


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3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11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4年11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，地球環境研究チームが各研究

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，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実施している。

　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，地域生態系として

の炭素循環を定量的に推定する手法を開発するた

め，その基礎となるランドサットTMデータによ

る土地被覆分類方法の検討を恋瀬川流域を対象と

して行い，さらに，植生・土壌に蓄積された炭素

量を概算した。

　畑土壌から発生する亜酸化窒素量を把握するた

め，ブラジル・セラード地帯で大気中N20濃度お

よび畑土壌から発生するN20量を測定した結

果，大気中のN、Oの濃度は市街地より郊外で高

いこと，畑土壌から放出されるN20量はアマゾ

ンの熱帯森林土より低いこと，肥料の相違が発生

量に影響を与えていることが明らかになった。

　土地開発に伴う赤土砂のサンゴ礁への流出の影

響をみるため，沖縄本島北部カタバル沖を対象と

し，サンゴ礁の堆積物中の酸化鉄量とランドサッ

トTMデータのバンド間比（TM1／TM3）の関

係から対象地域の赤土砂堆積状態を評価した結

果，1984年以降赤土砂汚染のある面積はほとんど

変化していないことが認められた。

　アフリカ・サヘール地帯の土地荒廃過程を解明

するため，カメルーン北部における土地被覆の年

次問変化（1973～1991年）をランドサットMSS

データ，降水量データの解析および現地調査から

明らかにした。

　またリモートセンシングによる表層土壌水分量

の評価手法の閨発では，モデル地域（北海道十勝

地区）で作成した土壌水分量推定式をつくば地域

に適用して土壌水分量区分図を作成した。

　草原管理事業におけるリモートセンシングの活

用を意図し，モデル地域の牧場のランドサット

TMデータを用いた解析を行った結果，土地被覆

分類や収量予測の精度には高い信頼性のあること

が認められた。

　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，文献調査により，気

温，降水量等の変化が作物に与える影響と気候変

動シナリオ等に基づいて予測された二酸化炭素倍

増時の米国の主要作物収量について検討した結

果，小麦は全域で減収，大豆は中北部，トウモロ

コシは南東部で減収することが予想された。日本

の水稲も乾燥化により減収が予想されている。栃

木県の水稲の作柄は7～8月の平均気温と密接な

関係にあり，最適値は250Cであった。

　また温暖化により，世界の主要穀類生産地の内，

米国，中国，オーストラリアの小麦栽培地域では

肥沃度の高い土壌地帯から問題土壌への移動が予

想された。高温・高CO2の小麦の生産力に与える

影響を人工気象室での栽培実験で検討した結果，

地上部乾物重も穂重も高温区で上昇した。一方，

IBSNATの小麦生育モデルを用いた計算結果で

は，気温が上昇すると収量は低下した。

　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，農業生産過程におけるCO，発生

量を比較検討した。米生産では流動財・固定財か

らの発生が全部門の最大を示し，問接と直接必要

エネルギーでは後者の割合が半分以上を占めてい
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ることが認められた。

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，物質循環及びエネルギー動態

の解明と制御技術の開発，農業生態に関する情報

の収集・解析・処理システムの開発，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，農業生産活動が地球環境に

及ぼす影響の評価と農業生態系管理技術の開発に

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ぽす

影響の評価を目的として，次の研究を進めた。

　緑地生態の評価については，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，その類型と主な動物

種の分布との対応関係が検討され，二次林や農地，

集落の屋敷林を配した農村の植生配置が最も多様

な動物群を支えることを明らかにした。さらに，

農用林の植生遷移の研究では，現存植生の群落構

造や種組成と種子の供給の対応関係を，カケスの

採餌行動の点から検討した。また，人為的な管理

下で存続する植生と昆虫食鳥との関連研究で，林

の管理に伴う鳥相の変化がフクロウの捕食を中心

に調査された。ビオトープ結合システムの研究が，

トンボを指標として伝統的な空間配置を持つ農村

環境のモデル地区で行われた。

　農村動態の評価については，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。この手法は，

混住化地域の類型化および各類型の特性把握に活

用できる。また，都市化の進行に伴う農地の機能

変動の予測がアンケート調査で行われた。

　環境保全機能の評価については，総合研究「水

保全」において，広域の水保全管理機能の評価に

必要な水収支モデル構築のため，土地利用に対応

するタンクモデルの開発が進められている。さら

に，農林業土地利用連鎖がもつ水保全機能を定量

的に評価するために，茨城県小桜川水域の降水量，

土壌調査および地下水位観察を行った。農地のう

ち，果樹園のもつ多面的機能に関する評価者属性

が明らかにされ，水田，畑および樹園地の個別機

能のウエイトづけが行われた。また特別研究「多

面的機能」の中で，広域を対象とした計量評価シ

ステムの把握が行われ，新しい土砂崩壊防止機能

の評価式が提案された。環境保全的，持続的生産

の観点から，フィリピンのビサヤおよびミンダナ

オ地方の畑作可能地の土地類型と生産力評価が行

われた。

　景域評価については，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問類型区分

の把握が試みられ，低地域，丘陵地域および山地

域についての保全特性が明らかにされた。また農

村の空間特性の変化に伴う快適環境の変動予測の

ためアンケート調査が行われ，評価手法が検討さ

れた。また，アンケート調査によりアメニティ機

能に関して，評価者の価値観の相違により機能評

価の程度に差を見出し，人による環境評価行為を

規定する要因を見出す必要性が明らかになった。

農林地の構造と機能に対する評価研究では，地域

による機能の評価パターンを明らかにするための

解析がなされ，マクロおよびメソレベルにおける

農林地の構造とその機能評価の関係が把握され

た。

　地域の物質動態評価については，本年度は山村

地域における有機物フローが明らかにされた。こ

れにより，平地の純農村地域および都市化された

農村地域のフローの実態を比較検討する材料が確

保された。陸上生態系における炭素循環機構の解

明に関する研究では，農用林の炭素収支の定量解

析の調査が開始された。

　地球規模の環境評価については，一般別枠「地

球環境」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，月平均気温の季節変化パター

ンの類型が検討された。酸性雨の土壌に対する影

響評価については，レビンのモデルが改良され，

このモデルをわが国の土壌に適用した。また，酸

性雨の季節変化の相関解析が開始された。
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　地球的規模の物質動態評価については，温室効

果ガスの一つであるメタンについて，タイ中央平

原での測定が開始された。また，水田からのメタ

ン発生を水管理で制御できることを明らかにし

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，畑から発

生する含硫ガスのうちDMS，CS2およびCOSの

フラックスの測定が開始された。スギ林での硫黄

の動態解明に関する研究では，大気のCOSが土

壌へ吸収されることを明かにした。また，農業生

態系から発生するN20は，緩効性肥料によって

抑制できることを明らかにした。

　計測情報科は，農業生態系に関する各種情報を

計測する分野と，得られた情報を解析・処理する

分野に大別される。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在存する

ので，要素間の関係を明らかにするための新たな

数理的・統計的解析手法の開発を試みた。さらに，

農業生態系に係わる膨大な情報を迅速・効率的に

処理するため，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。

　人工衛星のデータを利用したリモートセンシン

グの分野ぞは，種々の衛星の特性の活用により，

海外の農業生産環境の把握手法を開発した。タイ

国ではランドサット／MSSデータから得られた

土地利用分類図と水害地形分類図から土地条件を

判定し，作付作物との関係を統一的に把握するこ

とができた。またモスー1／MESSRデータでフィ

リピンのルソン島中央部の土地利用分類とKVI

値（植生指数）によるピナツボ火山の降灰被害の

範囲とその程度を推定し，さらに，ノアAVHRR

データを用いてピナツボ火山の噴煙到達高度の推

定を行った。また衛星データを利用した草地管理

手法の開発に着手した。

　近接センシング分野では，土壌侵食を量的に推

定するために，泥水のけん濁度と分光反射の関係

を調べ，近赤外／緑の比が濁度と高い相関がある

ことを示した。また，作物の分光計測の精度向上

のために，観測角度の補正法を定め，分光推定精

度の評価法を改善した。一方，作物の3次元構造

の非破壊計測法として，試作した3次元デジタイ

ザと超音波エコーセンサを利用した葉層の垂直分

布や精密な位置測定を行い，今後この手法が植物

群落の立体構造の定量化とモデル化に適用できる

ことを明らかにした。

　科振調総合研究「北極域」プロジェクトにおい

ては，植生型の違いやフエノロジーの変化に伴う

アルベド変化を計測するために，1800mから

2700mの標高地点で，各種植生，土壌，雪田の分

光計測を行い，植生型やフェノロジーの変化に伴

う反射スペクトルの違いを検出した。

　アイソトープ利用等による効率的高精度分析に

関する分野では，トレーサ法および放射化分析法

により，土壌中のヨウ素の化学形態と環境因子と

の関係解明と，世界の土壌一植物系におけるハロ

ゲン元素の動態調査を継続している。

　また「原子力」関係では，RIの野外利用に向け

た安全性評価，濃縮安定同位体核種に対するアク

チバブルトレーサ法の開発と，フィルム工場を流

出点とする河川流域における臭素と塩素の追跡調

査を行った。さらに土壌・農作物中の放射性核種

の挙動に関する研究を行った。

　数理統計解析分野では一般別枠「地球環境」の

農業気象変動シミュレーションモデルの開発の一

環として，複雑な地形条件が気温等の変化に及ぼ

す影響を推定するモデルのプロトタイプを作成し

た。また，昆虫の個体数調査において標識個体を

1回放飼・再捕2回調査で推定する簡便な手法を

考案し，ハスモンヨトウのデータに適用したとこ

ろ良い結果が得られた。

　生物の微細形態の画像解析に関する研究では，

オオムギ種子の外部形態学的測定にもとづく多変

量解析を行い，第2主成分までで品種の分類が可

能なことを示した。一方，生物情報の数量的分類
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理諭の開発については，半順序理諭の観点から系

統樹のもつ情報量を測定する新しい方法を開発し

た。また，他殖性植物における花粉の飛散様式と

集団の遺伝構造についてシミュレーション手法を

用いて解析し，植物集団における遺伝子型の空問

構造は，花粉の飛散距離により変化し，その変化

の様相は集団φ形状に大きく依存することを示し

た。

　情報解析の分野では，主に画像情報を中心とし

た解析手法の開発，農業環境情報に関するデータ

ベースの構築，ならびにネットワークを利用した

環境情報の伝達手法に関する研究を行っている。

画像情報関連では，イネの染色体を農度パターン

により自動的に判別することを可能にし，ビール

大麦の縮緬しわ程度をテクスチャ解析で評価する

手法を開発した。また広域環境画像情報を把握す

る手法として，ノアデータを加工したグローバル

植生指数GVI（温帯域）と，FAOの収量データや

Liethによる乾物生産量との関係を調べた結果，

高い相関があることが認められた。

　一方，パソコンを用いた昆虫タイプ標本のプロ

トタイプデータベースと，リレーショナル型デー

タベース管理システムUNIFYを用いた世界気

候データベースを構築した（研究技術情報官と協

力）。さらにオンラインネットワークを活用して，

公衆回線で文字情報とNAPLPS画像がパソコン

端末から表示できる手法とソフトウェアを開発し

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，農業気象，農耕地土

壌及び農業用排水の水質について，農業環境資源

としての特性，機能の維持・利用並びに資源の保

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，植物個体の全重量が高さ

のべき乗で表わされる個体群を対象とし，個体の

重量の分布とその時間発展方程式を，光合成を与

える式と組み合わせて個体の大きさの分布の変化

を追跡した。この方法は群落における空間的内部

構造を殆ど無視しているが，個体の競合による分

布関数の変化の傾向を示す結果が得られた。農業

気候資源の平均値については，アメダスデータと

地理情報を組み合わせた方法が確立されている

が，その変動特性についての検討のために，時問

的に変動するメッシュ気候値と平年値との差を観

測所からの距離の逆数で重み付けする補間法に

よって予測した。岩手県における10年問の観測

データから，この方法の誤差は1．50C以内であっ

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。ダイズ群落に

ついて空気力学的方法の一つである傾度法を用い

たCO2，03のフラックスを測定し，03については

群落の空気力学的抵抗係数とフラックスの問に比

例関係が認められたが，CO，については比例関係

がなく，葉の光合成能に強く影響された。傾度法

は気層が中立に近い場合のみに利用できるので今

後は渦相関法によるフラックスの測定等により，

広い安定度範囲での測定により生態系と大気との

相互作用を検討する必要がある。三陸地方の「や

ませ」については風洞実験における摩擦速度の分

布が地形及び霧・冷気の侵入と密接な関連がある

ことが明らかになり，風洞模型実験の現地適用の

ために必要なパラメータについて有効な知見が得

られた。

　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。水耕栽培の水稲に水ストレス

（pF2－3．3）を与え，光・乾物変換係数は殆ど水

ストレスに依存しないことから，乾物重の減少が

葉面積の低下を通じて生ずることを明らかにし

た。施肥量と葉面積拡大モデルにおけるパラメー

タの関係を水稲の結果からモデル化し，気象デー

タを用いて葉面積指数や乾物量の変化を追跡でき
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るモデルを作成した。

　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ダイズの

暴露実験を行い，従来の実験結果や影響モデルの

適用性を確認した。各生長段階におけるオゾンの

効果が明らかにされたので，モデルとの対応に

よって定量的な解析を行うことが可能となった。

人工酸性雨の野菜類に対する影響はpH3．0以下

で明瞭になり，可視障害は水滴の葉面上での接触

角が大きいほど小さいことを認めた。

　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。ダイズ群

落のCO，固定量を自然条件下で気象的方法で評

価し，全生育期間についての乾物重変化量に基づ

く固定量と比較して120－96％の範囲にあること

を確かめた。この結果は，自然条件下での農業生

態系におけるCO2固定量の連続・非破壊的評価を

可能とするものである。温室効果ガスであるメタ

ンの水田からの放出について，稲藁施用区は化成

肥料区よりも5倍以上の放出量であった。更に，

土壌中のメタンの放出経路における水稲根の効果

を推定した。温暖化に伴う気候資源の変化と人口

増加予測に基づく2050年の世界食糧需給の予測

と対応技術について提案した。

　土壌管理科では，土壌資源がもつ生物生産及び

環境保全機能の増進を図るため，土壌資源の賦存

量・変動の把握，土壌の化学的，物理的，生化学

的諸特性の解明と制御技術，土壌の保全・修復技

術について基礎的調査研究を実施している。

　土壌資源賦存量については，造成農用地におけ

る深層土利用の際しばしば過不足の起こる微量元

素の測定法を検討し放射化分析の条件を確定し

た。また，黄色土は自然肥沃度からみて2大別で

き，その区分にはB層に生成している粘土皮膜を

用い得ることを示した。土壌情報システムで求め

ていた土壌断面画像の利用のために，デジタル化

による面像保存とその画像解析による有機物分布

の表示手法を開発した。

　土壌調査分類では，土壌情報データベースを基

にして丘陵地・台地に分布する赤黄色土，褐色森

林土の分類の意義を保肥力の違いから説明できる

データを示した。また，現行の農耕地土壌分類（2

次案改訂版）は，改定後10年を経て，土壌の変化，

環境保全型農業への移行，情報化など状況の変化

への対応が必要となっていたが，このほど約2年

問の作業の結果，「農耕地土壌分類第3次素案」を

作成した。

　土壌への環境負荷の評価と制御については，土

壌コロイド表面における二酸化硫黄の硫酸への酸

化反応を見出し土壌への硫酸負荷予測の基礎デー

タを得た。土砂の分散流出の制御のためシリンガ

酸による土壌団粒化を試み，団粒化作用は土壌の

pH及び塩類濃度に大きく影響されることを明ら

かにした。

　土壌の物理性の解明については，土壌類型別に

水移動を調査し，下層土中の排水速度は地下水が

浅い場合には地下水排水速度に規制され，深い場

合には水分拡散係数を用いたモデルを適用できる

ことを明らかにした。土壌中の二酸化炭素の移動

を調べ，その濃度が夏から秋にかけて深層で高ま

るなどの季節変化を明らかにした。機械の踏圧な

どによる耕地の土壌構造の悪化は問隙水圧の変化

を伴う塑性変型によって生ずることを示した。

　土壌の生化学的特性の解明・制御では，土壌中

の難溶性リンの利用のため，18種の植物を難溶性

リン含有土壌に栽培し，根の分泌物により土壌リ

ンを可溶化する能力を持つ植物を選抜し，陸稲，

キマメ，ラッカセイの能力が高いことを認めた。

汚染の一原因である硝酸の生成を低減する抑制剤

の効果は，ダコニールの場合にはアンモニアから

亜硝酸への酸化反応の抑制であり，クロラムフェ

ニコールでは主として硝化菌増殖の抑制であるこ

とが明らかになった。また，根粒菌体内のホモス

ペルミジンは，グルタミン酸，カリウム，マグネ

シウムとともに外部浸透圧の変化に対応して細胞

内浸透圧の調節に関与している事実を明らかにし

た。

　土壌有機物については，ニラに含まれる化学物
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質はカーネーション萎ちょう細菌病菌A6雇o一

彫o％偽6鍔oφhill歪を選択的に抑制することを認

め，抗菌活性をもつ成分を抽出しその構造を明ら

かにした。また，ジャガイモそうか病菌Sケの妙

7n脚6s　s侃扉6sに対して抗菌性をもつ薬用植物を

検索し，ヒキオコシ，シャクヤク，ヘンルーダの

活性が強いこと，植物の乾燥により活性を失うも

のや逆に活性を示すものがあることを見出した。

　土壌保全については，土壌侵食の測定に光波式

距離測定装置を応用して三次元的位置座標を高能

率で測量し，等高線を自動的に画き，造成直後の

地形と比較することにより数年間の土壌移動状況

を明示する手法を開発した。また，降水量の変化

に対応して変化する土壌水分の変化を的確に知る

ため，光ファイバーセンサー赤外分光分析法によ

る土壌水分の多点同時計測を可能にした。

　地球環境変化については，二酸化炭素収支とか

かわりのある土壌有機物の分解と温度変化の関係

を調べ，二酸化炭素生成の予測には既存の窒素無

機化予測式と異なる方式の必要を認めた。地球環

境変化に伴う降雨パターンの変化と土壌侵食の関

係では雨滴エネルギーの測定法を決定した。熱帯

林の中の畑地化では有機物の半減，心土水分の増

加を認め，北極域ではヒストソルについてわが国

のものと対比可能なことが判明した。

　水質管理科では，農業用用排水を対象に水資源

としての合理的な管理・利用計画に資するため，

水質の特性及び動態の把握と解明，並びに農業生

態系等を利用した水質浄化技術の開発等に関する

調査研究を実施している。

　水質の特性及び動態に関しては，水質調査法に

関連して近年先端産業分野においてレアメタル等

の超微量元素の使用が増加し，これが環境中に放

出された場合の環境管理のために，ICP－MSを

用いて水中におけるこれら超微量元素の分析法の

検討が行われ，希士類元素やトリウム，ウラニ

ウムの分析法として超音波ネブライザーとICP

－MS分析装置を組み合わせる方法を確立した。

この方法により我が国の主要河川水におけるこれ

ら元素の天然賦存量と存在パターンを明らかにす

るとともに各種リン酸肥料中におけるトリウムと

ウラニウムの存在量と形態，土壌による吸着性な

ど農業環境中における挙動を追跡し，リン酸肥料

とともに土壌に負荷されたこれら元素は土壌に吸

着され，地下水や河川水には流出しないことを明

らかにした。また，農業用水の水質を類型化する

ための検索を東北地方の用水と全国各地の農村地

域の地下水について実施し，地下水については，

含有される無機態窒素の主形態によりアンモニウ

ム型，硝酸型，両形態が検出される中間型に大別

できること，常総台地南部の畑地帯では土層の比

較的浅い位置に存在する難透水層（常総粘土層）

の上の不圧地下水は硝酸型，難透水層以下に存在

する被圧地下水がアンモニウム型にほぼ大別でき

ること，全リン濃度は0．1mg／1が境界値で不圧

地下水中濃度はそれ以下，被圧地下水はそれ以上

であること及び常総台地南部と同様の地質構造を

もつと考えられる埼玉県南部の畑地帯のうち江戸

時代から野菜栽培が行われていた地域の深井戸は

硝酸型でリン濃度が0．1mg／1以下であり，常総

台地南部の不圧地下水と同一の性質を示すことを

明らかにした。

　農業生態系のもつ水質浄化機能に関連して，底

質からのリンの溶出につき検討し，底質からの溶

出に大きく関与する可溶性リンの形態は鉄型とア

ルミニウム型であることを明らかにするととも

に，温度などのリンの溶出量を規制する因子の解

析と溶出速度を検討し，滞留時問の短い河川水に

与える底質からのリンの影響は少ないことを明ら

かにした。

　水質保全に関しては，水田，ため池，水路など

の農業水域における窒素除去機能の定量的評価を

目的に前年度確立したアセチレン阻害法を用いて

湿地及び用水池の底質の脱窒速度を培養実験によ

り計測した。面源由来の汚染質の動態を把握する

ために特定水域における窒素，リンなどの汚染質

の動態と収支をシミュレートできるシステムを構

築し，土地利用の変更等で水質がどのように変化

するかを予測するために茨城県八郷町の恋瀬川流

域の水田群を対象としてデータ処理法としてメッ
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シュデータハンドリングシステムを作成し，諸統

計値から窒素の発生負荷量を予測し，流域最下流

点の実測流出負荷量との差から流域全体の自然浄

化能を推定し，流域内水田群の窒素浄化量を水田

流入水の水質から推定する手法を確立した。耕地

から窒素，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栽培が収穫直後の窒素溶脱量

の低減に効果的であるが，マルチ栽培でも1992年

秋のように地下水位が地表面まで上昇するような

降雨があると溶脱量は増大することを明らかにし

た。農村における生活系排水の処理法として普及

が期待されている酸化池法についてその汚水処理

特性を説明する数理モデルを作成し，我が国の農

村への適用の可能性を検討し，沖縄地方に適用の

可能性があ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，6年問の長期観測により筑波地区の地表雨の

年平均pH値は，4．6～4．9であり，経年的に上昇

の傾向にあることを把握した。また，全国各地の

農業用水を対象としてその耐酸性緩衝能を調査

し，アルカリ度の計測が農業用水の耐酸性緩衝能

判定の実用的な指標となることを明らかにした。

地球温暖化の結果予想される永久凍土の融解が北

極域のツンドラ地帯における窒素循環に及ぼす影

響を解明するための調査をカナダ北部で実施し

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，

生態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。

　植生管理科では，農業環境を長期にわたり良好

な状況に維持し，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。

　荒廃した農耕地の復元過程を植生遷移度で評価

した。5年間放任した圃場の耕転，除草剤（パラ

コート）処理を3年間行っても熟畑化は低く，復

元にはなお数年を要すると見られた。農耕地にお

ける炭素循環では，土壌呼吸速度測定法を検討し

た結果，1回採取容量がチャンバー容積の2．2％以

下，測定開始後15分以内に2回以上チャンバー内

気の採取を行うことによって，土壌呼吸速度を正

確に反映したCO2濃度増加直線の勾配が得られ

ることが確かめられた。

　酸性雨の植物に対する影響を調査した結果，ハ

ッカダイコンやインゲンマメは感受性強，トール

フェスクは感受性弱，クローバはその中問であっ

た。クローバの場合は人工酸性雨（pH2．5）の4回

散布で葉の光合成速度がやや低下し，8回散布は

有意に低下した。また酸性雨に対する指標植物を

選定するため，可視被害が発現しやすい花き類を

対象に調査した。人工酸性雨（pH2．5）ではほと

んどの供試植物の花弁に明瞭な脱色被害が見ら

れ，葉よりも明らかに感受性であった。特にツツ

ジ，パンジー等ではpH3．0で脱色が見られた。影

響は花色よりも種問差が強いようであった。

　C4光合成の主要酵素であるピルビン酸オルト

リン酸ジキナーゼのcDNA3．2kbを植物形質転

換用ベクターに組み込み，C3光合成植物のシロ

イヌナズナの根組織片に導入し，形質転換植物体

を得た。

　管理が植生群落構造に及ぼす影響を調査したと

ころ，刈取りが頻繁なシバ優占型群落はカゼクサ

などの踏跡群落構成種がパッチ状に見られたが，

年数回の刈取りでチガヤが侵入してきた。年1回

程度の刈取りのチガヤ優占型群落ではハルジオ

ン，セイタカアワダチソウなどの直立型種も分布

し，生育型組成に大きな差異が見られた。牧草地

の優占牧草と侵入雑草の相互作用を解析した結

果，株化しやすいオーチャードグラス優占草地に

は裸地ができやすかったが，地下茎で繁殖する

リードカナリーグラス優占草地は裸地はできにく

かった。裸地に侵入する雑草の生育型は，①陣地

拡大型，②陣地強化型及び③使い分け型に分けら

れた。

　植物根から出るアレロパシー物質を検出する簡

易検定法を考案し，多数種を検定した結果，既報
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のムクナ，ハルガヤ，エンバク等に，さらにヘア

リーベッチ，ソラマメ，ナタマメ等で活性が認め

られた。圃場試験では秋播きのヘアリーベッチ，

ソラマメ，春播きのムクナとヘアリーベッチで雑

草抑制現象が見られた。特にヘアリーベッチでは

約50％の雑草抑制力が示された。ネギ，ニラ等の

根に．は数種の抗フザリウム物質の含有が認められ

た。ネギの根からフザリウムに抗菌力を示す細菌

も検出された。またネギの根から土壌pHを高め

る物質が放出され土壌の理化学性，生物性に影響

を及ぼす可能性が示唆された。

　微生物管理科では，細菌，真菌，ウイルス，線

虫・小動物を対象に，分類・同定，特性，生態，

制御，利用などについて基礎研究を行っている。

　細菌，真菌，ウイルス，線虫について，新種や

本邦未記録種を含む多くの報告を行った。イネ葉

鞘中央が白化枯死する未知の病源は，イネ苗以外

には病原性を示さないとされていたPsθ擁o吻o－

nσsgl祝窺α6であった。インドネシアのダイズから

分離した病原細菌をX4短ho吻on8s　6σ7％ρ6s渉7ゑs

pv．glycinesと同定し，葉焼病と診断した。石垣島

などの熱帯果樹，野菜から。41わ㎎o吻g6zoゆo窺，

ベチバグラス斑点病など6種の病原真菌を分離・

同定した。ベチバグラス斑点病は本邦初発の病害

で，病徴ならびに菌の形態的特徴を解明し，同定

の指標を明らかにした。集合飼育のウンカ類から

ピコルナウイルス科に属する新ウイルスを検出し

た。国内で飼育されているウンカ類の多くが本ウ

イルスに感染していた。

　マレーシアで黄化萎縮症状を示した水稲根圏土

壌から分離したイシュクセンチュウを7物n－

6ho7h翅6h％s観％％傭欝と同定した。未記載のネ

グサレセンチュウ類4種を確認し，一部は新種と

して命名・記載した。またF飽n6h薦属の3新種の

命名・記載及び1未記録種を再記載した。

　特性，機能の関連では，発光遺伝子を各種細菌

に導入し，組換え細菌を作出して生物発光による

細菌の検出・追跡法を開発した。フクジュソウ根

圏からA6％40別onαs6hJo7砿のhまsを分離・同定し

て，同菌が産生する抗菌物質オキシクロロラフィ

ンを同定した。本菌はグラム陽性菌に対しても抗

菌活性を示した。さび病菌類に寄生して密度を低

下させるE％磁71鷹αoα7躍sを，南西諸島のサトウ

キビさび病菌から分離した。本菌はコムギ赤さび

病菌にはよく寄生し，1週間で分生子殻を形成し

た。イネいもち病菌拮抗菌を探索し，高い拮抗能

をもつ細菌として，β⑳ll郷s％6磁s等3種を得

た。稲こうじ病粒から新規のイネ種子根生育阻害

物質を単離し，化学構造を決定してustiloxinと

命名した。

　地球環境変化が土壌微生物の動態に及ぼす影響

について，広い増殖温度域をもつA6雇o吻o磁s

6のα碗は限界温度域外では生残量が急激に底下

した。

　生態，制御に関連して，酵素標識抗体法及びシュ

ウ酸カルシウム結晶，色素などの物質産生を利用

した細菌の簡易・迅速検出法を確立して，イネも

み枯細菌病の種子及び幼苗における存在部位，本

田移植後の動態を解明した。有機物管理の異なる

4種の土壌から，ホウレンソウの病原菌である

乃孟h伽n属菌，F麗α7伽7n属菌，Rh乞zo6孟on毎属菌

に拮抗性を有する細菌を分離した。本菌はホウレ

ンソウの病原菌には拮抗能を示したが，同属の他

の菌株には拮抗能を示さなかった。抗生物質産生

能を有するA6躍o別碗偽属の2種の土壌中にお

ける安全性を調査した。生残数は1か月問は変化

はしなかったが，3か月後には漸減した。しかし生

残中の抗生物質産生能は安定していた。

　組換え微生物の野外利用にあたっての安全性評

価のため，生態系での動態を迅速かつ高感度に把

握できる方法として，細菌の純化DNAを供試し

た場合は，PCRを2回行うことにより供試細菌1

コピーのDNAの検出が可能であった。土壌伝染

も起こるタバコモザイクウイルスは火山灰土壌の

粘土鉱物アロフェンに吸着され，植物に接触でき

ず感染の機会を失う。土壌からアロフェンを除去

すると吸着がなくなることが分った。イネ縞葉枯

ウイルスの外被タンパク遺伝子を導入し，形質転

換イネを作出して抵抗性検定を行ったところ，病

徴を示さなかった。さらにイネ縞葉枯ウイルス
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RNA1のcDNA合成条件を検討し，RNA1のほ

ぼ全長に相当するcDNAを多量に合成すること

が可能になった。

　植生の相違と土壌動物相の比較調査を行った結

果，種類，密度ともクヌギを主体とする自然植生

林で最も高く，つづいて地面を雑草に覆われたク

リ園，芝地，リンゴ園，桑園の順となった。甲虫

類の幼虫から検出した昆虫寄生性線虫はNeodi－

plogastridae科，P7♂就o％6h％s属と推定された。

　利用では，植物病原菌の生物的制御利用に期待

されている放線菌，sμの！0脚66s　li∂」4翻sのキチ

ナーゼ遺伝子6h必の塩基配列を決定した。本遺

伝子は6hのに高い相同性を示した。また細菌の

キチナーゼは少なくとも3グループに分れるこ

と，植物のキチナーゼは細菌のそれとは異なるこ

とを明らかにした。3一クロロ安息香酸分解菌とし

て，土壌から分離した、416σ1忽6％6s6％！z砂h％s

NH9株の分解遺伝子の構造を解析し，分解遺伝

子の位置，配列などを明らかにした。分解遺伝子

はプラスミド上にあり，トランスポゾン様配列で

あった。スイサイド遺伝子の制御遺伝子として，

放線菌のキチナーゼC遺伝子のプロモータ配列

を明らかにし，大腸菌でサブクローニングした。

RNA転写量の測定から，スイサイド遺伝子の発

現を制御する遺伝子としての有効性が示された。

　微生物資材の土壌施用が土壌微生物への影響評

価法として，農業生産に関わる特定微生物はシリ

ンジカラム法が，その他の一般微生物は土壌呼吸

量測定法が有効であった。

　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，ヤガ科のキヨトウ類は多くの害虫を

含む農業上重要なグループであるが，斑紋が類似

しているため分類が混乱している。今回，雄腹部

の特徴により・4乙6磁属3新種を記載した。気象庁

の東シナ海定点観測船で，1981年から1987年ま

での間，梅雨期に採集された鱗翅目昆虫の分類・

同定を行い，7科43種，110個体を確認した。う

ち個体数の多い上位10種のうち7種が農林害虫

であった。採集数が多い日について流跡線解析を

行ったところ，出発地は中国大陸中東部と推定さ

れた。組換えトマトの訪花昆虫としてコハナバチ

科の4種のみが確認された。対照の宿主トマトの

訪花昆虫相とまったく同様であった。

　行動に関しては，ホソヘリカメムシ幼虫はふ化

後間もなく分散して，ほとんどの個体が寄主のダ

イズを発見して葉裏に定着し，集中分布を示した。

2齢幼虫は寄主が栄養生長期の場合は，必ず寄主

を離れてから生育がより進んだ寄主を選択した。

ホソヘリカメムシ成幼虫に対する誘引力を，乾燥

大豆，同種雄，雄排泄物，以上3種合同で比較し

たところ，乾燥大豆への誘引が最も弱かった。

　蛍光色素標識したコナガ成虫2，400匹を10月

に放飼，捕獲を行った。総て50伽n以内で捕獲さ

れ，総捕獲率は4．3％であった。ルイヨウマダラテ

ントウは直射光線下で生育したルイヨウボタンを

食草とすると，遮光下で生育した葉を食草とした

場合より，幼虫の生存率が著しく低下した。直射

光によって植物葉に発育阻害物質が増加すると考

えられた。

　昆虫の性フェロモンを高純度で得るため，雌か

ら放出される性フェロモンを空気捕集する装置を

開発し，そのままGC－EAD装置で分析した。ア

セテート，アルコール，アルデヒドのうち，アル

デヒドは空気気流下の回収率は低かったが，窒素

気流下での回収率は良好であった。シバ害虫のス

ジキリヨトウ性フェロモン4成分とシバツトガ性

フェロモン2成分を明らかにし，合成フェロモン

成分の野外における誘引力を確認した。各地産

チャハマキ処女雌の誘引力を比較したところ，愛

知県産が最も強かった。チャハマキ合成フェロモ

ン剤の誘引力は主成分を90％にした場合に最も

強く，この割合は愛知県産処女雌の性フェロモン

に最も近い値であった。チャノコカクモンハマキ

若齢幼虫にユーロピウムを含む物質を人工飼料に

混入して摂食させ，放射化分析したところ標識可

能なことが分った。この標識は前蠕になると脱糞

によって失われた。

　天敵では，1982年春に筑波で放飼したクリタマ

バチの導入寄生蜂チュウゴクオナガコバチの分散
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は，放飼3年後から急速に拡大し，8年後に関東全

域と福島県南部まで分布した。また在来寄生蜂の

クリノタカラモンオナガコバチを抑圧し，随意高

次寄生蜂の増加をもたらしている。捕食天敵のク

サカゲロウ類幼虫の室内飼育用餌として，50Cで保

存したヒラタコクヌストモドキ卵を用いている。

保存期問が4週間以内または9週問以上の卵を

〃1α磁4αα16εs鶴に与えると，3齢幼虫期間が著し

く延長してから死亡した。室内，25℃における飼

育条件を多角的に検討し，室内累代飼育条件をほ

ぼ明らかにした。

　個体群動態では，栽培密度を変えてキャベツを

栽培したところ，モンシロチョウとコナガは卵，

幼虫とも，栽植密度が高いほど葉面積当たりの個

体数が減少し，アブラムシ類も同様の傾向を示し

た。その寄生蜂や捕食者のヒラタアブ類は寄生密

度が低い時期に個体数や寄生率が高かった。産地

が異なるイネミズゾウムシ個体について，ポリア

クリルアミド電気泳動法で比較したところ，本州

各地産個体は数種の異なるザイモグラムを示した

が，沖縄本島及び石垣島産個体群は全て同一のザ

イモグラムを示した。侵入害虫アルファルファタ

コゾウムシは3系統が知られている。国内各地産

個体群の形態，営繭，夏眠中の集合状態，幼虫の

寄生蜂卵に対する反応等を調査した結果，いずれ

もエジプト型であると考えられた。

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，農薬の特性の解明と機能の評

価，組換え体の安全性評価，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がいもち病に対して抵抗

性を獲得する機構を分子生物学的に解析した結

果，薬剤処理区のイネで5～6種類の遺伝子が活性

化されていることがわかり，そのうち約1，600ヌ

クレオチドの規RNAをコードする遺伝子を単離

することができた。またプロベナゾール処理に

よってフェニルアラニンアンモニアリアーゼ

（PAL）のmRNAの増加が認められたが，この

PAL遺伝子のプロモーター領域を大腸菌由来の

β一グルクロニダーゼ遺伝子と連結しタバコに導

入した結果，β一グルクロニダーゼ活性の発現が

組織により異なったことから，プロモーター領域

にはPAL遺伝子の組織特異的発現を支配する因

子の存在が示唆された。

　殺虫剤に関しては，昆虫体内に侵入した異物に

対する生体防御反応に重要なチトクロームp450

依存性モノオキシゲナーゼの安定な抽出法を確立

し，コナガ，ミツバチなど従来測定できなかった

昆虫について同酵素の活性の測定が可能になっ

た。

　化学手法では放射性標識が困難な立体異性農薬

の標識化技術を検討するため，本年はジベレリン

を取り上げ，糸状菌による14C一メバロン酸から立

体異性構造を持つ放射性のジベレリンA12アルデ

ヒドの生合成ができた。

　組換え体の安全性評価では，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，芽生え，成植物

の各組織毎に発現の活性を測定した結果，組換え

タバコの全試料で活性が検出され，本遺伝子は組

換えタバコで常に発現していると考えられた。

　農薬の生物影響に関しては，殺菌剤ジエトフェ

ンカルブを用い，薬剤が標的とするタンパク質

チューブリンと結合したときのタンパクのコン

フォメーションをNMRスペクトルにより解析

し，ジェトフェンカルブはエネルギー的に安定な

構造を保ってチューブリンに可逆的に結合するこ

とを明らかにした。

　PCNBを5年間連用した土壌では，処理直後に

みられた細菌数の増加，糸状菌数の減少の程度は

年々小さくなったが，放線菌の抑制は5年後にも

認められた。これらの変動の程度は初年目に処理
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した土壌くん蒸との併用区で大きかった。群馬県

のキャベツ畑でのPCNBの消失要因として，土

壌の種類，地形，水の蒸発および土壌中での水の

移動が関与していると考えられた。PCNB剤を分

解する微生物の探索を行い，2圃場の土壌で高い

分解活性を認め，その土壌では，総細菌数に対す

る分解菌数の比は100万分の1であった。

　殺虫剤抵抗性に関して，コナガの微生物殺虫剤

（BT剤）抵抗性に関する諸特性を調べ，抵抗性の

高い系統は感受性系統に比べ抵抗性比は約700で

製剤問には交差抵抗性がみられ，抵抗性遺伝子は

不完全劣性を示す単一遺伝子で常染色体上にある

と考えられた。BT剤処理をやめると継代毎に抵

抗性が低下し，安定性は低いことがわかった。ワ

タアブラムシのピレスロイド剤抵抗性系統は，数

千倍という高度の抵抗性比であった。加水分解酵

素阻害剤や薬物酸化酵素阻害剤を添加しても顕著

な協力効果は認められず，解毒酵素以外の因子が

抵抗性に関与していると考えられた。また，有機

リン剤抵抗性はエステラーゼによる不活性化の増

大になることがわかった。

　殺菌剤耐性に関して，イネごま葉枯病菌に対し

て阻害活性を持つメチル基置換インドール化合物

のうち5，7位のメチルインドールか高い活性を示

すことがわかった。これらの阻害活性の程度はエ

ジフェンホス感受性菌株と耐性菌株との問で差は

認められなかった。

　農薬の環境中での動態解明については，低沸点

脂肪族塩素化合物の植物体への影響を知るため，

茎葉からの吸収を測定する装置を試作し，イネと

ツツジを用い，テトラクロロエチレンの葉面吸収

量を測定した。この装置を用いて，植物による気

体物質の濃縮係数を予測できることがわかった。

テトラクロロエチレンなどは紫外線によって光分

解を受けるが，アセトンなど増感物質があると可

視部でも分解するようになる。環境水のうち，河

川水中に増感作用があることが示唆された。

　農薬の地下水への流動について，二つのゴルフ

場の調整池と下流湧水を調査した結果，分析対象

とした71農薬のうち，5農薬が検出されたが，い

ずれも水質基準以下であった。

　肥料動態料では，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における動態

解明と制御技術の開発，並びに廃棄物等の農用資

材としての評価と利用技術の開発に関する研究を

行っている。

　肥料等の成分の特性解明と機能の評価に関して

は，有限なリン資源を効率的に利用する観点から，

アイソトープトレーサー法について，これまで困

難であった天然リン資材（リン鉱石など）の直接

標識化利用技術の開発を進めている。本年は原子

炉において熱中性子照射を行い標識化した土壌ま

たはリン鉱石中のリン酸の，植物への可給性と関

わる各種希酸に対する溶解性を検討した結果，中

性子照射の影響をほとんど受けないことが分かっ

た。また，近年ハイテク産業の進展に伴って，関

連するレアメタル類の農業生態系に及ぼす影響が

懸念されており，数種の元素について検討を続け

ている。水稲幼植物を対象にした水耕ポット試験

で，水耕液中のガリウム濃度が10～25ppmで急

激な生育低下がおこり，生育阻害が発現する水稲

体内のガリウム濃度は9～31ppmの間にあると

推定された。このことは将来，水稲に対するガリ

ウムの汚染評価法としての利用が期待される。ニ

ンジンを供試した土耕ポット試験では，バナジウ

ム，ベリリウム，ガリウム，アンチモン，ランタ

ン，ビスマスをそれぞれの推定天然賦存量の10倍

量の濃度で添加した時，生育は，バナジウム区で

顕著に劣ったほかは対照区と有意差がなく，吸収

は，ランタンに顕著な増加，ベリリウム，バナジ

ウム，ガリウムに増加傾向を認めるなど，元素に

よる生体への影響の違いを明らかにした。

　肥料等の成分の環境中における動態解明に関し

ては，近年農耕地に施肥リンの蓄積が進み，その

有効化を図ることが重要な課題で，問題解決のた

め効率的で安全な33Pの野外利用技術の開発を試

みている。本年は野外利用予定地の土壌を用い

て32Pによる室内吸着実験を行い，その99％以上

が5時間以内に土壌の固相に吸着されることを明

らかにし，さらに大量の降雨を想定した土壌カラ
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ムによる溶脱実験においても，浸透水の32Pは法

定の排水濃度限界以下で，本土壌での野外利用に

問題がないことを確かめた。また，窒素の動態に

関しては，亜酸化窒素の農耕地からの発生量を測

定し，黒ボク土壌に対し施肥後2週間における大

気中の濃度は，硫安（粉状）＞硫安（粒状）＞硝カ

ルの順に高く，肥料の種類と形状に左右されるこ

とが分かった。

　肥料等の成分の環境中における動態制御技術の

開発に関しては，湛水土壌条件において，微生物

利用土壌改良資材による添加有機物の分解促進効

果は，資材添加後1週目の土壌溶液中の酢酸生成

量からある程度判断できることが分った。また微

生物熱量計を用いて，そのサーモグラムの約40時

間までの発熱ピークの形状から，微生物利用土壌

改良資材の有機物分解促進効果を簡便かつ迅速に

判定することが出来た。この判定方法は，微生物

の計数，土壌協会のわら分解試験法，ベンチスケー

ルの分解実験などの結果とほぽ一致した。

　廃棄物等の農用資材としての評価・利用に関し

ては，発生源を異にする汚泥の6種のレアメタル

含有量を，試料の分析法の検討を経て明らかにし，

概して食品工場汚泥の方が化学工場汚泥よりレア

メタル含量は低く，し尿汚泥と下水汚泥はビスマ

スを多く含んでいた。これらの結果は廃棄物由来

の資材利用に伴う環境影響は，発生源毎に特徴を

異にすることを示しており，農耕地に対する負荷

量の推定に役立っものである。
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II．平成3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 研究期間 研　究　分担 担　当　者

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

〔1〕農業環境資源の分類法の確立と

賦存量の把握

（1）土壌生成過程の解明と分類法

の開発

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

価 天　野　洋　司

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

太　田　　　健

草　場　　　敬

3 3　黒ボク土類縁土壌の識別基 経常 新2～3 環境資源・土壌生成研 天　野　洋　司

準の作成 草　場　　　敬

4 4　農耕地土壌分類改善のため 経常 完元～2 環境資源・土壌調査研 三　土　正　則

の土壌断面データの収集 大　塚　紘雄

5 5　鉱物組成に基づく機能的土 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 三　土　正　則

6 6　モノリス土壌の国際分類対 経常 新2～5 環境資源・土壌調査研 三　土　正　則

比 小　原　　　洋

7 7　空中写真等を利用した大縮 経常 完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 三　土　正　則

8 8　土壌機能の面的評価のため 経常 新3～6 環境資源・土壌調査研 小　原　　　洋

の土壌の地形連鎖パターンの 三　土　正　則

解明と土壌調査マニュアルの

作成

9 9　水田土壌の田畑輪換適性判 経常 単2 環境資源・土壌調査研 三　土　正　則

定表の作成 大　塚　紘　雄

（2）土壌・気候資源の賦存量の把

握

10 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

発と分布の解明 奥山富子・退

横　沢　正　幸

11 2　年代を異にする火山灰土中 経常 完59～2 環境資源・土壌生成研 太　田　　　健

の微量元素の分布把握 天　野　洋　司

12 3　地中探査レーダーによる深 経常 完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

13 4　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 太　田　　　健
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課題

番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題 予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

14 5　放射化分析による火山灰土 原子力（経常） 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

15 6　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

環境中における分布とその変

動

16 7　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　一一

体機能への影響の解明　水環 津　村　昭　人

境における分布とその変動

（3）環境生物の分類・同定法の開

発

17 1　鱗翅目の分類学的研究 経常 継62～4 環境生物・昆虫分類研 吉松慎　一
18 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

19 3　ネグサレセンチュウ類の分 経常 継 環境生物・線・動物研 皆　川　　　望

類・同定法の確立 61～（2） 水久保　隆　之

～4

20 4　ティ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

21 5　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

22 6　糸状菌の安定的長期保存法 経常 完61～2 環境生物・特性分類研 大久保　博　人

の標準化 佐　藤　豊　三

西　山　幸　司

23 7　農業生態系にかかわる細菌 経常 止58～4 環境生物・特性分類研 畔　上　耕　児

の分類 （2） 西　山　幸　司

24 8　植物細菌病の診断と病原細 経常 止58～4 環境生物・特性分類研 西　山　幸　司

菌の同定 （2） 畔　上　耕　児

25 9　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

26 10細菌の分類・同定 経常 新3～6 環境生物・特性分類研 西　山　幸　司

畔　上　耕　児

27 11真菌の分類・同定 経常 新2～3 環境生物・特性分類研 佐　藤　豊　三

大久保　博　人

〔2〕土壌・水・気候資源の特性の解

明と機能の評価

（1）土壌・気候資源の物理的特性

の解明と機能の評価

28 1　根圏における微生物胞子と 一般別枠〔根圏 完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 環境〕 長谷川　周　一

29 2　土壌類型別の水移動の解明 水保全管理 継63～3 環境資源・土壌物理研 長谷川　周　一

加　藤　英　孝
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課題

番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

30 3　畑土層中の物質移動の解明 経常 新2～6 環境資源・土壌物理研 加　藤　英　孝

遅　沢　省　子

長谷川　周　一

31 4　クラストの形成が表面流出 経常 新3～5 環境資源・土壌保全研 坂　西　研　二

及び浸透に及ぼす影響の解明 眞　弓　洋　一

麓　　　多　門

32 5　土壌粒子の移動過程の解析 科・重点基礎〔土 単2 環境資源・土壌保全研 坂　西　研　二

壌移動解析〕 眞　弓　洋　一

33 6　作物根機能向上と土壌病害 一般別枠〔根圏 完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

34 7　根の吸水能の診断技術 一般別枠〔根圏 完63～2 環境資源・土壌物理研 長谷川　周　一

環境〕

35 8　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 長谷川　周　一

36 9　根の生育と土壌物理性との 経常 新2～6 環境資源・土壌物理研 長谷川　周　一

相互作用の解明 遅　沢　省　子

37 10根圏環境の診断技術の開発 一般別枠〔根圏 完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

38 11耕盤操作の要否判定指標の 水田畑作 完62～2 環境資源・土壌物理研 長谷川　周　一

策定 加　藤　英　孝

39 12土壌構造の変化機構の解明 経常 新3～7 環境資源・土壌物理研 加　藤　英　孝

長谷川　周　一

（2）土壌・水資源の化学的特性の

解明と機能の評価

40 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 高　橋　義　明

土の機能の解明 谷　口　義　雄

41 2　赤土砂の分散特性の解明及 公害防止 新3～7 環境資源・コロイド研 高　橋　義　明

び新素材による凝集技術の開 谷　口　義　雄

発 櫻　井　泰　弘

42 3　土壌のpH緩衝機能の解明 経常 新3～6 環境資源・コロイド研 櫻　井　泰　弘

高　橋　義　明

谷　口　義　雄

43 4　高分解能クロマトグラ 経常 完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 （科・重点基礎

の特性解明 〔土壌生態機
能〕）

44 5　畑作物根分泌有機成分の特 一般別枠〔根圏 完62～2 環境資源・土壌有機研 早川嘉彦＊
性と動態の解明 環境〕 ＊北農試 菅　原　和　夫

45 6　施用有機物の分解に伴うバ 経常 止59～2 環境資源・土壌有機研 菅　原　和　夫

イオマス産生機構の解明 （科・重点基礎

〔新計測手法〕）
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46 7　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 菅　原　和　夫

原　田　靖　生

47 8　植物由来有機化合物の土壌 経常 新3～8 環境資源・土壌有機研 竹　中　　　眞

生態系における機能の解明と 菅　原　和　夫

制御 原　田　靖　生

48 9　ニラの生産する抗菌物質に 科・重点基礎〔微 単2 環境資源・土壌有機研 菅　原　和　夫

よる土壌伝染性植物病原菌の 生物の適応〕 竹　中　　　眞

抑制 （経常）

49 10　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 大　嶋　秀雄

の解明 岡　本　玲　子

〔3〕環境生物資源の特性の解明と機

能の評価

（1）環境生物の特性の解明と機能

の評価

50 1　人工酸性雨が農作物等の生 環・地球環境 継元～3 環境生物・植生生態研 佐　藤　光　政

理的機能に及ぼす影響の解析 宇佐美　洋　三

小　泉　　　博

51 2　C4光合成遺伝子のC3植 バイテク〔バイ 新2～6 環境生物・植生生態研 市　川　裕　章

物への導入と発現 テク育種〕 ＊生物研・放育場 西尾　　剛＊
（経常）

52 3　鱗翅目昆虫の飛翔行動解析 経常 継元～4 環境生物・昆虫行動研 白　井　洋　一

53 4　ホソヘリカメムシの繁殖戦 経常 継元～4 環境生物・昆虫行動研 法橋　信　彦
略

54 5　昆虫の生体防御機構の解明 大型別枠〔生物 完63～2 環境生物・天敵生物研 志　賀　正　和

一異物認識機構 情報〕 （委託：埼玉医大＊） 和合治久＊
55 6　昆虫の生体の防御機構の解 大型別枠〔生物 完63～2 環境生物・天敵生物研 北野日出男＊

明一包囲化阻止機構 情報〕 （委託：東京学芸大学
＊）

56 7　クサカゲロウの増殖，生存， 特研〔天敵生物〕 完63～2 環境生物・天敵生物研 志　賀　正　和

捕食能力向上

57 8　多食性天敵昆虫の人工卵等 特研〔天敵生物〕 完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

58 9　鳥類の集団ねぐらの空問分 大型別枠〔生態 継元～4 環境生物・天敵生物研（委 志　賀　正　和

布と機能の解明 秩序〕 託：北海道東海大学＊） 竹中　　践＊

59 10　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

寄主発見と認知に関与する要

因

60 11原核生物等線虫天敵微生物 一般別枠〔根圏 完61～2 環境生物・線・動物研 皆　川　　　望

の特性と拮抗機構の解明 環境〕

61 12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
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62 13各種農業生態系における土 経常 新2～5 環境生物・線・動物研 皆　川　　　望

壌動物相の比較 水久保　隆　之

吉　田　睦　浩

63 14抗菌性セラチア属細菌のト 経常 継58～63 環境生物・寄生菌研（福 佐　藤　　　守

ランスポゾン変異株の作出 ～（3） 井県立短大＊） 佐　藤　善　司

岡本　　博＊

64 15　クワ炭そ病菌分生胞子の形 経常 継58～63 環境生物・寄生菌研 佐　藤　善　司

成促進物質 ～（3） ＊蚕糸昆虫研 白田　　昭＊

65 16植物関連微生物の特性の解 経常 新2～6 環境生物・特性分類研 西　山　幸　司

明 佐　藤　豊　三

畔　上　耕　児

大久保　博　人

66 17地域条件に対応した弱毒ウ バイテク〔地域 完61～2 環境生物・土微分類研 鳥　山　重　光

イルスの作出及びこれを利用 バイテク〕 高　橋　真　実

した防除技術の確立

67 18　有用機能菌の探索と動態の 一般別枠〔根圏 完61～2 環境生物・土微利用研 沢　田　泰　男

解明 環境〕 ＊草地試 加藤邦彦＊
68 19　畑土壌バイオマスの養分代 一般別枠〔根圏 完61～2 環境生物・（科長） 高　橋廣　治

謝・集積機能の評価 環境〕 （委託：山口大学＊） 丸本卓哉＊
69 20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）

70 21土壌伝染性ウイルスの検出 経常 継2～5 環境生物・土微分類研 鳥　山　重　光

手法の開発 岡　部　郁　子

71 22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

72 23イネ縞葉枯ウイルス抵抗性 経常 新2～4 環境生物・土微分類研 鳥　山　重　光

イネの作出技術の開発に関す ＊植物工学研究所 高　橋　真　実

る研究 早　川　孝　彦

島本　　功＊

朱　亜　峰　＊

73 24　クロロ安息香酸分解菌及び 科・重点基礎〔微 単2 環境生物・土微利用研 小　川　直　人

分解遺伝子の解析 生物の適応〕 宮　下　清　貴

沢田泰男・退

74 25芳香族塩素化合物の分解遺 科・個別重要 単2 環境生物・土微利用研（ハ 宮　下　清　貴

伝子，分解酵素の解析 ンブルグ工科大） 沢田泰男・退

（2）環境生物の変異と適応機構の

解明と評価

75 1　組換え遺伝子の伝達及び伝 科・総合研究〔組 完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 換えDNA〕 環境生物・植生生態研 市　川　裕章

資材動態・除草動態研 南　　　栄　一

76 2　染色体内導入による組換え 科・総合研究〔組 完63～2 環境生物・寄生菌研 佐　藤　　　守

遺伝子の安定化技術の開発に 換えDNA〕 （委託：大阪大学＊） 大嶋泰治＊
関する研究

77 3　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 秩序〕 高　橋　真　実
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78 4　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

79 5　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 秩序〕

80 6　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 井　村　　　治

の生態遺伝学的解析 秩序〕 （委託：岡山大学＊） 中筋房夫＊
81 7　種個体群の変異性に関する 経常 継63～3 環境生物・個体群研 森　本　信　生

研究

82 8　アルファルファタコゾウム 経常 新2～4 環境生物・個体群研 大　戸　謙　二

シの種内変異と個体群動態

83 9　根圏における有用機能菌の 一般別枠〔根圏 完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・退

84 10放線菌の菌体外酵素生産に 大型別枠〔生物 継63～5 環境生物・土微利用研 宮　下　清貴

おける生物情報 情報〕 藤　井　　　毅

沢田泰男・退

〔4〕農用資材等の特性の解明と機能

の評価

（1）農薬等の特性の解明と機能の

評価

85 1　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 ～（3）

86 2　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 テク育種〕 ＊生物研 田中喜之＊
87 3　昆虫体内侵入異物に対する 大型別枠〔生物 完63～2 資材動態・殺虫動態研 昆　野　安　彦

酵素の認識機構 情報〕 資材動態・（科長） 宍　戸　　　孝

88 4　土壌害虫，線虫制御へのRI 原子力 完62～2 資材動態・殺虫動態研 昆　野　安　彦

利用 資材動態・（科長） 宍　戸　　　孝

89 5　昆虫グルタチオンS一トラ 大型別枠〔生物 完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

資材動態・殺虫動態研 昆　野　安　彦

資材動態・（部長） 宍　戸　　　孝

90 6　昆虫の低分子性異物に対す 大型別枠〔生物 新3～5 資材動態・殺虫動態研 昆　野　安　彦

る生体防御発現機構の解明 情報〕

91 7　立体異性農薬のバイオ標識 原子力 新3～6 資材動態・除草動態研 石　坂　眞　澄

化とその利用 資材動態・殺虫動態研 昆　野　安　彦

資材動態・（部長） 宍　戸　　　孝

92 8　植物生理活性物質ジベレリ 経常 止61～3 資材動態・除草勢態研 腰岡政二＊
ンの動態研究 （2） ＊野菜茶試 山　田　忠　男

石　坂　眞　澄

93 9　農薬の植物体における動態 経常 止2～3 資材動態・農薬管理研 飯　塚　宏　栄

と生理への影響 （2）
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（2）肥料等の特性の解明と機能の

評価

94 1　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 ＊熱研 尾和尚人＊

95

用
2
　 野菜に対する石灰窒素中の 受託〔日本石灰 単2 資材動態・多量要素研 加　藤　直　人

カルシウムの効果解明に関す 窒素工業会〕 諸　岡　　　稔

る緊急研究 新　舩　智　子

96 3　作用機構末解明元素の生物 経常 継2～5 資材動態・微量要素研 後　藤　重　義

活性の解明

97 4　レアメタル類の動態及び生 公害防止 完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

98 5　農産物残さ等農内廃棄物の 経常 完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リン 川　崎　　　晃

の形態変化と再利用 新　井　重　光

99 6　廃棄物及び農用資材の元素 経常 新3～5 資材動態・廃棄物研 川　崎　　　晃

組成 羽　賀　清典

新　井　重　光

（3）生物機能の資材的利用技術の

開発

100 1　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

忌避物質の分離・同定 秩序〕 （委託：北海道大学＊） 福沢晃夫＊
II　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

