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巻■‐1頭■言

農業環境インベントリーセンターの 10年 を振り返って

-9号の発刊に当たって一

A Decade ofNatural Resources lnventory Center

ln Publishing`Inventory No.9'

封馬誠也 *

Seiya Tsushilna

農業環境インベン トリーセンター (以 下、インベン トリーセンター)は 2001年 第一期中期計

画の開始 と同時に設立されました。 したがって、本誌 (9号 、20H年 3月 発刊)が読者のお手

元に届 く時には、第一期中期計画 (2001年度 -2005年度 )、 第二期中期計画 (2006年度 -2010

年度)の 10年間が終了していることになります。本誌は、前年度の成果をまとめて紹介するこ

とになつていますので、通常は 2010年度の成果は次号 (10号 )に掲載するのですが、上記の

理由から節 目の年でもあり、本誌では、10年間の活動の歴史や、2009年度の報告だけでなく、

2010年度の活動の一部も含めて紹介することにしました。

この 10年 を振 り返つてみると、インベン トリーセンター設立当初はいくつかの課題について

何度も議論 したことを思い出します。 1)そ もそもインベン トリーとはどのようなもので、イ

ンベン トリーセンターは何をすべきか、 2)農業環境資源情報を集めてデータベース化するこ

とは重要だとしても、データベースの構築などは研究 と言えるのか、 3)ではインベン トリー

研究 とはどのようなものか、4)データベースは論文にならないことが多いが、その場合、成

果をいち早く報告する場はあるのか、などの重要な課題ばかりでした。本誌の発刊は、 2)や

4)の対応策の一つとして生まれたと記憶 しています。このため、本誌ではインベン トリーセ

ンター及び所内で毎年新 しく作 られたデータベースやシステムあるいは新 しい標本情報など論

文になじまないが重要な成果を中心に紹介 してきました。 しかし、多くの課題については、10

年を経た現在においても必ず しも解決 したとは言えません。それ どころか、データベースやシ

ステムが増えるに従い、新たな課題が続々と出て来るなどインベン トリー研究の難 しさを感 じ

ています。以下にそれ らのいくつかを紹介 します。

まず、データベースが増えてくると、「限られた予算や人員」で対応する以上、どれを重点的

に維持 0管理するか優先順位を付けていく必要がありますが、意外に簡単ではありません。仮

にニーズが高く、公開の意義が大きいと思えても、検討をしてみると予算的に無理だとなるこ

とが多々あります。その一方で、ニーズが高くなくても公開の意義がある貴重な情報もあると

考えます。これ らを一つ一つ判断するのも時間を使 うことにもなります。このように考えると、

重点化の優先順位を付けるための客観的なデータベース評価システムが必要かもしれません。

また、情報の共有等の面で所外 との連携が欠かせない分野がありますが、そのためのシステ

*農
業環境イ ンベ ン トリーセ ンター長
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ム構築も簡単ではありません。その理由としては、IT技術の激 しい進展があります。最近よく

耳にする、クラウドコンピューティングや携帯端末の利用など、新 しい技術が続々と出ていま

すので、これ らをうまく利用して、コス ト削減、効率的な情報収集、利用 しやすいシステムの

構築を進めることも重要になります。これに関しては、現在インベン トリーセンターにおいて

クラウドコンピューテイングによるデータベースの統合も進めています。

新たに見えてきたことは、データベース公開後の情報の追加、閲覧や検索システムの改訂な

どといつた維持 0管理を行 うための体制作 りが極めて重要だとい うことです。データベースが

有効活用されるかどうかは、実は、データベース公開後の維持・管理に強く依存 していること

がわかってきました。データベースが氾濫 している今 日、「他の機関にない貴重な情報がある」、

「膨大な情報がある」 とい う理由だけでユーザーがデータベースを利用するとは限 りません。

携帯で情報を利用 したいユーザーもいるかもしれません。一方、一つのデータベースの情報よ

り複数のデータベースの情報を同時に提供する方がユーザーには有益かもしれません。逆に、

「あれもこれもできる」より「必要最小限の情報をみせるJシステムの方がユーザーには利用

しやすいかもしれません。すべては、ユーザーを想定して考えると同時に、できれば実際のユ

ーザーの意見を取 り入れながら維持 0管理することが重要になつてきます。

以上のようなことから、インベン トリーセンター設立後 10年 を経て、今後は、第 2段階とし

て、これまで構築 したデータベースも含め、「公開後も、ユーザーのニーズに合った情報を常に

発信 し続けるデータベースの維持・管理Jに も力を入れる必要があると感 じています。

データベースを「氷山」にたとえると、Webで公開している部分は「海面上に出ている部分」

に過ぎず、実はその何倍もの情報が「海面下Jに あります。上で述べたことは、「海面上に出て

いる部分」に関することですが、その一方で、「海面下」の情報を維持・拡充 してはじめて質の

高い「海面上に出ている部分 (情報)Jを提供することができます。これ らをふまえ、インベン

トリー研究 とは、「海面下」の情報の拡充と、そこから有益な情報を「海面上Jに 出すことを共

に行 うことではないかと考えているところです。最近、キュレーターとい うことばを聞きます。

キュレーターとは通常博物館などの学芸員の意味で使われていますが、Wcb関係では「膨大な

情報からある有用な情報を拾い上げる人」とい う意味で使われているようです。「氷山」の例で

い うと、「海面下、海面上に出ている部分の維持・管理」と「ユーザーに合わせて海面下の膨大

な情報から有益な情報だけを海面上に出す」ことは、まさにキュレーター的な業務 とい うこと

になるかと思います。この 10年の経験から、今後は、このような様々な業務に対応するために、

研究員、多くのスタッフー丸 となつた情報発信基地 としての体制を整備 していきたいと考えて

います。

本誌の情報が一人でも多くの読者の研究、技術開発などの参考になれば幸いです。
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一風轟
干 文

農業環境インベントリーセンターの歩み

一土壌・昆虫・微生物に関する標本・資源情報を中心に一

The History ofNatural Resollrces lnventory Center

封馬誠也

Seiya Tsushilna

l.は じめに

農業環境問題を対象 とする研究においては、農業環境を構成する土壌、水、大気、昆虫、微

生物、動物、植物に加え、これら環境構成要素と農業活動などによつて投入 される肥料や農薬

との相互の関係を把握することが重要である。 このためには、これ ら要素の調査・観測 0分析

などによるデータの蓄積 と、同時にそれ らを収集 0分析するための手法の開発が必要である。

古くから保存 されている標本や、分類・特性・機能・動態などの知見、予測手法など多くの情

報が求められている。

農業環境インベン トリーセンターは、2001年 にこれら農業環境の構成要素に関する情報を収

集 し、研究活動や行政・農業生態管理に役立ててもらうための利用法を開発することを目的と

して設立された。インベン トリー とは、一般には財産や在庫品の目録を意味するが、自然資源

の目録、日録の作成、さらには目録に記 された物品の意味でもある。最近では 「温暖化ガスイ

ンベン トリー」のように、自然科学系でもよく使われるようになつている。

このため、当センターでは、(1)標 本の作製 と保存・管理、(2)分類、同定および診断、(3)農

業環境の要素間の相互作用を含む特性の解明、(4)各 種のデータベースの開発 と公開、を行って

いる。その結果、10年間で、多数の標本や調査データの蓄積 と、それら情報の公開を行 うこと

ができた。ここでは、分類・標本 とその情報を中心として、この 10年間の主要な研究成果を紹

介する。なお、当センターでは、土壌炭素蓄積、農薬の動態に関する研究も進められてお り、

これらの成果の一部については、本誌 「インベン トリー」の中で、平成 23年度 2月 24日 に開

催 した農業環境インベン トリー研究会 (農業環境技術研究所主催)で報告 した内容を基に、自

戸、稲生両氏が報告しているのでそちらをご覧いただきたい。

2.分類

(1)土壌

1)包括的土壌分類第 1次試案の作成

包括的土壌分類第 1次試案が策定された。わが国では、土地利用に左右 されず土壌の種類を

判定することができる土壌分類法の整備が遅れ、林野と農耕地の境界域では、2種類以上の分

類を使用する必要があつた。こうした背景から、日本ペ ドロジー学会では、2003年 に「日本の

統一的土壌分類体系 ―第二次案 (2002)」 を発行 した (図 1)が 、この分類案も完全なもの

*農
業環境イ ンベ ン トリーセ ンター

Natural Resources lnventory Center
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ではなく、 「大縮尺土壌図に活用するためには下位カテゴリーを設定する必要がある」 (日 本

学術会議答申 2004)と された。そこで、農業環境技術研究所では、第 2期 中期計画 (2006～

2010)において、(1)国 土全域をカバー し、(2)実用的な土壌図に対応可能な下位カテゴリー区分

を設定する、ことを主眼に「包括的土壌分類第 1次試案」の作成を開始 した。この作成には、

土壌の地域的な分布、多様な土地利用等をカバーする必要性があるため、ア ドバイザーとして

大学 。関係独法から専門家に意見を求めた。こうして、20H年 3月 に農業環境技術研究所報告

として、 「包括的土壌分類第 1次試案Jを公表 した。

「包括的土壌分類第 1次試案」は、上位分類群から順に土壌大群、土壌群、土壌亜群、土壌

統群から構成され、土壌大群は、対象 となる土壌の主たる生成作用 と発達程度の差異などによ

つて、 「造成土大群」、 「有機質土大群」、 「ポ ドゾル大群」、 「黒ボク土大群」、 「暗赤色

土大群」、 「低地土大群」、 「赤黄色土大群」、 「停滞水成土大群」、 「褐色森林土大群J、

「未熟土大群」の 10大群に分けられた。これは、日本の土壌を大きくグループ分けして俯厳す

る際に効果的である (表 1)。 また、土壌大群を、地下水位などの水分条件、土壌母材などに

よつて更に土壌群 として分類 した。次に、各土壌群間で中間的な性質をもつ土壌からその土壌

群の典型的な性質をもつ土壌までを土壌亜群 として分類 し、その後さらに、各土壌亜群を粘土

含量の違いや礫層の有無などによつて最下位分類群である土壌統群に分類 した。土壌の種類 と

名前は、現地調査 といくつかの分析データを組み合わせた検索表を用いて検索 。同定すること

ができる。

農耕地 林 野 日本ペドロ

ジー学会

国際

国土調査

包括的土壌分類 第1

次試案 (2011を 予定)

図 1. 近年の日本土壌分類の現状
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表 1 土壌大群と土壌群、亜群

包括的土壌分類 第1■ 試案

土壌■群 群 亜群 統群

A.【 造成土大群 ]

B.【有機質土土群 ]

C.【 ポ ドゴル■群 】

D.[黒ボ タ土i群 ]

E,I暗赤色土大群 ]

F.[低地上■群】

書.[赤黄色土 ]

H.[停滞■成上丈群】

I.[掲 色森柿土大群】

J.[十熟±■群 ]

５
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＝
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15

15
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21

吉計

農耕地土壌分類,第■北改訂版 il~4

(2)昆虫

国内外から持ち込まれた昆虫の同定依頼に多数対応するととともに、昆虫の簡易な識別法な

どを開発 して広 く公開してきた。そ うした取 り組みの中で、新たな害虫を発見して、単に同定

だけでなく、現場での防除対策にも役立つ成果を上げてきた。こうした新発見の背景には、農

業環境技術研究所に保存されている多くの標本情報が役立っていることを特に明記 したい。

また、成果の一部は、同定依頼 された都道府県でいち早く対策 として役立てられている。 と

くに、北海道で発生した新害虫ヘ リキスジノメイガ (下記参照)については飛来源の検討が必

要とのことで、同定した研究者が政府の要請でロシアにわたり現地の調査を行 うなど、迅速な

対応を行っている。

下記には、害虫の同定や識別法の開発についての成果を項 目毎に紹介する。

1)分類、同定の成果

平成 14年度には、3種のヤガ科新害虫の九州以北における発生を確認 した。ゴルフ場シバ草

地におけるクシナシスジキリヨトウの初発生と、わが国では害虫とは考えられていなかつたイ

ラクサギンウワバの多種作物での発生を確認 した。また、シイタケ菌床栽培におけるムラサキ

アツバの害虫化を確認 し、これ ら害虫の発生状況を明らかにした。いずれも、九州以北でも最

初の確認 となつた。

このシイタケ菌床栽培の研究を続ける中で、平成 18年度には新たな害虫化を明らかにした。

菌床シイタケの菌糸を食害するチ ヨウロヤガ科幼虫の飼育羽化成虫の形態を詳 しく検討 したと

ころ、これ ら成虫がこれまで害虫としては記録のなかつたナ ミグルマアツバであることが明ら

かになつた。同時に、この害虫に関しては、専門家以外でも識別な可能にするため、近縁なヒ

メナ ミグルマアツバ との雌成虫で識別する方法も開発 した。

これ ら国内の害虫についての成果だけでなく、侵入害虫についても大きな成果が得 られた。

一Ｕ 381

1□
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まず、侵入害虫クロテンオオメンコガ (新称)の国内における広範囲での発生の確認がある。

クロテンオオメンコガ (新称)はチ ョウロヒロズコガ科に属 し、海外では観賞用植物、バナナ、

サツマイモ、 トウモロコシなどの害虫として知られているが、これまで、わが国では小笠原で

の採集記録のみであつた。研究の結果、これ ら害虫が本州から沖縄に至る広い範囲で発生して

いることを新たに確認 した (吉松 ら、平成 16年度研究成果情報)。

また、北海道内の広域で発生 した新害虫がヘ リキスジノメイガであることをいち早く同定 し

た。平成 20年夏に北海道内の広域においてダイズやニンジンなど多種類の作物を加害する見慣

れないチョウロ幼虫が多発生 した。そこで、羽化 させた成虫を詳細に調べたところ、これまで

わが国では害虫としての記録がないヘ リキスジノメイガであることを明らかにした (吉松 ら、

平成 20年度研究成果情報)。 この成果は、北海道の防除対策にいち早く活用された。また、政

府の要請により、同定した研究員が飛来源 と考えられるロシアに行つて情報収集をするなど、
ヘ リキスジノメイガの国内での被害拡大を防ぐ対策に大きな貢献をしている。さらに、平成 22

年には、南西諸島で多発生した新害虫をアフリカシロナヨトウと同定 した。平成 20年夏以降に、

沖縄県多良間島 。西表島、鹿児島県喜界島・奄美大島でイネ科牧草やサ トウキビを加害する見

慣れないヨトウ類幼虫が多発生した。依頼を受けて、羽化 した成虫を詳細に調べた結果、これ

までわが国では害虫としての記録がないアフリカシロナヨトウと同定した (図 2。 吉松 ら、平

成 22年研究成果情報)。 この成果も現地で対策に役立てられている。なお、こうした研究に、

当センターが長年にわたり保存、管理 している昆虫標本が大きな役割を果たしていることを強

調 したい。

図2 アフリカシロナヨトウ成虫

左 :多良間島産の羽化成虫、 右 :農業環境技術研究所所蔵の杉繁郎コレクションの標本

(沖縄本島で1955年 6月 12日 に採集された個体)

