Procymidone

0．74±0．04

0．82±0．03

1．03±0．06

0．97±0．12

Fungicide ED50（μM）　　MIC（μM）　　T’、、t／T，、、。a

a値は3回の実験による平均値±標準偏差。

Nystatin

Dehydroabietylamine

Edifenphos

Iproben∫os

Tria（limefon

Triflumizole

Captan

Captafol

Chlorothalonil

HgC12

Maneb

Mancozeb

Thiram

Ziram

BenomyI

Thlophanate・methyl

Blasticidin　S

PolyoxinB

Procymidone

Iprodione

0．81

70

！！9

416

54

9．3

40

7．2

244

18

19

3（ppm）

21

49

0．34

2．2

78

2．2

1．4

0．91

　6．5

900

300

1040

170

　60

　67

　57

＞300

　74
！50

　30（ppm）

！66

262

　0．7

　12

237

　4

　7

　6

0．25±0．02

0．52±0．00

0．77±0．07

0．74±0．02

1．02±0。09

0．89±0．03

0．59±0．02

0，60±0．！8

0．43±0．06

1．02±0．05

1．00±0．06

0．97±0．07

0，96±0．03

LO2±0．04

0．97±0．09

1．02±0．03

LO5±0，03

LO9±0．05

1．03±0．16

a90～100％生育阻害濃度における1時間処理後のTフ2、t／T’2、。。

値は3回の実験による平均値±標準偏差。

た。この培養条件下では菌糸の倍化時間が8時間

なので，15時間はホスファチジルコリンの新規合

成に充分であり，薬剤の作用が完全に現われると

考えられる。しかしながら，edifenphosで15時間

処理した後もT’2、t／T2、。は0．74であった。（表9

－2）。このことから，1時間処理ですでに薬剤の

効果は充分現われており，よって膜中のホスファ

チジルリコンの代謝回転時間は1時間以内てある

ことが示された。かつホスファチジルコリンは膜

を通した水の交換には直接関与せず，このわずか

なT’、、の減少は膜の主要成分の生合成阻害によ

る膜の構造変化を通した二次作用の現われと考え

られる。

　エルゴステロール生合成阻害剤triadimefonと

triflumizoleも，1時間処理であまりT2、の値を
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変化させなかった。（図9－1C，表9－1）。ま

たtriflumizoleで15時間処理しても，T｝2、t／T’2ac

は0．82にまでにしか減少しなかった。（表9－2）。

この結果から，これらエルゴステロール生合成阻

害剤によるTフ2。の減少も，ホスファチジルコリン

生合成阻害剤の場合と同じく，膜成分の生合成阻

害による膜の構造変化を通した二次的作用である

と考えられる。

　SH阻害剤の中では，captan，captafol，chlor－

othaloni1，HgCl2が40～100％生育阻害濃度で膜の

水透過性を増加させた。（図9－l　D，表9－1）。

イオンチャンネル形成型イオノホアが膜の水透過

性を高めるという事実とともに考え合わせると，

これらの薬剤はおそらく膜のイオンチャンネルを

構成するタンパグ質のSH基に結合し，イオン

チャンネルを開かせると考えられる。これはまた

膜を通した水の交換がSHタンパク質に担われ

ているという説を裏付けるものでもある。これら

のSH阻害剤の膜の水透過性への影響が，イオノ
　　bホアの場合に比べて生育阻害度がより低いところ

から見られるのにもかかわらず，グラフの傾きが

小さいのは，これらの薬剤がイオンチャンネルのタ

ンパク質の他にも作用点を持つためと考えられる。

　Captan等と同じくSH阻害剤に分類される

maneb，mancozeb，thiram，ziramはMICにおい

てもT2、を変化させなかった。（表9－1）。この

ことは，SH阻害がこれらの薬剤の一次作用では

ないことを示唆するものである。これらの薬剤に

は金属捕獲作用もあり，この金属捕獲作用がこれ

らの一次作用である可能性が強い。

　細胞分裂阻害剤であるbenomylとthio－
phanatemethyl，タンバク質生合成阻害剤bvlas－

ticidinS，キチン生合成阻害剤polyoxinBで処理

した菌糸のT’2at／T’2a。は0．97～！．05で，これらの

薬剤も膜の水透過性には影響を与えないと判断さ

れた（表9－1，2）。この結果は，これらの薬剤

の作用点が膜のイオンチャンネル（＝水チャンネ

ル）ではないことを裏付けるものである。

　Procymidoneについては膜の機能を阻害する

のではないかという説が提出されているが，その

作用機構に関する定説はまだない。この殺菌剤お

よび同じジカルボキシイミド系殺菌剤に属する

iprodioneも，B6in6名6α菌糸細胞膜の水透過性に

影響を及ぼさず（表9－1，2），もしこれらが膜

に作用するとしてもその作用点はイオンチャンネル

や膜の主要成分の生合成系ではないと思われる。

（5）おわりに

　以上のようにNMRは生体内物質の非破壊測

定を可能にし，細胞内の水の緩和時間から細胞膜

の水透過性に及ぼす薬剤の影響を知ることができ

た。なお本研究では植物病原糸状菌の菌糸細胞を

材料に殺菌剤の作用をみたが，この手法は動物や

植物の細胞系にも応用でき，殺虫剤や除草剤の作

用機構，抵抗性機構の研究や，農薬のほ乳類に対

する毒性の研究への利用が期待される。

　　　（殺菌剤動態研究室　吉田　充・行本峰子）

m．高分解能蛍光X線元素マッピング装置
　　による植物中の元素分布の非破壊計測

（1）はじめに

　元素分布の面分析を行う場合に通常よく用いら

れるX線マイクロアナライザー（EPMA）は，電子

線を照射するするため試料に対する損傷が大き

く，高真空下の測定ということもあり，生きたま

まの状態で分析することはできない。最近，蛍光

X線を用い元素マッピングを行う装置が開発さ

れ，植物の元素分布を生きたまま連続して分析す

る試みが渡辺らによってなされてきた。しかし，

分解能が100μm程度であること，測定時間が長い

こと，一度に測定できる元素の数が限られている

ことなど，不都合な点も少なくなかった。そこで

本研究では，より微少な領域を測定することを目

指して化学技術研究所で開発された高分解能蛍光

Xマッピング装置を植物に適用して，微小領域に

おける元素分布を複数元素について生きたまま計

測し，その集積，欠乏の様子をマッピング図とし

て表すことを試みた。また，マッピング画像デー
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タを解析して，元素間の相互関係など二次的な情

報を得る手法についても検討した。

（2〉装　置

　化学技術研究所で試作された高分解能蛍光X線

マッピング装置は，微小X線ビーム発生部と試料

走査ステージから構成され，それぞれコンピュー

ターで制御される（図！0－1）。CuターゲットのX

線管で発生した特性X線は，長さ15cmのX線導管

を経て約16μm径のビームとなり試料に照射され

る。X線検出器はX線導管に対して対称の位置に

2器設置され，検出感度の向上と試料の形状に由

来する誤差の軽減をはかっている。植物試料の測

定にあたって，葉のように何かに固定する必要の

ある試料は，厚紙の中央を切り抜いてマイラー

フィルムを貼付けた台紙上に粘着テープで固定し

て観察に供した。根箱のように平らな観察面を有

する試料はそのまま観察面を装置に固定して行っ

た。観察部分を特定するため，試料の観察部位近

傍に金属片を固定し，まず短い時間で粗く走査し

て観察部位を探り出した後，その部分を細かく測

定した。

（3）マンガン過剰障害葉の観察

セイヨウミヤコグサ（英名二birds－foot　trefoi1）

X線検出器』〆

試料

器』〆

一　　＿
　X線管

x線集光部（x線導告）

－

＿　　　一

一次X線〆

X線検出器
　蔑

MCA

IF

二次X線

□
「
ヨ試料走査ステージ

マルチチャンネル
アナライザー

インターフエイス

コンピュータ

図10－1　高分解能蛍光X線マッピング装置

を土壌（腐食質黒ボク土）に栽培し，葉の周辺部

1。28mm四方の元素分布を20μm間隔で観察した。

土壌処理区は，マンガン無添加及び乾土に対して

0．2％，0．4％添加とし，硫酸マンガン水溶液の形

で添加した。また，それぞれに炭酸カルシウム粉

末無添加及び乾土に対し0．3％添加を組合わせた。

　本条件で栽培したセイヨウミヤコグサ小葉中の

マンガン，カルシウム，鉄，カリウム，塩素，イ

オウが，20μmの分解能で，一辺1．28mmの正方形

面，64×64ピクセル，2～5秒／ピクセルで観

察することができた。発芽後約40日目の観察では，

どの元素も低い濃度でほぼ一様に存在しており，

特定部位にある元素が集積している様子は認めら

れなかった。（写真10－1）。しかし発芽後約80日

目になると，各元素は多かれ少なかれ不均一に分

布することが認められた。中でもマンガンとカル

シウムの分布は不均一で，マンガンの添加により

数十ミクロン程度の微小なスポット状の集積が生

じることがわかった。（写真10－2）。マンガンの

集積にカルシウムが伴われており，何らかの生理

障害あるいは防御反応が生じているのではないか

と推察された。ここでみられたような元素間の関

係は，マッピングデータから散布図を作成するこ

とで，より明瞭に示すことができた。（図10－2）。

向じマンガン添加土壌でも，炭酸カルシウムを加

えて土壌のpHを中性付近に調整した場合，土壌

中のマンガンは吸収されにくくなり，発芽後約80

目の観察において葉中にマンガンの微小なスポッ

ト状の集積は認められたが，そこにはカルシウム

は伴われてはいなかった（写真10－3）。鉄など，

　　Y＝a＋b叉
　　　a＝9。0、N＝4096
30　　　　　　　　　　　　　　　　200
　　　b＝＝0．02　、xニ1．7
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図10－2 セイヨウミヤコグサ小葉中のMn濃度とCa濃
度の相関関係（左：MnO．4％，Ca添加，右：

MnO。4％，Ca無添加。発芽後約80日）
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表10－1　セイヨウミヤコグサ小葉中のMn，Ca含量
　　　　（対乾物）

Mn［mg／kgl Ca［％］

Ca（一）Ca（＋）Ca（一）Ca（＋）

も，気孔周辺部分に特定の元素が多いあるいは少

ないという傾向は認められなかった。

（5）根及び根圏の観察

対照区

MnO．2％添加土壌

MnO．4％添加土壌

63　　　　　　44　　　　0．45　　　　0．53

270　　　　　230　　　　0．31　　　　1．1

460　　　　　340　　　　0．41　　　　0．77

他の元素についても集積等は認められなかった。

目視的にも葉に異常は認められなかったことか

ら，まだこの時点では，葉に生理的障害は生じて

いないものと推察された。播種後86日目にサンプ

リングしたセイヨウミヤコグサ小葉中のマンガ

ン，カルシウム濃度の分析値を表10－1に示す。分

析は，硝酸・過塩素酸分解後，フレーム原子啄光

法で行った。

　土壌に対するマンガンの添加量がふえるにした

がって，葉中のマンガン濃度は上昇し，カルシウ

ムの添加によりマンガンの吸収は抑えられる傾向

が認められた。マッピング図中のマンガン集積部

位の面積は1割にも満たないことから，集積部分

のマンガン濃度は，さらに一桁以上高いものと推

算された。

（4）気孔孔辺細胞の観察

　ムラサキツユクサ（乾燥葉）の葉裏のカルシウ

ム，イオウ，塩素，マンガン，鉄の分布を10μm間

隔で走査し，1．28mm四方について調べた。表面に

細い針金をテープで固定し，観察部位の指標とし

た。

　写真10－4にマッピング図を示す。右下のハの

字型の強いシグナルは，指標としていれた針金で

ある。測定した元素のうち，カルシウムとカリウ

ムは非常に不均一に分布しており，葉脈に沿って

多く存在するように認められた。しかし乾燥葉を

試料としたので，厚さの違いによりこのようなカ

ウントの差が生じたのではないかと考えられた。

このことは，葉の表と裏とどちらから計測しても，

葉脈に沿って高いカウントがでていることからも

示唆された。マッピング視野内に入った針金を位

置決めの指標として光学顕微鏡像と対応させて

　2枚のガラス板の間に約5mmのスペーサーをは

さんで作成した根箱に土壌（腐食質黒ボク土）また

は寒天培地を充填し，コマツナあるいはイネを生

育させその根を観察した。土壌の施肥料は風乾土

1009に対して，Nが0．049，P205が0．1g，K20が

0．049とした。コマツナ用寒天培地はHoagland

の組成に準じた水耕液に寒天を，イネ用寒天培地

rは春日井氏の組成に準じた水耕液に寒天を添加し

て作成した。

　観察面側のガラス板の内側にボリエチレンフィ

ルムをあらかじめはさんでおき，測定の際にはガ

ラス板を外して行った。土壌中で生育したコマツ

ナの播種後約2週間目の根周辺のマッピング図を

写真10－5に示す。マッピング図の右下は指標の

金属箔である。根箱に土壌を充填して観察した場

合，土壌粒子から発せられるシグナルが強く，土

壌中に多く含まれる鉄，マンガン，カルシウムに

ついては，根に吸収されているのか，土壌の微粒

子が根表面に付着しているものか判断できなかっ

た。イオウ，塩素は全体にシグナルが弱く，根に

よる吸収を識別できなかった。カリウムのみ根の

形状に沿って周りよりも多く存在していることか

ら，根によって集められたものではないかと考え

られた。

　寒天培地で栽培したコマツナの播種後24日目の

根のマッピング図を写真10－6に示す。右半分は

指標の金属箔である。根の形状に沿ってカルシウ

ムを集積している様子が認められた。また，カリ

ウムもやや集積しているように認められた。根中

のマンガン，塩素，鉄はほとんど検出できなかっ

た。また，寒天培地中の栄養塩類のシグナルは，

この測定ではほとんど検出されなかったので，根

周辺での栄養塩類の濃度勾配は観察できなかっ

た。根の観察には，背景から妨害シグナルの入ら

ない寒天培地法が適していると考えられたが，畑

作物であるコマツナの場合，寒天中での生育は非
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常に悪く，自然の状態を反映しているかどうか疑

問であった。そこで湛水状態下で生育するイネを

用いてみることにした。寒天培地に移植後24日目

のマッピング図を写真10－7に示す。これも右半分

は指標の金属箔である。イネの場合，鉄を非常に

よく吸収しており，次いでカリウムを集積してい

る様子が認められた。しかし，コマツナで観察さ

れたカルシウムの集積は，ほとんど認められな

かった。塩素，マンガンもほとんど検出できなかっ

た。

（6）人ロ酸性雨が葉に及ぽす影響

　人口酸性雨（硝酸，硫酸の等モル混合希解釈液，

pH2）に界面活性剤（ツイーン60）を微量添加した

液滴をセイヨウミヤコグサの葉上に付着させ，自

然乾燥後，葉の元素分布の変化を調べた。

　人口酸性雨との接触によって褐変した葉を写真

10　8に，その褐変部を含む5．12mm四方のマッピ

ング図を写真10－9に示す。測定は人口酸性雨滴

下後5日目に行った。葉の褐変したところのカリ

ウムが減少し，健常部と褐変部との境界にカルシ

ウムとマンガンとが集積している様子が認められ

た。イオウ，塩素，鉄の分布に変化は認められな

かった。一方，人口酸性雨を滴下して乾燥後ただ

ちに測定したところ，すでにカリウムは減少して

いたが，健常部との境界にカルシウムが集積して

いる様子はほとんど認められなかった。このこと

から，酸性雨によって障害を受けた部分からのカ

リウムの移動は速やかに起こり，その後にゆっく

りとカルシウムとマンガンの集積が生じることが

わかった。

（7）おわりに

　開発された装置により，16μmビームを用い1

点あたり5秒程度の測定で，2mm四方の植物生体

から，マンガン，カルシウムがそれぞれ約50μg／

9，700μg／9程度の検出限界をもって，マッピン

グ図が経時的に得られた。カリウムはカルシウム

よりもさらに感度は低いが，生体中に多く含まれ

ているのでマッピング可能のであった。鉄はマン

ガンと重ならないKβ線を用いて測定できた。塩

素，イオウについても，集積していれば検出でき

る見通しが得られた。このことにより，葉，根の

生理的応答及び養分吸収過程の観察に応用できる

ことがわかった。一方，孔辺細胞等細胞レベルの

観察は，ビーム径，感度の点から適用困難であっ

た。本装置は同時に10元素測定できるが，その他

の元素には現状では適用できなかった。

　個々の測定位置における各元素のレスポンスの

相関関係を調べることにより，微小部位における

元素の集積，減少の相互関係を効率的に解析でき

た。

　本装置によっても生植物体中の元素分布測定に

は長時間必要であった。1点あたり4秒かけて

128×128点の走査を行うと約30時間かかり，そ

の間X線にさらされていた葉が，測定後に枯死す

る例が認められた。根のように1日で約1mm伸長

するものを測定対象にした場合も，長時間かかる

のは不都合である。さらに高感度化して速やかに

測定できることが望ましい。また，今回使用した

X線管は，銅をターゲットとしていたものであっ

たため，植物にとって微量必須元素である銅，亜

鉛の測定ができなかった。植物のみならず，動物

においてもこれらは生命活動に深く関与している

元素であるので，ターゲットを必要に応じて手軽

に交換できるようにするなとの改良がなされれ

ば，その応用範囲は飛躍的に広がるものと考えら

れた。

　本研究は，化学技術研究所化学標準部状態分析

課倉橋正保課長，小林慶規主任研究官，福本夏生

研究員との共同により行われた。

　　　　　　　　（廃棄物利用研究室　川崎　晃）

　　　　　　（現・北海道農業試験場　越野正義）
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写真10－1 セイヨウミヤコグサ小葉の元素マッピング図

（MnO．4％添加，Ca無添加，発芽後約40日）

マッピング図右側のカラーバーの数値は

［CPS］を示す。数値が大きいほど濃度が高い

ことを示しており，マッピング図中，明るい

部分が高濃度，暗い部分が低濃度を意味する。

写真10－2 セイヨウミヤコグサ小葉の元素マッピング図

（MnO．4％添加，Ca無添加，発芽後約80日〉

写真10－3 セイヨウミヤコグサ小葉の元素マッピング図

（MnO．4％添加，CaO．3％添加，発芽後約80日）

写真10－4　ムラサキツユクサ乾燥葉の元素マッピング図

写真10－5 土壌充填根箱のコマツナ根周辺の元素マッピ

ング図（播種後2週間目）

写真10－6 寒天培地充填根箱のコマツナ根周辺の元素

マッピング図（播種後24日目）

写真！0－7 寒天培地充填根箱のイネ根周辺の元素マッピ

ング図（移植後24日目）

酸盤

写真10－8

　　　　　　　　　　嚢

人工酸性雨により変色したセイヨウミヤコグ

サ小葉

写真10－9 人工酸性雨により変色したセイヨウミヤコグ

サ小葉の元素マッピング図（酸性雨滴下後5

日目）
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○野田隆志二性比調節一カメムシの卵寄生蜂の雌雄産みわ

　け「天敵の生態学」東海大学出版会（1990．10）

○岡田利承：害虫をへらすにはどのような方法があるのか

　「ワイドVビジュアルILLUSTRATED　ENCYCLO－

　PEDIA昆虫・タモ」学習研究社（199L1）

○岡田利承二昆虫の敵はなにか「ワイドVビジュアル

　ILLUSTRATED　ENCYCLOPEDIA昆虫・クモ」学習
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研究社（1991．1）

○岡田利承二昆虫はどんなとき大発生するのか「ワイドV

　ビジュアルILLUSTRATEDENCYCLOPEDIA昆虫・
　クモ」学習研究社（1991．1）

○志賀正和二自然界における天敵「天敵の生態学」東海大

　学出版会（1990．10）

○桐谷圭治＊・志賀正和（編・著）二「天敵の生態学」東海

　大学出版会（1990．10）

○志賀正和二容易でない虫の国勢調査「虫の虫の100不思

　議」日本林業技術協会（1991．2）

　資材動態部

○新井重光：下水汚泥，食品工場汚泥および同コンポスト

　の特性「有機性汚泥の緑農地利用」博友社（1991．4）

○浜　弘司二細菌製剤に対する抵抗性「バイオ農薬・水産

　薬の開発と利用」シーエムシー（1991．3）

○羽賀清典二Production　of　Compost　from　Organic

　Wastes，Food　and　Fertilizer　Technology　Center，

　Extension　Bulletin　No．311（1990．11）

2）その他の著書・資料

企画連絡室

○福原道一二農業開発計画に必要な自然因子の特徴「イン

　ドネシア農業開発リモートセンシング計画　フェーズII

　技術マニュアル」JICA（1990．3〉

○松田　泉ニイネもみ枯細菌の迅速検出方法一生態解明と

　防止のために一「難防除研究会」四国農業試験場編

　（199L1）

○松田　泉二組換え植物隔離圃場「MOL」日刊工業新聞社

　（1991．2）

○竹澤邦夫二都道府県農林水産関係研究員短期集合研修テ

　キスト（理論系）「データの平滑化」（1990。11）

○竹澤邦夫二数理統計短期集合研修における資料「データ

　の平滑化」（1991．1）

○山川修治二大気と水の動きを科学の目でみると（書評）

　（木村竜治著二流れをはかる）古今書院（1990．10）

○山川修治二謎解き地球探訪（書評）（金子史郎著ニロスト

　ワールド・科学の旅一ギアナ高地からパンゲアヘ）古今

　書院（1990．11）

○山川修治ニクリーンな地球を取り戻すために（書評〉（清

　水幸丸編著二自然エネルギー利用学）古今書院（1990．12）

○山川修治二夢のロマンの地へのいざない（書評）（国立極

　地研究所編二南極科学館）古今書院（1991．1）

○山川修治二若人の鋭い感覚に地球的視野を（書評）（相原

　正義著二地球環境破壊と保全）古今書院（1991．2）

○山川修治二温暖化シナリオのゆくえ（書評）（Schneider，

S．H．著，内藤正明・福岡克也監訳二地球温暖化の時代一

気候変化の予測と対策）古今書院（1991．3）

環境管理部

○秋山　侃ニリモートセンシング技術の利用状況一農林分

　野における利用一「平成元年度　高度リモートセンシン

　グ技術に関する調査研究報告書」㈱資源観測解析センタ

　ー（1990．3）

○秋山　侃・小野　誠＊・沢田治雄＊二地球規模陸域環境の

　リモートセンシング「光技術応用システムのフィージビ

　リティ調査報告X一光による地球環境システムー」㈱光

　産業技術振興協会（1990．3）

○秋山　侃二農業における情報化技術「日本農業の技術開

　発戦略，第3巻　先端技術による技術革新」農業研究セ

　ンター（1991．3）

○浜崎忠雄二農林地のもつ環境保全機能の評価と保全「土

　地資源の保全管理に関する研究の現状と研究課題の体

　系」（農村計画シンポジウム資料Nα2）農業研究センター

　（1990．8）

○浜崎忠雄二多面的機能のカテゴリー化と計画評価手法の

　整理のために「多面的機能評価の総合的分析研究中問報

　告」（多面的機能資料Nα2）（1990．12）

○石田憲治二地域区分手法の適用と類型別基盤整備水準の

　検討「平成a年度農地整備情報システム化調査報告書」

　㈹全国農業構造改造改善協会（1991．3〉

○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（平成元年度）「第32回環境放射能調査研究

　成果論文抄録集」（1990．11）

○小山雄生・須藤まどか＊二土・草・家畜連鎖系における安

　定同位元素13C，15N自然在比変動の規則性「草地飼料作

　研究成果最新情報第5号」草地試験場（1990．8）

○小山雄生二放射化分析（農林水産分野）「研究炉33年のあ

　ゆみ」日本原子力研究所（1990．11〉

○増島、博＊・袴田共之・山添文雄＊：平成元年度環境庁請

　負調査結果報告書　土壌汚染環境基準設定調査に係る総

　合解析調査一ベリリウムに係る畑土壌汚染環境基準設定

　調査一　pロ．22（1990）

○増島　博＊・袴田共之・吉川年彦＊・山添文雄＊二昭和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バナジウムに係る畑土壌汚染環

　境基準設定調査一　pp．32（1990）

○松森堅治二地点情報サブシステムーシステムの設計一

　「農業生産環境情報システム実用化事業報告書」日本土

　壌協会（1990．3）

○松森堅治；浜崎忠雄：小桜川流域における流量観測と水

　保全機能の考え方「水保全管理資料Nα7」に所収，農林
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水産技術会議事務局，農工研（1990．7〉

○陽　捷行二Effects　of　agricultural　management　on

methane　emission　from　rice　paddies「Greenhouse　gas

emission　from　agricultural　systems」EPA　VoL1（1990）

○陽　捷行二Rice　management　system，Recent　work　in

Japan　I．　「Geeenhouse　gas　emissions　from　agricu1－

tural　system」　EPA　VoL2（1990）

○陽　捷行二「メタン等排出量分析調査結果報告書」メタ

ン・亜酸化窒素放出量，日本環境衛生センター（1990．6）

○陽　捷行二Management　for　air　pollution　from　non－

point　of　agricultural　land　「Environmental　engineer－

ingcourse－waterpollutioncontrol一」JAICA，JSWPR，

（1990．10）

○陽　捷行二農村生態系における生物相保全のための研究

方向「第10回農業環境シンポ農村生態系における生物相

の保全」（1990．11〉

○宮井俊一＊ニイネ縞葉枯病疫学のシミュレーションモデ

ル「一般別枠研究　農業生産管理システム構築のための

情報処理技術開発，研究成果集」農業研究センター

　（1990．3〉

○斎藤元也：土地評価におけるリモートセンシングデータ

の活用「インドネシアの農業開発リモートセンシング計

画フェーズII技術マニュアル」（p。139～p．152）

　（1990．5）

○安原昭夫＊・伊藤裕康＊・溝口次夫＊・植弘崇嗣＊・新藤純

子・篠原亮太＊・白根義治＊・剣持堅志＊・奥村為男＊・今

村　清＊：NIES－Mass　Spectral　Data　Base　for　Envi－

ronmental　Analysis，2nd　edition（1990．10）

○鶴田治雄二東アジア酸性雨「地球環境の危機」岩波書店

　（1990．11）‘

○鶴田治雄：光化学スモッグの碓氷峠越え「地球環境の危

機」岩波書店（1990．11）

○鶴田治雄二AcidprecipitationinJapan，「Acidprecipi－

tation，VoL5，Intemational　Overview　and　Assess－

ment，A．H．M．Bresser　and　W．Salomons（Eds．）」

Springer－Verlag（1990．12）

○鶴田治雄：日本の都市域および水田地域における大気中

　のメタンの挙動「資源・生態管理科研究収録」農業環境

技術研究所環境管理部資源・生態管理科（1991．3）

○鶴田治雄二日本における対流圏メタンの挙動「第1回

IGACシンポジウム（地球大気化学国際共同研究計画）報

告集」IGAG1／JGAC－3（1991．4）

○鶴田治雄他3名：雲水中の炭素成分「気候変動国際協同

研究計画（WCRP）第4回シンポジウム報告書」に所収

　（199L4）

○太田正雄＊・鶴田治雄：乗鞍岳におけるアルデヒド類の挙

動「第1回I　GA　Cシンポジウム（地球大気化学国際共

同研究計画）報告集」IGAC－1／JGAC－3（1991．4）

○八木一行・陽　捷行：Effects　of　organic　matter　appli－

cations　on　methane　emission　from　Japanese　paddy

fields，「Soids　and　the　Greenhouse　Effect．Ed。A．F．

Bouwman」467－473Wiley　and　Sons　Ltd．（1990）

○山田一茂二公立機関における気象情報の利活用「農業環

境における気象情報の把握と利活用」平成2年度気象環

境研究会（1991．2）

○山村光司・法橋信彦・松井武彦・＊小森隆太郎・＊上田康

郎＊二栽培環境がイネ縞葉枯れ病流行に及ぼす影響の評

価「一般別枠研究　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　研究成果集」農業研究センター

　（1990．3）

○東　正則＊・横張　真二地域資源整備活用農業構造改善事

業（ふるさと体験農園型）の方向と課題「地域資源整備

活用農業構造改善事業（ふるさと体験農園〉中央委員会

報告書」（財）農林漁業体験協会（1991．3）

○武内和彦＊・糸長浩司＊・横張　真・篠沢健太＊：地域資源

整備活用農業構造改善事業（ふるさと体験農園）（財）農

林漁業体験協会（！99L3）

環境資源部

○阿江教治ニキマメなど植物による蓄積養分の有効化技術

　「農業技術大系」第5巻　追録第2号，畑184の2～184

の5（1991．3）

○天野洋司・太田健・草場敬：形態別りん賦存量分布

予察図（関東地区）（1：1，200，000）「土壌りん賦存量予

察図（再生利用区分のための形態別土壌蓄積りん分布予

察図）」農林水産省農業環境技術研究所（1989．3）

O原田靖生・籐原伸介・大谷　卓・秋山　豊・谷口義雄：

土壌の浄化機能を活用した畜舎汚水の処理法　畜産研究

成果情報　4：77～78（1990．10）

○原薗芳信：局地・圃場の環境計測：1）環境要因，群落

微気象の計測上の基礎的問題　平成2年度果樹課題別研

究会　P1～14農林水産省果樹試験場（1991．2）

○長谷川周一二Soil　Physical　Properties　Affecting　Root

ElongationandWaterUptake「SoilPhysics－Applica－

tion　under　Stress　Environments」Pakistan　AgricuturaI

Research　Council（1990）

○遅沢省子：土壌通気性の動態と作物生育　作物生産にお

ける土壌物理環境はいかにあるべきか？研究会資料　農

業研究センター（199L3）

○清野　酪ニグローバルな気候変化と農業気象情報「農業

環境研究における気象情報の把握と利活用」所収　農環

研（199L3）
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○清野　諮：我が国の作物収量への気候温暖化の影響の評