〔1〕環境生物の動態の解明と制御技

術の開発

（1）生物個体群の動態の解明

101 1　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 市　川　裕　章

佐　藤　光　政

102 2　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 井　村　　　治

動態に及ぼす影響の解析 森　本　信　生

大　戸　謙　二

環境管理・数理解析研 山　村光　司

103 3　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 井　村　　　治

存曲線の推定 秩序〕 森　本　信　生

大　戸　謙二

104 4　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・天敵生物研 志　賀　正　和

体群動態 秩序〕

105 5　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

（委託：近畿大学＊） 杉本　　毅＊
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106 6　行動制御物質の超微量定量 大型別枠〔生物 継63～4 環境生物・昆虫行動研 杉　江　　　元

法一生物検定法 情報〕 野　口　　　浩

107 7　種内交信物質によるチャハ 大型別枠〔生態 継元～4 環境生物・昆虫行動研 野　口　　　浩

マキ成虫の行動調節機構の解 秩序〕 杉　江　　　元

明

108 8　カメムシ類の誘引に関する 経常 新2～4 環境生物・昆虫行動研 仲　盛　広　明

研究 法　橋　信　彦

109 9　ウリキンウワバの性フェロ 経常 単2 環境生物・昆虫行動研 杉　江　　　元

モンの化学構造 野　口　　　浩

110 10拮抗微生物の遺伝子解析 一般別枠〔根圏 完61～2 環境生物・土微生態研 河本　征　臣
環境〕 ＊生物研 土屋健一＊

＊＊東北大 鈴井孝仁＊
羽柴輝良＊＊

111 11微生物利用による地域主要 バイテク〔地域 完62～2 環境生物・土微生態研 河　本　征　臣

病害虫の防除技術の開発 バイテク〕 ＊生物研 土屋健一＊
鈴井孝仁＊

112 12土壌微生物の機能発現と生 経常 継2～6 環境生物・土微生態研 河　本　征　臣

態の解明 ＊生物研 土屋健一＊
長谷部　　　亮

113 13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 材〕 ＊生物研 土屋健一＊
長谷部　　　亮

（2）組換え体の動態解明と安全性

評価・管理技術の開発

1！4 1　温度感受性及び特定栄養要 科・総合研究〔組 完63～2 環境生物・土微分類研 福　本　文　良

求付与技術の開発に関する研 換えDNA〕
究

115 2　組換えトマトの生理的及び 経常 継元～3 環境生物・他感物質研 浅　川　征　男

生態的特性の評価 環境生物・調査計画研 鵜　飼　保　雄

環境生物・（科長） 塩　見　正　衛

116 3　PCR法による土壌細菌検 バイテク〔アセ 新2～4 環境生物・土微生態研 長谷部　　　亮

出法の開発 スメント〕 河　本　征　臣

117 4　組換え微生物の拮抗物質産 バイテク〔アセ 新2～4 環境生物・土微生態研 土屋健一＊
生性の指標化 スメント〕 ＊生物研 河　本　征　臣

118 5　各種マーカー遺伝子（抗生 バイテク〔アセ 新2～4 資材動態・除草動態研 石　坂　眞　澄

物質耐性遺伝子等）の影響評 スメント〕 資材動態・殺菌動態研 南　　　栄　一

価

119 6　スーサイドプラスミドの開 科・総合研究〔組 完63～2 環境生物・土微分類研 福　本　文　良

発に関する研究 換えDNA〕 （広島大学＊） 小林泰夫＊
120 7　TMV抵抗性組換えトマト 経常 完元～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

121 8　土壌微生物におけるスイサ バイテク〔アセ 新2～4 環境生物・土微利用研 藤　井　　　毅

イド遺伝子の開発 スメント〕 宮　下　清貴

沢田泰男・退
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課題

番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期問 研　究　分　担 担　当　者

〔2〕農業生態系における要素間相互

作用の解明と制御技術の開発

（1）生物群集レベルにおける相互

作用の解明と制御技術の開発

122 1　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

佐　藤　光　政

123 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 秩序〕 渋　谷　知　子

浅　川　征　男

！24 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 秩序〕 ～（10） （委託：京都大＊） 小清水弘一＊

125 4　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 渋　谷　知　子

物質の検索と種間差 藤　井　義　晴

浅　川　征　男

126 5　ネギ畑における生物間相互 経常 新3～5 環境生物・他感物質研 浅　川　征　男

作用

127 6　植食性節足動物群集の生態 経常 新2～4 環境生物・個体群研 井　村　　　治

の解明 ＊ミネソタ大・昆虫学部 D。Andow　＊

128 7　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 秩序〕

129 8　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

130 9　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

131 10　アクチバブルトレーサーに 原子力 継2～9 環境生物・天敵生物研 志　賀　正和

よる天敵研究技術の確立

132 11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

133 12膜翅目及び双翅目昆虫相の 経常 継63～4 環境生物・昆虫分類研 松村　　　雄

解明

134 13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・昆虫分類研 松村　　　雄

明 秩序〕 （委託：島根大学＊） 前田泰生＊
（2）生物と土壌・水・大気の相互

作用の解明と制御技術の開発

135 1　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 阿　江　教　治

136 2　土壌微生物の増殖調節及び 大型別枠〔生物 継63～5 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〕 阿　江　教　治

の生理機能 大　谷　　　卓

137 3　キマメ等植物分泌物による 大型別枠（新需 新3～5 環境資源・土壌生化研 大　谷　　　卓

土壌蓄積リン酸の可溶化機構 要創出〕 阿　江　教　治

の解明 藤　原　伸　介

138 4　根圏におけるガス状生理活 一般別枠〔根圏 完62～2 環境資源・土壌生化研 大　谷　　　卓

性物質の動態の解明 環境〕 藤　原　伸　介

阿　江　教　治
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課題

番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

139 5　根圏土壌環境の化学的特性 経常 新2～4 環境資源・土壌生化研 阿　江　教　治

の解明 大　谷　　　卓

藤　原　伸　介

140 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

141 7　農業用排水の水質浄化に適 大型別枠〔新需 新3～5 環境資源・水質保全研 戸　田　任　重

した藻類種の検索 要創出〕 竹　内　　　誠

142 8　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・ （科・重点基礎

雑草群落における植生の動態 〔拡散モデル〕）

解析

143 9　農地周辺の半自然植生の動 経常 新3～8 環境生物・保全植生研 大　黒　俊　哉

態機構の解明 根　本　正　之

144 10大気汚染が作物の物質生産 公害防止 完61～2 環境資源・気象生態研 矢　島　正　晴

に及ぽす影響の定量的解析 川　方　俊　和

145 11作物類の気象生態反応の解 経常 継58～62 環境資源・気象生態研 矢　島　正　晴

明 ～（10） 川　方　俊　和

146 12植物の大気汚染物質の解毒 公害防止 完61～2 環境資源・大気保全研 野　内　　　勇

機構の解明

147 13大気汚染の影響評価のため 公害防止 完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

148 14　二酸化炭素高濃度大気の耕 経常 完63～2 環境資源・大気保全研 野　内　　　勇

地生態系への影響の解明 小　林　和　彦

149 15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

150 16人工酸性雨による農作物等 環・地球環境 継元～3 環境資源・大気保全研 野　内　　　勇

の生長・生理学的特性の解明 細　野　達　夫

151 17紫外線（UV－B）の農作物 環・地球環境 継元～4 環境資源・大気保全研 野　内　　　勇

の生長への影響 細　野　達　夫

（3）農用資材等の影響解明と制御

技術の開発

152 1　微生物細胞膜における殺菌 大型別枠〔生物 完63～2 資材動態・殺菌動態研 吉　田　　　充

剤の認識・耐性機構 情報〕 行　本　峰　子

153 2　クロルピクリン及びPCNB 経常 継62～3 資材勢態・殺菌動態研 行　本　峰　子

の土壌微生物に及ぽす影響の ＊農研センタ 小川　　奎＊

解明

154 3　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 ～（3） 吉　田　　　充

155 4　キャベツ畑におけるPCNB 経常 新2～3 資材動態・殺菌動態研 行　本　峰　子

の消失とその要因

＊農研センタ 小川　　奎＊

鳥越洋一＊
天野哲郎＊
井上隆弘＊
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番号

ゆ〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

156 5　NMRによる薬剤の作用・ 大型別枠〔生物 新3～4 資材動態・殺菌動態研 吉　田　　　充

耐性機構の解析 情報〕

157 6　土壌伝染性植物病原菌およ 科・重点基礎〔微 単2 資材動態・殺菌動態研 行　本　峰　子

び拮抗菌との相互作用に及ぼ 生物の適応〕 環境生物・土微生態研 土屋健一＊
す殺菌剤の影響 ＊生物研

158 7　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

性の特性解明 鈴　木　　　健

159 8　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

資材動態・殺虫動態研 昆　野　安　彦

160 9　イネごま葉枯病菌の有機リ 経常 継2～4 資材動態・薬剤耐性研 片　桐　政　子

ン剤耐性の特性解明

161 10薬剤抵抗性アブラムシの生 大型別枠〔生物 新3～5 資材動態・薬剤耐性研 浜　　　弘　司

体防御発現機構の解明 情報〕 鈴　木　　　健

経常

162 11イネばか苗病菌のエルゴス 科・重点基礎〔微 単2 資材動態・薬剤耐性研 片　桐　政　子

テロール合成阻害剤（EBI剤） 生物の適応〕

耐性の特性解明 経常

〔3〕農用資材等の動態解明・制御技

術及び安全性評価・管理技術の開

発

（1）農薬・肥料等の環境中の動態

解明と制御技術の開発

163 1　種々の土壌条件下における 経常 完61～2 資材動態・除草動態研 山　田　忠　男

除草剤の動態 ＊野菜茶試 腰岡政二＊
石　坂　眞　澄

164 2　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＊
術の開発一化学的測定による 材〕 ＊熱研 新　舩　智　子

効果判定技術の開発 加　藤　直　人

165 3　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

166 4　低沸点殺虫剤等の水中から 経常 継2～3 資材勢態・殺虫動態研 升　田　武　夫

の蒸発制御

167 5　ペンタクロロニトロベンゼ 経常 新3～4 資材動態・殺菌動態研 岡　崎　　　博

ン分解菌の探索

168 6　微生物による農薬分解機構 一般別枠〔安全 新3～7 資材動態・防草動態研 石　坂　眞　澄

および分解遺伝子の解析 性向上〕 環境生物・土微利用研 小　川　直　人

（経常） 宮　下　清　貴

169 7　微生物による還元的脱塩素 科・重点基礎〔微 単2 資材動態・除草動態研 山　田　忠　男

能獲得とその制御機構の解明 生物の適応〕 ＊野菜茶試 腰岡政二＊
石　坂　眞　澄

170 8　NMRを用いた植物体内に 大型別枠〔生物 完63～2 資材動態・多量要素研 尾和尚人＊
おける無機成分の動態解明 情報〕 ＊熱研 加　藤　直　人
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番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

171 9　土壌環境における希土類元 経常 継2～5 資材動態・微量要素研 後藤　重　義

素の動態と可給性 斉　藤貴　之

172 10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 ＊熱研 尾和尚人＊

173 11土壌環境における微量要素 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

174 12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

175 13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）

176 14　農薬標準化合物のGC 経常 単2 資材動態・農薬管理研 飯　塚　宏　栄

一MSデータベース作成

〔4〕物質循環及びエネルギー動態の

解明と制御技術の開発

（1）物質循環とエネルギー動態の

解明

177 1　温暖帯森林生態系における 環・地球環境 新2～4 環境管理・（部長） 西　村　　　格

炭素物質循環系の定量的解析 委託：広島大＊ 中根周歩＊
に関する研究

178 2　主要殻類生産システムの地 一般別枠〔地球 新2～7 環境管理・資源環境研 袴　田　共　之

域変動予測技術の開発 環境〕 新　藤　純　子

179 3　農業生態系における炭素循 環・地球環境 新2～4 環境管理・資源環境研 袴　田　共　之

環系の定量的解析に関する研 松　本　成　夫

究 企連・地球チーム 池　田　浩　明

環境生物・（科長） 塩　見　正　衛

180 4　土地利用別有機物分解度評 公害防止 完63～2 環境資源・土壌有機研 井ノ子昭夫・退

価法の確立 原　田　靖　生

菅　原　和　夫

18！ 5　耕地生態系における物質循 経常 止63～4 環境生物・植生生態研 小　泉　　　博

環の変動機構の解明 （2） 宇佐美　洋　三

佐　藤　光　政

182 6　世界の土壌・植物系におけ 経常 継元～6 環境管理・分析法研 結　田　康　一

るハロゲン元素の含量レベル

と動態の解明

183 7　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

小　山　雄　生

184 8　土壌の種類と農作物による 原子力 継元～5 環境管理・分析法研 小　山　雄　生

Cs－／37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
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課題

番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

185 9　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

186 10　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 山　崎慎　一

187 11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 環境〕 宇佐美　洋　三

佐　藤　光　政

188 12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

動予測 佐　藤　光　政

189 13水田土壌生態系における炭 環・地球環境 新2～6 環境資源・土壌有機研 原　田　靖　生

素循環量の定量的解析 竹　中　　　眞

190 14植生　土壌系における炭素 科・総合研究〔北 新2～6 環境生物・植生生態研 小　泉　　　博

の動態と変動解析 極圏〕 佐　藤　光　政

191 15　スギ花粉の飛散量分布の把 経常 単2 環境資源・気象特性研 川島茂人＊
握 ＊農研センタ

（2）物質循環とエネルギーフロー

の制御技術の開発

192 1　生体組織内元素動態の解析 科・総合研究〔生 完元～2 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

技術の高度化 体非破壊〕 羽　賀　清　典

川　崎　　　晃

193 2　硝化菌の固定化技術の開発 一般別枠〔根圏 完61～2 環境資源・（部長） 鈴木　晧・退
環境〕 古　畑　　　哲

（委託：茨城大学＊） 相田徳二郎＊

194 3　レアメタル類の動態及び生 公害防止 継元～3 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

体機能への影響の解明一野菜 羽　賀　清　典

における吸収と生体機能への 川　崎　　　晃

影響

195 4　微生物利用土壌改良資材の 特研〔微生物資 継元～3 資材動態・廃棄物研 川　崎　　　晃

効果判定技術の開発一微生物 材〕 羽　賀　清　典

熱量計による非破壊的測定技 新　井　重　光

術の開発

196 5　土壌中の物質代謝速度と土 経常 新3～6 環境資源・土壌生化研 阿　江　教　治

壌環境要因との関係 藤　原　伸　介

大　谷　　　卓

197 6　土壌における魚鱗コラーゲ 科・重点基礎〔微 単2 資材動態・廃棄物研 新　井　重　光

ン分解微生物の探索とその特 生物の適応〕 日本化成㈱＊ 羽　賀　清　典

性 川　崎　　　晃

酒井宏光＊専
198 7　牛久沼流域と取手市の有機 経常 継63～4 環境管理・資源環境研 松本　成　夫

物フローの比較 袴　田　共　之

199 8　屋上緑化による微気象制御 経常 単2 環境資源・気象特性研 原　薗　芳　信

と利用法の開発
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課題

番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期問 研究　分　担 担　当　者

III農業生態系の総合的管理技術の開

発

〔1〕農業生態系に関する情報の収

集・解析・処理システムの開発

（1）農業生態系に係わる情報の計

測手法の開発

200 1　アセアン地域における農業 科・総合研究〔ア 完61～63 環境管理・隔測研 斎藤　元　也

生産力把握手法の開発 セ・リモ〕 ～（2） 山　田　康　晴

山形与志樹
環境管理・（科長） 秋　山　　　侃

環境管理・生物清報研 芝　山　道　郎

森　永　慎　介

環境管理・情報処理研 斎　藤滋　隆

古　谷　憲　孝

環境管理・環境立地研 石　田　憲　治

201 2　リモートセンシング手法に 経常 継58～2 環境管理・隔測研 斎　藤　元　也

よる資源評価法の開発と適用 ～（4） 山　形　与志樹

山　田　康　晴

環境管理・（科長） 秋　山　　　侃

202 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 斎藤　元、也

山　田　康　晴

環境管理・情報処理研 古　谷　憲　孝

203 4　リモートセンシングによる 経常 新2～5 環境管理・隔測研 山　田　康　晴

流域環境の計測 斎　藤　元　也

204 5　植物ストレス情報センシン 経常 継元～5 環境管理・生物情報研 芝　山　道　郎

グ手法の開発 森　永　慎　介

環境管理・（科長） 秋　山　　　侃

205 6　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 森　永　慎　介

芝　山　道　郎

環境管理・（科長） 秋　山　　　侃

206 7　アイソトープトレーサー法 経常 継62～3 環境管理・分析法研 結　田　康　一

による易動性元素の土壌中な

らびに土壌・植物間挙動の把

握

207 8　土一草一家畜系のC－13， 経常 完60～2 環境管理・分析法研 小　山　雄　生

N－15自然存在比の変動

208 9　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

209 10　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
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課題

番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期問 研究　分　担 担　当　者

（2）農業生態系における情報の数

理・統計的解析法の開発

210 1　時間的・空間的プロセスの 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

2！1 2　農業生態系の要素問の相互 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

212 3　農業気象変動シミュレー 一般別枠〔地球 新2～7 環境管理・数理解析研 山　田　一　茂

ションモデルの開発 環境〕 山　村　光　司

（経常）

213 4　昆虫集団における分布集中 科・重点基礎〔拡 単2 環境管理・数理解析研 山　村　光　司

性による個体数変動過程のモ 散モデル〕

デル化

214 5　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

215 6　生物集団の遺伝的多様性の 経常 新2～7 環境管理・調査計画研 鵜　飼　保　雄

解析のための統計手法の開発

216 7　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

（3）農業環境情報の処理法と利用

システムの開発

217 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 （依頼〔土地改 奥山富子・退

技術の開発 良調査計画費〕）

218 2　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 三　土　正　則

219 3　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 天　野　洋　司

220 4　農業環境情報のデータベー 経常 新2～6 環境管理・情報処理研 斎　藤　滋　隆

スシステム化と利用技術の開 村　上　陽　子

発 古　谷　憲　孝

221 5　水循環過程からみた降水配 科・重点基礎〔物 単2 環境資源・気候資源研 清　野　　　諮

分特性の気象的モデルの作成 質移動〕 奥　山　富　子

222 6　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 斎　藤　滋　隆

築・利用手法の開発 村　上　陽　子

古　谷　憲　孝

223 7　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 斎　藤　滋　隆

握手法の開発 村　上　陽　子

古　谷　憲　孝

224 8　遺伝子分子地図の作成と育 バイテク〔イ 新2～4 環境管理・調査計画研 鵜　飼　保　雄

種的利用のための情報処理シ ネ・ゲノム〕 大　沢　　　良

ステム
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番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

225 9　小麦粉硬質性の画像解析判 総合的開発（高 新3～5 環境管理・調査計画研 鵜飼　保雄
定技術の開発と品種差異の検 品質輪作〕 三　中　信　宏

索

226 10植物集団における花粉流動 科・重点基礎〔拡 単2 環境管理・調査計画研 鵜飼　保雄
による遺伝子的分化のモデル 散モデル〕 大　沢　　　良

化 環境管理・情報処理研 古　谷　憲　孝

227 11空間配置を考慮した植物集 科・重点基礎〔拡 単2 環境管理・情報処理研 古　谷　憲　孝

団構造解析に関する情報処理 散モデル〕 環境管理・調査計画研 鵜　飼　保　雄

手法の開発 大　沢　　　良

228 12　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

229 13北極域における植生変動に 科・総合研究〔北 新2～4 環境管理・生物情報研 芝　山　道　郎

関する国際共同研究 極圏〕 森　永　慎　介

環境管理・（科長） 秋　山　　　侃

＊森総研 粟屋善雄＊
田中伸彦＊

餅田治之＊
〔2〕農業生態系の変動予測と総合

的な評価法の開発

（1）環境資源の変動予測と評価法

の開発

230 1　生物資源メッシュ地図の作 大型別枠〔バイ 完62～2 環境資源・気候資源研 清　野　　　翻

成 オマス〕 奥山富子・退

横　沢　正　幸

231 2　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 ～（10） 川　方　俊　和

232 3　農作物等の耐酸性評価と指 環・地球環境 継元～3 環境生物・保全植生研 大　黒　俊哉

標植物の類型化 根　本　正　之

（2〉農業生態系の構造の把握と機

能の定量的評価法の開発

233 1　環境因子データの取り扱い 特研〔多面的機 完元～2 環境管理・環境立地研 石　田　憲　治

処理法 能〕 浜　崎　忠　雄

234 2　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 浜　崎　忠雄

の開発 今　川　俊　明

235 3　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

236 4　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

す農用林等植生の機能の解析 守　山　　　弘

と評価 原　田　直　国

237 5　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
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番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

238 6　土地利用に基づく居住快適 特研〔多面的機 継元～3 環境管理・農村景域研 横　張　　　真

性の客観的評価手法の開発 能〕

239 7　農村空間の変化に伴う快適 特研〔多面的機 新2～3 環境管理・農村景域研 田　中　　　隆

環境の変動予測 能〕

240 8　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 ～（7）

241 9　混住地域における土地利用 経常 新2～6 環境管理・農村景域研 田　中　　　隆

変動

（3）農業生態系の総合的な評価法

の開発

242 1　特定負荷源の地下水水質へ 公害防止 完62～2 環境管理・影響調査研 神　田　健　一

の影響評価 陽　　　捷　行

鶴　田　治　雄

243 2　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 鶴　田　治　雄

陽　　　捷　行

244 3　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

245 4　大気汚染の長期・低濃度広 公害防止 完62～2 環境管理・資源環境研 松　本　成　夫

域影響評価法の開発一影響評 袴　田　共　之

価のためのデータベースの整

備

246 5　農業生態系の動態のシステ 経常 継58～4 環境管理・資源環境研 松　本　成　夫

ムモデル化とそれによる総合 新　藤　純　子

的評価手法の開発 袴　田　共　之

247 6　農林業地域における水保 水保全管理 新2～4 環境管理・資源環境研 袴　田　共　之

全・管理技術の総合的評価手 新　藤　純　子

法の開発 企連・企画 木　浦　卓　治

〔3〕農業生態系の総合的な管理計画

法と管理技術の開発

（1）環境資源の総合的な保全・管

理法の開発

248 1　農地における土壌侵食・移 経常 完63～2 環境資源・土壌保全研 坂　西　研　二

動量の計測手法の開発 ＊農研センタ 眞　弓　洋　一

日　笠　重　喜

谷山一郎＊
249 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 坂　西　研　二

響についての予測技術の開発 ＊農研センタ 眞　弓　洋　一

谷山一郎＊
250 3　環境生物群の相互関連性の 経常 完61～2 環境管理・植生動態研 守　山　　　弘

生態学的把握 原　田　直　国

井　手　　　任

251 4　農業生態系における農用林 経常 継58～5 環境管理・植生動態研 原　田　直　国

等植生の動態の把握 井　手　　　任

守　山　　　弘
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252 5　植生の改変等による個体群 公害防止 新2～6 環境管理・植生動態研 守　山　　　弘

管理技術の開発一フクロウ等 原　田　直　国

天敵による加害鳥類個体群管 井　手　　　任

理技術の開発一

（2）農村空間の生態的管理のため

の計画法の開発

253 1　農村環境の生物保持機能に 経常 継2～7 環境管理・植生動態研 守　山　　　弘

着目したビオトーブ結合シス 原　田　直　国

テムの開発 井　手　　　任

（3）農業生態系の総合的な管理シ

ステムの開発

254 1　畑地帯地下水水質の季節的 公害防止 完61～2 環境資源・（科長） 藤　井　國　博

変動 委託：茨城農試＊ 小山田　　勉＊

255 2　集落内地下水水質の季節的 公害防止 完61～2 環境資源・（科長） 藤　井　國　博

変動 委託：千葉農試＊ 高崎　　勉＊

256 3　平坦地形における水の動態 公害防止 完61～2 環境資源・（科長） 藤　井　國　博

委託：埼玉農試＊ 山口幹周＊
257 4　畑地管理が地下水水質に及 公害防止 完62～2 環境資源・水質特性研 大　嶋　秀　雄

ぽす影響 岡　本　玲　子

258 5　土地利用，立地別の地下水 公害防止 完元～2 環境資源・水質特性研 大　嶋　秀　雄

水質の変動要因の解明

259 6　水田地帯地下水質の季節的 公害防止 完61～2 環境資源・水質動態研 山　崎　慎　一

変動 津　村　昭　人

260 7　水田管理が地下水水質に及 公害防止 完62～2 環境資源・水質動態研 山　崎慎一
ぼす影響 津　村　昭　人

川　島　博　之

261 8　汚濁物質の土壌中における 公害防止 完61～2 環境資源・水質動態研 山　崎慎　一

挙動一農耕地土壌 津　村　昭　人

川　島　博　之

262 9　地下水水量，水質変動予測 公害防止 完元～2 環境資源・水質動態研 川　島　博　之

手法の検討

263 10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 大　嶋　秀　雄

のための指標の検索一 岡　本　玲　子

264 11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 大　嶋　秀　雄

265 12　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

266 13　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 （特研〔多面的

機能）〕

267 14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

268 15　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
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269 16農林生態系利用による浅層 公害防止 新3～7 環境資源・水質動態研 山　崎慎一
地下水の水質浄化技術の開発 ＊千葉農試 高崎　　強＊

に関する研究一畑・樹園地・

草地における水質浄化機能の

評価一

270 17農林生態系利用による浅層 公害防止 新3～7 環境資源・水質動態研 山　崎慎一
地下水の水質浄化技術の開発 ＊埼玉農試 山口幹周＊
に関する研究一汚染地下水流 日高　　伸＊

入水田におげる水質浄化機能

の評価一

271 18　ため池・湿田の生態系を利 公害防止 新3～7 環境資源・水質保全研 竹　内　　　誠

用した浄化技術の開発 ＊茨城農試 小山田　　勉＊

272 19農林生態系利用による浅層 公害防止 新3～7 環境資源・水質保全研 戸　田　任　重

地下水の水質浄化技術の開発 竹　内　　　誠

に関する研究一農業水域にお

ける水質浄化機能の評価一

273 20　フィリピンの畑作可能地の 経常 新2～4 環境管理・環境立地研 浜　崎　忠　雄

立地類型と生産力評価 （フィル土・水管理局） Alejandro，

Micosa

274 21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

W　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

〔1〕農業生産活動が地球環境に及ぼ

す影響の評価と農業生態系管理技

術の開発

（1）農業生産活動が生態系変化に

及ぼす影響の解明と評価

275 1　リモートセンシングによる 水保全管理 継63～3 企連・地球チーム 福　原　道　一

表層土壌水分量の評価手法の 岡　本　勝　男

開発

276 2　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 鶴　田　治　雄

陽　　　捷　行

277 3　地表から揮散する硫黄化合 環・地球環境 継62～3 環境管理・影響調査研 神　田　健　一

物量の計測手法の開発 八　木　一　行

陽　　　捷　行

鶴　田　治　雄

278 4　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 八　木　一　行

酸化窒素の動態解明とその制 鶴　田　治　雄

御技術 陽　　　捷　行

279 5　各種林地より揮散する窒素 環・地球環境 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 ＊熱研
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280 6　水田からのメタン発生量の 環・地球環境 新2～4 環境管理・影響調査研 八　木　一　行

解明 神　田　健　一

鶴　田　治　雄

陽　　　捷　行

281 8　農耕地からの亜酸化窒素発 環・地球環境 新2～4 資材動態・多量要素研 尾和尚人＊
生量の解明 ＊熱研

282 8　地域生態系における炭素循 現・地球環境 新2～6 企連・地球チーム 福　原　道　一

環量の定量的把握 （経常） 竹　澤邦　夫

岡　本勝　夫

山　口　武　則

山　田　一　郎

山　川　修　治

今　川　俊　明

（2）地境環境保全のための農業生

態系管理技術の開発

283 1　熱帯林破壊による土壌変動 海洋・地球〔熱 継2～6 環境資源・土壌調査研 三　土　正　則

に関する観測研究 帯林〕 山　田　一　郎

小　原　　　洋

284 2　半乾燥地における植生動態 科・総合研究〔砂 継元～3 環境生物・保全植生研 根　本　正　之

に関する研究 漢化〕

〔2〕地球環境の変化が農業生態系に

及ぽす影響の評価と適応技術の開

発

（1）地球環境変化が環境資源に及

ぼす影響の解明

285 1　気候変化に伴う生物資源分 大型別枠〔バイ 完63～2 環境資源・気候資源研 清　野　　　諮

布変動の評価 オマス〕 （委託：お茶の水大＊） 内嶋善兵衛＊

286 2　気候変化による農業気候資 経常 継59～7 環境資源・気候資源研 清　野　　　翻

源の地理的・季節的変化の解 奥山富子・退
明 横　沢　正　幸

287 3　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　　　諮

環境〕 （委託：東北大＊） 花輪公雄＊
288 4　農業気候資源の地域的・季 一般別枠〔地球 新2～4 環境資源・気候資源研 清　野　　　翻

節的変化の解明 環境〕 横　沢　正　幸

289 5　農業気候資源の変動予測技 一般別枠．〔地球 新2～7 環境資源・気候資源研 清　野　　　酪

術の開発 環境〕 横　沢　正　幸

290 6　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

日　笠　重　喜

麓　　　多　門

291 7　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 大　嶋　秀　雄

影響評価手法の開発 岡　本　玲　子

292 8　農業環境の耐酸性緩衝機能 環・地球環境 継元～3 環境資源・水質特性研 大　嶋　秀　雄

一農業用水の耐酸性緩衝能 岡　本　玲　子

293 9　北極域の植生一土壌圏にお 科・総合研究〔北 新3～6 環境資源・土壌生成研 天　野　洋　司

ける炭素の変動解析 極圏〕 草　場　　　敬



II　平成3年度研究課題 33

課題

番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

294 10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

の変動の解明 環境〕 河　本　征　臣

295 11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 環境〕 森　本　信　生

大　戸　謙　二

296 12被食者一捕食系の変動と解 一般別枠〔地球 継2～7 環境生物・個体群研 井　村　　　治

明 環境） （委託：筑波大学＊） 藤井宏一＊
297 13塩類集積土壌における微生 一般別枠〔地球 新2～7 環境生物・土微生態研 長谷部　　　亮

物相の変動の解明 環境〕 （委託：東京大学＊） 河　本　征　臣

松本　　聡＊

298 14　リモートセンシングによる 経常 継62～63 企連・地球チーム 福　原　道　一

環境資源管理台帳の作成 ～（3） 岡　本　勝　男

（2）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

299 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 ～（7） 宮　田　　　明

大気一農耕地におけるCO2 球環境〕）

ガス収支の動態解明一

300 2　環境変化に伴う大気一農耕 経常 継2～7 環境資源・気象特性研 原　薗　芳　信

地におけるCO、ガス収支の変 （一般別枠〔地

動予測 球環境〕）

301 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 （海洋・地球〔地 宮　田　　　明

観測的研究 球温暖化〕）

302 4　半乾燥植生地域における微 科・総合研究 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

能の調査測定

303 5　耕地生態系における大気汚 環・地球環境 継59～5 環境資源・大気保全研 野　内　　　勇

染物質の動態の解明 （経常） 細　野　達　也

304 6　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 環境〕 原　田　靖　生

305 7　環境変化が土壌侵食に及ぽ 一般別枠〔地球 継2～7 環境資源・土壌保全研 坂　西　研　二

す影響の解明 環境〕 眞　弓　洋　一

麓　　　多　門

306 8　永久凍土の融解がツンドラ 科・総合研究〔北 新2～4 環境資源・水質保全研 戸　田　任　重

地帯の物質循環及び水質に及 極圏〕 楊　　　宗　興

ぽす影響の評価 竹　内　　　誠

307 9　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 一般別枠〔地球 川　方　俊　和

の解明 環境〕

308 10CO，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：京都大＊） 堀江　　武＊

法の開発



34 農業環境技術研究所年報　平成3年度

課題

番号

〔研　究　問　題〕

研　　究　　課　　題
予算区分 研究期間 研　究　分　担 担　当　者

309 11大気汚染被害に及ぼす栄養 公害防止 完62～2 資材動態・多量要素研 加藤　直　人

条件等の影響 ＊熱研 尾和尚人＊
新　舩　智　子

310 12農薬の水中における光分解 経常 新2～5 資材動態・農薬管理研 鈴木　隆　之

特性の解明

311 13地球環境変化に伴う主要作 一般別枠〔地球 新2～4 企連・地球チーム 福　原　道　一

物の生産変動解析 環境〕 今　川　俊　明

山　口　武　則

山　田　一　郎

山　川　修　治

岡　本勝　男

竹　澤　邦　夫

312 14小麦の生産力予測技術の開 一般別枠〔地球 新2～7 企連・地球チーム 福　原　道　一

発 環境〕 山　口　武　則

山　田　一　郎

山　川　修　治

今　川　俊　明

岡　本　勝　男

竹　澤　邦　夫

313 15主要殼類等の生産量変動予 一般別枠〔地球 新2～7 企連・地球チーム 山　田　一　郎

測技術の開発 環境〕 山　川　修　治

福　原　道　一

今　川　俊　明

岡　本　勝　男

山　口　武　則

竹　澤　邦　夫

（3）環境変化に適応した農業生態

系確立のための技術開発

314 1　農業関連分野の温室効果ガ 環・地球環境 新2～4 企連・地球チーム 福　原　道　一

スアナリシス，対策技術検索， 山　口　武　則

個別技術評価に関する研究 山　川　修　治

岡　本　勝　男

山　田　一　郎

今　川　俊　明

竹　澤　邦　夫
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●特別研究

多面的機能　　　　　　農林地のもつ多面的機能の評価に関する研究

微生物資材　　　　　　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　　　　　　　やませ霧の微気象特性と作物障害発生機作の解明

●総合的開発研究

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

高品質輪作　　　　　　小麦を主体とする水田畑作物の高品質化及び生産性向上技術の開発

●一般別枠研究

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

安全性向上　　　　　　植物免疫作用等の生物機能を活用した農産物の安全性向上技術の開発

●大型別枠研究

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・生態防御・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）

新需要創出　　　　　　新需要創出のための生物機能の開発・利用技術の開発に関する総合研究

●バイテク（バイオテクノロジー関係プロジェクト研究）

バイテク植物育種　　　バイテク植物育種に関する総合研究

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

イネゲノム　　　　　　イネ・ゲノムの効率的解析手法及び遺伝子分子地図の利用技術の開発

●ジーンバンク

微生物バンク　　　　　微生物遺伝資源部門農林水産物遺伝資源・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）

　　　　　　　　　先端技術産業に係わ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先端産業

野生鳥獣

浅層地一卜水

土砂流出

●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

課題検討調査研究

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

農林生態系利用による浅層地下水の水質浄化技術の開発に関する研究

南西諸島における海洋への土砂流出の発生機構の解明と防止技術に関する研究

紫外線増加が農作物に及ぽ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

半乾燥・半湿潤地域における砂漠化に及ぼす人問活動の影響評価に関する研究

生物圏から放出される温室効果気体の採取分析方法の相互比較に関する予備的研究

●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）

砂漢化機構　　　　　　砂漢化機構の解明に関する国際共同研究

北極域1期　　　　　　北極域における気圏・水圏・生物圏の変動及びそれらの相互作用に関する国際共同研究

緊急研究　　　　　　　台風19号被害の検証による風害メカニズムの解明

●重点基礎（科学技術振興調整費重点基礎研究）

　　　　　　　　　　「環境要因一植物の2次代謝一昆虫の寄生適応」の相互関係に関する研究

　　　　　　　　　生物の微生物に対する拮抗及び抗菌作用の多様性に関する基礎的研究

　　　　　　　　　農村生態系を持続的に維持するための有機物フロー解析に関する研究

●原子力（国立機関原子力試験研究）

新放射化

新野外RIトレーサー

長半減期放射性核種

立体異性農薬

農業環境研究における原子炉利用新技術の開発と利用拡大に関する研究

農耕地における新野外RIトレ／一サー技術の開発に関する研究

土壌の種類と農作物による137Csなど長半減期放射性核種の挙動に関する研究

バイオテクノロジーによる立体異性農薬の特異的標識化技術の開発とその利用

●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

放射性ヨウ素　　　　　放射性ヨウ素の土壌蓄積性と浸透性の定量的把握
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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 近畿大学 杉本　　毅 環境生物部 岡田 利承 平成元年度

る基礎的研究 農学部 昆虫管理科 ～平成3年度

熱帯雨林の開発に伴う環境の変化と保全に 側）沖縄協会 丸杉孝之助 環境生物部 塩見 正衛 平成3年度
関する研究 流動研究センター 植生管理科 ～平成5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
1　「環境要因一植物の2次代謝

一昆虫の寄主適応」の相互関係
に関する研究

2．生物の微生物に対する拮抗及
び抗菌作用の多様性に関する基
礎的研究

3．農村生態系を持続的に維持す
るための有機物フロー解析に関
する研究

参　 画　研　 究　者
環境生物部昆虫管理科　昆虫行動研究室

　〃　　植生管理科　他感物質研究室
資材動態部農薬動態科　薬剤耐性研究室

環境生物部微生物管理科　微生物特性・分類研究室，寄生菌動態研究室

　〃　　　　　〃　　　土壌微生物生態研究室
環境資源部土壌管理科　土壌生化学研究室，土壌有機物研究室
筑波大学大学院（安田信三）

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
　　ノノ　　　　　　〃　　　影響調査研究室，農村景域研究室
　　ノノ　　　　　　ノノ　　　植生動態研究室

企画調整部　地球環境研究チーム
アメリカ合衆国　アイオワ州立大学農学部　Alfred　M．Blackmer
北海道大学大学院（高橋千恵）

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の作成 地球環境研究チーム

隔測研究室

2．畑地で生成されるN、0の行方 影響調査研究室
水質保全研究室

3．Pisidic　acid（ピジヂン酸）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
他感物質研究室

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．次世代ノンパラメトリック回帰アルゴ
　　リズムの開発

1．はじめに

　気象，土壌，植生，水質，微生物，昆虫などの

多面的な要素からなる農業環境を数理的に把握す

るためには，性質の異なるデータを総合的に扱う

ことができる柔軟な方法が必要である。特に，地

球環境を視野に置いた，広域的，長期的な展望に

基づく農業環境研究においては，多様なデータか

ら最大限の情報を引き出す数理的手法がなけれ

ば，大量のデータを十分に生かした解析，予測，

対策技術の創出などを行うことはできない。

　しかし，従来のデータ処理やモデル化の手法の

多くは理想的な条件を満たすデータを念頭に置い

たものが多いため，農業環境を対象とする解析に

は不十分なものも多い。そこで，今世紀の初めに

その端緒を見いだすことができ，1970年代から本

格的な研究が始まったノンパラメトリック回帰に

注目した。できるだけ弱い条件だけを仮定し，デー

タの持つ意味を，その限界も含めて明らかにしよ

うとするノンパラメトリック回帰の姿勢は，「ノン

パラメトリック回帰はデータに自らを語らしめ

る」（Nonparametric　regression　lets　data　speak

forthemselves），という言葉に集約され，地球環

境の総合的な把握が急務とされる今日，大いに強

調されるべきものと思われるからである。

　ところが，ノンパラメトリック回帰の方法論に

従って，これまでに開発されてきた方法は，アル

ゴリズムが複雑すぎる，計算量が多い，データ数

が多い場合しか有用でない，結果の解釈が難しい，

などの問題を含んでいた。そこで，補間，平滑化，

アディティブ・モデルの構成，ノンパラメトリッ

クDVRの計算などの幅広い問題に対応できる，

簡明なアルゴリズムを新たに開発した。この方法

は，曲線や曲面の持つ情報を極限まで圧縮するこ

とで，少ない計算量で見通しのよい回帰を実現す

るもので，スプライン関数を中心としたノンパラ

メトリック回帰の方法論の一つの到達点と言え

る。

2．基本概念

　｛（Xi，yi）｝（Xiはi番目のデータの説明変数を示す

ベクトル，yiはi番目のデータ目的変数）という

データが与えられているとする。ノンパラメリッ

ト回帰だけではなく，線形回帰は

Y＝Σaibi（X）

　　i

（aiは回帰係数，g、（X）は基底）

という回帰式をつくることが目的である。そこで，

「｛9i（X）｝は，領域内のすべての点（X）において

Σ9i（X）＝1を満たすものの中で，柔軟で自然な回
i

帰が可能になるもの選び，／ai｝は最小自乗法で決

める。」

という方針を採用した。つまり，滑らかな関数を

いくつか選んで，それを足し合わせたものを回帰

式とする。しかし，滑らかな関数なら何でもよい，

というのでは範囲が広すぎるので，用いる関数を

足し合わせると，あらゆる点で1．0になるように

する，というわけである。これは，一見，漠然と

した方針のようだが，以下の方法と等価になるこ

とが分かったことで，その具体的な意味が明らか

になった。

　「実際のデータと，“仮想デーダ’をカーネル（重

み付き平均）で平滑化した推定値とが近い（また

は，同じ）値をとるようにする。」

　これによって，滑らかな関数の和，という概念

と，重み付き平均，という概念が明瞭に結びつき，

従来のスプライン関数が持っていた強い制約が取
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り払われ，数学的な取扱いも平易になった。その

結果，補問，平滑化，アディティブ・モデルの導

出を行うための，統一的で単純なアルゴリズムが

実現した。

（3）補間と平滑化

　まず，この方法の出発点となる補問のアルゴリ

ズムについて述べる。｛（Xi，Yi）｝（1≦i≦N）という

データが与えられているとする。このデータが

｛（Xj，Y＊j）｝（1≦j≦N）という“仮想デーダ’をカー

ネル（K（XrXj））で平滑化したものに等しくなる

ようにする。すなわち，｛Y＊j｝について

　　　　ΣK（XrXj）Y＊j

　　Yi；i　　　　ΣK（XrX」）
　　　　　j
を解く。K（XrXj）としては，たとえば，

　　K（Xi－Xj）＝exp（一a（XrXj）2）

（aはデータの性質を考慮して決める定数）を用

いる。

　そして，X＋に対する推定値（Y＋）は，得られた

｛Y＊j｝を用いて，

　　　　ΣK（X＋一Xj）Y＊j
　　Y＋二j
　　　　　ΣK（X＋一Xj）
　　　　　j
とする。この方法によって，様々なデータに対し，

滑らかな関数関係を持つ，という弱い仮定だけを

用いた補間を実現することができる。また独立変

数が2次元以上の場合への拡張も容易である。

　図1－1はこの方法で二次元データの補間を

行った例である。データ数（この例では20）の次元

の連立方程式を一度，解くだけで，このような滑

らかな曲面が得られるのは従来の方法では有り得

なかったことである。また，ここでは，データは格

子点の上に位置しているが，データが不規則に分

布している場合にも同様の計算が可能である。

　さらに，この方法をわずかに変更することで，

平滑化のアルゴリズムが実現する。その場合は

「データが，“仮想デーダ’をカーネルで平滑化し

たものに近い値をとるように，最小自乗法を実行

する。」という方針になる。

　この方法で平滑化の程度を変えるためには，以

下の三つの方法が考えられる。
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　（1〉仮想データを等問隔に置くことに決め，そ

　　の数だけを変える。

　（2）仮想データの数や位置を試行錯誤によって

　　変えることにより，最適な仮想データの位置

　　を模索する。

　（3）評価関数に推定値の滑らかさの程度を示す

　　ペナルティ関数を加えたものを最小化する。

　　そして，ペナルティ関数の重み（スムージン

　　グ・パラメータ）を変えることによって平滑

　　化の程度を調整する。

　これらはデータの性質や回帰式を利用する目的

によって使い分ける。通常は，（1）で満足な結果が

得られなければ（3）を使う，という方針がよい。（2）
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は試行錯誤の方法によって結果が変わるので，十

分な検討を加えながら使う必要がある。図1－2

は，（1）の方針に基づいて，等間隔にとった仮想デー

タの数とGCV（GeneralizedGross－Validation）

を描いたものである。この図から得られた，最も

小さいGCVを与える仮想データの数を使って描

いた曲線が図1－3である。

1400

1300

＞1200
り

01100

1000

900

　　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8
　　　　　　　　　仮想データの数

図1－2　GCVによる仮想データの数の最適化（GCVが小

　　　　さいほどよい）

ブ・モデル（Y＝Σfi（Xi），fi（）はノンパラメト
　　　　　　　　ユ
リックな関数）を作るためのいくつかの方法が提

案されてきた。しかし，それらは煩雑な計算を必

要とするため，計算量が多く，データの性質や回

帰の目的に沿った回帰を行うための調整も難し

かった。そこで，3節で示した方法を応用して，単

純な手続きでアディティブ・モデルを開発するア

ルゴリズムを開発した。図1－4と図1－5はこの

方法を使って，栃木県の95年間の収量をその問の

技術的な進歩の影響と気温の長期的な変化の影響

とに分解したものである。この計算では

　　Y二f（X1）十g（X2）
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図1－3　本手法を用いたノンパラメトリック平滑化

　　　　（栃木県の米の収量の経年変化）

（4）アディティブ・モデル

　従来の重回帰はY＝a。＋ΣaiXiという式に回復
　　　　　　　　　　　　エ
する。しかし，この回帰式はそれぞれの説明変数

が目的変数に対して直線的に作用する，という強

い仮定に基づいている。そこで，近年，ノンパラ

メトリック回帰の考えを応用して，アディティ
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図1－4　栃木県のデータにアディティブ・モデルを応用

　　　　して得た，技術の進歩による米の増収量
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図1－5　栃木県のデータにアディティブ・モデルを応用

　　　　して得た，気温の変化が米の収量に及ぼす影響
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（X、は時問（年），X2は気温，f（X1）とg（X2）は

ノンパラメトリックな関数）という回帰式を用い

ている。ここで特筆すべき，もう一つの点は，こ

のX2としてそれぞれの年の6，7，8，9月の月平

均気温を4つのデータからなる分布のままで用い

ていることである。従来の重回帰モデルやアディ

ティブ・モデルなら，X2は各年の栽培期間の平均

気温でなければならない。しかし，この方法では，

説明変数として分布をそのまま使うことができ

る。従って，気温の分布を平均気温で代表させて

しまうことに際して起こる，情報の損失を受ける

ことなく回帰を行うことができるのである。

　従来は，説明変数が分布で表されていたり，説

明変数が誤差を含んでいたりした場合には，正確

な取扱いは非常に困難とされてきたが，この方法

ではそうした場合にも容易に対処することができ

るのである。

（5〉ノンパラメトリックDVRの計算

　作物の出穂日，開花日を予測する方法として

DVR（DeVelopmental　Rate）を使う方法がある。

これは，毎日の環境条件（たとえば，1日の平均気

温）の関数としてDVR（T、はi日目の平均気温）

を定義して，出芽日や田植え日を起算日として

DVR（Ti）を積算したものが1．0になった日に出

穂や開花など，生育ステージの進行が起きる，と

いう仮定に基づいて，環境要因を使った生育ス

テージの予測を行う方法である。そこで最も重要

なのは，DVR（Ti）をどのように決めるかである。

以前は，直線や2次式などを使うことが多かった

が，現在では，ノンパラメトリック回帰の一種で

あるジェネラライズド・スムージング・スプライ

ン（Generalized　SmoothingSpline）を応用して，

筆者らが開発した，ノンパラメトリックDVR法

と呼ばれる方法が最も予測精度の高いDVRを求

める方法とされている。しかし，ノンパラメトリッ

クDVR法は必要とされる計算量が多く，通常の

マイコンを利用した場合，1時問から数時間の計

算時問を必要とするため，使いにくい，という声

も寄せられていた。

　そこで，この新しい手法を応用して，ノンパラ

メトリックなDVRを求めるアルゴリズムを開発

し，それに基づくプログラムを製作した。その結

果，これまでのノンパラメトリックDVR法に比

べて，10分の1から100分の1くらいの計算量

で，従来と同等なノンパラメトリックDVRを得

ることができるようになった。そのため，これま

では，原理的には可能だが，計算に手問がかかり

すぎて実用的には不可能とされてきた，2つ以上

の要因の間の相互作用を考慮したノンパラメト

リックDVRを求めることも可能になった。図

1－6はこの方法を用いて求めた，福島におけるト

ウモロコシの絹糸抽出日を予測するためのノンパ

ラメトリックDVRである。交互作用を考慮した

からといって，必ずしも予測精度が向上するとは

限らないが，より自由度の高いDVRが得られる

ようになったことでDVRが利用できる範囲が広

がることが期待できる。
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図1－6 気温と日長時間の交互作用を考慮して求めたノ

ンパラメトリックDVR

（福島県におけるトウモロコシの絹糸抽出日を

予測）
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（6〉おわりに

　ソフトウェアや文献の不備もあって，これまで

その真価が十分に理解されてこなかったノンパラ

メトリック回帰だが，事情は徐々に改善されつつ

あり，ノンパラメトリック回帰を利用した研究成

果も多く，見受けるようになった。もはや，ノン

パラメトリック回帰は限られた愛好者のものでは

なく，信頼性の高いデータ解析やモデルの開発の

ための必須の道具である。ここで述べた方法は，

これまでのノンパラメトリック回帰の意義を踏襲

した上で，その本質を新たな立場から探求するご

とで，簡略で応用範囲の広い方法に至ったもので

ある。これによって，ノンパラメトリック回帰の

実用的な利用がいっそう進むことが期待される。

　さらに，ここでつけ加えたいことは，この方法

はファジィ推論やニューラル・ネットワークと密

接な関連を持っていることである。最小自乗法の

延長にあるノンパラメトリック回帰は，とかく発

展性のない手法とみなされがちだが，実際には，

ファジィ推論やニューラル・ネットワークをより

よく理解し，発展させるためにも大きな役割を果

たす。数理的解析にあたって，統計的方法か，人

工知能か，というような問題の設定は，もはや意

味がない。現象を記述し，予測するためには，あ

らゆる手法を駆使しなければならない時代を迎え

たのである。

　　　　　　（地球環境研究チーム　竹澤邦夫）

2．植生配置の視点からみた農用林等植生
　　の生物保持機能解析

（1）　はじめに

　本研究では，農用林等植生を主体とした農村緑

地の生物保持機能について，それらを適切に評価

する手法を開発することが最終的な目標となる。

生物保持機能の評価手法を確立することが必要な

のは，つぎの二つの理由からである。

　第一は，評価手法自身の問題である。生物保持

機能は，農林地のもつ多面的機能や環境保全機能

の項目として取りあげられるにもかかわらず，観

念的に論じられることが多かった。少な』くとも，

地域の環境管理計画策定の基礎となるような生物

保持機能の評価手法は確立されていない。

　第二は，農村における生物相保全に対応した事

業，技法，計画に係わる問題である。近年の農村

整備等では，豊かな生物相を保全するために，生

物空問の保全や創造がなされるようになってき

た。トンボ公園やホタル護岸などがその例である

が，こうした整備はいずれも点的である。生物空

間を周辺の緑地構造のなかに位置づけることに

よって，より効果的に生物相保全を図ることが可

能になるが，そのような評価・計画手法は，ほと

んど検討されていない。

　一方，生物保持機能の評価手法を確立し，これ

らの問題を解決するには，農村の緑地構造とそこ

に成立する動植物相の対応関係に関する基礎的な

データの収集と解析が必要である。本年度は，緑

地構造と動物相の対応関係を把握するために，首

都圏を対象に既存のデータを利用しながら，基礎

的なデータ解析を試みた。

（2）緑地構造と動物相のとらえ方

　緑地構造との関係から生物保持機能を解析する

には，どのような質で，どの程度の規模をもつ緑

地が，どのような問隔で配置されているか，そこ

にどんな動植物が成立しているか，などについて

の基礎的なデータが必要になる。

　こうした生物空問の配置論を明らかにするため

の研究分野として，最近，ランドスケープ・エコ

ロジーという研究領域が注目されている。ランド

スケープ・エコロジーでは，空間を環境要素（地

形，土壌，植生など）の垂直的・有機的なまとま

りとしてとらえるだけでなく，空間単位相互間の

水平的関係（物質のフローや生物の移動など）と

してとらえ，その把握結果から，空間配置のあり

方や管理のあり方を導き出そうとする。

　本研究では，この水平的な関係を重視し，緑地

構造を一定の規則性をもって配置された植生・土
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地利用単位の組み合わせ，すなわち植生配置とし

て把握した。また，そこに成立する動物相につい

ては，生息環境の類似する動物種群の出現の組み

合わせ，すなわち動物群分布としての特徴をとら

えた。

　これは，土地自然の多様さや人間によるインパ

クト強弱に左右される植生の質や土地利用の多様

さが，生物の移動や定着を通して，複合的に成立

する動物相の多様さを生むと推定されるからであ

る。

　本研究では，土地自然の多様さに基づく植生の

質や土地利用の多様さを，植生配置で代表させる

こととした。一方，動物相については「身近な生

き物」の語で総称されるような，本来人間の居住

や生産活動の場と関連が深いものを取りあげた。

　そして，首都圏の植生配置と動物分布群の関連

性を明らかにすることで，農用林等植生を主体と

する農村的植生配置がもつ生物相保全上の意義に

ついて，基礎的な知見を提示しようとした。

植生配置の類型

5万分の1
現存植生図

　　↓
植生配置の
読み取り
（3次メッシュ）

　　↓
主成分分析

　　↓
クラスター分析

動物分布の類型化

5万分の1
生き物地図

　　　↓
動物分布の
読み取り
（3次メッシュ）

　　　↓
数量化III類

　　　↓

クラスター分析

（3）緑地構造と動物相の関連性解析

　1）解析の対象と手順

　植生配置と動物群分布の関連性解析の対象地域

は，首都圏（70km圏）である。これは，5万分の

1地形図図幅の「熊谷」「鴻巣」「川越」「大宮」「青

梅」「東京西北部」「藤沢」「横浜」「水海道」「土浦」

「野田」「龍ヶ崎」「東京東北部」「佐倉」に相当す

る。この地域は，低地から台地，丘陵地を含み，

都市化の程度などとの関係で緑地構造も多様であ

ることから，植生配置と動物群分布の関係を解析

するうえで，普遍性の高い結果がえられると考え

た。

　解析の手順は，図2－1に示すようである。植生

配置の類型化では，まず標準メッシュの3次メッ

シュ単位で，メッシュ内に含まれる植生・土地利

用単位の面積を読みとった。植生のデータには，

環境庁による「5万分の1現存植生図」を用いた。

植生単位は43種であり，海域を除く総メッシュ数

は6261であった。

　このデータから，3次メッシュ内の群落多様性

植生配置と動物群分布の対応関係の把握

植生配置類型の図化および農村緑地の評価

図2－1　解析の手順

（β一多様性）と9つの面積指標に対して主成分分

析を適用し，植生配置を構造化した。そして，構

造化因子に対する各メッシュのサンプルスコアに

クラスター分析を適用し，メッシュごとの植生配

置を類型化した。

　一方，動物群分布の類型化では，まず3次メッ

シュ単位で動物分布のデータを読みとった。動物

分布のデータには，環境庁による「5万分の1生き

物地図」を用いた。解析の対象とした動物種は，

哺乳類，鳥類，両生類，は虫類，魚類，甲殻類，

昆虫類を含む24種である（図2－2参照）。この

データから，3次メッシュ内の動物種の出現パ

ターンに数量化皿類を適用し，動物分布を構造化

した。そして，構造因子に対する各メッシュのサ

ンプルスコアにクラスター分析を適用し，メッ

シュごとの動物群の特徴を類型化した。

　なお，数量化理論第m類の処理には，ファコム・

ハイタック株式会社・富士通株式会社の「統計デー

タ処理パッケージ：ANALYST」を，それ以外の

主成分分析等については，SASソフトウェア株式

会社の「PC－SAS／STAT」を利用した。

　2）植生配置および動物群分布の類型結果

　3次メッシュ内の群落多様性，自然林面積，二次

林面積，二次草地面積，湿生林面積，湿生草原面

積，農地面積，緑の多い住宅地面積，開放水域面
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ツバメ，キジバト，ミンミンゼミ，ヒグラシ

ヒバリ，アオダイショウ，カブトムシ，カッコウ，

キリギリス，オオミノガ，ヒキガエル

徽穿芽駕呈鷲鵬髪］

①特定の緑地環境と結び

　つきのない種群

②疎林・オープンランド等

　を要する種群

グループ　グループ

　1　　　　∬

③森林・清流等良質な緑地

　環境を要する種群

グループ
　皿

ドジョウ，メダカ，ウシガエル，フナ，オオヨシキリ

グループ

　IV
グループ　グループ　　　グループ
　V　　　　VI　　　　　V∬

④湿地・

低地水域

を要する

種群

図2－2　動物群の類型結果（グループ1～VII）

積を指標に主成分分析を行った。群落多様性には，

樹林地および草地型の植生単位から多様性指数

（一ΣPi×10gPi；Piは面積構成比）を算出して

用いた。

　固有値が1をこえる3つの主成分を，「第1主成

分＝水辺・湿地景観因子」，「第2主成分二二次林

景観因子」，「第3主成分＝農村・耕地景観因子」

を示すものと解釈した。つぎに，第1～第3主成分

に対するメッシュのサンプルスコアにクラスター

分析を適用し，対象地域の植生配置を最終的に15

の類型（A～O：表2－1参照）にグルーピングし

た。

　一方，3次メッシュ内の動物種の出現パターン

を数量化した。「生き物地図」の調査精度との関係

から，対象とした24種の動物のうち1種も出現し

ないメッシュについては，調査がなされていない

可能性もあるので，解析のサンプルから除いた。

解析に用いたサンプル数は4719メッシュである。

したがって，植生配置の類型結果と対応させる場

合，24種が全く出現しない都市域のメッシュを相

対的に高く評価する可能性があることに注意する

必要がある。

　説明率が10％以上の2つの因子を，「第1因

子二緑地環境の質に対する要求」，「第2因子＝低

地から丘陵地に至る自然立地条件に対する要求」

に対応するものと解釈した。第1因子と第2因子

を座標軸とした平面上に，24種の動物種を布置し

た結果は，それぞれの生息環境から考えて，概ね

妥当な結果であった。第1因子および第2因子に

対する各メッシュのサンプルスコアにクラスター

分析を適用し，動物群分布を7つの類型にグルー

ピングした。その結果を模式的に示したのが図

2－2である。

　図のように対象とした24種の動物種は，①特定

の緑地環境と結びつきのない種群，②疎林・オー

プンランド等を要する種群，③森林・清流等良質

な緑地環境を要する種群，④湿地・低地水域を要

する種群に類型化され，それらの出現の組み合わ

せによって各メッシュの動物群分布の特徴が把握

されることになる。

　3）植生配置と動物群の対応関係

　各メッシュについて植生配置による類型結果と

動物群による類型結果の対応関係を解析し，表

2－1に示した。解析では，両類型のカテゴリーに

、兵るクロス表を作成し，各カテゴリーの組み合せ

に該当するメッシュ数に対し，四分点相関係数（φ
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表2－1　植生配置と動物群の対応関係

