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はしがき

農業環境技術研究所は，農業生産のための環境管理に関する基礎技術，農業活動に伴って農用地系外に影

響を及ぼす環境負荷軽減技術，および国土を保全する農業の持つ環境保全機能の発揮に関する研究を行い，

農業生産と環境負荷を調和させるための技術開発を目指している O さらに，農業活動が地球環境に及ぼす影

響や地球環境変動が農業生産に及ぼす影響など地球規模の問題まで研究対象にしている O

当所は，農業生産環境を含む農業環境の制御・保全・利用に関する先行的・基盤的技術開発を行う機関と

して，昭和58年に発足以来，これまでもその時々の情勢を踏まえた「農林水産研究基本目標」に合わせて，

昭和60年，平成 2年および平成 8年に研究基本計画を改定してきた。

一方，平成11年 7月に「食料・農業・農村基本法Jが公布・施行された。この基本法では，従来からの農

業所得や農業生産性の向上のみならず，食料の安定供給や自然循環機能の維持増進による農業の持続的な発

展がうたわれている O これを受けて平成11年11月にはゆ我が国の農林水産研究の重点的・効率的な推進を図

るため「農林水産研究基本目標Jが策定された。農業環境技術研究所では，この「農林水産研究基本目標」

に沿って，今後10年間の農業環境研究の研究計画を策定した。

この間， I農業と環境Jは同内外においてますます重要な問題になってきている O ひとつは，グローバリ

ゼーションの問題である。 WTOやOECDなどで，農産物貿易や農業政策の論議において環境保全が重視さ

れ，さらに， IPCCの温暖化防止など地球規模の環境問題も重要となり，その中でも農業と地球の関わりが

避けて通れない現実がでてきた。

一方で、は， 20世紀後半に急速に発達した鉱工業や革新的技術を用いた農業の集約化により発生した問題な

どがある O それは，有害重金属による農地の汚染，環境ホルモンなど微量化学物質の食物連鎖を通した生物

相における汚染，さらには遺伝子導入作物の生態系への影響など，もともとわれわれ人類が作り出したもの

による環境へのマイナス影響の問題である O さらには，農業生産の集約化・規模拡大や耕作放棄地の拡大な

どに伴う農業環境資源の劣化と多面的機能の低下の問題もある O

いずれにしても， 21世紀に予想される様々な環境問題は，農業問題と密接に関わっていることが明らかに

されてきた。環境問題は人口問題の解決をぬきにしては考えられない。人口問題は即ち食料問題であるし，

食料問題はまさに農業問題である O したがって，環境問題はとりもなおさず農業問題なのである O いうなれ

ば， 21世紀は「農業と環境」の時代といっても過言ではない。

このような状況のもとで， I農業と環境」の研究はますます重要性が増している O 大地と水と大気と生物

に悪い影響をあたえないで食料を供給するためには，農業生態系の持つ自然循環機能を活用し，健全な食料

を生産することがきわめて重要である O 当所は，今後もこうした視点に立って，食と環境の安全を確保する

研究を進めるつもりである O

ここにお届けする当所の平成11年度の活動をまとめた年報が，少しでも「農業と環境」のために役立てば

幸いである O 巻末に所員の研究成果などのリストを掲載した。関心のある方はいつでも必要な資料をご請求

いただきたい。

平成12年6月

農業環境技術研究所長

陽 捷行
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1 .研究実施の概要

1 .企画調整部

企画調整部では，地球環境研究チームが，地球規

模の環境変化と生物生産およびその環境との相互作

用に関する総合的な調査研究を実施している O

本年度は，地球環境変化が農業環境資源に及ぼす

影響解明と評価，地球環境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，農業生産活動が大

気環境に及ぼす影響の解明，および農業生態系にお

ける物質循環の解明に関して以下の研究を行った。

地球温暖化等による世界の農耕地域での穀物生産

力変動の推定を行なうため，アジア地域の主用作物

であるイネの栽培環境に関し，現状と気候シナリオ

条件における生産力の変化について解析した。栽培

期間の有効積算温度および有効水分(降水量と可能

蒸発量との差)が主要な栽培環境要素と考え， 2060 

年における数種類の GCMによる気候変化シナリオ

条件を与えて地域性を比較した。その結果，インド

及びインドネシアの一部で、農用水資源が不足し生産

力が減少するなどが示唆された。

地球規模の環境変動の影響を把握する手法として

衛星情報は非常に有効で、ある O そこで，高精度観測

衛星を利用した地球温暖化等に伴うアジアにおける

食料生産変動の予測手法の高度化の研究を実施し

た。現在分布する耕地の気候条件から，国別の農業

気候区分を行なうと同時に気候変化後の状態、を推定

した。その結果，東~南アジア全体で，温暖化と多

雨の影響によって農業生態系の分布が大きく変化す

ること，特に熱帯地域では乾燥帯が減少して湿潤帝

が増加することが明らかになった。

さらに，衛星データと数理モデルを用いた全球炭

素フラックスマッピングの基礎として，純 1次生産

力の面的分布を予測した。森林，草地などの生態系

別のフラックス実測値および数理モデルを利用し，

現在の陸域生態系における純 1次生産力を求めた。

対象年を 1992年 4 月 ~1993年 3 月とした場合，陸域

全体では52.8X 1012 kgCyr-1となった。このうち非

耕地の純一次生産力は37.2X 1012 kgCyr-1であり，

最近の研究 (Cao and Woodward， 1998) とほぼ等

しい値となった。このことから，ここで開発した手

法が有効であると考えられた。

酸性降下物が生態系の物質循環に与える影響の解

明にあたり，窒素負荷量の評価が重要である O そこ

で，土壌の酸性緩衝能と土壌からの亜酸化窒素発生

量の測定を行なった。八郷と観音台を対象に， Sr 

同位体比測定に基づいた風化速度に関する指標を推

定した結果，風化への砂画分の寄与が大きいこと，

花両岩母材土壌でも火山灰の影響により風化速度が

速いことが示された。また地点による亜酸化窒素発

生量の違いから，観音台では大気からの窒素負荷量

が多いことが示唆された。

地球規模の環境変化は，自然・社会システムに大

きな影響を及ぼす。このため，農業生態系の脆弱性

評価に関する研究を行なった。日本の水稲普通栽培

を対象として，気温および日射量の変化が潜在的収

量へ及ぼす影響，害虫の世代数の増大への影響，積

雪量の変化が水資源分布へ及ぼす影響について解析

した。その結果，温暖化によって東北や北海道で出

穂時期を早めることにより現在の生産量を維持でき

ること，ニカメイガが 3世代以上交代する地域が出

現すること，農業利用可能な濯税用水量が変化する

ことなどが明らかになった。

これらの研究の基盤として，精度のよい気候モデ

ルの構築が求められている O そこで，地表面状態が

変化する特徴を備えた農業生態系と気候環境との相

互作用を広域で表現するモデルを構築する研究を開

始した。具体的には，植生層，土壌層，大気境界層

の3層聞におけるエネルギー・物質交換過程のモデ

ル化を行ない，従来の気候シナリオと結合させる点

が特徴である O

農業が環境に及ぼす影響を評価する手法として
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LCAは極めて重要である O そこで， LCA手法を用

い水稲作における生産形態別の評価，すなわち COz，

NOx， SOxの吸収・発生等の環境影響評価を行なう

ため，関東地方における標準的な水稲栽培形態を対

象として，これらのガスによる環境負荷および浄化

の量の算定を行なった。戸塚・三宅 (1991) による

NOz， SOzの作物吸収モデルや袴田ら (1996)のCOz

収支に関する実測結果ほかを参考にし，栽培期間別

に収支解析を行なった。結果を集約したところ，栽

培期間全体では -1157. 4gCm -2 (吸収)，休耕期間

では498.5gCm -z (放出)となった。また， N02とSOz

の収支については，それぞれ，栽培期間ではO.97g

SOz m-z， O. 77g NOz m-
z，イ木事井期間ではO.86gSOz 

m 三 O.24gNOzm-zの吸収となることを示した。

環境変化の規模や特徴を情報化し共有すること

は，対策のための基礎として不可欠で、ある O 酸性雨

に関する被害認識と対策決定の国際比較を行った。

化石燃料の燃焼によるイオウ酸化物，窒素酸化物の

排出量増大が予測され，この影響の実態把握と対策

が急務であるといった観点から，酸性雨対策におけ

る先進地域であるヨーロッパ，越境大気汚染問題と

して影響の大きな中国，急激な酸性雨の増加が予測

されるタイを対象としてデータ収集と解析を行なっ

た。その結果，近年のヨーロッパで、は臨界負荷量の

導入が進んで、いる実態およびアジアでは国際的枠組

みがすぐにできる条件になく各国にその対策が任さ

れている現状が明らかになった。

また，異常気象災害に関して，マイクロ波センサ

情報利用等による災害実態の把握手法の開発を開始

した。マイクロ波センサと光学センサ情報，地理情

報を組合せて，主要穀物(イネ，コムギ， トウモロ

コシ)栽培地域での災害検知，擢災面積と作況を推

定する手法を開発する点が目的である O モデル地域

を決定し，作物ごとの栽培体系を明らかにすると同

時に，災害検知に有効な地理情報や指標，光学セン

サ情報，マイクロ波センサ情報を収集しデータベー

スを構築した。

物質循環の解明に関する研究として，農産物の貿

易に伴う主要国の窒素の流れを明らかにした。穀物，

肉類，果実類，野菜類，牛乳と乳製品の 5品目につ

いて，輸入による国内への窒素フローを解析した。

輸入相手国は，中国，カナダ，アメリカ，オースト

ラリアとした。その結果，含有窒素量の日本への流

入量は，穀類が圧倒的に多く 621千トンとなり，そ

の他の品目は 5千トン未満であった。穀類について

詳細に検討したところ，アメリカから日本へ全体の

約75%が流入していることなどが示唆された。

2 .環境管理部

環境管理部は，資源・生態管理科と計測情報科の

2科で構成され，農業環境の総合的な評価及び管理

に関する調査研究とそれに必要な計測及び情報処理

に関する調査研究を行っており，地球環境保全にお

ける農業生態系の機能の解明と評価並びに影響軽減

化技術の開発，及び農業生態系の総合的計画・管理

技術の開発に関する研究問題に取り組んでいる O

資源・生態管理科では，地球環境保全における農

業生態系の機能の解明と評価ならびに影響軽減化技

術の開発，及び農業生態系の総合的計画・管理技術

の開発に関する調査研究を行っている O

「地球環境保全における農業生態系の機能の解明

と評価ならびに影響軽減化技術の開発」に関する研

究では，以下のような成果が得られた。

「中国における砂漠化防止技術の適用に基づく土

地利用計画手法に関する研究」では，中国内モンゴ

ル自治区東部のホルチン草地を調査しこの地域が

栗色土でイネ科多年草によって特徴付けられるタイ

プと，風積砂土でイネ科一年草を王体とするタイプ

に区分されること，草地の退行指標として前者では

冷高や隠子草等，後者ではイネ科一年草や猪毛高等

の出現割合の増加や土壌の各層位の厚さ，粒径，有

機物含量が有効で、あることがわかった。

「土地利用変化に伴う温室効果ガスの発生・吸収

の現地調査とその総合評価」では，インドネシアの

土地利用の異なる 6地点の CH4とNzOフラックス

を測定し， NzOの発生要因は主に硝化細菌由来であ

ること、脱窒菌は NzOの発生にそれほど寄与して

いないことなどがわかった。「アジアの農耕地から

のメタン・亜酸化窒素の発生及び抑制技術に関する
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研究Jでは，中国の栽培体系の異なる水田(4地域、

8地点)からのメタン発生の結果をとりまとめた。

その結果，栽培期間中のメタン発生量は地点や処理

区により異なり，その範囲はO.3----205gCH4m-Zで

あった。

「窒素肥料・有機物の施用が大気・水環境に及ぼ

す影響の評価Jでは，NzOの発生量は分解速度の速

い有機物を施用した区が尿素区より多く，分解の遅

い午ふん区からの NzO発生量は尿素区の半分以下，

NO発生量は有機物区が尿素区より多いことがわ

かった。 ICH4，NzOの吸収・発生等の環境影響評

価」では，不耕起直播，耕起直播，及び耕起移植水

田からの CH4とN20のフラックスを年間を通じて

測定し，入水とともに NzOの発生が止み CH4が発

生し始めること ，NzOの発生は直播区で高く， CH4 

の発生は移植区で高いことがわかった。

「陸域生態系における CH4，NzO等のインベント

リーシステム構築の手法の高度化」では，日本の水

田，畑地，家畜腸内発酵，家畜糞尿処理，草地，森

林，湿地，バイオマス燃焼，間接発生における温室

効果ガスの発生・吸収量を評価した。

「農業生態系の総合的計画・管理技術の開発」に

関する研究では以下のような成果が得られている O

「主要国(農産物輸出国)における養分収支 MI

の策定Jでは，養分収支データベースの改良を進め

るとともに，発展途上国で養分収奪が問題となる国

の例としてマリ共和国の土壌調査を行い，日本が肥

料依存型生産，マリは土地(土壌肥沃型)依存型生

産と分けられた。「有機物分解過程のモデル化によ

る養分収支算定システムの拡充」では，農耕地に投

入された有機物が翌年以降にも残る問題を評価でき

るよう，有機物の経時的変化に関する現象の大枠を

おさえるコンパートメントモデルを作成し，養分収

支算定モデルの拡充を図った。

「農地の土壌侵食量把握及び侵食に伴う土壌生産

力変化の将来予測」では，侵食による土壌生産力変

動を見積もる式を作成し，フィリピンのロメロ川流

域のココナッツ畑が輸出農産物に変わった場合の侵

食量は現在の約 2倍になることを予測した。「耕作

放棄地の分布と立地特性の解明」では，茨城県のメツ

シュデータに基づき耕作放棄地の地域的特徴が解析

された。都市近郊では1976年から87年に10.7%の水

田が減少し農山村地帯では4.2%の減少であった。

標高別では10----40mで高かった。「水保全機能評価

のための土壌特性に基づく水動態モデルの開発」で

は，流域の水収支を明らかにするために地表流とな

らずに流域外に流出する地下水流出量を推定した。

「農用林等樹林地及びその周辺部における生物の

賦存量の把握Jでは，構内の樹林地に生息する鳥類，

アシナガバチ類，コガタスズメバチ，フクロウやヘ

ビ類，及び林床植生を調査した。「景観構造の類型

化とその評価の特性解明」では，水田と畑地景観を

評価する手法を開発し，アンケート調査によってそ

の妥当性を検証し，マップ化を試みた。

「ランドスケープ・パターン解析による農林地の

環境保全機能評価手法の開発Jでは，集落の単位が

環境保全機能の評価に有効であること，環境保全機

能を総合的に評価した結果，土地利用変化が著しい

丘陵地で評価が低いことがわかった。「平地農村に

おいて絶滅に瀕する生物の生態とランドスケープパ

ターンの関連解析・評価Jでは，全国の滞在的な湿

地面積に占める水田面積の割合をメッシュデータを

もとに推測した。「生態的特性に基づく各種被害防

止技術の評価と適用の体系化(サル)Jでは，サル

の被害を防ぐために電気柵を設置している 4地域に

ついて，電気柵の使用や設置場所の地形などを調査

し，地形図，航空写真，衛星両像等の地理情報を収

集した。「農村景域構造の変動に基づく環境保全機

能の発現様式」では，過去の採草地や松林は現在の

アクセス性が低いため放置されていること，現行管

理は過去の針葉樹林・農耕地と結びついたスギ・ヒ

ノキ林に多いことから，採草地や松林起源の草原性

植物は地域全体で減少していると考えられた。

「傾斜地水田を中心とした中山間地域における環

境保全機能の総合評価」では，メッシュデータを用

いて全国の傾斜地水同を，集水域の大きい凹型緩斜

面型，集水域が中程度の凹型急斜面型，集水域の小

さい等斉・凸型に区分した。凹型緩斜面では洪水防

止や水質浄化機能が，凹型急斜面では土壌侵食防止

や土砂崩壊防止機能が期待されることが示唆され
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た。「流域における景観計画・管理支援システムの

構築法Jでは，潜在農業生産力から見た重要な農地

を判断する評価システムを構築し，マップを作成し

た。多品目生産から見て重要な農地は畑地では中流

部に広く分布する黒ボク土壌地域，水田では沖積低

地の比較的排水のよい褐色~灰色低地士であること

がわかった。

計測情報科では，農業環境に関わる各種の情報を

正確に計測・分析するための研究と，取得された情

報を効果的に処理・解析する研究を行っている O

リモートセンシング等による農業生産資源の把握

では， SPOT/HRVデータの可視赤色域と近赤外域

を用いて VSW(植生，土壌，水分)指数を算出し，

水稲および4種の麦の栽培されているサンプル地点

のV とW 指数が限定された直線関係にあることか

ら，作付け面積を推定する手法を開発した。熱帯域

のリモートセンシングデータ処理法およびデータ

ベース化手法の開発では，インドネシアスマトラ島

ジャンビ州における 3地区の地上調査を行い，植生，

一次林，農園の開墾状況の現状の一端を明らかにし

た。衛星搭載次世代合成開口レーダの陸域観測仕様

の開発については RADARSATデータのファイン

モードのデータを用いて， X， L， C各バンドの耕

地反射特性を検討した。地球観測衛星データベース

作成手法の開発とそのデータベース利用による地球

環境把握技術の開発ではリモートセンシングデータ

アーカイブシステムについて+食言すした。

植物一環境情報の分光学的非破壊計測手法の開発

では，近赤外波長域を用いて葉の水分を評価する方

式および、ハイパースペクトル計測により得られた水

分吸収帯およびセルロース吸収帯を使って土壌およ

び作物残査を識別する手法を確立した。また，低高

度高精細度計測用 r3CCD型スベクトル画像計測

システム」を開発した。多スケールリモート計測と

モデリングによる植物機能評価手法では，熱赤外，

可視-近赤外計測と環境物理モデルに基づいて，気

孔コンダクタンス，植物群落の蒸散速度を高精度で

推定する手法を考案し，推定した水利用可能性指数

は直接計測した光合成速度と密接な関係にあること

を明らかにした。衛星両像と植物生長モデルによる

水田の広域モニタリングでは，衛星データでの稲生

育期間のモニタリングにより各土地利用カテゴリー

別に植生指数の時系列データを得，土地利用分類と

生育シミュレーションにより，サイト内での稲の収

量を見積もる手法を確立した。高時間分解能衛星

データを利用した植生のモニタリングでは，草地地

帯において，衛星 SARデータから草地，森林，裸

地の領域が同定できることを示し，各地目の面積割

合を考慮にいれて， NOAA AVHRRデータから草地

NDVIを高精度に評価する手法を考案した。これに

より，地域的な牧草生育の差異，あるいは短期的な

生育状況の変化が捉えられることが示された。マイ

クロ波衛星データ等による土地利用の計量化で

は 2時期の衛星 SARデータから 2毛作地域での

水稲作付け面積の推解析手法を確立した。さらに，

農地から住宅への地目変化地区の抽出，水田の放棄

地と還元田の抽出について解析手法を確立した。

41Kの長期間追跡のための新たな測定・解析手法

の開発では，モルモットが排法する糞・尿中の 41K/

全 K含量比， 15N/全 N含量比を高精度で測定する

ことで，糞・尿への標識えさ起源の K，Nの排世率

を算出する手法を開発した。気候，地形，農業形態、

が土壌，植物系のハロゲン元素の分布に及ぼす影響

では，内蒙古の土壌はヨウ素，臭素，塩素の 3元素

共極めて低く動物・人のヨウ素欠乏症が発現する恐

れがあること，ルソン島土壌は世界最高濃度レベル

のヨウ素を含有していることを明らかにした。ヨウ

素同位体核種の土壌表面から地下水層への浸透性と

作物による吸収性では，農環研構内の士層・地層お

よび土壌浸透水・地下水中非放射性吋濃度分布を

解析した。いずれも難透水性の常総粘土層(深度 2

-----4m) 以深にはほとんど浸透しないことが示唆さ

れた。フッ素等肥料起源陰イオン元素の表流水一土

壌浸透水一地下水系での動態では，上流域のフッ素

濃度は50マイクログラム/L前後と低くかっ一定な

のに対し，水田排水が入る中下流域河川I.湖沼水中

フッ素濃度は 2倍以上高く，特にかんがい期には200

-----250マイクログラム/Lまで高まる季節変動を示

すことを明らかにした。水質試料の金属元素の分析

では， ICP-MS法による水質試料の測定では，遷移
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金属類を中心に，かなり多くの金属元素が測定でき

ること，また，水質試料特有の測定上の特性として，

多量に含まれる Srや Baによる他元素への干渉が見

られることが明らかとなった。 Ga，Rh， Pdなどに

Baや Srによる影響があるが，これを回避する測定

法を明らかにすることができた。土壌ならびに作物

中の降下放射性核種の分析では，全国各農業試験場

の特定圃場で平成10年度の収穫期に採取された，水

田・畑作土およびそこで栽培生産された水稲・小麦

子実の 137Cs含量を明らかにした。東海村ウラン加

工施設 (JCO) 臨界事故に際して，茨城県内各地の

農作物23点と農環研圃場のほうれん草の測定をおこ

なったが，事故による人工放射性核種は検出されな

かった。

農業環境データの計測と解析のための統計的手法

の開発では，処理水準に順序関係が存在する場合の

有志性検定を検討しこれまでは，検定の計算が不

可能であったサンプルサイズが不揃いの場合につい

て，新たに Bartholomew検定の計算法を開発した。

さらにサンプルサイズ、が揃っている場合の数表を作

成し wwwにおいて公表した。超多次元情報解析

ツールの開発では，変量数が多く超多次元の構造と

なる場合である，栽培事例データベースと AMeDAS

気象データベースとを結合したデータセットに対し

て，ノンパラメトリック回帰による解析法を開発し

た。数量的評価に基づくデータ集約的系統分類理論

の開発では，核酸塩基配列に基づいて形質の重み付

けを行なう新たな方法を開発した。

COz倍増時の生態系の FACE実験とモデリングで

は， FACE (開放系大気 COz増加)実験によって稔

実モミ収量が増加するが，窒素施肥量が少ないと収

量増加が小さいこと，収量の変化はモミ数の変化と

パラレルであることが分かった。生長の途中経過を

見ると ，COz濃度上昇による生長促進効果は生育に

伴って減少した。 流体力学モデルを用いた FACE

の数値シミュレーションでは，数値計算では，ブロ

ワ一式 FACEではリングから 5m以上離れた所で

もCOzの吹き出しにより 0.1~0.2m/s の風速の増

加が認められたが， Rice FACEでは風速場・温度場

への影響がほとんど認められなかった。土壌-水稲

システムにおける炭素・窒素動態のモデリングで

は，高濃度 COzによるイネ体内における 13C. 15N分

配の変化は生殖生長期において顕著であり，穂への

分配割合が高まった。分配の変化は 13Cで 15Nより

大きく，穂の発育促進と関連して葉から穂への窒素

転流が早くなることが示唆された。生長モデルにも

とづく農作物生産の評価と予測では， Rice Network 

の6種類のイネモデルを 3場所 4データセットで

比較実験を行った結果，いずれのモデルも，キャリ

プレーション無しでは，観測値を適切に評価できず，

グローバル・モデルとは言い難いことが分かったっ

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科で構成され，農業気象，農業生態系の

土壌及び水質について，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 O

気象管理科では，農業気候資源の評価・分布と変

動特性の解明，地球環境変化に伴う生態系と大気と

の相互作用の解明，高濃度二酸化炭素が作物の生育

に及ぼす影響の解明，農業生態系における大気微量

気体の動態の解明及び大気一生物間の気象的相互作

用のモデル化など，地球規模の環境変化と農業生態

系の相互作用を中心とした研究を進めている O

気候資源については，気候資源の評価に基づく農

業生態系の変動予測手法の開発の中で，最新の 4つ

の大気大循環モデル (GCM)の温暖化数値実験結果

を日本列島を対象にして，統計的内挿法によりダウ

ンスケーリングし，二次メッシュ(約10kmx10km) 

の空間分解能を持つ局地気候変化シナリオを作成

し，その特徴を検討した。 3つのシナリオで西南日

本で、の降水量の著しい増加が予測され，作物栽培環

境にとって大きな変化が起こることが示唆された。

気候変化が農業生態系に及ぼす影響とその脆弱性の

評価では，アジア・オセアニア地域の温暖化に対す

る農業(穀物作付け期間)の脆弱性を水資源から評

価し，利用可能な水資源として 1年を通して作付
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け可能な地域(東アジア等)，作付け可能期間が 8

カ月以下の地域(インド等)， 4カ月以下の地域(砂

漠地及びその周辺)があることや， 1960---95年まで

の35年間の作付け可能期間における干ばつ月の頻度

は，中国東北部では20%以上もあり，水資源に対し

て最も脆弱な地域であることもわかった。

気象特性について，地球環境変化に伴う生態系と

大気との相互作用変動の解明では，北極圏海岸性ツ

ンドラにおける熱収支， COzとCH4のフラックスの

季節変化を観測した。 6月中旬の雪解け後，植生の

発達により COzの日積算量はマイナスになり 7

月中旬には20gCOz/mZ 
/ dayの最大吸収量となった。

一方， CH4は雪解け後の地温の上昇とともに発生量

が増加し 7月中旬にはO.20gCH4 /m2/dayの最大

日発生量を示した。これらの値は1995年観測の北極

域湿性ツンドラの値のおよそ1.5---2倍であること

がわかった。また，大気微量気体の大気・海洋中濃

度・組成の変動に関する観測的研究では， ~II路湿原

内の赤沼高層湿原(ミズゴケとスゲを主体とする群

落)で，ソーラーパネルを電力源とする渦相関法測

定システムを用いて， CO2のフラックスの季節変化

を観測した。 湿原は 6月初旬から10月中旬までの期

間は C02のシンクとなり 7月下旬から 9月中旬

には C02の吸収は 6g/m2/day以上であることがわ

かった

大気生態について，作物における炭素の動態・収

支に及ぼす大気二酸化炭素の影響では，水稲群落の

光合成・呼吸の炭素収支に及ぼす高 COzの影響を

調べた。高 C02は栽培期間全体を通して総光合成

量を10.3%増加し，炭素回定量の増加分に対する光

合成の寄与率は82.8%であり，残り 17.2%は単位乾

物当たりの呼吸量の減少のためであることがわかっ

た。また，地球環境評価のための植物による大気中

への水輸送動態の解明では，ダイズ群落の生育とデ

ジタルカメラ画像および分光反射率の関係を調べ

た。デジタルカメラ画像では，標準板を画像内に写

し込むことにより，群落上部の個葉の葉緑素量を推

定できた。反射エネルギーによって計算した正規化

植生指数と葉面積指数との関係は生育時期により異

なることが分かつたが，群落構造や群落上部の葉緑

素量などが異なったためと考えられた。農業生態系

における大気微量成分の動態については，農業廃棄

物の燃焼廃棄から多量の温室効果ガス等が発生する

ため，燃焼炉における農耕地雑草の燃焼実験を行っ

て，各種ガスの発生特性を調べた。一酸化炭素と炭

化水素類の発生ガス濃度との相関や，燃焼溢度が高

いほど炭素数の少ない分子と炭素数の多い分子との

比が大きい等の特徴を見いだした。さらに，生物の

もつ気象改良機能の解明および大気一生物聞の気象

的相互作用のモデル化と総合化では，遺伝子組み換

えBtトウモロコシの花粉が非標的昆虫であるチョ

ウの幼虫を殺傷するという可能性が問題となり，緊

急調査として， トウモロコシ花粉の飛散状況の数値

モデルによるシミュレーションと飛散数や落下数を

推計する統計的なモデルの開発を行った。圃場周辺

の風分布の観測と数値モデルのシミュレーションよ

り，草丈の影響で，風土側10mの範囲と風下側20m

の範囲内は弱い風速域を形成すること，また， トウ

モロコシ花粉の落下数は風下側で急速に減少するこ

とが明らかになった。一方，飛散数や落下数の推計

モデルでは，花粉の飛散数や落下数を実際の間場で

観測した結果を，風向と風速等を変数とする統計的

なモデルを開発し，花粉が毎日放出される条件で，

花粉落下数が5000個/cm2以上，あるいは1000個/cm2

以上でなければ汚染が問題とならないのなら，それ

ぞれ10m，30m離れれば安全であることを明らかに

した。

土壌管理科では，土壌資源がもっ生産及び環境保

全機能の増進を阿るため，土壌資源の分類法，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

ついての課題を実施している O 研究基本計画におけ

る中課題別に成果の概要を述べる O

土壌の生成過程の解明と分類法の開発では，微量

金属元素の移動分布に対する土壌生成作用の影響を

解明する課題を開始した。対象地域を茨城県新治郡

八郷町の帆崎川流域とし，低地(水田)，台地，山

地の標準断面土壌を層{立別に採取し，微量金属元素

を定量した。黒ボク土では土壌深度とともに重金属

濃度が減少する傾向がみられ，グライ低地土では下
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層で濃度の上昇がみられた。この分析値を対象地域

の土壌類型図に適用し，表層土壌の重金属濃度分布

図を作成した。

土壌資源の物理的特性の解明と機能評価では，活

性有機・無機成分の土壌団粒生成機能を解明する課

題を開始した。土壌団粒生成機能を有する各種活性

無機成分の機能の強弱等をデータベース化し，土壌

流出防止技術等のシーズとする O また，黒ボク土に

おける溶質移動をモデル化する課題を開始した。水

フラックスと保水量の実測値を用いてピストン流に

よる簡単な水移動モデルを作成し，これを土層内の

硝酸態窒素ピークの予測に適用したところ，見かけ

上，実測したピーク深さとほぼ一致していた。さら

に，不均一な水・溶質移動と発生過程を解明して、

これを定量化する課題を開始した。不撹乱土壌では

飽和透水係数を超える降雨強度で、，カラム上部が飽

和に達した後に不均一流が生じたと推測した。

土壌の化学的特性の解明と機能評価では，水分環

境の変化が土壌コロイドの機能に及ぼす影響を解明

する課題が完了し，土壌の乾燥に伴い水溶性炭素が

増加しこの水溶性炭素にマンガン酸化物溶解活性

があるため，土壌中マンガンやコバルトの形態を変

化させることを見出した。この成果は土壌の可給態

マンガンの定量法に新たな知見をもたらしている O

さらに，土壌中の重金属(銅，亜鉛，カドミウム)

の動態を解明するため，水溶態重金属をイオン形態

ごとに定量し，カドミウム・亜鉛は陽イオン，銅は

陰イオンとして存在する量が多いことを見出した。

生物と大気，土壌及び水の相互作用の解明と制御

技術の解明に関して多くの成果が得られた。根圏土

壌環境の化学的特性や作物による土壌蓄積リン酸の

可溶化機構の解明では，ラッカセイがフィリピンの

Tanay土壌 (Ultisol)でも旺盛な生育を示すのは，

土壌に蓄積した難溶性鉄型リン酸を溶解する能力に

起凶し，ラッカセイ根の細胞壁にある鉄型リン酸溶

解活性物質の化学構造を解明しつつある O また，作

物によるカリウム吸収能の機構解明では，カリウム

吸収能の高い作物が土壌のケイ酸を可溶化している

ことを見出した。さらに，内分泌かく乱重金属の吸

収における作物・品種間差とその吸収低減要因を解

明する課題を開始し，稲・大豆の穀実中のカドミウ

ム濃度に品種間差を認め，健全な食料を生産する一

つの方途を確立しつつある O

農薬，肥料等の環境中における動態解明と制御技

術の開発では，土壌からの成分流出等の環境影響を，

水稲の移植と直播栽培を LCA手法で比較し直播

では移植に比べて投入-搬出の未回収の窒素および

リンが多いことを解明した。

地球環境の変化が農業環境資源に及ぼす影響の解

明と評価で，ダイナミック土壌化学モデルを陸域生

態系へ適用する課題を開始し，土壌から塩酸溶液で

繰り返し抽出されるアルミニウムイオン濃度は，こ

のイオンと水素イオンが有機物と錯体を形成すると

仮定したモデルで説明できた。

農業生産活動が土地資源に及ぼす影響の解明で

は，熱帯林破壊による土壌変動を観測する課題が完

了した。耕地化に伴って，有機物に宮む暗色表層の

薄層化と淡色化，表層固相率の増大，表層 pHの低

下，畑土壌呼吸量の乾季における低下並びに雨季に

おける森林土壌と同水準までの回復等，物理・化学・

生物的性質の劣化を認めた。

農業生産活動が大気環境に及ぼす影響の解明で

は，農耕地土壌における炭素収支の変動を評価する

課題を開始し，黒ボク土畑土壌の炭素含量について，

モデルによる予測値と長期栽培試験圃場の実測値と

の適合性を検討し予測値が実測値より顕著に低い

ため，当該モデルにおける土壌有機物画分の分解率

を小さくすることで実測値に適合するようにモデル

を改良できた。

農業環境情報の処理法と利用システムの開発で

は，農耕地土壌資源の特性と変動を解析し，土壌炭

素含量には大きな変動が見られず，可給態リンはな

おも増加傾向を示し， pH (水)および交換性 Caは，

近年低下・減少傾向を認め，基準値との照合では，

各地目ともリンの不足状態が減少し過剰状態が増

加していた。

物質循環の解明では，施用有機物の無機化速度と

作物根圏環境要因を解明する課題が完了し，土壌中

の可給態窒素の供給源と考えられるタンパク質様物

質は，分子量9000ダルトンと均質で、，アルミニウム
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や鉄と結合した形態で存在すると考えられるデータ

を得た。

農業環境資源の変動予測と評価手法の開発では，

農業用排水系に堆積した土壌粒子の起源と拡散経路

を解明するための手法を開発する課題を開始し，水

田土壌懸濁液中のダイオキシン類に懸濁物質 SSが

占める割合は90------93%であり，残りは非 SS中のダ

イオキシン類で SS中ダイオキシン類濃度は土壌

中濃度より 1.3~ 2倍高く，濃縮比は土壌の粘土含

量が低いほど高い等の知見を得た。さらに，農耕地

土壌の肥沃度の長期変動を表す指標を策定する課題

を開始し，土壌肥沃度の基準値を生産力可能性分級

式の項目を用いて区分し 各区分における度数の変

化から肥沃度の変動傾向を解析した。

農業資源の総合的な保全・管理手法の開発では，

農地管理の粗放化が傾斜農地の崩壊と荒廃に与える

影響を評価する指標を開発する課題で，棚田地帯で

は耕作放棄によって 水管理を困難にする等の悪影

響が広範囲に及び耕作放棄が一定の割合に達する

と圃場整備も困難になることから 耕作放棄率自体

が農地管理粗放化に伴う傾斜農地の荒廃に与える影

響を簡潔に表す指標になりうることを明らかにし

た。さらに，農耕地からの表面流去水の発生に関わ

る土壌要因を解明して指標を策定する課題で，地形

的には山地と盆地からなり標高は19mから253mま

での調査対象地区を定め 土壌類型や土地利用等と

の要因と表面流去水の発生との関係を解析している。

水質管理科では，水資源の合理的な管理計画に資

するため，農業生態系における水質特性とその変動

要因の解明，農業生態系を利用した水質浄化機能の

解明と評価システムの開発，水質の動態の解明とモ

ニタリング手法の高度化技術の開発に関する研究を

行っている O

農耕草地の水質における有機物の動態と影響評価

では，畜産廃棄物が投入された畑台地における地下

水のトリハロメタン生成能 (THMFP) は，渓流水

や河川水よりも小さく，特に単位炭素当たりの生成

能が小さいこと，また農村集水域小河川水と同様，

紫外部吸光度 (OD269nm) と高い一次相関が得ら

れ， THMFPの簡易な推定法を明らかにした。また，

試料水の溶存態不揮発性炭素/臭素比が大きい程，

生成するトリハロメタンの中で CHCbの割合が高ま

ることを明らかにした。

農業水域における微量・超微量金属元素のスベシ

エーションアナリシスでは，これらの元素を分離・

濃縮するための新規キレート剤を開発した。特に，

合成したキレート剤は Zn，Cd， Hgと安定なキレー

ト錯体を形成することが明らかとなった。また，ア

シルアミノ基のアルキル部分がメチル基の場合には

水溶性，四級ブチル基の場合には水に不溶性の錯体

が生成するなどの新規キレート剤の性質を明らかに

した。

表流水中の微量・超微量金属の多元素同時分析に

よるモニタリングでは，重点基礎研究課題で，農業

用用排水中の微量・超微量金属を HR・-ICp.・-MS法に

よって分析した結果，人為の影響が殆どない渓流水

では， Sr， Baが顕著に高く， Vも高い濃度であっ

た。生活排水では Znが顕著に高く，霞ヶ浦用水で

はUが高い傾向がみられた。時期的変動では，非

j墓j段期に比して濯減期に Ba濃度が高い傾向であっ

たが，その他の元素については明瞭な関係はみられ

なかった。

自然浄化機能を組み込んだ水質(窒素)に関する

MIの策定では， I地形連鎖を有する特定流域の自然

水質浄化機能評価システムJに，各種フレーム値を

瞬時にマップ上に表示する機能，フレーム値を流出

負荷量に変換する機能などを強化した。本システム

によって霞ヶ浦集水域で，全窒素濃度や窒素流出負

荷量は農業・畜産系の噌加に対応して増加するが流

出までに 5~10年程度の時間遅れが存在すること，

窒素濃度が 6------7月期に明瞭な低下が認められ，そ

れは流量要因ではなく浄化機能によることを示した。

農林生態系の有する水質浄化機能の評価とその強

化技術の開発では，畑土壌の下層土を含めた亜酸化

窒素の動態を解明するためにローラーポンプを利用

した土壌空気採取j去を開発した。その結果，白菜残

j査すき込み後に作土において発生した亜酸化窒素は

地表から放出され地下水には達しないことを明らか

にした。また，別の地点では地下水中で最も亜酸化

窒素濃度が高く，下層ほど土壌空気中の亜酸化窒素
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濃度が高いことから地下水中での亜酸化窒素の発生

が示唆された。 河川底泥における亜酸化窒素吸収速

度の測定法を検討した結果，振とう条件は不可欠で

あることを明らかにした。

豪雨及び洪水に伴う農村流域の水質変動・負荷量

の実態解明とモデル化では，台風や集中豪雨が多

かった1996年度のデータを解析した結果，全窒素，

硝酸性室素，全リンの総流出量に占める降雨時の割

合は各々52.8，54.6， 69.9~であった。流出の急上

昇に応じて窒素濃度は穏やかに，リン濃度は急、激に

上昇した。一方，流出が低減していく間では窒素は

高濃度を持続する傾向であったが，リン濃度は急激

に低下することを明らかにした。さらに，土壌に吸

着されて懸濁態として河川へ流入するリンへの検討

が必要である O

施肥栽培が畑土壌浸透水水質に及ぼす影響の解明

では，施肥窒素の士層内移動のピークの中心と拡が

りは概ね相補誤差関数で表示できた。水移動時の液

相率0.8，dispersivity 4 cmを用いると，地下 2mに

おける地下水中の硝酸性窒素濃度の推移は良好な適

用を示した。浸透水水質のヘキサダイヤグラムに

よって，施肥窒素の種類による特徴を分類した。ま

た，構造改善局による全国一斉の農業用地下水水質

調査の点情報を，国公立場所の地下水調査結果で面

情報として補完する作業を開始した。

水質トレーサーとしてのチタンの利用では，重点

基礎研究課題で，農村集水域において水の懸濁物質

中の P/Ti比の解析によって家畜糞尿負荷と土壌負

荷について検討した結果，対象河川では0.21~1.38 

に対して，家畜糞尿の投棄地が散在する地区では

2.25~9.41 となり，両負荷の分別について可能性が

示唆された。さらに，新規プロジェクト研究の中で

も検討を進める予定である O

4 .環境生物部

と動態の解明，生物間ならびに生物と無機的環境や

農薬等の資材との相互作用の解明，多様性の評価，

及び管理技術の開発に関する調査・研究を行ってい

るO

植生管理科では，農業生態系の構成要素である植

生の特性ならびに環境保全機能を解明し，植生の安

定性を向上させる技術開発を行っている O

海外から侵入した野生植物が農業生態系に定着

し，分布拡大する実態，および侵入植物の生理・生

態的特性を解明している O 新潟市で採取した222個

体のタンポポ属について，葉緑体DNAのtm領域

の種特異的塩基配列をマーカーとして解析し， 182 

個体はセイヨウタンポポと日本産 2倍体タンポポと

の雑種であることが明らかにした。また，全国から

採取したチガヤ335系統をアロザイム酵素多型を

マーカとして解析し，日本のチガヤは九州に侵入し

北上したと推定した。侵入植物オオオナモミの果萄

中には大小 2個の種子が入っている O 両種子の出芽

特性を解明した。両種子を岡場に播き，翌春にそれ

らの出芽率を求めた結果，大きい種子の出芽率は高

いが，小さい種子の出芽率は低く，土中で休眠する

可能性が高かった。また，小さい種子の種皮を損傷

させると，出芽率は増加するが，損傷箇所を変えれ

ば，出芽率ならびに出芽時期が異なることを明らか

にした。また，遺伝子組換えナタネが近縁の作物な

らびに野生植物と交雑し，それらが定着・拡散する

可能性を評価するために，セイヨウアブラナを含む

近縁アブラナ科 5種について耕地外での生育状況を

調査した。セイヨウカラシナ，セイヨウアブラナは

河川敷きなどで群落を形成していた。コマツナ類が

農耕地から逸出し，非農耕地で生育している事例は

少なかった。しかしこれら 3穂は 3月下旬から 4

月中旬に開花するので，河川周辺ではこれらの種間

交雑する可能性は否定できないことを明らかにした。

農薬散布等の農業生産活動が水田生態系の植生の

構造ならびに動態に及ぼす影響を解明している O 茨

環境生物部は，植生管理科，微生物管理科，昆虫 城県内の 2ヶ所の河川水中の水田用除草剤濃度を季

管理科の 3科から成り，農業生態系を構成している 節別に調査した。メフェナセットやベンスルフロン

植生，微生物，昆虫，線虫などの環境生物資源につ メチルなど 4種の除草剤は 5月中旬に急速に高ま

いて，分類・特性の解明，機能の評価・利用，生態 り，その後，低下した。また，採取したこれらの河
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川水を使って，水田雑草・水生植物をポット栽培し

た結果，これらの河川水が水田雑草の生育を阻害す

ることはなかった。しかし，ジュンサイは 5月下旬

に成葉を縮小させ，アオウキクサは根を短縮させた。

近年，スルホ三ルウレア系除草剤に対して抵抗性を

もっ水田雑草アゼトウガラシが出現し，水田管理上，

問題となっている O そこで，この除草剤を散布する

と，枯死するアゼトウガラシ(感受性生物型)と枯

死しない抵抗性生物型を交配させ， FI， FIBlの除草

剤抵抗性の分離比を調査した。この抵抗性は単因子

優性遺伝するので，虫媒花である本種はハチなどに

よって花粉が運ばれるため，この抵抗性生物型は急

速に広がる恐れがある O 水田畦畔植生を省力的に維

持・管理するための基礎的研究を行っている O 畦畔

に在来多年生草本4種を組み合わせを変えて混植

し，植生の異なる群落を造成した。 3年間，刈取り

回数を変えて管理した結果，草種数が多い区ほど再

生が速く，刈取り後の地表面受光量が速く低下した。

刈取り回数の少ない区は年次が経過するほど再生が

遅れ，地表面受光量は減少しにくくなった。スギナ

は塊茎と根茎の旺盛な繁殖で拡大し，除草剤を散布

しでも防除することが難しい雑草である O そこで，

スギナの塊茎形成を制御する要因を解明するため

に，スギナの根茎切片を用いて塊茎形成を誘導する

培養方法を開発した。この培養法を用いると，約 2ヶ

月で塊茎が形成され，維管束周辺の形態変化を解析

することができた。今後，この培養法を用いて培地

の栄養条件と塊茎形成の関係を解明する O 休耕後の

水田植生の動態をタコノアシ(絶滅危慎種)の個生

態的特性から解明している O 数年経過した休耕田に

生育するタコノアシは栄養系由来の個体であった

が，休耕 1年目の圃場では実生由来の個体が多数，

出現していた。本種の埋士種子を耕起休耕田，不耕

起休耕田ならび、に水稲栽培を行っている水田でも確

認した。タコノアシはセイタカアワダチソウと競争

関係にあるが，前者の地上部現存量は後者の 1/5

と少なく，また茎部への投資が多かった。広域の植

生構造の変化を解明するために， '86年と '87年のラ

ンドサット TMデータを用いて日光戦場が原の植生

変動を調査した結果，木本や乾性草本の侵入にとも

なう湿原域の縮小を検出した。また 2時期の植生

分布のマルチフラクタル解析から，植生構造動態モ

デルの相互作用パラメータを導くことを可能とし

この植生分布のマルチフラクタル解析と植生構造動

態モデルを組み合わせて，広域的な植物群集変動の

推定システムを開発した。

植物問相互作用を解明するために，植物が隣接す

る植物の生長を抑制する作用，すなわち他感作用の

強さの検定ならびに他感作用物質の単離・同定を

行っている O 揮発性のアレロパシ一物質を簡易に検

出する方法を開発した。この方法は，検定植物の葉

をマルチディッシュに入れ，検定植物に及ぼす影響

をバイオアッセイ法によって検定し，同時に容器内

の揮発性物質をガスクロマトグラフ質量計で測定す

る方法である O この方法を用いて，他感作用の強い

揮発性物質をもっ被覆植物を探索した結果，クレオ

メ(フウチョウソウ科)の活性が最も強かった。こ

の葉に含まれる植物活性物質の主成分は，メチルイ

ソシアネートであり，レタスの発芽ならびに実生の

生育を100%阻害させる濃度は18ppm以下であっ

た。タイワンレンギョウ由来の植物生育阻害物質

DRl， 2， 3における阻害作用の化学構造を解明した

結果，阻害活性は Polygalacic acidを骨格とするア

ルゴリン部に由来することを明らかにした。またヒ

マラヤシーダの落葉には強い植物阻害物質を含み，

その物質はアブシジン酸であることを明らかにし

た。プラントボックス法でベトナム・ラオス周辺の

イネ100系統について，アレロパシー活性の強いイ

ネを探索した結果，赤米類に強い活性を持つをもっ

系統を発見した。また，阿波赤米はこれまで探索し

た中で最強のアレロパシー活性を持ち，その生育阻

害物質としてサリチル酸とモミラクトンを検出し

た。

さらに，土壌中の植物生育阻害因子の動態を解明

している O ソバはアルミニウム (Al)による生育阻

害を受けにくい植物である O その Alの解毒機構を

解明するために，ソバ植物体中の Alを含む画分を

ゲルろ過クロマトグラフィーにより精製し， Alの

化学形態を分析した結果，ソバは植物体中で Alを

3分子のシュウ酸と結合させることによって解毒し
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ていることを明らかにした。

農業生態系における植生が大気中の炭素収支に及

ぼす影響を解明している O 安定同位体分析を用いて

群落の CO2動態の解明ならびにモデル化安定同位

体自然存在比 (813C値)の分析を行い， C4植物

のトウモロコシ群落が光合成に利用する C02の供

給源を解明した。その COz供給源は下層では土壌

呼吸由来，上層で、は大気由来が多かった。また，こ

れらの測定結果から， トウモロコシ個体の光合成の

32%は土壌から放出された二酸化炭素を利用してい

ることを明らかにした。水田生態系における炭素の

動態・収支に及ぼす COz濃度上昇の影響を解明す

るために，開放系で大気 COzを増加させた区(FACE

区)と慣行栽培した対照区の田面水表面からの大気

中への COzフラックスを調査した結果，FACE区は

日中は大気から田面水が CO2を吸収し，夜間は田

面水から大気に放出していた。これに対して，対照

区は常に， 回面から大気中に COzを放出していた。

微生物管理科では，農業生態系に生息する真菌，

細菌，ウイルス及び線虫を対象に分類・同定，特性

及び機能の評価，変異・適応機構及び個体群動態・

生物間相互作用の解明に関する調査研究を通して農

業環境の保全に資する制御技術の開発並びに有用機

能の利用に関する研究を行っている O

分類・同定に関して，ニガウリ病原細菌及びソバ

病原真菌を同定し，病名をそれぞれニガウリ青枯病，

ソバ炭痘病とした。イネ科植物から分離される病原

真菌を同定し，ソルガム麦角病に病原菌を追加し，

ノシバ褐条葉枯病の病原菌を新たに記載した。暖地

型イネ科植物のミイラ穂症状を引き起こす Ephelis

菌の形態及びrDNA解析により， 19菌株をアワ紫穂、

病菌と同定し， rDNA-ITS領域の RFLP解析から 2

系統に分けられること，また，感染形態観察から，

本菌はエピファイトであることを明らかにした。種

籾から分離される細菌の16SrDNAのPCR-RFLPを

用いた類別方法は，種子からの分離細菌を合め植物

に常在する細菌群の類別に利用できること，また，

イネ親和性細菌及び非親和性細菌のイネ葉面での増

殖特性，病害抵抗性や病害感受性の誘導能力などを

解析した。類別の難しい炭症病菌は 5種類の制限

酵素を組み合わせた rDNA-ITS領域の PCR-RFLPで

識別できることを明らかにし，また，病原性欠損変

異体を作出した。線虫では，本邦産11種の Stein-

ernema属の昆虫病原性線虫は，感染体幼虫の形質

のほか，第 1世代成虫の形態観察，計測を加えるこ

とにより識別可能であることを明らかにした。また，

線虫の自動計数法を確立するため，顕微鏡から線虫

画像を取り込んで，画像解析の手法を適用して線虫

数を計数する方法を考案した。

特性解明と機能評価に関しては，イネ縞葉枯ウイ

ルスの感染・増殖に関わる蛋白質の機能を調べるた

め，昆虫培養細胞で蛋白質を発現させ，媒介虫での

発現も確認した。また，イネ縞葉枯ウイルス RNA

ボリメラーゼ活性を阻害する宿主因子を分離し宿

主因子の mRNAをPCRにより増幅した。イネもみ

枯細菌病菌の毒素産生遺伝子ノックアウト株を作出

し，毒素が病斑形成に関与することを確認し，また，

病原性を喪失したトランスポゾン変異株について一

部解析した。微生物遺伝資源として保存中の Burk-

holderia属細菌の最高生育温度と最適生育温度を調

査した。また，最高生育温度は供試培地により異な

ることを明らかにした。日本の白絹病菌は， rDNA 

のITS領域の RFLP分析と形態的比較により 5つ

のグループに分類されたが，このグループ聞の遺伝

的交流の可能性を検討するため，交配実験に用いる

ホモカリオン菌株を作出した。世界各地から収集し

た雪腐黒色小粒菌核病菌は，本邦産テスターモノカ

リオンの交配反応パターンから 4つの群に類別でき

ること，日本を含むユーラシア産菌株の mtDNA

シーケンスに基づく系統樹は 3つのグレードよりな

り，交配関係と一致することを明らかにした。芳香

族塩素化合物分解遺伝子の誘導物質クロロムコン酸

を，クロロカテコールから酵素変換で生成できるこ

とを確認し，また，イネ縞葉枯ウイルスの宿主との

相互作用を調べるため， RI標識した 2種類のウイ

ルス蛋白質を invitroで分離する方法を確立した。

変異と適応機構に関しては，多種の病原型に分化

している Psudomonas syringae群細菌の分化機構を

明らかにするため，本細菌群の有する毒素産生関連

遺伝子 (argK) を分子・遺伝子・ゲノムレベルで解



12 農業環境技術研究所年報平成11年度

析し，ゲノムが可塑性に富んで、いること，植物上に

おいて細菌間で遺伝子の水平移動が起きている可能

性を示唆する結果を得た。

有用機能の探索・解明と利用技術の開発に関して

は，放線菌のキチナーゼ生産と制御機構を検討し，

Streptomyces coelicolorで見いだされた 8つのキチ

ナーゼ遺伝子の発現を転写レベルで解析するととも

に，放線菌内で大量発現させたキチナーゼプロモー

ター結合蛋白質の遺伝子産物を精製し，その性質を

解析した。一方，農薬，有機溶剤など環境汚染物質

の微生物による分解機構を明らかにするため， 2，4 

ージクロロフエノキシ酢酸 (2，4 -D) の分解細

菌Alcaligenessp. CSV90株を対象に，分解遺伝子の

発現機構や化学物質の取り込みに関与する遺伝子の

機能を解析した。また 2ークロロ安息香酸を特異

的に分解する Burkholderiasp. TH 2株について，分

解遺伝子を解析し 2-ハロ安息香酸に特異的なジ

オキシゲナーゼ遺伝子群 (cbdABC) 及び第 2のカ

テコール分解遺伝子群 (cat2 )を有していること

を明らかにし発現の解析を行った。さらに，土壌

微生物の環境中における有用遺伝子の発現機構を明

らかにするため，Streptomyces属放線菌を対象に，

糖代謝関連遺伝子の欠損変異株や 2次代謝に関連

した突然変異株を用いて，それらの変異が 4種の菌

体外分泌酵素(アミラーゼ， s-ガラクトシダーゼ，

キチナーゼ，プロテアーゼ)の生産性などに及ぼす

影響の解析を行った。また，組換え微生物の開放系

利用に際して，より安全な組換え微生物を作出する

ことを目的に，スイサイド遺伝子システムの構築に

用いる生育阻害遺伝子をスクリーニングするための

宿主を構築するため，Pseudomonas putidaの染色体

に芳香族塩素分解遺伝子群 (cbn) を導入し，生育

阻害遺伝子の発現を制御するための Prプロモー

ター断片を合成した。

微生物個体群の動態解明に関しては，イネ科寄

生性細菌であるもみ枯細菌病菌及び苗立枯細菌病菌

の動態の解明に利用するために発光遺伝子を組み込

んだ形質転換体と，野生株との炭素源利用能には基

本的な違いがなく，利用可能と考えられた。イネ(品

種:コシヒカリ)生葉抽出物にはもみ枯細菌病菌及

び苗立枯細菌病菌の生育速度を抑制するものがみら

れることなどを明らかにした。

生物間相互作用の解明と制御技術に関しては，白

紋羽病菌の菌糸が，土壌中を伸長する性質を用いて，

新たな土壌微生物多様性評価法を確立した。果樹類

の紫紋羽病羅病リンゴ樹や白紋羽病擢病ナシ樹は，

病原菌が根系を伝って広がり，一つの催病樹は普通

一系統の病原菌が占有することを明らかにした。ま

た，紫紋羽病菌42菌株及び白紋羽病菌25菌株を対象

に病原性低下因子 (dsRNA)の探索を行い前者で31

株，後者で 8株がdsRNAを保有すること，多くの

菌株では複数のバンドが検出されることなどを明ら

かにした。また，微生物生態系への化学物質の影響

評価を目的に，比較的低濃度の物質撹乱の影響を，

資化選択性の低いグルコースと選択性の高いカテ

コールを多様性の高い土壌と低い土壌に添加し細菌

群集の応答パターンとの関係を調べ，動的解析手法

の開発を試みた。生物的防除資材への利用に資する

ため，Steinernema属及びHeterorhabditis属昆虫病

原性線虫のタネバエ，セマダラコガネ，アワヨトウ

に対する殺虫活性を調査し，タネバエ，アワヨトウ

に対しては S.タltiaeが高い活性を示し，セマダラ

コガネには S.kushidaiのみが活性を示した。

農業生態系の構造と機能に関しては，所内の不耕

起堆肥連用圃場からは34属にわたる線虫が検出で

き，属数や多様度示数は周辺の赤松林など非農耕地

で最も高く，慣行栽培圃場よりも不耕栽圃場の方が

高い知見を得た O

昆虫管理科では，昆虫の分類同定と特性解明，生

物間相互作用の解明とその利用技術の開発，及び各

種環境条件下における見虫群集の多様性評価を目的

として基礎的・基盤的研究を実施している O

分類に関しては，ハチ目ヒメバチ科に属し，ヨト

ウガ等のチョウ目害虫に寄生するアメバチモドキ

Netelia亜属について日本に生息する種を調査し，

既知種14種と未記載種23種を見いだした。また，カ

ンキツグリーニング病を媒介するミカンキジラミの

寄生性天敵の探索を行い， トピコバチ科及び、ヒメコ

バチ科寄生蜂各 1種の生息、を認めた。アザミウマ日

アザミウマ科については，新記録種 5属 5種，未記
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載種 3属 5種及びタイ産アザミウマ科の未記載種 1

属 1種を見いだした。コンビューターを使った害虫

の簡易同定診断システム構築のために， 11年度には

カンキツ害虫及び果樹のハダニ類の形態形質等に関

するデータを入力した。

行動に関しては，侵入害虫インゲンテントウの幼

虫を定温及び変温条件の高温下で飼育し，生育・繁

殖への影響を明らかにした。これまでの知見により，

半旬別平均気温が27.5
0

C以上及び半旬別最高気温が

32.5
0

C以上では本種の繁殖が著しく阻害されること

から，全国の気象観測所の平年値データを用いて本

種の分布可能地域を推定した。地球温暖化の過程で

予想される温度変動幅の増大が、熱帯から温帯にか

けて生息する昆虫類に及ぼす影響を解明するため

に，ニジュウヤホシテントウ及びミナミマダラテン

トウについて予備的調査を行った。各国から得たニ

ジ、ユウヤホシテントウについて交雑試験及びミトコ

ンドリア DNAの COI領域遺伝子のハプロイドタイ

プを比較したところ，本種は別種としてもよいと考

えられる複数の集団から構成されていることを明ら

かにした。害虫の移動特性については，チャノコカ

クモンハマキの飛刻活性をフライトミルを用いて調

査し 1晩に約 5kmの潜在的飛期能力を有するこ

と，飛麹適温は15.5---23
0

Cでチャハマキよりもやや

高温域で活発な飛湖活性を行うことなどを明らかに

した。また，シロイチモジヨトウ，ハスモンヨトウ

及びスジキリヨトウはいずれも雄の飛期活性が雌の

それよりも数倍高いこと，また，ニセタマナヤガ，

ウリキンウワバを含めて飛期活性の日周性，卵巣発

育及び交尾と飛期活性との関係を明らかにした。更

に，アワヨトウにトレハラーゼ阻害物質を与えて卵

巣の発達を抑制した個体は飛期活性をほとんど示さ

ないことを明らかにした。フェロモンについては，

果樹害虫であるツヤアオカメムシの集合フェロモン

の構造決定を行い， methyl Z2， E4， Z6 -decatrienote 

であることを明らかにするとともに，この物質が誘

引性を有することを野外試験により確認した。また，

チャバネアオカメムシの集合フェロモンもツヤアオ

カメムシを誘引することから，ツヤアオカメムシは

両種の集合フェロモンを見分けていないと考えられ

た。茶園で長期間交信撹乱剤を使用している一部地

域において，チャノコカクモンハマキ等が本剤に対

して感受性を低下させていることを明らかにし新

たに 6種類のフェロモン成分を含む交信撹乱剤を開

発し，野外試験を行ったところ，高い交信撹乱効果

を有することを明らかにした。

天敵に関しては，クリタマバチの天敵として導入

されたチュウゴクオナガコバチ及び在来寄生蜂クリ

マモリオナガコバチのミトコンドリア DNAの COI

領域遺伝子の塩基配列を調べ，各地の集団関でハプ

ロタイプを比較した。その結果，クリマモリオナガ

コバチの早期及び、晩期羽化型間で、は共通のハプロタ

イプが存在しなかったことから，早期羽化型のみが

他と別グループであることが示唆された。侵入害虫

マメハモグリバエに対する導入寄生蜂ハモグリコマ

ユバチとイサエアヒメコバチとの干渉作用を調べ，

後者は前者が寄生しているマメハモグリバエの幼虫

と寄生していない幼虫を産卵あるいは寄主体液摂取

のいずれの行動においても識別しないことを明らか

にした。さらに，マメハモグリバエに対するイサエ

アヒメコバチの寄生，寄主体液摂取及び蔵卵に関す

るシミュレーションを行うための基礎となる概念モ

デルを作成した。アザミウマにより加害された植物

から発生する揮発性物質のナミヒメハナカメムシへ

の影響について室内試験で調査したところ，ナミヒ

メハナカメムシ雌成虫は， ミナミキイロアザミウマ

の寄生の有無にかかわらず被害葉を有意に選択し，

また，機械的傷害を与えた葉も選択したが，アザミ

ウマ自身や無被害葉を選択することはなかった。

個体群動態に関しては，混植等の耕作環境の改変

によって害虫密度がどの程度低下するかを調べた。

キャベツとクローバーの混植区ではモンシロチョウ

の卵数及び幼虫数がともに有意に減少し，タマナギ

ンウワバの幼虫数も有意に減少した。また，モモア

カアブラムシとダイコンアブラムシも有意に少な

かった。しかし混植区ではキャベツの出荷部分が

有意に小さくなる問題が生じた。侵入昆虫ブタクサ

ハムシの個体群動態と帰化雑草ブタクサとの関係を

明らかにするために，まず手始めに本種の累代飼育

法，発育・生存期間，産卵数等について明らかにし
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た。作物抵抗性に対する昆虫個体群の遺伝的適応過

程の解明や遺伝的構成の変動予測を行うための基礎

的研究として，イネの抵抗性品種に対するトビイロ

ウンカの寄主適応を例に，品種加害性の遺伝率の推

定を行った。本年度は抵抗性遺伝子 Bph3を持つ中

間母本農10号を用いて，品種加害性の実現遺伝率を

0.20~0.24 と推定した。また，日本に飛来したトビ

イロウンカの品種加害性を調べ， Bph 1を持つ品種

への加害性は1988年以降に， bph 2を持つ品種への

加害性は1997年以降に高まったが， Bph3或いは bph

4品種への加害性は発達していないことを明らかに

した。

生物多様性に関しては 4年間にわたって水田の

環境が水生昆虫に及ぼす影響を調べ，最終年度のと

りまとめを行った。有機栽培水田では慣行栽培より

も水生昆虫の種数が多く，特にトンボ目で種数が多

かった。除草剤及び殺菌剤で、はいず、れの水生昆虫に

対しでも影響が少なかったが，殺虫剤はユスリカ科

幼虫及びゴマフガムシ属幼虫の密度を大幅に低下さ

せた。室内試験で供試した殺虫剤 9剤のうち 6剤

では濃度O.lppmでも高い死亡率となった。農村域

における昆虫相と環境との関係を解析する手法を開

発するために，チョウの種数と土地利用面積割合と

の関係を分析した。その結果，森林面積率が増加す

るに従ってチョウの種数が増加する傾向を認めた。

また，都市要素以外の土地面積のうち水田の占める

割合が増加するに従ってチョウの種数は減少傾向を

示すものの，水田面積率が80%を超える地帯でも

チョウの種数が多い例も多く，これは日本の水田地

帯には集落や寺社林等がモザイク的に存在し，多様

な要素を保持しているためと推察された。

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，土壌改良資材

等)の特性・動態・管理，農業内外の有機資源の農

業への利用並びに生理作用未解明元素の動態に関す

る研究を行っている O

農薬動態科では，農薬の特性の解明と機能の評価，

生態影響評価と動態解明及びその制御に関する研究

を行っている O

農薬の特性解明と機能評価に関して，次のよう

な成果を得た。殺菌剤関係では，ナシ黒星病菌の宿

主認識機構の解明のため，菌が胞子発芽と共に分泌

するタンパク質の解析と殺蔚剤メパニピリムによる

菌糸生育の阻害等作用性を調査し，さらに，各種黒

星病菌から単離したペクチン分解酵素の N末端ア

ミノ酸配列を比較して，菌の病原性分化との関連性

を解析した。また，アシベンゾラル Sメチル及び

DF -391を処理することで，キュウリべと病にも全

身抵抗性が誘導されることを確認した。殺菌剤耐性

に関連し，ストロビルリン系殺菌剤に交さ耐性を示

すキュウリべと病菌で，作用点タンパク質のチトク

ローム bの 1個がアミノ酸置換していることを明ら

かにした。殺虫剤の作用性に関する課題では，モモ

アカアブラムシの各種クローンに対するクロルニコ

チン系殺虫剤の感受性を調査し，クローン間及び薬

剤処理法による感受性の変動を明かにした。一方、

有機質肥料の使用により発生増加の傾向にあるタネ

バエ防除のため，その発生生態を 3年間調査しつ

くば一帯では 3月中旬から 6月初旬にかけての大き

なピークと 10月下旬から12月初旬の小さなピーク

が，通常年の基本的発生パターンであると結論した。

生物機能を利用した病害・雑草制御関連では，グ

レープフルーツ種子抽出物資材によるキュウリ炭痘

病，べと病，灰色かび病への高い発病抑制効果が確

認された。また，海藻アラメに由来する平均分子量

1300の多糖類ラメナリン関連物質にキュウリ炭痘病

の発病抑制効果が認められた。アブラムシ類の生殖

制御技術の開発に向けて，日長条件で異なる生殖形

式を示すワタアブラムシを検索し，長日及び短日条

件下で飼育した成虫の82.5kDa付近のタンパクパ

ターンが異なることを明らかにした。さらに，セイ

タカアワダチソウの幼苗のみに病徴を示す新病原細

菌Psωdomonassyringe群に属する10菌株を分離し，

微生物除草剤の開発素材としての可能性を示した。

生態系への毒性評価に関する研究を水生生物を対

象に11年度から新たに開始した。単細胞緑藻類に対

する各種除草剤の感受性を解析し成長阻害から増
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殖への回復性が11種の薬剤聞で速度的な差があるも

のの全ての薬剤に確認された。農薬の内分泌かく乱

作用の検定法を確立するため，影響指標生物として

体色により雌雄を判別できる d-rR系のメダカを選

択し，正常なライフサイクルが得られる飼育条件を

設定した。また，塩素系殺虫剤ケルセンのセスジユ

スリカにおける生体濃縮性解析のための試験濃度，

曝露方法等の試験系を検討した。

環境中における動態解明に関しては，次の成果を

得た。水中のスルホニル尿素系除草剤ベンスルフロ

ンメチル及び各種トリアジン系除草剤の残留分析に

免疫化学測定法の適用を図った。また，各種除草剤

について挙動を調査した結果，プレチラクロールは

田面水中で、処理 1日後にピークになりその後指数関

数的に減少すること，土壌水中で、 4週間後と中干し

後に濃度ピークが認められること，イマゾスルフロ

ンは散布 3週間後に下層土壌 (1-5，5 -10cm) で

の濃度がピークに達した後，漸減すること， トリア

ジン系薬剤は散布 2 年後でも土壌表層から深さ60~

80cmの土壌中で 1ppb程度検出されること等を明

らかにした。また，水系への農薬負荷とそれに伴な

う誘発二酸化炭素発生量は，稚苗移植栽培よりも耕

起j墨田直播栽培で高くなると解析した。農薬の大気

への拡散・移行量を測定するための流通式チャン

ノtーと湿式流下拡散デニューダ一方式大気中農薬捕

集装置，さらに臭化メチル放出量削減のための光触

媒積層シートを試作した。特に，後者の試作シート

の使用により，夏季でも臭化メチルの積算放出量を

1%以下までに削減できた。

土壌中における農薬等の分解除去技術の開発に向

けて，殺菌剤 PCNB及び除草剤シマジンの分解細

菌を木質炭化素材に集積・定着させ土壌に混和して

還流することで農薬は完全に分解されること，また

PCNB分解菌は 5塩化ダイオキシンをも分解するこ

とを明らかにした。 PCP分解菌関連では，その分

解生成物の構造は質量分析装置により C6H203CIの

組成からなるキノン様化合物と推定した。また，殺

虫剤 NACを高率で分解する新種の土壌細菌 2種に

よるカーバメート系殺虫剤 XMC，BPMC， MTMC 

の分解能を調査した結果，いずれの分解能も認めら

れるものの NACに対する分解能より低かった。

ダイオキシン類の農作物及び農業環境における汚

染問題の発生に伴ない，食の安全性確保のため，農

作物のダイオキシン類による汚染実態とその機構解

明に関わる研究を開始した。汚染水田土壌に栽培し

た稲体各部位のダイオキシン類濃度は，根>葉>茎

>籾殻>玄米であり，玄米中のダイオキシン類濃度

はO.0502pg-TEQ/ gであった。また，ニンジン，ホ

ウレンソウ，茶の汚染濃度は，従来からの報告値の

範囲内であった。ニンジンでの濃度は露地栽培>マ

ルチ栽培>トンネル栽培で栽培法による暴露軽減

と，根の皮むきによる削減の効果が確認された。さ

らに，ダイオキシン類の異性体パターンにより，農

作物から検出されたダイオキシン類の発生源及びそ

の汚染経路を解析したが明確な結果は得られず，今

後，試験方法等の検討が必要である O

肥料動態科では，肥料・土壌改良資材等の特性解

明と機能評価，有機資源の農用資材としての利用技

術の開発，肥料等の成分の農業生態系における動態

解明並びにその制御技術の開発に資する調査研究を

行っている O

肥料等の特性解明と機能評価に関しては，農地か

らの硝酸性窒素の溶脱抑制の見地から，生態系調和

型の陰イオン交換資材の開発を目指した研究に着手

した。既往の陽または陰イオン交換樹脂による硝酸

イオンの吸着能をカラム実験で調べた結果，陰イオ

ン交換樹脂によるその吸着能は，強塩基性，弱塩基

性とも HCL型で優れていることを確かめた。土壌

団粒化剤として使われている陽イオン交換樹脂(ポ

リエチレンイミンとハイモロック)は，弱塩基性陰

イオン交換樹脂と類似の硝酸イオン交換能を持つこ

とを明らかにした。

合鉄資材施用による水田土壌のリン酸可溶化に及

ぼす影響を検討した。無リン酸上壌にリン酸鉄と鉄

粉を加えて培養すると，鉄粉量に応じて土壌中の可

給態リン酸(プレイ第二法)量が増加すること，し

かし水溶性のリン酸ナトリウムと鉄粉を添加した

場合には，増加しないことを確認した。一方、リン

酸肥料連用土壌に鉄粉を加えて培養しでも，土壌由

来の可給態リン酸量はほとんど影響されないことを
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認めた。

有機質肥料中のリン酸は，その大部分が有機態リ

ン酸として存在するが，土壌中での行動，作物利用

率等に関する一定の知見が得られていない。本課題

では有機態リン酸の土壌中での存在形態、やその動態

を調べるために，土壌別に土壌浸透水中の溶脱リン

の形態をライシメータを用いて検討した。水質汚染

と関連の深い溶脱リンの内容を，全リン，全溶存リ

ン，懸濁態リン，無機態リン，溶存有機態リンに分

画してみると，砂壌土では無機態リンが，重埴土で

は懸濁態、リンが他画分リンよりはるかに多いことを

明らかにした。有機態リンの骨格をしめるフィチン

酸の黒ボク土への吸着試験の結果，その吸着反応は

オルトリン酸よりも，温度依存性の大きいこと，吸

着速度の遅いこと，吸着量の少ないことと関連して

移動性の大きいことなどを見いだした。

有機資源の利用に関しては，有機質肥料の緩効性

発現機構の解明と肥効調節技術の開発を目的として

研究を進め，有機質肥料の窒素成分の特性とその無

機化に対する土壌の影響を検討した。窒素無機化と

資材の粉砕粒度との関係をみると，ナタネ粕では粒

径間で無機化に対する差異があまりない。ところが，

魚粕では資材の粒径が細かくなるほど無機化量が増

加し，蒸製骨粉では逆に，粒径の大きいものほど無

機化量が多いという結果を得た。以上の知見を踏ま

えて，有機質肥料の窒素緩効性については，含有窒

素の形態組成のみならず，含有水溶性有機態窒素(タ

ンパク質)の土壌吸着の視点からも検討を加えた。

施肥窒素利用率向上のための有機質資材活用技術

の研究では，肥料と有機物の施用位置に着目して，

簡易な実験系を用いて検討した。ワグネルポットの

点施肥と根域局所施肥では，土壌無機態窒素量は稲

わら堆肥との併用によっていずれも減少するが，稲

わら堆肥の施用法ではほとんど差のないことを明ら

かにした。また，レタス生体重は根域局所施肥では

るかに優ることを確かめた。

肥料の動態解明に関しては，カドミウム等重金属

の土壌一作物系における吸収・移行・蓄積過程の解

明に関する研究が開始された。ダイズのカドミウム

とタリウム吸収に及ぼす各種イオン添加の影響，及

び安定同位体トレーサ一法によるカドミウムのダイ

ズ子実への蓄積状況を調べた。子実中のカドミウム

含量は，土壌 pHが中性付近で低下するが，タリウ

ム含量は土壌 pHによって大きな変化をせず，いず

れも低濃度であることを確かめた。なお，玄米中の

タリウム含量は，ダイズ子実よりもはるかに少な

かった。また，ダイズのカドミウム及びタリウム吸

収は，ホウ素添加によって若干抑制されることを認

めた。カドミウムのダイズ地上部への移行性は，爽

伸長期に顕著に増加することを明らかにした。

元素同位体組成によるコメの産地判別技術に関す

る研究では，ホウ素及びストロンチウムの安定同位

体並びに ICP-MSを用いてコメの同位体組成を検討

した。コメのホウ素及びストロンチウム同位体比は，

生産地による特徴が認められ，ホウ素同位体比の特

徴によりオーストラリア産米が，ストロンチウム同

位体比の特徴によりオーストラリア，中国，ベトナ

ム，カルフォルニア産米がそれぞれ区別できること

を明らかにした。なお，国産米については一部の地

域を除いて，西日本産米は束日本産米より，ストロ

ンチウム同位体比は高かった。

平地林の養分管理技術の開発では，防風林等農用

林の維持管理を目的に，微量要素等の施用効果につ

いて検討しホウ素と亜鉛の施肥が松苗全量及び枝

生育にプラスの効果を与えることを確かめた。

農業生産による環境影響を客観的に評価するた

め，水稲の移植栽培と直播栽培を対象に， LCA手

法の適用を検討した。水稲栽培のプロセスごとの肥

料，土壌改良資材施用に伴う養分収支算出法を整理

し，関連するインベントリー表を作成し，解析した

結果，両栽培における養分収支の差異は，主に基肥

と追肥量の違いによること，投入される養分の過剰

分が環境負荷につながる可能性を示した。
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ll. 平成11年度研究課題

1 .研究課題一覧

課題 〔研究問題〕
予算区分 研究期間 研 Kプ向しヲ生 分 担 担 当 者番号 研 qアbし 課 題

I 農業環境構成要素の分類及び特性解明

と機能評価

[1]農業環境構成要素の分類とその手法

開発

(1 ) 土壌の生成過程の解明と分類法の

開発

1 1 微量金属元素の移動分布に対す 科・重点基礎 継11~13 環境資源・土壌分類研 戸上和樹

る土壌生成作用の影響解明 (経常) 中井

小原 洋
2 2 「農耕地土壌分類第 3次改訂版J 経常 新12~13 環境資源・土壌分類研 中井

の補遺作成 小原 洋

戸上 和 樹

(2) 環境生物の分類・同定及びその手

法開発

3 細菌検査用培地の特性評価 経常 単12 環境生物・(微生物上席) 西山幸司

4 2 細菌の分類・同定とその手法の 経常(バイテク 継 7~16 環境生物・特性分類研 西山 幸司

開発 先端技術[ジー 門田育生

ンバンクJ) 篠原弘亮

5 3 真菌の分類・同定とその手法の 経常(バイテク 継 7~16 環境生物・特性分類研 月 星隆雄

開発 先端技術[ジー 森脇丈治

ンバンクJ) 西山幸司

6 4 Steinernema属線虫の分類 経常 継 8~12 環境生物・線・動物研 吉田睦浩

7 5 線虫の分類・同定・計数の自動 経常 継 8~14 環境生物・線・動物研 荒城雅昭

化，機械化に関する研究

8 6 膜題目の系統分類学的研究 経常 完 8~12 環境生物・見虫分類研 小西和彦

仕1)