2)識別法の開発

これまでの多 くの知見を基に、ヤガ科害虫 4グループ類似種の幼生期の識別法を開発す るこ

とができた。チ ョウロヤガ科主要害虫の内、特に幼生期の類似 した 4グループ (タ バ コガ類 4

種、キ ョ トウ類 2種、ネキ リムシ類 3種、ヨ トウ類 2種)合計 11種 について、終齢幼虫および

蛹を記載 し、検索表を作成 して、幼生期の識別法を確立 した (吉松、平成 13年度研究成果情報 )。

(3)微生物

微生物に関 しては、従来か ら農業環境技術研究所が国内の中心 となって進めてきた植物病原

菌の標本の収集・保存や病原菌の分類 。同定依頼への対応 を行 うとともに、第 1期、 2期の中
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期計画の目玉の一つである農業環境中に生息する 「微生物インベン トリーの構築」の中で収集

された微生物の分類・同定が行われた。こうした取 り組みの結果は、作物生息微生物に生息す

る微生物の特徴を明らかにするとともに、そ うした研究成果を基に、作物生育促進菌や農業廃

棄物 (イ ナフラや生分解性プラスチックなど)や汚染物質 (ア レルゲンとなるかびやかび毒な

ど)の浄化に役立つ機能を有する微生物情報の収集にも役立っている。また、こうして集めら

れた情報はインベン トリー 「
“
た″θfbκθ」 (データベースの項参照)で公開してきた。

以下の項 目毎に紹介する。

1)分類・同定 :植物病原菌の同定

国内のサ トウキビ生産地では、サ トウキビ白す じ病が発生しているが、健全な種苗を生産す

るためには、類似症状を示すサ トウキビとの簡易な識別法の開発が必要 となり、その開発の依

頼があった。解決作の一つとして遺伝子診断が考えられたので、細菌が生存するために必須の

3種類の遺伝子の塩基配列を比較 して、世界のサ トウキビ白す じ病菌を分類 したところ、本病

原細菌は、5つ のタイプ (A～E)が存在 し、国内 (沖縄県)に はその うち Bタ イプのみが存在

することが明らかになつた (封馬 ら、平成 19年度研究成果情報)。 この結果は、国内の菌の識

別には B型のみをターゲットにした遺伝子診断を行 うことによつて、同定・診断が可能である

ことを明らかにした。

2)分類・同定 :植物棲息微生物の分類・同定

植物棲息微生物 として、健全イネでの常在が明らかになつた Psθνあ
“
οηαs力ν′′た4s,sの 再分離

がある。Psθνあ
“
θ4αs力ν′′ブθ4s′sは元々、水から分離 された細菌で環境中での生存の報告はなか

ったが、健全イネ (品種コシヒカ リ)か ら高頻度に分離 され、はじめて植物体に棲息している

ことを明らかにした。また、本菌は遺伝子の相同性 と細菌学的性質の詳細な検討から、1986年

に新設 された〃θrわαψ′″ガ′ν〃属の細菌 と位置づけられることを報告 した (篠原 ら、平成 13年度

研究成果情報)。 その他、栽培イネ、コムギなど8種の植物に棲息する多数の細菌の定性・定

量的解析を行い (微生物の収集の項 目参照)、 その解析の結果、有用機能を有する細菌を分離

し、属レベルの推定を行った。

さらに、これ ら分類・同定の情報に加えて、植物上の微生物数も明らかになつた。この結果、

たとえば、温室栽培 トマ トと露地栽培 トマ トの葉面生息細菌相が顕著に異なるだけでなく、露

地栽培 トマ トの菌量は温室栽培 トマ トの約 100倍で、優 占細菌群も異なることも明らかにした。

様々な栽培環境下での作物の細菌数についての研究は、微生物を利用 した病害の抑制 (生物防

除)や植物生育増進技術の開発などに、どのくらい細菌が定着できるのかなどを考える上で重

要な情報を提供すると考えている。

なお、ここで調べられている細菌数 とは、あくまでも寒天培地で増殖する細菌 (培養可能細

菌)を対象 としているが、現在は、さらにイネ、ムギの 「培養できない細菌」数も加えて全細

菌数の調査行つている。この結果、イネの籾、葉鞘では、全細菌数に占める培養可能細菌数は

おおむね 10%以上と土壌細菌 (1%程度)に比べると意外に多いことが明らかになりつつある。

また、生育期間中の全細菌数がイネでは大きな変動がないのに対して、ムギでは春先 と出穂後

で 1000培以上に変動することも明らかになりつつある。

3)微生物の活用法

農業廃棄物の浄化に関連 して、バイオエタノール生産に用いるバイオマス原料および発酵条

件の簡便な評価方法の開発があげられる。平成 21年度には、様々なバイオマスについて、バイ
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オエタノール生産原料 としての評価、原料の糖化・エタノール発酵に最適な酵素の種類 と発酵

微生物の選定、および実証規模の発酵条件の検討を簡便かつ効率的に行 うことができる方法を

開発 した。

また、ムギ類赤かび病菌が生産する赤かび毒デオキシニバ レノール(DON)を 分解する細菌

Arοθα湖′οブルs spo WSN05… 02株をムギ栽培圃場から分離 した (封馬 ら、平成 22年度研究成果情

報)。 DONは世界中でムギ類や トウモロコシなどの生産地域で問題になつている人畜に毒性を

示す物質であり、国内においてもムギ圃場、サイレージ、食品中の DONの低減技術の開発が求

められている。微生物インベン トリーの成果や微生物情報を基に、DONを分解する細菌の分離

を目指した結果、DONを分解するグラム陽性細菌Ⅳοεα〃′οブルs spo WSN05…02株をムギ栽培土

壌から分離することに成功した。グラム陽性細菌のDON分解菌の報告は世界初である。DONを
処理したムギ穀粒に本分解細菌を処理 したところ、7日 間でDONが 90%減少することを確認 した。

その他、栽培イネ「コシヒカ リ」の葉鞘から世界で初めて窒素固定細菌を発見するとともに、

トマ トに生息する細菌の中からトマ トが生産する毒素 α‐トマチンの分解菌を報告 した。

このように、植物生虐、細菌インベン トリーから、続々と有用機能をもつ細菌が分離 されてい

る。これら微生物に関しては、一部は特許出願するとともに、それぞれの用途に応 じて、利用

に向けた技術開発を進めている。

3.収集・保存

土壌分類案の提案や、新害虫の同定、新機の微生物を発見することは、直接成果 として役立

つものであるが、それ らを効率よく、どこの機関よりも早く成果にするためには、土壌、昆虫、

微生物の標本やその情報のデータベース化など、一見地味で単調で、必ず しもすぐには研究成

果にはならない作業の積み重ねが極めて重要である。農業環境インベン トリーでは、これ らの

収集、保存にも積極的に取 り組んできた。

(1)土壌の収集・保存

1)土壌標本

我が国の農耕地土壌 (図 3)の土壌情報の核 となる、土壌モノリスの作成、全国土壌試料、

深層土壌の調査 (採取装置)に勢力的に取 り組み、10年間で土壌モノリス 60点 を作成 した。

また、平成 20年度から始まった農林水産省土壌炭素調査事業では、毎年全国から送付 された土

壌試料 (年間約 6、 000点 )を保管 し、必要に応 じての県の分析結果の検証等を行つている。さ

らに深層土壌の調査資料 12点 (地表から最大 5mま での層別の調査データ)の収集も行った。

これ ら試料の一部は、公開データベース (全国土壌情報閲覧システムなど ;後述)や包括的土

壌分類第 1次試案 (前述)の作成において、役立てている。分類案の作成では、実際に土壌モ

ノリスを用いて分類案の検証を行っている。また、インベン トリー展示館に毎年多くの見学者

を受け入れ、全国の土壌モノリスの断面試料、データ、写真などを用いて全国の土壌に関して

分かりやす く紹介 して、国民への普及に努めている。

2)試料分析のための機器開発

こうした土壌収集に取 り組む一方で、収集 した土壌の分析をより迅速、簡便、効率的に行 う

ため、環境試料の粉砕器の開発を行つた。土壌や植物体などの環境試料を分析に供試する前処

理における微粉砕を効率よく行 うことのできるもので、装置の構造は単純でかつ操作が容易な

ため、維持管理コス トも大幅に削減できる。商品化も行い、成果 として公表 した。
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烙 我が国の農耕地土壌
我が国の上壌調査は、明治15年 (18諺)から始められました。

第2次大戦後は新しい調査法に晟づいた十壊調査が全国的に実施され、きまざまな種類の主壌図が作

られ、農耕地の施麗改善、地力裸企および通地判定などに役立てられてきました。

儀 力保全雄本調査より〉

地形と土壌分布        機嬢朦麟無爛貯ベン:サーヤ‐

図 3 土壌モノリスを活用して全国の土壌を分かりやすく紹介

(2)昆虫の収集・保存

1)ジーンバンク事業

10年間で、14系統を登録 した。この登録系統の中には、抵抗性イネ品種を加害する トビイロ

ウンカのバイオタイプ 4系統や、薬剤感受性でかつ抵抗性品種を加害できない系統などが含ま

れる。これらは、新 しい抵抗性品種の育成や、抵抗性機構の解明に役立つ と考える。

また、研究成果 としては、ヒメカメノコテン トウの飼育を容易にするために、スジヨナマダ

ラメイガの凍結卵を代替餌 とする簡易飼育法を開発 した。

2)昆虫標本の収集

10年間で、寄贈 18万点も含めて、昆虫標本 20万点以上を新たに収集 している。こうした努

力により、昆虫標本館には、現在 (平成 22年 12月 現在)合計約 130万の標本を保管 している。

なお、これらの標本のうち、タイプ標本、一部のグループ昆虫についてはデータベース化 して、

Wcbで公開した (後述)。

(3)微生物の収集・保存

1)ジーンバンク事業

10年間で、細菌と糸状菌合わせて合計 5、 590菌株を登録 した。これらの中には、 トマ ト青

かび病などの新病害の病原菌 (MAFF306723株)が含まれる。 さらに、沖縄県のサ トウキビ白

す じ病菌の遺伝子型の決定 (前述)に役立っている。

al*ll*flo*l**x4rmilIe **Ifi-il
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2)微生物インベン トリー

この 10年間で主要作物の表面に生虐、する植物棲虐、微生物の収集、解析を行い、細菌の定性・

定量的解析 とデータベースの構築を行った。栽培イネ、コムギ、 トマ ト、イチゴ、チンゲンサ

イなど8種の植物に棲′日、する細菌約 25、 000株の定性・定量的解析を行い、それ らの情報をデ

ータベース化 した。収集 した細菌の一部は、微生物インベン トリー 「″た″θfbκθ」 (下記デー

タベースの項参照)で公開した。

また、土壌微生物に関してもデータベースが開発 された。平成 18年 に開始 した農林水産省の

委託プロジェク ト「土壌微生物相の解明による土壌生物性の解析技術の開発」 (cDNAプ ロジ

エク ト)において、当センターが中心となつて全国の農耕地の土壌 eDNA情報 と土壌理化学性

及び栽培歴、地理情報等など全約 60項 目が登録できる「農耕地 cDNAデータベース (cDDASs
:cDNA Database for Agricultural SOils)」 を開発 した (下記データベース参照)。

3)微生物の保存技術

凍結保存細菌の反復利用効率を高めるための分散媒の改良を行った。凍結保存 した細菌を融

解 して一部を取 り出し、残 りを再び凍結すると、生き残る菌数が減少 し、その程度は菌種によ

つて異なる。既知の分散媒に トレハロースを添加すると、凍結・融解の処理を多数回反復 した

後でも十分な生存菌数が得 られることを明らかにし、特許出願を行つた (西 山ら、平成 15年度

研究成果情報)。

4.データベース

農業環境インベン トリーセンターの中心課題の一つとして、土壌、昆虫、微生物など様々な

農業環境情報を統合 したデータベースの構築があり、センターではこの統合データベースの開

発を目指 した。その結果、平成 20年度に農業環境インベン トリーシステムを開発 し、公開した。

本システムでは、昆虫、微生物、土壌や植物標本情報の登録・編集、検索・閲覧および採集地

点を地図上に表示する機能をもつデータベースシステムである。本システムにより、分野の異

なる標本の時間的・空間的情報を地図上で同時に把握することができる。

(1)土壌、メッシュ関係

まず、特筆すべき成果 として、土壌情報閲覧システムの開発、公開をあげたい。各農家や地

域の田畑には、どのような土壌が分布 しているのかを Web上で調べることができるシステムを

公開した (図 4)。 このシステムでは誰でも土壌図と土壌の種類毎の写真やその性質などを見

ることができ、全国の農耕地土壌を調べることができる。H22年 4月 にはプレスリリースを行

い普及に努めた結果、平成 22年 10月 時点で 16万件のアクセスがあった。加えて、民間、普及

関係者から成果の利用依頼や講演依頼が多数あり、土壌情報の利活用に関し関心の高い人が極

めて多いことや、この成果へのニーズが極めて高いことが明らかになつた。
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図4 土壊情報閲覧システム

土壌情報閲覧システムは最新の農耕地土壌図 (左 )と農耕地土壌図閲覧ページ (右 )

また、平成 15年度には、土壌情報の一元的収集システムの開発を行つた。これまで、全国規

模の土壌調査結果は、ファイルを転送 していたが、Web GISの機能を使つて全国規模の土壌調

査結果 (現地情報、断面記載、理化学分析値、土壌図)を 地形図上に表示 し、調査現場におい

てオンラインで新たな調査結果を入力や修正できるシステムを初めて開発 した。これにより、

現行の行政調査事業における結果を効率的かつ一元的に収集できようになつた。

さらに、農業統計情報メッシュデータ閲覧システムも様々なニーズに対応できる成果 と考え

る。本システムでは、農業集落単位で集計された耕地面積や家畜飼養頭数 といつた農業統計デ

ータを農業環境研究で利用 しやすい lkmメ ッシュ単位のデータに変換 し、データフォーマット

が CSV形式のファイルを作成 した。本成果は、21年度には Wcb公開し、誰もが全国マップ上

の lkmメ ッシュの単位で農業統計データを閲覧できるようにした (図 5)。 この成果の一部は、

職務発明プログラム (平成 21年度)と して申請するとともに、プレスリリースも行つた。新聞

に掲載 された結果、民間、行政などから情報の利用申請が来ている。

図 5.農 業統計情報メッシュデータ閲覧システムによるデータの表示
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(2)昆虫関係