植生配置／動物群分布（メッシュ数）

IIIIIIIVVVIVII
A：市街地優占域1（572）

B：市街地優占域II（162）

C：市街地一農地混在域（1234）

D：市街地一二次林域（823）

E：二次林優占域（165）

F：二次林一人工草地域（102

G：農地一市街地混在域（110）

H：畑地優占域（113）

1：畑地一二次林域（95）

J；畑地一屋敷林域（364）

K：二次草地域（30）

L：水田優占域（548〉

M：水田一屋敷林域（218）

N：水辺低地域（168）

0：開放水域（11）

十2

十1

十

一1

－1

十

一1

－1

一1　　　　－2　　十　　十

一　　　　　　十　　　十　　　一

十　　　　　　一　　十　　一1

十1　　一　　　十　　一1　－1

十1　十2　 十2　－2　　一

十1　　十　　　十　　　一1　－1　　一一

一　　一　　十1　　十　　十　　十

十　　　　　　一　　　一　　　一　　　一

十　　　　　十1　　一

一　　　　　　十　　　十　　　一

一　　　　　　一　　　十　　　十　　　一

一1　　　　　　　　→一1　 十2　十1

一　　　　　　一　　十　　十　　十1

　　　　　十　　十　　十1　　十

　　　　　十　　一　　十　　十1

＊四分点相関数φについて，『φ1≧0．1を±2，0．1＞1φ1≧0。05を±1，『φ

　1＜0．05を±で表現した。

＊四分点相関数φは，φ＝［nij（n．．一ni．一n．」＋nij）一（n．」一nij）ni，nij）］／

　［n．」・ni．（n．．一nj）（n．．一ni．）］112で求められる。

係数）を算出した。φ係数は，2次元のクロス表に

おいて，アイテム1のカテゴリーiに含まれるア

イテム2のカテゴリーjの該当頻度をnijとした

とき，表1に示した数式で算出される。表中の数

値は四分点相関係数の階級値で，値が大きいほど

相対的な結びつきが強い。

　対応関係を概観すると以下のようである。

　市街地優占域1（市街地面積が平均で約71％）

は，特定の緑地環境と結びつきのない種群しか出

現しないグループ1と結びつきが強い。また，市

街地一農地混在域（市街地面積43％，農地33％）

も同様であるが，疎林・オープンランド等を要す

る種群も出現するグループIIとの結びつきが市街

地優占域1より強くなる。さらに，市街地一二次

林域（市街地47％，二次林25％，農地17％）では，

グループIIとの結びつきが強い。

　二次林優占域は，図2－2に示した①～④全ての

種群が出現するグループIV，および森林・清流等

良質な緑地環境を要する種群のみが出現するグ

ループmと結びつきが強い。また，二次林一人工

草地域はグループIIとの結びつきが強い。農地

一市街地混在地域および畑地一二次林域は，①

～④全ての種群が出現するグループIVとの結びつ

きカミ弓螢い。

　一方，開放水域および水田一屋敷林域は湿地・

低地域を要する種群のみが出現するグループVIIと

対応し，水辺低地域はそれに特定の緑地環境と結

びつきのない種群が加わるグループVIとの対応が

強くなる。また，水田優占域は，グループVIとと

もにグループVおよびWIとの結びつきも出てく

る。

　4）農村的植生配置の生物相保全上の意義

　このように，動物群分布と植生配置の間には一

定の対応関係がみられ，植生・土地利用単位の組

み合わせの特徴によって植生配置を適切に類型す

ることは，そこに成立する複合的な動物相を推測

し，生物相保持機能を評価するうえで有効と考え

られる。

　表2－1の対応関係から，最も多様な動物群を支

える可能性をもつ（図2－2のWに相当する）のは，

二次林優占域（E），畑地一二次林域（1），農地一市

街地（G）など農村の植生配置である。複合的な植

生・土地利用単位の組み合わせによって，多様な

動物相を存立させる機能をもつことが，農村的植
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生配置の意義の一つと考えられる。

　また，解析の対象とした首都圏では，20～40km

圏に畑地一二次林域および農地一市街地混在域が

多く分布する。中心市街地と二次林優占域の中問

に位置する農村的植生配置は，種の供給源，種の

移動経路，種の一時的な避難場所としての機能も

期待される。今後は，広域的な都市・農村構造と

の関係から農村緑地の生物保全上の意義を検討す

ることも必要だと思われる。これについては，植

生配置から推測した動物群と実際に出現する動物

相のズレから，広域的な緑地構造を解析・評価で

きると考える。

　農村的植生配置に相当する地域において現地調

査を行い，動物相のみでなく植物相を含めて，適

切な植生配置のあり方を検討し，その結果を併せ

て，生物保持機能の評価手法としてモデル化して

いくことが今後の課題である。

　　　　（植生動態研究室　井手　任・守山　弘）

3．系統推定の諸問題

　　一統計学的・組合せ論的視点から一

（1）分類体系と形質情報

　分類体系は，生物群に関する形質情報を体系化

し，対象生物の分類を行うことを意味する。さら

に，生物進化の歴史すなわち系統発生の問題も避

けて通れない。生物に関する形質情報を何らかの

基準にしたがって要約・貯蔵し必要に応じて検索

できて，はじめてそれらの情報は「体系化」され

たといえるだろう。ここでは，単純な例を挙げて，

形質情報の体系化の意味を考えたい。

　簡単な例として，｛ヒト，イヌ，カエル｝という

対象生物群を考える。これらの生物は，リンネ式

階層分類体系では，図3－1のように分類されてい

る。図3－1の階層分類体系を支持する形質情報は

いくつもあるが，そのうち「恒温性」ならびに「背

骨の存在」という二つの形質を考える。前者はイ

ヌとヒトに限定されているが，後者は3種すべて

に分布している形質である。このとき，上の階層

的分類体系の持っている構造［分類群の間の集合

論的包含関係の構造］は，分岐図というグラフに

よって表示することができる。この包含関係の構

造は集合論でいう更Vem　diagram”を用いても表

現することができ，／カエル｛イヌ，ヒトけと表

される。それでは，この分岐図は，形質の情報を

どのように体系化しているのだろうか。次の2点

を指摘することができる：

　1）形質の「共有性」の表示：それぞれの形質

　　がどの生物に観察されるのか，また，ある形

　　質を共有する生物はどれかが明らかになる。

　2）形質の「普遍性」の表示：共有形質の分布

　　の相対的な広さが明らかになる。たとえば，

　　恒温性と背骨の二つの形質を比べると，後者

　　を共有する群が前者を共有する群を真部分集

　　合として包含しているので，背骨の方がより

　　普遍性の高い（分布の広い）共有形質である

　　ことがわかる。

　共有形質に基づいて生物群を分類することによ

り，形質の分布に関する情報が効率的に要約され

ていることに注意されたい。情報の体系化という

観点から分類体系の評価を下すならば，最も単純

に形質情報を要約できる分類体系が最適な体系と

して選択されるのである。例えば，上の例で／｛カ

エル，イヌ｝ヒト｝という対立仮説（図3－2を参

照）を考えると，この分類系は背骨の形質分布を

うまく説明できても，恒温という特性の分類学的

分布を効率的に説明できない。図3－2の対立仮説

のもとでは，恒温性という形質の分布をイヌとヒ

トで別々に記載しなければならないからである。

　この単純な例からもわかるように，分類体系の

対立仮説がいくつかあるときに，形質情報の要約

という定量的観点から仮説間の客観的評価を下す

ことが可能になる。対立仮説のうち，最も単純に

形質分布を説明できる仮説を選択するという原理

…「最節約性（parsimony）の原理」という…は，

分類体系の構築を考える上でもっとも重要な基準

である。
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階層的分類体系

脊椎動物（Vertebrata）

　両生類（Amphibia）

　　　カエル
　哺乳類（Mammalia〉

　　　イヌ
　　　ヒト

分岐図

砂
硬一背骨の存在

魂囎一一恒温牲

カエル　 イヌ　　ヒト

図3－1　階層的分類体系とそれが持つ順序情報の分岐図

　　　　　　　による最節約表現（出典10）

一背骨の存在

量一“　　　←恒温性

力工ル　 イヌ　　ヒト

図3－2　非最節約分岐図による表現

（2）系統分類体系をめぐる統計学的問題

　系統発生に基づく生物分類体系…「系統的体系」

という…を構築するための方法はさまざまな統計

的問題を含んでいる。その第一は，上で述べた最

節約原理に基づく推定量である最節約分岐図や最

短系統樹が推定量としてどのような統計的性質を

持っているかという問題である。状況によっては，

最節約原理が最終的に誤った系統樹を導く事例が

報告されている。つまり最節約推定量が統計的一

致性を欠く場合があるということである。一方，

単純な進化上の仮定をいくつか置くと，最節約分

岐図は与えられた形質情報のもとでの統計的尤度

が最大になる。これは与えられたデータのもとで

は，最節約分岐図が最尤推定量であることを意味

している13）。

　1）樹長分布の統計的特性

　しかし，最近になって系統推定をめぐるもう一

つの統計的問題が表面化してきた。それは，系統

推定における信頼性評価の問題と関係している。

分岐図の信頼性を統計的に評価する方法には，も

との形質データからめ無作為再抽出に基づくブー

ツストラップ法と分岐図の枝の長さの頻度分布

（樹長分布）がある。前者は分岐図のある枝がど

れほど再現性があるかを調べる方法であるのに対

し，後者はもとの形質データにどれほどの系統学

的情報が含まれているかを調べる方法である。

ブーストラップ法はこれまでも統計学的方法とし

て広く用いられてきたが，もう一つの樹長分布の

解析はほとんど進んでいなかった。図3－3，4は，

光合成植物の暗反応回路においてCO、を取り込

む反応を触媒するRubisco（リブロース2リン酸

脱水素酵素）の大サブユニツト遺伝子のDNA塩

基配列に基づく分岐図と樹長分布である2）。これ

までこの種の樹長分布から得られる情報として

は，分布曲線の歪度（skewness）が有用であると

言われてきた。

　いま％個の二値的形質ヱ，2，．．．，％を考え，各形

質のもとでの分岐図の枝の全長を確率変数7n、，

窺2，．．．，吻．と表す。第」形質の二値的状態がそれ

ぞれのと翫個の種に分布したとすると（の＋翫

＝種数），確率変数筋の分布関数五（の，6ガ）は

五（砂）一（肱『1誰謂～勢一5）！！×

　　　　　　1〉（の，％）N（あ，繊）

　　　　　　　　　　　　（2π一y－1）！
　　ただしN（畑：一（π一y）！（y－1）！2…

によって解析的に表現できる1〉。この頻度分布曲

線五はn形質に関するある同時分布ノレ．．．の周

辺分布であると規定される。つまり，任意のづに

対して

　　∫♂（の，あ）二Σ五，2，＿，n（の，α2，．。．，0η；島，

　　　　　　　not　f
62ヲ．．．フ6η）

という関係式が導かれる。n形質に関する分岐図

の全長Lは，

　　　　の　L：＝Σ％
　　　　∫＝1

と定義されるから，全長Lの確率分布は上の同時

分布に従うπ変量郷1，吻2，．．．．．．，吻．の和の分布

である。したがって，もとのn次元形質空間の特

性を1次元の樹長分布の特性値（歪度のような）

から推論するのは限界があり，むしろ2次元以上

の形質空問での直接的な多変量解析を目指す必要
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を「G制約分布」fI　Gと呼ぶことにする。

　G制約分布のもとでの樹長分布f　I　Gの平均と

無制約分布fの平均を比較することにより，その

分類群Gの最節約性への貢献度を測ることがで

きる。つまり，分類群Gの存在が分岐図の全長の

平均値を有意に短縮しているならば，そのGは最

節約性への貢献度が大きいと判定される。

　最節約分岐図だけでなく準最節約的な分岐図の

集合をも考慮した分岐図の信頼性評価のための方

法は，特に異なるデータの間（たとえば分子デー

タと形態データとの問）での分類体系の比較をす

るうえで必要になる。

（3）系統分類体系をめぐる組合せ論的問題
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がある8）。

　2）樹長分布における準最節約性

　樹長分布に関係するもう一つの問題は，分岐図

長の準最節約性である。最節約分岐図に近い全長

を持つ分岐図はトポロジー的に互いに類似する傾

向がある7）。この性質を用いることにより，ある分

岐図の枝（すなわち分類群）の存在が分岐図全体

の最節約性にどの程度貢献しているかを調べるこ

とができる9）。

　いま，ある分類群Gの存在をトポロジー的な制

約条件とする分岐図の集合を考え，その樹長分布

　ある集合に対して特定の条件を満足する要素ま

たは部分集合を枚挙することは，現代の離散数学

では「組合せ論的」な問題と規定されている。与

えられたデータのもとである条件（たとえば最節

約性）を満たす分岐図や系統樹を枚挙するという

系統分類学における重要問題もまたこの組合せ論

の立場から新たな光をあてることができる。以下

では，最節約原理のもとでの系統推定で現われる

いくつかの組合せ論的問題6）について論じる。

　1）分岐図の枚挙と体系化

　分岐図は分類群問の包含関係を表すグラフであ

るのに対し，系統樹はOTU（種など）の間の祖先

子孫関係を示すグラフである。このように，両者

のグラフは，そこに図示されている関係の種類こ

そ異なっているものの，ともにある順序関係の構

造を示すグラフであるという点ではまったく違い

はない。分岐図や系統樹が順序構造であるという

観点に立脚すると，それらの構造に対する半順序

理論（theory　of　partial　orders）的な定義が可能

になる4）。いま，分類対象であるOTUの集合をS

とし，Sの部分集合全体をヵ（S〕［Sのべき集合と

いう］と書く。このとき上の分岐図Cとは次の条

件を満たすρ（S）の部分集合［C構造と呼ぶ】のグ

ラフ（Hasse図）である：

　　1）　S∈Cカ】つφ∈C；

　　2）∀X，IV∈Cに対してX∩γ≠φであ
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　　　るならば，X⊆yまたはy⊆X；

　　3）∀π，y∈Sに対してπ≠yであるなら

　　ば，ヨX，γ∈Cが存在し，x∈Xかつ

　y∈Xおよび万∈γかつy∈γ．

　このように，枚挙の対象となる分岐図は
ρ（〆S））という有限集合の要素である。

　上のように半順序理論的に樹状図を定義する

と，いくつかの点を明らかにできる4・5・11）。

　分岐図による系統樹集合の分割

　　分岐図は対象となる生物群の部分集合すべ

　てから成るべき集合の上で定義された順序構

　造である（正確には分岐図はある順序構造の

　Hasse図表現である）。一方，祖先子孫関係と

　いう別種の順序関係を考えると，その祖先子

　孫関係が定義される集合の上での順序構造が

　系統樹であると規定できる（Minaka1987）。

　分岐図集合と系統樹集合の問には準同型写像

　が定義でき，その結果分岐図集合の各要素は

　系統樹集合を直和分割することが証明され

　た。これは分岐図が構造的に系統樹よりも包

　括的なグラフであることの一つの証明であ

　　る。

　分岐図の集合Boole代数への埋め込み

　　べき集合上で定義される包含関係による可

　能な順序構造のうち，全体集合を要素として

　持つ順序集合（半束：semilattice）はその

　Hasse図が分岐的な樹状図になる。したがて）

　　て分岐図はある条件を満たす半束構造といえ

　　る。この半束構造にさらに空集合を付加して

　網状性を付与した構造を束（1attice）といい，

　特にべき集合の全要素は集合Boole代数とい

　　う束を形成する。この集合Boole代数という

　概念は1頃序構造としての分岐図をさらに一般

　化したものであり，任意の分岐図はある集合

　Boole代数の部分構造として実現される。集

　合Boole代数はそのHasse図が多次元空問

　　内の超立方体であるため，分岐図もまたその

　　多次元空問の中に埋め込まれることになる。

　分岐図の直和と直積（図3－5，6）

　　分岐図を多次元超立方体である集合Boole

　代数の一部分と考える利点の一つに，複数の

　分岐図に含まれる情報を統合できるという点

　が挙げられる。分類群が完全に階層的である

　ならば，対応する順序構造のHasse図は分岐

　的であるが，非階層的である場合にはHasse

　図は網状的になる。この網状Hasse図は任意

　の分類群の集合の順序構造を正確に記述でき

　る唯一の図式表現であり，交雑現象など系統

　樹の網状化を説明しうる進化モデルを全く仮

　定する必要はない。網状Hasse図をもとにし

　て，二つの分岐図の構造を統合する直和演算

　　（direct　sum）と分岐図に不確定要素を組み

　込む場合の直積演算（directproduct）を定義

　することができる。例えば，直和は同程度に

　最節約的な複数の分岐図の情報を統合する場

　合に使える。一方，直積は帰属不明の分類対

　象を分岐図に組み込むときなどに使える。

　全順序拡大に基づく分岐図の情報量基準（図

　3－7，8）

　　順序理論はまた分岐図の順序情報量を測定

　　することを可能にする。順序構造の情報量は

　全順序拡大（1inearextension）を調べること

　　により測定できる。この全順序拡大を用いる

　　ことにより，個々の分岐図の順序情報量のみ

　　ならず，網状Hasse図の形式に統合された任

　意の分岐図の集合全体の情報量を数値化する

　　ことができる。例えば，従来なら非階層的な

　分類群の配置の表示に用いられてきた多分岐

　　的分岐図は，全順序拡大の尺度のもとでは，

　対応する網状Hasse図と比べて順序情報量

　　が小さいという結論が得られる。

　祖先子孫関係の構造を図示する系統樹は，上で

定義したC構造の派生構造として導かれる。

　2）仮想的形質分布の枚挙と体系化

　分岐図の枚挙という問題は，分岐分析の中での

理論的・実践的な組合せ問題といえる。しかし，

分岐分析においてはそれ以外にも組合せ論的な問

題がある。その一つは，ある与えられた分岐図ト

ポロジーのもとで，分岐点における仮想的形質状

態の配置パターンを枚挙するという問題である。
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ここでは，形質としては離散的形質状態をとるも

のだけを考える。ある最節約分岐図のもとでは最

節約性を保存する複数個の仮想的形質状態の配置

パターンが存在しうる。いわゆるACCTRAN最

適化とかDELTRAN最適化という仮想的形質状

態の復元方法は，数ある最節約的な配置パターン

の一つに過ぎない。行動生態学における比較法で

はある特定の形質状態配置のもとで仮説のテスト

を行なうわけだが，最節約配置の複数性はそのテ

ストの妥当性に小さからぬ影響を及ぼすはずであ

る。

　仮想的形質状態の配置パターンの枚挙の問題で

は，複数個の分岐点における仮想的形質状態の組

である形質状態ベクトルの全体集合（ベクトル空

問）が枚挙の舞台となる。いま，このベクトル空

間に要素間の大小関係に基づく以下の半順序関係
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→を導入する：

　　　　ある与えられた分岐図の％個の分岐点

　　　　における仮想的形質状態を要素とする二

　　　つのベクトル
　　0＝（α1，召2，．．．，召η），6二（6、，62，．．．，わη）

　　　　に対して，

　　　　　　∀♂，の≦翫⇔α→ゐ

　　　　と定義する。

　仮想的形質状態のベクトル空問が半順序関係→

に関して構造化できたならば，仮想的形質状態の

配置パターンの特徴を体系化することができる。

具体的に言うと，ある分岐図の参照分岐点に対し

て基部方向（rootに向かう方向）の局所的

ACCTRAN／DELTRAN化および末端方向（tip

に向かう方向）の局所的ACCTRAN／
DELTRAN化という二段階の形質復元方法を考

えることができる（図3－9）。
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仮想的形質状態空問の代数的構造。分岐図の

内部分岐点への形質状態の最節約的配置は，

ある順序関係を導入することにより体系化さ

れる（出典10）

（4）有限性との格闘

　分岐図や系統樹は逐次的に構築すべきもので

あって枚挙すべきものではないという見解もあり

うるだろうが，それは系統分類学における樹状図

が，何らかの順序関係に基づいて構築された離散

的な構造であるという本質を見逃している。OTU

という離散的な存在を相手にしてその構造を追究

する以上，枚挙は避けられない。

　有限なものをすべて数え上げるという行為は，

連続的な量の変化を扱う研究に比べて低く見られ

ている。しかし，有限性にまともに取り組むと深

刻な問題が生じる。最短統樹を枚挙する有効なア

ルゴリズムの構築が不可能に近いという宣告を下

している瓦P完全性はその代表である。大量の分

子レベルのデータが蓄積されている今こそ，この

枚挙の問題を真剣に考えるべきだろう。

　現代の系統分類学は，従来用いられてきた形態

的形質ばかりでなく，近年急速に蓄積されてきた

DNAなど遺伝子レベルの配列データをも同時に

考察しなければならない。しかし，これらの大量

のデータの処理に追われていると，ともすれば上

で論じたような理論的問題の考察がおろそかに

なってしまうおそれがある。しかし，たとえ大量

の分子データを用いたとしても，それに基づいて

系統推定を行うときには，解決を要するさまざま

な統計学的・組合せ論的問題が横たわっている。

系統推定の問題は用いるデータの種類（分子か形

態か）によって解決されるのではない。どのよう

な方法論によって系統樹を構築したのか，そして

その方法論に付随する数学的問題をどのように解

決するかという点こそ重要なのである。

（5）終わりに

　系統分類学は，遺伝資源としての農業生物・環

境生物に関する情報を体系化し有効利用する上で

不可欠の学問分野である。ところが，日本では，

諸外国とは対照的に，系統分類学者の数が減少し

つつあり，その絶滅さえ危惧されている厳しい現

実がある。地球的環境の中での生物多様性の研究

とその有効利用が急務とされている今日，地道な

分類学的研究を積極的に支援する体制づくりが不

可欠であることを認識しなければならないだろ

う。
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4．自然日長下における水稲の出穂反応

　　のモデル化

（1）はじめに

　水稲の出穂予測は，通常の栽培条件では有効積

算気温，または気温の関数の発育速度の積算によ

り行われている。しかし，ある品種は日長時間に

反応して出穂することが知られている。従来，日

長感応性の評価は日長時間が一定の実験区で行っ

てきた。しかし，現実には日長時間は1年周期の

連続な変化をしているので自然日長の下での出穂

反応の解明が必要とされた。そこで，人工気象室

内で気温を一定に制御し，自然日長の下で2週問

毎に1年間播種し出穂日を調査した。この結果に

基づき，ノンパラメトリック法を用いて，恒温，

自然日長下における水稲の出穂反応のモデル化を

行った。

（2）実験方法

　大型冷暖房器で気温を一定に制御したガラス温

室内で6品種の水稲を2週問毎に1年問播種し出

穂日を24組調査した。

　1988年1月22日から2週問毎に6品種の水稲

の種子を播種し約30QCに保った出芽器に入れて

約3日後に出芽させ，ガラス温室内に移動した。

苗をポットに移植し水槽内に置き，その後出穂日

を調査した。品種はアキヒカリ，ササニシキ，コ

シヒカリ，日本晴，ミズホとインド稲のCo26で

ある。N，P，Kがそれぞれ13％含まれた化成肥料

を1ポットあたり基肥3gとして加え，その後適

時追肥した。

（3）実験結果

　この実験期間中のガラス温室内の気温と水温の

平均値はそれぞれ24．40C，20．30Cで，気温は一定

に制御できたが水温は11月から4月の冬期間に

かけて低下し200Cを下回ることもあった。

　日長時問は理科年表の太陽の赤緯と実験を行っ

た緯度から計算した（図4－1（A））。この日長時
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問と出芽日から出穂日までの日数の関係を調べる

ために，2週間毎に播種期を移動した出芽日と出

芽日から出穂日までの日数（以下出穂まで日数と

略す）の関係を図4－1（B）に示す。

　出穂まで日数は播種期により変化し，また品種

の差が見られた。アキヒカリ，ササニシキ，コシ

ヒカリ，日本晴，ミズホを3月から7月頃に播種

すると，出穂まで日数は他の時期に播種した日数

に比べて伸びた。これらの出穂まで日数の伸びは

アキヒカリ，ササニシキ，コシヒカリ，日本晴，

ミズホの順に従って増加し，また2月から3月頃

にかけて不連続的に増加する特徴が見られた。イ

ンド稲のCo26を2月から8月頃に播種すると出

15

A

穂まで日数は大幅に伸び，11月の上旬に一斉に出

穂した。

　しかし，1月から2月頃と8月から12月頃に播

種すると，これらの出穂まで日数はほぼ一定であ

り，また品種の差もあまり見られなかった。この

ような日長時間が短い条件下でほぼ一定の出穂ま

で日数を，ここでは短日下の出穂まで日数と呼ぶ

ことにした。

（4）モデル化と解析方法

　14倉
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Jan　　Mar　May　　Jul　Sep　　Nov　　Jan

　　　　Emergence　day

（A）日長時間の推移

（B）2週間毎に播種期を移動した出芽日と出芽

日から出穂日までの日数

○：アキヒカリ，◇：ササニシキ，□：コシヒ

カリ，△：日本晴，▲：ミズホ，●：Co26

　短日下の出穂まで日数はほぼ一定であり品種の

差もあまり見られない。しかし長日下で出穂まで

日数は伸び，この日数の伸びが品種の特性を示す

と考えられる。そこで下記のような仮定をした。

ただしガラス温室内の水温は冬期間に低下が見ら

れ，これを含んだ組は出穂まで日数が増加したの

で，日数を水温（Ti）に置き換えてモデル化を行っ

た。

　①短日下の出穂まで積算水温（S）を基本的な

　　量とした。

　②長日条件のために出穂まで積算水温（S＊）

　　が伸びたとすると，この伸びた積算水温（S＊

　　一S）が日長時問の関数f（L）の積算値で表せ

　　ると仮定した。

　③積算する範囲はSのある割合を日長に反

　　応し始めるステージとし，この日（a）から出

　　穂日（h）までとした。

　これらは次式のように表すことができた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ

　　Σf（Li）＝S＊一S一ΣTrS　　　　（1）
　　　ニ　ナ　　　　　　　　　　　　　　　ユニ　

　各項を移行すると，Sが一定の値として表せる。
　　　　　　　　　　
　　ΣTi＋Σ｛Ti－f（Li）｝＝S　　　　　　（2）
　　よコエ　　　　　ニ　ナ　

　両辺をSで割ると，出穂日に発育指数（DVI）

を1と定義された発育指数モデル（堀江・中川

1990）と同じ形で表すことができる（DVlhは出穂

日の発育指数，DVRiはi日目の発育速度）。

　　　　　　　　DVlh＝ΣDVRi二1　　　　　　　　（3〉
　　　　　よニ　
　　DVRi二Ti／S（i＜＝a）　　　　　　　　　（4）

　　DVRi＝｛Ti－f（Li）｝／S（i＞a）　　　　　（5）

　日長時間の関数f（L）は竹澤・田村・小野（1989）

のノンパラメトリック法を使って求めた。
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　ただし，ノンパラメトリック法のスムージング

パラメータは102，103，104，105，106，107の6通り，a

はDVlaが0，0．1，0．2，0．3，0．4，0．5，0．6，0．7，

0．8，0．9，1を越える日とし11通り計算した。こ

のうち，予測誤差が最小になるf（L）を求めた。

（5〉解析結果

　スムージングパラメータは103で予測誤差が最

小になった。またDVI、はアキヒカリ，ササニシ

キ，コシヒカリ，日本晴，ミズホで0．2前後，Co26

で0．5のとき予測誤差が最小になったので以後こ

れらの値で解析を進めた。

　f（L）は，ある日長時問より短いとOであるが，

この日長時問より長いと直線的に増加した。品種

の差はこの日長時間と増加する傾きに表れた（図

4－2）。アキヒカリ，ササニシキ，コシヒカリ，日

本晴，ミズホのf（L）は約12時間から増加し，そ

の傾きはこれらの品種の順に従い大きくなった。

Co26のf（L）は日長時問の増加とともに増加し

た。

　DVRは，ある日長時問より短いと一定である

が，この日長時間より長いと直線的に減少した（図

4－3）。アキヒカリ，ササニシキ，コシヒカリ，日

本晴，ミズホのDVRは約12時問から減少し，そ

の傾きはこれらの品種の順に従い大きくなった。

Co26のDVRは日長時問の増加とともに減少し

た。
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○：アキヒカリ，◇：ササニシキ，ロ　コシヒ
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　モデルで予測した出穂日は図4－1（B）で示さ

れた実際の出穂日とよく一致していた（図4－4）。

（6）おわりに

　ノンパラメトリック法を使って各品種ごとのf

（L）の形，DVRの形をおおよそ示すことができ

た。f（L）は，ある日長時問より短いと0でこの

日長時問より長いと直線的に増加したので，この

モデルは短日下の出穂まで積算水温，f（L）が増

加し始める日長時問，その増加する傾きの3つの

値でおおよそ表すことができると思われる。DVR

はf（L）で表すことができるので，これら3つの

値はそれぞれDVRが一定の部分の値とDVRが
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減少し始める日長時問とその減少する傾きに対応

している。これらの値と日長に反応し始めるス

テージを含めると4つの値で各品種の日長感応性

をおおよそ記述することが可能であると考えられ

る。

　最後に，この実験はガラス温室内の気温を一定

の条件で進められたが，実際には冬期問に水温が

低下した。このため，温度を変数として含めたモ

デルを考えなければならなかった。このモデルは

この実験のような温度の変化が小さい条件で適用

できると考えられる。しかし，温度が低温域から

高温域まで大きく変化する条件でこのモデルが適

用できるかどうかは今後の検討課題である。

　　　　（気象生態研究室　川方俊和・矢島正晴）
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5．ニラの生産するカーネーション萎ちょ
　　う細菌病菌に対する抗菌物質

（1）　はじめに

　神奈川県のカーネーションを連作している圃場

では，カーネーション萎ちょう細菌病菌（A側40一

彫0％偽6鍔0φ勿ll♂）による病害が激発し，カー

ネーションの生産に深刻な被害を与えている。こ

の病害の防除のためには，主として農薬（クロル

ピクリン剤）を用いて土壌消毒を行っているが，

その効果は芳しくない。一方では，農薬を減らし

つつ土壌病害を防除することを目的とした生物的

防除が注目を集めている。現在，生物的防除の手

段としても最も注目されているのは拮抗菌の利用

である。しかしながら，拮抗菌を接種してもその

多くが土着の微生物との競合に負けて生き残るこ

とができなかったり，抗菌物質を生産するための

適当なエネルギー源が土壌中に無いなどの問題点

が指摘されている。そこで，本研究においては，

これらの問題点を克服するために，拮抗菌ではな

く，抗菌植物（植物病原菌の増殖を抑制する抗菌

物質を含有または分泌する植物）を用い，病害抑

制の可能性について検討するとともに，抗菌物質

の化学構造について検討を行った。

（2）カーネーション萎ちょう細菌病菌に対する

　　抗菌植物の検索

　薬用植物を中心に，約70種類の植物を収集し，

花・葉・茎・根に分けたのち，各部位の水および

メタノール抽出液を調製した。これらの抽出液を

被検液として，ぺ一パーディスク法により，数種

の植物病原菌に対する抗菌活性を調べた。その結

果，P侃η0φ勿ll面こ対して，ニラの新鮮根の水抽

出液が強い抗菌活性を示すことが明らかとなった

（図5－1）。

図5－1　ぺ一パーディスク法による抗菌活性の検定

（3）ニラの新鮮根の水抽出液がカーネーション

　　萎ちょう細菌病菌の生態に及ぽす影響

　土壌病害の生物的防除を目指すためには，土壌

における特定の植物病原菌の生態を把握すること

が最も重要である。そのためには，特定の微生物

を土壌から選択的に検出し，計測する手段が必要

となる。そこで，土壌中のP6鍔oφ勿llJを選択

的に検出・計測するために，青野・加藤の選択培

地に出現する黄色凸型のコロニーを酵素免疫測定
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法で検出する方法を開発した。この方法を用いて，

ニラの新鮮根の水抽出液（ニラ抽出液）を土壌に

添加することにより，土壌中のP　ooηoφ勿lliを

抑制することができるかどうか検討した。

　神奈川県園芸試験場より採取した褐色低地土を

詰めたプランターを10個準備し，元肥として

CDU，過リン酸石灰，苦土石灰を標準量施用した。

プランター2個を1区とし，表5－1の5区を設け

た。各区にカーネーションの穂苗10本を移植し，

30±50Cのガラス室で2か月間栽培した。培養およ

び栽培期間中，土壌中のP侃η0φ勿llガを選択的

に検出し，計測した。カーネーションの罹病率の

判定は，病徴および植物体からのP6αη0φ勿lli

の検出の有無に基づいて行った。

　ニラ抽出液の添加後3日問に，土壌中のP侃ηo－

phylliの菌数は106から102CFUg－1soil（検出限

界）まで約4桁減少した（図5－2）。これに対して，

ニラ抽出液を添加しない区（図5－2）においても

P6研yoφ勿1〃の菌数は約1桁程度減少した。一

方，ニラ抽出液添加後3日間に，生菌数は1．5×

108から3．3×108cFug－1soilまで約1．5倍に増加

した（図5－3）。これに対して，ニラ新鮮根抽出液

を添加しない区では，生菌数の減少が認められた

（図5－3）。したがって，ニラ抽出液を添加した区

の方がしない区に比べて，生菌数は1桁程度高く

推移した。これらの結果から，ニラ抽出液が土壌

中のP6αηの勿llJを選択的に抑制すると結論し

た。

　カーネーションの罹病率は，ニラ抽出液を添加

した区の方がしない区に比べて，全期問中低く推

移した（表5－2，図5－4）。ニラ抽出液の添加に

より約1カ月程度発病が遅れたが，約2カ月後の
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表5－2　カーネーションの罹病率

表5－1　ポット試験の設計
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　　　　　　　病原菌接種　　無処理　　　　　　　　　　　病原菌接種
　　　　　　　＋水抽出液
図5－4　ニラ新鮮根の水抽出液の添加による発病の抑制

罹病率は70～90％に高まった（表5－2）。したがっ

て，ニラの生産する抗菌物質を用いてカーネー

ション萎ちょう細菌病菌を防除するためには，さ

らに実用化技術の検討が必要である。

（4）抗菌物質の精製と単離

　ニラ新鮮根の水抽出液にはカーネーション萎

ちょう細菌病菌に対する強い抗菌活性があること

がわかった。そこで，ニラ抽出液の活性本体であ

る抗菌物質について検討した。Al伽珊属では，タ

マネギやニンニクに含まれる抗菌物質として

allicin（diallyl　thiosulfinate）が知られており，

ニラも同様な構造の物質を含有しているものと推

定された。

　ニラの新鮮根を同重量の蒸留水とともにミキ

サーで磨砕したのち，ガーゼでろ過し，ろ液を

10，000rpm，10分問遠沈し，その上澄液をサンプ

ルとした。活性は後述のぺ一パーディスク法に

よって評価した。根の水抽出液は不純物の量も少

なく，抗菌物質の構造の検討に適していた。試料

はよく水洗いし数100gを何回か供試した。

　活性物質の単離を成功させるには，精製法とと

もにバイオアッセイが重要である。カーネーショ

ン萎ちょう細菌病菌に対する抗菌活性は，ぺ一

パーディスク法およびオートバイオグラフィーに

より検定した。ぺ一パーディスク法は，直径8mm

のぺ一パーディスクを用い，培地はP6鍔oρ勿llズ

を分散させたPotato　DextroseAgar培地（PDA

培地）を用いた。評価はぺ一パーディスクの円周

から阻止円の円周までの距離で行った。オートバ

イオグラフィーは，被検液をシリカゲルTLCで

展開し，よく風乾させ，その上に菌を含んだ軟寒

天培地（1／2量のPDA培地にぺ一パーディスク法

と同様に菌を分散させたもの）を厚さ1mm程度

になるように重層し，300Cで24時問培養後，254

㎜の紫外線を照射して活性部分を検索した。

　ニラの新鮮根のニラ抽出液中の抗菌物質は，溶

媒分画法により中性物質であることが判明したの

で，水抽出液を先ずイオン交換カラムにかけた。初

めに陰イオン交換カラム（Biorex5）にかけ，通過

液および蒸留水による洗浄液を分取し，活性物質

をTLCにより確認して活性画分を回収した。こ

の液を続いて陽イオン交換カラム（Amberlite

IRC－50）にかけ，通過液および蒸留水による洗浄

液を分取し，陰イオン交換カラムと同様に活性物

質の有無を確認し，活性画分を回収した。この液

を等量の酢酸エチルで3回抽出し，濃縮して中性

画分を得た。

　この過程でほとんどの不純物は除かれたが，抽

出液を濃縮すると若干黄色を呈した。抽出物を

TLCで展開した後，その抗菌活性をオートバイオ

グラフィーで検定した結果，4つの活性成分が検

出された（図5－5）。これらをRf値の小さい方か

ら抗菌物質1，II，III，IVとした。

　次に，この濃縮液をシリカゲルカラムで酢酸エ

チルーヘキサン（1：1）を溶出溶媒として分取し，

o

●

●

●

●

図5－5

Rf値

0。93

o．67抗菌物質IV

O．52　抗菌物質皿

o．42抗菌物質H

O・29抗菌物質1

TLC上での抗菌物質のRf値

黒塗りスポットが活性物質

（酢酸エチルーヘキサン1：1）
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精製した。各フラクション中の活性物質をTLC

で確認した結果，活性物質をそれぞれ分離できた

ことが確認された。

　これらの物質の活性は各種のクロマトグラ

フィーによる精製で完全に消失することはなかっ

たが，TLCでの検討から活性物質IIは分解しやす

いことが判明した。また，各成分とも揮発性物質

であり，減圧濃縮や窒素ガスによる濃縮で数10％

が消失した。そのうち活性物質IIとIVはとくに揮

発性が高く，減圧濃縮や窒素ガスによる濃縮は困

難であった。

　そこで，活性物質のうち2つの成分，抗菌物質

1およびIIIに関してさらに精製し，構造を検討す

ることとした，すなわち，HPLCにより，シリカ

ゲルおよびODSカラムを用い順次精製し，単離

に成功した。

（5）抗菌物質の構造決定

　単離した抗菌物質1およびIIIの構造を決定する

ために，先ず蛍光X線分析計で分析した。シス

ティンを標準物質として硫黄の存在を検討した結

果，抗菌物質1，IIIともに含硫化合物であること

が判明した（図5－6）。次に，500MHzの2H－NMR

および13C－NMRによる構造の検討を行った。こ

の結果，抗菌物質1はメチル基を，抗菌物質IIIは

メチル基とアリル基を持っていることが判明し

Kα

75。2

79　　76　　77　　76　　75　　74　　73　　72　　71

　　2e〔degree5》

システイン

抗菌物質1

抗菌物質m

図5－6　抗菌物質の蛍光X線分析

た。次に質量分析をGC－MSで試みたが，ガスク

ロマトグラフ中で分解が起こるため測定ができな

かった。そこで，LC－MSによる分析を行ったとこ

ろ，マススペクトルを得ることができた。図5－7

は抗菌物質皿のマススペクトルである。これに基

づき，活性物質IIIの分子量は136であることが判

明した。これら機器分析の情報を総合し，活性物

質皿はS－methyl2－propenethiosulfinateである

と決定した（図5－8）。抗菌物質1については，さ

らに赤外吸収分光光度計を用いた解析を行い，抗

菌物質皿とよく似た構造であることが判明した。

これらの物質はallicinと同様にthiosulfinateの

部分が抗菌活性を有するものと考えられる。

，ll％
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図5－7　抗性物質IIIのLC－MSによるマススペトル

　　　　O
　　　　l
CH3－S－S一｛）H2－CH－CH2

S一ルZ6渉hlyl2一ヵ彩oφ6n6渉h♂osκφ％α！6

　図5－8　抗菌物質IIIの構造

（6）おわりに

　カーネーション萎ちょう細菌病菌は土壌伝染性

の植物病原菌で，現在のところ農薬を用いても効

果的な防除はできないでいる。このような病原菌

に対し，植物が生産する抗菌物質を利用して制御

しようという試みは緒についたばかりである。薬

用植物を中心に多くの植物を検索した結果，カー

ネーション萎ちょう細菌病菌の増殖を選択的に制

制する物質がニラに含まれていることが判明し，

それらの物質の構造もほぼ決定することができ
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た。残念ながら，防除技術として使えるところま

では至っていないが，この研究は昨今の環境と調

和した農業を技術的に支える上での一つのアプ

ローチではないかと考えている。現在，当研究室

では，土壌に施用する多機能の有機物という観点

から，さらに多くの植物について検討を進めてい

る。

　（土壌有機物研究室　菅原和夫＊・竹中　眞・原田靖生）

　　　　　　　　　　（＊現在・熱研沖縄支所）

6．農業水域における脱窒機能を測る

（1）　はじめに

　1970年以降，欧米各地を始め我国においても，

地下水中の硝酸濃度の急激な上昇が認められるよ

うになってきた。地下水中の硝酸は，最終的には

湖沼，沿岸水域に達し，それら閉鎖性水域の富栄

養化をもたらす。また，飲用水の水質基準は硝酸

態窒素（亜硝酸態窒素を含む）で10mgN／Lとさ

れている。

　地下水への硝酸態窒素の負荷源には，工業排水，

生活排水，雨水，廃棄物処理場からの浸透などが

あげられるが，農業生産のための施肥も大きな負

荷源となる場合がある。農耕地の中でも，酸化的

な畑・樹園地では，硝化作用により肥料中の窒素

成分はすみやかに硝酸態窒素に変化し，溶脱，地

下浸透を起こし易い。一方，水田，湿地，ため池，

用排水路等の農業水域では，底質上部での脱窒に

より，硝酸態窒素は窒素ガスに還元されて大気中

に放出される。窒素循環からみると農業水域は窒

素のシンクになっており，農耕地からの硝酸態窒

素の流出防止に寄与していることが予想される。

　農業水域のもつ窒素除去機能のこれまでの研究

では，窒素の流入，流出負荷量の差を脱窒量とす

ることが多く，付着徴生物による吸収や土壌への

一時的吸着も含まれ，その他収支不明分が集積し，

正確さに欠ける嫌いがあった。また，脱窒を直接

測定した場合でも，測定値の多くは，採取した土

壌を培養ビンに入れ，硝酸を添加し，嫌気的条件

下で培養して得られたもので，理想的条件下での

脱窒，いわば脱窒ポテンシャルとでもいうべき潜

在的な活性で，必ずしも自然条件下での脱窒速度

を反映したものではなかった。

　本研究では，農業水域の持つ脱窒を主体とした

窒素浄化機能を定量的に評価するため，自然条件

に近い状態で脱窒速度を測定する手法の検討を行

い，いくつかの測定値を得ることができた。

（2）測定方法

　1）アセチレン阻害法

　脱窒速度の測定法には，①窒素ガス直接測定法，

②硝酸濃度変化測定法，③窒素安定同位体トレー

サー法，④アセチレン阻害法がある。①の直接測

定法は，自然の系に何も添加せず，発生してくる

分子状窒素を直接測定する方法であり，最もシン

プルである。しかし，大気中窒素の混入の恐れが

大きく，しかも長時問培養（1～2週間）の必要が

ある。②は硝酸濃度の変化から脱窒量を算出する

方法であり，測定は容易である。しかし，感度が

低く，硝酸同化・アンモニアヘの硝酸還元も含む

一方，硝化由来の硝酸の脱窒が含まれず，脱窒量

そのものの測定としては問題がある。③は窒素の

安定同位体（15N）をトレーサーとして使用するも

ので，高感度であり，複数の窒素の挙動過程を同

時に解析できる点で優れている。しかし，トレー

サーとして窒素（硝酸塩あるいはアンモニウム塩）

の添加が必要なこと，培養時間がやや長いこと（数

十時問），脱窒部位が深いと適用が困難なこと，測

定装置が高価で取扱いが煩雑なこと，などの短所

がある。④のアセチレン阻害法は，アセチレンが

脱窒過程のうちの亜酸化窒素（N，O）から窒素

（N，）への還元を阻害する性質を利用したもので

（図6－1），測定が比較的容易であり，窒素添加の

必要がなく，高感度なため短時間（数時間）の培

養・実験時間ですむ，などのメリットを有する。

問題点としては，硝酸濃度が低い時にアセチレン

による阻害が不完全なことがある，アンモニアか

ら硝酸への硝化も同時に阻害してしまう　（硝化・

脱窒が密接にカップリングしている場合に問題に
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図6－1　アセチレン阻害法の原理
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排出口！

亜酸化窒素測定のためのECDガスクロマトグラ

フ流路図

なる），があげられる。

　今回調査対象とする農業水域は，ため池，湿地，

休耕田，用排水路等であり，中にはヨシなどの水

生植物が生育し，脱窒が底泥表面だけでなく，か

なり下層でも進行している可能性のある水域もあ

る。そこで，今回の調査では，硝酸添加の必要が

なく，下層部での脱窒も測定でき，測定時間が短

く，測定も比較的容易なアセチレン阻害法を用い

ることにした。

　2）ECDガスクロマトグラフ設定条件

　アセチレン阻害法で生成してくる亜酸化窒素

（N20）の測定には，エレクトロンキャプチャ検

出器（ECD）付きのガスクロマトグラフを用いた。

ECDは亜酸化窒素に対して極めて高い感度を有

する。しかしながら，亜酸化窒素の還元阻害のた

めに注入した試料ガス中のアセチレンがECD検

出器に付着して線源を汚染し，べ一スラインヘの

復帰を遅らせ，最終的には感度の低下をもたらす

という測定上の問題点がある。この点を解決する

ために，分離カラムで亜酸化窒素とアセチレンを

分離し，亜酸化窒素のピーク検出後，アセチレン

が検出器に到達する前にガス流路を切り換え，ア

セチレンを別の排気口から排出する流路切換方式

を採用した（図6－2）。4ポートバルブの切り換え

はバルブアクチュエータを用いて自動化した。ま

た，水分及び二酸化炭素を除去するため，ドライ

アライトとソーダアスベストを充填したプレカラ

ムを装着した。この方式で，カラム長，充填剤の

種類，カラム温度，検出器温度，キャリアガス流

量を検討したところ，表6－1の設定条件で亜酸化

窒素とアセチレンを確実に分離し，亜酸化窒素の

みを高感度（0．1ngN）で測定できるようになった

（図6－3）。1試料の処理時間は約5分である。

　3）実試料の測定

　自然に近い条件下での培養

　内径5cm，長さ25cmの透明アクリルパイプ

を用いて，10～15cmの底質コアを立体構造を壊

表6－1　亜酸化窒素測定のためのECD
　　　　ガスクロマトグラフ設定条件

プレカラム　充填剤

　　　　　内径
　　　　　長　さ

分離カラム　充填剤

　　　　　内　径

　　　　　長　さ

キャリアガス種類

　　　　　流　量

カラム温度

検出器温度

ドライアライト（水分吸収，5cm）

ソーダーアスベスト（二酸化炭素
吸収，10cm）

6mm
l5cm

ポラパックQ（50／80）

3mm
3m
窒素

25ml／分

700C

3400C

図6－3

Air

N20

0　　　　　5　　　　　10min

　　　”
　　バルブ切換

アセチレン入り試料（亜酸化窒素標準ガス2。62

ppm＋アセチレ・ン2．5％v／v）の亜酸化窒素

分析例
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さないように採取する。このアクリルパイプの両

側面には，小孔（直径2．5mmでシリコン系充填

で塞いである）が1cm間隔であけてあり，この孔

から底質コアの問隙水の約10％量のアセチレン

飽和水をコア中に均一に注入する（図6－4）。培養

は恒温水槽内で温度を現場温度に保ち，固液境界

層に硝酸や溶存酸素の濃度勾配が生じないよう底

質コアの上層水をスターラーでゆるやかに（底質

が巻き上がらない程度）撹搾しながら行う。一定

時間培養（1～3時問）後，コア上層水，底質コア

を層別採取し，あらかじめ5％ホルマリンを入れ

てあるバイアルビンに速やかに移し，密栓する。

このバイアルからヘッドスペース法で亜酸化窒素

分析用試料を採取する。脱窒量は培養前後の亜酸

化窒素量の差から算出する。

　測定例
　調査は，茨城県玉造町の農業用ため池（大清水

池）及び埼玉県岡部町のヨシ湿地で行った。両地

点とも20～30mgN／Lの硝酸態窒素が流入して

いる。ため池における脱窒は底質表層に限られ，

3cm以深ではほとんどみられず，問隙水中の硝酸

A　A　A　A　A　A　A　A
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濃度とよく対応していた（図6－5A）。岡部町のヨ

シ湿地では，10cm以深まで硝酸が分布し，脱窒は

地点問の差異が大きく，10cm付近でもかなり大

きな値が得られることもあった（図6－5B）。

　現在までに得られている単位面積当りの脱窒速

度は，ため池で110～170mgNm－2d－1，湿地で

70～480mgNm『2d－1である（表6－2）。この数値

は，これまでに河川，湖沼，沿岸水域において自

然に近い状態で測定された脱窒速度の中でもかな

り高い方に属する（図6－6）。年間ヘクタール当り

に換算すると500～1000kgNに相当する。

（3）おわりに

　アセチレン阻害法は，アセチレンの注入，底質

の処理及び底質の不均一性克服のためにかなりの

労力を必要とするが，測定原理・手法は比較的単

純で適用範囲の広い脱窒速度測定法である。この

手法を用いての調査を現在も継続中である。まだ

測定数は少ないが，これまでの調査で得られた結

果は，農業水域の有する高い窒素浄化機能を示唆

している。農耕地からの窒素成分の流出を抑制す

るには，施肥管理の適正化，マルチ，緩効性肥料

の利用などにより肥料の利用効率を高め，施肥量

を削減することが原則である。これに加えて，脱

窒作用を主体とした窒素浄化機能を有する農業水

域の活用，例えば，休耕田や非作付期の水田の湛

底
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図6－4　底質コアヘのアセチレンの注入と培養

図6－5

15
0　　　　5　　　　10　　　　15　　　20

　　硝酸濃度（㎎NL一一）

農業水域における脱窒鉛直分析の測定例

A：ため池（茨城県玉造町大清水池，91．12．17）

B：ヨシ湿地（埼玉県岡部町，91．10．28）
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　　脱窒速度（mgN㎡2d1）

河川，湖沼，沿岸水域において自然に近い状態

で測定された脱窒速度の頻度分布（Seitzinger

l988より作成）

表6－2　農業水域における単位面積当り脱窒速度

　　　　　脱窒速度調査日
　　　　（mgNm－2d－1）

7．異なる光環境下におけるツユクサの

　　生育型戦術

（1）はじめに

調査地点

ため池
（茨城県玉造町大清水池）

ヨシ湿地

（埼玉県岡部町）

91．12．17

92．3．30

92．4．20

91．10．28

92．2．24

168

164

110

78－478

72－277

水化，ため池・湿地の保存，適正配置なども，農

耕地からの窒素流出負荷抑制策として有効な手段

であることが予測される。ただし，還元的な湛水

域は，条件によってメタンや亜酸化窒素など地球

温暖化ガス放出の場にもなり，蚊・ユスリカなど

衛生害虫の発生地にもなりうる。水質浄化のため

の農業水域の利用には総合的な水管理が必要に

なってくる。

　本研究に際し，亜酸化窒素の測定法及びコア培

養法に関して，東京大学海洋研究所小池勲夫教授，

資源環境技術総合研究所左山幹雄主任研究官より

有益な助言をいただいた。

　　　　　　　　（水質保全研究室　戸田任重）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツユクサ（Co窺規61in召60窺郷麗痂sL．）はツユク
　

サ属の1年生草で，日本全土に分布し，路傍，荒

地，耕作地，樹園地，草地など多様な立地環境下

で生育している。北海道や東北地方の人工草地で

は，草地群落区分種あるいは随伴種として位置づ

けられている。ツユクサの生育は肥沃で保水力の

高い立地で旺盛となり，その茎長が1m以上に伸

長した場合は作物を遮へいする効果も大きく耕作

地の強害草となっている。また採草地に群生した

場合は刈り取り後の乾燥速度が緩慢なため，干草

の品質低下をもたらすことも多い。

　ツユクサは遺伝的な変異が大きいだけでなく，

個体の示す生育型の可塑性も大きい。その生育型

は環境条件に呼応してp型あるいはb型に変化

する。このように多様性に富んだツユクサの生態

的特性，特に種子の休眠や種子発芽に関する研究

はこれまで行われてきた。しかし人工草地内に一

旦定着したツユクサがその生活史を全うする上で

どのような生育型戦術を行使しているかについて

は，ほとんど明らかにされていない。ここで生育

型戦術とは『人工草地内のギャップ内に侵入した

雑草が発芽・定着して後，種子生産を行うまでの

過程で形態的な可塑性を手段として生活空間を維

持あるいは拡大していく方法』と定義される。

　作物や牧草と混在して生育しているツユクサを

抑制するためには，その生育立地における生育型

戦術を明らかにする必要がある。本研究では（1〉寒

冷紗による遮光処理によって光強度が低下した条

件下と，（2）牧草による遮へいによって光強度が低

下し，さらに光質が変化した草地内のギャップに

ツユクサを定植し，それらの成長過程と成体にみ

られる形態的諸特性の違いについて検討した。

（2）材料と方法

本試験に供試したツユクサは全て1989年秋に
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農業環境技術研究所の恒温温室で栽培した個体よ

り採集，精選した種子によるものである。一昼夜

浸水した種子を1990年5月31日に2cm問隔で

育苗箱に播種し，6月18日に2葉が展開した個体

を選んで各処理区に定植した。

　寒冷紗による遮光試験には，寒冷紗を張って地

表面の相対照度がそれぞれ6％（6％区），19％

（19％区），49％（49％区）になるように設定した

木椎を用いた。縦36cm，横45cm，深さ10cmの

育苗箱に火山灰土を充填し，その中心部に1個体

ずつツユクサの芽ばえを定植した。対照区の個体

は縦60cm，横60cm，深さ33cmのコンクリート

ポットの中心部に定植した。いずれの処理区も6

反復とし適宜灌水を行った。

　人工草地での試験は1989年10月にオーチャー

ドグラスを播種して造成した農業環境技術研究所

のH1圃場で行った。平均草丈30cmの草地内に

点在したギャップを任意に抽出し，周囲の牧草を

根元から刈り取ることによって直径がそれぞれ

10cm（S区），20cm（M区），30cm（L区）の丸

い人工的なギャップを6ないし8ヶ作り，その中

心部にツユクサを定植した。寒冷紗による処理区

と牧草地内ギャップのいずれも施肥は行わなかっ

た。

　1990年6月21日より8月1日まで約1週間の

問隔でツユクサの草丈と広がりを測定した。また

ツユクサの葉数，分枝数ならびに草地内のギャッ

プサイズ，オーチャードグラスの草丈および群葉

内の相対照度は約2週間の間隔で測定した。8月1

日にそれぞれの処理区の半分の個体を上部から

10cm問隔で刈り取り，葉，茎，生殖器官，根に分

けてそれらの乾重を求めた。また葉面積について

も測定した。残りの個体は寒冷紗による処理区と

対照区では8月19日に，また草地内ギャップ個体

は9月13日に堀り取り，葉面積を測定後，各器官

別に分けて乾重を求めた。

（3〉結　　果

1）光環境の推移

寒冷紗による処理区の光環境は常に一定の割合

で外部より劣ったが，草地内ギャップのそれは継

時的に変化した。最初に設定したS区，M区，L

区のギャップ面積はそれぞれ79cm2，314cm2，

707cm2であったが，その後，周囲のオーチャード

グラスの繁茂によってギャップ面積が急激に減少

した（図7－1）。L区のギャップサイズは場所によ

る変動が大きく，ツユクサの生育後期にはM区の

ギャップ面積との有意差がなくなった。7月5日

のM区とL区の値が小さいのは強風によって一

時的にオーチャードグラスの葉が傾いたためと思

われる。

　ギャップ内の地表面とツユクサ葉層上部の相対

照度は表7－1に示すとおりで，ギャップサイズが

増大すると相対照度も増大する傾向がみられた。

しかしM区とL区では有意差は認められなかっ

た。M区とL区の葉層上部の相対照度が，生育初

期の値より上昇しているのは，ツユクサの草丈が

伸長したためであり，ツユクサに対する光環境は

改善されたと言えよう。

　2）成長過程でみられた形態の変化

　草丈と広がり：寒冷紗による遮光条件下では，

光強度の低下に伴ってツユクサの草丈が伸長した

（図7－2）。しかしながら6％区では光エネルギー

1，000
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サ
　　500イ

ズ
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図7－1

0
6／18，21 7／5 19 8／1

オーチャードグラス草地内に形成したサイズの

異なるギャップの面積の推移

注）●：Sギャップ，▲：Mギャップ，■：L

ギャップ
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表7一一1　草地内ギャップの相対照度とギャップサイズの変化