価　文部省科学研究費総合研究A研究成果（1990年度）

　（1991．3）

○清野　諮：自然植生の生物資源，メッシュ分布図「日本

　における生物資源の分布」所収　農環研・北陸農試・九

　州農試・森林総研（1991．3）

○内嶋善兵衛・＊太田俊二・＊清野　諮・大島康行＊二浅い水

　体の温度環境への二酸化炭素濃度上昇による気候温暖化

　の影響　文部省科学研究費総合研究A研究成果（1990年

　度）（1991．3）

○清野　諮二農業気候資源の評価に関する研究「農林水産

　研究計算センター10年のあゆみ」に所収　農林水産技術

　会議事務局筑波事務所（1990．4）

環境生物部

○畔上耕児ニイネ苗立枯細菌病「イネもみ枯細菌病一発生

　と防除対策」に所収　住友化学工業株式会社（1990．12）

○松井正春・＊仲盛広明・小浜継雄・＊長嶺由範＊二沖縄群島

伊平屋島における雄除去法によるウリミバエの抑圧防除

　応用動物昆虫学会　34（4）二315～316（1990．11）

○西山幸司・原慎一郎＊・青木孝之＊・須藤義之＊・佐藤　守・

　梅原正道＊二微生物遺伝子資源データシート　農業生物

　資源研究所（1990．4）

○岡田利承：水稲害虫「営農に役立つ資材情報　フ90」日本

　農業新聞（1990．6）

○大久保博人・浜屋悦次＊二農業施設における開発技術一病

　理診断「農業施設ハンドブック」一　東洋書店（1990．6）

○佐藤　守二葉面微生物における拮抗作用とその仕組み

　「微生物の環境耐性と拮抗作用」に所収　農林水産技術

　会議（1990．6）

○佐藤　守二植物病原細菌のプラスミド「感染生理研究か

　らみた病害防除戦略と展望」植物感染生理談話会

　（1990．7）

○佐藤　守二植物病原細菌の種内変異とプラスミド「農業

　生態系における生物の環境適応一種内変異の理論と制御

　一」農業環境技術研究所（！990．12）

○佐藤　守ニプラスミドの生態「IGEシリーズ12植物病

　原体の分子生態学」東北大学遺伝生態研センター

　（199L3）

○佐藤　守ニアグロバクテリウムの残存性の検定「組換え

　体安全性評価のための実験手法」に所収　農林水産技術

　会議，農業環境技術研究所（1991．3）

○佐藤　守二病原性（1）植物に対する病原性「組換え体

　安全性評価のための実験手法」農林水産技術会議，農業

　環境技術研究所（1991．3）

○佐藤　守二細菌の検出（3）接種試験「組換え体安全性

評価のための実験手法」農林水産技術会議，農業環境技

術研究所（199！．3）

O佐藤豊三ニタイにおけるさび病菌の重複寄生菌の調査・

収集「平成元年度微生物遺伝資源探索収集調査報告書」

　（1991．3）　　pp．15－35

0塩見正衛・小山信明＊・築城幹典＊・高橋繁男＊・桐他博充＊・

　斉藤吉満＊・山本嘉人＊：永年放牧草地における草量予測

　モデル「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（研究成果集）」（1990．2）

○塩見正衛二統計生態学の研究とコンピューター利用「農

　林水産研究計算センター10年のあゆみ」農林水産技術会

　議事務局（1990．4）

○鳥山重光・高橋真実二CGMMVの弱毒ウィルスの作出と

　ユウガオにおけるCGMMVモザイク病の防除　地域バ

　イオテクノロジー研究開発促進事業研究成果　農林水産

　事務局振興課（1991．）

○土屋健一二（1）細菌の検出　1）細菌の分離・培養「組

　換え体安全評価のための実験手引」農林水産技術会議事

　務局（1990．3）

○土屋健一二（1）細菌の検出　2）細菌の計数法「組換

　え体安全性評価のための実験手引」農林水産技術会議事

　務局（1990．3）

○土屋健一二（1）細菌の検出　4）沈降反応および凝集

　反応「組換え体安全評価のための実験手引」農林水産技

　術会議事務局（1990．3〉

○土屋健一二移動性「組換え体安全性評価のための実験手

　引」農林水産技術会議事務局（1990．3）

○土屋健一二拮抗微生物の検出法とその動態解析への利用

　「耕地生態系の病害虫を巡る生物コンプレックスとその

　利用」農業研究センター（1990．3）

資材動態部

○後藤重義二無機成分分析法一原子吸光法「植物栄養実験

　法」（博友社）に所収　日本土壌肥料学会（1990。7）

○後藤重義二無機成分分析法一濃縮法「植物栄養実験法」

　（博友社）に所収　日本土壌肥料学会（！990．7）

○後藤重義二無機成分分析法一灰化法「植物栄養実験法」

　（博友社）　日本土壌肥料学会（！990．7）

○羽賀清典：浄化処理，諸外国における家畜ふん尿処理技

　術の動向，浄化処理関係用語解説「家畜の尿汚水処理利

　用のてびき」全農，施設・資材部（1990．6）

○加藤直人・尾和尚人ニアイソトープの野外利用による施

　肥りんの動態解明「アイソトープ利用研究成績年報」農

　林水産技術会議事務局（1990．！1）

○加藤直人・尾和尚人二原子炉による農業資材の直接標識

　化技術の開発とその利用「アイソトープ利用研究成績年
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　報」農林水産技術会議事務局（1990．11）

○腰岡政二・南　栄一他3名：Metabolism　of［3H］gib－

　berellin　A4And［2H］gibbere11in　A4in　cell　suspension

　cultures　of　rice，Oriza　sativa　cv．N量honbare「GIBBER－

　ELLINS」所収Spriger－Verlag（199L2）

○山田忠男他5名二除草剤名「雑草学用語集改訂版」日本

　雑草学会（1991．4）

（2〉雑　誌

1）学会誌・研究会誌

　企画連絡室

○福原道一：ランドサットTMデータによる農業の調査

　事例とリモートセンシング開発動向「農林統計研究」

　23（2〉二9～！3（1990．3）

○福原道一・岡本勝男・畠中哲哉＊・西宗　昭＊：TMデー

　タから作成した腐植区分図とその利用「日本リモートセ

　ンシング学会誌」10（2）：239～245（1990．6）

○大黒俊哉＊・武内和彦＊・今川俊明・高岡貞夫＊：吾妻硫

　黄鉱山跡地における煙害と植生変化「造園雑誌」53（5）二

　151～156（1990．5）

○岡本勝男・福原一・森永慎介：土地利用に関する国土数

　値情報のフロッピィディスク化とパソコン画面表示「シ

　ステム農学」6（2）二24～35（1990．10）

○岡本勝男・福原道一・畠中哲哉＊二帯広地域土壌腐植区分

　図の作成方法「写真測量とリモートセンシング」29（6）：

　45～52（1990）

○田口　東＊・志村健一＊・吉澤正・宇田川武俊・袴田共

　之・奥野忠一＊：島根県隠岐島における地域エネルギーの

　調査と分析資源・エネルギー　11，263－271（1990）

○庄子貞雄＊・紅林利彦＊・山田一郎二Growth　andChemi－

　cal　Composition　of　Japanese　Pampas　Grass（Miscan－

　sus　sinensis）with　Special　Reference　to　the　Formation

　of　Dark－Colored　Andisols　in　Northeastem　Japan．

　「Soil　Scc．Plant　Nutr．」　36（1）：105－120（1990．3）

○山田一郎・井上克弘＊：東北地方を覆う古代の珪長質テフ

　ラ“十和田一大湯浮名”の同定「第四紀研究」29（2）二121

　－130（1990．7）

○山田一郎・庄子貞雄＊：Heavy　Solution　Method　of

　Determination　of　Volcanic　Glass　in　Tephras　and

　Tephra－Derived　Soils　「Soil　Scc．Plant　Nutr」　36（3）

　：505－509（1990．9）

○山田一郎・小原　洋二第14回国際土壌科学会議エクスカ

　ーション印象記一中国南部コースー「ペドロジスト」

　34（2）二174－175（1990．12）

環境管理部

○秋山　侃・芝山道郎：作物生体情報と栽培管理「システ

　ム農学」6（1）：9～19（1990．4）

O秋山　侃：作物ストレスの隔離計測「日本リモートセン

　シング学会誌」10（2）二45－50（1990．6）

○青木正敏＊・秋山侃他4名：NOAA／AVHRR赤外
　チャンネルデータを用いた晩霜期の晴天夜間における地

　表面の温度環境評価「日本リモートセンシング学会誌」

　10（2）：69～77（1990．6）

○浜崎忠雄：虎斑土「農土誌」58（5）二520（1990．5）

○田中信之＊・浜崎忠雄二南スマトラノブナカットにおける

　土壌肥決度と造林樹種の初期成長「101回日林論」

　29～30（1990．12）

○石田憲治二造成農用地における管理不良発生要因の定量

　的検討「農土誌」58（7）二17～23（1990．7）

○石田憲治：農地整備（農業土木学進歩年報1989年文献）

　農業土木学会論文集　Nα151二109～110（1991．2）

○神田健一・陽　捷行：ライシメータ水田から発生するジ

　メチルサルファイド（DMS）のフラックスの測定「土

　肥誌」62，35～40（199L2）

○小山雄生他二放射性トレーサの野外・現場利用推進上

　の問題点「RADIOSOTOPE」39二272～280（1990．6）

○小山雄生ニアイソトープ利用の現状と今後の展望　II農

　業への利用「日本原子力学会誌」32（7）二
　660～665（！990．7）

○松本成夫・三輪容太郎・袴田共之：農村地域における有

　機物フローシステムの現存量とフロー量の推定法　シス

　テム農学　6，11－23（1990）

〇三中信宏：Cladograms　and　reticulated　graphs：a

　proposal　for　graphic　representat三〇n　of　cladistic　struc－

　tures．Bu1L　Biogeogr．Soc．Japan45（1）二1－10（1990．12）

〇三中信宏：パーソナルコンピューターを用いた系統分析

　について［1］　SHINKAO（10）二4－15（1990．12）

〇三中信宏：パーソナ、ルコンピューターを用いた系統分析

　について［2］　SHINKA1（！）二7－23（1991．3）

○陽　捷行：Effect　of　nitrification　inhibitors　on　emis－

　sion　of　nitrous　oxide　from　soils　「Trans，14th　Int．

　Cong。Soil　Sci．」　Vol　II，267－272（1990）

○陽　捷行：メタンと温室効果「農土誌」58：445（！990）

○陽　捷行二土壌生態系のガス代謝に関する研究「日土肥

　誌」61：227一一230（1990）

○守山弘・飯島博・原田直国：トンボの移動距離をと

　おりてみた湿地生態系のあり方　人間と環境　！5（3）：2

　－15（1990）

○新藤純子，大井　紘＊，松本幸雄＊二Consideration　onAir

　Pollution　Monitoring　Network　Design　in　the　Light　of

　Spatio－Temporal　Variations　of　Data，Atmosphric
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　Environment24B（2），335－342（1990．4）

○藺牟田泉＊・菊池文雄＊・生井兵治＊・鵜飼保雄ニイネ蔚培

　養によるカルス形成率のダイアレル分析「育種学雑誌」

　41（1〉：153～162（1991）

○八木一行・陽　捷行：Effect　of　organicmatter　applica－

　tion　on　methane　emission　from　some　Japanese　paddy

　fiel（is　「Soii　Sci．Plant　Nutr．」　36，599－610（1990）

○八木一行・陽　捷行・Breitenbeck＊，G．A．高山晴夫＊二

　Emission　and　production　of　methane　from　paddy

　fields　「Trans．14th　Int．Cong　Soil　Sci．」　Vol　II．238

　－242（1990）

○結田康一・駒村美佐子・小山雄生ニチェルノブイリ原発

　事故によるコムギ地上部と土壌の1－131汚染一降雨の影

　響「日土肥誌」61（2）二165～172（1990．4）

○結田康一・田中正＊・阿部智英子＊・麻生未雄：

　Dynamics　of　iodine，bromine，and　chlorine　in　soiL　L

　Effect　of　moisture，temperature，and　pH　on　the　disso・

　lution　of　the　triad　from　soil「Soil　Sci．and　f｝lant

　Nutri」37（1），61～74（1991．3）

　環境資源部

○阿江教治・有原丈二・岡田謙介二半乾燥熱帯の農業生態

　系，キマメとヒヨコマメの栽培を中心として「化学と生

　物」29（4〉：227－236（1991．4〉

○坂西研二・早瀬吉雄＊ニマサ土裸地面の降雨流出における

　クラストの影響に関する実験的研究「農土論集」152二47

　－54（1991．4）

○坂西研二・早瀬吉雄＊ニマサ土クラスト映像とその物理性

　「農土論集」150：93～94（1990．12）

○原薗芳信・村上智美＊・林　陽生：密度の異なるアカマツ

　林の緑陰の環境特性「造園雑誌」53巻5号233－

　238（1990．5〉

○原薗芳信・池田英男二屋上での簡易溶液栽培による室内

　熱環境への影響「農業気象」46巻1号　9－17（1990．6）

○原薗芳信・村上智美＊・及川武之＊二気流変化と水稲およ

　びアカマツ群落との相互作用　1．植物群落構造の差異

　がフラックスや群落抵抗係数に及ぼす影響　筑波大学水

　理実験センター報告　14号　114（1990．11）

○岩間秀矩＊・久保田徹・後田経雄＊・遅沢省子・加藤英孝二

　Control　of　soil　water　potential　using　negative　pres－

　sure　water　circulation　technique「Soil　Sci．Plant

　Nutr」　37（1）二7 14

0村上智美＊・原薗芳信・川村隆一＊・西沢利栄＊二気流変化

　と水稲およびアカマツ群落との相互作用　2．植物の揺

　らぎと群落上の乱流輸送特性への影響「筑波大学水理実

　験センター報告」14号　15－29（1990．11）

○宮崎　毅＊・粕渕辰昭＊・長谷川周一：A　statistical

　apProach　for　pre（iicting　accuracies　of　soil　properties

　measured　by　single，double　and　dual　gamma　beams

　「」．Soil　Science」　42：127～137（1991．3）

○安田　洋＊・藤井國博・岡本玲子二富山県における降水中

　の酸性降下物質の特徴「森林立地」32（2）二59～64（1990）

○土居健一＊・川方俊和・矢島正晴：西南暖地における水稲

　の出穂期予測　一パラメトリック法の適用例一「日作九

　升支報」57：25－27（1990。12）

○小林和彦，Joseph　E．Miner，Richard　B．Flaglng＆

　Walter　W．Heck．Modeling　the　Effects　of　Ozone　on

　Soybean　Growth　and　Tiels　「Environmental　Pom－

　tion」　65：33－64（1990）

○草場敬二土壌断面形態写真のデジタル画像化「ペドロ

　ジスト」34（1）二75－80（1990）

○草場敬二地下レーダーで一目りょう然二地下レーダー

　法による深層土探査「農業土木学会誌」59（2）二

　198（1991．2）

〇三土正則二東北タイの問題土壌（海外における土壌肥料

　研究の成果　4）「日土肥誌」61（3）二323～329（1990．6）

○野内勇・他2名：Mechanismofmethanetransport

　from　the　rhizosphere　to　the　atmosphere　through　rice

　plants．　「Plant　Physiology」　94：59－66（1990）

○野内　勇：酸性雨の農作物および森林樹木への影響「大

　気汚染学会誌」25二295－312（1990）

○野内　勇二紫外線（UV－B）がキュウリ，ハツカダイ

　コンおよびインゲンマメの生長に及ぼす影響「農業気象」

　46（4）二205～219（1991）

○小原　洋・三土正則二地下水湿性と濯漸水湿性の灰色低

　地土の分離とその分布．日土肥誌61（5）二493～498

　（1990。10）

○清野　諮二気候的植物生産カモデルと土壌物理性一土壌

　水分の気候学的推定の試み一「土壌の物理性」6！二11－

　18（1990．9）

○清野　諮二海面上昇による農業への影響「気候影響利用

　研究会会報」7：18－22（1990．11）

○清野　酪：メッシュデータの農業環境研究への利用「地

　学雑誌」99（6）：80－84（1990．！2）

○菅原和夫二頭にガツンと一撃「土と微生物」Nα36二59－

　60（1990．11）

○戸田任重・和田英太郎＊：窒素安定同位体比を用いた，富

　栄養湖でのイサザアミ（甲殻類，アミ類）の食性解析　（訳

　文）「Hydrobiologia」194二85－90（1990）

○矢島正晴二作物の光合成・物質生産とCO2濃度上昇「農

　業および園芸」66（1）：95－102（199L1）

○山崎慎一・田村有希博＊：Total　analysis　ofsoilsbyICP
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　一AES　and　ICP－MS（mass　spectrometry）．Commun．in

　Soil　Sci．Plant　AnaL21（17＆18）12017－2028（1990）

○山崎慎一・吉田武義＊・津村昭人・村瀬玄一＊二ICP－MS　l

　One　of　the　most　promising　techniques　for　comprehen－

　sive　studies　of　heavy　metals　in　soils．　14th　Interna－

　tional　Congress　of　SoiI　Sci，II－108－II－113（1990）

○吉田武義＊・山崎慎一・津村昭人・山田一郎・青木謙一郎＊二

　土壌標準試料の光量子放射化およびI　C　P－MSによ

　る微量元素分析←核理研究報告　23（2）251－270（1990）

○山崎慎一二微量無機成分の定量法，一土壌　ぶんせき

　Nα4250－256（1990）

○山崎慎一：ICP－MSによるTc，Np及びPuの分析

　ぶんせきNα10　826－827（1990）

○山崎慎一二高分解能ICP一質量分析装置　ぶんせきNα3

　19H94（1991〉

　環境生物部

○福田徳治＊・上原勝江＊・畔上耕児・田部井英夫・西山幸

　司二Xα窺ho窺o％αs侃窺ρ6sケ乞sρ∂．窺αn8ロ舵昭6初漉6磁に

　よるマンゴーかいよう病「日植病報」56（4），474－

　480（1990．10）

○長谷部亮：遺伝子組換え微生物の野外利用と安全性問題

　「日土肥学会講要」36二21～24（1990．4）

○長谷部亮二DNAプローブ法による土壌環境試料からの

　微生物の検出「日本微生物生態学会講要」12．（1990．11）

○長谷部亮・河本征臣二土壌ミクロコスムの作成とその利

　用（第1報〉供試細菌のI　ARの検討とDNAプローブ

　の作成「日土肥学会講要」37二47（1991．4）

○藤井毅二自己紹介にかえて「土と微生物」36二

　59（1990．11）

○藤井義晴：植物利用による雑草防除　一アレロパシー利

　用の可能性とその方法について一「圃場と土壌」22（10・

　11）二76～85（1990．！！）

○藤井義晴・渋谷知子・安田　環＊二他感作用物質検索のた

　めの発芽・生育試験のロジスチック関数（RICHARDS関

　数）を用いた解析「雑草研究」35（4）二353～361（1990．12）

○藤井義晴・渋谷知子・安田　環＊二発芽・生育試験による

　雑草・作物からの他感作用植物の検索「雑草研究」35（4）：

　362～370（1990．12）

○藤井義晴・渋谷知子and安田　環＊二L－3，4－Dihydroxy－

　phenylalanine　as　an　Allelochemical　Candidate　from

　Mucuna　pruriens（L．）DC．var．utilis　「Agr．Bio1．

　Chem」　55（2）：617～618（199L2）

○藤井義晴・渋谷知子・安田　環＊二発芽・生育試験による

　薬用植物からの他感作用候補植物の検索「雑草研究」

　36（1）：36～42（199L4〉

○藤井義晴・渋谷知子・宇佐美洋三：ムクナ（Mucuna

　pruriens）の栽培跡地における雑草発生状況と他感作用

　の関与「雑草研究」36（1）：43～49（1991．4）

○藤井義晴・渋谷知子・安田　環：無影日長栽培法と段階

　栽培法によるトマトの他感作用と検証「土肥誌」62（2）：

　150～155（199L4）

○竹下弘夫＊・井村　治ニバグガに加害された貯蔵米の被害

　査定（訳文）「App1．Ent。Zoo1．」25（2〉：239～249（1990．5）

○小泉　博二Annual　net　primary　production　and　effi－

　ciency　of　solar　energy　utilization　in　three　double－

　cropPing　agro－eosystems　in　Japan「Agri．，Ecosys．and

　Enironment」　32：24レ255（！990）

○小泉博二大気中のCO，変動と熱帯林のかかわり「紙パ

　技協誌」44（10）：1061～1066（1990）

○小西和彦二A　revision　of　the　Aulacidae　of　Japan

　（Hymenoptera，Evanioidea）．「JPn．J．Ent」　58（3）：

　637～655（1990．9）

○松村　雄二Follicular　developement　and　physiolgical

　age　of　7物δ観κs　nゆφoηi6郷　（Diptera，Tabanidae）。

　「JPn．」．Sanit．Zoo1。」　41（1）：21－27（1991．3）

○皆川望・D．Maeso－Tozzi＊：Plant－parasitc

　namatodesofUruguay：Apreliminaryreport「日線

　虫研誌」20二44－50（1990．12）

○上野秀人＊・宮下清貴・沢田康男・大羽　裕＊二Purifica－

　tion　and　Some　Properties　of　extracellular　Chitinass

　from　Streptomyces　sp．S。84　「J．Gen．ApPL　Mi－

　crobiol．」　36：377～392（1990）

○松村　雄・早川博文＊二Geographical　trends　in　abun－

　dance　of　tabanids　in　Japan（Diptera，Tabanidae）．

　「Jpn．J．Ent．」　58（3）：573－584（1990．9）

○宮下清貴他二Regulationof4－ChlorobenzoateDe－

　halogenase　from　Psedomonas　sp．Strain　CBS3into

　three　Components「App1．Environ．Microbiol」57：

　324－326（1991）

○水久保隆之・樋田幸夫＊・Somkuan　Keereewan＊・吉田

　睦浩二P紹砂16n6hκs　s舶槻n殉痂n．sp．（Nematoba：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畦　Pratylenchidae）from　maize　in　Thailan（1．「AppL　Ent．

　ZooP，」　25（2）：311－318（1990）

○水久保隆之二Pictogram　analysis　of　spear　length，lip

　region　diameter　and　tail　morphology　in　cohabiting

　P窺砂16nch％s加％6加％s　and　P槻ln％s．「日線虫研誌」

　20二51－55（1990，12）

○水久保隆・真宮靖治＊・小倉信夫＊・吉田睦浩二1989年線

　虫関係文献目録「日線虫研誌」20二57－69（1990．12）

○根本正之：Ecological　characteristics　of　some　Rumex

　species　in　Japan　「Proceeding　of　APWSS12th．
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conference」　703～708　（1990．2）

○根本正之・赤池忠光＊・山中良忠＊：石礫地草地における

堆肥施用が雑草群落に及ぼす影響「雑草研究」35（1）二

84～87（1990．4）

○根本正之二栽培技術の変遷に伴う雑草群落の変化　一牧

草地一「雑草研究」35（4）：317～324（1990．12）

○野田隆志二ヘリカメクロタマゴバチ　Gηonグ勿o吻伽窺

　（ASHMEAD）の奇主範囲の推定　応動昆　34（3）二

249～252（1990．8）

○沢田泰男・宮下清貴・横山　正＊二Diversity　withinSero．

group　of　Japanese　Isolates　of　Bradyrhizobium

japonicum　as　lndicated　by　lntrinsic　Antibiotic　Resis－

tance　「Soil　Sci．plant　Nutr．」　36（3）　：501－504

0沢田泰男・宮下清貴ニダイズ根粒菌における菌株間の類

緑関係「土と微生物」36二29B1（1990．11）

○佐藤銚子＊・佐藤　守・鈴木隆之二ペンディメタリン分解

　菌による4種除草剤の分解「雑草研究」35（1）二68－

　73（1990。4）

○佐藤銚子＊・佐藤　守・鈴木隆之二土壌細菌による除草剤

　ペンディメタリンの分解「雑草研究」35（1）61－67（1990．4）

○佐藤　守二植物病原細菌の病原性とプラスミド「日本農

　芸化学会誌」64（6）：1170－1171（1990．6）

○佐藤光政・伊藤一幸＊・宇佐美洋三・小泉　博二除草剤に

　抵抗性を示す雑草のバイオタイプの日本国内における出

　現　一アンケートによる調査の結果一「雑草研究」

　35（4）：377－384（1990．12）

○塩見正衛・築城幹典＊・小山信明＊・高橋繁男＊二気温の年

　次変化に対する放牧地の草量予測；西那須野の例「日本

　草地学会誌」36（2）：162－169（1990．6）

○塩見正衛・小山信明＊・築城幹典＊二Method　forpredict－

　ing　available　herbage　biomass　on　grazed　pasture「日

　本草地学会誌」36（4）二327 337（199L1）

○白井洋一二長野県伊那地方におけるオオニジュウヤホシ

　テントウ群の生態　IV．ジャガイモを寄主とする2種個

　体群のジャガイモと野生植物における増殖率「応動昆」

　34（3）二199－204（1990．8）

○白井洋一二Seasonal　Changes　and　Effects　of　Tempera－

　ture　on　Flight　Ability　of　the　Diamondback　Moth，

　Pl厩611α矧los紹llα．　「AppL　Ent．ZooL」　26（1）

　107～115（1991．2）

○杉江　元・川崎建次郎・玉木佳男・樋口博也＊・北村実彬＊二

　Identific＆tion　of　the　sex　pheromone　of　the　three－

　spotted　Plusia．Acanthoplusia　agnata　Staudinger（Le－

　pidptera二Noctuidae）「AppL　Ent．Zool」　25二467－

　473（1990．11）

O杉江　元・川崎建次郎・中垣至郎＊・岩田直記＊二Identifi一

catlon　of　the　sex　pheromone　of　the　semi－100per。

Au主ographa　nigrisigna　Walker（Lepidptera　：

Noctuidae）「App1．Ent．Zool」　26二71－76（1990．2）

○杉江　元・田付貞洋＊・中垣至郎＊・C．B．」．Rao＊・山本

昭＊二Identification　of　the　sex　pheromone　of　the

Oriental　Tobacco　Budworm，Heliothis　assulta

（Guenee）（Lepidptera：Noctuidae）「App1．Ent．Zoo1」

26：151－153（1990．2）

○高橋真実・鳥山重光・菊池　洋＊・早川孝彦＊石浜　明＊ニ

　イネ縞葉枯ウイルスゲノムRNAの5’および37末端の

相補的塩基配列（訳文）「Joumal　ofGeneral　Virology」

71：2817～2821（1990）

○朱亜　峰＊・早川孝彦＊・鳥山重光・高橋真実ニイネ縞葉

枯ウイルスのアンビセンスRNA3のシーケンス（訳文）

　「Joumal　of　General　Virology」72（4）二763－767（1991）

○吉松慎一・長塚　久＊：ヒゴキンウワバの鹿児島県からの

　記録「蛾類通信」158二131（1990．6〉

O吉松慎一ニヒメクロスジホソバの茨城県からの記録「蛾

　類通信」158二141（1990．6）

○吉松慎一二Redescription　of、41α乞αi7名o名惚（Moore）

　（Noctuidae），a　distinct　species，from　Japan「TINEA」

　13（5）二43－46（1990．7）

○吉松慎一二Notes　on。416磁槻4磁召（Bremer）and　its

　allies，with　descriptions　of　two　new　species（Le－

　pidoptera，Noctuidae）「Ty6to　Ga」　41（2）二

　113～128（1990．7）

○吉松慎一二Morphological　transitions　in　the　larval

　mandibles　of　the五6勿6αnJα一complex（Lepidoptera，

　Noctuidae）「Tyδto　Ga」　41（3）：171～179（1990．10〉

○吉松慎一・小林　洋＊・阿部芳久＊ニウスモモイロアツバ

　の千葉県からの記録「蛾類通信」159：146（1990．11）

○吉松慎一ニソリバネホソヤガの斑紋多型と日本からの記

　録「蛾類通信」159二147～148（1990．11）

○吉松慎一二日本産　諏g枷n宛（ヤガ科）2種の九州から

　の記録「蛾類通信」159二148（1990．11）

○吉松慎一：コクロモンシタバの追加記録「蛾類通信」

　159二151（1990．11）

○吉松慎一：セブトシロホシクロヨトウの日本，台湾から

　の記録「蛾類通信」159：151（1990．ll〉

資材動態部

○浜　弘司ニコナガの薬剤抵抗性の現状と対策「関東東山

病害虫研究会年報」37：1～4（1990．11）

○浅見輝男＊・吉野昭夫＊・久保田正亜＊・後藤重義二Back一

』
g
round　level　of　Indium　and　Gallium　in　Soil　with

Special　Reference　to　the　Pollution　of　the　Soil　from
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Zinc　and　Lead　Smelters．「Z．Pflanzenemahr，Boden－

　kd．」153（2）．（1990．3）

○藤縄克之＊・飯塚宏栄二潜在的地下水汚染源としての農薬

　地下水学会誌　32（3）：139－146（1990）

○松本一宏＊・富永　達＊・住吉　正＊・石坂眞澄：“Weed

　Science”　37巻4～6号の内容紹介「雑草研究」35（3）二

　296～302（1990）

○昆野安彦・宍戸孝二Ary1N，N－dimethylcarbamates，

　synergists　for　organophosphorus　insecticides　against

　organophosphoms－resistant　rice　stem　borers．　「J．

　Pesticide　Sci．」　15（2）：175－187　（1990．5）

○腰岡政二・石坂眞澄・山田忠男・金沢　純＊・村井敏信：

　Quantum　yie1（is　chlorinated　aromatic　compounds　and

　their　ha1Hife　periods　in　photodegradation　「日農薬

　誌」15（3）：439－443（1990．8）

○安部浩＊・腰岡政二他2名二Endogenous　gibberel－

　1ins　in　mature　pollen　of互1劾卿／ong⑳死％別Agric．

　BioL　Chem．55（！）：277－278　（1991．1）

○阿部　薫＊・尾崎保夫＊・諸岡　稔：Advanced　Tre参tment

　of　Livestock　Wastewater　Using　an　Aerobic　Soil

　Column　and　an　Anaerobic　Contact　Column　「Soil　Sci．

　Plant　Nutr．」　37（1）二151～157　（1991．3）一

〇佐藤挑子＊・佐藤　守・鈴木隆之：土壌細菌による除草剤

　ペンディメタリンの分解「雑草研究」35（1）二

　61～67（1990）

○佐藤銚子＊・佐藤　守・鈴木隆之：ペンディメタリンの分

　解菌による4種除草剤の分解「雑草研究」35（1）：

　68～73（1990）

○吉田充・Debra　L．Bahville＊and　Richard　H．

　Shafer＊二Structural　Analysis　of（GCAATTGC）2and

　Its　Complex　with　Berenil　by　Nuclear　Magnetic　Reso－

　nance　Spectroscopy．「Biochemistry」　29（28）：

　6585～6592（1990．7）

○吉田　充・川崎晃・行本峰子・能勢和夫＊：Detectionof

　the　Effects　of　Fungicides　on　the　Cell　Membrane　by

　Proton　Nuclear　Magnetic　Resonance　Spectroscopy

　「Pesticide　Biochem．PhysioL」　38（2）二

　172～177（1990．10）

○吉田　充・能勢和夫＊二Changes　in　the　Relaxation

　Times　of　Water　Protons　in　Fungal　Cells　Indicate

　Fungicide　Effects　on　Membrane　Water　Permeability

　「Pesticide　Biochem．PhysioL」　38（2）：

　162～171（1990．10）

○行本峰子他3名二第7回国際農薬化学会議特集．Main

　Topic7．Environment　Fate「日本農薬学会誌」15（特

　別号）：748～755（1990．12）

2）その他の雑誌

企画連絡室

○真行寺孝＊・渡辺春朗＊・福原道一ニランドサットTMデ

　ータを用いた混層深耕による黒ボク表土の腐植含量低下

　の実態解析「千葉農試研報」31：1～8（1990．3）

○福原道一・喜名景秀＊二宇宙から見た日本の農業（28）一

　沖縄本島（沖縄）一「農業および園芸」65（4）二巻頭

　（1990．4）

○福原道一・佐々木昭博＊二宇宙から見た日本の農業（29）一

　宇都宮（栃木〉一「農業および園芸」65（5）二巻頭（1990．5）

○福原道一・安藤　豊＊二宇宙から見た日本の農業（30）一

　庄内（山形）一「農業および園芸」65（6）二巻頭（1990．6）

○福原道一・岡本勝男・榎木昭人＊：宇宙から見た日本の農

　業（31）一薩摩（鹿児島）一「農業および園芸」65（7）二

　巻頭（1990．7）

○福原道一・斉藤元也・中尾進哉＊：宇宙から見た日本の農

　業（32）一紀北・紀中（和歌山）一「農業および園芸」65（8）：

　巻頭（1990．8）

○福原道一・石上　清＊二宇宙から見た日本の農業（33〉一

　遠洲（静岡）一「農業および園芸」65（9）二巻頭（1990．9）

○福原道一・斉藤元也・石上　暁＊：宇宙から見た日本の農

　業（34）一中予（愛媛）一「農業および園芸」65（10〉：巻

　頭（1990．10）

○福原道一・中島征志郎＊：宇宙から見た日本の農業（35）一

　長崎（長崎）一「農業および園芸」65（11）二巻頭（1990。11）

○福原道一・藤本　清＊：宇宙から見た日本の農業（36〉一

　播州（兵庫）一「農業および園芸」65（！2）：巻頭（1990、12）

○福原道一・今川俊明＊二宇宙から見た日本の農業（37）一

　大分（大分）一「農業および園芸」66（1）二巻頭（199L1）

○福原道一＊二地球環境にはたす農業の役割「農業および園

　芸」66（1）：1～2（1991．1）

○福原道一・久保敏郎＊二宇宙から見た日本の農業（38）一

　山口（山口）一「農業および園芸」66（2）：巻頭（！991．2）

○福原道一・吉野昭夫＊二宇宙から見た日本の農業（39）一

　三河・知多（愛知）一「農業および園芸」66（3）二巻頭

　（199L3）

○松田泉ニイネもみ枯細菌病菌（Pseudomonas
　glumae）の迅速検出方法「植物防疫」44（10）：461－464

0宇田川武俊二自然環境の保全と農林業「週刊農林」

　（1426）二（1990．6）

○宇田川武俊：地球環境問題と農業「農業構造改善」1191

　年1月号二26－31（1991．1）

○山川痢多7台：Singularity　　of　typhoons　apProaching

　Japan　and　their　premonitory　synoptic　phenomena

　‘Climatological　Notes’40二71－76（1991．3）

○山川修治二地球温暖化期における地上気圧系の特性「気
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　候学・気象学研究報告」16：12～17（！991．3）