9 7 アザミウマ目の分類学的研究 経常 継11~12 環境生物・昆虫分類研 桝本雅身

10 8 害虫の簡易同定診断システム構 総合研究[増殖 継 9~14 環境生物・昆虫分類研 小西和彦

築手法の開発 情報ベース] (果樹試) 足 立 礎

岸本英成

11 9 ミカンキジラミの寄生性天敵の 小事項 継11~13 環境生物・昆虫分類研 小西和彦
探索 (国際センター・沖縄) 河野勝行

[2J気候，土壌及び水資源の特性解明と

機能評価

(1) 気候及び土壌資源の物理的特性の

解明と機能評価

12 1 活性有機・無機成分の土壌団粒 経常 継11~12 環境資源・(土壌上席) 高橋義明

生成機能の解明
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課題

番号

〔研究問題〕

研究課題
予算区分|研究期間 研究分担 担当者

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2 黒ボク土における溶質移動のモ|経常

デル化

3 土壌中の不均一な水・溶質移動|経常

過程の解明と定量化

4 畑地土壌における硝酸態窒素の|環境研究

地下水到達経路と到達率の解明 I [自然循環]

(2) 土壌及び水資源の化学的特性の解

明と機能評価

1 水分環境の変化が土壌コロイド l経常

の機能に及ぼす影響の解明

2 耕地土壌における重金属の動態|経常

に及ぼす有機物の影響の解明

3 土壌粒子によるダイオキシン類|環境研究

収着特性の解明と懸濁物質凝集促 I[環境ホルモン]

進剤の探索・評価

4 土壌改良によるカドミウム吸収|行政対応特研

抑制効果判定技術の確立 I [カドミウム]

5 農耕地土壌中における微量重金|公害防止

属の存在形態の解明 I [微量重金属]

6 農耕草地の水質における有機物

の動態と影響評価

7 農業水域における微量・超微量

金属元素のスペシエーションアナ

リシス

8 表流水中の微量・超微量金属の

多元素同時分析によるモニタリン

グ

9 ~藍 j既水および雨水を媒体とした

微量重金属の農耕地への負荷量の

評価

10 豪雨及び洪水に伴う農村流域の

水質変動・負荷量の実態解明とモ

デル化

11 成層土壌における水および微細|経常

粒子移動の時間変化

経常

経常

科・重点基礎

[微量モニタリ

ング]

公害防止

[微量重金属]

経常

継11~13 I環境資源・土壌物理研

継11~13 I環境資源・土壌物理研

新12~14 I環境資源・土壌物理研

完 6~10 I環境資源・土壌化学研

~(11) 

環境資源・(土壌上席)

継 9~121 環境資源・土壌化学研

環境資源・(土壌上席)

新12~141 環境資源・土壌化学研

環境資源・(土壌上席)

新12~141 環境資源・土壌化学研

新12~16 I環境資源・土壌化学研

継 7~12 I環境資源・水質特性研

継11~15 I環境資源・水質特性研

単11 環境資源・水質特性研

新12~16 I環境資源・水質特性研

継10~12 I環境資源・水動態研

新12~13 I環境資源・水動態、研

夫

孝

拓

夫

孝

夫

孝

定

英

克

定

英

定

英

口

藤

木

口

藤

口

藤

江

加

鈴

江

加

江

加

之

弘

子

夫

明

弘

之

子

夫

明

之

夫

弘

明

弘

夫

之

弘

之

夫

俊

司

司

俊

知

泰

順

和

義

泰

知

順

和

義

知

和

泰

義

泰

和

知

泰

知

和

重

浩

浩

重

野

井

井

原

橋

井

野

井

原

橋

野

原

井

橋

井

原

野

井

野

原

山

場

場

山

牧

楼

酒

菅

高

楼

牧

酒

菅

高

牧

菅

楼

高

楼

菅

牧

棲

牧

菅

村

馬

馬

村

村山重俊

馬場 浩 司

村山重俊

馬場 浩 司

坂西研二

(国際セ)

芝野和夫

大嶋秀雄

中野恵子

芝野和夫

大嶋秀雄
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題

号
課

番

〔 研究問題〕

研究課題
予算区分|研究期間 研究分担 担当者

12 農業水域における微量・超微量|科・重点基礎 |単11

金属元素のモニタリング手法の開! [微量モニタリ

発 |ング]

27 環境管理・分析法研

環境管理・土壌分類研

環境資源・土壌化学研

環境資源・水質特性研

環境資源・水動態研

資材動態・微量要素研

環境資源・(科長)

[3J環境生物資源の特性解明と機能評価

(1 ) 環境生物の特性解明と機能評価

1 侵入帰化種からの遺伝子汚染の|科・流動促進 |継10~12 !環境生物・保全植生研

実態把握 I [侵入帰化植物]

(経常)

2 炭痘病菌における病原性分化系|経常 |継10~12 I環境生物・特性分類研

統の識別方法の確立

28 

29 

30 3 イネ科植物上に生息する細菌の|経常 |継11~15 I環境生物・特性分類研

宿主認識に関わる特性の解明

作物対応研究

[次世代稲作]

(経常)

8 イネ縞葉枯ウイルスの感染 増|経常

殖に係わる蛋白質の特性解明

9 白絹病菌の生態的諸特性の解明|経常

31 4 微生物遺伝資源の特性解明 バイテク先端技 i継 7~121 環境生物・特性分類研
術[ジーンバン

ク]

バイテク先端技|継 7~121 環境生物・寄生菌研
術[病原遺伝子]

(経常)

バイテク先端技|継 7~121 環境生物・(微生物上席)
術[病原遺伝子JI 環境生物・寄生菌研

継10~12 I環境生物・寄生菌研

継11~15 I環境生物・寄生菌研

継 9~13 I環境生物・土微生態研

10 雪腐黒色小粒菌核病菌の菌株間|行政対応特研 |完 9~11 I環境生物・土微生態研

の交配関係及び遺伝的類縁関係 I [低温環境代謝]

11 キトオリゴ糖類の高感度定量法|経常 |単11 資材動態・除草動態研

の開発 環境生物・士微利用研

之

樹

信

洋

弘

之

夫

俊

司

夫

男

晃

雄

貴

和

泰

知

和

重

浩

和

久

次

藤

土

井

原

井

野

原

山

場

野

田

株

科

粛

戸

中

小

棲

牧

菅

村

馬

芝

織

川

保

芝池博幸

治

雄

司

生

亮

司

司

生

雄

治

亮

彦

之

児

酌

実

丈

隆

幸

育

弘

幸

幸

育

隆

丈

弘

文

宏

耕

光

真

重

脇

星

山

田

原

山

山

田

星

脇

原

木

田

上

橋

山

森

月

西

門

篠

西

西

門

月

森

篠

鈴

津

畔

烏

高

畔上耕児

高橋真実

子

幸

幸

郁

直

直

部

本

本

岡

松

松

石坂員澄

宮下清貴

藤井 毅

児

之

彦

耕

宏

文

上

田

木

畔

津

鈴

32 5 Pseudomonas glumae及びその類

縁菌の病原性関連遺伝子の検索と

単離

6 イネ縞葉枯ウイルスの病原性や

宿主特異性と RNA複製酵素の遺

伝子構造の関係の解析

7 葉及び穂枯れ性細菌病に対する

水稲の感染防御機構の解明

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

(2) 環境生物の変異・適応機構の解明

と評価

1 植物寄生性微生物の寄生性及び|経常

動態の解明

継 9~15 I環境生物・寄生菌研
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題

号
課

番

〔研究問題〕

研究課題
予算区分|研究期間 研究分担 担当者

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

2 植物表生菌における遺伝子の水|先端技術開発研|継11------15I環境生物・寄生菌研

平移動・ゲノムの再編成の分子機 l究[組換え体産

構の解明 |業化]

(3) 環境生物の有用機能の探索・解明

と利用技術の開発

1 スギナの塊茎形成機構の解明

2 放線菌のキチナーゼ生産と代謝

制御機構の解明

3 微生物の環境中での遺伝子発現

の解析

4 内分泌かく乱物質分解微生物の

分解機構の解析と分解能の改良

5 単環芳香族化合物分解系の多様

性と分解機構に関する研究

6 アフイニティーパインデイング

アッセイによる微生物の環境シグ

ナル物質認識レセプターの単離・

解析法の開発

7 土着昆虫病原性線虫を利用した

土壌性害虫制御技術の開発

8 シノモン等化学交信物質の評価

に基づく天敵の寄主発見機能向上

技術の開発

9 アブラムシ類の生殖制御法開発

のための有性生殖発現機構の解明

10 除草活性を有する微生物の探索

及び評価

[4J 農用資材の特性解明と機能評価

経常 |完 6------10 I環境生物・他感物質研

~同
バイテク先端技 l継10------12I環境生物 士微利用研

術[形態・生理]

(経常)

経常 l継 9------14 I環境生物・土微利用研

環境研究 |継 8------ I環境生物・土微利用研

[環境ホルモンJI同------13

(経常)

基礎研究推進事 l継 9------13 I環境生物・士微利用研

業[環境微生物]

(経常)

原子力 |継10------14I環境生物・土微利用研

[アフイニティ]

環境生物・寄生菌研

環境研究 |継11------15I環境生物・線・動物研

[持続的農業]

環境研究 |継11------15I環境生物・天敵生物研

[持続的農業]

経常 |継11------15I資材動態・殺虫動態研

経常 |継10------13I資材動態・除草動態研

(1 ) 農薬の特性解明と機能評価

1 非殺菌性化合物による作物病害|環境研究 |継 8------12 I資材動態・殺菌動態研

抵抗性誘導機構の解明とその利用 I[持続的農業JI ~ (15) 
技術の開発 I (経常)

2 天然物由来の病害防除活性物質|経常(バイテク|継10~12 I資材動態・殺菌動態研

の探索と評価 |先端技術[新需

要創出J)

(2) 肥料等の特性解明と機能評価

1 含鉄資材の水田土壌における環|経常

境負荷抑止機能

2 有機質肥料・資材中の有機態リ|経常

ンの土壌中での動態解明

継10~13 I資材動態・多量要素研

継10~14 I資材動態・多量要素研

之

彦

児

宏

文

耕

田

木

上

津

鈴

畔

中谷敬子

藤井義晴

宮下清貴

藤井 毅

藤井 毅

小川直人

宮下清貴

小川直人

宮下清貴

貴

人

毅

毅

人

貴

実

彦

浩

昭

俊

清

直

直

清

真

文

睦

雅

雅

栄

下

川

井

井

川

下

橋

木

田

城

月

野

宮

小

藤

藤

小

宮

高

鈴

吉

荒

望

矢

鈴木 健

佐藤銚子

石井英夫

西村久 美 子

ゴピンダラガバン・スレシュ

石川由美

原口和朋

野副卓人

井上恒久

関口哲 生

井上恒久

野副卓人
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題

号

課

番

〔 研究問題〕

研究課題
予算区分|研究期間 研究分担 担当 者

3 肥料成分溶脱抑制のための生分|環境研究[持続|継11~15 I資材動態・多量要素研

解性アニオン吸着資材の開発 |的農業] (経常)

4 有機質資材の施用効果発現にお|経常 |継 8~121 資材動態・有機資源研
ける微生物の機能の解明

55 

56 

57 5 生ごみ堆肥化システム高度化の|経常

ための基礎技術の開発

経常

経常

経常

経常

バイテク先端技

術[組換え体産

業化]

バイテク先端技

術[組換え体産

業化] (経常)

完11~151 資材動態・有機資源研

削

6 有機質資材の肥効特性の解明と|環境研究 |新12~16 I資材動態・有機資源研

環境負荷低減のための肥効調節技 I[エコシステム]

術の開発

井上恒久

関口哲生

板 橋 直

山田和義(退)

木村龍介

木村龍介

山田和義(退)

板橋 直

板 橋 直

木村龍介

横山和成

(北農試)

森川千春

白 井洋一

白 井洋一

白 井洋一

斉藤 修

屋良佳緒利

白 井洋一

守屋成一

田中幸一

山 村光司

酒井 }II夏子

菅原和夫

人

哉

一

克

一

浩

利

人

遠

久

和

俊

成

洋

勝

茂

明

和

尾

黒

屋

江

井

口

本

島

津

松

大

守

杉

白

野

山

川

社

大

完10~121 環境生物・昆虫行動研
(11) 

6 侵入昆虫ブタクサハムシの関|経常 |新12 環境生物・天敵生物研

束・関西集団の起源推定 環境生物・見虫行動研

7 混作等植生管理を核とした害虫|環境研究[持続|継11~13 I環境生物・個体群研

群の総合防除技術の確立 |的農業]

58 

E 農業生態系における構成要素の動態・

相互作用の解明と制御技術の開発

[1] 環境生物の動態解明

59 

(1) 生物個体群の動態の解明

1 土壌微生物の群集構造と生残様(経常

式の解明

60 2 侵入害虫インゲンテントウの生

態解明

3 熱帯起源昆虫の環境適応と移動

分散過程の解明

4 茶樹害虫のローテーション防除

法確立のためのハマキガ類の飛期

活性評価

5 ヤガ類の飛期活性と増殖

61 

62 

63 

64 

65 

po 
po 

(2) 組換え体の動態・機能発現機構の

解明と管理技術の開発

1 芳香族塩素化合物分解微生物遺

伝子の移動・拡散の評価

67 2 鱗麹日昆虫に対する害虫抵抗性

遺伝子導入トウモロコシの安全性

評価

完 7~11 I環境生物・土微生態研

(石川県農総研センター)

継10~121 環境生物・昆虫行動研

継11~14 I環境生物・昆虫行動研

単11 環境生物・昆虫行動研

新12~15 I環境資源・土壌化学研

新12~15 I環境生物・植生生態研

環境生物・保全植生研

環境生物・個体群研

環境生物・昆虫行動研

環境管理・農村景域研

環境資源・大気生態研

資材動態・殺虫動態研
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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

80 

68 3 組換え体植物の開放系での利用

に伴う遺伝子拡散のリスク評価の

ための基礎的研究

4 外来及び組換え体等の新たな侵

入植物の定着・分散機構の解明

5 有用組換え微生物におけるスイ

サイドシステムの発現制御

先端技術開発研|継11~15 I環境生物・植生生態研

究[組換え体産

業化J(経常)

経常 |継 8~12 I環境生物・植生生態研

バイテク先端技|継11~151 環境生物・土微利用研

術[組換え体産

業化]

(1) 生物間相互作用の解明と制御技術

の開発

1 雑草制圧素材作出のためのアレ|経常 |継 8~121 環境生物・他感物質研
ロパシー現象の解明 I (作物対応研究

[次世代稲作J) 
2 畦畔植生における他感作用等の|経常 l継 9~131 環境生物・他感物質研
相互作用機構の解明

3 生物に由来する天然抑草活性物|バイテク先端技 l継 9~141 環境生物・他感物質研

質の探索・同定 |術[雑草防除]

(経常)

4 土壌中の植物生育阻害因子の動|経常

態解明

5 アレロパシー物質等植物が生産

する生理活性物質検定手法の開発

74 

75 

76 6 被覆植物を利用した雑草防御技

術の開発

継10~14 I環境生物・他感物質研

(香川大学)

バイテク先端技|継11~151 環境生物 他感物質研

術[組換え体産

業化]

環境研究[持続|継11~15 I環境生物・他感物質研

的農業J(経常)

松尾和人

伊藤一幸

人

幸

毅

人

貴

和

一

直

清

尾

藤

井

川

下

松

伊

藤

小

宮

晴

子

郎

子

晴

郎

郎

晴

子

郎

鋒

晴

郎

子

晴

郎

子

晴

郎

子

晴

子

郎

子

幸

男

幸

子

也

作

元

浩

浩

元

太

太

太

太

太

太

太

太

義

敬

俊

敬

義

俊

俊

義

直

俊

建

義

俊

敬

義

俊

敬

義

俊

敬

義

敬

俊

郁

直

治

直

郁

知

清

井

谷

舘

谷

井

舘

舘

井

嶋

舘

井

舘

谷

井

舘

谷

井

舘

谷

井

谷

舘

部

本

又

本

部

平

本

江

口

口

江

藤

中

平

中

藤

平

平

藤

中

平

馬

藤

平

中

藤

平

中

藤

平

中

藤

中

平

岡

松

勝

松

岡

赤

梅

杉

野

野

杉

ハ可
U

ρ
h
u
 

70 

[2J 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

71 

72 

73 

77 7 植物から環境中へのカテコール

化合物の分泌と周辺植物の応答現

象の解明

8 植物生態系における揮発性生理

活性物質の機能に関する基礎研究

78 

79 9 病原性低下因子 (dsRNA) によ

る土壌糸状菌の病原性撹乱

10 病原性低下因子の探索と評価

パイオニアヰ寺石汗

[カテコール]

(経常)

科・国際共同

[二国間型]

(経常)

経常

新12~14 I環境生物・他感物質研

新12~13 I環境生物・他感物質研

完 9~111 環境生物・土微生態研

(福島県果樹試)

基礎研究推進事|継1日 41環境生物 士微生態研

業[病原性低下

因子]

11 カメムシ類における集合現象の|経常

解明

12 性フェロモン利用を核としたハ l環境研究

マキガ類等害虫の総合防除技術の I[持続的農業]

確立 I (経常)

81 

82 

(青森県りんご試験場)

(千葉県農業試験場)

継10~121 環境生物・昆虫行動研

継11~13 I環境生物・昆虫行動研



II. 平成11年度研究課題 23 

題

号

課

番

〔研究問題〕

研究課題
予算区分!研究期間 研究分担 担当 者

83 屋良佳緒利

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

13 クリタマバチの導入，土着寄生

蜂の種間相互作用

14 寄生性天敵利用を核としたコナ

ジラミ，マメハモグリパエ等害虫

の総合防除技術の開発

15 作物の抵抗性に対する昆虫個体

群の遺伝的応答の解明

経常 |継11~ 13 I環境生物・天敵生物研

環境研究[持続|継11~13 I環境生物・天敵生物研

的農業]

経常 |継11~13 I環境生物・個体群研

16 植物多様性が昆虫個体群動態に|経常 |継11~13 I環境生物・個体群研

与える影響の解析

(2) 生物と大気，土壌及び水の相互作

用の解明と制御技術の開発

1 地球環境変化に伴う生態系と大|経常(環・地球|継 9~131 環境資源・気象特性研
気との相互作用変動の解明 l環境[二酸化炭

素吸収J)

2 作物における炭素の動態・収支|経常(戦略的基 l継11~15 I環境資源・大気生態研

に及ぼす大気二酸化炭素濃度の影|礎研究[FACE])

響 環境管理・情報解析研

3 生物のもつ気象改良機能の解明|経常(行政対応|継 9~141 環境資源・大気生態研

特研[緊急調

査])環境生物・植生生態研

4 根圏土壌環境の化学的特性の解|経常(科・フェ|継 6~121 環境資源・土壌生化研
明|ロ)

5 キマメ等植物分泌物による土壌|バイテク先端技|継 6~121 環境資源・土壌生化研
蓄積リン酸の可溶化機構の解明 |術[新需要創出]

(科・フェロ)

6 作物によるカリウム吸収能の機|経常 |完1日 1I環境資源 土壌生化研

構解明

7 内分泌かく乱重金属の吸収にお|環境研究 |継11~13 I環境資源・土壌生化研

ける作物・品種間差とその吸収低 I[環境ホルモン]

減要因の解明

8 カドミウム吸収能の低い作物品|行政対応特研 |新12~14 I環境資源・土壌生化研

種の選定 I [カドミウム]

9 水生・湿性植物を利用したダイ

オキシン類の吸着懸濁物質の移

行・拡散防止技術の開発

10 化学物質環境有害性予測手法に

関する研究一微生物生態系への影

響評価技術開発

11 塩素系有機化合物の穀類への吸

収・移行・蓄積機構の解明

行政対応特研 |新12~141 環境生物・植生生態研
[ダイオキシン]

耳

ハ

守

/

γ酎
u

r

i

-

-

十
白
川

i
、

?

盲

心

ゴ

性

学

長

御

大

農

土

葉

(

物

作

態

生

動

境

材
環

資

q

J

q

J

 

1

i

1

1

 

~

~

 

9

1

 

完

同

継

出

正

全

ン

は

安

モ

川

町

質

究

ル

日

物

r
ォ

寸

昨

噺

持

科

目

環

同

矢野 栄

田中幸一

山村光司

守屋成一

守 屋成一

田中幸一

山村光司

信

明

寿

光

人

彦

遠

人

人

治

ワ

卓

恵

治

芳

寸

八

九

リ

J
U

芳

尚

英

茂

和

明

茂

和

教

、

イ

高
、

会

孝

{

薗

田

田

井

島

林

島

尾

江

竹

山

谷

姉

山

江

原

宮

太

酒

川

小

杜

川

松

阿

村

大

杉

阿

沈

恵

治

人

人

人

治

恵

人

治

恵

幸

一

教

知

真

試

知

教

知

教

一

誠

曲
辰

山

江

尾

豚

北

尾

江

山

尾

江

山

藤

村

杉

阿

荒

山

荒

阿

杉

荒

阿

杉

伊

西

横山和成

(北農試)

鈴 木治夫

桑 原雅彦
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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

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

12 野菜等農作物のダイオキシンに|行政対応特研|継11~13 I資材動態・農薬管理研

よる汚染機構の解明 日ダイオキシン]

資材動態・(科長)

(3) 農薬等と生物との相互作用の解明

と制御技術の開発

1 水田およびその周辺の植物多様!経常(国際交流 j 継10~141 環境生物・植生生態研
性と除草剤流出との関係解明 I [日韓水田持続

性]) 

資材動態・除草動態研

2 除草剤抵抗性雑草の定着，拡散|バイテク先端技|完 9~111 環境生物・植生生態研
条件と遺伝様式の解明 |術[雑草防除]

(経常)

3 除草剤抵抗性雑草の遺伝子拡散|バイテク先端技|新12~141 環境生物・植生生態研
モデルの開発 l術[雑草防除]

(経常)

4 難防除土壌害虫タネバエの発生

生態の解明と環境調和型防除技術

の開発

5 農薬等有機化学物質の水生生物

に対する内分泌かく乱作用の検定

法の確立

6 植物病原糸状菌の薬剤耐性機構

の解明

7 ナシ黒星病菌の宿主認識機構の|経常

解明と化学的制御技術の開発

(東北学院大学)

経常 |継 9~141 資材動態・(農薬上席)

環境研究 !継11~131 資材動態・殺菌動態研
[環境ホルモン]

国際交流[薬剤|継 8~9 I資材動態・殺菌動態研

耐性遺伝子](経 I~同

常)

継 8~12 I資材動態・殺菌動態研

(香川大学)

(神戸大学)

8 広食性アブラムシ類の薬剤抵抗|経常 !継 9~131 資材動態・殺虫動態研

性機構及び寄主植物選好性の解明筑波大学)

と制御技術の確立

9 コナガの薬剤抵抗性機構の解明|経常 |継 8~131 資材動態・殺虫動態研

と抵抗性管理技術の開発

資材動態・(農薬上席)

10 農薬関連物質の水棲節足動物に|環境研究 (継1日 31資材動態 殺虫動態研

おける生物濃縮の解明 I [環境ホルモン]

(経常)

11 藻類に対する農薬等の化学物質|経常 |継11~13 I資材動態 農薬管理研

の影響評価

沫

雄

悟

子

照

康

裕

雅

井

原

原

路

段

石

小

石

上

幸

明

一

広

澄

幸

人

一

幸

人

一

夫

彦

一

浩

誠

和

異

一

和

誠

一

和

誠

勝

雅

藤

田

村

木

坂

藤

尾

村

藤

尾

村

近

原

右

伊

池

西

高

石

伊

松

西

伊

松

西

郷

桑

堀 尾 剛

石井英夫

ハンス・クールス

野口一美

西村久美子

ク1)シャン・ポンナンベルマ

石井英夫

秋光和也

朴 杓允

遠藤正造

鍋島 武

大津和久

遠藤正造

桑原雅彦

大津和久

遠藤正造

石原 悟

小原裕

石井康雄
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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

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

12 除草剤連用に伴う水田生態系雑|科・重点基礎 |単11

草の遺伝的多様性撹乱機構の解明 I[除草剤連用]

環境生物・(科長)

環境生物・植生生態研

環境生物・保全植生研

環境生物・他感物質研

資材動態・除草動態研

環境生物・昆虫分類研

13 農林水産生物等における内分泌|ファク 卜DBI新11~13 I資材動態・殺菌動態研

かく乱物質に関するデータベース I[内分泌かく乱

の開発 I DB] (経常)

[3J農用資材の動態解明及び環境負荷軽

減技術の開発

(1 ) 農薬，肥料等の環境中における動

態解明と制御技術の開発

1 土壌からの流出成分等の環境影

響評価

2 水田，畑地及び林地土壌の浸透

水中のリン酸の環境影響評価

3 各種水田土壌におけるダイオキ

シン類の流出特性の解明

4 各種有機物施用による窒素放出

安定化促進技術の開発

5 施肥栽培が畑土壌浸透水水質に|経常

及ぼす影響の解明

6 農耕地環境中における内分泌か

く乱物質の動態メカニズムの解明

とシミュレーションモデルによる

動態予測手法の開発

7 水田土壌におけるダイオキシン

類の消失特性の解明

8 耐圧固相抽出カートリッジを利

用した LC-MSによる農薬の超高

感度定量法の開発

9 シミユレ一シヨンモデルを用い

た系外流出リスク管理手法の開発

及び

1叩0 農薬の物理化学的性質と上壌と

の吸・脱着性及び分解特性との関

連解明

環境研究[持続

的農業] (経常)

環境研究

[持続的農業]

環境研究

[環境ホルモン]

環境研究

[エコシステム]

環境研究

[環境ホルモン]

(経常)

環境研究

[環境ホルモン]

経常

完10~ I環境資源・(土壌上席)

似)~11 1 

新12~14 I環境資源・(土壌上席)

新12~14 I環境資源・土壌物理研

新12~16 I環境資源・土壌生化研

継 8~12 I環境資源・水動態研

継11~13 I資材動態・除草動態研

新12~14 I資材動態・除草動態研

単12 資材動態・除草動態研

バイテク先端技|新12~141 資材動態・除草動態研

術[雑草防除]

(経常 I(側欣膳・研究開発部)

経常 |完 8~121 資材動態・農薬管理研

(11) 

村

藤

尾

村

黒

池

井

谷

舘

坂

木

村

本

尾

田三

伊

松

西

大

芝

藤

中

平

石

高

松

桝

堀

強

幸

人

一

哉

幸

晴

子

郎

澄

宏

雄

身

剛

太

一

和

誠

俊

博

義

敬

俊

虞

和

雅

高橋義明

高橋義 明

加藤英孝

治

人

恵

雄

子

夫

広

純

澄

教

知

秀

恵

和

和

裕

虞

江

尾

山

嶋

野

野

木

遁

坂

阿

荒

杉

大

中

芝

高

渡

石

石坂員澄

石坂虞澄

広

澄

大

雄

悟

和

巽

宗

康

裕

木

坂

戸

井

原

原

波

高

石

江

石

小

石



26 農業環境技術研究所年報平成11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

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

11 水稲作における農薬利用に伴う|環境研究 |完10~ I資材動態・農薬管理研

環境影響評価 I [持続的農業] I 側~11

資材動態・(科長)

12 免疫化学測定法による環境中の|経常 |完10~11 I資材動態 農薬管理研

残留農薬測定技術の開発

13 トリアジン系除草剤の環境中濃|科・社会基盤 |継10~121 資材動態・農薬管理研
度の把握のための免疫化学測定法 I[内分泌]

の開発とその応用研究 I (経常)

14 内分泌かく乱作用を持つ農薬の|環境研究 |継11~13 I資材動態・農薬管理研

大気を経由した周辺環境への移 I[環境ホルモン]

行・拡散評価手法の開発 I (経常)

15 臭化メチルと代替物質の放出抑|環・地球環境 |継11~13 I資材動態・農薬管理研

制技術システムに関する研究 I [オゾン層破壊]

(経常)

16 免疫化学測定法による環境水中 l経常

の除草剤メフェナセットの測定

17 ノニルフェノールの新規分析法|経常

の開発とその応用

18 肥料，土壌改良資材等の利用に

伴う環境影響評価

19 肥料等の土壌への利用からみた

LCA評価の検討

20 土壌改良のための資材施用法等

土壌管理指針の策定

21 平地林の養分管理技術の研究

22 元素同位体組成による米の産地

判別技術の開発

23 安定同位体トレーサー法による

重金属の作物への吸収・蓄積過程

の解明

24 肥料等に混在するカドミウムの

一般農耕地への負荷量と作物によ

る収奪量の把握

25 施肥窒素利用率向上のための有

機質資材活用技術の開発

(2) 農薬，肥料等の安全性評価・管理

技術の開発

環境研究

[持続的農業]

環境研究

[持続的農業]

行政対応特研

[カドミウム]

経常

単12 資材動態・農薬管理研

新12~14 I資材動態・農薬管理研

(国立環境研)

完10~ I資材動態・多量要素研

凶~11

新12~14 I資材動態・多量要素研

新12~14 I資材動態・多量要素研

継 8~12 I資材動態・微量要素研

パイオニア特研 l 完 9~111 資材動態・微量要素研
[一粒判定]

環境研究 l継11~13 I資材動態・微量要素研

[環境ホルモン]

小原裕三

稲 生圭哉

(農薬検査所)

石井康雄

石原 悟

上路雅子

石井康雄

雄

悟

沫

雄

悟

沫

雄

悟

沫

雄

悟

沫

沫

雄

光

敏

久

人

久

康

裕

照

裕

康

照

裕

康

照

康

裕

照

照

康

邦

呂

恒

卓

恒

井

原

原

原

井

原

原

井

原

井

原

原

井

谷

田

上

副

上

石

小

石

段

小

石

石

段

小

石

石

段

石

石

小

段

段

石

彼

森

井

野

井

関口哲生

井上恒久

織田久男

川崎 晃

川崎 晃

織田久 男

織田 久 男

川崎 晃

織田久 男

川崎 晃

山田和義(退)

板 橋 直

木村龍介

公害防止 |新12~161 資材動態・微量要素研
[微量重金属]

経常 |継10~12 I資材動態・有機資源研
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題

号
課

番

〔 研究問題〕

研究課題
予算区分!研究期間 研究分担 担当者

137 1 農耕地土壌微生物による有機塩

素化合物の分解機構の解明

経常

(フロンティア

[環境修復]) 

経常

(フロンテイア

[環境修復]) 

経常

(フロンテイア

[環境修復]) 

先端技術開発研

究[雑草防除]

(経常)

科・総合研究

[炭素循環]

(経常)

環・地球環境

[生物園脆弱性]

(経常)

環・地球環境

[酸性物質]

4 生態系における安定同位体比の|環・地球環境

測定による物質フローの解明 I [アジアブラツ

クス]

完 8~11

完 8~11

完 9~11

完 9~11

資材動態・除草動態研

資材動態・除草動態研

(東洋電化工業側)

資材動態・除草動態研

資材動態・除草動態研

継11~15 I環境資源・気候資源研

新12~16 I環境資源・気候資源研

継11~13 I環境資源・土壌保全研

企画調整・地球チーム

新12~14 I環境資源・土壌保全研

継10~12 I企画調整・地球チーム

継10~13 I企画調整・地球チーム

継10~13 I企画調整・地球チーム

石坂虞 j登

高木 和 広

吉岡祐一

佐藤桃子

広

純

澄

子

和

裕

虞

挑

木

遺

坂

藤

高

渡

石

佐

均

古

史

史

均

古

門

郎

人

子

子

郎

門

人

慎

康

康

慎

多

一

康

純

典

一

多

康

谷

藤

岡

岡

谷

藤

山

戸

藤

浦

山

戸

郷

郷

烏

後

石

石

烏

後

麓

谷

白

新

大

谷

麓

白

男

幸

之

生

幸

貴

男

男

幸

之

生

勝

正

博

賭

陽

正

基

勝

勝

正

博

一

一

陽

十
口
小

本

沢

島

一

服

沢

森

本

本

沢

島

東

岡

横

川

林

横

西

岡

岡

横

川

林

138 2 土壌機能を利用・強化した生分

解機構と機能発現条件の解明

139 3 林地薬剤分解微生物の探索・分

離と強力分解微生物の作出

140 4 雑草防除剤の環境動態及び残効

性予測技術とリスク評価手法の開

発

E 地球環境保全における農業生態系の機

能の解明と評価並びに影響軽減化技術の

開発

[1]地球環境の変化が農業生態系に及

ぼす影響の解明と評価

141 

(1) 地球環境変化が農業環境資源に及

ぼす影響の解明と評価

1 気候変化が農業生態系に及ぼす

影響とその脆弱性の評価

142 2 気候変化による農業生産力への

影響評価と対策技術の提示

143 3 ダイナミック土壌化学モデルの

陸域生態系への適用

144 

(2) 地球環境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

1 衛星データと数理モデルを用い|科・総合研究

た全球炭素フラックスマッピング I [炭素循環]

(経常)

145 

2 地球温暖化による世界の農耕地|行政対応特研

域での穀物生産力変動の推定 I [高精度衛星]

(経常)

3 高精度観測衛星を利用した地球|行政対応特研

温暖化等に伴うアジアの食料生産 I[高精度衛星]

変動の予測手法の高度化

146 

147 
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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

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

4 酸性降下物が生態系の物質循環|環・地球環境

に与える影響の解明 I [酸性物質]

(経常)

5 地球温暖化による自然・社会シ|環・地球環境

ステムの脆弱性の評価に関する研 I[生物園脆弱性]

究-農業生態系の脆弱性に関する I(経常)

研究

継11~13 I企画調整・地球チーム

環境資源・土壌保全研

(信州大学)

(北大学)

継11~13 I企画調整・地球チーム

環境生物・個体群研

環境資源・気候資源研

環境資源・大気生態研

6 農業生態系と気候環境との相互|環 地球環境 |新12~141 企画調整 地球チーム

作用のモデル化に関する研究 I [植生過程]

(経常)

7 COz倍増時の生態系の FACE実|戦略的基礎研究 l継 8~12 

験とモデリング I [FACE] (経常)

8 地球環境評価のための植物によ|経常

る大気中への水輸送動態の解明

9 植生構造動態モデルによる植物|環・地球環境

群集変動の推定システムの開発 I [人工衛星]

(経常)

[2J農業生態系が地球環境の変化に及ぼ

す影響の解明と評価並びに影響軽減

化技術の開発

(1) 農業生産活動が土地資源に及ぼす

影響の解明

1 熱帯林破壊による土壌変動に関|海洋・地球

する観測研究 I [熱帯林]

継10~15

完 9~11

環境管理・情報解析研

(東北農試)

(国際センター)

(千葉大学)

(東京大学)

環境資源・大気生態研

環境生物・植生生態研

環境資源・大気生態研

企画調整・地球チーム

完 2~ 6 I環境資源・土壌分類研

~刷

(2) 農業生産活動が大気環境に及ぼす

影響の解明

1 水稲作における生産形態別|環境研究[持続|完10~11 I企画調整・地球チーム

LCAの評価-C02' NOx， SOxの|的農業J(経常)

吸収・発生等の環境影響評価

2 CH4， N20 の吸収・発生等の環|環境研究[持続|完10~ I環境管理・影響調査研

境影響評価 |的農業] (経常) I 倒~14同

(農研センター)

(岡山県農業総合センター)

新藤純子

大浦典子

麓 多門

戸田任重

波多野隆介

林 陽生

山川修治

(日本大学)

横沢正幸

守屋成一

山村光司

鳥谷 均

石郷岡 康 史

後藤慎吉

井上 聡

横沢正幸

西森基貴

彦

己

行

之

紀

聡

人

明

人

幸

和

益

一

和

茂

茂

浩

茂

正

林

田

木

伏

田

上

島

田

島

沢

小

岡

八

犬

森

井

川

池

川

横

小原 洋

戸上和樹

中井 信

横沢正幸

林 陽生

雄

弘

子

夫

彦

治

泰

博

保

英

直

田

島

山

崎

橋

井

鶴

中

秋

尾

石

赤



ll. 平成11年度研究課題 29 

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

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

3 大気環境から見た LCA評価の|環境研究

検討 I [持続的農業]

(経常)

4 陸域生態系における CH4，N20 

等のインベントリーシステム構築

の手法の高度化

5 土地利用変化に伴う温室効果ガ

スの発生・吸収の現地調査とその

総合評価

6 農業生態系におけるバイオマス|経常

燃焼に伴うオゾン層破壊物質の動

態解明

7 大気微量気体の大気・海洋中濃

度・組成の変動に関する観測的研

究

8 地球環境変化に伴う北極域生態

系の温室効果ガス収支の変動解明

とデータの統合化に関する研究

9 微気象学的測定法による水田の

二酸化炭素とメタンの年間収支の

評価

10 農業生態系における大気微量気

体の動態に関する研究

環・地球環境

[温室効果]

環・地球環境

[熱帯アジア]

(経常)

海洋・地球

[地球温暖化]

(経常)

科・国際共同

[二国間盟]

(経常)

経常(環・地球

環境[アジアフ

ラックス]) 

経常

11 日本の農耕地土壌における炭素 l環・地球環-境

収支の変動評価 I [吸収源機能]

12 湿地生態系における温室効果気|科・重点基礎

体の収支の評価

(3) 農業生産活動が地球環境に及ぼす

影響の評価と制御技術の開発

新12~14 I環境管理・影響調査研

(岡山県農業総合センター)

(農研センター)

(岐阜大学)

継11~13 I環境管理・影響調査研

継11~13 I環境管理・影響調査研

環境資源・大気生態研

新12~14 I環境管理・影響調査研

完 2~111 環境資源・気象特性研

新12~13 I環境資源・気象特性研

新12~14 ¥環境資源・気象特性研

継 7~ 9 I環境資源・大気生態研

~同

環境管理・影響調査研

継11~13 I環境資源・土壌保全研

環境管理・(資生上席)

単11 環境管理・(科長)

企画調整・地球チーム

環境管理・環境立地研

環境管理・影響調査研

環境資源・気候資源研

環境資源・気象特性研

雄

彦

夫

博

雄

治

英

直

保

治

田

橋

井

崎

泉

田

鶴

石

赤

尾

小

鶴

弘

雄

人

郎

人

人

雄

子

弘

明

信

寿

信

明

泰

治

重

正

茂

重

治

博

泰

芳

尚

芳

島

田

藤

村

島

藤

田

山

島

田

薗

田

薗

田

中

鶴

須

米

川

須

鶴

秋

中

宮

原

太

原

宮

原菌芳信

宮田 明

郎

人

人

雄

人

郎

之

諮

生

幸

明

司

雄

均

史

吉

信

明

寿

正

茂

重

治

康

一

共

陽

正

俊

英

治

康

慎

芳

尚

村

島

藤

田

戸

山

田

野

沢

川

原

田

谷

岡

藤

薗

田

田
知川

米

川

須

鶴

自

火

口

袴

清

林

横

今

藤

鶴

鳥

石

後

原

宮

太
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〔研究問題〕
|予算区分|研究期間! 研 qアbし 分 担 It旦 当 者番号 研 qプbし 三果 題

167 I 1 中国における砂漠化防止技術の 環・地球環境 継10~ 環境管理・環境立地研 今川 俊 明
適用に基づく土地利用計画手法に [砂漠化評価] 仕1)~12 藤原英司
関する研究 環境資源・土壌保全研 谷山 一 郎

白 戸康人

環境生物・保全植生研 大黒俊哉

168 I 2 窒素肥料・有機物の施用が大 経常 継 9~15 環境管理・影響調査研 秋山博子

気・水環境に及ぼす影響の評価 鶴田治雄

169 I 3 アジアの農耕地からのメタンと 環・地球環境 単11 環境管理・影響調査研 鶴田治雄

亜酸化窒素の発生及び抑制技術に [温暖化抑制] 秋山博子

関する研究 (経常) 中島泰弘

須藤重人

170 I 4 アジアの農耕地における CH4 • 環・地球環境 新12~14 環境管理・影響調査研 鶴田治雄

N20の発生量の評価とその発生抑 [N20等対策] 秋山博子

制技術の確立に関する研究 (経常) 中島 泰 弘

須藤重人

環境資源・大気生態研 |米村正一郎

JlI 島 茂人

町 農業生態系の総合的計画・管理技術の

開発

[1]農業生態系に関する情報の計測・

処理システムの開発

(1 ) 農業環境情報の計測手法の開発

171 I 1 リモートセンシング等による了|行政対応特研 継10~13 環境管理・(計測上席) 斎藤元也

ジア地域の農業生産資源の把握 [高精度衛星] 村上拓彦

(経常) 石塚直樹

172 I 2 衛 星閥次世代…陸域観|海洋地球 継10~13 環境管理・(計測上席) 斎藤元也

測仕様の開発 [次世代 SAR] 石塚直樹

(経常) 村上拓彦

173 I 3 地球観測衛星データベース作成 経常(科・重点 継11~14 環境管理・(計測上席) 斎藤元也

手法の開発とそのデータ利用によ 支援[リモート 叢 敏

る地域環境把握技術の開発 センシング]) 冨久尾 4ー十'ミ

小JlI 進

174 I 4 衛星欄…レタイム解析の|行政問酬|新12~ヤ境管理(相席)
ための要因技術及びシステム構築 究[食料安全保 (アジア工科大学) 本多 潔

障] (経常)

175 I 5 糊 一環境情報の分間判経 常 |完7 1環境問隔測研

壊計測手法の開発 (作物対応研究 ~但) 富田淳志

[軽労化農業]) 

176 I 6 多スケールリモート計測とモデ 環・地球環境 完 9~11 環境管理・隔測研 井上吉雄

リングによる植物機能評価手法の [人工衛星] 富田淳志

開発 小川茂男

美濃伸之

177 I 7 衛星回像と植物生長モデル叶経常 継 9~1l 環境管理・隔測研 富田淳志

る水田の広域モニタリング (行政対応特研 ~同 井上吉雄

[高精度衛星]) 小川茂男

美濃伸之

178 I 8 高時間分解能衛星データを利用 経常 継10~12 環境管理・隔測研 美濃伸之

した植生モニタリング手法の高度 (科・総合研究 井上吉雄

化 [炭素循環]) 小 川茂男

富田淳志
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〔研 究 問 題 〕
|予算区分|研究期間|

番号 研 q九h品 三果 題
研 ゲブし巳 分 担 |担 当 者

179 I 9 マイクロ波鯨データ等による|経常 環境管理・隔測研 小川茂 男

土地利用の計量化 特研[高精度衛 井上 吉雄

星]) 美濃伸之

富田淳志
180 I 10 マイクロ波センサ情報利用等に 行政対応調査研 新12~14 環境管理・隔測研 小川 茂男

よる作付動向モニタリング手法の 究[食料安全保 井上吉雄

開発 障] 美濃 伸之

富田淳 志

11 リモートセンシングおよびモデ 経常 新12~14 環境管理・隔測研 井上 吉雄

リングによる植物・環境情報の計 富田淳志
測評価 小川茂男

美 濃 伸之

182 I 12 土壌ならびに作物中の降下放射 原子力[降下放 継58~ 環境管理・分析法研 駒村美佐子

性核種の分析および研究 射性核種] 結田康

183 I 13 ヨウ素同位体核種の土壌表層か 原子力[放射性 継10~14 環境管理・分析法研 結田康

ら地下水層への浸透性と作物によ ヨウ素] 粛藤 貴之

る吸収性

184 I 14 フッ素等肥料起源陰イオン元素(経常叩叩1山 1環境管理分析法研

の表流水-土壌浸透水-地下水系 射性ヨウ素]) 粛藤 貴之

での動態

15 水質試料の金属元素の分析 続常 |継…|環境管理分析法研
186 16 気候，地形および農業形態が土 経常(原子力[放継 7~12 環境管理・分析法研 結田 康

壌・植物系のハロゲン元素の存在 射性ヨウ素]) 

量とその分布に及ぼす影響

187 I 17 41Kの長期間追跡のための新た 原子力 [41K] 継 7~1l 1 環境管理・分析法研 |結田康
な測定・解析手法の開発 ~仕2)

188 I 18 中性子放射化分析法の環境影響 原子力[放射化 新12~16 I環境管理・分析法研 |結田康
元素・物質に対する新利用法と高 分析法]

度化技法の開発

189 I 19 同位体存在比の高精度測定法と|以子力

安定同位体のトレーサ法の開発 分析法] 牧野知之

菅原和夫

190 I 20 水質トレーサーと山チタン|科叩礎 い11
の利用 [微量モニ‘タリ 大嶋秀雄

ング]

191 I 21 中規模流域における環境負荷物 環境研究 新12~14 環境資源・水動態研 芝野 和夫

質のモニタリング手法の開発 [自然循環] 大嶋秀雄

192 I 22 水田におけるダイオキシン類収 環境研究 新12~14 環境資源・水動態研 芝野 和夫
支の把握 [環境ホルモン] 大嶋秀雄

中野恵子

(2) 農業環境情報の数理・統計的解析

手法の開発

193 I 1 農業環境データの計測と解析の|経常 |継 9~131 環境管理・調査計画研 l三輪 哲久

ための統計的手法の開発

194 I 2 超多次元情報解析ツールの開発|総合研究:増殖 継 9~14 環境管理・調査計画研 三輪 哲久

情報ベース] 三中 信宏

195 I 3 数量的評価モデルに基づくデー|経常 継10~13 環境管理・調査計画研 三中 信宏

タ集約的系統分類理論の開発

196 I 4 流体力学モデ叩いた FACEI経常(戦略的基円…|環境管理情報解析揃 |吉本真 由 美
の数値シミュレーション 礎研究[FACE]) 小林 和彦
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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

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

5 土壌-水稲システムにおける炭|経常(戦略的基|継10~12 I環境管理・情報解析研

素・窒素動態のモデリング !礎研究[FACE])

6 生長モデルにもとづく農作物生|行政対応特研 |継11~141 環境管理・情報解析研

産の評価と予測 I [リモセン]

(経常)

(3) 農業環境情報の処理法と利用シス

テムの開発

1 酸性雨の被害認識と対策決定の|環・地球環境 |継11~13 I企画調整・地球チーム

国際比較 I [リスク管理J I 東京大学)

2 マイクロ波センサ情報利用等に|行政対応調査研|新12~14 I企画調整・地球チーム

よる災害被害の把握手法の開発 |究[食料安全保

障J(経常)

3 インターネット対応型マルチメ|経常 |継10~131 企画調整・研技情報官
デイアデータベースの効率的管

理・提供手法の開発

4 熱帯域リモートセンシングデー|環・地球環境 l 継 9~ I環境管理・(計測上席)

タ処理法とデータベース化法の開 I[熱帯アジアJ I 制~13 I企画調整・地球チーム

発

5 日本における農耕地土壌資源の|経常 l 継10~121 環境資源・土壌分類研
特性と変動に関する研究

[2J 農業生態系における物質循環の解

明と制御技術の開発

(1 ) 物質循環の解明

1 農産物の貿易に伴う主要因の水

質の変動

2 主要国(農産物輸出国)におけ

る養分収支 MIの策定

3 有機物分解過程のモデル化によ

る養分収支算定システムの拡充

4 農業生産に基づく養分フローと

環境リスクの定量的評価

5 施用有機物の無機化速度と作物

根圏環境要因との関係

環境研究

[貿易と環境]

(経常)

環境研究[貿易

と環境J(経常)

経常

継 8~12 I企画調整・地球チーム

継 8~12 I環境管理・(資生上席)

継11~12 I環境管理・生態管理研

経常 新12~14 I環境管理・生態管理研

~甫周

小林和彦

小林和彦
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之
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隆
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博

圭
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正

陽

滋

藤
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賀

本

沢

藤

新

川

大

岡

横

林

粛

斎藤元也

岡本勝男

小原 洋

戸上和樹

中井 信

川島博之

(東京大学)

林 陽生

袴田共之

織田健次郎

島慎一郎

島慎一郎

阿江 教 治

山豚真人

(北農試)

大 谷 卓

(技術会議)

松本真悟

竹内 誠

高田裕子

駒田充生

伊藤一幸

西村誠一

経常 完 7~11 I環境資源・土壌生化研

(島根農試)

6 ダイオキシン類の流出 移行モ l 環境研究[環境 l 新12~141 環境資源 水質保全研

デルの設定と動態予測 |ホルモン]

耳
H
川

r
F
 

能仙生生中直
岳

r
，

'
相
川

4

凶
叫
寸-tL一

立
一
兄

'」1
1
4
V環q

L
 

A
Y
 

継宛九
耳
パ7

F
 

林
疋

3
4
E
 

基

|

)

的

沼

常

路

M
経

必
吹

E
且

/

〔

動

昇
の
上

素

度

炭

濃
る

仏

け

C

お

す

争

』

宇

品

系

及

能
μ

に

生

支
回

収

響

水

・

影

能
い
の

月

i



ll.平成11年度研究課題 33 

課題 〔研究問題〕
予 算 区 分 研究期間 研 qプhし 分 担 担 当 者番号 研 qプbし i果 題

211 8 安定同位体分析を用いた農業生 特別研究員 完 9~11 環境生物・植生生態研 野 口利枝

態系における CO2動態の解明と (経常) 伊藤一幸

モデル化

(2) 物質循環の制御技術の開発

212 1 自然浄化機能を組み込んだ水質 環境研究 継 8~12 環境資源・水質保全研 竹内 誠

(窒素)に関する MIの策定 [貿易と環境] 高田裕子

(経常) 駒田充生

213 2 農林生態系の有する水質浄化機 経常 継 8~13 環境資源・水質保全研 駒田充生

能の評価とその強化技術の開発 竹内 三成

高田裕子

214 3 農業環境水域の細菌群集構造解 経常 新12~13 環境資源・水質保全研 高田裕子

析手法の確立 駒田充生

竹内 誠

[3J農業生態系の構造・機能の総合的評

価法の開発

(1) 農業環境資源の変動予測と評価手法

の開発

215 農地の土壌侵食量把握及び侵食 環境研究 継 8~12 環境管理・環境立地研 今川俊 明

に伴う土壌生産力変化の将来予測 [貿易と環境] 松森 堅 治

216 2 耕作放棄地の分布と立地特性の 経常 継10~12 環境管理・環境立地研 藤原英司

解明 今川俊 明

松森堅治

217 3 気候資源、の評価に基づく農業生 行政対応特研 継 9~14 環境資源・気候資源研 後藤慎 吉

態系の変動予測手法の開発 [高精度衛星] 鳥谷 均

(経常) 石郷岡康史

218 4 大気一生物聞の気象的相互作用 経常 継11~16 環境資源・大気生態研 JII 島 茂人

のモデル化と総合化 (バイテク先端 杜 明遠

技術[組換え体 米村正一郎

産業化J) 井 上 聡

酒井英光

環境生物・植生生態研 松尾和人

(山形県衛生研究所) 高橋裕一

219 5 農耕地土壌の肥沃度の長期変動 環境研究 継11~12 環境資源・土壌分類研 中井

解析に基づく MIの策定 [貿易と環境] 小原 洋

戸上和樹

220 6 農業用排水系に堆積した土壌粒 経常 継11~13 環境資源・土壌保全研 谷山一郎

子の起源と拡散経路の解明手法の (行政対応特研 麓 多門

開発 [緊急調査J) 白 戸康人

資材動態・除草動態研 佐藤銚子

221 7 農業排水系における底質中のダ 環境研究 新12~14 環境資源・土壌保全研 谷山 一郎

イオキシン類蓄積量の解明 [環境ホルモン] 麓 多門

白戸康人

222 8 耕作放棄地の植生動態と生物相 経常 延 9~11 環境生物・保全植生研 大黒俊哉

保全機能の変動 ~同 井手 任

(2) 農業生態系の構造・機能の解明と

総合的評価手法の開発



34 農業環境技術研究所年報平成11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

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

1 水保全機能評価のための士壌特|経常

性に基づく水動態モデルの開発

2 農用林等樹林地及びその周辺部|経常

における生物の賦存量の把握

3 景観構造の類型化とその評価の|環境研究

特性解明 I [貿易と環境]

4 ランドスケープ・ノfターン解析

による農林地の環境保全機能評価

手法の開発

5 農耕地における土壌小動物の多

様性とその評価

6 農村域における昆虫相の多様性

とその評価

7 農耕地における水生昆虫の多様

性の解析

8 LCAの総合評価手法の開発

総合研究

[農村経済活性

化]

環境研究

[貿易と環境]

環境研究[貿易

と環境経常)

経常

環境研究

[持続的農業]

9 LCAによる評価手法のマニュ|環境研究

アル化 I [持続的農業]

[4J農業生態系の総合的な管理計画法と

管理システムの開発

(1 ) 農業環境資源の総合的な保全・管

理手法の開発

1 農地管理粗放化が傾斜農地の崩

壊と荒廃に与える影響の評価

2 農耕地からの表面流去水の発生

に関わる土壌要因の解明と MIの

策定

(2) 農業生態系の総合的な計画・管理

システムの開発

1 平地農村において絶滅に瀕する

生物の生態とランドスケープパ

ターンの関連解析・評価

2 生態的特性に基づく各種被害防

止技術の評価と適応の体系化(サ

ル)

3 農村景域構造の変動に基づく環

境保全機能の発現様式

4 流域における景域計画・管理支

援システムの構築法

環境研究

[貿易と環境]

環境研究

[貿易と環境]

継 8~12 I環境管理・環境立地研

継10~12 I環境管理・生態管理研

継 8~12 I環境管理・農村景域研

完 9~ I環境管理・農村景域研

(11)~11 

継 8~ I環境生物・線・動物研

(11)~12 

継 8~12 I環境生物・昆虫分類研

完 8~10 I環境生物・個体群研

~位。

完10~ 資材動態・多量要素研

削~11

(エコマネジメント研究所)

継11~12 I資材動態・多量要素研

(エコマネジメント研究所)

継 8~ I環境資源・土壌物理研

削~12

継 8~12 I環境資源・土壌保全研

環境研究 |継 8~121 環境管理・生態管理研
[貿易と環境]

経常 |継11~13 I環境管理・生態管理研

(小事項[鳥獣

害J)
経常 |継 8~12 I環境管理・農村景域研

経常 |継10~14 I環境管理・農村景域研

5 環境保全機能の総合的解析によ|総合研究[農村|新12~14 I環境管理・農村景域研

る景域管理計画手法の開発 l経済活性化]
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2 .プロジェクト研究課題分担一覧

行政対応特別研究
ダイオキシン
低温環境代謝
高精度衛星

環境研究

貿易と環境 農林水産業及び農林水産物貿易と資源・環境に関する総合研究
持続的農業 持続的農業推進のための革新的技術開発に関する総合研究
環境ホルモン 農林水産業における内分泌かく乱物質の動態解明と作用機構に関する総合研究

作物対応研究

軽労化農業 未来型軽労化農業技術確立のための基盤技術開発に関する総合研究
次世代稲作 画期的新品種の創出等による次世代稲作技術構築のための基盤的総合研究

バイオテクノ口ジ一等先端技術開発研究
組換え体産業化 組換え体の産業的利用における安全性確保に関する総合研究
病原遺伝子 病原微生物の遺伝子解析と利用技術の開発
ジーンバンク 農林水産ジーンバンク事業に要する経費，微生物遺伝資源部門サフゃバンク
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
雑草防除 植物の代謝系遺伝子を活用した新雑草防除技術の開発
形態・生理 形態・生理機能の改変による新農林水産生物の創出に関する総合研究
一粒判定 穀粒のー粒判定技術の開発

総合研究
中山間資源
増殖情報ベース

小事項
鳥獣害
ミカンキジラミ

国際交流

薬剤耐性遺伝子 薬剤耐性遺伝子の環境動態解明と薬剤の適正利用技術の開発
日韓水田持続'性 水田農業の持続性・公益的機能の解明と環境調和型栽培管理技術の開発

地球環境研究(地球環境研究総合推進費:環境庁)
オゾン層破壊 オゾン層破壊物質および代替物質の排出抑制システムに関する研究
二酸化炭素 森林の二酸化炭素吸収の評価手法確立のための大気・森林相互作用に関する研究
熱帯アジア 熱帯アジアの土地利用変化が陸域生態系からの温室効果ガスの発生・吸収量に及ぼす影響

の評価に関する研究
生物園 生物圏の影響評価手法と脆弱性の総合評価
温暖化抑制 地球温暖化抑制のための CH4，N20の対策技術開発と評価に関する研究
酸性物質 酸性・酸化性物質に係る陸域生態系の衰退現象の定量的解析に関する研究
砂漠化評価 砂漠化の評価と防止技術に関する総合的研究
環境安全 アジア地域における環境安全保障の評価手法の開発と適用に関する研究
リスク管理 地球環境リスク管理にかかるコミュニケーションと対策決定過程に関する研究
人工衛星 人工衛星データを利用した陸域生態系の 3次元構造の計測とその動態評価に関する研究
吸収源機能 陸域生態系の吸収源機能評価に関する研究
温室効果 温室効果ガスインベントリーシステム構築の方法論に関する研究

海洋・地球(海洋開発及地球科学技術調査研究促進費:科学技術庁)
熱帯林 熱帯林の変動とその影響等に関する観測研究
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に関する研究
次世代 SAR 衛星搭載次世代 SARの陸域観測仕様に関する研究

総合研究(科学技術振興調整費 総合研究:科学技術庁)
GPS気象学 GPS気象学による水蒸気情報システムの構築と天気予報・地震予知研究・陸水研究への応用に関す

る調査研究
炭素循環 炭素循環に関するグローバルマッピングとその高度化に関する国際共同研究

社会基盤(科学技術振興調整費 生活・社会基盤研究:科学技術庁)
内分泌 内分泌撹乱物質による生殖への影響とその作用機構に関する研究

重点基礎(科学技術振興調整費 重点基礎研究:科学技術庁)
微量モニタリング 農業水域における微量・超微量金属元素の賦存量のモニタリング手法の開発に関する研究
除草剤連用 除草剤連用に伴う水田生態系雑草の遺伝的多様性撹乱機構の解明
湿地生態系 湿地生態系における温室効果気体の収支の評価

知的基盤(科学技術振興調整費 知的基盤整備推進制度:科学技術庁)
化学物質安全 化学物質安全特性予測基盤の確立に関する研究

流動促進(科学技術振興調整費 流動促進研究制度:科学技術庁)
侵入帰化植物 侵入帰化植物による植物多様性に対する遺伝子汚染のリスク評価のための基礎的研究

原子力(国立機関原子力試験研究費:科学技術庁)
アブイニテイ アフイニティーバインデイングアッセイによる微生物環境シグナル物質認識レセプターの単離・解

析法の開発
41K 41Kの長期間追跡のための新たな測定・解析手法の開発

放調費(放射能調査研究費:科学技術庁)
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

新技術・新分野創出(新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業:生研機構)
芳香族化合物分解 環境微生物の難分解性芳香族化合物分解能の多様性に関する分子生物学・分子生態学的研究
病原性低下因子 病原性低下因子利用による果樹類紋羽病の遺伝子治療

戦略的基礎研究(戦略的基礎研究推進制度:科学技術振興事業団)
FACE COz倍増時の生態系の FACE実験とモデリング
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中山間地域における地域資源の活用に関する総合研究
増殖情報ベースによる生産支援システム開発のための基盤研究

野生鳥獣による農作物被害の防止に関する調査研究
カンキツグリーニング病媒介昆虫ミカンキジラミの防除に関する研究
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3.農林水産業特別試験研究費(応用研究)補助金による研究課題一覧

研究課題名

1 .昆虫保存標本からの遺伝子抽出技術の

開発とその活用ーメイガ科書虫の変異

2.窒素安定同位体法を用いた窒素汚染と

浄化作用に関する研究

主任研究者

東京大学農学部

回 付貞洋

東京農業大学農学部

熊津喜久雄

所担当者

見虫分類研究室

松村 雄，安田耕司

水動態研究室

芝野和夫，大嶋秀雄

研究期間

平成 9年度

~平成11年度

平成10年度

~平成11年度

4.所内プロジェクト研究実施課題一覧

研
ifs 
アし 諜 題 名 参加研究室

気候資源研究室

地球環境研究チーム

殺菌剤動態研究室

微生物特性・分類研究室

影響調査研究室

水質保全研究室

殺虫剤動態研究室

1 .日本の農業生産における異常気象影響度マップの作成

2.植物病原糸状菌のストロピルリン系薬剤耐性機構の解明

3.エフェリス・エンドファイトの接種法の確立と特性解明

4.畑土壌からの窒素酸化物発生量に対する酸素濃度の影響の評価

5.畑地下層土における亜酸化窒素の動態解明と脱窒能測定

6. アブラムシ類の有性生殖発現機構の解明

一生殖制御による防除技術開発のための基礎研究-

7 .茶樹害虫のローテーション防除法確立のためのハマキガ類の飛期活性評価

8.台地小流域の養分移動モデルの開発

9.全国水田データベースの構築とその変動解析

昆虫行動研究室

環境立地研究室

農村景域研究室

環境立地研究室

土壌物理研究室

土壌生化学研究室

土壌化学研究室

気象特性研究室

気象特性研究室

10. 環境負荷物質の土層内動態解明のための直接採土法の検討

11.土壌中に蓄積する高分子窒素化合物の実体と作物による吸収利用

12.農耕地(水田)の通年の温室効果ガス収支評価と COP6対応のデータ整備

13. WWW公開型エコシステムデータベースを基にした分散型 DB構築研究
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Ill.研究成果と展望

1 .地球温暖化による農業生態系の脆弱性評

価一研究の現状と展望ー

( 1 ) はじめに

過去100年間において，地球の陸上における平均

気温は0.6
0

C上昇した。この昇温率を世界各地域で

比較すると，日本を含む北アジアで最も高く 1oCに

達することが示された(気象庁， 1994) 0 このこと

は，今後も同様の傾向が続けば，アジア地域の農業

は世界の中でいち早く温暖化による負の影響に曝さ

れかねないことを意味している O アジア地域を対象

とした現象理解の重要性の一端はここにある O

しかし一言でアジアといっても，多様な気候や農

業生態系が分布するため，解析に関する手法上の合

理性と広域への適用の可能性をあらかじめ検討して

おく必要がある O このため研究の当初においては，

日本を対象として，温暖化に対する水稲栽培の脆弱

性評価に関する研究を進めることとした。

表題のテーマのもとで，昨年度から，主に日本を

対象とした研究プロジ、エクトを実施している O さら

にアジアを視野に入れた研究課題が，農業環境技術

研究所の新しい研究基本計画に盛り込まれており，

今後 5年間を目標として取り組む予定となっているO

現在，この研究プロジ、エクトに参加している所内

のグループは，環境生物部見虫管理科個体群動態研

究室，環境資源部気象管理科気候資源研究室，同大

気生態研究室，企画調整部地球環境研究チームであ

るO 本報告では，これまでに明らかになった結果の

一部を示し，今後の研究推進方向を展望する O

(2) 目 的

本研究では(i)温暖化が従来の水稲栽培(収量

性や栽培時期)に及ぼす影響，および (ii)高温条

件による収量低下の要因であるイネの高温感受性を

明らかにする。また， (iii)温暖化が代表的な水稲

害虫(ニカメイガ)の世代数へ及ぼす影響を明らか

にする O さらに，降積雪量は水稲移植時の水資源や

水稲害虫発生量と関係することが指摘されているた

め， (iv)温暖化条件での日本列島の降積雪量分布

のデータベースを整備する O

これらの影響評価の基準となる将来の気候条件

は，気候シナリオによって与えられる O 本研究では，

先行するプロジ、エクトで開発した気候変化メッシュ

データ(日本)を利用する O 現時点で利用可能な

GCM (大気大循環モデル)予測値は数種類あるた

め，気候変化メッシュデータ(日本)もそれぞれの

GCMに対応して作成されている O

この種の研究においては，解析の基盤となるデー

タベース類の整備は欠かすことができない。このた

め，気候変化メッシユデータ(日本)および降積雪

データベースを幅広い研究へ活用することを念頭に

置き，広範囲の研究への活用をはかるため利用手続

きを整備することも目的の一つである O

(3) 方法

本研究で使用した気候変化メッシュデータ(日本)

は次の通りである O 大気中の COz濃度が年率 1%

ずつ増加する COz排出シナリオ (IPCC-IS92a) に

基づいた代表的な 4種の GCMを選び，それぞれの

予測結果に対してメッシュサイズ、が約10kmの気候変

化メッシュデータ(日本)を作成した。 4種の GCM

は， CSIRO (モデル名:CSIRO coupled GCM，オー

ストラリア)， DKRZ (モデル名:ECHAM 4/0PYC 

3， ドイツ)， CCSR (モデル名:CCSR CGCM，日

本)，およびCCCma(モデル名 :CGCM，カナダ)

であり，いずれも最高気温，最低気温，平均気温，

降水量，日射量の 5要素の月別値を含んでいる O

また，日本全国の降積雪状況分布に関するデータ

ベースを作成したが，この際に必要な降積雪の変動

予測手法は井上・横山 (1998) によった。

気温など生育に重要な影響を及ぼす気象要素の変
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動と水稲収量性との関係に関する予備的な解析によ

ると，現在と同程度の高い水稲生産量を維持する場

合には，栽培期間の移動を伴うことが予想された。

そこで，内島・羽生 (1967)の研究ほかを整理した

結果，収量 (y)，出穂後40日間の平均気温 (r)， 

同期間の積算日射量 (S)との聞に，Y/S= A-B (r 

-C)2，の関係が認められ，気候条件が変化した場

合における上式の左辺(登熟量指数)を考察するこ

とによって，温暖化が水稲栽培へ及ぼす影響の評価

が可能であると考えられた。ここで， A， B， Cは

定数である O 解析に用いる要素である，水稲作柄表

示地帯の区分，移植民出穂日，収量は「水稲作況

調査作柄表示地帯等別市町村一覧表J(統計情報部)

に収録された1979年~1994年の期間のデータを用い

た。

水稲の高温障害の解析に関しては，代表的なイネ

品種(5品種)を選択し，高 COz濃度に制御した

温度勾配チャンパーを用いて実験を行なった。出穂、

からほぼ2週間の間，品種，処理区毎に稔実歩合な

どを調査した。

ニカメイガの世代数の解析に関しては，発育と積

算温度定数Kおよび日長との関係に基づいて，現

在と将来の気候条件による世代数の変化を調査し

た。昆虫がどのようなプロセスで世代を更新するか

は未解明の点が多い。そこで，特に日長反応に関し

て次の二つの害虫適応シナリオを仮定した。すなわ

ち(i)日長反応は柔軟に変化しその場所で達成可

能な最大限の世代数が実現する， (ii) 日長反応は

緯度に依存して固定し潜在的な最大世代数が達成さ

れない，を設定し温暖化条件での世代交代数の予測

に利用した。

(4 ) 解析結果の概要と考察

1 ) 農業気候帯の変化

FAO (1979)が定義した農業気候区分の概念に基

づき，月平均気温がoOC以上の期間の積算気温

(SDD)および、降水量 (PPT)と可能蒸発散量 (PET)

の差 (PPT-PET) を基準とした地帯区分を行ない，

それらの地帯が現在の気候条件と気候変化メッシュ

データ(日本)により与えられる将来の気候条件

(2060年)のもとでどのように変化するかを検討した。

その結果，日本周辺では，概して気温上昇と降水

量増加が同時に起こることが予測され，特に西南日

本の降水量に大きなばらつきが現れることが示唆さ

れたO

2 )水稲栽培への影響

普通作を対象とした場合に，気候登熟量指数を表

す式は y/S=1.28-0.0192・(T-21.9)2となり，

出穂後40日間の日平均気温が21.9
0

Cの場合に日射量

当たりの生産量が最大となることが明らかになっ

た。ここで得られた生産量を潜在生産量と呼ぶD 上

式の関係を用いて，現在と温暖化時 (2060年)にお

ける潜在生産量の分布およびそれらに対応した出穂、

日分布を求めた。

その結果，現在気候では東北地方北部の日本海側

と北海道の一部で潜在的に生産性が高いこと，温暖

化により東北・北海道の一部および九州南部で生産

量が増加する一方， 日本列島中央部で減少する傾向

が明らかになった。

温暖化時における最適出穂日が現在より早まるか

遅くなるかを知るため，出穂日の差について検討し

た。登熟に必要な積算温度などに品種間差があるこ

とから，図 1のように，甲信および東北以北で出穂

- 調鵬管

帽 40 咽 30 -20 -10 0 +10 +2Q +3Q +40 

図 1 最適出穂日の変化 (現在値との差)

マイナスは現在より早くなる場合，プラス

は遅くなる場合の日数を示す。



42 農業環境技術研究所年報平成11年度

日が早く関東以西で遅い傾向が現れ，温暖化により

栽培期間の 2極化が進むことが予想された。

3 )水稲の高温障害

稔実歩合と平均気温の聞に密接な関係が認めら

れ，アキヒカリの場合には高温不稔が発生し始める

限界温度は340C~350C となった(中川・堀江， 2000) 0 

稔実歩合が70%に低下する開花期日の最高気温を

推定したところ，自然および高 C02濃度区でそれぞ

れ36.2
0
Cおよび35.0

0
C36. 2

0
Cとなり，概して高 CO2

濃度処理によって高温感受性が 1OC~ 2 oc高まる

(より低温で不稔の可能性が高まる)ことが明らか

になった。また，自然および高 CO2濃度条件で高

温耐性に優れた品種が認められ，品種間差は高 CO2

濃度条件で大きい特徴が現れた。

4 )昆虫の世代数の増加

4種類の気候変化メッシュデータ(日本)を 2つ

の世代数シナリオに当てはめた。ニカメイガの世代

数分布の一例を図 2に示した。これは，世代数シナ

リオ (ii) での現在および温暖化条件 (2060年)に

おける年間世代数の分布を表しており，越冬前に世

代が完了しない地域は白で示した。分布には，日本

全国で世代数が増加する特徴および従来日本北部で

はあり得なかった 3世代交替が現れるなどの特徴が

認められた。

CSGG2060_JP.dat.D.し四2*0

1世代

機 2世代

難 3世代以上

噂按

最小笠代数:0 

畿大澄代数 4

5 )降積雪分布への影響

温暖化時の降積雪環境に関して，シナリオ間の相

違はあるが概して以下の地域的な特徴が認められ

た。すなわち，北海道と本州、i山岳地域では，冬季の

降雪深の変化は無いが最深積雪深が減少した。東北

地方では山岳地域を除き降雪深と最深積雪深は減少

し北陸地方以南の日本海側平野部では降雪の発生

頻度が激減するなどの特徴が現れた。また，現在降

積雪がほとんど生じない地域では降積雪が増加する

ような変化は認められなかった。

(5) まとめ

温暖化により日本の農業地帯における栽培環境が

変化する O 現在の品種をそのまま用い，同程度の水

稲収量を確保することを考えた場合には，東北日本

を中心とした地域で水稲栽培期間が早まる一方，主

に西南日本で遅くなることが予想された。しかし実

際には，品種による高温障害の発現の差異，水稲害

虫類が温暖化による世代数を増加させる効果，害虫

類の個体数の増加と餌になる水稲の生育ステージと

の同期の可能性，降積雪量の減少が田植え時期の農

用水資源に及ぼす影響などを考慮して初めて，実態

に則した推定が導かれる O

今後の研究段階においては，以上の研究で明らか

になった素過程を相互に作用させたモデリングを行

CL門JP2.dat.D.し叫2*0

1世代

襲撃 2世代

襲襲 3世代以上

最小世代数:0

最大設代数:4

図2 ニカメイガの世代数分布(左:2060年の気候条件-CSIROシナリオ，右:現在の気候条件，)
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ない，温暖化に対する農業生態系の脆弱性評価と，

対応策の検討を進める必要がある O
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(地球環境研究チーム林 陽生)

2 .窒素肥料を投入した畑地からのE酸化窒

素 (N20) と一酸化窒素 (NO)の発生

とその発生抑制技術

( 1 ) はじめに

窒素肥料を施用した畑地からの亜酸化窒素 (NzO)

の世界における発生量は， IPCCによれば，各種発

生源からの総発生量の約20%と推定されている(表

1 ) 0 しかし，アジア地域の発生量に関する実測デー

タがほとんどないので，その推定値の不確実性は大

きい。また， 1997年の地球温暖化防止京都会議(COP

3 )で，人間活動に起因する温室効果ガス(二酸化

炭素 (C02)，メタン (CH4)， N20など)の発生量

を削減することが決定した。そのため，畑地からの

NzOの発生要凶の解明と発生量推定，およびその発

生抑制技術を開発することは，緊急の課題である O

一方，窒素肥料を投入した土壌からは NzOだけで

なく，一酸化窒素 (NO)一一対流圏オゾン(やは

り温室効果ガスの一つ)の前駆物質であり，また酸

表 1 亜酸化窒素の発生源と推定発生量(JPCC，1997) 

発生源

自然起源

海洋

熱帯土壌

湿潤熱帯林

乾燥サバンナ

温帯土壌

森林

草地

小計

人為起源

農耕地

バイオマス燃焼

産業

発生量 (TgNy-l)

3.0 (1-5) 

3.0 (2.2-3.7) 

1.0 (0.5-2.0) 

1.0 (0.1-2.0) 

1.0 (0.5-2.0) 

9.0 (4.3-14.7) 

3.3 (0.6-14.8) 

o . 5 ( 0 . 2-1. 0) 

1.3 (0.7-1.8) 

家畜(午)とフィードロット 2 . 1 (0. 6-3 .1) 

小計 7.2 (2.1-19.7) 

合計(推定放出量)

消失源

成層圏での分解

土壌

大気中での増加

合計(総放出量)

16.2 (6.4-34.4) 

12.3 (9-16) 

3.9 (3.1-4.7) 

16.202.1-20.7) 

表 2 一酸化窒素の発生源と推定発生量(Ipcc，1995) 

発生源 発生量 (TgNy-l)

化石燃料の燃焼 24 

土壌からの放出(自然及び人為起源) 12 

バイオマス燃焼 8 

雷放電 5 

アンモニアの酸化 3 

航空機 0.4 

成層圏からの輸送 0.1 

合計 52.5 

性雨の原因物質の一つである硝酸ガスの前駆物質-

ーも発生することがわかったので， NzOだけでなく

NOをも同時に調査研究する必要があるω(表 2) 0 

(2) 研究目的

窒素肥料を施用した畑地からの NzOとNOの発

生要因の解明，それらの発生量推定，および発生抑

制技術の開発を目的として，これらのガスフラック

ス，および土壌中の NH:や NO;濃度，土壌水分量

や地温などを測定する調査を， 1991年から開始した。

この研究では，次の 2点を中心に行った。
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1 )肥料の種類によってフラックスや発生量がどの

ように異なるかを明らかにする調査研究を，化学窒

素肥料(通常の肥料と緩効性窒素肥料および硝化抑

制剤入り肥料)と有機質資材(家畜糞尿を醗酵させ

たもの，油かすなど)を使用して実施した。

2 )また，施肥方法の違いがN20とNOの発生量

に及ぼす影響を明らかにする調査研究をも実施し

た。この調査では，一般的に行われている全面全層

施肥と，作物による養分の吸収効率を高める施肥法

の一つである局所施肥(この研究では溝状施肥)を

行い，これらによるガスの発生量等を比較した。

この報告では，これらの調査研究成果を簡単に紹

介し(詳しくは個々の報告書を参照されたい)，最

後に今後の研究課題を述べる O

(3) 調査方法

(3)-1 野外実験

1 )調査期間:1991 ~2000年

2 )野外調査場所(土壌タイプはすべて黒ボク土)