処　　理　　区

　　測定日　高さ（cm） S M L

相
対
照
度

6／21 0　　　　　　29．5±　3．6

10＊　　　　　49．1±　4．6

43．1±　3．2　　　55．7±5．6

56．9±　6．2　　69．6±4．6

8／1 0　　　　　 0．6±　1．0

30＊　　　　　31．6±！6．7

4．0±　4．3　　　5．8±2．3

62．9±！2．9　　72．7±5．6

ギャップ6／18
サイズ（cm2）　8／！

　78．5　　　　　　　314．0　　　　　　　　706．5

31．3±18．4　　95．5±23．8　　192．8±128．3

注）平均値±標準偏差　　＊ツユクサ葉層上部

の絶対的な不足によって全体の生長が著しく抑制

されたため（表7－2），19％区の草丈までには至ら

なかった。逆に草地内ギャップでは光強度の高い，

ギャップサイズの大きな場所ほど，ツユクサの草

丈の伸長が促進される傾向がみられた。

　寒冷紗による遮光では対照区のツユクサと同

様，いずれの処理区も8月1日まで草丈の伸長が

みられた（図7－2）。しかしその後は葉重の増加で

支えられなくなり6％区，19％区では横に傾くよ

うになった。一方，草地内ギャップでは7月19日

にほぼ草丈の伸長が停止した。

　広がりと草丈の比から求めた形態指数（MI）の

推移を図7－2の右に示した。MIは以下の式に

よって求めた。すなわち

　　MI＿一　　　　　　　草丈

　ここで長径，短径は各個体の広がりを示す。

　寒冷紗による遮光では光強度の増大に伴い，分

枝の発生が促進された結果，横への広がりが顕著

となり，MI値が上昇，生育後期にはいずれの区も

1以上になった。特に49％区では分枝の発生が対

照区より多かった。一方，草地内ギャップでは，

とりわけL区は分枝発生が可能な空問にあった

にもかかわらず，いずれの処理区も全く分枝の発

生が認められなかった。草地内ギャップでのMI

値は1以下で推移し，かつその値に処理間差がな

かった。

葉数：寒冷紗による遮光では，光強度が強いほど

顕著に葉数が増大した。特に49％区の葉数は対照

区より常に多かった（図7－3）。草地内ギャップの

上部は少なくともM区，L区では開いていたの

で，寒冷紗の6％区より光環境はよいと思われた

が，草地内ギャップではいずれの処理も葉数はほ

40
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寒冷紗による遮光処理区と草地の各種ギャップ

内に生育したツユクサの草丈と形態指数の推移

注）寒冷紗処理区　●：6％区，▲：19％区，

■：49％区，一一一：対照区

草地内ギャップ●：S区，▲：M区，醒：
L区
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とんど増加がみられなかった。また葉数の推移は

いずれも同様であった。草地内ギャップでは7月

19日頃から下葉の枯れ上がりがみられるように

なった。

葉

数

150

100

50

0

ノ

ノ

ノ

’

6／21 7／5 19 8／1

図7－3寒冷紗による遮光処理区およびLギャップ内に生

　　　育したツユクサの葉数の推移。ギャップ内個体の

　　　葉数には処理問差は認められなかった。

　　　注）記号は図7－2に同じ。但し□は草地内の

　　　L区

乾物分配率：L区，49％区および対照区における

ツユクサの器官別乾物割合を図7－4に示した。ツ

ユクサでは光環境の違いによって各器官への分配

率は異なったがいずれの処理区においても花芽の

分化が認められた。しかし開花の時期は寒冷紗に

よる処理区と草地内ギャップでは異なった。対照

区では7月19日より開花が認められたが，49％

区，L区ではそれぞれ7月25日，8月1日と開花

日が遅延した。このように開花時期が異なったに

もかかわらず，粗個体再生効率はいずれもほぼ同

じか，むしろ開花日の遅延した草地内ギャップ個

体で高かった（表7－2）。

　3）成体にみられた形態の違い

　生産構造＝ツユクサの生産構造は可塑性がかな

り大きく，光環境の違いによって著しく変化した

（図7－5）。対照区の裸地に定植した個体は周囲

に飼飼しながら広がる傾向が明らかで，下層部の

0～10cmで葉量が多かった。寒冷紗による遮光で

は光強度の上昇に伴い，上部に葉量の多い広葉型

草原群落タイプからイネ科型草原群落タイプをへ

て，草丈の低い最下層部に葉量の多いタイプに変

化した。また弱光下ほど非同化組織の割合が高

かった。草地内ギャップでは現存量が極めて小さ

ヌ）・ったが，いずれも広葉草原群落タイプを示した。

　葉の形質＝葉面積は対照区が最大で，次いで

49％区，19％区，6％区の順に低下した。草地内

表7－2　異なる光環境下におけるツユクサの形態的特性

寒冷紗による遮光 草地内のギャップ
処　　理　　区

6％ 19％ 49％ 対照区 S M L

葉面積（cm2）

比表面積（SLA：cm2／g）

葉数

平均草丈（cm）

葉重比（LWR　g／g）

葉重／茎重比（g／g）

全乾重（g）

地上部乾重（g）

T／R比（g／g）

粗個体再生産効率（CRE：％）

分枝数

197．1　　2356．0　　2699．5　　4243．3　　9．3　　7．9　　5．2

　657　　　499　　　319　　　272　　291　　175　　131
16．8±3．491．8±19．6166．2±24．4146。3±65．55．7±0．56．2±1．06．3±1．0

44．2±3．544．6±　5．6　 39．3±　3．4　 34．2±　2。825．1±6．927．8±8．428。1±6．1

0．30

0。61

0．99

0．82

4．9

2．0

0．3

0．31

0．61

15．34

12．87

5．2

2．0

18．5

0．27

0．48

31．43

27．85

7．8

4．0

37．2

0．30　　　　　0．16

0．66　　　　　0．25

52．74　　　　　0．20

42．51　　　　　0．18

4．2　　　7．5

5．0　　　4．0

31．7　　　0

0．12

0．19

0．37

0．32

6．5

5．0

0

0．09

0．16

0．43

0．37

6．2

8．0

0
注）平均値±標準偏差
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図7－4　異なる光環境下で生育したツユクサの器官別割

　　　　合の推移

　　　　注）R：地下部，S：茎，L＝葉，F：生殖器

　　　　官，D：枯死部

ギャップの個体の葉面積は，寒冷紗の個体より，

2桁も小さく，かつギャップサイズが大きいほど

葉面積が小さかった。比葉面積（SLA：葉の重量

当たりの面積；cm2g『1）は寒冷紗による遮光条件

下では対照区より大きく，逆に草地内ギャップで

小さかった（表7－2）。いずれの処理区も光強度の

低下に伴い値が増加した。高さ別にみたSLAの

分布は，寒冷紗による遮光下では一定の傾向がう

かがえなかったが，草地内ギャップの個体は下層

の葉ほど値が増大する傾向を示した。葉重比（全

乾重に占める葉重の割合，gg－1）は寒冷紗による

処理区と対照区はほぼ同じ値を示したが，草地内

ギャップ個体のそれは明らかに前者より小さかっ

た。以上の結果より草地内ギャップの個体の葉面

積はその値が小さいのみならず，大きさの割にも

小さいことがわかった。

　その他＝草地内ギャップでは茎重の増大が顕著

で葉重／茎重比が寒冷紗による処理区や対照区よ

り小さかった。また弱光下では対照区に比較して

いずれの処理区でも根系の発達が悪かった。

（4）考　　察

　草地に侵入した雑草は造成の初期を除けば常に

周囲の牧草によって遮光された状態で生活してい

る。耕地雑草についても作物がある程度成長した

場所に発生したものは草地と同じような環境下で

生育することになろう。従って遮光による弱光条

件下における雑草の生活史戦略を明らかにするこ

とは雑草防除上極めて重要である。弱光下におけ

る雑草の諸特性の変化はこれまでもっぱら寒冷紗

による実験の結果に基づいて論じられてきた。し

かし草地のギャップ内で，周囲の牧草の葉を透過

してきた光は近赤外光の割合が多く，R：FRの比

が寒冷紗とは異なるはずである。このような草地

内ギャップの光環境下で，ツユクサは寒冷紗内の

それとは非常に異なる生育型戦略を示した。

　1）相対成長率を維持するための戦術

　弱光条件下で純同化率（NAR）が低下した植物

個体が，その相対成長率（RGR）を維持するため

には葉面積比（LAR）を高めなければならない。

RGRはNARとLARの積で決まる値だからで
ある。ところでLARは葉重比（LWR，g．g－1）と

葉の比表面積（SLA，cm29－1）との積で表すことが

できる。

　　LAR＝LWR×SLA
ここで

　　LWRは植物全乾重のうち葉の構成に寄与

　している割合である。個葉の形が一定であれ

　ば葉数によってLWRは決まる。

　　SLAは葉の面積と重量の比であるから，葉

　の厚さを表していることになる。

従ってLWRとSLAの双方あるいはいずれかそ

の一方を対照区個体のRGRになるまで高めるよ
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図7－5異なる光環境下で生育したツユクサの生産構造図

　　　注）F：同化器官，C：非同化器官，一〇一〇一〇一：群落内相対照度

うな戦術が必要となる。

　ツユクサのLWRは光強度が低下しただけの寒

冷紗による遮光条件下では，いずれの処理区も対

照区とほとんど変わらなかった（表7－2）。

　このような弱光下にある49％区では分枝の発

生と草丈の伸長が促進され，対照区個体より大き

な空間を占有するに至った。19％区では草丈の伸

長も顕著であったが，主に下層部に葉層を展開し

た。また6％区では上層部に葉層が偏在した。一

方，対照区では灌水条件が同じでも乾燥ぎみとな

るため，比較的湿潤な環境を好むツユクサはいく

ぶん成長が抑制された。ツユクサには耐陰性があ

るので，ある程度の弱光は蒸散を抑制するから，

むしろ生育環境としては適しているのかも知れな

い。以上のようにツユクサの生産構造は処理問で

著しく変化した（図7－5）。

草地内ギャップ個体のLWRは対照区より明ら

かに低かったが，これには光質の変化が影響して

いると推考される。

　寒冷紗による遮光処理区のSLAは対照区より

明らかに大きく，光強度が低下する程その値は増

大した。これは葉肉を薄くして葉面積を拡大し，

相対成長率を維持するための適応と言える。とこ

ろが，草地内ギャップ個体の葉肉は厚く，しかも

SLAは対照区より小さかった。

　一般に葉重比（LWR）は変化しにくく，光強度

の変化に対する適応は葉の形態変化によるところ

が大きい。そのため比葉面積（SLA）の可塑性は
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大きいが，ツユクサの場合も寒冷紗による処理で

はこの一般則が成り立っているようである。

　2）成長に及ぽす光質の違い

　近年，光質すなわち波長組成の変化に基因する

多くの現象が種子の発芽を中心に明らかになっ

た。しかし波長組成の変化に伴う形態形成の諸反

応の生態的な意味については十分明らかにされて

いない。植被の下の光環境を模した人工的な低

R：FR条件下で生育する植物は1）茎の伸長速

度を速めると同時に茎の乾重を増大させる。2）

葉面積を縮小する。3）分枝の発生を抑制するこ

となどが知られている。

　草地内ギャップではツユクサのLWRとSLA

はともに低く，一見そこでの生育が不利なように

考えられた。しかし見方を変えれば，茎への投資

を最大にしているわけで，群落内での高さの競争

に対しては大変有利である。下葉が枯れ上がり，

上部に葉が偏在する葉群の分布パターンも全体の

エネルギーバランスの上から有利であろう。

（5）まとめ

　光をめぐる異種個体間の競争では個々の植物が

群落の中でどの高さに位置するかということが非

常に大きな意味をもつが，低R：FR下でのツユ

クサの適応戦術はその利にかなっていると言えよ

う。仮に葉への投資を低下させなければ相対的に

茎が弱くなるから，葉を支えられず，最終的には

寒冷紗処理でみられたように倒伏するであろう。

　弱光下においてツユクサはさまざまな生育型戦

術を駆使して種子を再生産し，生活史を全うして

いるようにみえる。しかしその仕方は寒冷紗によ

る遮光条件と草地内ギャップでは著しく異なっ

た。今後，光をめぐる牧草あるいは作物と雑草と

の競争現象を解析する場合は，圃場内における光

環境ならびに雑草の生育型戦術について十分検討

する必要があろう。

　　　　　　　　　（保全植生研究室　根本正之）

8．イネ縞葉枯ウイルスのアンビセンス

　　ゲノムとウイルス進化

（1）　はじめに

　イネ縞葉枯ウイルス（RSV）のRNAは，in

vitroのタンパク質合成系を使った翻訳実験で，ウ

イルス外被タンパク質を合成する活性を示さな

かった。一方で，精製したRSV標品は，invitro

のRNA合成系，すなわち，RNAの基質と2価の

Mg＋＋やMn＋＋の存在下で，高いRNA合成活性を

示した。これらの事実から，我々はRSVのゲノム

はネガテイブストランドかアンビセンスゲノムで

はないかと疑いをもつにいたった。

　一般に，RNAウイルスは，ウイルスRNAその

ものがメッセンジャーRNA活性をもつとき，こ

の種のウイルスはポジィティブストランドウイル

ス（Positive－strand　vims）という。多くの植物

ウイルスはこれに相当する。これに対して，ウイ

ルスゲノムRNAが，メッセンジャーRNA活性

をもたず，ゲノムの相補鎖のRNAがその活性を

もつことによって，ウイルスのライフサイクルに

必要なタンパク質を合成するしくみをとっている

ウイルスがある。これらのウイルスは，ネガティ

ブストランドウイルス（Negative－strandvims）

と呼ばれる。なじみのインフルエンザウイルスは

この一員であるが，この種のウイルスはウイルス

粒子のなかに，ゲノムRNAを鋳型にして相補鎖

のRNAを転写するためのRNA転写酵秦をたず

さえている。

　1984年，アンビセンス（Ambisense）ゲノムを

もつウイルスが報告された。同じゲノムRNAの

上に，ネガティブストランドの機能をもつ領域と，

ポジティブストランドの機能をもつ領域の塩基配

列が存在するRNAゲノムである。

　イネ縞葉枯ウイルスの遺伝子解析が進むと，4

本のRNAゲノムのうち，これまでに分析の終了

した2本のRNAゲノム（RNA3とRNA4）は，

アンビセンスゲノムであることが明らかにされ

た。
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　ウイルスの類縁関係や進化が論議されるとき，

ウイルスゲノムの複製様式は重要なポイントであ

る。RSVの塩基配列が明らかになると，マダニ類

やカで媒介されるBunyaviridae科の動物ウイル

スとの類縁関係が話題になってきた。

（2〉ゲノムRNAのパンハンドル構造

　感染性をもつRSV分画から核酸を抽出して分

析すると，単鎖の4種類のRNAのほかに2重鎖

の4種のRNAが見出される。RSVは4分節ゲノ

ムをもつRNAウイルスである。2重鎖のRNA

は，各々単鎖RNAの，サイズの対応したRNAの

塩基配列をもつが，そのゲノムの複製における役

割については未だ不明である。

　ゲノムの塩基配列の解析で，RNAの末端の塩

基配列の決定は比較的面倒な作業である。その分

析法の一つに，ワンダリングスポット法という方

法がある。詳細は省略するが，末端ラベルした

RNAを部分分解し，2次元で展開し各々の塩基

（スポット）の移動度と向きによって，塩基の種

類を決定していく方法である（図8－1）。

　この方法によってRSVの単鎖と2重鎖の
RNA末端塩基が決定された。これによると，単鎖

のRNA1，RNA2，RNA3，RNA4，の両末端
の10塩基は，RNA1の3’末端で1塩基異なって

いたが，完全に一致していた。また，各RNAの両

末端約20塩基は相補的な塩基配列をとっていて，

パンハンドル構造をとることが可能であることが

分かった（図8－2）。5’末端はアルカリフォスファ

ターゼ処理後32P一γATPでよく標識されること，

タバコのアシッドピロフォスファターゼ処理に

よって，32Pの取り込みが増加しないことから，

キャップ構造はないと考えられた。末端のパンハ

ンドル構造は，インフルエンザウイルスなどネガ

ティブストランドウイルスに特異的で，RNAポ

リメラーゼの認識部位として機能しているものと
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図8－2　RSVゲノムRNAのパンハンドル構造

考えられる。

（3）アンビセンスゲノムの構造

　RSV（丁系統）のRNA3とRNA4の全塩基配

列が決定された。図8－3はRSV各RNAのコー

ディングストラテジーを模式的に示したものであ

る。RNA3は2，504塩基からなり，ウイルス

RNAの5側の66－701塩基に211個のアミノ酸

からなるオープンリーディングフレーム（ORF）

が見出された。一方，ウイルスRNAの相補鎖の5ヲ

側，すなわち，ウイルスRNAの3ヲ側の
2，412－1，444塩基にもう一つのORFが存在して

おり，これが322個のアミノ酸をコードしている

ことが分かった。このタンパク質はアミノ酸の配

列からウイルスの外被タンパク質であることが証

明された。2つのORF問には742塩基の非コー

ディング領域がある。この領域はOligo　Aや

Oligo　uの繰り返し配列が多く，二次構造のステ

ムを形成することが可能で，転写の停止信号の機

能をもつものと考えられる。

　RNA4は2，154塩基からなり，ウイルスセンス

の5’側の54－591塩基には179個のアミノ酸を

コードするORFがある。アミノ酸配列の分析か

ら感染細胞に多量に生成される非構造タンパク質

（Sタンパク質と呼んでいる）と同定された。ま

た，3’側のウイルスRNAに相補的な配列の

2，106－1，245塩基には287個のアミノ酸からな

るタンパク質をコードするORFが存在してい

る。RNA4においても，2個のORF間には653塩

基の非コーディング領域があり，この中に2個の

安定なヘアピン構造が推定された。

　以上のように，RNA3とRNA4のゲノムはそ

のORFの配置からアンビセンスゲノムであるこ

とが示されたが，ORFに相当するメッセンジャー

RNAや未知のタンパク質の感染細胞における確

認など今後の課題である。

（4）他のウイルスとの類縁関係

　RSVの4分節RNAに共通の末端10塩基の配

列は，アンビセンスRNAウイルスであるBunya－

viridae科のPhlebovims（Uukuvimsも含まれ

る）属の末端8塩基3UGUGUUUC……
GAAACACA5’と完全に一致していた。Bunya－

viridae科のなかには，大きく5属のウイルス群が

あるが，各々の属は固有のRNA末端配列をとっ

ているので，末端の塩基配列は属の決定に重要で

ある。この点から考えると，RSVのゲノムはUu－

kuvirusやPhlebovirusと起源を同じにするかも

しれないという興味をそそる。事実，RSVとこれ

らのウイルスのあるタンパク質のアミノ酸配列の

ホモロジー検索を試みると，部分的だがやや高い

相関がえられる。

　Bmyaviridae科の属の一つにTospovims属

がある。スリップスで媒介されるトマト黄化えそ

ウィルス（Tomato　spotted　wilt　virus）が唯一

のメンバーであるが，遺伝子分析の結果から，ア

ンビゼンスゲノムであることが明らかになり

Bmyaviridae科に分類されたのである。このウイ

ルスのRNA末端をみると，Bunyaviridae科のど

の属の末端の塩基配列とも一致せず，むしろイン

フルエンザウイルスが属するOrthomyxoviridae

科の1ウイルス，Thogotoウイルスの分節3

RNAの末端に一致している。

　上述のRNA末端の特異的構造は，Bunyaviri－

dae科の特徴というより，ネガティブストランド

ウイルスの特性を反映しているとみるのが妥当で

あろう。従って，RSVゲノムとは共通の起源をも
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この意味ではRSVはもともとウンカ類の，いわ

ゆる昆虫ウイルスであったように思える。

　このような昆虫増殖性のウイルスが植物細胞に

感染し，増殖するにいたった過程で，どのような

分子構造の変化が必要だったのか，宿主側の多様

性に対して，生命としてのウイルスゲノムの戦略

が如何なるものであったのだろうか？微生物制御

を考えるとき，我々がそこから学ぶものは計り知

れないものがあるように思う。

　本研究は，植物工学研究所の早川孝彦，朱亜峰，

三菱化成生命科学研究所の菊池洋，国立遺伝学研

究所石浜明諸氏の協力をえて実施された。

　（土壌微生物分類研究室　鳥山重光・高橋真実）
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9．東シナ海定点において採集された鱗翅
　　目昆虫
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図8－3　RSV（T）のRNA3およびRNA4のコーディン
　　　　グストラテジー

つにしても，かなり早い時期に分化し，進化して

きたものと推定できる。

（5）おわりに

　近年，ウイルスの遺伝子の解析が急速にすすみ，

主要なウイルスの全塩基配列が決定された。ウイ

ルスをそのゲノムの複製，発現，また，コードし

ているタンパク質の機能領域に注目して検索した

とき，動物，植物ウイルスの壁は消え，ウイルス

粒子の形態が球形であれ，桿状であれ，そこにウ

イルスゲノムの進化の流れをみることが出来る。

とくに，RNAウイルスにおける遺伝子の変異は，

DNAの変異にくらべて200万倍も高いといわれ

ている。変異はウイルスにとっても，重要な生存

戦略であり，高等生物もふくめて，遺伝子自体に

備わっている生命力そのものであろう。

　ウイルス進化において，昆虫が果たしてきた役

割は大きい。RSVはヒメトビウンカの体内でよく

増殖し，経卵伝染により高率で仔虫を発病させる。

（1）　はじめに

　昆虫のなかには，数百キロメートル～数千キロ

メートルもの長距離を移動するものが知られてい

る。これらは長距離移動性昆虫と呼ばれ，海をす

ら越えて移動することもあり，たとえば，飛蛙と

呼ばれるバッタは，ときに大発生し，あたり一面

の植物を集団で食いつくしては移動していく。ア

フリカで1988年に大発生した飛蛙は農作物に大

きな被害を与えて，その後地中海を渡ってヨー

ロッパに侵入した。

　昆虫のこのような長距離移動を確認する方法に

は，昆虫の翅にマーキングして放し，それを再捕

獲する方法があるが，それには大変な手間がかか

る。また，長距離移動性昆虫のマーキング調査に

、kる再捕獲率は一般にきわめて低く，そのため再

捕獲しようとすれば目的とする昆虫をきわめて多

量に放す必要がある。そのうえ，地球上には200万

種～300万種の昆虫が生息しているといわれてお

り，どの昆虫に長距離移動性があるのかを知るた

めに，全ての昆虫についてマーキング調査を行う

ことはほとんど不可能なことである。

　そこで，長距離移動性昆虫の種類を知るための
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一つの方法として，陸地から遠く離れた海上での

採集があげられる。このような場所で採集される

昆虫は周辺の陸地から飛来したと考えられるの

で，長距離移動性をもつと考えることができる。

　本研究では，東シナ海定点（北緯31度東経126

度・図9－1）で採集された鱗翅目昆虫を分類・同

定することで，移動性昆虫の種類とその採集頻度

を明らかにし，害虫の移動性や発生予察の研究に

とっての基礎資料とすることを目的とした。

（2）材料および方法

　1983年から1987年にかけて，農林水産省では，

長距離移動性害虫についての特別研究を行った。

東シナ海および日本海で，気象観測船により昆虫

の調査が行われ，この時採集された昆虫の標本は，

当研究所の病理昆虫標本館に保管されている。本

研究ではこの期間に得られた標本を中心にして，

1981年から1987年の調査で東シナ海定点におい

て採集された鱗翅目昆虫の同定を行った。なお，

採集場所が東シナ海の海上という特殊な場所であ

るので，同定にあたっては，日本や東南アジアの

標本と斑紋や交尾器の形態を詳細に比較した。ま

た，採集された鱗翅目昆虫の出発地を推定するた

めに，採集個体数が多かった1985年7月14日と

1986年6月30日については流跡線解析を行っ

た。

（3）東シナ海定点の鱗翅目昆虫

　7科43種110個体の鱗翅目昆虫が分類・同定で

きた（表9－1）。科別にみると，ヤガ科の種数が最

も多く，23種が確認できた。そのほかに，メイガ

科10種，シャクガ科5種，スズメガ科2種とスガ

科，セセリチョウ科，コブガ科がそれぞれ1種ず

つである。採集個体数の多かった上位10種のうち

∫
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図9－1 東シナ海定点を起点として，850mb面において1985年7月14日および1986年6月30日より30時間

さかのぼった流跡線解析図
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表9－1　東シナ海定点において採集された鱗翅目昆虫リスト

Yponomeuddaeスガ科『Pヱ砿eユヱa　xyヱ05亡e丑a（エlimaeus）　コナガ

馴idaeメイガ科　　1㎞tまga5亡ra　cataユaunaユ15（Duponchel）　ホソトガリノメイガ
　　　　　　　　　　　Cnaphaヱocrocis　medまnaユま5（Guen6e）　コブノメイガ

　　　　　　　　　　　Dまa5emlaaσcaユ15（Walk＝er）　キァヤヒメノメイガ
　　　　　　　　　　　Heζpe亡og・ra㎜aヱ1car51εyaユ15（Walker）　クロオビクロノメイガ

　　　　　　　　　　　Herpe亡ogra㎜aphaeop亡eraユ13（Guen6e）　ケナシクロオビクロノメイガ
　　　　　　　　　　　Hymenlareσuτvaヱ15（Fabricius）　シロオビノメイガ
　　　　　　　　　　　05亡「1niafロmaca万5（Guen6e）　アワノメイガ
　　　　　　　　　　　Pycnarmon　crlbra亡a（Fabricius）　マエモンノメイガ
　　　　　　　　　　　5c＃pophagalncer亡uユa5（Walker）　イッテンオオメイガ
　　　　　　　　　　　σde∂亡es亡acea‘Bロ亡ユeτノ　クロモンキノメイガ

Hesp碗daeセセリチョウ科　parnara　gu亡亡a亡a（Bremer＆Grey）　イチモンジセセリ
Geome面dae　シャクガ科　Abraxasヱadfa5cla亡a　warren　ヒトスジマダラエダシャク
　　　　　　　　　　　　Cヱeoτaτepulsarla（Walker）　フトスジエダシャク
　　　　　　　　　　　　Orthonama　obs亡1pa亡a（Fabricius》　トビスジヒメナミシャク

　　　　　　　　　　　　5σopuユa1珂per50na亡a（Walker）　ハイイロヒメシャク

　　　　　　　　　　　　Timandra　co項ptarla　Walker　コベニスジヒメシャク

Sphingidaeスズメガ科Agrlu5convoユv配1（Limaeus》　エビガラスズメ
　　　　　　　　　　　ハ4aσrogヱ05sロmpyrτho5亡1c亡a　Butler　ホシホウジャク

Nolidae　コブガ科　　　Noヱa亡aenla亡a　Snellen　クロスジシロコブガ

N㏄midae　ヤガ科　　　Acan馳op加51a　agna加（Staudinger）　ミツモンキンウワバ
　　　　　　　　　　　Adr15亡yrannロ5（Guen6e）　アケビコノハ
　　　　　　　　　　　A9’τod51．p51ユon（Hufnagel）　タマナヤガ

　　　　　　　　　　　Anom13fユava（Fabricius）　ワタアカキリバ
　　　　　　　　　　　Anom15ゴnvoヱロ亡∂（困alker》　ヒ、メアカキリバ

　　　　　　　　　　　みu亡ographa　nlgr15igna（Walker）　タマナギンウワバ

　　　　　　　　　　　σhry50deix15er烹050ma（Doubleday）　イチジクキンウワバ
　　　　　　　　　　　Ehgmanarc135u5（Cramer》　シンジュキノカワガ
　　　　　　　　　　　Erゴcelaゴnanguヱa亡a（Guen6e）　ヤエヤマウスムラサキクチバ
　　　　　　　　　　　Eロ亡eha　aduユatricoldes（Mell》　コフサヤガ

　　　　　　　　　　　（3ra㎜ode5geome亡rlca（Fabricius）　ナカグロクチバ
　　　　　　　　　　　H図ρena　amica（Butler）　クロキシタアツバ
　　　　　　　　　　　H又ρena5ロbcyanea　Butler　アオアツバ
　　　　　　　　　　　H．ypocaユa5ロb5a亡ura　Guen6e　タイワンキシタクチバ

　　　　　　　　　　　Lag・op亡eraゴロno（Dalman）　ムクゲコノハ

　　　　　　　　　　　Leロcanゴa　coπP亡aMoore　アトジロキヨトウ

　　　　　　　　　　　Naranga　aenescensMoore　フタオビコヤガ
　　　　　　　　　　　Qpね1u5a　drhaca（Cramer）　クロモンシタバ
　　　　　　　　　　　Orロza　dlv15a（Wa！ker）　ヒメクルマコヤガ
　　　　　　　　　　　0亡ねre15fロ1ユonla（Clerck）　ヒメアケビコノハ

　　　　　　　　　　　Pseロdaユe亡1a5ep∂ra亡a（四alker）　アワヨトウ

　　　　　　　　　　　5podop亡eτamaロr1亡1a（Boisduval）　シロナヨトウ

　　　　　　　　　　　Trlchopヱu51a　ln亡ermエx亡a（Warren》　キクキンウワバ
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コブノメイガ（写真9－1），シロオビノメイガ（写

真9－2），コナガ，ワタアカキリバ（写真9－3），

アワヨトウ（写真9－4），アワノメイガ，タマナヤ

ガの7種は，農林有害動物・昆虫名鑑に登録され

ている害虫である（表9－2）。

　コブノメイガ（写真9－1）はイネの害虫で，中

国では春から夏にかけて北上し，秋には南への移

動を行うことが確認されている。また，イネ科植

物の害虫として知られるアワヨトウ（写真9－4）

も中国で同様の移動をすることが確認されてい

る。これら2種は，これまで日本へは中国大陸か

ら東シナ海を渡って飛来すると考えられてきた。

シロオビノメイガ（写真9－2）はホウレンソウの

害虫であり，コナガはアブラナ科植物の害虫とし

て知られている。

　屋久島以北の日本本土に土着していない種もい

くつか採集された。ケナシクロオビクロノメイガ，

マエモンノメイガ，ヒメアカキリバ，ヤエヤマウ

スムラサキクチバ，シンジュキノカワガなどであ

る。シンジュキノカワガにはアジアから5亜種が

知られるが，東シナ海定点で採集された個体は中

国産の亜種と同じであり，このことはこれらの個

体が中国から飛来したものであることを示唆して

いる。

表9－2 東シナ海定点で採集された鱗翅目昆虫上位10種

とその個体数

種 名 個体数

○　コブノメイガ

○　シロオビノメイガ

　ホシホウジャク

○　コナガ

　　クロオビクロノメイガ

○　ワタアカキリバ

○　アワヨトウ

○　アワノメイガ

○　タマナヤガ

　アトジロキヨトウ

17

10

7
7
6
6
6
4
3
3

○印は農業害虫

△
鄭〆

写真9－1　コブノメイガ 写真9－2　シロオビノメイガ

．、慧．㌶〆

写真9－3　ワタアカキリバ

バ

写真9－4　アワヨトウ
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（4）流跡線解析

　東シナ海での調査が行われた梅雨期は，中国大

陸から日本に向けて吹く季節風があって，これが

昆虫の移動と深い関係があると考えられている。

そこで，気象データを用いて，この季節風の動き

を時間的にさかのぼって，昆虫の出発地を推定し

た。

　比較的多くの害虫が採集された1985年7月14

日と1986年6月30日の2日について流跡線解析

を行った。この両日には，重要害虫であるコブノ

メイガ（写真9－1），アワヨトウ（写真9－4）の

ほかに，イチジクキンウワバ，イッテンオオメイ

ガ，ヒメアケビコノハ，シンジュキノカワガなど

が採集されている。具体的には，東シナ海定点上

空の850ミリバール面（高度約1500m）の空気塊

の動きを30時問さかのぼった。その結果，図9－1

の黒線の左端に到達する。したがって，これらの

鱗翅目昆虫は中国中東部よりこの空気塊に乗って

飛来したのであろうと予測できる。

（5）おわりに

　本研究によって，東シナ海定点より7科43種も

の鱗翅目昆虫が確認できた。これらの中には，こ

れまで移動性昆虫と考えられていなかった種類も

含まれており，また，長距離移動性鱗翅目昆虫の

採集頻度もわかった。東シナ海で採集された鱗翅

目昆虫の多くが中国大陸から飛来したと推定でき

たが，このことは日本と中国の鱗翅目昆虫相がい

かに深く係わっているかを示している。しかし，

中国を含めたアジア地域の昆虫の分類学的研究は

大変遅れており，今後アジア全域にわたる分類学

のいっそうの進展が望まれる。

　桐谷（1984）によると，日本周辺の海上で採集

された昆虫のうち，種名の判明したものは126種

あり，そのうちの約半数の65種が鱗翅目，ついで

半翅目，双翅目が多く，両者とも約20％を占め，

残りの1割たらずがほかの目で，トンボ，クサカ

ゲロウ，甲虫などが記録されている。さらに，本

研究によりこれまで日本周辺の海上からは記録の

なかった鱗翅目昆虫が多数記録された。

　これらの事実からすると，日本周辺の海上から

は，種数ではガやチョウの仲問が圧倒的に多く採

集されており，このことは多数の鱗翅目昆虫が海

を越えて日本へ侵入してきている可能性を示して

いる。

　本研究で得られた成果は，害虫の移動性および

発生予察の研究にとって重要な知見であり，また，

今後の害虫管理の基礎資料として広く活用でき

る。梅雨期以外の時期についても今後調査する必

要がある。

　　　（昆虫分類研究室　吉松慎一・服部伊楚子）

10．コナガのBT剤（微生物殺虫剤）抵抗性

　　の特性

（1）　はじめに

　コナガはキャベツ，ハクサイなどアブラナ科野

菜・花き害虫であるが，近年有機リン剤，カーバ

メート剤，ピレスロイド剤などの薬剤に高度の抵

抗性が生じ，その分布が全国的に及び，現在最も

防除が困難な害虫の一つとなっている。そのため，

その防除にはカルタップなどネライストキシン系

の薬剤，キチン合成阻害剤や微生物殺虫剤（BT

剤）が多く用いられている。しかし，これらに対

する抵抗性も一部の地域で顕在化しており，コナ

ガの防除剤は非常に限られている。

　抵抗性は薬剤による防除に依存する限り必然的

に派生する問題であるが，抵抗性発達は害虫の種

類によって異なり，長年同一の薬剤を使用してい

ても抵抗性が顕在化しない場合も少なくない。コ

ナガは抵抗性が顕在化しやすい害虫の筆頭であ

る。しかし，コナガの抵抗性でもその発達，安定

性，交差抵抗性などの性質は薬剤のグループ間で

大きな違いが認められる。

　Bα6ill％s孟h％7初gJ6％sゑs（B乙〉の産生する結晶性

タンパク毒素（δ一トキシン）を製剤化した微生物

殺虫剤BT剤は，1960年初頭から農作物や森林の

各種鱗翅目害虫に対する防除に用いられてきた。
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わが国ではカイコに対し影響があるため，BT剤の

使用はしばらく許可されなかったが，1982年以降

野菜，果樹，街路樹などの鱗翅目害虫の防除に使

われている。とくに，ピレスロイド剤抵抗性の顕

在化によってBT剤の使用量は増加している。

　BT剤は世界的に見れば使用開始から30年近

くを経過しているものの，野外での抵抗性事例は

なく，一時BT剤に対する抵抗性は生じないので

はないかと考えられていた。しかし，1985年アメ

リカで貯穀害虫であるノシメマダラメイガのBT

剤抵抗性が初めて確認された3）。

　さらに最近，わが国やハワイなどでコナガの

BT剤抵抗性が顕在化している2■一6）。そこで，コナ

ガのBT剤抵抗性の特性を調べ，有機リン剤やピ

レスロイド剤抵抗性の特徴と比較することにし

た。また，BT剤抵抗性個体群はネライストキシ

ン系の薬剤に対しても抵抗性を生じていたため，

その特徴についても併せて検討した。

（2）抵抗性の顕在化

99
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　30死
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亡　　1
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率

　90
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　　　　　　　　念
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　　　　　　　●
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　　　　S
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●カルタップ

oチオシクラム

100 1000

　BT剤は1982年頃より各種殺虫剤に対する抵

抗性コナガの防除に多く用いられているが，1986

年秋以降BT剤に対する感受性の低下が鹿児島，

兵庫，和歌山で確認されている（足立ら，牧野，

私信）。3齢幼虫を用いた葉片浸漬法による検定で

感受性系統に対するBT剤のLC5。値は1ppmか

それ以下であるが，野外のBT剤に感受性の低下

した個体群のLC5。値は20から30ppmで，感受

性コナガのLC，。値との比（抵抗性比）は10から

50倍に達している。

　さらに，1988年末に大阪府岸和田市神於のガラ

スハウス（クレソンが養液栽培されている）でBT

剤の効力低下が聞かれた。そこで1989年の6月と

8月に採集した個体を増殖し，3齢幼虫を用いて葉

片浸漬法による検定を実施した。その結果は，BT

剤のLC5。値は500ppm以上と高く，高度のBT

剤抵抗性が確認された（図10－1）。

　BT剤抵抗性のRO系統は，同様の検定の結果

ネライストキシン系のカルタップやチオシクラム

に対しても高度の抵抗性を生じていた（図10－1）。

　　　S●　　RO（F4）／
　　　　　　　　　　ノ
　　　●　　　　　　　プー『一㎜『一

・穿　／

1

図10－1

　　　10　　　　　100　　　　1000　　　　10000

　　　薬剤濃度（ppm）
コナガのBT剤抵抗性系統のBT剤（トアロー

CT⑪）とネライストキシン系薬剤（カルタップ，

チオシクラム）の濃度一死亡率の関係

Sは薬剤感受性系統，RO，ROOは1989年6月

と8月に大阪府岸和田市神於で採集した系統。

カッコ内は検定した世代。

　BT剤抵抗性系統を採集したガラスハウス（10

a）2棟の施設は，谷問の奥にあって，周囲は森林，

竹林，ミカン園などでアブラナ科野菜は殆ど栽培

されていない。その施設ではクレソンが周年栽培

されており，有機リン剤やピレスロイド剤の連用

からコナガはそれぞれに対して抵抗性が生じたた

め，過去3～4年間カルタップとBT剤を主体に

防除されており，BT剤の通算使用回数は40回以

上に達している。こうした比較的閉鎖された環境

下でBT剤による強力な淘汰によって高度の抵

抗性が生じたものと考えられる。

　（3〉交差抵抗性

　BT剤抵抗性のRO，ROO系統の4種類のBT
剤感受性を検定した結果（表1び1），両抵抗性系統

はチューリサイド⑭に対し高度の抵抗性を示した

が，バシレックス⑬やダイポール⑪に対する抵抗

性比は小さかった。とくに，バシレックス⑱の
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表10－1　コナガの薬剤感受性系統（S，ST）とBT剤抵抗性系統（RO，ROO）のBT剤に対する感受性

BT剤1） 系　統 LC502） LCgo28） R／S（LC50）

トアローCT⑪

チューリサイド⑪

バシレックス⑪

ダイポール⑭

S
ST
RO
ROO
S
ST
RO
ROO
S
ST
RO
ROO
S
ST
RO
ROO

　0．776

　1．16

60．9

546

　1．49

　1．83

56．7

239

　7．03

　6．64

32．2

28．4

34．3

35．3

98．6

165

（0．555－1．09）

（0．738－1．81）

（37．0－100）

（362－822）

（1．15－1．92〉

（1．33－2．51）

（40．4－79．6）

（90．3－613）

（4．75－10．4）

（5．23－8．44）

（23．6 43．8）

（20．3 39．7）

（16。6－70．9）

（23．8－52．2）

（57．2 170）

（66．8－406）

　　6．70

　16．8

3，099

9，776

　　6．04

　10．3

　483
63，787

　65。3

　20．8

　146
　144
1，384

　323
2，887

16，114

78．5

704

38。1

160

4．58

4．04

2．87

4．81

1）バシレックス⑪以外は励6111πs伽7♂ng16ηsZs　subsp．hκ臨盈1由来の製剤。バシレックス⑪はsubsp．盈zsゑ盈1と

　α劾α磁ガ由来の製剤。

2）ppm，（）はLC5。の95％信頼限界。

LC5。値は小さかった。

　なお，ダイポール⑪の抵抗性系統におけるLC5。

値は100前後と高く，抵抗性比が小さかった原因

は感受性系統のLC，。値が大きかったことによ

る。微生物殺虫剤であるBT剤では，製造ロット

によって殺虫活性が変動することもあり，異なる

ロットを用いた検定では感受性系統に対するダイ

ポール⑪のLC5。値は7．19ppmと小さかった。

　さて，B乙には様々な亜種が知られているが，

市販のBT剤はsubsp．h蹴惚h♂HD－！株由来の

ものが多く，バシレックス⑪以外の製剤はh躍廊S一

嬬♂由来の製剤であるが，バシレックス⑪は肋処

鋸吻勉の他に薇側αiが混合されている。こうし

た結果から，コナガのBT剤抵抗性はsubsp．罐一

側認に対しては交差抵抗性を示さないのではな

いかと思われる。

　しかし，バシレックス⑪製剤を頻繁に用いてい

る兵庫県では，その製剤に対し比較的高い抵抗性

が生じている（足立ら，私信）。

　なお，RO抵抗性系統はネライストキシン系の

カルタップ，チオシクラムの両薬剤に対しても高

度の抵抗性を生じているが（図10－1），この施設で

はカルタップが頻繁に使用されていたがチオシク

ラムは使用されておらず，チオシクラムに対する

抵抗性はカルタップの交差抵抗性と考えられる。

（4）抵抗性の発達と安定性

　コナガのBT剤抵抗性はBT剤の連用．で野外

でも徐々に発達するが，BT剤の散布を中止した

場合，一且生じたBT剤抵抗性レベルは下がり感

受性は回復するようである（森下，足立，私信）。

　BT剤抵抗性のRO，ROO系統を薬剤に接触さ

せずに室内で累代飼育し，感受性を検定した結果，

両系統の抵抗性比は当初の500倍前後から10数

世代で10倍程度に下がっている（図10－2）。

　当該ガラスハウスではBT剤抵抗性が顕在化

した後もBT剤の使用は継続され高度の抵抗性

が保持されていたが，1990年夏以降BT剤の使用

が控えられている。そうした状況下でBT剤感受

性は回復しているという　（田中，私信）。

　一方，ネライストキシン系のカルタップ，チオ

シクラムの両薬剤に対する高度の抵抗性は10世

代位の飼育でも維持されており，BT剤抵抗性の

結果とは対照的であった。
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15　　　　　　　　1　　　　5

採集　後　の　世代数

10 15

コナガのBT剤抵抗性系統（RO，ROO）のBT剤（トアローCT⑪）とネライストキシン系薬剤

（カルタップ，チオシクラム）に対する抵抗性の安定性

ROSはRO系統の4世代目にBT剤で淘汰し，その後無淘汰とした系統。Sは薬剤感受性系統。

　こうした結果から，コナガのBT剤抵抗性は，

同種のピレスロイド剤やネライストキシン系薬剤

抵抗性に比べて不安定であるといえる。

（5〉抵抗性の遺伝様式とメカニズム

　コナガのBT剤抵抗性の遺伝的特性を調べる

ため，ROO抵抗性系統と感受性系統（S）を交雑

させ，そのF1世代と，F1世代をROO系統へ戻し交

雑したB、世代およびF2世代のBT剤感受性の

検定結果を図10－3に示した。

　F1世代のBT剤に対する感受性は，正逆交雑い

ずれの場合であってもS系統の薬量一死亡率の

回帰線に近かった。B、世代およびF2世代のBT

剤感受性の検定結果は，本種のBT剤抵抗性が単

一遺伝因子に支配されていると仮定して計算した

薬量一死亡率の回帰線と比較的よく一致してい

た。（図10－3）。

　こうした結果からBT剤抵抗性は常染色体上

の不完全劣性の主働遺伝子に支配されていること

がわかる。この結果は，有機合成殺虫剤抵抗性が

多くの場合優性あるいは不完全優性であることと

対照的であり，BT剤抵抗性の顕在化が遅いこと

の原因の一つと考えられる。

　BT剤の殺虫作用機構は十分に解明されていな

いが，BT剤の殺虫活性の本体は結晶性のタンパ

ク毒素δ一トキシンであって，このトキシンはそ

れ自体に殺虫活性はないプロトキシンで，中腸の

消化液で分解されて活性化されて殺虫力を発現す

る。BT剤の活性毒素は中腸上皮細胞の膜に作用

し，細胞を破壊し，致死させる。すなわち，δ一ト

キシンの作用点は中腸上皮細胞の膜上にある活性

毒素に親和性をもつレセプターと考えられてい

る。

　BT剤抵抗性のメカニズムとして次の三つの要

因が考えられる。すなわち，1）処理したBT剤

を忌避し摂食しない場合，2）摂取されたBT剤

が中腸内で活性化されなかったり，BT剤あるい

は活性毒素が解毒される場合，3）中腸細胞のレ

セプターのタンパク毒素に対する親和性が低下

し，生理作用が生じない場合の三つである。

　コナガのBT剤抵抗性系統がBT剤を処理し

た葉片を忌避するような行動は認められていな

い。したがって，その要因は2）や3）が関係し

ているものと考えられる。

　最近，Ferr61）はフィリピン産のBT剤抵抗性コ

ナガを用いて，中腸の細胞膜画分のδ一トキシン
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　　1　　　　　　10　　　　　100　　　　1000

　　　　　BT剤の濃度（P皿）

コナガの薬剤感受性系統（S）とBT剤抵抗性系

統（ROO）を正逆交雑したF、（上），そのF1を

ROO系統へ戻し交雑したB1世代（中）およびF、

世代（下）のBT剤（トアローCT⑪）濃度一死

亡率の関係

上図▲：S♀×ROO♂，△：ROO♀×S♂，中

図●：ROO♀×F、（ROO♀×S♂）♂，○：

ROO♀×F1（S♀×ROO♂）♂，▲：F1（ROO

♀×S♂）♀×ROO♂，△じ二F1（S♀×ROO♂）

♀×ROO♂，下図●：ROO♀×S♂，〇二S

♀×ROO♂。

各図の点線はBT剤抵抗性が単一遺伝因子に

支配されていると仮定した場合のB、，F、世代の

理論的な分離曲線（＊，＊＊はそれぞれP＜0．05，

P＜0．01）。

に対する上皮細胞レセプターの親和性が，著しく

低く，BT剤抵抗性の発現はBTタンパク毒素の

作用点における親和性の低下であることを明らか

にしている。

　これまでコナガの防除はもっぱら薬剤に依存し

てきた結果，各種の薬剤に次々抵抗性が生じ，防

除が難しくなっている。とくに，害虫の中でもコ

ナガは抵抗性が生じやすい種類であるが，微生物

殺虫剤BT剤に対してもその例外ではない。しか

し，本種の有機リン剤，ピレスロイド剤などに対

する抵抗性と比べると，抵抗性は発達しにくく，安

定性が低いことが確認され，さらに交差抵抗性を

示さない殺虫性毒素の存在が示唆されている。こ

うした特性は防除剤として好ましく，BT剤は今

後もコナガの貴重な防除剤となると考えられる。

　しかし，閉鎖環境における強度の淘汰によって

高度の抵抗性発達が確認されたことは今後十分考

慮する必要がある。生物工学の手法によってBT

剤の特性が改良されたり，殺虫性毒物を産生する

遺伝子を組み込んだ耐虫性植物の開発が進められ

ているが，BT剤抵抗性の顕在化で，こうした製剤

や耐虫性品種を加害する個体の出現が予想され

る。今後，BT剤抵抗性の特性解明と同時に，抵抗

性個体の出現を抑制するようなBT剤や耐虫性

植物の利用方法も検討していく必要があろう。
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11．発生源別汚泥のベリリウム，バナジウ

　　ム，ガリウム，アンチモン，ランタン及

　　びビスマスの含有レベル

（1）　はじめに

　先端技術産業の発展に伴い，さまざまなレアメ

タル類が消費されるようになり，その需要は年々

伸びる傾向にある。これらのレアメタル類は，希

少資源の有効利用という観点からリサイクルして

使用することが求められているが，現在のところ

ほとんどのレアメタルのリサイクル率は低く，資

源の枯渇のみならず，使用済みレアメタル資源の

廃棄あるいは処分による環境汚染問題の発生が懸

念されている。また，このようなレアメタル汚染

は，下水汚泥など廃棄物由来の肥料や農用資材等

を通じて，農業環境へ持ち込まれる可能性も考え

られる。下水汚泥等の重金属含量に関しては，銅，

亜鉛，カドミウムなどの重金属について調べられ

た例は比較的多いが，その他のレアメタル類につ

いての報告は少なく，各種農用資材中のレアメタ

ルの賦存量や，その農地あるいは作物に対する影

響は殆ど解明されていない。本研究では，農用資

材の適切な管理に資することを目的として，分析

法を検討し，下水汚泥等農用資材のレアメタル分

布の規則性を明らかにしようとした。対象元素と

しては，ベリリウム（Be），バナジウム（V），ガ

リウム（Ga），アンチモン（Sb），ランタン（La），

ビスマス（Bi）を選んだ。これらは，近年需要が

増大している元素，あるいは条件によっては植物

や動物に対する有害性が認められているものであ

る。

（2〉試料および方法

　1）試　　料

　試料の分解方法の検討には，3種の標準試料

（No．101：有機凝集剤使用の下水汚泥，No．102：

無機凝集剤使用の下水汚泥，No．103：オガクズ豚

ぷん堆肥）を使用した。汚泥発生源毎の分布パター

ンの検討には，化学工場汚泥5点，食品工場汚泥

5点，し尿処理場汚泥5点，下水汚泥6点を用い

た。それらの性状は表11－1に示した。その他に，

表11－1　分析に用いた汚泥一覧

記号＊　　処理場等 処理方法及び処理内容 汚泥の種類 凝　集　剤

P　l

P2
P3
P4
P5

ノマルプ

ノマルプ

化　　繊

化　　学

石　　油

活性汚泥法（回転円盤式）

活性汚泥法　汚泥肥料

活性汚泥法

活性汚泥法　汚泥肥料

活性汚泥法　汚泥肥料

余剰汚泥

余剰汚泥

余剰汚泥

余剰汚泥

余剰汚泥

高分子系＋石灰

高分子系＋アルミ系

高分子系

鉄系

カチオン系

Q6
Q7
Q8
Q9
QlO

食　　肉’

醸　　造

水産加工

菓　　子

でんぷん

活性汚泥法　汚泥肥料

活性汚泥法　汚泥肥料

活性汚泥法＋加圧浮上

活性汚泥法　普通肥料

活性汚泥法

余剰汚泥

余剰汚泥

余剰汚泥

余剰汚泥

余剰汚泥

高分子系

高分子系

高分子系＋アルミ系

鉄系

高分子系

Rll

R12

Rl3

Rl4

Rl5

四　　国

九　　州

中　　部

近　　畿

関　　東

加温消化＋活性汚泥法

低希釈二段活性汚泥法

消化（好気）＋活性汚泥法

消化処理（嫌気）

消化（嫌気）＋活性汚泥法

消化汚泥＋余剰汚泥

余剰汚泥

余剰汚泥

消化汚泥

消化汚泥＋余剰汚泥

高分子系＋アルミ系

高分子系＋アルミ系

高分子系

無添加

高分子系＋鉄系

S16

Sl7

Sl8

Slg

S20

S21

中　　国

北海道
関　　東

東　　北

東　　北

近　　畿

活性汚泥法

活性汚泥法

活性汚泥法

活性汚泥法

コンポスト化処理

コンポスト化処理

余剰汚泥

余剰汚泥

消化汚泥

消化汚泥

汚泥コンポスト

汚泥コンポスト

高分子系＋石灰

鉄系＋石灰

鉄系＋石灰

高分子系

注＊P：化学工場，Q：食品工場，R：し尿汚泥，S：下水汚泥
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リン鉱石，塩化カリ鉱石，豚ぷん堆肥，土壌（表

層腐植質黒ボク土）を各1点使用した。

　2）分解方法の検討

　次の6通りの方法により試料を分解し，測定に

供試した。

　a）乾式灰化，b）硝酸・過塩素酸分解，c）

王水分解，d）6M塩酸還流，e）硝酸添加加圧

ボンベ（ボンベ法），f）硝酸・過塩素酸・フッ化

水素酸分解（フッ素分解法）。

　添加回収率を調べるため，標準液添加区を設け

た。試料1g当たりの添加量はBe2、μg／g，Ga，

Sb及びBi10μ9／9，V及びLa30μ9／9とし
た。

　分解は，1試料につき5連で行った。

　3）分析方法

　レアメタルの測定には，誘導結合プラズマ・質

量分析計（VG　Plasma－Quad　PQ－1，VG

Elementa1社製）を使用した。分解液を1％硝酸で

適当な濃度に希釈した後測定に供した。測定時に

内部標準としてインジウムを一定量添加した。

（3）結果及び考察

　1）各種分解法で求めた標準試料のレアメタル

　　　含量及び添加回収率

　標準試料を上記の各分解法で処理して得た測定

値と添加回収率を図11－1～図11－3に示す。元素

ごとに各分解法の適否を見ると，ベリリウムとガ

ほヨ
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図11－1　下水汚泥標準試料（No．101）の分解法別測定値

　　　　および回収率

a）乾式灰化，b〉硝酸・過塩素酸分解，c）王水，d）

塩酸還流，e）ボンベ法，f）フッ素分解

リウムに対しては，硝酸・過塩素酸分解1王水分

解，フッ素分解の各法が，乾式灰化，塩酸還流，

ボンベの各法より溶出力の点で優れている傾向が

認められた。バナジウムに対しては，分解液中に

塩素イオンを多量に含む乾式灰化，硝酸・過塩素

酸分解，王水分解，および塩酸還流の各法は，バ

ナジウムと塩素酸化物のマススペクトルとが重な

るため，本装置による測定には不適当であった。

ボンベ法は塩素酸類を含まないのでバナジウム測

定には好都合と考えられたが，フッ素分解ほどの

溶出力は得られなかった。アンチモンについては，

フッ素分解のみが100％近い高い回収率を示し
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a）乾式灰化，b）硝酸・過塩素酸分解，c）王水，d）

塩酸還流，e）ボンベ法，f）フッ素分解
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　　　　値および回収率

；a）乾式灰化，b）硝酸・過塩素酸分解，c〉王水，d）

塩酸還流，e）ボンベ法，f）フッ素分解
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た。その他の回収率の悪い分解方法では，ケイ酸