1)農業環境技術研究所が所蔵する昆虫標本のデータベース化

まず、平成 15年度には、農業環境技術研究所で所蔵 している昆虫タイプ標本 508種の一覧表

と279種の画像を含む標本情報を Wcb上 で公開した。外部から、タイプ標本の所蔵状況の確認

および標本の形態情報の入手が容易になる。平成 21年度には、さらに杉 繁郎コレクション(ガ

類)、 寺山 守コレクション (ハ チロ)、 田中和夫コレクション (オ サムシ科)な ど、最近寄

贈されたタイプ標本 379点 を Web公開した (図 6)。

タイプ標本以外では、土生コレクション標本情報閲覧システムの開発がある。故土生剰申博

士が収集 した標本コレクションの うち、アオゴミムシ族、マルクビゴミムシ亜科の標本情報が

閲覧できるシステムを開発 した。標本ラベルの閲覧だけでなく、採集地の地図投影、データダ

ウンロー ドも可能なため、様々な研究に利用できる。また、所蔵標本の情報に関しては、それ

らが登録、検索、閲覧ができる昆虫インベン トリーシステムを構築 した。

2)三橋ノー ト画像データベース

国内屈指の古い文献の情報 として利用価値の高い三橋ノー トの情報を何回かにわけてデータ

ベース化 して公開してきた。平成 22年度には全情報を公開することができた。三橋ノー トは、

明治時代から昭和 20年代後半までに国内で出版 された主要な昆虫関連図書や雑誌に現れた昆

虫名 とその文献の書誌情報を記録 したものである。以下、公開の順に紹介する。

平成 17年度には、 トンボロとチョウロ (約 20、 000頁)の画像データベースを作成 し、Wcb

上に公開した。21年度には、昆虫の中で最大のグループであり、農林学的にも重要なコウチュ

ウロに関係する 135冊、19、 992頁の画像をデータベース化 し公開した。さらに、平成 22年度

には、全 483冊のうち、作業が未だであつたハチロ等全 Hl冊の画像を公開し、さらに、全冊

子について頁裏面に記載 されている昆虫の分布等に関するメモの情報も公開した (図 7)。

3)各種昆虫の検索情報

まず、わが国の農林水産試験研究独立行政法人において飼育されている昆虫・ダニ類の譲渡、

飼育情報の交換等に役立たせるため、これらに関する情報を収集 し、飼育昆虫 。ダニ類データ

ベースを作成するとともに、平成 14年度成果 として Web上で公開した。また、日本産ヒョウ

タンカスミカメ族 17種の図説検索表をウェブサイ ト上に公開した (中谷、平成 18年度農環研

成果情報)。 鱗毛の形態など識別点となる形質を図示 したことで、高度の専門知識がなくとも

容易に種が同定できる。

図 6 タイプ標本室で保管 している杉氏のガ類タイプ標本
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図7 三橋ノート画像データベーストップページ (左 )と検索で表示された三橋ノート (右 )

(3)微生物関係

1)微生物インベン トリー 「″ノθ′θFbrθι」の公開

分散型データベースにより、微生物インベン トリーシステムを構築 し、農業環境研究所所蔵

の微生物標本、除草斉J2、 4-D分解菌および人畜植物共通の病原菌 Bノ滋θ′グθ″′α属細菌などのデ

ータベースを Web上で公開した (図 8)。 種名などによるキーワー ドで複数データベースから

情報が取得できる。なお、
“
た′θfb″θθは商標登録 して、微生物情報の利用促進を目指 している。

平成 17年度公開後毎年約 20000件 のアクセスがある。

この
“
た″οfbrθθの中で、農業環境技術研究所所蔵の標本情報や、各種の微生物データベース

の公開も行つている。以下に紹介する。

文献からの情報を基にした日本野生植物寄生 。共生菌類 目録を平成 14年度に報告 し、Web

で公開した。日本で報告された95科 1626種 の野生草本植物に寄生あるいは共生する312属 1302

種の菌類の学名、異名、文献等を初めて目録化 した。これを菌名および植物名から検索可能な

データベースとして、48菌種の画像および標本情報を含む糸状菌類図鑑 と共に Web上で公開

した。作物の寄生菌の目録はすでにあるが、野生植物の寄生菌、共生菌の目録では国内最大で

ある。また、糸状菌類図鑑は、教育やマスコミなどでも利用されてお り、一般国民への微生物

の啓蒙にも役立っている。

特質すべき成果 としては、平成 130年 にわたつて採集 され、農業環境技術研究所に保存され

ていた微生物さく葉標本の目録の作成 と公開がある。平成 17年度に、農業環境技術研究所に保

存されている 1876年以降に採集 された微生物 さく葉標本 7204点 の目録を作成 した。タイプ標

本、菌学者 SydOW氏 らの標本、一般 さく葉標本など菌種 365属 1477種、寄生植物 621属 1322

種の標本情報が収録 されている。

-13-



インベントリー 第 9号  (2011)

鮭 機マイ ン|ウ‐

―

Iν仰 け

"亀

口
=撃=

●●事

事 ζ話機麟濃

● 機 議ヽ麟

嚇 麟 徊 観胸薦
=

嚇 鳳『 亀億懸晟轟鮮蒸

難 贔 畿

E *;*- &****e:tt*t

餞 雛
=豪

菫鶯きく験機奉圏鰺と撃

●麟絆機

轟

轟

一

,                 韓蝉苺日感す鶴曖菫0
轟勒藤蜘鱒転 モ犠鐵臨錮蝉し撃 難ヽ .

(lii書首li菫l驚

'||1機

鵞機憾還鸞機搬露議譲薔薔樹機場壼1]書も」∬
●●●デ‐タベ‐スがう饉暉饉

“

順藤

‐■●伽 1ヽパ こ?●ス囃イン榜贅

●ア‐,本 力ヽ拿崚 鞭 撃

図 8.微生物インベン トリー「″′θ′θ乃/θθ」の トップ画面 (左 )と 農業環境技術研究所所蔵微生物

さく葉標本データベースの トップ画面 (右 )

2)農耕地 eDNAデータベース (cDDASs)

平成 18年から開始 された農林水産省委託プロジェク ト (前述)において、全国の農耕地土壌

の理化学性 。生物性情報を蓄積 し、誰でも簡単に利用できる「農耕地 eDNAデ ータベース」

(eDDASs)を 開発 し、平成 23年 3月 に公開した。eDDASsで は、これまで解析が困難 とされ

てきた土壌の生物性を、DNA情報 としてみることができる。平成 23年 3月 時点で、全国 18

箇所で集めた 3、 000以 上の土壌サンプルの情報 (栽培条件、土壌理化学性や eDNA情報など

必須入力項 目38件を含む最大で 68件の情報)を蓄積 している。生物性では、細菌、糸状菌、

線虫の情報が eDNA情報 として入力されてお り、土壌情報、生物情報をこれほど統一的に管理

しているデータベースは世界的にもない。今後も土壌情報を登録を進め、日本の農耕地土壌の

生物性を含む情報の発信基地にしたいと考える。

*農耕地 cDNAデータベース (httpプ /eddass niaes3 affrc.go νhp/indcx html)

(4)線虫

平成 19年度には、土壌線虫の簡易同定に役立つ画像付形質一覧表の公開を行った。関東北部

の畑の代表的な土壌線虫 (62属 )の分類 。同定に有用な形質項目を一覧表に取 りまとめたもの

である。この うち、29属の線虫については、特徴を捉えた鮮明な画像を見ることができる。

一方、平成 20年度には、国内における線虫学関連文献目録を公開した。1997年から2006年

にわが国で発表された線虫学に関係する文献データベースである。 日本人が海外の雑誌に発表

した文献なども採録 し、この期間のわが国の線虫学に関わる文献情報のほとんどを閲覧するこ

とができる。

5 今後の展望

農業環境インベン トリーの任務は、冒頭で紹介 したように、(1)標 本の作製 と保存・管理、(2)

分類、同定および診断、(3)農業環境の要素間の相互作用を含む特性の解明、(4)各 種のデータベ

ースの開発 と公開である。こうした研究は、農業環境に関する研究の基盤 となる研究であり、

長期的視点に立って着実に取 り組むことが重要だと考えている。 したがつて、今後は、これら

の情報を確実に増や し、規模を拡大 していくことが重要である。 しかし、これらの維持にはそ

れなりの予算、人員が投入されていることは間違いなく、常に、蓄積 した情報を広く国民に還
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元 して、役立ててもらうことが極めて重要であると考える。

このため、これまでの 10年間である程度のデータベースの構築 と公開をしてきたが、その情

報の公開については、今後も今まで以上に利用 しやす く、多くのユーザーに活用 してもらうシ

ステムの構築も重要と考えている。以上の点を踏まえ、土壌、昆虫、微生物ならびに情報発信

システムの将来展望を以下に記す。

(1)土壌

土壌分野では、包括的土壌分類第 1次試案を用いた包括的な土壌情報 (土壌調査データ、土

壌図など)の整備を進めるなど、土壌インベン トリーを充実させていきたい。土壌データベー

スに関しては、すでに土壌図データの提供を行っているが、土壌統群 レベルの理化学性データ

の提供など、内容の充実 を図るとともに、アジア諸国の上壌データベースとの連携を行い、

日本、アジアにおける土壌情報の発信センター として活動 していきたい。

(2)昆虫

昆虫分野では、今後は、既存の標本データベースを拡充するとともに新たな標本データベー

スを作成 し、昆虫インベン トリーシステムなどを介 して公開していく。形態学的な分類学的研

究に加えて、DNA分 析用標本を蓄積 し、解析することで、 日本における当分野のセンター

として活動 していきたい。

(3)微生物

すでに、微生物情報を提供するサイ ト (“た″θ乃″εθ:商標登録済)は構築 しているが、さら

に利用者を増やすための工夫をしたい。新 しい機能が明らかなつた植物棲息微生物などが確実

に増えてきているので、これ ら植物棲息微生物の機能に関するデータベースの充実を推進 し、

国内でもユニークな植物棲息微生物情報発信基地にしたい。

(4)新 しい情報の発信システム

インベン トリーの利用においては、個別インベン トリーを横断的に利用できるシステムを構

築 し、利便性を高めるとともに、それ らを活用 した研究をすすめたい。システムには所内、国

内に限定せず利用可能な情報資源を積極的に取 り込み、インベン トリー構築から利用までを一

貫させた研究を行 うことで、特定分野に限定 しないインベン トリー利用研究の中心にしたい。

また、同時に、これ らの研究を推進するため、データベース維持・管理に関連 してコレクショ

ンマネージャやキュレーター (巻頭言参照)な どに関連する業務を推進する体制も作って行き

たい。

問い合わせ先

農業環境インベントリーセンター 封馬誠也

電話 :029… 838… 8351 e… mail:seya@affrc.go.jp
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1研 1究
―トピックス

農耕地上壌に関する情報をWEB上で閲覧するシステムの公開

Publication of a Cultivated Soil lnventory Progranl on the NIAESは、bsite

高田裕介
*・

小原 洋
*・

大倉利明
*・

神 山和貝J*・ 岩崎亘典
**

Yusuke Takata,IIiroshi Obara,Toshiaki Ohkura,Kazunori Kohyama,Nobusuke lwasaki

要約

私たちの地域の田畑には、どのような土壌が分布 しているのかを WEB上で調べることがで

きるシステムを公開しました。このシステムでは誰でも土壌図と土壌の種類毎の写真やその性

質などを見ることができ、全国の農耕地土壌を調べることができます。

背景と目的

安全な食料の安定供給、地球温暖化の緩和、生物多様性の保全などの観点から土壌が有する

公益的機能に関心が集まつてきました。これまで当研究所が日本全国の土壌を研究 して蓄積 し

てきた土壌情報を体系化 して一般に公開することで、農作物の栽培や施肥管理、研究開発、教

育活動等への寄与が期待 されます。そこで、誰でも利用可能な土壌情報閲覧システムを公開し

ました。

成果の内容

1)土壌情報閲覧システム (httコ /www nlacs.a量怪Q運)に は、(i)土壌の分布が分かる情報 と

してデジタル農耕地土壌図、(五 )土壌の種類毎の説明と土壌の写真や模式図 (土壌解説資料 )、

および(血 )土壌を現地で調査する際に記入する断面記載表 と理化学性分析データ (土壌分類の

設定基準となる土壌断面データベース)を収録 しています (図 1)。

2)デジタル農耕地上壌図の縮尺は 1/5万であり、1992年および 2001年の農地分布に対応 し

た土壌図が収録 されています (図 2)。 土壌図から誰でもクリックーつで全国各地の田畑に分布

する土壌の種類 とその性質を調べることができるように、世界で初めて土壌図と土壌解説資料

とをリンクさせました。 このため、田畑の土壌の種類をもとにした栽培や施肥管理への寄与が

期待 されます。また、市町村単位での農業生産力評価、農耕地土壌の炭素貯留機能や水質浄化

機能の評価などといつた農業生産・地域環境の両側面での利活用が期待 されます。

3)基準土壌断面データベースには全国 7115地点の調査情報が収録 されています。簡単な操作

で見たい場所の土壌断面記載表を閲覧することができます (図 3)。 この基準土壌断面データベ

ースは、 (i)土壌の多面的機能の評価、(五 )大学等での土壌学の教育素材、(Ш )調査事業等で

土壌調査のための予備調査や調査地点選定等への利活用が期待 されます。

4)デジタル農耕地土壌図を使って研究や教育に活用を希望 される方は CDを配布 しますので

お問い合わせ下さい。

*農
業環境インベン トリーセンター,**生態系計測研究領域

Natural Resources lnventory Center,  Ecosystem lnformatics E)ivision

イ ンベ ン トリー,第 9号 ,p16-17(2011)
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図 1 土壌情報閲覧システムの内容

土壌情報閲覧システムは最新の農耕地上壌図

基準土壌断面に関するデータベース (右 )か
(左 )と 1953年 か ら 73年 までに全国で集めた

ら成 ります。

図 2 農耕地土壊図閲覧ページ

土壌図から土壌解説資料が見られるため、誰でも自分の日畑の土壌を調べることができます。

.  ヽ 水獨
,   ■ 難

クリック

図3 基準土壌断面閲覧ページ

①調べたい土壌の種類を選択すると土壊調査実施地区が表示されます。

②調査地区を選択すると、その地区で行われた調査地点がリスト化され、各地点の土壌断面記載表

を見ることができます。

問い合わせ先

農業環境インベントリーセンター 高田裕介

電話 :029… 838…8235,E¨mail:yshir漬 o@affrc go jp
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有機物施用が及ぼす農地土壌への炭素蓄積効果を全国推定
Estimation ofthe Carbon Sequesttation Potential by Organic Matter Application in Japanese Arable Soils

白戸康人
*・

大倉利明
*・

横沢正幸
**・

米村正一郎
**・

坂本利弘
***・

中井 信
*

Yasuhito Shiratoラ Toshiaki Ohkura,Sciichiro Yonemura,Toshihiro Sakallloto,PIIakoto Nakai