○山田一郎・福原道一二地球温暖化に伴う土壌水分の変動

　予測「農業および園芸」66（1）：137442（199L1）

　環境管理部

○秋山　侃二農業リモートセンシング入門「農業だより一

　北から南から」に所収　セントラル硝子㈱肥料営業技術

　室Nα282二9～13（！990．4）

○秋山　侃：地球規模的環境変化が農林業に与える影響と

　そのモニタリング「化学と生物」28（9）二590 597（1990．9）

○網籐芳男二環境のアメニティと価値について「技術と普

　及」27（9）二86～87（1990〉

○浜崎忠雄・E．P．Paningbatan，Jr，＊二Pattem　of　soil

　distribution　in　relation　to　parent　materials，land－

　forms，and　climate　types　in　tho　Philippines　「TARC

　Newsletter」　1（3）：4（1990．7）

○浜崎忠雄二TARC　activities　in　agriculture，TARC　in

　the　Philippines　「TARC　Newsletter」　1（4）二

　8（1990．10）

○神田健一二有機物のロスが激しい転換畑での麦わら利用

　法「北から南から」283，10～14（1990．8）

○小山雄生二第14回国際土壌科学会議に出席して「アイソ

　トープニュース」437：35～36（1990．11）

○舩橋秀登＊・松森堅治・藤原俊六郎＊・和地　清＊：土壌診

　断システムにおける地点データ簡易入力システムの開発

　「神奈川県農総研研究報告」（132）二43～50（1990．3）

○陽　捷行：Agricultural　ecosystems　and　the　green－

　house　effect　「Farming　Japan」　24（2〉二14～25（1990〉

○陽　捷行：農業生態系から発生する微量ガスの温暖化へ

　の影響「農業および園芸」66二143－149（1991）

○守山　弘：「ふるさと」の水環境一谷津田「水」33（2），68

　 69（1990．）

○守山　弘：雑木林を守ることはなぜ必要か「農業および

　園芸」65（9）：100！ 1002（1990．）

○守山　弘二田んぼはコメだけをつくる工場ではない一水

　田（谷津田）が守ってきたもの一「アニマ」Nα220二20－

　23（199L1）

○田中　隆二今，時代のトレンドー「売れる農村づくり」

　研究「農業技術」45（6）二28－32

0山田一茂二農業分野の気象情報システムの研究開発の現

　状と課題「グリーントピア」（2）：35～43（1990．5）

○山田一茂二農業環境研究におけるメッシュデータと気象

　情報の利用（9）積雪メッシュ情報とその栽培地帯区分

　への応用「農業および園芸」66（4）：75－84（1991．4）

○山村光司二Sampling　scale　dependence　of　Taylofs

　power　law．「Oikos」59（1）二121－125（1990）

○結田康一・他：第27回理工学における同位元素研究発表

　会印象記「Isotope　News」439：10～16（1990．8）

　環境資源部

○阿江教治ニピジョンピーの鉄型リン酸吸収機構と半乾燥

　熱帯の作物生産「ブレインテクノニュース」＜生研機構＞

　第24号，8－11（1991．3）

○原田靖生：土壌中での堆肥の働き「養豚界」25（6）二

29～33（fggo．5）

O原田靖生二畜産廃棄物のコンポスト化「圃場と土壌」

　22（10・11）二57～66（1990．11）

○原薗芳信二農業環境研究におけるメッシュデータと気象

　情報の利用　1局地気象情報の把握と利用「農業および

　園芸」65巻7号　819－827（1990．7）

○原薗芳信二CO、気候変化と施設園芸「農業および園芸」66

　巻1号157－163（1991．1）

○東田修司＊・藤原伸介・原田靖生：十勝地方の土壌での有

　機りん酸加水分解酸素活性とその向上「北農」（北農会）

　57（3〉二55～64（1990．7）

〇三土正則二わが国の土壌資源調査の現状と将来　1．土

　壌調査分類の現状と今後の課題「農業技術」45（4）二

　145～149（1990．4）

○加藤好武＊・三上正則：わが国の土壌資源調査の現状と将

　来　2．土壌情報システムと土壌バンク「農業技術」

　45（5）二211～215（1990．5）

○清野　諮二農業環境研究におけるメッシュデータと気象

　情報の利用　2．メッシュデータによる農業気候資源評

　価と作物生産への利用「農業及び園芸」65（8）二35－

　41（1990．8）

○清野　諮二地球環境変化への農業への影響一温暖化・紫

　外線・酸r生雨一「施設と園芸」71：6－11（1990．12）

○清野　酪二農業気候源とCO2気候変化「農業及び園芸」

　66（1）二103 ！08（199Ll）

○原登志彦1・H，van　Rijnberk＊・H．During＊・横沢正

　幸・菊沢喜八郎＊二Competition　Process　and　Spatial

　Pattem　Formation　in　a　Betula　ermanii　Population

　（訳）ダケカンバ林分における競合過程と空間分布形成

　「Spatial　Process　in　Plant　Communities」pp．127 143．

　SPB　publisher，Holland　（1990．10）

　環境生物部

○長谷部亮二水田圃場における硝化脱窒に関する研究一特

　に酸化層・還元層の分化とアンモニア化菌の生態につい

　て一「北陸農試報告」32二123～170（1990）

○長谷部亮二Ecglogical　Considerations　of　GEMs　in　Soi1

　「Mar．Tech．Conf．」3二67～68（1990）
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○長谷部亮：組換え微生物の野外利用と安全性研究「微生

　物バイテクセ§ナー講要」農林交流センター主催

　（1990．7）

○長谷部亮他3名＊：Dynamic　Aspects　on　INitrifica－

　tion　and　Subsequent　Denitrification　in　Lowland　Rice

　Fields．「国際土壌科学会議プロシーディング」IV二

　332～336（1990．8）

○藤井義晴ニマメ科植物「ムクナ」とは（1）一利用価値の

　再評価と新たな可能性について一「農業および園芸」

　65（7〉二835～840（1990．7）

○藤井義晴：マメ科植物「ムクナ」とは（2）一利用価値の

　再評価と新たな可能性について一「農業および園芸」

　65（8）二945～948（1990．8）

○藤井義晴二混植用植物「ムクナ」一雑草制御などへの利用

　可能性について一「園芸新知識」199！（1）：3～7（199L1）

○井村　治二貯殻害虫の発育のための温度要求（訳文）

　「Triblium　Inf．Bull．」　30二58－68（1990．7）

○貞野光弘＊・広田恵介＊・河本征臣・土屋健一・鈴井孝仁＊：

　徳島県の砂地畑におけるSJz碗o窺ッ66sゆo窺06磁による

　サツマイモ立枯病の発生「日植病大会講要」

○萩原　廣＊・國安克人＊・河本征臣ニハクサイ黄化病罹病

　根及び植物体各部におけるy6漉6Z／l♂襯磁hlJ磁の微小

　菌核形成「関東病虫研報」37二93～94（1990）

○松村雄二国内における農林昆虫の分類研究と標本保存

　の現状「農業技術」45（10）二445～449（1990．10）

○宮下清貴：根粒菌の宿種特異性を決定するシグナル物質

　（訳文）「ブレインテクノニュース」21号二2（1990．9）

○宮下清貴二組換え微生物の野外での利用とスイサイドシ

　ステム「海洋」1991年1月号：27－32（1990．！2）

○宮下清貴二根粒菌の共生機構「ブレインテクノニュース」

　23二26－28（1991．1）

O水久保隆之：タイ国訪問印象記「日本線虫研究会ニュー

　ス」Nα38，12－13（1990．11）

○西山幸司・久保村安衛＊・三木信雄＊：遺伝資源事業にお

　ける微生物株の保存方法　1．細菌の保存法「生物研研

　究資料」Nα2：1～12（1991．！）

○松本和夫＊・久保村安衛＊・西山幸司・三木信雄＊・中村晃

　三＊：微生物遺伝資源事業の情報管理システムの開発（第

　3報）培養試験管，アンプル，ストロー，クライオチュ

　ーブ用の株名ラベル試作と作成プログラムの開発「生物

　研研究資料」Nα2：25～58（1991．1）

○野田隆志・桐谷圭治＊二移動性ウンカの着陸地「植物防疫」

　44（6）：31～34（1990．6）

○大戸謙二ニタバココナジラミの発生とその見分け方「植

　物防疫」44（6）：264～266（！990．6）

○築城幹典＊・塩見正衛・小山信明＊：放牧草地における牛

　の成長のモデル化「草地試験場研究報告」43：1－

　12（1990．3）

○佐藤健次＊・井上慶一＊・梨木　守＊・塩見正衛：草地の簡

　易更新としてロータリー部分耕私法の開発・工・追播牧

　草の定着に及ぼす要因の摘出「草地試験場所研究報告」

　43：53－64（1990．3）

○塩見正衛二Spatial　patteming　of　grazing　plant

　biomass　and　its　prediction「Proc．Intl　Sympo．GrassL

　Vegetation」SciencePress（北京）：413－424（1990．6）

○白井洋一・河本賢二＊：Laboratory　Evalution　of　the

　Flight　Ability　of　Female　Adults　of　the　Cabbage

　Webworm，飽／／漁襯4αIJs　and　Reproductive　Success

　after　Flight．「野菜・茶業試験場研究報告」シリーズA，

　4二31～40（199L3）

○志賀正和二不妊虫放飼による害虫防除「果実日本ユ

　46（3）二40～43（！991．3）

○渋谷知子：耕草園地およびその周辺に生育する植物から

　放出される揮発性物質の放出速度と大気中濃度「農業技

　術」45（7）二317～321（！990．7）

○石川成寿＊・佐藤豊三・中山喜一＊・大兼善三郎＊ニイチゴ

　炭そ病に関する研究　第1報　病原菌の分類上の所属お

　よびその諸性質「栃木県農業試験研究報告」Nα36二25－

　36（1989．）

○佐藤豊三・西原夏樹＊・大久保博人・浜屋悦次＊：Notes　on

　∠加6hsl6昭9忽朋磁，a　graminicolous　fungus　new　to

　Japan．「Rept．Tottori　Myco1．Inst．（Japan）」28二

　175－184（1990．10）

○佐藤豊三二小笠原諸島の熱帯果樹に発生する病害一糸状

　菌病一「今月の農業」34（10）二39－43　（カラーグラビ

　ア2ぺ一ジ）（1990．10）

○堀江博道＊・飯嶋　勉＊・佐藤豊三二伊豆諸島および小笠

　原諸島において採集された炭そ病菌とその宿主植物「菌

　革研究所研究報告」28二267－274（1990．10）

○相野公孝＊・土屋健一・河本征臣・入江和巳＊・神納　浄＊：

　トマト根面細菌のA6躍0窺o欄5sol召nα66曜％窺に対す

　る拮抗能検索「関西病虫研報」32二90（！990）

OUESUGI，C．H＊・土屋健一・津野和宣＊・松山宣明＊脇本

　哲＊：E7卿n宛o砂o渉o∂o耀subsp．6群o！o∂o耀の膜蛋白の

　SDS一ポリアクリルアミドゲル電気泳動による分析「九

　病虫研会報」36二199（講要）（1990）

OUESUGI，C．H＊・土屋健一・津野和宣＊・松山宣明＊脇本

　哲＊：E7漉n宛6hη詔窺nオ舵nπにおける宿主特異性と膜

　蛋白のSDS－Polyacrylamide　Ge1電気泳動パターンと

　の関連性「日植病報」56（3）二399（講要）（1990．7）

○吉川正巳＊・土屋健一・河本征臣：蛍光性Pseudomonas

　属菌によるアスパラガス株腐病（新称）の生物防除「日
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植病報」56（3）二385（講要）（1990．7）

○國安克人＊・萩原　廣＊・河本征臣・西　和文＊・百田洋二＊ニ

　ホウレンソウ萎ちょう病に対する熱水土壌消毒の効果

　「日植病報」56（3）二393（講要）（1990．7）

○土屋健一・高橋義行＊・匠原監一郎＊・河本征臣二農業生

　態系に由来するPseudomonas　cepaciaの血清型分化

　「日植病報」56（3）二400（講要）（1990．7）

O　UESUGI，C．H＊・土屋健一・津野和宣＊・松山宣明郎＊・

　脇本　哲＊二E㎜初宛6砂0！0∂0昭S舶ψ．6僻0渉0∂0解の膜

　蛋白のSDS一ポリアクリルアミドゲル電気泳動による分

　析（英文）「日植病報」56（5）二591－596（1990）

OUESUGI，C．H＊・土屋健一・津野和宣＊・松山宣明郎＊・

　脇本　哲＊二E7”初宛6hゆ詔窺h6多n1の膜蛋白のSDS一ポ

　リアクリルアミドゲル電気泳動パターンと原宿主の種類

　との関係（英文）「日植病報」56（5〉二597－604（1990）

○相野公孝＊・土屋健一・河本征臣・神納　浄二ELISA法に

　よるA躍40窺onαs　sol齪鷹6灘κ別の高感度検出「日植病

　報」57（1〉二113（講要）（1991．1）

○土屋健一・河本征臣・佐藤　守二拮抗性Pseudomonas

刀卿郷66nsへのトランスポゾンTn5挿入による突然変

　異株の作出「日植病報」57（1）二131（講要）（1991．1）

資材動態部

○浜　弘司二Insecticide　resistance　of　diamondback

moth，Plκ611召xylos渉611α．　「JARQ」　24（1）：

22～30（1990．7）

○浜　弘司：野菜害虫の薬剤抵抗性「植物防疫」44（9）二

394～397（1990．9）

○宍戸孝・昆野安彦二殺虫剤抵抗性対策としての協力

　剤一ニカメイガめ場合一「植物防疫」44（9〉二12

　16（1990．9）

○行本峰子二農薬の非標的生物に対する影響一植物の薬

　害一「植物防疫」44（11）二506～508（1990．！1）

（3）学会報告

企画連絡室

○日本写真測量学会平成2年度年次学術講演会（1990．5〉

福原道一・岡本勝男・畠中哲哉＊ニランドサットTMデー

　タによる畑土壌の水分特性評価

○第14回国際土壌科学会議（1990．8〉

　志賀弘行＊・福原道一・小川茂男＊二Mapping　Soi10r－

fanic　Matter　of　Submerged　Paddy　Using　Landsat　TM

　data．

　畠中哲哉＊・西宗　昭＊・福原道一・斎藤元也二Estimatiom

　and　Mapping　of　Organic　Matter　Content　of　Upland

　Soil　with　a　Landsat　Thematic　Mapper　Data．

○日本作物学会第190回講演会（1990．10）

　鳥越洋一＊・天野哲郎＊・小川　奎＊・福原道一二衛星デー

　タの活用によるキャベツ根こぶ病の広域診断手法の開発

連続3シーンのラッドサットTMデータによるキャベ

　ツ圃場の分光反射特性と抽出

○システム農学会1990年度秋季シンポジウム（1990．H）

福原道一二土壌の変動一耕地の荒廃一

〇日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4）

福原道一・岡本勝男・畠中哲哉＊・西宗　昭＊二十勝畑土

壌の水分特性図一ランドサットデータ解析一

　岡野千春＊・福原道一・岡本勝男・児嶋　清＊・西宗　昭＊

　嶋田典司＊ニランドサットによる作付体系の土壌別評価

　畠中哲哉＊・新良力也＊・西宗　昭＊・福原道一ニランドサ

　ットTMデータによる畑地の礫探度進定

　西宗　昭＊・畠中哲哉＊・新良力也＊・福原道一：ランドサ

　ットTMデータによる畑地の土壌窒素供給力推定

○日本作物学会191回講演会（1991．4）

　鳥越洋一＊・矢野哲郎＊・小川　奎＊・福原道一・井上隆弘＊：

　衛星データの活用によるキャベツ根こぶ病の広域診断手

　法の開発（3）ランドサットTMデータによる根こぶ病

　発生圃場の検出（4〉コスモス衛星写真による畑土壌特

　性分類と根こぶ病発生の危険地帯の把握

O第38回日本生態学会（！991．4）

　高岡貞夫＊・今川俊明・門村　浩＊二北海道の林野火災跡

　地における原植生と二次植生の構造

O日本土壌肥料学会！991年度名古屋大会（1991．4）

　岡本勝男・福原道一・畠中哲哉＊・西宗　昭＊二異なる季

　節のランドサット・データを用いた土壌水分量の推定に

　ついて

○日本写真測量学会平成2年度年次学術講演会（1990．5）

　岡本勝男・福原道一・畠中哲哉＊二帯広地域土壌腐植区分

　図の作成

○平成2年度日本土壌肥料学会関東支部大会（1990．10〉

　岡本勝男・今川俊明・松森堅治・舩橋秀登＊・福原道一ニ

　ランドサットTMデータによる腐植含量の推定　　1／5

　万「藤沢」図幅の例

01990年度日』本農業気象学会全国大会（1990．8）

　竹澤邦夫，T．W．Tibbitts＊，and　W．Cao＊二Potential

　effect　of　stolon　orientation　on　tuber　intiation　in

　potato

Oシステム農学会1991年度春季大会（1991．3）

　竹澤邦夫・岡本勝男・福原道一二三次元グラフィクスを

　用いた探索的データ解析　　リモートセンシングを例と

　して

01991年度『日本農業気象学会全国大会（1991．4）

　竹澤邦夫・久保敏郎＊・栗原孝之＊：温洲ミカンの糖度変
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化のアンサンブル予測

○第5回日本農業食料問題シンポジウム（1990．9）

　宇田川武俊二日本における農業と環境の相互影響

○第4回環境研究発表会予稿集（1990．11）

　山口武則：酸性雨と影響予察

○日本気象学会秋季大会（1990．！0〉

　五十嵐弘道＊・山川修治・山下孔二＊二菅平で観測された

　風下波動による積雲とレンズ雲

O　Intemational　Conference　on　Climatic　Impacts　on　the

　Environment　and　Society　（CIES）（1991．1）

　山川修治：Surface　pressure　system　of　the　northem

　hemisphere　in　cold　Or　warm　years　of　the20th　century

O日本地理学会春季大会（1991．4）

　山川修治：最近の地球温暖化期における気圧系の地域性

　と季節性

○第14回国際土壌科学会議（1990』8）

　山田一郎・庄子貞雄＊二Soils　Formed　from　Pyroclastic

　Materials　of　Earlier　Palaeolithic　Sites　in　Miyagi

　Prefecture，Japan

　庄子貞雄＊・紅林利彦＊1・山田一郎・新良力也＊：Growth

　and　Soil　Environments　of　Japanese　Pampas　Grass

　（M。sinensis）as　Andisolizer　in　Notheastem　Japan．

○日本土肥学会関東支部大会（1990．10）

　山田一郎・新良力也＊・紅林利彦＊・庄子貞雄＊ニススキお

　よびコナラ植生下の黒ボク土壌の微気象環境

○日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4）

　山田一郎・太田　健・山崎慎一二新鮮テフラ中の微量元

　素とくに希土類元素組成一ICP・MSによる分析一

　渡嘉敷義浩＊・志茂守孝＊・山田隆弘＊・山田一郎二低～中

　位段丘面の琉球石灰岩層中に埋没する褐色土の特徴

　A．ガンディサー＊・庄子貞雄＊・木村和彦＊・山田一郎ニ

　ポリオレフィンコート尿素の火山灰土圃場における溶出

　とトウモロコシのレスポンス

環境管理部

○国際草地植生シンポジウム（1990．8）

　秋山　侃・芝山道郎・山形与志樹・林　治雄＊：Monitor－

　ing　and　Management　of　Grasslands　Using　Landsat

　Data

O第3回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（1990．11）

　秋山　侃・斎藤元也・山田康晴・袴田共之＊塩見正衛＊・

　竹内　誠＊・芝山道郎・森永慎介ニモデル・リモセン・グ

　ラフィック表示の結合一ランドサットデータからの任意

　時点の牧草量の推定

○商分子学会（同友会）（1991。1）

秋山　侃二地球環境変化が農林業に与える影響（特別講

　演）

○日本草地学会第46回発表会（1991．3）

　秋山　侃他4名ニモデルとリモートセンシングとグラ

　フィック表示の有機的結合による任意時点の牧草量の推

　定と表示手法の開発

○システム農学会1991年度春季大会（！991．3）

　秋山侃他7名：モデル・リモートセンシング・グラ

　フィック表示システムの開発　1．根釧地方における牧

　草量推定への適応

○土質工学会（1991．4）

　秋山　侃：リモートセンシング技術はどこまで農業に迫

　れるか（特別講演）

○第27回理工学における同位元素研究発表会（1990．7）

　太田　健＊・天野洋司・小山雄生二放射化分析による土壌

　中の微量元素の定量とテフラ同定への応用例

0第4回環境研究発表会（1990．11）

　網籐芳男・田中　隆二緑地評価の広域比較

○第29回人間一環境学会研究会（1991．1）

　網籐芳男：緑地環境の機能評価

01991年度農村計画学会学術研究発表会（1991．4）

　網籐芳男：緑地機能評価の生活価値観による差異

○文部省科研費重点領域「衛星による地球環境の解明」　平

　成2年度第2回シンポジウム（1990）

　岩崎一孝＊・江口　卓・増田耕一＊・柳町晴美＊：衛星・地

　上データによるアジア・オセアニア地域の大気環境解析

○文部省科研費重点領域研究シンポジウム「近代化による

　環境変化の地理情報システム」（199L3，仙台）

　柳町晴美＊・松本　淳＊・江口　卓：積雪データ処理シス

　テムの作成

　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（1990．11）

　荒川市郎＊・遠藤　勲・芝山道郎・古谷憲孝：パソコンに

　よる圃場環境情報収集処理システム

○第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　袴田共之・平田健正＊・村岡浩爾＊二EvaluationofLand

　Use　and　River　Water　Quality　of　a　Mountainous

　Ecossystem．

　金野隆光＊・有光一登＊・尾崎保夫＊・佐藤幸夫＊・山田正

　幸＊・袴田共之：Effects　of　Acidic　Precipitation　on

　Soils　in　Japan．一An　Interim　Report

〇IntemtL　Symp．Environ。Pollut．Agric．（1990．9，Seoul

　NatL　Univ．，Seoul，Korea）

　袴田共之：The　Effects　of　Animal　Waste　on　Water

　Pollution　and　Agricultural　Environment．

○平成2年度日本土壌肥料学会関東支部会（1990．10）
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袴田共之・平田健正＊・村岡浩爾＊：筑波山生態系の物質

循環（第2報）河川改修と無機水質の関係

○日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4）

浜崎忠雄：フィリピンの赤・黄色土の性質と分布の特徴

○システム農学会1991年度　春季大会（1991．3〉

　鳥越洋一＊・古谷憲孝・塩見正衛・山形与志樹・小泉　博二

　水田農業生態系の窒素循環モデルー長期変動予測モデル

　の構成一

　古谷憲孝・大沢　良・鵜飼保雄・山形与志樹：遺伝子型

　または種レベルにおける植物集団構造のパッチ状空間分

　布形成による安定化

○農村緑地の構造と生物相保全　平成2年度農村計画研究

　ワークショップ（筑波）（1990．11）

　井手任二農業研究センタープロジェクト第5チーム

○農村計画学会1991年度学術研究発表会（1991．4）

　井手　任・武内和彦＊二首都圏の緑地構造と動物分布の関

　係からみた農村緑地の生態学的評価

○平成2年度農業土木学会大会（1990．7）

　石田憲治二水田地帯における農地の機能評価

○第41回農業土木学会関東支部大会（1990．10）

　石田憲治二基盤整備水準が異なる地域の整備意向に関す

　る事例的分析

○第4回環境研究発表会（1990．11）

　石田憲治二評価者の属性し農地機能評価に関する事例分

　析

01991年度農村計画学会学術研究発表会（1991．4）

　石田憲治：メッシュ情報を用いた川越市の土地利用変化

　に関する分析

○第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　神田健一・陽　捷行：Measurements　ofdimethylsulfde

　emission　from　lysimeter　paddy　field．

○第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　Bowen，G．D．＊・小山雄生：Advances　in　the　use　of　iso－

　topes　and　nuclear　techniques　for　research　in　soiI

　fertility　and　plant　nutrition．

○放射線利用研究会（第4回アイソトープ利用部門〉

　（1990。10）

　小山雄生：アイソトープの農業への利用

○第31回放射線取扱主任者研修会（1990．11）

　小山雄生二主任者に求められるもの一21世紀への展望

○第2回放射線高度利用研究シンポジウム（1990．12）

　小山雄生二短寿命R　Iの農業・環境技術への応用

○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

　（1990．11）

　松森堅治二土壌図式情報データ変換システム（SOILC－

　NV）

○日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4）

松森堅治二土壌診断システムにおける地点情報サブシス

　テムの開発

○第38回日本生態学会大会

　松本成夫・横沢正幸・桐田博充＊：那須におけるクリーコ

　ナラ再生林の階層構造の変化

○平成2年度日本土壌肥料学会関東支部会（1990．10）

　松本成夫・佐藤一良・三輪容太郎・袴田共之二農地土壌

　の持つ分解能からみた農村の有機物動態の変化一茨城県

　牛久沼集水域農村の有機物動態の評価一

〇農村計画研究ワークショップ（1990．11〉

　松本成夫二農村地域における窒素循環

○東京大学総合研究資料館生物地理研究会第85回講演会

　（1990．6）

　三中信宏：生物地理学におけるコンピューターを用いた

　最節約分析

○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　第3回研究会（1990．11）

　三中信宏二定量的形態解析システム（NEXANALY）

O筑波昆虫科学研究会第1回ワークショップ（1990．3）

　三中信宏：日本語MS－DOS環境における系統分析ソ

　フト

○日本育種学会第79回講演会（1991．3）

　三中信宏・堀田光生：画像解析システムによるオオムギ

　種子の形態分析

○日本生物地理学会第46回年次大会（1991．4）

　三中信宏二Boole代数に基づく分岐分析

○日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（199L4）

　陽　捷行二農業生態系と温暖化のかかわり

○環境科学会（1990．10）

　陽　捷行二生物圏からの微量気体発生

Olnt．Symp．Nitrates，Agriculture　and　Water
　（1990。11）

　陽　捷行二Nitrous　oxide　dissolved　in　drainage　water

　from　agriculral　land

O日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4〉

　陽　捷行・八木一行二水田の水管理がメタン発生に及ぼ

　す影響

○第3回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（1990．11〉

　森永慎介・芝山道郎：電子天秤制御プログラム

○日本作物学会第191回講演会（1991．4）

　森永慎介他2名二植物の三次元構造の非破壊計測と評

　価第1報超音波および磁気によるヒマワリ層別葉量

　分布の測定

05th　Intemational　Congress　of　Ecology　（1990．8）
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　守山弘・井手任・飯島博・原田直国：Distribution

　pattems　of　the　rural　landscape　elements　in　Ibaraki

　prefecture，Japan，and　its　effects　to　the　ecosystems．

○自然環境復元研究会「自然環境復元シンポジウムー21世

　紀の人類の課題一」（1990．10）

　守山　弘ニトンボ池はまちづくりの一里塚

○農村計画学会秋期シンポジウム「日本型クラインガルテ

　ンの新しい展開を求めて」（1990．11）

　守山　弘二農村の環境保全・生物相保全とクラインガル

　テン

○農村計画学会1991年度学術研究発表会（1991．4）

　山路永司＊・富田正彦＊・水谷正一＊・守山　弘・三橋伸夫＊二

　従前の水路形を生かした圃場整備計画

○システム農学会　1991年度春季大会（1991．3）

　村上陽子：ゲルマニウム半導体検出器による環境放射能

　分析支援プログラムGAMMAの開発

○日本遺伝学会第62回大会　シンポジウム講演
　（1990．10）

　岸本直巳＊・斎藤　彰＊・大沢　良ニイネのRFLPによる

　遺伝子地図作製

○日本育種学会　第78回講演会（1990．11）

　大沢，良・古谷憲孝・鵜飼保雄二他植性植物における集

　団め大きさと花粉飛散距離が集団の遺伝的固定に及ぼす

　影響のシミュレーション解析

○日本育種学会　第79回講演会（1991．4）

　大沢　良・古谷憲孝・鵜飼保雄二線状分布をなす他植性

　植物における花粉飛散様式と集団の遺伝構造との関係

　金沢　章＊・岸本直巳＊・大沢　良・鵜飼保雄・斎藤　彰＊・

　田野茂光＊：イネミトコンドリアに存在するプラスミド

　様DNAの核内相同部位の解析

　下坂悦生＊・松浦誠司＊・河瀬真琴＊・大沢　良・岸本直巳＊・

　斎藤　彰＊ニイネRFLP地図と従来遺伝子地図の方向性

　の対応

○写真測量学会（1990．5）

　斎藤元也・山田康晴・山形与志樹・Piyaponse，P．＊・

　Hansakdi，E．＊ニランドサットMSSデータによるタイ

　中央平原の農業変化把握

○システム農学会（1990．6）

　斎藤元也・山田康晴・山形与志樹・Piyaponse，P．＊・

　Hansakdi，E．＊ニリモートセンシングによるタイ東北部

　の農業環境把握

○写真測量学会（1990。9）

　斎藤元也・山田康晴・山形与志樹二多時期リモートセン

　シングデータによる東北タイの農業環境把握

○日本土壌肥料学会　1991年度大会（1991．4）

　谷山一郎＊・三浦憲蔵＊・斎藤元也・福原道一：ランドサ

　ットデータによる東北タイ土壌塩類集積の実態解析

○第4回非破壊生体計測シンポジウム（1990．6）

　芝山道郎二植物の3次元計測

O　ISPRS　Commission　Vll　Symposium　（1990．9）

　C．L．Wiegand＊・芝山道郎：Explanation　and　use　of

　eguatiors　that　can　aid　global　monitiring　of　vegetation

O日本作物学会　第190回講演会（1990。10）

　芝山道郎・秋山　侃二圃場用分光センサを使った水稲生

　育情報の追跡X　反射スペクトルの2次加工による収量

　推定とその年次間適用性の検討

　芝山道郎・森永慎介・飯塚宏栄・秋山　侃二無線による

　農業環境情報伝送システムの試作

○日本作物学会　第191回講演会（1991．4）

　芝山道郎・森永慎介・秋山　侃：超音波エコーを利用し

　た作物の葉層構造解析システムの試作

　高橋　渉＊・芝山道郎・森永慎介・秋山　侃：圃場用分光

　センサによる作物ストレスの検出V　イネにおける落水

　処理の影響

○第31回大気汚染学会（1990．10）

　新籐純子・松本幸雄＊・安藤　満＊・田村憲治＊：幹線道路

　を含む地域におけるNO2およびSPM濃度の時問空問

　変動構造（板橋区大和町周辺）

　松本幸雄＊・新籐純子・安藤　満＊・田村憲治＊・伊藤政志＊二

　幹線道路を含む住宅地域におけるNO2およびSPN濃度

　の時間空間変動の評価（世田谷区役所周辺）

　田村憲治＊・安藤　満＊・松本　理＊・松本幸雄＊・新籐純

　子二幹線道路周辺家屋内外のSPM濃度とNO、濃度

　（2）

　安藤　満＊・田村憲治＊・松本幸雄＊・新籐純子：大気中多

　環芳香族化合物の個人暴露量の研究

○第4回環境研究発表会（環境情報科学センター）

　（1990．11）

　新籐純子・袴田共之二酸性雨による土壌影響調査一pH，

　交換性陽イオンの空間分布一

〇199！年度　農村計画学会（1991．4）

　田中　隆二市街化の程度と農地の移住快適性機能

○日本気象学会1990年度秋季大会（1990．10）

・鶴田治雄他8名二乗鞍岳における霧水と雲水中の化学成

　分の測定……過酸化水素の測定結果とその酸化能カ……

○第3！回大気汚染学会（1990．11）

　鶴田治雄二日本における対流圏メタン動態（II）……首

　都圏におけるメタンの汚染気塊…・

　鶴田治雄他4名二都市・工業地帯上空の雲水の化学組成

　し霧水・雨適による大気汚染物質の取り込み機構

　鶴田治雄他7名：乗鞍岳（高度2，770m）における夏期の

　霧水し，雲水および雨水中のイオンと過酸化水素の測定
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○大気汚染研究協会関東支部大気質調査部会第9回会合