塩等の分解残渣を濾別する際に，アンチモンの一一

部も分解残渣側に移行してしまうことが示唆され

た（図11－1～図11－3）。ランタンに対しては，

フッ素分解の測定値が最も高く，その他の方法は

やや溶出力不足であると考えられた。ビスマスに

対しては，乾式灰化の溶出力，回収率が極端に劣っ

ていたが，他の分解方法では良好な回収率が得ら

れた。以上の結果により，これら6元素をすべて

測定するには，硝酸・過塩素酸・フッ化水素酸分

解が最も適していると考えられた。

　2）各種汚泥，肥料等のレアメタル含有量

　汚泥試料21点，リン鉱石，塩化カリ鉱石，豚ぷ

ん堆肥，及び土壌（表層腐植質黒ボク土）をフッ

素分解して求めたレアメタル含量を表11－2及び

図11－4に示す。この図は，土壌中のレアメタル含

量を1としたときそれぞれの含有割合を対数軸に

プロットしたレーダーチャートである。

　化学工場汚泥は，バナジウム，ガリウムの多い

P2，アンチモンの多いP3，ビスマスの多いP4，

ランタンの多いP5など，個々の汚泥ごとのレア

メタル組成の差異が大きく，また各元素含量の最

大値と最少値の比も5～80倍と幅があり，変化に

富んでいた。さらに分析点数を増やし，業種別あ

表11－2　各種汚泥，資料等のレアメタル含量［mg／kg乾物］

Be V Ga Sb La Bi

　P　l

　P2
　P3
　P4
　P5
平均（P）

0．17

0．23

0．05

0．07

0．23

0．15

44．4

136

11．6

30．4

　5．8

45．7

0．92

15．8

0．54

2．1

0．98

4．1

2．8

1．3

18．6

0．23

1．12

4．8

3．1

4．7

0．67

1．23

6．14

3．2

0．06

0。27

0。02

1．14

0．06

0．31

　Q6
　Q7
　Q8
　Q9
　Q10
平均（Q）

0．06

0。20

0．09

0．02

0．01

0．08

10．2

39．8

10．0

2．3

2．3

12．3

0．60

1．9

5．1

0．43

0．22

1．7

0．26

0．44

0．62

0．52

0．05

0．38

0．74

2．2

1．8

0．64

0．08

1．1

0．05

0．05

0．07

0．01〉

0．13

0．06

　Rll
　R12
　R13
　R14
　R15
平均（R）

0．11

0．13

0．13

0．08

0．09

0．11

15、3

14．3

12。6

9．5

9．1

12．2

11．0

5．7

2．2

2．9

3．5

5。1

1。6

0．55

0．56

0。84

0．74

0．86

1．9

2．4

2．9

5．5

2．0

2．9

21．6

32．0

61．2

39．0

27．6

36．3

　Sl6
　S17
　S18
　S19
　S20
　S21
平均（S）

0．35

0．24

0．53

0．17

0．22

0。76

0．38

21．5

20．2

55．4

17．5

17．6

42．3

29．1

3．2

1．4

7．2

3。0

3．2

6．5

4．1

1．2

0．87

2．5

1．4

1．3

2．9

1．7

5．7

3．5

8．3

6．6

4．2

10．7

6．5

！2。1

3．7

2．5

10．4

5．2

5．0

6．5

リ　ン　鉱石

塩化カリ，鉱石

豚ぷん堆肥
観音台表土

1．8

0．08

0．33

1．8

103

6．7

31．6

430

1．7

0．92

1．0

28

1．5

0．06

0．40

0．78

25．4

1．1

2．1

17

0．16

0．01

0．31

0．37
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るいは処理方法別に細分化しないと，グループと

しての特徴はつかめないと考えられる。

　食品工場汚泥も，比較的バナジウムの多いQ7，

比較的ガリウムの多いQ8など，汚泥ごとのレア

メタル組成の違いは大きかった。しかし化学工場

汚泥とは異なり，食品工場汚泥のレアメタル含量

は概して少なく，ここに示した試料で，土壌のレ

アメタル含量を越えるものは認められなかった。

ただ，業種によっては特定の重金属を多く含んで

いる例も知られており，さらに分析点数を増やし

て特徴をつかむ必要があると考えられる。

　し尿処理汚泥は，処理場問の差異が非常に小さ

く，どの試料も良く似たレアメタル組成を有して

おり，特にビスマスを多く含む傾向が認められた。

土壌と比較すると，ビスマスが約60～160倍，ア

ンチモンが0．7～2倍程度存在していた。凝集剤無

添加のR14も，他の凝集剤入りの汚泥と同程度ビ

スマスを含んでいることから，凝集剤由来ではな

く，そのほかに原因するものと考えられる。

　下水汚泥も，処理場問の違いは比較的小さく，

し尿汚泥と同様ビスマスを多く含む傾向が認めら

れた。土壌と比較すると，ビスマスが約7～30倍，

アンチモンが1～4倍程度含まれていた。ベリリウ

ムやランタンは土壌よりも少ないものの，他の汚

泥よりも平均で2倍以上多い傾向が認められた。

　リン鉱石は，ベリリウム，バナジウム，アンチ

モン，ランタン，ビスマスを土壌とほぼ同程度含

むが，ガリウム含量は土壌の1／10未満であった。

一方，塩化カリ鉱石は，どの元素も土壌の1／10未

満であった。豚ぷん堆肥はアンチモン，ビスマス

がやや多いが，土壌のレアメタル含量を越えるも

のはなかった。

　3）各種汚泥中のレアメタル含量の数学的解析

　多元素分析において，分析した元素や試料を類

別する手法として，多変量解析は非常に有効な手

段として考えられる。ここでは，各種汚泥試料21

点のレアメタル含量について主成分分析を行っ

た。第1主成分から第3主成分までの固有値及び

固有ベクトルを表11－3に，各汚泥の第1，第2主

成分値の散布図を図11－5に示す。

　第1主成分は42％の情報量を有し，負の相関を

持つベリリウム，バナジウム，ガリウム，ランタ

ンと相関のないアンチモン，ビスマスとに分かれ

た。負の相関を持つ4元素は比較的水に溶け易い

形の塩を形成するのに対し，相関のない2元素の

塩類は水に難溶である。したがって，第1主成分

は水溶性の尺度を表していると考えられる。第2

主成分は21％の情報量を持ち，第1主成分とは相

関のなかったアンチモン，ビスマスがそれぞれ正，

負の相関を有していた。この2つの成分で散布図

を描くと，化学工場汚泥は工場問の差が大きく規

則性がなかったが，食品工場汚泥，し尿汚泥，下

水汚泥の成分は，それぞれの成分組成にある程度

第1主成分
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図11－5　第1，第2主成分得点の散布図

表11－3　各種汚泥の主成分分析結果

Be V Ga Sb La Bi 固有値　　累積寄与率

第1主成分
第2主成分
第3主成分

一〇．53　　　　　－0．48　　　　　－0。46

0．02　　　　　　　0．18　　　　　－0．11

－0．46　　　　　　0．49　　　　　　0．54

0．07

0．64

－0．16

一〇．51

－0．14

－0．48

0。09

－0．73

－0．02

2．52

1．23

1．11

0．42

0．63

0．81
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まとまりがあることが認められた。

（4）おわりに

　有機性廃棄物の利用に伴うレアメタル類の農業

環境への影響を評価するため，汚泥等のレアメタ

ルの分析法を確立し，その含有パターンを調査し

た。発生源を異にする汚泥を分析した結果，工場

汚泥に関しては工場ごとの違いが大きいが，概し

て食品工場汚泥の方が化学工場汚泥よりレアメタ

ル含量が低いという特徴が，またし尿汚泥と下水

汚泥に関してはビスマスを多く含むという特徴が

それぞれ認められた。このことは，発生源別，あ

るいは処理方法別の成分調査を充分に行い，その

利用に際しては，適当な廃棄物資源を選択するこ

とが重要であることを示している。また，この分

析法は他のレアメタル類の定量にも適用できると

考えられるので，本研究で取り上げた6元素以外

の元素についても，その賦存量，分布についての

データを蓄積していく必要がある。

　　　（廃棄物利用研究室　川崎　晃・羽賀清典・新井重光）
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　　　　　　　　　　　　　農林水産
　　（1992．3）

虫害　「農業気象災害と対策」　養賢堂
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○吉松慎一：タマナヤガ　　「熱帯野菜作の害虫」　国際農

林業協力協会　　（1992．3）

○吉松慎一：オオタバコガ・タバコガの一種　　「熱帯野菜

作の害虫」　国際農林業協力協会　　（1992。3）

○吉松慎一：ウリキンウワバ・イラクサギンウワバ　「熱

帯野菜作の害虫」　国際農林業協力協会　　（1992．3）

○吉松慎一：シロナヨトウ・ヤガの一種　　「熱帯野菜作の

害虫」　国際農林業協力協会　　（1992．3）

○吉松慎一：ハスモンヨトウ・ハスモンヨトウの一種　「熱

帯野菜作の害虫」　国際農林業協力協会　　（1992．3）

○吉松慎一：タバコガ　「熱帯野菜作の害虫」　国際農林

業協力協会　　（1992．3）

○吉松慎一：カブラヤガ　　「熱帯野菜作の害虫」　国際農

林業協力協会　　（1992．3）

○吉松慎一ニケブカノメイガ　　「熱帯野菜作の害虫」　国

際農林業協力協会　　（1992．3）

資材動態部

O　Hama，Hiroshi：Insecticide　resistance　characteris－

tics　of　diamondback　moth．「Diamondback　Moth　and

Other　Crucifer　Pests」　Asian　Vegetable　Research

and　Development　Center　（1992）

○羽賀清典：家畜ふん尿の堆肥化技術　　「総合農業部会全

体会議資料」　農業研究センター　　（1992．3）

○羽賀清典：メタン発酵のエネルギー利用　「マニュア・

コントロール」　デーリィマン社　　（199L8）

○羽賀清典二燃料としての利用　「マニュア・コントロー

ル」　デーリィマン社　　（1991．8）

○石坂眞澄：分離菌によるダイオキシン類の分解　　「研究

成果シリーズ第263」　農林水産技術会議事務局　（1992．

3）

○石坂眞澄：PCP分解菌の分解遺伝子の解析　「研究成果

シリーズ第263」　農林水産技術会議事務局　　（1992．3）

○加藤直人・尾和尚人＊・樋口太重：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　　「平成2年度アイ

ソトープ利用研究成績年報」　農林水産技術会議事務局

連絡調整課　　（1991．11）

○加藤直人・尾和尚人＊・樋口太重ニアイソトープの野外利

用による施肥りんの動態解明　　「平成2年度アイソトー

プ利用研究成績年報」　農林水産技術会議事務局連絡調

整課　　（199L　l！）

OKawasaki，　Akira・Haga，　Kiyonori・Arai，

Shigemitsu・Yamasaki，Shin－ichi：Effect　of　Diges－

tion　Methods　on　ICP－MS　Measurements　of　Be，V，Ga，

Sb，La，Bi　in　Organic　Fertilizers．　「Applications　of

Plasma　Source　Mass　Spectrometry」　The　Royal

Society　of　Chemistry　（1991）

○南　栄一：二次代謝系における遺伝子発現制御　　「蛋白

工学における遺伝子発現の調節」　講談社　　（1991．5）

○上路雅子：残留農薬　　「改訂4版分析化学便覧」　丸善

　（199L11）

2）その他の著書・資料

企画調整部

○山口武則：エコトロン（地球環境モデルハウス）　「農

環研ニュース」　農業環境技術研究所　　（1992．2）

環境管理部

○遠藤勲：オンラインネットワークを利用したMS

－DOSバイナリファイルの伝達手法　　「農林水産研究計

算センターニュース」　農林水産技術会議事務局筑波事

務所　　（199L8）

○増島　博＊・袴田共之・山添文雄＊：土壌汚染環境基準設

定調査に係る総合解析調査一一水銀に係る土壌汚染環境

基準設定調査一一　「平成2年度環境庁請負調査結果報

告書」　環境庁　　（1991）

○増島　博＊・袴田共之・吉川年彦＊・山添文雄＊：土壌汚染

環境基準調査に係る総合解析調査一一銅に係る土壌汚染

環境基準設定調査　　　　「平成2年度環境庁請負調査結

果報告書」　環境庁　　（1991）

○井手　任・横張　真：日本における市民農園のイメージ

　「地域資源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」　働農林漁業体験協会　　（1992。3）

○井手　任：中山間水田がもつ自然環境保全機能の定性的

把握と農村アメニティの形成　　「総合整備計画手法調査

報告書」　助日本農業土木総合研究所　　（1991．4）

○井手　任：ランドスケープ・パターンとビオトープ保全

　「第5回最新研究情報検討会，農山村における生物学的

多様性の保全」　農林水産技術会議事務局　　（1991）

○駒村美佐子・結田康一一・小山雄生：土壌及び米麦子実の

放射能調査（平成2年度）　「第33回環境放射能調査研

究成果論文抄録集」　科学技術庁　　（199L！1）

O　Hogan，K．B＊．・Neue，H．U＊．・Minami，K．：Option　for

reducing　methane　emissions　from　rice　cultivation。

　「Sustainable　rice　productivity　and　methane　reduc－

tion　research　plans」　EPA，USA　　（1992）

○陽　捷行：畜産と地球環境　　「平成3年度地球温暖化家

畜技術報告書」　畜産技術協会　　（1992）

○陽　捷行：水田の持っ環境保全機能　　「環境保全とアメ

ニティ」　農林水産技術会議事務局　　（1991）

○陽　捷行：地球温暖化と水田農業のかかわり　「水田農

業とSUSTAINABILITY」　日本学術会議農土研連絡
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委員会　　（1991）

○守山　弘：ゆかりの森づくり一アカマツ林の多面的活用

　を軸とした地域活性化運動一　「ふるさとのむらおこし

　資源あれこれ（II）一地域活性化資源利用ハンドブック

ー」　農村生活総合研究センター　　（199L6）

○守山　弘：農村生態系の構造とビオトープの機能　　「第

　5回最新研究情報検討会，農山村における生物学的多様

　性の保全」　農林水産技術会議事務局　　（1991）

○守山　弘：農村の水空間と生物相保全　　「農村における

　水質浄化シンポジウムー水質浄化と水辺の快適空問の創

　造」　日本土壌協会　　（199L11）

○斎藤元也・山田康晴・山形与志樹・秋山　侃・芝山道郎・

　森永慎介：農業環境特性に関する研究　　「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

　る共同研究第2期成果報告書」　科学技術庁研究開発局

　（1991．12）

○横張　真：農村景観の分析　　「農林水産物の機能性に関

　する研究会，報告書」　農林水産技術会議事務局　（1992．

　1）

○横張　真：土地利用にもとづく居住快適性の客観的評価

　手法　　「平成3年度多面的機能の総合的分析研究」　農

　業環境技術研究所　　（1991）

○横張　真：農林地がアメニティ保全に果たす役割　　「環

　境保全とアメニティ」　農林水産技術会議事務局

　（199L12）

○袴田共之・松本成夫：地域の物質循環と環境問題　　「有

　機性廃棄物利用研究会資料『有機性廃棄物の肥料化と環

　境保全』」　農業環境技術研究所　　（199L11）

○小川克郎＊・宮崎芳徳＊・古宇田亮一＊・山口　靖＊・矢野

　雄策＊・六川修一＊・笹野康弘＊・柴田　彰＊・山田康晴：

　日本リモートセンシング学会創立10周年要覧　「日本リ

　モートセンシング学会誌別冊」　日本リモートセンシン

　グ学会　　（199L3）

○山田康晴・斎藤元也・山形与志樹・Piyaponse，P＊・

　Hansakdi，E＊：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　　「平成2年度熱帯農業研究成

　果情報」　熱帯農業研究センター　　（199L10）

環境資源部

○阿江教治・有原丈二＊・岡田謙介＊・大脇良成＊ニキマメの

特異的養分吸収と熱帯半乾燥地帯の畑作におけるその重

　要性　　「熱帯農研集報」　熱研　　（199L10）

○原田靖生二各種有機質資材の品質評価法　　「平成3年度

　九州農業試験研究推進会議生産環境部会土壌肥料分科

　会」　九州農業試験場　　（1992．3）

○原薗芳信：Effects　of　Global　Changes　in　Carbon

Dioxide　on　the　Carbon　Cycle　in　the　Ecosystem

　「Proceedings　of　the　symposium　on　studies　on　IGBP

　－Japan：Present　status　and　future」　日本学術会議

　（1992。3）

○原薗芳信：炭酸ガス変動が炭素循環に及ぼす影響（講要）

　「日本学術会議IGBPシンポジウム」　日本学術会議

　（1992．2）

○原薗芳信・宮田　明・小川利紘＊・文字信貴＊：温室効果

　気体フラックスの微気象学的測定による評価研究　　「文

部省科研費報告書『地球大気化学国際共同研究計画

　（IGAC）の推進と国際対応』」　　（1992．2）

O　Mitsuchi，Masanori：Anthropically　1nduced　wet

　soils．　「Proceedings　of　the　8th　International　SoiI

　Correlation　Meeting」　SCS，SMSS，USDA（1992。3）

O　Mitsuchi，Masanori：Characteristics　of　Japanese

　soils　and　their　international　correlation．「Proceedings

　of　Intemational　Workshop　on　Correlation　of　the

　National　Soil　Classification　Systems　for　Agro－tech－

　nology　Transfer」　East　and　Southeast　Asia　Federa－

　tion　of　Soil　Science　Societies（ESAFS）　（1991．！1）

O　Nouchi，Isamu：Effects　of　enhaneed　ultraviolet B
　radiation　caused　by　stratospheric　ozone　depletion　on

　plants。　「A　report　from　the　Workshop　on　Global

　Change　Research」　　Japan　Intemational　Science　and

　Technology　Exchange　Center　　（1991．11）

○清野　諮：気候資源の変化と植物生産　　「平成3年度気

　象環境研究会」　農業環境技術研究所　　（1992．2）

○清野　諮：温暖化による我が国の作物生産への影響

　「農環研ニュース」　農業環境技術研究所　　（199L11）

環境生物部

○八巻敏男＊・安田　環＊・藤井義晴：アレロパシー（共訳）

　「アレロパシー」　学会出版センター　（1991．8）

○河本征臣：拮抗微生物の利用による病害防除研究の動向

　「佐賀県ハイテク農業研究基礎調査報告書」　社団法人

農林水産技術情報協会　　（1992．3）

○木村龍介：リン溶解微生物の活性評価　　「農林水産試験

研究のための微生物検出手法」　農林水産技術会議事務

　局（199L7）
○木村龍介・木村武一＊・加藤邦彦＊・岡野正豪＊二草地にお

　ける窒素固定遺伝子保有細菌の検出法と探索　　「草地飼

　料作研究成果最新情報」　草地試験場　　（199L8）

○加藤邦彦＊・木村龍介：草地土壌の細菌フロラ　　「草地飼

　料作研究成果最新情報」　草地試験場　　（199L8）

○木村龍介・西尾道徳＊・加藤邦彦＊：りん溶解菌利用によ

　る土壌蓄積りんの効率的利用　「土壌蓄積りんの再生循
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環利用技術の開発」　農林水産技術会議事務局　　（199L

10）

○木村龍介・西尾道徳＊・加藤邦彦＊：りん溶解菌，菌根菌

及び土壌バイオマス利用によるりん吸収促進　　「土壌蓄

積りんの再生循環利用技術の開発」　農林水産技術会議

事務局　　（199L10）

○木村龍介・西尾道徳＊・加藤邦彦＊：バイオマス態りん

　「土壌蓄積りんの再生循環利用技術の開発」　農林水産

技術会議事務局　　（1991．10）

○岡田利承：水稲害虫　「農業資材情報源’91～’92」　日本

農業新聞社　　（199L7）

○佐藤　守：プラスミドの生態　　「植物病原体の分子生態

学」　東北大学遺伝生態研究センター　　（1991．10）

O　Shiga，Masakazu：Future　prospect　of　eradication　of

fruit伍es．「Proceedings　of　the　Intemational　Sympo－

siumontheBiologyandControlofFruitFlies」国

際糧食肥料中心（FFTC）・琉球大学・沖縄県　　（199！．9）

O　Shiga，Masakazu：Dispersal，food　resource　utiliza－

tion　and　life　history　of　the　brown－winged　green　bug，

P伽磁磁1ガ．　「Migration　and　Dispersal　of　Agricul－

tural　Insects」　National　Institute　of　Agro Environ－

mental　Sciences　（199L9）

○横山和成：糸状菌のモニタリング手法　　「農林水産試験

研究のための微生物検出手法」　農林水産技術会議事務

局（199L7）

資材動態部

○羽賀清典：現地実態調査No．9，No．10，No．11，No．12鹿

児島県下　　「畜産環境整備リース事業貸付機械実効調査

報告書」　㈹日本畜産施設機械協会　　（199L3）

○浜　弘司二薬剤抵抗性病害虫の発生の現状，害虫　　「植

物防疫の軌跡『病害虫発生予察事業五十周年・植物防疫

事業四十周年記念誌』　病害虫発生予察事業五十周年・

植物防疫事業四十周年記念会　　（1991．11）

○久保田徹：作物による土壌物理性の改良　　「農林業現地

有用技術集追補版VI」　国際農林業協力協会　（1992．3）

O　Kubota，Tom二Soil　management　of　clayey　paddy

fields　for　upland　crop　cultivation．「The　management

of　Lowland　Clayey　Soils　after　Rice　in　Asia，IBSRAM

Proceedings　No。11」　The　Intem．Board　for　Soil

Research　and　Management（IBSRAM）Bangkok

　（1991）

○諸岡稔：肥料としての利用　「平成2年度大豆加工食

品副産物高度利用研究開発事業報告書　　『おから』の産

　出と利用の現状・問題点　　〔中問報告〕」　財団法人食

　品産業センター　　（199L3）

○増島　博＊・諸岡　稔：土壌中の窒素・りんの賦存量と外

的負荷の量的・質的関係　　「平成2年度環境庁委託業務

結果報告書　土壌汚染監視調査（窒素・りんの土壌流出

機構等解明調査）」　日本土壌肥料学会　　（1991）

（2）雑誌

1）学会誌・研究会誌

企画調整部

○福原道一・拮　銘＊・武内和彦＊・恒川篤史＊：中国・新彊・

三江河下流域における砂漠化の進行とその防止策　地学

雑誌　100（2）二298～305　（199L2）

O　Ishida，Tomoyuki＊・Ho　Ando＊・Michikazu，Fukuhar－

a：Estimation　of　complex　refractive　index　of　soil

particles　and　its　dependence　on　soil　chemical　prop－

erties．Remote　Sens．Environ　38（3）二173～182

　（199L6）

○福原道一：地球環境からみた土壌　環境技術　20（10）：

601～606　（199L10）

○福原道一：100万分の1世界土壌・土地ディジタルデー

タベース　土肥誌　61（特別）：118～120　（1991）

○池田浩明二踏跡群落の成因に関する実験群落学的解析

　日本生態学会関東地区会会報　40：4～5　（199L9）

○遠藤正造＊・風野　光・佐野善一＊・中園和年＊：サツマイ

　モネコブセンチュウのアセチルコリンエステラーゼの薬

剤感受性　九病虫研会報　37：133～136　（1991．10）

○竹澤邦夫：宇宙栽培環境の研究　気象研究ノート　農業

気象研究の最近の進歩　171：67～73　（1991．8〉

○竹澤邦夫＝混沌（書評）　農業気象　47（3）：164～164

　（1991．12）

O　Takezawa，Kunio・Tamura，Yoshifumi＊二Use　of

smoothing　splines　to　estimate　rates　of　development．

Agricultural　and　Forest　Meteorology　57：129～145

　（1991．12）

○山口武則：農業環境技術研究所エコトロン　　地球環境

　モデルハウス　　　冷凍　67（773）：76～77　（1992．3）

環境管理部

○秋山　侃：草地とリモートセンシング1衛星搭載セン

サーによる草原・草地植生の地球規模的観測　日本草地

学会誌　37（4）：475～481　（1992．1）

O　Takahashi，Shigeo＊・Akiyama，Tsuyoshi・Shiyomi，

Masae・Okヌbo，Tadakatsu＊：Effect　ofleaf　allowance

on　weight　gain　in　young　grazing　cattle．」，Japan。

GrassL　Sci．　37（3）：343～352　　（1991．10）
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○網藤芳男・田中　隆：みどり評価の広域比較一広域首都

　圏を対象とした意識調査による一　「環境情報科学」　環

　境情報科学センター　　（199L5）

○井手　任：生物相保全のための農村緑地配置に関する生

　態学的研究　緑地学研究　1L120　（1992．3）

O　Inoue，Yoshio・lwasaki，Kazuo＊：Spectral　estimation

　of　radiation　absorbance　and　leaf　area　index　in　corn

　canopies　as　affected　by　canopy　architecture　and

　growth　stage．Japan．」．Crop　Sci．60（4）：578～580

　（1991．12）

○石田憲治：評価者の属性と農地機能評価　　水田地帯に

　おける事例分析　　　環境情報科学　20（2）199～103

　（199L5）

○神田健一：土壌生態系のガス代謝と地球環境4　農耕地

　からの含硫ガスの発生　土肥誌　63（1）：91～96

　（1992．2）

○小山雄生：アルミニウムに対する植物の耐性機構

　RADIOISOTOPES　41（2）：101　　（1992．2）

○小山雄生：土壌肥沃度と作物栄養研究におけるアイソ

　トープ利用法の進歩土肥誌61（特別）：758～761

　（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］　進化学研究会（国立遺伝学研究所）　1

　（1）：7～23　（1991．3）

〇三中信宏：第1回筑波昆虫科学ワークショップ要約　筑

　波昆虫科学研究会にゅうすれたあ　15：7～9　（199L

　4）

〇三中信宏：分岐図の科学と行動生態学との接点および

　「真正分類系統学」の誤謬　昆虫分類学若手懇談会

　ニュース（昆虫分類学若手懇談会）60：1～51　（1991．9）

〇三中信宏：進化機構論と系統分類学との新たな総合を目

　指して（書評）　進化学研究会（国立遺伝学研究所）　1

　（3）：59～62　（199L10）

○陽　捷行・楊　宗興：土壌生態系のガス代謝と地球環境

　3．亜酸化窒素　土肥誌　62：654～661（1991）

○陽　捷行：IPCCの活動　日本生態学会関東地区会報

　40：1～3　（1991）

○陽捷行：わが国の研究動向　農土誌59：757～758

　（1991）

○陽　捷行：地球の温暖化と農業にかかわる温室効果気体

　再生と利用　下水汚泥資源利用協議会　14：20～27

　（1991）

○陽　捷行・野内　勇・八木一行：水田におけるメタン発

　生量の評価とその放出機構に関する研究　環境研究

　83二6～12　（1991）

○陽　捷行：土壌生態系のガス代謝と地球環境1総論　土

　肥誌　63：445～450　（1991）

○陽　捷行：土壌からのガス揮散と大気環境　土肥誌

　61：65～68　（1990）

○守山　弘：農村の環境保全・生物相保全とクラインガル

　テン　農村計画学会誌　9（4）：32～35　（199L9）

○守山　弘：東京近郊の原風景と生物相保全機能　環境情

　報科学　20（2）：27～31　（1991）

○村上陽子・駒村美佐子：ガンマ線ピーク効率測定におけ

　るサム効果と測定高さの関係　RADIOISOTOPES　41

　（4）：209～212　（1992．4）

〇二宮正士・和住洋一郎＊・荻野圭一＊・重盛　勲＊：多階調

　グレースケールによるデジタル画像標準化とそれを利用

　したダイズ個体群生体量の推定　システム農学　7（2）：

　2～10　（1991．10）

O　Ninomiya，Se玉shi・Shigemori，Isao＊：Quatitative

　evaluation　of　soybean　plant　shape　by　image　analysis．

　Japan．J．Breed．41（2）：485～497

（1991）

OShibayama，Michio・Akiyama，Tsuyoshi：
　Estimating　grain　yield　of　maturing　rice　canopies

　using　high　spectral　resolution　reflectance　measure，

　ments．Remote　Sensing　of　Environment　36：45～53

　（1991）

○新藤純子・松本幸雄＊・廣崎昭太＊・伊藤政志＊・青木一幸＊・

　朝来野国彦＊：稠密調査によるNO、濃度の時間空間変動

　と空間分布構造の安定性　　東京都の市部を中心とした

　約20km四方の領域内の変動　　　大気汚染学会誌

　26（3）：136～151　（1991）

○新藤純子・松本幸雄＊：二酸化窒素日平均濃度の交差点周

　辺における変動構造の解析　　世田谷区上馬交差点にお

　ける調査一大気汚染学会誌26（6）：417～426

　（1991）

○新藤純子・松本幸雄＊・廣崎昭太＊・伊藤政志＊・青木一幸＊・

　朝来野国彦＊：稠密測定調査によるNO、濃度の時間空問

　変動と空問分布構造の安定性　　調査時期および領域の

　違いによる変動構造の比較　　　大気汚染学会誌　26

　（3）：152～164　（1991）

○鶴田治雄・陽　捷行：地球環境問題の研究動向を探る

　環境情報科学　20（4）　（199L11）

OPeng，　Junhua＊・Ishii，　Kiyoshi＊・Ukai，　Yasuo：

　Response　of　genetic　variability　of　quantitative

　characters　to　nitrogen　levels　in　rice．　Japan．J．Breed．

　41（2）：255～264　（199L6）

O　Ukai，Yasuo：Effects　of　environmental　variation　on

　the（Vr，Wr）graph　and　genetical　components　of

　variation　in　diallel　analysis．　Japan．」．Breed．　41
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　（2）：309～323　（1991．6）

O　Peng，Junhua＊・Ishii，Kiyoshi＊・Ukai，Yasuo　l　Effects

　of　nitrogen　levels　on　the　helitabilities　of　main　quanti－

　tative　characters　in　indica　rice．Hereditas（Beijing）

　13　（1991）

OSaito，Akira＊・Ukai，Yaso・他14名：Linkagemap

　of　restriction　fragment　length　polymorphism　loci　in

　rice．　Japan。」。Breed．　41（4）：665～670　　（1991。12）

O　Yagi，Kazuyuki・Minami，Katsuyuki＝Emission　and

　production　of　methane　from　Japanese　paddy　fields．

　JPn．Agr．Res．Qurter．25＝165～171　　（1991）

○八木一行：土壌生態系のガス代謝と地球環境　2．水田

　からのメタン発生　土肥誌62（5）：556～562　（199L

　10）

○山田一茂：農林水産省における気象情報の収集，利用の

　現状　日本農業気象学会　北陸支部会誌　16：37～45

　（199L4）

OYamamura，Kohji・Wakamura，Sadao＊・Kozai，

　Shuji＊：A　method　for　population　estimation　from　a

　single　release　experiment。AppL　EntomoL　ZooL　27

　（1〉：9～17　（1992．2）

○木方展治＊・結田康一：茶園および隣接林地の土壌水中硝

　酸態窒素の垂直分布　土肥誌　62（2）：156～164（199L4）

O　Seimiya，Yukio＊・Ohshima，Kan－ichi＊・Itoh，Hiro－

　shi＊・Ogasawara，Nobuyuki＊・Matsukida，Y貢ko＊・

　Yuita，Kouichi：Epidemiological　and　Pathological

　Studies　on　Congenital　Diffuse　Hyperplastic　Goiter　in

　Calves．」．Vet．Med．Sci．53（6）：989～994　（1991．

　12）

　環境資源部

○天野洋司：火山灰土のリンの状態と年代　第四紀研究

　30（5）：443～445　（1991．12）

○天野洋司：農耕地土壌分類2次案における造成土壌の分

　類ペドロジスト35（2）二75～79（199L12）

○天野洋司：土壌分類のための土壌対照べ一ス　土肥誌

　61（特別）：780～783　（1990．！2）

O　Harada，Yasuo：Composting　and　land　application　of

　animal　wastes．Asian－Australasian　Joumal　of　Ani－

　mal　Sciences　5：113～121　（1992）

○原薗芳信・申健友＊・劉新民＊・李勝功＊：中国内モンゴル

　東部の砂丘の秋季の微気象特性　農業気象　47（4）：217

　～224　（1992．3）

OHarazono，Yoshinobu・Mariko，Shigeru＊・Owa，

　Kazuto＊・Nouchi，Isamu：Methane　in　Flooded　Soil

　Water　and　the　Emission　through　Rice　Plants　to　the

95

　Atmosphere。Environmental　and　Experimental　Bot－

　any　　31（3）：343～350　　　（1991。4）

○原薗芳信・清田　信＊・北宅善昭＊・矢吹万寿＊：林地と芝

　地における熱収支の比較　環境情報科学　20（2）：62

　～66　（1991．5）

O　Harazono，Yoshinobu・Teraoka，Shigeaki＊・Nakase，

　Isao＊・Ikeda，Hideo＊：Effects　of　Rooftop　Vegetation

　using　Artificial　Substrates　on　the　Urban　Climate　and

　the　Thermal　Load　of　Buildings．Energy　and　Build－

　ing　　15：435～442　　　（1991．6）

○長谷川周一：イネを主体とする作付体系下の土壌管理の

　物理的側面　土肥誌　61（特別）：42～45　（1990）

○草場　敬＝土壌試料の採取と調整（Q＆A）　ぶんせき

　199＝107　（199L7）

○川方俊和・矢島正晴・守谷孝志＊二2種の棒状光センサの

　特性比較　農業気象　47（4）：241～244　（！992．3）

○川島博之二地球における炭素の流れ　遺伝　45（9）：20

　～24　（1991．9）

○川西琢也＊・川島博之・尾崎保夫＊：地下水の硝酸態窒素

　濃度の上昇と農業生産　　諸外国の研究事例のとりまと

　めと今後の課題　　用水と廃水33（9）：17～28

　（1991）

○川島博之：地球環境問題と農業　化学工学　55（6）：457

　～460　（1991）

○川島博之・川西琢也＊・鈴木基之＊：小規模分散型処理装

　置としての酸化池　用水と廃水　33（6）：34～39

　（1991）

○野内　勇：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）：205～214　（199L4）

○野内　勇：大気汚染による植物被害の最近の研究　気象

　研究ノート　171：149～158　（199L9）

O　Nouchi，Isamu・Ito，Osamu・Harazono，Yoshinobu・

　Kobayashi，Kazuhiko：Effects　of　chronic　ozone　expo－

　sure　on　growth，root　respiration　and　nutrient　uptake

　of　rice　plants．Environmental　Pollution　74（2）：149

　～164　（1991．10）

○野内　勇：酸性雨と植物被害　農業気象　47（3）二165

　～175　（199L12）

○小原　洋・松森堅治：土壌情報システムの断面情報から

　みた強酸性黒ボク土の分布　ペドロジスト　35（1）：13

　～20　（1991．6）

○菅原和夫：カーネーション萎ちょう細菌病菌の選択的検

　出のための免疫学的手法土と微生物39二27～33

　（1992．3）

○清野　諮：陸上の植物生産力の評価一気候温暖化による
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影響一　システム農学　7（1）；67～78　（1991。4）

○清野　諮・本條　均＊・山本晴彦＊：福岡県黒木町におけ

　る傾斜地ハウス内の微気象環境特性　農業気象　47（1）：

　29～34　（1991．6）

○渡邊朋也＊・清野　舘：Correlation　between　the　immi－

　gration　area　of　rice　planthoppers　and　the　low－1evel

jet　stream　in　Japan．応動昆26（4）：457～462

　（199L12）

○土谷彰男・西沢利栄＊ニブラジル北東部・ペルナンブコ西

　部におけるカーチンガ群落の樹木の偽年輪形成と日降水

　量レベルの水ストレスとの関係　環境情報科学　21（2）：

　95～101　（1992．5）

○土谷彰男：降水量の季節変化，経年変化パターンからみ

　たブラジル北東部のラテンアメリカにおける地域性　環

　境情報科学　20（2）：75～84　（1991．5）

○竹内　誠・清野　馨＊・田村有希博＊・上沢正志＊：寒冷地

　水稲のナトリウムの吸収と登熟との関係　土肥誌　63

　（1）＝25～30　（1992．2）

○竹内　誠：原子吸光光度法による水中ナトリウム・カリ

　ウムの高精度分析法　土肥誌　62（5）：545～548（1991．10）

○津村昭人・山崎慎一：二重収束型高分解能誘導結合プラ

　ズマ質量分析法による陸水の超微量希土類元素およびア

　クチノイドの直接定量Radioisotopes41（4）：185

　～192　（1992．4）

O　Toda，Hideshige・Hirose，Euichi＊l　SEM＆TEM

　observations　on　egg　membranes　of　the　two　types　of

　αzl‘znz6s　s1勉6zゼs　eggs．　BuIL　Plankton　Soc．Japan，

　VoL　Spec．613～617　　（1991．5）

○矢島正晴：作物の生長・収量へのCO，影響に関する研究

　気象研究ノート　171：137～147　（1991。8）

○宮川英雄＊・児玉　徹＊・矢島正晴：良質米生産のための

　生育診断・予測技術　第1報　発育指数による水稲の発

　育ステージ予測　東北農業研究44：33～34　（199L

　12）

○山崎慎一：土壌肥料研究における新しい分析手法I

　ICP質量分析法　土肥誌　63（2）：245～250　（1992．4）

O　Yamasaki，Shin－ichi・Tsumura，Akito：Lanthanoids

　and　actinoids　in　terrestrial　water　in　Japan　as　deter－

　mined　by　high　resolution　ICP－MS　with　an　ultrasonic

　nebulizer．Analytical　Sciences　7（Supp〉：1135

　～1138　（199L12）

○楊　宗興・戸田任重・竹内　誠：溶存N2，02，Ar，CH4

　等の微量同時分析「日本水環境学会」26：388～389

　（1992．3）

○楊　宗興：Marked　variation　in　lacustrine　N20accu－

　mulation　level　and　its　mechanism．JPn。J．LimnoL53

（！）：75～81（1992．1）

環境生物部

○藤井義晴・安田　環＊・渋谷知子：無影日長栽培法と階段

栽培法によるトマトの他感作用の検証　土肥誌　62（2）＝

　150～155　（199L4）

○藤井義晴・古河　衛＊・早川嘉彦＊・菅原和夫・渋谷知子：

　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　（1991．4）

○藤井義晴・渋谷知子・宇佐美洋三：ムクナ（躍解κnα

ρ捌吻ns）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　（199L4）

○安田　環・藤井義晴・渋谷知子：階段栽培法によるシロ

　ザの他感作用の検証　土肥誌　62（3）：252～257（199L6）

○藤井義晴・安田　環＊・渋谷知子・米元志保＊：無影日長

　栽培法と階段栽培法によるムクナの他感作用の検証　土

　肥誌　62（3）：258～264　（199L6）

○藤井義晴・渋谷知子・安田　環＊＝置換栽培法によるムク

　ナ（〃％6観αヵ耀万躍s）の混植一トウモロコシ，インゲ

　ンとの共栄関係の示唆一土肥誌62（4）：363～370

　（199L7）

○藤井義晴・渋谷知子・安田　環＊：置換栽培法とその改良

　法による他感作用検証の試み一リクトウ，サトイモ，エ

　ンバクの検定一　土肥誌　62（4）：357～362（！991．7）

○藤井義晴・渋谷知子・安田　環＊・大谷　卓・古河　衛＊・

　高橋佳孝＊：土壌・植物体中のフェノール性酸の高速液体

　クロマトグラフィーによる分析　土肥誌62（5）：529

　～532　（1991．8）

O　Fujii，Yoshiharu・Shibuya，Tomoko・Yasuda，Tama－

　ki＊：L－3，4－Dihydroxyphenylalanine　as　an　AHelo－

　chemical　Candidate　from〃麗6観αヵ解吻ns（L。）DC．

　var．utilis．Agric．BioL　Chem．55（2）：617～618

　（1991．2）

O　Imura，Osamu・Takeshita，Hiroo＊：Loss　assessment

　of　stored　rice　infested　with　stored product　insects．

　Proc．11th　Int．Cong．Plant　Protection　2：274～281

　（1991。3）

O　Imura，Osamu：A　comparative　study　of　the　feeding

　habits　of　T万δol伽窺〃66窺α勉Hlnton　and　T万わol劾別

　oαs如麗κ別　（Herbst）　（Coleoptera：Tenebrionidae）．

　Appl．Ent．ZooL　26（2）：173～182　　（1991．5）

O　Ichikawa，Hiroaki・Uemura，Chiyomi＊・Murase，

　Makoto＊・Imamura，Jun＊：z49706⑳爾媚一mediated

　transformation　and　regeneration　of　kiwi　fruit．

　PLANT　CELL　REPORTS　10（6／7）：286～290　（1991．9）

OKonishi，Kazuhiko：Arevisionofthesubgenus
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　P70s渉ho‘！06Js　Enderlein　of　the　genus1〉6渉61宛Gray　of

　Japan（Hymenoptera，Ichneumonidae），IL　Jpn．J。

　Ent．　60（1）：39～53　　（1992。3）

O　Konishi，Kazuhiko：New　distributional　and　host

　records　of　P7乞s孟照1α6πs60／nμ鹿朋Js（Hymenoptera，

　Evanioidea，Aulacidae）from　Okinawa－hont6　1s．

　Jpn．J．Ent．　59（3）：564　　（1991．9）

OKonishi，Kazuhiko：Arevisionofthesubgenus
　Pzos渉ho406ガs　Enderlein　of　the　genusノ糖彪1宛Gray　of

　Japan（Hymenoptera，Ichneumonidae），I　Jpn．J．

　Ent．　59（4）：775～788　　（1991．12）

O　Kubota，Takashl　l　Ishikawa，Yukio＊：Effect　of　host

　plants　and　dietary　quercetin　on　antioxidant　enzymes

　in　onion　an（1seedcom　maggots，Z）61宛観吻照and　P．

　μα伽解（Diptera：Anthomyiidae）．AppL　Ent．Zool．

　26（2）：245～253　（1991．5）

○木村龍介・西尾道徳＊：土壌バイオマスPの測定法　土

　と微生物　39：49～52　（1992．3）

O　Koizumi，Hiroshi・Nakadai，Toshie＊・Usami，Yo－

　uzou・Satoh，Mitsumasa・Shiyomi，Masae・Oikawa，

　Takehisa＊：Effect　of　carbon（iioxide　concentration

　on　microbial　respiration　in　soiL　Ecological　Research

　6（3）：227～232　（1991．12）

O　Matsumura，Takeshi：Seasonal　change　in　the

　physiological　age　composition　of7励召朋s　nゆφonガ6勿s

　（Diptara，Tabanidae）．JPn．J．Ent．59（3）：581～591

　（199L9）

○森本信生：アワヨトウ終齢幼虫の自発的過冷却点　関東

　東山病害虫研究会年報　38二171～173　（1991．11）

O　Mizukubo，Takayuki：Morphological　and　statistical

　differentiation　of　P観砂18n6hκs6晩磁complex　in

　Japan　（Nematoda：Pratylenchidae）　AppL

　Entomol．ZooL　27（2）：213～224　（1992．5）

O　Mizukubo，Takayuki：The　genus　Fガ16n6hκs　Andras－

　sy，1954from　Japan　（Nemata：Tylenchldae〉．1．

　F716％6hz6s孟とzh‘z6hガho6％sJs　sp．nov．and　Fl／）s6z640句り廊α渉z6s

　sp．nov．　Edaphologia　45：15～22　　（1991．6）

O　Mizukubo，Takayuki・Toida，Yukio＊二Mor．

　phological　variations　in　a　Malaysian　population　of

　71yl6η6hozh夕nohηs　　‘zn％z61α！z6s　　αnアzz61召！z6s　n。　rank

　（Nemata＝Belonolaimidae）．AppL　EntmoL　ZooL

　26（3）：406～409　（199L8）

○水久保隆之二線虫分類学ニュース　日本線虫研究会誌

　21：55～70　（1991．12）

○水久保隆之・真宮靖治・吉田睦浩・皆川　望：1990年線

　虫関係文献目録　日本線虫研究会誌　21：71～80

　（199L12）

O　Mizukubo，Takayuki：The　genus　F漉n6hκs　Andras－

　sy，1954from　Japan　（Nemata：Tylenchidae）．IL

　F乞16n6hz6s　　n‘zんαsoπoガ　sp．　nov。　and　　E　　gzゼ‘zπz6s

　（Szczygie1，1969）．　Edaphologia　47：17～24　　（1991．

　12）

O　Mizukubo，Takayuki・Minagawa，Nozomu：Mor－

　phometric　differentiation　of　P窺砂16n6hκs麗gl66嬬

　（Rensch，1924）and　P　go渉ohガn．sp．（Nematoda：

　Pratylenchidae）．JPn．J．NematoL　2L26～42

　（1991」2）

○水久保隆之：キタネグサレセンチュウの学名変更に関す

　る問題点の検討　日本線虫研究会誌　21：43～47

　（199L12）

O　Minagawa，Nozomu：Descriptions　of　two　new

　species　of　P昭砂16η6hπs　（Tylenchida：Pratylen－

　chidae）．from　Japan．JPn．」．NematoL　21＝18～25

　（199L12）

○宮下清貴：土壌の微生物とその働き　　土壌微生物のバ

　イオテクノロジー　　　農業土木学会誌60：49～54

　（1992．3）

○宮下清貴・上野秀人＊・沢田泰男・大羽　裕＊：S加一

　ヵ！07n夕66s　sp．S－84採のキチナーゼ生産と糸状菌細胞壁

　分解　土と微生物　38：17～23　（199L1）

O　Miyashita，Kiyotaka・Ueno，Hideto＊・Sawada，

　Yasuo・Oba，Yutaka＊：Assay　of　chitinase　and　N

　－acetylglucosaminidase　activity　in　forest　soils　with4

　－methylumbelliferyl　derivatives．Pflanzemahr．

　Bodenk．　154：171～175　　（1991．5）

O　Miyashita，Kiyotaka・Fujii，Takeshi・Sawada，

　Yasuo：Molecular　Cloning　and　Characterization　of

　Chitinase　Genes　from　Sケ勿渉o窺夕66s　l獅4観s66　J．

　Gen．Microbiol．137：2065～2072　（199L8）

○根本正之・Panchaban，Santibhab＊二Influence　ofLive－

　stock　Grazing　on　Vegetation　in　a　Saline　Area　in

　Northeast　Thailand．　Ecological　Research　6：265

　～286　（199L12）

○根本正之・堀江秀樹＊・桝田信彌＊：海岸風衝草地におけ

　るタマテンツキの分布とそれを規制する要因　日生態会

　誌41（3）：237～245（1991．12）

○岡田利承：コナガのほ場密度の季節的消長と寄生蜂の活

　動　関西病虫研報　33：39～44　（1992．5）

○白井洋一：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3種の発生消長New　Entomol．40：17

　～23　（199L10）

O　Shu，Yafeng・Hayakawa，Takahiko＊・Toriyama，
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Shigemitsu，Takahashi，Mami：Cemplete　nucleotide

sequence　of　RNA30f　rice　sriipe　virus：an　ambisense

coding　strategy。Joumal　of　General　Virolygy　72

（4）：763～767　（199L4）

○塩見正衛・秋山　侃・袴田共之・森永慎介・芝山道郎：

気温の季節変化の7類型に対する牧草生育量の予測1根

釧地方の例　システム農学　7（2）：11～23　（199L10）

O　Takahashi，Shigeo＊・Akiyama，Tsuyoshi・Shiyomi，

Masae・Okubo，Tadakazu：Effect　of　leaf　allowance

on　weight　gain　in　young　cattle．Nippon　S6chi　Gak－

kai－shi　37（3）：343～352　　　（1991．12）

O　Shiyomi，Masae：Method　for　estimation　of　herba－

ceous　biomass　in　grazed　pasture　by　visual　observa－

tion．　Nippon　S6chi　Gakkai－shi　37（3）：231～239

　（199L12）

○封馬誠也・茂木静夫＊・内藤秀樹＊・斉藤初雄＊：Popula－

tions　of　Ps6κ40窺onαs　glκ7n磁on　rice　plants．日本植

物病理学会報　57（2）二145～152　（199L4）

○封馬誠也・内藤秀樹＊：Spatial　distributionanddissemi－

nation　of　bacterial　grain　rot　of　rice　caused　by

　Ps躍40窺onαs　glκ解磁　日本植物病理学会報　57（2）：

　180～187　（！991．4）

O　Toriyama，S。・Guy，P．L＊．・Fuji，S＊．：Occurrence　of

　a　picorna－like　virus　in　planthopPer　species　and　its

　transmissionin加04吻伽sご7磁611％s．Joumalof

　lnvertebrate　Pathology　　59：161～164　　　（1992。3）

O　Toriyama，Shigemitsu・Guy，Paul，Leslie＊・Fuji，Shin

－ichi＊・Takahashi，Mami：Characterization　of　a　new

　picoma－like　virus，himetobi　P　vir，in　Planthoppers。

　Joumal　of　General　Virology　73（4）＝1021～1023

　（1992．4）

O　Toriyama，Shigemitsu・Zhu，Yafeng・Hayakawa，

　Takahiko＊・Takahashi，Mami：Completenucleotide

　sequence　of　RNA30f　rice　stripe　virus：An　ambisense

　coding　strategy．Joumal　of　General　Virology　72：

　763～767　（1991．4）

OWashitani，Izumi・Tang，Yanhong：Micrositevaria－

　tion　in　light　and　seedling　grow　of　Q鷹z躍s　s67耀如in　a

　temperate　pine　forest．Ecological　Research　6（3）：

　305～316　（199L12）

○吉松慎一：ニシキシマメイガの幼生期と人工飼育　蛾類

　通信　！62：！94～196　（199L5）

O　Yoshimatsu　Shin－ichi：Identity　of。416渉勿4Zs！初6如

　Moore　with　descriptions　of　two　new　species（Le－

　pidoptera，Nactuidae）　Ty6　to　Ga　42（1）二37～45

　（199L5）

○吉松慎一・仲田幸樹：キクビゴマケンモンの四国，九州

における記録　蛾類通信　163：214　（199L8）

O　Yoshimatsu，Shin－ichi：A　new　species　of、4／6磁

　（Lepidoptera，Noctuidae）resembling。416磁　67観一

麗あoo6初6召　Calora．Ty6　to　Ga　42（3）：163～168

　（199L10）

○吉松慎一：東シナ海定点において1981年から1987年に

かけて採集された鱗翅目昆虫　昆轟　59（4）二811～820

　（199L12）

O　Yokoyama，Kazunari・Aist，」．R．・Bayles，C．J＊．：A

papilla－regurating　extract　that　induces　resistance　to

barley　powdery　mildew．Physiological　and　Molecu－

1ar　Plant　Pothology　39：71～78　　（1991）

資材動態部

○新井重光・清野　諮：土壌腐植集積量は温帯・熱帯間で

差がないか？　ペドロジスト　35（1）：34～39　（199L

6）

○安藤幸夫＊・浜　弘司・細田昭男＊・鈴木　健：ワタアブ

　ラムシの薬剤抵抗性に関する研究　第2報　ナスとキュ

　ウリに寄生する個体群の生物的特性　応動昆　36（1）＝

61～63　（1992．2）

○樋口太重：最近の肥料関連技術　農業機械学会誌　53

　（6）：97～102　（199L11〉

○松本　宏＊・冨永　達＊・住吉　正＊・石坂眞澄：（Weed

Science”38巻1～3号の内容紹介雑草研究　36（3）1

301～306　（1991．10）

○松本　宏＊・冨永　達＊・住吉　正＊・石坂眞澄：Weed

　Science”38巻4～6号の内容紹介雑草研究36（4）：

　391～396　（199Ll2）

○久保田徹・松本　順＊・加藤英孝・遅沢省子・有原丈二＊・

　阿江教治：キマメ根の締め固め土層中への貫入伸長　土

　壌の物理性　64：3～9　（1992．3）

○久保田徹：土壌の劣化過程および関連するパラメータの

　評価手法　土肥誌　6！（特別）：707～710　（1990）

O　Kuwahara，Masahiko＊・Komo，Yasuhiko・Shishido，

　Takashi：Mechanism　of　fenitrothion　resistance　in

　the　organophosphate－resistant　bulb　mite，Rh劾g乙y一

　ρhαs　zoわi痂　CLAPAREDE　（Acarina：Acaridae）．

　AppL　Ent．ZooL　26（2〉二205～214　　（1991．5）

O　Konno，Yasuhiko・Shishido，Takashi二Inheritance　of

　resistance　to　fenitrothion　and　pirimiphos－methyhn

　the　rice　stem　borer　Chズlo　sゆφ名召ε6α傭（Lepidoptera二

　Pyralidae）．　AppL　Ent．　ZooL　26（4）：535～541

　（199L11）

O　Scott，J．G．＊・Konno，Yasuhiko：Biochemistry　and
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genetics　of　abamectin　resistance　in　the　house　fly。

Pesticide　Biochem．Physio1．41（1）：21～28　（1991．

12）

OWheelock，G．D。＊・Konno，Yasuhiko・Scott，J．G＊．：

Expression　of　cytochrome　P 4501pr　is　developmental－

ly　regulated　and　limited　to　house　fly。J．Biochem．

ToxicoL　6（4）：239～246　　（1991．12）

○畑　信吾＊・河内　宏＊・田中喜之＊・南　栄一＊・松本

隆＊・鈴鹿　厳＊・橋本純治＊：Identification　of　carrot

cDNA　clones　encoding　a　second　putative

proliferating　cel1－nuclear　antigen，DNA　polymerateδ

　auxiliary　protein欧州生化学会誌203（3）：367～371

　（1992．2）

○杉戸（旧姓新舩）智子・石井保治＊・荻原弘次＊・小倉紀

　雄＊二木炭による水質浄化実験とその評価　用水と廃水

　33（12）：993～1001　（1991．12）

○吉田　充：NMRを利用した殺菌剤の作用機構の解明

　日本農薬学会誌　16（3）：545～554　（199L8）

○行本峰子・伊藤一幸＊：農業生態系における除草剤の影響

　一農耕地およびその周辺の植物　　　植物の化学調節

　26（1）：77～87　（！99L6）

2）その他の雑誌

企画調整部

○福原道一・土屋一成＊二宇宙から見た日本の農業（40）一伊

勢・伊賀　　「農業及び園芸」　66（4）：巻頭　　（1991。4）

○福原道一・今川俊明：宇宙から見た日本の農業（41）一岡

　山　「農業及び園芸」　66（5）：巻頭　　（1991．5）

○福原道一二宇宙から見た日本の農業（42）一加賀・砺波

平野（石川・富山）　「農業及び園芸」　66（6）：巻頭

　（199L6）

○福原道一・藤原敏郎＊：宇宙から見た日本の農業（43）一京

都　　「農業及び園芸」　66（7）：巻頭　　（199L7）

○福原道一・今川俊明：宇宙から見た農業（44）一天北（北

　海道）　　「農業及び園芸」　66（8）：巻頭　　（1991．8）

○福原道一・今川俊明：宇宙から見た日本の農業（45）一網

　走（北海道）　「農業及び園芸」66（9）：巻頭　（199L

　9）

○福原道一：宇宙から見た日本の農業（46）一横手　　「農

　業及び園芸」　66（10）：巻頭　　（1991．10）

○福原道一・今川俊明：宇宙から見た日本の農業（47）一津

　軽（青森）　「農業及び園芸」　66（11）＝巻頭　　（199L

　11）

○福原道一・今川俊明＝宇宙から見た日本の農業（48）一甲

　府盆地（山梨）　「農業及び園芸」　66（12）：巻頭　（1991．

　！2）
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○山川修治：小氷期の自然災害　地理　37（2）：37～48

　（1992．2）

○山川修治：自然の造形美を永遠に（書評）地理　36（4）：

113　（199L4）

○山川修治＝地球と人間を考える（書評）　地理　36（4）：

U2　（199L4）

○山川修治：明るい未来へのパスポート（書評）　地理　36

　（5）：107　（199L5）

○山川修治：地理的事象を客観的にとらえるには（書評）

　地理　36（6）：115　（1991．6）

○山川修治二日本山系パノラマ再発見（書評）　地理　36

　（7）二109　（199L7）

○山川修治：環境問題の真髄に迫る（書評）　地理　36（7）：

　113　（！99L7）

○山川修治：図解で楽しく学べる生態系のしくみ（書評）

　地理　36（8）二118　（199L8）

○山川修治：柔軟な発想でとらえた気象と身体の関係（書

　評）　地理　36（9）＝109　（1991．9）

○山川修治：悠久の大地からの使者（書評）　地理　36

　（10）：112　（1991．10）

○山川修治：再考・自然の包容カー太古から未来へ（書評）

　地理　36（10）：113　（199L10）

環境管理部

OEguchi，Takashi二Arelationshipbetweenrainfall

distribution　and　topography　in　Southeast　Asia。

Reports　on　investigation　conceming　utilization　of

TRMM　data　to　the　fields　of　meteorology　23～27

　（1992。3）

O　Eguchi，Takashi：Regional　and　seasonal　change　of

precipitation　in　Bhutan－Analysis　of　daily　precipita－

tl。nin1988．Lifez。neec。1。gy。ftheBhutan

　Himalaya（II）ed。by　Ohsawa，M．1～20　（199L3）

○浜崎忠雄・Paningbatan，Jr．Eduardo　P．＊：フィリピン

　における赤黄色及び関連土壌の生成・分類と生産力評価

　熱帯農研集報　69：17～37　（1991。10）

○袴田共之・佐藤光政・新藤純子・Ulrich，B：ヨーロッパ

　における酸性降下物の森林生態系に対する影響（抄訳）

　環境情報科学　21（1）：51～60　（1992）

○袴田共之：「環境汚染と農業に関する国際シンポジウム」

　に参加してBRAINテクノニュース　25：22～24

　（199L5）

○袴田共之：農業における物質循環と地球環境問題　再生

　と利用　14：28～39　（199L8）

O　Hakamata，Tomoyuki：Nutrient　cycling　point　of

　view　for　susta1nable　agriculture．Farming　Japan
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　25（6）：23～38　（199L12）

○袴田共之：有機物分解モデルによる農業システムの物質

　循環管理の適正化を目指して　研究ジャーナル　14（9）：

　27～29　（1991〉

O　Inoue，Yoshio：Remote　and　real time　sensing　of

　transpiration　and　stomatal　resistance　based　on　infra－

　red　thermometry．JARQ　25（3）：159～164　（199L

　12）

○井手　任：農がつくる細やかな生態系一つくばの実験林

　一　季刊「ジャパン・ランドスケープ」　18：40　（199L

　5）

O　Ukai，Yasuo・Osawa，Ryo・Saito，Akira＊：MAPL：

　A　package　of　microcomputer　programs　for　RFLP

　linkage　mapping．Rice　genetics　news　letter8　（1991）

〇三中信宏：グローバルな動物史を知る（書評）　アニマ

　230二61　（199Ll！）

○陽　捷行：農業生態系と地球環境　農業情報　26612

　～44　（1991）

○陽　捷行：農業と大気環境　　地球生命圏から　　　肥

　料農薬レ／ポート　132：20～24　（1991）

○守山　弘：豊かな水が保護する水生動植物や鳥　科学朝

　日6：25～25（1991．6）

O　Saito，Genya・Yasuda，　Yoshizumi・Emori，

　Yasufumi：Estimating　sugarbeet　yields　by　spectral

　radiometer．Asian－Pacific　Remote　Sensing　Joumal

　4（1）：107～116　（199L7）

○新藤純子・袴田共之：酸性降下物による土壌影響調査

　　pH，交換性Ca，Alの空間分布　　　環境情報科学

　20（2）：67～74　（1991）

○山田一茂：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　農業及び園芸　66（4）1525～534　（199L4）

　環境資源部

○阿江教治・有原丈二＊・岡田謙介＊：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）1227～236　（199L4）