要約

土壌中の炭素動態を計算するローザムステッド0カ ーボン 0モデル (RothC)を 日本の全農地

に lkm解像度で適用することにより、堆肥の施用や二毛作による作物残澄すき込みが及ぼす土

壌への炭素蓄積効果を、全国レベルで推定 しました。

背景と目的

農地管理の工夫により土壌炭素量を増加 させると、大気中の C02を 吸収 した勘定になり地球

温暖化の緩和に役立つため、各国はその効果を全国規模で把握することが求められています。

そこで、土壌炭素の蓄積・分解を計算するRothCモデル (図 1)を lkmメ ッシュ単位で全国の

農地に適用 し、堆肥や作物残澄の土壌への投入量を増やす仮想的なシナ リオに基づき、土壌ヘ

の炭素蓄積効果を推定 しました。

成果の内容

農地が含まれる各 lkmメ ッシュを、メッシュ内で最大面積を占める土壌統 (土壌の分類単

位)で代表 し、0-30cmの 単位面積当た り上壌炭素量 (tC ha・ )の変化を、1990年 を初期値 とし

て 4つの仮想的シナ リオに基づき RothCで 25年間計算するシステムを開発 し、各メッシュの

農地面積をかけて土壌炭素量 (tC)を全国集計 しました (図 2)。

シナ リオは、A(有機物未投入シナ リオ :最低限の作物残澄である根 と刈株だけを投入)、 B

(堆肥投入シナ リオ :堆肥 としてすべての水田に 1.OtC ha~1年
~1、

水田以外の農地に 1.5tC ha~1

年
~1を

投入)、 C(水 田二毛作シナ リオ :現在の水田がすべて水稲単作 と仮定 した うえで、全て

の水田で裏作に麦を作付 し、麦の残澄 として 0.7 tC ha~1年・ を投入)、 D(Bと Cの 両方を実

施)の 4つを使いました (図 3)。

その結果、Aシナ リオと、B～Dシナ リオとの土壌炭素量の差を、B～Dの活動が及ぼす土壌

への炭素蓄積効果 とした時、全国規模の総量は 25年 間でそれぞれ 32、 H、 43MtCと なりまし

た (図 4)。 これを単位面積・1年 あたりの量でみると、B～Cシナ リオは 25年平均でそれぞれ

0.30、 0.10、 0.41tC ha・ 年・ で、IPCC第 4次報告書など既往の報告による農地管理が及ぼす土

壌への炭素蓄積効果 (014～ 0 24tC ha~1年
~1)と

類似の値 となりました。

このように、RothCモデル と土壌の空間的分布データを結びつけた本システムは、日本の農

地において有機物施用が及ぼす土壌への炭素蓄積効果を見積もるのに有効です。
*農

業環境イ ンベ ン トリーセ ンター,**大気環境研究領域,***生 態系計沢1研究領域

Natural Resources lnventory Center,Agro― Ⅳleteorology]Division,Ecosystem lnformatics E)ivision

イ ンベ ン トリー,第 9号 ,p18-19(2011)
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具体的データ

:気温、降水量、水面蒸発量
土壌 :粘土含量、作土深、初期の炭素含有率・仮比重
管理 :植物遺体・堆肥からの炭素投入量、植被の有無

研究 トピックス :有機物施用が及ぼす農地土壌への炭素蓄積効果を全国推定

L□ 出カデータ:毎月の土壌炭素量

10

0

1975

図 l RothCモデルの概要と検証例

少ない入力情報で、毎月の土壌炭素量を計算す

るモデルです。日本の農耕地でも性能が検証さ

れています。

根+刈株のC量 :全国平均収量、作物体の部位別乾物重比、乾物のC濃度40%から計算

収量 (thal) (根 +刈株)/収量 根+メJ株 (tc hal)

水稲 0230 046

麦 0473

大豆 0162
]二 世ヨ0 41tC ha l

―― 堆IIE+二 毛作

―― 堆肥

―― 水田二毛作

問い合わせ先

農業環境インベン トリーセンター 白戸康人

電話 :029… 838-8235,E¨ mail:yshirato@affrc go jp

モデル性能の検証例

点 :実測値
▲

↑
線 :モデル    熊谷:― N

ｒ
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）嘱
礁
裏
騨
引

メッシュ内で最大面積の土壌統
のデータでそのメッシュを代表

1990年 の土壌

炭素量 (o30
cm)を初期値。

平衡を仮定。

4つの仮想

的シナリオ

で25年間

計算

図2 1km解像度全国計算の方法

lkmメ ッシュごとに、水田用、黒ボク土用、非黒ボク

土畑用の 3つの RothCモ デルを使い分けて上記の計

算を行い、全国集計しました。
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図 3 推定に使つた 4つの仮想的

なシナ リオ

作物残澄 (根+刈株)の みすき込

む有機物未投入シナ リオ (A)と

の比較により、堆肥 (B)や水田

二毛作による作物残澄すき込み

(C)が土壌炭素をどの くらい増

加させるのかを評価 しました。

図 4 堆肥・水田二毛作が及

ぼす土壌への炭素蓄積効果

例えば、堆肥シナリオの場合、

有機物未投入の場合よりも、

25年間で 3200万 トンの炭素

が余分に蓄積 される計算にな

ります。

炭素投入量(tC ha¬ 年■
)

堆肥を現物で水田に10t ha l、 畑に15tha l施

用。現物のc含有率をlo%として計算。

シナリオ

畑一疇
固 冬 に 刊 た

A有機物未投入 046 L′ / Io.nr I
B堆肥 )46 10/ 10.41 15υ

c水田二毛作 )46 0 0

D堆肥+水田二毛作 〕46 1り 1041

P 鯉&耐
″ /ゝ
量の根+刈株

麦・大豆の
婦■■‖族

25 ヽM

水 田 畑 合計

堆EE(本 田it、 畑15t)

水圏二毛作 (全本態に麦の根■bll株投入)

堆肥+水田二毛作
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農業環境技術研究所に寄贈された昆虫タイプ標本 379点 の公開
Publication of the lmagcs and Data of 379 1nsect Prilnary Typcs Recently Donated to NIAES,

Tsukuba by Web

吉松慎一 *・
吉武  啓

*・
中谷至伸

*・
栗原 隆

**

Shin…ichi Yoshilnatsu,■ liraku Yoshitakeっ Yllkinobu Nakatani and Takashi Kurihara

要約      
｀

杉 繁郎 コ レクシ ョン (ガ類 )、 寺山 守 コレクシ ョン (ハ チ ロ)、 田中和夫 コレクシ ョン (オ

サムシ科)な ど、最近寄贈 されたタイプ標本 379点 を Web公 開 しました。タイプ標本の標本画

像、種名、採集データ、文献情報な どが閲覧できます c

背景 と目的

タイプ標本 (主にホ ロタイプを指す)と は、新種 を報告す る時に、その種名が指 し示す唯一

の個体 として指定 された標本の ことで、世界に 1つ しかない貴重な標本です。国際動物命名規

約 により、相応の研究機 関での管理が勧告 されています。最近、多 くのタイブ標本が含まれ る、

杉 繁郎 コレクシ ョン (ア ジア産ヤガ科 )、 田中和夫 コレクシ ョン (日 本産オサムシ科)お よび

寺山 守タイプ標本 コレクシ ョン (ア ジア産ア リガタバチ科等)な ど、貴重な個人 コレクシ ョ

ンが農環研 に寄贈 されま した。 これ らの標本は、侵入害虫の検出や生物多様性の評価な ど、あ

らゆる生物学的研究を支える分類学的研究の推進 に不可欠であることか ら、世界中か ら容易に

参照できるよ うWebで公開す ることとしま した。

成果の内容

杉 繁郎氏か ら寄贈 された約 4万 5千点のガ類標本 (杉  繁郎 コレクシ ョンと呼称)の 中か

ら 合 計 178点 の タ イ プ 標 本 を 整 理 し 、 Web上 で 公 開 し ま し た (URL:

http://www niacs.affl・ c.go jp/inventory/insect/inssys/typelst.htm)。 杉氏は、アジアのチ ョウロヤガ

科を中心に研究を実施 してきてお り、今回寄贈 されたタイプ標本 コレクシ ョン (図 1)はヤガ

科 としては国内最大級であ り、今後のアジア産ヤガ科の分類学的研究を進 める上で貴重な資料

とな ります。ガ類の著名な 日本人研究者のコレクシ ョン (タ イプ標本を含む)の海外流出がこ

れまで続いていま したが、学術的に重要な杉 繁郎 コレクシ ョンをわが国に留め、タイプ標本

のデータを公開す る意義は大きい と考えられます。

また、杉氏のチ ョウロタイプ標本に加 え、ア リガタバチやア リの研究で著名な寺山守氏のハ

チ ロ 127点、衛生害虫の専門家であ り、またオサムシ科の研究者 としても著名 な田中和夫氏の

オサムシ科 24点 な ど合計 379点 (チ ョウロ 201点 、ハチ ロ 145点 、コウチュウロ 33点)を公

開 しま した。ハチ ロでは、チ ョウロや コウチュウロの幼虫に寄生す ることか ら天敵 としても利

*農 業環境イ ンベ ン トリーセ ンター **農業環境イ ンベ ン トリーセ ンター (現栃木県立博物館 )

Natural Resources lnventory Center, Natural Resources lnventory Center(presenti Tochigi Prefectural NIuseum)

イ ンベ ン トリー,第 9号 ,p20-22(2011)
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研究 トピックス :農業環境技術研究所に寄贈された昆虫タイプ標本 379点 の公開

用可能な小型のハチであるアリガタバチが 93点 と多いことが特徴です。2006年から公開して

いる 568点 と合わせると合計 947点 のタイプ標本情報が閲覧できます。

公開情報 としては、標本全体、必要に応 じて拡大 した各部位、標本ラベル (採集場所等が記

入 された名札)の画像のほか、標本ラベルに記入 された採集地・採集 日・採集者等の情報およ

び新種が報告された文献情報です。 トップページ (図 2)よ り目名をクリックし、種 リス トを

選ぶ と該当種の画像 (図 3)が現れます。

図 1 タイプ標本室で保管 している杉氏のガ類タイプ標本

標本館には現在,以下の目についてタイプ標本を所蔵しています ご覧になりたい
目をクリックしてください

Tbp*nopte!,

Hccripteta

Xe!r10ptera

Coieopter*

Dipter*

Trichopte*

Lepidopter{

H,?ernapterN

総翅目 (アザミウマ議)

牟鰹目 (カ メムシロ)

脈鰹自 (ア ミメカギ霧今鶴)

輸燿日 (ヨ ウチュウロ)

双翅麟 (ハ エロ)

毛燿翻 (|ビケラロ)

鱗嬢目 (チ ヨウロ)

腹簸目 (ハ チロ)

図 2 農業環境技術研究所標本館所蔵タイプ標本 DBの トップページ
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図3 公開した杉氏のタイプ標本の Web画面

問い合わせ先

農業環境インベン トリーセンター 吉松慎一

電話 :029-838… 8348,E― mail:yosimatu@affrc.go jp
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研1究|卜 ||ピ ッークス

昆虫文献 目録「三橋ノー ト」コウチュウロ 135冊の画像公開

Open Access of an lmage]Database ofthc Coleopteran Part of``PIlistsuhashi's Notes''Containing]Data

of C)ld Japanese Rcferenccs of Entomology

吉武 啓
*・

吉松慎一 *・
中谷至伸

*・ 上 田義治
**

I[iraku Yoshitake,Shin‐ ichi Yoshilnatsuっ Yukinobu Nakatani,and Yoshiharu Ueda

要約

明治時代から昭和 20年代後半にかけて我が国で行われた昆虫研究に関する文献情報をほぼ

網羅 した 「三橋ノー ト」全 474冊の うち、昆虫の中で最大のグループであり、農林学的にも重

要なコウチュウロに関係する 135冊、19,992頁 の画像をデータベース化 し、公開した。

背景と目的

「三橋ノー ト」は、当所の前身である農事試験場に籍を置いていたこともある昆虫研究家 (故 )

三橋信治氏が作成 した文献 目録であり、明治時代から昭和 20年代後半にかけて我が国で行われ

た昆虫研究に関する文献情報をほぼ網羅 した貴重な二次資料である。最近のデータベースでは

検索できない時代の情報を見つけることができるため、農業環境技術研究所では、5年以上前

から「三橋ノー ト」全 474冊の画像データベース化を進めてお り、これまで トンボロ、チ ョウ

日、ハエロ、カメムシロの合計 230冊、36,550頁のデジタル画像をWeb上で公開してきた。今

回これに加えて、昆虫最大のグループであり、農林学的にも重要なコウチュウロに関係する部

分の画像データベース化に取 り組んだ。

成果の内容

「三橋ノー ト」 (http://mitsuhashi.niaes.affrc.go jp/m」 ote01.html参 照)の コウチュウロに関す

る 135冊、19,992頁 についてデジタル画像を取得 し、画像データベースとして Web上に公開し

た (http://mitsuhashi.niaes.affrc.go.jp、 図 1)。 本データベースには、日本産のコウチュウロに関

する明治時代から昭和 20年代後半までの文献書誌情報 (著者名、タイ トル、書名、巻、号、頁、

発行年など)が分類群毎に整理 されている。歴史的経緯のため、昭和 20年以前の台湾、朝鮮半

島および中国東北部の昆虫とその関連文献の情報も含まれている。各頁に記 されている主要な

学名 と和名をその頁のキーワー ドとして登録 してあるので、閲覧したい分類群の学名もしくは

和名を用いて掲載頁を検索し、閲覧することができる (図 2、 図 3)。 本データベースを利用す

ることにより、コウチュウロに関する分布情報や害虫種の発生情報など、他の文献データベー

スでは入手困難な時代の情報を特定の種を指定 して検索できるようになり、時代的変遷を扱 う

生物多様性研究や分類研究等の発展に貢献できるものと期待 される。

*農
業環境イ ンベ ン トリーセ ンター **研究情報 システム管理室

Natural Resources lnventory Center,Coordinator fbr Research lnforlnation Systems

インベ ン トリア,第 9号 ,p23-24(2011)
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インベントリー 第 9号 (20H)

三橋ノート(ト ンポ、セミ・カメムシ、ハエ・力、蝶・蛾、甲虫)の検索

検索結果の表示
部分一致キーワード:ゴポウゾウムシ9件見つかりました

155100 COL109-097シ ラクモ」ボウリウムシ =難難機0靭魃 難機構・菫議継‖
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図 1 三橋ノー ト画像データベース トップ

ページの一部

図 2 “ゴボウゾウムシ"をキーワー ドとして部分一

致検索した結果の表示画面の一部
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図 3 “ゴボウゾウムシ" をキーワー ドとして検索された頁の一例

昭和 20年代以前のゴボウゾウムシに関する文献情報を得ることができる

問い合わせ先

農業環境インベン トリーセンター 吉武 啓

曇肇言舌 : 029-838-8348,  E― mail : zOumushi@niaes.affrc.go.jp
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イ||ンベ|ン トリー

包括 的土壌分類第 1次試 案の構 築

Dcvelopmcnt of Comprchcnsivc Soil Classification SystcⅡ l of Japan,

First Approxilnation

小原 洋
*・

大倉利明
*・

高田裕介
*・

神 山和則
*・

前島勇治
**・

浜崎忠雄
***

Hiroshi Obara,Toshiaki Ohkura,Yllsuke Takata,Kazunori Kohyama,YuJi NIaaima,Tadao Hamazaki