ライシメータ畑圃場(ライシメータ，温室効果

ガス発生制御施設)

農業環境技術研究所畑圃場 (G0) 

農業研究センター畑圃場

畜産試験場の草地

3 )投入窒素の種類

化学窒素肥料

通常肥料(尿素，尿素+硫安，硝酸カルシウ

ム，硝酸ナトリウム，硝安)

硝化抑制剤 (AM入り(尿素+硫安)) 

緩効性窒素肥料(被覆尿素，被覆硝酸カルシ

ウム， CDU) 

有機質資材

家斉糞尿(醗酵豚糞，醗酵鶏糞，牛糞堆肥)

油かす

4 )施肥方法

全面全層施肥一一表層土壌(深さ約15cmまで)を

耕運機で耕起した後に肥料を一様に散布し，再度一

様に混合した。

局所溝状施肥一一作物の下方で土壌表面から10cm

前後に溝状に施肥し，士をかぶせてその上に作物を

栽培した。

5 )測定項目

ガスブラックス一一-N20，NO (適宜 CH4，CO2な

ど)

クローズドチャンバーで測定した。なお，温室効

果ガス発生制御施設では，独自に開発したフラック

ス自動連続測定システムを使用し，その他の場所で

の調査ではマニュアル採取を行った。

土壌ガス--N20，NO， C02， CH4 (適宜)

その他一一土壌水分量，地温，土壌中の無機態窒

素 (NH4+，NO;)，土壌 pHなど

(3)ー2 室内実験

1 )期間:1996~2000年

2 )実験内容:フラスコ内に入れた黒ボク土壌を

用いて，投入する化学窒素肥料の違い，土壌水分量

の違いによる N20とNOの発生量の違いを測定し，

野外実験の結果と比較した。また，土壌の物理性が

N20とNOの発生に及ぼす影響に関する室内実験を

実施した。

(4) 化学窒素肥料を全面全層施肥したライシ

メータ畑圃場からの N20とNOの発生

この調査は1997年まで毎年実施した3-9) (表 3) 

が，ここでは1996年と 1997年に温室効果ガス発生制

御施設のブラックス連続測定装置で実施した調査結

果8，9)を中心に述べる O

調査期間中における異なる化学窒素肥料からの

N20発生量，および投入窒素量に対する NzO-Nの

発生割合は，次の順に大きかった(なお NOについ

ても同様な傾向であった)。

尿素系肥料孟被覆尿素肥料>硝化抑制剤入り尿素

系肥料>硝酸系肥料>被覆硝酸系肥料

通常の速効性肥料を施用すると，図 1に示すよう

に，フラックスは施肥してから 1~2 週間後に大き

な値をもっピークがみられ，その後は急速に減少し，

バックグラウンドレベルにまで減少する O ただし，

土壌中にまだ、無機態窒素が残っていると，降雨後に

少し大きくなることがある O 一方，被覆肥料を施用

した土壌からのフラックスの経時変化は，図 1にみ
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例では，追肥直後に，雨などで、土壌水分量が大きく

増加して，被覆肥料に比較して通常肥料からの NzO

フラックスが非常に大きくなったためであった6九

なお，硝化抑制剤入り尿素系肥料からの N20と

ill.研究成果と展望

NOの発生量は，通常の尿素より約20%少なかった

(表 4)0 その理由は 施肥直後におけるフラック

スのピークの大きさが通常の尿素より小さく，

月以上経過すると通常肥料と同じレベルに減少した

ためである 8) (図 1) 0 また，好気的になりやすい黒

ボク土壌では，硝酸系の通常肥料と被覆肥料は，表

5に示すように，被覆尿素と比較して非常に小さ
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日本では，化学窒素肥料だけでなく家畜糞尿や油

かすなどの有機質資材も同時に畑地に投入されてい

るO そこでこれらの有機質資材を投入した畑地から

のフラックス測定を1998年と 1999年に実施した結

果川j)を，図 2と表 6に示した。これらから，年に

よる違いを考慮して比較した投入窒素量に対する

NzOの発生割合は，次の順に大きかった。

(発酵鶏糞，発酵豚糞，油かす) >尿素>牛糞堆肥

一方， NOの発生割合は，次の順に大きかった。
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N20 とNOの合計窒素発生量は，尿素と，発酵鶏糞

や油かすではほとんど同じであり，午糞堆肥はそれ

らの約10%と非常に少ないことがわかった。
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この違

られるように，施肥直後のピークの大きさは通常肥

料よりも小さかったが，その後は通常肥料よりも大

きく推移し，栽培期間中の総発生量は通常肥料とほ

とんど同じであった(表 4)0 この理由は，被覆肥

料が徐々に溶出するためである O 一方，被覆肥料の

N20総発生量が通常肥料よりも26%少なくなった事 るO

ライシメータ畑圃場での化学窒素肥料の施用による N，OとNOのフラックス測定調査一覧表 3

緩効性窒素肥料通常 (速効性)肥料

文献化学合成肥料被覆硝酸系肥料被覆尿素肥料硝酸系肥料尿素/硫安肥料

(硝化抑制剤有)

尿素/硫安肥料

3 ) 

4 ) 

5 ) 

6 ， 7) 

被覆硝安

硝酸ナトリウム

硝酸ナトリウム

CDU (+速効性)素

素

素

素

素

尿

尿

尿

尿

尿

硫安・硝安

硫安

硫安

尿素

尿素+硫安

尿素+硫安 )

)

)

 

nkv

n
y

ハy

AM(尿素+硫安)

AM (尿素+硫安)

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997-1 

1997-2 

硝酸カルシウム

硝酸カルシウム

硝酸カルシウム

硝酸カルシウム
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処理区

表4 窒素肥料を施用した畑地 (黒ボク土壌)からの N20とNOの発生量8) (1 996年 6 月 ~10月 )

施肥窒素量 N，O発生量 NO発生量 NO/N，O (NO-N) + (N，O-N) 

(基肥，追肥) (mgr、~m -') (mgNm -') 発生量比 施肥窒素量
(gNm -2) (%) 

20 (12， 8) 16.4::t: 1.16 (100) * 238::t: 4.0 (100) * 14.5 1.27 

20 (20， 0) 19.0::t:O.83 (116) 231 ::t: 37.6 ( 97) 12.2 1.25 

20 (12， 8) 12.7::t: 2.00 ( 78) 152::t: 29.5 ( 64) 12.0 0.82 

キ( )の数値は通常肥料区の発生量を100とした場合の各処理区からの発生割合 (%)

通常肥料区
被覆肥料区
硝化抑制剤区

表5 硝酸系肥料を施用した畑地 (黒ボク土壌) からの N，O と NO の発生量引 (1997年 6 月 ~9 月 )

処理区 施肥窒素量 N，O発生量 NO発生量 NO/N，O 施肥窒素量に対する割合 (%)
(mgNm -') (mgNm→) 発生量比 N，O-N NO-N (NO-N) + (N，O-N) 

(gNm -') ( 6/7~9/4) (6/8~9/4) ( 6/7~9/4) 

硝酸肥料区 15 18.4::t:O.8 (100)火 48.4::t:10.2 (100)本 2.63 0.12 0.32 0.45 

被覆硝酸肥料区 15 16.3::t:1.9 ( 89) 33.7::t: 8.4 ( 70) 2.07 0.11 0.22 0.33 

被覆尿素区 15 48.7 (265) 149 (308) 3.06 0.32 0.99 1.32 

無窒素区 O 9.6 ( 52) 13.7 ( 28) 1.43 

本( )の数値は硝酸肥料区の発生量を100とした場合の各処理区からの発生割合 (%)

200 

180 

160 

E 140 
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明100

ぎ80
O z 60 
O 
岩 40

20 

発酵鶏糞区 発酵豚糞区 尿素区

処理区

無窒素区

図 2 ライシメータ畑圃場に施用した発酵鶏糞，発酵豚糞と尿素
肥料からの N20とNOの発生量川(チンゲンサイを栽
培，1998年 6 月 ~10月 )

表6 有機質資材の畑地からの投入窒素量に対する N20とNOの
発生割合 (%)

尿素 発酵鶏糞発酵豚糞 油かす 牛糞堆肥

(C/N) 9.71 10.7 9.58 24.3 

98N，O-N 0.19 

98NO-N 0.99 

99N，O-N 0.09 

99NO-N 0.35 

98TN 1.19 

99TN 0.44 

0.91 

0.08 

0.29 

0.11 

0.25 

0.16 

0.03 

0.02 

0.99 0.40 

0.41 0.06 

(98， 99は調査年を，TNは (N20-N)+ (NO-N)を表わす)

表7 豚と牛の生糞尿を草地表面に放置した場合の投入室素量に
対する N20とNOの発生割合凶(%)

N20-N 

NO-N 

尿
一

糞
一
部

8

生
一

0

ι

豚
一

0

0

牛生糞尿

0.098 

0.45 

一方，新鮮な豚と牛の生糞尿を草地(黒ボク土壌)

に放置した1994~95年冬期の調査結果凶では，表 7

のようにどちらも NOのほうが N20よりも発生量

が多かった。これらから，家畜糞尿の施用では，新

鮮なものと醗酵させたものでは， N20とNOの発生

割合は大きく異なっていたことが明らかになった。

なおこの調査では，糞と尿の両方が投入されていた

ので，注意が必要である O

(6) 全層施肥と局所施肥による N20とNO

の発生量

これまで報告した調査結果は，すべて全面全層施

肥によるものであった。一方，作物への養分吸収効

率を増加させるための施肥方法の一つに，局所施肥

がある O そこで，作物の下方に溝状に局所施肥した

場合と，全面全層施肥をした場合とにおける，これ

らのガス発生量の比較を， 1997年と 1999年に行っ

たは14)0

その結果，化学窒素肥料では， N20およびNOの

発生量はともに，全面全層施肥>局所講状施肥 で

あった (図 3，4)。溝状施肥による， N20の発生

量は全層施肥の30~50%であり， NOの発生量はほ

とんど見られなかった。これは， N20は土壌中での

吸収はほとんどないが， NOは土壌中で生成してか

ら大気中に放出されるまでに土壌に吸収されるため

である O 一方，発酵豚糞の場合は， N20の発生量は，
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あった。なお作物残j査の分解では，

発生し， NOの発生は非常に少なかった。

20 

土壌水分量と N20及び NOフラックス

との関係

(8) 

園全面全層施肥

口 局所溝状施肥

化学窒素肥料を投入した畑地 (黒ボク土)におい

て，ガスフラックスの大きい時期では，土壌水分量

が多いと NzOのほうがNOより相対的に多く発生

土壌水分量が少ないと逆に NOのほうが多く発

E 
z 15 
ol 
E 

~ 10 
(j) 
(j) 

E 。
O 
Z 

5 

生した。その結果，土壌水分量 (WFPSで表す)

フラックス比 (NO-NIN20-N)は，図 5に示すよう

に強い負の相関を示したへ これらから，黒ボク土

壌への化学窒素肥料の施用によって， N20よりも

NOが多く発生するので， NzOだけでなく NOも同

時に測定する必要がある D この土壌水分量とフラッ

クス比の関係は，化学窒素肥料だけでなく，家畜糞

尿からのブラックスでも見られた10凶。

と

し，
発酵豚糞

畑地への燐安と発酵豚糞の全面全層施肥及び局所溝状施肥

による N20 の発生量1ペハクサイを栽培， 1997年9月 ~12月 )

燐安

。

図 3
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Date (年/月/日)

尿素肥料等を全面全層及び局所溝状に施用した畑地からの

N20フッラクスの経日変化川(ハクサイを栽培，1999年 9月

~2000年 1 月 ) (後半のフラックスは作物残査による N20の

発生)

図 4

55 

尿素と硫安の混合肥料を施用した畑地における土壌水分量

(WFPS)とフラックス比 (NO-N/N20-N) との関係81 (ニ

ンジンを栽培， 1996年 6 月 ~10月)

50 45 

WFPS(%) 

40 
O 
35 

図 5
これは，硝化だけでなく，局所的な脱窒も起

こっていたと推測されるが，さらに詳細な検討が必

溝状施肥のほうが全層施肥よりも多かった日) (図

3 )。

施肥した畑地の土壌ガス中の NzO濃度と NO濃

度の鉛直分布は，図 6に示すように，大きく異なっ

たお。これは，土壌中で生成した NOは，前述した

ように土壌表面に到達するまでに土壌中で吸収ある

いは分解を受けるのに対し，土壌中で生成した N20

はほとんど吸収・分解を受けないためである D 前述

した溝状施肥の場合，施肥位置の深さ付近で NOが

土壌ガス中の N20とNO濃度(9) 
要である D

作物残;査による N20の発生

畑地(黒ボク土壌)にハクサイを栽培した場合，

図4に示すように，調査後半の約 1ヶ月半にわたっ

(7) 

て N20の大気中へのブラックスが見られた1ヘ これ

は，作物残j査の分解によると推測される O 全面全層

施肥の処理区では，この分解による発生量は，前半

に見られた化学窒素肥料による発生量の約1.4倍で
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図 6 ライシメータ畑圃場 (黒ボク土壌)における硫安施肥後の

土壌空気中の N20，NO及び CO2のガス濃度の鉛直分布5)

大量に生成されたにもかかわらず，土壌表面からの

NOブラックスがほとんどなかった13，14)のは，その

ためである O なお，窒素肥料を畑土壌に投入したと

きにおける，これらのガスの大気中へのフラックス

と土壌中でのガスの動態のモデル化を検討中であ

る則。

。0) N20とNOの発生要因に関する室内実験

結果

。0)ー1 肥料の種類と土壌水分量の影響

5種類の肥料一通常肥料(硫安，硝酸カルシウム)， 

被覆肥料(被覆硫安，被覆燐安，被覆硝酸カルシウ

ム)ーを用いて 4段階の土壌水分量 (WFPSが

40， 55， 70， 85~) で50 日間25
0

C で培養したときの

N20総発生量を図 7に示す日)0 これから，土壌水分

量が多い (WFPS が70~ と 85~) ときは， NzOの発

生量は次の順に多かった。

硫安>被覆燐安>被覆硫安>硝酸カルシウム>

被覆硝酸カルシウム

なお，土壌水分量 (WFPS) が55~の時は，硫安

と被覆燐安および被覆硫安とで N20の発生量には

1800 

|園 40%wfps

盛~ 55%wfps 

|白川ps

g 1200 
E222l 85%wfps 

も0C3 100O 

』〉コ〈 800 

O 600 
Z 

400 

200 

O 
硫安 被覆硫安 硝酸 被覆硝酸 被覆安 無窒素

カルシウムカルシウム 燐

窒素肥料タイプ

図 7 5種類の化学窒素肥料を添加した黒ボク土壌を 4段階の土

壌水分量 (WFPS)で50日間25
0

C培養した時の N20発生量16)

大きな差が見られなかった。これらの室内実験結果

は，ライシメータ畑圃場で測定された結果8)とよく

一致した。

さらに，尿素と被覆尿素を用いて 3段階の土壌

水分量 (WFPSが40，70， 100~) で77 日間25
0

C で

培養したときの NzOとNOの総発生量を図 8に示

す川口土壌水分量が多くなると N20がより多く発生

し，少なくなると NOがより多く発生し，発生量比

例O-N/N20-N)は土壌水分量と強い負の相関を示

したO これらの結果も，ライシメータ畑圃場で測定

された結果8)とよく対応した。また別の室内実験に

よれば，硝化抑制剤 (AM) 入りの尿素肥料を添加

した黒ボク土壌からの N20の発生量は， AM無添

加の尿素肥料よりも 30~ (WFPS が85~) および44~

(WFPS が55~) も減少したω。

(1同一 2 酸素濃度の影響

微生物による硝化や脱窒は，酸素濃度の影響を強

く受けることはよく知られている O そこで，それら

の微生物活動で生成される N20とNOに及ぼす酸

素の影響を調べるために，黒ボク土壌を充填したカ

ラム中を，異なる酸素濃度のガスを通気させて，発

生する N20とNO濃度の時間変化を測定した。そ

の結果， NzOの発生要因は酸素濃度でほぼ説明され

るが， NOは酸素濃度以外にも制御要因があること

が示唆された凶)。
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今後の課題

以上，これまでの研究成果の概要を紹介したが，

これらの成果をさらに発展させる必要があり，今後

実施すべき主な研究課題をつぎに示す。

(1) 黒ボク土とは異なった畑土壌での窒素肥料の投

入による N20とNOのフラックス測定を行い，異

なる土壌タイプでのこれらのガス発生の違いを圃場

)
 

---E 
‘
 

•• 
E
 

(
 

レベルで明らかにする O

土壌の物理性がこれらのガスの発生に及ぼす影(2) 

響を明らかにする O

(3) 化学肥料，家畜糞尿および作物残澄を投入した

畑地から発生する NzOとNOの発生比が異なった
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4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

(

F

l

一石
ω
o
z
o
c
)
×コ
E
O
N
Z

1000 

500 
0.020.02 
..r:=.コ.......... 

40% 
。

原因を明らかにする D

(4) 畑地へ投入された種々の窒素肥料によって，大

気中へのガス発生だけでなく，土壌浸透水中に溶脱

する窒素量(おもに硝酸イオン)をも測定するとと

もに，その抑制方法を検討する O

(5) 畑地へ投入された窒素肥料による大気，土壌お

よび地下水への環境負荷量を総合的に軽減する技術

を開発する O

NO 
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部を含む地域である O 佐賀平野は有明海の北部に位

置し，筑後川と背振山系を擁する O 佐賀平野はわが

国有数の穀倉地帯で，米作を中心にムギ，野菜等の

生産が高い。耕地利用率は高く，水稲ームギの二毛

作が多くみられる。水稲主要作付品種はヒノヒカリ，

ヒヨクモチであり，ほとんどが 6月中に作付けさ

れ， 10月から11月上旬にかけて収穫される O 近年，

生産調整に伴う減反により，転作が多く見られるよ

うになっている O 特に，干拓地に転作田が多く見ら

れ，レンコン，タマネギ，ダイズなどが栽取されて

いる O ダイズについては転作奨励作物の指定もあり，

対象地全域に点在して作付けされている O 筑後川の

東側に位置する筑後平野ではイグサの作付地が存在

する O

51 ill.研究成果と展望

tions and fertiliser type on N20 and NO emissions 

from nearly saturated Japanese soils， in Proceed-

ings on EUROSOIL 2000 Meeting， by The British 
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2000. 
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SPOT/HRVによる佐賀平野の農業モニ

タリング

治雄)

September 

(影響調査研究室
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-使用データ

表-1に示す1997年に観測された SPOT/HRV

データ 9シーンを用いた。観測角の最大値は14.1
0

， 

最小値は0.8
0

である O なお，本論で、はバンド 2(610 

~680nm ;可視赤色域)及びバンド 3 (790~890 

nm，近赤外域)のみに焦点をあてて解析を行った。

(3) 使用データ及び解析方法
et 

衛星リモートセンシングによる農業モニタリング

において観測頻度がしばしば問題となる o Saito 

a1.1
)は 日本全国の主 要 農 業 地 域 を 対 象 として

NOAA/AVHRRデータから年間の NDVIプロファ

はじめに

使用した SPOT/HRVデータの

観測日と観測角。

表

観測角
1月1日から

の通算日
観測日

7.3 

13.8 

14.1 

7.3 

14.1 

0.8 

0.8 

13.8 

5.9 

R

R

R

R

R

R

R

R

L

 

17 

64 

116 

147 

168 

204 

256 

272 

339 

17 Jan. 1997 

5 Mar. 1997 

26 Apr. 1997 

27 恥r1ay.1997 

17 1un. 1997 

23 1ul. 1997 

13 Sep. 1997 

29 Sep. 1997 

5 Dec. 1997 

イルを得ている o AVHRRデータは植生観測が可能

な光学センサとしては最も時間分解能が高いが，空

間分解能が 1kmで、あることから圃場単位の情報を得

るのは困難で、ある O

これまで国内の農地を対象として，衛星データか

ら分光反射特性の季節変動を得た報告はそれほど多

くない。例えば，岡野らつにより十勝平野を対象

として 4時期の LANDSAT/TMデータから作付図

が作成されているが，年間の NDVIプロファイル等

を提示するまでには至っていない。圃場面積が小さ

く，雲量の多いアジアモンスーン地域においては，

空間分解能もさることながら，高観測頻度も重要な

用件となる O そうした条件に合致する衛星センサと

多時期衛星データを扱う上で各観測口における大

気条件の違いを考慮する必要がある O 本研究では大

気補正用のコンピュータ・プログラムのひとつであ

code3
!を用い，衛星データの 8ビットのデジ

タルナンバーを分光反射率に換算した。

して， SPOT/HRV， ADEOS/VNIRが挙げられる O

これらのセンサはポインテイング機能により軌道直

行方向への斜方視観測が可能である O

ここでは，多時期 SPOT/HRVデータから明らか

になった作付タイプ別の年間スペクトル変動と分

類・識別に有効な時期の選定について紹介する O る6S

code 

に入力するパラメータとして，エアロゾル・タイプ

には都市型，大気モデルには中緯度夏季型もしくは

6S 
対象地

対象地は九州に位置する佐賀平野と筑後平野の一

(2) 
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中緯度冬季型を適用した。また，視程は佐賀地方気

象台にて観測された値を用いた。

1年間を通した作付様式に応じて 6つの作付タイ

プを設定した。具体的には，年間を通して同一の圃

場にどのような作物が作付けされたかによってタイ

プ化した。例えば，水稲作付地については，冬季に

ムギが作付けされた二毛作であったか，水稲のみの

一毛作であったかによって作付タイプを分割した。

最終的に決定された 6つの作付タイプとその作付カ

レンダーを図-1に示す。 Riceは水稲のみが作付

けされたもの， Rice+はムギを加えた二毛作が行わ

れた作付タイプを指す。 Soybean，Soybean +も同様

で，後者は冬季にムギが作付けされている o Lotus 

はハス(レンコン)のみが，また Rushはイグサ作

付後に水稲(早生品種)が作付けされたタイプを指

す。

Rice 

Rice+ 綴緩綴燦燦燦愛媛祭警警綴機

Soybe百円

Soybean+ 

Lotu'O' 

Rush 議議 議授と議議長関

De(:. Jun Feb. Mar. Apr May Jun Jul. Aug Sept Oct. Noy 

図1 佐賀平野，筑後平野における作付カレンダー

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

5o z 05 
0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 
O 

-解析方法

各シーンは大気補正後，下式のとおり NDVIを計

算した。

NDVI = (NIR-R) / (NIR+R) (1) 

ここで NIRは近赤外域の反射率， Rは赤色域の

反射率である o SPOT/HRVの場合，バンド 3，バ

ンド 2の反射率が NIR，Rにそれぞれ対応する O

また，任意のシーン数に対しどのようなシーン組

合せが最適で、あるのか，分離度分析を行った。本研

究ではたfferies-Matsushitaの分離度測定を実施し

それぞれ決定された最適シーン組合せ毎に最尤法分

類を行い， KAPPA 1i直を算出したo KAPPA値は一

致の度合いを測定する統計値であり， 1.0に近づく

ほど分類の精度が良いことを意味する O

さらに，分離度分析で得られた 3シーンを用い，

それらをカラー合成した多時期合成画像を作成し，

各農地タイプがどのように識別できるのか検討し

た。

(4 ) 結果及び考察

• NDVIフ。口ファイJレ

多時期 NDVIデータから各農地タイプのサンプル

を抽出し，その平均値を時系列でプロットしたのが

図-2である O 各農地タイプにおける NDVIの変化

はそれぞれ固有のパターンを示した。 Rice+とSoy-

一部… Rice
一『トー Soybean+

nH a
 

e
 

E
h
u

」
H

y
s
 

o
u
 

S

R

 一一

17 Jan 5 Mar 

一ー-'Rice+ 
一一合一目 Lotus 

50 100 

26 Apr. 27 May 17 Jun. 23 Jul 

150 200 350 

13 Sep. 29 Sep 5 Dec 

250 300 

Day of the Year 

図 2 作付タイプ別の NDVIプロファイル
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分離度分析により得られたシーン数毎の最適シーン

組合せと KAPPA値。最適シーン組合せで示す番号

は表下のシーン観測日に対応。

ill.研究成果と展望

表

最適シーン組合せ

Q
U
Q
O

月

i

氏
U

F

b

A
古

q

J

9
】

噌

1

r
A
r
-
A

今

』

e

e

白

L

U

'

o

h

u

 

m

m

n

 

M

L

b

L

引

P

F

m
ん

白

i

v

p

i

v

b

代

c

d

n

δ

r

L

 

q

ο

Q

d

'

}

 

1
i

ワ削

t
t

ヴ

t

O

O

Q

d

May 

June 

4 : 27 

5 : 17 

6 : 23 

1 : 17 January 

2 5 恥larch

3 : 26 April July 

これはつまり，この地域におけるシーン選択の優先

順位が与えられたことを意味する O 例えば 2シー

ンを選択する場合 4月と 7月のデータを選択する

のが最も適切なことを示している O 同様に 3シー

1 234 5 6 7 8 9 

234 5 6 7 8 9 

3456789 

3 4 5 6 8 9 

3 5 6 8 9 

3 5 6 8 

356 

3 6 

6 

KAPPA値

0.9932 

0.9929 

0.9926 

0.9929 

0.9899 

0.9879 

0.9647 

0.8526 

0.5135 

bean+に含まれるムギの NDVIは1---3月 (DayOf 

Year: DOY17---64)で上昇をはじめ 4月26日

でピークを迎えたo Rice +， Soybean + 

(DOY147)に0.2程度まで 低

これは既にムギの収穫が終わっているた

めである o Rice， Rice +の NDVIは6月17日 (DOY

168)に0.1程度まで下降し，その後 7---9月 (DOY

204---256)にかけてピークを示した。 Rice，Rice + 

のNDVIが 6月 (DOY168)に低くなったのには，

湛水状態が大きく影響している O一方， Soybean， Soy-

bean+のNDVIは5---7月 (DOY147---204)の間

0.2付近で停滞し，その後 9月 (DOY256)にかけ

てNDVIが上昇した。 RushのNDVIは3---6月

(DOY64---168)にかけて増加したが， 5---6月に

かけて一旦減少した。これは葉先を刈り取る先刈り

という作業が影響しているものと思われる o Lotus 

のNDVIは1-----5月 (DOY17---147)の間緩やかに

5---7月 (DOY147-----204)にかけて急激

the 

(DOYl16) 
シーン数

のNDVIは5月27日

くなった。

ンもしくは 4シーン組合せの場合は 6月データ，次

いで 9月データを選択するのが最も妥当である O

よって佐賀平野において通年の作付タイプを高精度

で分類しようとするならば，ここで得られた優先順

位を根拠にデータ観測及び利用計画を設定すれば良

いことになる O

-多時期 l¥IDVI合成画像

表-2においてシーン数 3で決定された最適シー

ン組合せにてカラー合成画像を作成した。図-3は

4月26日 (DOYl16)， 6月17日 (DOY168)， 7月

(DOY204)のNDVI値から作成したカラー合

成画像である o 4月26日 6月17日 7月23日の

NDVI値に対し緑色，青色，赤色をそれぞれ割り当

てている。本図は対象地全体を表示したものである O

個別の作付タイプに対しては後述するが，この多時

期 NDVI合成画像から地域別の作付状況が概観でき

るO 例えば，図右上から下方中央に向かつて流れる

筑後川を挟んで東側(福岡県)と西側(佐賀県)で

色合いが全く異なる O また，図左下にみえる地区も

佐賀市周辺とは作付状況が異なっていることが分か

るO なお，図中白く表示された部分は森林である O

これは 3時期を通して森林の NDVIが高いことを反

23日

ピーク時 (DOY204)の値は0.77であっ

た。 LotusのNDVIは7月以降下降したが，これは

8月以降の収穫に対応したものといえる O

・分離度分析

表-2はJefferies-Matsushitaの分離度測定から決

定された最適シーン組合せを示している O それぞれ

のシーン組合せに対する KAPPA値も求めている O

シーン数9は全てのデータを含む。シーン数 1---8

のそれぞれの場合で，今回設定した農地タイプの分

類に有効な観測時期が定量的に決定された。

多時期データの使用による農地の作付判読の精度

向上は国外4一九国内2，8)の事例から明らかである O

特に， SPOT/HRVなど，観測バンド数が限定され

ているデータでは，時系列情報の有効性は大きい。

しかし，今回のように最適シーン組合せを定量的に

決定するような試みはほとんど行われていない。そ

の理由のひとつとして，まとまった年間データセッ

トが取得しにくいことが挙げられる O 本研究では十

分に揃ったデータセットを作成することで観測時点

間の相対的な評価を可能にした。最終的に決定され

た最適シーン組合せはシーン数の少ない方から見た

場合，順次新しいシーンが追加されるものであった。

増加し，

に上昇した。
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130"15'E 130"20'E 130"25'E 130"30E 

33020・N 33020'N 

33015'N 
33015'N 

33010・N
33010'N 

130020・E 守30025'E 130030'E 

図3 多時期 NDVI値による合成画像

1997年 4月26日， 1997年 6月17日， 1997年 7月23日に観測された SPOT/HRVの NDVI

値に対し，それぞ、れ緑 (G)，青 (B)，赤 (R) を割り当ててカラー合成を行う 。

映したものである O

農地タイプの違いについてさらに言及すると，黄

色で表示されれているのはRice+，赤色はRiceに

該当する o Rice +は赤色を割り当てた 7月，緑色を

割り当てた 4月の NDVIが高いため，その合成であ

る黄色で表示されている D 一方， RiceはNDVIが

高いのは 7月だけなので赤色で表示されている。黄

色で示された二毛作地が全体に広がる様子は，この

地域における農地利用率の高さを裏付けるものであ

る。緑色の地点は Soybean+である o 7月のダイズ

作付地は表面土壌が卓越しており， NDVIの値は低

い。そのため， Soybean +では 4月データにおいて

高い NDVIを示すムギの存在が反映されている O 筑

後川より東側の地域に水色の地点が散在するが，こ

れは Rushを指す。青色を割り当てた 6月17日デー

タにおいて NDVIのピークをもっイグサ作付地が特

徴的に表れている O また，ハスの作付地 (Lotus)

は図中左下にある干拓地を中心として分布してお

り，マゼンタ色(赤紫色)で表示されている。 Lotus

は6月から 7月にかけて高い NDVIを示すため，こ

の合成画像では赤色と青色の合成として表示され

る。

(5) おわりに

年間を通して雲量の少ないリモートセンシング

データを得るのは困難であるヘアジアモンスーン

地域に属する佐賀平野もその例外ではない。確かに，

ポインティング機能を有したセンサに対し観測要求

をすることにより，特定地点の集中観測が可能にな

るが，実際にはユーザー間の競合10)やコストの問題

があるので，データを効率的に収集することが望ま

しい。今回のように作付タイプの分類が目的であれ

ば，最適な時期にいかにデータを取得できるかが重

要となる O 本研究で使用したデータセットは最適な

観測時期を決定するとともに，対象地におけるデー

タ選択の優先順位を提示した。これらの結果に基づ

き，適切な時期に観測要求を出すと共に，過去の観

測データを効果的に活用することが可能となる O

本研究は，宇宙開発事業団との共同研究「リモー
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トセンシングによる農業監視に関する研究」として

実施され，科学技術振興事業団の重点研究支援協力

員事業の下で行われた O
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4 .大気微量気体(メタン，一酸化炭素，水

素)の畑地への吸収

( 1 ) はじめに

農業生態系は大気との聞で温室効果気体をはじめ

として多くの物質の交換作用を行っている O 特に都

市域と比べて，農業生態系はいくつかの気体を吸収

する機能すなわち大気浄化能を有している O これま

でに窒素化合物，硫黄化合物，大気微粒子(エアロ

ゾル)等の植物や土壌による吸収が研究されている O

しかしながら，これらの結果の多くは，生物的な代

謝による吸収作用ではなく，物理的な沈着現象によ

るものとされている O

メタン，一酸化炭素と水素は，畑地土壌により(土

壌微)生物的に吸収がおこなわれるとされている O

メタンは温室効果気体であり，一酸化炭素は温室効

果関連気体であり大気中の光化学反応で重要な役割

を果たしている O また水素は大気中の環元性成分の

中ではメタンに次ぐ 2香日の濃度であり，大気中で

メタンを含む炭化水素類から生成される O メタンは

メタン酸化菌および硝化菌によって吸収が行われて

いることが知られている O 一方，一酸化炭素につい

ては硝化菌によって吸収が行われているとされてい

るが，環境中でどのような微生物がその吸収を担っ

ているのかは明らかではない。さらに，これらの気

体の実際の環境中での吸収が生物的な因子によって
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畑地での吸収量の経時変化

次に，実際の畑地で一酸化炭素，メタンおよび水

素の土壌による吸収量がどの程度であり，

ような環境要因と関係しているかを調べた。環境要

因として有機物施用量(ワラ)の異なる 3区を設定

またどの

農業環境技術研究所年報

(3) 
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かまたは物理的な因子によって決まるかについては

明らかにされていない。

本稿では，これらの気体成分の土壌への吸収量の

経時的な変動について農業環境技術研究所内の畑地

で、行った調査に基づいて報告する O

した。

吸収量推定の推定はクローズドチャンバー法を用

いた。測定開始時間は午前 9時からはじめた。D1

圃場に各区 3ケ計 9ヶのチャンバーを設置した。

(a) 
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実際に土壌で吸収が行われていることを確かめる

ために，土壌内のガスを採取し濃度プロファイルを

調べた(主に1995年の夏季を中心に D1圃場にて)。

土壌内の空気はあらかじめ設置されたステンレス管

を通して採取した。採取後，メタン，一酸化炭素お

よび、水素はガスクロマトグラフにて(水素炎イオン

化検出器および水銀置換法の検出器)分析した。

地中濃度プロファイルは，土壌内のガスの動態を

知る上で大変重要な情報であり，図 1に一酸化炭素，

メタンおよび二酸化炭素の濃度プロファイルを示

す。二酸化炭素は土壌から放出される気体の代表例

として示した。二酸化炭素は土壌呼吸により土壌か

ら放出されるため 深くなればなるほど高い濃度を

示している O 一酸化炭素とメタンは土壌により吸収

されるため，大気中より低い濃度を示す。メタンは

土壌が深くなるにしたがって緩やかに濃度が下がっ

ているが，一酸化炭素は深さ 5cmで、大気中濃度(お

よそ200ppbv以上数ppm以下)の10分の 1以下の

濃度である O また水素については深さ 5cmで、検出限

界以下であった。

さらに一酸化炭素と水素について地表近くのプロ

ファイルを調べるために 土壌を実験室に持ち帰り

数日おいたあと，土壌空気採取用のシリンジをクラ

ンプにより固定し，詳細なプロファイルを調べた(図

2) 0 その結果，一酸化炭素では，表層 2cm以内で

吸収が行われていること，水素でも表層 3cm程度内

で吸収が行われていることが明らかとなった。この

吸収層の厚みはメタンの場合の数十cmと比べて大き

く異なる O このことから，土壌による一酸化炭素と

水素の吸収活性は，メタンより遥かに強いことが推

察される O

地中濃度プロファイル(2) 

一酸化炭素，地中濃度のプロファイル (a) 

(b) メタン， (c) 二酸化炭素

図 1
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いた。夏場は温度が高いため蒸発散が盛んになり，

土壌水分は小さい値を示した。一方，冬場は晴天が

続いたのにもかかわらず水分の変動は0.05と小さい

幅に収まっている o 1996年の11月と 1997年の 3-----5

月にかけてはよく雨が降り，たびたび土壌水分が上

昇している O

1996年梅雨の後にあたる 7月下旬には晴天が続

き，土壌水分は急激に減少した。このとき，一酸化

炭素と水素の吸収速度は1.5-4および3.8-7 X 10-2 

cm S-lで、あった。 1996年 9月には吸収速度が大幅に

増大しており 9月3日には一酸化炭素の吸収速度

はプロット 2で8x 10-2cm S-l以上と最大となった。

この時は水素の吸収速度も大きく，チャンバーを被

せた後6.5分後には検出限界以下となったため吸収

速度を求めることが出来なかった。このとき土壌水

分は吸収速度測定期間中では最低の0.23を示した。

9月の終わりからは，降水量は増加し土壌水分

は上昇し， 10月には吸収速度は低い値を示した。

10月15日に耕起を行なった (Cannabina→休耕)。

この直後，メタンおよび一酸化炭素の弱い放出が観

察された。これは，耕起による有機物供給とともに

耕起前後の高い水分とによって土壌が還元的になっ

たためと予想される o 1996年12月から翌1997年 3月

にかけては降水が少なく，土壌水分は徐々に減少し

た。これに対応して一酸化炭素と水素の吸収速度は

徐々に上昇した。メタンの吸収速度の上昇は一酸化

炭素や水素のそれに比べて小さかった。 1997年 5月

の終わりには，雨が多くなり土壌水分は急激に上昇

した。これに伴って，一酸化炭素と水素の吸収速度

は減少した。しかしながらメタンの吸収速度はあま

り減少しなかった。

同時にチャンバー法で、計測した二酸化炭素ブラッ

クス(土壌呼吸量)は，有機物施肥量が多く温度が

高いほど高い値を示した。また，二酸化炭素ブラッ

クスは，土壌水分との有意な関係は見られなかった。

メタンの吸収速度には有機物施肥量の差に応じた差

は現れなかった。しかし水素，一酸化炭素は，有

機物施肥量に応じて， 10~20%程度の吸収速度の増

大が見られた。これは，生物活性の増大よりも有機

物施肥量により土壌のガス拡散係数が増大したこと

が一因として考えられる O

測定期間にわたって土壌水分と吸収速度との関係

を調べたが，相関は低かった (CO; n=36， R2*= 

0.246， Hz; n=37， R2*=0.230， p=0.0016， CH4; 

n = 28， RZ* = 0.121)ここで nはサンプル数， R2* 

は自由度調整済 R2乗。しかしながら，土壌水分の

変動が大きい期間を除き耕起前後の期間にわける

と，相関はかなり向上した;1996年 2 月 28 日 ~1996

年 9月12日の期間について (COvd(cm S-l) =0.169 

-0.456SM ; n = 11， RZ* = 0.861， Hzvd (cm S-l) 

0.218 -O. 548SM ; n = 10， R2* = 0.676， CH4vd (cm 

S-l) = 0.00225-0. 00422SM; n = 5， R2* = 0 .113 ; 

1996年11月13日-----1997年 3月25日 (COvd= 0.186-

0.587SM; n = 15， R2* = 0.688， Hzvd = 0.316-0.988 

SM ; n = 15， R2* = 0.792， p< 0.0001， CH4vd = 0.00506 

-0. 0159SM ; n = 15， R2* = 0.588， p = 0.0005) こ

こで SMは土壌水分値を示す。土壌水分との相関は

メタンよりも一酸化炭素と水素の吸収速度の方が大

きかった。吸収速度相互の相関関係は，一酸化炭素

および水素の吸収が強い相関関係を示し (R2*= 

0.88) ，水素の吸収速度は一酸化炭素の吸収速度の

1.5-----2倍程度の値をとっている O この比は分子拡

散係数の比から説明できる (Yonemuraet al.， 2000) 0 

土壌水分は土壌のガス吸収にかかわるさまざまな

要因を変化させるが，その中で重要なことは，土壌

内のガス拡散係数を大きく変化させることである O

吸収速度と土壌水分との強い相関関係は，ガスの土

壌による吸収が，ガス拡散によって大きく制御され

ていることを示しているものと推測される O しかし

ながら，土壌水分が低すぎる場合は，生物活性が低

下し吸収速度は小さくなることが示されている

(Conrad and Seiler， 1985) 0 乾燥地では，表層土壌

が乾燥してしまうので，メタンよりも一酸化炭素と

水素の吸収速度の低下が大きい。

(4 ) まとめ

メタン，一酸化炭素および水素の畑地土壌による

吸収量の時系列的な変動を地温・土壌水分とともに

調べた。メタンの土壌による吸収に関しては，これ

までも，拡散係数および生物的活性の両方に依存す
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ることが議論されている。一酸化炭素および水素は，

メタンよりもはるかに容易に土壌に吸収され，実際

の吸収量(分子数換算)もメタンより大きい。その

ため一酸化炭素および水素の吸収量はメタンよりも

さらも土壌中のガス拡散係数によって律速されてい

るものと考えられる O

吸収を行う微生物はメタンと一酸化炭素で類似し

ていることから，競合している可能性が高いものと

考えられる O

引用文献

1) Conrad， R. and Seiler， W. 1980. Contribution of 

hydrogen production by biological nitrogen fixa-

tion to the global hydrogen budget. J. Geophys. 

Res. 85， 5493-5498. 

2 ) Conrad， R. and Seiler， W. 1985. Influence of tem-

perature， moisture， and organic carbon on the flux 

of Hz and CO between soil and atmosphere: field 

studies in subtropical regions. J. Geophys.Res. 90， 

5699-5709. 

3) Dobbie， K.E. and Smith， K.A. 1996. Comparison 

of CH4 oxidation rates in woodland， arable and set 

aside soils. Soil Biol. Biochem. 28， 1357-1365. 

4 )Do町， H.， Katruff， L.， and Levin， 1. 1993. Soil tex-

ture parameterization of the methane uptake in aer-

ated soils. Chemosphere 26， 697-713. 

5) Liebl， K.H. and Seiler， W. 1976. CO and Hz de-

struction at the soil surface. In Microbial produ-

crion and utilization of gases edited by H.G. 

Schlegel， G. Gottschalk， and N. Pfenning， Goltze， 

Gotingen， Germany， pp. 215-229. 

6) Minami， K.， Goudriaan， J.， Lantinga， E.A.， and 

Kimura， T. 1993. Significance of grasslands in 

emission and absorption of greenhouse gases. In 

Proceedings of the 17 th Intemational Grassland 

Congress， pp. 1231-1238. 

7) Sanhueza， E.， Dong， Y.， Scharffe， D.， Lobert， J.M. 

and Crutzen， P.J. 1998. Carbon monoxide uptake 

by temperate forest soils: effects of leaves and 

humus layers. Tellus 508， 51-58. 

8) Savage， K.， Moore， T.R. and Crill， P.M. 1997. 

Methane and carbon dioxide exchanges between 

the atmosphere and northem boreal forest soils. J. 

Geophys. Res. 102， 29279-29288. 

9) Yonemura， S.， Yokozawa， M， Kawashima， S.， and 

Tsuruta， H. 2000. Model analysis to the influence 

of soil gas diffusivity on CO and Hz uptake by 

soil. Tellus， 528， 919-933. 

10) Zepp， R. G.， Miller， W. L.， Tarr， M. A. and Burke， 

R. A. 1997. Soil -atmosphere fluxes of carbon 

monoxide during early stages of postfire succes-

sion in upland Canadian boreal forests. J. Geo-

phys. Res. 102，29301-29311. 

(大気生態研究室 米村正一郎・川島茂人

影響調査研究室 鶴田治雄)

5 .土壌乾燥に伴うマンガンおよびマンガン

酸化物に吸蔵される重金属の形態変化

( 1 ) はじめに

マンガンは作物の必須元素であるが，ナス・キュ

ウリ等一部の作物では過剰症も認められる O 一般的

にマンガン過剰症は土壌の酸性化・還元化に起因

し，対策としては炭カル施用等(土壌 pHの矯正)

が実施されている O これはマンガン酸化物とマンガ

ンイオンが土壌中で酸化還元平衡の関係にあり，酸

性または還元条件ではマンガン酸化物が溶解して作

物に吸収されやすいマンガンイオンとなるためであ

るO 一方，土壌乾燥という酸化条件下での発症事例

があり，同様の対策が行われているが，発症の土壌

的要因および対策方法の理論的根拠に関する明確な

解答は得られていない。こうした現象の解明には，

作物にもっとも吸収されやすい形態であるマンガン

イオン(その多くは交換態)の土壌中での動態解明
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が必要と考えられる O

一方，マンガン酸化物はコバルト，ニッケル，鉛，

亜鉛等の重金属を強く収着する特質を示し，土壌中

のマンガン結核には周囲の土壌に比べ重金属が高濃

度で濃縮されている九 従って，乾燥によりマンガ

ン酸化物の形態変化が生じるならば，マンガン酸化

物に収着されている重金属の挙動に大きな影響を及

ぼすと推察されるが，このような視点からの研究は

極めて少ない。重金属の測定には操作性の簡便さか

ら一般に風乾土を供試することが多いが，得られた

測定結果が現場での存在状態を反映しているのか不

明な点が多い。特に交換態画分は作物に最も吸収さ

れやすい画分であり，土壌中での存在量と作物の吸

収量との関係を解析するためにも，風乾処理の影響

を明らかにしておく必要がある O

以上の背景に鑑み，ここでは①圃場での土壌乾燥

が交換態のマンガン，コバルト，銅含量に及ぼす影

響を調査し，②風乾処理に伴うマンガン，コバルト，

銅の存在形態の変化を逐次抽出法を用いて解析し，

③乾燥に伴うこれら元素の形態変化のメカニズムを

検討した結果を報告する D
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図 l 土壌採取時期の谷和原圃場における降水量

および相対温度の変化

矢印は土壌採取日:①稲刈り後，②晴天後， ①降雨後

(2) 圃場での土壌乾燥が交換態のマンガン，

コバルト，銅含量に及ぼす影響z)

農研センタ ーの谷和原水田園場を対象として土壌

水分条件の異なる時期，すなわち稲刈り後，晴天後

および降雨後に o~ 1 cm， 1 ~ 5 cm， 5 ~10cm ， 10 

~20cmの深さ別に土壌を採取した。 得られた新鮮土

壌に 1M硝酸アンモニウムを加えて抽出される交

換態のマンガン，コバルト，銅含量をファ ーネス原

子吸光法で測定した。採取期間中の降雨量と相対湿

度は図 1のとおりである O 図2に示したように，深

さo~ 1 cmで、は稲刈り後に比べ晴天後において交換

態のマンガンおよびコバルト含量は約11倍に増加し

たが，深さ 5cm以下の土壌で、は大きな変化は認めら

れなかった。また，増加率は低いが深さ o~ 1 cmに

おける交換態銅含量も晴天後に増加した。一方 4

日間の降雨後には o~ 1 cmにおけるこれらの含量は

減少した。晴天後には o~ 1 cmで、土壌水分は顕著に

減少しており，交換態の増加に対する土壌乾燥の影

響が示唆される D

そこで，稲刈り後に採取した土壌の含水比を調整

し1週間密栓保存後の交換態のマンガン，コバルト，

銅含量を測定した。その結果，交換態のマンガンお

よびコバルト含量は含水比o.13kg kg-1以上の試料

に比べ，含水比0.09kgkg-1で1.5倍に0.04kgkg-1で
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コパJレ卜，風乾処理が土壌のマンガン，

銅の存在状態に及ぼす影響3)

(3) この結果は交換態マ(図 3)0 10~15倍に増加した

土壌中の重金属の存在状態を決定する一つの方法

として種々の抽出溶媒による逐次抽出法がしばしば

ここでは Millerら4)の方法を一部

改変した逐次抽出法に よって以下の 5形態に分画

し，各画分中のマンガン， コバルト，銅を測定した。

①水溶態:超純水抽出，②交換態 1M硝酸アン

モニ ウム抽出，③酸可溶態:2.5%酢酸抽出，④マ

ンガン酸化物吸蔵態:O.lM塩酸ヒドロキシルアミ

ン+O.OlM硝酸，①有機物結合態:O.lMピロリン

酸ナトリウム O 土壌は腐植質グライ低地土(宮城県

名取市)，山地褐色森林土(同)，腐植質厚層黒ボク

土(栃木県真岡市)の 3点の土壌の原土および風乾

この

用いられている O

40 

30 

ンガンおよびコバルトの増加に関する関値が，

土壌では，含水比O.09~O.13kgkg-1で、あることを示

唆する O 晴天後の深さ o~ 1 cmの含水比はO.08kg

kg-1で、あり(図 2)，圃場での交換態のマンガン，

コバルトの増加は土壌乾燥に起因すると考えられ

るD 土壌乾燥で認められるマンガン過剰症もこの交

換態マンガンの増加によると推察される O そこで，

この増加した交換態画分の由来を検討した。

士を供試した。

結果を表 1~3 に示す。 風乾処理によって水溶態

マンガンは30~70倍と増加し，また同コバルトにつ

いても顕著な増加を示したが，銅では明瞭な傾向は

認められなかった。交換態画分も同様の傾向を示し，

マンガンで 9~25倍， コバルトで 6 倍以上増加した。

酸可溶態画分もマンガンおよびコバルトで約 2倍増

加したが，銅ではグラ イ低地土を除き 20~30%減少

一方，マンガン酸化物吸蔵態画分はマンガン

0.4 

谷和原土壌における含水比と交換態のマンガン，コバルト

銅および溶存炭素 (DOC)含量との関係(密栓ビン中で 7

日間保存後)
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図3

した。

mg kg-1乾土

褐色森林土

有機物結合態

69.7 

68.0 

84.1 

87.9 

63.1 

60.2 

マンガン酸化物吸蔵態

834.2 

730.5** 

638.2 

572.8キ*

530.8 

495.3* 

酸可溶態

70.5 

146.5水**

44.8 

90.1*** 

24.4 

43.5**本

風乾処理による形態別マンガン含量の変化

変換態

0.8 

19.6*率ネ

0.8 

11. 5キキキ

0.3 

2.8キ*本

水溶態

0.03 

2.06*" 

0.02 

0.59ネキ*

0.01 

0.45*本*

表 1

処理

未風乾土

風乾土

未風乾土

風乾土

未風乾土

風乾土

土

壌
一
地

土
一低f

q
 

-フグ

黒ボク土

1 %， 0.1%水準で、未風乾土に対して有意ホはそれぞれ5%，

μg kg-1乾土

褐色森林土

有機物結合態

480 

545 

1120 

1175 

444 

420 

マンガン酸化物吸蔵態

4360 

3990* 

8750 

8220キ

5060 

4810 

風乾処理による形態別コバルト含量の変化

酸可溶態

150 

363**' 

188 

497本権*

250 

425本来*

変換態

23 

134*キ*

nd 

81 

nd 

12 

水溶態

3 

16本**

nd 

6 

nd 

9 

表2

処理

未風乾土

風乾土

未風乾土

風乾土

未風乾土

風乾土

土壌

グライ低地土

黒ボク土

1 %， 0.1%水準で、原土に対して有意日日はそれぞれ 5%，

nd :測定下限以下
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表 3 風乾処理による形態別銅含量の変化 μg kg-1乾土

土壌 処理 水溶態 変換態

グライ低地土 未風乾土 22 319 

風乾土 34 344 

褐色森林土 未風乾土 9 304 

風乾土 6 285 

黒ボク土 未風乾土 3 116 

風乾士 3 119 

**はそれぞれ 1%水準で原土に対して有意

で約10%，コバルトで 5~9%減少し，この減少量

は水溶態，交換態，酸可溶態の増加分の和とほぼ等

しかった。有機物結合態、では各元素ともに風乾処理

による有意な変化は認められなかった。

以上の結果より風乾に伴う交換態のマンガン，コ

バルトの増加は主にマンガン酸化物およびそこに吸

蔵されていたコバルトの溶出に由来すると推察され

るO 一方，銅は他の金属に比べて有機物との錯体形

成能が高い。例えば，腐植酸と銅およびその他の重

金属との錯体の安定度定数 (pH5) はCu2十

>Ni2
+

>Zn2
+ > Fe2

+ >Cd2
+ > Mn2

+ = Ca2
+ = Mg2

+となり，銅

が最も高いヘ本実験の結果でも，銅はマンガン酸

化物吸蔵態に比べて有機物結合態が顕著に多く，土

壌中では主に腐植と錯体を形成して存在しているこ

とが示された。従って，風乾に伴い交換態銅が増加

しなかった原因として，マンガン酸化物吸蔵態画分

が少なかったためか，またはマンガンの溶出に伴い

マンガン酸化物に吸蔵されている銅が溶出しでも腐

植酸と錯体を形成し不溶態となった可能性が考え

られる O

(4 ) 土壌乾燥に伴うマンガン酸化物溶解のメ

カニズム

乾燥は酸化的状態であるため，土壌乾燥に伴うマ

ンガン酸化物の溶解には酸化還元平衡以外の何らか

の要因があると予想される O これまでにフェノール

化合物九有機酸8)によるマンガン酸化物の溶解が報

告されている O 図 3を見ると乾燥に伴い溶存炭素が

交換態マンガンとほぼ同様の増加傾向を示してお

り，溶存有機物によるマンガン酸化物の溶解が示唆

される O そこで， (2) で用いた谷和原土壌の原土

および風乾土の水抽出液を以下に示す樹脂で連続的

酸可溶態 マンガン酸化物吸蔵態 有機物結合態

1350 438 15600 

1325 400 15100 

1350 313 6530 

1075** 290 6200 

1075 175 7970 

625キ* 188 8050 

に処理して，疎水性 (Amberlite XAD-4 ) ，塩基性

(Dowex 50W X 8 ) ，酸性 (Dowex1 X 8 ) ，中性

画分(全樹脂の通過画分)に分画した。得られた各

分画液および原液を合成マンガン酸化物(バーネサ

イト;o-Mn02) に添加して反応させた後，溶出し

たマンガン量を測定し，各画分のマンガン酸化物溶

解能を比較した。

その結果，原土抽出液ではマンガンの溶出は検出

されず，風乾士では原液および中性画分において顕

著に高い値となった(表 4)0 本実験で行った分画

では，疎水性画分は腐植酸などの腐植物質または蛋

白などの高分子を，塩基性画分はアミノ酸類を，酸

性画分は有機酸類を，中性画分は糖類を主に含んで

いると推察される O 従って，マンガン酸化物を溶解

する物質は糖類である可能性が高い。

そこで，マンガン酸化物と反応前後の各分画液に

含まれる糖の遊離還元基を Somogyi-Nelson法で定

量した。その結果，風乾土からの抽出液にのみ還元

糖が検出され，これを各画分別にみると還元糖のほ

とんどは中性画分に認められた(表 5) 0 このこと

は，中性画分が主に糖類を含むとの推察を支持する O

また，各処理土壌の水抽出液をマンガン酸化物に

添加して24時間反応させた後の還元糖残存率が 0%

であるのに対し溶存炭素の残存率は約80%となった。

以上の結果より，風乾上の水抽出液によるマンガ

ン酸化物の溶解には土壌乾燥によって増加した中性

糖，特に中性還元糖が関与していることが示唆され

た。還元糖のアルデヒド基・ケトン基は，過マンガ

ン酸カリウムによって酸化されてカルボキシル基と

なる Oマンガン酸化物は同様の反応でアルデヒド基・

ケトン基を酸化して自らは還元され Mn2+として

溶液中に溶出したと推察される O
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表 4 風乾処理土抽出液の各分画液によるマンガン酸化物溶解能

(mg Mn L-1
) 

反応 pH

pH 3 pH4 pH 5 初期濃度

原液 28.7 9.0 0.1 3.3 

疎水'性画分 3.3 0.3 0.0 0.0 

塩基性画分 0.4 0.0 0.0 0.0 

酸性画分 6.6 3.0 0.1 0.1 

中性画分 27.0 9.6 0.0 0.1 

表5 各種処理士の抽出液および各分画液中の還元糖含量

(グルコース換算値， mg L -1) 

風乾処理土 無処理土

原液 14.7 0.0 

疎水性画分 0.2 0.0 

塩基性画分 0.2 0.0 

酸性画分 0.0 0.0 

中性画分 12.7 0.0 

(5) 今後の展望

土壌乾燥にともなうマンガン過剰症を出発点とし

て，マンガン等の形態変化とそのメカニズムを解明

した研究の成果を報告した。

近年，分析機器の進歩により，これまで測定が困

難であった水溶態または交換態の重金属の測定が行

われつつある O 土壌乾燥による水溶態や交換態の重

金属含量の増加はマンガン酸化物の関与の有無に関

わらず，作物の生育・吸収量との関係の解析，土壌

の環境基準の策定等において今後大きな問題となろ

うO 本研究で示したように土壌・元素種間で土壌乾

燥の影響が異なるため，土壌特性に応じた適切な調

製と保存条件の確立が望まれる O また，マンガン酸

化物が重金属を収着する性質を利用して，海水中の

微量金属(リチウム)の回収，汚染土壌の修復等の

検討がなされている O 今後は環境修復方法のーっと

して，マンガン酸化物資材の利用に関する研究の進

展が期待される O
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セチレン添加区では，培養 3日目から NzO発生が

止まり， 14日日にも硝酸態窒素が残っていた。この

区の培養終了時の pHが低いことから，有機酸の蓄

ウレンソウの対照区とアセチレン添加区では，

レンソウが含有していた硝酸態窒素の，それぞれ

36%と50%がNzOとして発生した。キャベツのア

相を空気に置換し14日目まで培養を継続した。

14日日の培養終了時のデータを表 1に示した。ホ

7 
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~1.5 日で無くなり(図 1) ， NzOは1日後から発生

し始めた(図 2)0 NzO発生量はホウレンソウ区で

多くキャベツ区で少なかった。通常の脱窒ならば，

アセチレンを添加しない対照区の NzOは，酸素の

ない嫌気条件下では Nzまで還元されるはずである

この系では NzOは減少しなかった。 7日後気

lLガラスピンに生重で、40gのホウレンソウ，細

ネギ，レタス，キャベツを入れ，対照区とアセチレ

ン添加区を作り腐敗させた(写真 1) 0 容器内の酸

素濃度と NzO濃度を経時的に測定した。酸素は 1

利用し，発生した NzOを定量して脱窒量としてい

る。そのためこの方法だけでは放出されるのが N2

なのか NzOなのか，区別ができない。今後は Nzと

NzOを区別して測定することが望まれる O

化学肥料を多用する野菜畑は，土壌中にも作物体

中にも硝酸態窒素が豊富に存在している O 収穫期の

野菜畑からの N20ブラックスが，施肥窒素の硝酸

化成時の NzOフラックスよりも大きい場合がある

ことが報告されている。。そこで，野菜収穫残漬か

らの N20発生機構を明らかにするため以下の実験

し=。

農林生態系の水質浄化機能として脱窒を測定する

とき，アセチレン阻害法が用いられている O この方

法では，アセチレンが亜酸化窒素還元酵素 (NzOか

らN2への還元反応を触媒する)を阻害することを

脱窒などの硝酸還元過程により，硝酸が窒素ガス

(N2 )または亜酸化窒素ガス (NzO) として大気中

に放出された場合，窒素の水質浄化機能としてプラ

スに評価してきた。しかし NzOは温室効果ガスで

あるため， NzOとして放出された場合は，地球温暖

化防止の観点からマイナスに評価しなければならな

野菜収穫残;査からの亜酸化窒素発生

野菜腐敗過程からの亜酸化窒素発生

はじめに

を行った。

が，

6. 

(2) 

)
 

4

・・a(
 

64 



65 III.研究成果と展望

野菜腐敗過程からの亜酸化窒素発生量など(14日目)

40g中 40g中 N20-N発生量 発生率 大気を 1とした pH 

乾物 N03-N mg/ビン (%) 酸素濃度

mg/ピン mg/ピ、ン 7日目 14日目 7日目 14日目 14日目

対照区

ホウレンソウ 4440 20.4 7.1 7.3 36 O O 6.2 

細ネギ 2950 12.0 4.8 4.9 41 O 0.5 4.4 

レタス 2480 11.4 2.2 2.2 20 O 0.9 5.4 

キャベツ 4640 4.3 1.6 1.6 38 O 0.5 4.2 

アセチレン添加区

ホウレンソウ 4440 20.4 9.5 10.2 50 O O 6.8 

細ネギ 2950 12.0 3.7 3.8 32 O O 6.2 

レタス 2480 11.4 2.3 2.5 22 O 0.5 4.4 

キャベツ 4640 4.3 0.6 0.6 14 O 0.7 3.8 

表 1

. .・ ー'煽正嫌気7セチレン区

一ー・一一婚正嫁気区

・・+・・矯正皇子気yf!予レン区

--+-ー'矯正喜子気区

，・+・司'対照嫌気7セチレン区

ーー→ー一対照嫌気区

・旬+・・・対照好気7セ子レン区

一一+一ー対照好気区
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積による pHの低下が NzO発生停止の原因と考えら

れた。ホウレンソウは硝酸態窒素含有量が多いため，

硝酸還元により有機酸を蓄積することなく酸化でき

たので pHが高く維持され， NzO発生が継続したも

のと考えられた。 0.6 

0.4 

0.2 

この野菜腐敗過程からの NzO発生機構を明らか

ホウレンソウのアセチレン添加区の培にするため，

養終了時の微生物懸濁液を供試し，

亜酸化窒素発生経過 (5日目まで)図 4

0.0 、

O 

キャンベル V8

ジュースに硝酸を添加した培地を用いて570rnLガ

ラスピンで以下の実験を行った。まず，pHについ

て検討した。炭酸水素ナトリウムを添加して pHを

矯正することにより酸素の減少と NzOの発生が認 この NzO発生は細菌によることが明らかになった。

pHを矯正しただけの区の培養終了時の無機態窒

素の分析結果を表 2に示す。硝酸は 2日後には消失

められたのに対し， pH矯正をしないと pHが3.5ま

で低下し酸素の減少も NzOの発生もわずかしか認

していた。嫌気対照区と嫌気アセチレン区を比較す

ると，前者は NzO発生量は少ないもののアンモニ

ア態窒素が多く，後者はその反対で，両者の無機態

窒素量 (N20-N+ NH4 -N) はほぼ等しく，

培養前の無機態窒素量 (N03-N + NH4 -N) 

ぼ等しかった。このことは，硝酸態窒素は NzOと

アンモニアに変換され， Nzの発生はほとんと守なかっ

この系の亜酸化窒素は異化的

アンモニア化の副生成物として発生していると考え

アセチレンはこの反応を阻害して，亜酸化

窒素発生量を硝酸態窒素の約50%まで増大させる働

きをすると考えられた。通常の脱窒測定では，対照

区とアセチレン添加区の N20発生量の差は Nzの

発生と考えられてきたが，この系では異化的アンモ

ニア化が起こっているのでアンモニアの生成と考え

なければならない。

さらに

ともほ

(図 3，

次に，炭酸水素ナトリウムで pH矯正したものに，

クロラムフェ ニコー ルを添加すると酸素の減少も

N20の発生も全く認められなかったのに対し，

ロヘキシミドを添加した場合は対照区と同様の酸素

の減少と NzOの発生が認められた。 このことから，

シク
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たことを示している O
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pH矯正した区の培養開始前と培養終了時の無機態窒素量

硝酸態窒素 アンモニア態窒素 亜酸化窒素 無機態

N03-N NH，-N N20-N 窒素合計 pH 

mg/ビン mg/ピン mg/ビ、ン mg/ビン

培養開始前11 2.07 0.92 O 2.99 8.0 (始め)

嫌気対照11 O 2.84 0.29 3.13 4.8 (5日後)

嫌気アセチレンυ O 2.12 1.12 3.24 5.1 (5日後)

培養開始前引 2.05 0.84 O 2.89 7.9 (始め)

嫌気対照2) O 2.40 0.15 2.55 7.0 (2日後)

嫌気アセチレン2) O 1.80 0.95 2.75 6.4 (2日後)

表 2

は図 3，図 4の矯正嫌気区と矯正嫌気アセチレン添加区で 5日目に培養終了。

)はクロラムフェニコールとシクロヘキシミド添加実験の対照区で 2日目に培養終了。

6日

次に， N20発生機構を明らかにするために，

実験終了時の第 1層の土壌を均一に混ぜ，生重で;10g

ず、つ570mLガラスピンに取り分けて以下の実験を

行った。クロラムフェニコールは細菌のタンパク合

成阻害剤であるが，すで、に細菌が持っている脱窒系

酵素は阻害しないので，クロラムフェニコールを添

加して脱窒に最適の条件で培養することにより，培

養開始時に持っている酵素量に応じた脱窒活性を測
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白菜収穫残j査すき込み後の車酸化窒素発

所内 D圃場において， 50cm， 100cm， 150cm深に

採気管を設置し土壌空気中 N20濃度を モニ タリン

グしていたところ， 1999年11月17日の白菜収穫残注

すき込み後， 12月 3日頃から顕著な土壌空気中 N20

濃度の上昇が認められ， 12月20日に最大値に達した

後徐々に減少した (図 5) 0 

まず，この N20発生層位を明らかにするため

に，12月 7日に o~60cm まで、10cm ごと 6 層の土壌を

採取し，粗大有機物を除いた後，

生重で、200gずつ入れ密閉し好気的に培養した。そ

の結果，第 1層 (0~10cm) の N20 発生量が最も

多く，それ以下の層では少なかった (図 6)0 第 1

層の 5日間での N20発生量は土壌中に始めにあっ

た硝酸態窒素の1.7%に相当した。第 1層の培養終

了時の二酸化炭素濃度は2.5%程度で，酸素は88%

残っており好気的状態が保たれていた (図 7)0 
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定することができるuo硝酸アンモニウム添加の有

無×アセチレン添加の有無の 4区を作り，有機物源

としてグルコースを添加し，嫌気的に湛水培養した。

4区ともほぼ同じ N20発生経過を示し

アセチレン添加の有無による違いがな

いことは，亜酸化窒素還元酵素活性がほとんどない

また，硝酸添加の有無による違

酵素活性が硝酸濃度に依存しない
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クロラムフェニコールを添加しない場合の結果を

図9に示す。 0.6日日まではアセチレン添加の有無
クロラムフェニコール無添加区の亜酸化窒素発生経過図 9

化窒素還元酵素活性がほとんどないことを示してい

るO その後，アセチレン添加区では全ての硝酸がN20

に変換された。このことはこの系の N20発生は異

化的アンモニア化ではなく通常の脱窒であることを

アセチレン無添加区では 1日後くら

いからアセチレン添加区との差ができ 2日目には発

これは亜酸化窒素還元酵

素が嫌気的条件で新たに合成されて働き始めたから

と考えられた。

生した N20は消失した。亜酸このことは，による違いがほとんどなかった。

以上の培養実験の結果から 白菜収穫残i査などの

易分解性有機物がすき込まれると硝酸を脱窒する微

生物が増殖するが，畑圃場の作土は好気的に維持さ

脱れているため亜酸化窒素還元酵素が誘導されず，

窒した硝酸態窒素の多くが N20として放出されて

いるのではないかと考えられた。

Tiedjeは，硝酸還元過程を表 3のように分類して

いる九広義の脱窒は，硝酸態窒素または亜硝酸態

ガス態の NzOまたは N2になることをいう O

呼吸を伴わない N20の発生が多く見いだ

されているので，微生物学的な狭義の脱窒は，呼吸

まとめ

窒素が，

しかし，

(4) 

示している O

甲骨-i高安添鍛7セ予レン添加

ー・ー硝安無添加7セチレン添加

F・-i貨安添加7セチレン無添加
国⑩ー硝安無添加7セ手レン無添加

50 

20 

10 

40 

30 

70 

60 

90 

80 

(
入
勾

¥MWミ
)
Z1
0
N
Z

2.5 3，0 3，5日1，5 2.0 
O 
0，0 0，5 1，0 

によるエネルギー獲得を伴うものだけに限定して使

われる O 異化的アンモニア化は副生成物として N20
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を発生することが明らかにされている九

農林生態系において，水質浄化機能を強化しよう

とする場合，安易に有機物を施用して嫌気的環境を

作ると， N20発生量を増大させる恐れがある o N20 

の発生を抑制しながら N2にする技術開発が望まれ

ているが，そのためには土壌中で起こっている硝酸

還元機構と環境要因の関係をさらに明らかにしてい

く必要がある O

硝酸還元過程において発生する N2とN20を，区

別して測定する簡便な方法はまだない。今回，アセ

チレン添加の有無の比較に無機態窒素の分析を組み

合わせる方法とクロラムフェニコールを添加して酵

素量に応じた脱窒活性を測る方法を示した。さらに

検討していく予定である O

野菜収穫残j査は易分解性有機物なので，その中に

存在する硝酸は，非常に還元されやすい。また，土

壌にすき込まれた野菜収穫残澄により，土壌中の硝

酸は還元されやすくなる O 多肥されることが多い野

菜圃場は， N20の発生源になりやすいと考えられた。

野菜中の硝酸は，健康にも悪影響を及ぼすことから，

適正な施肥により低濃度に維持することが望まれ

る九
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7. アゼトウガラシにおけるスルホニルウレ

ア系除草剤抵抗性の遺伝様式

( 1 ) はじめに

医薬や農薬の分野では抵抗性生物型 (resistantbio-

type) の出現は当然のこととなっているが，同一の

除草剤か作用性が同じ除草剤を連用していると特定

の種にそれらの除草剤に抵抗性を持つ雑草が出現す

るo 1980年代初頭から樹園地や畦畔などで非選択性

のパラコートに抵抗性を示すハルジオン，ヒメムカ

シヨモギなどのキク科雑草が出現した。除草剤抵抗

性は野外で自然に起こった突然変異により除草剤が

まったく効果がなくなった現象である O パラコート

抵抗性ハルジオンでは抵抗性の遺伝様式は単因子優

性であることが知られている(Itoh & Matsunaka 

1990)0 

最近，北日本の水田を中心に植物の側鎖アミノ酸

合成を司る選択性を持ったアセト乳酸合成阻害

(ALS)系の一つであるスルホニルウレア系(以降

SUと略す)除草剤に抵抗性を示す水田雑草が問題

となってきた。ゴマノハグサ科のアゼトウガラシ，

アゼナ類 2種 1亜種，キクモ， ミズアオイ科のミズ

アオイ，コナギ，それにキカシグサ， ミゾハコベ，

イヌホタルイなどに抵抗性生物型がみつかっている

(伊藤1998)0

(2) 除草剤抵抗性雑草の出現

除草剤が効かなくなったアゼトウガラシ(抵抗性

生物型，写真 1)と，休耕田から採集してきたもの
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(感受性生物型)を育てて，本葉 1葉期にペンスル

フロンメチル (BSMと略す)，ピラゾスルフロンエ

チル (PSEと略す)，イマゾスルフロンなど 4種の

SU剤の濃度と生存率の関係を調査した。両生物型

には出芽・生育，開花時期，外部形態、などにはほと

んど差異が認められなかったが， SU剤に対する反

応のみが大きく異なった。すなわち，感受性生物型

写真 1 スルホニルウレア抵抗性アゼトウガラシ

(山形県川西町における水稲中干し期の様子)

の実生は 4種の SU斉IJそれぞれの標準使用濃度の

1/4 ~ 1/10の薬量で完全に枯死したのに対し，抵

抗性生物型の実生では標準使用濃度の 8倍では完全

に枯死せず， 16倍の濃度でようやく枯死した。これ

を LD50値で比較する と 80~290倍の強さの差であ

り，交差抵抗性 (crossresistance) を示した(Itohet 

al. 1999)。また， ミズアオイを用いた同様の比較で

もLDso，RG50とも抵抗性の強さに100倍以上の濃度

差が認められた (Wanget al. 1998)。こうした傾向

はアゼナ類 2種 1亜種，キクモ，キカシグサ，イヌ

ホタルイ， ミズアオイ，コナギ，ミゾハコべなどで

も確認されている C この中にはタケトアゼナやキク

モのように抵抗性の強さに1000倍程度の濃度差のあ

るものも見られており，抵抗性の強さの違いは，種

や産地により様々であった(内野ら2000)0共通し

ている点はいずれも通常の使用濃度の SU剤では防

除できないことである(伊藤1998)0

ALS阻害剤の作用機作は解明されており，植物

の側鎖アミノ酸の合成阻害は植物の成長を止め，枯

死させるが，抵抗性の生物型では生化学的には ALS

酵素のドメイン Aのポイントミューテーションに

よって効果が発現しなくなることが 2，3の畑雑草

で知られている (Sarriet al. 1994) 0 

(3) 抵抗性の遺伝様式

実際の水田で除草剤の効果が劣ることは水管理や

処理時期・方法，濃度などによっても異なる O 抵抗

性の遺伝様式の解明は抵抗性個体群の生活史の把握

と動態の解明に欠かすことができない。そのため，

抵抗性と感受性のアゼトウガラシを交配することに

より遺伝様式の検討を行った。

供試材料は1995年 7月に山形県東置賜郡川西町尾

長島の笹木圃場から 1株採集し，その後，毎年 BSM

かPSEを散布して採種した SU剤抵抗性生物型アゼ

トウガラシ (R) と，秋田県大曲市の東北農試水田

利用部の休耕田の 1株から1996年 9月に採種した

SU斉IJ感受性生物型アゼトウガラシ (S) を用いた。

栽培は農業環境技術研究所の温室にて行った。

1997年 5月にそれぞれの生物型を水田土壌を詰めた

1/5，000aポットに10ポットずつ， 50粒ほどを播種

した。生育のよい個体を数株残して間引き 7月下

旬に花単位で袋掛けを行い，開花前日に除雄を行っ

たo sxS， SXR， RXS， RXRの組合わせで20花

づっ交配し， Fl種子を花単位に採種した。 oOc前

後で休眠覚醒後 (1998年 2月)に 1/5，000aポット

に結実数の多いものを選び，全数を播種し， 12日後

に出芽数を数えてから PSE(0.07%粒剤) を300g/a

処理した。処理4週間後に残存個体数を調査した。

Fz種子は SXRの残存個体を10株に間引き 5月下

旬に相互に，また別に育てた S個体 7株に Fl種子

を得たときと同様に交配し，得られた種子を 6月下

旬に花(果実)単位に採集した。この BIFl種子等

を同年10月下旬に全数播種し，14日後に出芽数を計

測した後， BSM (10%粉剤)を75g a. i./ha処理し，

残存数を45日後に調査した。どの試験もポットの水

深は常時 3~ 4cmに維持したD

(4) 単因子優性遺伝

一つの花当たりの得られた種子数には 0個から約

400粒のバラツキがあり，交配時間の遅れや，交配

技術の未熟から確実に交配ができているものばかり
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ではなかった。しかし SXRの組み合わせで除草

剤処理後に残存したものがあったことから，交配は

できているものと判断された。

SU剤処理 3週間後の残草数調査では， S XSのFl

実生はすべて枯死していた。 SXR，RXS， RXR 

のFl実生は一部枯死したものの，どの果実の種子

にも残存個体がみられた。このことからアゼトウガ

ラシの SU剤抵抗性遺伝子は優性を示すといえる O

また， Flの分離比からは抵抗性生物型にはホモと

ヘテロの個体があることが示唆された(表 1) 0 

S XF1 (生存)の BIFl実生は出芽数に対して半数

が残存するとする仮説に 6果実は適合し 1果実が

適合しないこと， Fl (生存) X F1 (生存)の交配

組み合わせの結果がR:S = 3 1に4果実中 2果

実の種子が近似していたことから 1個の優性遺伝子

に支配されているものと考えられた(表 2) 0 アゼ

トウガラシは種子が小さく，生産種子数，出芽株数

が数えにくく，試験の過程で，湛水下における幼植

物の定着に表土剥離，藻類，ミジンコ等の小型動物

などの影響がみられた。また，その後に発生した抵

抗性個体をもカウントした可能性もあって，確率が

低くなったと思われる O 今後，寒天培地などを用い

て播種数，出芽数，残存数を厳密に管理するか，も

う少し大きく生育させてから簡易検定法などで抵抗

性か青かを判定して再確認する必要がある O

以上のことから，アゼトウガラシにおける SU剤

抵抗性の遺伝様式は核遺伝子に支配され，単因子{憂

表1.スルホニルウレア系除草剤抵抗性と感受性生物型アゼトウ

ガラシの総当たり交配による g実生の出芽数と除草剤処理

後の生存数

交配組合わせ 出芽数本 生存数**

♀×♂ (個) (個)