○阿江教治：根圏の生理活性物質について　圃場と土壌

　23（10・11）＝39～44　（1991．11）

O　Harada，Yasuo：Composting　technology　of　livestock

　wastes．Farming　Japan　25（4〉＝21～27　（1991．9）

○清野　翻二自然植生の生物資源利用可能量メッシュ分布

　図　農業技術　47（1）：29～33　（1992．1〉

○清野諮：多発する異常気象　農業茨城　43（6）：12

　～14　（1991．5）

○清野諮：温暖化の作物生産への影響評価AFF

　（Agriculture，Forestory　and　Fisheries）農林水産　22

　（7）174～75　（1991．7）

○清野　諮：地球温暖化による農業植物への影響　遺伝

　45（9）＝25～29　（199L9）

　環境生物部

○小西和彦：穿孔性昆虫の寄生蜂セダカヤセバチの分類と

　生態　森林防疫　40（7）：2～8　（199L7）

○窪田敬士：寄主探索寄生蜂の寄主の摂食によって生じた

　植物の匂いの利用　ブレインテクノニュース　26：16

　（199L7）

○河本征臣・貞野光広＊・広田恵介＊・土屋健一＊・鈴井孝仁＊：

　徳島県の砂地畑におけるSケ6が0窺蟹6Sゆ0窺06磁による

　サツマイモ立枯病の発生　日植病報　57（3）：433～434

　（199L7）

ONoda，T．・Strand，M．R．＊二Alterations　in　the　haemo－

　cytes　of　Psε雇oカ1％s宛初61磁6ηs　after　parasitism　by

　〃露名oヵ1痂s‘！6別olπo飢　」．Insect　Physiol　37（11）：839

　～850　（199L11）

○根本正之：地球環境問題としての砂漢化　高校通信・東

　書・生物317：1～5　（1991．10）

○岡田利承：発生予察一今後の方向一　植物防疫　45（5）：

　181～184　（199L5）

○岡田利承：農薬に依存しない害虫防除　上．現代農業

　244～247　（199L9）

○岡田利承：農薬に依存しない害虫防除　下．現代農業

　240～244　（199L11）

00kada，Toshitsugu：Environment二friendly　insect

　pest　controL　Farming　Japan　25（6）：39～44

　（199L！2）

00hto，Kenji・Kaneda，Masashi＊・Ichinohe，Fumlhi－

　ko＊：Notes　on　the　developmental　period　in　various

　fruit　and　artificial　egging　and　rearing　of　the　Mexican

　fruitfly，、4nα8ケψh召　1躍朋s　Loew　（Diptera：Te－

　phritidae）．Res．Bull．Pl．Prot．Japan（植防研報）　27：

　79～81　（1991）

O　Shirai，Yoichi：Host　plant　suitability　to　the　potato

　－feeder　lady　beetle，局）♂1‘z6hη‘z　zノ忽乞n〃06！o〃z‘zαz彪左z　on

　some　cultivated　and　wild　solanaceous　plants　BulL

　NatL　Res．Inst．Veg。，Omam．Plant＆Tea　A5＝45

　～60　（1992．3）

○朱　亜峰・早川孝彦＊・鳥山重光：イネ縞葉枯ウイルス抵

　抗性トランスジェニックイネの作出　植物細胞工学　4

　（2）：24～32（92～100）　（1992．3）

○佐藤豊三：導入作物の糸状菌病とその防除　農業技術

　46（11）：489～494　（199Lll）
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○塩見正衛：遺伝子組換え植物のPA　　タバコモザイク

　ウイルス抵抗性トマトの野外栽培一　Techno　Imo－

　vation　　2（1）：21～26　　　（1992．3）

O　Shiyomi，Masae：The　estimation　of　herbaceous

　biomass　in　grazed　pasture　by　visual　observation

　Bulletin　of　the　Biometric　Society　of　Japan　12：73

　～83　（199L8）

○塩見正衛・松田　泉・浅川征男・鵜飼保雄・市川裕章・

　野口勝可：遺伝子組換え植物の安全性評価　　タバコモ

　ザイクウイルス抵抗性トマトの野外実験に向けて

　植物防疫　45（10）＝432～436　（199L　lO）

○佐藤光政二除草剤抵抗性雑草の日本国内における分布

　今月の農業　35（5）：36～40　（199L5）

○吉松慎一・坂本泰明：クロスジツマオレガによるエン

　ジュさび病患部の食害．森林防疫40（6）：2～4

　（199L6）

　資材動態部

○羽賀清典二好気性処理法について　畜環リース情報

　44：5～22　（！992．3）

○羽賀清典・川崎　晃・斎藤貴之・新井重光：いわゆる腐

　植ペレットの化学成分　畜産の研究　46（4）：445～448

　（1992．4）

○羽賀清典二環境や資源，エネルギーの観点から再検討す

　るとき　デーリィマン　41（6）＝74～75　（199L6）

O　Haga，Kiyonori：Energy　production　from　animaI

　wastes．Farming　Japan　25（4）：28～38　（1991．8）

○浜　弘司ニアブラムシはなぜ薬剤に強くなるのか　遺伝

　別冊「適応」　4：154～163　（1992．2）

○浜　弘司：害虫の薬剤抵抗性　施設と園芸　73：37～40

　（199L6）

○浜　弘司：害虫のBT剤抵抗性の特徴とメカニズム

　植物防疫　45（12）：502～505　（199L　l2）

○浜　弘司：最近のコナガの薬剤抵抗性の現状と対策　今

　月の農業　12：60～65　（199L12）

○吉田　充：NMRで見た農薬の作用発現機構一生きた植

　物病原菌細胞のNMRから　化学と生物　29（12）二821

　～826　（！991．12）

○行本峰子：国際農薬化学会議に出席して　研究ジャーナ

　ノレ　　14（10）＝29～32　　　（1991．10）

　（3〉学会報告

　企画調整部

日本写真測量学会　　（199L5）

○岡本勝男・福原道一：ランドサットTMデータにおける
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　画素内水田面積率の推定

CELSS研究会，植物工場学会　　（1991．5）

○竹澤邦夫：宇宙における植物栽培　バイオスフィア

日本アフリカ学会　（199L5）

○今川俊明・岡本勝男・福原道一：カメルーン北部マルワ

　周辺の土地被覆変化　　ランドサットMSSデータによ

　る解析

日本園芸学会例会　　（1991．8）

○竹澤邦夫・小野祐幸＊・薬師寺　弘＊：ツインカム法を用

　いた気象要素による果実品質予測

日本土壌肥料学会関東支部会　　（199L9）

○山田一郎・太田健・Sukchan，Somsak二東北タイ，コ

　ンケン市の台地土壌の生成環境

粘土科学討論会　　（199L10）

○山田一郎・庄子貞雄＊：テフラ由来ポドゾル土壌での火山

　ガラスの化学的変質

日本地理学会　　（199L10）

○今川俊明・岡本勝男・福原道一：カメルーン・マルワ周

　辺の土地被覆の年次間変化（1972～1991年〉

土・水研究会　　（1992．2）

○山田一郎：深層土の環境保全的評価・分級上の問題点

日本生態学会関東地区会　　（1992．3）

○池田浩明・塩見正衛・小泉　博・別宮有紀子＊：農耕地に

　おける炭素循環：サツマイモ畑で（6月～10月）

Int．Sympo．LIAC　　（1992．3）

O　Yamakawa，Shuji・Sugihara，Yasuyuki＊：The　rela－

　tionship　between　environmental　changes　and

　Japanese　rice　yie1（i．

日本生態学会　　（1992。4）

○池田浩明・今川俊明・岡本勝男・福原道一：ランドサッ

　トTMデータを用いた十勝地区の牧場における植生分

　類

日本土壌肥料学会　　（1992．4）

○福原道一・池田浩明・岡本勝男・西宗　昭＊：ランドサッ

　ト・データによる牧草の収量予測

○岡野千春＊・福原道一・岡本勝男・西宗　昭＊・渡辺幸雄＊・

　嶋田典司＊：テンサイの分光反射特性による根中糖分率

　の推定

○藤原敏郎＊・福原道一・岡本勝男：ランドサットTMデー

　タによる土壌腐植含量の推定

○岡本勝男・山田一郎・今川俊明・福原道一・喜名景秀＊：

　沖縄北部サンゴ礁表層堆積物による赤土砂の影響評価

○岡本勝男・山田一郎・今川俊明・福原道一：ランドサッ

　トTMデータによる沖縄北部サンゴ礁の赤土砂堆積の

　評価

○山口武則・A．ミルトン・L．アリオバルド＊・戸田任重：
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　ブラジルセラード地域における畑土壌から発生する亜酸

化窒素の把握

日本園芸学会例会　　（1992．4）

○竹澤邦夫・地嵜　誠＊・小野祐幸＊：ニホンナシの果実肥

大予測に関する研究

○竹澤邦夫・小野祐幸＊・林田誠剛＊・薬師寺　弘＊：アンサ

　ンブル法を用いた気象要素による果樹の果実品質予測

日本地理学会　　（1992．4）

○山川修治：近年の降水異変にみられる地域性と季節性

日本計量生物学会年会　　（1992．4）

○竹澤邦夫：直交関数系を用いたアディティブ・モデル

応用統計学会年会　　（1992．4）

○竹澤邦夫：”仮想デーダ’を用いたノンパラメトリック

　回帰

環境管理部

システム農学会1991年度春季大会　　（1991．3）

○山田康晴・斎藤元也：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別特性抽出・管理と現存

　量把握

日本作物学会　　（199！．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

日本農業気象学会　　（1991．4）

○山田一茂・竹澤邦夫：気象における極値等稀現象の統計

　的解析　（2）地理的，季節的特徴について

日本写真測量学会　　（1991．5）

○斎藤元也・山田康晴・山形与志樹＊・Pongpit　Piyaponse＊・

　Ekkanit　Hansakdi＊・Anop　Kichiham＊：ランドサット

　TMデータによるGISを利用した東北タイの農業生産

　力把握手法の開発

日本環境学会　　（199L6）

○原田直國・守山　弘・井手　任・飯島　博＊1二次林にお

　ける鳥の行動と種子散布

○守山　弘・井手　任・白木彩子＊：農村環境の微細構造と

　トンボ類の利用空間

平成3年度農業土木学会大会　　（1991．7）

○石田憲治：中国四国地域における農業地域類型別の水田

　整備状況

平成3年度農業土木学会大会講演会　　（1991．7）

○山田康晴・斎藤元也・Piyaponse，P．＊・Hansakdi，E．＊・

　Kichtham，A．＊：タイ国中央平原の農業生産とリモート

　センシング

第28回理工学における同位元素研究発表会　　（1991．7）

○駒村美佐子・津村昭人・山崎慎一・小山雄生：ICP－MSに

　よる放射性同位体の白米への移行係数の算定

10th　Int．Symp．Environ．Biogeochem．　（1998）

O　Minami，Katsuyuki・Kanda，Ken－ichi・Tsumta，

　Haruo：Emission　of　biogenic　sulfur　gases　from　rice

paddies　in　Japan．

O　Tsuruta，Haruo：Long－term　trends　and　seasonal

　vainations　of　atmospheric　methane　in　Japan．

O　Yagi　Kazuyuki・Minami，Katsuyuki：Spatial　and

　temporal　variations　of　methane　flux　from　rice　paddy

　fields．

ワークショップ「生物の形態・パターン形成と進化の問題」

　（1992．2）

〇三中信宏：系統関係の制約のもとでの生物形態の比較に

　ついて

文部省科学研究費重点領域研究「衛星による地球環境の解

　明」平成3年度第2回シンポジウム　　（1992．3）

○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

進化生物学・春の学校　　（1992．3）

〇三中信宏：系統推定の光苧蔭＝進化モデルと最節約原理

〇三中信宏・斎藤成也＊：系統樹作成のためのソフトウェア

　リスト

Int．CH4and　N20workshop　　（1992）

O　Minami，Katsuyuki：Nitrification　inhibitors　on

　emission　of　N20from　soils．

O　Yagi，K．・Tsuruta，H．・Minami，K．・：Methane

　emission　from　Japanese　and　Thai　paddy　field。

1st　Ann．Nat．Inst．Global　Environ．Changes．　（1992）

O　Tyler，S．C．＊・Brailsford＊，K．・Yagi，K．Minami，K．，・

　Cicerone，R．＊：Seasonal　flux　and　isotopic　studies　of

　methane　in　Japanese　rice　field．

Mitteilungsblatt　des　Hydrographischen　Dienstes　in

　6sterreich．　　（199！．8）

O　Hakamata，Tomoyuki・Hirata，Tatemasa＊・Murao－

　ka，Kohji＊：A　monitoring　system　of　river　water

　quality　of　a　momtainous　ecosystem　for　environmen－

　tal　management．

日本地球化学学会　　（1991．9）

○八木一行・Prapai，Chairoj・鶴田治雄・神田健一・村上

　敏文＊・上野義視＊・Wisit，Cholitku1＊・陽　捷行：タイ

　中央平原における水田からのメタン発生

日本土壌肥料学会　　（1991．9）

○袴田共之・木浦卓治＊：タンクモデル開発のためのパソコ

　ンシステム

○松本成夫・佐藤一良・三輪容太郎・袴田共之二農地土壌

　のもつ分解機能からみた農村の有機物動態の評価（第2
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報）　　茨城県牛久沼流域における1980年と1985年の

比較

日本鳥学会　　（1991．9）

○原田直國・守山　弘・井手　任・飯島　博＊：農村樹林地

における鳥散布型植物の種子散布

○守山　弘・飯島　博＊・原田直國・井手　任：都市化によ

る農村樹林地の変化がフクロウの食性に与える影響

○守山　弘＝平地農村の樹林地にみられる種の多様性と鳥

による種子供給

大気汚染学会研究協会　　（1991．10）

○田村憲治＊・安藤　満＊・松本　理＊・嵯峨井　勝＊・松本

幸雄＊・新藤純子・：幹線道路周辺家屋内外のSPM濃度

とNO2濃度（3）

○松本幸雄＊・田村憲治＊・安藤　満＊・伊藤政志＊・新藤純

子・：幹線道路を含む地域におけるNO，およびSPM濃

度の時間・空問変動構造（板橋区大和町周辺その2）

日本写真測量学会　　（1991．10）

○斎藤元也・吉田正夫＊・Arlene　M。Evangelista＊：MOS

－1データを利用したフィリピンの土地被覆分類

日本気象学会1991年春季大会　（1991）

○鶴田治雄・太田正雄＊：乗鞍岳におけるガス・霧水・雲水・

雨水中の化学成分の測定　　アルデヒド類，オゾン，過

酸化水素の挙動

日本気象学会1991年秋季大会　（1991）

○鶴田治雄・太田正雄＊・石坂　隆＊：乗鞍岳における夏期

の霧水，雲水と雨水の水溶性成分とガス（SO，，03）の測

定（第3報）

○鶴田治雄：日本と関東地方におけるNO。，SO、の排出量

と降水によるNO3 ，nssSO42皿の沈着量との関係

第32回大気汚染学会　（1991）

○鶴田治雄・太田正雄＊・渡辺善徳＊・矢本てるみ＊・石坂

隆＊・皆巳幸也＊：乗鞍岳における夏期の霧水，雲水およ

び雨水中のイオンと過酸化水素の測定（第2報）

○鶴田治雄・渡辺善徳＊・草野　一＊：雷雨（にわか雨）と

台風による降水成分の特徴

環境科学会　（1991）

○鶴田治雄・銭　公望＊・石坂　隆＊・太田正雄＊・渡辺善徳＊・

矢本てるみ＊二乗鞍岳における雲水・霧水の酸化機構（1）

計測自動制御学会　　（1991．10）

○斎藤元也：植生環境の観測とセンサの開発

日本造園学会関東支部大会　　（1991．10）

○井手　任・守山　弘・原田直國：農村植生配置の特徴と

その生態学的意義

農業土木学会関東支部大会　　（1991．10）

○石田憲治＝関東地域における水田の整備状況

○山田康晴二地理情報を利用した農業区分とリモートセン

シング

日本昆虫学会・日本応用動物昆虫学会大会　　（1991．10）

〇三中信宏：分岐図間で定義される演算と網状グラフ

○山村光司・矢野栄二：キャベツの栽植密度が害虫個体数

に与える影響（1H固体数の決定要因一

日本育種学会第80回講演会　　（1991．10）

○鵜飼保雄・大沢　良：虫媒性植物における花粉媒介昆虫

運動ならびに遺伝子流動を表す関数について

○鵜飼保雄・大沢　良・斉藤彰＊二RFLPによるイネF、

個体のグラフ遺伝子型を利用した染色体乗換数の分布の

解析

○鵜飼保雄・大沢　良・山崎宗郎＊・生井兵治＊：イタリア

ンライグラスとペレニアルライグラスにおける自家不和

合性程度の品種内および品種問変異

丘陵地の開発と保全をめぐるシンポジウム　（199L10）

○守山　弘：丘陵地と谷津田におけるビオトープと自然保

護

第5回環境研究発表会　　（199L11）

○守山　弘：谷津田環境の配置がもつトンボの種供給機能

日本作物学会　　（199L11）

○芝山道郎・森永慎介・秋山　侃：圃場用分光センサを使っ

た水稲生育情報の追跡，）q．分光データによるバイオマ

ス推定精度の検討（その！）

○森永慎介・芝山道郎・秋山　侃：圃場用分光センサを使っ

た水稲生育情報の追跡　盟分光データによるバイオマス

推定精度の検討（その2）

日本分類学会　　（199L　ll）

○袴田共之・竹谷　勝：気温の季節変化のパターン　　地

球温暖化にともなう農村生態系の変動予測のために

The　first　ESAFS　workshop“Correlation　of　the　national

soil　classification　systems　for　agro－technology　trans－

fef≧　（199L11）

O　Hamazaki，Tadao：Correlation　of　the8pedons

investigated　in　the　excursion　with　some　Japanese

systems　of　soil　classification。

第4回農林水産試験研究のためのソフトウェア利用研究会

　（199L11）

○鵜飼保雄・大沢　良・古谷憲孝：花粉飛散の制約に伴う

植物集団の遺伝的バッチ化のシミュレーション

第10回電子計算機利用研究発表会　　（1991．11）

○鵜飼保雄・大沢　良・古谷憲孝1距離空間を考慮した植

物生態系における集団遺伝構造のシミュレーションによ

る解析

日本育種学会　（199L　lO）

〇二宮正士・岩田忠寿＊・斎尾乾二郎＊：同時性起行列テク

スチャー解析によ水稲個体群倒伏程度の評価
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〇二宮正士・古田尚也＊・高橋信夫＊：フーリエ記述子によ

　るダイズ葉形評価とその遺伝解析への応用

○丹羽　勝＊・古田尚也＊・二宮正士：フーリエ記述子を用

　いた葉形解析によるインドネシアチョウジ集団の判別　ゴ

第3回自然誌シンポジウム「生物の進化と生物地理」

　（199L12）

〇三中信宏：分岐図の多次元幾何学：分類学および生物地

　理学における言語としての順序理論

日本沙漠学会　　（199L12）

○袴田共之・木浦卓治＊：水資源管理モデル開発のための

　パーソナルコンピュータシステム

土地荒廃問題研究会第1回シンポジウム　　（1991．12）

○新藤純子：酸性降下物による土壌変化の予測

農村計画学会　　（1992．4）

○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　日本生態学会　（1991）

日本地理学会　　（1991）

○江口　卓：ヒマラヤ東部に出現する“乾燥谷”の気候条

　件について　　ブータン中流域Wangdiphodrangにお

　ける気候要素の解析

日本作物学会　　（1991）

○芝山道郎・高橋　渉＊・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1回IGACシンポジウム　（1991）

○八木一行・鶴田治雄・陽　捷行：水田からのメタン発生

○陽　捷行・神田健一：水田から発生する含硫ガス

The28th．IFLA　WORLD　CONGRESS　（1991）

○横張　真：Rural　Landscapes　in　Japan－Its　Charac－

　ter　and　New　Dimension　for　Conservation

微生物生態学会　　（1991）

○陽　捷行：農地生態系から放出されるメタン，亜酸化窒

　素および含硫ガス

土壌物理研究会　　（1991）

○陽　捷行：農業生態系から放出される含硫ガス

環境情報科学　　（！991・11）

○鶴田治雄・陽　捷行：地球環境問題の研究動向を探る

種生物学会第23回シンポジウム　（1992．1）

〇三中信宏：Phylogenetic　forestに分け入る：分岐分析

　における組合せ論的問題

1991年度第2回TRMM研究会　　（1992．1）

○江口　卓：東南アジアの降水分布と地形の関係

IGBP　　（！992．3）

O　Minami，Katsuyuki：Rlce　paddies　as　methane

　sources．

IGBP　Symp．Japan　（1992）

O　Minami，Katsuyuki：Methane　emission　from　agricu1－

　tural　ecosystems　and　the　greenhouse　effect．

ワークショップ「里山の現状」　　（1992．3）

○守山　弘：里山の生物学的特性

CEP　Consultants　Ltd　　（！991．4）

OKoyama，Takeo：EffectivenessofIMhydrochloric

　acid　extracting　method　to　estimate　arsenic　contami・

　nation　in　Japanese　paddy　soil．

日本土壌肥料学会　　（1992．4）

○浜崎忠雄・農耕地土壌分類委員会：農耕地土壌分類改訂

　案一低地土壌一

〇神田健一・鶴田治雄・陽　捷行：畑から発生する含硫ガ

　ス

○松本成夫・袴田共之：農地土壌のもつ分解機能からみた

　農村の有機物動態の評価（第3報）　　茨城県牛久沼流

　域における地区別変動

○熊谷勝巳＊・陽　捷行・八木一行・鶴田治雄・田中伸幸＊二

　水田土壌のメタンの生成と酸化

○谷崎　司＊・八木一行・神田健一・鶴田治雄・陽　捷行：

　緩効性肥料を施用した畑土壌から発生する亜酸化窒素

○新藤純子・袴田共之：酸性降下物による土壌化学性変化

　のモデル化

○八木一行・鶴田治雄・陽　捷行：自動測定システムによ

　る水田からのメタンフラックスの連続測定　　水管理が

　水田からのメタン発生に及ぼす影響一

〇結田康一：世界の土壌・植物系におけるハロゲン元素（ヨ

　ウ素，臭素，塩素）含量・分布と動態　　ドイツおよび

　オランダ

日本育種学会第81回講演会　　（1992．4）

○古田尚也＊・丹羽　勝＊・二宮正士・：チョウジ葉形解析

　における主成分得点の意味　育種学雑誌

○丹羽　勝＊・古田尚也＊・二宮正士：葉形の計量的表現に

　よるインドネシアチョウジ集団Zanzibarの解析

○鵜飼保雄・大沢　良・斉藤　彰＊ニイネにおけるRFLP連

　鎖分析を利用した地図関数の推定

日本作物学会　　（1992．4）

○森永慎介・芝山道郎・秋山　侃・井上吉雄：植物の三次

　元構造の非破壊計測と評価　第2報　超音波及び磁気に

　よるトウモロコシ層別葉量分布の推定

○芝山道郎・森永慎介・麦島昭夫＊・秋山　侃：作物個体群

　計測のためのイメージングスペクトロメータの試作

農村計画学会　　（1992．4）

○石田憲治・伊香厚雄＊・山路永司＊：地域活性化にむけた

　農業・農村整備施策一一（1）調査の概要と北関東の市町村

　意向

○石田憲治・伊香厚雄＊・山路永司＊：地域活性化にむけた



IV．研究成果の発表及び広報 105

農業・農村整備施策一一（2）南関東の市町村意向

○石田憲治・山路永司＊・伊香厚雄＊：地域活性化にむけた

農業・農村整備施策一一一（3）東山・静岡の市町村意向

日本生物地理学会　　（1992．4）

○松森堅治：大都市近郊の土地利用の類型化にっいて

進化生物学・春の学校　　（1992．3）

〇三中信宏：最節約分岐図間の類似性と情報尺度

生態学会　　（1992．4）

○陽　捷行：農業生態系から放出されるメタン・亜酸化窒

　素と地球環境

IPCC　Response　Strategies　　（1992）

O　Minami，Katsuyuki：Management　practices　for

　reducing　methane　emission　from　intensive　fields

NIGEC　　（1992）

O　Minami，Katsuyuki：Methane　emission　from　rice

　agriculture

システム農学会　　（1992）

○袴田共之ニバイオエレメント・サイクル　　各種スケー

　ルの生物生産システムにおける窒素の循環

第2回IGACシンポジウム　（1992）

○八木一行・Chairoj，Prapai＊・鶴田治雄・Cholitkul，

　Wisit＊・陽　捷行・：タイ中央平原における水田からの

　メタン発生

○熊谷勝巳＊・八木一雄・鶴田治行・陽　捷行：水田土壌の

　メタンの生成と酸化

環境資源部

環境科学会　　（199L1）

○川島博之・川西琢也＊・鈴本基之＊：酸化池による雑排水

　中の栄養塩の除去

日本土壌肥料学会　　（199L4）

○阿江教治・大谷　卓二淡色黒ボク土（圃場試験）におけ

　る低リン耐性作物の検索　第1報：各種植物による土壌

　蓄積リン酸の溶解・利用機構の解明

日本農業気象学会　　（！991．4）

○礒部誠之：変動日射量の入力に対する大気・土壌層構造

　モデルの日射一放射の回帰関係

○川方俊和・矢島正晴：自然日長下の水稲出穂反応のノン

　パラメトリック推定

日本気象学会　　（1991．5）

○原薗芳信・村上智美＊・山田千絵＊：作物群落の生育に伴

　う運動量輸送量の変化

○吉本真由美・木村竜治＊：台風の地上気圧が低くなるメカ

　ニズムの再検討（2報完結）

Intemational　Symposium　on　Hog　Waste　Treatments

　and　Composting．The　Xlth　Amual　Assembly　of　the

Biomass　Energy　Society　of　China．　（199L6）

O　Harada，Yasuo・Haga，Kiyonori・Osada，Takashi＊・

Koshino＊Masayoshi＊：Quality　aspects　of　animal

waste　composts．

O　Harada，Yasuo・Osada，Takashi＊・Haga，Kiyonori・

Koshino，Masayoshi＊：Removal　of　nitrogen　and

phosphorus　from　swine　wastewater．

農業土木学会　　（199L7）

○坂西研二・真弓洋一・麓　多門：農地における土壌侵食・

　移動量の計測について

第28回理工学における同位元素研究発表会運営委員会

　（1991．7）

○草場敬・天野洋司・小山雄生・太田健：放射化分析

　による黄色土・褐色森林土等の希土類元素の測定

○津村昭人・山崎慎一：二重収束型ICP－MSによる河川水

　のレアアース，トリウム，ウランの直接定量

日本農業気象学会東北支部大会（1991．8）

○吉本真由美・井上君夫＊・阿部博史＊：海霧の粒径と霧水

　量による，視程および日射強度の変化について

Intemational　Symposium　on　Origin，Sedimentation　and

　Tectonics　of　Late　Mesozoic　to　Early　Cenozoic　Sedi－

　mentary　Basin　at　the　Eastem　Margin　of　the　Asian

　Continent　　　（1991．8）

O　Kusaba，Takashi・Sakai，Takashi：Tectonic　con－

　trols　on　sedimentation　of　forearc　basins　in　the

　Paleocene　Shimanto　Terrane　in　Kyushu　and　Ryukyu

　Regions．

Genetic　Aspects　of　Plant　Mineral　Nutrition，4th　Intema－

　tional　Symposium．　（1991．9）

O　Ae，Noriharu・Arihara，Joji＊・Okoda，Kensuke＊・

　Johansen，Chris＊：The　role　of　piscidic　acid　secreted

　by　pigeonpea　roots　from　an　Alfisol　with　low P
　fetility．

Intemational　Symposium二Impacts　of　salinization　and

　acid董cation　of　terrestrial　ecosystem　and　its　rehabili－

　tation．　　（1991．9）

O　Arihara，Joji＊・Ae，Noriharu：Saline　affected　soils

　of　Indian　Subcontinent：its　history　and　the　possibility

　for　their　sustainable　use　in　future．

日本土壌肥料学会関東支部千葉大会　　（1991．9）

○津村昭人・木方展治＊・山崎慎一：水田地帯浅層地下水の

　窒素濃度の季節変動

大気汚染学会　　（199L10）

○野内　勇・小林和彦・細野達夫・車　東碗＊：太陽紫外線

　量及び紫外線照射装置の特性とキュウリの生長に及ぼす

　紫外線の影響
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システム農学会　　（199L！1）

○原田靖生：家畜排泄物の再資源化技術の方向　　ふん尿

処理・利用の現状と今後の方向一

日本農業気象学会中国・四国支部大会　　（199L11）

○野内　勇二酸性雨の作物，森林への影響

農業土木学会土壌物理研究部会　　（1991．12）

○長谷川周一：水田畑作に関する研究

Intemational　Symposium，Systems　Approaches　for

　Agricultural　Development　（199L12）

O　Yajima，Masaharu・Horie，Takeshi＊・Nakagawa，

　Hiroshi＊二YIELD　FORECASTING．

IAWPRC　（1991）

OH．Kawashima・M．Okoda＊・M．Suzuki＊・K．Chiha－

　ra＊：Development　of　a　personal　Computer－Basedsys－

　tem　to　Support　Basin－wide　Management　of　water

　Quality　in　Lakes　and　Rivers

日本生態学会　　（1992．4）

○横沢正幸・原　登志彦＊：サイズ構造変化と競合過程の群

　落光合成モデルによる解析

Intemational　Workshop　onSoil　andWaterEngineering

　for　Paddy　Field　　（1992．1）

O　Hasegawa，Shuichi：Manipulations　of　plow　pan　in

　rice　based　croPPing　systems．

日本林学会　　（1992．2）

○野内　勇・山田健四＊・細野達夫：人工酸性雨処理したス

　ギポット苗の成長と陽イオンのリーチング

Intemational　Workshop　on　Hydrology　and　Water

　Resources　　（1992．2）

OSeino，Hiroshi：Probable　effects　of　CO2－induced

　climate　change　on　water　resources　of　crop　produc－

　tion．

Intemational　Symposium　on　Global　Change（IGBP）

　（1992．3）

O　Harazono，Yoshinobu・Tsuchiya，Akio・Yamada，

　chie＊l　CO2Assimilation　from　the　Atmosphere　in　a

　Soybean　field．

O　Seino，Hiroshi二Implications　of　global　climate

　change　on　Japanese　agriculture．

Intemational　CH、and　N20Workshop　（1992．3）

O　Nouchi，Isamu：Mechanisms　of　CH4transport

　through　rice　plants．

日本土壌肥料学会　　（1992．3）

○天野洋司・農耕地土壌分類委員会：農耕地土壌分類の改

　訂案一黒ボク土とその類縁土壌

○藤井國博・大嶋秀雄・岡本玲子・山口武則：筑波におけ

　る降水の化学的性状（第5報）一林内雨，高所降雨の化

学的性状一

〇藤井國博・渡邉浩一郎＊・岡本玲子・大嶋秀雄：筑波にお

　ける降水の化学的性状（第4報）一樹冠雨の化学的性状

　（酸性度と成分濃度）の樹種間差一

〇麓　多門・真弓洋一：湿性酸性降下物（酸性雨）に対す

　る土壌の緩衝能について

○長谷川周一・遅沢省子二黒ボク土畑下層土の水移動

○遅沢省子・長谷川周一・上野秀人：黒ボク土畑のCO，濃

　度および流束の季節変化

○加藤英孝・小池　潤＊・長谷部　亮・河本征臣：微生物懸

　濁液の土壌への浸入過程で生じるA6π40彫on硲6のα6宛

　の下方移種

○加藤英孝・三枝俊哉＊・天野洋司：火山性土における陰イ

　オンの拡散に及ぼす吸着と体積含水率の影響

○加藤邦彦・中野政詩＊：タイ国における林地の畑地化に伴

　う土壌の変化に関する研究　　主に土壌物理性の変化に

　ついて

○草場　敬・太田　健・小山雄生・天野洋司：土壌中の希

　土類元素の放射化分析条件

〇三土正則：湿性低地土壌の微細形態観察

○岡本玲子・大嶋秀雄・渡邉浩一郎＊・藤井國博：筑波にお

　ける降水の化学的性状（第6報）　　ひと雨中における

　化学成分の時間変化について

○大谷　卓・河江教治：各種土壌（ポット試験）による低

　りん耐性作物の検索一第2報一各種植物による土壌蓄積

　りん酸の溶解・利用機構の解明

○櫻井泰弘・高橋義明：ゼオライト粘土鉱物上での二酸化

　硫黄の酸化反応

○清野　舗：気候変化の農業への影響

○高橋義明・亀和田國彦＊二黒ボク土壌変異荷電への表面錯

　体モデルの当てはめ

○高橋義明・櫻井泰弘・亀和田國彦＊：負吸着法による土壌

　成分の比表面積の測定

○竹中　眞：有機物による植物根生育促進効果

○竹中　眞・渡辺敏朗＊・菅原和夫・菅原二三男＊・吉田茂

　男＊・原田靖生：薬用植物によるジャガイモそうか病の制

　御（第1報）一ローズマリーに含まれる抗菌物質につい

　て

○津村昭人・山崎慎一：高分解能ICP－MSによる河川水中

　の微量・超微量元素の直接分析

○山縣真人・下田英雄＊二水稲による15N標識レンゲ窒素の

　吸収・利用に対するレンゲ施用方法の影響

○山崎慎一・津村昭人：土壌の元素組成に関する研究（第

　1報）一トリウム・ウランー

○山崎慎一・津村昭人：土壌の元素組成に関する研究（第

　2報）一希土類元素一
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日本作物学会九州支部会　　（1992．4）

○船場　貢＊・矢島正晴：登熟量指数から見た長崎県下の好

　適出穂期の推定

日本作物学会　　（1992．4）

○矢島正晴＝高CO，濃度大気下における水稲個体群光合
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環境生物部

日本菌学会第35回大会　　（1991．5）

○佐藤豊三：小笠原諸島の植物系状菌病とその病原菌

4th　Intemational　Working　Group　on　Pseudononas

　syringe　Pathovars　　（1991．6）

O　Sato，Mamoru：Fate　of　recombinant　plasmids　and

　their　host　bacterium，A6雇o別o％αs　sッ7初g磁pv．窺o万

　in　soil　and　media．

日本放線菌学会　　（199L7）

○宮下清貴・藤井　毅：Sケゆ！o／n鐸6s　l麺磁ns66株の3つ

　のキチナーゼ遺伝子について

国際放線菌シンポジウム　（199L8）

○宮下清貴・藤井　毅二Three　chitinasegenesfrom　S舵一

　力渉o窺』y66s　lガz疹4磁zs　66

12th　International　Plant　Protection　Congress　　（1991．

　8）

O　Shirai，Yoichi：Host　plant　suitability　to　the　potato

　－feeder　lady　beetles，　母）Jl‘z6h鴛‘z　zノ忽〃zガ06オoηz‘z6‘zl‘z如

　complex　in　Japan．

66th　Annual　Meeting　of　The　American　Society　of

　Parasitologists　　（1991．8）

O　Noda，Takashi・Johnson，Jena＊・Strand，Michael＊：

　Alterations　in　the　haemocytes　of　Ps6雇o汐1π吻」盟一

　61z6467zs　after　parasitism　byノ匠づ6zo望り11あsゴ6盟zolπo飢

Third　Intemational　Congress　of　Plant　Molecular　Bio－

　10gy　　（1991．10）

O　Shu　Ahou・Hayakawa　Takahiko＊・Itou　Kimiko＊・

　Kimura，Yusuke＊・Izawa，Takeshi＊・Shimamoto，

　Ko＊・Toriyama，Shigemitsu：Genetically　engineered

　rice　resistant　to　rice　stripe　vims　an　insect　transmitted

　virUS．

O　Ichikawa，Hiroaki・Tanaka，Yoshiyuki＊・Matsuba，

　Kyoichi＊・Matsuoka，Makoto＊・Satoh，Mitsumasa・

　Ishige，Temo＊：Expression　of加7gene　driven　by

　766S　and　CaMV　35S　promoters　in　transgenic

　／171召房40ρsJs　and　potato

日本微生物生態学会第7回大会　　（1991．10）

○木村龍介・加藤邦彦＊：DNAプローブ法による窒素固定

　遺伝子保有細菌の検出
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○宮下清貴・二川　貢＊・木村龍介・相田徳二郎＊：・47！h－

　zo加6渉67sp．FHP1株による4 クロロ安息香酸の分解に

　ついて

○小川直人・宮下清貴・岡　紀邦・木村龍介：。416α1忽6η6s

　傭zoφhκs　NH9株の3一クロロ安息香酸分解プラスミド

○封馬誠也・長谷部　亮＊・河本征臣：PCR法による土壌か

　らの組換え細菌の検出

計測自動制御学会　　（199L10）

○根本正之：世界の砂漠化とその植生変化

韓国応用昆虫学会　　（1991．10）

○皆川　望：日本における線虫研究の歴史と現況

日本昆虫学会・日本応用動物昆虫学会大会　　（1991．10）

○法橋信彦：ホソヘリカメムシ1・2齢幼虫のダイズ寄主選

　択

○井村　治・大戸謙二・森本信生・山村光司：キャベツの

　栽植密度が害虫個体数に与える影響　（2）栽植密度と産下

　卵数

○小西和彦：日本産アメバチモドキ属P70s渉ho4062s亜属

　の分類（膜翅目，ヒメバチ科）

○窪田敬士・志賀正和：クサカゲロウ類6種の累代飼育と

　増殖法

○水久保隆之：キタネグサレセンチュウ12個体群の識別

　形質の変異性　日本昆虫学会東海支部

○水久保隆之・佐野善一・中園和年＊：九州における北方性

　ネグサレセンチュウの発生と種ジャガイモによる線虫伝

　播の可能性

○森本信生・井村　治・大戸謙二・山村光司ニキャベツの

　栽植密度が害虫個体数に与える影響（3｝一モンシロチョウ

　の産卵行動一

〇仲盛広明：ウリミバエ成虫の体サイズの季節変化に作用

　する要因

○野口　浩・井原俊明・杉江　元：ヨトウガの性フェロモ

　ン

○野口　浩・杉江　元：チャハマキの性フェロモンの地域

　性

○大戸謙二：アルファルファタコゾウムシの生態型につい

　て

○杉江　元・福田　寛＊・清水喜一＊・野口　浩ニゴルフ場

　における交信撹乱法によるシバツトガ，スジキリヨトウ

　の同時防除

○杉江　元・野口　浩・清水喜一＊・福田　寛＊・井原俊明・

　山本　昭＊：スジキリヨトウとシバツトガの性フェロモ

　ン

○志賀正和：チュウゴクオナガコバチの休眠後発育と野外

　における発育経過

○志賀正和・根本　久・斎藤　裕＊・森　奨須＊・中尾弘志＊：
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促成イチゴにおける害虫管理戦略　IIL数種天敵利用に

　よる複数害虫の防除

○志賀正和・佐野康二＊：コナガの導入天敵P毎4昭耀

　s6癬61砿sαの増殖法の改良

○白井洋一：コナガの標識再捕実験のための予備試験

○吉田睦浩二日本産Neodiplogastridae科昆虫寄生性線

　虫の形態について

○吉松慎一ニエンジュのさび病患部を食害する小蛾類

日本分類学会第8回研究報告会　　（199L11）

○塩見正衛・秋山　侃・袴田共之・森永慎介・芝山道郎：

　根釧地方における気温の季節変化の分類と牧草生産予測

○築城幹雄＊・高橋繁男＊・奥　俊樹＊・塩見正衛・：ニュー

　ラルネットワークの判別分析への応用

土壌微生物研究会　　（1991）

○河本征臣・相野公孝＊・土屋健一・吉倉惇一郎＊：トマト

　青枯病に対する拮抗菌」Ps6κ40窺on硲餌！♂磁FP－16株の

　土壌中での動態

○河本征臣・長谷部　亮・土屋健一：微生物利用土壌改良

　資材の施用が土壌微生物に与える影響評価について

個体群生態学会　　（199L11）

○志賀正和：導入寄生蜂チュウゴクオナガコバチの放飼に

　よるクリタマバチ個体群の抑圧と在来寄生蜂との相互関

　係

○井村　治・Andow，David＊：食植性害虫群集と寄主の特

　殊化

捕食・寄生性昆虫談話会　　（1991．11）

○小西和彦：ヤセバチ上科における寄生様式の進化

○窪田敬士・志賀正和：クサカゲロウ類6種の累代飼育と

　増殖法

日本鱗翅学会大会　　（1991．11）

○吉松慎一：日本近海，特に東シナ海で採集された鱗翅目

　昆虫

日本植物病理学会秋季関東部会　　（1991．11）

OM．AceSuhendar＊・田中　博＊・西山幸司・：インドネ

　シア産ダイズ病原細菌の同定

○畔上耕児：イネ葉鞘腐敗部から分離された
　A甜40解o麗s属菌の病原性と同定

○畔上耕児・吉田　充・杉江　元：フクジュソウ根圏から

　分離された八翻40解oηs属菌の抗菌性と抗菌物質

日本分子生物学会　　（199L12）

○朱　亜峰・早川孝彦＊・木村雄輔＊・経塚淳子＊・鳥山重光：

　イネ縞葉枯ウイルス感染特異タンパク質の遺伝子を導入

　したトランスジェニックイネの作出

日本熱帯農学会　　（1992．3）

○山本恵美子＊・皆川　望・水久保隆之・吉田睦浩：石垣島

　一部地域の作物加害線虫相

日本土壌肥料学会　　（1992．4）

○浅川征男：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

○藤井義晴：アレロパシー検定法の確立と作用物質の検索

○藤井義晴・渋谷知子：根の滲出物による他感作用発現機

　構一ムクナ，キマメ，エゴマ等，既報の他感作用候補植

　物の検証と新たな候補植物の検索一

〇木村龍介・加藤邦彦＊・村上弘治＊：草地より分離された

　窒素固定遺伝子保有細菌

○木村龍介・Lynch　J．＊・加藤邦彦＊：イネ科作物栽培土壌

　中の窒素固定遺伝子を保有する嫌気性細菌数

○宮下清貴・沢田和也＊・木村龍介・浜田襲之介＊：日本で

　分離したジャガイモそうか病菌のDNAプローブの開発

日本農芸化学会　　（1992．3）

○藤井　毅・宮下清貴・木村龍介：Sケ吻o窺鐸お伽4磁照

　のキチナーゼ遺伝子6雇Cの構造とその発現

○藤井　毅・宮下清貴・沢田泰男：放線菌S舵ρ！o解膨s

　伽14翻s66株のキチナーゼ遺伝子（chic）の解析

○藤井　毅・渡辺明夫＊・宮下清貴・木村龍介・松本　聰＊：

　S加砂！o耀66s　l♂∂！磁ns66株のキチナーゼ遺伝子6h沼の

　解析

○宮下清貴：Sケゆo脚66sのキチナーゼ遺伝子の発現制

　御機構

○宮下清貴・二川　貢＊・木村龍介・相田徳二郎＊：、47渉h－

　70枷6渉67sヵ．FHP1株による4一クロロ安息香酸分解につ

　いて

○小川直人・宮下清貴・木村龍介：3ヲロロ安息香酸（3

　－CBA）分解プラスミド上での分解遺伝子の増幅

中国科学技術協会首屈青年学会　　（1992．4）

○朱　亜峰・早川孝彦＊・木村雄輔＊・経塚淳子＊・鳥山重光：

　イネ縞葉枯ウイルス感染特異タンパク質の遺伝子を導入

　した形質転換イネ

動物分類学会　　（1992．4）

○皆川望：鹿児島・沖縄から発見されたPaterace－

　phalanema属線虫について

日本衛生動物学会第44回大会　　（1992．4）

○松村　雄：ニッポンシロフアブ成虫の休止行動とその生

　理的構成

日本育種学会　　（1992．4）

○石毛光雄＊・土路生修三＊・市川裕章・：除草剤ビアラフォ

　ス耐性バレイショの作出

○朱　亜峰・木村雄輔＊・早川孝彦＊・鳥山重光：イネ縞葉

　枯ウイルスの外被タンパク質遺伝子を導入した組換えイ

　ネの安全性評価

日本生態学会関東地区会1991年度大会　　（1992．3）

○塩見正衛・池田浩明・小泉　博・別宮有紀子＊・佐藤光政：
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農耕地における炭素循環：コマツナ畑で（10月～3月）

日本生態学会　　（1992．4）

稲垣　彰＊・伊野良夫＊・小泉　博・：モミジガサの生活

史特性

○小泉博・別宮有紀子＊・中台利枝＊・宇佐美洋三・佐藤

光政：耕地における土壌呼吸速度　3．密閉法による簡

易測定

○別宮有紀子＊・中台利枝＊・及川武久＊・岩城英夫＊・小泉

博・：耕地における土壌呼吸速度　2．三種類の測定法の

比較

○中台利枝＊・別宮有紀子＊・及川武久＊・小泉博・：耕地

における土壌呼吸速度　1．密閉吸収法と通気法による

季節変化の測定

○塩見正衛・市川裕章・浅川征男・松田　泉・野口勝司＊・

鵜飼保雄：組換えトマトの野外栽培に向けての安全性評

価実験を終わるに当たって

○白井洋一・藤井義晴：寄主植物の生育環境がルイヨウマ

ダラテントウの発育に及ぽす影響

○唐　艶鴻・小泉　博・鷲谷いづみ＊・岩城英夫＊：コナラ

稚樹の光合成における陽斑の役割

日本雑草学会　　（1992。4）

○宮浦理恵＊・市村匡史＊・藤井義晴・：香料植物のアレロ

パシー一寒天培地を用いた作用路別の活性評価一

〇藤井義晴・渋谷知子：ヘアリーベッチ（y躍α∂1110S召）の

アレロパシー一活性の評価と圃場における雑草抑制一

〇藤井義晴・渋谷知子：アレロパシーに特異的な活性評価

法の確立一プラントボックスを用いた寒天培地中での混

植試験による候補植物の探索一

〇藤井義晴・渋谷知子・奥野員敏＊ニイネ（0η詔s召伽α）

のアレロパシー一プラントボックス法によるアレロパ

シーを持つ可能性のあるイネの探索一

〇松本勤子＊・関口文彦＊・根本正之・藤井義晴・：イネ科

牧草のアレロパシーを利用した芝地雑草シロクローバの

制御

○根本正之・山形与志樹・大黒俊哉・Mitchley，J．＊：Growth

form　tactics　of　plant　with　special　reference　to　amual

grass　weeds．

○佐藤光政・宇佐美洋三・小泉　博・市川裕章・唐　艶鴻ニ

ハルジオンのパラコート抵抗性バイオタイプの光合成特

性と東北・北海道地方における分布

○渋谷知子・藤井義晴・浅川征男：シロザ（Ch碗oφoゴi襯

α1枷溺）のアレロパシー一活性の評価と微生物の関与一

〇渋谷知子・藤井義晴・根本正之・浅川征男：エニシダ

　（Cン傭郷s60釦吻s）のアレロパシー一作用経路と発現

にかかわる土壌因子一

資材動態部

第9回農薬環境科学研究会　　（199L10）

○行本峰子：農薬の環境における動態と薬害

廃棄物学会第2回研究発表会　　（199L10）

○羽賀清典・川崎　晃・新井重光・斎藤貴之：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

　小型発酵槽によるイナワラ分解効果の検討

○川崎　晃・羽賀清典・新井重光・斎藤貴之：有機性廃棄

物の多元素分析　誘導結合プラズマ・質量分析計（ICP

－MS）の適用

日本土壌肥料学会関東支部千葉大会　　（199L10）

○齋藤貴之・川崎　晃・羽賀清典・新井重光：マイクロ

ウェーブ法による汚泥試料の分解の検討

日本昆虫学会・日本応用動物昆虫学会大会　　（1991．10）

○浜　弘司：ワタアブラムシの薬剤抵抗性とその機構

○昆野安彦・Wheelock，G．D．＊・Scott，J．G．＊ニイエバエP

450は他の昆虫種にも存在するか

○鈴木　健・浜　弘司＝ワタアブラムシにおける薬済抵抗

性の発現機構（3）アセチルコリンエステラーゼの諸性質

○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　（2）薬物結合活性

Sixth　Intemational　Workshop　on　Magnetic　Resonance

Imaging　and　Spectroscopy　（！99L11）

O　Yoshida，Mitsuru・Yukimoto，Mineko二Detection　of

the　effects　of　chemicals　on　the　membrane　water

permeability　from　the　changes　in　the　water　proton

relaxation　time．Relaxation　Mechanism　of　Intra－

and　Extracellular　Sodium．

日本植物病理学会　　（1992．1）

○片桐政子：EBI剤のイネばか苗病菌胞子に対する作用

○行本峰子・土屋健一＊：1～hた06オ碗宛菌と拮抗菌との相互

作用に及ぼす殺菌剤の影響

日本農薬学会第17回大会　　（1992．3）

○升田武夫二脂肪族塩素化合物の植物による気体吸収

○鈴木隆之・谷　　博＊：脂肪族塩素化合物の水中における

光分解とこれらの農薬光分解に対する影響

○中村幸二＊・鈴木　聡＊・堀口数子＊・高川　功＊・澤川

隆＊・安藤一宏＊・近藤和子＊・矢口直輝＊・権田重雄＊・上

路雅子・石坂眞澄：雨水中の農薬残留実態にっいて（第

3報）

○石井英夫＊・吉田　充・安達喜一＊・竹田弘美＊・新木康夫＊・

上山功夫＊：各種植物病原糸状菌からのβ一チューブリン

の検出

○吉田　充・伊藤　隆＊・小谷　亨＊・横山茂之＊：NMR法

によるチューブリン結合時のdiethofencarbのコンフォ

メーション解析
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○行本峰子・小川　奎＊・木村　武＊・鳥越洋一＊・井上隆弘：

Quintozene消失に及ぼす土壌水分の影響

日本植物生理学会　　（1992．3）

○松岡　信＊・南　栄一：イネのホメオドメインを持った遺

伝子の組織特異的スプライシング

第85回日本畜産学会大会　　（1992．3）

○羽賀清典・川崎　晃・斎藤貴之・新井重光：水処理など

に使用されている腐植ペレットの化学成分

日本土壌肥料学会　　（1992．4）

○後藤重義・吉野昭夫＊：土壌環境におけるレアメタルの行

動（第3報）　土壌断面における濃度分布パターン

○羽賀清典・川崎　晃・新井重光・斎藤貴之：微生物資材

によるイナワラ分解促進効果の検討

○樋口太重：持続型農業における有機物資材の供給と問題

点

○樋口太重・中畠右通＊・柳井政史＊：リン酸緩衝液抽出窒

素の簡易測定法の検討と土壌診断への応用

○樋口太重・山田和義＊・小松憲一＊・梅宮善章＊：前年マル

チー翌年野菜二期作における被覆肥料の利用，第1報

肥料の緩効度とレ／タス・ハクサイの収量について

○加藤直人・尾和尚人＊・新舩智子＊・樋口太重＊：石灰窒素

のカルシウム源としての野菜に対する効果

○加藤直人・柳澤和義＊・尾和尚人＊・安藤淳平＊：ケイ酸カ

ルシウム施用が土壌のケイ酸吸着に及ぼす影響

○川崎　晃・羽賀清典・新井重光・斎藤貴之：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

一通気式熱量計による増殖熱の測定

○齋藤貴之・川崎　晃・羽貿清典・新井重光：マイクロ

ウェーブ法による汚泥試料の分解の検討（その2）一微量

元素の測定一

〇杉戸（旧姓新舩）智子・樋口太重・加藤直人・尾和尚人＊：

稲わらの分解に対する微生物利用土壌改良資材添加の影

響　　（第2報）一土壌溶液中の酢酸生成量からみた分解

促進効果について一

日本雑草学会第31回講演会　　（1992．4）

○石坂眞澄・鈴木隆之・上路雅子・山田忠男：芳香族塩素

化合物の脱塩素反応に関与する微生物について

（4）その他

企画調整部

○福原道一：中国北部における土地荒廃　土地荒廃問題研

究会シンポジウム　　（199L12）

○福原道一：リモートセンシングによる環境解析手法と農

業への応用　Techno　Innovation　（1gg1。g）

○今川俊明：アフリカサヘールにおける土地荒廃　土地荒

廃問題研究会シンポジウム　（1g91．12）

○岡本勝男：ランドサットデータによる赤土砂流出の把握

土地荒廃問題研究会シンポジウム　（199L12〉

○岡本勝男：ランドサットデータによる赤土砂流出の把握

土地荒廃問題研究会シンポジウム　土地荒廃問題研究会

シンポジウム　　（199Ll2）

○山川修治：近年の降水変動と土地荒廃　土地荒廃問題研

究会シンポジウム　　（1991．12）

○山田一郎：地球温暖化に伴う土地荒廃　土地荒廃問題研

究会　シンポジウム　　（199L12）

環境管理部

○秋山　侃：農地・作物のマイクロ波散乱特性　SARデー

タ利用専門委員会　　（1992．2）

○秋山　侃・他14名：パネルデイスカッション　つくばか

ら21世紀へ　　「日・米科学技術と文化」　ラ91Summer

Institute　Symposium　　（199L9）

○秋山　侃：画像解析による研究の現状　損害評価方法調

査検討委員会資料　　（199L11）

O　Hamazaki，Tadao：Genesis　and　distributlon　pattem

of　Red－Yellow　and　related　soils　in　the　Philippines．

Soil　research　and　development　center　lecture　meeting

　（1992．1）

○古谷憲孝：多重比較　平成3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　　（1992．1）

○古谷憲孝：多重比較　平成3年度都道府県農林水産関係

研究員短期集合研修　　（1992．2）

○袴田共之：探索的データ解析　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）　　（1992．1）

○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　　（1992．1）

○井手　任：生物相の保全と持続型農業　環境技術研修資

料（199L11）

○井手　任：ビオトープと街づくり　第25回公園緑地講

習会テキスト　（199L11）

○井手　任：主成分分析　都道府県農林水産関係研究員短

期集合研修テキスト　（199L！）

○井上吉雄：相関と回帰　平成3年度農林水産省試験研究

員数理統計短期集合研修　　（1992．1）

○井上吉雄：相関と回帰　平成3年度都道府県農林水産関

係研究員短期集合研修　　（1992．1）

○石田憲治：数量化1・II・III類　数理統計短期集合研修

テキスト　（1992．1）

○石田憲治：数量化1・II・III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）　　（1992．1）
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○石田憲治：農村環境の保全と管理　環境技術研修資料

　（持続的発展からみた農林水産業と環境）　　（199L11）

○陽　捷行：持続型農業の目指すもの　環境技術研修資料

　（1991）

○松森堅治・：メッシュデータ等地理情報の解析　平成3年

度都道府県農林水産関係研究員短期集合研修（理論系）

　（1992．1）

〇三中信宏：実験計画法　平成3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　　（1992．1）

〇三中信宏：判別分析　平成3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　　（1992．1）

〇三中信宏：実験計画法1，II，III，演習　平成3年度都

　道府県農林水産関係試験研究員短期集合研修　　（1992．

　1）

〇三中信宏：判別分析　平成3年度都道府県農林水産関係

　試験研究員短期集合研修　　（1992．1）

〇三中信宏二実験計画法と分散分析　筑波国際農業研修セ

　ンター米生産コース統計研修　　（1992．3）

〇三中信宏：実験計画法　筑波国際農業研修センター野菜

　生産コース統計研修　　（1992．3）

〇三中信宏：データの統計的処理　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　　（199L8）

〇三中信宏：データの統計的処理　筑波国際農業研修セン

　ター米生産コース統計研修　　（199L9）

〇三中信宏：実験計画法と分散分析　筑波国際農業研修セ

　ンター米生産コース統計研修　　（1991．9）

○松本成夫：平地林管理と森林構造の変化　農村計画学会

　筑波地区セミナー1991年度第1回資料　　（1991．11）

○森永慎介二統計的検定と推定　平成3年度農林水産省試

　験研究員数理統計短期集合研修　　（1992．1）

○森永慎介：統計的検定と推定　平成3年度都道府県農林

　水産関係研究員短期集合研修　　（1992．1）

〇二宮正士：確率分布　平成3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　　（1992．1）

〇二宮正士：確率分布　平成3年度都道府県農林水産関係

　研究員短期集合研修　　（1992．1）

○新藤純子：クラスター分析　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）　　（1992．1）

○新藤純子：クラスター分析　数理統計短期集合研修テキ

　スト　（1992．1）

○横張　真：メッシュデータによる緑地情報の解析　数理

　統計短期集合研修テキスト　（1992）

○横張　真：景観の保全と持続的農業　環境技術研修資料

　（1991）

○山村光司：ノンパラメトリック統計　平成3年度農林水

　産試験研究機関研究員の数理統計短期集合研修　　（1992．

1）

○山村光司：ノンパラメトリック検定　平成3年度都道府

　県農林水産関係試験研究員短期集合研修　　（1992．1）

環境資源部

○天野洋司二土壌化学　農業土木一般技術研修　　（199L

6）

○原田靖生：完全なリサイクル時代　江戸の街　紺野美佐

子の科学館　　（1992．2）

○原田靖生：家畜排泄物のリサイクルに関する現状と問題

　点　第4回生産維持的農業研究会　　（1992．3）

○原田靖生＝家畜ふん尿の処理利用技術　　　基礎と農業

利用　　　平成3年度中央畜産技術研修会（畜産環境保

　全）　　（199L　l1）

〇三土正則：東北タイの問題土壌とその対策　東南アジア

　農業ゼミナール　　（1992。3）

○清野　諮：地球温暖化と農業生産　平成3年度関東東海

　農業試験研究推進会議作業技術・農業土木小部会

　（1992．3）

環境生物部

○浅川征男：農業とアレロパシー　九州雑草防除研究会

　（1992．3）

O　Hokyo，Nobuhiko・Miyai，Shum’ichi＊：Development

of　Simulation　model　for　decision　making1ηForecast－

ing　the　occurrance　of　insect－borne　virus　diseases　in

paddy　and　soybeas　fields．　Preceedings　of　FFTC／

DFCP／JICA／Joint　Workshop　and　Training　Course．

O　Nakamori，Hiroaki：Fiel（i　survey　and　population

estimation　of　the　melon　fly，Pα6κs6％6κ7房加Coqui1－

　1ett，in　Okinawa，Japan．Proceedings　of　the　interna－

　tional　symposium　on　the　biology　and　control　of　fruit

　flies　　　（1991．9）

○西山幸司：細菌の分類　平成3年度植物防疫官専門研修

　（1991．12）

○岡田利承：昆虫の生態とその応用研究の現状　昆虫の有

　効利用とバイテク　（199L　ll）

○志賀正和：誘引か集合か一カメムシ類の集合フェロモン

　の意義第24回農薬科学シンポジウム講演要旨集
　（1991．10）

○佐藤豊三：糸状菌の分類　植物防疫官専門研修　（1991．

　11）

○塩見正衛：直交表による多因子計画　数理統計短期集合

　研修　　（1992．1）

○塩見正衛：直交表による多因子計画　畜産統計研修1

　（199L5）



112 農業環境技術研究所年報　平成3年度

○塩見正衛：草地におけるエネルギーと物質の循環他　草

　原生態学講習会　　（199L7）

○封馬誠也：土壌微生物における遺伝子診断研究の現状と

　今後の展開　総合農業試験研究推進会議　試験研究推進

　部会生産環境部会病害虫分科会資料　　（1992．2）

○封馬誠也：イネもみ枯細菌病の生物防除　関東東海農業

　試験研究推進会議生産環境小部会病害虫分科会資料

　（1991．10）

○内野浩克＊・横山和成：Control　of　plant　disease　with

　fungi．Avirurentrhizoctoniaforcontrolling
　rhizoctonia　root　rot　of　sugar　beets1991年度帯広農