1.は じめに

土壌 (土)は、大気や水、地質、生物などと並び、自然界を構成する重要な要素である。土

壌を観察すると、場所によつて色や層の厚 さ、構成する粒子の大きさや中に含まれる礫 (れき)

の量 といつたさまざまな違いがみられる。また、分析すると炭素や窒素、塩基類の含有量など

にも違いがあり、それ らが複雑に組み合わさって多様な土壌が存在する。 このような土壌の多

様性は、今ある土壌ができるまでに要 した時間、その期間中の気候、元になつた材料 (母材 )、

地形、そして人間を含む生物の活動などの要因 (土壌生成因子)に よつて生み出されると考え

られ、この考え方が土壌を調査 し分類する際の基本的な枠組みとなつている。そのため、土壌

学的な土壌分類では、さまざまな土壌生成因子によつて作 り出された特徴を判別することによ

り、多様な土壌を、同じようなでき方をして類似 した性質を持つグループに区分 (類型化)し

ていく方法を取ることが主流 となつている。

明治時代以降、わが国の上壌分類は、国の各種事業 と共に発展 し、農耕地 (水 田、畑 )、 林野

など事業単位毎の分類 と基本土壌図が作成 されてきた。その中で、農耕地を対象 とする調査で

は作物生産の視点から、林野の調査では林木の生産 とい う視点から土壌を類型化 してきたため、

現在でも農耕地向けの上壌分類 と、林野向けの土壌分類が並列 して使われている。また、都市

部の土壌については、一部で調査事例はあるが、分類法はほとんど発達 していない。

このため、現在も日本においては地 目が変わると同じ土壌でも名称が変わるとい う問題があ

つた (図 1)。 このことは、土壌図など既存の情報を流域 レベルの物質移動や土壌炭素蓄積など

の環境問題に利用する際に大きな問題 となつている。

日本ペ ドロジー学会は、土壌分類・命名委員会を設置 し、 日本の統一的土壌分類体系の確立

に取 り組んできた。その結果、2003年に 「日本の統一的土壌分類体系 ―第二次案 (2002)」

(以 降 ペ ドニ次案)が第四次土壌分類・命名委員会から発行 された。 しかし、この案も発表

されたばかりであるので、「多くの専門家の意見を聞いて改善点があれば改善する必要がある。

また、大縮尺土壌図に活用するためには下位カテゴリーを設定する必要がある」 (日 本学術会

議 2004)と されている。

このような背景のもと、農環研は、 (1)国 土全域をカバーするとともに、 (2)ほ場 レベ

ルの農業生産や環境影響評価に利用可能な下位カテゴリー区分を設定することを主眼として、

*農業環境イ ンベ ン トリーセ ンター

Natural Resources lnventory Center,

インベ ン トリー,第 9号 ,p25… 28

**土壌環境研 究領 域 、
***名 誉研 究員

Soil Environrnent Division,Honorary Fellow

(2011)
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「包括的土壌分類」の作成に取 り組んだ。

(b)農耕地 {c)林地

アロフエン質黒ボク土

海外 WRB Andosols
USDA Hapludands

ね)火山灰が堆積した土壌

図1 農耕地や林地に分布する火山灰が堆積した土壌
写真(a)の ような土壌は、農耕地の場合(b)は黒ボク土、林地(c)の場合は褐色森林土と呼ばれる。
(土壌断面写真 :今矢明宏氏提供 )

2 包括的土壌分類 第 1次試案の作成

包括 1次試案の検討は以下のような基本方針の下に行つた。

1)農耕地土壌分類、第 3次改訂版(1995)(以 降 農耕 3次案)と ペ ドニ次案を融合すること

により、全地目に対応することが可能で、環境問題に有効なデータを供給できる分類を作

成する。

2)蓄積 されたデータおよび知見を継承できるように、農耕地土壌分類 (第 3次改訂版)と の

対応関係を出来るだけ保つ。

3)実際の分類を容易にするため、分類に必要な調査・分析項 目を最小限にとどめる。

4)入手可能なデータ基づいて検証を行い、必要性が乏しい新たな分類単位・分類基準を導入

しない。

また、地域性をもつた多種多様な土壌の分類を作成するには、農環研内の分類 RP関係者以

外の専門家からも広く意見を聞く必要があつた。そのため、大学、農業・食品産業技術総合

研究機構、森林総合研究所の土壌分類に見識を持つ有識者からなる、ワーキンググループ

(2009年度)お よび委員会 (2010年度)を組織 し、助言を頂いた。

3 包括的土壌分類 第 1次試案の内容

包括的土壌分類 第 1次試案では、山地から都市域までの土壌を分類できるようになつてい

る。包括 1次試案では、農耕 3次案にはない土壌大群、ペ ドニ次案にはない土壌統群の両方を

取 り入れ、4段階のカテゴリーを設定 した(表 1)。 そのため、10種類の土壌大群を使つた概説的

な記述から、土壌統群を使つた詳細なとりまとめにも対応できるようになつた。最小区分単位

の土壌統群は、粘土含量の違いや礫層の有無などの土壌の性質を反映する基準によつて実用的

褐色森林土
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な 381個 に細分 している。 これは、農耕 3次案の最小区分単位である土壌統 (計 303統)よ り

も多 く、各種縮尺の土壌図および土壌情報の作成に対応す ることができる。

表 1 包括的土壌分類 第 1次試案の土壌大群と下位カテゴリーの区分数

包括的土壌分類 第1次試案

土壌大群

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H

I.

」.

造成土大群】
有機質土大群】
ポドゾル大群 】
黒ボク土大群】
暗赤色土大群】
低地土大群】
赤黄色土大群】
停滞水成土大群】
褐色森林土大群】
未熟土大群】

‐５

‐５

‐０２

‐８

７８

６０

３６

３６

２‐

５

４

５

２６

６

２４

‐５

９

９

‐３

合 計

農耕地土壌分類,第3次改訂版

日本の統一的土壌分類,第二次案  10

A.【造成土大群】
B.【 有機質土大群】

C.【ポドゾル大群 】
D.【黒ボク土大群】
E.【暗赤色土大群】
F.【低地上大群】
G.【 赤黄色土大群】
H.【 停滞水成上大群】
I.【褐色森林土大群】

」.【未熟土大群】

図 2 10土壌大群とそれ らが分布する主要な地形の模式図

包括的土壌分類、第 1次試案は、山地から海岸へ至る全国土をカバーする。写真 A～ 」は表 1の 土壌大群に

対応 している。

農耕 3次案 と比較すると、ポ ドゾルなどの山地土壌の分類が強化 され、人工物質土 (家庭ゴ

ミ、瓦礫などを多く含む層を持つ土壌)の新設等により都市土壌へ対応出来るようになつた。

また国際的な分類 との関係では、「粘土集積層」を持つかどうかとい う基準が赤黄色土に導入 さ

れ、国際的な分類(WRBな ど)と の対応が良くなつた。

4.終わ りに

農環研では、全国の農耕地の作物養分の変動 。蓄積、炭素貯留機能、水質浄化機能、外来植

物の侵入 しやすい立地環境などを解析・評価する研究をしてきた。これらの研究の結果を「包

日本の上壌
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括的土壌分類 第 1次試案」を用いて類型化・指標化することにより、土地利用に影響 されず

適切に現地に適用することができると考えられる。また、この土壌分類を、多様な研究・行政

ニーズなどに対応する全国土の土壌情報の基盤 とするため、土壌データベース、代表的特性値

データ集、土壌図などを構築・作成 していく予定である。

包括的土壊分類による土壊図

几例

目目隧 典型普通グライ黒ボク土

目田臓 典型泥炭質グライ黒ボク土

目目鵬 多腐植質泥炭質グライ黒ボク上

国1臓 腐植質厚層グライ黒ボク土

繭爾爾 典型厚層多湿黒ボク土

轟爾繭 典型普通多湿黒ボク土

爾麟艤 多腐植質厚層多湿黒ボク土

目目腱 淡色下層台地アロフエン質黒ボク土

|1躍 典型淡色アロフエン質黒ボク土

||1 多腐植質厚層アロフエン質黒ボク土

||1 腐植質厚層アロフエン質黒ボク土

日|1 腐植質普通アロフエン質黒ボク土

目目躍 普通酸性暗赤色土

漑鰈漑 細粒質斑鉄型グライ低地土

爾爾畿 細粒質泥炭質グライ低地土

懸蓮磯 細粒質腐植質グライ低地上

獲

=磯
 細粒質表層灰色グライ低地土

日日1 細粒質還元型グライ低地上

餃晰骰 中粒質普通灰色低地土

||1 礫質普通灰色低地上

餃鰺漑 細粒質普通灰色低地上

EI] 細粒質普通褐色低地上

国圏圏 中粗粒買台地褐色森林土

圏圃圏 中粗粒質普通褐色森林土

圏圏饉 細粒質ばん土質褐色森林土

|1臓 細粒質普通褐色森林土

図 3 包括的土壌分類 第 1次試案を用いて土壌図 (縮尺 1/5万 )を作成 した例

(白 色部分は市街地、建造物、および未調査地 )
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イーン・ベントリー

土壌情報閲覧システムの構築と利用

Establishmellt and Applicttion of Soil lnformation Web Viewer

高田裕介
*

Yusllke Tよ ata

l.は じめに

わたしたちの足下の世界には、驚 くほど多種多様な土壌が分布 している。土壌の色だけでも

赤・橙・黄・青・灰・茶・白・黒などと多彩である。土壌の色が違って見えるのは、それら土

壌がどのような場所で、どのような材料からできてきたのかとい う違いによるものである。 と

くに土壌中の鉄または有機物の性質や量などが土壌の色に大きく影響する。また、一見すると

同じような土壌でも、硬 くしまった土壌やザラザラした手ざわりの土壌、植物からできた土壌

などもある。これ らの土壌は多種多様な生物の生活の場 として、また、養分や水や温室効果ガ

スなど様々な物質の貯留や移動に重要な役割を担つている。 とくに、農耕地の土壌には、安全

な食料を安定 して供給するとい う非常に身近で重要な役割がある。最近では、土壌のもつこれ

らの役割は、土壌が有する公益的機能 (作物生産機能、炭素貯留機能、養分や水などの循環機

能、水・大気浄化機能、生物多様性の保全機能)と 呼ばれている。もちろん、農耕地の土壌が

農業生産の基盤であることはい うまでもない。その地力を増進 していくことは生産性を高め、

営農の安定を図るうえでとても重要 となる。また、農耕地の土壌の性質を知 り、土壌の種類に

応 じた管理を行 うこと、つまりは、農耕地への投入 と農耕地からの放出がバランスをとれてい

る時、農耕地上壌が有する作物生産機能、炭素貯留機能、物質循環機能、水・大気浄化機能、

生物多様性の保全機能などの機能を十分に発揮することができる。平成 20年に農林水産省が改

正 した地力増進基本指針では、生産者は土壌の種類ごとに適正な有機物施用、適正施肥、的確

な耕 うんなどの土壌管理を行 うことが推奨されている。そのため、営農指導者などは担当地域

に分布 している土壌の種類やその性質、種類ごとの分布状況を正確に把握 し、生産者に対 して

土壌の種類に応 じた施肥管理などを助言する必要性がある。そこで、営農指導者などが簡単に

農地土壌の分布状況やその性質を検索できる環境を整えることが重要 となる。このような状況

の中で、農業環境技術研究所で長年にわたつて蓄積 されてきた農耕地土壌に関する情報 (土壌

図など)を体系化 してインターネットで公開することにより、誰でも簡単に全国の田畑の上壌

の分布状況や性質をネット上で検索できるようにした。

*農
業環境イ ンベ ン トリーセ ンター

Natural Resources lnventory Center

インベ ン トリー,第 9号 ,p29-33(2011)
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2.「土壌情報閲覧システムの概要」

「土壌情報閲覧システム」は、(1)土壌の種類毎の説明が閲覧できる土壌分類解説ページ、

(2)作土層の理化学性を土壌の種類毎に閲覧できる作土層の理化学性データベース、 (3)土壌

の分布が分かる土壌図閲覧ページ、 (4)土壌を現地で調査する際に記入する断面記載表 と理化

学性分析データ (土壌分類の設定基準となる土壌断面データベース)を閲覧できる基準土壌断

面データベース閲覧ページ、 (5)平年土壌温度の分布状況 と土壌温度区分が閲覧できる土壌温

度図閲覧ページ、および (6)明 治から昭和初期にかけて作成された世界最古の土壌図が閲覧で

きる土日本帝国土性図閲覧ページで構成 されている。

(1)土壌分類解説のページ (図 1)では、わが国の農地にどのような種類の土壌が分布 している

のかを解説 している。様々な土壌標本の写真を掲載 し、土壌の多様性を視覚的にも分かりやす

く解説 している。また、全国的な土壌の分布状況がわかる土壌分布図、水田・普通畑・牧草地・

樹園地ごとの土壌分布面積表を掲載 しているので、それぞれの上壌の性質や分布する場所が一

日でわかるような構成 となつている。なお、土壌分類解説ページに掲載 されている土壌分布面

積表は、環境省が作成 している「日本国温室効果ガスインベン トリ報告書」でも引用されてい

る。

図1 土壊分類解説ページ

(2)作土層の理化学性データベースとは、農林水産省が行った土壌環境基礎調査 (1979年 1998

年の間、5年 ごと、約 20,000地点を対象)と 土壌機能モニタリング調査 (1999年 2003年 、約

5,000地点を対象)の うち、作土層の物理性 (作土層の厚 さ、ち密度、仮比重、二相分布、保

水性)や化学性 (pH、 EC、 置換酸度、全炭素、全窒素、交換性塩基、塩基置換容量、可吸態の

窒素・ リン酸・ケイ酸含量)の測定データを土壌の種類 。地 目毎に全国平均値を算出したもの

である。本データベースは土壌分類解説資料にリンクしているので、土壌分類の解説ページや

後述する土壌図閲覧ページから閲覧できる。

(3)土壌図閲覧ページ (図 2)で は、1992年および 2001年の農地の分布状況にあわせた作成さ

れた農耕地土壌図 (高 田ら、2009:高 田ら、20H)が閲覧可能である。全国の市区町村や大字

名から検索可能であり、農耕地土壌図の検索を簡単に行 うことができる。また、緯度経度での
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土壌図検索も可能であり、改良普及員の方々が担当している圃場の緯度経度情報が入手可能で