　（1991．3）

　鶴田治雄二温室効果ガスの発生源と環境モニタリングの

　目的とその方法論

○平成3年度第1回STE（太陽地球環境）研究連絡会
　（！991．4）

　鶴田治雄二西太平洋地域における酸性物質の挙動

○第29回ガンマー・フィルド・シンポジウム（1990．7）

　鵜飼保雄二他殖性作物における突然異変体の選抜

○日本育種学会第78回講演会（1990。11）

　鵜飼保雄・大沢　良・斎藤　彰＊二計量的次元尺度解析法

　による連鎖群内RFLP座の順序の自動的決定法

○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（1990．11）

　鵜飼保雄二連鎖群内RFLP順序自動決定ソフト

　ORDER

O第9回電子計算機利用研究発表会

　鵜飼保雄・大沢　良・斎藤　彰＊：RFLP連鎖地図作成の

、ためのプログラムMAPLの開発

○国立遺伝学研究所研究会（1990．！2）

　鵜飼保雄二連鎖地図作成用プログラムMAPL

O日本育種学会第79回講演会（1991．4）

　鵜飼保雄・浅川征男・市川裕章・塩見正衛ニトマトDNA

　組換体の生殖様式の調査

○日本地球化学会年会（1990．10）

　八木一行・陽　捷行二水田からのメタン発生量の時間お

　よび空問的な変動について

○八木一行二陽　捷行二Japan－UK　Joint　Seminor　on　the

　Interaction　of　Agriculture　with　Climate　Change

　（1990．11）

　八木一行・陽　捷行二Methane　emissionformJapanese

　paddy　fie1（is

O農村計画研究ワークショップ（1990．11〉

　八木一行：農業活動と地球規模の物質循環

○第1回IGACシンポジウム（199！．1）

　八木一行二鶴田治雄・陽　捷行二水田からのメタン発生

○日本農業気象学会第28回大会（1990．8）

　山田一茂：気象における極値等稀現象の統計的解析

○日本農業気象学会北陸支部シンポジウム（1990．11）

　山田一茂二農林水産省における気象情報の収集と利用

○日本農業気象学会第29回大会（199L4）

　山田一茂・竹澤邦夫二気象における極値等稀現象の統計

　的解析　　（2）地理的・地形的分布特性について

○システム農学会1990年度春季大会（1990．6）

　山田康晴・斎藤元也・山形与志樹ほか2名：リモートセ

　ンシングによるタイ中央平原の土地利用変化の把握

○農業土木学会平成2年度大会講演会（1990．7）

　山田康晴二造構分野へのリモートセンシング手法の応用

　のための分光情報測定に関する問題点の抽出

○システム農学会1991年度春季大会（1991．3）

　山田康晴・斎藤元也ニモデル・リモートセンシング・グ

　ラフィック表示システムの開発　2．ランドサットデー

　タヘの地図情報付加による圃場特性抽出・管理と現存量

　把握

○第5回国際生態学会（1990．8）

　山形与志樹・古谷憲孝二Surface　Temperature　Differ－

　ence　and　NDVI　for　Agriculture　Resource　Monitoring

　Using　NOAA

　山形与志樹・根本正之二Modelling　of　Growth　Form

　Strategy　in　Crop－Weed　Systen

　山形与志樹・大久保忠旦＊二Demand－Supply　Growth

　Model　of　Vegetation　Reserve　Systems

O農村計画学会1991年度学術研究発表会（1991．4）

　横張　真二地域住民による農林地のもつ環境保全機能に

　対する評価の把握

○第27回理工学における同位元素研究発表会（1990．7）

　結田康一二安定K－41トレーサー法の開発と土壌肥料研

　究への利用（1）一土耕ポット施肥カリ（K－41標識）の

　ラジノクローバによる吸収・利用率

○日本化学会東北支部・日本分析化学会東北支部　第7回

　無機・分析化学コロキゥム　ー生物と環境における元素

　の分布の諸問題一（1990．8）

　結田康一：ハロゲン元素の土壌中における分布・挙動と

　植物による吸収

○第14回国際土壌科学会議（1990．8）　（14th　Intemational

　Congress　of　Soil　Science）

　結田康一二Developmemnt　of　the　K－40tracer　method

　 10ng　term　tracing　method　of　applied　K－401abeled

　fertilizer　in　soil　culture　pot　experiment一

〇日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（199L4）

　結田康一：足柄平野の地下水および地表水中のヨウ素，

　臭素および塩素濃度レベルー人為的影響の評価

　環境資源部

○日本植物学会　第55回大会（1990．10）

　阿江教治・有原丈二＊ニシンポジウム「インドにおける塩

　類障害の実態」

○第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　阿江教治・有原丈二＊・岡田謙介＊・吉原照彦＊・Chris

　Johansen二Uptake　mechanism　of　von－assoriated

　phasphoms　in　pigeyea　growing　on　Indion　sefisol　and
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　its　significance　to　phosphorus　availabilty　cropPing

　systems．Vol。II　164－169（1990）

○日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（！991．4）

　阿江教治・有原丈二＊・岡田謙介＊ニキマメとヒヨコマメ

　の作付が跡地のリン酸肥沃度に及ぼす影響一半乾燥熱帯

　における土壌管理およびマメ科作物の栽培に関する研究

　一第9報一

〇第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　天野洋司・太田健・草場敬：PhosphorusStatusof

　Major　Soils　in　Japan

O日本第四紀学会（1990．8）

　天野洋司：火山灰土のリンの状態と年代

○ペドロジストシンポジウム（199L4）

　天野洋司：農耕地土壌分類二次案改訂版における造成土

　の分類

05th　AAAP　Animal　Science　Congress　（1990。5）　第5

　回アジア太平洋畜産学会

　原田靖生：Composting　and　Land　Application　of　Ani－

　mal　Wastes．

○第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　原田靖生・籐原伸介・大谷　卓・長田　隆＊：Removal　of

　Nitrogen　from　Livestock　Wastewater　with　Altemate

　Aerobic－Anaerobic　Treatment　in　Soll　Column　Sys－

　tem．

○日本造園学会　平成2年度大会（1990．5）

　原薗芳信・村上智美＊・，林　陽生＊二密度の異なるアカマ

　ツ林の緑陰の熱環境特性

○日本気象学会1990年春季大会（1990．5）

　原薗芳信・清野　諮・野内　勇二水稲群落におけるメタ

　ンフラックスの測定（講要227〉

○日本農業気象学会　1990年度全国大会（1990．8）

　原薗芳信・村上智美＊・西沢利栄＊二植物群落の乱流輸送

　と植物体の揺らぎとの関係（講要52－53）

○日本農業気象学会　1990年度全国大会（1990．8）

　原薗芳信・小林和彦二水稲の生育に伴うオゾンフラック

　スの変化（講要92－93）

○日本農業気象学会関東支部　1990年度研究会

　岡野通明＊・横山　仁＊・山田千絵＊・原薗芳信：防風林間

　の風の収束によるトウモロコシ倒伏（講要30－31）

○第4会環境科学研究発表会（1990．11）

　清田　信＊・北宅善昭＊・原薗芳信・矢吹万寿＊：林地改変

　による熱収支の変化（講要1 2）

○日本農業気象学会　1991年度全国大会（1991．4）

　原薗芳信・山田千絵＊・岡野通明＊ニダイズ群落における

　ガスフラックス（講要　36－37）

　原薗芳信・土谷彰男＊・山田千絵＊ニダイズ群落における

熱収支法によるCO、ガスフラックスと生育量の比較

　（講要　38－39）

　原薗芳信・瀬戸陽子＊二三陸沿岸地形模型によるやませの

　風洞実験　　（講要　236－237）

　原薗芳信・申　建友二中国東部の半乾燥地域における秋

　季の微気象　　（講要　234－235）

　岡野通明＊・原薗芳信・籐沼康実＊：北関東冷温樹林にお

　けるCO2フラックスの動態（講要44－45）

○平成2年度農業土木学会（1990．7）

　及川　浩＊・長谷川周一：根量と蒸散について

○第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　粕渕辰昭＊・長谷川周一二A　long　heat　probe　method　to

　measure　average　water　content　of　soils　having

　nonuniform　soil　water　content

O日本農業気象学会1990年度全国大会（1990．8）

　細野達夫・野内　勇：ハツカダイコンに対する酸性雨散

　布の影響

○第31回大気汚染学会（1990．10）

　細野達夫・野内　勇ニハツカダイコン，ホウレンソウに

　対する酸性雨散布の影響

○日本農業気象学会1991年度全国大会（1991．4）

　細野達夫・野内　勇ニインゲンマメとホウレンソウに対

　する酸性雨散布の影響

○第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　藤原伸介・原田靖生：Decomposition　ofphytic　acidby

　SOil　miCrOOrganiSmS。

○日本土壌肥料学会関東支部会（1990．10）

　安田道夫＊・加藤邦彦＊・藤原伸介・寿松木章＊ニリンゴと

　モモの根から分離された大豆根粒菌類似細菌の性質

○日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4）

　藤原伸介・阿江教治二根粒バクテリアのポリアミン代

　謝　一浸透圧，pHの変化に伴うポリアミン量の変動一

〇第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　加藤英孝・松元　順＊・久保田徹：Susceptibilty　of　arable

　soils　to　compression－induced　structural　degradation

O日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4）

　加藤英孝・B．E．Clothier＊二黒ボク土下層土への浸潤過程

　で生じる吸着をともなう陰イオンの輸送

　青山喜典＊・加藤英孝・長谷川周一二おがくず入り牛ふん

　堆肥施用が土壌の棲水性と水分移動に与える影響

○日本農業気象学会　1990年度全国大会（1990．8）

　川方俊和・矢島正晴二自然日長における水稲の日長反応

　の定式化

○日本農業気象学会　1991年度全国大会（1991．4）

　川方俊和・矢島正晴二自然日長下の水稲出穂反応のノン

　パラメトリック推定
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○第14回国際土壌科学会議（1990．8〉

　久保田徹・駒塚富男＊・森本國夫＊・森　広史＊・遅沢省子・

　加藤英孝・岩間秀矩二Soil　tillage　properties　asstudied

　by　the　pendulum　impaet　meter

O第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　草場敬・太田健・天野洋司：Using　an　Impulse－

　radar　to　Distinguish　Specific　Soil　Layers

　J．R．N．F．Gama・草場敬・太田健・天野洋司：Vol－

　canic　Influence　in　the　Soil　of　Acre　State

O堆積学研究会（1990．12）

　草場　敬ニタービダイト・シークェンス中の斜交層理砂

　岩相とその堆積環境について

○日本地質学会（199L4）

　草場　敬：九州一琉球弧の始新世紀弧域の堆積作用とプ

　レート境界

O農村計画学会（1991．4）

　草場敬・太田健・天野洋司二土地利用変化に伴う土

　壌資源劣化アセスメント手法の開発

○日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4）

　草場敬・太田健・天野洋司二地下レーダー法による

　泥炭土探査

○日本地球化学会（1991．4）

　草場　敬二風化条件における鉱物の安定条件

08th　Intemational　Soil　CorrelationMeeting（1990．10）

　三土正則二Anthropically－Induced　Wet　Soils

O日本農業気象学会　1991年度全国大会（1991．4）

　宮田　明二送風による防霜法に関する熱収支的考察

O日本農業気象学会（！990．8）

　野内　勇ニキュウリ，ハツカダイコンとインゲンマメの
　　　　　　　　マ
　生長におよぼす紫外線（VV B）の影響

○第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　野内　勇・鞠子　茂二Mechanism　ofmethane　transport

　from　rice　paddy　field　to　the　atmosphere　through　rice

　Plants．

○第5回国際生態学会（1990．8）

　野内　勇二Effectofultraviolet－B（280－320nm）irradi－

　ation　on　growth　of　cucumber，radish　and　kidney

　bean．

○大気汚染学会　第31回大会（1990．10）

　野内　勇二葉細胞壁中のアスコルビン酸によるオゾンの

　解毒

○日本農業気象学会（1991．4）

　野内　勇・細野達夫：紫外線（UV－B）照射強度とキュウ

　リの生長阻害の関係

○第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　小原　洋・大塚紘雄・三土正則二Method　for　Prepara一

tion　of　Detailed　Soil　Map　in　Alluvial　Plain　Derived

　from　the　River　Kinu　in　Sekijou　Town，Ibaraki　Prefec－

　ture，Japan

O日本土壌肥料学会関東支部大会講演要旨集（1990．10）

　岡本玲子・山口武則・藤井國博二つくば市とその周辺に

　おける地下水の水質　一形態別窒素とリンの調査結果

○第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　大谷　卓・藤原伸介・原田靖生：Factors　AffectingEth－

　ylene　Accumulation　in　Soi1

0日本土壌肥料学会！991年度名古屋大会（1991．4）

　大谷　卓・阿江教治・藤原伸介・原田靖生二根圏におけ

　るエチレン・CO2・02の動態

○日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4）

　太田　健・草場　敬・天野洋司二火山灰土中の希土類元

　素の分布と粒径の関係

○第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　太田健・天野洋司二TraceElementsStatusofSome

　Andisols　in　Japan

O第14回国際土壌科学会議（1990。8）

　岩間秀矩＊・後田経雄＊・遅沢省子・久保田徹二Control　of

　soil　moisture　conditions　by　negative　pressure　water

　circulation　technique　and　its　apPlication　for　studies

　on　the　prevention　of　soil　borne　plant　diseases

　遅沢省子・D．Resck＊：Changes　in　soil　physical　prop－

　erties　of　compacted　layer　by　different　plowing

　methods
O日本土壌肥料学会199／年度名古屋大会（1991．4）

　遅沢省子・金井幸男＊・岡　紀邦＊二大豆，トウモロコシ

　根系の発達とアブラナ科ネコブ病発生に及ぼす土壌ガス

　交換の影響

05th　Intemational　Meeting　of　IHSS　（1990。8）

　菅原和夫・内海一弥＊・鷲尾尚泰＊・小林義則＊・松坂泰明＊二

　Chages　in　energy　and　nutrients　reserved　in　straw

　during　CompOsting

O第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　菅原和夫・加藤邦彦＊・内海一弥＊・鷲尾尚泰＊・小林義則＊・

　松坂泰明＊：Decompositipn　of　straw　and　straw　com－

　post　by　plant　pathogens　and　micnoral　saprophytes　in

　soi1

　早川嘉彦＊・菅原和夫・藤井義晴二Antimicrobial　plants

　for　controlling　several　soi1－borne　plant　pathogens

O　IUMS　Congress：Bacteriology＆Mycology　（1990．9）

　菅原和夫・品川　朗＊・竹中　眞・早川嘉彦＊二Water

　extract　of4／1ガz6ηzオzの6名osz6窺for　the　selective　supPres－

　sion　of　Ps6z640鋤zonαs　6‘z冗yo！）h夕llガin　soi1

0日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4）
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菅原和夫・品川　朗＊・竹中　眞・早川嘉彦＊ニニラの生

産する抗菌物質によるカーネーション萎凋細菌病菌の制

御（第1報）一土壌中のカーネーション萎凋細菌病菌の選

　択的制御

O日本農業気象学会！990年度大会（1990．8）

　清野　諮・内嶋善兵衛＊二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

　清野　諮・奥山富子二畑地の効率的水管理のための土壌

　水分推定モデル

　内嶋善兵衛＊・清野　翻：日本の植生分布への二酸化炭素

　濃度の上昇による気候暖化の影響

○日本農業気象学会1990年度（1990．8）

　井上君夫＊・阿部博史＊・清野　酪ニメッシュ日射気候値

　の推定法

○システム農学会秋期シンポジウム（1990．11）

　清野　甜二陸上の植物生産力の評価一気候温暖化による

　影響

○日本農業気象学会199！年度大会（199！．4）

　清野　諮二温暖化の我が国の作物生産への影響

　清野　諮・笹木義雄二温暖化によるクロップカレンダー

　の変化について

○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（平成2年11月）

　竹内誠，他2名：地図情報を含んだシミュレーション

　用フロント・エンドプロセッサー（SFP〉

○鶏の問題別研究会　　（平成2年11月）

　竹内誠：ブロイラー鶏舎における臭気対策

○土・水研究会資料　Nα8（平成3年3月）

　竹内　誠：土層中溶質移動の計測とモデル化の問題

○日本畜産学会関東支部会第43回大会

　竹内誠，他2名ニブロイラー飼養系における物質収支

　（3）リンの動態・収支

○日本土壌肥料学会第37集（1991．3）

　竹内誠，他2名：畑地における硝酸の溶脱量の推定

○第4回国際コペポーダ会議（1990．9〉

　戸田任重・広瀬裕一＊二海産コペボーダ，Calanussinicus

　2型の卵膜の電子顕微鏡による観察

○日本陸水学会　第55回大会（1990．10〉

　斎藤捷一＊・戸田任重外8名二津軽十二湖湖沼群の陸水生

　物学的研究　　（II）一越口の池湖沼群について一

〇理工学における同位元素研究発表会第27会大会（1990．7）

　津村昭人・山崎慎一二ICP－MSによる河川水の希土類元

　素及びトリウム・ウランの定量

○日本土壌肥料学会関東支部会（1990．10）

　津村昭人・山崎慎一二二重収東型ICP－MSによる河川水

　の超微量元素の直接分析

○日本土壌肥料学会名古屋大会（第37）（1991．4）

　津村昭人・山崎慎一二我が国主要河川水のレアアース，

　Tn．Uの天然賦存量と分布パターン

○第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　堀　兼明＊・剣持謙二＊・竹中　眞・井上隆弘＊・松口龍彦＊二

　Decline　of　Fluorescent　Pseudomonads　and　Simpllfica－

　tion　of　Fungal　Flora　in　Rizosphere　un（ier　Continuous

　Monocropping　of　a　Vegetable（Brassica　Campestris

　L．）

○日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4）

　竹中　眞・菅原和夫・品川　朗＊・早川嘉彦＊：ニラの生

　産する抗菌物質によるカーネーション萎凋細菌病菌の制

　御（第2報）一抗菌物質の単離と構造決定一

〇第14回国際土壌科学会議（1990．8〉

　竹中　眞・三好利臣＊・堀　兼明＊・松口龍彦＊二Effect　of

　Soil　Temperature　on　Nitrogen　Mineralization　of

　Different　Soil　Types　of　Winter　Wheat　Fields

O日本土壌肥料学会1990年度関東支部大会（1990．10）

　竹中　眞・松口龍彦＊二畑土壌生態系における生理活性物

　質の生成と機能（第4報）一有機物施用土壌中の根伸長促

　進物質と各種作物根への影響一

〇日本農芸化学会1991年度大会（1991．3）

　竹中　眞・菅原和夫・品川　朗＊・早川嘉彦＊ニニラの生

　産するカーネーション萎凋細菌病苗に対する抗菌物質に

　ついて

○日本農業気象学会1990年度全国大会（1990．8）

　矢島正晴・川方俊和：高CO，濃度大気と水稲の生育・収

　旦　里
O日本作物学会第190回講演会（1990．10）

　矢島正晴・川方俊和・小林和彦：長期，低濃度オゾンが

　水稲の生育・収量に及ぼす影響

○日英共同セミナー「農業と気候変化の相互作用」

　（1990．11）

　矢島正晴二Simulation　model　for　weather－croP　inter－

　actions

O日本作物学会関東支部講演会（1990．！2〉

　大嶋保夫＊・矢島正晴二神奈川県における水稲の発育ステ

　ージ予測

○日本農業気象学会1991年度大会（1991．4）

　矢島正晴・川方俊和二高CO、濃度大気が水稲の生理・生

　態に及ぼす影響

O日本作物学会第191回講演会（199L4）

　矢島正晴・川方俊和：水稲の光，乾物変換係数と施肥量

　について

○日本土壌肥料学会関東支部大会（1990．10）

　山口武則・岡本玲子・藤井國博：つくば市とその周辺に
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　おける地下水の水質一地下水位の変動と水質変動の関

係一

〇日本農業気象学会関東支部1990年度例会（1990．11）

　山口武則・岡本玲子・藤井國博二降水の地域性，その一

事例

○日本分析科学会　第31年会（1990．10）

　山崎慎一・津村昭人二二重収束型ICP－MSによる環境試

　料の分析2一超音波ネブライザーとの組み合わせによる

　水質試料中の希土類元素の分析一

〇日本土壌肥料学会関東支部会（1990．10）

　山崎慎一・津村昭人ニマイタロウェーブ加熱分解一ICP

　MSによる植物体中の微量元素の分解

○日本農業気象学会　1990年度全国大会（1990．8）

　横沢正幸二個体サイズを考慮した群落動態モデル

O　Intemational　Congress　of　Ecology　（1990．8）

　横沢正幸・鞠子　茂＊二Simulation　and　Analysis　of

　Regrowth　on　Defoliated　Plants

環境生物部

O　IUMS　Congress：Bacteriology　and　Mycology

Osaka，Japan 1990

藤井毅・宮下清貴・沢田泰男二Achitinasegeneof

　Streptomyces　lividans　coding　two　chitinase　mole－

cules。

○日本農芸化学会大会（1991．3～4）

　藤井　毅・宮下清貴・沢田泰男二放線菌Sfreptomyces

　lividans66株のキチナーゼ遺伝子（chi　C）の解析

○日本土壌肥料学会中部支部講演会（1990．5）

　土屋一成＊・藤井義晴・浅川征男・渋谷知子ニサトイモの

　　　　　　　　カ　根に含まれるアレロパシー候補物質

○第14回国際土壌科学会議（！990．8）

　（The14th　Intemational　Congress　of　Soil　Science）

　藤井義晴・渋谷知子・安田　環＊二Allelopathy　ofVelvet

　Bean－Allelopthic　Effects　in　the　Field　and　Isolation　of

　Allelochemicals

O日本雑草学会第30回講演会（1991．4）

　藤井義晴・渋谷知子二寒天培地を用いた他感作用検定手

　法（1）落葉・落枝の浸出物による他感作用の検索

　藤井義晴・渋谷知子二寒天培地を用いた他感作用検定手

　法（2）根の滲出物による他感作用の検索

○日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4）

　浅川征男ニネギの根周辺の土壌生態系　1．ネギの根か

　ら土壌pHを高める物質が放出されている

○日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4）

　藤井義晴・土屋一成＊二土壌一植物系における他感物質の

　役割

○平成3年度　日本植物病理学会大会（1991．4）

　畔上耕児・C．1．Kado＊二発光遺伝子を導入したE7癬n1α

　侃侃硲の土壌からの検出法

○平成3年度　日本植物病理学会大会（1991．4）

加藤智弘＊・長田　茂＊・中南　博＊・畔上耕児・西山幸司二

　山形，宮城，岩手県で発生したイネ白化症状苗から分離

　された細菌の種類と抗血清を用いた苗立枯細菌病の診断

○第5回国際生態学会（1990．8）

　小泉博・宇佐美洋三・佐藤光政二Carbonandnitrogen

　cycling　and　fertility　in　three　double－cropPing　agro－

　ecosystems　in　Japan

　鞠子茂＊・鈴木準一郎＊・小泉博：Experimentalsur－

　veys　on　germination　and　growth　of　Polygonum

　cuspidatum　plant　along　an　altitudinal　gradient

O日本植物学会第55回大会（1990．10）

　稲垣彰＊・小泉博・伊野良夫＊ニモミジガサの生活史

　特性　2．繁殖について

○第38回日本生態学会（1991．4）

　小泉　博・中台利枝＊・宇佐美洋三・佐藤光政・塩見正衛・

　及川武久＊：土壌微生物の呼吸活性に対するCO2ガス濃

　度の影響

02nd　International　Congress　of　Dipterolagy，Bratis－

　1ava，Czechoslovakia（1990．8）松村雄：What　pro－

　10ngs　the　active　season　of　Tabanus　nipponicusP

O日本昆虫学会第50回大会（1990．10）

　松村雄二つくば市における野生ハナバチの放花消長

○第43回日本衛星動物学会大会（1991．4）

　松村　雄：ニッポンシロフアブの生活史戦略　一何故活

　動期が長いのか？一

〇第5回国際生態学会（1990．8）

　宮井俊一・法橋信彦二Modelling　Approaches　to　Insect

　－Bome　Plant　Virus　Epidemics

O第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　宮下清貴・上野秀人・藤井毅・沢田泰男二Regulation

　of　chitinase　production　in　Streptomyces

O国際微生物学連合会議（1990．9）

　宮下清貴・藤井毅・上野秀人・沢田泰男二Cloningand

　expression　of　chitinase　gene　from　Streptomyces

　lividans66

0MAFF　HOMEOSTATIS　WORKSHOP　（第2回）
　（1990．9）

　宮下清貴二Regulation　of　synthesis　of　chitinase　as　a

　fmgal　cell　wall　lytic　enzyme　in　Streptomyces

O日本農芸化学大会（199L3～4）

　宮下清貴・藤井毅・沢田泰男二Strepomyceslividans

　66株のキチナーゼ遺伝子chiAの解析
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○日本草地学会第37回総会（1991．3）

　根本正之・魯暁雲・李勝功・趙吟林・徐斌：内

　蒙古東部半乾燥地の砂丘植生におよぼす放牧の影響

○日本雑草学会　第30回大会（1991．4）

　根本正之＆Lu，X．：Ecological　characteristics　of

　／19万oφhツlh6〃z　sgzゼαプ名osz6”z－a　pioneer　species　on　shift－

　ing　sand　dune一

〇第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　小川直人・宮下清貴・沢田泰男二3－Chlorlbenzoate　de－

　gradative　plasmid　from　soil　bacteria

O　IUMS　Congress：Bacteriology　and　Mycology－Osaka，

　Japan－1990

　小川直人・宮下清貴・沢田泰男：3－Chorobenzoate　de－

　gradative　genes　specified　by　a　pladmid

O日本植物病理学会大会（1991．4）

　岡部郁子・鳥山重光・亀谷満朗＊ニタバコモザイクウイル

　ス（TMV）の土壌吸着と粘土鉱物

04th　Intemational　Mycological　Congress（1990．8）

　大久保博人・土屋行夫・佐藤豊三：A　study　onpreserva－

　tion　of　zoosporic　fungi　under　liquid　nitrogen

O日本植物病理学会夏季関東部会（1990．7）

　佐藤　守・酒井富久美＊：ビオチン標識プローブによる土

　壌中細菌内導入プラスミドの検出

02nd　MAFF　homeostasis　workshop　（1990．9〉、

　岡本　博＊・佐藤　守・佐藤善司・伊坂実人＊：髭7解磁

　nz‘z名66so6ns　as　a　biocontrol　agent　against　Ph夕孟oφh孟ho名召

　6砂s才6ガon　cucumber　seedlings　and　its　transposon

　mUtageneSiS

O4th　Intemational　workshop　on　PGPR（1990．10）

　岡本　博＊・佐藤　守・佐藤善司・伊坂実人＊二Serratia

　marcescens　as　a　biocontrol　agent　against　Phytophth－

　ora　capsici　on　cucumber　seedlings　and　its　transposon

　mUtageneSiS

O日本植物病理学会秋季関東大会（1990．！1）

　岡本　博＊・佐藤　守・佐藤善司・伊坂実人＊：トランス

　ポゾン導入による拮抗細菌Serratia　sp．の抗菌性喪失株

　の作出

○日本植物病理学会大会（199L4）

　佐藤　守・大藤泰雄＊二各種植物から分離した菜面細菌の

　各種遺伝形質

　福本文良＊・佐藤　守・美濃部侑三＊ニイネ褐条病菌のプ

　ロリン要求性変異株による形質転換および伝達能の向上

○日本菌学会第34回大会（1990．5－6）

　佐藤豊三・L．Manoch，N．Visarathanonth：タイ国産さ

　び菌類の重複寄生菌，Sphaerellopsis　filumについて

○第4回国際菌学会議（4th　Intemational　Mycologic＆1

　Congress）　（1990．8－9）

　佐藤豊三：Rust　fungi　and　theirhostsfrom　subtropical

　islandsofJapan．

○第5回国際生態学会（1990．8）

　白井マ羊一二Life　history　pattem　of　the　phytophagous’

　1ady　beetles　（the　genus　Epilachna）　feeding　on　wild

　host　plants．

○システム農学会1990年春季大会（1990．6）

　塩見正衛・築城幹典＊・小山信明＊・高橋繁男＊：気温の異

　年次変化の6つの類型に対する放牧地の草量予測二西那

　須野の例

　築城幹典＊・塩見正衛・館野宏司＊・清水矩宏＊・佐藤光政・

　宇佐美洋三・小泉博：飼料用トウモロコシの生育予測

　モデル

○第5回国際生態学会議（1990．8〉

　塩見正衛二A　dynamic　model　of　plant　biomass，avail－

　able　biomass　and　digestible　biomass　（Symposium：

　Modelling　for　biomass　dynamics　and　herbivores－veg－

　etation　relationships　in　grassland　ecosystems）

　塩見正衛・落合一彦＊・塩谷　繁＊二Analysis　of　grazed

　pastures　by　an　energy　snd　nitrogen　flow　model

O日本草地学会第45回発表回（1990．9〉

　塩見正衛二牧草量の簡易な推定方法の新しい試み

○システム農学会1991年春季大会（1991．3）

　塩見正衛・袴田共之・秋山　侃・森永慎介ニモデル・リ

　モートセンシング・グラフィク表示システムめ開発．3．

　気象類型に応じた牧草生長モデル

○日本生態学会第38回大会シンポジウム（199L4）

　塩見正衛・浅川征男・鵜飼保雄・市川裕章二組換え植物

　利用の安全性評価の実際

○日本計量生物学会（1991。4）

　塩見正衛：Estimation　of　herbaceous　biomass　by

　visual　observation　in　grazed　pasture

O日本生態学会第38回大会（199L4）

　塩見正衛：草量の重量分布関数を利用した牧草量の推定

○日本草地学会第46回発表会（1991．4）

　塩見正衛・落合一彦＊・塩谷　繁＊築城幹典＊・小山信明＊二

　集約放牧環境におけるエネルギーと窒素経済のシステム

　モデルによる推定

○第14回国際土壌科学会議（1990．8〉

　早川嘉彦＊・菅原和夫・藤井義晴二Antimicrobial　Plants

　for　Controlling　Several　Soiトborne　Plant　Pathogens

O平成三年度日本植物秒理学会大会（1991．4）

　高橋真実・鳥山重光・菊池　洋＊・早川孝彦＊・石浜　明＊ニ

　イネ縞枯ウイルスゲノムRNAの5’および3’末端の相

　補的塩基配列
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○第13回日本分子生物学会年会（1990．11〉