SXS 303 。
SXS 184 。
SXS 107 。
SXR 23 21 

SXR 67 27 

SXR 66 14 

SXR 107 27 

RXS 51 49 

RXS 36 35 

RXS 127 3 

RXR 58 33 

RXR 53 11 

RXR 56 4 

ネ:1998年 2月 6日播種、 2月19日調査

2月20日ピラゾスルフロンメチル標準使用量21ga.i./ha散

布 4月 7日調査

性を示した(Itohet al. 1999) 0 

また，ミズアオイでも SU剤抵抗性の遺伝様式が

解明されている O 感受性生物型間の交配以外はすべ

ての Fl個体が SU剤投与下で生存した。 Fl個体の

白殖では 3. 1に，感受性個体を交配した検定交配

の結果は 1 1に分離し抵抗性遺伝子は単凶子優

性であった。ミズアオイは異質 4倍体であることが

知られており，分離比は 2倍体と同様で、ある(注ら

1998)0 

このように，他殖型の雑草では SU剤抵抗性生物

型は感受性生物型と容易に交雑でき，単純な遺伝様

表 2. スルホニルウレア抵抗性アゼトウガラシ花粉親の戻し交雑 P1BlとP1生存株の自殖における P2の分離比

交配組合わせ 出芽数* 生存数** 死亡数*キ 期待値*** x
2値 P 

♀×♂ (個) (個) (個) (R: S) 

SXP1 246 107 139 1 4.163 >0.01 

SXP1 165 85 80 1 : 1 0.152 >0.05 

SXP1 97 43 54 1 1.247 >0.05 

SXP1 187 104 83 1 2.356 >0.05 

SXP1 168 87 81 1 : 1 0.214 >0.05 

SXP1 317 138 179 1 : 1 5.303 >0.01 

SXP1 351 116 235 1 1 40.345 く0.001

P1XP1 86 70 16 3 : 1 2.302 >0.05 

P1XP1 187 104 83 3 37.480 く0.001

gXP1 198 150 48 3 : 1 0.061 >0.05 

P1xg 262 159 103 3 28.625 く0.001

*・ 1998年10月30日播種， 11月14日出芽数調査，日 :11月15日ベンスルフロンメチル標準使用量75g a.i./ha散布， 12月25日生存数調

査優性1遺伝子に支配された場合の期待値
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式をとっていることが分かった。

アゼナ類，キカシグサ， コナギなど大部分の水田

一年生雑草は自殖性である D 中にはアメリカアゼナ

のように閉鎖花 (cleistogamousflower) をつけ，生

育ス テー ジにより完全に自殖しかしないものもあ

るO このためこれらの雑草では上記の除雄を行って

遺伝様式を解明することは難しいものと思われる O

また，イヌホタルイはほとんどの場合白殖であるが，

小穂をつぶさに観察すると雌性先熟性 (protogyny) 

があることが分かり，異なる生物型間の受粉も可能

であろう O

アゼトウガラシの花は小さく ，フタモンカタコハ

ナバチ，アカガネコハナバチなど小型のハナバチや

ヒメヒラタアブなどのハナアブ類の訪花を受ける

(Matsumura et al. 1999) 0写真 2はフタモンカタコ

ハナバチの雌が訪花しているときのものであり，後

肢などの体表にアゼトウガラシの花粉塊が見えてい

るO アゼトウガラシの柱頭は接触傾性 (thigmonasty)

運動をする口これもハナバチ類との共進化の結果で

あり，他殖に都合の良い現象である O また，ミズア

オイの花には鏡像 2型性 (enanstiostyly) があり，

一株の中に柱頭 と大雄蕊が右側にあったり左側に

あったりするが，これはミツバチ類，クマバチ，ク

ロマルハナバチなど大型のハナパチが花粉や花蜜を

集めにきたときに受粉されやすい形態になっている

と考えられる (Wanget al. 1995) 0 

写真 2 アゼトウガラシの花粉を運ぶアカガネコハナパチの雌

(5) おわりに

最近見つかってきた SU剤抵抗性のイヌホタルイ

やコナギは 日本の水田に最も普通に見られる雑草で

ある O もしこれらが全国に拡散すれば水稲に対する

雑草害も大きく，防除上憂慮されている(古原ら

1999)0 

また，マレーシアの7](田において BSMと2， 4 

-Dに複合抵抗性を持ったキバナオモダカがみつ

かっている (Nakayamaet al. 1999) 0カリフオルニ

アの水田のノビエは複数のイネ科防除剤に対して効

果がみられなくなってしまった。このような除草剤

抵抗性が出てしまうと，作用性の異なる除草剤の数

年間ごとのローテー ション，耕種的，生態的など各

種の制御手段を注意深く併用しないと防除できなく

なる O このため要防除水準を引き下げ，雑草の総合

防除プログラムに従った長期的管理システムの確立

が求められる D さらに，これらの雑草の蔓延を防ぐ

ためには防除方法だけでなく，抵抗性の出現の予測，

遺伝子拡散などの基礎研究の充実が望まれる D
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8 .昆虫病原性線虫 Steinernema属および

Heterorhabditis属の日本における分布

( 1 ) はじめに

昆虫病原性線虫とは昆虫に致死性の病気を起こす

細菌と共生関係にあるグループのことで，通常 Ste-

inernematidae科と HeteroI・habditidae科を指す。前者

には Steinernema属と Neosteinernema属，後者には

Heterorhabditis属が知られているが，昆虫病原性線

虫として詳細に研究が進められているのは，Stein-

ernema属と Heterorhabditis属の 2属である O 両属

とも腸内細菌科 Enterobacteriaceaeの細菌と共生関

係にあり，前者がXenorhabdus属，後者がPhotorhab-

dus属の細菌と関係がある O

昆虫病原性線虫の広範で強い殺虫能力は古くから

注目されており，世界各地で探索・収集が行われて

いる O また，人工培養や低温保存等が可能なことか

ら，生物農薬として利用が進められている O 日本で

は， S. kushidaiが1986年に静岡でコガネムシの幼虫

から分離されたのを契機に，探索が始められた。こ

の結果， 1980年代末から1990年代始めにかけて東北

地方および九州地方からS. carpocapsaeおよびSte-

inernema属の未知種， ?兵北市からの S. kushidaiの

再分離時に Heterorhabditis属の線虫が記録された。

しかしながら， 1993年に S.carpocapsaeを成分とす

る輸入製剤がゴルフ場における芝草害虫の防除，す

なわち鱗麹日害虫とオサゾウムシの防除のために認

可され，土着の見虫病原性線虫の利用は S. kushidai 

のコガネムシ防除への利用に絞られていった。日本

における昆虫病原性線虫の種類と分布は部分的にし

かわかっておらず，現時点で， S. kushidai以外の土

着の昆虫病原性線虫の利用のための研究もほとんど

なされていない。そこで，土着の昆虫病原性線虫の

利用の可能性を探るために，まず，それらの収集と

分布調査を行った。本稿では，日本における昆虫病

原性線虫の分布について報告する O
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(2) 線虫の検出と識別

見虫病原性線虫の検出は，野外から採取した土壌

をハチノスツヅリガの幼虫を使ったトラップ法で

行った。

線虫は形態的特徴が乏しく，その形態による同定

は体各部の計測値の統計的処理に負うところが大き

い。形態による同定の場合，成虫と幼虫の各ステー

ジの複数の標本が必要となり，標本作成・計測等に

かなりの時間を要する O しかし，近年，線虫学の分

野でも分子生物学的手法による同定手段が開発さ

れ 1頭の線虫から迅速で、正確な同定が可能となっ

てきた。その方法の一つに，核DNAやミトコンド

リア DNAをPCRi去によって増幅し，いくつかの

制限酵素で処理した断片パターンを比較する PCR-

RFLP法がある o PCRによって増幅し多型を調べる

領域は，Steinernema属と Heterorhabditis属ではリ

ボソーム DNAのITS領域がよく使われている O 本

稿でも， ITS領域の PCR-RFLPi去によるグルーピン

グを行った。各グループの RFLPパターンは英国の

国際寄生虫学研究所の見虫病原性線虫の RFLPデー

タベースをもとに，既知種との同一性が判断された。

また，各グループからいくつかの分離個体群を選び，

形態を観察・計測して，各グループが形態的に判別

可能かどうかも検討した。このようにして，Heter-

orhabditis属 2既知種，Steinernema属 3既知種 8

未記載種が識別された。

( 3 ) Heterorhabditis属の分布

本属の線虫には 8種が知られており，そのうち 2

種 H.indica， H. megidisが日本に分布することを明

らかにした(図-1) 0 前者はエジプト，インド，

スリランカ，オーストラリア，キューバ等熱帯，亜

熱帯地域から記録されている。日本では南西諸島，

鹿児島から福島南部にかけての海岸部から検出され

た。検出地の植生は海浜の草地から海岸部の丘陵の

よく発達した森林まで，様々であった。インドやエ

ジプトといった大陸低緯度地域では，内陸部でも検

出されているので，日本における分布の成立には，

海流すなわち赤道域を循環する海流の一部である黒

潮の影響が考えられる。黒潮はルソン島沖から台湾，

南西諸島に沿って北上し，九州，四国，紀伊半島沖

から房総半島沖へいたる O したがって，本種は黒潮

によって低緯度地域から北上してきたのではないか

と考えられる O このような事例は見虫でも知られて

いる O 例えば，木材に穿孔するキクイムシでは東南

アジアと西南日本とで多くの共通種が発見されてお

り，黒潮がこのような昆虫の分布に影響していると

考えられている O

一方，H. megidisは西ヨーロッパおよび北アメリ

カの温帯地域から記録されている O 日本では愛知か

ら千葉にかけての太平洋沿岸音sipら長野，富山まで

検出されている O 太平洋沿岸部では連続的に分布し

ていると考えられるが，内陸部から日本海側にかけ

ての分布は不連続のようであった。本種は前種と異

なり，よく発達した森林から検出された。本種の海

岸部での分布域は前種の分布域に重なるが，両種が

同一のサンプリングサイトから検出されたことはな

かった。さらに，前種は Steinernemα属が検出され

ていないサイトからの検出例が多い (20例中15例，

Steinernema属線虫との同サイトからの検出は 5例)

のに対し，H. megidisはSteinernema属線虫と同時

に検出されることが多く (12例中10例)，同じサン

プルからの検出例も 10例中 7例にものぼった(表-

1 ，図-1 ) 0 後述する Steinernema属線虫は海岸

部から内陸部にかけて，本属線虫より普通に検出さ

.Heterorhabditis indica 

eHeterorhabditis megidis 

36N一企丘一

図 Heterorhabditis属線虫の日本における分布

(y oshida et al. 1998に加筆)
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れた。したがって，Steinernema属線虫と H.

megidisが日本の主要な白然植生である森林に土着

昆虫病原性線虫柑を形成した後，H. indicaが海か

ら土着の線虫のいないところに侵入してきたのでは

ないかと考えられる O

(4) Steinernema属の分布

本属の線虫は現在世界で24種が記載されており，

世界各国で多数の未記載種と考えられる分離個体群

が記録されている O 日本からも，当研究室の調査に

より 11種(既知種 3種，未記載種8種)が記録され

ている(図-2 ) 0 S. carpocapsaeの記S示を加えると，

合計12種が日本に分布していることになる O しかし，

S. carpocapsaeは当研究室の調査では検出できな

かったので，ここではこれを除く 11種について報

告する O

S.戸ltiae 本種はヨーロッパ，オセアニア，南北

アメリカと世界的に広く分布している種で，ヨー

ロッパでは生物農薬として利用されている O 日本で

は北海道からのみ検出されており，検出地は海岸部

の草地か潅木林であった。本種はヨーロッパで、は普

遍的に見られる種であり，ユーラシア大陸に分布の

中心を置くとすれば，北海道が大陸と陸続きであっ

た頃の遺存種ではないかと考えられる O

S. kraussei 本種はヨーロッパと北アメリカから

検出されており，日本からは北海道から 1例記録さ

れただけである。検出地は，海岸部の潅木林であった。

S. kushidai:本種は現時点では日本特産の種で，

海外からは報告されていない。屋久島，高知から静

岡にかけての太平洋岸の温暖な地域および長野から

検出されている O 屋久島の山間部，長野および浜北

市を除いて，検出された地点はすべて海岸林で，海

に面した低木林，照葉樹林，松林等であった。屋久

島の山間部では針広混交林，長野では山地の落葉広

図 2 Steinernema属線虫の日本における分布

(y oshida et al. 1998に加筆)

表 1 Heterorhabditis属およびSteinernema属線虫の同所的検出例 (yoshida et al. 1998に加筆)

県名 調査地コード
Steinernema spp Heterorhabditis spp 

計
kushidai MY1 MY2 MY3 MY6 sp.? inndiιa megidis 

鹿児島 屋久島13 5/1 1/5 2/5 

屋久島19 5/2 3/5 4/5 * 

;少i太2 1/11 1/11 2/11 

和歌山 串本 3 1/10 1/10 2/10 

串本 4 2/10 2/10 3/10* 

愛知 渥 美 1 1/30 1/30 3/30 1/30 6/30 

静岡 御前埼 1 2/11 1/11 3/11 

御前埼 2 1/12 1/12 2/12 

熱j毎1 3/7 1/7 4/7 

土 肥 1 3/5 1/5 3/5* 

西伊豆 1 1/2 1/2 1/2 2/2* 

南伊豆 1 1/5 1/5 2/5 

南伊豆 2 2/10 1/10 2/10* 

長野 松本 1 1/5 1/5 1/5 1/5 3/5* 

松本 2 1/5 1/5 2/5 

佐久 1/8 1/8 3/8 1/8 5/8* 

千葉 飯同 3 1/7 2/7 2/7 * 

茨 城 北茨城 2 7/16 1/16 7/16 * 

数値は"線虫が検出されたサンプル数/調査地で採取した土壌サンプル数"を示す。

* Steinernema sp と Heterorhabditissp とが同ーの土壌サンプルから検出された。
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葉樹林，浜北市では平野部の畑地であった。

S. sp. MY  1 本種は，日本で最も分布範聞が広

い種で，四国からはまだ検出されていないが，鹿児

島から北海道まで普通に見られた。また，温暖な海

岸部から寒冷な山間部，標高1200mまで，かなり

広範な垂直分布も示した。検出地の植生は，草地も

数例見られたが，ほとんどが林地であった。本種は，

その広範な水平分布・垂直分布のため，照葉樹林，

落葉広葉樹林，針葉樹林，混交林，スギ・ヒノキ等

の植林地，果樹園等日本の主要な林地からほぼ検出

されている O

S. sp. MY  2 :本種は愛知から茨城にかけてと北海

道の海岸部の砂質土壌のサイトから主に検出されて

いるが，内陸部からの検出例も 1例ある O 検出地の

主な植生は草地と松林であった。また，内陸部の検

出地は果樹園であった。

S. sp. MY  3 :本種は S.sp. MY  1とともに最も普

遍的な種で，北九州'Iipら北海道まで見られた。垂直

分布も S. sp. MY  1と同様で，温暖な海岸部から寒

冷な山間部，標高1400mまで，見られた。本種も，

その広範な水平分布・垂直分布のため，照葉樹林，

落葉広葉樹林，針葉樹林，混交林，スギ・ヒノキ等

の植林地，果樹園等日本の主要な林地からほぼ検出

されている O

S. sp. MY  4 :本種は与那国島の中央部の照葉樹林

から検出された。現在のところ，日本の他の地域か

らは検出されていない，唯一の亜熱情性の種である O

S. sp. MY  5 :山梨の山間部と北海道から検出され

ている種で，寒冷地適応種と考えられる O 検出地の

植生はカラマツ林と落葉広葉樹林であった。

S. sp. MY  6:本種も前種と類似したパターンを示

し，長野の山間部と北海道から検出されている O 検

出地の植生は落葉広葉樹林，混交林，草地と検出例

は少ないが多岐にわたっている O

S. sp. MY7 :本種は，屋久島および紀伊半島から

北海道にかけてと広く検出されている O 屋久島およ

び本州では山地中心で，北陸では海岸部，北海道で

は海岸部から山地まで見られている O 垂直分布で

える地点なので，前 2種同様，本種も寒冷地適応種

と考えられる O 検出地の植生は落葉広葉樹林および

針葉樹林が中心で，北陸の海岸部では照葉樹林に見

られた。

S. sp. MY  8 :本種は，西日本の海岸部から検出さ

れている O 検出地の環境も S. sp. MY  2と同様で，

松林および砂浜の草地で，いず、れも砂質土壌で、あった。

(5) おわりに

本稿では，土着の昆虫病原性線虫の分布の概略に

ついて述べてきたが，このような分布データの重要

性を述べておきたい。例えば，感染が起こる重要な

要因の一つに，温度条件がある O 感染が起こり，寄

主を死亡させることができる温度範囲や耐久生存で

きる温度範囲や期間は，種または系統で異なり，そ

れぞれの系統が検出された土壌の温度環境に依存す

ると考えられている O 各検出地の土壌温度環境は，

その土地の気候条件とともに植生の影響を受ける O

したがって，どのような地点から検出されたかとい

うデータは，野外から収集した昆虫病原性線虫の害

虫管理への利用を考える場合，その寄主範囲ととも

に，候補となる系統を選択するときの重要な指針の

一つになると考えられる O 亜熱帯域から亜寒帯域ま

で様々な環境を持つ日本において，昆虫病原性線虫

の利用，特に定着利用を考える場合，その土地土地

の環境条件に合った系統を選択することが重要であ

ろう O そのためにも，より広範に様々な環境の調査

を進め，様々な系統の収集・保存に努めるべきであ

ると考える O また，輸入線虫だけでなく土着の線虫

にも言える事であるが，近年問題になってきている

非標的生物への影響の有無の検討は，昆虫病原性線

虫の利用を考える場合，避けて通れない問題になっ

てきている O そのような問題に対処するためにも，

収集した線虫の寄主選好性・感染行動・生残能力等

の特性の研究が不可欠となると考えられる O
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9 .チャバネアオカメムシの集合フェロモン

( 1 ) はじめに

集合フェロモンは甲虫日のキクイムシ科，ゾウム

シ科，半麹正直麹日で報告されていて，昆虫体内

で生産され，体外に排出されて同種の他個体に集合

行動を引き起こす。集合フェロモンを生産するのは

雄であったり，雌であったり，雄雌両方であったり

するが，集合してくるのは雄雌両方であり，この点

が性フェロモンと違うところである O この集合フェ

ロモンの役割はそれぞれの種で異なっており，配偶

行動の第一段階であったり，餌への到達を助けるこ

とであったりする O 日本に分布する半麹日ではカメ

ムシ科に属するミナミアオカメムシ1)ヘツヤアオ

カメムシ3) イチモンジカメムシおよびチャバネア

オカメムシヘヘリカメムシ手ヰのホソヘリカメムシ5)

およびアシビロヘリカメムシ6) で雄成虫が同種他個

体を誘引する現象が認められている O 私たちは果樹

を加害するチャバネアオカメムシ，Plautia stali， 

について，集合フェロモンの放出の有無や感受性を

検討することにより野外でのチャバネアオカメムシ

の生理状態を明らかにできること，製剤化した集合

フェロモンはチャバネアオカメムシの被害防止に必

要な発生予察や生態の研究に利用が期待されるこ

と，製剤化した集合フェロモンを使いチャバネアオ

カメムシを天敵微生物と接触させるような方法によ

り新たな防除万法の開発が期待されることから，果

樹試，千葉農試，福岡総農試，岩手農試，大阪農技

セ，鳥取防除所，サンケイ化学，信越化学と共同し

て研究を行った。
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(2) チャバネアオカメムシ集合フェロモンの

存在の確認

カメムシの集合が化学物質で引き起こされること

をまず確認した。餌となる植物が無い野外網室内

(4.5 x 5. 2m) に十分に摂食させた後に 1週間絶食

させた成虫を放飼したが，誘引牲を持つ雄成虫を

使った誘引源に全く誘引されなかった。しかしこ

の試験期間中，網室内に放した雄成虫によって網室

の外側には野外虫が誘引され止まっているのが観察

された。この原因を知るために，羽化後に水のみを

与えて餌は与えない状態の極めて栄養状態、の悪い個

体を用いて試験を行ったところ，今度は誘引性を持

つ雄成虫を使った誘引源に誘引された。集合フェロ

モンの存在を確認するために， 20日以上十分に餌を

与えた雄成虫は誘引性を持つことが確認できていた

ので，このような雄成虫からの放出物を吸着剤(テ

ナックス GC) を用いて空気捕集した。放出物は吸

着剤からベンタンで溶出し， 30頭の雄成虫から 1週

間捕集して得た量をゴムキャップに合浸させた。こ

のキャップの誘引活性は，餌を与えない状態にして

おいた成虫を放飼した野外網室内の誘引試験で確認

され，チャバネアオカメムシ集合現象には集合フェ

ロモンと考えられる雄成虫が放出する化学物質が関

与していることが確認された。

(3) チャバネアオカメムシ集合フェロモンの

化学構造の決定

雄成虫を入れた容器の空気を吸着剤を通して循環

することで，約10万匹の雄成虫からの捕集物を集め

た。これをフロリシルカラムクロマトグラフィーで

分画したところ，活性成分は 5%エーテル/ヘキサ

ンによって溶出された。この活性画分を更にシリカ

ゲルカラムを用いた高速液体クロマトグラフィー，

次に， OY-1とFFAPカラムを用いたガスクロマト

グラフイーにより精製した。活性は高速液体クロマ

トグラフィーでは12.5--19分の間に溶出さ れ

(HPLC-1 )，ガスクロマトグラフィーでは OY-1

カラムから10--14分 (GC-2)， FFAPカラムから 4

--6.5分 (GC-12) の聞に溶出された(表 1) 0 クロ

表 -1クロマトグラフイーで得られた画分の野外での誘引活性

誘引源

高速液体クロマトグラフ分取

HPLC-1 

HPLC-2 

HPLC-1 + 2 

雄成虫

ガスクロマトグラフ分取 (OY-1) 

GC-1 

GC-2 

GC-3 

HPLC-1 

雄成虫

ガスクロマトグラフ分取 (FFAP)

GC-11 

GC-12 

GC-13 

HPLC-1 

雄成虫

試験場所福岡県，筑紫野市

成虫誘殺数/day/trap

1992 6.30-7.3 

34.3 

1.0 

40.0 

2.0 

1992.7.3-6 

0.1 

9.0 

0.0 

3.1 

17.0 

1992.7.6-8 

3.5 

432.5 

0.0 

144.8 

9.0 

マトグラフイーにより得られた各画分の誘引活性の

検定は野外での誘引試験により行った。試料は長さ

3 cmの綿ロープに10雄・日当量を含浸し，直径約48

cmの水盤トラップ上に夕方設置した。誘引試験は

チャバネアオカメムシの飛来が多いことが予想され

る日を選んで行った。ガスクロマトグラフィーによ

り単離した成分をガスクロマトグラフー質量分析計

で分析した。質量スベクトルから分子量が180であ

ることが明らかとなった (M/Z(相対強度)， EI: 

79 (100)， 180 (94))。また，単離した成分は水素

添加により methyl decanoateとなったので，二重結

合が 3個ある炭素数が12個のメチルエステルである

と考えられた。部分的水素添加反応によってその化

学構造の解明を試みたが，不明な点が残った。そこ

で約 1mgの単離した成分を lH-NMRで分析したo

COSYの測定により 2，4， 6位に二重結合があり，

その二重結合の幾何異性は，スピンデカップリング

により 2-3と4 5の結合定数が15.1Hzでトラン

ス結合， 6-7では10.5Hzでシス結合であると解析

した。これらから集合フェロモンの構造は methyl

(E， E， Z) -2， 4， 6 -decatrienoateと推定され

た。次に，この物質が集合フェロモンであることを
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表~2 単離した成分と methyl(E， E， Z) ~ 2， 4， 6 ~decatrienoate 

の野外での誘引力の比較

誘引源

単離した成分

成虫誘殺数/day/trap

2.7 

Methyl (E， E， Z) ~ 2， 4， 6 ~decatrienoate 

試験日 1995.9.25~27 

試験場所静岡県，清水市

H H 

¥ / 

C=C H 

/ ¥ ¥ / 
ClH7 C=C H 

ノ ¥ / 
H C=C 

/ ¥  
H COOCHJ 

図~1 集合フェロモンの化学構造

3.2 

確認するために合成を行い，野外での誘引活性を調

べた。その結果，単離した成分と同程度の誘引活性

が確認され(表 2)，チャバネアオカメムシの集合

フェロモンは methyl(E， E， Z) -2， 4， 6 -deca司

trienoate 図 1)と同定された九この物質は雌成虫

および幼虫からは全く検出されなかった。

この集合フェロモンがどのような状態の雄成虫か

ら放出されているのか検討した。飼育条件の違う個

体からの放出物を個体別に吸着剤を用いて空気捕集

し，高速液体クロマトグラフイーにより定量した。

羽化後 4日まではフェロモンは全く放出されない

が，その後急速に放出量が増えて10日後頃まで増え

続け， 30日以降も放出されていた。交尾をさせても

その影響は認められなかった。フェロモンを放出し

ている個体に餌を与えないと放出量は次第に減少し

た。全く放出しなくなった個体に再度餌を与えると，

放出量は以前の量近くまで回復した。野外で集合現

象は夕方ごろに多く観察されるが，放出量もその時

刻にピークとなっていた。

(4) チャバネアオカメムシ合成集合フェ口モ

ンの製剤化

チャバネアオカメムシ集合フェロモンを各種の調

査に利用するために製剤j化の検討を行った。有効成

分の安定化のためには酸化防止剤と紫外線吸収剤の

添加が必要であった。また，有効成分の幾何異性体

などの合成品中の副産物は誘引に対して大きな影響

のある副産物はなかった。誘引剤に適した製剤用

チューブの素材を検討するため，信越化学が開発し

た透明ポリエチレンを用いた A タイプ，酸化第 2

鉄を加えた D タイプ，生分解生ポリマーを用いた

Bioタイプのチューブなどを用いてキ食討を行った。

これらの製剤をサンケイ化学製のトラップに装備

し，岩手県，茨城県，千葉県，大阪府，鳥取県，福

岡県に設置し半句ごとに誘殺数を調査した。 Bioタ

イプは A，Dタイプに比べ放出量の多いため誘引力

が最も強かったが，気温が高い時期にチューブ内の

残量がなくなる欠点があった。一方， Dタイプは A

タイプに比べ低温の時期に誘引力が強い傾向があ

り，紫外線を透過させないために保持している有効

成分の変化が少なく 1月間安定した誘引活性が認

められて実用的に用いることができる製剤と判定さ

れた O

(5 ) まとめ

チャバネアオカメムシには集合フェロモンがある

ことが明らかになり，この集合フェロモンを放出す

る個体は十分に餌を取った雄成虫であり，よく誘引

されるのが羽化後に餌を与えられていないような個

体であることが明らかとなった。この集合は何のた

めに行われるのであろう O 野外で誘引された成虫を

観察するとそれらは網に止まってじっとしているだ

けである O また，集中性も低く近くに樹木があると

そこに留まり誘引j原まで飛来しない個体も多い。誘

引された個体同士での交尾例はあるが，非常に少な

い。したがって，集合を作ることで交尾機会は増え

ているが，それはこの集合の主たる意義ではないと

考えられる O このカメムシは複雑な餌植物の間を移

動していることが明らかになっている O 果樹は好適

な餌ではなく，増殖が可能な植物はクワとスギなど

の針葉樹などに限られ，季節的にはさらに限定され

るヘこれらのことから，餌を十分とった雄成虫は

時間的・空間的に限られた好適な生息場所へ仲間の

到達を助けるために集合フェロモンを放出している

と考えられる O
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チャバネアオカメムシの集合フェロモンは，寄生

バエであるマルボシハナバエ，Gymnosoma rotunda-

tum，も誘引し，この寄生バエにはカイロモンの役

割を果たしている O 集合してくる成虫はこのハエの

寄生を受ける危険にさらされることになるが，一方

集合フェロモンを放出している成熟した成虫ではこ

れにより寄生を受ける危険性が減っているという可

能性も考えられる O また，この集合フェロモンには

ツヤアオカメムシ，Glaucias subpunctatus，や夏期

には同種同士での集合性が否定されているクサギカ

メムシ，Halyomorpha mista，も集まるが，これら

の現象の意義の解明は生態系の複雑な生物間相互作

用を明らかにしてゆくうえで興味深い点である O
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10. ヒメトビウンカの薬剤抵抗性の地域性と

抵抗性要因

( 1 ) はじめに

ヒメトビウンカはセジロウンカやトビイロウンカ

等とともに古くから稲作の重要害虫のーっとして知

られている O ヒメトビウンカはこれら 3種のウンカ

の中で最も小さく，さらに増殖力もそれほど高くは

ない。このためトビイロウンカの場合に見られる「坪

枯れ」の様な直接吸汁害はない。しかし，本虫は縞

葉枯病ウイルスの媒介虫であり，稲作の初期害虫と

して古くから農薬による防除が行われてきた。さら

に，ヒメトビウンカは先に述べた 3種のウンカの中

では移動性が最も低く，日本国内で越冬できるため，

農薬による淘汰圧が高かったものと思われる O この

ため早くからヒメトビウンカの薬剤抵抗性が問題と

なり， 1960年半ばには広島県で早くも BHCやマラ

ソンに対する抵抗性が(木村， 1965; 1967 ; 

1973)， 1969年には香川県で尾崎・葛西 (1971) に

よりマラソン，ダイアジノン， MEP等の有機リン

剤に対する抵抗性が報告された。 1977-1978年には

関東で縞葉枯病が流行し，多発地帯の一部では薬剤

の効果が十分でないことが疑われた。このため滝田

(1979) はヒメトビウンカについて薬剤感受性検定

を行った結果，マラソン， MEP， BPMCに若干抵

抗性が発達していることを認め，このヒメトビウン

カの薬剤抵抗性発達がヒメトビウンカの防除失敗要

肉の一つであったことが判明した。その後， Nagata 

and Ohira (1986) は1980年に九州各地よりヒメト

ビウンカを採集しその薬剤感受性を調べた結果1967

年のウンカの薬剤感受性に比べかなり低下していた

が，縞葉枯病の発生はそれほど多くなかったため大

きな問題とはならなかった。しかし， 1985年長崎と

鹿児島で縞葉枯病の突発的な大発生に対応し，防除

を行ったが多くの場合，十分な防除効果は得られな

かった。このため長崎県で採集したヒメトビウンカ

の薬剤感受性を調べたところ，カーバメート剤にさ

らに抵抗性が発達していることが明らかとなった

(小川， 1987) 0 

一般に害虫防除が不完全に終わった時は，多くの

場合，さらに高濃度の薬剤散布あるいは別の薬剤を

追散布することになり，環境に多大の負荷を強いる

ことになる O このため害虫の薬剤感受性の地域性を

常に把握しておくとともに薬剤抵抗性機構を明らか

にし，その対策を容易にしておくことが非常に重要
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なこととなる O

ここでは茨城県と熊本県で採集したヒメトビウン

カの薬剤抵抗性とその要肉について検討した結果を

述べる O

(2) ヒメトビウンカの薬剤感受性の地域性

ヒメトビウンカの薬剤感受性は局所施用法により

行った(遠藤， 1996) 0 すなわち，羽化 1週間以内

の雌成虫を炭酸ガスで麻酔した後，胸部背面に所定

濃度の薬剤アセトン液0.05μlを施用した。これを

稲苗とともにプラスチック容器に入れ25
0

Cに置

き， 24時間後に生死を判定した。 LDso値はプロビッ

ト法により求めた。

結果を表 1に示したが，熊本個体群に対する有機

リン剤の LDso値は茨城個体群に対するそれの1.4-

2.9倍とやや大きい傾向を示した。熊本個体群に対

するカーバメート剤の LDso値は茨城個体群に対す

るそれの10-30倍と著しく大きい値を示した。これ

らの結果と Soneら (1995) の結果を考え合わせる

と九州個体群は関東個体群に比べカーバメート剤に

対する感受性が非常に低く，有機リン剤に対する感

受性は関東個体群に比べやや低いと言える O しかし，

比較的最近開発されたエトフェンプロックスやイミ

ダクロプリドなどの LD50イ直は両個体群とも非常に

小さく，両地点間で感受性に差はなかった。

熊本個体群の感受性個体群(1967年東京で採集し，

その後薬剤の接触なしに累代飼育した個体群)に対

する抵抗性比は有機リン剤では5.9-17倍，カーバ

メート剤では18-39倍であった。また，茨城個体群

の感受性個体群に対する抵抗性比は有機リン剤では

3.3-5.9倍，カーバメート剤ではその比が0.9-3.3倍

であった。しかし， f也のピレスロイド剤やクロルニ

コチニル剤では 3個体群間で感受性にはほとんど違

いはなかった。

(3) 薬剤抵抗性要因解析

①局所施用した薬剤の挙動

害虫の薬剤抵抗性を左右する要因としては薬剤の

浸透移行性，解毒代謝，薬物作用点の薬剤感受性等

の差異が考えられる O

感受性個体群に比べ18倍の抵抗性比を示した熊本

個体群の BPMC抵抗性要因を明らかにする手始め

として，虫体に施用された薬剤が虫体内に取り込ま

れる量を明らかにすることを試みた。

ヒメトビウンカの雌成虫を炭酸ガス麻酔後，胸部

背面に所定濃度の BPMCアセトン液0.05μ1を施用

した。これを稲苗とともに試験管に入れ， 1， 3， 6 

時間後にヒメトビウンカに施用した BPMCを虫体

表と虫体内等に分けて抽出，フロリジルカラムを用

いて精製・濃縮後，ガスクロマトグラフィーにより

分析した。

半数致死薬量の BPMCを感受性個体群と熊本個

表 1 局所施法によるヒメトビウンカの薬剤感受性

薬 剤名

有機リン剤

マラソン

ダイアジノン

MEP 

カーバメート剤

BPMC 

NAC 

カルボフラン

カルボスルファン

ピレスロイド剤

エトフェンブロックス

フェンノtレレート

クロルニコチニル剤

感受性個体群 熊本個体群

LD50 (95% cL)aJ LD50 (95% cL) ，J [RR]hJ 

22 (16~28) 380 (280-500) [17J 

8.5 (6.2~10) 74 (51-93) [8.7J 

6.4 (4. 7~9.2) 38 (29-49) [5.9J 

18 (13-22) 320 (220-400) [18J 

15 (13-17) 450 (320-610) [30J 

0.51 (0.38~0.66) 20 (14-26) [39J 

2.2 (1 .7~2.6) 42 (31-56) [19J 

1. 6 (1.3-1.9) 2.7 (2.2-3.2) [1.7J 

1.4 (1.1-1.8) cJ 

イミダクロプリド 0.26 (0.18~0.34) 0.61(0.46~0.79) [2.3J 

a) 中央致死薬量とその95%信頼限界 (μg/g) b)感受性個体群に対する LD50の比 c) 未検定

茨城個体群

LD50 (95% cL)aJ [RRtJ 

130 (99-160) 

28 (23← 33) 

27 (21-33) 

[5.9J 

[3.3J 

[4.2J 

33 (26-41) [1.8J 

14 (11-17) [0.9J 

1.7 (1.2-2.1) [3.3J 
CJ 

1.7 (1.3-2.0) [1.1] 

1.9 (1.5-2.4) [1.4J 

0.26 (0.20-0.30) [1.oJ 
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6 

6 

体群に施用した場合の薬剤の挙動を図 1， 2に示し

た。感受性個体群では BPMCは虫体内へ速やかに

取り込まれ， 3 -6時間後には施用量の40-30%が虫

体内に見いだされた。しかし，BPMC抵抗性の熊

本個体群では虫体表面からの BPMCの初期消失は

感受性個体群の場合に比べやや遅い傾向を示したも

のの 6時間後における虫体表面残存割合は感受性

個体群のそれとそれほど変わらなかった。また，虫

体内における BPMC検出割合は感受性個体群の場

合に比べ熊本個体群の方が低く， 3-6時間後で施

用量の10-15%のBPMCが検出されたのみであっ

た口このように熊本個体群では虫体内に取り込まれ

たBPMCは速やかに代謝される可能性が高いので

はないかと考えられた。また，この半数致死薬量施

用した試験において 3-6時間後に虫体内に見いだ

された BPMC量は感受性個体群では6.6-8.8μg/g，

抵抗性の熊本個体群ではおう4μg/gであり ，抵抗

性の熊本個体群では感受性個体群の 5-6倍の

BPMCを虫体内に取り込んで初めて同程度の殺虫

効果を示すと考えられた。

②アリエステラーゼ活性

有機リン剤抵抗性ヒメトピウンカではアリエステ

ラ ー ゼ 活 性 が 高 い こ と が Ozaki and Kassai 

(1970) ，浜(1984)により報告されている。 α一

酢酸ナフチルを基質にした熊本及び茨城個体群のア

リエステラーゼ活性を表 2に示したが，有機リン剤

抵抗性の発達した両個体群のアリエステラーゼ活性

は感受性個体群のそれの約 4倍であった。さらにこ

のほか各地域より採集したヒメトピウンカ 7個体群

のアリエステラーゼ活性を測定し，それら個体群の

LDoo値との相関関係を調べたところ，MEPとダイ

アジノンでは0.75-0.89と比較的高い相関係数が得

られたが，マラソンでは相関係数は0.41と低かったD

Miyataら (1976)はマラソン抵抗性にはマラソン

を分解する特定のアリエステラーゼアイソザイムが

関与していることを報告しており ，このことがマラ

ソンの LD50値と全アリエステラーゼ活性と相関関

係が低かった理由であろう o MEPやダイアジノン

ではその LD50値とアリエステラーゼ活性の相関関

係が高く，マラソンの場合と異なって，その解毒に

特定のアイソザイムのみが関与しているのではない

と考えられる O

③アセチルコリンエステラーゼの薬剤感受性

熊本個体群では感受性個体群に比べ虫体内に

BPMCが 5-6倍量存在して初めて同程度の殺虫効

果が現れることが示唆された。このため，有機リン

剤やカ ーバメ ー ト剤の作用点であるアセチルコリン

エステラ ーゼの薬剤感受性を Ellman法により調べ，

その結果を表 3に示した。感受性個体群と茨城個体

群間ではアセチルコリンエステラーゼの有機リン剤

やカ ーバメ ー ト剤に対する感受性に違いはなかった

が，熊本個体群のアセチルコリンエステラーゼの

BPMCや NACに対する感受性は感受性個体群のそ

れに比べ 1/4 . 8-1 /6 . 5と明らかに低かった。また，

熊本個体群はダイアゾキソンやフェニトロオキソン

に対する感受性もやや低い傾向を示した。
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表 2 虫体ホモジネートのアリエステラーゼ活性
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a)標準偏差。

b) 感受性個体群のアリエステラーゼ活性に対する比。

表 3 各種薬剤による虫体ホモジネートのアセチルコリンエステラーゼ阻害

薬剤名
150士SEa

) (x10-7M) 

感受性個体群 熊本個体群 茨城個体群

1.7:!:: 0.6 4.0:!:: 0.9 (2.4) b) 1. 9:!:: 0.4 (1.1) b) 

3.5 :!::O. 7 7.3 :!:: 1. 8 (2.1) 3.6:!::1.1 (1.0) 

0.29土 0.04 1.4:!::0.3 (4.8) 0.26:!:: 0.09 (0.9) 

0.48:!:: 0.08 3.1:!::0.6 (6.5) 0.48土 0.09(1.0) 

ダイアゾキソン

フェニトロオキソン

BPMC 

NAC 

a) 中央阻害濃度とその標準誤差。

b) カッコ内は感受性個体群における中央阻害濃度に対する比。

感受性，熊本，茨城個体群のアセチルコリンエステラーゼ活性はそれぞれ 4.2:!::0.9， 4.6:!::1.5， 3.2:!::1.lnmole/分/雄で、あった。

(4 ) まとめ

本試験の結果，茨城個体群では有機リン剤抵抗性

要因として，従来言われているようなアリエステ

ラーゼによる解毒増大が，熊本個体群では有機リン

剤抵抗性要因としてはアリエステラーゼによる解毒

増大の他，アセチルコリンエステラーゼの有機リン

剤の活性体であるオキソン体に対する感受性低下も

関与していることが明らかとなった。また，熊本個

体群の BPMC(カーバメート剤)抵抗性要因とし

ては， BPMCの解毒代謝増大が示唆されるととも

に，アセチルコリンエステラーゼの BPMCに対す

る感受性低下が明らかになった。カーバメート剤の

解毒代謝機構については虫体ホモジネートのミトコ

ンドリア画分に NADPHを加えた系で，熊本個体群

は感受性個体群に比べ若干 BPMCを分解しやすい

傾向が認められているが，熊本個体群の抵抗性増大

を説明するには至っていない。今後は有機リン剤や

カーバメート剤に対するアリエステラーゼの役割な

どを含め詳細に検討する必要があろう O

また，最近新しい作用機構を持った薬剤も開発さ

れつつあるが，今後はこれらの薬剤に対する感受性

の地域性把握，抵抗性発達の予測，抵抗性機構解明

等も進める必要があろう O これらを解明することに

より，無駄な薬剤の使用がなくなり，環境負荷の軽

減が期待される O
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11. ホウ素及びストロンチウムの安定同位体

比によるコメの生産国の判別

( 1 ) はじめに

新食糧法の施行により，米の品種・産地・産年の

表示が義務づけられ，これに伴い表示内容を確認す

る手法が必要になっている O

産地判別の手法を開発するために必要とされる

‘農産物の産地判別技術に関する報告'は，少なく

とも本研究計画を考えた1996年以前には皆無で、あっ

た。そのため，地球化学で用いられる以下の 3つの

資源探査法を考慮した。すなわち，①数種以上の元

素について，それらの含量組成パターンの解析から

探査する狭い意味のフインガープリント法，②物質

中で安定に存在する元素に対する可動性の元素の存

在比から探査する富化係数(エンリッチメントファ

クター)法，及び，③元素同{立体比測定法である O

無機元素を対象とした資源探査において，手がか

りとなるのは特定の元素の濃度よりも 2種類の元素

の濃度比であることが多し瓦九この場合，化学的性

質が類似した 2元素を選択すると有効性が高まるこ

とから，上記の 3つの方法のなかでは③の同位体比

分析法が最も有効であると考えて選択した。

指標とする元素を考える上では，作物の生育環境

の土壌母材あるいは水系水質を反映し，水稲用の肥

料や農薬等の資材中に合まれず，かつ，農産物中に

分析可能なレベルで存在する元素を選択する必要性

があった。

上記の研究戦略を具体化するための関連情報とし

て以下の 3点を重視した。①ホウ素同位体比

(l1B/旧)について，当研究室が行つた国内外の水

質試料でで、3.4必6---4.412

ヘ 口本産及びび、外国産のホウ素

鉱物の同位体比lはま3.997---4.099及び3.992---4.4613
)

の範囲にあること，②ストロンチウム同位体比

(87Sr/86Sr)について，わが国は地質年代の古い中国

より低いことヘアジア大陸起源の風成塵(、r/86Srキ

0.720) の影響は，伊豆・小笠原-マリアナ島弧

(0. 703---0.705) まで漸減することヘ③わが国で

初めてマルチコレクター型誘導プラズマ結合質量分

析装置 (MC由 ICP-MS) を導入しこれを用いて地

球化学試料の鉛同位体比を小数点以下 4桁まで正確

に測定したヘこの装置をホウ素同位体比分析に適

用を試みたが，装置の構造と感度の問題から適用で

きなかった九

以上より，元素同位体組成によるコメの産地判別

技術の開発を日的として，玄米中のホウ素およびス

トロンチウムそれぞれについて，同位体比の測定法

の開発および実試料の測定を行い 2元素の同位体

比分析値を組み合わせた産地判定の解析を実施した。

(2) 成果の概要

1 )供試試料

ジャポニカ種を主に，国産米コシヒカリ 44点，カ

リフォルニア産米 1点，中国産米 4点，オーストラ

リア産米 3点，ベトナム産米 1点を用いた。

2 )玄米中のホウ素同位体比の測定法の開発2)

測定装置として四重極型誘導結合プラズマ質量分

析装置(Icp-MS : SPQ8000A，セイコーインストル
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メンツ)を用いた。

確立した前処理操作は以下のとおりである O すな

わち，分解法としては精密分析法用と簡易分析用の

2法である O 前者は，玄米 5'"'-'10g (約250'"'-'500粒)

をとり，ホウ素揮散防止剤の水酸化カルシウムを添

加して乾式灰化後 (550
0

C， 5時間)，塩酸酸性の分

解液とした。後者は，玄米0.2g(約10粒)を硝酸と

過酸化水素水を用いて，マイクロウエーブ法で分解

した。

次に，イオン交換樹脂(IRA743) によるホウ素

の分離精製操作を行ってから，測定用内標準 (1mg 

Be L -1) を添加い ICP-MS測定時試した。

測定する質量数は， 9Be， lOB， llBの 3種である。

ホウ素同{立体比は，ホウ素同位体比標準試料

(SRM951) の也と氾の信号強度比を基準にして算

出した。規定の方法により SRM951を測定した結果，

平均で4.05::tO.01となり， SRM951の保証値4.04362

::t 0.00137の 1σ 内に入る満足すべき結果を得た。

3 )玄米中のストロンチウム同位体比の測定法の開

発8)

測定装置として，マルチコレクタ型 ICP質量分

析計 (Plasma54，VG ElementaI)を用いた。

確立した前処理操作は以下のとおりである O 玄米

1 '"'-' 5 g (50---250粒)を硝酸・過塩素酸・フッ化水

素酸分解法により処理した。

、rに干渉する、bを，イオン交換樹脂 (Dowex

50W X 8) を用いて分解液から Rbを分離した。

分離後の Srを含む硝酸溶液を蒸発乾同し，希硝酸

に再溶解させ，このろ液を Srの測定用試料液とし

た。

測定した質量数は， 83Kr， 84Sr， 85Rb， 86Sr，幻Sr，、r

の 6種である o 83Krの信号強度から84Kr， 86Krの強

度を推定し， 84Sr，“Srの強度を補正した。同様に85Rb

の強度から87Rbの強度を推定し，、rの強度を補正

した。ストロンチウム同位体比は， 86Sr/、r比の実

測値と自然界値 (0.119352)との差から補正係数(マ

スバイアス係数)を求め， 87Sr/86Sr比の実測値を補

正して算出した。

表 1にストロンチウム同位体比標準試料 (SRM

987) の、r/86Sr比を測定した結果を示す。測定液の

濃度は0.2mgL-1である O 表中の No.1から No.3は

測定開始時の結果であり， No.6は測定終了直前，

No.4， No.5はその中間での測定結果である o No.3 

とNo.4，No.4とNo.5，No.5とNo.6の間は，それ

ぞれ未知試料(玄米分解液)を 5'"'-'7点測定した。

SRM987のストロンチウム同位体比の測定値は

0.71020~0.71027の範囲にあり，保証値の0.710248

とは 4桁の範囲で一致した。

表 1. SRM987の同位体比測定結果

No 87Sr/86Sr SDlI RSDZ1 確度31
n 

(%) (%) 

0.71027 0.00012 0.017 0.0026 57 

2 0.71020 0.00013 0.018 -0.0065 58 

3 0.71025 0.00010 0.014 0.0006 58 

4 0.71027 0.00015 0.021 0.0031 56 

5 0.71027 0.00018 0.025 0.0033 58 

6 0.71022 0.00024 0.034 -0.0041 59 

標準偏差

2 ) 相対標準偏差

3 ) Accepted value (0.710248) からの偏差(%)

実試料の測定では 3桁強の測定精度に留まった。

この理由として，未知試料に含まれているマトリッ

クス成分が試料導入系あるいはプラズマと質量分析

装置のインターフェース部に沈積したため，時間の

経過とともに測定精度が低下したものと考えられ

るO

4 )玄米中のホウ素の同位体比の測定2)

国産米のホウ素濃度とホウ素同位体比を表 2に示

す。国産米44点のホウ素濃度は0.33---1.26mgkg-1 

の範囲にあり，平均値は0.73mgkg-1であった。ホ

ウ素同位体比は平均が4.03，範囲が3.97'"'-'4.13で

あった。これらの試料のうち約 7割が4.01'"'-'4.04の

範囲内に存在した。外国産米のホウ素濃度は0.54---

1.13mg kg-1の範囲で，国産米と同じレベルの範囲

で区別できなかった。外国産米の同位体比について，

オーストラリア産米の同位体比 (4.14~4.19) は，国

産米より有意に高く容易に判別できた。カリフォル

ニア産米，中国及びベトナム産米のホウ素同位体比

はそれぞれ4.02'"'-'4.11，4.02'"'-'4.05の範聞にあった。
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表 2.玄米中のホウ素濃度と同位体比(国産米)

産 備考
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1

1
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1
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ワ臼

1

i

t

i

-

-

1

i

ワ
ω

B同位体比

氾/也 CV[%] 

4.01 0.20 

4.01 0.29 

4.03 0.21 

3.98 0.29 

3.98 0.15 

4.04 0.17 

4.00 0.67 

4.02 0.48 

4.03 0.05 

4.02 0.18 

4.04 0.27 

4.00 0.37 

4.05 0.24 

4.07 0.33 

4.01 0.11 

4.01 0.20 

4.02 0.23 

4.03 0.14 

4.05 0.17 

4.03 0.30 

4.06 0.19 

4.13 0.21 

B濃度

[mgkg~l] 

0.75 

0.87 

0.70 

0.73 

0.74 

0.78 

0.58 

0.57 

0.76 

0.70 

0.71 

0.71 

0.73 

0.57 

0.82 

0.79 

0.90 

0.62 

0.76 

0.70 

0.81 

0.84 

地

富山農技セ(標準区)

富山農技セ(無肥料区)

富山農技セ(残効区)

福井県農試

愛知農総試

安城農技センタ一

三重県農技センター

兵庫県中央農技センター

中国農試

島根農試

岡山農試

岡山県農試

広島県農技センタ一

山口県農試

香川県綾歌町

徳島農試

高知県農技センター

九州農試(筑後)

佐賀農試

熊本農研センタ一

宮崎総農試

種子島

産B濃度 B同位体比

[mgkg~l] llBloB CV [%] 

新潟南魚沼(左岸 0.67 4.05 0.30 

新潟南魚沼(右岸 0.61 4.04 0.26 

東北農試(盛岡 o. 77 3. 97 0 . 32 1 

東北農試(大曲 0.54 4.04 0.06 

山形農試 0.53 4.00 0.30 

福島農試 1.26 4.06 0.25 

栃木農試 0.75 4.05 0.17 

茨城農業研修所 0.68 4.07 0.19 1 

農研センター (IV-1) 0.82 4.04 0.15 

農研センター (IX-6 ) O. 66 4.02 0 . 29 

農環研 0.74 4.03 0.19 

千葉農試 0.83 4.07 0.25 

長野南安曇農改センター 0.64 4.01 0.09 

長野県原種センター O. 33 3.99 0.43 2 

静岡県農試 0.65 4.13 0.44 2 

北陸農試(無窒素区 0.73 4.03 0.17 

北陸農試(三要素区 0.77 4.03 0.16 

北陸農試(稲わら区 0.78 4.03 0.20 

北陸農試(堆肥区 0.85 4.04 0.34 

北陸農試(ケイカル区 0.95 4.04 0.23 

新潟農試 0.63 4.03 0.13 

石川農総研 0.71 4.03 0.22 

備考:乾式灰化法によるものは 1，マイクロウエーブ法によるものは 2

備考地

米が識別し得ることを示したが，この 2つの同位体

比を組み合わせた散布図をみると，それぞれの国別

の玄米分布をさらに明瞭に識別できる(図 1，左側)。

5 )玄米中のストロンチウムの同位体比の測定

表 3に各種玄米のストロンチウム濃度と同位体比

の測定結果を示す。国産米のストロンチウム濃度は

すなわち，散布図で右上に位置するのは，ホウ素同

位体比及びストロンチウム同位体比の両方が高い

ストロンチウム同位体

国産

オーストラリア産米であり，

比が国産米よりも高い中国・ベトナム産米は，

o .11 ~O. 45mg kg-1の範囲にあり，平均値は0.22mg

kg-1であった。国産米のストロンチウム同位体比は

平均0.708，範聞がO.706~0. 709であった。外国産

米のうち，オーストラリア産米及び中国・ベトナム

米が分布している直上にプロットが集まっている O

カリフォルニア産米は，ストロンチウム同位体比分

析が 1点のみに限られているが，ホウ素同位体比は

それぞれ0.715

同産米よ

カリフォルニア産米の

産米のストロンチウム同位体比は，

~O. 717及びO.710~0. 711の範囲にあり，

りも高く判別可能で、あった。

国産米より高い方に最頻値がずれていることから，

国産米の右下にプロットが集まる可能性がある O

国産米よストロンチウム同位イ本土ヒは0.706であり，

り低い傾向を示した。

国産米を糸魚川卜静岡構造線を境にして東日本産

米と西日本産米とに大別し，ホウ素同{立体比とスト

ロンチウム同{立体比をプロットすると，

ウム同位体比が0.709と高い傾向にある西日本産米

が図中の上部に分布し， O. 706----0. 707のものは東日

本産が図の下部に分布する傾向が認められた(図 1， 

右側)。これは，わが国の火山岩類のストロンチウ

ストロンチ

6 )玄米中のホウ素及びストロンチウムの同位体比

測定による解析

ホウ素同位体比及びストロンチウム同位体比の両

方を測定した玄米について，それぞれの同位体比を

散布図の形にプロットしたのが図 1である O ホウ素

同位体比の違いからオーストラリア産米が識別で

き， ム同位体比が糸魚川卜静岡構造線を境にして，有意

に異なっている 9)ことに起因するものと考えられる Oカリフォルニア産

ストロンチウム同位体比の違いからオーストラ

中国・ベトナム産米，リア産米，
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表 3. 玄米中のストロンチウム濃度と同位体比

産 Sr同位体比

幻Sr/泌Sr RSD 

[%] 
0.028 

0.038 

0.050 

0.028 

0.034 

0.060 

0.036 

0.048 

0.054 

0.110 

0.049 

Sr同位体比、r/同Sr RSD 

[%] 

0.032 

0.082 

0.085 

0.041 

0.051 

0.049 

0.115 

0.025 

0.028 

0.022 

0.052 

0.072 

0.128 

0.049 

0.084 

0.030 

0.061 

0.057 

0.036 

0.087 

0.026 

0.069 

0.072 

Sr濃度

[mg kg-1
] 

地産Sr 濃度

[mgkg-1
] 

地

0.709 

0.709 

0.708 

0.709 

0.709 

0.709 

0.706 

0.708 

0.706 

0.709 

0.709 

0.18 

0.19 

0.20 

0.12 

0.22 

0.22 

0.37 

0.22 

0.17 

0.17 

0.27 

安城農技センター

中国農試

島根農試

岡山農試

香川県綾歌町

徳島農試

九州農試(筑後)

佐賀農試

熊本農研センタ一

宮崎総農試

種子島

0.074 

0.061 

0.137 

0.043 

0.034 

0.053 

0.047 

0.038 

0.030 

0.706 

0.711 

0.711 

0.710 

0.711 

0.711 

0.715 

0.717 

0.716 

0.37 

0.35 

0.15 

0.34 

0.42 

0.24 

0.48 

0.43 

0.51 

1 

2 

加州(コシヒカリ)

中国(東北地方)

中国(杭州)

中国(北京)

中国(鞍山)

ベトナム

豪州(コシヒカリ)

豪州(コシヒカリ)

豪州(オープス)

0.707 

0.708 

0.707 

0.707 

0.707 

0.707 

0.707 

0.709 

0.707 

0.707 

0.708 

0.707 

0.709 

0.707 

0.707 

0.707 

0.708 

0.708 

0.706 

0.708 

0.708 

0.708 

0.708 

0.11 

0.31 

0.23 

0.14 

0.21 

0.15 

0.19 

0.24 

0.24 

0.20 

0.22 

0.28 

0.17 

0.28 

0.26 

0.22 

0.23 

0.24 

0.18 

0.15 

0.26 

0.33 

0.45 

新潟南魚沼(左岸)

新潟南魚沼(右岸)

東北農試(盛岡)

東北農試(大曲)

山形農試

福島農試

栃木農試

茨城農業研修所

農研センター(Iv~ 1 ) 

農研センター(Ix~ 6 ) 

農環研

千葉農試

長野南安曇農改センター

北陸農試(無窒素区)

北陸農試(三要素区)

北陸農試(稲わら区)

北陸農試(堆肥区)

北陸農試(ケイカル区)

新潟農試

石川農総研

富山農技セ(標準区)

富山農技セ(無肥料区)

富山農技セ(残効区)

0.709 0.718 
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微量元素の同位体比を新たに 4桁測定するために

それだけで 3年から 5年かかるという O 本研究

玄米中に数 ppm以下に存在するホウ素とス

トロンチウムの 2つの元素について，

度で同位体分析法を作ることから始めた。

期限内に当初の目的をなんとか果たせたものの，

コメのホウ素同位体比とストロンチウム同位体比の分布(左:全飼料，右:国産米の抜粋)

時点での技術の完成度は不十分で、ある O 今後，

判別能を普及技術までレベルアップするためには，

他の無機成分合量を組み合わせた統計解析による検

討や高性能の同位体測定装置の導入が不可欠であ

産地

図 1

あとがき(3) 

るO その上で外国産米の試料を収集して同位体比分

析を行い，各国別の玄米の同位体比分布から本法に

よる判別能を確認するとともに，国産米間の産地の

判別能も同様に確認してみたい。

3桁以上の精

3年間の

現

は，

では，
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global warrning-

Shinichiro Mishima Nitrogen Flow and Environmental Risk in Rela- Ecosystems and Sustainable Oevel- 159-166 1999.5 

Naruo Matsumoto * tion to Agriculture in Japan opment II (WIT press) 

Kenjiro Oda 

粛藤元也・小川茂男 リモートセンシング技術による水稲作付け面 東京大学生産技術研究所フォーラ 9 1999.12 

村上拓彦*・石塚直樹* 積の算出と生育モニタリング ム「宇宙からの地球環境モニタリ 71-74 

ングJ(東京大学生産技術研究所)

Genya Saito Spatial Oatabase Oevelopment for Estimation of The 6th JIRCAS lnternational Sym- 10 1999.9 

Lilik Budi Prasetyo * Emission of Greenhouse Gases U sing Remote posium (JIRCAS) 

Sensing and GIS in Sumatra lsland， lndonesia 

j青野諮 気候変動と水稲作をめぐる研究の現状と将来 平成11年度農林水産業北陸地域研 12-17 1999.10 

究成果発表会講演要旨集(北陸農

業試験場)

Jenny Ouckworth * Landscape Changes in British Lowland Wood- Lowland Game Shooting Study- 36-49 1999.2 

Gavin Stark* lands Over the Last Century in Relation to Final Report (Institute of Terrestrial 

Shori Yamamoto Game Management Ecology) 

一
環境資源部

巻・号
著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)

ページ
発行年

原薗芳信・高木健太郎* WWW連携による農業環境情報データベー 農林水産研究計算センタ一報告 B (13) 2000.2 
小林義和*・小峰正史* スシステム“EcosystemOatabase" (農林水産技術会議事務局) 1-118 

小室浩一*

竹内誠 水質浄化機能 環境研究 農林水産業及び農林水 15-20 1999.12 

産貿易と資源・環境に関する総合

研究 一中間とりまとめ報告書

(農林水産技術会議事務局)

鳥谷均 大気・海洋結合大循環モデル (MRI-CGCM) AFF (農林水産省) 31(3) 2000.3 

による気候変化シナリオから予測した21世紀 52-53 

の水稲の潜在収量

上沢正志 作物残さ等の土壌スットク形成特性の解明と 研究成果(農林水産技術会議事務 353 2000.3 

養分フロー制御技術の開発 局) 105-108 
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環境生物部

著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

藤井毅 有用機能遺伝子を野外環境下で安全利用する 組換え体の実用化のための安全性 355 2000.3 

ための宿主ベクターシステムの開発 確保に関する研究(農林水産技術 41-45 

会議事務局)

Kazuhiko Konishi Oistributional and Nomenclatural Notes on Zoosystematica Rossica (Zoological 8(2) 2000.3 

Some ISIipdeacei) es of lVdeliG(Hymenoptera :Ich- Institute， St. Petersburg) 290 
neumo 

小西和彦・山本栄治* 小田深山およびその周辺のヒメバチ類 小田深山の自然(愛媛県上浮穴郡 2 2000.3 
小田町) 735-754 

小西和彦・中村慎吾* 広島県産ヒメバチ科分布資料 比和科学博物館研究報告(比和科 39 2000.3 
学博物館) 107-115 

宮下清貴・藤井毅 放線菌の生産する多様なキチナーゼの解明 大型別枠研究生物情報の解明と制 4-5 1999.9 
御による新農林水産技術の開発に

関する総合研究成果集(農林水産

技術会議事務局)

望月雅俊 ケナガカブリダニの薬剤抵抗性ならびに生態 蚕糸・昆虫農業技術研究所研究資 27 2000.3 
的特性の変異とその利用 料(蚕糸・見虫農業技術研究所) 115-119 

高橋敬一*・河野勝行* 糸状菌の一種に感染した暖地型イネ科牧野草 国際農業研究成果情報(国際農林 6 1999.11 
月星隆雄・島貫忠幸* の害虫に対する摂食阻害作用 水産業研究センター) 37-38 
小林真*

月星隆雄・高橋敬一* 暖地型イネ科牧野草に発生したミイラ穂病 平成10年度総合農業研究成果情報 176-177 1999.7 
河野勝行*・小林真* (新称)とそのエンドファイトとしての特性 (農業研究センター)
上垣隆一*・吉松慎ーネ

島貫忠幸*

月星隆雄・植松勉 シパ類葉腐病菌 (Rhizoctonia solani) の菌系 草地飼料作研究成果最新情報(草 14 1999.9 
古賀博則*・島貫忠幸ネ 類別とその病原性 地試験場) 55-56 

Eizi Yano Recent Progress in Integrated Pest Management FFTC Extension Bulletin (Food 467 1999.4 
of Vegetables & Fertilizer Technology Center) 1-8 

資材動態部

著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

Yuso Kobara Use of Photocatalysis for Agriculture Farming Japan (Nihon Norin Ki- 33 (3) 1999.5 
kaku Kyokai) 41-44 

Yuso Kobara Reducing methyl bromide emission with a sheet Methyl Bromide Altematives News- 1999.6 
Yasuo Ishii containing titanium dioxide letter (USOA) 

Satoru Ishihara 

Keiya Inao 

大津和久・桑原雅彦 コナガの薬剤抵抗性とその対策 農林業協力専門家通信(国際農林 21 (1) 1999.5 
業協会) 40-45 
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3 .学会・研究会刊行物

企画調整部

著者名 表 題

長谷川周一 黒ボク士の圃場容水量の実態

林 陽生・鳥谷均 日本および韓国における水稲収量変動の特徴
後藤慎吉 と予測の可能性

林 陽生・鳥谷均 予測される気候の揺らぎのもとでの日本・韓
後藤慎吉・菅野洋光* 園地域の水稲生産変動の予測
鄭英祥*・黄水鎮*
金海東本

渡辺 武本・石川隆之* 肥効調節型肥料および硝酸化成抑制剤入り肥

陽捷行 料による亜酸化窒素の発生抑制効果

石川隆之*・渡辺武* 熱帯イネ科牧草による硝化抑制作用の可能性

陽捷行 -Brachiaria humidicolaによるアンモニア硝

化抑制効果一

Katsuyuki Minami Pedosphere and Atmosphere -Changes iin Earth 

Environment and Agriculture -

Hao Yang * A Quantitative Model for Estimating Mean An-

Mingyuan Du nual Soil Loss in Cultivated Land Using 137 

Qiguo Zhao* Cs Measurements 

Katsuyuki Minami 

Tamao Hatta * 

岡本勝男・横沢正幸 気候変動シナリオからみたアジアの農業生産

力変動

川島博之*・岡本勝男 21世紀における世界の食料生産

Hiroyuki Kawashima * Global Distribution of Arable Land， Cereal 

Katsuo Okamoto Yield and Nitrogenous Fertilizer Use 

八槙敦*・岡本勝男 ランドサット TMデータを用いた千葉県水田

川島博之*・安西徹郎* の乾湿区分

新藤純子 臨界負荷量の評価に関する問題点

新藤純子(編) 酸性雨の実態と評価(環境科学シンポジウム)

Sadao Wakamura * Sex Pheromone of Etiella behrii， a Pod Borer of 

Makoto Hattoriキ Soybean in Indonesia : Identification and Field 

Kazunori Igita * Attraction 

Koji Yasuda 

Tridjaka* 

Masayuki Y okozawa Size Hierarchy and Stability in Competitive 

Plant Populations 

発表書名・誌名(発行所)

土壌の物理性(土壌物理学会)

気候影響・利用研究会会報(気候

影響・利用研究会)

農業気象(日本農業気象学会)

日本土壌肥料学雑誌(日本土壌肥

料学会)

日本土壌肥料学雑誌(日本土壌肥

料学会)

Proceeding of Science and Technol-

ogy for Global Ecology (11th Inter-

national Conference of Women En-

gineers and Scientists) 

Soil Science and Plant Nutrition 

(The Society of the Science of Soil 

and Manure) 

システム農学(システム農学会)

システム農学(システム農学会)

Journal of the Japanese Agricultural 

Systems (The Society of the Japa-

nese Agricultural Systems) 

土肥誌(日本土壌肥料学会)

環境科学会誌(環境科学会)

環境科学会誌(環境科学会)

Entomologia Experimentalis et Ap-

plicata (Kluwer Academic Publish-

Bulletine of Mathematical Biology 

(Society for Mathematical Biology) 

巻・号
発行年

ページ

83 2000.3 
41-46. 

15 1999.5 
22-27 

55 (2) 1999.6 
117-125 

70 (6) 1999.12 

747-753 

70(6) 1999.12 

762-768 

11-14 1999.7 

46 (1) 2000.3 

69-79 

15 (2) 1999.10 

104-110 

15 (2) 1999.10 

111-120 

15 (1) 1999.4 

73-76 

71 (1) 2000.2 

27-34 

12 1999.5 

251-258 

13 2000.2 

111-120 

91 1999.6 

413-420 

61 1999.9 

949-961 
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著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

恥1ariko，S. * Measurement of CO? Fluxes from Soil and Environmental Science (環境科学 13 2000.3 
Nishimura， N. * Snow Surfaces with Open Oynamic Chamber 会) 69-74 

Mo， W. * Technique 
Matsui， Y. * 

Yokozawa， M 

Sekikawa， S. * 

Koizumi， H. * 

環境管理部

著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

スプレイグ， 0 ・後藤厳寛* 迅速測図の GIS解析による明治初期の農村 日本造園学会誌(日本造園学会) 63 (5) 2000.3 

守山弘* 土地利用の分析 771-774 

袴田共之 農業における物質循環情報の特性と処理 情報地質 9 (3) 1998 

155-163 

袴田共之・三輪哲久 土壌肥料学における数理統計手法の応用上の 日本土壌肥料学会誌 69(4) 1998.8 

山村光司 問題点1.問題の所在と目的 410-415 

袴田共之 ブドウ園だより 日本土壌肥料学会誌 70 (2) 1999.4 

230-232 

袴田共之・三輪哲久 土壌肥料学における数理統計手法の応用上の 日本土壌肥料学会誌 70 (3) 1999.6 

山村光司 問題点 6. その他の問題点 332-334 

王 j書*・今川俊明 Methods for monitoring and assessing sandy de- Joumal of Oesert Research 19 (1) 1999.3 

呉被* sertification in the north China 6-11 

Y oshio lnoue Estimating Water and Nitrogen Conditions of Spectral Sensing Research (IEEE) 7 1999.1] 

Josep Penuelas * Crop Plants Based on Hyper-spectral Measure- 251-257 

Yann Nouvellon * ments 

M. Susan恥10ran*

Penuelus Josep * Reflectance lndices lndicative of Changes in Photosynthetica 36 1999.8 

Y oshio lnoue Water and Pigment Content of Peanut and 355-360 

Wheat Leaves 

Y oshio lnoue A Blimp-based Remote Sensing System for Low lntemational Joumal of Remote 21 2000.1 

Shinsuke Morinaga -altitude Monitoring of Plant Variables Sensing CTaylon & Francis) 379-385 

Atsushi Tomita A Preliminary Experiment for Agricultural 

and Ecological Applications 

加藤好武・小崎隆* 土地分類利用・景域評価 日本土壌肥料学雑誌(日本土壌肥 70(5) 1999.10 

科学会) 671-673 

松本聡*・横張真* 畑地景観保全のための地域住民による畑地景 農村計画論文集(農村計画学会) 1 1999.11 

加藤好武・山本勝利 観の評価 49-54 

小林和彦 対流圏オゾンが農作物生産に及ぼす影響の評 大気環境学会誌(日本大気環境学 34(3) 1999.9 

価 会) 162-175 

Shinya Sameshima 
当ド Phylogenetic Comparison of Endosymbionts Zoological Science (Zoological Sci- 16 1999.12 

Eisuke Hasegawa * with Their Host Ants Based on Molecular Evi- ence of Japan) 993-1000 

Osamu Kitade * dence 

Nobuhiro Minaka 

Tadao Matsumoto * 

三中信宏 系統樹のグラフ理論:歴史は数理に通じるこ JAMBニュースレター(数理生物 27 1999.3 

と 学懇談会) 4-30 
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ページ

三中信宏 分類者としてのヒト:体系生物学と認知科学 認知科学 (CognitiveStudies) (日 7 (1) 2000.3 

のはざまで 本認知科学会) 1-2 

Shinichiro Mishima Nitrogen Flow Associated with Agricultural Soil Science and Plant Nutrition 45 (4) 1999.12 

?、JaruoMatsumoto * Practices and Environmental Risk in Japan CJapanese Society of Soil Science 881-890 

Kenjiro Oda and Plant Nutrition) 

Shinichiro Mishima Microbial Biomass and Restiration Rate of A 0 民1icrobesand Environments 14 (2) 1999.6 

I ~~~~~~~~: :~ωi * 
Layers of Forests Dominated by Different Tree CJapanese Society of Microbial 63-67 

Takayuki Nakatsubo * Species Ecology) 

Takao Horikoshi * 

三輪哲久・袴田共之 土壌肥料学における数理統計手法の応用上の 日本土壌肥料学会誌 70(2) 1999.4 

問題点 5. 回帰と相関の問題点 201-206 

嘉田良平キ・秋山 侃ホ 総合討論 f21世紀のアジアの食料需給と農業 システム農学(システム農学会) 15 (2) 1999.10 

宮川三郎 環境の行方」 131-141 

小川茂男 リモートセンシングによる農業生産力の情報 システム農学(システム農学会) 15 (2) 1999.11 

収集能力 95-103 

大久保悟・加藤好武 数値地理情報を用いた傾斜地水田の類型化 農村計画論文集(農村計画学会) 1 1999.11 

山本勝利 289-294 

大久保悟・深町加津枝* 特集「農村空間の保全にむけてjにあたって ランドスケープ研究(日本造園学 63(3) 2000.1 

倉本宣* 会) 177 

Lilik Budi Prasetyo * Estimation of Emission Changes about Green明 Proceeding of the 20th Asian Con- 568-573 1999.11 

Genya Saito house Effect Gases by Land-Cover Changes Us- ference on Remote Sensing (Asian 

Haruo Tsuruta ing Remote Sensing and GIS in Sumatora Is- Association on Remote Sensing) 

land， Indonesia 

Susumu Ogawa Evapotranspiration Estimates from Fine- Proceeding of the 20th Asian Con- 1143-114 1999.11 

Takuhiko Murakamiキ resolution NDVI ference on Remote Sensing (Asian 8 

N aoki Ishitsukaキ Association on Remote Sensing) 

Genya Saito 

熊谷樹一郎水・小川 進* 衛星データを適用した都市周辺の変遷に関す 環境情報科学論文集(環境情報科 13 1999.11 

蔚藤元也 る分析の試み 学センター) 109-114 

Nobuhiko Nakajima * Determining the Nucleotide Sequence and Archives of Virology (Springer二 144 (8) 1999.8 

Jun Sasaki* Capsid-coding Region of Himetobi P Virus : a Verlag) 2051-2058 

Shigemitsu Toriyama Member of a Novel Group of RNA Viruses that 

Infect Insects 

山本勝利・加藤好武 環境保全機能の評価から見た農村ランドス 農村計画論文集(農村計画学会) 1 1999.11 

ケープの空間スケール 313-318 

山本勝利・超賢一* 比企丘陵における里山林の構造と変化が林床 ランドスケープ研究(日本造園学 63 (5) 2000.3 

大塚生美*・福留晴子* 植物に及ぼす影響 会) 765-770 

加藤好武・大久保悟
L一一一一

環境資源部

巻・号
著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所) 発行年

ページ

Lars D. Hylander* Exploitation of K near roots of cotton， mmze Plant and Soil (Kluwer Academic 208 1999.2 

Noriharu Ae upland rice， and soybeangrown in an Ultisol Publishers) 33-41 

Tamao Hatta * 

Megumi Sugiyama 
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巻・号

発行年
ページ

松本真悟*・阿江教治 有機質肥料の施用がホウレンソウの生育およ 日本土壌肥料学雑誌(日本土壌肥 70 1999.2 
山県原真人* び硝酸，シュウ酸，アスコルビン酸含量に及 料学会) 31-38 

ぼす影響

Shingo Matsumoto * Nitrogen Uptake Response of Vegetable Crops Soil Science and Plant Nutrition 45 1999.5 

Noriharu Ae to Organic Materials Oapanese Society of Soil Science 269-278 

Makoto Y amagata * and Plant Nutrition) 

Lars D. Hylander* Nutrient Distribution Around Roots of Bra- Soil Science and Plant Nutrition 45 1999.9 

Noriharu Ae chiaria， Maize， Sorghum， andupland Rice in an Oapanese Society of Soil Science 617-626 

Andisol and Plant Nutrition) 

Shingo Matsumoto * The Status and Origin of A vailable Nitrogen in Soil Science and Plant Nutrition 46 2000.2 

Noriharu Ae Soils Oapanese Society of Soil Science 139-149 

Makoto Y amagata * and Plant Nutrition) 

松本真悟*・阿江教治 中性リン酸緩衝液および希硫酸抽出による土 日本土壌肥料学雑誌(日本土壌肥 71 2000.2 

山!日系真人* 壌の可給態窒素の推定と抽出される有機態窒 料学会) 86-89 

素の特性

Tomohito Arao In situ Detection of Changes in Soil Bacterial Soil Biology and Biochemistry 31 1999.4 

and Fungal Activities by Measuring 13C In- (EIsevier Science) 1015-1020 

corporation into Soil Phospholipid Fatty Acids 

from 13C Acetate 

Du Mingyuan Mutual Influence Between the Exploitation of Journal of Natural Resources (中国 14 (4) 1999.10 

Taichi孔1aki* Desert Oases and the Environmental Change 自然資源学会) 368-371 

杜明遠・真木太一* 沙漠化・緑化と気候変化 沙漠研究(日本沙漠学会) 9 (1) 1999.4 

11-16 

真木太一本・杜 明遠 沙漠の微気象と微気候改良 沙漠研究(日本沙漠学会) 9 (1) 1999.4 

1-10 

Yang Hao* Quantitative Model Considering Surface Enrich- Journal of Soil Erosion and Soil and 5 (3) 1999.8 

Du Mingyuan ment to Estimate Soil Erosion Rate Using 137Cs Water Conservation (The Chinese 42-48 

Zhao Qi-guo * Academy of Sciences) 

Katsuyuki Minami 

Tamao Hatta * 

Taichi Maki* Recent Climatic Chnage and Micro-climatic Aト Journal of Arid Land Studies (The 10 2000.3 

Du恥1ingyuan leviation by Windbreaks in Arid Land of North- Japanese Association for Arid Land 9-12 

western China Studies) 

Du Mingyuan Local Climate Change with Oasis Development- Journal of Arid Land Studies (The 10 2000.3 

Taichi Maki * Some Observation Results Japanese Association for Arid Land 93-96 

Studies) 

原薗芳信・小峰正史* WWW公開型の微気象・フラックスデータ 農業気象(日本農業気象学会) 55 (2) 1999.3 

高木健太郎*・小室浩一* ベースの開発 173← 178 

原薗芳信・宮田 明 第23回アメリカ気象学会農業・森林気象際会 農業気象(日本農業気象学会) 55 (1) 1999.3 

桑形恒男*. i賓崎孝弘 議報告 47← 52 

原菌芳信・林陽生 韓国農林気象学会の設立とその後の状況 農業気象(日本農業気象学会) 55 (4) 1999.9 

345-346 

Kentaro Takagi * Development of the Networked Database of International Workshop on Asia Pa- 187-192 2000 

Y oshinobu Harazono field observationdata (Eco-DB) on Internet cific Advanced Networkand its Ap-

Masashi Komine * plications (Asia-Pacific Advanced 

Hirokazu Komuro * Network) 

Y oshikazu Kobayashi 

Andrea Cook * Evaluating the Potential for Long-Term Elevated Journal of Agricultural Meteorology 56 (1) 2000. 