ある場合には便利である。 さらに、土壌図をクリックすると土壌解説資料のページが開き、全

国各地の田畑に分布する土壌の種類 とその性質を簡単に調べることが可能である。この土壌解

説資料から、作土層の理化学性データベースが閲覧可能であり、土壌図から選択 した土壌の種

類ごとに作土層の 5年ごとの理化学性の変化が把握できる。

図2 土壌図閲覧ページ

この土壌図閲覧ページにより、土壌の種類やその分布状況を調べることができ、土壌の種類

ごとの施肥・栽培設計、生産技術などの普及可能範囲の特定を行 う際に便利である。また、土

壌の分布状況を知ることでブラン ド産地の品質の均質化などの取 り組みにも貢献できると考え

ている。 とくに、改良普及員の方々は担当地域の田畑に分布する土壌の種類が分かることで、

各都道府県が定めている土壌の種類ごとの土壌管理指針に応 じた指導が可能 となる。また、土

地改良事業 (と くに換地)においても土壌図は有用なツールである。これまで、換地処分にお

ける従前地の土地評価のなかで土壌の性質を評価することが困難であると指摘されてきた。こ

の土壌図閲覧ページを使用することにより換地区内の土壌の性質や種類ごとの分布状況を確認

することが可能であり、従前地の土地評価に貢献できるものと考える。さらに、1992年以降に

耕作放棄化 された農地については 1992年版の土壌図にデータとして収録 されてお り、生産性の

高い放棄地を優先 して農地へ と復旧するといつた土地利用計画の見直しなどにも貢献できると

考える。

(4)基準土壌断面データベース閲覧ページには、深 さ lmま での上壌断面の調査情報が収録 され、

全国 7115調査地点の土壌断面記載表 と理化学性分析データを表示できる。記載 されている項 目

は、深 さlmま での層位の特徴、調査時点での土壌の水分含有率、腐植含有率、礫含量率、粒

径組成、土性、現地容積重、固相率、液層率、気相率、孔隙率、pH(H20)ヽ pH(KCl)、 置換酸度

(Yl)、 全炭素含有率、全窒素含有率、塩基交換容量、交換性のカルシウム・マグネシウム・カ

リの含有率、石灰飽和土壌、リン酸吸収係数、有効態 リン酸含有率の層位別データである。た

だし、土壌断面が調査 されたのは昭和 28年から昭和 48年であり、土壌の有機物含量、pH、 酸

度、養分含有率などの特性値は変化 しやすいために注意が必要である。 しかし、粒径組成、土
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性、塩基交換容量、 リン酸吸収係数 といつた値は変化 しにくく、今 日でも近似値 として使用可

能である。

(5)土壌温度区分図のページでは (図 3)、 表層下 30‐50cmの 平年土壌温度 と土壌温度区分を調

べることができる。なお、土壌温度は気温と地形 との影響を受けるので、土壌温度図は気温と

地形 との関係性をもとに作成を行つた (Takata et a1 20 H)。 土壌温度図の空間解像度は lkmで、

予測に伴 う二乗平均平方根誤差 (予測誤差の大きさ)は 05℃程度 となつている。土壌温度区

分 とはアメリカの土壌分類で設定されている区分であり、適地適作や土壌管理の方策を考える

上で重要な情報 となる。土壌温度は農地に施用された有機物資材や土壌有機物などの分解に強

く影響を及ぼすことが知 られてお り、適正な堆肥施用量や農地の炭素貯留量を算定する際に重

要な知見を提供できる。

図3 土壌温度図閲覧ページ

(6)大 日本帝国土性図のページでは (図 4)、 明治から昭和初期にかけて作成された土性図 (縮

尺 1/10万 )が閲覧できる。わが国では、明治 10年代から全国土を対象に詳細な土壌図が作 り

始められた。明治 15年 に ドイツから農林地質学者マックス・フェスカを招き、調査法や作図法

などの指導を受けたことから、フェスカ式土性図とも呼ばれている (浜崎 。中井 2002)。 こ

の上性図は地表下 3mま での上性 (砂 、シル ト、粘上の重量割合で区分された粒径組成)と 地

質で区分されてお り、いわゆる農林地質図の一種である。なお、この上性図は全国上を対象 と

して描かれた詳細な土壌図としては世界最古のものであり、歴史的にも貴重な資料である。

図 4 大日本帝国土性図閲覧ページ
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3.これまでの利用者

「土壌情報閲覧システム」は 2010年 4月 の公開以降 20H年 4月 までの月間平均アクセ

ス数は約 2.7万件であ り、総アクセス数は 35万件であつた。 「土壌情報閲覧システム」ヘ

のアクセス動向を解析すると、平 日の 8時から 18時までの間に集中していることが明らかとな

った。この結果から、本システムを用いて何かしらの業務を行っていることが多いと考えられ

た。とくにアクセス数が多かったのは都道府県庁組織 (30%)、 一般企業 (22%)、 大学 (20%)、

研究開発系独立行政法人 (16%)、 中央省庁組織 (5%)、 および JA(3%)であつた。都

道府県庁組織の中には農業改良普及所が含まれてお り、生産現場での技術指導に本システ

ムが用い られていると考 えられる。民間企業では、情報通信系、建設 コンサルタン ト系、

メディア系、化学系、および食品系の順でアクセス数が多かった。

20H年 5月 に作土層の理化学性データベース、土壌温度図閲覧ページ、および大 日本帝国土

性図を 「土壌情報閲覧システム」に登録 し、コンテンツの拡充を行つた。その後、3ヶ 月間の

平均アクセス数は約 83万件 と急増 した (20H年 7月 末での総アクセス数は約 60万件)。 し

かし、この 3ヶ 月間は東京電力福島第一原子力発電所での事故により、食の安全性や土壌の放

射能汚染への関心がとくに高まつた時期 とも一致 してお り、単にコンテンツ拡充によるアクセ

ス数の増加であるとは考えにくい。実際に本事故以降、 「土壌情報閲覧システム」の利用状況

も一変 した。放射線関連の研究業務を担 う機関からのアクセスが目立つようになり、47都道府

県の土壌図の うち福島県の土壌図が最もよく閲覧されるようになつた。また、TVな どで土壌の

放射能汚染実態調査のことが報 じられた翌 日には平常時の 15倍 ものアクセスがあった。

このように、土壌情報に対するニーズとい うものは社会情勢に強く影響 されるようである。

そのニーズを上手く捉え、土壌情報がわが国の知的基盤 として重要であることを広 く世間に周

知 させるためにも、土壌インベン トリー分野は今こそ正念場を迎えているのではないだろうか。
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土壌情報と数理モデルを利用した河川における農薬濃度の推定

Prediction of Paddy Pcsticide Bchavior in River Basin using Soil lnformation and Siinulation NIIodel

稲生圭哉
*

Kc,a lna0

1 はじめに

農耕地などで使用 される農薬成分の大部分は土壌に達 し、土壌中を移動・拡散 しながらしだ

いに分解するが、その一部が水系などへ移行 し、飲料水源の汚染や生態系へ悪影響を及ぼして

いるのではないかとい う懸念が強まつている。このような農薬の影響を評価するためには、「農

薬の毒性」と「人や生態系を構成する生物が暴露する農薬濃度」の両者を把握する必要がある。

河川水中での農薬濃度を把握する手法として、水質モニタリングが一般的に行われているが、

かなりの費用、時間、労力を要 し、得 られた結果は特定の農薬使用および環境条件でのデータ

でしかなく、農薬の環境動態およびそれを支配する要因を把握することは困難である。

このような問題に対応するため、欧米では 1980年頃より農薬の物理化学性、土壌の特性、気

象要因などを用いて農耕地 (普通畑、樹園地など)における農薬の挙動を予測する数理モデル

の開発研究が進められてきた。 しかし、欧米では農耕地に占める水田の割合が小 さいため、水

田における農薬の挙動を予測する数理モデルの開発研究は非常に少ない。水田では水稲栽培に

代表されるように期間の大半を湛水状態にし、水田排水が農業排水路を経由して河川に流入す

る。このため、水田は畑地に比べて農薬が表面流出しやすい状況にあり、水稲を主要作物 とす

るわが国を含めたアジア諸国では、水田からの農薬流出量を予測する数理モデルの必要性は高

い。本稿では、筆者 らが開発 した水田で使用する農薬を対象 とした濃度予測モデル (PADDY、

PADDY―Largc)に ついて紹介する。

2 水田における農薬の挙動予測モデル

(PADDY)

水田で使用す る農薬の河川における濃度予

測では、水 田一筆内での濃度予測が基本 とな

る。図 1に水田における水の移動や農薬の挙動

を示す。水稲用除草剤などの農薬製剤 (粒剤な

ど)を水田に湛水散布すると、製剤から農薬の

有効成分が田面水に徐々に溶出する。溶出した

農薬の大部分は土壌表層へ吸着 し、時間の経過

とともに分解 していくが、その一部が水尻排水

降下浸透   溶 脱

図1.PADDYモ デルで考慮する水田における水収支と

農薬の挙動

水尻排水

*農業環境インベン トリーセンター

Natural Resources lnventory Center

インベン トリー,第 9号 ,p34… 37(2011)
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に伴 う流出、田面水の降下浸透に伴 う土壌下

層への移動、大気への揮発により圃場外へ移

行する。PADDYモ デルは、このような挙動

要因を用いて水 田における農薬の収支を数

式 (微分方程式)で表現 し、田面水 と土壌中

の農薬濃度をコンピュータ上で計算す るプ

ログラムである (Inao and Kitamura,1999;Ina0

et al.,2001;稲 生,2004)。

モデル計算に必要な入カデータを表 1に示

表1.PADDYモデルで使用する入カデータ

項  目 パ ラメー タ

農薬 デ ー タ

使用条件

物理化学性

製剤の種類、使用量、散布方法など

分子量、水溶解度、蒸気圧

ヘンリー定数、土壌吸着係数

水中および土壌中での分解半減期

環境 デ ー タ

圃場条件

気象条件

土壌条件

栽培管理条件

面積、田面水深、用水量、排水量な ど

気温、降水量、 日射量な ど

有機炭素含有率、仮比重、孔隙率な ど

水管理 (止水期間、かけ流 しの有無)な ど

す。農薬の物理化学性の うち、土壌吸着性 (土壌吸着係数)や土壌中での分解性 (分解半減期 )

は、土壌の種類により大きく異なる。多くの農薬は非イオン性で水に溶けにくい性質を持つた

め、農薬の土壌への吸着は土壌有機物への疎水結合が主体である (鍬塚・山本,1998)。 一般

に、土壌中の有機炭素量が多いほど農薬の土壌吸着量が多くなる傾向を示すことから、農薬の

挙動を予測する際 うえで有機炭素量は重要なパラメータとなつている。

開発 した PADDYモ デルの検証を行 うため、約 8aの水田圃場において農薬濃度の推移をモ

ニタリングした (InaO and Kitamura,1999)。 田植え

10日 後に中期除草斉JのマメットSM粒剤 (シ メ ト

リン 1.5%、 モ リネー ト8%お よび MCPBエチル 0.8

%)を 3 kg/10aで湛水散布 し、経時的に田面水およ

び土壌を採取 し農薬濃度を測定 した。また、試験期

間中の田面水深、用水量、排水量、減水深および蒸

発量を測定 した。水田におけるシメ トリンの実測濃

度を図 2に示す。田面水中の濃度は、散布 6時間後

に最高濃度に達 した後急速に減少 したが、散布 1週

間後には減少が緩やかになつた。土壌中の濃度は、

0～2cmの 上壌層では散布 3日 後に最高濃度に達 し、

その後徐々に減少 した。一方、2～4 cmの土壌層で

は散布後徐々に上昇 し、30日 後には 0～ 2 cmの 土壌

層における濃度 と同程度になつた。図 2に示すよう

に、開発 した PADDYモ デルは、圃場試験で得 られ

た田面水および土壌中での実測濃度の消長を再現

することができた。

3.河川における農薬の挙動予測モデル (PADDY― Largeモ デル )

1)幹線排水路 (支 流域)に おける濃度予測

水田で使用 された農薬の幹線排水路および河川における濃度を予測するため、河川流域に分

布する水田を農業水利の観点から「耕区」、 「農区J、 「地区」、 「広域Jの 4つ のレベルに

分類 した標準シナ リオを設定 した (図 3)。 「耕区」は畦畔で囲まれた水田一筆を表 し、圃場

整備後の標準的な面積は 30aで ある。一般的な 「農区」は、20筆程度の耕区と支線排水路で

構成 され、農道で囲まれている (面積 6 ha)。 「地区」は、幹線排水路 (小河川)に沿つて多
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図 2.水 田にお ける除草剤 シメ トリンの

PADDYモデルによる計算値と実測値の比較

上段 :田 面水中濃度、下段 :土壌中濃度
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くの農区が集まつたもので、その面積は圃場の立

地条件によりさまざまである。 「広域」は、地区

か らの農業排水が流入する比較的大きな河川流

域を表す。PADDY‐ Largeモ デルでは、耕区からの

水尻排水、農区内の支線排水路、地区内の幹線排

水路、河川本川の順に農薬の濃度変化を計算する

(Inao ct al,2003;稲 生,2004)。

開発 したモデルの検証を行 うため、茨城県南部

の水稲栽培地域 (作付面積 55 ha)を 流れる幹線排

水路において、水稲用除草剤のモニタリングをか

ら 4～8月 にかけて実施 した。調査地域では 4月

下旬～5月 上旬に田植えが行われていたが、除草

剤は 5月 上旬に検出されはじめ、5月 中旬にピー

クに達 した後急速に減少 し、7月 下旬には検出さ

れなくなつた。モニタリング結果による実汲1値

と、開発 したモデルによる計算値を比較 したとこ

ろ、 図 4に示すように PADDY¨ Largeモデルは幹

線排水路における農薬の濃度 レベルおよび検出

期間を精度よく予測することができた (Inao ct al,

2003) 。

2)河川本流域における濃度予測

支流域に比べて広大な面積を持つ河川本流域における農薬

濃度を予測するためには、流域内で大きく変動するさまざま

な特性 (土地利用、土壌の特性など)をモデル計算に適切に

反映させる必要がある。近年、地理情報システム (GIS)の

技術が飛躍的に進歩 し、土地利用や河川の河道など複雑な地

理情報を容易に取 り扱えるようになつてきた。これに伴い、

わが国でも流域 レベルでの化学物質の濃度を予演1す る際に、

GISと リンクさせた数理モデルの開発が進められている (鈴

木 ら,2005;石川 。東海,2006)。

前述の PADDY¨ Largeモデルに河川流域内の地理情報を反

映させるため、国土数値情報などを用いて、流域特性 (小流

域界、水田の位置・面積、河川流路の位置 。延長など)を GIS

により解析 した。また、デジタル土壌図 (農環研,2009)を

用いて流域内の水田土壌を分類ごとに抽出し、土壌情報デー

タベースにより各水田土壌の特性 (全炭素含量、仮比重など)

をモデルに反映させた。一例 として、図 5に茨城県南部の桜

川流域 (流域内の約 3割が水田)における水田土壌の全炭素

含量の分布を示す。

図3 PADDY― Largeモ デルで考慮する農薬の移動

経路

――計算値

0実 測値

図 4.茨城県南部の幹線排水路における除草剤

メフェナセッ トの実測濃度と PADDY Largeモデ

ルによる計算値との比較 (1997年 )
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インベン トリー :土壌情報と数理モデルを利用 した河川における農薬濃度の推定