　早川孝彦＊・朱亜峰＊・伊藤紀美子＊・島本功＊・鳥山

　重光ニイネ形質転換植物での縞葉枯ウイルス外被蛋白質

　の発現

　朱亜峰＊・早川孝彦＊・鳥山重光・高橋真実ニイネ縞葉

　枯ウイルスRNA3のクローニングとシーケンス

○平成2年度日本植物病理学会秋季関東部会（1990．11）

　鳥山重光1・P．Guy＊・藤　晋一＊・高橋真実1・・松田　泉2二

　植物ウイルスを媒介するウンカ類を汚染しているピコル

　ナ様ウイルス

○平成3年度　日本植物病理学会大会（1991．4〉

　早川孝彦＊・朱亜峰＊・木村雄輔＊・伊藤紀美子＊・島本

　功＊・鳥山重光：遺伝子導入によるイネ縞葉枯ウイルス抵

　抗性イネの作出

　朱亜峰＊・早川孝彦＊・鳥山重光ニイネ縞葉枯ウイルス

　RNA4のクローニングとシーケンス

○日本雑草学会第30回大会（1991．4）

　宇佐美洋三・小泉博・佐藤光政二荒廃した農耕地の復

　元課程における植生の変化

　資材動態部

○第3回国際腐植学会（1990．8）

　新井重光：泥炭地における植物残渣の変性および古黒ボ

　ク土の流入の13C－CP／MAS　NMRによる観察

○土壌，水，植物における金属類の国際会議（1990．5）

　後藤重義他一名二Rare　Earth　Element　Concentrations

　of　Soils，Plants，and　Sewage　Sludges　Using　ICP－MS

O第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　後藤重義他一名二Abundance　and　Distribution　of　Rare

　－Earth　Elements　in　Some　Soil　Profiles　in　Japan

O日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4）

　後藤重義他3名二希土類元素ランタンの水稲の生育およ

　び養分吸収に及ぼす影響

O　Intemational　Seminar　on　the　Use　of　Organic　Ferti－

　Iizers　in　Crop　Pro（iuction　（1990．6）

　羽賀清典：Production　of　the　Composts　from　Organic

　Wastes　and　Their　Quality

O第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　羽賀清典・原田靖生・長田　隆＊二Composting　ofAnimal

　Wastes：Chemical　Characterization　of　the　Maturing

　Process

　長田　隆＊・羽賀清典・原田靖生二Composting　ofAnimal

　Wastes：Methods　for　the　Estimation　of　Maturity

O2nd　Intemational　Workshop　on　Diamondback　Moth

　（1990．12）

　浜弘司二Characteristicsofinsecticideresistancein

　the　diamondback　moth

O地下水汚染ξその防止対策に関する研究会（199L4）

　飯塚宏栄　他5名二農薬の山地地下水への影響について

○第14回国際土壌科学会議（1990．8〉

　伊藤　治・田中房江：The　forms　ofboric　acid　in　plant

　tissues　and　soil　solution　observed　with　l1B－NMR

O第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　加藤直人・尾和尚人二Dissolution　Mechanism　of　Sili－

　cate　Slag　Fertilizers　in　Paddy　Soi1

0日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4）

　加藤直人・尾和尚人二中性子照射によるりん酸資材の溶

　解性変化

○第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　川崎　晃・羽賀清典・新井重光二Determinat量on　ofRare

　Metal　Content　in　Organlc　Fertilizer　by　Inductively

　Coupled　Plasma　Source　Mass　Spectrometry

O2nd　Intemational　Conference　on　Plasma　Source　Mass

　Spectrometry　（1990．9）

　川崎　晃・羽賀清典・新井重光・山崎慎一：Effect　ofthe

　digestion　methods　on　ICP－MS　measurements　of　Be，

　V，Ga，Sb，La，Bi　in　organic　fertilizers

O廃棄物学会第1回研究発表会（1990．10）

　川崎　晃・羽賀清典・新井重光二微生物利用土壌改良資

　材による農業廃棄物の分解促進効果の判定　一微少熱量

　計によるイナワラ分解効果の判定

○日本土壌肥料学会関東支部大会（1990．10）

　川崎　晃・小林慶則＊・福本夏生＊・羽賀清典・新井重光・

　倉橋正保＊・越野正義＊二高分解能蛍光X線マッピング装

　置による生体試料の観察（その1）マンガン過剰葉中の

　無機元素分布と画像解析の試み

○農林水産試験研究におけるソフトウエア開発・利用研究

　会（1990．11）

　川崎　晃二蛍光X線元素マッピングデータ処理システム

○日本土壌肥料学会！991年度名古屋大会（1991．4）

　川崎　晃・羽賀清典・新井重光二微生物利用土壌改良資

　材による農業廃棄物の分解促進効果の判定　一微少熱量

　計による各種有機化合物に対する分解特性の検討

　川崎　晃・羽賀清典・新井重光二各種汚泥の元素組成（そ

　の3）化学工場，食品工場，し尿処理場，下水処理場汚

　泥のレアメタル類組成の比較

○第14回農薬残留分析研究会（1990．10）

　飛田裕子＊・腰岡政二他7名二雨水中の農薬について

　（第2報）

○平成2年度植物化学調節学会大会（1990．10）

　湯田英二＊・腰岡政二　他13名ニビワ未熟種子中に含まれ

　る新ジベレリン，GA80，GA84
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○日本農薬学会第16回大会（1991．3）

　南　栄一・安東郁男＊ニイネ，核遺伝子の発現に対するプ

　ロベナゾールの影響

○第14回国際土壌科学会議（1990．8）

　諸岡　稔・鈴木保宏＊・亀川健一＊二Effect　of　nitrogen

　fertilizer　apPlication　on　yield　and　nutrient　uptake　of

　high－yielding　rice　varieties

　諸岡　稔・阿部　薫＊・尾崎保夫＊：Advanced　treatment

　　　　　　　し　of　livestock　wastewater　by　aerobic－anaerobic　soil

　COIUmn　SyStem

O日本土壌肥料学会1991年度名古屋大会（1991．4）

　尾和尚人＊・○新舩智子・野口雅代＊・加藤直人・矢崎仁

　也＊二土壌中有機酸のホローファイバー利用による非破

　壊的計測

○日本農薬学会第16回大会（1991．3）

　能勢和夫＊・宍戸　孝（他2名）ニグルタチオンS一トラ

　ンスフェラーゼの基質特異性一分子認識と電子密度一

〇日本農薬学会第16回大会（1991．3）

　鈴木健・浜弘司・昆野安彦：ワタアブラムシにおけ

　る薬剤抵抗性の発現機構（1）薬物解毒活性とアセチル

　コリンエステラーゼの薬剤感受性

○第7回国際農薬化学会議（1990．8）

　吉田じ充・川崎晃・行本峰子・能勢和夫二Application

　of　Proton　Nuclear　Magnetic　Resonance　Spectroscopy

　to　Fungicide　Pharmacology

O第29回　NMR討論会（1990．11）

　吉田　充・杉浦俊彦＊・馬越　淳＊・小野祐幸＊ニモモ花芽

　の休眠覚醒期における水の緩和時間変化

○日本農薬学会第16回大会（1991．3）

　吉田　充二NMRを利用した殺菌剤の作用機構の解明

○日本農芸化学会　1991年度大会（1991．3～4）

　吉田　充・杉浦俊彦＊・馬越　淳＊・小野祐幸＊二休眠覚醒

　期におけるモモ花芽の水分状態変化の1H　NMRによる

　測定

○第7回　国際農薬化学会議（1990．8）

　行本峰子他3名：Effectofquintozeneonmicroflora

　in　fumigated　and　non－fumigated　soiL

O日本農薬学会第16回大会（1991．3）

　行本峰子他5名＊ニキャベツ畑のquintoz6neの消失

　とその要因

（4〉その他

　企画連絡室

○福原道一：リモートセンシングによる農耕情報の処理技

　術　北海道ハイテク農業研究会設立記念講演会（札幌）

　北海道ハイテク農業研究会（1991．2）

○松田　泉：イネもみ枯細菌病菌の迅速検出方法と発生予

　察　病害虫防除所職員等中央研修会（霞が関）農蚕園芸

　植物防疫課（1990．11）

○松田　泉ほか：遺伝子組換えトマトの非閉鎖系における

　実験結果の報告について　朝日，読売，毎日，東京，農

　業等の新聞（1990．1L27）

○松田　泉ほか：組換えトマトの栽培試験（模擬的環境利

　用〉について　朝日，読売，毎日，東京，農業等の新聞

　（1990．L23）

○松田　泉ほか二組換え植物隔離圃場の概要について　朝

　日，読売，毎日，東京の各新聞（1990．12．25）

○松田　泉ほか二組換えトマトの栽培試験（模擬的環境利

　用）について　朝日，読売新聞（1991．2．5）

○宇田川武俊二農業と環境問題　第6回農業・農協研究会

　中央協同組合学園（1990．12）

○宇田川武俊ニバイオマス資源とエネルギー利用　平成2

　年度産業技術研究会　日本開発銀行設備投資研究所

　（199L1）

○宇田川武俊二環境保全型水田農業について　土地利用型

　農業再構築研究会　全国農業協同組合中央会（1991．3）

　環境管理部

○秋山　侃二地球規模環境の変動と農業一計測情報技術の

　側面から筑波研究開発セミナー（筑波）研究支援センタ

　ー・工業技術院計量研究所（1990．10）

○秋山　侃二地球環境の変動と農業の相互関係　第52回筑

　波研究情報セミナー　日本科学技術情報センター筑波事

　務所（筑波）（1990．11）

○秋山　侃二JERS4と今後のリモートセンシングー農業

　環境問題におけるリモートセンシングデータの利用一

　JERS－1国際シンポジウム（北青山TEPIAホール）資源

　観測解析センター（199L1）

○網籐芳男ニアンケート調査法を用いた農村環境の評価に

　ついて　農村計画研究ワークショップ　農業研究センタ

　ー（！990ユ1）

○遠藤　勲ニパソコンと計算センターを結合した情報利用

　平成2年度農学情報機能部門研修（筑波）農林水産技術

　会議事務局（1990．10〉

○遠藤　勲ニファイル変換プログラム（FCONV）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（筑波）

　農業研究センター・農業環境技術研究所（1990．11）

○遠藤　勲ニパソコンを端末機とした農林水産研究計算セ

　ンターの利用法　平成2年度電子計算機利用講習会（筑

　波）農林水産技術会議事務局（1990．12）

○袴田共之二探索的データ解析　都道府県農林水産関係研

　究貝短期集合研修テキスト（理論系）農林水産技術会議
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事務局　108－122（1990）

○袴田共之：探索的データ解析　数理統計短期集合研修テ

　キスト　農林水産技術会議事務局連絡調整課　139－

　152（1991）

○浜崎忠雄：土壌断面調査法及び土壌モノリス作成法　平

　成2年度土壌保全対策に係る調査研究検討会（山梨）山

　梨県農業試験場（1990．11）

○古谷憲孝二多重比較　平成2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（1990．12）

○古谷憲孝二計数値データの解析　平成2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（1991．1）

○井手任二農村生態系の構造からみたビオトープ保全計

　画　第10回農業環境シンポジウム「農村生態系における

　生物相の保全」　農業環境技術研究所（1990．11）

○石田憲治二数量化1類・II類・III類　平成2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（1990．11）

○石田憲治：環境管理計画一土地資源評価と農用地の管

　理一　農村計画研究ワークショップ（筑波）農業研究セ

　ンター（1990。11〉

○石田憲治二数量化1類・II類・III類　平成2年度農林水

　産省試験研究機関等研究貝の数理統計短期集合研修（筑

　波）農林水産技術会議事務局（199L1）

○小山雄生二Application　of　Radioisotopes　and　Radia－

　tion　in　Agricultural　Science．IAEAコース　ラジオア

　イソトープ・原子炉研修所（東京）日本原子力研究所

　（1990．2）

○小山雄生二RI・放射線の農業への利用　ラジオアイソト

　ープ研修部門基礎課程　ラジオアイソトープ・原子炉研

　修所（東京）日本原子力研究所（1990．5．6．7．8．9．の5回）

○小山雄生二土の破壊状況と土づくりの方法　国立教育会

　館　日本経営技術懇話会（1990．7〉

○斎藤元也・山田康晴・岡本勝男＊・安田嘉純＊・築城幹典＊ニ

　パソコンによるクモートセンシング解析システム（μ

　CIPSA　ver．2）第3回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　農環研・農研センター共催

　（1990．11）

○斎藤元也二農業リモートセンシングにおけるデータ処理

　技術について　第3回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　農環研・農研センター共催

　（1990．11）

○斎藤元也ニリモートセンシングによる農業および植生把一

　握第9回電子技術研究交流会大分県・工業技術院研

　究交流センター（1990．12）

○斎藤滋隆二重回帰分析　平成2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（1990．11〉

○芝山道郎二単回帰と相関　平成2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（1990．11）

○芝山道郎二作物個体群の生育反応の計測　平成2年度果

　樹課題別研究会　農林水産省果樹試験場（1991．2）

○新藤純子ニクラスター分析　数理統計短期集合研修テキ

　スト　農林水産技術会議事務局連絡調整課129－

　138（199L1）

○松森堅治ニメッシュデータ等地理情報の解析　平成2年

　度都道府県農林水産関係研究員集合研修（理論系）（筑波〉

　農林水産技術会議事務局（1990．11）

○松森堅治二環境管理計画一水保全評価と地理情報一　農

　村計画研究ワークショップ（筑波〉農業研究センター

　（1990．11）

〇三中信宏：統計的データ処理　筑波国際農業研修センタ

　ー野菜生産，野菜採種コース統計研修（筑波）国際協力

　事業団（1990．8）

〇三中信宏：統計的データ処理　筑波国際農業研修センタ

　ー米生産コース統計研修（筑波）国際協力事業団（1990．9

　－10〉

〇三中信宏二実験計画法　平成2年度都道府県農林水産関

　係研究員　短期集合研修テキスト（理論系）農林水産技

　術会議事務局（1990．11）

〇三中信宏ニクラスター分析等数値分類法　平成2年度都

　道府県農林水産関係研究員　短期集合研修テキスト（理

　論系〉農林水産技術会議事務局（1990．12）

〇三中信宏：実験計画法　平成2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　農林水産技術会

　議事務局（1991．1）

〇三中信宏：実験計画法　筑波国際農業研修センター野菜

　生産，野菜採種コース統計研修（筑波）国際協力事業団

　（199L3）

〇三中信宏二実験計画法　筑波国際農業研修センター米生

　産コース統計研修（筑波）国際協力事業団（199L3）

〇三中信宏・水久保隆之・森永慎介・吉田睦浩・吉松慎一ニ

　データの比較分析における最近の進歩（訳文）筑波昆虫

　科学研究会第！回ワークショップ（1991．3）

○陽　捷行：地球環境変化に対応した生態系調和型農業の

　展開方向一農業生態系保全の視点から一　平成2年度農

　業環境試験推進会議（199！．2〉

○陽　捷行二農業生態系における温室効果ガスの発生軽減

　技術　平成2年度関東東海農試試験推進会議（1991．2）

O陽　捷行二農業生態系と地球温暖化のかかわり一水田農
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業を側として一　平成2年度農業土木学会中央研修会

　（199L3）

○森永慎介：統計的検定と推定1　平成2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（1990．11）

○森永慎介：回帰と相関　平成2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（1991．1）

　　　　　も○守山　弘：農村生態系の構造とビオトープの機能　第！0

回農業環境シンポジウム「農村生態系における生物根の

保全」　農業環境技術研究会　7－2Q（1990．11）

○田中　隆：農水省における環境管理研究プロジェクトの

流れ　農村計画研究ワーキングショップ　農業研究セン

　ター（1990．！1）

○鶴田治雄：地球環境変化に対応した生態系調和型農業の

展開方向一国内他省庁及び海外における地球環境問題の

研究動向一　平成2年度農業環境試験研究推進会議環境

評価・管理推進部会資料　農業環境技術研究会（1991．2）

○鵜飼保雄：RFLP連鎖地図作成の理論とプロ臼グラム

生命科学研究所研究会（柏）東京理科大学生命科学研究

所（1990．6）

○鵜飼保雄ニデータ解析法　筑波国際農業研修センター稲

作専修コース統計研修（筑波）国際協力事業団（1990．10）

○鵜飼保雄：確率分布　平成2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（1990．11）

○鵜飼保雄：計数値データの解析　平成2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（1990．11）

○鵜飼保雄二統計的検定と推定　平成2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（！991．1）

○鵜飼保雄：確率分布　平成2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（1991．1）

○鵜飼保雄二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統計研修（筑波）国際協力

　事業団（！99L2～3）

O山村光司二空間分布の集中性が個体群動態に与える影響

　第6回筑波昆虫科学シンポジウム（筑波）筑波昆虫科学

　研究会（1990．8〉

○山村光司ニノンパラメトリック検定　平成2年度都道府

　県農林水産関係試験研究員　短期集合研修（筑波）農林

　水産技術会議事務局（1990．12〉

○山村光司ニノンパラメトリッタ統計　平成2年農林水産

　省試験研究機関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（199L1〉

○横張真：RuralAmenityConservationMovementin

Japan　l　The　present　state　and　problems　Japan－West

Germany　Joint　Seminar　on　the　Rural　Planning．農村

計画学会（1990．8）

○横張　真二農村景観とアメニティ評価　農村計画研究ワ

ークショップ農業研究センター（1990．11）

○横張　真ニメッシュデータによる緑地情報の解析　平成

　2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（1991．1）

○横張真：NeedoftheMixedLandUseinUrbanand
Resort　Development　for　the　Conservation　of　Human

Ecological　Condition．The　lst．Intemational　Sympo－

sium　of　Korea　and　Japan；Homogeneity　and　Heter－

ogeneity　in　Landscape　Architecture　of　Korea　and

Japan．韓国造景学会，日本造園学会（1991。3）

環境資源部

○阿江教治：作物の根圏環境抑制機能一キマメ・ヒヨコマ

メを中心として一　畑作物根圏における新しい土壌肥料

学的諸問題（高知）関西土壌肥料協議会（1990．ll）

○天野洋司二土壌化学　農業土木一般技術研修　農業工学

研究所（1990．6）

○草場敬：地下レーダーで一目　日本農業新聞
　（1990．11．16）

〇三土正則：てれび博物館　田んぼおもしろサイエンス

土の不思議と水のパワー　東海テレビ（1990．5）

○清野　諮ニ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　平成3年関東地区農業気象協議会

　（関東農政局）関東農政局・東京管内気象台（1990．3）

○清野　諮：地球温暖化と作物生産　三菱化成研修会（農

環研）三菱化成（1990．8）

○清野　諮：地球温暖化が我が国の農業生態系に及ぼす影

響長野県農業総合試験場第13回研究総会長野県農業

総合農試（1990．7）

○清野　諮二農業と気象とのかかわり　菱商薬会研修会

　（池の端分化会館）菱商農材（1990．7）

○清野　諮二作物生育診断，収量予測におけるメッシュ気

候値の利活用　熊本県専門研究員招へい事業（熊本県農

研センター）熊本県農業研究ランター（1990．8）

○清野　諮：地球温暖化と農業　NHK第2放送「農業セ

　ミナー」　NHK（1990．9）

○清野　舗：気候変動が農業生産に及ぼす影響　日本施設

　園芸協会部会合同講演会（番地グリーンパレス）日本施

　設園芸協会（1990．9）

○清野　害谷ニアメダスデータによるメッシュ気候値の作成
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　について「土地及び作物生産の動向を把握する統計調査」

　に関する検討会　　（農水省経済局）農水省経済局統計情

　報部（1990．10）

○清野　害谷：気象変動（メカニズム）等と農業に及ぼす影

響農業保険研究会（農水省経済局〉全国農業共済協

　会（1990．11．13）

○清野　害谷：地球温暖化と我が国の作物生産　平成2年度

　環境技術研修（筑波事務所〉農林水産技術会議（1990．11）

○矢島正晴二収量予測・作物影響モデルヘの局地気象デー

　タ利用「土地及び作物生産の動向を把握する統計調査」

　に関する研究会（農水省経済局）農水省経済局統計情報

　部（1990．10）

○矢島正晴：メッシュ気候値による作物の収量予測・被害

　予測の方法について「水稲作況調査の予測システムの現

　地適用研究に関する検討会」（農水省東北農政局）東北農

　政局統計情報部（！991．1）

　環境生物部

　　　　　　　　　　　　ヌO法橋信彦二環境・資源と調和した農業技術　シンポジウ

　ム「21世紀農業と先端技術のあり方一農業科学における

　総合化への道PART－IV」（日本学術会議大会議室，東京）

　日本学術会議農業総合科学研究連絡委員会（1990．10）

○藤井義晴二植物による雑草制御一他感作用の利用可能性

　について一　公開シンポジウム「安全な食作りと土壌」

　（東京）日本学術会議（1990．11）

○藤井義晴二栽培作物におけるアレロパシー研究の現状と

　将来展望　第23回農薬科学シンポジウム（仙台〉日本学

　術会議（1990．1！）

○宮下清貴：微生物キチナーゼ遺伝子の構造と発現機構

　　　　　　　　　モ　理研シンポジウム　理化学研究所（1991．2）

○西山幸司二細菌の分離　平成2年度植物防疫害専門研修

　（横浜）農水省　植物防疫研修センター（1990．12）

○佐藤　守二植物病原細菌のバイオテクノロジー　筑波農

　林交流センター　同上（1990．7）

○佐藤光政：雑草のアレロパシー　日本雑草学会第12回夏

　期研究会（筑波）日本雑草学会　（1990．8）

○志賀正和二天敵昆虫の増殖と利用（講演記録）「昆虫産業

　利用の現状と展望」（生研報告　20）に所収　生研機構

　（199L1）

○塩見正衛二直交表による多因子計画　畜産統計研修（白

　河）畜産局（1990．5）

○塩見正衛二直交表による多因子計画　数理統計短期集合

　研修（つくば）農林水産技術会議事務局（199L1）

○塩見正衛二組換え植物の実用化に向けて　東海地域生物

　系先端技術セミナー（名古屋）東海地域生物系先端技術

　研究会（1991．3）

○塩見正衛：組換え体評価の実際　TCIセミナー「バイオ

　テクノロジーと育種戦略」（つくば）つくば研究支援セン

　ター（1991．3）

○塩見正衛：非閉鎖系における組換えトマ、ト栽培実験　第

　2回組換えDNA実験指針セミナー（千葉）科学技術庁研

　究開発局（1991．3）

○土屋健一：The　use　of　monoclonal　antibodies　as　serol－

　gical　probes　for　the　detection　and　characterization　of

　Pseudomonas　cepacia，a　versatile　antagonist　to　plant

pathogens．「2nd　PGPR　Workshop」

　資材動態部

○新井重光：産業廃棄物処理法について　平成2年度新商

　品開発研究会（小豆島）香川県発酵食品試験場（199！。2）

○浜　弘司：野菜害虫の薬剤抵抗性の現状と問題点　産業

　技術研究会講座（東京）産業技術研究会（1990．9）

○浜　弘司ニアブラムシの種内変異と薬剤抵抗性　環境生

　物研究会（つくば）農業環境技術研究所環境生物研究会

　（1990．12）

○浜　弘司ニコナガの薬剤抵抗性の現状と対策　難防除病

　害虫に関する研究会（善通寺）四国農業試験場（1991．2）

O羽賀清典二家畜汚水の処理利用技術　平成2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

　（1990．10）

○羽賀清典：環境問題とバイオテクノロジー　平成2年度

　バイオセミナー講座　鹿児島県バイオ研修センター

　（199L2）

○羽賀清典二最近の畜産環境保全技術と今後の展望　平成

　2年度畜産環境保全研修会　大阪府畜産会（1991．3）

○鈴木隆之ニバイオテクノロジー利用農薬の安全性を巡る

　諸間題　バイオ農薬・新作物保護開発シンポジウム（東

　京）サイエンスフォーラム社（1990．7）

○鈴木隆之二組換え体の野外試験一ガイドライン「植物保

　護とバイォテクノロジー」シンポジュウム　農薬バイオ

　テクノロジー研究会（1990．11）

○山田忠男：農薬使用の現状と問題点　茨城県公害技術専

　門調査会　茨城県公害対策課（1990．10）

○山田忠男二農薬環境中の動態　第18回放医研環境セミナ

　ー　科学技術庁放射線医学総合研究所（1990．11）

○山田忠男二農薬使用の現状と問題点　平成2年度環境保

　全部研修会　長崎市環境保全部（1991．2）

○行本峰子二植物の薬害　第7回農薬環境動態研究会（筑

　波）農業環境技術研究所（1990．5）

○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（1990．9および199L1）
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3．広報
（1〉新聞記事
　　　　？

発表日 見　　　出　　　し 発　　表　　媒　　体

4月17日 土の浄化能力活用 日本農業新聞

4月20日 虫には虫で悪役駆除 読売新聞

4月18日 中国の内モンゴル地域の砂漠化 日本農業新聞，日経産業新聞

4月20日 〃 〃

5月14日 豊かな森を造る夢見る 朝日新聞

6月2日 遺伝子組換えトマト野外実験施設 朝日新聞

6月5日 気候変化と農林水産業 日本経済新聞

6月6日 雑草の根の成長妨害 日経産業新聞

6月19日 ガの性フェロモンを合成 日刊工業新聞

6月20日 害虫の人工飼料 日本工業新聞

7月19日 小規模畜産用の汚水処理技術 日本工業新聞

7月25日 拮抗作業をもつモノタローナル細菌を作る 日本工業新聞

7月31日 第二の温暖化物質メタン 河北新報

8月9日 温暖化で樹木植生に影響も 日経産業新聞

8月15日 酸性雨が作物成長を阻害 読売新聞

9月3日 農産物貿易環境汚染に拍車 日本農業新聞

11月16日 地下レーダー法による深層土探査 日本農業新聞

〃 イネ縞葉枯病抵抗性イネの作出 読売新聞，日本工業新聞，日本経済新聞，日

11月19日 〃 経産業新聞，日経バイオテク

11月28日 遺伝子組換えトマトについて 茨城新聞，日本工業新聞，日刊工業新聞，日
経産業新聞，日本経済新聞，毎日新聞，朝日
新聞，読売新聞，常陽新聞

11月30日 遺伝子組換えトマトについて 日本農業新聞

12月3日 遺伝子組換えトマトについて バイオテク産業新聞

12月4日 エコトロンについて 日本農業新聞

12月10日 メタンの温室効果と対策について 朝日新聞

12月14日 田んぼはコメだけをつくる工場ではない 朝日新聞
一水田（谷津田〉が守ってきたもの一

12月26日 組換えトマト隔離圃場へ 茨城新聞，日本工業新聞，日刊工業新聞，日

～28日 本経済新聞，日経産業新聞，毎日新聞，読売
新聞，常陽新聞，東京新聞，化学工業新聞，
日報新聞，朝日新聞

3年 っくば市周辺に生息するフクロウと農環研内に造成中のミ 朝日新聞

1月1日 二農村での動態

〃 温暖化が農業生態系に及ぼす影響について 日本農業新聞

1月5日 組換えトマト隔離圃場へ 茨城新聞他11社

！月10日 研究所構内に造成中のミニ農村 毎日新聞

！月11日 春の七草 エリート情報

1月12日 組換えトマト模擬的環境 日本農業新聞

1月14日 エコトロン 日本冷凍冷房新聞

1月15日 芝害虫（シバットガ，スジキリヨトウ）の性フェロモンを用 日本経済新聞，日刊工業新聞，茨城新聞，東

～16日 いた防除法について 京新聞，産経新聞，日報新聞，スポニチ新聞，
日経産業新聞，日本工業新聞，朝日新聞（千葉
版），読売新聞（千葉版），化学工業日報新聞

1月24日 組換えトマトの安全性評価について 茨城新聞，常陽新聞，日本経済新聞，東京新
聞，読売新聞，日刊工業新聞，朝日新聞，毎
日新聞，日本農業新聞

1月26日 組換えトマト2月6日から野外試験開始 茨城新聞

！月28日 組換えトマト2月6日から野外試験開始 日経バイテク

1月28日 新鮮，安全な食物づくり一農作物の病気総合診断 日刊工業新聞
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発表日 見　　　出　　　　し 発　　表　　媒　　体

2月4日 組換えトマトの安全性評価について 毎日新聞（茨城版）

2月6日 組換えトマトの安全性評価について一般住民に説明 日本農業新聞，読売新聞（茨城版），茨城新聞，

東京新聞，赤旗

2月6日 組換えトマトの安全性評価について栽培試験開始 朝日新聞（夕刊），読売新聞（夕刊）

2月7日 組換えトマトの安全性評価について栽培試験開始 読売新聞，日刊工業新聞，日本工業新聞，茨
城新聞，東京新聞，日経産業新聞，常陽新聞，
日本経済新聞，日本農業新聞，毎日新聞

2月21日 エコトロンについて 日本工業新聞

4月10日 温暖化の農業生産への影響について 農業共済新聞

4月13日 組換えトマトの安全性評価について 日本経済新聞

（2）雑誌記事等

発表日 見　　　出　　　　し 発　　表　　媒　　体

8月27日号 衛星画像からみたゴルフ場 週刊ポスト

8　月　号 地球環境問題へのアプローチ AFF
’

9　月　号 アレロパシーとは何か 施設と園芸

11　月　号 植生動態研究室の紹介 アニマ

11月22日号 90年代の食糧・農業のカギは低投入持続型農業にある サピオ

12月5日号 組換えトマトの安全性評価について 日経バイテク

12月17日号 組換えトマトの安全性評価について 週刊時事

1　月　号 田んぼはコメだけをつくる工場ではない アニマ

1月31日号 気候変動と農業生産 週刊宝石

2月7日号 湾岸戦争による大規模油田炎上と農業生産 朝日ジャーナル
、

3　月　号 組換え植物試験用「隔離ほ場」構内に設置 MOL

（3）テレビ・ラジオ

発表日 見　　　出　　　し 発　　表　　媒　　体

〔テレビ〕

5月27日 テレビ博物館で水田のお話 東海テレビ

6月12日 昆虫の移動 NHKテレビ
6月19日 〃 〃

11月28日 遺伝子組換えトマトについて NHKテレビ
1月14日 芝害虫（シバットガ，スジキリヨトウ）の性フェロモンを用 NHKテレビ

いた防除法について

1月24日 組換えトマトの安全性評価について NHKテレビ
2月6日 組換えトマトの安全性評価について NHKテレビ，TBSテレビ，NTVテレビ，

栽培試験（模擬的環境利用） フジテレビ

〔ラジオ〕

11月16日 イネ縞葉枯病抵抗性イネの作出 茨城放送

11月30日 遺伝子組換えトマトについて 茨城放送

2月6日 組換えトマトの安全性評価について 茨城放送
栽培試験（模擬的環境利用）
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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