George L. Vourlitis * CO 2 Exposure Studies Using COz Springs in (The Society of Agricultural Mete- 31-40 

Y oshinobu Harazono Japan orology of Japan) 
----'---
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Satoshi Inoue Estimation about Snow in Japan under the Intemational Congress on Modelling 3 1999.12 

Global Climate Change and Simulation (ICMS 1999) 591~594 

波多野陵介*・加藤英孝 土壌物理 日本土壌肥料学雑誌(日本土壌服 70(5) 1999.10 

長谷川周一 科学会) 605~610 

高橋裕一*・川島茂人 夏期気温の年次差を利用したスギ花粉総飛散 アレルギー(日本アレルギー学会) 48 (11) 1999.11 

数の新予測方法 1217~1221 

高橋裕一*・川島茂人 人工衛星からの画像を用いたスギ植生分布の 耳鼻と臨床(耳鼻と臨床会) 45(補2) 1999.11 

三好章グ・段敏* 観察 635~638 

高橋裕一*・川島茂人 花粉により生じるコロナ(光環)と空中花粉数 日本花粉学会会誌(日本花粉学会) 45 (2) 1999.12 

J ari Piikki * との関係ーその花粉予報への応用の可能性一 153← 157 

高橋裕一本・川島茂人 航空写真を用いた来シーズンのスギ花粉総飛 日本花粉学会会誌(日本花粉学会) 45 (2) 1999.12 
中北理ネ 散数の予測手法 175~178 

高橋裕一*・川島茂人 人工衛星画像を利用したスギ林分布図の作成 日本花粉学会会誌(日本花粉学会) 45 (1) 1999.6 

49~54 

中村憲知*・川島茂人 衛星画像から得られた茶産地の環境特性と品 日本作物学会紀事(日本作物学会) 68(3) 1999.9 

質との関係 424~432 

駒 田充生・竹内誠 土壌を含む気液平衡系における亜酸化窒素溶 日本土壌肥料学雑誌(日本土壌肥 70(6) 1999.12 

解度 科学会) 804~807 

Lars D. Hylander* Bray 2 Phosphorus as Influenced by Soil Fine- Communications in Soil Science 30 (7~8) 1999.8 

Tomoyuki Makino ness and Filtration Time and Plant Analysis (Marcel Dekker) 947~955 

Noriharu Ae 

村山重俊 書評:草炭の科学 -21世紀に役立つ天然有 日本土壌肥料学雑誌(日本土壌肥 70 1999.4 

機資源- 料学会) 141 

中 井 信・橋本均* 農耕地土壌分類第 2次案改訂版から第 3次改 ベドロジスト(日本ペドロジー学 43 (1) 1999.6 

山田信明*・堤義房* 訂版への読替え試行 会) 28~35 

井上又諭*・浜崎忠雄*

野内勇・細野達夫* 水田からの水稲を介したメタンの放出 農業気象(日本農業気象学会) 55 (3) 1999.12 

青木一幸* 267~287 

小原洋 米・欧の土壌図データベースについて ベドロジスト(日本ペドロジー学 43 (1) 1999.6 

会) 36~42 

加藤邦彦ホ・小原 洋 日本の沖積土壌における元素組成ーその地域 日本土壌肥料学雑誌(日本土壌肥 72(2) 2000.4 

中井信・東照雄 および農耕地土壌分類との関係ー 料学会) 143~153 

Naotoshi Ohta Carbon Dioxide and Methane Fluxes over Arctic Proceedings of the Eighth Sympo- 202~207 1999.1 

Akira恥1iyata Coastal Tundra at Barrow， Alaska in 1999 sium on the Joint Siberian Perτna-

Y oshinobu Harazono frost Studies Between Japan and 

K. N akamoto * Russia in 1999 (National Institute 

R. Zulueta* for Environmental Studies) 

W.Oechel'ド

谷山一郎 土壌保全 一部門別進歩総説- 日本土壌肥料学雑誌(日本土壌肥 70 1999.10 

料学会) 610~612 

鳥谷均・米村正一郎 MRI-CGCM気候変化シナリオから予測した システム農学(システム農学会) 15 (1) 1999.3 

横沢正幸 日本における21世紀の水稲の潜在収量 8~16 

上沢正志 養分収支から見た総合的窒素投入管理，総合 平成11年度関東東海農業土壌肥料 1~7 1999.10 

農業的養分館に基づく施肥技術の展望 研究会資料総合的養分管理に基

づく施肥技術の展望 -施肥基準

の見直しに向けて- (農業研究ン

ター)
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安西徹郎本・上沢正志 土壌診断の新段階:土壌生産力評価から環境 日本土壌肥料学雑誌(日本土壌肥 70 (特別) 1999.6 
金野隆光本 保全型農業にむけて 料学会) 468-475 

上沢正志 土壌・養分の管理をめぐる諸問題にどう対応 平成11年度土壌・作物診断技術開 27-32 1999.6 

するか? 一総量規制を推進する土壌環境診 発研究会資料(JA全農肥料農薬

断士 部・営農・技術センター研究部)

Seiichiro Y onemura Carbon Monoxide Photoproduction from Rice Atmospheric Environment (Elsevier 33 1999.12 

Masahiro Morokuma * and恥1aizeLeaves Science) 2915-2920 

Shigeto Kawashima 

Haruo Tsuruta 

Seiichiro Y onemura Continuous Measurements of CO and Hz Tellus 51B (Munksgaard) 688-700 1999.12 

Shigeto Kawashima Deposition Velosities Onto an Andosol : Uptake 

Haruo Tsuruta Control by Soil Moisture 

米村正一郎・川島茂人 半導体アンモニアセンサーの較正と野外での 大気環境学会誌(大気環境学会) 34 1999.7 

大嶋秀雄・横沢正幸 検証 321-330 

SeiにhiroY onemura A Process-based Model for the Global Estima- World Resource Review 12 (1) 2000.1 

Masayuki Y okozawa tion of CH4一 andCO-uptake Strengths by Soil (Woodridge， IL: Institute for 149-170 

World Resource Research) 

環境生物部

著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

Akihiro Saito * High-multiplicity of Chitinase genes in Strepto- Bioscience， Biotechnology， Bio- 63 (4) 1999.1 

Takeshi Flリii myces coelicolor A 3 (2) chemistry (Japan Society for Bi- 710-718 

Tadakatsu Y oneyama * osclence， Biotechnology， and Ag-

Matthias Redenbach本 rochemistry) 

Tsuyoshi Ohno * 

Takeshi Watanabe * 

Kiyotaka Miyashita 

Akihiro Saitoキ Chitinase System in Streptomyces Actinomycetologica (The Society for 13 (1) 1999.6 

Takeshi Fujii Actinomycetes Japan) 1-10 

Kiyotaka Miyashita 

猪谷富雄*・藤田琢也キ シュウ酸を多く含む植物のアレロパシー活性 雑草研究(日本雑草学会) 44(4) 1999.12 

玉置雅彦*・黒柳正典* の検索 316-323 

藤井義晴

Y oshiharu Fujii Discrimination and Proof Method for Alllelopa- Recent Advances in Allelopathy 1 1999.9 

hty by Bioassay， Greenhouse and Field Tests (International Allelopathy Society) 25-28 

Satoru Taniguchi * Speciation of Aluminum in Hydroxyaluminium Clay Science (The Clay Research 10 (6) 1999 

Syuntaro Hiradate and Hydroxyaluminosilicate Ions Fixed by Group of Japan) 443-455 

Katsutoshi Sakuraiホ Montmorillonite， Using 27 AI-NMR and ICP-

AES 

進藤晴夫*・平舘俊太郎 山焼き後の炭化物を希硝酸処理して得られた 日本土壌肥料学雑誌(日本土壌肥 70 (6) 1999.10 

本間洋美キ 腐植酸と A型土壌腐植酸の分光学的および 料学会) 769-774 

物理化学的諸性質における類似性

宇智田奈津代* アロフェン，フェリハイドライト，微粒炭， 日本土壌肥料学雑誌(日本土壌肥 71 (1) 1999.2 

平舘俊太郎・井上克弘* 活性炭の腐植酸吸着特性の比較 料学会) 1-8 

Mitsuru Toma * Chemical Speciation of Al in a Gypsum-treated Soil Science and Plant Nutrition 45(2) 1999.6 

Syuntaro Hiradate Kitakami Andosol. Direct Analysis of Al Ad- (The Society of the Science of Soil 279-285 

Masahiko Saigusa sorbed in Cation Exchange Resin Using 27 Al- and Manure) 

NMR 

中嶋直子*・平舘俊太郎 L-3， 4-Dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) に 雑草研究(日本雑草学会) 44 (2) 1999.6 

進藤晴夫* よるキュウリ幼植物の生育阻害作用の特性 132-138 
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平舘俊太郎 ムギネ酸と土壌の相互作用 日本土壌肥料学雑誌(日本土壌肥 I70 (3) 
料学会 I267-268 

1999.6 

本間洋美*・平舘俊太郎 |個体13C核磁気共鳴法(13C-NMR)，フーリ|日本土壌肥料学雑誌(日本土壌肥 I70 (3) I 1999.6 
進藤晴夫エ変換赤外分光分析法(FT-IR)およびX線回|科学会 I277-282 

折法(XRD)によるススキの燃焼過程の解析

Shigenobu Y oshidピ IColletotrichum Dematium Produces Phytotoxins I Phytopathology (American Phytopa-I 90 (3) I 2000.3 
Syuntaro Hiradate I in Anthracnose Lesions of Mulbe町 Leaves I thological Society) I 285-291 
Y oshiharu Fujii 

Akira Shirata * 

Yukari Sunohara* I Effect of Temperature on Quinclorac-induced I Joumal of Pesticide Science (Pes-I 24 (4) I 1999.11 
Hiroshi Matsumoto* I Ethylene Production from Com Leaves I ticide Science Society of Japan) I 375-380 
Hiroaki Ikeda 

Yutaka Noma* 

Hiroaki Ikeda 

Katsuo Okamoto 

Michikazu Fukuhara * 

Estimation of Aboveground Grassland Phy-I Intemational Joumal of Remote I 20 (11) I 1999.7 
tomass with a Growth Model Using Landsat/ I Sensing (Taylor & Francis) I 2283-229 
TM and Climate Data I 4 
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Growth Analysis and Reproductive Allocation I Plant Biology (Georg Thieme Ver-I 1 (4) I 1999.7 
of Japanese Forbs and Grasses in Relation to I lag) I 445-452 
Organ Toughness Under Trampling 

Kazuyuki Itoh 

G. X. Wanど
Shinichi Oba * 

S叫fonylureaResistance in Lindernia micrantha， I Weed Research (European Weed I 39 (5) 
an Annual Paddy Weed in Japan. I Research Council) I 413-423 

1999.12 

Akira Uchinoキ

Hiroaki Watanabe本

Kazuyuki Itoh 

G. X. Wang* 

Light Requirement in Rapid Diagnosis of I Weed Technology (Weed Science I 13 
Sulfonylurea-resistant Weeds of Lindernia spp. I Society of America) I 680-684 
Scrophulariaceae) 

1999.12 

住吉正*・伊藤一幸 1999.7 水田土壌中におけるタイワンヤマイ (ScirpusI雑草研究(日本雑草学会)

wallichii Nees) とイヌホタルイ (5.juncoides 

Roxb. var.ohwianus T.Koyama) の種子の休眠

状態の季節変化と年次間差違

44(2) 

125-131 

Fang-Sik Che * 

Megumi Iwano * 

Noriko Tanaka * 

Seiji Takayama * 

Eiich Minami * 

Naoto Shibuya * 

Ikuo Kadota 

Akira Isogai * 

Biochemical and Morphological Features of I Plant Cell Physiology (The Japanese I 40 (10) I 1999.10 
Rice Cell Death Induced by Pseudomonas ave-I Society of Plant Physiologists) I 1036-1045 

nae 

門田育生・西山幸司 1999.12 

松尾和人・野内勇

根本正之*

Acidovorax avenae subsp. avenaeのイネ系統と!日本植物病理学会報(日本植物病 I65 (6) 
非イネ系統とを識別するための培地 |理学会 I635-638 

紫外線 (UV-B)が数種の一年生雑草の生育|雑草研究(日本雑草学会 144(4)

特性に及ぼす影響 I 324-328 
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Induction and Repression of a Streptomyces I Bioscience， Biotechnology， Bio-I 64 (1) 

lividans Chitinase Gene Promoter in Response I chemistry CJapan Society for Bi-I 39-43 
to Various Carbon Sources oscience， Biotechnology， and Agro-

chemistry) 

Takeshi Watanabe * 

Ryo Kanai* 

Tomokazu Kawase* 

Toshiaki Tanabe * 

Masaru Mitsutomi * 

Shohei Sakuda * 

Kiyotaka Miyashita 

Family 19 Chitinases of Streptomyces spe-I Microbiology (Society for General I 145 I 1999.12 
cies : Characterization and Distribution I Microbiology) I 3353-3363 
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ブタクサハムシの累代飼育 関東東山病害虫研究会報(関東東 46 I 1999.11 
山病害虫研究会) 115-117 

Oviposition of Torymus sinensis Kamijo (Hy- 山付alScience (The川 2ω i附 9
menoptera : Torymidae) under Natural Condi- mological Society of Japan) I I 329-334 

tlOns 

作物病害データベースの開発 |システム農学(システム農学会) 115 (2) 11999.10 

160-172 
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鈴木大助ホ・河本征臣*

相原貴之水・御子柴義郎*

梅原正 道 西 山 幸 司

大久保博人手塚信夫*

Akifumi Mizuno * 

Shigeyoshi Sato * 

Akira Kawai * 

Koushi Nishiyama 

Taxonomic Position of the Causal Pathogen of I Joumal of General Plant Pathology I 66 (1) I 2000.2 
Bacterial Shoot Blight of Pear (The Phytopatl叫 ogicalSociety of 1 48-58 

Japan) 

Naoto Ogawa 

Sally M. Mcfall * 

Thomas J. Klem * 

Kiyotaka Miyashita 

A.恥1.Chakrabartyキ

Transcriptional Activation of the Chlorocatechol I Joumal of Bacteriology (Japan Soci-I 181 (21) I 1999.11 
Degradative Genes of Ralstonia eutropha NH 9 I ety for Bioscience， Biotechnology， I 6697-6705 

and Agrochemistry) 

Hiroyuki Sawada 

Fumihiko Suzuki 

Izumi Matsuda * 

Nariya Saitou * 

Phylogenetic Analysis of Pseudomonas syringae I Joumal of Molecular Evolution I 49 (5) I 1999.11 
Pathovars Suggests the Horizontal Gene Trans噌(JntemationalSociety of Molecular I 627-644 
fer of argK and the Evolutionary Stability of hrp ¥ Evolution) 

Gene Cluster 

Hiroyuki Shibaike 

Y oshio Ishiguri * 

Shoichi Kawano * 

Genetic Analysis of Flowering Time for Eight I Plant Species Biology (Society for I 14 I 1999.12 
Natural Populations of Arabidopsis thaliana I the Study of Species Biology) I 229-236 
(Brassicaceae) in Japan with Special Regard to 

the Genes， FRI and FLC 

Hiroshi Kudoh * 

Hiroyuki Shibaike 

Hideki Takasu * 

Whigham， D. F. * 

Shoichi Kawano * 

Genetic Structure and Determinants of Clonal I Joumal of Ecology (Blackwell Sci-I 87 I 1999.4 
Structure in Temperate Deciduous Woodland I ence) I 244-257 
Herb， Uvularia peifoliata 

篠原弘亮・森脇丈治

門田育生・西山幸司

1999.12 Pseudomonas syringaeの各種 PathotypeStrain I日本植物病理学会報(日本植物病 I65 (6) 
におけるコロナチン生産能 |理学会 I629-634 

Y oichi Shirai 

Naotake Morimoto* 

A Host Shift from Wild Blue Cohosh to Culti開 IResearches on Population Ecology I 41 (2) I 1999.8 
vated Potato by the Phytophagous Ladybird I (The Society of Population Ecol-I 161-167 I 
Beetle， Epilachna Yasutomii (Coleoptera， Coc-I ogy) 
cinellidae) 

Koichi Tanaka 

Tomonari Watanabe* 

Hiroya Higuchi * 

Kenji Miyamoto * 

Y oichi Yusa * 

Toru Kiyonaga * 

Hirotsugu Kiyota * 

Y oshito Suzuki" 

Takashi Wada * 

Density-dependent Growth and Reproduction of I Researches on Population Ecology I 41 I 1999.12 
the Apple Snail， Pomacea canaliculata: a Den-I (The Society of Population Ecol-I 253-262 
sity Manipulation Experime剖 ina Paddy Field I ogy) 

田中幸一 1999.12 日本に飛来するトビイロウンカの抵抗性品種|関東東山病害虫研究会報(関東東 I46 
加害性の近年における状態 |山病害虫研究会 I85-88 
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Tomonari Watanabe* Emergence of the Apple Snail， Pomacea canali- Applied Entomology and Zoology 35 2000.2 
Koichi Tanaka culata (Gastropoda: Ampullaridae)， After lrri- (Japanese Society of Applied Ento- 75-79 
Hiroya Higuchi * gation in a Paddy mology and Zoology) 

Kenji Miyamoto * 

Toru Kiyonaga * 

Hirotsugu Kiyota * 

Y oshito S uzuki * 

Takashi Wada* 

Koichi Tanaka Toxicity of Insecticides to Predators of Rice A(JpE plied Entomology and Zoology 35 2000.2 
Shozo Endo Planthoppers : Spiders， the Mirid Bug and the apanese Society of Applied Ento- 177-187 
Hikaru Kazano * Dryinid Wasp mology and Zoology) 

Takao Tsukiboshi Claviceps sorghicola sp. nov.， a Destructive Er- Mycological Research (The Myco- 103 (11) 1999.11 
Tadayuki Shimanuki * got Pathogen of Sorghum in Japan logical Society of United Kingdom) 1403-140 
Tsutomu Uematsu 8 

月星隆雄・島貫忠幸* 新病原菌 Sphacelia sorghiによるソルガム麦 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 
古賀博則* 角病 理学会) 318-320 

月星隆雄・島貫忠幸* インターネット WWWによる画像データ 日本草地学会誌(日本草地学会) 45 (2) 1999.7 
ベース「飼料作物病害図鑑」 193-197 

高橋智恵子*・菅野博英* Nectria haematococca complexによるガーベラ 北日本病害虫研究会報(北日本病 50 2000.1 
本蔵良三*・月星隆雄 株枯病(新称)の発生 害虫研究会) 108-111 

Kohji Yamamura Transformation Using (x + 0.5) to Stabilize the Researches on Population Ecology 41 (3) 1999.12 
Variance of Populations (The Society of Population Ecology) 229-234 

Kohji Yamamura Estimation of the Probability of lnsect Pest In-苧 Researches on Population Ecology 41 (3) 1999.12 
Hajime Katsumata * troduction Through Imported Commodities (The Society of Population Ecology) 275-282 

Kohji Yamamura Insect Pest Density Per Leaf Area as a Measure Applied Entomology and Zoology 34(2) 1999.5 
Osamu Imura * of Pest Load (Japanese Society of Applied Ento- 251-257 
Nobuo Morimoto * mology and Zoology) 
Kenji Ohto* 

Kohji Yamamura Efficiency of Export Plant Quarantine Inspection Journal of Economic Entoof mAomloegry 
ica) 

92 (4) 1999.8 
Hajime Katsumata * by Using Injury Marks (Entomological Society 974-980 

Kohji Yamamura Effects of Plant Density on the Survival Rate of Researches on Population Ecology 41 (2) 1999.8 
Eizi Yano Cabbage Pests (The Society of Population Ecology) 183-188 

Kohji Yamamura Relation Between Plant Density and the Arthro- Researches on Population Ecology 41 (2) 1999.8 
pod Density in Cabbage Fields (The Society of Population Ecology) 177-182 

Kazuya Nagai * Effects of Temperature on the Development and 
A(JpapE 

lied Entomology and Zoology 34(2) 1999.5 
Eizi Yano Reproduction of Orius sauteri (Poppius) (Het- apanese Society of Applied Ento- 223-229 

eroptera : Anthocoridae)， a Predator of Thrips mology and Zoology) 
palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae) 

Eizi Yano Recent Advances in the Study of Biocontrol IOBC wprs Bulletin (International 22 (1) 1999.5 
with Indigenous Natural Enemies in Japan Organization for Biological and In- 291-294 

tegrated Control of Noxious Ani-

mals and Plants) 
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Tsutomu Saito * Carboxylesterase Isozymes Responsible for Or- Applied Entomology and Zoology 35 (1) 2000.2 
Hiroshi Hama ganophosphate Resistance in the Cotton Aphid， CJapanese Society of Applied Ento- 171-175 

Aphis gossypii Glover (Homoptera : Aphiididae) mology and Zoology) 
L一一一一一一
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Yoko Sato 

Takanori Tsukamoto * 

Mamoru Sato * 

佐藤桃子・佐藤大樹*

大河内勇*

4 .学会口頭発表

企画調整部

著者名

遠藤貴司キ・西尾美徳*

林陽生

林陽生・鳥谷均

後藤慎吉・菅野洋光*

鄭英祥本・黄水鎮*

金海東*

小野圭介本・林 陽生

谷冶正孝*

岡本勝男・川島博之*

Katsuo Okamoto * 

Masayuki Y okozawa 

Hiroyuki Kawashima * 

Hiroyuki Kawashima * 

Katsuo Okamotoキ

Masayuki Y okozawa 

横山宏太郎*・小南靖弘*

川方俊和*・大野宏之

N.研究成果の発表と広報

Induction of Disease Resistance in Cucumber Annals of the Phytopathological So-

by Acibenzolar-S-methyl and Expression of ciety of Japan (Phytopathological 

Resistance-related Genes Society of Japan) 

Comparison of Local and Systemic Induction of Plant and Cell Physiology (Phytopa守

Acquired Disease Resistance in Cucumber thological Society of Japan) 

Plants Treated with Benzothiadiazoles or Sali-

cylic Acid 

水稲栽培における農薬の環境負荷量推定と生 環境科学会誌(環境科学会)

態影響評価 -異なる栽培体型での比較一

Weed Science 46巻1， 2および3号の内容 雑草研究(日本雑草学会)

紹介(4 .土壌・大気・水 5 . Special Topics) 

Weed Science 46巻 4，5および6号の内容 雑草研究(日本雑草学会)

紹介(4 .土壌・大気・水 6.シンポジウム)

テフルベンズロンで淘汰したコナガのベンゾ 関東東山病害虫研究会報(関東東

イルフェニルウレア剤感受性と抵抗性の安定 山病害虫研究会)

性について

Rapid Degradation of Carbaryl by Two Novel Journal of Forest Research (The 

Strains of Arthrobacter spp. Isolated from For- Japanese Forestry Society) 

est Soil 

小笠原の各地から採取した土壌での農薬の検 日本林学会関東支部大会発表論文

出 集(日本林学会関東支部)

表 題 発表書名・誌名(発行所)

日射量広域分布推定モデルの改良と農業気候 日本農業気象学会1999年度関東支

資源の評価への利用 部大会講演要旨(日本農業気象学

会)

日本・韓国地域における水稲収量変動と予測 日本農業気象学会1999年度全国大

会講演要旨集(日本農業気象学会)

大洲盆地の全天日射量分布と放射霧の影響 日本地理学会1999年全国大会講演

要旨(日本地理学会)

リモート・センシングを用いた水稲作付面積 システム農学(システム農学会)

推定システムにおけるセンサと推定精度の検

討

Changes in Cereal Productivity Caused by Food and Forestry: Global Change 

Global Warming and Global Challenges &shy; The 

GCTE Focus 3 Conference CIGBP) 

Global Warming， Population Increase， Economic Food and Forestry: Global Change 

Growth and Rice Production in Asia and Global Challenges &shy; The 

GCTE Focus 3 Conference (IGBP) 

1999寒候期における降水量計比較観測 1999年度日本雪氷学会全国大会予

稿集(日本雪氷学会)

103 

65 (2) 1999.4 

116-122 

40(4) 1999.4 

388-395 

12 1999.9 

311-319 

44 (1) 1999.4 

95-96 

44(2) 1999.8 

153 

46 1999.11 

97-100 

4(4) 1999.11 

275-280 

49 1999.3 

71-72 

巻・号
発行年

ページ

17-18 1999.11 

38-39 1999.7 

126-127 2000.3 

15 (別2) 1999.10 

30-31 

9 1999.9 

10 1999.9 

B3-8 1999.10 
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著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

Hiroyuki Ohno Improvement of Microwave Remote Sensing Al- Preprint of the 3 rd International 541-542 1999.6 
Divaa Erdenetsetseg* gorithm for Snow Amount Estimation U sing Scientific Conferrence on the Global 

Ganbo Davaa * Geographic Information Energy and Water Cyde (WCRP 

Dambaravjaa Oyunbaatar* GEWEX/GAME) 

Hiroyori Yabuki * 

Tesuo Ohata * 

芝山道郎・高橋繁男* 群落反射光の偏光度推定モデルによる群落構 日本作物学会紀事(日本作物学会) 69 (別1) 2000.4 

造の推定法の検討 -3次元情報の簡易収集 168-169 

と水平葉型草種の混生率推定一

新藤純子・麓多門 塩基の収支と Sr同位体比に基づいた鉱物風 環境科学会1999年年会講演要旨集 246-247 1999.11 
中野孝教*・高松武次郎* 化速度の推定 (環境科学会)

新藤純子 土壌の酸緩衝機構とその定量化 大気環境学会酸性雨研究会講演会 1-10 2000.3 

資料(大気環境学会酸性雨研究会)

山川修治*・横沢正幸 静止衛星赤外線データによる全球日射量分布 日本農業気象学会1999年度全国大 22-23 1999.7 

林陽生・鳥谷均 の推定 会講演要旨集(日本農業気象学会)

Masayuki Y okozawa Estimation of Global Carbon Budgets Over Food and Forestry: Global Change 53 1999.9 

Katsuo Okamoto Farmland Ecosystems Based on Satellite Data and Global Challenges. The GCTE 

Hiroyuki Kawashima * and Environmental Database Focus 3 Conference. (IGBP) 

横沢正幸・渡辺力* 植生のサイズ分布動態と物理環境変動との相 日本生態学会講演要旨集(日本生 142 2000.3 

江守正多*・高田久美子* 互作用のモデル化 態学会)

原登志彦*

環境管理部

著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

Hiroko Akiyama Nitrous Oxide and Nitric Oxide Emissions from 90th Annual Meeting of the Ameri- 332 1999.10 

Haruo Tsuruta Upland Soils after Application of Different Or- can Society Agronomy (American 

ganic Manures Society Agronomy) 

秋山博子・鶴田治雄 有機質肥料を施用した畑土壌からの N20お 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 

よびNOの発生 本土壌肥料学会) 278 

秋山博子・鶴田治雄 有機質肥料を施用した畑土壌からの NzOお 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.4 

よびNOの発生(2 ) 本土壌肥料学会) 209 

David S. Sprague Woodland and grassland in a rural landscape in 98th Annual Meeting of the Ameri- 407 1999.11 

Hiroshi Moriyama * the Kanto Plain of Meiji Period Japan can Anthropological Association， 

Abstracts (American Anthropologi-

cal Association) 

David S. Sprague Topographic Effects on Measures of Primate 68th Annual Meeting of the Ameri- 28 1999.4 

A. Matsumoto-Oda * Habitat-use in Mountainous Study Sites in Japan can Association of Physical Anthro- 257 

and Africa pologists， Abstracts (American Asso-

ciation of Physical Anthropologists) 

D.スプレイグ・大山修一* 北部ザンピアにおけるチテメネの村周辺の分 第36回日本アフリカ学会大会研究 21 1999.5 

杉山祐子*・掛谷誠* 布構造 発表要旨(日本アフリカ学会)

D.スプレイグ・松本晶子* マハレ山塊のヒヒとチンパンジーの遊動域と 第15回日本霊長類学会大会研究発 28 1999.6 

食物の競合 表予稿(日本霊長類学会)

Hideshi Fujiwara Estimate of Methane Emission from Wetlands in Proceedings of the 20th Asian 2 1999.11 

Toshiaki Imagawa the Kanto， Japan Using Remote Sensing and Conference on Remote Sensing 1139-1142 

Kenji Matsumori GIS (Asian Association on Remote 

Sensing) 
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著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

藤原英司・松森堅治 温室効果ガス収支推定のための地理情報シス 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 

今川俊明 テムを用いた湿地の抽出 本土壌肥料学会) 169 

袴田共之 食糧「他」給システムによる環境汚染 いび (相未踏科学技術協会・エコマテリ 1998 

つな物質循環がもたらすものO 材料の環境 アル研究会 35 

配慮性評価と地球の有限性その 1地球限界の

認知

袴田共之 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク 日本土壌肥料学会講演要旨集 46 2000.4 

(EANET) における土壌影響評価システム 212 

の構築

Toshiaki Imagawa A collaborative research on combating desertifi- Proceedings of Intemational Sympo- 10 1999.10 

cation in Naiman， Inner Mongolia， China sium or Desertificatoin Facing in 

Developing Countries. Onstitute of 

Desert Research， CAS) 

井上吉雄 ハイパースベクトル計測に基づいた分光指数 日本作物学会紀事(日本作物学会) 68 (2) 1999.10 

Josep Penuelas * およびモデル逆推定による作物葉特性の評価 254~255 

Yann Nouvellon * 一葉水分一

M. Susan Moran 

井上吉雄・美濃伸之 作物群落の COz • HzOフラックスおよび放射 日本作物学会紀事(日本作物学会) 68(2) 1999.10 

富田淳志・小川茂男 環境の動態解析 1.渦相関法と茎熱収支法 166~167 

によるダイズ群落の蒸散・蒸発散の分離評価

井上吉雄・富田淳志 飛行船型低層巡航リモートセンシングシステ 日本リモートセンシング学会 265~268 1999.11 

森永慎介・小川茂男 ム 一植生生態・精密農業情報計測のための 1999年秋季学術講演会論文集(日

美濃伸之 初期実験一 本リモートセンシング学会)

井上吉雄 ハイパースペクトル計測による植物生理特性 日本リモートセンシング学会 595~598 1999.5 

Josep Penuelas * の評価 1. AOTF分光画像装置の試作およ 1999年春季学術講演会論文集(日

Yann Nouvellon * び植物水分，窒素の推定 本リモートセンシング学会)

M. Susan九10ran

井上吉雄 ハイパースベクトル計測による植物生理特性 日本リモートセンシング学会 267~268 2000.4 

Pamela Nagler* の評価 2. 短波長赤外反射計測に基づく植 2000年春季学術講演会論文集(日

c. S. T. Daughtry* 物残査の定量化 本リモートセンシング学会)

井上吉雄・美濃伸之 スベクトル画像の空中計測による作物・圃場 日本作物学会紀事(日本作物学会) 70(別1) 2000.4 

富田淳志・小川茂男 状態の診断と予測 第 5報航空機等による 170~171 

崖毅年* 作物特性の面的変異の評価

加藤好武・山本勝利 土壌生産力と国土保全機能による農村の地域 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 

大久保悟 区分 埼玉県都幾川流域の例 本土壌肥料学会) 169 

駒村美佐子・津村昭人 小麦のチェルノブイリ事故起源の137Csによ 第36回理工学における同位元素研 36 1999.7 

る直接汚染 究発表会要旨集(日本アイソトー 26 

プ協会)

松森堅治・今川俊明 地理情報システム (GIS) を利用した流域の システム農学(システム農学会) 15 (別1) 1999.5 

谷山一郎・大倉利明* 土壌浸食量の推定 55~56 

クリステイ=ベルラド*

ロデリオ=カラティン*

マリオ=ビンルアン*

松森堅治・藤原英司 台地小流域の浅層地下水の流動と窒素濃度分 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 

阿部薫*・前田守弘* 布 本土壌肥料学会) 255 

尾崎保夫キ

三中信宏 系統樹思考に基づく生物地理学的推論:系統 日本植物学会第63回大会研究発表 65 1999.10 

樹マッピングに関わる数学的問題の解決に向 記録(日本植物学会)

けて
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著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

三中信宏 生物分類の認知的基層:分類体系はヒトによ 1999年度日本認知科学会・冬のシ 26-34 1999.12 
るヒトのためのカテゴリー化である ンポジウム「進化の認知科学」資

料集(日本認知科学会)

三中信宏 生物統計理論を現場で鍛練する:系統学と形 シンポジウム「生態学と水産学に 3-4 1999.12 
態学における統計手法群を例として おける統計的方法の新しい展開j

講演要旨集(東京大学 海洋研究
所)

三中信宏 祖先形質を復元する:系統学的方法とその生 生命の起源:その物理的側面・第 49-56 1999.12 
物学的意義 2回研究会講演資料集(総合研究

大学院大学)

泉洋平明大*・稲富京子* サンセベリア生態型の RAPD法による解析 育種学研究(日本育種学会) l(別1) 1999.4 
三中信宏・内藤忠雄キ 167 

三中信宏 生物分類学と種概念をめぐる今日的問題 日本生物地理学会第54回年次大会 7-8 1999.4 
講演要旨集(日本生物地理学会)

前田美記三中信宏 ステロイドホルモン受容体におけるステロイ 農業情報学(農業研究センター) 1 1999.4 
ド結合ドメインの分化 32-35 

Yasunori Nakamura * Structural Analysis of Enzymes Which Deter- Intemational Conference on Assilate 143 1999.8 
Naoko Fujita * mine the Fine Structure of Amylopectin in Rice Transport and Partitioning (Commit-
Akiko Kubo* tee for the Intemational Conference 
Perigio B. Francisco * on Assilate Transport and Partition-

Nishi， A i時)
Yamashita， K. 
Satoh， H 

N obuhiro Minaka 

Nobuhiro Minaka Estimating Stepmatrix Using Randomly Sam- The 18 th Willi Hennig Society Abstracts 1999.9 
pled Trees Meeting (Willi Hennig Society) 39 

三中信宏・長谷川英祐* 一般化最節約法に基づく分子系統推定:無作 日本昆虫学会第59回大会講演要旨 30 1999.9 
為樹を用いたステップ行列重み付けの性質 集(日本昆虫学会)

長谷川英祐*・三中信宏 塩基置換率に座位間変異のある配列データか 日本昆虫学会第59回大会講演要旨 31 1999.9 
らの系統推定 集(日本昆虫学会)

Nobuhiro九1inaka Cladistics : An Intellectual Lineage Which is Special Seminar on Marine Molecu- Abstracts 2000.2 

Constantly Evolving and Diverging in Contem- lar Biology， Univ. Tokyo (ucean 

poral1y Systematic Biology Research Institute， University of To-
kyo) 

Nobuhiro Minaka Stepmatrix Character-state Weighting in Phy- The IIIteIIlational S(yJamppaonesisue m S on P-2 2000.2 
logeny Reconstruction : A New Method for Es- Diversity of Fishes ¥Japanese Soci-

timating Weights U sing Random Cladograms ety of Ichthyology) 

恥1ikiMaeda* Evolutionary and Structural Estimation of Keystone Symposium 2000: C 5 Abstracts 2000.3 
Nobuhiro恥1inaka Ligand Binding Domains of Steroid Hormone Macromolecular Assemblies at 

Receptors Work ( Committee for Keystone 

Symposium 2000) 

Nobuhiro Minaka Ancestral Character-state Reconstructions on The German-Japanese Seminar on Abstracts 2000.3 

Trees and Semilattices the Methods of Reconstructing Evo-

lutionary History of Genes (National 
Institute of Genetics) 

三島慎一郎・松本成夫* 日本の農地における窒素収支 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
織田健次郎 本土壌肥料学会) 259 

Shinichiro Mishima Nitrogen f10w associated with agricultural prac- Ecosummit2000，Icnietengcrea) ting the 245 2000.6 

tice， environmental risk and mitigation plan in Sciences (Elsevier S 

Japan 

三浦周・小林和彦 大気中 C02濃度の上昇が水稲体内における乾 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
岡田益己金漢龍* 物・窒素分配に及ぼす影響 本土壌肥料学会) 130 

」 一 一
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著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

三浦周・小林和彦 大気中 COz濃度の上昇が水稲の乾物生産，窒 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 1999.6 
金漢龍本 素吸収に及ぼす影響 本土壌肥料学会) 26 
Mark Lieffering * 
岡田益己本

三浦周・佐々木治人* 大気 C02濃度の上昇がイネの炭素・窒素分配 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 

Md. Mozammel Hoque本 に及ぼす影響 本土壌肥料学会) 101 
小林和彦・金漢龍*

岡田益己*

宮川三郎 AMEDASデータを用いたイネ葉いもち病初 システム農学(システム農学会) 15(別1) 1999.5 

発日推定法の評価 57~58 

|中島泰弘鶴田治雄 土壌からの NOおよび N20の発生量の O2濃 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 

度に対する影響 本土壌肥料学会) 277 

中島泰弘・鶴田治雄 土壌からの NOおよび N20の発生量の 02濃 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.4 

度に対する影響 - (2)高土壌水分条件下 本土壌肥料学会) 206 

での NOおよびNzOの発生

小川茂男・井上吉雄 2毛作地帯を対象とした SARデータによる 平成11年度農業土木学会講演会要 106~107 1999.11 

美濃伸之・富田淳志 水稲作付け面積の早期推定 旨集(農業土木学会)

同本勝男・薪藤元也

石塚直樹*・粛藤元也 児島湾干拓地集中観測実験による農地での 日本写真測量学会平成11年度秋季 141~144 1999.10 

小川茂男・大内和夫キ SAR特'性解明 学術講演会発表論文集(日本写真

毛利建太郎*・浦塚清峰* 測量学会)

佐竹誠*・香月昇*

冨久尾歩*・粛藤元也 分光反射計測と衛星画像データによる中国半 日本写真測量学会平成11年度秋季 215~216 1999.10 

秋山侃*・莫文紅* 乾燥草原の植生解析 学術講演会発表論文集(日本写真

劉先華*・張剣* 測量学会)

陳佐忠*

村上拓彦*・粛藤元也 多時期 SPOT/HRVデータからみた九州北部 日本写真測量学会平成11年度秋季 217~220 1999.10 

地域に分布する森林植生の季節変化 学術講演会発表論文集(日本写真

測量学会)

小川 進*・冨久尾歩* 稲株構造のフラクタル解析による葉面積の算 日本写真測量学会平成11年度秋季 73~76 1999.10 

牧野育代*・藤藤元也 出 学術講演会発表論文集(日本写真

測量学会)

石塚直樹*・粛藤元也 衛星搭載次世代 SARの陸域観測仕様に関す 日本リモートセンシング学会第27 155~158 1999.11 

小川茂男・大内和夫* る研究 -児島湾干拓地における多種 SAR 回学術講演会論文集(日本リモー

毛利建太郎本・塩見 潤* 観測- トセンシング学会)

難波和彦*・浦塚清峰*

佐竹誠*・灘井章嗣キ

梅原俊彦*・香月 昇*

小川 進*・村上拓彦* アマゾン川流域の土地被覆境界のフラクタル 日本リモートセンシング学会第27 107~ 110 1999.11 

粛藤元也・丸山めぐみ* 次元 回学術講演会論文集(日本リモー

トセンシング学会)

叢敏*・藤藤元也 多時期 NOAA/AVHRRデータを用いた中国 日本リモートセンシング学会第27 129~132 1999.11 

村上拓彦*・石塚直樹* の土地被覆推定 回学術講演会論文集(日本リモー

トセンシング学会)

冨久尾歩*・粛藤元也 多時期ランドサットデータによる中国東北部 日本リモートセンシング学会第27 85~86 1999.11 

秋山侃莫文紅* 半乾燥草原の植生変化推定 回学術講演会論文集(日本リモー

劉先華張剣ホ トセンシング学会)

陳佐忠*

村上拓彦*・斎藤元也 大気補正を省略した vsw指数による農作物 日本リモートセンシング学会第27 81~84 1999.11 

作付面積の推定 回学術講演会論文集(日本リモー

トセンシング学会)
」一
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Lilik Budi Prasetyo * 

Genya Saito 

Haruo Tsuruta 
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Daniel Murdiyarso * 
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村上拓彦ネ・叢 敏*

大倉博*・中正夫*
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村上拓彦*・粛藤元也
熊谷樹一郎*
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村上拓彦*.石塚直樹*

粛藤元也
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Shigeto Kawashima 
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丹野史典*・中津明子*
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Kazuyuki Inubushi * 

Haruo Tsuruta 

Haruo Tsuruta 

Genya Saito 

Katsuo Okamoto 
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巻・号

ページ

iImpa山 ofLa山 /land Proceedings of the Joint Conference I 119-122 
Above Ground Carbon Stock and Green House of JSPRS and RSSJ (JSPRS and 

Gases Emission of Soil Surface RSSJ) 

衛星搭載 SARによる根釧台地の草地モニタ 日本写真測量学会平成11年度年 I403-406 
リング 次・日本リモートセンシング学会

第26回学術講演会合同学術講演会

論文集(日本写真測量学会， 日本

リモートセンシング学会)

「一向
日本写真測量学会平成11年度年 I305-308 

のマルチフラクタル構造 次・日本リモートセンシング学会

第26回学術講演会合同学術講演会

論文集(日本写真測量学会， 日本
リモートセンシング学会)

!水丈気…一一一|間一釘成11年度年 I105-106 
量の推定 一土地被覆別蒸発散量算出の検討 次・日本リモートセンシング学会

第26回学術講演会合同学術講演会

論文集(日本写真測量学会， 日本
リモートセンシング学会)

|川指数によ川作付地の抽出 |日本写真測量学会平成昨度年 I39-42 
次・日本リモートセンシング学会

第26回学術講演会合同学術講演会

論文集(日本写真測量学会， 日本
リモートセンシング学会)

観測輝度温度に着目した NOAA/AVHRR I日本写真測量学会平成11年度年 I681-682 
データの空間内挿法について |次・日本リモートセンシング学会

第26回学術講演会合同学術講演会

論文集(日本写真測量学会， 日本
リモートセンシング学会)

Methyl Halides Emissions of Biomass Combus-I Sixth Scientific Conference of the I 51 
tion Experimen凶 IInternational Global Atmospheric 

Chemistry Project (IGAC) 

ムギ北地モザイクウイルスゲノムの塩基配列|日本植物病理学会報(日本植物病 I65 (3) 
理学会 I390 

イネ縞葉枯ウイルスなどテヌイウイルスに関|日本植物病理学会報(日本植物病 I65 (3) 
する分子生物学的研究 |理学会 I242-244 

Microbial Production and Formation of Green-I Abstracts in International Sympo-I 49 
house Gas in Tropical Peatlands with Different I sium on Tropical Peatland Manage-
Land-uses I ment， Ciloto-Bogor (JSPS and LIPI) 

The lnfluence of Land-use/ cover Change on I Abstracts on Japan IGBP Session， I 7-13 
Greenhouse Gas Emission in Tropical Asia I Second IGBP Congress (IGBP) 

発行年

I 1999.5 

I 1999.5 

I 1999.5 

I 1999.5 

I 1999.5 

1999.5 

1999.9 

1999.6 

1999.6 

1999.11 

1999.5 

鶴田治雄・米村祥央尾瀬ヶ原湿原からのメタン発生 -3年間|第 5回大気化学討論会講演要旨集 I41 I 1999.6 
蓑毛康太郎*・楊 宗興 I(I995~ 1997)の総合調査結果 I(大気化学討論会)
木平英一人赤木右*

和田幸絵*・ AbdulHadi* 
杉井穂高*.犬伏和之*
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鶴田治雄・石塚成宏* スマトラ島ジャンビ州の異なる土地利用形態 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
上田真吾*・ D.Murdiyarso* の土壌からの温室効果ガスのフラックス測定 本土壌肥料学会) 275 

石塚成宏*・鶴田治雄 スマトラ島ジャンピ州の異なる土地利用形態 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
D. Murdiyarso* における温暖化ガスのブラックスと土壌の諸 本土壌肥料学会) 275 

性質との関係

渡辺武本・ PrapaiChairoj * タイの畑地土壌から発生する亜酸化窒素 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
鶴田治雄 本土壌肥料学会) 279 

楊 宗興キ・鶴田治雄 湿原における窒素固定 一尾瀬ヶ原と釧路湿 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
原の結果から- 本土壌肥料学会) 280 

Haruo Tsuruta Methane Emission from Ozegahara Bog Wet- Sixth Scientific Conference of the 39 1999.9 
Muneoki Y oh * land in J apan Intemational Global Atmospheric 
Kazuyuki Inubushi * Chemistry Project (IGAC) 

Tasuku Akagi * 

Haruo Tsuruta The Inf1uence of Land-use Change on Green- Sixth Scientific Conference of the 11 1999.9 
Shigehiro Ishizuka * house Gas Emissions in Tropical Asia Intemational Global Atmospheric 

Shingo Ueda Chemistry Project (IGAC) 
Daniel Murdiyarso * 

鶴田治雄・米村祥央* 尾瀬ヶ原における温室効果ガスのフラックス 第40回大気環境学会年会講演要旨 391 1999.9 
蓑毛康太郎*・楊 宗興* 測定 (3)湿原全体からのメタン発生量の推定 集(大気環境学会)

赤木右ホ・木平英一*

和田幸絵本・犬伏和之*

Abdul Hadi * .杉井穂高*

鶴田治雄・石塚成宏* 熱帯アジアの土地利用変化が温室効果ガスの 第40回大気環境学会年会講演要旨 392 1999.9 
上田真吾*・林正康* 発生・吸収に及ぼす影響 (1 )湿潤熱帯林とそ 集(大気環境学会)

D. Murdiyarso* の消失後の土壌からの温室効果ガスフラック

スの季節及び空間変化

鶴岡治雄・米村正一郎 熱帯アジアの大気中エアロソル濃度の長期変 第40回大気環境学会年会講演要旨 393 1999.9 

Leong Chow Peng * 動に及ぼすエルニーニヨの影響 集(大気環境学会)

Lim Sze Fooピ
Nurhayati水

鶴田治雄 陸域生態系におけるメタンと亜酸化窒素の発 地球温暖化研究分科会集会 第40 162-163 1999.9 
生・吸収量の評価 回大気環境学会年会講演要旨集

(大気環境学会)

Abdul Hadi * Emission of NzO from Natural and Reclaimed Proceedings of Fourth Symposium 24-28 2000.3 
Kazuyuki Inubushiキ Tropical Wetlands on Agricultural Sciences and Bio-

Pumomo E.* chemical Engineering 2000 
Razie F. * (Agricultural Sciences and Bio畑

Haruo Tsuruta chemical Engineering) 

Aixin Hou* . Comparison of NO and NzO Emissions Between Abstracts of the Annual Meeting， 46 2000.4 

Haruo Tsuruta Banding and Surface Broadcasting Urea Fertil- Japanese Society of Soil Science 206 
ised Fields and Plant Nutrition Oapanese Soci-

ety of Soil Science and Plant Nutri-
tion) 

鶴田治雄・石橋英二* 水田からの亜酸化窒素発生に及ぼす栽培様式 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.4 
赤井直彦*・犬家理哉* の影響 本土壌肥料学会) 203 

石橋英二*・赤井直彦* 水田からのメタン発生に及ぼす不耕起乾田直 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.4 
大家埋哉*・鶴田治雄 播栽培継続の影響 本土壌肥料学会) 199 

楊宗興*・木平英一* 湿原におけるメタン生成の関連因子としての 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.4 

鶴田治雄 窒素サイクル ーその土壌生態学的必然性一 本土壌肥料学会) 201 

吉本真由美 Rice FACEにおける熱収支と蒸発散量 日本農業気象学会1999年度全国大 56-57 1999.7 
会講演要旨集(日本農業気象学会)
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結田康一・市橋秀樹* 放射化分析法， ICP-MS 法併用による土壌・ 第36回理工学における同位元素発 139 1999.7 
粛藤貴之 水系でのヨウ素の動態 表会要旨集(日本アイソトープ協

会)

結田康一・松浦陽次郎本 世界の土壌・植物系におけるハロゲン元素 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
(ヨウ素，臭素，塩素)の含量と動態 一束 本土壌肥料学会) 246 

シベリア高緯度地帯の土壌一

結田康一・斎藤貴之 肥料起源フッ素の畑地における土壌蓄積と地 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 
下水層への浸透 -林地・水田との比較- 本土壌肥料学会) 308 

環境資源部

著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

Matthias Wissuwa * イネ(畑条件)の低リン酸耐性に関連した遺 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 
阿江教治 伝子マーカーについて 本土壌肥料学会) 88 

大谷 卓阿江教治 農牧輪換システムにおける各種形態別リンの 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 
菅 野勉* 消長 本土壌肥料学会) 151 

松本真悟*・阿江教治 作物による有機態窒素の積極的吸収利用に関 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 
阿 部聖* する研究 -第 5報:水耕溶液および無菌培 本土壌肥料学会) 140 

地に添加された土壌有機態窒素に対する作物

の窒素吸収反応-

荒尾知人・大谷卓* 玄米・大豆子実中カドミウム含量の品種間差 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 
阿江教治 異 本土壌肥料学会) 114 

馬場浩司・村山重俊 非対称にアシルアミノ基を導入したベンゼン 第49回錯体化学討論会講演要旨集 436 1999.9 
岡村高明上山憲一* ジチオラート金属錯体 (錯体化学研究会， 日本化学会)

馬場浩司・村山重俊 タングステン酵素モデル錯体における分子内 日本化学会第78春期年会講演要旨 E 2000.3 
鈴木智絵*・岡村高明* NH…s水素結合の効果ーモリブデン錯体と 集(日本化学会) 777 
上山憲一* の比較

馬場浩司・村山重俊 嵩高いアシルアミノ置換ベンゼンジチオラー 日本化学会第78春期年会講演要旨 I 2000.3 
岡村高明上山憲一* トを配位子とする亜鉛(11)， カドミウム (11)， 集(日本化学会) 484 

水銀 (11) ビス(ジチオラート)錯体

Taichi Makiホ Recent Climatic Chnage and Micro-climatic Al- Desert Technology V: Desert in 1 1999.10 
Du民1ingyuan leviation by Windbreaks in Arid Land of North- changing climates. October 3 -8 ， 

westem China 1999， Reno， Nevada， USA. (米国エ

ンジニアリング基金会)

Du Mingyuan Local Climate Changes with Oasis Development Desert Technology V: Desert in 1 1999.10 
Taichi Maki * -Some Observation Results changing climates. October 3 -8， 

1999， Reno， Nevada， USA. (米国エ
ンジ、ニアリング基金会)

杜明遠・真木太一* 柴達木盆地におけるオアシスの建設による局 日本沙漠学会講演要旨集(日本沙 10 1999.5 
地気候の変化について 漠学会) 23-24 

真木太一人社明遠 中国乾燥地の沙漠とオアシスの気候変化・気 日本沙漠学会講演要旨集(日本沙 10 1999.5 
候差と微気候緩和 漠学会) 43-44 

真木 太 一 人 杜 明 遠 中国北部の沙漠とオアシスの気候変化と微気 日本農業気象学会1999年度全国大 124-125 1999.7 
候改良 会講演要旨集(日本農業気象学会)

Sadao Eguchi Movimiento de agua y nitrogeno nitrico en un Congreso Latinoamericano de la 14 1999.11 

Shuichi Hasegawa campo de andisol bajo rotacion de maiz y col Ciencia del Suelo 114 

china 

江口定夫・長谷川周一 黒ボク土畑における水移動と硝酸態窒素の溶 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 

1見 本土壌肥料学会) 8 
」ー
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江口定夫・長谷川周一 黒ボク土畑における水と硝酸態窒素の動態 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 I 2000.4 
本土壌肥料学会) 2 

麓多門・ SAFEモデルへの硫酸イオン吸着サブモデル 日本土壌肥料学会講鞭旨集(日 |45 I 1999.7 
ハラル ド ス ベ ル ド ルッ の組み込みと森林生態系への適用 本土壌肥料学会 I283 
フ。*

後藤慎 吉・鳥谷均

林陽生

後藤慎吉・横沢正幸

鳥谷均 ・林 陽生

清野諮

作物群落の生長過程での吸収日射量，蒸発散|日本農業気象学会1999年度全国大 I34-35 
量と乾物生産量との関係 |会講演要旨集(日本農業気象学会)

1999.7 

各種 GCMにもとづく局地気候変化シナリオ|日本農業気象学会関東支部大会講 I25 
の作成とその特徴 |演要旨(日本農業気象学会関東支 I27-28 

部)

1999.10 

Y oshinobu Harazono 

Akira Miyata 

Naotoshi Ohta 
Joon Kimキ

Jinkyu Hong* 

Namyi Chae* 

Simultaneous Flux Measurements of CH4 and I韓国農林気象学会1999年講演要旨 I17 
COz at Kushiro Mire 韓国農林気象学会)

1999 

原菌芳信・高木健太郎研究用 Eco-DBシステムの開発とデータベー|日本気象学会1999年度秋季大会講 176 11999.11 
小峰正史*・小林義和本 |スネットワーク化 |演予稿集(日本気象学会 I372 
小室浩一*

高木健太郎*・小峰正史 IEco-DBシステムの開発とデータベースネッ|日本農業気象学会1999年度全国大 I40-41 I 1999.7 
小林義和*・原薗芳信 |トワークの構築 |会講演要旨集(日本農業気象学会)

Masashi Komine * I COz and HzO fluxes in drought and rainy sea-I日本農業気象学会1999年度全国大 I148-149 I 1999.7 
Y oshinobu Harazono I sons at Macchia stands in Sardinia， Italy 会講演要旨集(日本農業気象学会)

Franco Miglietta * 

Enzo Magliulo * 

Y oshinobu Harazono I COz and H20 fluxes during thawi時 periodat I日本農業気象学会1999年度全国大 I150-151 I 1999.7 
N aotoshi Ohta I Arctic Coastaltundra， Alaska 会講演要旨集(日本農業気象学会)

Akira Miyata 
Kyoko Nakamoto* 

Walter C. Oechel * 

野口伸一人原薗芳信 |ハス田における蒸発散量と熱フラックスの季|日本農業気象学会1999年度全国大 I444-445 I 1999.7 

宮田 明・太田尚寿 |節変化 |会講演要旨集(日本農業気象学会)

高木健太郎*・小峰正史*

田j頼則雄*

J. Kim* 

S. B. Verma* 

N. 1. Shurpali * 

Y oshinobu Harazono 
Akira Miyata 

J. -I. Yun * 
B. D. Tanner* 

1. -W. Kim* 

Diurnal and seasonal variation in CH4 emission I Second International Symposium on I 131-136 
from various freshwater wetlands. I Non-COz Greenhouse Gases (Neth-

erlands Association of Environ-

mental Professionals) 

1999.9 

Y oshinobu Harazono 
N aotoshi Ohta 

Akira Miyata 
Rommel Zulueta * 

Walter C. Oechel * 

Greenhouse gas fluxes in winter and thawing I Second International Symposium on I 9 

period at Arctic tundra ecosystem I Environmental Research in the Arc-
tic and Fifth Ny-Alesund Scientific 
Seminar (The IEEC Earth Sciences 

Department) 

2000 
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Seasonal changes and yearly budgets 01' CH4 I 11th International Symposium on I 124-125 
and CO2 fluxe刈 lotusfield in Japan I Global Change Studies (A WS 200 

Workshop) 

2000.1 

日本雪氷学会国際雪氷シンポジウ I45-49 
ム.99 (日本雪氷学会)

横山宏太郎*・井上 聡 |地球環境変化と我が国の降積雪の変動 1999.12 
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著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

井上聡・JlI島茂人 デジタルカメラを利用した SPAD値の推定 日本農業気象学会1999年度全国大 476-477 1999.7 
会講演要旨集(日本農業気象学会)

不飽和非定常流法による黒ボク土の陰イオン 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
吸着等温線の測定 本土壌肥料学会) 6 

Shigeto Kawashima An Algorithm for Estimating Evapotranspiration Abstracts of Intemational Sympo- 02-35 1999.10 

Tomoyuki Ishida * Using Satellite Images and GPS Water Vapor sium on GPS -Application to 

Data Earth Sciences and Interaction with 

Other Space Geodetic Techniques-

(The Geodetic Society of Japan) 

高橋裕一*・川島茂人 人工衛星画像を利用したスギ森林分布図の作 第27回学術講演会論文集(日本リ 249-250 1999.11 

成 モートセンシング学会)

高橋裕一*・JlI島茂人 コロナ観察による空中スギ花粉飛散量のリア アレルギー(日本アレルギー学会) 48(9-10) 1999.11 
J ari Piikki * .深谷修司* ルタイム推定法 975 

高橋裕一*・川島茂人 前々年と前年の夏期気温の差を用いたスギ花 アレルギー(日本アレルギー学会) 48 (9-10) 1999.11 

粉総飛散数の予測法 975 

駒田充生・竹内誠 河川底泥における亜酸化窒素吸収速度の測定 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 

高田裕子 本土壌肥料学会) 280 

駒田充生・竹内誠 畑地下層土における亜酸化窒素モニタリング 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 

高田裕子・江口定夫 方法 本土壌肥料学会) 205 

藤井園博

駒田充生・竹内 誠 硝酸からのアンモニア化過程における亜酸化 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 

高田裕子 窒素生成機構 本土壌肥料学会) 296 

宮田 明・原菌芳信 渦相関法による釧路湿原のメタンフラックス 日本農業気象学会1999年度全国大 58-59 1999.7 

J. Kim* の測定 会講演要旨集(日本農業気象学会)

1. Hong* 

太田尚寿
L. J acobsen * 

村山重俊・津村昭人 土 水系に加えられたレメタル等重金属の土 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 

粛藤貴・馬場浩可 壌吸着 -吸着と溶存サイズに及ぼす弱酸性 本土壌肥料学会) 12 
化，微アルカリ化の影響一

村山重俊・駒田充生 農村集水域小河川の水質とその時期的変動に 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 

馬場浩司・津村昭人 ついて 本土壌肥料学会) 309 

村山重俊・木方展治* 家畜排植物土壌還元地帯シラス台地地下水の 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 

駒田充生・馬場浩司 水質，特にトリハロメタン生成能について 本土壌肥料学会) 197 

Makoto N akai Background Levels of恥1icro-nutrientsin Soils Intemational Workshop on Micro- IV (01) 1999.11 

of Japan nutrients in Crop Production 1-16 

(Food and Fertilizer Technology 

Center for the Asian and Pacific Re-
gion) 

Shin-ichi Yamasaki* Background Levels of Trace and Ultra-trace Ele- Proceedings of Extended Abstracts， Vol. II 1999.7 

Akira Takeda* ments in Soils of Japan 5 th Intemational Conference on 622-623 

Masami Nanjou* the Biogeochemistry of Trace Ele-

Makoto N akai ments ( 5 th Intemational Conference 

Ichiro Taniyama on the Biogeochemistry of Trace 
Elements) 

山崎慎一人武田晃* わが国の土壌の微量元素のバックグラウンド 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 

南篠正己本・中井 信 レベル 本土壌肥料学会) 26 

谷山一郎

中井信・江波義成* 不耕起栽培における土壌特性の変化 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 

中村好男水 本土壌肥料学会) 162 

中井信・小原洋 農耕地土壌の重金属賦存量 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.4 

戸上和樹 本土壌肥料学会) 122 
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1999.5 

中野恵子・宮崎毅 1999.8 

Effect of Clay Mineralogy on Waterlogging of I Proceedings of the 10 th Interna-I 46 
AI1uvial Soils of Fukaya， Japan I tional Soil Conservation Or-

ganizstion Conference(The Japanese 

Society of Irrigation， Drainage and 
Reclamation Engineering) 

土壌の初期水分状態と構造安定性の関係 平成11年度農業土木学会講演会要 I728-729 
旨集(農業土木学会)

加藤邦彦*・小原 洋

中 井 信・東照雄キ

小 原 洋・中井信
加藤邦彦*

W. Chandrachai * 

S. Patinavin * 

S.九1ekpaiboonvatana* 

S. Sukchan* 

日本の低地土壌の物質組成(第 4報)元素組!日本土壌肥料学会講演要旨集(日 I45 
成と農耕地土壌分類の関係 |本土壌肥料学会 I162 

熱帯林の耕地化に伴う土壌変化 -4.北タ|日本土壌肥料学会講演要旨集(日 I45 
イ地域での事例本土壌肥料学会 I158 

1999.7 

1999.8 

Hiroshi Obara 
M泊正otoNakai 

Kunihiko Kato * 

Tadao Hamazaki * 
W. Chandrachai * 

S. Patinavin * 
S. Sukchan本

The Changes of Soils After Deforestation in I International Workshop on the Re-I 28 
Thailand -Chemical Degradation of Crop I sponses of Tropical Forest Ecosys-
Field Soils I tem to Long Term Cyclic Climate 

Changes Oapan Science and Tech-

nology Agency， National Research 
Council of Thailand) 

2000.1 

W. Chandrachai * 

S. Patinavin * 

S. Sukchan* 

Hiroshi Obara 

Makoto N akai 

Kunihiko Kato * 
Tadao Hamazakiキ

The Changes of Tropical Forest and Their Influ-I InteIτlational Workshop on the Re-I 52 
C恥 es: Studies on the Effect of Changes of I sponses of Tropical Forest Ecosys-
Tropical Forest on Soil Environments I tem to Long Term Cyclic Climate 

Changes Oapan Science and Tech-

nology Agency， National Research 

Council of Thailand) 

2000.1 

平山良二*・小原 洋

金 子 文宜田村憲司*
丹下健*

小原洋

わが国の失われつつある土壌の保全を目指し|日本ペドロジー学会シンポジウム I1-88 
て レッド・データ土壌の保全 I (日本ベドロジー学会)

定点調査データの概要と農耕地土壌の全国的|日本ベドロジー学会シンポジウム

な傾向 I (日本ベドロジー学会)

2000.3 

2000.4 

大嶋秀雄・中野恵子

芝野和夫

太田尚寿・宮田 明

原薗芳信・小峰正史*

高木健太郎*

施肥栽培にともなう土壌浸透水水質の推移 |日本土壌肥料学会講演要旨集(日 I45 
第 3報 施肥窒素の土層内垂直分布の推移 |本土壌肥料学会 I257 

ハス田における C02，CH4の年間収支 |日本農業気象学会1999年度全国大 I88-89 
会講演要旨集(日本農業気象学会)

1999.7 

1999.7 

Naotoshi Ohta 
Akira九1iyata

Y oshinobu Harazono 
Kyoko Nakamoto* 

Rommel Zulueta * 

Walter C. Oechel * 

Carbon Dioxide and Mathane Fluxes over Arctic I Proceedings of the Eighth Sympo-I 202-207 
Coastal Tundra at Barrow， Alasuka in 1999 I sium on the Joint Siberian Perma-

frost Studies between Japan and 

Russia in 1999 

2000.1 

青木直大*・石丸健*

贋瀬竜郎酒井英光

佐々木治人小林和彦

イネ葉身の糖代謝に対する高 C02処理の影|日本作物学会紀事(日本作物学会)I 68 (別1)
響 -出穂期の止葉葉身における炭水化物量 I238-239 
の変化一

1999.4 
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Influence of Elevated COz and N Nutrition on I Abstract of the Annual Meeting， I 45 
Rice Plant Growth， Soil Microbial Biomass and I Japanese Journal of Soil Science I 275 
Soil Carbon Dynamics I and Plant Nutrition Oapanese Soci-

ety of Soil Science and Plant Nutri-
tion) 

1999.7 

酒井英光・八木一行*

小林和彦・川島茂人

1999.7 高 COz濃度大気が水稲群落の C02収支に及|日本農業気象学会1999年度全国大 I472-473 
ぼす影響 |会講演要旨集(日本農業気象学会)
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著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
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程為国*・犬伏和之ネ 二酸化炭素濃度上昇が水田土壌中の窒素固定 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 
八木一行*・酒井英光 活性および炭素，窒素無機化に及ぼす影響 本土壌肥料学会) 200 
小林和彦

芝野和夫・大嶋秀雄 農村集水域における窒素・リンのモニタリン 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
坂西研二 グ手法 ーエンドメンバーズ法による負荷源 本土壌肥料学会) 258 

別寄与率推定一

白戸康人・谷山一郎 中国ホルチン沙地における砂漠化程度と土壌 日本沙漠学会講演要旨集(日本沙 10 1999.5 
張鋼会*・趨恰林* 腐植の集積 漠学会) 37-38 

白戸康人・谷山一郎 中国ホルチン沙地における土地荒廃と土壌腐 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
鈴木克拓・張鋼会* 植の形態 本土壌肥料学会) 15 
越恰林*

白戸康人・谷山一郎 中国ホルチン沙地における各種砂丘固定技術 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 
張鋼会*・越恰林本 が土壌特性に及ぼす影響 本土壌肥料学会) 126 

杉山恵・阿江教治・ カリウム吸収能の作物間比較 -長期カリウ 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 
山勝真人本 ム無施用区におけるカリウムとケイ酸の関係 本土壌肥料学会) 146 

鈴木克拓・長谷川周一 土壌水分拡散係数を利用した土面蒸発の推定 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
本土壌肥料学会) 5 

鈴木克拓・加藤英孝 ブラックス一定浸入過程における土壌内圧力 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.4 
ポテンシャル分布 本土壌肥料学会)

高田裕子・竹内 誠 地域水質評価システムの開発 -霞ヶ浦流域 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
駒田充生 における N流出ポテンシャルの変選 本土壌肥料学会) 258 

高田裕子・竹内 誠 地域水質評価システムの開発 -震ヶ浦流域 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 
駒田充生 における N負荷発生源の変遷一 本土壌肥料学会) 309 

高田裕子・長谷部亮* 土壌への基質添加が湛水モデル水中の細菌群 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 
駒田充生・竹内誠 集構造に与える影響 本土壌肥料学会) 40 

竹内誠・高田裕子 地域水質評価システムの開発 一行政的に得 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
駒田充生 られるデータの集約法一 本土壌肥料学会) 259 

竹内誠・高田裕子 地域水質評価システムの開発 -N負荷ポテ 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 
駒田充生 ンシャルと水質の関連解析- 本土壌肥料学会) 192 

谷山一郎・鈴木克拓 日本における USLE土壌・作物管理係数の推 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.8 
J疋i 喰 本土壌肥料学会) 173 

鳥谷均・横沢正幸 東，東南アジアにおける農業気候資源量の分 日本農業気象学会1999年度全国大 36-37 1999.7 
林陽生・後藤慎吉 布とその特徴 会講演要旨集(日本農業気象学会)

鳥谷均・横沢正幸 東・東南アジア，オセアニア地域における農 日本地理学会発表要旨集(日本地 57 2000.3 
岡本勝男・川島博之* 業気候資源量とその変動 理学会) 284-285 

上沢正志 農業研究における多元素同時定量の重要性 第6回オートアナライザー研究会 25-27 1999.6 
講演要旨集(オートアナライザー
研究会事務局)

上沢正志・安西徹郎* 土壌生産力・土壌診断研究の歩みと今後の展 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
望 -土壌環境診断士制度の創設に向けて- 本土壌肥料学会) 412 

米村正一郎・須藤重人 農業廃棄物燃焼の大気汚染物質放出プロセス 日本農業気象学会1999年度全国大 474-475 1999.7 
鶴田治雄・川島茂人 会講演要旨集(日本農業気象学会)

Seiichiro Y onemura Exchange of CO， Hz and CH4 in Agricultural Sixth Scientific Conference of the 50 1999.9 

Shigeto Kawashima and Forest Fields Intemational Global Atmospheric 

Haruo Tsuruta Ch(IeGmAisCtr) y Project(IGAC)，Bologna 



N.研究成果の発表と広報 115 

環境生物部

著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
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発行年
ページ

荒城雅昭 不耕起・堆肥連用圃場の土壌線虫の多様性 日本線虫学会誌(日本線虫学会) 29 (1) 1999.12 
(予報) 55-56 

荒城雅昭 土壌小動物，特に線虫に及ぼす農薬の影響評 第22回日本土壌動物学会大会講演 29 1999.5 
価手法に関する問題点 要旨集(日本土壌動物学会)

棚橋恵、人畔上耕児 青枯病抵抗性台木に接木したナスにおける青 日本植物病理学会報(日本植物病 65(3) 1999.6 
山口吉博* 枯病の発生とその原因 理学会) 363 

長谷川優*・畔上耕児 発光遺伝子を導入したイネ内穎褐変病菌の種 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 
吉田浩之* 子伝染 理学会) 365-366 

畔上耕児 イネ白葉枯病菌ファージと Xanthomoll1as属 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 
菌の非il.i既水系雑草からの検出 理学会) 364 

長谷川優*・佐藤陽子* イネ苗立枯細菌病菌による接種もみ汚染の 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 
畔上耕児・津田宏之 PCRによる検定法について 理学会) 364 
鈴木文彦・棚橋恵*

長谷川優*・畔上耕児 発光遺伝子を導入したイネ内穎褐変病菌のイ 2000年度日本植物病理学会大会プ 212 2000.4 
吉田浩之* ネ体における上位への移動 ログラム・講演要旨集(日本植物

病理学会)

Takeshi Fujii Analysis of a Gene， cpb 1， Encoding a DNA 11th Intemational Symposium on 109 1999.10 

Ryo Ohtomo * Binding Protein Which Bind to Chitinase Pro- the Biology of Actinomycetes Ab-

Hyesuk Kong* moter Sequence of Streptomyces lividans TK24 stracts (Hellenic Society of Biologi-

Akihiro Saito * cal Sciences) 

Toshiko Kajiwara * 

Kiyotaka Miyashita 

藤井毅・孔恵、淑* 放線菌キチナーゼ遺伝子のプロモーター結合 日本農芸化学会誌(日本農芸化学 74(臨増) 2000.3 
藤藤明広*・宮下清貴 蛋白質 Cpb 1 の過剰発現とその解析 会) 38 

孔恵淑*・藤井毅 放線菌株Strのep取to得myces lividansのキチナーゼ生 日本農芸化学会誌(日本農芸化学 74(臨増) 2000.3 
粛藤明広*・梶原敏子* 産変異 会) 38 
宮下清貴

中野洋*・藤井義晴 マメ科植物・メスキートのアレロパシーにつ 植物化学調節学会講演要旨集(植 34 1999.10 
鈴木利貞*・山田小須弥* いて 物化学調節学会) 81-83 
小瀬村誠治*・山村庄亮*

長谷川宏司*

Y oshiharu Fujii Isolation of Lycorine ane Crinine from Lycoris Program & Abstracts Second W orld 1 1999.8 
Zahida Iqbal * Radiata and Their Role as Allelochemicals Congress on Allelopathy (Intema- 91 
Naoko Nakajima tional Allelopathy Society) 
恥1ichihikoTakahashi * 

George R. Waller* 

Yoshiharu Fujii Screening and Using Allelopathic Plants for Ag- Program & Abstracts Second 1999.8 

Keiko Nakatani riculture and Landscape Development World Congress on Allelopathy 92 

Syuntaro Hiradate (Intemational Allelopathy Society) 

Naoko Nakajima * 

Tomoko Shibuya * 

S. 1. Sakashita * Plant Growh Inhibitors of an Allelopathy Weed， Program & Abstracts Second 1 1999.8 
N. Hirai* Sphenoclea Zeylanica World Congress on aAthly idSoopcaitehtyy ) 160 
T. Sano * (Intemational Allelop 
C. U. Premasthira* 

Yukio Asakawa * 

Jiro Harada 

Y oshiharu Fujii 
Hajime Ohigashi * 

白石さやか*・渡遺 泉* グラウンドカバープランツの他感作用を利用 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 
久野勝治*・藤井義晴 した雑草管理 一他感作用活性の検定とポツ 174-175 

ト試験-
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白石さやか*・渡透 泉* グラウンドカバープランツの他感作用を利用 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 
久野勝治猪谷富雄* した雑草管理 一カタバミの他感物質として 176~177 

藤井義晴 のシュウ酸-

藤井義晴・松尾光弘* 他感作用の強いイネの検索と水田における雑 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 
芝山秀次郎* 草制御 194~195 

松尾光 弘 藤 井 義 晴 イネ品種におけるアレロパシー物質の抽出・ 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 
田母 神繁芝山秀次郎* 単離と評価 186~187 

藤井義晴・有国博之* 新技術活用基盤整備調査「粗放管理Jによる 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 
友正達美キ・河原秀聡* 休耕地の維持管理省力化に関する全国アン 180~181 

ケート調査と現地試験

藤井義晴・ザヒダイクバル* ヒガンバナの他感作用と作用物質リコリン， 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 
平舘俊太郎・中嶋直子* クリニンの同定 182~183 

中谷敬子・高橋道彦*

藤井義晴・松山稔* クレオメの他感作用と作用物質メチルイソチ 雑草研究(日本雑草学会) 45 (別) 2000.4 
下津秀樹平舘俊太郎 オシアネート 78~79 

中谷敬子

白石さやか*・渡遺 泉* グラウンドカバープランツの他感作用を利用 雑草研究(日本雑草学会) 45(別) 2000.4 
久野勝治・猪谷富雄* した雑草管理 一圃場試験とカタバミの他感 76← 77 

藤井義晴 物質一

藤井義晴・ D.A. Gealy* 新たに導入したイネ系統の他感作用の検定と 雑草研究(日本雑草学会) 45 (別) 2000.4 
江花薫子* 圃場試験 84~85 

藤井義晴 揮発性他感物質の検定法と作用成分の分析法 雑草研究(日本雑草学会) 45(別) 2000.4 
の開発 80~81 

森田佳美*・弦間 洋* イチジクのアレロパシーの検証と活性炭添加 雑草研究(日本雑草学会) 45 (別) 2000.4 
藤井義晴 による軽減効果 90~91 

磯島誠一*・ザヒダイクパル* ソパのアレロパシーの検証と作用物質の分析 雑草研究(日本雑草学会) 45 (別) 2000.4 
小泉 有生藤井義晴 92← 93 

佐藤健次*・藤井義晴 エスバルツエットの発芽特性及びアレロパ 雑草研究(日本雑草学会) 45 (別) 2000.4 
ンー 94~95 

諸橋晴夫矢崎仁也キ オオムギの他感作用のプラントボックス法， 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 
長谷川功*・武田和義* サンドイツチ法による検定 192~193 

藤井義晴

中嶋直子平舘俊太郎 ヒマラヤシーダーの落葉に含まれる植物生育 日本植物学会第63回大会研究発表 196 1999.10 
藤井義晴 阻害物質について 記録(日本植物学会)

Syuntaro Hiradate Biological Activity of Plant Growth Inhibitors in Proceedings of 17th Asian-pacific 75 1999.11 
Naoko Nakajima* Duranta Repens Weed Science Society Conference， 

Siripom Zungsontipom * Weeds and Environmental Impact 
Y oshiharu Fujii (Asian-Pacific Weed Science Soci-

ety) 

Naoko Nakajima * Mode of Action of a New Plant Growth Inhibi- Proceedings of 17th Asian-pacific 83 1999.11 
Syuntaro Hiradate tor， Durantanin 11. Weed Science Society Conference， 

Yoshiharu Fujii Weeds and Environmental Impact 
(Asian-Pacific Weed Science Soci-
ety) 

平舘俊太郎 27Al-， 29Si-NMRによる AlおよびSiの 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
形態分析 本土壌肥料学会) 299 

松枝直人本・平舘俊太郎 ナノボールアロフェンの構造に対する決着 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
逸見彰男* 本土壌肥料学会) 30 

平舘俊太郎 ムギネ酸と土壌の相互作用 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 
本土壌肥料学会) 317 
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著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

中嶋直子*・平舘俊太郎 Lーカナバニンによる植物生育阻害の作用機 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 
藤井義晴 構について 60-61 

馬 建鋒*・平舘俊太郎 ソバにおけるアルミニウム吸収と輸送形態の 日本植物生理学会2000年度年回講 125 2000.3 
同定 演要旨集(日本植物生理学会)

平舘俊太郎・中台利枝本 o13C値による土壌有機物，腐植酸，フルボ 日本土壌把科学会講演要旨集(日 46 2000.3 
進藤晴夫本・米山忠克* 酸の起源推定 本土壌肥料学会) 14 

馬 建鋒本・平舘俊太郎 ソバにおけるアルミニウム集積機構の解析 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 
本土壌肥料学会) 78 

松山 稔本・平舘俊太郎 植物由来揮発性物質によるアレロパシー活性 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 
藤井義晴 の生物検定法 本土壌肥料学会) 147 

諸岡伸康水・久野勝治* ニセアカシアのアレロパシーの検証と作用物 日本雑草学会第39回講演会講演要 45(別) 2000.4 
前河正Bs*.平舘俊太郎 質の分析 旨集(日本雑草学会) 82-83 

藤井義晴

池田浩明・松井哲哉* ニュージーランド南島における湿性植生の表 植生学会講演要旨(植生学会) 4 1999.7 

面温度特性 39 

池田浩明・伊藤一幸 絶滅危倶植物タコノアシの発芽・散布特性 日本生態学会講演要旨(日本生態 47 2000.3 
学会) 135 

Kazuyuki Itoh Status and Distribution of Sulfonylurea Resistant Abstracts of 2 nd Pan-Pacific Con- 52 1999.10 

Akira U chino * Paddy Weed in J apan ference on Pesticide Science (Ameri-

can Chemical Society Division of 

Agrochemical， The Pesticide Sci-

ence Society of Japan) 

Kazuyuki Itoh Habitat Management and Inheritance of Sulfon- Proceedings of 17th Asian-pacific 537-543 1999.11 

Kazuhito Matsuo ylurea Resistance in Lindernia micrantha， an Weed Science Society Conference， 

Hiroyuki Shibaike Annual Paddy Weed in Japan Weeds and Environmental Impact 
G. X. Wang* (Asian情PacificWeed Science Soci-

ety) 

Kazuyuki Itoh Comparison of Plant Bio-diversity in the Japa- Proceedings of Seminar of New 5 1999.12 

nese and Peninsula Malaysia Strategies and Approaches in Inte-

gsirtay teSd aiWns eMed alMayasniaa) gement (Univer-

Toshie Nakadai * Contribution of Soil Respiration to Total As- Abstract of Soil Science of America 232 1999.10 

Hiroko Akiyama similation in Com Field (American Chemical Society Divi-

Kazuyuki Itoh sion of Agrochemicals) 
Masao Uchida* 

Hiroshi Koizumi * 

Kazuyuki Itoh Inheritance and Distribution of Sulfonylurea Re- Abstracts of 14th Intemational 150 1999.7 

Kazuhito Matsuo sistant in Lindernia micrantha an Annual Paddy Plant Protection Congress (rntema-
Hiroyuki Shibaike Weed in J apan tional Plant Protection Congress 
G. X. Wang* (IpPC) ) 

伊藤一幸・西村誠一 ジュンサイを用いたスルホニルウレア系水稲 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 
石坂真澄・高木和広 用除草剤のモニタリング手法の開発 312-313 

内野彰*・渡遺寛明* 日本海側東北地域における 4種水田多年生雑 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 
鈴木雅和*・伊藤一幸 草の発生消長と繁殖体の動態 -4年間の調 116-117 

査結果一

高木嘉美*・沈利星* ダイズの乾燥ストレスによるパラコート感受 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 
小林勝一郎白井健二* 性の低下 286-287 

伊藤一幸

伊藤一幸・松尾和人 アゼトウガラシにおけるスルホニルウレア系 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 

芝池博幸 除草剤抵抗性の遺伝様式 78-79 

伊藤一幸・松尾和人 スルホニルウレア抵抗性アゼトウガラシは， 関東雑草研究会会報(関東雑草研 11 2000.3 

芝池博幸 .1王光照* なぜ離れた 4地点に出現したか? 究会) 49 
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伊藤一幸・吉田修一* 関東の谷津田におけるミズオオバコの生育温 第47回日本生態学会大会講演要旨 226 2000.3 
度条件 集(日本生態学会)

伊藤一幸 スルホニルウレア系除草剤抵抗性水田雑草の 日本農薬学会第25回大会講演要旨 25 2000.3 
出現とその防除対策 集(日本農薬学会)

内野彰*・渡辺寛明* 東北地域における水田地温とタイヌピ、工の葉 日本雑草学会第39回講演会講演要 45 (別) 2000.4 
古原 洋*・鶴谷明宇* 令進度・発生終期との関係について 旨集(日本雑草学会) 60-61 
伊藤一幸

マレイシア ムダ地区におけるノピエの発生 日本雑草学会第39回講演会講演要 45 (別) 2000.4 
Ruslan A. G. *・ AzmiM." 状況と防除慣行 旨集(日本雑草学会) 190-191 

l 伊藤一幸・高木嘉美* マレーシアセベランペライの水田におけるス 日本雑草学会第39回講演会講演要 45(別) 2000.4 
M. E. Blancaver* ルホニルウレア系除草剤抵抗牲のナンゴクオ 旨集(日本雑草学会) 232-233 
大段秀記* モダカ Sagittaria guyanensis H. B. K. Val. 