　村開発国際セミナー録　　（199L9）

○横山和成：土壌改良微生物資材の評価を巡る問題点　有

　機質肥料生物活性利用技術研究組合第4分科会研究会

　（199L10）

　資材動態部

○羽賀清典：生物系有機廃棄物のコンポスト化技術講習会

　「生物系廃棄物のコンポスト化技術」講習会　（1992．3）

○羽賀清典：農業廃棄物の有効利用　平成4年度四国技術

　開発研究会研究発表会　　（1992．4）

○羽賀清典：家畜尿汚水の処理利用技術　平成3年度中央

　畜産技術研修会（畜産環境保全）　　（1991．11）

O　Hama，Hiroshi：Bioassay　of　insecticides農薬利用

　コース研修　JICA（神戸）　　（1992．2）

O　Hama，Hiroshi：Bioassay　of　insecticides農薬利用

　コース研修　JICA（神戸）（199L4）

○浜　弘司：薬剤抵抗性問題の現状と将来　第8回筑波昆

　虫科学シンポジウム　筑波昆虫科学研究会　　（199L5）

○浜　弘司：薬剤抵抗性害虫の現状と対策　農薬技術補習

　講習会　全国農業協同組合連合会　　（1991．5）

○浜　弘司：昆虫の薬剤抵抗性　気象大学校総合科目講義

　気象大学校　　（1991．6）

○浜　弘司：これからの昆虫制御剤と薬剤抵抗性問題　農

　林技術新報　農林技術新報社　　（1991．6）

○川崎　晃：有機性廃棄物中の微量金属とモニタリング

　有機性廃棄物利用研究会資料「有機性廃棄物の肥料化と

　環境保全」　　（1991．！1）

○昆野安彦：昆虫の農薬への適応とそのメカニズム　化学

　物質生態影響シンポジウム　国立環境研究所（環境庁）

　（1992．3）

○久保田徹：欧米における環境保全型農業の具体的推進

　農水省「環境保全型農業の推進に関するシンポジウム」

　平成4年1月30日農水省講堂　　（1992〉

○升田武夫：害虫防除剤研修　農薬研修　日本植物防疫協

　会（1992．1）

○升田武夫：農薬研修　国際協力事業団筑波国際農業研修

　センター　 （1991．6〉

○諸岡稔：水稲に対する施肥の原理筑波国際農業研修

　センター稲作技術・米生産コース　（199L4）

○諸岡　稔：環境保全と施肥　全肥商連中央肥料講習会

　（1991．7）

○諸岡　稔二土壌微生物資材の評価の現状　平成3年度都

　道府県農林水産関係研究員短期集合研修（実験系）

　（199L7）

○岡崎博：病害防除剤　第36回植物防疫研修会　日本

　植物防疫協会　　（1992．1）

○岡崎　博：病害防除剤　第35回植物防疫研修会　日本

　植物防疫協会　　（199L9）

○吉田　充：生きた細胞のNMRを用いた殺菌剤の作用

　機構研究　産技研講座　産業技術研究会　　（1992．1）

○行本峰子：除草剤を用いた雑草防除の現状と問題点　技

　術情報交流セミナー　農林水産技術情報協会　　（1992．

　2）

○行本峰子二花き生産と農薬の薬害　千葉県花植木セン

　ター研修会　千葉県花植木センター　　（1991．6）

○行本峰子：土壌中での農薬の微生物分解について　農林

　水産試験研究のための微生物検出手法　技術会議短期集

　合研修　　（199L7）
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3．広報

（1）新聞記事

発表日

5月15日

5月15日

5月31日

6月5日

6月6日
6月13日

7月25日

7月26日

8月1日

ノノ

8月9日
8月17日

8月19日

9月6日

9月8日
9月17日

10月2日

10月17日

11月18日

12月4日

12月19日

1月1日
1月22日

1月29日

2月11日

2月25日

3月11日

見 出 し

水田におけるメタン発生量の評価とその放出機構に関する
研究

酸性雨の植物影響について

第8回農薬環境動態研究会
LISAにおける農薬の役割

「これからの昆虫制御剤と薬剤抵抗性問題」薬剤抵抗性分

野に分子生物学研究をおりこむ

自然保全は農村にあり

火山噴出物の農地への影響

根圏の生理活性物質について

酸性雨の土壌への影響について

エコトロン完成について

遺伝子組換えトマトの野外栽培実験について

エコトロン完成について

日・米科学技術と文化

エコトロン完成について

遺伝子組換えの稲野外試験へ

地球の温暖化と農業

遺伝子組換えの稲野外栽培実験へ

耕地土壌を酸性雨から守る

エコトロンについて

天候と稲作の関係について

農業環境情報伝送システムについて

温暖化による我が国の作物生産への影響評価

地域から資源見つめて

遺伝子組換えトマトの開放系利用計画の確認申請

水田からのメタン発生

組換えトマトに対する安全性評価実験について

芝害虫（シバツトガ，スジキリヨトウ，ヨトウガ）の性フェ

ロモンを用いた発生予察法と防除法について

発光遺伝子を用いた細菌の検出と追跡

発　　表　　媒　　体

日刊工業

読売新聞

日本農業新聞

農林技術新報

読売新聞

日本経済新聞

日本農業新聞

産経新聞

毎日新聞，日本農業新聞，朝日新聞，日本工
業新聞

朝日新聞，毎日新聞，日本工業新聞，常陽新
聞，茨城新聞，日本農業新聞，日経産業新聞

日刊工業新聞

ASAHI　EVENING　NEWS
日経産業新聞

茨城新聞，日経産業新聞，日本農業新聞，日
本工業新聞，日本経済新聞

日本農業新聞

朝日新聞（茨城版）

産経新聞

産経新聞

読売新聞

日本工業新聞

つくばムック

日本農業新聞

茨城新聞，毎日新聞，朝日新聞，日本経済新
聞，日本農業新聞，日本工業新聞，常陽新聞，

読売新聞，東京新聞

毎日新聞

読売新聞

朝日新聞，日本工業新聞，茨城新聞

日本工業新聞
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（2）テレビ・ラジオ

発表日 見　　　出　　　し 発　　表　　媒　　体

〔テレビ〕

5月21日 谷津田の環境について NHKテレ・ビ

8月19日 組換えトマトの野外栽培実施について NHKテレビ
8月20日 エコトロンについて NHKテレビ
9月9日 日・米科学技術と文化 つくばテレビ

12月10日 伝統的な農村環境のモデル（ミニ農村）紹介 日本テレビ

12月21日 農村環境モデルの紹介 NHKテレビ
1月5日 温暖化と人口増による2050年の食糧需給予測 NHKテレビ
1月9日 農業環境予知について NHKテレビ
3月5日 遺伝子組換えトマトについて NHKテレビ
4月21日 家畜排泄物の農業利用（堆肥化）について テレビ朝日

〔ラジオ〕

5月12日 環境にやさしい農業 NHKラジオ
6月12日 土づくりについて「メタン」「窒素肥料」 NHKラジオ

（3）雑誌記事等

発表日 見　　　出　　　し 発　　表　　媒　　体

5月1日号 発生予察～今後の方向 植物防疫

5月1日号 コナガの圃場密度の季節的消長と寄生蜂の活動 関西病虫害研究会報告

7　月　号 LISAについて 地上

8　月　号 組換えトマト pacific　friend

8月5日号 組換えトマト クリーク

NO．2 地球環境に貢献する農林水産先端技術 Techno　Innovation

NO．2 農業改善技術が地球を救う Techno　Innovation

8月1日号 遺伝子組換えトマトの野外実験 フォト

8月2日号 組換えトマト栽培試験について 日経バイオテク

8月7日号 組換えトマト栽培試験について バイオニュース

8月31日号 遺伝子組換えトマトの野外実験 バイオニュース

9月1日号 農薬に依存しない害虫防除（上） 現代農業

10月24日号 エコトロンについて 週刊宝石

11月1日号 農薬に依存しない害虫防除（下） 現代農業

11月5日号 虫害（気象関連） 農業気象災害と対策

11　月　号 エコトロンについて Earth　Aid

1992年1月号 エコトロンの施設紹介 ざ・にじゅういち
（No．86）

1992年3月 エコトロンの施設紹介 計装

V．25n．6 Environment Friendly　Insect　Pest　Control Farming　Japan
ノノ Agriculture　and　Environmental　Problems　in　Japan ノノ

ノノ Environment　Conservartion　Functions　of　Agriculture ノノ

ノノ Nutrient　Cycling　Point　of　View　for　Sustainable　Agricu1一
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V．研究・技術協力

1．会議・研究会等

会議・研究会名 開催期日 開催場所 備　　考

科学技術週間「一般公開」

農薬環境動態研究会「LISA（低投入持続型農業）にお
ける農薬の役割」

平成2年度重点基礎研究成果発表会

国際セミナー「農業昆虫の移動・分散」

微生物シンポジウム「細菌の遺伝子」

第11回農業環境シンポジウム「農業研究における放射
線高度利用」

農業関係試験研究推進会議専門調整区分合同企画部会

有機性廃棄物利用研究会「有機性廃棄物の肥料化と環
境保全」

第4回ソフトウエア研究会「農業におけるモデルとシ
ミュレーションの現状と方向」（「農研センター」と共
催〉

土地荒廃問題研究会第1回シンポジウム「地球環境と
土地荒廃」

気象環境研究会「地球気候変化と植物生産」

土・水研究会「深層土の資源的評価と機能の活用」

農業環境試験研究推進会議（合同推進部会，環境資源
特性推進部会，農業生態推進部会，環境評価・管理推
進部会，評価・情報部会，本会議）

特研「多面的機能」推進会議

特研「微生物資材」推進会議

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

公害防止「浅層地下水」推進会議

公害防止「先端産業」推進会議

一般別枠「地球環境」推進会議

農業環境技術研究所試験研究推進懇談会

メタン・亜酸化窒素国際ワークショップ

．4．18

．5　．30～31

3．9．19

3．9。25～27

3．9．26

3．10．24

農業環境技術研究所　　参加者1，568名

農業環境技術研究所　　参加者170名

農業環境技術研究所

技会筑波事務所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

3．10．29～30　　農業総合研究所

3．11．7　　　　農業環境技術研究所

3．11．12

3．12．25

．2．13

．2．14

．2　．24～25

．2．27

．2．28

．3．5

．3．5～6
。3．17

．3．18

．3　．18～19

．3，23

．3．25～26

技会筑波事務所

参加者138名

参加者70名

参加者96名

参加者158名

参加者203名

農業環境技術研究所　　参加者96名

農業環境技術研究所　　参加者190名

農業環境技術研究所　　参加者200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　　参加者80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

農業環境技術研究所

技会筑波事務所 参加者120名
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2．技術協力

（1〉受託調査

番号 用　・　　務 委　　託　　者
用務の

区　　分

担当者の所属 担当者

の職名
担当者の氏名

部 研究室

1 土壌保全対策事業成績検討会　　　　　鹿児島県　　　　　　　　講　　師　環境資源　土壌保全　室　長　眞　弓　洋　一

2
JICA特設インドネシア国河川浄化集　社団法人　日本水質汚濁
　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　　　〃　　水質動態　　〃　　山　崎　慎　一団研修コース講師　　　　　　　　　研究協会

3 　　　　　　　　　日本原子力研究所ラジオアイラジオアイソトープ研修講師　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境管理　分析法　　〃　　小　山　雄　生
　　　　　　　　　ソトープ・原子炉研修所

4
平成3年度東北・北海道地域土壌保全
　　　　　　　　　秋田県　　　　　　　　調査指導　　〃　　環境立地　　〃　　浜　崎　忠　雄対策事業成績検討会

5
農用地等総合整備効率化技術確立調査　財団法人　農村開発企画
　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　〃　　植生動態　研究員　井　手　　　任にかかわる委員会現地調査　　　　　　委員会

6 〃　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　　　〃　　　〃　　井　手　　　任

7 長野県農業関係試験場研究総会講師　　長野県　　　　　　　　　　〃　　環境生物　天敵生物　室　長　志　賀　正　和

8 　　　　　　　　　社団法人　日本植物防疫　　　　　　　　　　昆　　虫都道府県委託試験実施状況調査指導　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　科　長　岡　田　利　承
　　　　　　　　　協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理科

9 　　　　　　　　　日本原子力研究所ラジオアイラジオアイソトープ研修講師　　　　　　　　　　　　　　　講　　師　環境管理　分析法　室　長　小　山　雄　生
　　　　　　　　　ソトープ・原子炉研修所

10 　　　　　　　　　社団法人　日本植物防疫都道府県委託試験実施状況調査指導　　　　　　　　　　　　　　調査指導　環境生物　　　　　　部　長　岡　田　齊　夫

　　　　　　　　　協会
11

水稲・畑作物病害虫防除研究会現地検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　微生物
　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　科　長　高　橋　廣　治討会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理科

12
醸酵ビール粕コンポストに関する実用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土壌微生
　　　　　　　　　農業生産工学研究会　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　室　長　木　村　龍　介
化技術の開発懇談会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物利用

13 　　　　　　　　　　　　　　　　廃棄物〃　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　資材動態　　　　　　　〃　　新　井　重　光
　　　　　　　　　　　　　　　　利　　用

！4 〃　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　　　〃　　主　研　羽　賀　清　典

15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　壌土壌改良資材検定法委員会　　　　　　財団法人　日本土壌協会　　　〃　　環境資源　　　　　　科　長　久保田　　　徹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理科
16 　　　　　　　　　　　　　　　　肥　　料〃　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　調査指導　資材動態　　　　　　　〃　　諸　岡　　　稔

　　　　　　　　　　　　　　　　動態科
17 新潟県農業農村活性化検討委員会　　　新潟県　　　　　　　　　　〃　　環境管理　農村景域　研究員　横　張　　　真

18 　　　　　　　　　社団法人　日本植物防疫　　　　　　　　　　農　　薬果樹病害虫防除研究会現地検討会　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　資材動態　　　　　　科　長　行　本　峰　子
　　　　　　　　　協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　動態科

19 稲作生育診断予測システム検討会　　　財団法人　日本土壌協会　　　〃　　環境資源　気象生態　室　長　矢　島　正　晴

20 　　　　　　　　　財団法人　日本農業土木住環境整備検討委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境管理　環境立地　主　研　石　田　憲　治
　　　　　　　　　総合研究所

21 　　　　　　　　　社団法人　日本植物防疫　　　　　　　　　　農　　薬農薬委託試験実施状況調査指導　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　資材動態　　　　　科　長　行　本　峰　子
　　　　　　　　　協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　動態科

22 　　　　　　　　　日本原子力研究所ラジオアイラジオアイソトープ研修講師　　　　　　　　　　　　　　　講　　師　環境管理　分析法　室　長　小　山　雄　生
　　　　　　　　　ソトープ・原子炉研修所

23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　壌土壌情報整備検討会　　　　　　　　財団法人　日本土壌協会　　〃　　環境資源　　　　　科　長　天　野　洋　司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理科

24 〃　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　〃　　気候資源　室　長　清　野　　　酪

25 　　　　　　　　　社団法人　日本植物防疫都道府県委託試験実施状況調査指導　　　　　　　　　　　　　調査指導　環境生物　　　　　　部　長　岡　田　齊　夫
　　　　　　　　　協会
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番号 用　　　　務 委　　託　　者
用務の

区　　分

担当者の所属 担当者

の職名
担当者の氏名

部 研究室

26 　　　　　　　　　社団法人　日本植物防疫　　　　　　　　　　　微生物一般委託試験東北地域成績検討会　　　　　　　　　　　　　　調査指導　環境生物　　　　　　科　長　高　橋　廣　治
　　　　　　　　　協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理科

27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昆　　虫一般委託試験中国地域成績検討会　　　　　　　　〃　　　　　　　ノノ　　　　ノノ　　　　　　　　〃　　岡　田　利　承

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理科
28 　　　　　　　　　社団法人　全国農業構造平成3年度農業基盤水準設定調査　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境管理　環境立地　主　研　石　田　憲　治

　　　　　　　　　改善協会
29 　　　　　　　　　社団法人　農村環境整備中央親水技術検討会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　ノノ　　　　ノノ　　　ノノ　　石　田　憲　治

　　　　　　　　　センター
30 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　ノノ　　植生動態　室　長　守　山　　　弘

31
農用地等総合整備効率化技術確立調査　財団法人　農村開発企画
　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　　　ノノ　　　　〃　　研究員　井　手　　　任現地調査　　　　　　　　　　　　　委員会

32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　壌堆肥化技術研修会　　　　　　　　　　富山県　　　　　　　　　　”　　環境資源　有機物　室　長　原　田　靖　生

33
タバココナジラミ防除効果試験成績検　社団法人　　　　　　　　　　　　　　　　　昆　　虫
　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境生物　　　　　　科　長　岡　田　利　承討会　　　　　　　　　　　　　　　　日本植物防疫協会　　　　　　　　　　　　　　管理科

34
水稲・畑作物病害虫防除研究会シンポ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　微生物
　　　　　　　　　　　ノノ　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　ノノ　　高　橋　廣　治ジウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理科

35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昆　　虫野菜病害虫防除研究会シンポジウム　　　　　　　〃　　　　　　　ノノ　　　　〃　　　　　　　　ノノ　　岡　田　利　承

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理科
36 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　　　　　　〃　　　　ノノ　　昆虫行動　主　研　杉　江　　　元

37
水稲・畑作物病害虫研究会シンポジウ　　　　　　　　　　　　　　　　　資　　材　農　　薬
　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　科　長　行　本　峰　子ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動態部　動態科

38 一般委託試験総合判定会議　　　　　　　　　　ノノ　　　　　　　〃　　環境生物　　　　　部　長　岡　田　齊　夫

39 　　　　　　　　　　　　　　　　　微生物ノノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　科　長　高　橋　廣　治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理科
40 　　　　　　　　　　　　　　　　　昆　　虫〃　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　　〃　　岡　田　利　承

　　　　　　　　　　　　　　　　　管理科
41 ノノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　　　　　　〃　　　　ノノ　　天敵生物　室　長　志　賀　正　和

42 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　　薬農薬委託試験総合判定会議　　　　　　　　　　　ノノ　　　　　　　〃　　資材動態　　　　　　科　長　行　本　峰　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動態科
43 　　　　　　　　　　　　　　　　　殺虫剤〃　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　　　　　　〃　　　　〃　　　　　　　室　長　升　田　武　夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　動　　態
44 　　　　　　　　　財団法人土壌診断システム小委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　専門委員　環境管理　環境立地　研究員　松　森　堅　治

　　　　　　　　　日本土壌協会

45 　　　　　　　　　社団法人　農村環境整備農村環境整備センター専門委員会　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　　　ノノ　　農村景域　　ノノ　　横　張　　　真

　　　　　　　　　センター
46 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　　　　　調査指導　環境管理　植生動態　　〃　　井　手　　　任

47 　　　　　　　　　財団法人科学技術予測委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　〃　　　　〃　　室　長　守　山　　　弘
　　　　　　　　　未来工学研究所

48 　　　　　　　　　社団法人　農村環境整備中央親水技術検討会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　〃　　環境立地　主　研　石　田　憲　治
　　　　　　　　　センター

49 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　ノノ　　　　ノノ　　植生動態　室　長　守　山　　　弘

50 新潟県農業農村活性化検討委員会　　　新潟県　　　　　　　　　　〃　　　　〃　　農村景域　研究員　横　張　　　真

51 農薬委託試験成績検討会　　　社団法人　　　　　ノノ　資端殺虫型室長升田武夫
　　　　　　　　　農林水産航空協会　　　　　　　　　動態部　動　　態

52 　　　　　　　　　財団法人稲作生育診断予測システム検討会　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境資源　気象生態　　ノノ　　矢　島　正　晴
　　　　　　　　　日本土壌協会

53
農用地等総合整備効率化技術確立調査　財団法人　農村開発企画
　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　環境管理　植生動態　研究員　井　手　　　任にかかわる委員会　　　　　　　　　　委員会

調査指導　環境生物

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

専門委員　環境管理　環境立地　研究員　松　森　堅　治

　ノノ

調査指導　環境管理　植生動態

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　　微生物　　　　　科長高橋廣治　　管理科
　　昆　虫　ノノ　　　　〃　岡田利承　　管理科

環境管理環境立地主研石田憲治

　ノノ　　ノノ　 ノノ　石田憲治

　ノノ　　植生動態　室　長　守　山　　　弘

　ノノ　　　　〃　　研究員　井　手　　　任

　　土　壌環境資源　　　　　　室　長　原　田　靖　生
　　有機物
　　昆　虫環境生物　　　科長岡田利承　　管理科
　　微生物　　＿　〃　　　　ノノ　局橋廣治　　管理科
　　昆　虫　〃　　　　ノノ　岡田利承　　管理科
　ノノ　昆虫行動主研杉江　 元

資　材農 薬

　　　　　科長行本峰子動態部動態科

環境生物　　　部長岡田齊夫

　　微生物　〃　　　 科長高橋廣治　　管理科
　　昆　虫　ノノ　　　　〃　岡田利承　　管理科
　ノノ　　天敵生物　室　長　志　賀　正　和

　　農　薬資材動態　　　　　　科　長　行　本　峰　子

　　動態科
　　殺虫剤　〃　　 　室長升田武夫　　動　態

　ノノ　農村景域　ノノ　横張　真

　　　　　〃　井手　任

　〃　　〃　室長守山　弘

　〃　　環境立地　主　研　石　田　憲　治

　ノノ　　植生動態　室　長　守　山　　　弘

　〃　　農村景域　研究員　横　張　　　真

資
銘 聲殺虫型室長升田武夫
動態部動　態

環境資源　気象生態　　ノノ　　矢　島　正　晴

環境管理　植生動態　研究員　井　手　　　任
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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

54 　　　　　　　　　財団法人　　　　　　　　　　　　　　　　　気　　象畑作用水高度利用検討会　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査指導　環境資源　　　　　　科　長　礒　部　誠　之
　　　　　　　　　日本土壌協会　　　　　　　　　　　　　　　　管理科

55 　　　　　　　　　財団法人　日本農業土木農道整備状況調査検討会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境管理　環境立地　主　研　石　田　憲　治
　　　　　　　　　総合研究所

56 　　　　　　　　　社団法人　　　　　　　　　　　　　　　　農　　薬果樹病害虫防除研究会委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　資材動態　　　　　　科　長　行　本　峰　子
　　　　　　　　　日本植物防疫協会　　　　　　　　　　　　　　動態科

57 　　　　　　　　　社団法人　農村環境整備農村活性化住環境整備委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境管理　環境立地　主　研　石　田　憲　治
　　　　　　　　　センター

58 　　　　　　　　　財団法人　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　壌土壌情報システム委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　環境資源　　　　　　科　長　天　野　洋　司
　　　　　　　　　日本土壌協会　　　　　　　　　　　　　　　　管理科

59 ノノ　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　ノノ　　　　ノノ　　気候資源　室　長　清　野　　　諮

60 　　　　　　　　　社団法人　　　　　　　　　　　　　　　　　殺虫剤農薬委託試験実施状況調査指導　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　資材動態　　　　　　　〃　　升　田　武　夫
　　　　　　　　　農林水産航空協会　　　　　　　　　　　　　動　　態

61 　　　　　　　　　財団法人　　　　　　　　　　　　　　　　　水　　質水質浄化新技術検討委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境資源　　　　　　科　長　藤　井　國　博
　　　　　　　　　日本土壌協会　　　　　　　　　　　　　　　　管理科

62 　　　　　　　　　社団法人　　　　　　　　　　　　　　　　　農　　薬農薬委託試験実施状況調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　資材動態　　　　　　　〃　　行　本　峰　子
　　　　　　　　　日本植物防疫協会　　　　　　　　　　　　　　動態科

63 　　　　　　　　　財団法人生産環境情報システム委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境資源　　　　　　部　長　古　畑　　　哲
　　　　　　　　　日本土壌協会

64 　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　壌ノノ　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　〃　　　　ノノ　　　　　　　科　長　天　野　洋　司

　　　　　　　　　　　　　　　　　管理科
65 〃　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　ノノ　　　　〃　　気象生態　室　長　矢　島　正　晴

66 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　　壌堆肥化技術懇談会　　　　　　　　　　農業生産工学研究会　　　　　〃　　　　ノノ　　　　　　　　〃　　原　田　靖　生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有機物
67 　　　　　　　　　財団法人　環境科学技術閉鎖系システム技術検討委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　環境管理　　　　　　部　長　西　村　　　格

　　　　　　　　　研究所
68 　　　　　　　　　社団法人　　　　　　　　　　　　　　　　　　土壌微生委託試験研究指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　環境生物　　　　　　室　長　河　本　征　臣

　　　　　　　　　日本植物防疫協会　　　　　　　　　　　　　　物生態

69 　　　　　　　　　財団法人科学技術予測委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境管理　植生動態　　ノノ　　守　山　　　弘
　　　　　　　　　未来工学研究所

70 　　　　　　　　　財団法人農業生産環境情報システム委員会　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　〃　　環境立地　研究員　松　森　堅　治
　　　　　　　　　日本土壌協会

71 　　　　　　　　　社団法人都道府県委託試験実施状況指導　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境生物　天敵生物　室　長　志　賀　正　和
　　　　　　　　　日本植物防疫協会

72 　　　　　　　　　社団法人　農村環境整備住環境整備専門委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　環境管理　環境立地　主　研　石　田　憲　治
　　　　　　　　　センター

73 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肥　　料珪酸石灰肥料試験成績検討会　　　　　珪酸石灰肥料協会　　　　　　ノノ　　資材動態　　　　　　科　長　諸　岡　　　稔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動態科
74 ノノ　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　　　　　　　　　〃　　　　〃　　多量要素　室　長　樋　口　太　重

75 　　　　　　　　　財団法人土地改良資材品質表示制度推進委員会　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　　　ノノ　　　　　　　部　長　久保田　　　徹
　　　　　　　　　日本土壌協会

76 　　　　　　　　　　　　　　　　　肥　　料〃　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　　　　　　　　　ノノ　　　　ノノ　　　　　　　科　長　諸　岡　　　稔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　動態科
77 　　　　　　　　　社団法人　　　　　　　　　　　　　　　　昆　　虫都道府県委託試験実施状況指導　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　環境生物　　　　　　　〃　　岡　田　利　承

　　　　　　　　　日本植物防疫協会　　　　　　　　　　　　　　管理科

78 農業農村活性化検討委員会　　　　　　新潟県　　　　　　　　　　　〃　　環境管理　農村景域　研究員　横　張　　　真

79 　　　　　　　　　社団法人　農村環境整備住環境整備専門委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　〃　　環境立地　主　研　石　田　憲　治
　　　　　　　　　センター
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（2）委託調査

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

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

CO，濃度上昇と気候変化にともなう農作物の成長変動予測
手法の開発

農業気象への海象の影響解明

病原糸状菌の宿主に対する情報の発現と制御機構

放線菌の抗生物質生産および形態分化の調節機構

アレロパシー物質の構造解析とその合成

シスト線虫に対する誘因・忌避物質の分離・同定

鳥類の集団ねぐらの空間分析と機能の解明

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

昆虫における多型発現機構の生態遺伝学的解析

イネ縞葉枯ウイルスのRNAポリメラーゼの純化と特性解
析

畑，樹園地，草地における水質浄化機能の評価に関する調
査研究

汚染地下水流入水田における水質浄化機能の評価に関する
調査研究

ため池・湿原の生態系を利用した浄化技術の開発に関する
調査研究

暖温帯における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

筑波大学生物科学系

東京大学農学部

京都大学農学部

東北大学理学部

東北大学農学部

東京大学農学部

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

千葉県農業試験場

埼玉県農業試験場

茨城県農業試験場

広島大学総合科学部

3．9．20　　 1，809，000

（4　3．16）

3．8．1　　　1，809，000
（4．3．16）

3．12．25　　　　　1，809，000

（4．3．16）

3．9．12　　 1，809，000

（4　3。16）

3．8．30　　　　1，819，000

（4　3．16）

3．8．1　　1，761，000
（4．3．16）

3．12．25　　2，593，000
（4　3．16）

3．10．22　　2，691，000
（4　3．16）

3．7．23　　2，648，000
（4．3．16）

3．12．25　　1，343，000
（4　3．16）

3．8．29　　　　　1，343，000

（4。3．16）

3．8．16　　1，343，000
（4．3．16）

3．7．23　　3，300，000
（4　3．16）

3．8．8　　　　730，000
（4　3．16）

3．8．2　　785，000
（4　3．16）

3．7．29　　721，000
（4　3．16）

3．11．25　　3，273，000
（4．3．26）
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3．研究・研修等

1）派遣

（1〉流動研究員

氏　　名　　　　　所　　　属　　　　派遣（招へい）先　　　　　研　　究　　課　　題　　　　　期　問

原　薗　芳　信　気象特性研究室 熱帯農業研究センター　農地防風林の多面的役割評価に基づく　3．10～23
沖縄支所　　　　　　　選定手法検討調査　　　　　　　　　　～3．11．13

（2〉国内留学研究員

氏名　　所　属　　留学先 研究課題　　期間
竹　中　　　眞　土壌有機物研究室　　　理化学研究所 植物中に存在する土壌伝染性植物病原　3．10．1

菌に対する抗菌成分の単離と構造解析　～3．12。28

（3）長・中期在外研究員

氏名　 所属　　留学先 研究課題　　期問　備考
八　木　一　行　影響調査研究室 アメリカ　　　　　農業生態系から発生する温室効果　4．3．28　　科技庁・長

カリフォルニア大　微量ガスの動態解明　　　　　　　～5．3。27期
学

（4）国際研究集会

氏名　 所属　　留学先 研究課題　　期間　備考
白　井　洋　一　天敵生物研究室　　ブラジル

横張　真農村景域研究室　コロンビァ

市川裕章植生生態研究室　アメリカ

第12回国際植物保護会議に出席　3．8．9　　重点基礎
し，「オオニジュウヤボシテントウ　～3．8．23

の寄生植物適合性」について発表
し，情報収集を行い，さらにセラー

ド農業研究所で講演

第28回国際造園学会に出席し，　3．8．14　科技庁
「日本の農村地域における景観の　～3．8．29　国研集会
特質と，その保全・整備」につい
て発表

第3回国際植物分子生物会議にお　3。10．6　　科技庁
いて「形質転換植物における導入　～3．10．12　国研集会
遺伝子の伝達と発現の調節機構」
について発表
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①科学技術特別研究員

氏　名 前　　歴 受入れ研究室 試験研究課題 期問
江　口　　　卓　横浜国立大学非常勤講師　　資源・環境動態研究室　酸性雨の生態系影響予測に関する　3．4．1

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

土谷彰男文部技官　　　　気象特性研究室
　　　　筑波大学水利実験センター
楊　　　宗　興　名古屋大学大学院研究生　　水質保全研究室

唐　　　艶　鴻　筑波大学生物学系研究員　　植生生態研究室

朱　　　亜　峰　㈱植物工学研究所研究員　　寄生菌動態研究室

気候地理学的研究　　　　　　　　～4．3．30

自然生態系における植物集団の遺　3．4．1
伝的多様性に関する分子生態学的　～4．3．30
研究

環境変化に伴う植物群落とCO2ガ　3．4．1
ス収支の動態の測定　　　　　　　～4．3．30

土壌水界系における硝化・脱窒作　3．4．1
用の進行及び亜酸化窒素形成様式　～4．3．30
の解析

光環境の時空間的変動が作物一雑　3．9．1
草群落内の種間競争に与える影響　～3．9．29
評価　　　　　　　　　　　　　　　3．10．1

　　　　　　　　～4．3．30
植物寄生性シュードモナス属細菌　3．10．1
の病原性関連遺伝子の解析　　　　～4．3．30

②科学技術振興調整費による重点基礎研究員

氏　名 前　　歴 受入れ研究室 試験研究課題 期間

高橋千穂北海道大学大学院
　　　　博士後期課程
　　　　（農芸化学専攻）

安田信三筑波大学大学院
　　　　修士課程
　　　　（環境科学専攻）

環境動態研究室

土壌生化学研究室

農村生態系を持続的に維持するた　3．8．1
めの有機物フロー解析に関する研～4。1．31
究

生物の微生物に対する拮抗及び抗　3．12．1
菌作用の多様性に関する基礎的研　～4．2．29
究
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2）招へい
（1）流動研究員

氏　名 所　 属 派遣（招へい）先 研　究　課　題 期間
諏訪正明北海道大学農学部　農業環境技術研究所

雨宮良幹千葉大学園芸学部　農業環境技術研究所

双翅目ハナバエ科昆虫類の系統分類学　3．5．14
的研究　　　　　　　　　　　　　　～3．7．12

土壌生息糸状菌の動態解明のためのモ　3．6．1
ノクローナル抗体の作製とその利用技　～3．9．30
術の開発　　　　　　　　　　　　　（通算5！日）

（2〉外国人研究員

氏 名 所　属　　滞在研究室 課　 題 期間 備考
Dr．A．M．Blackmer

Ms．Vanida　Titatam

Antonio　Ricardo　Panizzi

李　 肚功

Mr．Markku　Kontturi

Mr．Arto　Salli

Dr．John　P．Carter

Dr．N．R。Sackville

Hamilton

アイオワ州立大　資源・
学

タイ

農業協同組合省　分類研究室
農業局

ブラジル
国立大豆研究セ
ンター

中国

蘭州砂漠研究所

フィンランド

農業研究セン
ター

フィンランド

農業研究セン　究室
ター

イギリス

淡水生態研究所　研究室

英国

草地試験場
ウエールズ育種
研究所

　　　　農村生態系を持続的に維　3．8．2　　科技庁重点
生態管理科　　　持するための有機物フ　～3．10．31基礎

　　　　ロー解析に関する研究
微生物特性・　　植物病原細菌の検出およ　3．9．11　熱研招へい

　　　　び追跡法の発見　　　　　～3．10．13

　　　　　　　　　　　3．ll．10
　　　　　　　　　　　～3．12．1
天敵生物研究室　大豆吸汁性半翅目害虫の　3．10．13　　科技庁招へ

　　　　栄養生態学および天敵と　～3。12。11　い
　　　　の相互作用に関する研究
気象特性研究室　植物郡落での微気象およ　4．1．18　　科技庁

　　　　び植物生理・生態に関す　～4．3．2　振興調整費
　　　　る実験および調査　　　　　　　　　　招へい
植生生態研究室　　「北極圏における気圏・　4．2．12　　科技庁

　　　　水圏・生物圏の変動およ　～4。3．4　振興調整費
　　　　びそれらの相互作用に関　　　　　　　招へい
　　　　する国際共同研究」の一
　　　　環として，携帯用土壌呼
　　　　吸測定装置の開発を実施
　　　　する
生物「青報計測研　　「北極圏における気圏・　4．2．12　　科技庁

　　　　水圏・生物圏の変動およ　～4．3．12　振興調整費
　　　　びそれらの相互作用に関　　　　　　　招へい
　　　　する国際共同研究」の一
　　　　環として，自然植生の分
　　　　光学的測定手法に関する
　　　　研究を実施する
土壌微生物生態　個別重要国際共同研究課　4．2．21　　科技庁

　　　　題「遺伝子組換え微生物　～4．3．19　個別重要
　　　　の土壌からの検出技術の
　　　　比較研究」
植生管理科　　　地球環境研究総合推進費　4。3．20　　環境庁

　　　　による研究課題「農業生　～4．3．28
　　　　態系における炭素循環系
　　　　の定量的解析に関する研
　　　　究」

（3〉科学技術庁特別研究員（STAフェローシップ）

氏 名 所　属　　滞在研究室 課　 題 期問　 備考

朱　 建国 中国科学院　　　水質動態研究室　各種超微量元素の土壌圏　4。3．10　　科技庁
南京土壌研究所　　　　　　　　　における分布，挙動およ　～5．3．9　フェロー

　　　　　　　　　び循環に関する研究手法　　　　　　　シップ
　　　　　　　　　の開発
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3）研修等
（1〉依頼研究員

氏名 所属 受入研究室 試験研究課題 期問
中　本　　　洋　北海道十勝農試

山田健四北海道林試

赤　坂　安　盛　岩手県農試

松　橋　正　仁　秋田県病害虫防除所

村　上　　　章　秋田県農試

梅津敏彦山形県農試

熊谷勝巳む山形県農試

田中英典福井県農試

亀和田　國　彦　栃木県農試

小　柴　　　守　群馬県農試

川崎智子埼玉県農試

上　山　紀代美　神奈川県農総研

市川和規山梨県総農試

井之本　　　晃　岐阜県高冷地農試

西東　力静岡県農試

藤原敏郎京都府農総研

平井康博滋賀県農試

三　上　哲　壮　島根県農試

香口哲行広島県農試

谷崎　司山口県農試

気候資源研究室　　　　メッシュ気候値の利用及び気象データ

　　　　　加工
大気保全研究室　　　　大気環境（オゾン・酸性雨・紫外線等）

　　　　　と作物の生長・生理
土壌微生物生態研究室　土壌微生物の検出法と動態の解明

微生物特性・分類研究　糸状菌の分類・同定
室

気象生態研究室

気象生態研究室

影響調査研究室

土壌生化学研究室

土壌コロイド研究室

環境立地研究室

線虫・小動物研究室

土壌生化学研究室

土壌微生物生態研究室　野菜・花き類の土壌病害の生態

土壌微生物生態研究室　土壌微生物の検出法と動態の解明

薬剤耐性研究室

地球環境研究チーム

昆虫行動研究室

土壌微生物生態研究室　土壌微生物の検出法と動態の解明

土壌微生物生態研究室　土壌微生物の検出法と動態の解明

影響調査研究室

広　瀬　拓　也　高知県農林技センター　薬剤耐性研究室

渡　邉　敏　郎　福岡県農総試　　　　　土壌有機物研究室

中　畠　吉　直　熊本県農研センター　　多量要素動態研究室

深　田　久　成　大分県農技センター　　微量要素動態研究室

森　田　重　則　鹿児島県農試　　　　　微量要素動態研究室

　　　　　　　　　4。1．26
　　　　　　　　　～4．3．31
　　　　　　　　　3．6．1
　　　　　　　　　～3．8．31
　　　　　　　　　3．9．1
　　　　　　　　　～3．11．30
　　　　　　　　　3．9。1
　　　　　　　　　～　3．11．30
水稲の生育予測式及び生育診断プロク　3．8．1
ラムの作成　　　　　　　　　　　　　～3．10．31

作物の気象生態反応とそのモデル化　　　3．6．1

　　　　　　　　　～3．8．31
農耕地から発生するメタンおよび亜酸　3．6．1
化窒素量の測定　　　　　　　　　　　～3．9．30

根分泌物の機能と評価　　　　　　　　3．10。1

　　　　　　　　　～4．3．31
土壌のアニオン吸着機構と評価　　　　　3．6．1

　　　　　　　　　～3．11．30
土壌情報システムの構築と利用　　　　3．6．1

　　　　　　　　　～3．8．31
根菜類に寄生する線虫の同定　　　　　3．9。1

　　　　　　　　　～3．11．30
土壌蓄積リンの有効化　　　　　　　　3．7．1

　　　　　　　　　～3．9．30
　　　　　　　　　3．10。1
　　　　　　　　　～　3．12．31
　　　　　　　　　3．7．1
　　　　　　　　　～3．9．30
害虫の殺虫剤抵抗性　　　　　　　　　　3．9．1

　　　　　　　　　～4．2．29
リモートセンシングによる土壌環境の　3．6．1
評価手法　　　　　　　　　　　　　　～3．9．30

害虫個体群の管理における種内交信物　　3．10．1

質の利用法　　　　　　　　　　　　～3．12．31

　　　　　　　　　3。12．1
　　　　　　　　　～4．2。29
　　　　　　　　　3．6．1
　　　　　　　　　～3．8．31
農耕地から発生するメタンおよび亜酸　3．7．1
化窒素量の測定　　　　　　　　　　　～3．9．30

薬剤抵抗性ハスモンヨトウの遺伝様式　　3．10．1
及び生理学的特性の解明　　　　　　　～3．12．31

土壌生態系に及ぼす有機物の生理活性　3．6．1
作用　　　　　　　　　　　　　　　　～3．11．30

土壌一作物系における多量要素の動態　　3．7．1
と診断手法　　　　　　　　　　　　　～3．10．31

土壌中における微量元素の行動　　　　　3．6．1

　　　　　　　　　～3．8．31
土壌中における微量元素の行動　　　　　3．8．1

　　　　　　　　　～3．10．31
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（2）技術講習

氏　名 所　 属 受入研究室 研究課題 期問
亀和田　國　彦　栃木県農業試験場　　　土壌コロイド研究室　　土壌コロイドによるアニオンの吸着に　3．5．1

　　　　　　　　　　　　　　　ついて　　　　　　　　　　　　　　　～3．5．31
井　原　俊　明　信越化学工業㈱合成技　昆虫行動研究室　　　　性フェロモン成分の生物検定法，及び　3．4．15

　　　　術研究所　　　　　　　　　　　　　　　　　　性フェロモンによる害虫防除技術　　　～4．3．31

野　口　伸　一　筑波大学自然学類学生　気象特性研究室　　　　微気象観測による環境変化の把握　　　3．5．22

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～3．7．31
調枝勝幸広島県環境センター　資源・環境動態研究室雨水が土壌に及ぼす影響を長期予測す3．5．28
　　　　　　　　　　　　　　　るための応用数学的な手法の修得　　　～6．6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．11．6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～11．19
広間勝巳長崎県農政部　　土壌微生物生態研究室土壌病害の診断技術の修得　　　3．7．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～3．8．31
近　藤　修　一　山口県徳山農業改良普　気象生態研究室　　　　野菜（果菜）の生育予測システム構築　3．7．1

　　　　及所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手法　　　　　　　　　　　　　　　～3．12．28
田　中　慶　昌　工一ザイ生科研株式会　微量要素動態研究室　　土壌環境中における微量要素の動態と　3．7．1

　　　　社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可給性　　　　　　　　　　　　　　　～4．6．30

浜松千賀総合研究大学院大学生土壌微生物分類研究室ウィルスRNAポリメラーゼ製試料調3．7．10
　　　　命科学研究所　　　　　　　　　　　　　　　製と遺伝子のクローニング　　　　　　3．12．10
　　　　（国立遺伝学研究所）
中　本　恭　子　山口大学農学部学生　　気象特性研究室　　　　植物群落上の乱流輸送特性と気象要素　3．7．19

　　　　　　　　　　　　　　　との関係　　　　　　　　　　　　　　～3．8．9
坂　寄　　　廣　茨城県下高校教員　　　昆虫行動研究室　　　　蛾の性フェロモンによる誘引性の検証　3．8．19
　　他19名　　　　　　　　　　　　土壌微生物利用研究室　DNAプローブ法による根粒菌の窒素　～3．8．21

　　　　　　　　　　　　　　　固定遺伝子の検出
森下敏和三井東圧肥料株式会社土壌微生物生態研究室土壌微生物の機能に関する評価技術の3．8．27
　　　　千葉工場　　　　　　　　　　　　　　　　　　修得　　　　　　　　　　　　　　　　～3．9。16

藤　村　寿　祐　萩農業改良普及所　　　環境立地研究室　　　　土壌メッシュ・ポリゴン図の作成手法　3．9．2

　　　　　　　　　　　　　　　及び農用地の立地特性の総合把握と評　～4．2．29
　　　　　　　　　　　　　　　価手法
江　藤　眞　寛　山口県農林部　　　　　気候資源研究室　　　　野菜・花きの生育予測手法　　　　　　3．10。1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～3．12．28
鈴　木　芳　孝　高知県農業技術セン　土壌保全研究室　　　　土壌侵食ならびに施設土壌の塩類化過　3．11．11

　　　　ター　　　　　　　　　　　　　　　　　　程のデータの解析手法について　　　　～3．11．15
二　川　　　貢　茨城大学大学院農学研　土壌徴生物利用研究室　クロロ安息香酸分解遺伝子のシークェ　3．11．20

　　　　究科学生　　　　　　　　　　　　　　　　　ンス　　　　　　　　　　　　　　　～4．2．19

岩崎昭雄高知県農業技術セン気象生態研究室　　水稲の生育スデージ及び生育予測モデ3．11．25
　　　　ター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル構築のための手法　　　　　　　　～3．12．6
中　山　利　明　長野県中信農業試験場　線虫・小動物研究室　　土壌線虫の分離方法の取得　　　　　　　3．11．25

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～3．12．6
榎　木　昭　人　鹿児島県農業試験場　　数理解析研究室　　　　メッシュ気候・メッシュ土壌システム　3．12．2

　　　　　　　　　　　　　　　開発と利用法について　　　　　　　～3．12．7
高　木　　　豊　㈹日本植物防疫協会研　薬剤耐1生研究室　　　　薬剤抵抗性の機構の把握　　　　　　　4．1．20

　　　　究所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～4．3．20
山　下　　　亨　長野県農事試験場　　　土壌微生物生態研究室　Rh劾o渉o漉α属菌の類別にっいて　　　　4。1．20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～4．1．28
松尾多恵子千葉県暖地園芸試験場分析法研究室　　 カーネーションのカリ吸収と移行に対4．1．20

　　　　　　　　　　　　　　　するトレーサー技法及び放射化分析法　～4．1．30
　　　　　　　　　　　　　　　習得　　　　　　　　　　　　　　　4．2．18
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～4．2．21
山　口　正　篤　栃木県農業試験場　　　気候資源研究室　　　　アメダス気温データのメッシュ化に関　4．1。21

　　　　　　　　　　　　　　　する手法　　　　　　　　　　　　　　～1．23
佐　田　哲　幸　高知県農業技術セン　土壌有機物研究室　　　未利用有機質資材中に含まれる各種有　4．1．27
　　　　ター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機化合物の分析手法　　　　　　　　　～4．2．8
森　谷　　　茂　東北農業試験場　　　　土壌コロイド研究室　　土壌粘土の分析手法　　　　　　　　　4．2．24

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～2．28
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氏　名 所　属 受入研究室 研究課題 期間
豊　嶋　悟　郎　長野県南信病害虫防除　天敵生物研究室　　　　果樹害虫の天敵の生態とその応用　　　4・2・26

　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ～4．3。6
舩　場　　　貢　長崎県総合農林試験場　気象生態研究室　　　　水稲品種「ヒノヒカリ」「ユメヒカリ」　4．3．23

　　　　　　　　　　　　　　の生育予測式の作成　　　　　　　　　～4．3．27
Mr．Jung　　　　韓国農村振興庁　　　　隔測研究室　　　　　　農業におけるリモートセンシング　　　3．5．7

　Wonkyo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～3．6．6

Dr．Hahn　　　　韓国農村振興庁　　　　計測情報科　　　　　　農業情報，農業システム　　　　　　　3．5．13

　Weonsik　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～3．5．18

Mr．Yong－Ki　　韓国農村振興庁　　　　土壌微生物生態研究室　拮抗菌の分離方法，培養関係拮抗菌の　3．12．20
　　Kim　　農薬研究所　　　　　　　　　　　　　　　　　利用技術方法　　　　　　　　　　　　～4．3．19

（3〉外国人研修（JICA等）

氏　　　　　名 国　　名 受入研究室 研　修　項　目 期　　　問

Mr．Sutoro インドネシア 生物清報計測研究室 作物の生育解析 H3．4．15～4．26

Mr．AceSuhendar ノノ 微生物特性・分類研
究室

マメ科作物における細菌病の
同定及び生態的同定

H3．4．15～9．13

Ms．Hazel　Icasas　Mule フィリピン 計測情報科 地理学情報システム H3．6．3～6．28

SusanCarstensen アメリカ 個体群動態研究室 日本と米国におけるクズの
害虫群集の比較研究

H3．6．28～8．24

JohnGrace ノノ 隔測研究室 リモートセンシング ノノ

KarenSnetselaar ノノ 微生物特性・分類研
究室

顕微鏡技術を用いた墨黒穂病
菌の交配機構の解明

ノノ

Eduardo　Delgado　Assad ブラジル 地球環境研究チーム リモートセンシング利用掠術 H3．10．1～10．11
　11．11～11．20

Ms．Consuelo　H．Oshiro ペルー 微生物特性・分類研
究室

野菜病理 H3．11．6
～H4．1．30

Mr．Nam　Ki－Woong 韓国 土壌徴生物
生態研究室

植物病理 H3。1！．18

～H4．11．6

Mr．Elvis　Rafael　Reyes

Hemandez
ドミニカ 土壌管理科 土壌物理学 H3．12．16～12．26

Ms．Vilma　Da　Silva ブラジル 土壌コロイド研究室 土壌管理及び土壌学 H4．1．16～5．29

Mr．Mamun インドネシア 殺菌剤動態研究室 残留農薬の分析 H4．2．3～2．7

Mr．Amulfo　B．Gesite フィリピン 環境立地研究室 環境保全の観点からの土地利
用計画法

H4．3。2～4．17

Ms．Arlene　M．Erangells－

ta

ノノ 隔測研究室 土壌【青報システム H4．3．23～4．10
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（4）職員の研修

一般研修
氏名 所　属 研修課題 期　間

加藤邦彦
廣田知良
久保寺秀夫

美濃伸之
河辺邦正
上野秀人
　ノノ

　ノノ

池田浩明
横上和成
千葉貴道
圷　慎一
宍戸　孝

企画連絡室（企画科）

　　〃
　　ノノ
　　ノノ
　　ノノ
　　ノノ
　　ノノ
　　ノノ

企画連絡室（地球環境研究チーム）

環境生物部　微生物管理科

総務部　庶務課
企画連絡室庶務
資材動態部長

廣　田　知　良　　企画連絡室（企画科）

船木謙隆
立谷正男
岡田和彦
阪本正實

総務部　庶務課
総務部　庶務課
総務部　会計課
総務部　会計課

第25回国家公務員合同初任研修

　　〃
　　ノノ
　　ノノ
　　ノノ
　　ノノ
平成3年度1種試験採用者研修

平成3年度1種試験採用者専門研修
（研究職コース）

　　ノノ
　　〃
平成3年度III種試験採用者研修

　　ノノ
平成3年度農林水産省試験研究機関
管理職員研修

平成3年度1種試験採用者専門研修
（農業土木コース）

平成3年度第1回管理者養成研修

平成3年度係長行政研修II

平成3年度一般職員行政研修

平成3年度地域管理事務担当者研修

3．4．2～3．4．5

3．4．8～3．4．12

3．4．15～3．4．18

　ノノ
　ノノ
3．4．23～3．4．26

　ノノ
3．6．3～3．6．5

3．9．9～3．9．11

3　．9　．25～3　．9　．26

3．10．8～3．11．8

3．12．2～3．12．13

4．3．3～4．3．6

専門研修
氏名 所　属 研修課題 期 問

麓　多門
窪田敬士

環境資源部　土壌管理科

環境生物部　昆虫管理科

平成3年度環境技術研修

平成3年度数理統計短期集合研修

3．11．25～3．11．29

4．！．20～4．1．31

その他の研修

氏名 所　属 研修課題 期 間

笠　倉　雅　子　　企画連絡室　情報資料課

三　中　信　宏　　環境管理部　計測情報科

池田浩明
原薗芳信

宮田　明
横沢正幸
細野達夫

企画連絡室（地球環境研究チーム）

環境資源部　気象管理科

環境資源部　気象管理科

環境資源部　気象管理科

環境資源部　気象管理科

吉　本　真由美　　環境資源部　気象管理科

情報システム統一研修（第17回情報
システム入門コース）

第14回研究交流センター英語研修
（在外研究員コース）

　　　ノノ
第14回研究交流センター英語研修
（一般コース）

第23回科学技術庁フランス語研修

　　　ノノ
国立試験研究機関等職員に対する電
子計算機プログラミング研修

　　　〃

3．4．22～3．4．26

3．5．9～3．12．5

　ノノ
3．5．9～3．12．5

3．9．24～4．7．14

　ノノ
3．12．2～3．12．11

ノノ
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（5）研修等への講師派遣

氏　名　所　　属 講師派遣内容 期 間

福原道一
鶴田治雄

小山雄生
　ノノ
　ノノ

斎藤元也
古畑　哲
矢島正晴
三土正則
原田靖生
小原　 洋

藤井國博

山崎慎一
岡田齊夫
塩見正衛

浅川征男
根本正之
藤井義晴

西山幸司
佐藤豊三
志賀正和
新井重光
樋口太重

地球環境研究チーム

資源・生態管理科

計測情報科

　ノノ

　ノノ

　ノノ

環境資源部長

気象管理科

土壌管理科

　ノノ

　ノノ

水質管理科長

水質管理科

環境生物部長

植生管理科長

植生管理科

　〃
　ノノ

微生物管理科

　ノノ

昆虫管理科

肥料動態科

　〃

羽賀清典　　〃

東京大学大学院農学系講義

タイERTCプロジェクト国内委員会

原子力委員会廃棄物処理処分技術小委員会

環境放射能試料採取法講義

廃棄物委員会

リモートセンシング指導

新需要創出検討委員会

一般職員行政基礎研修講師

　　ノノ
中央畜産技術研修会講師

一般職員行政基礎研修講師

3．11．9～11．30

3．12．7～12．14

3．6．10

3　．4　．26～10．17

3．10．31

4。2．27

4．3．17

3．7．17

3．8．1～11．1

3　．6　．12～6　．13

3．11．20～11．21

3．10．7～10．8

資源調査会微生物機能用部会環境保全小委員会　3．4．22～5．2

　　　　　　　　　　　3．5．20～7．30
　　　　　　　　　　　3．9．6～10．9
国家公務員採用1種試験専門委員会　　　　　　3．9．12

生態秩序計画検討委員会　　　　　　　　　　　3．6．24

ブェノスアイレス大学アルフレッド助教授への　4．1．20～1．22

研究指導

一般職員行政基礎研修講義　　　　　　　　　　　3．6．！4～10．3

沖縄県実施研究指導　　　　　　　　　　　　　4．1．20～1．24

国家公務員採用1種試験問題作成　　　　　　　3．4．12～5．13

　　　　　　　　　　　3．5．20～6．13
　　　　　　　　　　　3．6．24～7．5
　　　　　　　　　　　3．7．11～8．12
植物防疫官専門研修講義

　　ノノ
　　ノノ
国家公務員採用1種試験専門委員会

一般職員行政基礎研修講師

中央畜産技術研修講師

3．12．6

3．11．28

3．9．10

3．8．12

3　．6　．18～6　．19

3．10．14～10．15

3．11．20～11．21
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（6〉委員等への委嘱・応嘱

氏　名　 所　 属 委嘱・応嘱先 委嘱・応嘱名
浅賀宏一所　長
玉　木　佳　男　企画連絡室長

風野　光企画連絡室長
宇田川　武　後　環境研究官

㈹日本原子力産業会議　アイソトープ・放射線利用委員会委員

茨城県茨城県バイオテクノロジー懇話会委員
㈹国際農林業協力協会農業研究開発国内委員会委員
㈹農林水産技術情報協会　農林水産業エネルギー利用効率化推進基本調査事

　　　　　　業に係る委員会委員
福　原　道　一　地球環境研究チーム　㈱資源観測解析センター　衛星データ利用システム調査専門委員会委員

西村　格環境管理部長　　働環境科学技術研究所閉鎖系システム技術検討委員会委員
　〃　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　植物生理検討分科会委員

陽　　　捷　行　資源・生態管理科長　金属鉱業事業　団　ガス地化学探査技術開発専門委員会委員
〃 ノノ

袴田共之資源・生態科

鶴田治雄　 〃

守山
秋山

ノノ

ノノ

弘　 〃

侃計測情報科長

ノノ

ノノ

斎　藤　元　也　計測情報科

小山雄生　 〃

　ノノ　　　　　ノノ
古　畑　　　哲　環境資源部長

清野　諮気象管理科

矢島正晴　 〃

天野洋司土壌管理科

山崎慎一水質管理科
　ノノ　　　　　ノノ

川島博之　 〃

岡　田　齊　夫　環境生物部長

岡田利承昆虫管理科長

志　賀　正　和　昆虫管理科

宍戸

久保田

諸岡

ノノ

ノノ

ノノ

　　ノノ
孝資材動態部長

　　ノノ

ノノ

徹　 〃

稔肥料動態科長

羽賀清典肥料動態科

㈲地球　・人間環境　地球温暖化問題検討委員会委員
フ　ォ　ー一　ラ　ム
新　　　　　潟　　　　　県　新潟県地球温暖化対策地域推進モデル計画策定検

　　　　　　討委員会委員
㈹日本環境技術協会酸性雨モニタリング手法の統一化に関する調査研
　　　　　　究検討委員会委員
側）未来工学研究所　技術予測委員会農林水産分科会委員

側）リモート・センジング　ADEOSミッションチーム委員会委員

技術センター
全国農業共済組合果樹共済における新技術の応用による損害評価方
　　　　　　法調査検討委員会委員
（財）資源観測解析センター　SARデータ利用専門委員会委員