科学技術週問「一般公開」

農薬環境動態研究会「農薬の生物相における動態」

農業環境特別シンポジウム「生態系調和型農業におけ
る生物管理」

国際ワークショップ「耕地生態系における微生物間の
拮抗機作の解明」

科技庁重点基礎研究所内発表会

農業環境試験研究推進会議企画部会

日英共同セミナー「農業と気候変化の相互作用」

第3回ソフト研究会「農林水産試験研究における画像
処理技術とソフトウェア開発・利用」

第10回農業環境シンポジウム「農村生態系における生
物相の保全一ビオトープの構造と機能の視点から一」

環境生物研究会「農業生態系における微生物の新検
出・定量法」

環境生物研究会「農業生態系における生物の環境適応
一種内変異の理論と制御一」

特研「微生物資材」推進会議

公害防止「地下水」推進会議

公害防止「先端産業」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

農業環境試験研究推進会議

気象環境研究会「農業環境研究における気象情報の把
握手法と利活用」

土・水研究会「広域農耕林地における三次元的物質移
動のアプローチ手法」

「組換え体の生態系導入のためのアセスメント手法の
開発に関する研究会」

バイテク「アセスメント手法」推進会議

一般別枠「根圏環境」推進会議

一般別枠「地球環境」推進会議

公害防止「広域大気汚染」推進会議

．！9

．24～25

．31

2．9．13

9。17

．10．23

．11．6～7

．11．14～15

2．11．22

2．11．28

2．12．20

．15

．15

．22

．22

．22

．27～28

．4

3．3．6

3．3．7

3．7～8

．3．11～12

．18～19

3．20

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

研究交流センター

参観者1568名

参加者103名

参加者129名

農業環境技術研究所　参加者　40名

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

技会筑波事務所

技会筑波事務所

農業環境技術研究所

参加者290名（「農業研究
センター」と共催）

参加者185名

農業環境技術研究所　参加者700名

農業環境技術研究所　参加者150名

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

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所 参加者142名

農業環境技術研究所　参加者188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

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所
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2．技術協力

（1）受託研究

研　究　課　題　名 担当者の所属 委　託　者

1．野菜に対する石灰窒素中のカルシウムの効果解明に関する緊急研究 資材動態部（多量要素動態研） 日本石灰窒素工業会

（2）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 ラジオアイソトープ研修講師　享赫湯ソトプ●原講師環境管理分析法室長小山雄生

2 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃

3 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃

4 技術予測委員会　　　　　　　　未来工学研究所　　　　調査指導　　　〃　　植生動態　　〃　　守　山　　　弘

5 土壌診断システム小委員会　　　　日本土壌協会　　　　　　　　〃　　　　〃　　　環境立地　研究員　松　森　堅　治

6 地球環境問題講演会講師　　広島県環境センター　講師　〃　麟騒室長袴田共之

7 　　　　　　　　　ラジオアイソトープ・原ラジオアイソトープ研修講師　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　〃　　分析法　　〃　　小　山　雄生
　　　　　　　　子力研修所

8 技術予測委員会　　　　　　　　　未来工学研究所　　　　　調査指導　　　〃　　　植生動態　　〃　　守　山　　　弘

9 農地整備に関する調査研究　　　　全国農業構造改善協会　　　　〃　　　　〃　　　環境立地　研究員　石　田　憲　治

10 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃

11 中山間水田保全検討委員会　　　　日本農業土木総合研究所　　　〃　　　　〃　　　植生動態　　〃　　井　手　　　任

12 農業生産環境情報システムの開発　日本土壌協会　　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　部　長　西　村　　　格

13 平成2年度県営調査計画（圃場整備）　栃木県河内土地改良事務　　“　　　　“　　植生動態　室　長　守　山　　　弘
平石西部地区ワータショップ調査　　所

14 技術予測委員会　　　　　　　　　未来工学研究所　　　　　　〃　　　　〃　　　　　〃　　　　〃　　　　　〃

15 国際シンポジウム講演　　　　　　資源観測解析センター　　講　　師　環境管理　　　　　　　科　長　秋　山　　　侃

16 　　　　　　　　　ラジオアイソトープ・原ラジオアイソトープ研修講師　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　〃　　分　析　法　室　長　小　山　雄　生
　　　　　　　　子力研修所

17 中山間水田保全検討委員会　　　　日本農業土木総合研究所　調査指導　　　〃　　　植生動態　研究員　井　手　　　任

18 技術予測委員会　　　　　　　　　未来工学研究所　　　　　　〃　　　　〃　　　　　〃　　　室　長　守　山　　　弘

19 土壌診断システム小委員会　　　　日本土壌協会　　　　　　　〃　　　　〃　　　環境立地　研究員　松　森　堅　治

20 長野県農業開発試験場研究総会　　長野県農業総合試験場　　講　　師　環境資源　気候資源　室　長　清　野　　　諮

21 蘂県試験研究専門研究員招へい熊本農業研究センター　〃　　〃　　〃　〃　　〃

22 土壌改良資材検討会　　　　　　　※財団法人日本土壌協会　　　〃　　　　〃　　　土壌科長室　科　長　久保田　　　徹

23 農業生産環境情報システム実用化　　　　　“　　　　　　　　“　　　　“　　　土壌生成　室　長　天　野　洋　司
事業検討会

24 〃　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　気候資源　　〃　　清　野　　　諮
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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

25 騒鰭饗輪報システム実用化※財団法人日本鍍協会講師環境資源気象生態室長矢島正晴

26 難野環輪報システム実用化　　〃　　　〃　　〃　部長室部長古畑　哲

27 〃　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　気象生態　室　長　矢　島　正　晴

28 〃　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　土壌生成　　〃　　天　野　洋　司
←

29 稲作生育診断予測システム検討会　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　気象生態　　〃　　矢　島　正　晴

30 土壌情報整備検討会　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　土壌生成　　〃　　天　野　洋　司

31 菌類の分類生態学的調査　　東京都立大学　　調査指導環境生物輪牛瀦薇唇佐藤豊三

32 響道府県委託試験実施状況調査指㈹鴫直物防疫協会　〃　〃　圭壌微生惚室長河本征臣

33 試験成績審査委員会　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　部　長　駒　田　　　旦

34 〃　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　昆虫管理　科　長　岡　田　利　承

35 都道府県委託試験実施状況調査指導　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　昆虫行動　室　長　法　橋　信　彦

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

37 野菜病害虫防除研究会現地検討会　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　昆虫管理　科　長　岡　田　利　承

38 都道府県委託試験実施状況調査指導　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　昆虫分類　室　長　松　村　　　雄

39 繧改良資材の検定法にかかる検枷本土壌協会　　〃　〃　霜壌微惣　〃沢田泰男

40 犠濃作物糖蝸除研究会現㈹日本植物防疫協会　　〃　　〃　圭壌微糠　〃河本征臣

41 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　昆虫管理科　長　岡　田　利　承

42 都道府県委託試験実施状況調査指導　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　〃　　　　　〃

43 一般委託試験水海道地域成績検討会　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　微生物管理　　〃　　高　橋　廣　治

44 一般委託試験関東東山東海地域成　　　　　“　　　　　　　　“　　　　“　　　天敵生物　室　長　志　賀　正　和
績検討会

45 石川サイエンスフォーラム　　　石川県知事　　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　部　長　松　本　省　平

46 一一般委託試験東北地域成績検討会㈹日本植物防疫協会　　　　〃　　　　〃　　　昆虫管理　科　長　岡　田　利　承

47 一般委託試験四国地域成績検討会　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　部　長　松　本　省　平

48 水稲●畑作物病害虫防除研究会シ　　　　　“　　　　　　　　“　　　　“　　　昆虫管理　科　長　岡　田　利　承
ンポジウム

49 鞭府県委託試験実献況調査指　　〃　　　〃　〃　禦轟物室長皆川　望

50 11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　　　　11　　　　　　　〃　　　　　　　　　11

51 シロイチモジョトウ特別連絡試験　　　　　“　　　　　　　　“　　　　“　　　昆虫管理　科　長　岡　田　利　承
成績検討会

52 野菜病害虫防除研究会シンポジウム　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　微生物管理　　〃　　高　橋　廣　治

53 鞭府県委託試験実施棚調査指　　〃　　　〃　〃　馨性牛儲室長西山幸司

54 一般委託試験総合判定会議　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　部　長　松　本　省　平

55 〃　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　微生物管理　科　長　高　橋　廣　治
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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

56 一般委託試験総合判定会議　　　　㈱日本植物防疫協会　　　調査指導　環境生物　寄生菌動態　室　長　佐　藤　善　司

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

58 〃　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　寄生菌動態　　〃　　佐　藤　善　司

59
モンガート剤のイネ疑似紋枯症防除
　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　　部　長　松　本　省　平に関する特別連絡試験成績検討会

60 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　微生物管理　科　長　高　橋　廣　治

61 農薬委託試験現地指導　　　　　　日本植物防疫協会　　　　調査指導　資材動態　　　　　　　部　長　松　本　省　平

62 果樹病害虫防除研究会現地検討会　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　科　長　宍　戸　　　孝

63 農薬成績審査委員会　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　　〃

64 農薬委託試験現地指導　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　〃　　　薬剤耐性　室　長　浜　　　弘　司

65 〃　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　　　　　　科　長　行　本　峰　子

66 土壌改良資材検定法検討会　　　　日本土壌協会　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　　〃　　諸　岡　　　稔

67 欠ばこ耕作資材委託試験成績検討　日本植物防疫協会　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　　　〃　　行　本　峰　子
ム

68 〃　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　〃　　　薬剤耐性　室　長　浜　　　弘　司

69 農薬委託試験地域成績検討会　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　　部　長　宍　戸　　　孝

70 〃　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　〃　　　殺　虫　剤　室　長　升　田　武　夫

71 農薬登録保留基準設定調査　　　　日本環境衛生センター　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　部　長　宍　戸　　　孝

72 農薬委託試験成績検討会　　　　　日本植物防疫協会　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　科　長　行　本　峰　子

73 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃

74 〃　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　　部　長　宍　戸　　　孝

75 〃　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　〃　　　殺　虫　剤　室　長　升　田　武　夫

76 農薬登録保留基準設定調査　　　　日本環境衛生センター　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　部　長　宍　戸　　　孝

77 土壌改良資材の品質管理技術開発　日本土壌協会　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　科　長　諸　岡　　　稔

78 農薬委託試験成績検討会　　　　　農林水産航空協会　　　　　〃　　　　〃　　　殺　虫　剤　室　長　升　田　武　夫

79 果樹病害虫防除研究委員会　　　　日本植物防疫協会　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　科　長　行　本　峰　子

80 珪酸石灰肥料試験成績検討会　　　珪酸石灰肥料協会　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　　〃　　諸　岡　　　稔

81 〃　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃　　　　〃　　　多量要素　研究員　加　藤　直　人

82 熊本県環境問題研究会　　　　　　熊本県　　　　　　　　　　〃　　　　〃　　　農薬管理　主　研　飯　塚　宏　栄

83 農薬委託試験現地指導　　　　　　日本植物防疫協会　　　　　〃　　　　〃　　　殺　虫　剤　室　長　升　田　武　夫

84 土壌改良資材検定法検討会　　　　日本土壌協会　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　科　長　諸　岡　　　稔

85 石川県環境問題研究会農薬部会　　石川県知事　　　　　　　調査指導　環境生物　　　　　　　部　長　松　本　省　平

86 都道府県委託試験実施調査指導㈹日本才直物防疫協会　　〃　　〃　拝微惣室長鳥山重光

87 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土壌微生物土壌改良資材検定法策定小委員会　㈲日本土壌協会　　　　　　　”　　　　”　　　利　　　用　　”　　沢　田　泰　男

88 都道府県委託試験実施調査指導　　㈹日本植物防疫協会　　　　〃　　　　〃　　　固体群動態　　〃　　井　村　　　治

89 〃　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　昆虫行動　　〃　　法　橋　信　彦
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（3）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

26

27

畑土壌バイオマスの養分代謝・集積機能の評価

硝化菌の固定化技術の開発

有用微生物の接種源ポテンシャルの維持方法の開発

被食者一捕食者系の変動の解明

塩類集積土壌における微生物相の動態解明

農業気象への海象の影響解明

炭酸ガス濃度上昇と気候変化に伴う農作物の生長変動予測
手法の開発

気候変化に伴ラ生物資源分布変動の評価

フザリュム属菌の菌種情報

昆虫の生体防御機構の解明

昆虫の生体防御機構の解明

昆虫の生体制御に係る特異蛋白質の生成と作用機作

糸状菌の転移因子による形態形成等情報の発現機構の解明

アレロパシー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引・忌避物質の分類・同定

鳥類の集団ねぐらの空間分析と機能の解明

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

昆虫における多型決定機構の生態遺伝学的解析

RNAポリメラーゼ活性発現における宿主因子の役割

畑地帯地下水水質の季節に関する調査研究

集落内地下水水質の季節に関する調査研究

平坦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

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

暖温帯域の落葉広葉樹林及び常緑広葉樹林（照葉樹林）にお
いて，炭素循環及び炭素収支モデルを構成するための基礎
データに関する研究

山口大学農学部

茨城大学農学部

東京農業大学農学部

筑波大学生物科学系

東京大学農学部

東北大学理学部

京都大学農学部

お茶の水女子大学理学部

日本大学薬学部

東京学芸大学教育学部

埼玉医科大学短期大学臨
床検査学科

東京大学薬学部

東北大学農学部

京都大学農学部

北海道大学理学部

北海道東海大学
（教育開発研究センター）

京都大学農学部

島根大学農学部

岡山大学農学部

国立遺伝学研究所

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

大阪大学工学部

広島大学総合科学部

2　9．12　　 1，230，000
（ゴ3．15）

28．28　　1，404，000
（ゴ3．15）

28．！6　　1，205，000
（ゴ．3．15）

2　　9．12　　　　　1，837，000
（ゴ．3．15）

2　9．5　　　1，837，000
（ゴ．3．15）

2　　12．14　　　　　1，838，000
（ゴ．3．15）

21！．29　　1，838，000
（ぎ．3．15）

2　　8．28　　　　　1，648，000
（ゴ．3．15）

28．17　　1，720，000
（ゴ．3．15）

2　9．12　　 1，793，000
（ゴ．3．15）

28．17　　1，922，000
（ゴ．3．15）

210．5　　　2，041，000
（ゴ．3．15）

29．18　　1，937，000
（σ．3．15）

211．29　　2，634，000
（ゴ．3．15）

210．9　　2，734，000
（ゴ．3．15）

28．16　　2，689，000
（ゴ3．15）

2　　11．29　　　　　1，365，000
（ゴ．3．15）

210．11　　1，365，000
（ゴ．3．15）

210．17　　1，365，000
（ゴ．3．15）

28．28　　3，352，000
（ゴ．3．15）

2　　8．23　　　　　2，029，000
（ゴ．3．15）

29．5　　2，006，000
（ゴ．3．15）

28．31　　2，001，000
（ぎ．3．15）

28．28　　569，000（ゴ．3．15）

295　　　902，000（ゴ冨．15）

21！．1　　3，361，000
（ぽ3．15）

319　　3，977，000（ゴ．言．26）
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3．研究・研修等

1）派遣

（1）流動研究員

氏名　所属　派遺（招へい）先 研究課題　　期間
戸　田　任　重　農業環境技術研究所　　東京大学海洋研究所　　水生植物一土壌系における脱窒速度の　2．6．18

斎　藤　元　也　農業環境技術研究所　　四国農業試験場

測定法　　　　　　　　　　　　　　　～2．7．13

四国山間地の農業環境把握手法に関す　2．9．9

る研究　　　　　　　　　　　　　　　～2．9．23

（2）国内留学研究員

氏名　 所　属 留学先 研究課題　　期問
岡　田　邦　彦　四国農業試験場

小　西　和　彦　環境生物部

　　　昆虫管理科
　　　昆虫分類研究室

環境資源部
気象管理科
大気保全研究室

北海道大学農学部

トンネル栽培における野菜のダイナ　2．6．20
ミック成長モデル　　　　　　　　　　～2．8．17

日本産ヒメバチ科の同定技術の修得　　2。12．1

　　　　　　　～3．3．31

（3）長・中期在外研究員

氏名　 所属　　留学先 研究課題　　期間　備考
野　田　隆　志　天敵生物研究室 アメリカ　　　　　寄生性天敵の行動解析とそれに基　2．10．6　　科技庁・長

ウィスコンシン大　づいた天敵機能増進技術の開発に　～3．10．22　期

学　　 関する研究 （4．3．25

まで延長）

（4〉国際研究集会

氏名　 所属　　留学先 研究課題　　 期間　備考
陽　　　捷　行　資源・生態管理科　フランス

山田康晴隔測研究室　　タイ

硝酸・農業・水に闊する国際シン　2．11．5　　科技庁
ポジウムに出席し・「地下水の変動～2・ILll重点基礎．
に伴う亜酸化窒素の隼成と発生」

について発表するとともに各種の
研究情報を行う

「アセアン諸国とのリモートセン　3．2．3　科技庁
シング技術の高度化と，その応用　～3。3．1　アセアンリ
に関する共同研究」に係わる関係　　　　　　　モヤン
機関との調査連絡
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2）招へい
（1）流動研究員

氏名　所属　派遺（招へい）先 研究課題 期間

岡　本　　　博　福井県立短期大学　　　農業環境技術研究所

芳　住　邦　雄　共立女子大家政学部　　農業環境技術研究所

永　富　　　昭　鹿児島大学 農業環境技術研究所

植物病原菌に対する拮抗細菌の分子遺　2．7．20
伝学的研究　　　　　　　　　　　　　～2．8．19

酸性雨における過酸化物の生成と過酸　2。8．1
化水素の農作物への影響　　　　　　　～3．3．30

双翅目短角亜目直縫群の系群分類学的　2．9．15
研究　　　　　　　　　　　　　　　　～2．10．15

（2）外国人研究員

氏　　名 所属　滞在研究室　 課　題　 期問　備考
Dr．Prapai　Chiroj

Dr．Prateep

　Verapattananirund

Dr．Nobert　Gaborcik

Jonothan　Mitchley

Anop　Kichtam

劉新民

申建友

Dr．Rudolf　Muller

タイ　　　　　　企画連絡室　　　有機物連用圃場における　2．8．5　　熱研招聰
農業局土壌科学　連絡科　　　　　微生物バイオマス測定法　～2．8．18

部　　　　　　　の検討
タイ　　　　　　環境資源部　　　土膜形成の制御に関する　2．8．5　　熱研招聰
農業局土壌科学　土壌管理科　　　研究　　　　　　　　　　～2．9．8
部　　　　　　　土壌保全研究室

チェコスロバキア　環境生物部　　　動植物相互作用の場にお　2．8．21　　科学技術庁
草地研究所　　　植生管理科　　　ける植物生長モデル　　　～2．9．29

　　　他感物質研究室
イギリス　　　　環境生物部　　　植物群落としての草地へ　3．1．！5　科学技術庁
ロンドン大学　　植生管理科　　　の雑草侵入拡散過程のモ　～3。3．26　重点基礎

　　　保全植生研究室　デル化
タイ　　　　　　環境管理部　　　「アセアン諸国との協力　3．1．16　　科学技術庁
農業協同省　　　計測情報科　　　によるリモートセンシン　～3．2．3　アセアンリ
　　　隔測研究室　　　グ技術の高度化とその応　　　　　　　モセン
　　　　　　　用に関する研究」の一環
　　　　　　　として，リモートセンシ
　　　　　　　ングによるタイ国農業生
　　　　　　　産環境把握手法の開発研
　　　　　　　究を実施する
中国　　　　　　環境生物部　　　半乾燥地域における植物　3．1．25　科学技術庁
中国科学院　　　植生管理科　　　群落の生理生態機能に関　～3．2．23　（砂漠化）
蘭州砂漢研究所　保全植生研究室　する実地調査

中国　　　　　　環境資源部　　　半乾燥地域の植物群落の　3．1．25　　科学技術庁
中国科学院　　　気象管理科　　　微気象に関する実地調査　～3．3．25　（砂漢化）
蘭州砂漠研究所　気象特性研究室

ドイツ　　　　　環境生物部　　　芳香族塩素化合物の分解　3．3．3　　科学技術庁
ハンブルク工科　微生物管理科　　遺伝子，分解酵素の解析　～3．3．28　個別重要
大学　　　　　　土壌微生物利用

　　　研究室

（3）科学技術庁特別研究員（SATフェローシップ）

氏　　名 所属　滞在研究室　 課　題　 期間　備考
Dr．Gaskin
Albert－Ayolagha、

ナイジェリア　　環境管理部
科学技術大学　　計測情報科

　　　隔測研究室

リモートセンシングによ　3．3．4
る土壌悪化および砂漠化　～5．3．3
の解明
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（4）その他

氏 名 所属　滞在研究室 課　 題 期間　 備考

林茂盛

Cha　Dong　Won

Cho　Won　Dae

中華民国　　　　気象管理科　　　大気汚染関係研究室交流　2．10．1
台湾省農業研究　大気保全研究室　並びに情報交換　　　　　～2．10．13
所

韓国　　　　　　気象管理科　　　大気汚染に起因する作物　2．10．26
韓国電力公社　　大気保全研究室　減収のアセスメント　　　～3．1．26

韓国　　　　　　環境生物部　　　コンゼユータによる植物　3．2．1
農業技術研究所　微生物管理科　　病害診断システムと微生　～3．4．！

　　　　微生物・特性分　物長期保存法
　　　　類研究室

台湾省費

訪問研究員

韓国国費

3）研修等
（1）依頼研究員

氏名　　所　属 受入れ研究室 試験研究課題 期間

三枝俊哉北海道根釧農試

富　田　秀　弘　青森県農試

加　藤　智　弘　山形県農試

荒　川　市　郎　福島県農試

横　山　　　仁　東京都農試

大嶋保夫神奈川県農総研

小　池　　　潤　富山県農技センター

高橋　 渉富山県農技センター

守　川　俊　幸　富山県農技センター

山本雅則滋賀県農試

津　田　和　久　京都府農総研

佐　野　康　二　京都府農総研

青山喜典兵庫中央農技センター土壌物理研究室

近藤　章岡山県農試

黒田康文徳島県農試

谷　　博徳島県農試

大　崎　佳　徳　高知県農林技研

舩　場　　　貢　長崎県総農林試

茶谷正孝長崎県総農林試

波多江　　　弘　熊本県農研センター

土壌生成研究室　　　　火山性土の物理性と養分（特にリン酸）　2．8．15
　　　　　　供給能　　　　　　　　　　　　　　　～2．11．14
数理解析研究室　　　　水稲の総合的な生育診断・予測技術の　2．9．1
　　　　　　確立　　　　　　　　　　　　　　　　～2．11．30
微生物特性・分類研究　作物病原微生物の同定・分類　　　　　2．9。1

情報処理研究室　　　　圃場レベルの農業環境情報処理システ　2．8．1
　　　　　　ムの開発　　　　　　　　　　　　　～2．9．30
気象特性研究室　　　　都市における農地，林地が環境に及ぼ　2．6。11
　　　　　　す効用の解明　　　　　　　　　　　～2．9．10
気象生態研究室　　　　作物の生育診断予測技術の確立　　　　2．7．1

　　　　　　　　　　　　　　　　～2．9．30
土壌微生物生態研究室　土壌微生物の検出，定量手法の開発と　2．10．1
　　　　　　動態解明　　　　　　　　　　　　　　～2．12．28
生物情報計測研究室　　モニタリング法による作物生態情報の　2．7．1
　　　　　　検出　　　　　　　　　　　　　　　～2．9。30
微生物特性・分類研究　花卉球根病害に関する病原の検出定量　3．1．4

昆虫分類研究室　　　　昆虫の分類・同定法の開発と昆虫相の　2．11．1
　　　　　　解明　　　　　　　　　　　　　　　　　～3．1．31
土壌有機物研究室　　　根圏環境における根分泌有機物の特性　2．7．2
　　　　　　と挙動の解明　　　　　　　　　　　～2．9．29
天敵生物研究室　　　　野菜害虫寄生性天敵類の生態と利用技　2．9．3
　　　　　　　示了　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～2．12．22

　　　　　　基盤整備田における水の動態解明　　　2．9．1
　　　　　　　　　　　　　　　　～2．11．30
昆虫行動研究室　　　　昆虫の寄主選択行動・配偶行動・性フェ　3．1．1
　　　　　　ロモン利用　　　　　　　　　　　　　～3．3．31
土壌生化学研究室　　　土壌生態系に及ぼす生理活性物質の影　2．6．11

　　　　　　響～2．9．10農薬管理研究室　　　　ガスクロマトグラフ質量分析計を用い　2．9．1
　　　　　　た農薬の分析法　　　　　　　　　　　～2．ll．30
農薬管理研究室　　　　ガスクロマトグラフ質量分析計を用い　2．6．11
　　　　　　た農薬の分析法　　　　　　　　　　　～2．9。10
気象生態研究室　　　　地域別水稲収量の推定　　　　　　　　2．7．1

　　　　　　　　　　　　　　　　～2．9．30
土壌微生物生態研究室　土壌微生物の検出，定量手法の開発と　2．11．5
　　　　　　動態解明　　　　　　　　　　　　　　～3．2．4
気候資源研究室　　　　飼料作物の感温特性と収量予測のモデ　2。9．1
　　　　　　ノレイヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～2．11．30
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（2）技術講習

氏名　 所　 属 受入れ研究室 研　究　課題 期間
飛　田　　　哲　東京農工大農学部研究　多量要素動態研究室

　　　　生
山　田　千　絵　筑波大学自然学類　　　気象特性研究室

大　竹　靖　彦　筑波大学自然学類　　　気象特性研究室

井　原　俊　明　信越化学工業㈱　　　　昆虫行動研究室
　　　　合成技術研究所
白木彩子東京農工大農学部　植生動態研究室

岡　野　千　春　千葉大学自然科学研究　資源計量研究室

　　　　科
瀬　戸　陽　子　筑波大学自然学類　　　気象特性研究室

細川卓也高知県園芸試験場　気象生態研究室

秋　山　芳　徳　北里大学衛生学部　　　分析法研究室

長　田　純　子　信州大学繊維学部　　　植生動態研究室

松島知昭富山県農業技術セン調査計画研究室
　　　　ター
高橋義行㈹日本植物防疫協会研寄生菌動態研究室
　　　　究所
久保敏郎山口県農林部　　 気候資源研究室

栗林孝之山口県錦農業改良普及気候資源研究室
　　　　所
小島孝夫福井県農業試験場　昆虫行動研究室

小　林　和　弘　群馬県農業総合試験場　気候資源研究室

宮川英雄秋田県農業試験場　気象生態研究室

渡　辺　明　夫　東大大学院農芸化学専　土壌微生物利用研究室　微生物の遺伝子解析

　　　　攻

土壌中における肥料成分の動態解析　　244
　　　　　　　　　～2．b．30
植物と気候・気象要素の関係　　　　　2　5　1
　　　　　　　　　～2．㌃．31
植物群落における熱収支特性の解明　　2　5　1
　　　　　　　　　～2．㌘．31
生物検定技術　　　　　　　　　　　　　2　514
　　　　　　　　　～2．石．14
農村環境の微細構造がもつ生物保持機　2　515
能の解析　　　　　　　　　　　　　　～冷．吾．31

植物栄養学におけるリモートセンシン　2521
グ技術の応用　　　　　　　　　　　　～召．葛．31

風洞実験によるやませ風の解析　　　　2　6　1
　　　　　　　　　～2．㍗．31
最新の農業気象観測方法とデータの解　2　6　4

析～2．右．16農業研究用放射化分析法およびアイソ　2611
トープトレーサー法の利用　　　　　～葱．吾．31

トンボ類の生息環境に関する調査研究　2　612
　　　　　　　　　～ゑ．蓉．31
集団育種，循環選抜育種，組換え育種，　2　618
系統育種の統計遺伝や形質の画像処理　～2．石．27
による選抜手法

DNAプローブを用いた遺伝子検出技　2　7　1
術の修得　　　　　　　　　　　　　～唇．琶．31

常緑・落葉果樹の生育予測について　　2．10．22

　　　　　　　　　～3．1．18
各種生育予測手法及び農業気象の評価　2．10．22
と利用について　　　　　　　　　　　～3．3．20

害虫の行動解析　　　　　　　　　　　2．11．1

　　　　　　　　　～3．1．31
農業環境資源評価法の習得　　　　　　2．11．8

　　　　　　　　　～2．12．7
水稲の育成予測式作成及び生育診断プ　2．12．1
ログラム構築のための基本的な手法の　～3．2．28
講習と実演

　　　　　　　　　2．12．7
　　　　　　　　　～3．2．28

（3〉外国人研修（JICA）

氏　 名 国　　名　　　　受入れ研究室 研修項目 期間

Mr．Eduardo　Delgado　Assad

Ms．Hatmawati　Ugelta

Mr．Joko　Setiyono
Hardjosuwamo
Mr．Marcelo　Antonio
Sagardoy
Ms．Constancla　R．
Gantioqui

Mr．Alejandro　G．Micosa

Mr．Dimas　V．S．Resck

Mr、Jamil　Macedo

Mr．Poonya　Paosritongkun

WangRui

Ms．Rosa　Cardqzo　de
Barragan

ブラジノレ

インドネシア

インドネシア

アルゼンチン

フィリピン

フイリピン

ブラジル

ブラジル

タイ

中国

パラグアイ

資源計量研究室

数理解析研究室

隔測研究室

水質動態研究室

廃棄物利用研究
室

環境立地研究室

廃棄物利用研究
室

企画連絡室
地球環境チーム

土壌調査・分類
研究室

情報処理研究室

昆虫管理科

リモートセンシング気象
情報処理
ゴンピュータによるデー
タ分析

アプリケーションプログ
ラム作成

土壌微生物
（原子吸光分析機の操作）

土壌分析改良

土壌調査

土壌有機物

リモートセンシングによ
る土壌環境情報処理技術

土壌調査・分類

コンピュータ技術

害虫防除

2．4．3
～2．4．20

2．5．30
～2．8．28
2．6．1
～2．6．29
2．8．2

～2．8．3
2．8．6
～2　．10．26

28．6～2．10．26

2。8．21
～2．9．20

2．8．21
～2．9．20
2．9．1
～2．11．30

2．10．30
～3．6．28
2．11．5
～2．11．16
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（4）バイテク研修等

氏　名　所　属 受入れ研究室 研　究　課　題 期間

渡辺克二九州農業試験場 環境生物部　　　　　　土壌微生物の有用遺伝子クローニング　2　9．12
微生物管理科　　　　　と解明　　　　　　　　　　　　　　　～2．12．12
土壌微生物利用研究室