吉田朋美*・田中則子* イネの抵抗性反応を誘導する Pseudomonas 日本農芸化学会誌(日本農芸化学 73 (12) 1999.12 
高山誠司*・門田育生 avenaeの日agellinタンパク質 会) 1371-1372 
察晃植*・磯貝彰*

田中則子*・吉田朋美* 植物病原細菌 Pseudomonas avenaeによって 日本農芸化学会誌(日本農芸化学 73 (12) 1999.12 
高山誠司*・門田育生 誘導されるイネの過敏感反応の構造解析 会) 1372 
察 晃 植*・磯貝彰*

察 晃植*・若崎由香* 植物病原細菌 Pseudomonas avenaeによって 日本農芸化学会誌(日本農芸化学 73 (臨増) 1999.3 
田中則子*・岩野 恵本 誘導されるイネ培養細胞の細胞死の解析 会) 366 
高山誠司*・海老瀬速雄*

門田育生・磯貝 彰*

門田育生・西山幸司 イネ褐条病細菌の菌体成分によるイネ褐条病 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 
抵抗性および感受性の誘導 理学会) 365 

河部遅 ツマグロヨコバイ耐虫性研究の困難と妙味 第53回北日本病害虫研究会発表会 2000.2 
特別講演(北日本病害虫研究会)

高橋 修キ・岡田益己* COz濃度の上昇がツマグロヨコバイの発育・ 第44四日本応用動物昆虫学会大会 15 2000.3 
小林和彦・河部遅 生殖および吸汁行動に及ぼす影響 講演要旨(日本応用動物昆虫学会)

松本直幸 応用生物学としての生物防除-総括と展望 バイオコントロール研究会レポー 6 1999 
ト(日本植物病理学会) 92-97 

Takeshi Matsumura Fauna and Activity of Insects Visiting Lindernia Proceedings of The 17th Asian- 850-855 1999.11 
Guang-Xi Wang * flowers in Paddy Fields in Northern Japan Pacific Weed Science Society Con-
Katsuo Goukon * ference (Asian -Pacific Weed Sci-
Kazuyuki Itoh ence Society) 

松尾和人・根本正之* オオオナモミ種子の 2型性と発生特性との関 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 
係 256-257 

松尾和人・伊藤一幸 中国.i折江省の湿田における種多様性と日本 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 
清水矩宏*・吉羽雅昭* 版レッドリストに記載されている水生植物種 96-97 
余柳青* の分布

松尾和人・根本正之* オオオナモミの上位種子と下位種子の発生特 関東雑草研究会会報(関東雑草研 11 2000.3 
性の比較 究会) 50 

松尾和人・根本正之* 傷付けによるオオオナモミ小種子の休眠覚醒 第47回日本生態学会大会講演要旨 254 2000.3 
集(日本生態学会)

劉生浩* 2， 4-D 分解菌 Variovorax paradoxus TV 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 
Tatiana Vallaeys * 1株の分解遺伝子に見る 2，4-D分解遺伝 本土壌肥料学会) 47 

宮下清貴 子の進化・分化

望月雅俊・矢野栄二 露地栽培ナスにおけるアザミウマ類とヒメハ 第44回日本応用動物昆虫学会大会 55 2000.3 
ナカメムシ類の発生消長と分布 講演要旨(日本応用動物昆虫学会)

L. 
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菅野博英*・森脇丈治 Colletotrichum orbiculare によるガーベラ炭 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (6) 1999.12 
深谷雅子*・佐藤豊三* 痘病(病原追加)c. acutatumによるウメ炭 理学会) 661-662 

症病(病原追加変更)およびセイヨウナシ炭

痘病菌の完全世代確認(完全世代追加)

森脇丈治・月星隆雄 Glomerella cingulataおよびColletotrichumde- 日本植物病理学会報(日本植物病 65(3) 1999.6 
matiumによるソバ炭痘病(新称) 理学会) 398 

菅野博英*・森脇丈治 Colletotrichum acutatumによるセイヨウナシ， 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 
モモ，アンズの炭痘病およびウメの葉炭痘病 理学会) 407-408 
(病原菌追加)

植松清次*・海老原克介* ウンシュウミカンとユズの苗木に発生した疫 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 
鈴井孝仁*・佐瀬利男* 病(病原菌追加) 理学会) 412-413 
塩田あづさ*・森脇丈治

海老原克介*・植松清次* ジャガイモ塊茎から分離された Verticillium 日本植物病理学会報(日本植物病 65(3) 1999.6 
君島悦夫*・森脇丈治 trico甲山 Isaac 理学会) 399 

守屋成一 外来昆虫ブタクサハムシの産卵と卵発育に対 日本昆虫学会第59回大会講演要旨 103 1999.9 

する湿度要求 集(日本昆虫学会)

守屋成ー・足立礎* 半野外条件下における導入寄生蜂チュウゴク 第44回日本応用動物昆虫学会大会 66 2000.3 
志賀正和* オナガコバチと在来種クリマモリオナガコバ 講演要旨(日本応用動物昆虫学会)

チの増殖および交雑実験

守屋成一 保守と革新がせめぎ合う?果樹カメムシ類の 第44回日本応用動物昆虫学会大会 170 2000.3 

世界 講演要旨(日本応用動物昆虫学会)

Keiko N akatani Plant Interaction in Vegetation of a Model Proceedings of 17th Asian-pacific 627-631 1999.11 

Y oshiharu Fujii Levee of Paddy Field Weed Science Society Conference， 

Weeds and Environmental Impact 

(Asian-Pacific Weed Science Soci-
ety) 

Keiko N akatani Ecological and Phygiological Characteristics of Proceedings of 11 th International 513-515 1999.7 

Y oshiharu Fujii Reproduction in Equisetum Arvense L. Conference of W omen Engineers 

Katsuyoshi Noguchi * and Scientists (Science Council of 
Japan) 

中谷敬子・藤井義晴 水田畦畔における植物間相互作用の解析(2)群 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 

落構成草種の環境適応性および他感作用性の 172-173 

比較

松本典子水・弦間 洋* マツ葉の他感作用のポット試験による検証と 雑草研究(日本雑草学会) 45(別) 1999.8 

中谷敬子・藤井義晴 果樹園雑草管理への利用 184-185 

西村誠一・伊藤一幸 葉身の方位別にみた水稲個葉光合成速度およ 日本作物学会紀事(日本作物学会) 68(別2) 1999.10 
唐艶鴻*・小泉博* び蒸散速度の日変化 82-83 

Seiichi Nishinura Photosynthetic Light U se Efficiency of Rice アメリカ農学会1999年度講演会要 98 1999.11 

Kazuyuki Itoh Leaf Under Fluctuating Light Emission A旨m集eric(aC)rop Science Society of 
Yanhong Tang* 

Hiroshi Koizumi * 

西村誠一・伊藤一幸 光量子センサーアレーを用いた水田田面光環 日本雑草学会第38回講演会講演要 44(別) 1999.8 

境の多点計測 旨集(日本雑草学会) 198-199 

鈴木歩*・日渡寿巳* コロナチン生産における生合成遺伝子の活性 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (6) 1999.12 
瀧川雄一*・西山幸司 化について 理学会) 652 

水野明文*・君島悦夫* 抗血清を利用したスイカ果実汚斑細菌病菌の 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 
迫田琢也*・ JII合昭* 特異的検出 理学会) 361-362 
白川 隆*・西山幸司

西山幸司 植物病原細菌の分類および病原性毒素に関す 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 

る研究 理学会) 239-241 
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西山幸司・門田育生 最近報告された新しい細菌病(2) 第20回植物細菌病談話会講演要旨 80-91 1999.9 
篠原弘亮 集(日本植物病理学会)

:JL悪淑本・坂十 誠* Burkholderia gladioliにおけるキチナーゼ遺伝 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 
西山幸司・藤井毅 子の分布 本土壌肥料学会) 47 
宮下清貴

P. B. Francisco， Jr. * catR Regulates the ben-cat Genes of Burk- Nippon Nogeikagaku Kaishi Uapan 74 (臨増) 2000.3 
Naoto Ogawa holderia sp. NK 8 Society for Bioscience， Biotechnol- 312 
Kiyotaka Miyashita ogy， and Agrochemistry) 

鈴木勝久*・市村篤史* Burkhol息de香ria酸s分p. TH 2の2ークロロ安息香酸 日本農芸化学会誌(日本農芸化学 74 (臨増) 2000.3 
津森義邦・小川直人 及び安 解に関与する遺伝子の構造と 会) 313 
福田雅夫*・宮下清貴 発現

劉生浩* 2， 4 巴 D分解菌 Variovorax paradoxus TV 日本農芸化学会誌(日本農芸化学 74 (臨増) 2000.3 

Tatiana Vall宮aey下s*清 1株の分解遺伝子群の解析 会) 313 
小川直人・ 貴

小川直人・原奈穂、* 2， 4 ジクロロフエノキシ酢酸分解菌 Al- 日本農芸化学会誌(日本農芸化学 74 (臨増) 2000.3 
津田雅孝キ・宮下清貴 C解al遺ige伝ne子s sp. CSV90株のクロロカテコール分 会) 313 

群の構造と発現の解析

津 森 義邦小川直人 4 -クロロ安息香酸分解菌 Arthrobacter構s造p. 日本農芸化学会誌(日本農芸化学 74 (臨増) 2000.3 
東照雄*・宮下清貴 FHP 1株の脱ハロゲン化酵素遺伝子群の 会) 313 

と発現

岡部郁子 病原性低下因子 (dsRNA) を用いた糸状菌病 バイオコントロール研究会レポー 6 1999 

害防除 ト(日本植物病理学会) 15-18 

岡部郁子・勝又治男* 紫紋羽病菌 (Helicobasidiummompa) の保有 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 
中村 f二本・植竹ゆかりキ する二本鎖 RNA 理学会) 378 
須崎浩一*・吉田幸二*

松本直幸

大崎秀樹*・兼松聡子* 紫紋羽病菌 Helicobasidium 二m本om鎖pa の弱病 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 

岡部郁子・松本直幸 原性分離株から分離された RNAの検 理学会) 338 
大津善弘* 出と塩基配列

赤平知也*・柴山 豊本 紫紋羽病菌 (Helicobasidium mompa) および 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 
佐山玲*. Cheah， L. H. * 類縁菌の ITS-RFLPによる識別 理学会) 415 
中村仁*・植竹ゆかり*

岡部郁子・松本直幸

中村仁*・植竹ゆかり* ナシ白紋羽病菌 VCGの圃場内分布 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 

荒川征夫*・岡部郁子 理学会) 656-657 

松本直幸

大黒俊哉・伊藤一幸 茨城県南部の休耕田における絶滅危慎植物タ 日本生態学会第47回大会講演要旨 284 2000.3 

池田浩明 コノアシの生育特性と埋土種子の分布 集(日本生態学会)

安{弗尚志*・源河浩之* 広宿主域伝達性の IncWプラスミド R388の 第22回日本分子生物学会年会プロ 274 1999.12 
津田宏之・津田雅孝* 全塩基配列 グラム・講演要旨集(日本分子生

物学会)

John Young 
ネ The Fate of the Bacterial Genus as a Taxon : Proceedings of the IXth Intema- 101 1999.8 

L. David Kuykendall * Rhizobium-a Case Study tional Congress of Bacteriology and 

Esperanza Applied Microbiology CIntemational 
Martinez-Romero * . Union of Microbiological Societies) 
Allen Kerr* 

Hiroyuki Sawada 

Masatak Tsuda * Transposition of Toluene Catabolic Gene Clus- Proceedings of Pseudomonas' 99 : 63 1999.9 

Hisashi Anbutsuキ ters from Pseudomonas TOL Plasmid pWW53 Biotechnology and Pathogenesis 

Hiroyuki Genka * (American Society for Microbiol-

Hiroyuki Sawada ogy) 

Yukie Yaoキ
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松田長生家・小島峯雄* 落葉果樹形質転換に用いる野生アグロバクテ 日本育種学会第96回講演会要旨集 70 1999.9 
山本俊哉*・ TanSengKee * リウム系統の選抜 (日本育種学会)
池谷祐幸*・ j畢田宏之

林建樹*

Hiroyuki Sawada Horizontal Transfer of the Argk-tox Gene Clus- Proceedings of the Annual Meeting 44-45 2000 
Shigehiko Kanaya * ter from Gram-positive Bacteria onto Pseudo- of the International Society of Mo-

I Fumihiko Suzuki monas syringae Genomes lecular Evolution (International So-
Koji Azegami ciety of Molecular Evolution) 
?、~aruya Saito* 

津田宏之・津田雅孝* Pseudomonas らsyのrin転ga移e領pv域.pのha検seo出licolaの argK時
2000年度日本植物病理学会大会プ 119 2000.4 

鈴木文彦・畔上耕児 tox clusterか ログラム・講演要旨集(日本植物

病理学会)

星裕孝*・中村ゆり* ファゼオロトキシン耐性遺伝子の導入による 2000年度日本植物病理学会大会プ 122 2000.4 
布目 司*・津田宏之 キウイフルーツかいよう病抵抗性植物の作出 ログラム・講演要旨集(日本植物
米山勝美* 病理学会)

芝池博幸・内野彰ネ アゼトウガラシの除草剤抵抗性および感受性 日本植物学会第63回大会研究発表 177 1999.10 
黒川俊二*・渡辺 修* 生物型に見られる遺伝的変異とその類縁関係 記録(日本植物学会)

伊藤一幸

Hiroyuki Shibaike Genetic Variation and Relationships of The 1999 Brighton Conference， 1999.11 

Akira Uchino* Herbicide-resistant and Susceptible Biotypes of Weeds (Brighton Conference) 197-202 

Kazuyuki Itoh Lindernia micrantha 

Hiroyuki Shibaike 孔101ecular Characterization of Herbicide- XVI International Botanical Con- 616 1999.8 
Akira Uchinoネ resistant Biotypes of Lindernia micrantha gress Abstract Onternational Botani-
Syunji Kurokawa * cal Congress) 

Kazuyuki Itoh 

猪谷富雄・叶英樹* 広島県で採取された樹木葉の他感作用 雑草研究(日本雑草学会) 44(別) 1999.8 
青木祥子本・井原直幸キ 266-267 
佐野俊和本・池田作太郎*

藤井義晴

渡辺修*・黒川俊二* ISSRマーカーを用いた在来と外来のアキノ 日本雑草学会第38回講演会講演要 44(別) 1999.8 
芝池博幸・榎本敬* エノコログサの系統解析 旨集(日本雑草学会) 100-101 
吉村義則本・魚住 )11員*

黒川俊二水・渡辺 修* イチビの国内分布の変遷 日本雑草学会第38回講演会講演要 44(別) 1999.8 
芝池博幸・榎本敬* 旨集(日本雑草学会) 102-103 
吉村義則*・魚住 )11貢*

芝池博幸・秋山永 trnT-trnF領域(葉緑体 DNA) の lengthmuta- 日本植物分類学会第30回大会発表 66 2000.3 
内山聡本・河西香* tionをマーカーとした日本産 2倍体タンポポ 講演要旨集(日本植物分類学会)
森田竜義キ Xセイヨウタンポポの雑種の解析

篠原弘亮・月星隆雄 Pseudomonas s枯yr病inga(e新p材v.、coronafaciens による 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (6) 1999.12 
門田育生・西山幸司 ライムギかさ )の発生 理学会) 653 

篠原弘亮・門田育生 健全イネの葉鞘から高頻度に分離される細菌 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 
西山幸司 群の細菌学的性質とイネに対する作用性 理学会) 361 

白井洋一・小杉由紀夫* チャノコカクモンハマキの飛期活性 第44回日本応用動物昆虫学会大会 110 2000.3 
講演要旨(日本応用動物昆虫学会)

杉江元・野口浩 チャバネアオカメムシとツヤアオカメムシ合 第44回日本応用動物昆虫学会大会 4 2000.3 
足立礎* 成集合フェロモンの製剤化 講演要旨(日本応用動物見虫学会)

鈴木文彦・津田宏之 Burkholのde解ria析glumaeのトキソフラピン産生遺 日本植物病理学会第28回植物細菌 31-37 1999 

畔上耕児 伝子群 病談話会講演要旨集(日本植物病

理学会)

鈴木文彦・津田宏之 Pseudomonas glumaeの病原性関連遺伝子の解 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 

畔上耕児 析 (V) トキソフラビン産生関連領域の解析 理学会) 372 
」一
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鈴木文彦・津田宏之 Burkholderia glumaeの毒素産生及び苗腐敗症 2000年度日本植物病理学会大会プ 113 2000.4 
|畔上耕児 に関わるトランスポゾン変異株の解析 ログラム・講演要旨集(日本植物

病理学会)

高橋真実・後藤千枝* イネ縞葉枯ウイルスの22.8k蛋白質の昆虫培 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 
松田 泉*・鳥山重光 養細胞での発現 理学会) 337 

田中幸一・松村正哉* 日本に飛来するトビイロウンカの抵抗性品種 第44回日本応用動物昆虫学会大会 89 2000.3 
加害性 1 .近年の変化 講演要旨(日本応用動物昆虫学会)

松村正哉*・田中幸一 日本に飛来するトビイロウンカの抵抗性品種 第44回日本応用動物昆虫学会大会 89 2000.3 
加害性 2. bph 2に対する加害性 講演要旨(日本応用動物昆虫学会)

島貫忠幸*・菅原幸哉* ネオテイフォデイウム・エンドファイトに感 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (6) 1999.12 
月星隆雄 染したペレニアルライグラスの各種病原菌に 理学会) 656 

対する抵抗性

月星隆雄・森脇丈治 ノシバの褐条葉枯病(改称)を起こす Coch蜘 日本菌学会第43回大会講演要旨集 45 1999.5 
liobolus stenospilus (日本菌学会)

田中栄爾*・川崎茂樹* 宿主と産地の異な領る域Eのp変helis属菌の核内リボ 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 
田中千尋*・月星隆雄 ソーム DNAITS 異 理学会) 414 
彰友良*・津田盛也*

菅原幸哉*・月星隆雄 ライグラスおよびフェスクの種間・種内交配 日本植物病理学会報(日本植物病 65 (3) 1999.6 
島貫忠幸* 後代での Neotyphodiumエンドファイトの干重 理学会) 355 

子伝染率の差異

高橋敬一*・ M.1. Christensen * E害p虫he1にis対spす.に感染した暖地型イネ科牧野草の 日本昆虫学会第59回大会講演要旨 65 1999.9 
河野勝行*・月星隆雄 る摂食阻害作用 集(日本昆虫学会)
小林真*

山村光司 分散分析のための (x+0.5)型の変数変換 第44回日本応用動物昆虫学会大会 135 2000.3 
講演要旨(日本応用動物昆虫学会)

矢野栄二・蒋南青* ナミヒメハナカメムシの餌探索行動に及ぼす 第44回日本応用動物昆虫学会大会 55 2000.3 
光永貴之* 餌密度の影響 講演要旨(日本応用動物昆虫学会)

光永貴之*・矢野栄二 マメハモグリバエの天敵農薬で、ある 2種の寄 第44回日本応用動物見虫学会大会 63 2000.3 
生蜂の相互関係について(1) 講演要旨(日本応用動物昆虫学会)

Kaori Yara Ecological and Genetic lnteraction between an IOBC wprs Bulletin (International 22 (2) 1999.10 

Masahiko Muraji lntroduced and lndigenous Torymid Parasitoids Organization for Biological and In- 71 
Eizi Yano in Biological Control of the Chestnut Gall tegrated Control of Noxious Ani-

Wasp， in Central Japan mals and Plants) 

屋良佳緒利・白井洋一 分子系統樹による侵入昆虫ブタクサハムシの 第44回日本応用動物昆虫学会大会 151 2000.3 
守屋成一 関東・関西集団の起源の推定 講演要旨(日本応用動物昆虫学会)

吉田睦浩 日本産 Steinernema属線虫数種のアワヨトウ 第44回日本応用動物見虫学会大会 107 2000.3 
に対する殺虫活性について 講演要旨(日本応用動物昆虫学会)
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遠藤正造・大津和久 ハスモンヨトウ幼虫の殺虫剤抵抗性要因の検 第 4回農林害虫防除研究会報告 60 1999.7 
討 (日本害虫防除研究会)

遠藤正造・大津和久 モモアカアブラムシのクロルニコチニル剤に 日本農薬学会第25回大会講演要旨 124 2000.3 
中石一英* 対する感受性 集(日本農薬学会)

石原悟・石井康雄 農薬の藻類に対する影響評価 -除草剤によ 日本農薬学会第25回大会講演要旨 93 2000.3 

小原裕三・股照沫 る単細胞緑藻類の形態に対する影響と回復性 集(日本農薬学会)

Hideo Ishii DNA-based Approaches for Diagnosis of Fungi- Abstracts of 2 nd Pan帽PacificCon- 58 1999.10 

cide Resistance ference on Pesticide Science 
(American Chemical Society Divi-

sion of Agrochemical， The Pesticide 
Science Society of Japan) 

石井英夫・野口一美* キュウリうどんこ病菌，べと病菌のストロビ 日本植物病理学会平成11年度関東 12 1999.11 
冨田恭範*・梅本清作* ルリン系薬剤耐性菌の出現と，耐性機構に関 部会講演要旨予稿集(日本植物病

西村久美子* する 1つの考察 理学会関東部会)

Hideo Ishii Synergism between Strobilurin Fungicides and Abstracts of 14 th International 98 1999.7 

Joseph-Horne Tim* Cyanide-resistant Respiration Inhibitor N.・-白propyl Plant Protection Congress (rnter-
Hollomon Derek * Gallate national Plant Protection Congress 

Kumiko Nishimura * (rpPC) ) 

Hideo Ishii Infection Behavior of Venturia nashicola， the Abstracts of the Intemational Sym- 126-129 1999.8 

Pyoyun Park本 Cause of Scab of Asian Pear posium on Electron Microscopy in 

Medicine and Biology (Organizing 

Committee of the International 

Symposium on Electron Microscopy 

in Medicine and Biology) 

石井英夫.Suresh G. * グレープフルーツ由来の資材によるキュウリ 日本農薬学会第25回大会講演要旨 123 2000.3 
西村久美子*・石川由美* 病害の発病抑制 集(日本農薬学会)

深谷雅子*・石井英夫 Colletotrichum acutatumによるナシ葉炭痘病 2000年度日本植物病理学会大会講 42 2000.4 
高橋功* の発生 演要旨集(日本植物病理学会)

後藤知昭*・丸石寛之* 種特異的 PCRプライマーを用いたイチゴ擢 2000年度日本植物病理学会大会講 51 2000.4 
大野義文キ・石川成寿* 病ランナーからの炭痘病菌 Colletotr1chum 演要旨集(日本植物病理学会)

石井英夫 gloeosporioides及びC.acutatumの検出

石井英夫・・F西raa村h久B美.A子 キュウリべと病菌ほか，植物病原菌からのチ 2000年度日本植物病理学会大会講 206 2000.4 
野口一美* トクローム b遺伝子の解析と，ストロピルリ 演要旨集(日本植物病理学会)
武田敏幸*・天野徹夫* ン系薬剤耐性との関係

Joseph -Home T.ネ

Hollomon D. W. * 

富田恭範*・石井英夫 茨城県におけるナシ黒星病菌のフェナリモル 2000年度日本植物病理学会大会講 207 2000.4 
堤 仁一人清水明* 感受性の年次推移とフェナリモル耐性菌の各 演要旨集(日本植物病理学会)
木村宏明キ・日下勝博* 種 DMI剤に対する感受性

加治真継・千葉恒夫*

富士真*・ JII越洋二* ストロビルリン系薬剤耐性キュウリべと病菌 2000年度日本植物病理学会大会講 210 2000.4 
内田景子*・武田敏幸* の適応度 演要旨集(日本植物病理学会)
石井英夫・天野徹夫*

石井英夫 植物病原菌のストロビルリン系薬剤耐性菌と 第10回殺菌剤耐性菌研究会シンポ 43-51 2000.4 

耐性機構に関する考察 ジウム講演要旨集(日本植物病理

学会)

石井康雄・三宅司郎* 免疫化学測定法による河川水中のメフェナ 農薬残留分析研究会講演資料集 76-85 1999.11 

石原悟・小原裕三 セットの測定 (日本農薬学会)

川田充康*・中田昌伸*

大川秀郎キ
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石井康雄 農薬使用のリスク評価とリスク指標開発 日本農薬学会レギュラトリーサイ 5 1999.12 
エンス研究会シンポジウム講演集 1~15 

(日本農薬学会)

石井康雄・小原裕三 免疫化学測定法およびガスクロマトグラ 免疫化学測定法研究会第 4回学術 23~24 1999.6 
稲生圭哉・石原悟 フイーによる環境中のトリアジン系除草剤の 集会講演要旨集(免疫化学測定法

測定 研究会)

石井康雄 トリアジン系除草剤の環境中濃度把握のため 内分泌撹乱化学物質研究発表会講 5~6 1999.8 

の免疫化学測定法の開発とその応用 演要旨集(内分泌撹乱化学物質研
究会)

石井康雄・三宅司郎* 免疫化学測定法を用いた河川水中の残留農薬 日本農薬学会第25回大会講演要旨 103 2000.3 
川田充康*・石原悟 の測定 集(日本農薬学会)

小原裕三・段照沫

石坂異澄・藤井毅 キトオリゴ糖類の高感度定量法の開発 ーキ 日本農芸化学会2000年度大会講演 37 2000.3 

宮下清貴・粛藤明広 チナーゼ研究への HPLC-ESI-MSの利用一 要旨集(日本農芸化学会)

山田和義*・板橋直 局所施肥下で有機物の施用位置がレタスの生 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 

木村龍介 育と養分吸収に与える影響 本土壌肥料学会) 226 

板橋直・山田和義* 有機質資材の緩効性発現機構(1) ー有機質資 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 

木村龍介 材の粒子サイズが窒素の無機化速度に及ぼす 本土壌肥料学会) 210 

影響-

板橋直・山田和義* 有機質資材の緩効性発現機構(2) 一土壌粒子 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 

木村龍介 が有機質肥料の無機化速度に及ぼす影響- 本土壌肥料学会) 165 

川崎晃・織田久男 ICP質量分析法による玄米中のストロンチウ 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 

ム同位体比の測定 本土壌肥料学会) 150 

川崎晃・織田久男 安定同位体トレーサ一利用によるカドミウム 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 

山田宗孝* の吸収・移行の解析(1) -113Cd/ICP -MS 本土壌肥料学会) 182 

法のダイズポット栽培試験への適用-

Yuso Kobara Reducing Methyl Bromide Emissions from field Annual Intemational Research Con- 88~1~88~2 1999.11 

Yasuo Ishii with a Sheet Containing Titanium Dioxide ference on Methyl Bromide Altema-

Satoru Ishihara tives and Emissions Reduction 

Keiya Inao (Methyl Bromide Altematives Out-

reach， USEPA， USDA， UNEP) 

小原裕三・稲生圭哉* 二酸化チタン光触媒含有積層シートを用いた 日本農薬学会第25回大会講演要旨 91 2000.3 

段 照沫・石原悟 土壌くん蒸用臭化メチルの大気放出量抑制技 集(日本農薬学会)

石井康雄 術の異なる季節での適用

桑原雅彦 つくばにおけるタネパエの発生消長と薬剤感 第44回日本応用動物昆虫学会大会 159 2000.3 

受性 講演要旨(日本応用動物見虫学会)

織田久男・豪公英* ホウ素毒性による葉焼け症の発症機構の解明 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 45 1999.7 

ーホウ素毒性によるアスコルビン酸/グルタ 本土壌肥料学会) 105 

チオン代謝系への影響

織田久男・川崎晃 樹木衰退の解明と対策 第2報ホウ素施肥が 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 

アカマツの生育に及ぼす影響について 本土壌肥料学会) 292 

織田久男・川崎晃 土壌植物系におけるタリウムの挙動，畑作 日本土壌肥料学会講演要旨集(日 46 2000.3 

松永俊朗・大津豊* 物による高濃度吸収 本土壌肥料学会) 183 

クマラスワミー， N. S.*. CryIAcに高度抵抗性のコナガと感受性コナ 第5回BT研究小集会講演要旨集 2 1999.9 
丸山威* ガの中腸上皮細胞膜脂質の比較研究について (BT研究小集会)
大津和久・岸本正*
三ツ井敏明*・堀 秀隆*

Mamoru Sato * Conjugal Transfer of Multi-Drugs Resistance Abstracts of 99 th General Meeting 454 1999.5 

Kenji Watanabe * Genes between Epiphytic Enterobacter cloacae Abstracts. American Society for Mi-

Yoko Sato and Erwinia herbicola crobiology (American Society of 

Microbiology) 
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著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

Yoko Sato Isolation and Characterization of Carbaryl- Proceedings of 11th Intemational 445-447 1999.7 
degrading Bacteria from Forest Soil Conference of W omen Engineers 

and Scientists (Science Council of 

Japan， Society of Japanese Women 
Scientists， Japanese Women Engi-
neers Forum) 

佐藤桃子 2種植物病原細菌の各種畑雑草に対する除草 日本雑草学会第38回講演会講演要 44(別) 1999.8 
活性 旨集(日本雑草学会) 36-37 

委量 破キ・渡部賢司キ Enterobacter cloacaeの多剤耐性プラスミドの 2000年度日本植物病理学会大会プ 218 2000.4 
佐藤桃子・佐藤守* Erwinia herbicilaへの各種植物体上における ログラム・講演要旨集(日本植物

接合伝達 病理学会)

佐藤桃子 NAC分解細菌の分解力維持期間及び数種 第111回日本林学会大会学術講演 323 2000.4 
カーパメート系殺虫剤に対する作用 集(日本林学会)

佐藤銚子・渡部賢司* セイタカアワダチソウの新病原細菌の除草活 日本雑草学会第38回講演会講演要 45 (別) 2000.4 
佐藤守 '性 旨集(日本雑草学会) 96-97 

鈴木健 ワタアブラムシの手交虫剤iJt丘t克 第44回日本応用動物昆虫学会大会 171 2000.3 
ロチオン抵抗性とカルボキシルエステラーゼ 講演要旨(日本応用動物昆虫学会)

の関係を中心に一

Kazuhiro Takagi Predicting the Fate of Selected Herbicides in Abstracts of 2 nd Pan-Pacific Con- 18 1999.10 

Hirozumi Watanabe Paddy Field Using Newly Developed Simulation ference on Pesticide Science 

Masumi Ishizaka Model (American Chemical Society Divi-

sion of Agrochemical， The Pesticide 
Science Society of Japan) 

Hirozumi Watanabe Development of a Simulation Model for Predict- Abstracts of 2 nd Pan-Pacific Con- 18 1999.10 

Kazuhiro Takagi ing Pesticide Concentrations in Paddy Water ference on Pesticide Science 

and Surface Soil (American Chemical Society Divi-

sion of Agrochemical， The Pesticide 
Science Society of Japan) 

Kazuhiro Takagi Development and Evaluation of a Simulation Abstracts of 17 th Asian-Pacific 121 1999.11 

Hirozumi Watanabe 孔10delfor Pesticide Concentrations in Paddy Weed Science Society Conference 

Masumi Ishizaka Field -In Case of Sulfonylureas- (The Organization of the 17th 

APWSS Conference) 

Ferdinand F. Fajardo * Some Soil Properties and Its Relationship with Abstracts of 17 th Asian-Pacific 121 1999.11 

Kazuhiro Takagi the Degradation of Two Amide Herbicide Weed Science Society Conference 
Kenji Usui* (The Organization of the 17th 

APWSS Conference) 

渡遺裕純*・高木和広 水田土壌における農薬の動態予測モデル 応用水文(農業土木学会応用水文 12 1999.11 
(PCPF -1). 一検証と評価及び農薬流出 研究部会) 32-41 

管理への応用一

渡遺裕純*・高木和広 水田環境における農薬動態予測モデルによる 平成11年度農業土木学会講演会要 438-439 1999.8 
農薬流出管理の評価 旨集(農業土木学会)

Kazuhiro Takagi Bioremediation of Recalcitrant Pesticides in Soil Japan-UK Workshop on Bioreme- Abstract-9 1999.9 

Yuichi Yoshiokピ Using Charcoal with Enrichments of Pesticide diation (AFFRC， NIAES) 
Decomposing Bacteria 

j度遅裕純*・高木和広 水田土壌中の農薬動態シミュレーションモデ 日本農薬学会第25回大会講演要旨 78 2000.3 
ルの開発-HYDRUS-lDによる水田土壌中の 集(日本農薬学会)

トレーサ -移動予測ー

高木和広・吉岡祐一* 木質炭化素材を用いた農薬分解細菌の迅速集 日本農薬学会第25回大会講演要旨 77 2000.3 

積・単離技術の開発 集(日本農薬学会)

F. F. Fajardo * Degradation Rate of Two Acetanilides in Differ- Abstracts of 25th Japan Pesticide 79 2000.3 

Kazuhiro Takagi ent Soil and Its Relation with Soil Biochemical Science Society (Pesticide Science 

Kenji Usui* Properties Society of Japan) 
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著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

上路雅子 わが国土壌の有機化学物質による汚染の実態 日本学術会議土壌・肥料・植物栄 54-63 1999.6 
養学研究連絡委員会シンポジウム

講演資料(日本学術会議土壌・肥

料・植物栄養学研究連絡委員会ほ

か)

Masako Ueji Use of Pesticides in Conservation of Environ- Proceedings of 11 th Intemational 385-388 1999.7 
Kazuhisa Ohtsu ment and Sustainable Agriculture in Japan Conference of Women Engineers 

and Sciencists (Science Council of 

Japan， Society of Japanese Women 

Scientists，mJ) apanese Women Engi-
neers Foru 

上路雅子・三宅司郎* 免疫化学測定法を用いたベンスルフロンメチ 日本雑草学会第38回講演会講演要 44(別) 1999.8 
石井康雄・伊藤一幸 ルの水中における残留分析 旨集(日本雑草学会) 64-65 
松尾和人

Kazuyoshi Yamada The Use of Decoy Crop for Controlling Club- Extended Abstracts of 6 th Intema- 690-692 1999.7 
Toshifumi Mur北ami* root of Chinese Cabbage tional Meeting on Soils with Medi-

Masahiko Yamaguchi * terranean Type of Climate (Barce-

Seishi Y oshida * lona University) 

5.商業・協会刊行物・図書等

企画調整部

著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

Y ousay Hayashi Paddy Rice Production under Possible Tempera- Global Environmental Research 3 (2) 2000.3 

Yeong-Sang Jung * tm・eFluctuation in East Asia (Association of Intemational Re- 129-137 
search Institute for Environmental 
Studies) 

陽 捷行 地球環境と農業 花伝(序破急出版) 特集 1999.11 
284-289 

陽捷行 地球環境問題とアジアの農業 アジア農業・食料問題研究会報告 195-210 1999.12 
書 (SRI総合研究 8) (セゾン総

合研究所)

陽捷行 農業と環境 地球環境の視点から 食品と容器(缶詰技術研究会) 41 (1) 1999.12 
17-22 

陽捷行 農業活動が環境に及ぼす影響 研究ジャーナル(農林水産技術情 22 (4) 1999.4 
報協会) 17-22 

陽 捷行 地球環境と農業生産のかかわり 農業と環境問題(農林統計協会) 15-38 1999.4 

陽捷行 環境保全型農業の展開と課題 月刊 NOSAI (全国農業共済協 51 (7) 1999.7 
会) 49-55 

陽捷行 書評「世界の水田 日本の水田」 研究ジャーナル(農林水産技術情 55 1999.9 
報協会)

陽捷行 21世紀の日本農業をめぐる環境 一地球環境 農林統計調査(農林統計協会) 50(1) 2000.1 
の視点から- 11-14 

Masayuki Y okozawa Hierarchical Structures in Competitive Plant Ecosystems and Sustainable Devel- 2 1999.5 

Communities opment 25-34 

Masayuki Y okozawa Global vs. Local Coupling Models and Theoreti- Ecological Modelling (EIsevier Sci- 118 1999.6 

Toshihiko Hara * cal Stability Analysis of Size-structure Dynam- C配 e) 61-72 

ics in Plant Populations 
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著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

Masayuki Y okozawa Effects of Competition Mode on the Spatial Pat- Ecological Modelling (Elsevier Sci- 118 1999.6 

Yasuhiro Kubota * tern Dynamics of Wave Regeneration in Subal- ence) 73-86 

Toshihiko Hara * pine Tree Stands 

環境管理部

著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

David S. Sprague Density and Distribution of Citemene Fields in a Environmental Management 24(2) 1999.8 

S.Ohyama * Miombo Woodland Environment in Zambia (Springer-Verlag) 273-280 

Tadakatsu Y oneyama * Weather and Nodule Mediated Variations in u13 Journal of Experimental Botany 51(344) 2000.3 

Hideshi Fujiwara C and o15N Values in Field-grown Soybean (Oxford University Press) 559-566 

Willem M. H. G Engelaar * (Glycine max L.) with Special Interest in the 
Analyses of Xylem Fluids 

加藤好武 地理情報システムによる農林地の持つ国土保 農業および園芸(養賢堂) 74(11) 1999.11 

全機能の定量的評価 1173-1180 

Kazuhiko Kobayashi Comparing Simulated and Measured Values U s- Agronomy Journal (American Soci- 92 (2) 2000.3 

Moin Us Salam * ing Mean Squared Deviation and its Compo- ety of Agronomy) 345-352 

nents 

駒村美佐子・津村昭人 日本の水田における作土中の137Csの滞留半 Radioisotopes (日本アイソトープ 48 1999.10 
小平潔 キ 減時間 協会) 635-644 

桑原雅彦 タイの都市近郊農業地帯における農薬と物理 植物防疫(日本植物防疫協会) 53 (6) 1999.6 

的害虫防除法の併用 212-215 

三中信宏 ヒトが種をつくる:種問題のもう一つの根本 生物科学(農文協) 51 (3) 1999.11 

的解決(1) 129-136 

三中信宏 書評:エルンスト・マイヤ著『これが生物学 遺伝(裳華房) 53(12) 1999.12 
だjシュプリンガー・フェアラーク東京 69 

Naoko Fujita * Purification， Characterization and cDNA Struc- Planta (Springer-Verlag) 208 1999.4 

Akiko Kubo* ture of Isoamylase from Developing Endosperm 283-293 

Perigio B. Francisco * of Rice 
Makiko Nakakita * 

Kyuya Harada* 

Nobuhiro Minaka 

Yasunori Nakamura * 

三中信宏 ダーウインのあどけない悪戯? 生物科学(農文協) 51(2) 1999.7 
116-121 

三中信宏 ヒトが種をつくる:種問題のもう一つの根本 生物科学(農文協) 51 (4) 2000.2 
的解決(2) 205-214 

三中信宏 生物分類学は生き延びられるのか 平凡社デジタル月刊百科(目立デ 電子出版 2000.2 
ジタル平凡社)

i青野諮 地球温暖化が農業生産に及ぼす影響 研究ジャーナル(農林水産技術情 22(4) 1999.4 

報協会) 23-28 

高橋義明 地目別土壌の特性と有機物施用第10回施設土 再生と利用(下水汚泥資源利用協 23(87) 2000.3 

壌 3 (公園緑地) 議会) 63-67 

鶴田治雄・尾崎保夫* 水田における温室効果ガス及び水質に関する 農林水産技術研究ジャーナル(農 22 1999.10 

LCA 林水産技術情報協会) 20-25 

鶴田治雄 わが国の農耕地におけるメタンと亜酸化窒素 圃場と土壌(日本土壌協会) 31 1999.6 

の発生の実態 31-38 
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著者名

山本勝利

環境資源部

著者名

Sheng Gong Li * 
Y oshinobu Harazono 
Takehisa Oikawa * 
Ha Lin Zhao* 
Song Ying He * 
Xue Li Chang* 

駒田充生

中井信・石岡厳*

井上恒久・江口定夫

小原洋・加藤邦彦キ

草場敬*・白戸康人

牧野知之・三浦憲蔵*

谷山一郎

鳥谷均

上沢正志

上沢正志

環境生物部

著者名

畔上耕児

藤井義晴

藤井義晴

藤井義晴

藤井義晴

藤井義晴

藤井義晴

農業環境技術研究所年報平成11年度

表 題

谷津田と棚田

表 題

Glassland desertification by grazing and the re-
sultingmicrometeorological changes in Inner 
恥1ongolia

窒素の自然存在比による流入評価

世界の土壌資源 -照合基準一

環境保全と農林業 -農林地の持つ土壌侵食

防止機能一

エルニーニョと穀物生産

リサイクル社会を創造する輝かしい旗手に

農地還元容量からみた有機性廃棄物等の循環

利用の課題

表 題

イネ苗立枯細菌病

植物残さ分解物の他感作用 一米ヌカ除草，

もう一つの注目点一

センチュウや病原菌を抑制するアレロパシー

植物

雑草制御の未来

植物間のアレロパシーのバイオアッセイによ

る検定法 一プラントボックス法とサンド

イッチ法一

グランドカノtーブρランツ

ムギの雑草抑制力はデカイ

一

発表書名・誌名(発行所)

里山を考える101のヒント(日本

林業技術協会編)

発表書名・誌名(発行所)

A(gErilcsuevltiucrr al S and Forest Meteorology 
cience) 

北農研究シリーズXII 北海道農

業と土壌肥料1999(日本土壌肥料

学会北海道支部)

世界の土壌資源一照合基準

(国際食糧農業協会)

農業及び園芸(養賢堂)

エルニーニョと地球環境(気候影

響・利用研究会)

季刊 肥料(肥料協会新聞部)

季刊 肥料(肥料協会新聞部)

発表書名・誌名(発行所)

種子伝染病の生態と防除 -健全

種子生産をめざして一(日本植物

防疫協会)

現代農業(農山漁村文化協会)

現代農業(農山漁村文化協会)

現代農業(農山漁村文化協会)

植調(日本植物調節剤研究協会)

現代農業(農山漁村文化協会)

現代農業(農山漁村文化協会)

巻・号
発行年

ページ

102 2000. 
125-137 

303← 304 1999.7 

1-149 1999.1 

74 1999.4 
445-451 

129-144 1999.10 

83 1999.6 
8-10 

85 2000.2 
23-31 

巻・号 発行年

ページ 1999.11 

133-135 1999.10 

78(10) 1999.12 
86-87 

78(11) 1999.12 
122-123 

78 (12) 1999.12 
126-127 

33 (9) 1999.12 
362-368 

78(4) 1999.4 
120-121 

78(5) 1999.5 
122-123 



N.研究成果の発表と広報 129 

著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

藤井義晴 サツマイモとその仲間たち 一抜群の繁殖力 現代農業(農山漁村文化協会) 78(7) 1999.7 
と他感作用で草を押さえ込む一 122-123 

藤井義晴 草で草を押さえる 一被覆植物の他感作用と グリーンレポート(JA全農・総 322 1999.8 
競合を生かした雑草防除一 合営農対策部) 8-9 

藤井義晴 絶滅させてなるか ーオキナグサ，日本固有 現代農業(農山漁村文化協会) 78(8) 1999.8 
種ナルトオウギー 128-129 

藤井義晴 他感作用のある被覆植物に利用による果樹園 福岡の果樹(福岡県園芸農業協同 405 2000.3 
の草生栽培の考え方 組合連合会) 4-11 

Akio Ichikawa * Absolute Configuration of 2-hydroxy-2-(1- Tetrahedron : Asymmetry (Elsevier 10 1999 
Syuntaro Hiradate naphthyI) propionic Acid as Determined by the Science) 4075-4078 
Akinori Sugio * 1 H NMR Anisotropy Method 
Shunsuke Kuwabara 

科ド

Masataka Watanabe * 
Nobuyuki Harada * 

Syuntaro Hiradate Three Plant Growth Inhibiting Saponins from Phytochemistry (Elsevier Science) 52(7) 1999.12 

Hiroshi Yadピ Duranta Repens 1223-1228 
Tadashi Ishii * 
Naoko Nakajima* 

Mayumi 
Ohnishi-Kameyama * 

Hajime Sugie 
Siriporn Zungsontiporn * 
Yoshiharu Fujii 

平舘俊太郎 根から分泌される有機酸と土壌の相互作用- 化学と生物(日本農芸化学会) 37 (7) 1999.7 
土壌による吸着反応と有機酸による溶解反応 454-459 

松本直幸 生物学的側面から見た作物病害の生物防除 植物防疫(日本植物病理学会) 54 (2) 2000.2 
79← 82 

松村雄 昆虫分類学入門(その 8) 農薬時代(日本曹達) 180 1999.10 
1-4 

守屋成ー 特殊害虫アリモドキゾウムシの正体ともうー くらしと農業(高知県農業改良普 13 (3) 1999.7 
つの影 及協会) 35-38 

津田宏之 Pseudomonas syringaeの病原性分化と適応進 IGEシリーズ26 微生物の共生戦 117-133 1999 
化 略の分子機構と多様性(東北大学

遺伝生態研究センター)

田中幸一 農業害虫および天敵昆虫等の薬剤感受性検定 植物防疫(日本植物防疫協会) 53 1999.9 
マニュアル倒 天敵生物:稲害虫の捕食性天 377-381 
敵(クモ，メクラガメなど)

月星隆雄 牧草・飼料作物における病害の生物的防除 畜産の研究(中央畜産会) 53 (10) 1999.10 
1051-1055 

月星隆雄 トウモロコシ，ソルガム病害の項 種子伝染病の生態と防除 -健全 174-178 1999.5 
種子生産をめざして一(日本植物 223-224 
防疫協会)

佐藤豊三本・月星隆雄 植物病原菌類の学名変更 植物防疫(日本植物防疫協会) 53 (7) 1999.7 
278-284 

小泉博*・大黒俊哉 草原・砂漠の生態 草原・砂漠の生態(共立出版) 1-250 2000.1 
鞠子茂*

Cristina Castane * Biological Control of Thrips Integrated Pest and Disease Man- 244-253 1999 

Jordi Riudavets * agcment in Greenhouse shCerrso) ps 
Eizi Yano (Kluwer Academic Publi 
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矢野栄二 天敵の生態とその利用 施設と園芸(日本施設園芸協会) 105 1999.6 
12← 16 

矢野栄二 野菜害虫の総合防除と天敵利用 農耕と園芸(誠文堂新光杜) 54(8) 1999.8 
104← 107 

矢野栄二 施設栽培における IPM戦略 今月の農業(化学工業日報社) 44(1) 2000.1 
15-18 

矢野栄二 生物農薬としての天敵昆虫オンシツツヤコバ Techno Innovation (STAFF) 10(1) 2000.2 
チの評価 34-38 

矢野栄二 害虫防除のための導入天敵のリスク 農業および園芸(養賢堂) 74(4) 2000.4 
435-436 

資材動態部

著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

石井英夫 植物病害抵抗性の誘導 一アシベンゾラル S 植物防疫(日本植物防疫協会) 53 (10) 1999.10 
メチルを中心として- 5-9 

石井英夫 農薬が誘導する植物の全身抵抗性 今月の農業(化学工業日報社) 43(6) 1999.6 
22-27 

石坂虞j登 残留農薬分析機器の最近の進歩 -LC-MS 植物防疫(日本植物防疫協会) 53 (5) 1999.4 
の発展を中心に- 176-180 

高木和広 環境技術 -循環する農薬- 地上(家の光協会) 54 (1) 2000.1 
49-51 

高木和広 バイオレメデイエーション 一微生物を吸着 近代中小企業(中経出版) 35 (3) 2000.2 
させた木炭で農薬やダイオキシンを除去一 107-109 

高木和広 木質炭化素材と分解細菌を組み合わせた難分 農林水産技術研究ジャーナル(農 23 (3) 2000.3 
解性有機化合物のバイオレメデイエーション 林水産技術情報協会) 10-15 

高木和広 木質炭化素材による難分解性有機化合物の迅 農業技術体系 追録第11号 .2000 3 2000.4 
速集積・単離方法とバイオレメデイエーショ 年(農山漁村文化協会) 49-56 
ンへの適用

上路雅子 農林水産業におけるダイオキシン類をめぐる 農業技術(農業技術協会) 54(4) 1999.4 
問題点 145-150 

上路雅子 農薬の環境影響と対策 農林水産技術研究ジャーナル(農 22 (5) 1999.5 
林水産技術情報協会) 12-19 

上路雅子 農林水産業と環境ホルモン HPCニュース(林純業工業) 7 1999.6 
12-19 

上路雅子 ダイオキシン問題を考える 農耕と園塞(誠文堂新光社) 54(6) 1999.6 
114-117 

上路雅子 環境ホルモンは農林水産業にどのような影響 農林水産業と環境ホルモン(家の 14-30 1999.6 
を与えるか 光協会)

上路雅子 ダイオキシン類の環境汚染はどこまで、わかっ 農林水産業と環境ホルモン(家の 116-132 1999.6 
ているか 光協会)
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企画調整部

著者名

Y ousay Hayashi 

Y ousay Hayashi 

Yeong-Sang Jung* 

Y ousay Hayashi 

Atsushi Maruyama * 

Hiroyuki Ohno 

Divaa Erdenetsctseg* 
D. Ouynbaatar本

Y ousay Hayashi 

大浦典子・袴田共之
山川 修ネ・横沢正幸

野内勇

芝山道郎

Junko Shindo 

J. -P. Hettelingh 
H. Sverdrup 

環境管理部

著者名

横山克至*・藤原英司

松森堅治・今川俊明

袴田共之

Tomoyuki Hakamata 

Tomoyuki Hakamata 

Tomoyuki Hakamata 

Tomoyuki Hakamata 
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表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

Mesh Distribution Map of the Radiation Envi- Technical Paper for Global Mapping TBC-JR 1999.11 
ronment in Areas Characterized by Comples (JICA) (99-110) 
Terrain 1-16 

Projection of Paddy Rice Rroduction in North“ Workshop on Environmental I 5 1999.5 
east Asia under Possible Climatic Fluctuation Change and Food in Monsoon Asia， 

2 nd IGBP Congress (IGPB) 

Estimation Model for Areal Evapotranspiration The 3 rd Intemational Scientific 222← 223 1999.6 
over Complex Land Use and Terrain Conference on the Global Energy 

and Water Cycle (WCRP， GEWEX/ 
GAME) 

Effect of Global Environment Change on Agri- To Develop National Inventries and TBC-JR 2000.2 
culture in East Asia -Background of Agricul- St(rJaItCegAie) s against Climate Change (99-119) 

tural V ulnerability - 1-16 

紫外線増加が生態系に及ぼす影響に関する研 環境庁地球環境研究総合推進費終 平8-10年度 1999.3 
究(2)紫外線増加が作物・野菜・花井に及ぼ 了研究報告書 31-45 
す影響の評価に関する研究①作物に対する

UV-Bと温暖化要因との交互作用効果に関す
る研究

作物群落のリモートセンシング手法について 平成11年度北陸農業試験研究推進 1-4 2000.2 
会議作業技術関係技術研究会会議

資料(北陸農業試験場)

5. IMPACT Module Progress Report of Rains Asia 5.1-5.54 1999.6 

Phase II 

表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

リモートセンシグでとらえた庄内地域の水田 平成10年度土壌環境影響診断シス 13-23 1999.3 
利用の動向解析への農耕地土壌図データの利 テム開発事業報告書(日本土壌協
用 会) (日本土壌協会)

窒素循環から見た食糧システムの資源利用の 側資源協会 104-112 1998.3 
問題点。 21世紀へ向けての日本の資源総合ピ
ジョンに関する調査

B-6 Studies on Evaluation and modeling of Car- Global Environment Research of Ja- 1999 
bon Dioxide Dynamics in Terrestrial Ecosys- pan in 1998 (Environment Agency， 59 
tems Japan) 

B-6. 3. 4 Modeling of Soil Carbon Accumula句 Global Environment Research of Ja- 1999 
tion / Decomposition processes pan in 1998 (Environment Agency， 69 

Japan) 

B-6. 4. 1 Modeling of Carbon Cycle in a Rural Global Environment Research of Ja- 1999 

Area pan in 1998 (Environment Agency， 70 
Japan) 

B-6 Studies on Evaluation， Prediction and Mod- Grobal Environment Research of Ja- 1999 

eling of Carbon Dynamics in Terrestrial Ecosys- pan (Final Reports 1998) Part 1 ， 235 

tems (Environment Agency，J apan) 
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著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号
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ページ

Tomoyuki Hakamata B-6. 3. 4 Modeling of Soil Carbon Accumula- Grobal Environment Research of Ja- 1999 
tion / Decomposition processes pan (Final Reports 1998) Part 1， 313-318 

(Environment Agency， Japan) 

Tomoyuki Hakamata Bゐ.4. 1 Modeling of Carbon Cyde in a Rural Grobal Environment Research of Ja- 1999 
Area pan (Final Reports 1998) Part 1， 319-324 

(Environment Agency， Japan) 

袴田共之 検索的データ解析 数理統計短期集合研修，都道府県 1999.11 
農林水産関係研究員短期集合研究 513-524 
テキスト(農林水産技術会議事務

局)

袴田共之 食料システムと物質循環 地球の限界 78-92 1999.12 

陸域生態系の二酸化炭素動態の評価と予測・ 環境庁地球環境研究総合推進費終 平8-10年度 1999.4 
モデリングに関する研究 了研究報告書 l-Xl 

袴田共之・松本成夫* B -6陸域生態系の二酸化炭素動態の評価と 環境庁地球環境研究総合推進費終 平8-10年度 1999.4 
予測・モデリングに関する研究(1) 自然生 了研究報告書 11-34 
態系の二酸化炭素変動機構のモデル化と予測

② 熱帯林生態系におけるモデル化と予測

袴田共之・松本成夫* B -6陸域生態系の二酸化炭素動態の評価と 環境庁地球環境研究総合推進費終 平8-10年度 1999.4 
三島慎一郎・早野恒一* 予測・モデリングに関する研究(3) 土壌生 了研究報告書 113-122 
小泉 博* 物機能のモデル化と定量的評価④土壌機能を

めぐる炭素の蓄積・分解モデルの開発

袴田共之・三島慎一郎 B -6陸域生態系の二酸化炭素動態の評価と 環境庁地球環境研究総合推進費終 平8-10年度 1999.4 
織田健次郎・塩見正衛* 予測・モデリングに関する研究(4) グロー 了研究報告書 123-132 
大久保忠且* バル・カーボン・サイクルモデルの開発①

農林業地域のカーボン・サイクルモデルの開
マ7じ? 

袴田共之・後藤尚弘* B -6陸域生態系の二酸化炭素動態の評価と 環境庁地球環境研究総合推進費終 平8-10年度 1999.4 
予測・モデリングに関する研究(4) グロー 了研究報告書 153-158 
バル・カーボン・サイクルモデルの開発④

グローバル・カーボン・サイクルモデルの開

発

袴田共之 酸性雨の影響は植物生態系影響) 平成11年度地球環境研究総合推進 2000 
費公開シンポジウム開催事業報告 18-23 
書，社団法人国際環境研究協会

袴田共之 土壌学の現状と21世紀への展望 資源・生態管理科研究集録 16 2000.3 
1-10 

原田直園・織田健次郎 二次林とその周辺部における生物の賦存量の 資源・生態管理科研究集録(農業 16 2000.3 
把握 環境技術研究所 資源・生態管理 89-104 

科)

今川俊明 防止・回復のための社会システム及び対策技 平成10年度砂漠化防止対策推進支 83-87 1999.3 
術のあり方 一中国における事例一 援調査業務報告書(地球・人間環

境フォーラム)

今川俊明 砂漠化・土地荒廃のメカニズム解明とモデル 平成10年度砂漠化防止対策推進支 23-27 1999.3 
化の可能性 -砂漠化・土地荒廃の進行と自 援調査業務報告書(地球・人間環

然的・社会的メカニズムー 境フォーラム)

井上吉雄 農業生産管理の情報化，精密化へのリモート 農業の飛躍をめざす情報化技術 9-30 2000.3 
センシングの応用 (農業技術情報協会)

駒村美佐子 土壌及び米麦子実の放射能調査 第41回環境放射能調査研究成果論 15-16 1999.12 
文抄録集(科学技術庁)

駒村美佐子 農業環境技術研究所での40年間の環境放射能 第一回環境放射能・放射線-夏の 60-61 1999.7 
調査研究の総括 学校報告書(金沢大学理学部附属

低レベル放射能実験施設)

一
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巻・号
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ページ

駒村美佐子 土壌並びに農作物中の降下放射性核種の分析 平成10年度農林水産省関係放射能 3-4 2000.3 
的研究 調査研究年報(農林水産技術会議

事務局連絡調整課)

松森堅治 台地小流域の環境資源調査と水文・水質観測 畑地からの硝酸態窒素溶脱量のモ 79-86 1999.3 
一地域特性に基づく水・養分移動モデル開発 ニタリングに関する実務問題検討

のために- 会資料(農業研究センター)

三中信宏 統計学概論 平成11年度数理統計短期集合研修 3← 8 1999.11 
及び都道府県農林水産関係試験研

究員短期集合研修テキスト(農林

水産技術会議事務局)

三中信宏 実験計画法 平成11年度数理統計短期集合研修 113-141 1999.11 
及び都道府県農林水産関係試験研
究員短期集合研修テキスト(農林

水産技術会議事務局)

三中信宏 形態測定学 棚部一成・森啓(編)r古生物の 61-99 1999.12 
科学』第 2巻 (r古生物の形態と

解析J) (朝倉書庖)

三中信宏 [21世紀・序奏]系統学 朝日新聞(夕刊) (朝日新聞社) '99.12.15 1999.12 

12 

長谷川虞理子*・三中信宏 鼎談なぜダーウインを読むのか 現代によみがえるダーウイン(文 7-91 1999.4 
矢原徹ー* 一総合出版)

三中信宏 ダーウィンとナチュラルヒストリー 現代によみがえるダーウイン(文 153-212 1999.4 

一総合出版)

三中信宏 分岐分析 新版・微生物学実験法(講談社サ 249-252 1999.4 

イエンテイフイツク)

Nobuhiro Minaka Cladistics : Towards the Reconstruction of Phy- International Science School (Uni- 17-34 1999.7 

logeny versity of Tokyo) 

Nobuhiroお1inaka Statistical Analysis Experimental Design for Agricul- 13pp 1999.7 

tural Research (Ts此 uba Interna-

tional Cooperation Center) 

Nobuhiro Minaka Statistical Analysis 1 & 2 Experimental Design for Agricul- 13pp 1999.9 

tural Research (Tsukuba Interna-

tional Cooperation Center) 

N obuhiro Minaka Experimental Design Experimental Design for Agricul- 13pp 2000.3 

tural Research (Tsukuba Interna-

tional Cooperation Center) 

Shinichiro Mishima Quantification of Soil Microbial Activity on Global Environment Research of Ja- 291-296 1999 

Carbon Cycling in the Cool Temperate Forest pan (Final Reports for Projects 
Completed in 1998) (Research and 

Infomation Office Global Environ-
ment Department， Environment 

Agency， Government of Japan) 

Shinichiro Mishima Quantification of Soil Microbial Activity on Global Environment Research of Ja- 66 1999 

Carbon Cycling in the Cool Temperate Forest pan in 1998) Part 1 (Research and 
Infomation Office Global Environ-

ment Department， Environment 
Agency， Government of Japan) 

三島慎一郎 微生物機能の定量的評価 環境庁地球環境研究総合推進費終 81-90 1999.4 

了報告書(農業環境技術研究所ほ

か)
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三浦周 大気中 C02濃度の上昇と土壌一作物システム 土壌肥料研究会(北農会) 1999.3 

三浦周 イネの生育モデルと施肥対策 北農研究シリーズXII 北海道農 79-82 1999.7 
業と土壌肥料1999(日本土壌肥料
学会北海道支部)

宮川三郎 食糧増産:農業の場合一持続的農業をめざす 次世代センサー協議会 第5回課 16-23 2000.3 
技術開発 題研究会 121世紀の食料南北問

題とテクノロジーJ(次世代セン
サー協議会)

織田健次郎・三島慎一郎 全国版養分収支算定システムの表計算ソフト 資源・生態管理科研究集録(農業 16 2000.3 
への移植と利用 環境技術研究所 資源・生態管理 67-88 

科)

j青野諮 中山間傾斜地の農耕地が有する公益的機能 平成11年度四国農業試験研究推進 1-13 1999.11 
会議資料(四国農業試験場)

11青野諮 総合的な農業生態系管理戦略 平成11年度農業環境試験研究推進 1-4 2000.3 
会議資料(農業環境技術研究所)

Shigeto Sudo Ground Observation of Atmospheric Methyl BIBLE-A Workshop (EORC， 7← 11 1999.7 

Haruo Tsuruta Halides During Biomass Burning Period in NASDA) 

Seiichiro Y onemura 1997 and 1998 
Masayasu Hayashiキ

Yoshihiro恥f沿cida本

Daniel Murdiyarso * 

鶴田治雄 温室効果ガスの人為的な排出源・吸収源に関 環境庁地球環境研究総合推進費報 109-120 1999.10 
する研究 (2)CH4， N20の排出・吸収に関 告書 (B-51)温室効果ガスの人

する研究②熱帯の土地利用変化等に伴う 為的な排出源・吸収源に関する研

CH4， N20収支に関する現地調査 究(平成10年度)

鶴田治雄・石塚成宏* 温室効果ガスの人為的な排出源・吸収源に関 環境庁地球環境研究総合推進費報 151-156 1999.10 
楊宗興* する研究 (2)CH4， N20の排出・吸収に関 告書 (B-51)温室効果ガスの人

する研究 ⑥我が国の森林土壌での CH4' N2 為的な排出源・吸収源に関する研

O収支 究(平成10年度)

鶴田治雄 畑地からの亜酸化窒素発生制御技術の開発 農林水産生態系を利用した地球環 研究成果 1999.10 
2. 硝化抑制剤・緩効性窒素肥料などによる 境変動要因の制御技術の開発(農 339 
制御技術の開発 林水産技術会議事務局) 149-152 

鶴田治雄 エコバランス研究の今後 一国際会議の発表 Ecomaterials Forum News 23 1999.4 
を踏まえて一 3. 農業・食品 4-5 

Aixin Hou* Development of Mitigation Options of Nitrogen Eco-Frontier Fellowship (EFF) in 75-86 2000.3 

Haruo Tsuruta Oxides Emission from Agro-ecosystems in Asia 1999 (Global Environment Depart-
ment， Environment Agency) 

鶴田治雄 温室効果ガス削減型農法モデルの構築 -亜 平成11年度温室効果ガス排出削減 33-42 2000.3 
酸化窒素について一 定量化調査報告書(農林技術協会)

鶴田治雄 農林水産省 LCAプロジ、エクト研究の現状 平成11年度農林水産業に係る 29-33 2000.3 
LCA応用政策の検討調査委託事
業報告書(農林水産技術協会)

結田康一 ヨウ素およびフッ素の土壌・地下水系におけ 「天然バリア kdJ専門研究会報 44 2000.2 
る分布と移行 一筑波台地上の水田，畑地， 告書 KURRI-KR 0 -44 (京都大 5-20 
林地一 学原子炉実験所)

結田康一・宮川三郎 41Kの長期間追跡のための新たな測定・解析 平成10年度 国立機関原子力試験 39 2000.2 

手法の開発 研究成果第39集(科学技術庁) P39 (1) 

P4 
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結田康一・松浦陽次郎本 農林生態系におけるハロゲン元素の動態「世 研究炉利用における研究成果集日 312-313 2000.3 
界の土壌・植物系におけるハロゲン元素の含 本原子力研究所 JAERI -Review 
量レベルと動態の解明 ロシア国東・中 2000-4 (日本原子力研究所)
央シベリア高緯度地域の土壌 」

結田康一・粛藤貴之 放射性ヨウ素の土壌蓄積性と浸透性の定量的 第41回環境放射能調査研究成果論 17-18 2000.3 
把握 文抄録集(平成10年度) (科学技

術庁)

結田康一・粛藤貴之 放射性ヨウ素の土壌蓄積性と浸透性の定量的 平成10年度 農林水産省関係放射 5 -7 2000.3 
把握 能調査研究年報(農林水産技術会

議事務局 連絡調整課)

結田康一・駒村美佐子 JCO事故緊急放射能調査 平成10年度農林水産省関係放射能 8 -10 2000.3 
調査研究年報(農林水産技術会議

事務局 連絡調整課)

環境資源部

著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

Matthias Wissuwa * Molecular markers associated with phosphorus Plant Nutrition-Molecular Biology 433-439 1999.6 
Noriharu Ae uptake and internal phosphorus-匂useefficiency in and Genetics (Kluwer Academic 

nce Publishers) 

加藤英孝 黒ボク土中の吸着性イオンの移動 北海道土壌肥料研究通信(北海道 45 2000.1 
土壌肥料懇話会) 33-40 

川島茂人・杜明遠 トウモロコシ圃場からの落下花粉数の推定式 害虫抵抗性遺伝子組換えトウモロ 17-22 2000.3 
松尾和人・高橋裕一* の作成(調査 2) コシの生態系への影響評価に関す

る緊急調査実施報告書(農業環境

技術研究所)

中井信 パソコンを用いた土壌図更新システムの開 平成10年度土壌環境影響診断シス 103-105 1999.3 
発，本年度検討内容のまとめ テム開発事業報告書(日本土壌協

会)

中井信 全国における調査成績から 平成11年度温室効果ガス排出削減 103-109 2000.3 
定量化法調査報告書(農業技術協

会)

小原洋・中井信 熱帯林地域における諸環境の変動に関する観 平成10年度研究成果報告書(科学 81-87 1999.11 
加藤邦彦* 測研究(5)土壌環境の変動に関する観測研究 技術庁研究開発局)

W. Chandrachai * 
S. Patinavin * 

S恥1ekpaiboonvatana* 

S. Sukchan* 

小原洋 土壌調査支援システムの開発，本年度検討内 平成10年度土壌環境影響診断シス 75-77 1999.3 
容のまとめ テム開発事業報告(日本土壌協会)

今井秀夫・芝野和夫 環境保全型農業の推進と環境及び水質の汚染 農林水産研修所環境保全型農業技 1-18 1999.10 
について 術研修テキスト(農林水産研修所)

上沢正志 Integrated Nutrient Management to Satisfy Soil JICA研修テキスト (JICA) 1999.10 
Productivity Requirements and also Environ-
mental Preservation Requirements 

上沢正志 環境受容量に基づいた作物の肥培管理一リサ 第25回愛知県土づくり運動推進大 10-15 1999.11 

イクル社会を担う 21世紀農業の旗手に- 会資料一農業と環境を考える一

(愛知県土づくり運動推進会議)

上沢正志 Model of Integrated Nitrogen Management to 日韓セミナー資料 1999.11 

Minimize Residual Nitrogen and Reduction of 
Nitrogen Load with Paddy Field 
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上沢正志 野菜等作物栽培基準における養分収支と総合 平成11年度関西土壌肥料協議会講 34-40 1999.12 
的養分管理 演会資料 「環境に配慮、した新し

い養分管理技術の展開J(関西土

壌肥料協議会)

上沢正志 第 1章平成10年度事業実施概要 2. 本年 平成10年度土壌環境影響診断シ 2-6 1999.3 
度検討内容の総括と今後の検討方向 ステム 開発事業報告書(日本土

壌協会)

上沢正志 第 4章土壌環境負荷評価システムの開発 平成10年度土壌環境影響診断シ 93-94 1999.3 
1.本年度検討内容のまとめ ステム 開発事業報告書(日本土

壌協会)

上沢正志 持続的農業生産方式では総合的な窒素投入管 ひろがる農業(農村漁村文化協会) 90・91 2000.2 
理が必要 合併号

環境生物部

著者名 表 題 発表書名・誌名(発行所)
巻・号

発行年
ページ

荒城雅昭・田村弘忠* 1998年線虫関係国内文献目録 日本線虫学会誌(日本線虫学会) 29 (2) 1999.12 
46-68 

藤井毅 組換え微生物の生育コントロールシステム 農林交流センターニュース速報 277 1999.7 
(農林水産技術会議事務局筑波事 1 

務所・農林交流センター ) 

I Y oshiharu F叩 1 Allelopathy of Hairy Vetch and Mucuna Their Biodiversity and Allelopathy (Pa- 289-300 1999.11 
Appliction for Sustainable Agriculture cific Science Association) 

藤井義晴 「ヘアリーベッチJ(他感作用を持つ被覆植 農林経済(時事通信社) 9198 1999.4 
物の一種)を用いた耕地の粗放管理と潜在的 2-6 
食料生産能力の維持

G. R. Waller* Biochemical Analysis of Allelopathic Com- Principles and Practices in Plant 75-98 1999.8 
恥ιC.Feng* pounds : Plants， Microorganisms， and Soil Sec- Ecology : Allelochemical Interaction 