側）リモート・センシング　地球環境観測衛星データ利用技術高度化調査委員

技術センター会委員
日本原子力研究所研究炉利用協議会委員
㈲日本分析センター　環境放射線データ管理委員会委員

側）日　本土壌協会　日本土壌協会評議員会評議員
㈹全国農林統計協会連合会　農作物の生育・被害等のメッシュ予測情報システ

　　　　　　ムの開発研究委員会委員
　　　ノノ　　　　　　　　　　　　〃
浮遊微量金属探査技術浮遊微量金属探査技術開発委員会委員

開発委員会側）環境科学技術研究所環境放射能安全性実証試験委員会委員

　　　ノノ　　　　　　自然・社会環境調査検討委員会委員

㈹日本水環境学会　平成3年度湖沼水質保全対策効果検証基礎調査委
　　　　　　員会委員
農薬バイオテクノロジー　技術開発設計管理委員会委員

開発技術研究組合
生物系特定産業技術出・融資課題審査専門委員

研究推進機構
農薬バイオテクノロジー　技術開発設計管理委員会委員

開発技術研究組合
㈹日本原子力産業会議　地域協力構想調査委員会委員

特殊法人日本原子力研究所　アイソトープ研究委員会委員

生物系特定産業技術出・融資課題審査専門委員

研究推進機構
農薬バイオテクノロジー　技術開発設計管理委員会委員

開発技術研究組合
特殊法人日本原子力研究所　アイソトープ研究委員会委員

土を守る運動会議土を守り育てる活動優良事例表彰審査幹事会幹事
㈹日本畜産施設機械協会　畜産環境整備リース事業貸付機械実行調査委員会

　　　　　　委員
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4．共同研究

研　究　課　題
共　同　研　究　者 所　　担 当　者

所　　　属 氏　　　名 所　　　属 氏　　　名
期　　間

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 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　絋　一 資源・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）

ハマキガ類の交信撹乱処理条件下 信越化学工業株 山　本　　　昭 環境生物部 野　口　　　浩 2．9．11

における合成性フェロモンの誘引 式会社 福　本　毅　彦 昆虫管理科 杉　江　　　元 ～4．3．31
性に関する研究 （合成技術研究 左　口　龍　一

所） 井　原　俊　明
金　生　　　剛
大　嶋　光　芳

イネ縞葉枯ウイルス抵抗性イネの 株式会社植物工 島　本　　　功 環境生物部 鳥　山　重　光 2．11．15

作出技術の開発に関する研究 学研究所 早　川　孝　彦 微生物管理科 高　橋　真　実 ～4．3．31
朱　　　亜　峰

シバツトガ、スジキリヨトウなど 千葉県病害虫防 清　水　喜　一 環境生物部 野　口　　　浩 2．11．16

のシバ害虫の性フェロモンに関す 除所・同農業試 河名　利　幸 昆虫管理科 杉　江　　　元 ～4．3．31
る研究 験場） 福　田　　　寛

信越化学工業株 山　本　　　昭
式会社 福　本　毅　彦
（合成技術研究 井　原　俊　明

所）

微生物吸着ポリマーを利用した拮 徳島県農業試験 金　磯　泰雄 環境生物部 河　本　征　臣 3．5．17

抗微生物によるサツマイモ立枯病 場 微生物管理科 ～5．3。31
の防除に関する研究

日本触媒化学工 児　玉　和　男
業株式会社（川
崎研究所）

33Pの製造と野外トレーサ利用に 日本原子力研究 梅　澤　弘　一 環境管理部 小　山　雄　生 4．3．30

よる牧草畑の蓄積リンの動態解明 所（東海研究所） 山　林　尚　道 計測情報料 駒村　美佐子 ～5．3．31
本　木　良　蔵
反　田　孝　美 資材動態部 樋　口　太　重
源　河　次　雄 肥料動態科 加　藤　直　人
灯　内　紀　男

キチナーゼ遺伝子のシバヘの導入 農業生物資源研 日　比　忠　明 環境生物部 木村　龍　介 4．3．30

と発現 究所 西　沢　洋　子 微生物管理科 宮　下　清　貴 ～5．3．31
鮫　島　宗　明 藤　井　　　毅

株式会社ジャパ 大　村　武　史
ンターフグラス 趙　　　　　徹

猪　熊　千　恵
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5．昆虫の分類同定

　昆虫分類研究を専門業務としている省内唯一の昆虫分類研究室は，昆虫の分類・同定法の研究および農業生態系におけ

る昆虫相の解明を進めている。農業昆虫の分類同定については，外部からの社会的二一ズが強く，歴史的経緯があり，ス

タッフがOBの助力を得て研究の傍ら奉仕的に対応している。例年，省内および都道府県の試験研究機関はじめ大学・民間

に加えて，海外からの依頼もある。平成3年度の内訳は次の通りである。

（1）同定依頼の区分別受付数

依　　頼　　者 受付件数　　受付標本数

農林水産省試験研究機関

都道府県農林試験研究機関

大学その他の教育機関

その他の官公庁（防除所、保健所、博物館、

予防衛生研）

民問（研究所、会社、個人）

国外（インドネシア、ブラジル）

44

25

19

9

24

3

477

495

558

179

369

18

計 124 2，096

（2）依頼同定処理成績

処理区分 受 付 分
匁

受 付 回 答 未回答＊
回

口
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 4 23 24 12 3 17 18 11 1 6 6 1 3 17 18 11

カメムシ類 6 92 96 11 5 91 91 10 1 1 5 1 6 118 120 31

甲　虫　類 6 11 12 6 6 1！ 12 6 0 0 0 0 7 26 27 11

ハチ・アリ類 36 1，279 1，563 560 32 1，227 1，478 556 4 52 85 4 33 1，247 1，498 570

チョウ・ガ類 37 279 377 82 31 254 344 76 6 25 33 6 31 254 344 76

ハエ・アブ類 27 366 504 81 25 350 488 78 2 16 ！6 3 26 352 505 79

アザミウマ類 1 1 ！ 1 1 1 ！ 1 0 0 0 0 1 1 1 1
ク　モ　類 3 5 8 5 3 5 8 5 0 0 0 0 3 5 8 5
ゴキブリ類 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
そ　の　他 2 38 45 5 2 38 45 5 0 0 0 0 2 38 45 5
合　　　計 124 2，096 2，632 765 110 ！，996 2，487 750 14 100 145 15 114 2，060 2，568 791

・研究継続中のものも含む

＊＊平成2年度以前に受付のものを含む
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1．機構

平成3年度における機構は次のとおりである。

　　　　　　　企画科
　　　　　　　研究交流科
　　　　　　　研究技術情報官

所　長

企画連絡室　　　情報資料課　（管理係，広報係）

　　　業務科
　　　地球環境研究チーム

　　　庶　務
総務部｛曇蕪麟鍛謙齢男箆鎌灘垣係，
環境研究官
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2．人　事

（1）定　員

平成3年度末各部定員は，次のとおりである。

部　　　別
｛
疋

口
貝

指　　定 行　　←） 行 ⇔ 研 究 計

所　　　　　長 1 1
企画連絡室 9 15 14 38
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 33 35

環境資源部 2 44 46

環境生物部 2 47 49

資材動態部 1 25 26

合　　　計 1 44 18 164 227

（4331現在）

（2）人事異動（3．4．1～4．3．31）

採用

発令年月日 氏　　名 新　　　所　　　属 旧　　　所　　　属
3．4．1 圷　　　慎　一 企画連絡室庶務

ノノ 高　橋　　　修 企画連絡室業務科
ノノ 上　野　秀　人 企画連絡室企画科
ノノ 加　藤　邦　彦 企画連絡室企画科

ノノ 久保寺　秀　夫 企画連絡室企画科
ノノ 廣　田　知　良 企画連絡室企画科
ノノ

河　邊　邦　正 企画連絡室企画科
ノノ 美　濃　伸　之 企画連絡室企画科
ノノ 池　田　浩　明 企画連絡室地球環境研究チーム

ノノ 横　山　和　成 環境生物部微生物管理科
土壌微生物生態研究室

ノノ 樋　口　太　重 資材動態部肥料動態科
多量要素動態研究室長 長野県中信農業試験場主任研究員
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転入
発令年月日 氏　　名 新　　　所　　　1

3．4．1 久保田　忠　弘 総務部会計課長
ノノ 三　井　文　子 企画連絡室情報資料課図書資聡

ノノ 木　村　龍　介
環境生物部微生物管理科
土壌微生物利用研究室長

ノノ 岡　崎　　　博
資材動態部農薬動態科
殺菌剤動態研究室長

ノノ 櫻　井　泰　弘
環境資源部主任研究官
（土壌コロイド研究室）

ノノ 封　馬　誠　也
環境生物部主任研究官
（土壌微生物生態研究室）

ノノ 浅　賀　宏　一 所　　　　長
ノノ 岡　田　齋　夫 環境生物部長

ノノ 礒　部　誠　之 環境資源部気象管理科長

3．4．16 村　上琢磨 総務部庶務課長

3．7．16 上　路　雅　子
資材動態部農薬動態科
除草剤動態研究室長

3．7．16 横　平　政　一 総務部長

3．10．1 清　水　榮　一 総務部庶務課課長補佐

3．10．1 藤　原　浄　明 総務部会計課施設管理係長

3．10．1 風　野　　　光 企画連絡室長

3．10．1 二　宮　正　士
環境管理部計測情報科
情報解析・システム研究室長

3．10．1 井　上　吉雄
環境管理部計測情報料
生物情報計測研究室長

3．10．1 山　縣　真　人
環境資源部主任研究官
（土壌生化学研究室）

3．10．1 湯　畑　典　子
企画連絡室
（地球環境研究チーム）

3．10．1 吉　田　正　則
環境資源部
（土壌物理研究室）

3．10．1 吉　本　真由美
環境資源部
（気象特性研究室〉

4．1．1 安　田　　　環 環境研究官

4．1．1 矢　野　栄　二
環境生物部主任研究官
（個体群動態研究室）

属 　　旧　 所　 属

九州農業試験場総務部用度課長

家畜衛生試験場企画連絡室資料課

草地試験場生態部主任研究官

食品総合研究所応用微生物部
微生物検索研究室長

北海道農業試験場生産環境部主任研究官

九州農業試験場地域基盤研究部主任研究官

四国農業試験場長

北海道農業試験場生産環境部長

野菜・茶業試験場施設生産部
気象環境研究室長

熱帯農業研究センター会計課長

農業研究センター企画調整部主任研究官

北陸農業試験場総務部長

山梨統計情報事務所総務部経理課長

家畜衛生試験場鶏病支場庶務係長

野菜・茶業試験場環境部長

東京大学助手農学部

農業研究センター耕地利用部
主任研究官

農業研究センター耕地利用部
主任研究官

四国農業試験場企画連絡室

農業研究センター企画調整部

東北農業試験場企画連絡室

野菜・茶業試験場茶栽培部長

農林水産技術会議事務局連絡調整課
遺伝資源管理官

転出一

発令年月日 氏 名 新　　　所

3．4．1 山 田 信 隆 水産庁遠洋水産研究所総務部≦

ノノ 上 杉 かおる
蚕糸・昆虫農業技術研究所企正

課資料係長
ノノ 飛 田 正 竺

我 農業生物資源研究所放射線育種
ノノ 松 本 省 平 農業研究センター総合研究官

ノノ 土 屋 健 一
農業生物資源研究所遺伝資源多
保存研究チーム長

ノノ 山 形 与志樹
環境庁国立環境研究所社会環垢
情報解析研究室

ノノ 凧
世 木 艶

我 雄 中国農業試験場生産環境部気舅

3．4．16 大 坪 和 雄 農林水産技術会議事務局筑波專

3．6．1 長谷部 一
見

農林水産技術会議事務局バイ
ジー課課長補佐（安全評価班ま、

3．7．16 轟 文 夫
農林水産技術会議事務局
総務課管理官

属 　　旧　 所　 属

総務部会計課長

企画連絡室情報資料課図書資料主任

企画連絡室業務科

環境生物部長

環境生物部微生物管理科土壌微生物生態研
究室主任研究官

環境管理部計測情報科隔測研究室

企画連絡室企画科

総務部庶務課長

環境生物部微生物管理科土壌微生物生態研
究室主任研究官

総務部長
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発令年月日 氏　　名 新　　　所　　　属 旧　　　所　　　属

3．10．1 船木謙隆
農業生物資源研究所
総務部業務管理課長

総務部庶務課課長補佐

〃 立　野利　武
農業工学研究所
総務部庶務課人事第2係長

総務部会計課用度係長

ノノ 玉　木　佳　男
蚕糸・昆虫農業技術研究所
企画連絡室長

企画連絡室長

〃 宍　戸　　　孝
文部省
（東北大学教授農学部）

資材動態部長

ノノ 佐藤　　　守
蚕糸・昆虫農業技術研究所
生体情報部媒介機能研究室長

環境生物部主任研究官
（寄生菌動態研究室〉

ノノ 藤　原　伸　介
農業研究センター
土壌肥料部主任研究官

環境資源部主任研究官
（土壌生化学研究室）

〃 河邊　邦　正
農業生物資源研究所
企画連絡室（研究交流科〉

企画連絡室（企画科）

ノノ 廣　田　知　良
北海道農業試験場農村計画部
（気象資源評価研究室）

企画連絡室（企画科）

ノノ 上　野　秀　人
中国農業試験場
生産環境部（土壌管理研究室）

企画連絡室（企画科）

ノノ 久保寺　秀　夫
九州農業試験場
生産環境部（土壌特性研究室）

企画連絡室（企画科）

3．11．1 流　尾哲　也 東海農政局生産流通部長 企画連絡室企画科長

ノノ 鵜飼　保　雄
文部省
（東京大学教授農学部）

環境管理部計測情報科
調査計画研究室長

3．12．！ 吉　田　賢　一
農蚕園芸局（種苗管理センター総務課庶務
係長）

総務部庶務課人事第2係長

3．12．16 田　中　　　隆 建設省（中部地方建設局企画部公園調整官）
環境管理部資源・生態管理科
農村景域研究室長

4．1．！ 上　野信　男 食品総合研究所企画連絡室情報資料課長 企画連絡室情報資料課課長補佐

所内異動

一

発令年月日 氏 名 新　　　所

3．4．1 李　澤 義　彦 総務部庶務課人事第1係
〃 志村 徹 総務部庶務課人事第2係
ノノ 岡　本 敏　男 総務部会計課支出係
ノノ

小林 健 総務部合計課用度係

ノノ 田　中 房　江 企画連絡室連絡科長

3．7．16 谷　口 義　雄
企画連絡室主任研究官
（企画科）

　3．4．1
（3．9．25施行） 草　場 敬

環境資源部主任研究官
（土壌管理科土壌生成研

〃
　
〃 加藤 英　孝

環境資源部主任研究官
（土壌管理科土壌物理研

〃
　
〃

竹　中 一
眞

環境資源部主任研究官
（土壌管理科土壌有機物

〃
　
〃

市　川 裕章
環境生物部主任研究官
（植生管理科植生生態研

〃
　
〃

野　田 隆　志
環境生物部主任研究官
（昆虫管理科天敵生物研

〃
　
〃

森　本 信　生
環境生物部主任研究官
（昆虫管理科個体群動態

〃
　
〃

南 栄　一
資材動態部主任研究官
（農薬動態科殺菌剤動態

3．10．1 福　井 信　治 総務部会計課用度係長
ノノ 鈴　木 昌　幸 総務部会計課（用度係）

属 　　旧　 所　 属

総務部庶務課人事第2係

総務部会計課用度係

企画連絡室庶務

総務部庶務課庶務係

企画連絡室主任研究官
（企画科）

環境資源部主任研究官
（土壌管理科土壌コロイド研究室）

環境資源部
（土壌管理科土壌生成研究室）

環境資源部
（土壌管理科土壌物理研究室）

環境資源部
（土壌管理科土壌有機物研究室）

環境生物部
（植生管理科植生生態研究室）

環境生物部
（昆管理科天敵生物研究室）

環境生物部
（昆虫管理科個体群動態研究室）

資材動態部
（農薬動態科殺菌剤動態研究室）

総務部会計課施設管理係長

総務部会計課（支出係）
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発令年月日 氏　　名 新　　　所　　　雁

3．10．1 久保田　　　徹 資材動態部長

ノノ 天　野　洋　司 環境資源部土壌管理科長

ノノ 齋　藤　滋　隆 企画連絡室研究技術情報官

ノノ 芝　山　道　郎
環境管理部主任研究官
（資源・環境動態研究室）

ノノ 美　濃　伸　之
環境管理部
（隔測研究室）

ノノ 加　藤　邦　彦
環境資源部
（土壌調査分類研究室）

3．11．1 眞　弓　洋　一 企画連絡室企画科長

属 旧　 所　 属

環境資源部土壌管理科長

環境資源部土壌管理科
土壌生成研究室長

環境管理部計測情報科
情報処理研究室長

環境管理部主任研究官
（生物情報計測研究室兼資源・環境動態研

究室）

企画連絡室（企画科）

企画連絡室（企画科）

環境資源部土壌管理科
土壌保全研究室長

併任

発令年月日 氏　　名 併　　　任　　　鈷

3．4．1 芝　山　道　郎
環境管理部資源・生態管理科
資源・環境動態研究室

ノノ 竹　谷　　　勝 企画連絡室企画科
ノノ 落　合　弘　和 企画連絡室企画科

〃 笠　原　賢　明 企画連絡室企画科

〃 西　田　瑞　彦 企画連絡室企画科

〃 立　石　　　靖 企画連絡室企画科
ノノ 串　田　篤　彦 企画連絡室企画科

3．4．19 加　藤　邦　彦 構造改善局計画部事業計画課

3．8．16 陽　　　捷　行
熱帯農業研究センター環境資源
（4．3．31まで）

ノノ 鶴　田　治　雄
熱帯農業研究センター環境資源
（4．3．31まで）

ノノ 八　木　一　行
熱帯農業研究センター環境資游
（4．3．31まで）

3．11．1 中　根周　歩 環境管理部

4．1．1 松村　　　雄
熱帯農業研究センター研究第一
（4．2．15まで）

先 本　 務　 先

環境管理部計測情報科
生物情報計測研究室

農業生物資源研究所企画連絡室

農業生物資源研究所企画連絡室

蚕糸・昆虫農業技術研究所企画連絡室

蚕糸・昆虫農業技術研究所企画連絡室

蚕糸・昆虫農業技術研究所企画連絡室

蚕糸・昆虫農業技術研究所企画連絡室

企画連絡室企画科

環境管理部資源・生態管理科長

環境管理部資源・生態管理科
影響調査研究室長

環境管理部資源・生態管理科
影響調査研究室

広島大学助教授総合科学部

環境生物部昆虫管理科
昆虫分類研究室長

併任解除

発令年月日 氏　　名 新　　　所　　　入

3．4．1 堀　田　光　生 農業生物資源研究所企画連絡室
ノノ 木　浦　卓　治 熱帯農業研究センター企画連維

3．10．1 加　藤　邦　彦 企画連絡室（企画科）

ノノ 竹　谷　　　勝
農業生物資源研究所
企画連絡室

ノノ 落　合　弘　和
農業生物資源研究所
企画連絡室

ノノ 西　田　瑞　彦
蚕糸・昆虫農業技術研究所
企画連絡室

ノノ 笠　原　賢　明
蚕糸・昆虫農業技術研究所
企画連絡室

ノノ 串　田　篤　彦
蚕糸・昆虫農業技術研究所
企画連絡室

ノノ 立　石　　　靖
蚕糸・昆虫農業技術研究所
企画連絡室

属 旧　 所　 属

企画連絡室企画科

企画連絡室企画科

構造改善局計画部事業計画課

農業生物資源研究所企画連絡室兼
農業環境技術研究所企画連絡室

農業生物資源研究所企画連絡室兼
農業環境技術研究所企画連絡室

蚕糸・昆虫農業技術研究所兼
農業環境技術研究所企画連絡室

蚕糸・昆虫農業技術研究所兼
農業環境技術研究所企画連絡室

蚕糸・昆虫農業技術研究所兼
農業環境技術研究所企画連絡室

蚕糸・昆虫農業技術研究所兼
農業環境技術研究所企画連絡室
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退職

発令年月日 氏　　名 新 所 属 旧　　　所 属

3．4．1 速　水　昭彦 所　　長
ノノ 渡　辺　光　昭 企画連絡室連絡科長

3．8．31 入　江　　　広 企画連絡室（業務科）

3．9．30 河　口　孝　司 総務部会計課（用度係）

3．12．31 宇田川　武　俊 環境研究官

定年退職

発令年月日 氏　　名 新　　　所　　　属 旧　　　所　　　属

4．3．31 山　澤　直　子 環境資源部庶務主任
ノノ 須　田　友　喜 総務部会計課施設管理係
ノノ 高　橋　廣　治 環境生物部微生物管理科長

ノノ 佐　藤　善司
環境生物部微生物管理科寄生菌動態研究室
長

ノノ 升　田　武　夫 資材動態部農薬動態科殺虫剤動態研究室長

ノノ 宇佐美　洋　三
環境生物部主任研究官
（植生生態研究室）

ノノ 飯　塚　宏　榮
資材動態部主任研究官
（農薬管理研究室）
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（3）職員名簿
（平成4年3月31日現在）

所属・役職名

企画連絡室
所　長　　技官
室　長　　　〃
企画科長　　　〃
主任研究官　・　　　〃

　ノノ　　　　　ノノ
研究交流科長　　　　〃

研究技術情報官　　　〃

庶　務　　事務官
　ノノ　　　　　　ノノ

　ノノ

情報資料課長

課長補佐

管理係長

広報係長

ノノ

技官

事務官
ノノ

ノノ

　　　　　ノノ
業務科長　　技官
総括作業長　　　　　ノノ

　　　　　ノノ
　　　　　ノノ
　　　　　ノノ
　　　　　ノノ
　　　　　ノノ
　　　　　ノノ
兼総務部会計課　　　〃

　　　　　ノノ
　　　　　ノノ
　　　　　ノノ

地球環境研究チーム長

主任研究官

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

総務部　部　長
　　　　庶務課長
　　　　課長補佐
　　　　庶務係長

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

事務官
ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

　　　　　ノノ
人事第1係長　　　　〃

　　　　　ノノ
人事第2係長　　　　〃

　　　　　ノノ
厚生係長　　　〃

氏　名

浅賀宏一
風野　光
眞弓洋一
谷口義雄
松田　泉
田中房江
齋藤滋隆
池田恵子
廣瀬慎一
圷　慎一
橋本　昭

　欠
壽　憲子
三井文子
吉原節子
笠倉雅子
松本定夫
森屋金重
河村惣一郎

上村　博
有田俊春
飯泉良行
鈴木文夫
松本公吉
鈴木忠男
内山兵一
若林浩徳
大水豊司
山口　弘
岡田利之
高橋 修

福原道一
山口武則
山田一郎
山川　修治

今川俊明
岡本勝男
竹澤邦夫
池田浩明
湯畑典子
横平政一
村上琢磨
清水榮一
立谷正男
矢口直実
千葉貴道
抑原　清
李澤義彦

　欠
志村　徹
加藤由美子

所属・役職名

総務部厚生係
　　　　会計課長
　　　　課長補佐
　　　　主計係長

環境管理部

支出係長

支出主任

監査係長

用度係長

兼業務科

施設管理係長

環境研究官

部　長
資源・生態管理科長

環境立地研究室長

主任研究官

資源・環境動態研究室長

主任研究官

　ノノ

影響調査研究室長

主任研究官

農村景域研究室長

植生動態研究室長

主任研究官

計測情報科長

隔測研究室長

生物［青報計測研究室長

分析法研究室長

主任研究官

　ノノ

数理解析研究室長

事務官
ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

技官
ノノ

事務官
ノノ

技官
ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

氏　名

佐々木司
久保田忠弘

阪本正實
久保　登
小野崎康裕

大武　稔
大石富美子

岡本敏男
西林二三四

染谷栄次
福井信治
鈴木昌幸
岡田和彦
小林　健
佐藤敏明
下路隆弘
桜井清明
鈴木忠男
藤原浄明
谷口　洋
須田友喜
安田　環
西村　格
陽　捷行
浜崎忠雄
石田憲治
松森堅治
袴田共之
新藤純子
芝山道郎
松本成夫
鶴田治雄
神田健一
八木一行

　欠
横張　真
網藤芳男
守山　弘
原田直國
井手　任
秋山　侃
齋藤元也
山田康晴
美濃伸之
井上吉雄
森永慎介
小山雄生
結田康一
駒村美佐子

山田一茂
山村光司
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所属・役職名 氏　　名 所属・役職名 氏　　名

環境管理部 調査計画研究室長 欠 環境生物部 部　　長 技　官 岡田　齋夫

主任研究官 技　官 三中　信宏 植生管理科長 ノノ 塩見　正衛
情報解析・システム研究室長 二宮　正士 植生生態研究室長 ノノ 佐藤　光政

主任研究官 ノノ 遠藤　　勲 主任研究官 ノノ 宇佐美洋三
ノノ ノノ 村上　陽子 ノノ ノノ 小泉　　博

ノノ 古谷　憲孝 ノノ 市川　裕章

庶　　務 事務官 仲　　一美 保全植生研究室長 ノノ 根本　正之
ノノ ノノ 門脇和代 ノノ 大黒　俊哉

環境資源部 部　　長 技　官 古畑　　哲 他感物質研究室長 ノノ 浅川　征男

気象管理科長 ノノ 礒部　誠之 主任研究官 ノノ 藤井　義晴

主任研究官 ノノ 加福　領二 ノノ 澁谷　知子

気象資源研究室長 ノノ 清野　　翻 微生物管理科長 ノノ 高橋　廣治
ノノ 横沢　正幸 微生物特臣分類研究室長 ノノ 西山　幸司

気象特性研究室長 ノノ 原薗　芳信 主任研究官 ノノ 佐藤　豊三
ノノ 宮田　　明 ノノ 畔上　耕児
ノノ 吉本真由美 ノノ 大久保博人

気象生態研究室長 ノノ 矢島　正晴 寄生菌動態研究室長 ノノ 佐藤　善司
ノノ 川方　俊和 土壌微生物分類研究室長 ノノ 鳥山　重光

大気保全研究室長 ノノ 野内　　勇 ノノ 高橋　真実

主任研究官 ノノ 小林和彦 ノノ 岡部　郁子
ノノ 細野　達夫 土壌微生物生態研究室長 ノノ 河本　征臣

土壌管理科長 ノノ 天野　洋司 主任研究官 ノノ 封馬　誠也

土壌調査分類研究室長 〃 三土　正則 ノノ 横山　和成
ノノ 小原　　洋 土壌微生物利用研究室長 ノノ 木村　龍介
ノノ 加藤　邦彦 主任研究官 ノノ 宮下　清貴

土壌生成研究室長 欠 ノノ 藤井　　毅

主任研究官 ノノ 草場　　敬 ノノ 小川　直人

土壌コロイド研究室長 ノノ 高橋義明 線虫・小動物研究室長 ノノ 皆川　　望

主任研究官 ノノ 櫻井　泰弘 主任研究官 ノノ 水久保隆之

土壌物理研究室長 ノノ 長谷川周一 ノノ 吉田　睦浩

主任研究官 ノノ 加藤　英孝 昆虫管理科長 ノノ 岡田　利承
ノノ 遅澤　省子 昆虫分類研究室長 ノノ 松村　　雄
ノノ 吉田　正則 ノノ 吉松　慎一

土壌生化学研究室長 ノノ 阿江　教治 〃 小西　和彦

主任研究官 ノノ 山縣　真人 昆虫行動研究室長 ノノ 法橋　信彦
ノノ 大谷　　卓 主任研究官 ノノ 杉江　　元

土壌有機物研究室長 ノノ 原田　靖生 ノノ ノノ 野口　　浩

主任研究官 ノノ 菅原　和夫 ノノ ノノ 仲盛　広明
ノノ ノノ 竹中　　眞 ノノ ノノ 白井　洋一

土壌保全研究室長 欠 天敵生物研究室長 ノノ 志賀　正和

主任研究官 ノノ 坂西　研二 主任研究官 ノノ 野田　隆志
ノノ 麓　　多門 ノノ 窪田　敬士

水質管理科長 ノノ 藤井　國博 個体群動態研究室長 ノノ 井村　　治

水質特性研究室長 ノノ 大嶋　秀雄 主任研究官 ノノ 矢野　栄二

主任研究官 ノノ 岡本　玲子 ノノ ノノ 森本　信生

水質動態研究室長 ノノ 山崎慎一 ノノ 大戸　謙二

主任研究官 ノノ 津村　昭人 庶務主任 事務官 関沢　美江
ノノ ノノ 川島　博之 庶　　務 ノノ 百目鬼淳子

水質保全研究室長 ノノ 竹内　　誠 資材動態部 部　　長 技　官 久保田　徹

主任研究官 ノノ 戸田　任重 農薬動態科長 ノノ 行本　峰子

庶務主任 事務官 山澤　直子 殺菌剤動態研究室長 ノノ 岡崎　　博

庶　　務 ノノ 太田　王彦 主任研究官 ノノ 伊藤　　充
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資材動態部

所属・役職名

主任研究官

殺虫剤動態研究室長

主任研究官

除草剤動態研究室長

薬剤耐性研究室長

主任研究官

農薬管理研究室長

主任研究官

技　官

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

氏　　名

南

升田

昆野

上路

石坂

濱

片桐

鈴木

鈴木

飯塚

栄一

武夫

安彦

雅子

眞澄

弘司

政子

　健

隆之

宏榮

所属・役職名 氏 名

：材動態部 肥料動態科長 技　官 諸岡 稔

多量要素動態研究室長 ノノ 樋口 太重
ノノ 加藤 直人

ノノ 新舩 智子

微量要素動態研究室長 後藤 重義
ノノ 齋藤 貴之

廃棄物利用研究室長 ノノ 新井 重光
ノノ 羽賀 清典
ノノ 川崎 晃

庶　　務 事務官 川崎 美江
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（4）受賞・表彰等

財団法人環境調節センター一平成3年度環境賞　優秀賞（3．6．5）

　陽　捷行（環境管理部）

　野内　勇（環境資源部）

　八木一行（環境管理部）
　「水田におけるメタン発生量の評価とその放出機構に関する研究」

科学技術庁放射線安全管理功労者表彰　科学技術庁長官賞（3．11．8）

　小山雄生（環境管理部）
　「放射線同位元素等の取扱いについて」

平成3年度　永年勤続者名簿

（30年以上）

　吉　原　節　子　　（企画連絡室）

　遠藤　勲（環境管理部）

　塩見正衛（環境生物部）
　佐　藤　光　政　　（環境生物部）

　岡田利承（環境生物部）

（20年以上）

陽　　　捷　行　　（環境管理部）

藤井國博（環境資源部）

浅川征男（環境生物部）
皆　川　　　望　　（環境生物部）

松村　雄（環境生物部）

平成3年度農林水産省職員表彰（職員功績者）（3．4．8）

　鵜飼保雄（環境管理部）
「放射線誘発突然変異の作物育種への利用技術体系の確立」
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（5）外国出張

氏　名　所属　 出張先 用 務 期　問　備　考
福　原　道　一　企画連絡室　中　　　　国　乾燥地における侵食・劣化に関する調　4．3～4．16　熱研

　　　　　　　　　　査
川　島　博　之　環境資源部　イ　ギ　リス　OECDプロジェクト課題「植物一土壌　4．8～10．7　0ECD

　　　　　　　　　　一微生物相互作用」のうち「地下水硝
　　　　　　　　　　酸汚染防止対策を考えるための数理モ
　　　　　　　　　　デル」に関する共同研究
戸　田　任　重　環境資源部　カ　ナ　　ダ　科学技術振興調整費総合研究「北極域　7．15～8．4　科技庁振興調整

　　　　　　　　　　における気圏，水圏，生物圏の変動及　　　　　　　　費
　　　　　　　　　　びそれらの相互作用に関する国際共同
　　　　　　　　　　研究」の打ち合せ
白　井　洋　一　環境生物部　ブラ　ジル　第12回国際植物保護会議に出席し，「オ　8．9～8．23　科技庁重点基礎

　　　　　　　　　　オニジュウヤボシテントウの寄生植物
　　　　　　　　　　適合性」について発表，情報収集及び
　　　　　　　　　　セラード農業研究所で講演
原　薗　芳　信　環境資源部　中　　　　国　　「砂漠化機構の解明に関する国際共同　8．13～8．16　科技庁振興

　　　　　　　　　　研究」に係る砂漠地の気象観測　　　　　　　　　　　調整費
大　黒　俊　也　環境生物部　中　　　　国　　「砂漠化機構の解明に関する国際共同　8．13～9．8　科技庁振興

　　　　　　　　　　研究」に係る砂漠地の植生調査　　　　　　　　　　　調整費
横張　真環境管理部コロンビア第28回国際造園学会に出席し，「日本の8．14～8．29科技庁国研集会
　　　　　　　　　　農村地域における景観の特質と，保
　　　　　　　　　　全・整備」について発表
小西和彦環境生物部　インドネシア　「インドネシア作物保護強化計画　8．21～9．15　JICA
　　　　　　　　　　フェーズII」に係る大豆害虫の短期専
　　　　　　　　　　門家として参加
天　野　洋　司　環境資源部　フィンランド　「北極域における気圏。水圏・生物圏　9．4～9．22　科技庁

　　　　　　　　　　の変動及びそれらの相互作用に関する　　　　　　　振興調整費
　　　　　　　　　　国際共同研究」の調査地点決定及び泥
　　　　　　　　　　岩＋調査と試料採取
岡本勝男企画連絡室ブラジルリモートセンシングによる作物情報の9．9～10．6農水省（熱研）

　　　　　　　　　　収集と解析
皆　川　　　望　環境生物部　韓　　　　国　　「大韓民国農耕地高度利用研究計画」　9．10～10．31JICA

　　　　　　　　　　に係る線虫生態・防除の短期専門家と
　　　　　　　　　　　して参加
鶴　田　治　雄　環境管理部　タ　　　　イ　地球環境研究総合推進費研究課題「メ　9．14～9．21　農林水産省

　　　　　　　　　　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」に参加
八　木　一　行　環境管理部　タ　　　　イ　地球環境研究総合推進費研究課題「メ　9．14～9．21　農林水産省

　　　　　　　　　　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」に参加
山崎慎一環境資源部中　　国高分解能ICP一質量分析装置を用いた10．2～10．10中国科学院南京
　　　　　　　　　　環境試料中の微量及び超微量元素の分　　　　　　　　土壌研究所
　　　　　　　　　　析手法に関する研究の紹介と討議
市川裕章環境生物部アメリカ第3回国際植物分子生物会議において10．6～10。12科技庁国研集会
　　　　　　　　　　　「形質転換植物における導入遺伝子の
　　　　　　　　　　伝達と発現の調節機構」について発表
西村　格環境管理部ノルウェー地球環境変化に伴う農林水産生態系の11．2～！1．21農林水産省
　　　　　　　ド　イ　　ツ　動態解明と予測技術の開発に関する海
　　　　　　　オーストリア　外調査
小林和彦環境資源部アメリカ紫外線とオゾンが作物の生長過程に及11．2～12．31科技庁
　　　　　　　　　　　ぼす影響の研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　振興調整費
行　本　峰　子　資材動態部　インドネシア　「インドネシア作物保護強化フェーズ　1L19～1L30JICA

　　　　　　　　　　　II計画」に係る評価調査
浜崎忠雄環境管理部フィリピン「フィリピン土壌研究開発センター計11．26　　JICA
　　　　　　　　　　画」に係る土壌生成分類の短期専門家　～H．4．1．25
小　原　　　洋　環境資源部　タ　　　　イ　タイ政府との今後の共同研究の打合せ　11．27～12。19　科技庁

　　　　　　　　　　　と東北タイにおいて熱帯林の耕地化に
　　　　　　　　　　伴う土壌変化の調査と観測を行う
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氏　 名　 所属　　出張先 用 務 期　間　 備　 考

松　村　　　雄　環境生物部　マレーシア　地球環境研究総合推進費による研究課　1．10～1．29　熱研（併）環境庁

　　　　　　　　　　　　題「熱帯林の生態系維持機構研究」に
　　　　　　　　　　　　係る「熱帯林生態系における昆虫相の
　　　　　　　　　　　　解明」
佐藤豊三環境生物部パラグアイ「パラグアイ主要殻物生産強化計画」　1．22～3．21JICA
　　　　　　　　　　　　に係る短期専門家
法　橋　信　彦　環境生物部　インドネシア　台湾（FFTC），インドネシア（DFCP），　1．25～2．2　FFTC

　　　　　　　　　　　　日本（JICA〉共催のワークショップ「水
　　　　　　　　　　　　田とダイズ畑における虫媒ウイルス病
　　　　　　　　　　　　の発生予察」の講義をする
陽　捷行環境管理部オーストラリアIPCC・第3作業部会（AFOS）主催「気1．18～1．25農林水産省
　　　　　　　　　　　　候変動と農林業に関するワークショッ
　　　　　　　　　　　　プに参加」
川　島　博　之　環境資源部　韓　　　　国　水質源調査結果の検討，システムの調　2．23～2．25　文部省

　　　　　　　　　　　　整ならびに本年度研究結果の取りまと
　　　　　　　　　　　　め方針の検討
伊藤　　治資材動態部イ　ン　ド国際半乾燥熱帯作物研究所3．3～11．301CRISAT
　　　　　　　　　　　　（ICRISAT）董類グループの主任土壌　（任期延期）

　　　　　　　　　　　　研究員
鶴　田　治　雄　環境管理部　オーストラリア　南半球大気微量成分共同観測ワーク　3．8～3．13㈹科学技術国際

　　　　　　　　　　　　ショップヘの参加および講演　　　　　　　　　　　　交流センター
古　畑　　　哲　環境資源部　フィリピン　フィリピン土壌研究開発センター計画　3．10～3．！9　JICA

　　　　　　　　　　　　巡回指導調査団の総括
封　馬　誠　也　環境生物部　イ　ギ　リ　ス　個別重要国際共同研究「遺伝子組換え　3．19～5．17科技庁

　　　　　　　　　　　　微生物の土壌からの検出技術の比較研　　　　　　　　個別重要
　　　　　　　　　　　　究」に係る関係機関との共同研究を実
　　　　　　　　　　　　施する
福　原　道　一　企画連絡室　中　　　　国　地球環境研究総合推進費研究課題「乾　3．22～4．6　環境庁

　　　　　　　　　　　　燥・半乾燥地の砂漠化に伴う環境影響
　　　　　　　　　　　　予測に関する予備的研究」の研究打合
　　　　　　　　　　　　せ
野　内　　　勇　環境資源部　ア　メ　リ　カ　日米共同研究に基づき，米国内の研究　3．28～4，16　科技庁

　　　　　　　　　　　　所及び大学において野外圃場における　　　　　　　　二国間協力
　　　　　　　　　　　　調光型紫外線照射装置の設計製作及び
　　　　　　　　　　　　今後の研究の方向性を討議する。
八　木　一　行　環境管理部　アメ　リ　カ　農業生態系から発生する温室効果微量　3．28　　　　科技庁長期在外

　　　　　　　　　　　　ガスの動態解明　　　　　　　　　　　～平．5．3．27研究員
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3．会計

（1〉予算

歳入
平成3年度農業環境技術研究所の歳入予算は，総額7，472千円であり，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試験収入（4，726千円），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 （792千円），及び試験場製品等売払代（587千円）である。

試験場製品は米麦等の試験研究の結果で不用となったものの売払である。

現金収入 （単位：円）

科　　目
雑　　　収　　　入
国有財産利用収入

　国有財産貸付収入
　国有財産使用収入
諸　　　収　　　入

　受託調査試験及役務収入

　弁償及返納金
　物品売払収入
　雑　　　　　　入

予算額

7，472，000

1，060，000

536，000

524，000

6，412，000

5，518，000

　9，000
632，000

253，000

備　 考

歳出
平成3年度における農業環境技術研究所の歳出予算（補正後）は，経常的経費，特別研究等経費，科学技術庁関係経費

及び環境庁関係経費に大別される。　　　　，

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

　けると，次のとおりである。

　人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，643，674，000

　事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600，035，000

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

　農林水産本省試験研究所に移用）は330，609，000円であり，その内容は，次のとおりである。

　①農林水産研究計算センターの運営に要する経費　　　　　　　　　　　 2，106，000

　②受託試験研究調査費　　　　　　　　　　　　　　　　　 3，412，000

　③機械整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85，022，000
　④特別研究費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11，991，000
　⑤総合的開発研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　17，123，000
　⑥一般別枠研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51，979，000

　⑦大型別枠研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　 76，446，000

　⑧バイオテクノロジー先端技術開発研究　　　　　　　　　　　　　65，948，000

　⑨その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16，582，000
3）科学技術庁関係経費（組織：科学技術庁，項：科学技術振興調整費，項：海洋開発及地球科学技術調査研究促進費，

　項：国立機関原子力試験研究費，項：放射能調査研究費より組織1農林水産本省試験研究機関に移替）は，次のとお

　りである。
　①地球科学技術特定調査研究費（項：海洋開発及地球科学技術調査研究促進費）　　　　　26，583，000

　②放射線利用研究（項：国立機関原子力試験研究費）　　　　　　　　　　　63，214，000

　③放射能汚染調査研究費（項：放射能調査研究費）　　　　　　　　　　　18，875，000

　④その他（項：科学技術振興調整費）　　　　　　　　　　　　　56，911，000
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4）環境庁関係経費（組織：環境庁より，組織：農林水産本省試験研究機関に移替）は，次のとおりである。

　（項）　国立機関公害防止等試験研究費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17，151，000

　（項）　地球環境研究総合推進費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55，644，000

平成3年度歳出予算一覧表
（単位：円）

科 目

（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

　　　　人　　件
　　　　事　　業
（項）科学技術振興調整費
（項）海洋開発及地球科学技術調査研究促進費

（項）国立機関原子力試験研究費

（項）放射能調査研究費
（項）国立機関公害防止等試験研究費

（項）地球環境研究総合推進費

　　　合　　 計

予算額 備　　考

関

所 2，574，318，000

費 1，643，674，000

費 930，644，000

費 56，911，000

隼費 26，583，000

費 63，214，000

曹
ノ
　

、
18，875，000

曹
／
　

、
17，151，000

費 55，644，000

2，812，696，000

（2〉国有財産

1）行政財産

区　　分 数
一

土 地 建物　敷
水
　
畑
そ
　
　の
　
計

立 樹　　　木
’
木
竹 立　　　木

建 建　面　積

物 延べ面積

工 作　　物

船
舶 雑　　　船

ム
ロ 計

量

　208，880㎡

田　 42，950

　149，670

他171，897

　573，397

2，228本

437m3

28，092㎡

55，775㎡

1隻

台帳価格

17，246，659，758円

38，867，066円

424，860円

6，010，222，804円

6，818，448，385円

117，925円

30，114，740，825円

2）普通財産

区　　分 数 量 台帳勘格

特　許　権　等 22件 1，310，721円

合　　　　　計 一 1，310，721円
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（3）機械等購入
（100万円以上）

整理番号

機械名 型 式 購入価格（円）　　所属研究室名等

03001　プリンター

03002　ワークステーションシステム

03003　草刈機

03004　ワークステーションシステム

03005　画像処理装置

03006　ワークステーションシステム

03007　ガスクロマトグラフ質量分析計

03008　地中探査レーダー

03009　高速液体クロマトグラフ

03010　全有機炭素計

03011　グロースキャビネット

03012　自記分光光度計

03014　画像処理装置

03017　降雨エネルギー測定装置

03018　土壌呼吸測定システム

03019　アミノ酸分析計

03020　冷却高速遠心機

03021　DNA増幅装置

03022　DNA増幅装置
03024　超遠心分離機

03025　顕微鏡ビデオシステム

03026　暗視野装置

03039　データ処理装置

03040　ガスクロマトグラフ質量分析計

QMS社カラースクリプト100M－10J

AS4075

バロネスHM110
SUN　SPARC　STATION2
浜松ホトニクスDVS－3000

富士通S－4／2

島津GCMS－QP2000A
光電製作所KSD－8

横河HP1090MシリーズII
島津丁OC－5000

コンバイロン社SlOH一特型

ベックマンDU－7400

メツク特注

ディストロメット社RD－69／ADA－90

アキツ計測PHT－M6
日立L－850S

日立CR20B3
パーキンエルマーシータス社PJ－2000

PC－700

ベックマンOptimaTLX

オリンパスSZH－ZB
リットンM－915A

キャンベラ2020

HP5890／5971A

03042　液体シンチレーションカウンター　ベックマンLS6000LL

03043　情報入力装置

03044　標準ガス発生機

03045　流量制御ユニット

03046　ガスクロマトグラフ装置

03048　分光放射計

03049　赤外線分光光度計

03050　ワークステーションシステム

03054　土壌圧膜測定器

03055　炭素窒素高速自動分析計

03056　水温記録装置

03057　赤外線ガス分析計

エヌエス・カルコンプ95480HA

エステックSGGU6000
筑波エンジニアリングOC－MFC

島津GC－14APsE型

オプトリサーチHSR－8000

富士電機FIRIS25

富士通S－4／2

大起理化DIK－3500

住化スミグラフNC－90A

離合社RMT
盟和LI－6262

1，924，040所　 共　 用

14，026，797地球環境研究チーム

1，575，900業務科
9，754，070環境立地研
4，284，800生物情報計測研

10，609，000情報解析・システム研

9，735，560大気保全研
4，655，600土壌生成研
9，110，839土壌有機物研

4，635，000水質特性研
9，400，000植生生態研
5，026，400薬剤耐性研
1，236，000資源・環境動態研

4，789，500土壌保全研
6，910，000植生生態研
6，695，000他感物質研
3，325，870寄生菌動態研
1，967，300土壌微生物分類研

2，458，610土壌微生物生態研

5，613，500土壌微生物利用研

1，803，427線虫・小動物研
2，348，400個体群動態研

2，620，111分析法研
6，216，050除草剤動態研

10，382，400分析法研
1，287，500地球環境研究チーム

2，884，000影響調査研
2，152，700　　　　〃

4，635，000　　　　〃

4，057，000生物情報計測研
21，630，000気象特性研
5，568，180気象生態研
1，130，486土壌調査分類研
5，045，043土壌有機物研

1，287，500水質保全研
3，077，640植生生態研
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（4〉特許等一覧表

発明の名称 発　明　者 出願年月日 特許・出願番号 備　　　　考

テトラデカー9，11一ジエニルアセ 湯嶋健，玉木佳男， 48．5．14 特許第933633号
テートを有効成分とする性誘引剤 野口浩

7一アルケンー11一オン化合物及びこ 湯嶋健，玉木佳男， 51．12．17 特許第1063275号

れを有効成分とする昆虫誘引剤 川崎建次郎

都市ゴミのコンポスト化処理方法 金須正幸，伊澤敏彦， 53．7．19 特許第1369268号

森本国夫

植物電気センサー 金子忠男，高辻正基 57．7．14 特許第1613187号

農園芸作物病害防除組成物 上杉康彦，片桐政子 58．2．21 特許第1287114号

14一メチルー1一オクタデセン，その製 玉木佳男，熊倉正昭， 58．7．26 特許第1312765号

造法およびその化合物を有効成分と 佐藤力郎，杉江　元
する昆虫誘引剤

オキナワカンシャクシコメツキ用性 玉木佳男，杉江元， 59．6．28 特許第1389525号

誘引剤 長嶺将昭，金城美恵
子

（E）一4，（Z）一10一テトラデカジエニルア 玉木佳男，杉江元， 59。12．3 特願昭59－25520！号

セテート，その製造法及びその化合 川崎建次郎，奥俊夫，

物と（Z）一10一テトラデセニルアセター 若公正義，氏家武，

トを有効成分とする昆虫誘引剤 本間健平，平野千里，

堀池道郎

5一テトラデセン酸メチルの製造法 玉木佳男，杉江元， 59．12．3 特許第1589436号

野口浩

土壌水分測定装置 粕渕辰昭 60．4．9 特願昭60－703538号

糖度測定装置 鶴岡久，高辻正基 60．7．30 特願昭60－166881号

ジメチルカーバメートよりなる殺虫 宍戸孝，昆野安彦 61．5．23 特許第1646045号

協力剤

土壌熱伝導率表示装置 速水和彦，久保田徹， 61．11．8 特願昭61－266342号 共同出願
粕渕辰昭，東尾一孝，

酒井千明，鈴木義明

カンシャノシンクイハマキ用誘引剤 玉木佳男，杉江元， 62．2．28 特願昭61－046253号

金城美恵子

オタクデカージエン・テトラインーカ 西山幸司 62。8．7 特題昭62－196431号

ルボン酸誘導体及びその製造法

（Z〉一7，9一デカジエニルアセタート 玉木佳男，杉江元， 63．7．22 特願昭63－181489号 共同出願

を追加成分とする昆虫誘引剤 長嶺将昭，金城美恵
子

9，11一ドデカジエニルブチレートと 玉木佳男，杉江元， 63．8．18 特願昭63－203850号 共同出願

9，11一ドデカジエニルヘキサノエー 長嶺将昭，金城美恵
トを成分とする昆虫誘導引剤 子

植物生育培地水分制御法 久保田徹，岩問秀矩， 63．9．20 特願昭63－233481号

加藤英孝，遅沢省子

（Z）一7一ドデセニルアセタートと（Z） 玉木佳男，杉江元， 63．9．29 特願昭63－242440号
一9 ドデセニルアセタートを有効成 川崎建次郎，北村實
分とする昆虫誘引剤 彬

土壌病害防除・植物生長促進剤 小林紀彦，飯島宏一 63．10．19 特願昭63－262627号 共同出願

シュードモナス属細菌P－4菌株・土 鈴井孝仁，成田勇 元．2．14 特願平1－32647号 共同出願

壌病害防除剤及び土壌病害防除方法

土壌耕私特性測定方法及び測定装置 久保田徹，岩問秀矩， 元．6．29 特願平1－165283号 共同出願
麻生尚，森広史
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　　　発明の名称
5一テトラデセン酸メチルを有効成
分とする昆虫誘導引剤

シバツトガの配偶行動撹乱剤

宿主ベクター系

形質転換されたイネ縞葉枯ウイルス
抵抗性イネおよびその製造法

シバツトガの誘引剤

芝生害虫の配偶行動撹乱剤

ヨトウガの誘引剤

　発明者
玉木佳男，杉江元，

野口浩

杉江元，野口浩，清
水喜一，河名利幸，

福田寛，山本昭，福
本毅彦，井原俊明

福本文良，佐藤守，

美濃部侑三

鳥山重光，朱亜峰，

早川孝彦

杉江元，野口浩，清
水喜一，河名利幸，

福田寛，山本昭，福
本毅彦，井原俊明

杉江元，野口浩，清
水喜一，河名利幸，

福田寛，山本昭，福
本毅彦，井原俊明

杉江元，野口浩，清
水喜一，河名利幸，

福田寛，山本昭，福
本毅彦，井原俊明

元

3

4

4

4

願年月日 特許・出願番号 備　　　　考

土．7．21 特許第1628011号 分割出願

1．12．27 特願平2－414676号 共同出願

3．4．19 特願平3－179089号

1．12．2 特願平3－318211号 共同出願

4．1．27 特願平4－35665号 共同出願

1．1．29 特願平4－38544号 共同出願

4．3．10 特願平4－86471号 共同出願
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4．図 圭
国

平成3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 300 62 362

洋 343 13 356

資料
（冊）

和 0 252 252

洋 0 16 16

雑誌
（種）

和 74 1，078 1，152

洋 197 283 480

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）

710 1，362 5，940 2，196 8，136

レ／ファレンス 外部への複写依頼 外部からの複写依頼

省内 77件 324件 2，110件

省外 40件 177件 94件

計 117件 501件 2，204件

他場所ヘコンテンツ・シートを提供

農林団地内の他場所からの来館者

筑波研究学園都市内の他機関からの来館者

一般（大学，民問などの）来館者

農環研職員が筑波研究学園都市内の他機関を利用

78誌（のべ　　1，972件）

156人（コピー3，533枚）

66人（コピー2，028枚）

120人
　7人

5．刊 行

　平成3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，資料に収録された論文題名は「IV．研究成果の

発展および広報」に掲載してある。

種　　　　　　　別 発　行 頁　数 発行数

農業環境技術研究所資料　第13号 4．2 308 2，000

農業環境技術研究所資料　第！4号 4．3 86 2，000

農業環境技術研究所年報　平成2年度 3．！2 142 2，000

農環研ニュース　No．18 3．7 14 2，000

農環研ニュース　NFo．19 3．11 18 2，000

農環研ニュース　No．20 4．2 10 2，000

解説シリーズ　No．1 3．10 12 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
3年4月

　5月
　6月
　7月
　8月
　9月
　10月
　11月
　12月
4年1月

　2月
　3月

1，706（65〉

189（45）

233（45）

283（38）

　74（10）

191（51）

272（70）

273（62〉

　41（36）

156（3）

114（21）

176（55）

一般公開1，568を含む

3，708（501）

主な視察者・見学者

（1）日本人

　3年4月9日　大臣官房秘書課松本調査官

　　4月11日　斎藤農林水産技術会議会長

　　4月24日　野菜供給安定基金谷野理事長

　　5月1日　杉浦農林水産政務次官

　　5月9日　農林水産技術会議事務局岡島総務
　　　　　課々長補佐
　　5月16日　日本農業研究所専務及び常務他

　　5月21日　大臣官房山本予算課長，大森予算

　　　　　調査官他

2名

5名

2名

4名

2名

4名

4名

5月23日　人事院広報室長，事務総長，及び　18名

　　　新聞社論説委員
6月24日　農林水産技術会議事務局現地視察　17名

7月12日　環境研究に関わる関係所長懇談会　12名

　　　一行
　7月17日　近藤農林水産大臣一行

　7月31日　農林水産省鶴岡大臣官房長，白井
　　　　官房総務課長
　8月20日　総務庁徳永副管理官

　8月22日　大蔵省表主計官補佐

　8月28日　大蔵省真砂主計官補佐

　10月2日　農林水産技術会議事務局上原連絡

　　　　調整課長
　10月9日　安原農林金融公庫副総裁

　10月18日　中央森林審議会一行

　11月12日　樋口人事院関東事務局長

　11月15日　生研機構佐野理事長，梅本調査役

4年1月31日　田名部農林水産大臣一行

　2月14日　浜口農林水産事務次官

　2月19日　山本三井造船副社長

　3月9日　松本農林水産技術会議会長

　3月16日　森科学技術庁科学技術会議議員

5名

5名

9名

4名

7名

1名

3名

27名

4名

2名

6名

3名

3名

3名

1名

（2）外国人

　3年4月19日 アジア・ソ菜研究開発センター理　19名
事会一行

　5月23日　米州政府協議会視察

　5月28日　Dr．A．L．Young米国農務省農務

　　　　長官他
　6月5日　Gabriel　Montes　Liamas農牧庁
　　　　長官（コロンビア）
　6月12日　カナダ林野ミッション視察

　6月21日　Dr．Owen　Thomas　Denmead
　　　　オーストラリア連邦科学産業セン

　　　　ター
　6月28日　EC環境アド・ホックー行視察

　7月20日　Dr．William　Tallent米国農務省

　　　　研究局
　9月6日　Dr．Sivapalnスリランカ茶業研究

　　　　所長
　9月10日　英国農業省D。Shannon主席科学

　　　　官
　11月7日　アルジェリア大使一行

4年1月14日TimoMelaフィンランド農業作
　　　　物研究所長
　2月26日　Edward　Martinsブラジル環境局
　　　　次官，Chisue　Kawasima大蔵省大
　　　　臣補佐官
　3月24日　日中合同作業部会

15名

3名

2名

8名

1名

6名

2名

4名

2名

7名

1名

4名

7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　　　　6行政サービスの改善及び合理化に関する事

員会　　　　　　　　　　　　　　項
健　康　安　全　協　議　会　各部関係者　　　　　　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
厚　　生　　委　　員　　会　各部関係者　　　　　二L3職員の福利厚生に関する事項

職　務　発　明　審　査　会　各部長等　　　　　　　9　職務発明の認定及び特許権の承継等の審査

防　災　対　策　委　員　会　各部長等　　　　　　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
筑波機械整備委員会　各部関係者　　　　　11　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
施設整備・運営委員会　各部関係者　　　　　13施設の整備，用地，庁舎及び別棟等研究施　専門部会を置く

　　　　　　　　　　　　　　　設の運営，エネルギー対策に関する事項

共用機器委員会各部関係者　　 7所共用機器類の整備及び管理運用並びに必専門部会を置く

　　　　　　　　　　　　　　　要経費等に関する事項
アイ　ソ　トープ委員会　各部関係者　　　　　12　アイソトープ施設の共同利用の調整及び放　専門部会を置く

　　　　　　　　　　　　　　　射線の管理
エックス線障害防止委員会　各部関係者　　　　　　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
組換えDNA実験安全委員会　　所内関係者・所　　　12　組換えDNA実験の安全確保に関する事項

　　　　　　　　外学識経験者

圃場委員会各部関係者　 14圃場及びこれに附随する施設並びに防風林専門部会を置く

　　　　　　　　　　　　　　　等の使用，管理，保全等に関する事項
広　　報　　委　　員　　会　各部関係者　　　　　10広報基本計画，一般公開，広報関係製作物　専門部会を置く

　　　　　　　　　　　　　　　に関する事項
図　　書　　委　　員　　会　各部関係者　　　　　　7　図書館の管理運営，図書資料の購入，収集　専門部会を置く

　　　　　　　　　　　　　　　保管，整理，閲覧，貸出し，複写，レファ
　　　　　　　　　　　　　　　レンスサービス等に関する事項
所報告・資料掲載論文審査会　各部長等　　　　　　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
非センター系端末整置管理運　各部関係者　　　　　5　非センター系端末装置の管理運営，利用調
営委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整及び必要経費等に関する事項

受託研究等審査委員会　各部長等　　　　　　　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
海外派遣・留学候補者選考委　各部長等　　　　　　　6　科学技術庁関係の海外派遣・留学制度に係
員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る候補者の選考

規程集編集委員会企画科長ほか　　14諸規程の改正に伴う規程集の整備に関する
　　　　　　　　　　　　　　　事項
組換え体利用に関する業務安　所内関係研究　若干名　組換え体利用に関する業務の安全性，適切
全委員会　　　　　　　　　　者・所外学識経　　　　　な実施を図るための規則の遵守に関する事

　　　　　　　　験者　　　　　 項

刊行物企画委員会各部関係者　　　8定期刊行物，新規刊行物，その多必要刊行専門部会を置く
　　　　　　　　　　　　　　　物の企画，審議に関する事項
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