（5）職員の研修

平成2年度一般研修一覧

氏　名 所　　属 研修課題 期　 間

岡　　　紀　邦　企画連絡室（企画科）

森山真久
中田唯文
大藤泰雄
笹木義雄
酒井淳一
同　　 上

同上及び市　川　裕　章　環境生物部植生管理科

佐　藤　敏　明　総務部会計課

松本定夫企画連絡室業務科
福　井　信　治　総務部会計課

志　村　　　徹　総務部会計課

大坪和雄総務部庶務課
染　谷　栄　次　総務部会計課

大　武　　　稔　総務部会計課

第24回国家公務員合同初任者研修

　　　〃
　　　〃
　　　〃
　　　〃
　　　〃平成2年度1種試験採用者研修

2．4．3～2．4．6

2．4．9～2．4．13
平成2年度1種試験採用者専門研修　2．4．16～2．4．19
（研究職コース）

平成2年度III種試験採用者研修　　　2．4．3～2．4．4

　　　　　　　　2．4．24～2．4．27
平成2年度管理者研修　　　　　　　2．5．28～2．6．1

平成2年度係長行政研修1（第1班）　2．7．16～2．7．27

平成2年度一般職員行政基礎研修　　2．9．3～2．10．4
（行政コース）

第15回関東地区管理者研究会　　　　2．11．15～2．11．21

平成2年度一般職員行政研修　　　　　2．11．26～2．12．7

平成2年度係長行政研修1（第2班）　3．1．28～3．2．8

平成2年度専門研修一覧

氏　名 所　　属 研修課題 期　 間

壽　　　憲　子　企画連絡室情報資料課

上杉かおる企画連絡室情報資料課
森永慎介環境管理部計測情報科

小　原　　　洋　環境資源部土壌管理科

谷　口　　　洋　総務部会計課

吉　田　睦　浩　環境生物部微生物管理科

岡　田　利　之　企画連絡室業務科

平成2年度情報活動研修　　　　　　2．4．1～3。3．31

平成2年度司書研修　　　　　　　　　2．7．9～2．8．25

海洋観測衛星（MOS）データ利用セ　2．9．26～2．10．5
ミナー（第5回）

平成2年度環境技術研修　　　　　　2．11．13～2．11．17

平成2年度工業所有権研修　　　　　2．11．26～2．11．30

平成2年度数理統計短期集合研修　　3．1。21～3．2．1

平成2年度ほ場管理職員研修　　　　3．1．21～3．2．8
（高性能農業機械整備研修）

平成2年度その他研修一覧

氏　名 所　　属 研修課題 期　 間

上杉かおる企画連絡室情報資料課

笠倉雅子　　 〃

山田康晴環境管理部計測情報科
戸田任重環境資源部水質管理科
草　場　　　敬　環境資源部土壌管理科

平成2年度情報化基礎研修

　　　〃
第13回研究交流センター英語研修

　　　〃第22回科学技術庁フランス語研修

2．11．6～2．！1．8

〃　 ～　 〃

2．4．23～2．11．26

〃　 ～　 〃

2．9．25～2．7．15
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（6）研修等への講師派遣

氏　名　 所　　属　派遣先 研修課縫名 期 間

田中房江
松田　泉
山田一郎
山口武則
岡本勝男
西村　 格

　〃
秋山　 侃

小山雄生
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
斉藤元也
鵜飼保雄

　〃
　〃
陽　 捷行

　〃
　し石田憲治
袴田共之
井手　 任

清野　 諮

矢島正晴
　〃
久保田　徹

　〃
天野洋司
　〃
真弓洋一
藤井国博
　〃

山崎慎一
　〃
松本省平
駒田　 旦

藤井義晴
　〃
　〃

西

東

古
同

神

芽

東

条　広島大学理学部生物学科講義　　　　　　　　2．1！．29～2．！1．30

京　病害虫防除職員等，中央研修会講師　　　　　2．1L29

尾　一般行政基礎研修の講師　　　　　　　　　　　2．10．4～2．10．5

室　JICA集団コースに係る講義　　　　　　　　2。9．30～2．！0．3

京　北極域における気圏，水圏，生物圏の国際共　2．12．12
　同研究推進委員

　〃　　　　　　　　　　　　〃

信濃町国際シンポジウムにおける講師

駒　込講義
　〃　　　 〃

　〃　　　 〃

　〃　　　 〃

　〃　　　 〃

　〃　　　 〃

芽　　室　JICA集団コースに係る講義

　　として
三　　島　研究会講師として

3．3．6

3．1．18

2．6．29

2．6．29

2．8．1

2．9．27

2．10．26

3．2．5

2．9．30～2．10．3

常陸大宮　第29回ガンマーフィールドシンポジウム講師　2．7．19～2．7．20

常陸大宮　国際原子力機関による専門家技術指導

東　　京　JICA環境技術

　〃　　研修の講師

秋　　田　農地整備情報システム化委員

広　　島　環境問題特別講演会講師

四ツ谷　総合整備計画手法調査委員

新　橋　　　〃
須

2．12．13～2．12．！4

3．3．2～3．3．22

2．6。14

2．10．9

2．12．10～2．12．12

2　．10．25～2　．！0。27

2．12．1

3．2．27

　坂　長野県農業関係試験場研究総会における講師　2．7．6～2。7．7

御代志　熊本県試験研究専門研究員招へい事業の講師　2．8．22～2．8．24

有楽町　農業生産環境情報システム実用化委員

　〃　　平成2年度一般職員行政基礎研修講師

市ヶ谷　派遣前専門家等中期研修分野別研修講師

　〃　　　　　　　〃

有楽町　農業生産環境情報システム実用化委員

つくば市　農業工学研修講師

那　　覇　研究指導

新　　橋　水質浄化検討委員

東

　　境保全機能委員
　〃　　　　　　　　　　　　〃

水道橋　　　　　 〃

東

　　委員
長　　野　現地指導・調査

久留米佐賀　　〃

農業試験場　都道府県委託試験実施状況調査・指導

東　　京　生態秩序検討委員

東　　京　国家公務員採用1種試験問題作成委員

　〃　　　　　　　　　　　　〃

　〃　　　　　　　　　　　〃

2．12．13

2．11．30

2．6。18

2．10．！6

2．6．15

2．10．20

3．2．12～3．2．15

2．7．19

京　科学技術庁資源調査会微生物機能応用部会環　2．6．22

　　　　　　　　　　　　2．7．27
　　　　　　　　　　　　2．10．1
京　資源調査会微生物機能応用部会環境保全機能　2．12．5

3　．1　．30～3．2．1

3．2．6～3．2．10

2．6．19～2．6．22

2．7．5

2　．9　．11～2　．10．29

2．11．！9～2．12．4

2．12．7～3．1．11
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氏　名　 所　　属　派遣先 研修課縫名 期 間

藤井義晴
　〃
高橋廣治
　〃
河本征臣
西山幸司
　〃
佐藤　守
皆川　望

岡田利承
法橋信彦

志賀正和
　〃

　〃
松村　雄
井、村　治

宍戸　 孝

行本峰子
　〃
　〃
　〃
升田武夫

　〃
　〃
　〃
山田忠男
飯塚広栄
浜　 弘司

諸岡　稔
　〃
　〃
羽賀清典
尾和尚人
新井重光
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
小山雄生分析法研究室
宍戸　孝農薬動態科

東　　京　国家公務員採用1種試験問題作成委員

　〃　　　　　　　　　　　11
東　　京　第33回植物防疫研修会講師

　〃　　　第34回　　　　〃

上幌向，由仁　都道府県委託試験実施状況調査指導

横市，外　都道府県委託試験実施状況調査指導

山　　手　植物防疫官専門研修講師

仙　　台　東北大ワークショップ講師

由　仁都道府県委託試験実施状況調査指導

御代志
磐　　田　都道府県委託試験実施状況調査指導

那　覇　　　　　〃
須　磨JICA研修講師

　〃　　　　　〃
⊥ノ＼

東

山

那

波

軒　都道府県委託試験実施状況調査指導

京　第33回植物防疫研修会講師

3．1．28～3．2．1

3．3．6

2．8．30

3．1．15

2．7．26～3．8．1

2．12．11～3。12．15

2．12．7

2．11．21㍗3．11．23

2．11．28～3．12．1

2．12．9～3．12．11

2．10．29～3．10．30

2．9．7～3．9．12

2．10．31～3．11．2

3．2．28～3．3。2

3．3．25～3．3．26

2．8．30～3．1．15

手　平成2年度植物防疫官専門研修（害虫コース）　2．9．4

　講師

那覇，石垣

駒

参宮橋第33回植物防疫研修会講師

　〃　　第34回　　　　〃

嬬恋村　都道府県委託試験実施状況調査指導

駒　　込　果樹病害虫防除研究会委員

参宮橋第33回植物防疫研修会講師

　　第34回　　〃
駒　　込　一般委託試験総合判定委員

福　　岡　九州地域判定委員

鹿児島　都道府県委託試験実施

稲　毛放医研環境セミナー講師

合志町熊本県農業研究センター研修会講師

由仁外都道府県委託試験実施状況調査指導

東　　京　肥料公定規格設定検討委員

有楽町土壌改良資材紺室表示制度推進委員

覇　都道府県委託試験実施状況調査指導

川　　　　　　〃

　　　　　〃
込　一般委託試験総合判定委員

有楽町　土壌改良材品質表示制度検定法策定委員

高　　尾　一般職員行政基礎研修の講師

高　　尾　一般職員行政基礎研修の講師

東　　京　国家公務員採用1種試験問題作成委員

千代田区　研究炉利用協議会委員

千代田区　アイソトープ研究委員会委員

2．9．7～3．9．11

2．10．2～3．10．5

3．3．20～3．3．23

3．2．11

2．9．4

3．1．19

2．10．2～3。10．4

3．1。30

2．9．4

3．1．19

3．2．11

3．2．

2．11．29～3．11．30

3．2．12～3．2．14

2．8．20～3．8．24

2．7．25

3．1．25

3．3．7

2．10．22～3．10．23

2．6　．25～3．6．26

2．10．29

2．11．19

2．12．7

2．12．14

3．1．11

3．1．18

3．1．28

3．2．1

3．3．6

2．4．12～3．3．31

2．4．12～3．3．31
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氏　名　 所　　属　派遣先 研修課縫名 期 間

齋藤元也隔測研究室
福　原　道　一　資源計量研究室

宍戸　孝農薬動態科
駒　田　　　旦　環境生物部

岡田利承昆虫管理科
諸　岡　　　稔　肥料動態科

諸　岡　　　稔　肥料動態科

新井重光廃棄物利用研究室
駒　田　　　旦　環境生物部

宍戸　孝農薬動態科
齋藤元也隔測研究室
小　山　雄　生　分析法研究室

小　山　雄　生　分析法研究室

鈴　木　　　皓　環境資源部

諸　岡　　　稔　肥料動態科

六本木　地球環境観測調査委員会委員　　　　　　　　2。5．14～3．3．31

港区麻布台　衛生データ利用システム調査専門委員会委員　2．5．16～3．3．31

大　　宮　出・融資課題審査専門委員　　　　　　　　　2．5．15

大　　宮　出・融資課題審査専門委員　　　　　　　　　　2．5．15

大宮出・融資課題審査専門委員　　　2．5．15
千代田区　下水汚泥利用協議会委員（緑地利用部会）　　　2．6．1～2．6．30

千代田区　下水汚泥利用協議会委員（緑農地利用に関す　2．6．1～4．3．31
　　る調査専門委員会）
千代田区　下水汚泥利用協議会委員（編集委員会）

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

港区麻布台　EOSデータ利用専門委員会委員

駒　　込　放射線取扱主任者部会東京常任委員会委員

千葉市　環境放射線（能）データ管理委員会委員

千代田区　日本土壌協会評議員会評議員

2．6．1～4．3．31

2．17．2～3．3．31

2．7．2～3．3．31

2．7．17～4．3．3！

2．7．20～4．3．31

2．7．20～3．3．31

2．8．1～5．6．30

　　　　　　　　　千代田区　下水汚泥資源利用協議会委員（緑地利用部会）　2．8．24～4。6．30
袴　田　共　之　資源・環境動態研究　川崎市　JIS　K　OO60産業廃棄物のサンプリング方法　2．8。24～3．3．31
　　　　室　　　　　　　　　　　　　　工業標準改正原案の調査及び作成検討委員会

　　　　　　　　　　　　委員
守　山　　　弘　植生動態研究室　　　千代田区　技術予測分科会委員　　　　　　　　　　　　　2．8．24～3．3．31

速　水　昭　彦　所長　　　　　　　　新　　橋　アイソトープ・放射線利用委員会委員　　　　2．9．10～4．6．30

羽賀清典廃棄物利用研究室　千代田区畜産環境整備リース事業貸付機械実行調査委2．10．18～3．3．31

　　　　　　　　　　　　員
秋　山　　　侃　計測情報科　　　　　六本木　ADEOSミッション・チーム委員会委員　　　2．1L21～3．3．20

齋　藤　元　也　隔測研究室　　　　　六本木　ADEOSミッション・チーム委員会委員　　　2．11．21～3．3．20

鶴田治雄影響調査研究室　虎の門酸性雨モニタリング手法の統一化に関する調3．1．16～3．3．31
　　　　　　　　　　　　査研究検討委員会委員
玉　木　佳　男　企画連絡室　　　　　　　　　　茨城県バイオテクノロジー懇話会委員　　　　3．1．10～3．6．11

鶴田治雄影響調査研究室　　　　タイ環境研究研修センタープロジェクト国内3．1．16～7．3．31
　　　　　　　　　　　　委員会委員

西村格　　 六ヶ所村閉鎖系システム技術検討委員会　 3．2．26～3．3．31

陽　　　捷　行　資源生態管理科　　　　　　　　地球環境モニタリング検討会委員　　　　　　2・1L30～3・3・31

鶴　田　治　雄　影響調査研究室　　　　　　　　　　　　　　〃

袴田共之　　　　　霞ヶ浦酸性雨対策検討委員会委員　　　　2．4．1～3．3．31
芝　山　道　郎　生物情報計測　　　　六本木　地球観測調査委員　　　　　　　　　　　　　2．5．14～3。3．31

横　張　　　真　農村景城研究室　　　新潟市　新潟県農業農村活性化検討委員会　　　　　　2．8．1～3．3．31

陽　捷行資源生態管理科　 つくば地球環境モニタリング検討会対流圏モニタリ2．4。1～3．3．3！

　　　　　　　　　　　　ング分科学委員
　　　　　　　　　東　　京　国土調査問題専門検討委員会委員　　　　　　2．4．1～3．3．31三土正則土壌調査分類研
原　田　靖　生　土壌有機物研

　〃　　　　　　 〃

　〃　　　　　　 〃

　〃　　　　　　 〃

真　弓　洋　一　土壌保全研

　〃　　　　　　〃

新肥料技術研究組合実行委員

土壌改良委員会委員

土壌環境基礎調査成績検討会委員

高能率地力増進技術分科会委員

沖縄赤土砂対策検討委員

2．4．1～3．3．3！

2．4．1～3．3．31

2．4．1～3。3．31

2．4．1～3．3．3！

2．4．1～3．3．31

農業の国土保全，環境保全機能評価検討委員　2．4．1～3．3．31
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4．共同研究

共　同　研　究　者 所　　担 当　　者
研　　究　　課　　題

所　　　属 氏　　　名 所　　　属 氏　　　名
期　　間

拮抗微生物の利用によるナス科植 日本たばこ産業 小　野　邦　明 環境生物部・微 河　本　征　臣 63．6．27
物土壌病害の防除に関する研究 株式会社（葉た 原　　　秀　紀 生物管理科 土　屋　健　一 ～3．3．31

ばこ研究所・た 山　崎　嘉　也
ばこ中央研究 飯　島　正　明
所） 述　　　一　政

農業生態系から大気に放出される ㈱島津製作所 松　井　正　巳 環境管理部資 陽　　　捷　行 2．5．14
各種含硫ガス成分の測定装置の開 （筑波分析セン 塩　見　紘　一 源・生態管理科 神　田　健　一 ～5．3．31
発とその適用 ター・京都分析 八　木　一　行

センター）

5．昆虫の分類同定

農水省内唯一の昆虫分類を専門業務とする研究室として昆虫分類研究室は，昆虫の分類・同定法の確立及び昆虫標本の

収集・保存の一環として，分類同定の依頼に対応している。依頼は省内及び都道府県の農林試験研究機関はじめ大学・民

間などに加え，海外からの依頼もある。平成2年度の同定依頼の内訳は次の通りである。

（1）平成2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 39 340

2． 農林水産省試験研究機関 32 226
3． 大学その他の教育研究機関 ～2 645
4． その他の官公庁（保健所博物館，予防衛生研） 6 266

5． 民間（研究所，会社，個人〉 24 134

6． 国外（インドネシア，ブラジル） 3 29

計 126 1，640

（2）平成2年度依頼同定処理成績

処理区分 平 成 2　年 度 受　付 分

ノ
堂 付 回 答 未 回　答＊

平成2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

バ　ッ　タ　類 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
チャタテムシ類 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
カメムシ類 12 121 193 43 10 89 161 41 2 32 32 2 10 89 161 41

甲　　虫　　類 17 113 136 36 15 80 103 34 2 33 33 2 15 80 103 34

アミカゲロウ類 2 7 7 3 2 7 7 3 0 0 0 0 2 7 7 3
ハチ・アリ類 39 1，064 1，243 361 35 943 1，122 357 4 121 121 4 35 943 1，122 357

チョウ・ガ類 22 100 1！4 29 22 100 114 29 0 0 0 0 22 100 U4 29

ハエ・アブ類 28 228 362 98 20 218 323 90 8 10 39 8 20 218 323 90

アザミウマ類 1 1 1 1 1 1 1 1 O 0 0 0 1 1 1 1
ダ　　ニ　　類 2 3 60 2 2 3 60 2 0 0 O 0 2 3 60 2

合　　計 126 1，640 2，119 576 110 1，444 1，894 560 16 196 225 16 110 1444，
1，894 560

・研究継続中のものも含む　　＊＊平成元年度以前に受付のものを含む
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1．機構

平成2年度における機構は次のとおりである。

所長

企画連絡室

企画科
連絡科
情報資料課　（図書資料係，編集刊行係）

業務科
地球環境研究チーム

庶　務

総務部｛麟嚢：鷺：斐畜灘諜篭講：羅論係）

環境研究官

環境管理部

資源・生態管理科（環境立地研究室，資源・環境動態研究室，影響調査研究室，

　　　　農村景域研究室，植生動態研究室）

計測情報科　（隔測研究室，生物情報計測研究室，分析法研究室，数理解析研究室，

　　　調査計画研究室，情報処理研究室，情報システム研究室）

庶　務

現境資源部

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）

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，

　　　土壌物理研究室，十壌生化学研究室，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）

庶　務

環境生物部

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）

微生物管理科（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）

庶　務
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2．人事

（1）定員

平成2年度末各部定員は，次のとおりである。

（3．3．31現在）

口

部　　　別
指　　定 行　　←） 行　　口 研　　究 計

所　　　　　　長 1 1
企画連絡室 9 15 13 37

総　　務　　部 28 3 31

部　　　長 1 1
庶　務　課 10 10

会　計　課 17 3 20

環境研究官 1 1
環境管理部 2 34 36

環境資源部 2 45 47

環境生物部 2 48 50

資材動態部 1 25 26

合　　　計 1 44 18 166 229

（2）人事移動（2．4．1～3．3．31）

採用

発令年月日 氏　　名 新　　　所　　　属 旧　　　所　　　属

2．4．1 佐　藤　敏　明 総務部会計課（用度係）

〃 仲　盛広　明
環境生物部主任研究官
（昆虫管理科昆虫行動研究室）

沖縄県農業試験場（ミバエ研究室）

〃 岡　　　紀　邦 企画連絡室（企画科）

〃 森　山　真　久 企画連絡室（企画科）

〃 中　田　唯　文 企画連絡室（企画科）

〃 大　藤　泰　雄 企画連絡室（企画科）

〃 笹木義雄 企画連絡室（企画科）

〃 酒　井　淳　一 企画連絡室（企画科〉

〃 市　川　裕　章 環境生物部植生管理科（植生生態研究室）

2．10．1 鶴　田　治　雄
環境管理部資源・生態管理科
影響調査研究室長

横浜市公害研究所主任研究員

3。3．16 千　葉　貴　道 総務部庶務課（庶務係）
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科学技術庁特別研究員

氏 名 前 歴 受入れ研究室 試験研究課題

江　口　　　卓　横浜国立大学非常勤講師　　　　資源・環境動態研　酸性雨の生態系影響予測に関する気候地理学的

　　　　早稲田大学非常勤講師
　　　　日本大学非常勤講師
大　沢　　　良　目本学術振興会特別研究員　　　調査計画研

土　谷　彰　男　文部技官　　　　　　　　　　　気象特性研

　　　　筑波大学研究協力部研究協力課
揚　　　宗　興　名古屋大学研究生　　　　　　　水質保全研

　　　　（大学院理学研究科）

研究

自然生態系における植物集団の遺伝的多様性に
関する分子生態学的研究

環境変化に伴う植物群落とCO、ガス収支の動
態の測定

土壌水界系における消化・脱室作用の進行及び
亜酸化窒素形成様式の解析

転入

発令年月日 氏　　名 新　　　所　　　属 旧　　　所　　　属

2．4．1 轟　　　文　夫 総務部長 経済局総務課課長補佐（人事班担当）

〃 船　木　謙　隆 総務部庶務課課長補佐 中国農業試験場庶務課課長補佐

〃 阪　本　正　實 総務部会計課課長補佐
農林水産技術会議事務局整備課
運営第1係長

〃 立　谷　正　男 総務部庶務課庶務係長 熱帯農業研究センター会計課海外物品係長

〃 鈴　木　昌　幸 総務部会計課（支出係〉
農林水産技術会議事務局筑波事務所
総務課

〃 飯　島　美　江 資材動態部（庶務） 畜産試験場生理部

〃 松　本　定　夫 企画連絡室業務科長 熱帯農業研究センター沖縄支所主任研究官

〃 浜　崎　忠　雄
環境管理部資源・生態管理科
環境立地研究室長

熱帯農業研究センター研究第一部
主任研究官

〃 新　藤　純　子
環境管理部主任研究官
（資源・生態管理科環境動態研究室）

国立公害研究所環境情報部主任研究員

〃 高　橋義　明
環境資源部土壌管理科
土壌コロイド研究室長

畜産試験場生理部生理化学研究室長

〃 阿　江　教　治 環境資源部土壌管理科土壌生化学研究室長 中国農業試験場生産環境部主任研究官

〃 坂　西　研　二
環境資源部主任研究官
（土壌管理科土壌保全研究室）

農業工学研究所地域資源工学部主任研究官

〃 西　山　幸　司
環境生物部微生物管理科
微生物特性・分類研究室長

農業生物資源研究所遺伝資源第二部
主任研究官

〃 井　村　　　治 環境生物部昆虫管理科個体群動態研究室長 食品総合研究所食品保全部主任研究官

〃 皆　川　　　望
環境生物部微生物管理科
線虫・小動物研究室長

農林水産技術会議事務局研究調査官

〃 大　戸　謙　二
環境生物部
（昆虫管理科個体群動態研究室）

農蚕園芸局植物防疫課国内検疫係長

2．5．1 山　田　信　隆 総務部会計課長 野菜・茶業試験場総務部金谷総務分室長

2．6．1 加　藤　由美子 総務部庶務課厚生係長
蚕糸・昆虫農業技術研究所加工利用部
製糸技術専門官

2．9．1 玉　木　佳　男 企画連絡室長 蚕糸・昆虫農業技術研究所生体情報部長

2．！0．1 大　坪　和　雄 総務部庶務課長 畜産試験場総務部庶務課長

〃 古　畑　　　哲 環境資源部長 中国農業試験場企画連絡室長
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発令年月日 氏 名 新　　　所　　　属 旧　　　所 属

2．10．1 山 川 修　治
企画連絡室主任研究官
（地球環境研究チーム） 筑波大学地球科学系助手

〃 麓 多　門 環境資源部（土壌管理科土壌保全研究室） 北海道農業試験場企画連絡室

〃 大 黒 俊　哉 環境生物部（植生管理科保全植生研究室） 農業研究センター企画調整部

〃 窪 田 敬　士 環境生物部（昆虫管理科天敵生物研究室） 蚕糸・昆虫農業技術研究所企画連絡室

〃 新 舩 智　子
資材動態部
（肥料動態科多量要素動態研究室） 農業研究センター企画調整部

2．10．16 百目鬼 淳　子 環境生物部（庶務） 経済局保険管理課（指導係）

2．11．1 か～
呂 田 明 環境資源部（気象管理科気象特陸研究室） 北海道農業試験場農村計画部

転出

発令年月日 氏　　名 新　　　所　　　属 旧　　　所　　　属

2。4．1、 中　根　　　宏 茨城統計情報事務所総務部経理課長 総務部会計課課長補佐

〃 江　幡　英　樹 熱帯農業研究センター会計課用度係長 総務部庶務課庶務係長

〃 小　林　優　一 北陸農業試験場庶務課 総務部会計課（用度係）

〃 田　沢　啓　一 日本海区水産研究所庶務課 総務部会計課（支出係）

〃 中　島　たけ代 畜産試験場生理部 資材動態部（庶務）

〃 大　塚　雍　雄 農業工学研究所地域資源工学部長 環境管理部計測情報科長

〃 宮　井　俊　一 東北農業試験場基盤研究部
害虫発生予察研究室長

企画連絡室主任研究官（企画科）

〃 山　本　勝　利 東北農業試験場農村計画部 企画連絡室（企画科）

〃 秋　山　　　豊
農業研究センター土壌肥料部
水田土壌肥料研究室長

環境資源部土壌管理科
土壌コロイド研究室長

〃 大　塚　紘　雄
北海道農業試験場生産環境部
土壌特性研究室長

環境資源部主任研究官
（土壌管理科土壌調査分類研究室）

〃 谷　山　一　郎 農業研究センター
プロジェクト研究第5チーム主任研究官

環境資源部主任研究官
（土壌管理科土壌保全研究室）

〃 川　島　茂　人 農業研究センター
プロジェタト研究第6チーム

環境資源部（気象管理科気象特性研究室）

〃 堀　江　秀　樹 野菜・茶業試験場茶利用加工部 環境生物部（植生管理科保全植生研究室）

〃 福　田　徳　治 農業研究センター病害虫防除部
畑病害研究室長

環境生物部主任研究官
（微生物管理科微生物特性・分類研究室〉

〃 福　本　文　良
野菜・茶業試験場環境部
病害第1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分類研究室）

〃 田　中　喜　之
農業生物資源研究所機能開発部
化学耐性研究室長

資材動態部主任研究官
（農薬動態科薬剤耐性研究室）

2．5．1 濱　田　　　守
農林水産技術会議事務局筑波事務所
管理第一課長

総務部会計課長

2．6．！ 小野田　郁　子
農林水産技術会議事務局筑波事務所
総務課共済福祉係長

総務部庶務課厚生係長

2．7．16 工　藤　　　優 東京肥飼料検査所会計課 総務部庶務課（人事第1係）

2．9．1 村　井　敏　信 農業研究センター次長 企画連絡室長

2．10．1 高　橋　昭　夫 中国農業試験場総務部長 総務部庶務課長
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発令年月日 氏　　名 新　　　所　　　属 旧　　　所　　　属

2．10．1 駒　田　　　旦 島根大学教授（農学部） 環境生物部長

〃 尾　和　尚　人 熱帯農業研究センター調査情報部
研究技術情報官

資材動態部肥料動態科
多量要素動態研究室長

〃 腰　岡　政、二
野菜・茶業試験場生理生態部
生殖生理研究室長

資材動態部主任研究官
（農薬動態科除草剤動態研究室）

〃 岡　　　紀　邦 野菜・茶業試験場施設生産部 企画連絡室（企画科）

〃 森。山　真　久 北海道農業試験場地域基盤研究部 企画連絡室（企画科）

〃 中　田　唯　文 北海道農業試験場生産環境部 企画連絡室（企画科）

〃 大　藤　泰　雄 東北農業試験場地域基盤研究部 企画連絡室（企画科）

〃 酒　井　淳　一 九州農業試験場地域基盤研究部 企画連絡室（企画科）

所内異動

発令年月日 氏　　名 新　　　所　　　属 旧　　　所　　　属

2．4．1 秋　山　　　侃 環境管理部計測情報科長
環境管理部計測情報科
生物情報計測研究室長

〃セ 松　田　　　泉 企画連絡室主任研究官（企画科）
環境生物部主任研究官
（微生物管理科寄生菌動態研究室）

〃 原　田　靖　生
環境資源部土壌管理科
土壌有機物研究室長

環境資源部土壌管理科
土壌生化学研究室長

〃 大嶋秀雄 環境資源部水質管理科水質特性研究室長
資材動態部主任研究官
（肥料動態科微量要素動態研究室）

2．6．11 福　原　道　一 企画連絡室地球環境研究チーム長
環境管理部資源・生態管理科
資源計量研究室長

〃 袴　田　共　之
環境管理部資源・生態管理科
資源・環境動態研究室長

環境管理部資源・生態管理科
環境動態研究室長

〃 今　川　俊　明
企画連絡室主任研究官
（地球環境研究チーム）

環境管理部主任研究官
（資源・生態管理科環境立地研究室）

〃 山　田　一　郎
企画連絡室主任研究官
（地球環境研究チーム）

環境資源部主任研究官
（土壌管理科土壌調査分類研究室〉

〃 山　口　武　則
企画連絡室主任研究官
（地球環境研究チーム）

環境資源部主任研究官
（水質管理科水質特性研究室）

〃 岡　本　勝　男 企画連絡室（地球環境研究チーム）
環境管理部
（資源・生態管理科資源計量研究室）

〃 竹　澤　邦　夫 企画連絡室（地球環境研究チーム） 環境資源部
（気象管理科気象生態研究室〉

〃 新　藤　純　子
環境管理部主任研究官（資源・生態管理科
資源・環境動態研究室）

環境管理部主任研究官
（資源・生態管理科環境動態研究室）

〃 松　本　成　夫
環境管理部（資源・生態管理科資源・環境
動態研究室）

環境管理部
（資源・生態管理科環境動態研究室）

2．9．1 太　田　　　健
派遣職員
（タイ国東北タイ農業開発研究センター）

環境資源部
（土壌管理科土壌生成研究室）

2．4．1
（2．9．25施行） 伊　藤　　　充

資材動態部主任研究官
（農薬動態科殺菌剤動態研究室）

資材動態部
（農薬動態科殺菌剤動態研究室）

　〃
（　〃　） 畔　上　耕　児

環境生物部主任研究官
（微生物管理科微生物特性・分類研究室）

環境生物部
（微生物管理科微生物特性・分類研究室）

　〃
（　〃　） 昆　野安彦

資材動態部主任研究官
（農薬動態科殺虫剤動態研究室〉

資材動態部
（農薬動態科殺虫剤動態研究室）

　〃
（　〃　） 岡　本　勝　男

環境管理部主任研究官
（資源・生態管理科資源計量研究室〉

環境管理部
（資源・生態管理科資源計量研究室〉
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発令年月日 氏　　名 新　　　所　　　属 旧　　　所　　　属

2．6．11
（2．9，25施行） 岡　本　勝　男

企画連絡室主任研究官
（地球環境研究チーム）

環境管理部主任研究官
（資源・生態管理科資源計量研究室）

2．7．1
（2．9．25施行） 白　井　洋　一

環境生物部主任研究官
（昆虫管理科昆虫行動研究室）

環境生物部
（昆虫管理科昆虫行動研究室）

2．！0．1 廣　瀬　玲　子 企画連絡室（庶務） 環境生物部（庶務）

〃 矢　口　直　実 総務部庶務課（庶務係〉 企画連絡室（庶務）

〃 谷　口　　　洋 総務部会計課（施設管理係） 環境資源部（庶務）

〃 太　田　王　彦 環境資源部（庶務） 総務部会計課（施設管理係）

〃 松・本　省　平 環境生物部長 資材動態部長

〃 宍　戸　　　孝 資材動態部長 資材動態部農薬動態科長

〃 行　本　峰　子 資材動態部農薬動態科長 資材動態部農薬動態科殺菌剤動態研究室長

2．10．1 三　中　信　宏
環境管理部主任研究官
（計測情報科調査計画研究室）

環境管理部
（計測情報科調査計画研究室）

併任

発令年月日 氏 名 新　　　所　　　属 旧　　　所　　　属

2．4．1 竹 原 利　明 企画連絡室（企画科） 農業研究センター企画調整部

〃 堀 田 光　生 企画連絡室（企画科） 農業生物資源研究所企画連絡室

〃 杉 山
宙
’
じ 、 企画連絡室（企画科） 畜産試験場企画連絡室

〃 木 浦 卓　治 企画連絡室（企画科） 熱帯農業研究センター企画連絡室

〃 安 藤 象太郎 企画連絡室（企画科） 熱帯農業研究センター企画連絡室

3．2．1 染 谷 栄　次
農林水産技術会議事務局筑波事務所総務課
（併任期間　3．3．31まで）

総務部会計課（監査係）

併任解除

発令年月日 氏 名 新　　　所　　　属 旧　　　所 属

2．4．1 山 本 勝 利
環境管理部
（資源・生態管理科農村景域研究室）

企画連絡室（企画科〉

2．10．1 竹 原 利 明 企画連絡室（企画科） 農業研究センター企画調整部

〃 杉 山
宙
’
じ 、

企画連絡室（企画科） 畜産試験場企画連絡室

〃 安 藤 象太郎 企画連絡室（企画科） 熱帯農業研究センター企画連絡室
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退　職