Y oshiharu Fujii ondary Metabolites (CRC Press) 

Y oshiharu Fujii Allelopathy of Velvetbean: Determination and Biologically Active Natural Prod- 33-47 1999.9 
Identification of L-DOPA as a Candidate of Al- ucts : Agrochemicals CCRC Press) 

lelopathic Substances 

藤井義晴 畦畔管理の重要性とヒガンバナの復活-忘れ 農林経済(時事通信社) 9211 1999.9 
られた農家の知恵に学ぶ 2-5 

Y oshiharu Fujii Allelopathy in Vicia， Mucuna and Re1ted Leg- Wild Legumes (7 th MAFF Interna- 191-204 2000.3 
ume Species tional Workshop on Genetic Re-

sources) 

藤井義晴 アレロパシー 一他感物質の作用と利用- 自然と科学技術シリーズ(農文協) 1 2000.3 
1-231 

Syuntaro Hiradate Durantanins 1， 11 and 111， as New Plant International Workshop on Bioac- 124-133 1999.11 
Naoko Nakajima * Growth Inhibitors tive Chemicals in Communication 

(NIAES) 

Syuntaro Hiradate Interactions of Mugineic Acid with Allophane， Effect of Mineral-Organic- 89-96 1999.12 
Katsuhiro Inoue * Imogolite， Montmorillonite， and Gibbsite Microorganism Interactions on Soil 

and Freshwater Environments 

(Kluwer Academic/Plenum Publish-
ers) 

井上幸子*・古賀 肇* 土の贈物 土の贈物(日本土壌肥料学会) 206 1999.7 
佐竹英樹*・平舘俊太郎

横田紀雄*

一 一
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平舘俊太郎 土壌および植物体中に含まれるアルミニウム 平成11年度土壌肥料研究会(農業 2000.3 
のスベシエーション 27AI-NMRに.よる 研究センター)

Alの化学形態分析

Kazuyuki Itoh Bio-diversity in Weeds in Agro-ecosystem for Proceedings of Intemational Work- 222~236 2000.2 

Rice Production shop on Biology and Management 

of Noxious Weeds for Sustainable 
and (NARC) 

小西和彦 マメハモグリバエの天敵寄生蜂 農業総覧病害虫防除(農山漁村文 資材編追録 1999.9 

化協会) 第5号
19~28 

柴尾学*・上田知弘* 寄生蜂によるハウス栽培シュンギクのマメハ 日本応用動物昆虫学会中国支部会 41 2000.3 
藤岡一 人 小 西 和 彦 モグリパエの防除一天敵による害虫防除の典 報(日本応用動物昆虫学会中国支 7~12 

田 中寛* 型的失敗事例一 部)

松村雄 田んぼは水生昆虫のゆりかご 里山を考える101のヒント(日本 116← 117 2000.2 

林業技術協会編)

松村雄・大黒俊哉 わが国における鱗麹目の絶滅危慎種・危急 害虫抵抗性遺伝子組換えトウモロ 47~59 2000.3 

種・希少種及びその食草に関する文献調査 コシの生態系への影響評価に関す

る緊急調査実施報告書(農業環境

技術研究所)

松尾和人・川島茂人 トウモロコシ圃場からの落下花粉数の調査 害虫抵抗性遺伝子組換えトウモロ 5~16 2000.3 

杜明遠 (調査 1) コシの生態系への影響評価に関す

る緊急調査実施報告書(農業環境

技術研究所)

宮下清貴・藤井毅 アフィニティーバインデイングアッセイによ 平成10年度「原子力」課題研究成 5~8 2000.3 

小川直人・高橋真実 る微生物の環境シグナル物質認識レセプター 果(農業環境技術研究所)

鈴木文彦 の単離・解析法の開発

守屋成一 スクミリンゴガイ，レイシシロズホソガ， ミ 日本熱帯生態学会ニューズレター 35 1999.5 

カンコミパエ，ウリミバエ，アリモドキゾウ (日本熱帯生態学会) 9~13 

ムシを求めて 沖縄を後にした JIRCASで

の13ヵ月一

大黒俊哉・松尾和人 新潟県上川村たきがしら湿原整備について 平成10年度住民参加による地域で 36~42 1999.3 

の生物多様性保全手法調査委託事

業報告書(農林水産技術情報協会)

芝池博幸 植物集団および種分化における形質発現と適 平成12年度東北大学遺伝生態研究 1~2 2000.1 

応機構の解明:除草剤抵抗性雑草の発生様式 センター共同利用セミナー(東北

と形質発現 大学遺伝生態研究センター)

山村光司 A般化線形モデル 平成11年度数理統計短期集合研修 257~317 1999.11 

テキスト(農林水産技術会議事務

局)

矢野栄二 天敵昆虫の生物農薬的利用に関する研究の最 平成11年度難防除病害虫に関する 1~12 2000.2 

前線 研究会資料(四国農業試験場)

矢野栄二 天敵見虫を利用した害虫防除法 技術情報センター講習会テキスト 65~80 2000.3 

生物農薬の開発動向と今後の展開

(技術情報センター)

矢野栄二 導入天敵の環境への影響とその管理 平成11年度九州農業試験研究推進 3~14 2000.3 
会議病害虫推進部会・研究会資

料(九州農業試験場)
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遠藤正造 アブラムシの有機リン剤抵抗性 農林害虫防除研究会 News Letter I 3 1999.6 
(農林害虫防除研究会) 7 

石坂異澄 LC/MS/MSを用いた除草剤の環境動態研究 APIシリーズ質量分析装置ユー 1-16 1999.12 
ザーズミーテイング講演資料(宝

酒造)

I Akira Kawasaki Distribution of Boron Concentrations and Boron Plasma Source Mass Spectrometry， 173-181 1999.7 

Hisao Watanabe-Oda Isotope Ratios in Brown Rice and Soil Extracts New Developments and Applica-
Determined by ICP-恥1S tions (Royal Society of Chemistry ) 

川崎晃 農作物中のカドミウム自然賦存濃度 環境保全型土壌管理対策推進事 23-35 1999.7 
業・農用地のカドミウム文献検索

に関する報告書((財)日本土壌協会)

小原裕三 臭化メチルの使用削減・放出抑制技術 農業技術体系1999年版(追録第10 5 (1) 1999.3 
号)土壌肥料編(農山漁村文化協 8-15 

会)

Hisao Watanabe -Oda Hidden Boron Deficiency in Southern Japan International Workshop on Micro- 1-14 1999.11 

Nutrients in Crop Production (Food 
and Fertilizer Technology Center for 
the Asian and Pacific Region 
(FFTC)) 

織田久男 分析結果の解析，ホウ素 環境測定分析統一精度管理調査一 113-119 1999.12 
模擬水質試料一報告書((財)日本環

境衛生センター)

織田久男 分析結果の解析，アンモニア性窒素 平成11年度環境測定分析統一精度 49-54 1999.12 
管理調査に関する中間報告(環境

庁企画調整局環境研究技術課)

織田久男 分析結果の解析，全窒素 平成11年度環境測定分析統一精度 55-61 1999.12 
管理調査に関する中間報告(環境

庁企画調整局環境研究技術課)

大津和久 Btトウモロコシ花粉中の Btトキシン蛋白質 害虫抵抗性遺伝子組換えトウモロ 42-46 2000.3 
の含有量の検定(調査4) コシの生態系への影響評価に関す

る緊急調査実施報告書(農業環境

技術研究所)

上路雅子 ダイオキシン問題の現状 緑の安全管理士会支部大会資料 1-11 1999.10 
(緑の安全推進協会)

上路雅子 農産物におけるダイオキシン汚染 「ダイオキシンと環境ホルモンに 1-4 1999.11 
ついて考える」講演会資料(仙台

市)

上路雅子 農林水産業における環境ホルモンーダイオキ 北陸地域アグリハイテクノロジー 19-24 1999.11 

シン類を中心に 懇談会講演会資料(北陸地域アグ

リハイテクノロジー懇談会)

上路雅子 ダイオキシンとは何か フォーラム「ダイオキシン問題の 1-15 1999.12 
現状と展望J講義テキスト(農林

水産技術情報協会)

上路雅子 ダイオキシン等化学物質の農業への影響 東京近郊野菜技術研究会平成11年 1-13 1999.6 

度通常総会資料(東京近郊野菜技

術研究会)
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年月日

11年4月1日

4月12日

4月16日

5月29日

6月10日

6月24日

6月24日

6月24日

6月24日

6月24日

6月25日

7月5日

7月31日

8月8日

8月15日

8月17日

8月26日

8月26日

8月26日

8月26日

8月26日

9月14日

9月17日

9月22日

10月5日

10月25日

11月2日

12月15日

12月17日

12月29日

12年 1月3日

1月7日

2月25日

2月25日

3月15日

見 表 本dnι
，
 

発 媒出 し

環境保全型農業の展開と課題 一旧来の技術も有効-

稲作が生息環境を広げる

イネで起死回生図る 一日本で開発された主な遺伝子組換え作物-

注目集める生物農薬 -薬品使わず害虫を退治-

どこへ行く国研「独立行政法人のあり方j農水省系 人工気象室

根細胞壁がリン酸吸収 -溶解活性物質が関与一

落花生の土地改良メカニズム解明 -りん酸を効率よく吸収一

落花生 土壌中のリン酸吸収 -農環研がメカを解明一

落花生の育つ仕組み解明 ーリン酸鉱物，根で分解-

落花生の吸収機構解明 -根細胞壁に溶解活性物質ー

ジャガラモガラ 一山形・天童の謎一

環境保全型農業実現へ 一計測技術 7課題採決一 農水，開発支援

急発展する遺伝子技術 一組換え作物- 隔離圃場

天敵昆虫利用の動き 生物農薬一

いイネ育む -C02で収穫増-

遺伝子組換え作物 一生態系への影響調査 農水省，安全指針に反映

木炭・微生物で効率分野 一土壌中の低濃度汚染農薬一

木質炭化素材で分解 -土壌や水中の残留農薬一

土壌残留農薬を安定除去 分解細菌 木炭で集積・単離-

木炭に微生物集積 一農薬分解し環境を修復 ダイオキシンも除去

微生物で土壌浄化 -木炭使い 3~4 週間で-

食されない実り 一階離圃場遺伝子組換えのイネ一

独立行政法人への移行 一機構一 一単独一

センチユウ 一生態一 センチュウの好適条件

農作物・食品に影響深刻 一東海村臨界事故の衝撃一

気候から水稲収量の変動予測 一日韓同時に影響-

生態系脅かす農薬 -無害化や水田管理の試みも一

系統学 一分子や形態調べ進化の歴史復元一

土壌改良の可能性を秘める ーリン酸吸収よいラッカセイー

今年の10大ニュース 農林水産技術会議一

組み換え米安全確認へ 一春にも厚生省に申請

国研の99年10大研究成果 一農林水産技術会議一

温暖化で水稲生産増加 -30年後には旭川でもコシヒカリー

多面的な機能に脚光 一草種の効果に科学的解明を

組み換えトウモロコシ 環境に影響なし-

農業共済新聞

日本農業新開

朝日新聞

常陽新聞

日刊工業新聞

日本農業新聞

産経新聞

日刊工業新聞

日経産業新聞

化学工業日報

毎日新聞

化学工業日報

朝日新聞

東京新聞

中日新聞

日本経済新聞

日刊工業新聞

日本工業新聞

化学工業日報

日本農業新聞

日経産業新聞

常陽新聞

日本農業新聞

共済新聞

日本経済新聞

常陽新聞

読売新聞

朝日新聞

毎日新聞

日本農業新聞

日本農業新聞

化学工業日報

日本工業新聞

日本農業新聞

日本農業新聞
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(2) テレビ・ラジオ等

年月 日 見 出 し 発 表

11年 6月10日 「サイエンスアイJ -木に関する紹介一

6月12日 「土壌がどのようにしてできるか」 一世界の土壌を紹介一

7月中 「食品科学広報センターニュース遺伝子組換え-

7月17日 「サイエンス・トピックスJ 落花生が根でリン酸鉱物を分解している一

8月 4日 「夕方一番遺伝子組換え食品等最前線-

8月24日 「スーパー Jチャンネルj暮らしの大疑問 遺伝子組換え食品とは何か一

9月25日 「ザ・スクープj バイオ食品はどのようなものかー

10月17日 「すてきな宇宙船地球号チッソ汚染の現状等-

1999 Vol.18 「特集・遺伝子組換え食品」 新局面を迎えた安全性論争一

(3) 刊行物一覧

媒 体

NHKテレビ BS-1 

NHKテレビ BS-1 

衛生放送

スカイノfーフェク TVの

ヒューマンネットワーク

ケーブル TV
側日経映像

テレビ東京

テレビ車月日

テレビ朝日

テレビ朝日

雑誌 TRIGGER

平成11年度中に当所で出版された刊行物は次のとおりです。なお，年報，報告等に収録された論文名等は

rwの 1.農業環境技術研究所の刊行物」で掲載しであります。

種 ま買 発行月 頁 妻女 発 行数

農業環境技術研究所年報 平成10年度 2000. 2 207 1，600部

農業環境技術研究所報告 第18号 2000. 3 152 1，500部

農業環境研究成果情報 第15集 1999.11 106 1，100部

農業環境研究叢書 第12号 2000. 3 125 600部

NIAES Series Series 3 1999. 9 232 600部

農環研ニュース No. 43 1999. 8 14 1，500部

農環研ニュース No. 44 1999.11 14 1，500部

農環研ニュース No. 45 2000. 1 14 1，500部

農環研ニュース No. 46 2000. 3 12 1，500部

Annual Report 1998 2000. 3 45 1，500部
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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

0所主催によるシンポジウム・研究会

シンポジウム 11. 5. 17 農業環境技術研究所 参加者 180名
「環境にやさしい害虫新制御技術の現状と可能性」

シンポジウム 11. 5. 27 農業環境技術研究所 参加者 150名
121世紀のアジアの食糧需給と農業環境の行方」

第16回農薬環境動態研究会 11. 9. 9 農業環境技術研究所 参加者 168名
「農薬とダイオキシン類の動態把握のための超微量分

析」

第19回農業環境シンポジウム 11. 9. 22 農業環境技術研究所 参加者 178名
「循環型システムを目指した農業技術の現状と展望」

生物多様性シンポジウム 12. 3. 10 農業環境技術研究所 参加者 189名
「農業生産と生物多様性」

気象環境研究会 12. 3. 14 農業環境技術研究所 参加者 120名
「変動気候下の農業気象問題とその対策」

第17回士・水研究会 12. 3. 16 農業環境技術研究所 参加者 331名
「持続性の高い農業生産方式の導入促進と新しい土・

水研究の展開方向」

0プロジ、エクト研究推進評価会議

国際共同研究 12. 1. 17 農業環境技術研究所 参加者 25名
「水田農業の持続性・公益的機能の解明と環境調和型

栽培管理技術の開発」研究推進評価会議

行政対応特研 12. 1. 20 農業環境技術研究所 参加者 27名
「高精度観測衛星を利用した地球温暖化等に伴うアジ

アの食料生産量変動の予測手法の高度化」研究推進評

価会議

環境研究 12. 2. 1 ~ 2 農業環境技術研究所 参加者 69名
「森林・農地・水域を通ずる自然循環機能の高度な利

用技術の開発J事前推進評価会議

環境研究 12. 2. 9 農業環境技術研究所 参加者 34名
「持続的農業推進のための革新的技術開発に関する総

合研究:環境負荷低減のための革新的農業技術の開

発」推進評価会議

環境研究 12. 2. 14 農業環境技術研究所 参加者 41名
「農林水産業における内分泌かく乱物質の動態解明と

作用機構に関する総合研究J推進評価会議 耕地・森

林チーム部会会議

環境研究 12. 2. 15 農業環境技術研究所 参加者 21名
「農林水産業における内分泌かく乱物質の動態解明と

作用機構に関する総合研究」事前推進評価会議 ダイ

オキシン動態チーム部会
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会議・研究会名 開催期日 開催場所 イ蒲 考

バイオテクノロジー先端開発研究 12. 2. 16 農業環境技術研究所 参加者 58名
「組換え体の産業的利用における安全性確保に関する

総合研究J推進評価会議

ノtイオテクノロジー先端開発研究 12. 2. 17 農業環境技術研究所 参加者 53名
「組換え体の産業的利用における安全性確保に関する

総合研究J推進評価事前会議

環境研究 12. 2. 25 農業環境技術研究所 参加者 36名
「持続的農業推進のための革新的技術開発に関する総

合研究貴環境影響評価のためのライフサイクルアセス

メント手法の開発」研究推進評価会議及び事前推進評

価会議

行政対応特研 12. 2. 28 農業環境技術研究所 参加者 18名
「ダイオキシン類の野菜等農作物可食部への付着・吸

収実態の解明j推進評価会議

環境研究 12. 3. 1 ~ 2 農業環境技術研究所 参加者 127名
「農林水産業及び農林水産物貿易と資源・環境に関す

る総合研究」推進評価会議

地球環境研究 12. 3. 1 農業環境技術研究所 参加者 17名
「土壌くん蒸および検疫における臭化メチル代替技術

の開発と放出抑制技術システムに関する研究」推進評

価会議

環境研究 12. 3. 3 農業環境技術研究所 参加者 13名
「持続的農業推進のための革新的技術開発に関する総

合研究J全体推進評価会議

公害防止研究 12. 3. 23 農業環境技術研究所 参加者 19名
「農耕地における微量重金属負荷量の評価に関する研

究」事前推進評価会議

0国際セミナー

I ASEAN-日本セミナー -ASEANメンバ一回と日本 11. 9. 28 農業環境技術研究所 参加者 20名
との農業技術情報交換-J

0国際ワークショップ

「バイオメリデイエーションに関する日英ワーク 11. 9. 20~23 つくば国際会議場 参加者 50名
ショップ」

「生物間の科学交信物質に関する国際ワークショップ 11. 11. 8 ~10 農業環境技術研究所 参加者 135名
-lntemational Wokshop on Bioacutive Chemicals in 
Communication -J 

0その他

平成11年度農業環境技術研究所運営委員会 11. 7. 13 農業環境技術研究所 参加者 40名

研究講演会 12. 2. 15 農業環境技術研究所 参加者 56名
「組換え農作物の環境に対する安全性評価について」

平成11年度農業環境技術研究所試験研究推進会議 12. 3. 8 農業環境技術研究所 参加者 120名
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2 .技術協力

( 1 ) 受託調査

番 用務の 担当者の所属 担当者
用 務 委託者

区分 の職名
担当者氏名

万仁1 部 研究室

「森林の混牧地としての効率的
財団法人

1 利用に関する調査研究J現地調
森とむらの会

調査指導 環境生物部 植生管理科 科長 三田村 強
査

2 
農作物中ダイオキシン類緊急実 財団法人

調査指導 資材動態部 農薬動態科 科長 上路雅子
態調査検討会 日本土壌協会

3 
土壌環境評価システム開発委員 財団法人

調査指導 環境管理部 農村景域研 室長 加 藤 好武
会・作業部会 日本土壌協会

4 
土壌環境評価システム開発委員 財団法人

調査指導 環境資源部 土壌管理科 科長 上沢正志
会・作業部会 日本土壌協会

5 
土壌環境評価システム開発委員 財団法人

調査指導 環境資源部
土壌生成分

室長 中井
会・作業部会 日本土壌協会 類研

6 
土壌環境評価システム開発委員 財団法人

調査指導 環境資源部
土壌生成分 主任

小原 洋
会・作業部会 日本土壌協会 類研 研究官

土壌環境管理対策推進事業に係
財団法人

7 る環境保全型土壌管理対策検討
日本土壌協会

調査指導 環境資源部 土壌管理科 科長 上沢正志
委員会

土壌環境管理対策推進事業に係
財団法人 上席

8 るカドミウム文献検索調査検討
日本土壌協会

調査指導 環境資源部 土壌管理科
研究官

高橋義明
必~、E 

土壌環境管理対策推進事業に係
財団法人 土壌生成分

9 るカドミウム文献検索調査検討
日本土壌協会

調査指導 環境資源部
委員研

室長 中井

~ 

土壌環境管理対策推進事業に係
財団法人 主任

10 るカドミウム文献検索調査検討
日本土壌協会

調査指導 環境資源部 土壌化学研
研究官

棲 井泰弘
βA  、

土壌環境管理対策推進事業に係
財団法人 土壌生化学 主任

荒尾和人11 るカドミウム文献検索調査検討
日本土壌協会

調査指導 環境資源部
研 研究官

Aヱミ、

土壌環境管理対策推進事業に係
財団法人

12 るカドミウム文献検索調査検討
日本土壌協会

調査指導 資材動態部 肥料動態科 科長 樋口太重
β-p、E 

土壌環境管理対策推進事業に係
財団法人 微量要素動

13 るカドミウム文献検索調査検討
日本土壌協会

調査指導 資材動態部
態研

室長 織田 久 男
AZ3、E 

14 
土壌環境評価システム開発委員 財団法人

調査指導 環境資源部 土壌管理科 科長 上沢正志
会・作業部会 日本土壌協会

15 
土壌環境評価システム開発委員 財団法人

調査指導 環境資源部
土壌生成分

室長 中井
会・作業部会 日本土壌協会 類研

16 
土壌環境票差システム開発委員 財団法人

調査指導 環境資源部
土壌生成分 主任

小原 洋
会・作業部会 日本土壌協会 類研 研究官

17 
土壌環境票差システム開発委員 財団法人

調査指導 環境管理部 農村景域研 室長 加藤好武
会・作業部会 日本土壌協会

土壌環境管理対策推進事業に係
財団法人

18 る環境保全型土壌管理対策検討
日本土壌協会

調査指導 資材動態部 肥料動態科 科長 樋口太重
委員会

「フィリピン土壌研究開発セン
社団法人

19 タ一計画フェーズ E国内委員
国際農林業協力協会

調査指導 環境資源部 部長 藤井園博
会」平成11年度第 1回委員会

20 
平成11年度アルゼンティン植物 社団法人

調査指導 環境生物部
微生物管理 上席 鳥山重光

ウイルス研究計画国内委員会 国際農林業協力協会 科 研究官
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香
用務の 担当者の所属 担当者

用 務 委託者
区分 研究室 の職名

担当者氏名
万仁3 部

APEC食料・農業問題に係る検 社団法人
調査指導 所長 西尾道徳

討会の開催に伴う調査・指導 国際農林業協力協会

22 
貿易・協力政策担当者検討会事 社団法人

調査指導 所長 西尾道徳
業に係る検討委員会 国際農林業協力協会

23 
第 1分科会に係る平成11年度研 有機質肥料生物活性

調査指導 資材動態部
有機資源利

室長 木村龍介
究成績中間検討会並びに研修会 利用技術研究組合 用研

24 
平成11年度研究成績中間検討会 有機質肥料生物活性

調査指導 環境生物部
土壌微生物

室長 宮下清貴
並びに研修会 利用技術研究組合 利用研

25 
都道府県委託試験実施状況調査 社団法人

調査指導 環境生物部 天敵生物研 室長 矢野 栄 二
指導 日本植物防疫協会

26 
シンポジウム「生物農薬:その 社団法人

調査指導 環境生物部 天敵生物研 室長 矢野栄二
現状と利用J 日本植物防疫協会

27 
都道府県委託試験実施状況調査 社団法人

調査指導 環境生物部 部長 河部 選
指導 日本植物防疫協会

28 
都道府県委託試験実施状況調査 社団法人

調査指導 環境生物部 昆虫行動研 室長 斉藤 修
指導 日本植物防疫協会

29 
都道府県委託試験実施状況調査 社団法人

調査指導 環境生物部 昆虫行動研 室長 斉藤 修
指導 日本植物防疫協会

30 
都道府県委託試験実施状況調査 社団法人

調査指導 環境生物部 天敵生物研 窒長 矢野栄二
指導 日本植物防疫協会

31 
都道府県委託試験実施状況調査 社団法人

調査指導 環境生物部 部長 j可部 選
指導 日本植物防疫協会

32 
平成11年度一般委託試験関東東 社団法人

調査指導 環境生物部 天敵生物研 室長 矢野栄 二
山東海地域成績検討会 日本植物防疫協会

33 
平成11年度一般委託試験関東東 社団法人

調査指導 環境生物部 昆虫行動研 室長 斉藤 修
山東海地域成績検討会 日本植物防疫協会

34 
都道府県委託試験実施状況調査 杜団法人

調査指導 環境生物部
微生物管理

科長 植 松 勉
指導 日本植物防疫協会 科

35 
都道府県委託試験実施状況調査 社団法人

調査指導 資材動態部 部長 1賓 弘司
指導 日本植物防疫協会

36 環境残留試験委員会
社団法人

調査指導 資材動態部 農薬管理研 室長 石井康雄
日本植物防疫協会

37 
平成11年度一般委託試験総合判 社団法人

調査指導 環境生物部 部長 i可部 選
定会議 日本植物防疫協会

38 
平成11年度一般委託試験総合判 社団法人

調査指導 環境生物部
微生物管理

科長 植松 勉
定会議 日本植物防疫協会 科

39 
平成11年度一般委託試験総合判 社団法人

調査指導 環境生物部 昆虫管理科 科長 松井正春
定会議 日本植物防疫協会

40 
平成11年度一般委託試験総合判 社団法人

調査指導 環境生物部 天敵生物研 室長 矢野栄二
定会議 日本植物防疫協会

41 
平成11年度一般委託試験総合判 社団法人

調査指導 環境生物部 昆虫行動研 室長 斉藤 引多
定会議 日本植物防疫協会

42 
平成11年度一般委託試験総合判 社団法人

調査指導 資材動態部 部長 j賓 弘司
定会議 日本植物防疫協会

43 
平成11年度生物農薬連絡試験成 社団法人

調査指導 環境生物部 天敵生物研 室長 矢野栄 二
績検討会 日本植物防疫協会

44 環境残留試験委員会
社団法人

調査指導 資材動態部 農薬管理研 室長 石井康雄
日本植物防疫協会

畜産関係温室効果ガス抑制技術
杜団法人

捷行45 等調査検討事業に係る第 I回検
畜産技術協会

調査指導 企画調整部 部長 陽

討委員会
ーー目」ーー
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番
用務の 担当者の所属 担当者

用 務 委託者
区分 の職名

担当者氏名
王仁1子 研究室

国際防疫及び畜産技術協力推進
社団法人

46 事業に係る現地調査飼料穀物部
畜産技術協会

調査指導 環境管理部 環境立地研 室長 今川俊明
門検討委員会

47 
畜産環境温室効果ガス抑制技術 社団法人

調査指導 企画調整部 部長 陽 捷行
等調査検討委員会 畜産技術協会

48 
現地調査飼料穀物部門検討委員 社団法人

調査指導 環境管理部 環境立地研 室長 今川俊明
β-;p、2 畜産技術協会

農業環境収支適正化確立事業環
財団法人

49 境収支定量化有機質素材等施用 調査指導 環境資源部 部長 藤井園博
技術各管理委員会

日本農業研究所

農業環境収支適正化確立事業環
財団法人

50 境収支定量化有機質素材等施用
日本農業研究所

調査指導 環境資源部 水質保全研 室長 竹内 誠
技術各管理委員会

農業環境収支適正化確立事業環
財団法人

51 境収支定量化有機質素材等施用
日本農業研究所

調査指導 資材動態部 肥料動態科 科長 樋口太重
技術各管理委員会

52 
農業環境収支適正化確立事業環 財団法人

調査指導 環境資源部 土壌管理科 科長 上沢正志
境負荷診断機器開発管理委員会 日本農業研究所

53 
農業環境収支適正化確立事業環 財団法人

調査指導 環境資源部 土壌保全研 室長 谷山一郎
境負荷診断機器開発管理委員会 日本農業研究所

54 
農業環境収支適正化確立事業環 財団法人

調査指導 環境資源部 土壌物理研 室長 加藤英孝
境負荷診断機器開発管理委員会 日本農業研究所

55 
平成11年度選考・評価委員会第 生物系特定産業技術

調査指導 環境資源部 部長 藤井園博
2次審査 研究推進機構

研究成果評価委員会・平成11年
生物系特定産業技術

56 度上記新規融資課題選定審査委
研究推進機構

調査指導 資材動態部 部長 j賓 弘司
員会

研究成果評価委員会・平成11年
生物系特定産業技術 土壌微生物

57 度上記新規融資課題選定審査委
研究推進機構

調査指導 環境生物部
利用研

室長 宮下清貴
員会

58 
シードペレット活用による草地 社団法人

調査指導 環境生物部 植生管理科 科長 三田村 強
造成整備に関する現地調査 日本草地畜産協会

59 
平成11年度低コスト事業推進調 社団法人

調査指導 環境生物部 植生管理科 科長 三田村 強
査に係る現地調査について 日本草地畜産協会

60 
低コスト技術評価・基準化検討 社団法人

調査指導 環境生物部 植生管理科 科長 三田村 強
委員会 日本草地畜産協会

61 亜硝酸性窒素対策委員会
社団法人

調査指導 環境資源部 水質管理科 科長 今井英夫
日本水道協会

62 窒素化合物対策調査委員会
社団法人

調査指導 環境資源部 水質管理科 科長 保科次雄
日本水道協会

63 
高校生インターナショナル・サ 財団法人

調査指導 環境管理部 調査計画研
主任

三中信宏
イエンス・スクール講師 日本国際教育協会 研究官

環境測定分析統一精度管理調査
社団法人

微量要素動
64 

結果説明会
日本環境測定分析協 調査指導 資材動態部

態研
室長 織田 久男

βエミ、; 

平成11年度たばこ耕作資材委託
財団法人

殺虫剤動態
65 

試験成績中間検討会
日本葉たばこ技術開 調査指導 資材動態部

研
室長 遠藤正造

発協会

特殊土壌地帯推進調査に係る現
社団法人

土壌生成分
66 全国農業構造改善協 調査指導 環境資源部 室長 中井

地調査
Aェー、; 

類研

67 果樹連絡試験現地検討会
九州病害虫防除推進

調査指導 環境生物部
土壌微生物

室長 松本直幸
協議会 生態研
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番
用務の 担当者の所属 担当者

用 務 委託者
区分 の職名

担当者氏名
そ~ 研究室

平成10年度東北・北海道地域土
岩手県農業研究セン

68 壌保全対策事業成績検討会及び 調査指導 環境資源部 土壌管理科 科長 上沢正志
現地検討会

ター

69 
ダイオキシン類の野菜等に対す

埼玉県農林部 調査指導 資材動態部 農薬動態科 科長 上路雅子
る影響問題専門委員会

山形県新分野研究開発推進事業
70 ブイージビリテイ・スタディ企 山形県衛生研究所 調査指導 環境資源部 大気生態研 窒長 川島茂人

画検討会

71 統計手法に関する指導・助言
富山県農業技術セン

調査指導 環境管理部 調査計画研 室長 三輪哲久
ター

72 
平成11年度熊本県試験研究専門 熊本県農業研究セン

調査指導 環境資源部 土壌物理研 室長 加藤英孝
研究員招へい事業 ター

L 一一

(2) 受託研究

番 担当者の所属 担当者 元--'- 施 経費 |研究課題 委 託 者
職名

担当者
期 間子仁王才 音B 研究室

植物生体診断光セン 11. 10. 1 
サー用アルゴリズム 。制オプトリサーチ 環境管理部 隔測研 室長 井上吉雄 962，400 
の開発研究

~12. 3.31 

(3) 委託調査

芳ヲミてニ 三t 内 目廿与 委 託 者
契約年月日

契約金額(千円)
(完了年月日)

1.アジア地域の作物生産状況把握手法の開発 中国農業科学院 11. 10. 27 2，000 
農業自然資源和農業区 (12. 3. 10) 
劃研究所

2. ダイオキシン汚染の作物種間差の解析 埼玉県農業試験場 11. 11. 10 1，388 
(12. 3. 10) 

3.魚類のホルモンレセプターに対する農薬等の結合試験系の (財)化学物質評価 11. 8. 24 3，258 
検討 研究機構 (12. 3. 10) 

4.農薬の高感度免疫化学測定法による土壌・水における動態 神戸大学 11. 8. 24 3，258 
の解明 (12. 3. 10) 

5.小型野生時乳動物における組織・細胞・ゲノムレベルでの 九州大学 11. 8. 24 3，258 
影響実態の把握 (12. 3. 10) 

6.農薬等化学物質によるホルモン様作用の機構解明 北海道大学 11. 9. 28 3，258 
(12. 3. 10) 

7 .内分泌かく乱ハロゲン化合物の新規な代謝系の構築と分解 九州大学 11. 8. 24 3，258 
微生物の育種 (12. 3. 10) 

8.農薬製剤に含まれる補助剤(アルキルフェノール系界面活 名城大学 11. 8. 31 3，258 
性剤)の分解菌の単離同定及びその無毒化に関する技術確 (12. 3. 10) 
JL 
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委 託 内
ιモ・

廿 委 託 者
契約年月日

(完了年月日)
契約金額(千円)

9.天敵のシノモン利用による行動制御技術の開発 | 京都大学 11. 9. 27 
(12. 3. 10) 

2，760 

10. 産業関連法による農業分野の LCAのための基本フレーム |慶応義塾大学
の開発

11. 10. 15 
(12. 3. 10) 

1，950 

11.積み上げ法による農業分野の LCAのための基本フレーム |東京大学
の開発

11. 11. 18 
(12. 3. 10) 

1，950 

12.積み上げ法による農業分野の LCAのイベントリー手法の |械工コマネジメント研
開発 | 究所

11. 10. 25 
(12. 3. 10) 

1，950 

13. マメハモグリバエの天敵利用法の開発 | 近畿大学 11. 10. 14 
(12. 3. 10) 

2，750 

14. 畜産物及び家畜飼料の輸出に伴う土壌養分の収奪と蓄積の | 岩手大学
評価

11. 10. 7 
(12. 3. 10) 

1，761 

15. 土壌分布分析からの米産地判別技術の開発 | 東北大学 11. 8. 31 
(12. 3. 10) 

2，120 

16. RNA型植物ウイルスベクターの安全性とその評価法の開 |北海道大学
発

11. 9. 16 
(12. 3. 10) 

2，100 

17. 放線菌の抗生物質生産及び形態分化の開始の調節機構 | 東京大学 11. 9. 3 
(12. 3. 10) 

3，000 

18. 農耕地生態系における二酸化炭素フラックスの動態評価と | 岐阜大学
衛星データ等に基づく植被パラメータの精密マッピング手
法の開発に関する研究

11. 10. 7 
02. 3. 10) 

4，000 

19. 草地生態系の炭素フラックスと蓄積に対する植生と環境の | 筑波大学
影響に関する研究

11. 10. 4 
(12. 3. 10) 

5，300 

20. 全球陸域炭素フラックスのモデル化に関する研究 | 東京大学 11. 10. 27 
(12. 3. 10) 

3，500 

21.全球陸域炭素フラックスのモデル化に関する研究 | 千葉大学 11. 11. 10 
(12. 3. 10) 

3，500 

22.全球陸域炭素フラックスのモデル化に関する研究 | 筑波大学 11. 11. 1 
(12. 3. 10) 

2，758 

23. トリアジン系除草剤の環境中濃度の把握のための免疫化学 ! 神戸大学
測定法の開発とその応用

11. 10. 20 
(12. 3. 10) 

3，208 

24. 熱帯アジアの泥炭湿地帯において，土地利用変化に伴う温| 千葉大学
室効果ガスの発生・吸収量の現地調査とその評価

11. 9. 22 
(12. 3. 10) 

3，000 

25. 農業生態系の脆弱性評価に関する研究 |宮崎公立大学 11. 10. 15 
(12. 3. 10) 

1，459 
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委 長t 内
町、.
合

芳ミ
予定ご

26. 農業生態系の脆弱性評価に関する研究 l京都大学

~f 

27. アジアの農耕地からのメタンと亜酸化窒素の発生及び抑制 |東京農工大学
技術に関する研究

28. アジアの農耕地からのメタンと亜酸化窒素の発生及び抑制 |北海道大学
技術に関する研究

29.酸性降下物の陸水環境に及ぼす影響の定量的評価 | 東京農工大学

30. キャッチメント・モデル解析法の開発と総合評価 | 北海道大学

31.キャッチメント・モデル解析法の開発と総合評価 l信州大学

32. 中国における砂漠化防止技術の適用に基づく土地利用計画 |東京大学大学院
手法に関する研究

33. 中国における砂漠化防止技術の適用に基づく土地利用計画 |筑波大学
手法に関する研究

34. 中国における砂漠化防止技術の適用に基づく土地利用計画 |千葉大学
手法に関する研究

35.西オーストラリアにおける砂漠化防止・植生回復に関する | 東京大学
要素技術に関する研究

者

36.西オーストラリアにおける砂漠化防止・植生回復に関する l鮒国際環境研究協会
要素技術に関する研究

37.酸性雨の被害認識と対策決定の国際比較 |東京大学

38.酸性雨の被害認識と対策決定の国際比較 | 筑波大学

39. 人為的活動による農耕地における炭素収支変動の評価に関 | 筑波大学
する研究

40. 人為的活動による農耕地における炭素収支変動の評価に関 |静岡大学
する研究

41.人為的活動による農耕地における炭素収支変動の評価に関 l 豊橋技術科学大学
する研究

契約年月日

(完了年月日)

11. 10. 27 
(12. 3. 10) 

11. 9. 16 
(12. 3. 10) 

11. 10. 4 
(12. 3. 10) 

11. 9. 16 
(12. 3. 10) 

11. 10. 4 
(12. 3. 10) 

11. 9. 16 
(12. 3. 10) 

11. 9. 28 
(12. 3. 10) 

11. 9. 2 
(12. 3. 10) 

11. 9. 16 
(12. 3. 10) 

11. 9. 28 
(12. 3. 10) 

11. 8. 31 
(12. 3. 10) 

11. 9. 28 
(12. 3. 10) 

11. 10. 20 
(12. 3. 10) 

11. 9. 21 
(12. 3. 10) 

11. 9. 16 
(12. 3. 10) 

11. 10. 22 
(12. 3. 10) 

契約金額(千円)

1，455 

3，020 

3，005 

2，911 

1，246 

1，095 

6，256 

1，363 

1，947 

1，409 

12，455 

3，876 

1，247 

2，598 

1，739 

1，429 



3 .研究・研修等

( 1 )派遣

v.研究・技術協力

1 ) 圏外での国際研究集会

氏 名 所 属 開催国 発表課題及び活動内容

David Sprague 生態管理研究室 アメリカ アメリカ自然人類学会第68回大会に
出席

矢野栄二 天敵生物研究室 フランス IOBC/WPRS施設園芸総合防除ワー
キンググループ集会に参加

一 島慎一郎 生態管理研究室 ギ、リシャ 第 2回生態系の持続的開発に関する
国際会議に出席

横沢正幸 地球環境研究チーム ギリシャ 第 2回生態系の持続的開発に関する
国際会議に出席

佐藤桃 子 除草剤動態研究室 アメリカ 第99回米国微生物学会に出席

富 田淳志 隔測研究室 タイ FAO統計ミーテイング及びリモー
トセンシング会議に出席

小川茂男 隔測研究室 タイ 農業統計に関するリモートセンシン
グセミナーに出席

袴田共之 資源・生態管理科 フィリピン APEC . ATC持続的農業に関するセ
ミナー/ワークショップに出席

林 陽生 地球環境研究チーム 中国 地球エネルギーと水循環に関する第
3回国際科学会議に出席

蔚藤元 也 計測情報科 中国 第 8回環太平洋国際宇宙会議に出席

美濃伸 之 隔測研究室 アメリカ 北米・リハビリテーション工学会議
に出席

山 田和義 有機資源利用研究室 スペイン 第 6団地中海性気候の土壌に関する
国際会議に出席

中井 土壌生成分類研究室 オーストリ 第 5回微量元素の生物地理化学国際
ア 会議に.出席

伊藤一 幸 植生生態研究室 イスラエル 第14回国際作物保護科学会議に出席

石井英夫 殺菌剤動態研究室 イスラエル 第14回国際植物保護会議に出席

野 内 勇 気象管理科 アメリカ 国際植物学会議に出席

芝池博幸 保全植生研究室 アメリカ 国際植物学会議に出席

袴 田共之 資源・生態管理科 フィリピ 東アジア酸性雨モニタリングネット

ン，ベトナ ワークにおける土壌・植生調査のた
ム めのフィリピン・ベトナム技術交流

会議に.出席
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葉月 間 備考

11. 4. 28 研究交流促進
~ 5. 3 法第 5条

11. 5. 25 研究交流促進
~ 5. 31 法第 5条

11. 5. 28 研究交流促進
~ 6. 2 法第 5条

11. 5. 29 科技庁
~ 6. 15 重点基礎

11. 5. 29 研究交流促進
~ 6. 3 法第 5条

11. 6. 7 研究交流促進
~ 6. 11 法第 5条

11. 6. 8 研究交流促進
~ 6. 13 法第 5条

11. 6. 10 農水省
~ 6. 16 

11. 6. 15 科技庁
~ 6. 20 重点基礎

11. 6. 23 研究交流促進
~ 6. 27 法第 5条

11. 6. 25 研究交流促進
~ 7. 1 法第 5条

11. 7. 3 研究交流促進
~ 7. 9 法第 5条

11. 7. 11 科技庁
~ 7. 18 重点基礎

11. 7. 23 科技庁
~ 8. 2 重点基礎

11. 7. 25 研究交流促進
~ 8. 1 法第 5条

11. 7. 31 科技庁
~ 8. 9 重点基礎

11. 7. 31 科技庁
~ 8. 9 重点基礎

11. 8. 3 研究交流促進
~ 8. 12 法第 5条
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氏 名 所 属 開催国 発表課題及び活動内容 期 間 備考

藤井義晴 他感物質研究室 カナダ 第 2回世界アレロパシー会議に出席 11. 8. 8 科技庁
~ 8. 12 重点基礎

三輪哲久 調査計画研究室 フインラン 第52回国際統計協会会議に出席 11. 8. 8 研究交流促進
ド ~ 8. 20 法第 5条

米村正 一郎 大気生態研究室 インドネシ 熱帯アジアでの森林火災から出るガ 11. 8. 23 研究交流促進
ア スの発生実験に関する国際ワーク ~ 8. 28 法第 5条

ショップに出席

袴田共之 資源・生態管理科 中国 東アジアの酸性降下物生態影響モニ 11. 8. 30 研究交流促進
タリングに関するワークショップに ~ 9. 4 法第 5条
出席

石井英夫 殺菌剤動態研究室 韓国 第 4回国際医学・生物学電子顕微鏡 11. 8. 30 研究交流促進
シンポジウムに出席 ~ 9. 3 法第 5条

陽 捷 行 企画調整部 イタリア 科学と生命現象の会議に出席 11. 9. 3 研究交流促進
~ 9. 10 法第 5条

鶴田 治 雄 影響調査研究室 オランダ C02以外の温室効果ガスに関する第 11. 9. 7 研究交流促進
2回国際シンポジウムに出席 ~ 9. 11 法第 5条

一一 中信宏 調査計画研究室 ドイツ ウィリー・ヘニック学会年次大会に 11. 9. 11 研究交流促進一
出席 ~ 9. 19 法第 5条

j青野 害谷 資源・生態管理科 オランダ FAO ・和蘭政府共催多面的機能に関 11. 9. 11 農水省
する国際会議に出席 ~ 9. 19 

米村正 一郎 大気生態研究室 イタリア 第 6回国際地球大気化学会議に出席 11. 9. 12 科技庁
~ 9. 19 重点基礎

鶴田 治 雄 影響調査研究室 イタリア 第 6回国際地球大気化学会議に出席 11. 9. 12 科技庁
~ 9. 19 重点基礎

宮田 明 気象特性研究室 イタリア 第 6回国際地球大気化学会議に出席 11. 9. 12 科技庁
~ 9. 19 重点基礎

麓 多 門 土壌保全研究室 中国 酸性雨の農業への影響に関するワー 11. 9. 12 研究交流促進
クショップに出席 ~ 9. 18 法第 5条

袴田共之 資源・生態管理科 中国 酸性雨の農業への影響に関するワー 11. 9. 12 研究交流促進
クショップに出席 ~ 9. 18 法第 5条

小林和彦 情報解析・システム研 イギリス IGBP-GCTE国際会議出席 11. 9. 19 特定交流共同
究室 ~ 9. 25 研究

横沢正幸 地球環境研究チーム イギリス 食料と林業:気候変化とその対応， 11. 9. 19 総合研究
GCTE Focus 3 国際会議に出席 ~ 9. 25 

岡 本勝男 地球環境研究チーム イギリス 食料と林業:気候変化とその対応， 11. 9. 19 総合研究
GCTE Focus 3 国際会議に出席 ~ 9. 25 

粛 藤元也 計測情報科 オーストラ APAN (アジア太平洋高性能ネット 11. 9. 20 研究交流促進
リア ワーク)キャンベラミーテイング出 ~ 9. 25 法第 5条

席

小林 和 彦 情報解析・システム研 スイス CLIMAG (気象情報の農業利用)研 11. 9. 26 要請出張
究室 究集会に出席 ~10. 1 START 

阿 江教治 土壌生化学研究室 インド 国際半乾燥熱帯作物研究所と国際農 11. 9. 26 要請出張
林水産業研究センターの共同主催に ~10. 4 ICRISAT 
よる国際ワークショップに出席
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氏 名 所 属 開催国 発表課題及び活動内容 期 間 備考

キ士 明 遠 大気生態研究室 アメリカ 第 5回砂漠工学会に出席 11. 10. 3 研究交流促進
~10. 9 法第 5条

今川俊明 環境立地研究室 中国 発展途上国が直面する砂漠化に関す 11. 10. 5 研究交流促進
る国際シンポジウムに出席 ~10. 8 法第 5条

小 川茂男 隔測研究室 タイ タイ国メクロン川流域保全に関する 11. 10. 12 研究交流促進
会議に出席 法第 5条

屋良 佳 緒 利 天敵生物研究室 フランス IOBC国際シンポジウム「生物的防 11. 10. 16 研究交流促進
除の間接的な影響の評価Jに出席 ~10. 20 法第 5条

藤井 毅 土壌微生物利用研究室 ギリシャ 放線菌の生物学に関する第11回国際 11. 10. 22 科技庁
シンポジウムに出席 ~10. 30 国研集会

石井英夫 殺菌剤動態研究室 アメリカ 第 2回環太平洋農薬科学会議に出席 11. 10. 23 研究交流促進
~10. 29 法第 5条

伊藤一幸 植生生態研究室 アメリカ 第 2回環太平洋農薬科学会議に出席 11. 10. 24 研究交流促進
~10. 29 法第 5条

高木和広 除草剤動態研究室 アメリカ 第 2回環太平洋農薬会議に出席 11. 10. 24 研究交流促進
~10. 29 法第 5条

西村誠一 植生生態研究室 アメリカ アメリカ農学会第91回講演会に出席 11. 10. 30 科技庁
~1 1. 6 重点基礎

秋山博子 影響調査研究室 アメリカ アメリカ農学会第91回講演会に出席 11. 10. 30 科技庁
~1 1. 6 重点基礎

小原裕三 農薬管理研究室 アメリカ 1999年度臭化メチルの代替技術と放 11. 10. 31 科技庁
出抑制技術に関する国際研究会議に ~1 1. 6 重点基礎
出席

牧野知之 土壌化学研究室 チリ ラテンアメリカ土壌科学会議に出席 11. 11. 5 科技庁
~11. 15 重点基礎

江口定夫 土壌物理研究室 チリ 第14回ラテンアメリカ土壌科学会議 11. 11. 6 研究交流促進
に出席 ~1 1. 12 法第 5条

中井 土壌生成分類研究室 台湾 作物生産における微量要素に関する 11. 11. 8 要請出張
国際ワークショップに出席 ~1 1. 13 FFTC 

織 田久男 微量要素動態研究室 台湾 作物生産における微量要素に関する 11. 11. 8 要請出張
国際ワークショップに出席 ~1 1. 13 FFTC 

芝池博幸 保全植生研究室 イギリス 1999年ブライトン国際雑草会議に出 11. 11. 14 科技庁
席 ~1 1. 20 重点基礎

David Sprague 生態管理研究室 アメリカ アメリカ人類学会第98回大会出席 11. 11. 15 研究交流促進
~1 1. 21 法第 5条

畔上 耕 児 寄生菌動態研究室 タイ イネ種子に付着する微生物の多様性 11. 11. 16 研究交流促進
と管理に関するワークショップに出 ~1 1. 20 法第 5条
席

原田二郎 環境研究官 タイ 第17回アジア太平洋雑草科学会議に 11. 11. 21 研究交流促進
出席 ~1 1. 28 法第 5条

藤原英 司 環境立地研究室 中国 第20回リモートセンシング会議に出 11. 11. 21 科技庁
席 ~1 1. 26 重点基礎
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氏 名 所 属 開催国 発表課題及び活動内容 期 間 備考

斎藤 元 也 計測情報科 中国 第20回リモートセンシング会議に出 11. 11. 21 科技庁
席 ~1 1. 26 重点基礎

伊 藤一幸 植生生態研究室 タイ 第17回アジア太平洋雑草科学会議及 11. 11. 22 研究交流促進
びサテライトワークショップに出席 ~12. 2 法第 5条

藤井義晴 他感物質研究室 タイ 第17回アジア太平洋雑草科学会議に 11. 11. 22 科技庁
出席 ~1 1. 28 重点基礎

松村 雄 昆虫分類研究室 タイ 第17回アジア太平洋雑草科学会議に 11. 11. 22 科技庁
出席 ~1 1. 28 重点基礎

平舘俊太郎 他感物質研究室 タイ 第17回アジア太平洋雑草科学会議に 11. 11. 22 科技庁
出席 ~1 1. 28 重点基礎

高木 和広 除草剤動態研究室 タイ 第17回アジア太平洋雑草科学会議に 11. 11. 22 科技庁
出席 ~1 1. 28 重点基礎

中谷 敬子 他感物質研究室 タイ 第17回アジア太平洋雑草科学会議に 11. 11. 22 科技庁
出席 ~1 1. 28 重点基礎

原薗芳信 気象特性研究室 アメリカ 第11回地球環境変化に関するシンポ 12. 1. 8 科技庁
ジウム出席 ~ 1. 16 重点基礎

小原 i羊 土壌生成分類研究室 タイ 長期的気象変動等による熱帯林生態 12. 1. 23 要請出張
系の応答に関するワークショップに ~ 1. 28 JISTEC 
出席

清 野 諮 資源・生態管理科 インドネシ 日・アセアン農業技術交流グループ 12. 2. 14 農水省
ア 会議出席 ~ 2. 19 

米村正一郎 大気生態研究室 インドネシ 土地利用変化が土壌と温室効果ガス 12. 2. 25 研究交流促進
ア の発生に与える影響に関するワーク ~ 3. 1 法第 5条

ショップに出席

鶴田治雄 影響調査研究室 オーストラ IPCC専門家会合(温室効果ガス発 12. 2. 26 農水省
リア 生インベントリー算定方法と不確実 ~ 3. 2 

性の管理)に出席

岡本勝男 地球環境研究チーム インドネシ 農業分野における衛星データ利用研 12. 3. 1 研究交流促進
ア qアtしzlZ〉2E、 ~ 3. 4 法第 5条

袴田共之 資源・生態管理科 インドネシ 東アジア酸性雨モニタリングネット 12. 3. 12 研究交流促進
ア ワークにおける技術交流会議に出席 ~ 3. 16 法第 5条

守屋 成 一 個体群動態研究室 タイ 第 7回国際養蜂研究会議及び第 5回 12. 3. 18 科技庁
アジア養蜂学会合同大会に出席 ~ 3. 26 重点基礎

2 ) 流動研究員

氏名 所属 派遣先 研究課題 期

川 崎 晃|微量要素動態研究室 |東京工業大学|マルチコレクタ ICP質量分析計によるストロン I11. 7. 12 
チヴム同位体比の測定 ~10. 1 
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(2) 招へい外国人研究員

氏 名 所 属 受入研究室 研究課題 期 問 備考

Aixin Hou 中国 影響調査研究室 アジアの農耕地から発生する窒素酸 11. 7. 2 エコフロン
中国科学院応用生態研 化物の抑制技術 ~12. 3.31 ティアフェ
究所 ローシップ

Alexandre Jose ブラジル 他感物質研究室 ダイズの生育土壌あるいは根圏から 11. 7. 23 国際農業外
Cattelan 農牧研究公社大豆研究 分離した細菌が生産する植物生育促 ~ 9. 1 国招へい

センター 進物質あるいは生長調節物質の単離

Dale L. Shanner アメリカ 植生生態研究室 除草剤連用に伴う水田生態系雑草の 11. 8. 19 科技庁外国
アメリカンサヤナミド 遺伝的多様性撹乱機構の解明に関す ~ 9. 2 人招へい
株式会社 る研究

Jia吋unTang 中国 地球環境研究 変動するモンスーンアジアの気候条 11. 8. 22 科技庁外国
江西農業大学 チーム 件における米生産の予測 ~ 8. 29 人招へい

Robert Wil1iams オーストラリア 情報解析・シス アジア地域における環境安全評価手 11. 8. 22 環境庁地球
ヤンコー農業研究所 テム研究室 法の開発と適用に関する研究 ~ 8. 29 環境招へい

Timothy イギリス 殺菌剤動態研究 薬剤耐性遺伝子の環境動態解明と薬 11. 9. 16 農水省技術
Joseph-Horne ロングアシュトン試験 室 剤の適正利用技術の開発 ~12. 10 開発国際共

場 同研究

Derek William イギリス 殺菌剤動態研究 薬剤耐性遺伝子の環境動態解明と薬 11. 10. 2 農水省技術
Holloman ロングアシュトン試験 室 剤の適正利用技術の開発 ~12. 2 開発国際共

場 同研究

Cameron イギリス 水質管理科 農業水域における微量・超微量金属 11. 11. 5 科技庁外国
Mcleod シェフィールド大学 元素の賦存量のモニタリング手法の ~12. 4 人招へい

開発に関する研究

Albert Olioso フランス 隔測研究室 炭素循環に関するグローバルマッピ 11. 11. 8 科技庁総合
国立農業研究機構 ングとその高度化に関する研究 ~1 1. 22 研究

Horace G. Cutler アメリカ 他感物質研究室 生物間の化学交信物質に関する国際 11. 11. 8 農水省国際
マーサ一大学 ワークショッフ。 ~1 1. 10 共同研究総

合推進費

Leslie A. アメリカ 他感物質研究室 生物聞の化学交信物質に関する国際 11. 11. 8 農水省国際
Weston コーネル大学 ワークショップ ~1 1. 10 共同研究総

合推進費

Wilf Powell イギリス 他感物質研究室 生物聞の化学交信物質に関する国際 11. 11. 8 農水省国際
IACR ローザムス ワークショップ ~1 1. 10 共同研究総
テッド試験場 合推進費

Francisco A. スJてイン 他感物質研究室 生物問の化学交信物質に関する国際 11. 11. 8 農水省国際
Macias カデイツ大学 ワークショップ ~11. 10 共同研究総

合推進費

Isao Kubo アメリカ 他感物質研究室 生物聞の化学交信物質に関する国際 11. 11. 8 農水省国際
カリフォルニア大学 ワークショップ ~1 1. 10 共同研究総

合推進費

Stephen O. Duke アメリカ 他感物質研究室 生物間の化学交信物質に関する国際 11. 11. 8 農水省国際
USDA ワークショップ ~11. 10 共同研究総

合推進費

J. Daniel Hare アメリカ 他感物質研究室 生物間の化学交信物質に関する国際 11. 11. 8 農水省国際
カリフォルニア大学 ワークショップ ~1 1. 10 共同研究総

合推進費
」一一一一一
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氏 名 所 属 受入研究室 研究課題 期 間 備考

Ian T. Baldwin ドイツ 他感物質研究室 生物間の化学交信物質に関する国際 11. 11. 8 農水省国際
マックスプランク研究 ワークショップ ~1 1. 10 共同研究総
所 合推進費

Azim Mallik カナダ 他感物質研究室 生物聞の化学交信物質に関する国際 11. 11. 8 農水省国際
レイクヘッド大学 ワークショッフ。 ~1 1. 10 共同研究総

合推進費

Tao Wang 中国 環境立地研究室 中国における砂漠化防止技術の適用 11. 11. 19 環境庁地球
中国科学院沙漠研究所 に基づく土地利用計画手法に関する ~1 1. 28 環境招へい

研究

Yiqi Luo アメリカ 情報解析・シス COzとオゾンがイネの生長と水田生 11. 12. 8 科技庁国際
オクラホマ大学 テム研究室 態系に及ぼす影響 ~12. 18 共 同研究

(二国間型)

Katarzyna ポーランド 隔測研究室 農耕地における生産力のマッピング 12. 3. 5 科技庁総合
Dabrowska- 国立測地学地理情報研 と一次生産および関連諸量の推定に ~ 3. 12 研究
Zielinska 究所 関する研究

Ju Hongbo 中国 環境立地研究室 中国における砂漠化防止技術の適用 12. 3. 6 環境庁地球
林業科学院森林資源情 に基づく土地利用計画手法に関する ~ 3. 18 環境招へい
報技術研究所 研究

Marcia Lynn アメリカ 情報解析・シス CO2とオゾンがイネの生長と水田生 12. 3. 15 科技庁国際
Gumpertz ノースカロライナ州立 テム研究室 態系に及ぼす影響 ~ 3. 29 共同研究

大学 (二国間型)

WuWei 中国 環境立地研究室 砂漠化防止技術の適用に基づく土地 12. 3. 16 環境庁地球
中国科学院沙漠研究所 利用計画手法に関する研究 ~ 3. 25 環境招へい

Gui-Rui Yu 中国 地球環境研究 炭素循環に関するグローバルマッピ 12. 3. 18 科技庁総合
中国科学院自然資源総 チーム ングとその高度化に関する国際共同 ~ 3. 25 研究
合総合考察委員会 研究

Liu Gang 中国 地球環境研究 変動するモンスーンアジアの気候条 12. 3. 19 科技庁国際
中国科学院土壌科学研 チーム 件における米生産の予測 ~ 3. 31 共同研究
究所 (二国間型)

Kevin William イギリス 資源・生態管理 酸性・酸化性物質に係わる陸域生態 12. 3. 19 環境庁地球
Coleman ローザムステッド農業 科 系の衰退現象の定量的解析に関する ~ 3. 31 環境外国人

研究所 研究 招へい

Lin Erda 中国 地球環境研究 変動するモンスーンアジアの気候条 12. 3. 20 科技庁国際
農業科学院農業気象研 チーム 件における米生産量の予測 ~ 3. 26 共同研究
究所 (二国間型)

Liu Chuang 中国 地球環境研究 炭素循環に関するグローバルマッピ 12. 3. 21 科技庁外国
中国科学院自然資源総 チーム ングとその高度化に関する国際共同 ~ 3. 25 人招へい
合考察委員会 研究

Frank Alfons デンマーク 情報解析・シス CO2とオゾンがイネの生長と水田生 12. 3. 23 科技庁国際
Ewert 王立農獣医学大学 テム研究室 態系に及ぼす影響 ~ 3. 31 共同研究

(二国間型)

Shu Geng アメリカ 気候資源研究室 炭素循環に関するグローバルマッピ 12. 3. 23 科技庁総合
カリフォルニア州立大 ングとその高度化に関する研究 ~ 3. 25 研究
ブρzー-

Byong-Lyol Lee 韓国 気候資源研究室 炭素循環に関するグローバルマッピ 12. 3. 23 科技庁総合
気象庁応用気象局 ングとその高度化に関する研究 ~ 3. 25 研究
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(3) 特別研究員

1 )科学技術特別研究員

氏 名 受入研究室 石売 qアhし 五果 題 期 間

野口利 枝 植生生態研究室 安定同位体分析を用いた農耕地生態系における CO2動態の解明と 11. 4. 1 
モデル化 ~ 9. 30 

中 嶋直子 他感物質研究室 他感物質の作用機構に関する研究 11. 4. 1 
~12. 3.31 

須藤重 人 影響調査研究室 大気-土壌-植物系における臭化メチルの動態の解明に関する研究 11. 4. 1 
~ 9. 30 

渡 透裕純 除草剤動態研究室 水田土壌における農薬の動態予測モデルの開発 11. 4. 1 
~12. 3.31 

大久保 '悟 農村景域研究室 傾斜地水田を中心とした中山間地域における景観計画策定システム 11. 4. 1 
の構築 ~12. 3.31 

中谷至伸 昆虫分類研究室 農域生態系における微小カメムシ類の分類同定法と種多様性の解明 11. 4. 1 
~12. 3 .31 

村 田智吉 土壌微生物研究室 資材および薬剤が水田土壌微生物群衆の多様性におよぼす影響評価 11. 4. 1 
手法の確立 ~12. 3.31 

2 )科学技術庁フ工口ーシップ研究員

氏 名 所 属 受入研究室 研究課題 期 間

Anthony Hayter アメリカ 調査計画研究室 順序構造をもっデータ解析のための新しい 11. 4. 18 
ジョージア工科大学 統計手法の開発 ~ 6. 17 

J ann P. Conroy オーストラリア 情報解析・システム研 異なる CO2分圧下で生長するイネにおけ 11. 6. 28 
ウエスタン・シドニー 究室 る窒素と炭素の動態 ~ 7. 27 
大学

Sergey A. ロシア科学アカデミー 昆虫分類研究室 日本産コマユバチ科オナガコマチバチ亜科 11. 8. 10 
Belokobylskij 動物学研究所 の分類 ~1 1. 9 

Govindaraghavan インド SPIC科学財団 殺菌剤動態研究室 天然生理活性物質による作物病害防除気候 11. 9. 30 
Suresh 農薬研究センター の解明に関する研究 ~12. 29 

Shoukat Hussain パキスタン植物遺伝資 微生物特性・分類研究 蛍光プローブ PCR法による植物病原糸状 11. 10. 15 
源研究所 ゴニ士ミ二 菌の検出と同定に関する研究 ~12.1.14 

Saman スリランカ 情報解析・システム研 大気中の二酸化炭素濃度増加時におけるイ 11. 12. 1 
Seneweera 究室 ネの発育反応、に及ぼす低温の影響に関する ~13. 4. 5 

研究

Zakaullah Khan インド 線虫・小動物研究室 不耕起栽培および有機栽培が自活性土壌線 12. 3. 30 
虫の多様性におよぼす影響の解明に関する ~14. 3.19 
研究
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(4) 研修等

1 )依頼研究員

氏 名 所 属 受入研究室 研究課題 期間

輪達公重 岩手県農業研究セン 気候資源研究室 りんどうの開花期およびその分布の予測手 11. 10. 1 
ター 法の開発 ~12. 28 

阿部雄幸 山形県病害虫防除所 微生物・特性分類研究 植物病原細菌の同定・分類技術 11. 10. 1 
室 ~1 1. 30 

上野 j青 山形県立農業試験場 昆虫分類研究室 天敵の分類及び同定 11. 10. 1 
~12. 28 

加藤 賢一 山形県立農業試験場 隔測研究室 GIS解析技術研究 11. 10. 1 
~12. 28 

遠藤貴司 宮城県農業センター 気候資源研究室 作物の作柄解析と適地判定のための日射 11. 8. 1 
データの利用 ~10. 31 

吉田修一 宮城県古川農業試験場 植生生態研究室 スルホニルウレア抵抗性雑草の生態，遺伝 11. 10. 1 
特性の解明 ~12. 28 

梅津 由 美 子 宮城県病害虫防除所 天敵生物研究室 天敵の機能評価に関連する研究 11. 10. 1 
~12. 28 

山田宗孝 富山県農業技術セン 微量要素動態研究室 カドミウムの畑作物への吸収と移行 11. 9. 1 
ター ~1 1. 30 

岡本昌広 神奈川県農業総合研究 土壌微生物生態研究室 人工化学物の土壌微生物群集への影響評価 11. 6. 1 
所 手法 ~ 8. 30 

松山 稔 兵庫県立中央農業技術 他感物質研究室 他感作用の検定手法の開発 11. 9. 1 
センター ~l l. 30 

下 津秀樹 広島県立農業技術セン 他感物質研究室 アレロパシー植物による生産調整水田の省 11. 7. 19 
ター 力的植生管理技術の開発 ~10. 15 

篠崎 毅 愛媛県農業試験場 微生物特性・分類研究 野菜病害の細菌の分類と同定 11. 10. 1 
官二士二 ~12. 28 

朝比奈泰史 高知県病害虫防除所 殺虫剤動態研究室 野菜害虫ミナミキロアザミウマの薬剤感受 11. 10. 1 
性検定法の習得 ~1 1. 30 

山口卓宏 鹿児島県農業試験場 個体群動態研究室 害虫個体群の解析方法の習得 11. 9. 21 
~12. 3.20 
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2 )技術講習

氏 名 所 属 受入研究室 研究課題 期 間

Zahida Iqubal ノダプランツテクニカ 他感物質研究室 ソバのアレロパシ一物質の分析 11. 4. 15 
株式会社 ~ 9. 30 

張 飛雲 東京農工大学大学院 微生物管理科 ウイルス増殖抑制に関わる因子の抽出 11. 6. 1 
~ 9. 30 

蔵本多聞 東京理科大学理工学部 土壌微生物利用研究室 放線菌キチナーゼの遺伝子発現機構 11. 6. 7 
~12. 3.31 

高村近子 筑波大学環境科学科 気象特性研究室 水田における C礼， C02，水蒸気フラック 11. 7. 1 
スの測定と解析 ~12. 3.31 

野島秀伸 鹿児島県農業試験場 寄生菌動態研究室 稲もみ枯細菌病の病原細菌の PCR1去によ 11. 7. 12 
る検出方法の習得 ~ 7. 16 

m二ヨず tノi、f 1告 三菱製紙株式会社総合 土壌化学研究室 土壌の化学性，物理性の分析・評価方法 11. 7. 12 
研究所 ~12. 3.31 

小野圭介 横浜国立大学大学院 地球環境研究チーム 日射量広域分布モデルのパラメータの決定 11. 7. 23 
法について ~ 7. 30 

Sanchez-Elsner ドイツ 土壌生化学研究室 アルミニウム毒性に対するイネ品種間の遺 11. 8. 28 
Matias クリスチャンーアルブ 伝的変異 ~1 1. 20 

レヒト大学

長縄俊明 筑波大学大学院 土壌微生物生態研究室 土壌伝染性糸状菌におけるのRNA産生条 11. 9. 1 
件の干食言す ~12. 3.31 

Zahida Iqubal ノダフ。ランツテクニカ 他感物質研究室 ソバのアレロパシ一物質の分析 11. 10. 1 
株式会社 ~12. 3.31 

Hyeong-Jin Jee 韓国 微生物特性・分類研究 鞭毛菌類病の診断および糸状菌の分類 11. 10. 11 
農村新興庁 室 ~10. 17 

Dong-Soo Ra 韓国 微生物特性・分類研究 不完全菌類の分類同定と長期保存法 11. 10. 11 
農村新興庁 信ニ士ミニ ~10. 17 

原 奈穂 長岡技術科学大学 土壌微生物利用研究室 芳香族塩素化合物分解プラスミドの解析 11. 11. 1 
~12. 28 

松浦貴之 横浜植物防疫所 微生物特性・分類研究 植物病原細菌同定法の修得 11. 11. 8 
室 ~12. 7 

安部 充 福島県果樹試験場 土壌物理研究室 ナシ園土壌の不飽和透水係数測定と養水分 11. 11. 22 
動態量の算定 ~1 1. 25 

斎藤 ず~らー 横浜植物防疫所 昆虫分類研究室 アブラムシ類の同定診断に関する技術習得 12. 1. 24 
~ 2. 18 

土屋光 晴 王子緑化株式会杜 土壌保全研究室 人工降雨装置を利用した土壌侵食量測定法 12. 2. 15 
について ~ 2. 18 

坂元貴仁 目立造船株式会社 土壌保全研究室 人工降雨装置を利用した土壌侵食量測定法 12. 2. 15 
について ~ 2. 18 

三浦修 平 鳥取県農業試験場 資源・生態管理科 アメダスデータのメッシュイヒとイネ生育予 12. 3. 23 
測への利用 ~ 3. 24 

一ーム一一一
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3 )客員研究員

氏 名 所 属 受入研究室 研究課題 期間

David R. Gealy アメリカ 他感物質研究室 ジャポニカ，およびインデイカ種の遺伝系 11. 6. 7 
デール・バンパース国 統や栽培品種におけるアレロパシー活性を ~ 7. 24 
立イネ研究センター 実験室レベル、および圃場レベルで最適化

するための研究

Yiping Zhang 中国科学院 気候資源研究室 中華人民共和国雲南の多様な気候条件にお 11. 7. 7 
ける水稲生産力の評価と NPPモデルを利 ~ 8. 24 
用した推定

」一一 」

4 )外国人研修 (JICA)等

氏 名 所 属 受入研究室 研究課題 期 間

Juscelino De ブラジル 水動態研究室 水質調査 11. 6. 17 
Azevedo カント一大学 ~ 7. 22 

Jessica A.Torrion フィリピン農業省 土壌保全研究室 土壌保全 11. 7. 6 
~ 9. 29 

Nimfa C. Chen フィリピン農業省 農薬管理研究室 環境試料中の微量農薬分析 11. 7. 14 
~ 9. 17 

Alice Malonzo フィリピン稲研究所 農村景域研究窒 農業経営 11. 7. 26 
Briones ~ 8. 6 

Jorge Nestor パラグアイ農業総合試 土壌物理研究室 重粘土壌の物理性と測定法 11. 8. 12 
Bordon Ramirez 験場 ~11. 10 

Tae-Jin Choi 韓国 気象特性研究室 炭素収支観測研究におけるデータ解析，フ 12. 1. 17 
Yonsei大学 ラックス評価 ~ 2. 25 

Sung-Eun Park 韓国 農村景域研究室 景域計画のための農業生態系のもつ国土・ 12. 1. 17 
Sang Myung大学 環境保全機能の評価 ~ 2. 25 

5 )職員研修

般 研 引多

氏 名 所 属 研 引多 五果 題 期 間

中野恵子 企画調整部企画科 第33回国家公務員合同初任研修 11. 4. 6~1 1. 4. 9 
石郷 岡康史 ク ] 平成昨度 I種試験採用者研修 11. 4. 12~1 1. 4. 16 
戸上和樹 与， 平成11年度 I種試験採用者専門研修(研 11. 4. 19~1 1. 4. 22 

究職コース)

近藤 美保子 総務部会計課 平成11年度E種試験採用者研修 11. 4. 20~1 1. 4. 23 

小野寺朝子 総務部庶務課 平成11年度一般職員行政基礎研修(第 1 11. 5. 12~1 1. 6. 9 
班・行政コース)

野内 勇 環境資源部気象管理科 コ平成11年度農林水産省試験研究機関管理 11. 5. 25~1 1. 5. 27 
上沢正志 環境資源部土壌管理科 職員研修

八木下 保 総務部庶務課 平成11年度係長行政研修E 11. 10. 18~ 11. 11. 12 
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3 1 ~1 1. 12. 11. 12. 平成11年度ほ場管理職員研修(農業機械
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企画調整部業務科行良泉飯
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第22回研究交流センタ一英語研修

三果引多研属

企画調整部業務科 「

企画調整部業務科 | 
環境管理部資源・生態管理科|
環境管理部計測情報科 | 
環境資源部水質管理科 | 
環境生物部昆虫管理科 」
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6. 17 6. 15~1 1. 11. 第21回公務員倫理研修 (KET)指導者養
成研修

総務部庶務課はつい代屋

6. 25 

9. 30 

6. 21~1 1. 

9. 28~1 1. 

11. 

11. 

第25回関東地区課長補佐研修

平成11年度化学物質の農林水産環境への
影響に関する研修

総務部会計課

環境管理部計測情報科
環境資源部土壌管理科
資材動態部肥料動態科

雄

之
樹
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上
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4~1 1. 10. 

11. 10. 

11. 10. 