桜川流域 の水 田において田植 え後 に使用 さ

れ る除草剤 メフェナセ ッ トを対象 とし、流域

内での使用量や使用時期 を考慮す ることによ

り、開発 したモデルで河川水 中濃度 を計算 し

た。桜川 中流域 (君 島橋 )に おける河川水 中

濃度の実測値 と比べると、図 6に示す よ うに

開発 したモデル は一定期 間内の検 出濃度の変

化 を精度良 く再現す ることができた (稲 生 ら,

2008)。

0

4/27  5/11  5/25  6/8  6/22

図6.桜川における除草剤メフェナセットの実測濃度

とPADDY Largeモ デルによる計算値との比較
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4.おわ りに

水田が多く分布する地域を流れる河川では、様々な水稲用農薬が使用時期に合わせて検出さ

れている。本稿で紹介 した PADDY…Largeモ デルは、河川における農薬の濃度を予測できるこ

とが示されたことから、生産現場における水稲用農薬の適切なリスク管理を行 うため、地域特

性を考慮 した農薬濃度の推定に活用できるものと考える。なお、河川における農薬濃度を精度

良く予測するためには、農薬の挙動に大きく影響を及ぼす流域内の農耕地土壌情報が不可欠で

ある。今後、このような予測モデルで活用 しやすい土壌特性に関するデータベースが整備 され

ることを期待する。
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電話 :029… 838… 8235 c― mail:kcinao@affrc.go jp

―-37-―



轟鰺議嬢が機な
=娘

.り T

RothCモデルを利用した農地の土壌炭素量変化の全国推定
Simulating Changes h Soil Carbon h Arable Land by llsing the RothC Model

白戸康人
*・

矢ヶ崎泰海

Yasuhito Sttak),Yasunll Yagas山

1.は じめに

農地土壌の肥沃度維持や地球温暖化をもたらす C02の排出・吸収量の定量的把握のため、土壌有

機炭素 (SOC)量 の変化予測が必要とされている。気候や農地管理が変化した場合の将来における

SOC量の変化を予測するには、土壌有機物の集積・分解過程に関わる主要な因子を取り入れたモデ

ルの活用が必須である。世界では多数のモデルが提案されている (例 えば、NIIc011,1996)が 、欧米

で開発されたものがほとんどで、適用例は欧米における温帯の畑土壌に偏っており、日本で重要な

水田や黒ボク土では精度が検証されていなかつた。

そこで、既存の主要なモデルのひとつであるローザムステッド・カーボン (RothC)モデル (C01cman

and Je山血son,1996)について、日本の農地土壌のデータで検証を行い、必要に応じてモデルの改良

を行つた。さらに、土壌情報などの空間データを活用することにより、検証・改良しきた RothCモ

デルを全国に適用して日本の農地における土壌炭素量の変化を全国推定した。ここでは、これらの

研究の概要を紹介する。

2.RothCモデルの検証と改良

日本各地の長期連用試験データ (非黒ボ

ク土畑 6地点、黒ボク土畑 4地点、水田 5

地点)から入カデータ (図 1)を収集し、

土壌炭素量の経年変化の実測値と、RothC

モデルによる予測値を比較することにより

モデルの適合性を検証した。

非黒ボク土畑では、さまざまな気象・土壌
。営農管理条件を含むにもかかわらずモデ

ル計算値は実測値 と精度良く一致 した

(ShiratO and Taniyam,2003)。

しかし、黒ボク土畑では計算値が実演1値

を大きく下回つた。そこで安定な腐植を

持つ黒ボク土の特性を考慮して「腐植」

図 l RothCモデルの構造と入出カデータの概要

土壌炭素の増減に影響を及ぼす主要な因子を入力 し、土

壌中の炭素を、分解率の異なる 5つのコンパー トメン ト

(図 中の自色の箱)に分けて土壌炭素量の変化を月ごと

に計算する。

気象 (月 別値):気温 (℃ )、 降水量・水面蒸発量(mm)
土壌 :粘土含量(%}、 作土深修m)、 初期の炭素量(tha l)

管理 :植物遺体・堆肥からの炭素投入量(t ha」 年¬
)、 植被の有無

*農業環境イ ンベ ン トリーセ ンター

Natural Resources lnventory Center

イ ンベ ン トリー,第 9号 ,p38¨ 40(2011)
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インベン トリー :RothCモ デルを利用した農地の土壌炭素量変化の全国推定

コンパー トメン ト (図 1)だけの分解率を、腐植

と安定な複合体を形成しているアルミニウム (Al)

量 (ピ ロリン酸塩可溶 Al含量 :Alp)が増加する

ほど小さくし、さらに「不活性有機物」コンパー

トメント (図 1)の量をゼロにするようにモデル

を改変したところ、予測精度が大きく向上した (図

2)  (Shirato et al., 2004) 。

水田でも計算値は実測値を下回り、水田と畑の炭

素分解過程の違いを考慮する必要が示された。水

田では湛水期間中に土壌が嫌気的になるために有

機物の分解が遅くなる他、畑との土壌微生物相の

違いのため湛水期間以外でも有機物分解が遅れる

ことも考慮し、それぞれのコンパー トメント (図

1)の分解率を、湛水状態になる水稲作付け期間

には現行モデルの 0.2倍、畑状態になる水稲非作

付け期間には 0.6倍 にするよう変更したところ、

精度が大きく向上 した (図 3)(ShiratO and

Yokozawa, 2005) 。

▲ 実測値

――改良モデル

・…・・現行モデル

1935         1955 1975         1995

図 2 黒ボク土畑における土壌炭素量の実測

値と、現行モデル ロ改良モデルとの比較。

「腐植」コンパー トメン トの分解率を、Alpの

量に応 じて変化する係数 F(F=2.50Alp(%)
+120)で害1る ことで小さくし、「不活性有機

物」をゼロにする黒ボク土用改良モデルでは、

精度が大きく向上 した。

▲ 実測値

――改良モデル

・……現行モデル

1980   1「
  985       1990

図 3.水田における土壌炭素量の実測値と、

現行モデル・改良モデルとの比較。

全てのコンパー トメン トの分解を稲作期間

は 0.2倍 に、それ以外の月は 0.6倍 に遅 くす

る水田用改良モデルでは、精度が大きく向上

した。

↑
翌
Ｖ
）嘲
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3.全国計算のための空間情報の整備      30
圃場スケールでは、上述のモデルの検証およ 豊

0
び改良によつて、精度良 く SOC量の変化 を予測 品

20

できるようになつたので、次は、国レベルの広 騒
域評価をめざし、RothCモ デルでわが国の農地 増

10

の SOC量変化を全国推定するための計算シス

テムを構築 した。                0
1975

lkmメ ッシュ内を上壌タイプと地 目 (水 田、畑、

樹園地、牧草地)で分けたものを計算単位 とし、

気象、土壌、土地利用変化データをそろえた。1970

年の SOC初 期値は、地力保全基本調査から、県別、

地 目別の土壌統群ごとの中央値を用いた。

次に、土地利用別、都道府県別の現実的な 2種類

の有機物投入シナ リオ (BAU(Business as Usual:直 近 10年 間の増減傾向を維持、C蓄積 :

堆肥や緑肥の投入量増加)別 の C投入量データを整備 し、1970年 を初期値 として、気候変化

シナ リオを用いて 2020年 までの SOC量変化の全国計算を行つた。SOC量の経年変化から1年

あた りの C吸収/排出量を毎年計算 し、1990年 を基準年、2020年 を仮の約束期間として京都

議定書 と同じネッ ト・ネ ット方式で比較 した。

4.全国計算の結果

2020年 は BAU、 C蓄積シナ リオ両方の場合 ともに、1990年 の排出よりも小 さな排出となり、

富山 :NPK十 ワラ
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ネ ット・ネ ッ トではいずれのシナ リオでも吸収 となつた。シナ リオ間の比較では、C蓄積シ

ナ リオの方が大きな吸収 となつた。1990年 には水田や畑が大きな排出源であつたものが、2020

年には 2つ のシナ リオでともに排出が減 り、特に C蓄積シナ リオでは畑の排出量の減少 と牧

草地の吸収量の増加が大きいことが主な要因と考えられた。

ただし、単年の吸収/排出量は気象や有機物投入量の影響で変動が大きいために結果の取 り扱

いには注意が必要であり、例えば基準年や約束期間を単年ではなく複数年 としただけでも、

ネッ ト・ネ ッ トの吸収量は大きく変化 した。

5.おわ りに

今後、精緻化 と不確実性の評価が課題 となる。モデル出力値の不確実性には、モデル 自体

の不確実性 と入カデータの不確実性が含まれるため、精緻化には、モデル 自体の改良と、入

カデータの改善がともに必要 となる。後者については、土壌への C投入量の推定、土地利用

変化データの推定 とともに、SOC初期値の設定法など土壌に関する入カデータの精緻化が、

全体のモデル出力結果の精緻化のためのカギとなる。

引用文献
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Nutr., 50. 149-158.
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long-term experiments on Japanese non-volcanic upland soils. Soil Sci. Plant Nutr., 49.921-925.
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Procedures for Preparation of Soil Monoliths
Revised Edition

Tadao Hamazaki*, Hiroshi Obara**, Toshiaki Ohkura** and Yusuke Takata**

INTRODUCTION

Soil monoliths give very useful aids for teaching and extension, demonstration purpose, and

comparative studies in soil science. Soil profiles may be taken from the fields and preserved as soil
columns or as soil peels which are more realistic than color photographs, drawings or paintings.

Soil monoliths were first collected in Russia during the last decades of the 19th century. Soil profiles
from Russia were displayed at the Columbian Exhibition in Chicago in 1893-1894, on the occasion of an

international exhibition. Eighteen Iarge monoliths from Latvia were on display at the First International
Congress of Soil Science, Washington 1927. These soil profiles were collected in iron or wooden boxes.

Preservation of soil profiles with an adhesive was introduced by Schlacht in 1928. After that, although
various newly developed chemicals were applied for the impregnation of soil material, nitrocellulose
lacquers, vinylight (vinylacetate-vinylchloride copolymer) resin and polyvinyl acetate emulsion are now
universally used.

On the other hand, Buried Cultural Properties Center, National Nara Cultural Properties Institute
developed Tomack NR-51 (special epoxy resin) and Tomack NS-10 (special urethane resin) for the profile
transcription of the buried ruins.

Epoxy resin is characterized by strong adhesive ability, low contractiveness and absence of organic
solvent. Urethane resin is charactertzed by hardening with water and high plasticity.

This manual includes the procedures for the preparation of soil column monoliths using wooden boxes
and soil peel monoliths using epoxy resin or urethane resin, and polyvinyl acetate emulsion.

* Honorary Fellow ofNational lnstitute for Agro― Environmental sciences(NIAES)
**National Resources lnventory Center,NIAES

インベン トリー,第 9号 ,p41‐ 52(2009/2010)
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Soil peel monoliths
Hapludoll from Tagaytay, Cavite, the Philippines (Left)
Kandiudult from Tanay, Rizal, the Philippines (Center)
Lahar deposits from Bamban, Talrac, the Philippines (Right)
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研究標本館 :PrOcedures for Prcparttion of Sdl Monoliths Rcvised Edition

l.TAKING A SOIL COLLIMN MONOLITH IN THE FIELD

l.l  Tools and lnaterials

bθお力″it鍵″g α4グ θ」ψοs″g Sοガ′rQ,Iθs

Shovel

Crowbar
Hatchet

Pmning shears

Hand shovel

Folding ineter scale

Kitchen knife

賃りなα″グ
“
α′θ″ブαお∫OV″わηg α sοガεο′ν

“
れ
“
ο4ο′jtt β′αググJ″θ″わ力θ αbοソθわθ′リ

Wooden monolith box with lids screwed(Fig。 1)

Screwdriver

doub le-fra me

cover

2 cn thick vood

back cover
1,5 cn thickness
caterproof P1Yvood

ness lawaan

il:11:::″
″́″″ノリ

1.2 cn thickness
'raterfroof plytiood

-
2(C・

■ns■de diameter

100 cm 10ng and 20 ctt vide

Fig. 1. Awooden monolith box with double frames.

1 .2 Preparation of a pit

1) Dig a pit with shovel and crowbar. The pit should be about I meter wide, 1 to 2 meters long and at

least 10 cm deeper than the actual depth of the profile to be collected in order to provide enough working
space below.

2) Smooth one wall of the pit with a kitchen knife or a hand shovel (Photo 1).

1.3 Procedure

1) Mark the top and bottom portions of the monolith box with a marker pen.

2) Remove the lids of the monolith box. Do not lose the screws.
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3) Mark the internal dimensions of the monolith box on the wall of the pit with a kitchen knife (Photo 2).

4) Cut the soil column at least 3 cm thicker than the thickness of the monolith box on the wall of the pit
with a kitchen knife.

5) Carefully cut the soil column following the exact internal dimensions of the monolith box (Photo 3).

6) Push the monolith box over the soil column, properly placing the top and bottom portions (Photo 4).

7) Remove the excess soil materials on the surface of the monolith box by smoothing the profile (Photo
4).

8) Screw the first lid on the frame of the monolith box

9) Remove the soil materials behind the box by a kitchen knife fi'orn both sides of the box. Cut exposed
roots using pruning shears (Photo 5).

1 0) After cutting more than one third each of the joined part of the soil column from both sides of the box,
push a shovel into the joined part (Photo 6).

il) After cutting roots, detach the monolith box from the wall of the pit (Photo 7).

12) Level the profile with a kitchen knife (Photo B) and screw the second lid onto the frame of the
monolith box.

13) Pack the monolith box and transport it to the laboratory for chemical treatment.
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Photo 1 A pit is dug and one
wall is smoothed.

Photo 2. The internal
dimensions of the monolith box
are marked with a kitchen knife
on the wall.

Photo 3. A soil column which
has the exact internal
dimensions of the box is cut on
the wall.

Photo 4. The box is pushed
over the column.

Photo 5. The soil materials
behind the box are removed.

Photo 6. Ashovel is pushed
into the joint part.

Photo 7. After cutting roots, the box is detached

from the wall.
Photo 8. The profile is leveled.