発令年月日 氏　　名 新 所 属 旧 所 属

2．4．1

2．6．30

2．10．1

藤　井　武　夫

大久保　敏　子

鈴　木　　　皓

総務部長

総務部会計課（支出係）

環境資源部長

定年退職

発令年月日 氏 名 新 所 属 旧　　　所 属

3．3．31 内 島 立 郎 環境資源部気象管理科長

〃 澤 田 泰 男 環境生物部微生物管理科
土壌微生物利用研究室長

〃 山 田 忠 男 資材動態部農薬動態科除草剤動態研究室長

〃 奥 山 官・
田 子

環境資源部主任研究官
（気象管理科気候資源研究室）

〃 日 笠 重 宣
隣

環境資源部主任研究官
（土壌管理科土壌保全研究室）
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（3〉職員名簿

（平成3年3月31日現在）

所属・役職名 氏　　名 所属・役職名 氏　　名

所 長 技　官 速水昭彦 庶　務　　課 人事第1係長 事務官 柳原　　清

企画連絡室 室長 〃 玉木　佳男 〃 人事第2係長 〃 吉田　賢一

〃 企画科長 〃 流尾　哲也 〃 〃 李澤義彦
〃 主任研究官 〃 田中　房江 〃 厚生係長 〃 加藤由美子

〃 主任研究官 〃 松田　　泉 〃 〃 佐々木　司

〃 〃 笹木　義雄 会　計　課 課　　長 〃 山田　信隆

〃 事務官 池田　恵子 〃 課長補佐 〃 阪本　正實

〃 〃 廣瀬　玲子 〃 主計係長 〃 久保　　登

〃 〃 岡本　敏男 〃 〃 小野崎康裕

〃 連絡科長 技　官 渡辺　光昭 〃 支出係長 〃 大武　　稔

〃 情報資料課長 〃 橋本　　昭 〃 主　　任 〃 大石富美子

〃 課長補佐 〃 上野　信男 〃 〃 鈴木　昌幸

〃 図書資料係長 事務官 壽　　憲子 〃 監査係長 〃 西林二三四

〃 主　　任 〃 上杉かおる 〃 〃 染谷　栄次

〃 編集刊行係長 〃 吉原　節子 〃 用度係長 〃 立野　利武

〃 〃 笠倉　雅子 〃 〃 岡田　和彦

〃 業務科長 技　官 松本　定夫 〃 〃 志村　　徹

〃 総括作業長 〃 森屋　金重 〃 〃 河口　孝司

〃 〃 河村惣一郎 〃 〃 佐藤　敏明

〃 〃’ 上村　　博 〃 〃 下路　隆弘

〃 〃 有田　俊春 〃 技　官 塙　　清明

〃 〃 鈴木　文夫 〃 企画連絡室業務科 （兼） 鈴木　忠男

〃 〃 飯泉　良行 〃 施設管理係長 事務官 福井　信治

〃 〃 松本　公吉 〃 〃 谷口　　洋

〃 兼総務部会計課 〃 鈴木　忠男 〃 技　官 須田　友喜

〃 〃 入江　　広 環境研究官 〃 宇田川武俊

〃 〃 飛田　正義 環境管理部 部　　長 〃 西村　　格

〃 〃 内山　兵一 〃 事務官 仲　　一美

〃 〃 若林　浩徳 〃 〃 門脇　和代

〃 〃 大水　豊司 資　源　　・ 科　　長 技　官 陽　　捷行

〃 〃 山口　　弘 生態管理科

〃 〃 岡田　利之
〃 環境立地研究室長 〃 浜崎　忠雄

〃 地球環境研究チーム 7ノ

福原　道一
〃 主任研究官 〃 石田　憲治

〃 〃 〃 山口　武則
〃 〃 松森　堅治

〃 〃 〃 山田　一郎
〃 環境動態研究室長 〃 袴田　共之

〃 〃 〃 今川　俊明
〃 主任研究官 〃 新藤　純子

〃 ノ1 〃 山川　修治
〃 〃 松本　成夫

〃 〃 〃 岡本　勝男
〃 影響調査研究室長 〃 鶴田　治雄

〃 〃 〃 竹澤　邦夫
〃 主任研究官 〃 神田　健一

総 務　部 部　　長 事務官 轟　　文夫
〃 〃 八木　一行

庶 務　　課 課　　長 〃 大坪　和雄
〃 農村景域研究室長 〃 田中　　隆

〃 課長補佐 〃 船木　謙隆
〃 〃 横張　　真

〃 庶務係長 〃 立谷　正男
〃 〃 網藤　芳男

〃 〃 小林　　健
〃 植生動態研究室長 〃 守山　　弘

〃 〃 矢口　直実
〃 主任研究官 〃 原田　直國

〃 〃 千葉　貴道
〃 〃 井手　　任
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所属・役職名 氏　　名 所属・役職名 氏　　名

計測情報科 科　　長 技　官 秋山　　侃 土壌管理科 土壌生化学 技　官 阿江　教治

〃 隔測研究室長 〃 齋藤　元也
研究室長

〃 〃 山田　康晴
〃 主任研究官 〃 藤原　伸介

〃 〃 山形与志樹
〃 〃 大谷　　卓

〃 生物情報計測
研究室長

〃 （欠　　員）
〃 土壌有機物

研究室長
〃 原田　靖生

〃 主任研究官 〃 芝山　道郎
〃 主任研究官 〃 菅原　和夫

〃 〃 竹中　　真
〃 〃 森永　慎介

〃 分析法研究室長 〃 小山　雄生
〃 土壌保全研究室長 〃 真弓　洋一

〃 主任研究官 〃 結田　康一
〃 主任研究官 〃 日笠　重喜

〃 〃 〃 駒村美佐子
〃 〃 〃 坂西　研二

〃 数理解析研究室長 〃 山田　一茂
〃 〃 麓　　多門

〃 〃 山村　光司 水質管理科 科　　長 〃 藤井　國博

〃 調査計画研究室長 〃 鵜飼　保雄
〃 水質特性研究室長 大嶋　秀雄

〃 主任研究官 〃 三中　信宏
〃 主任研究官 〃 岡本　玲子

〃 情報処理研究室長 〃 齋藤　滋隆
〃 水質動態研究室長 〃 山崎　慎一

〃 主任研究官 〃 村上　陽子
〃 主任研究官 〃 津村　昭人

〃 〃 古谷　憲孝
〃 〃 〃 川島　博之

〃 情報システム 〃 （欠　　員）
〃 水質保全研究室長 〃 竹内　　誠

研究室長 〃 主任研究官 〃 戸田　任重

〃 主任研究官 〃 遠藤　　勲 環境生物部 部　　長 〃 松本　省平

環境資源部 部　　長 〃 古畑　　哲 〃 庶務主任 〃 関沢　美江

〃 庶務主任 事務官 山澤　直子 〃 事務官 百日鬼淳子

〃 〃 太田　王彦 植生管理科 科　　長 技　官 塩見　正衛

気象管理科 科　　長 技　官 内島　立郎 〃 植生生態研究室長 〃 佐藤　光政

〃 主任研究官 〃 加福　領二 〃 主任研究官 〃 字佐美洋三

〃 気候資源研究室長 〃 清野　　諮 〃 〃 〃 小泉　　博

〃 主任研究官 〃 奥山　富子 〃 〃 市川　裕章

〃 〃 横沢　正幸 〃 保全植生研究室長 〃 根本　正之

〃 気象特性研究室長 〃 原薗　芳信 〃 〃 大黒　俊哉

〃 〃 宮田　　明 〃 他感物質研究室長 〃 浅川　征男

〃 気象生態研究室長 〃 矢島　正晴 〃 主任研究官 〃 藤井　義晴

〃 〃 川方　俊和 〃 〃 澁谷　知子

〃 大気保全研究室長 〃 野内　　勇 微生物管理科 科　　長 〃 高橋　廣治

〃 主任研究官 〃 小林和彦 〃 微生物特性・ 〃 西山　幸司

〃 〃 細野　達夫
分類研究室長

土壌管理科 科　　長 〃 久保田　徹
〃 主任研究官 〃 佐藤　豊三

〃 土壌調査分類 〃 三土　正則
〃 〃 〃 畔上　耕兄

研究室長 〃 〃 大久保博人

〃 〃 小原　　洋 〃 寄生菌動態 〃 佐藤　善司

〃 土壌生成研究室長 〃 天野　洋司
研究室長

〃 〃 草場　　敬
〃 主任研究官 〃 佐藤　　守

〃 〃 太田　　健＊
〃 土壌微生物

分類研究室長
〃 鳥山　重光

〃 土壌コロイド
研究室長

〃 高橋　義明
〃 〃 高橋　真実

〃 主任研究官 〃 谷口　義雄
〃 〃 岡部　郁子

〃 土壌物理
研究室長

〃 長谷川周一
〃 土壌微生物

生態研究室長
〃 河本　征臣

〃 〃 加藤　英孝
〃 主任研究官 〃 土屋　健一

〃 〃 遅澤　省子
〃 〃 〃 長谷部　亮

＊派遣職員
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所属・役職名 氏　　名 所属・役職名 氏　　名

微生物管理科　　土壌微生物　　　　技　官 澤田　泰男
利用研究室長

〃　　　　主任研究官　　　　　〃 宮下　清貴

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 藤井　　毅

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 小川　直人
〃　　　　線虫・小動物　　　　〃 皆川　　望

研究室長
〃　　　　主任研究官　　　　　〃 水久保隆之

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 吉田　睦浩

昆虫管理科　　科　　長　　　　　　〃 岡田　利承

〃　　　　昆虫分類研究室長　　〃 松村　　雄

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 吉松　慎一

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 小西　和彦

〃　　　　昆虫行動研究室長　　〃 法橋信彦
〃　　　　主任研究官　　　　　〃 野口　　浩

〃　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃 杉江　　元

〃　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃 仲盛　広明

〃　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃 白井　洋一

〃　　　　天敵生物研究室長　　〃 志賀　正和

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ1 野田　隆志

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 窪田　敬士
〃　　　　個体群動態　　　　　〃 井村　　治

研究室長
〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 森本　信生

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 大戸　謙二

資材動態部　　部　　長　　　　　　〃 宍戸　　孝

〃　　　　　　　　　　　　　事務官 飯島　美江

農薬動態科　　科　　長　　　　　技　官 行本　峰子
〃　　　　殺菌剤動態　　　　　〃 （欠　　員）

研究室長
〃　　　　主任研究官　　　　　〃 伊藤　　充

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 南　　栄一
〃　　　　殺虫剤動態　　　　　〃 升田　武夫

研究室長
〃　　　　主任研究官　　　　　〃 昆野安彦
〃　　　　除草剤動態　　　　　〃 山田　忠男

研究室長
〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 石坂　真澄

〃　　　　薬剤耐性研究室長　　〃 濱　　弘司

〃　　　　主任研究官　　　　　〃 片桐　政子

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 鈴木　　健

〃　　　　農薬管理研究室長　　・〃 鈴木　隆之

〃　　　　主任研究官　　　　　〃 飯塚　宏榮

肥料動態科　　科　　長　　　　　　〃 諸岡　　稔
〃　　　　多量要素動態　　　　〃 （欠　　員〉

研究室長
〃　　　　主任研究官　　　　　〃 伊藤　　治＊

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 加藤　直人

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 新船　智子
肥料動態科　　微量要素動態　　　　〃 後藤　重義

研究室長
〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 齋藤　貴之
〃　　　　廃棄物利用　　　　　〃 新井　重光

研究室長
〃　　　　主任研究官　　　　　〃 羽賀　清典

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 川崎　　晃

・派遣職員
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（4）受賞・表彰等

平成2年度農林水産省職員表彰（職員功績者）（2．4．7〉

宍戸　　孝（資材動態部）「有機リン殺虫剤の代謝機構の解明とその害虫制御への応用」

平成2年度科学技術庁長官賞（第16回研究功績者表彰）（2．4．17）

西澤　務（元環境生物部）「天敵出芽細菌による有害線虫の制御に関する研究」

日本土壌肥料学会賞（2．4。4〉

陽　　捷行（環境管理部）「土壌生態系のガス代謝に関する研究1

日本農薬学会奨励賞（3．3．27）

吉田　　充（資材動態部）「NMRを利用した殺菌剤の作用機構の解明」

平成2年度農林水産省永年勤続者表彰

（30年以上）

企画連絡室　村井敏信（2．4．7）

環境管理部　村上陽子（　〃　）

環境資源部　山崎慎一（　〃　）

環境生物部　関沢美江（　〃　）

（20年以上）

環境管理部　守山　　弘（2．4．7〉

環境資源部大嶋秀雄（　〃　）

環境生物部　井村　　治（　〃　）

（5）外国出張

氏名 所　属 出張先 用 務 期間 備　考

石田　憲治　環境立地研究室　　中

宇田川武俊　環境研究官 ス　イ

羽賀　清典　廃棄物利用研究室　韓

川島　博之　水質動態研究室　　韓

行本　峰子　殺菌剤動態研究室　西　ド　イ　ツ　演

太田　健土壌生成研究室　タ

根本　正之　保全植生研究室　　中

袴田共之讐環境動態研大韓民国難騰及薄犠惣鵬離珊12曝蕃科学開発研

　　　　　　　　　　　　　　　プラズマを用いる質量分析に関する第
　　　　　　　　　　　　　　　2国際会議及び高分解能ICP－MSの　29．22　科技庁山崎　慎一　水質動態研究室　　イ　ギ　リ　ス　将来の展望に関するシンポジウムに出　～2．10．3　国研集会

　　　　　　　　　　　　　　　席し，講演発表
　　　　　　　　　　　　　　　経済協力開発機構（OECD）の共同研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29．25佐藤　　守　寄生菌動態研究室　フ　ラ　ン　ス　プロジェクト「農業へり新生麹導入に　～2．10．30　0ECD
　　　　　　　　　　　　　　　対する利益とリスクの評価」に参加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．10．6　　　　　　　　　　　　　　　寄生性天敵の行動解析とそれに基づい　～3。10．22　科技庁
野田　隆志　天敵生物研究室　　ア　メ　リ　カ　た天敵機能増進技術の開発に関する研　（4．3．25　長期在外研究員

　　　　　　　　　　　　　　　究　　　　　　　　　　まで延長）

国旛鞘雛灘鋸罎計画に係三2生為」ICA

・晋鵬野騨塑駆騨鰭尋fl29農林水産省
国里臨三喜G離肥料の使用と作物三弟ま12、FFTC

　日韓合同シジポジウム参加並びに洛東　26．26
国　江における調査地点の決定と手法確認　～2．7．！　文部省
　の合同調査
　第7回国際農薬化学会議に出席し，講　2．8．3　　科技庁
　　　　　　　　　　　　　　～2．8．12　国研集会
　東北タイ農業開発研究計画プロジェク　2．9．1
イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　JICA　トに土壌分類の専門家　　　　　　　　～4．8．31

国聯糠鋼撒羅脇黙螺三2禰31科技庁
　環境汚染と農業に関する国際シンポジ　　　　　　　ソウル大学
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氏名　　所　属　　出張先 用 務 期間　　備　考

三土正則圭壌調査分類醗アメリカ募鍵難誉醜縢債蝶土壌の三ぜli碗欝鹿会

原薗芳信気象雛研究室中　国購イ鰹旛鐙明に関する国際共同三帰31蒙臨整費

　　　　　　　　　　　　硝酸・農業・水に関する国際シンポジ
陽捷行資源・生態管理科フランス議権甥星哉麟奎懐聾犠襲三憂i歪11騰宴礎

　　　　　　　　　　　　するとともに各種の研究情報の収集
山崎榔水質動態研究室アルゼンチン雰薪鮪蒙杢警総酷土壌。植物三凸星22JICA

福原道一襲球環境研究チー初凋欝蝶麟萎雛醗懲三扮2、農林水産省
　　　　　　　　　　　　の収集
清野舗候資源研究室初凋醤朧劣織撫髪糎籍扮，、農林水産省
　　　　　　　　　　　　の収集
山田　一郎　地球環境研究チー　タ

　　　ム
三土正則去壌調査分類研究タ

　　　土
矢島正晴気象生態研究室計イシ『、熱帯における畑作物の生勧調査

土屋健一売肇微生物生態研インドネシア謡撫誤繍欝病害研究強化三ゐ125」ICA

　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　2　3　　働リモートセン秋山　　侃　計測情報科　　　　タ　　　　イ　と・その応用に関玄る共同研究」の成　～2．2．10　シング技術協会

　　　　　　　　　　　　果を発表するために国際セミナーに参
　　　　　　　　　　　　加し，講演発表
　　　　　　　　　　　　「アセアン諸国とのリモートセンシン　　　　　　科技庁
山田康晴隔測研究室　タ　イ冥窩辮帷齢る蘭簾購藷馬宅灘多セアンリモヤ

　　　　　　　　　　　　連絡
　　　　　　　　　　　　地球環境研究総合推進費「メタン・亜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　329陽　　捷行　資源・生態管理科　タ　　　　イ　酸化窒素の放出源丞びその放出黒の解　～2．2．14　農林水産省

　　　　　　　　　　　　明に関する研究」による海外派魁
　　　　　　　　　　　　地球環境研究総合推進費「メタン●亜　3　2　9
鶴田　治雄　影響調査研究室　　タ　　　　イ　酸化窒素の放出源蓼びその放出婁の解　～召．2．14　農林水産省

　　　　　　　　　　　　明に関する研究」による海外派退
　　　　　　　　　　　　地球環境研究総合推進費「メタ●亜酸　329
八木　一行　影響調査研究室　　タ　　　　イ　化窒素の放出源丞びその放出婁の解明　～召．2．16農林水産省

　　　　　　　　　　　　に関する研究」による海外派遣
　　　　　　　　　　　　地球環境研究総合推進費「メタン・亜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3316神田　健一　影響調査研究室　　タ　　　　イ　酸化窒素の放出源丞びその放出婁の解　～含．吾．23農林水産省

　　　　　　　　　　　　明に関する研究」による海外派逼
　　　　　　　　　　　　地球環境研究総合推進費「メタン●亜　3　316
八木　一行　影響調査研究室　　タ　　　　イ　酸化窒素の放出源蓼びその放出黒の解　～唇．吾．23農林水産省

　　　　　　　　　　　　明に関する研究」による海外派退
　　　　　　　　　　　　平成2年度科学技術振興調整費総合研
小泉博植生生態研究室フィンランド製蕩毒耕携灘鞭羅爺縦尋就22科技庁

　　　　　　　　　　　　定のための打合せ
　　　　　　　　　　　　ブラジル農業研究計画において「栽培　331
山口　武則　地球環境チーム　　ブラジル　システムからの窒素ガス拡散」に係わ　～吾．唇．31JICA

　　　　　　　　　　　　る短期専門家
　　　　　　　　　　　　漸江農大にて・植物育種に関する放射　3　3　2
鵜飼　保雄　調査計画研究室　　中　　　　国　線線生物学・細胞遺伝学及び分子遣伝　～吾．念．221AEA

　　　　　　　　　　　　学の講義
清野諮気候資源研究室アメリカ歯灘纒儘藷への影響評価に関する三戴16藻ンビア大学

　　　　　　　　　　　　「フィリピン土壌研究開発センター計　33．27
斎藤　元也　隔測研究室　　　　フィリピン　画」に係わるリモートセンシングの専　～唇．4．26JICA

　　　　　　　　　　　　門家

イ麟無離開発研究計画における土三ま12％」ICA

　科学技術庁特定調査研究「熱帯林の破
　　　　　　　　　　　31．20イ　壊とその地球破壊への影響」における　～念．2．3　科技庁
　野外調査

　　　　　　　　　　　3．1．28　　　　　　　　　　　　　　熱研　　　　　　　　　　　～3．2．26
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3．会計

（1）予算

歳入
平成2年度農業環境技術研究所の歳入予算は，総額7，169千円であり，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（3，806千円），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（1，800千円），及び試験場製品等売払

代（376千円〉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
（単位二円）

科　　　　　目 予　算　額 備 考

雑 収 入 7，169，000

国　有 財　産　利　用　収 入 895，000

国 有　財　産　貸　付　収 入 499，000

国 有　財　産　使　用　収 入 396，000

諸 収 入 6，274，000

受託調査試験及役務収入 5，606，000

弁 償　　及　　返　　納 金 28，000

物 品　　売　　払　　収 入 425，000

雑 入 215，000

歳出
平成2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（組織二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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，567，729，000

　事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600，059，000

2）特別研究等経費（組織二農林水産技術会議，項：農林水産業技術振興費より，組織二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351，010，000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

16，728，000

68，721，000

3，184，000

3，355，000

64，624，000

2，139，000

1，314，000

1！，738，000

89，274，000

21，139，000

45，448，000

2，797，000

20，549，000

3）科学技術庁関係経費（組織1科学技術庁，項：国立機関原子力試験研究費，項1放射能調査研究費，項：海洋
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開発及地球科学技術調査研究促進費，項二科学技術振興調整費より組織：農林水産省試験研究機関に移替）は，

次のとおりである。

①　放射線利用研究（項二国立機関原子力試験研究費）

②放射能汚染調査研究費（項二放射能調査研究費）

③　地球科学技術特定調査研究費（項二海洋開発及地球科学技術調査研究促進費）

④その他（項二科学技術振興調整費）

65，741，000

11，201，000

11，122，000

76，721，000

4）環境庁関係経費（組織二環境庁より組織二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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41，378，000

（項）　地球環境研究総合推進費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59，600，000

平成2年度歳出予算一覧表
（単位二円〉

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 2，518，798，000

人　　　　件 費 1，567，729，000

事　　　　業 費 951，069，000

（項）国立機関原子力試験研究費 65，741，000

（項）放　射　能　調　査　研　究 費 11，201，000

（項）科学技術振興調整費 76，721，000

（項〉海洋開発及地球科学技術調査研究促進費 11，122，000

（項）国立機関公害防止等試験研究費 41，378，000

（項）地球環境研究総合推進費 59，600，000

合　　　　　計 2，784，561，000

（2〉国有財産

1）行政財産

区 分 数 旦
里 台　　帳　　価　　格

土 地 建　物　敷　地

水　　　　　田

　畑
そ　　の　　他

　計

208，880m2

42，950

149，670

171，897

573，397 17，246，659，758円

立 樹　　木 2，228本 38，867，066円

木
竹 立　　木 437m3 424，860円

建 建面積 28，092m2

6，006，355，948円物 延べ面積 55，775m2

工、 作　　物 一
6，855，672，825円

鮨 雑　　船 ！隻 117，952円

A
口 計 一

30，148，098，409円

2）普通財産

区　　分 数 旦　　　　’

里 台　　帳　　価　　格

特　許　権　等 20件 1，310，721円

合　　　計 一
1，310，721円
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（3）機械等購入

（！00万円以上）

整理番号　　機　械　名 型 式 購入価格（円）　　所属研究室名等

02001

02002

02003

02004

02005

02006

生物呼吸測定装置

分析用超遠心機

ローター

　〃
高画質プロッター

画像解析システム

大洋科学工業10B

日立SCP85G
日立SRP28SA

日立SRP83VT

DVP社NCG－DVP1
ソニーNWS－1860

・2・・7鰐襲豊ユレーション龍マイク・ライン8・！PS

02009

02010

土壌圧縮切断強度試験機

距離測定装置

02011　DNA合成装置

02012

02013

02014

02015

02016

02018

02019

02020

02023

02024

DNA精製装置
原子吸光分光光度計

雨量観測装置

水位計

〃

気候変動解析装置

水ポテンシャル測定装置

高速液体クロマトグラフ

丸東SG－1021

測機舎SET2C
ファルマシア
ジーンアッセンブラープラス

ファルマシア2249Ti

日立▲Z－8100

中浅BTO11

離合社RMD
　〃
ソニーNWS－3860

盟和SC－10A型
ファルマシアGP－250－PLUS

行動制御物質捕集分析装置　HP5890シリーズII

EAD装置

02025　ガスクロマトグラフ

02026

02027

02041

02042

02043

02045

02046

02047

02048

02049

02050

02051

02053

02055

02057

02058

02059

02060

02063

02064

恒温装置

自記分光光度計

アンチコンプトジ遮蔽体

ゲルマニウム検出装置

根活力測定装置

放射能測定装置

太陽計器GA－1

島津GC 15APFtE

FUJI　FBI－1500S

島津UV－2200

キャンベラ901109CS型

キャンベラGCO821型

アロカGP－1028U

キャンベラGR1820型
ワークステーションシステム　富士通S－4／IP

糖分析ユニット　　　　　　日立L6200／6000

超音波ネブライザー　　　　ARL社USN型
ガスダイナミックス解析装置　テラマー社JGIシステム

光量子測定システム　　　　中浅M－023－10

光合成・呼吸測定システム　中浅M 023－03

ガス濃度連続測定装置

風向風速計

テ’一タロガー

トラノく一ス装置

データ収集装置

分光放射計

島津GC 14APF
牧野VFO16／AF750
ノース・ハイテックIDL－3200

筑波技研特注

アップルMaC　II　Ci2MB　FD

オプティカルサイエンスMSR－7000／03

イオンクロマトアナライザー　横河IC7000S

ガスクロマトグラフ　　　島津GC－14APsE

02065　土壌呼吸測定システム　　　SAS－13

02067

02069

02070

簡易生育立地環境測定装置　AAM－8

データ解析装置　　　　　　Sicラボチャート180

画像処理装置付属装置　　　D－3！10

2，138，280土壌微生物生態研

！9，250，700所　共　用
1，714，950　　　　〃

1，854，000　　　　〃

4，850，270地球環境研究チーム

！0，506，000数理解析研

1，905，500資源・環境動態研

3，326，900土壌物理研
3，239，350土壌保全研
3，411，360土壌微生物利用研

6，670，156　　　　〃

9，877，700微量要素動態研

1，168，535環境立地研
1，779，840　　　　〃

1，841，640　　　　〃

3，434，020気候資源研
2，355，610気象生態研
4，109，700土壌微生物分類研

5，012，000昆虫行動研
1，854，000　　　　〃

4，47・，2・・肇薬動態瑞

1，730，400殺菌剤動態研
3，811，000殺虫剤動態研
4，103，520分
4，356，652

2，589，420

7，547，708

析　法　研
　〃

〃

　　　　　　〃
5，974，000大気保全研
2，203，170土壌有機物研

3，986，100水質動態研
5，253，000　地球環境研究チーム

1，247，330　資源・環境動態研

1，982，441　　　　〃

4，635，000影響調査研
2，165，266気象特性研
1，477，500　　　　〃

3，914，000　　　　〃
2，605，900　　　　　　　　　　〃

6，839，200大気保全研
5，570，034土壌保全研
1，998，200水質保全研
2，987，…襲生管理掛

1，200，156保全植生研
1，179，350多量要素動態研
2，632，680廃棄物利用研
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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 特許第1389525号 実施許諾有

（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59255202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
6！．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，

外1名
62．2．28 特願昭60－046253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） 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，

外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，

外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）一㍗ドゼセニアルアセタートと（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

〃 〃 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

土壌耕惹特性測定方法及び測定装置 久保田徹，岩間秀矩，

外2名
平。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，実施許諾有

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

シバットガの配偶行動掩乱剤 杉江元，野口浩，

外6名
2．12．27 特願平2　414676号 共同研究による共同出

願
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4．図　書

平成2年度の受入れ図書・資料冊数およびサービス件数は次のとおりです。

受け入れ図書・資料冊数

区　　分 購　入 寄　贈 計

単行書
（冊）

和 535 20 555

洋 445 4 449

資　　料
（冊〉

和 0 359 359

洋 0 40 40

雑　　誌
（種）

和 74 1，040 1，114

洋 197 272 469

サービス件数

貸　　　　出 書庫内図書の返却数

人　数（人） 冊数（冊） 洋書庫（冊） 和書庫（冊） 計（冊）

669 1，215 6，！61 2，091 8，252

レファレンス
　　（件）

外部への複写依頼
　　　（件）

外部からの複写依頼
　　　（件）

省　　　　内 30 277 1，878

省　　　　外 37 156 76

計 67 433 1，954

他場所ヘコンテンツ・シートを提供　　　　75誌

農林団地内の他場所からの来館者　　　　189人

筑波研究学園都市内の他機関からの来館者　47人
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5．刊　行

　平成2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．

研究成果の発展及び広報」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報告第7号

農業環境技術研究所資料第！2号

農業環境技術研究所年報平成元年度

農業環境技術研究所年叢書第7号

農業環境研究成果情報第6号

農環研ニュースNo15

農環研ニュースNo16

農環研ニュースNo17

組換え植物第1号の実用化に向けて

NIAES主要成果シリーズ
人とみどりと地球と

3．

3．

3．♪

3．

2．

2．

3．

3．

3．

3．

3．

163

56

159

205

66

18

20

18

　4

100

22

2，000

2，000

2，000

　600
1，200

2，000

2，000

2，000

2，000

2，000

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

2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

1，663（24）

　104　（20）

　86　（3）

　88　（25）

　389　（67）

　151　（46）

　142　（44）

　157　（22）

　74　（9）

　335　（16）

　195　（70）

　210　（51）

一般公開1，588を含む

3，594（397）

主な視察者・見学者

（1）　日本人

　　2年4月24日

　　　　5月29日

6月18日

6月22日

7月9日

8月3日
8月29日

9月13日

10月20日

10月22日

10月24日

12月！9日

3年1月25日

1月25日

1月30日

3月7日

3月13日

3月22日

蚕糖事業団谷野陽副理事長　　　　2名

読売新聞社調査研究本部秋田次長一行

　　　　　　　　　　　　　　　5名

行政監察局支部労働短津監察朝見上席

副監察一行　　　　　　　　　　　4名

高多科学技術庁長官官房審議官　　1名

地球環境保全推進会議事務局一行6名

日本経済新聞社岸論説委員　　　　1名

松本大蔵省主計局主査　　　　　1名

海野農林水産技術会議事務局長一行

　　　　　　　　　　　　　　　3名

杉本農林水産技術会議事務局研究総務

官　　　　　　　　　　　　　　　1名

衆議院農林水産調査室調査員　　4名

農林水産甕事務次官一行　　　　　4名

藤田スミ衆議院議員，林紀子参議院議

員　　　　　　　　　　　　　　　9名

戸恒東人大蔵省理財局資金第2課長他

　　　　　　　　　　　　　　　5名

菅原技術総括審議官一行　　　　　3名

柳沢逸司農林大臣官房経理課長一行

　　　　　　　　　　　　　　　5名

農林水産技会事務局三輪研究開発課長

他　　　　　　　　　　　　　　　3名

農研センター顧問会議一行　　　20名

学術会議生命特別委員会一行　　14名

（2）外国人

　　2年5月24日

6月25日

8月1日

8月20日

8月23日

9月12日

11月8日

Yong　bae　Kim忠清北道所長，Won

Hee　Lee済州島次長（韓国）　　3名

Dr．Javierアジアそ菜研究開発セン
ター所長（フィリピン）　　　　2名

Dr．Ranaweeraスリランカ農業研究
開発省農業局次長（スリランカ）　1名

韓国麦類研究所　朴天緒所長一行（韓

国）　　　　　　　　　　　　　4名

V．T．Valez土壌化学研究所長，0．S。

Kostovdo土壌微生物部長（ブルガリ

ア）　　　　　　　　　　　　　2名

Umar　Kahn　Baloch農業省農業研究

会議植物防疫部長（バキスタン）2名

英国農業・食糧研究委員会一行（英国）

　　　　　　　　　　　　　　　9名
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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

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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