技術研修 (NIRE-LCソフト利用)

第 7回人事院式ミドルエイジ職員プログ
ラム (JAMP)指導者養成研修

資材動態部肥料動態科

総務部庶務課

義

はつい

和田

代

山

屋

2. 18 7 ~12. 2. 12. 平成11年度日本原子力研究所国際原子力
総合技術センター研修(第25回専門課程)

環境管理部資源・生態管理科司英原藤

6 )研究会への講師派遣

氏 名 所 属 講師派遣の内容 期 間 依頼者

陽 捷行 企画調整部 平成11年度地域農業開発計画研修 11. 10. 27 構造改善局

廉沢敏弘 企画調整部 平成11年度数理統計短期集合研修並びに都 11. 11. 10 農林水産技術会議
道府県農林水産関係研究員数理統計短期集 11. 11. 12 事務局
合研修
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氏 名 所 属 講師派遣の内容 期 間 依頼者

林 陽生 地球環境研究チーム 平成11年度果樹、野菜・花き技術者研修 11. 6. 23 果樹試験場

新藤純子 地球環境研究チーム 平成11年度数理統計短期集合研修並びに都 11. 11. 15 農林水産技術会議
道府県農林水産関係研究員数理統計短期集 11. 11. 19 事務局
合研修

横 j事正幸 地球環境研究チーム 平成11年度数理統計短期集合研修並びに都 11. 11. 16 農林水産技術会議
道府県農林水産関係研究員数理統計短期集 11. 11. 19 事務局
合研修

清野 諮 資源・生態管理科 平成11年度農学情報機能部門研修 11. 12. 1 農林水産技術会議
事務局

袴田共之 資源・生態管理科 平成11年度数理統計短期集合研修並びに都 11. 11. 19 農林水産技術会議
道府県農林水産関係研究員数理統計短期集 事務局
合研修

David Sprague 資源・生態管理科 平成11年度 I種試験採用者専門研修(研究 11. 4. 21 農林水産技術会議
職コース) 事務局

宮川三郎 計測情報科 平成11年度数理統計短期集合研修並びに都 11. 11. 16 農林水産技術会議
道府県農林水産関係研究員数理統計短期集 11. 11. 18 事務局
合研修 11. 11. 19 

三輪哲久 計測情報科 平成11年度数理統計短期集合研修並びに都 11. 11. 11 農林水産技術会議
道府県農林水産関係研究員数理統計短期集 11. 11. 12 事務局
合研修

三中 信 宏 計測情報科 平成11年度数理統計短期集合研修並びに都 11. 11. 8 農林水産技術会議
道府県農林水産関係研究員数理統計短期集 11. 11. 10 事務局
合研修 11. 11. 12 

藤 井園博 環境資源部 平成11年度化学物質の農林水産環境への影 11. 9. 29 農林水産技術会議
響に関する研修 事務局

鳥谷 均 気象管理科 平成11年度一般職員行政基礎研修 11. 8. 3 農林水産研修所
(第 1班)

鳥谷 均 気象管理科 平成11年度一般職員行政基礎研修 11. 12. 8 農林水産研修所
(第 2班)

杉山 d珪G主a、 土壌管理科 平成11年度一般職員行政基礎研修 11. 6. 15 農林水産研修所
(第 1班) 11. 6. 16 

杉山 d珪己~、 土壌管理科 平成11年度一般職員行政基礎研修 11. 10. 25 農林水産研修所
(第 2班) 11. 10. 26 

芝 野和夫 水質管理科 平成11年度環境保全型農業技術研修 11. 10. 6 農林水産研修所

宮下清貴 微生物管理科 平成11年度化学物質の農林水産環境への影 11. 9. 30 農林水産技術会議
響に関する研修 事務局

荒城雅昭 微生物管理科 平成11年度植物防疫官専門研修 11. 12. 3 横浜植物防疫所
(線虫コース)

松 井正 春 昆虫管理科 平成11年度植物防疫官専門研修 11. 9. 6 横浜植物防疫所
(害虫コース)

松村 雄 昆虫管理科 平成11年度植物防疫官専門研修 11. 8. 31 横浜植物防疫所
(害虫コース)
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氏 名 所 属 講師派遣の内容 期 間 依頼者

山村光司 見虫管理科 平成11年度数理統計短期集合研修並びに都 11. 11. 12 農林水産技術会議
道府県農林水産関係研究員数理統計短期集 11. 11. 15 事務局
合研修 11. 11. 19 

上路雅子 農薬動態科 平成11年度化学物質の農林水産環境への影 11. 9. 28 農林水産技術会議
響に関する研修 事務局

上路雅 子 農薬動態科 平成11年度第 1回農作業安全集合研修 11. 11. 19 農林水産技術会議
事務局筑波事務所

川崎 晃 肥料動態科 平成11年度一般職員行政基礎研修 11. 6. 24 農林水産研修所
(第 1班)

川崎 晃 肥料動態科 平成11年度一般職員行政基礎研修 11. 11. 1 農林水産研修所
(第 2班)

一一一 一一一一一 一一一
7 )委員会への委嘱・応嘱

氏 名 所 属 委嘱・応嘱先 委嘱・応嘱名 応嘱期間

西 尾道徳 所長 社団法人農林水産技 「環境保全型農業のための先進計測技術の 11. 6. 1 
術情報協会 開発事業にかかわる研究推進評価委員会」 ~16. 3. 31 

評価委員

西尾道 徳 所長 財団法人日本農業研 「農業環境収支適正化確立事業企画委員会」 11. 7. 26 
究所 委員及び「管理委員会」委員 ~13. 3.31 

西尾道徳 所長 社団法人国際農林業 「貿易・協力政策問題検討委員会」委員 11. 11. 19 
協力協会 ~12. 3.22 

陽 捷行 企画調整部 社団法人畜産技術協 「平成11年度畜産温室効果ガス抑制技術等 11. 7. 7 
βp、E 調査検討事業検討委員会J委員 ~12. 3. 31 

岡本勝男 地球環境研究チーム 社団法人地球科学技 「炭素循環に関するグローバルマッピング 11. 5. 24 
術推進機構 とその高度化に関する国際共同研究J分科 ~12. 3.31 

会委員

岡本勝男 地球環境研究チーム 財団法人地球・人間 「砂漠化モデリング検討小委員会J委員 11. 9. 8 
環境フォーラム ~12. 3. 31 

新藤純 子 地球環境研究チーム 財団法人日本環境衛 「東アジア酸性雨モニタリングネットワー 11. 9. 28 
生センター クのためのキャッチメント解析手法検討 ~12. 3.31 

ワーキンググループJ委員

清野 害谷 資源・生態管理科 財団法人農業技術協 「平成11年度温室効果ガス排出削減定量化 11. 8. 30 
βヱミ、 法調査事業J調査専門委員 ~12. 3. 21 

清野 諮 資源・生態管理科 社団法人国際農林業 「アセアン地域農業技術交流検討委員会J 11. 9. 16 
協力協会 委員 ~12. 3. 22 

袴田共之 資源・生態管理科 財団法人日本環境衛 「東アジア酸性雨モニタリングネットワー 11. 6. 25 
生センター ク土壌・植生国際協力チーム」委員 ~12. 3. 31 

袴田共之 資源・生態管理科 財団法人日本環境衛 「東アジア酸性雨モニタリングネットワー 11. 9. 28 
生センター クのためのキャッチメント解析手法検討 ~12. 3. 31 

ワーキンググループJ委員

袴 田共之 資源・生態管理科 財団法人日本環境衛 「奥日光森林衰退に関する検討会」委員 11. 9. 28 
生センター ~12. 3.31 
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氏 名 所 属 委嘱・応嘱先 委嘱・応嘱名 応嘱期間

袴 田共之 資源・生態管理科 財団法人日本環境衛 「平成11年度酸性雨対策検討会大気分科会j 11. 12. 14 
生センター 委員 ~12. 3.31 

袴 田共之 資源・生態管理科 財団法人日本環境衛 「平成11年度酸性雨対策検討会生態影響分 11. 12. 14 
生センター 科会」委員 ~12. 3.31 

袴 田共之 資源・生態管理科 財団法人日本環境衛 「平成11年度東アジア酸性雨モニタリング 11. 12. 14 
生センター ネットワーク検討会途上国モデル計画等支 ~12. 3. 31 

援分科会」委員

今川俊明 資源・生態管理科 社団法人畜産技術協 「平成11年度国際防疫及び畜産技術協力推 11. 9. 20 
必エ玉E、 進事業に係る現地調査飼料穀物部門検討委 ~12. 3. 17 

員会」委員

鶴田治雄 資源・生態管理科 社団法人資源協会地 地球科学技術フォーラム委員 11. 5. 6 
球科学技術推進機構 ~14. 3.31 

鶴田治雄 資源・生態管理科 財団法人農業技術協 「平成11年度温室効果ガス排出削減定量化 11. 8. 30 
AZ三E、 法調査事業」調査専門委員 ~12. 3. 21 

鶴田治雄 資源・生態管理科 財団法人日本土壌協 「温室効果ガス発生抑制対策基礎調査検討 11. 11. 11 
βp、2 委員会」委員 ~13. 3.31 

鶴田治雄 資源・生態管理科 社団法人農林水産技 平成11年度農林水産業に係る LCA適用方 12. 2. 7 
術情報協会 策の調査検討委託事業の調査検討委員 ~12. 3.31 

宮川三郎 計測情報科 社団法人農林水産技 「環境保全型農業のための先進計測技術の 11. 8. 12 
術情報協会 開発事業に係わる実行委員会J委員 ~16. 3. 31 

粛藤 元 也 計測情報科 杜団法人資源協会地 地球科学技術フォーラム委員 11. 5. 6 
球科学技術推進機構 ~14. 3. 31 

粛藤元也 計測情報科 財団法人資源・環境 iSARミッション専門委員会」専門委員 11. 5. 14 
在見測角平和?センター ~13. 3.31 

井上 吉 雄 計測情報科 社団法人地球科学技 「炭素循環に関するグローバルマッピング 11. 5. 24 
術推進機構 とその高度化に関する国際共同研究J分科 ~12. 3. 21 

会委員

井上吉雄 計測情報科 社団法人農林水産技 「環境保全型農業のための先進計測技術の 11. 8. 12 
術情報協会 開発事業に係わる実行委員会」委員 ~16. 3. 31 

結 田康 A 計測情報科 日本原子力研究所 「原研施設利用協議会j専門委員 11. 9. 29 
~12. 3. 31 

小 川茂男 計測情報科 社団法人資源協会地 地球科学技術フォーラム委員 11. 5. 6 
球科学技術推進機構 ~14. 3. 31 

藤井園博 環境資源部 生物系特定産業技術 平成11年度新技術・新分野創出のための基 11. 5. 21 
研究推進機構 礎研究推進事業専門委員 ~1 1. 7. 31 

藤 井園 博 環境資源部 財団法人日本農業研 「農業環境収支適正化確立事業企画委員会」 11. 7. 19 
究所 委員及び「管理委員会」委員 ~13. 3.31 

藤井 関博 環境資源部 財団法人日本土壌協 評議員 11. 7. 28 
β-;z::;、E ~13. 6. 30 

藤井園博 環境資源部 社団法人日本水環境 「平成11年度湖沼環境保全対策技術検討委 11. 12. 24 
去--r三与AZ3、J 員会」委員 ~12. 3.24 

川島 茂 人 気象管理科 財団法人日本気象協 iGPS気象学会分科会」委員 11. 5. 24 
必Z三五、 ~12. 3. 31 
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氏 名 所 属 委嘱・応嘱先 委嘱・応嘱名 応嘱期間

鳥谷 均 気象管理科 社団法人地球科学技 「炭素循環に関するグローバルマッピング 11. 5. 24 
術推進機構 とその高度化に関する国際共同研究J分科 ~12. 3.31 

会委員

上沢 正 志 土壌管理科 財団法人日本農業研 「農業環境収支適正化確立事業企画委員会」 11. 7. 19 
究所 委員及び「管理委員会」委員 ~13. 3. 31 

上 沢正志 土壌管理科 社団法人農林水産技 「環境保全型農業のための先進計測技術の 11. 8. 12 
術情報協会 開発事業に係わる実行委員会j委員 ~16. 3.31 

上 沢正志 土壌管理科 財団法人農業技術協 「平成11年度温窒効果ガス排出削減定量化 11. 8. 30 
AZ2、E 法調査事業」調査専門委員 ~12. 3. 21 

上 沢正志 土壌管理科 財団法人畜産環境整 「作物別堆肥施用基準等調査検討事業検討 12. 1. 19 
備機構 委員会J委員 ~12. 3.31 

加藤英孝 土壌管理科 財団法人日本農業研 「農業環境収支適正化確立事業管理委員会」 11. 12. 1 
究所 委員 ~13. 3.31 

谷山一郎 土壌管理科 財団法人環境科学技 「陸上環境評価委員会」委員 11. 6. 25 
術研究所 ~12. 3.31 

谷山一郎 土壌管理科 財団法人日本農業研 「農業環境収支適正化確立事業企画委員会J 11. 7. 19 
究所 委員及び「管理委員会J委員 ~13. 3. 31 

中井 土壌管理科 生物系特定産業技術 出・融資課題審査専門委員 12. 1. 27 
研究推進機構 ~13. 3.31 

中井 土壌管理科 財団法人農業技術協 「平成11年度温室効果ガス排出削減定量化 11. 8. 30 
βA  、 法調査事業」調査専門委員 ~12. 3.21 

保科次雄 水質管理科 社団法人日本下水道 「下水汚泥コンポスト施設等調査専門委員 11. 11. 5 
協会 会」委員 ~13. 9. 30 

保科次雄 水質管理科 社団法人日本水道協 「窒素化合物対策調査委員会」委員 12. 3. 16 
β-;t:i、E ~13. 3.31 

今井秀夫 水質管理科 社団法人日本水道協 「亜硝酸性窒素対策調査委員会」委員 11. 5. 21 
βp、2 ~12. 3.31 

竹内 誠 水質管理科 財団法人日本農業研 「農業環境収支適正化確立事業企画委員会」 11. 7. 19 
究所 委員及び「管理委員会J委員 ~13. 3. 31 

j可 部 選 環境生物部 財団法人未来工学研 プロジェクト研究委員会委員 12. 3. 3 
究所 ~12. 3.31 

三田村 強 植生管理科 つくば市 つくば市環境審議会委員 11. 10. 26 
~13. 10. 31 

大黒俊哉 植生管理科 杜団法人農林水産技 「平成11年度住民参加による地域での生物 12. 1. 27 
術情報協会 多様性保全法調査」に係わる調査検討委員 ~12. 3.31 

藤井義晴 植生管理科 社団法人日本施設園 「平成11年度農林水産業・食品産業先端技 11. 7. 13 
芸協会 術開発事業に係わるアレロパシー調査研究 ~12. 3. 31 

推進委員会J委員

宮下清貴 微生物管理科 社団法人農林水産技 平成11年度革新的技術創出基礎調査:微生 11. 9. 16 
術情報協会 物機能に超高度利用技術の開発に関する基 ~12. 3. 31 

礎調査委託事業に係わる調査検討委員

荒城雅昭 微生物管理科 生物系特定産業技術 出・融資課題審査専門委員 11. 12. 24 
研究推進機構 ~13. 3.31 
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氏 名 所 属 委嘱・応嘱先 委嘱・応嘱名 応嘱期間

松本直幸 微生物管理科 生物系特定産業技術 出・融資課題審査専門委員 11. 12. 24 
研究推進機構 ~13. 3.31 

矢野栄二 昆虫管理科 生物系特定産業技術 基礎的研究業務に係る選考・評価委員会中 11. 10. 15 
研究推進機構 間評価専門委員 ~12. 2.29 

演 弘司 資材動態部 生物系特定産業技術 出・融資課題審査専門委員 11. 7. 5 
研究推進機構 ~13. 3. 31 

演 弘司 資材動態部 農薬バイオテクノロ 「技術開発設計管理委員会」委員 11. 6. 21 
ジー開発技術研究組 ~12. 3.31 
之口』

演 弘司 資材動態部 日本原子力研究所 「原研施設利用協議会j専門委員 11. 7. 6 
~12. 3.31 

上路雅子 農薬動態科 埼玉県 「ダイオキシン類の野菜等に対する影響問 11. 3. 24 
題専門委員会J委員 ~12. 3.31 

上路雅子 農薬動態科 財団法人残留農薬研 「技術確立委員会」委員 11. 12. 20 
究所 ~12. 3.31 

石井康雄 農薬動態科 財団法人残留農薬研 「試験管理委員会」委員 12. 1. 11 
究所 ~12. 3.31 

石井 康 雄 農薬動態科 社団法人日本くん蒸 「臭化メチル代替技術緊急確立事業に係る 12. 3. 16 
技術協会 推進委員会並びに技術分科委員会」委員 ~12. 3. 31 

樋 口太重 肥料動態科 財団法人日本農業研 「農業環境収支適正化確立事業管理委員会」 11. 12. 1 
究所 委員 ~13. 3. 31 

古賀野完爾 肥料動態科 財団法人日本農業研 「農業環境収支適正化確立事業企画委員会」 11. 7. 19 
究所 委員及び「管理委員会」委員 ~13. 3. 31 



4 .共同研究等

( 1 ) 共同研究

研 究課 題

リモートセンシングデータによ
る農業監視に関する研究

マイクロ波散乱計による作物生
長モニタ技術の開発

病原性低下因子の探索と評価

単環芳香族化合物分解系の多様
性と分解機構に関する研究

(2) 交流共同研究

研究課題

CO2倍増時の生態系の FACE実
験とモデリング

陸上生態系一大気相互作用解明
のためのエネルギー・温室効果
ガス収支および微気象観測デー
タベース

(3) 官民交流共同研究

研究課題

無人ヘリ型超低空リモートセン
シングシステムの開発

V.研究・技術協力

共同研究者

所 属 氏 名

宇宙開発事業団 森山 隆
島田政信
中村泰久
松岡龍治
中谷幸康
大阿久裕美
見富 恭

郵政省通信総合研究所 黒須隆志
前野英生
高橋 晃
古津年章
浦 塚 j青峰

生物系特定産業技術研 植竹ゆかり
究推進機構 中村

生物系特定産業技術研 ペリジオ フラ

究推進機構 ンシスコ ンユ

ニア
鈴木勝久
翠t 生浩

共同研究者

所 属 J乏 名

科学技術振興事業団 村田伸夫
Moin US Salam 

科学技術振興事業団 矢 嶋 祐 次
矢口 ず戸ら品

共 同研究者

所 属 J~ 名

ヤマハ発動機株式会社 杉本 誠
ヨ木F木 久U 隆
鈴木弘人
山本 隆

----'--ー

(4 ) 農林水産省・国際共同研究

所 担 当 者

所 属 氏 名

計測情報科 斎 藤 元 也
小川茂男
美濃伸之
井上吉雄
富田淳志

計測情報科 井上吉雄
小川茂男
美 濃 伸 之
富田淳志

微生物管理科 松本直幸
岡部郁子

微生物管理科 宮下清貴
藤井 毅
小川直人

所 担 当 者

所 属 氏 名

計測情報科 小林和彦
吉本真由美

気象管理科 原薗芳信
宮田 明

所 担 当 者

所 属 氏 名

計測情報科 井上吉雄
小川茂男
美濃伸之
富田淳志

」一一一

研究課題 共同研究者

水田農業の持続性・公益的機能の解|韓国 農業科学技術院
明と環境調和型栽培管理技術の開発

総括研究者

環境管理部長高橋文敏
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期間

8. 9. 12 
~12. 3.31 

10. 6. 1 
~13. 3.31 

11. 4. 1 
~12. 3. 31 

11. 4. 1 
~12. 3. 31 

期間

8. 7. 31 
~13. 3. 31 

9. 1. 1 
~1 1. 9. 30 

期間

10. 7. 7 
~12. 3.31 

期間

平成 9年 5月
~平成14年3月
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(5) 科学技術庁・国際共同研究総合推進制度(ニ国間型)

研 qアhし 課 題 共同研究者 総括責任者 期間

変動するモンスーンアジアの気候条 中国農業科学院農業気象研究所， 企画調整部地球環境研究チーム 平成11年度
件における米生産量の予測 中国科学院自然、資源考察委員会， 林陽生

中国科学院南京土壌科学研究所， 環境管理部情報解析システム研究
江西農業大学，黒龍江省農業科学 室小林和彦
院工作栽培研究所

CO2とオゾンがイネの生長と水田生 ノースカロライナ州立大学 環境管理部情報解析システム研究 平成11年度
態系に及ぼす影響 室小林和彦

(6) 文部省・科学研究費

研究課題 研究分担者所属・氏名 分担課題 研究代表者 研究年次

生物的防除における導入天敵|見虫管理科 矢野栄二|農業現場での天敵利用全国的 l京都大学久野英二|平成 9年
の利用と国内の生物相に与え な現状の把握 ~平成11年
る影響評価に関する研究

高 CO2濃度・温暖化環境に 資源・生態管理科長 メッシュ気候データベースの 京 都 大 学 堀 江 武 平成 9年
対する水稲とオオムギの生 j青野諮 構築 ~平成12年
育・収量反応予測モデルの開
~じな

土壌微生物が環境修復・浄化 農 薬 動 態 科 高 木 和広 汚染土壌の環境修復 九州大学金津晋二郎 平成11年
と植物養分循環に果たす役割 ~平成13年
の解明

傾向性仮説と変化点推糊題|言|担l |東京大学康津 T尋 平成11年
~平成13年

アジアにおける生物資源の持 地球環境研究チーム リモートセンシングデータ解 東京大学太田猛彦 平成11年
続可能な開発と土地利用計画 岡本勝男 析 ~平成14年

インドネシア域における生物 資源・生態管理科 ガス・エアロゾルサンプリン 東京大学中島映至 平成11年
マス燃焼が及ぼす気候学的影 鶴田治雄 グ(および分析) ~平成13年
響に関する調査的研究

資源・生態管理科 地上における燃焼前後のガス
須藤重人 発生量調査

気象管理科米村正一郎 地上における燃焼前後のガス
発生量調査

日本における地理学の現状と|資源・生態管理科 土壌学の調査 愛知大学権根 勇|平成11年
21世紀への展望 |袴田 共之

(7) 大学との共同研究

研究課題 研究分担者所属・氏名 研究代表者所属・氏名 期 間

北方林の遺伝的構造と更新動態 地球環境研究チーム 横沢正幸 鹿児島大学久保田康裕 平成 9年 4月 1日
~平成12年 3月31日

植物の集団および種分化における形 保全植生研究室 芝池博幸 東京都立大学可知直毅 平成12年 4月
質発現と適応機構の解析 ~平成13年 3月



V.研究・技術協力 167 

5.昆虫の同定依頼

( 1 ) 依頼者の所属機関別回答数

依 頼 者 件数 標本数

1 .農林水産試験研究機関 13 102 

2. 都道府県農林試験研究機関 18 454 

3. 大学その他の教育機関 10 110 

4. その他の官公庁(保健所・博物館) 8 24 

5. 民間(研究所・会社)個人 15 93 

6. 国外(インドネシア) 1 4 

計 65 787 

(2) 同定回答数の目別内訳

日 名 件数 標本数 個体数 種数

ノ、 チ 目 26 291 287 78 

チ ヨ ウ 日 23 138 213 43 

ノ、 J. 日 5 83 113 9 

コウチュウ目 2 9 9 6 

カ メ ム ン 日 4 28 28 7 

アザミ ウマ目 3 236 278 196 

ン 、、、、 目 1 1 

昆 虫 以 外 1 1 1 1 

計 65 787 930 341 



168 

VI.総務

1 .機構

平成11年度における機構は次のとおりである O

所長

企画科

研究交流科

研究技術情報官

企画調整部」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

総務部一「庶務課(庶務第 1係，庶務第 2係，人事第 1係，人事第 2係，厚生係)

」会計課(主計係，支出係，監査係，用度係，調達係，施設管理係)

環境研究官

「資源・生態管理科(上席研究官，環境立地研究室，影響調査研究室，生態管理研究

環境管理部-1 室，農村景域研究室)

」計測情報科(上席研究官，隔測研究室，分析法研究室，調査計画研究室，情報解析・

システム研究室)

「気象管理科(気候資源研究室，気象特性研究室，大気生態研究室)

ト土壌管理科(上席研究官，土壌生成分類研究室，土壌化学研究室，土壌物理研究室，
環境資源部---1

l 土壌生化学研究室，土壌保全研究室)

」水質管理科(水質特性研究室，水質保全研究室 水動態研究室)

「植生管理科(植生生態研究室，保全植生研究室，他感物質研究室)

卜微生物管理科(上席研究官，微生物特性・分類研究室，寄生菌動態研究室，土壌微
環境生物部-→

| 生物生態研究室，上壌微生物利用研究室，線虫・小動物研究室)

」昆虫管理科(昆虫分類研究室，昆虫行動研究室，天敵生物研究室 個体群動態研究

室)

「農薬動態科(上席研究官，殺菌剤動態研究室，殺虫剤動態研究室，除草剤動態研究

資材動態部-1 室，農薬管理研究室)

」肥料動態科(多量要素動態研究室，微量要素動態研究室，有機資源利用研究室)



VI.総務

2 .人事

( 1 )定員

平成11年度末各部定員は，次のとおりである O

音日
J疋-'-，. 

別
指定 行(ー) 行(二)

所 長 1 

企画調整部 8 14 
よEペ己、 務 部 32 

部 長 (1) 

庶 務 課 (14) 
AZ三、E 計 三果 (17) (1) 

環境研究官

環境管理部

環境資源部

環 境生物部

資材動態部

之[』I 計 1 40 15 

(2) 人事異動 (11. 4. 1 '" 12. 3. 31) 

採 用

発令年月日 氏 名 宗万 所 属

11. 4. 1 児玉 進 総務部長

ク 近藤美保子 総務部会計課(用度係)

イ〉 石郷岡康史 企画調整部(企画科)

ク 中野恵 子 企画調整部(企画科)

タ 戸上和樹 企画調整部(企画科)

11. 10. 1 須藤重人 環境管理部(資源・生態管理科影響調査研究
室)

イ〉 段 照沫 資材動態部(農薬動態科農薬管理研究室)

昇任

発令年月日 氏 名 新 所 属

11. 4. 1 増元洋美 企画調整部庶務主任

イ〉 谷田部真紀 総務部会計課支出係主任

ク 野内 勇 環境資源部気象管理科長

11. 4. 1 牧野知之 環境資源部主任研究官(土壌管理科土壌化学
(11. 9.泊施行) 研究室)

ク 麓 多門 環境資源部主任研究官(土壌管理科土壌保全
研究室)

ク 山田 和 義 資材動態部主任研究官(肥料動態科有機資源
利用研究室)

169 

(12.3.31現在)

員

研究 計

1 

14 36 

33 

(1) 

(14) 

(18) 

1 

29 29 

42 42 

44 44 

25 25 

155 211 

|日 所 属

生物系特定産業技術研究推進機構総務部長

新規採用

手，

タ

手，

!日 所 属

企画調整部(情報資料課管理係)

総務部会計課(支出係)

企画調整部企画科長

環境資源部(土壌管理科土壌化学研究室)

環境資源部(土壌管理科土壌保全研究室)

資材動態部(肥料動態科有機資源利用研究室)
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転 入

発令年月日 氏 名 新 所 属 |日 所 属

11. 4. 1 宮坂 光 総務部庶務課長 北海道農業試験場総務部庶務課長

イ〉 藤牧峻介 企画調整部情報資料課長 農業生物資源研究所企画調整部情報資料課長

ク 増崎藤雄 総務部会計課課長補佐 果樹試験場総務部口之津総務分室長

与， 鈴木まゆみ 総務部庶務課厚生係主任兼会計課(監査係) 環境生物資源研究所総務部会計課(支出係)

ク 加 藤敬子 総務部庶務課(人事第 2係) 畜産試験場総務部会計課(会計係)

ろ， 沢里春美 企画調整部 果樹試験場リンゴ支場庶務課(会計係)

ク 木戸 同1 総務部会計課(調達係) 東北農業試験場総務部会計課(主計係)

ぞ〉 i可部 選 環境生物部長 東北農業試験場地域基盤部長

づ' 上沢正志 環境資源部土壌管理科長 農業研究センター土壌肥料部土壌診断研究室
長

ク 菅原和夫 環境資源部土壌管理科土壌化学研究室長 国際農林水産業研究センタ-沖縄支所地力維
持研究室長

づ' 加藤英孝 環境資源部土壌管理科土壌物理研究室長 北海道農業試験場生産環境部主任研究官(土
壌特性・微生物研究室)

ク 井手 任 環境生物部植生管理科保全植生研究室長兼農 農業研究センター企画調整部主任研究官(研
林水産技術会議事務局 究企画科)兼農林水産技術会議事務局

手， 荒尾知人 環境資源部主任研究官(土壌管理科土壌生化 農業研究センター土壌肥料部主任研究官(畑
学研究室) 土壌肥料研究室長)

づ' 石原 '悟 資材動態部(農薬動態科農薬管理研究室) 農薬検査所検査第一部企画調整課(情報管理
係)

11. 6. 1 j賓森保海 総務部庶務課課長補佐 農業研究センター総務部用度課課長補佐

'l 菊 池昌樹 総務部庶務課庶務第 2係長 野菜・茶業試験場総務部金谷総務分室用度係
長

11. 10. 1 猪 和則 企画調整部情報資料課広報係長 森林総合研究所企画調整部研究情報科広報係
長

ィシ 保科次雄 環境資源部水質管理科長 野菜・茶業試験場企画連絡室企画科長

ク 樋口太重 資材動態部肥料動態科長 農業研究センター企画調整部業務第 2科長

イ〉 芝山道郎 企画調整部主任研究官(地球環境研究チーム) 草地試験場生態部主任研究官(草地生態シス
テム研究室)

11. 12. 1 青木隆之 企画調整部情報資料課管理係長 東北農業試験場企画連絡室情報資料課管理係
長

12. 1. 1 大野宏之 企画調整部主任研究官(地球環境研究チーム) 国際農林水産業研究センタ一環境資源部主任
研究官
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転出

発令年月日 氏 名 新所属

11. 4. 1 I青 木 亨 司|家畜衛生試験場総務部庶務 課 長

旧所属

総務部庶務課長

イシ

イ〉

|前 田 楽 一|九州農業試験場企画連絡室情報資料課長 |企画調整部情報資料課長

|佐 藤 次郎|農林水産技術会議事務局筑波事務所管理第一|総務部会計課課長補佐
|課施設管理専門官 | 

I J責 瀬玲 子|農業研究センター総務部庶務課庶務第 2係主|総務部庶務課庶務第 1係主任兼(人事第 2係)
任兼会計課(会計係)

l小 野 崎淳 子|家畜衛生試験場金画連絡室(情報資料課管理|企画調整部
係

1 中 島 陽子|農林水産技術会議事務局整備課(庶務班庶務|総務部会計課(支出係)
係)

|浅 田幸子|果樹試験場総務部庶務課(人事第 2係総務部庶務課(厚生係)

|小林一 善|家畜衛生試験場総務部小平総務分室(庶務係) I総務部会計課(調達係)

| 真 木 太一|文部省(愛媛大学教授農学部環境資源部気象管理科長

大 塚

大谷

明|構造改善局計画部資源課課長補佐(土地資源|企画調整部主任研究官(研究交流科)
班担当)

卓|農林水産技術会議事務局研究調査官 環境資源部主任研究官(土壌管理科土壌生化
学研究室)

l坂西 研 二|国際農林水産業研究センター沖縄支所地力維|環境資源部主任研究官(水質管理科水動態研
持研究室長 |究室)

i加 藤邦 彦|北海道農業試験場生産環境部(土壌特性・微|環境資源、部(土壌管理科土壌生成分類研究室)
生物研究室)

|稲 生 圭哉|農薬検査所検査第一部農薬環境検査課水質検|資材動態部(農薬動態科農薬管理研究室)
査係長

11. 6. 1 I中 村光男|農業生物資源研究所放射線育種場庶務課長 |総務部庶務課課長補佐

|高津 武|中国農業試験場総務部綾部総務分室長 |総務部庶務課庶務第 1係長

11. 10. 1 I今野幸 陽|経済局統計情報部企画調整課開発班開発第 2 ¥企画調整部情報資料課広報係長
係長

l勝 山敏江|森林総合研究所企画調整部資料課図書欄係|企画調整部開資料課管理係主任
長

1 古賀野 完 爾|北陸農業試験場企画連絡室主任研究官(企画|資材動態部肥料動態科長
科)

|横 山 和 成!北海道農業試験場畑作研究センター主任研究|環境生物部主任研究官(微生物管理科土壌微
官 ( 環 境 制 御 研究チーム生物生態研究室)

11. 12. 1 I藤枝智 子|農業総合研究所資料部図書課調査整備係長 |企画調整部(情報資料課管理係)

12. 2. 1 I野副 卓 人|国際農林水産業研究センタ一環境資源部主任|資材動態部主任研究官(肥料動態科多量要素
研究官 |動態研究室)
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所内異動

発令年月日 氏 名 新 所 属 !日 所 属

11. 4. 1 小野寺朝子 総務部庶務課(厚生係) 総務部会計課(監査係)

づ' 前回篤子 総務部会計課(支出係) 総務部会計課(用度係)

ク 長谷川 周 企画調整部企画科長 環境資源部土壌管理科土壌物理研究室長

ク 袴田共之 環境管理部資源・生態管理科上席研究官 企画調整部地球環境研究チーム長

ク 林 陽生 企画調整部地球環境研究チーム長 環境資源部気象管理科気候資源研究室長

ク 廉 j宰敏弘 企画調整部主任研究官(企画科) 環境資源部主任研究官(計測情報科調査計画
研究室)

ク 松 尾和人 環境生物部主任研究官(植生管理科植生生態 環境生物部主任研究官(植生管理科保全植生
研究室) 研究室)

11. 6. 1 八木下 保 総務部庶務課庶務第 1係長 総務部庶務課庶務第 2係長

11. 8. 1 石郷岡康史 環境資源部(気象管理科気候資源研究室) 企画調整部(企画科)

イ? 戸上和樹 環境資源部(土壌管理科土壌生成分類研究室) 企画調整部(企画科)

'l 中 野恵子 環境資源部(水質管理科水動態研究室) 企画調整部(企画科)

11. 9. 6 今井秀夫 環境資源、部付 環境資源部水質管理科長

11. 10. 1 増 元洋美 企画調整部情報資料課管理係主任 企画調整部庶務主任

ク 藤枝智子 企画調整部(情報資料課管理係) 企画調整部(情報資料課広報係)

ク 鳥谷 均 環境資源部気象管理科気候資源研究室長 環境資源部主任研究官(気象管理科気候資源
研究室)

併 任

発令年月日 氏 名 来庁 所 属 !日 所 属

11. 8. 1 堀尾 同1 中央水産研究所内水面利用部 資材動態部主任研究官(農薬動態科殺菌剤動
態研究窒)

11. 12. 16 山本勝利 環境管理部主任研究官(資源・生態管理科農 環境管理部主任研究官(資源・生態管理科農
村景域研究室)兼企画調整部 村景域研究室)

ク 池田浩明 環境生物部主任研究官(植生管理科植生生態、 環境生物部主任研究官(植生管理科植生生態
研究室)兼企画調整部 研究室)

12. 1. 16 小泉裕信 環境管理部(計測情報科隔測研究室) 経済局統計情報部生産統計課(土地資源統計
班土地資源統計係)

併任解除

発令年月日 氏 名 新 所 属 !日 所 属

11. 10. 1 今野幸陽 企画調整部情報資料課広報係長 企画調整部情報資料課広報係長兼環境管理部

ク 堀 尾 剛 資材動態部主任研究官(農薬動態科殺菌剤動 資材動態部主任研究官(農薬動態科殺菌剤動
態研究室) 態研究室)兼中央水産研究所内水面利用部

11. 12. 16 谷山一郎 環境資源部土壌管理科土壌保全研究室長 環境資源部土壌管理科土壌保全研究室長兼農
林水産技術会議事務局

」一一一
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派遣

発令年月日|氏名| 新所属 | 旧所属

11. 9. 6 I今井秀夫|国際連合食糧農業機関 |環境資源部付
(インドネシア国ジャカルタ市)

平成11年 9月 6日から平成13年 9月 5日まで

育児休業

発令年月日 氏 名 来庁 所 属 |日 所 属

11. 12. 2 小西和彦 平成11年12月 2日から平成12年 3月31日まで 環境生物部主任研究官(昆虫管理科昆虫分類
研究室)

12. 3. 2 大野 宏之 平成12年 3月 2日から平成12年 4月14日まで 企画調整部主任研究官(地球環境研究チーム)

定年退職

発令年月日 氏 名 来庁 所 属 !日 所 属

12. 3. 31 吉原節子 総務部庶務課厚生係長

ぞ〉 植松 勉 環境生物部微生物管理科長

タ 鳥山重光 環境生物部微生物管理科上席研究官

ろ， 松村 雄 環境生物部昆虫管理科昆虫分類研究室長

退職

発令年月日 氏 名 来庁 所 属 !日 所 属

11. 4. 1 新井宗太郎 勧奨 総務部長

ろ， 岩間秀矩 ク 環境資源部土壌管理科長

11. 9. 30 山川修 治 自己都合 企画調整部主任研究官(地球環境研究チーム)

12. 3. 30 原因一郎 勧奨 環境研究官

12. 3. 31 山田和義 (長野県) 資材動態部主任研究官(肥料動態科有機資源
利用研究室)
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(3) 職員名簿 (平成12年 3月1日現在)

所属・役職名 氏名 所属・役職名 氏名

所 長所長 技官 西 尾道徳 総務部庶務第 1係主任 事務官 野口美千代

企画調整部部長 ク 陽 捷行 庶務第 2係長 づ' 菊 池昌樹

企画科長 ク 長谷川周一 庶務第 2係主任 タ 宮本ゆり

主任研究官 ク 廉津敏弘 人事第 1係長 イ〉 武田徳賀

づ' ク 安田耕司 手， 山 崎 順 一

研究交流科長 ク 塩見敏樹 人事第 2係長 タ 屋代はつい

研究技術情報官 づ' 粛藤滋隆 ク 加 藤敬子

庶務 事務官 松岡亜紀子 厚生係長 ク 吉 原節子

ぞ〉 沢里春美 手， 小野寺朝子

情報資料課長 ク 藤牧俊介 会計課長 イ〉 渡遁輝章

課長補佐 手， 金井二三子 課長補佐 ぞ〉 増崎藤雄

管理係長 ろ' 青木隆之 主計係長 ク 白石正毅

管理係主任 ク 増元洋美 づ' 佐 藤和彦

広報係長 ク 猪 和則 支出係長 ク 根本康夫

イ〉 坂入正行 支出係主任 ク 谷田部真紀

業務科長 技官 筒井 等 ク 前田篤子

総括作業長 ク 又川速雄 監査係長 イシ 増田昇利

づ' 上村 I専 監査係主任 'l 鈴木まゆみ

イ〉 |飯 泉良行 用度係長 'l 砂岡清之

イシ |鈴木文夫 用度係主任 イシ 工藤雅枝

'l l松本公吉 イP 近藤美保子

ク l鈴木忠男 技 官 桜 井清明

ク |阿部勝男 調達係長 事務官 小山英也

ク |若林浩徳 ク 江口貴史

ク |山口 弘 ク 稲 葉昌之

ぞ〉 i岡田利之 イP 木戸 問。

ク |鎌田輝志 施設管理係長 技 官 宮脇英和

ク !高橋正史 事務官 染谷 透

手， |渡遅浩二 環境研究官環境研究官 技官 原田二郎

手， 荒 貴裕 環境管理部部長 'l 高橋文敏

地球環境研究チーム長 ク 林 陽生 資源・生態管理科長 づ' 清野 害谷

主任研究官 ク 新藤純子 上席研究官 ク 袴田共之

イ〉 ク 芝山道郎 環境立地研究室長 タ 今川俊明

ク ク |岡本勝男 主任研究官 ぞ〉 松森堅治

ク ク |横沢正幸 そシ 藤原英司

タ タ l大野宏之 影響調査研究室長 ク 鶴田治雄

手， 大 浦典子 タ 秋山博子

総務部部長 事務官 児玉 進 ろ， 須 藤重人

庶務課長 イ〉 宮坂 光 ク 中島泰弘

課長補佐 与， j賓 森保 海 生態管理研究室長 ク 織田健次郎

庶務第 1係長 ろ， 八木下保 主任研究官 ク 原田直園



所属・役職名

環境管理部:主任研究官

ク

農村景域研究室長

主任研究官

計測情報科長

・上席研究官

-隔測研究室長

主任研究官

分析法研究室長

主任研究官

調査計画研究室長

主任研究官

情報解析・システム研究室長

主任研究官

環境資源部;部長

;部付

気象管理科長

-気候資源研究室長

気象特性研究室長

主任研究官

大気生態研究室長

主任研究官

土壌管理科長

上席研究官

土壌生成分類研究室長

‘主任研究官

土壌化学研究室長

.主任研究官

イ〉

土壌物理研究室長
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氏名

技官|川川|環境資源部

|三島慎一郎

i加藤好武

i山本勝利

|宮川三郎

l斎藤 元也

|井上吉雄

l小 川茂男

l美濃伸之

ク i富田 淳志

!結田康一

l駒村美佐子

|藤藤貴之

|三輪哲久

i三中 信宏

|小林和彦

|三浦 周

所属・役職名

土壌生化学研究室長

主任研究官

タ

土壌保全研究室長

主任研究官

水質管理科長

水質特性研究室長

水質保全研究室長

主任研究官

水動態研究室長

主任研究官

|横沢真由美 i環境生物部 j部長

|藤井園博 I 植生管理科長

|今井秀夫植生生態研究室長

l野内 勇主任研究官

|鳥谷 均 1

|石郷岡康史

i後藤慎吉

|原菌芳信

|宮田 明

l太田尚寿

|川島茂人

|社 明遠

!米村正一郎

|井上 聡

|酒井英光

|上沢正志

|高橋義明

l中井 信

i小原 洋

i戸上和樹

|菅原和夫

|棲井泰弘

!牧野知之

l酒井 JII夏子

|加藤英孝

保全植生研究室長

主任研究官

他感物質研究室長

主任研究官

イ〉

微生物管理科長

上席研究官

微生物特性・分類研究室長

主任研究官

イシ

寄生菌動態研究室長

主任研究官

ク

土壌微生物生態研究室長

主任研究官
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氏名

技 官 | 江 口定夫

l鈴木克拓

i阿江教治

|荒尾知人

|杉山 恵

l谷山一郎

|麓 多門

i白戸康人

|保科次雄

i村山重俊

|馬場浩司

|竹内 誠

l駒田充生

i高田裕子

l芝野 和夫

!大嶋秀雄

1中野恵子

1河部 選

l三田 村強

|伊藤一幸

|松尾和人

l池田浩明

i西村誠一

l井手 任

|大黒俊哉

|芝池博幸

i藤井義晴

!中谷敬子

!平舘俊太郎

|植松 勉

|鳥山重光

l西山幸司

|門田育生

!月星隆雄

|森脇丈治

|篠原弘亮

|畔上耕児

|津田宏之

|高橋真実

|鈴木文彦

|松本直幸

|阿部郁子
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所属・役職名 氏名 所属・役職名 氏名

環境生物部 土壌微生物利用研究室長 技官 宮下清貴 資材動態部部長 技 官 演 弘司

主任研究官 ク 藤井 毅 農薬動態科長 タ 上路雅子

ク ク 小川直人 上席研究官 づ' 桑 原雅彦

線虫・小動物研究室長 イシ 荒城雅昭 殺菌剤動態研究室長 手， 石井英夫

主任研究官 ク 吉田睦浩 主任研究官 づ' 原口和朋

昆虫管理科長 イ〉 松 井 正 春 手， ろ， 堀尾 岡リ

。昆虫分類研究室長 づ' 松村 雄: 殺虫剤動態研究室長 づ' 遠藤正造

主任研究官 ク 小西和彦 主任研究官 イ〉 鈴木 健

ィシ 桝本雅身 ク 大 津和久

昆虫行動研究室長 イ〉 斉藤 引多 除草剤動態研究室長 ク 佐藤銚子

主任研究官 タ 杉江 冗; 主任研究官 ク 石坂虞澄

ク ク 野口 J告 タ ク 高木和広

ク イ〉 白井洋一 農薬管理研究室長 ク 石 井康雄

天敵生物研究室長 与， 矢野栄二 イ〉 小 原裕三

主任研究官 イシ 望月雅俊 ク 段 照沫

タ 屋良佳緒利 イ〉 石原 '1逗口

個体群動態研究室長 づ' 守屋成一 肥料動態科長 タ 樋 口太重

主任研究官 ク 田中幸一 多量要素動態研究室長 手， 井 上恒久

イシ イ〉 山村光司 イ〉 関口哲生

微量要素動態研究室長 ク 織田久男

主任研究官 イ〉 川崎 晃

有機資源利用研究室長 ろ， 木村龍介

主任研究官 ク 山田和義

板橋 直
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受賞・表彰等

日本植物病理学会賞 (11. 4. 2) 

鳥山 重光(環境生物部微生物管理科上席研究官)

「イネ縞葉枯ウイルスに関する研究J

(4) 

日本植物病理学会賞 (11. 4. 2) 

西山 幸司(環境生物部微生物管理科微生物・特性分類研究室長)

「植物病原細菌の分類及び病原性毒素に関する研究j

日本土壌肥料学会奨励賞 (11. 4. 3) 

平舘俊太郎(環境生物部主任研究宵)

「ムギネ酸と土壌の相互作用」

農林水産大省職員功績者表彰 (11. 4. 

j可部 選(環境生物部長)

「半麹日害虫と作物との相互作用及び病害媒介機能解明に有効な新手法の確立と普及」

Best Letter Award (11. 9. 9) 

英国リモート・センシング学会

岡本勝男(企画調整部主任研究官)

山川 修治(企画調整部主任研究官)

第17回アジア太平洋雑草学会最優秀ポスター発表賞 (11. 11. 27) 

中谷敬子(環境資源部主任研究官)

藤井 義晴(環境資源部植生管理科他感物質研究室長)

「水田畦畔植生における植生間相互作用J

一(企画調整部企画科長)

弘(企画調整部企画科)

吉(企画調整部業務科)

男(企画調整部業務科)

徳、(企画調整部業務科)

利(総務部会計課)

諮(環境管理部資源・生態管理科長)

郎(環境管理部計測情報科長)

久(環境管理部計測情報科)

貴(環境生物部微生物管理科)

上

周

敏

公

勝

浩

昇

1
人

I
J
 

年

川

津

本

部

林

田

野

川

輪

下

初

谷

(

長

廉

松

阿

若

増

清

宮

三

宮

三

哲

清

平成11年度永年勤続者表彰 (11. 4. 

(30年以上)

原田二郎(環境研究官)

塩 見敏樹(企画調 整部研究交流科長)

村光男(総務部庶務課)

代 はつい(総務部庶務課)

山重俊(環境資源部水質管理科)

中

屋

村
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(5) 海外出張

氏 名 所 属 派遣先 活動内容 期間 備考

関 口哲生 多量要素動態研究室 イギリス OECDブエローシップによる国際共同 11. 5. 5 要請出張
研究「無機及び有機質肥料の施用によ ~10. 31 
る溶脱リンの化学形態と移動性の解
明J

斎 藤元也 計測情報科 中国 地理情報システムを用いた農業環境変 11. 5. 24 農水省国研セ
動の評価技術の開発 ~ 6. 15 ンター

鶴田治雄 影響調査研究室 インドネシア インドネシアでのバイオマス燃焼によ 11. 7. 20 要請出張
るガスとエアロゾルの発生量に関する ~ 7. 28 東京大学気候
現地調査 システムセン

ター

米村正 一 郎 大気生態研究室 インドネシア インドネシアでのバイオマス燃焼によ 11. 7. 20 要請出張
るガスとエアロゾルの発生量に関する ~ 7. 28 東京大学気候
現地調査 システムセン

ター

今川 俊 明 環境立地研究室 中国 「中国における持続的土地利用のため 11. 8. 20 環境庁地球環
の砂漠化防止技術適用に関する実証的 ~ 8. 31 境研究総合推
研究」に係わる研究打ち合わせ及び現 進費
地調査

白戸康人 土壌保全研究室 中国 「中国における持続的土地利用のため 11. 8. 20 環境庁地球環
の砂漠化防止技術適用に関する実証的 ~ 9. 9 境研究総合推
研究」に係わる研究打ち合わせ及び現 進費
地調査

大黒俊哉 保全植生研究室 中国 「中国における持続的土地利用のため 11. 8. 20 環境庁地球環
の砂漠化防止技術適用に関する実証的 ~9. 9 境研究総合推
研究」に係わる研究打ち合わせ及び現 進費
地調査

原薗芳信 気象特性研究窒 アメリカ 地球温暖化の原因物質の全球的挙動と 11. 8. 26 科技庁
その影響等に関する観測研究 ~ 9. 8 地球科学

宮 田 明 気象特性研究室 アメリカ 地球温暖化の原因物質の全球的挙動と 11. 8. 26 科技庁
その影響等に関する観測研究 ~ 9. 8 地球科学

小林和彦 情報解析・システム 中国 変動するモンスーンアジアの気候条件 11. 8. 29 科技庁国際共
研究室 におけるコメ生産量の予測 ~9. 4 同研究

(二国間型)

宮下清貴 土壌微生物利用研究 ハワイ 単環芳香族化合物分解系の多様性と分 11. 8. 31 要請出張
室 解機構に関する研究 ~ 9. 7 特定交流共同

研究

小川直人 土壌微生物利用研究 ハワイ 単環芳香族化合物分解系の多様性と分 11. 8. 31 要請出張
窒 解機構に関する研究 ~ 9. 7 特定交流共同

研究

吉田 陸浩 線虫・小動物研究室 ロシア 微生物遺伝資源の海外調査 11. 9. 5 農水省
~10. 7 

岡本勝男 地球環境研究チーム イギリス アジアにおける生物資源の持続の可能 11. 9. 7 要請出張
な開発と土地利用計画 ~ 9. 12 

高 木和広 除草剤動態研究室 イギリス， ドイ 土壌微生物バイオマスの養分代謝につ 11. 9. 23 要請出張
ツ いての情報交換および汚染土壌の環境 ~10. 2 科研費

修復についての情報交換

r~ 田育生 微生物特性・分類研 パラグアイ 病害防虫 11. 10. 1 JICA 
究室 ~11. 30 

鶴田治雄 影響調査研究室 インドネシア 土地利用変化に伴う温室効果ガスの発 11. 10. 4 環境庁環境研
生・吸収の現地調査とその総合評価 ~10. 11 究総合推進費
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氏 名 所 属 派遣先 活動内容 期 間 備考

粛藤元也 計測情報科 インドネシア 生態系のデータベース化とスケール 11. 10. 4 環境庁環境研
アップに関する研究 ~10. 11 究総合推進費

中 島泰弘 影響調査研究室 インドネシア 熱帯の土地利用変化等にともなう 11. 10. 4 環境庁環境研
CH4， NzOの収支に関する現地調査 ~10. 21 究総合推進費

井上吉雄 隔測研究窒 アメリカ 人工衛星データ等を利用した陸域生態 11. 10. 17 環境庁環境研
系の 3次元構造の計測とその動態評価 ~1 1. 5 究総合推進費
に関する研究

小林和彦 情報解析・システム 中国 変動するモンスーンアジアの気候条件 11. 10. 25 科技庁国際共
研究室 におけるコメ生産量の予測 ~1 1. 5 同研究

(二国間型)

西尾道徳 所長 韓国 水田農業の持続性・公益的機能の解明 11. 11. 1 農水省国際共
と環境調和型栽培管理技術の開発 ~1 1. 6 同研究

清野 害谷 資源・生態管理科 韓国 水田農業の持続性・公益的機能の解明 11. 11. 1 農水省国際共
と環境調和型栽培管理技術の開発 ~11. 6 同研究

高橋文 敏 環境管理部 韓国 水田農業の持続性・公益的機能の解明 11. 11. 1 農水省国際共
と環境調和型栽培管理技術の開発 ~1 1. 6 同研究

鶴田治 雄 影響調査研究室 韓国 水田農業の持続性・公益的機能の解明 11. 11. 1 農水省国際共
と環境調和型栽培管理技術の開発 ~11. 3 同研究

上沢正志 土壌管理科 韓国 水田農業の持続性・公益的機能の解明 11. 11. 1 農水省国際共
と環境調和型栽培管理技術の開発 ~1 1. 6 同研究

林 陽生 地球環境研究チーム 中国 変動するモンスーンアジアの気候条件 11. 11. 3 科技庁国際共
における米生産量の予測 ~1 1. 9 同研究

(二国間型)

横沢正 幸 地球環境研究チーム 中国 変動するモンスーンアジアの気候条件 11. 11. 3 科技庁国際共
における米生産量の予測 ~1 1. 9 同研究

(二国間型)

鶴田治雄 影響調査研究室 中国 アジアの農耕地からのメタンと亜酸化 11. 11. 4 環境庁環境研
窒素の発生および抑制技術に関する研 ~1 1. 7 究総合推進費
'プTし巴

野副卓 人 多量要素動態研究室 フィリピン 「稲の環境調和型品種による持続可能 11. 11. 7 要請出張
な生産技術の開発jに関する研究打ち ~1 1. 13 IRRI 
合わせ

岡本勝男 地球環境研究チーム タイ 炭素循環に関するグローバルマッピン 11. 11. 21 科技庁総合研
グとその高度化に関する国際共同研究 ~11. 27 qアhし

烏谷 均 気候資源研究室 タイ 炭素循環に関するグローバルマッピン 11. 11. 21 科技庁総合研
グとその高度化に関する国際共同研究 ~11. 27 nプhし

新藤純子 地球環境研究チーム タイ 酸性雨の被害認識と対策決定の国際比 11. 11. 21 環境庁環境研
較 ~1 1. 27 究総合推進費

袴田共 之 資源・生態管理科 マリ共和国 主要国(農作物輸出国)における養分 11. 12. 4 農水省
収支 MIの策定 ~12. 15 環境と貿易

阿江教治 土壌生化学研究室 ブラジル 農牧輪換にともなう土壌有機物の消長 11. 12. 4 農水省
の解析 ~12. 20 JIRCAS 

藤井義晴 他感物質研究室 アメリカ 植物生態系における生理活性物質の役 11. 12. 6 科技庁
割に関する基礎研究 ~12. 30 二国間専門家

派遣

宮 田 明 気象特性研究室 アメリカ 地球温暖化の原因物質の全球的挙動と 12. 1. 12 科技庁
その影響等に関する観測研究 ~ 1. 21 地球科学
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氏 名 所 属 派遣先 活動内容 期 間 備考

鶴岡治雄 影響調査研究室 インド アジアの農耕地からのメタンと亜酸化 12. 1. 31 環境庁環境研
窒素の発生および抑制技術に関する研 '"'-' 2. 8 究総合推進費
dプTし巴

鳥谷 均 気候資源研究室 オーストラリア 炭素循環に関するグローバルマッピン 12. 2. 5 科技庁総合研
グとその高度化に関する共同研究 '"'-' 2. 14 qプbし

横 沢正幸 地球環境研究チーム オーストラリア 炭素循環に関するグローバルマッピン 12. 2. 5 科技庁総合研
グとその高度化に関する共同研究 '"'-' 2. 14 qプhし

須藤重人 影響調査研究室 マレーシア，イ インドネシア域における生物マス燃焼 12. 2. 23 要請出張
ンドネシア が及ぼす気候学的影響に関する調査的 '"'-' 3. 3 東京大学気候

研究 システムセン
ター

原薗芳信 気象特性研究室 アメリカ 地球温暖化の原因物質の全球的挙動と 12. 3. 20 科技庁
その影響等に関する観測研究 '"'-' 3. 30 地球科学

袴 田共之 資源・生態管理科 フランス， ドイ 陸域生態系の吸収源機能評価に関する 12. 3. 21 環境庁環境研
ツ 研究 '"'-' 3. 31 究総合推進費

井上 聡 大気生態研究室 イタリア 衛星リモートセンシングと結合した植 12. 4. 1 環境庁環境研
生構造動態モデルによる植生群集変動 '"'-' 4. 11 究総合推進費
の推定システムの開発

大 黒俊哉 保全植生研究室 中国 中国における砂漠化防止技術の適用に 12. 4. 1 環境庁環境研
基づく土地利用計画手法に関する研究 '"'-' 4. 6 究総合推進費

谷山一郎 土壌保全研究室 中国 中国における砂漠化防止技術の適用に 12. 4. 1 環境庁環境研
基づく土地利用計画手法に関する研究 -----4. 6 究総合推進費

横 沢真由美 情報解析・システム 中国 変動するモンスーンアジアの気候条件 12. 4. 4 科技庁国際共
研究窒 におけるコメ生産量の予測 -----4. 13 同研究

(二国間型)

石郷岡康史 気候資源研究室 中国 変動するモンスーンアジアの気候条件 12. 4. 4 科技庁国際共
における米生産量の予測 -----4. 8 同研究

(二国間型)

鶴田 治雄 影響調査研究室 中国 アジアの農耕地からのメタンと亜酸化 12. 4. 5 環境庁環境研
窒素の発生および抑制技術に関する研 -----4. 8 究総合推進費
qプhし

米村正一郎 大気生態研究室 インドネシア 熱帯アジアの土地利用変化が陸域生態 12. 4. 5 環境庁環境研
系からの温室効果ガスの発生・吸収量 -----4. 11 究総合推進費
に及ぼす影響の評価

粛藤元也 計測情報科 中国 生態系変化のデータベース化とスケー 12. 4. 10 環境庁環境研
ルアップに関する研究 -----4. 15 究総合推進費

小川茂男 隔測研究室 中国 生態系変化のデータベース化とスケー 12. 4. 10 環境庁環境研
ルアップに関する研究 -----4. 15 究総合推進費
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3 .会計

( 1 )予算

歳入

平成11年度農業環境技術研究所の歳入予算は，総額8，265千円であり，その主なものは，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 (2，512千円)，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766号)に基づく受託研究員費受入 (2，701千円)

及び試験場製品等売払代 (545千円)である O 試験場製品は，米等の試験研究の結果で不用となったものの

売り払いである O

日

現 ノ~ 1又 入

歳入予算額

8，265 

1，589 

31 

1，558 

6，676 

5，213 

587 

596 

280 

(単位:千円)

北
ー

マ
E
1

備 考

雑収入

国有財産利用収入

固有財産貸付収入

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

歳出

平成11年度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，環境庁関係経費に大別される o (単位:千円)

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 (05目

まで)と事業費に分けると次のとおりである O

人件費 1，802，034 

事業費 1，275，579 

2 )特別研究等経費(組織:農林水産技術会議，項:農林水産振興費より組織: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， 534，670千円であり，内零は次のとおりである O

①農林水産研究計算センターの運営に必要な経費 2，557 

②受託試験研究調査費 1，601 

③研究用機械整備費

④特別研究費

⑤総合的開発研究費

⑥一般別枠研究費

⑦大型別枠研究費

⑧バイオテクノロジー先端技術開発研究

③連携開発研究

⑩その他

58，033 

32，797 

37，768 

68，845 

20，669 

40，581 

21，506 

250，313 
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3 )科学技術庁関係経費(組織:科学技術庁より組織:農林水産本省試験研究機関に移替)は，次の

とおりである O

(項)科学技術振興調整費 125，474 

(項)海洋開発及地球科学技術調査研究促進費 16，952 

(項)国立機関原子力試験研究費 53，279 

(項)放射能調査研究費 53，375 

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 O

(項)環境研究総合推進費 148，796 

平成11年度歳出予算一覧表

科 目

(組織)農林水産技術会議

(項) 農林水産業技術振興施設費

(組織)農林水産省試験研究機関

(項) 農林水産本省試験研究所

(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) 環境研究総合推進費

f口h、

(2) 固有財産

1 )行政財産

区 分

土 地

立 樹 木

竹木 JL 木

建 建 面 積

物 延べ面積

工 作

船舶 雑

A口、

2)普通財産

区分

物

計

特許権等

自白

計

建物

水

そ

数

敷地

田

畑

の 他

計

数

歳出予算額

草Eヨ

208，880rri 

42，950rrl 

149，670rri 

171，897rri 

573，397ぱ

Eヨ

豆

2，308本

431ぱ

28，649凶

56，566rri 

1隻

45件

300 

300 

3，475，489 

3，077，613 

125，474 

16，952 

53，279 

53，375 

148，796 

3，475，789 

(単位:千円)

備 考

ぷ口品、 帳 価 格

13，452，394，611円

39，101，013円

215，829円

5，406，706，557円

6，553，765，688円

50，955円

25，452，234，653円

台帳価格
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(3) 機械等購入

整理番号 機 械 名 型 式 名 購入金額(円) 研究室名

11005 電気泳動装置 ファルマシア Multiphorn 1，396，395 寄生菌

11007 恒温装置 日本医科 LH-30-8CT 2，060，100 線 虫

11008 遠心分離機 目立工機 HimacCR21 F 3，780，000 土微利用

11010 恒温装置 日本医科 LH-30-8CT 2，060，100 天 敵

11011 NCアナライザー SUMIGRAPH Model NC-900 8，767，500 土壌生成

11012 採土器 DIK-161 A 1， 583， 274 農薬管理

11013 葉面積計 CID社 CI-203 2，079，787 チ ー ム

11015 液体クロマトグラフ 島津 LC-VP 5，670，000 水質保全

11016 データ処理装置 富士通 FMV-PRO 7600 E 2 5，999，700 気候資源

11017 液体クロマトグラフ HP-II00 DAD 3，848，250 農薬管理

11018 衛星データ受信装置 富士通 FMV-6400 NU / 4 L 5，985，000 チー ム

11021 遠心分離機 目立工機 HimacCP 100 a 16，564，800 殺菌剤

11023 ガスクロマトグラフ HP 6890 G 1530 A 4，768，050 除草剤動態

11024 エアサンプラー Partisol Model 2000 Air 1， 764， 000 農薬管理

11025 実体顕微鏡写真撮影装置 ライカ MZAPO 7，300，503 昆虫分類

11026 葉面積計 盟和商事 LAI-2000 1， 655 ，850 気象特性

11027 データ収集装置 キャンベル CR-23X-4 M-2-XT 1， 172，850 気象特性

11028 環境測定装置 C-WEATHER-CON 2，320，815 個体群

11029 清浄空気栽培装置 松山製作所 4坪用 2，871， 750 他感物質

11030 データ処理装置 DELL PowerEdge 1300 3，465，000 気象特性

11031 サーベイメータ キャンベラ ESPEC-l 1，029，000 分析法

11032 昆虫行動軌跡解析装置 ノルダス社エソビジョン・カラー・プロ 5，281， 500 天 敵

11033 蛋白質精製装置 ファルマシア AKITAexplorer 10 S 7，066，500 土微利用

11034 ソックスレー抽出装置 柴田科学 B-811 2，079，000 農薬管理

11035 真空凍結乾燥機 レイタントライフサイエンス LFD司600S 1 1，626，030 分析法

11043 大気中オゾン濃度計 ダイレック Mode11150 1， 722，000 情報解析

11045 ゲルマニウム検出装置 キャンベラ GX2518 4，200，000 分析法

11046 イオンクロマトグラフ アト一社 ACS-742 2，191，455 多量要素

11047 グロースチャンバ コンノくイロン PGR15 11，677，050 保全植生

11050 パルス放電イオン化検出器 イーエスデイラボラトリ PDD2 1，255，905 影響調査

11051 ガスクロマトグラフ 島津 GC14B 1， 956，150 影響調査

11052 純水製造装置 日本ミリポア Milli-QSynthesis 1， 197 ，840 保全植生



184 農業環境技術研究所年報平成11年度

整理番号 機 械 名 型 式 名 購入金額(円) 研究室名

11056 二酸化炭素計 アキツ計測 BINOS1004 P 4，796，085 隔 調1

11057 地中探査レーダー GSSI社 GEM-300 3，793，650 土壌 保全

11062 液体クロマトグラフ 目立し7000 4，578，000 土微 利 用

11067 集煙装置 ITOKI TJSB-24324-WE 1，030，050 会計課

11068 集煙装置 ITOKI TJSB-24324-WE 1，030，050 会計課

11071 顕微画像自動解析装置 ライカネ士 DMRHC 7，510，177 殺菌剤

11072 ブロックダイジェスター 骨掲アクタック DS-20 1，417，500 土壌 生化

11073 光合成蒸散測定装置 盟和商事 LI-6400 6，933，570 F肩 調。

11075 集煙装置 山武 FNB791 B 401 1，491，000 会計課

11076 培養装置 東京理化 MBF-250ME 3，655，533 影響調査
」一一一



(4) 特許等一覧表

1 ) 圏 内

発 明 の

植物電気センサー

農園芸作物病害防除組成物

名 称

14ーメチルー 1-オクタデセン，その製造法および
その化合物を有効成分とする昆虫誘引剤

オキナワカンシャクシコメツキ用'性誘引剤

(E) -4， (Z) -10-テトラデカジェニルアセター
ト，その製造方法およびその化合物と (Z)-10-
テトラデセニルアセタートを有効成分とする昆虫
誘引剤

5テトラデセン酸メチルの製造法

土壌水分測定装置

ジメチルカーバメートよりなる殺虫協力剤

カンシャノシンクイハマキ用誘引剤

オクタデカジェン・テトラインーカルボン酸誘導
体およびその製造法

(E) -7， 9ーデカジエニルアセタートを追加成
分とする見虫誘引剤

9， 11-ドデカジエニルブチレートと 9，11-ドデ
カジエニルヘキサノエートを成分とする昆虫誘引
剤

植物生育培地水分制御法

(Z)一7-ドデセニルアセタートと (Z)-9-ド
デセニルアセタートを有効成分とする見虫誘引剤

土壌病害防除・植物生長促進剤

シュードモナス属細菌 P-4菌株・土壌病害防除
剤及び土壌病害防除方法

5ーテトラデセン酸メチルを有効成分とする昆虫
誘引剤

シバットガの配偶行動撹乱剤

宿主ベクタ一系

VI.総務

発明者

金子忠男，高辻正基

上杉康彦，片桐政子

玉木佳男，杉江 アじ

熊倉 正 昭 ， 佐 藤 力 郎

玉木住男，杉江 アじ

長嶺将昭，金城美恵子

玉木住男，杉江 7じ

川崎建次郎，奥 俊夫
若公正義，氏家 武
本間健平，平野千里
堀池道郎

玉木佳男，杉江 アじ

野口 r告

柏淵辰昭

宍戸 孝，見野安彦

玉木佳男，杉江 7じ

金城美恵子

西山幸司

玉木佳男，杉江 7c 
長嶺将昭，金城美恵子

玉木佳男，杉江 アじ

長嶺将昭，金城美恵子

久保田徹，岩間秀矩
加藤英孝，遅沢省子

玉木佳男，杉江 アじ

川崎建次郎，北村賓彬

小林紀彦，飯島宏一

鈴木孝仁，成田 勇

玉木佳男，杉江 7c 
野口 ii口t 

杉江 元，野口 r告
清水 喜 河 名 利 幸
福田 寛，山本 日百
福本 毅 彦 ， 井 原 俊 明

福本文良，佐藤 守
美濃部佑三

185 

出願年月日 特許・出願番号 備考

57. 7. 14 特許第 1613187号

58. 2. 21 特許第 1287114号

58. 7. 26 特許第 1312765号

59. 6. 28 特許第 1389525号

59. 12. 3 特許第 1609865号

59. 12. 3 特許第 1589436号

60. 4. 9 特許第 1909283号

61. 5. 23 特許第 1646045号

62. 2. 28 特許第 2081639号

62. 8. 7 特許第 2500314号

63. 7. 22 特許第 1906565号 共同出願

63. 8. 18 特許第 1906566号 共同出願

63. 9. 20 特許第 1661053号

63. 9. 29 特許第 1778711号

63. 10. 19 特許第 1855389号 共同出願

アじ. 2. 14 特許第 2614913号 共同出願

7C. 7. 21 特許第 1628011号 分割出願

2. 12. 27 特許第 2851443号 共同出願

3. 4. 19 特許第 2600090号
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発 明 σ〉 名 称、 発明者 出願年月日 特許・出願番号 備考

シバットガの誘引剤 杉江 元，野口 浩 4. 1. 27 特許第 2779090号 共同出願
清水喜一，河名利幸
福田 寛，山本 日百
福本毅彦，井原俊明

芝生害虫の配偶行動撹乱剤 杉江 元，野口 浩 4. 1. 29 特許第 2793736号 共同出願
清水喜一， ?可名利幸
福田 寛，山本 昭
福本毅彦，井原俊明

ヨトウガの誘引剤 杉江 元，野口 浩 4. 3. 10 特許第 2779093号 共同出願
清水喜一， ?可名利幸
福田 寛，山本 日百
福本毅彦，井原俊明

3次元自由曲面設計装置 竹j事邦夫 4. 10. 22 特許第 2674678号

チャバネアオカメムシの誘L引剤 杉江 元，野口 浩 7. 4. 25 特許第 2720378号 共同出願
川崎建次郎，高木一夫
守屋成一，藤家 梓
福田 寛，大平善男
津田 勝 男 ， 山 中 正 博
堤 隆文，鈴木宏始
福本毅彦

ナガチャコガネの誘引剤 杉江 元，野口 r告 7. 4. 25 特許第 2654514号 共同出願
川崎建次郎，本間健平
大秦可誠，柿崎昌志
鈴木宏始，福本毅彦

新規土壌凝集剤 高 橋 義 明 ， 楼 井 泰 弘 7. 9. 6 特許第 2741746号
牧野知之

薬剤の放出制御・抑制方法及びその資材 小 原 祐 三 ， 石 井 康 雄 8. 3. 29 特許第 2987422号

スルホキシド化合物及びそれを用いた植物生長阻 藤井義El青，原田二郎 8. 7. 12 特願平 8-183316号
害剤 平舘俊太郎，佐野禎哉

大東 肇，平井伸博

カラム内濃縮が可能な毛細管電気泳動を誘導結合 山崎慎一，梅 二文 8. 11. 29 特許第 2838200号
プラズマに接続するためのインターフェイス及び
接続方法

土壌中の有機汚染物質を分解する分解菌の集積方 高木和広，吉岡祐一 9. 2. 14 特許第 3030370号 共同出願
法及びそれを用いた分解菌の単離方法

新規植物成分及びそれを含有する植物成長阻害剤 平舘俊太郎，箭田 浩士 9. 2. 27 特願平 9-84271号
杉江 元，藤井義晴

タイワンレンギョウの新規植物成分及びそれを含 平舘俊太郎，中嶋直子 10. 2. 26 特許第 2884511号
有する植物成長阻害剤 箭田浩士，藤井義晴

土壌中の有機塩素系化合物を好気的に分解する分 高木和広，吉岡祐一 10. 5. 18 特許第 2904432号 共同出願
解菌，その分解菌の集積又は単離方法及びその分
解菌を保持する分解菌保持担体

土壌の病害抑止性の評価方法 横 山 和 成 ， 松 本 直 幸 10. 11. 25 特願平 10-334040号

病原性が低い紫紋羽病菌菌株分離株v-70および 松本 直 幸 ， 岡 部 郁 子 11. 9. 14 特願平 11-260062号 共同出願
それを含む紫紋羽病防除剤 植竹ゆかり
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2 )外国

'-}子む、F 明 の 名 称 発明者 出願年月日 特許・出願番号 備考

リゾキシン(抗腫蕩剤及びそれを用いた抗腫蕩治 カ ナ ダ 佐藤善司 59. 10. 16 特許第 1237667号
療方法) 松田 泉

野田孝人
奥田重信

リゾキシン カ ナ ダ 岩崎成夫 63. 3. 24 特許第 1311434号 分割出願
古川 1字
小林久芳

形質転換されたイネ縞葉枯ウイルス抵抗性イネお ぷ口品、 J、主~主3 鳥山重光 4. 11. 23 特許第 82425号
よびその製造法 早川孝彦

朱 亜峰
形質転換されたイネ縞葉枯ウイルス抵抗性イネお 韓 国 4. 12. 1 特許第 255474号
よびその製造法

形質転換されたイネ縞葉枯ウイルス抵抗性イネお 中 国 4. 12. 2 特許第
よびその製造法 92115177.2号

3次元自由曲面設計装置 カ ナ ダ 竹津邦夫 5. 3. 23 特願第 2092217号

3次元自由曲面設計装置 アメリカ 5. 3. 24 特願第 08/036446号

3次元自由曲面設計装置 ベルギー 5. 3. 25 特許第 594276号

3次元自由曲面設計装置 ス イ ス 5. 3. 25 特許第 594276号

3次元自由曲面設計装置 ド イ ':J 5. 3. 25 特許第
69326868.9-08号

3次元自由曲面設計装置 フランス 5. 3. 25 特許第 594276号

3次元自由曲面設計装置 イギリス 5. 3. 25 特許第 594276号

3次元自由曲面設計装置 イタリア 5. 3. 25 特許第 594276号

3次元自由曲面設計装置 リヒテンシュタイン 5. 3. 25 特許第 594276号

3次元自由曲面設計装置 オランダ 5. 3. 25 特許第 594276号

3次元自由曲面設計装置 スウェーデン 5. 3. 25 特許第 594276号

単離した分解菌の集積方法及びその集積方法によ P C T 高木和広 11. 6. 22 特願第 共同出願
り得られた分解菌保持担体，その分解菌保持担体 吉岡祐一 PCT /JP99/03324号
を利用する汚染土壌回復又は地下水汚染防止の方
法

土壌中の有機汚染物質を分解する分解菌の集積方 アメリカ 11. 8. 23 特願第 共同出願
法及びそれを用いた分解菌の単離方法 09/378，762号

土壌中の有機汚染物質を好気的に分解する分解 オーストラ 11. 12. 24 特願第 36301/99号 共同出願
菌，その分解菌の集積又は単離方法及びその分解 ア
菌を保持する分解菌保持担体

土壌中の有機汚染物質を好気的に分解する分解 韓 eg 12. 1. 10 特願第 共同出願
菌，その分解菌の集積又は単離方法及びその分解 2000-7000229号
菌を保持する分解菌保持担体

土壌中の有機汚染物質を好気的に分解する分解 E P C 12. 1. 14 特願第 99918364号 共同出願
菌，その分解菌の集積又は単離方法及びその分解
菌を保持する分解菌保持担体

土壌中の有機汚染物質を好気的に分解する分解 アメリ カ 12. 1. 18 特願第 09/462，877号 共同出願

菌，その分解菌の集積又は単離方法及びその分解
菌を保持する分解菌保持担体

土壌中の有機汚染物質を好気的に分解する分解 カ ナ ダ 12. 1. 18 特願第 2，296，658号 共同出願

菌，その分解菌の集積又は単離方法及びその分解
菌を保持する分解菌保持担体

」
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4 .図 書

平成11年度受入れ図書・資料数およびサービス件数は次のとおりである O

1 )受入れ図書・資料冊数

区 分

単行書 手口

(冊) 洋

資 料 手口

(冊) 洋

雑 誌 手口

(種) 洋

2 )サービス

レファレンス

省 内 218件

省 外 11件

計 229件

他場所コンテンツ・シートを提供

農林水産省他場所からの来館者

筑波研究学園都市内他機関からの来館者

一般(大学，民間など)来館者

購

324 

279 

O 

O 

85 

199 

当所職員が筑波研究学園都市内の他機関を利用

入 寄 R普 計

14 338 

44 323 

420 420 

15 15 

955 1，040 

211 410 

外部への複写依頼 外部からの複写依頼

812件 2，656件

569件 32件

1，381件 2，688件

88誌(のべ 1，916件)

155人(コピー 3，244枚)

37人(コピー 833枚)

340人(コピー 5，236枚)

18人
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5.視察・見学者数

一般公開 1 ，612人 国内 93件 2，500人 国外 33件 203人

農業関係者 一 般 ず戸Zム， 生 公 務 貝 外 国 人 計

月 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人

一般公開 117 931 331 233 1，612 

4月 1 6 3 19 4 25 

5月 1 50 4 65 2 18 7 133 

6月 2 38 2 103 6 45 10 186 

7月 1 14 2 47 3 64 4 37 10 162 

8月 3 152 2 60 30 68 1 4 3 3 39 287 

9月 6 1，066 5 227 1 18 5 23 17 1，334 

10月 2 69 2 111 2 23 1 3 2 19 9 225 

11月 1 20 1 15 2 18 2 21 6 74 

12月 1 10 3 107 4 117 

1月 1 13 1 3 1 6 3 18 6 40 

2月 1 20 1 25 3 20 3 6 8 71 

3月 1 32 3 5 2 12 6 49 

計 14 1，451 19 1，518 46 818 14 325 33 203 126 4，315 
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6 .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 O

委員所属 人員 審議内容 備考委員会名

規定集編集委員会 企画調整部及び I 15 I所の規定集を編集，利活用に関する事項
総務部

さわやか行政サービス推進委|総務部長ほか
員会 | 

職務発明審査会 |各部長等

職務作成プログラム審査会 |各部長等

兼業許可審査会 |各部長等

厚生委員会 i各部関係者

健康安全協議会 |各部関係者

筑波機械整備委員会 !各部関係者

共用機器委員会 |各部関係者

特定調達審査委員会 各部関係者

施設整備・運営委員会 各部関係者

海外派遣・留学候補者外国人 i各部長等
招へい候補者選考委員会

図書委員会 各部関係者

広報委員会 各部関係者

刊行物企画委員会 各部関係者

所報告・資料掲載論文審査会 i各部長等

圃場委員会 |各部関係者

研究技術情報高度化委員会 |各部関係者

受託研究等審査会 |各部長等

毒物・劇物安全管理対策委員|各関係者

6 行政サービスの改善及び合理化に関する事項

9 職務発明の認定及び特許権の承継等の審査

10 I職務作成プログラムの認定等の審査

5 兼業許可の申請を審査

14 職員の福利厚生に関する事項

9 職員の健康安全管理及び機械，設備等の安全管理
に関する事項

目 l筑波機械設備に係る研究用機械の計画的導入に関
する事項

専門部会を置く

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

若干名|物品等の調達に関する所要事項の審査等に関する
事項

14 施設の整備 用地，庁舎及び別棟等研究施設の運|専門部会を置く
営，エネルギ一対策に関する事項

6 当所職員の海外への派遣・留学及び外国人研究者
の招へいの候補者選考に関する事項

8 図書館の管理運営，図書資料の購入，収集，保管， I専門部会を置く
整理，閲覧，貸出し，複写，レファレンスサービ
スに関する事項

10 広報基本計画，一般公開、広報関係制作物に関す|専門部会を置く
る事項

8 定期刊行物、新規刊行物，その他の必要刊行物の|専門部会を置く
全両，審議に関する事項

9 報告・資料に掲載しようとする論文の内容及び掲
載可否の審査

15 圃場及びこれに付随する施設並びに防風林等の使
用，管理，保全に関する事項

10 研究技術情報の高度化推進方策，試験研究の推進， I専門部会を置く
研修，指導，交流促進等に関する事項

8 国内から受託を受けて行う試験研究及び調査に関
する事項

7 毒物 劇物の適切な管理の維持の維持の関する事|専門部会を置く
項
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至東京

常磐自動車道
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