一-45-―



インベン トリー 第 9号  (20H)

2 PRE,PARATION OF A SOIL PEEL MONOLITH FROMA SOIL CULUMN MONOLITH

2.1 Tools and materials

Tools for cutting off andfinishing off a soil peel

Kitchen knife
Knife
Pruning shears
Brush
Screwdriver
Saw
Cutter
Plywood board (5 mm thick) with the dimensions a little larger than that of the soil column monolith
Tweezers

Tools for applying and pouring resrns

Can (2-4 L) with a handle for Tomack NR-51, or
Plastic vessel (1 L) with a handle for Tomack NS-10

Spray (500 mL) with water
Plastic vessel (1 L) with cap
Pipette (10 mL)
Stirring wooden rods
Wooden trowel for Tomack NR-51: or brush for Tomack NS-10

Resins

Bond CHl8 for wood (Polyvinyl acetate emulsion), and
Tomack NR-51 (Epoxy synthetic resin) and Tomack NR-51-w (Hardener with plastic material for

Tomack NR-51); or
Tomack NS10 (Urethane synthetic resin)

Materials

Cloth made of chemical synthetic fibers such as mosquito net
Mounting board (Fig. 2)

26Cm

bottom board
(using uaterproof and
thickness 0.5 cn board)

riu (using vide
inside diameter

Fig. 2. A mounting board with frames.

cm, thickness 1.5 cm board)
leneth 100 cn, vide ?0 csl
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2.2  Procedure

Pκ′″αr77oθ 4′

1)PlaCe tlle soil column monolith ttom the neld on a working stand.Remove the lid oftlle thinner frame

side ofthe l■ onolith box.

2)Smooth the profile of the soil monolith with a kitchen knife.Ifthe pronlc is vew wct,drying it for

several dり s,again smooth it(PhOt0 9).

物 ケ4g ttθ 乃
“
αεただs,4

。協〕1:『露よ鳳胤甜過 鵠智』黒T品露槻IW燎躍5軍:;品b cm2 90 x

100 cm)ofthe prO■ lc in a can Stirit well.Or

Provide 450 mL ofthe Tomack NS10 per 2000 cm2(20x100 cm)of the sOil peel in plastic vessel(1

L)with a handle.

5)UnifOrmly apply the Tomack resin with a w00den trowel or a brush on the cloth,rcmove the pinsっ alld

turn up the cloth follo、ving the exact dilnensions ofthc profile.

6)Apply the Tomack rcsin again on thc cloth,and leave it overnight(fOr at least 4 hours)for TOmack

NR-51 to harden(PhOt0 11)or Spray wtter cnough and thcn leavc it for about onc hour for Tomack NS10

untilthe Tomack NS10 resin hardens.

Cν″′κg ο√

7)Atter hardening,remove the screws which connect ttZo flames ofthe monolith box.

8)Cut offthe soil peel with a saw holding with the plン 7ood board(PhOt0 12).

9)Put the sOil peel beれ reen two plywood boards and tllrn over.

10)Remove the upper plywood board,separate tlle tame bound with the resin from the soil peel with a

cutter(Phot0 13).

Mo2rη′′′g

B需 1も″鋸 よT札 灘 ∬ ∬ 誦 淵 翻 lT品 朧 11爛 r燎 :淵 階 鶏 tm290x
100 cm)ofthe mOunting board in a can,stir it alld uniformly apply it on the mounting board with a wooden

trowcl;or

Uniformly apply Bond CH18 for wood(PolyVinyl acetate emulsion)on the mOunting board with a

wooden trowel

13)Slip the sOil peel into the mounting board(PhOt0 14).

14)Roughly loose the surface ofthe soil pecl with a knife.And repair it with the excess soil materials of

the samc horizon,ifit has any damage

15)Pllt the weights on the soil peel,and leave it for the night(at leaSt 4 hours)forthe TOmack NR-51 or

for atleastthree days for the Bond CH18 for w00d tO fix on the inounting board.

Fブ4Jsカプ4g

16)Carefully poke alld loosen the surface ofthe soil peel with a knife to reveal the structurc(PhOt0 15).

17)Dilute 100 grams ofBond CH18 for woOd and about 2 mL of synthetic neutral detergent with 400 mL

water in a l L vessel alld stir it well.

18)UnifOrmly drop the diluted Bond CH18 on to thc soil surface with a 10 mL pipette twicc or three

timcs and leave it until the soil peel dries(It will tよ e師o orthrec days)(PhOt0 16).

19)After drying,if the soil sllrface cracked,press the both sides of the cracks with a knife or tweezers

dispersing the cracks.Alld drop the diluted lBond CH18 again on the soil stlrface oncc and leave it for two

days.

20)Repeat step 19 once to tllree times until the sOil matcrials are complctely ixed on thc moullting board.
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Photo 9. After preparing the moist condition, the

Photo 10. Apiece of the cloth is put over the
profile.

インベン トリー 第 9号  (2011)

Photo

board

is applied on the

is cut off

Photo 13. The bound frame is separated from the
soil peel.

is slipped into the mounting

Photo ll The Tomack 51

oloth

rcsin Photo 15. The surface of the peel is carefully
poked and loosened to reveal the structure

Photo 16. The diluted Bond CHl8 emulsion rs
drop on the peel.

profile is smoothed

14. The peel

Photo 12. After hardening, the soil peel
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研究標本館 :PrOccdurcs for Preparation of Soil Monoliths Rc宙 scd Edition

3 DIRECT PMPARATION OF A SOIL PEEL N10NOLITH

3.l Tools and mtterials oTumberis the numberin Fig.3 alld 4.)

2)θな∫OΥ itggブ4g αηグθ,ψθs′′g sοガ′
“
′たs,αηグεν′″″gq″α Sθ′′ρθθ′ブ″力θ′θ′グ

Shovcl

Crowbar
Hatchet

Prllning shears ③
Halld shovel ②
Folding meter scale ⑬
Kitchen knifc ④
Cuttcr(3

Plンwood board(5 mm thick)with thC dimcnsions a little larger than that ofthe soil peel to be cut off

⑬
10 nails(abOut lo cm long)

lvlarkcr pcn(fine)⑩

Scalltling(1.5-2.O m long,3 cm wide and l.5 cm deep)for a rtlle ①

乃θお力″響 ″′4g″S″S'″ Йθ′θ″

Plastic vessel(lL)with a handle ⑭

Spray(500 mL)with Wtter ⑫
Bl‐LISh ⑥
Plastic gloves

bο仁力″′777Sカノηg ttrα sθ′′″θ′

Bmsh ⑤
Cutter ③
Knifc

Pmning shears ③
T、、reezers ⑩

乃οお.力″ι爾フ″′″gα′ノ′θν″′4g κsブ4s′η ttθ ЮοJ77

Plastic vessd(lL)wihcap ①
Pipette(10 mL)⑦

Stiring rods

Woodcn trowcl

Rgs7′s

Tomack NS-10(Urethane synthetic resin)(D

Bond CH18 for wood(PolyVinyl acetate emulsion)(D

Ma′θ″ブαお

Clotll madc ofchemical syllthctic fibers such as mosquito net ⑪

Packing inaterial of soil peel

Mollllting bottd(Fig.2)⑩
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?6cm

#

botton board
(usi.ng yaterproof and
thickness 0.5 cn board)

rin (using ride 3 cm, thickness 1.5 cn board)
inside dianeter : leneth 100 cn, side 20 cn

Fig.2. A mounting board with frames

Fig. 3. Tools, materials and resins

Wooden materials
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研究標本館 :Pr221J王墜やI PrcparttiOn Ofsoil Mondihs Rcvised Edtion

3.2  Preparation of a pit

l)Dig a pit with shovel and crowbar.The pit shOuld be about l meter wide,l t0 2 meters long and at

least 10 cm deeper than the actual depth of the prOfile to be collected in order to provide enough working

space belo、 v.

2)Smooth One wa1l ofthe pit with a kitchen knife or a hand shovel

3.3  Procedure

l)PrOVide a piece of cloth 10 cm wider and 30 cm longer than the size ofthe sOil peel monolith to be

taken.

2)Lay over the cloth on the wall ofthe pit and fix it well(PhOt0 17).

3)Provide 500 mL ofthe Tomack NS10 per 2000 cm2(20x100 cm)of the sOil peel in a plastic vessel

with a handle.

4)Apply the Tomack NS10 resin with a blush on the cloth from the top so as to make it■ ow down
(PhOt0 18).

5)UnifOrmly apply the remainder ofthe Tomack NS10 resin and spray water enough,and then leave it

for about one hollr untilthe Tomack NS10 resin hardens(Phot0 19).

6)Atter hardening,mark the dimensions ofthe soil peel on the cloth which was hardened with a marker

pen(PhOt0 20).

7)Cut abOut 10 cm deep soil column following the exact width ofthe soil peel.Dont cutthe top and the

bottom of the soil column and the cloth(PhOt0 21).Keep the excess soil peel which was cut off for

repairing the soil peel lnonolith later.

8)Holding the soil peel which is cutting with the plywood board,remove the soil materials behind the

soil column by a kitchen knife or a hand shovel frOlrl both sides of the soil column,keeping at least 3 cm

thick soil peel.Cut exposed roots using pruning shears(PhOt0 22).

9)After cutting more than one third each ofthejOined part ofthe soil peel from both sides,push a shovel

into the joined part.And pull away the soil peel ittOllll the wa1l of the pit,holding the soil peel with the

plywood board(PhOt0 23).

10)Lay it down and roughly remove the excess sOil materials ofthe soil peel with a kitchen knife.

11)PaCk the soil peel underlying the plywood(PhOt0 24)alld transport it to the laboratory for chemical

treatlllent.

12)ProcCed t0 2.2… 11)tO inish the preparation ofthe soil peel lnonolith.

MFEMNCES

van Baren,J.H.ヽ 4&W Bomer(1979):PrOCedllres for the Collection and PrcseⅣ ation of Soil Pro■ les.

Technical Paper l,International Soil Museum,Wageningen,The Netherlands.

Hanlazaki,T.and M.Mitsuchi(1983):MethOdS for thc Preparation of Soil Monoliths.The Miscellaneous

Publication of the National lnstitute of Agricultural Sciences,Series B,No.18,Tsukuba,Japan.(In

Japanesc)

Hamazaki,T.,M.Mitsuchi,H.Obara,and M.Nakai(2002):McthOdS for the Preparation of Soil Monoliths.

httpプ/soilgctiob.attc.go.わ /Docunellt/method.Odfi NIAES,Tsukuba,Japan.(In Jttanesc)
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Photo 17. The cloth is laid
over on the wall.

Photo 18. The Tomack NS-10
resin is applied on the cloth.

Photol9. Enough water rs
sprayed for hardening.

インベン トリー 第 9号  (2011)

Photo 20. After hardening, the
soil peel monolith to take is
marked on the cloth.

Photo 21. The about 10 cm
thick soil column is cut.

Photo 22. The soil materials
behind the soil column are
removed.

Photo 23. The soil peel is
pulled away from the wall
holding it with the plywood
board.

Photo 24. The soil peel is
packed and transported to the
laboratory.
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農業環境技術研究所 口標本シリーズ 7:日本産ミツギリゾウムシ科 (コ ウチュウロ)

NIAES Collection Scries 7:Japanese Brentidac(COleOptera)

吉武 啓
*。

中谷至伸
*・

吉松慎一 *・
田中絵里

*

Hiraku Yoshitake,Yukinobu Nakatani,Shin― ichi Yoshimatsu and Eri Tanaka

1 はじめに

ミツギリゾウムシ科は、コウチュウロゾウムシ上科に属する一群で、世界から293属約 1690

種が知られている (Sforzi&Bartolozzi,2004)。 日本からは、これまでに 17属 31種が知 られて

お り (森本、2008;Morimoto,2009)、 その中にはサツマイモの重要害虫であるア リモ ドキゾ

ゥムシ (日 本応用動物昆虫学会編、2006)な どが含まれる。農業環境技術研究所 (以 下、農環

研)昆 虫標本館には、323点 の日本産 ミツギリゾウムシ科の標本が保管されている。本稿では、

当館所蔵の日本産 ミツギリゾウムシ科コレクションの概要を紹介するとともに、本コレクショ

ンの管理 と利活用について触れたい。

2 コレクションの概要

昆虫標本館に保管 されているミツギ リゾ

ゥムシ科の標本コレクションは、北は北海道

から南は沖縄まで、 日本各地で採集 された

23種 323点の標本から構成されている。そ

の中には、これまで国内からは石垣島で採集

された雌 1頭 しか記録 されていないフ トミ

ツギリゾウムシ雌雄の標本 (図 1、 所蔵昆虫

標本番号 24¨0475214お よび 24¨0475215)や 、

未記載または日本未記録 と考えられるツツ

ホソミツギリゾウムシ属の不明種の標本 (所

蔵昆虫標本番号 24‐0475093)が 含まれてい
図 1 フトミツギリゾウムシ♂

る。また、本コレクションには、材採集によつて得 られた標本が少なからず含まれてお り、例

えば、クロツツホソミツギリゾウムシは、ほとんどその生態が分かつていない種であるが、ヤ

マ トアオダモ (モ クセイ科)の枯死木から羽化脱出した個体 (所蔵昆虫標本番号 24-0475092)

が本コレクションの中に存在する。このような標本は、一般に野外で発見することが難 しいミ

ツギリゾウムシ類の生態を解明する糸口を掴む上で大変貴重な情報源であると言える。

*農
業環境イ ンベ ン トリーセ ンター

Natural Resources lnventory Centcr

イ ンベ ン トリー,第 9号 ,p53¨ 54(2011)
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3 標本管理と今後の利活用について

同定する際の参照資料や研

究材料 として簡単に利活用で

きるようにするためには、標

本を適切に整理 した上で保管

しておく必要がある。 日本産

ミツギリゾウムシ科の全標本

を最新の分類体系 (森 本、

2008)に 従つて再配列 した。

各標本には、同定ラベル と標

本番号ラベルを付 し、分類群

情報やラベル情報をデータベ

ース化 した上で、虫体とラベル

の画像を高解像度で取得 した。
図 2 日本産 ミツギリゾウムシ科標本の収納状況

データベース化の完了 した標本は、2箱の ドイツ型標本箱の中に、 目的の標本を簡単に抽出で

きるよ う、種 ごとにユニ ッ トボ ックスに分けて収納 されている (図 2)。 なお、本 コレクシ ョ

ンの利活用を促進す るため、画像を含む全標本情報を農環研の昆虫データベース統合インベン

トリーシステム上 (http://insect.niaes affrc.gojp/)で 公開 しているので、興味ある方 は是非 ご利

用いただきたい。

4 謝辞

福富宏和氏 (石川県ふれあい昆虫館 )、 栗原 隆氏 (栃木県立博物館 )、 槙原 寛氏 (森林

総合研究所 )、 的場 績氏 (和 歌山県立 自然博物館 )、 土岐和多留氏 (東京大学)に は貴重な

標本を寄贈 していただいた。また、渡辺恭平氏には本 コレクシ ョンのデータベース化にご協力

いただいた。記 して感謝の意を表 したい。
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農業環境技術研究所・標本シリーズ 8:井上寛コレクシ ョン

NIAES Collcction Serics 8:Hiroshi lnoue Collcction

吉松慎一 *。
中谷至伸 *・ 吉武 啓 *

Shin‐ ichi Yoshilnatsuぅ Yukinobu Nakatani and Hiraku Yoshitake

1_は じめに

大妻女子大学で教鞭をとられた井上寛先生 (1917-2008年 )は、海外からもよく知 られた著

名な蛾類の研究者で、多くの論文を長年に亘 り書いてこられ、また、「日本産蛾類大図鑑」(1982

年講談社)の多くの部分を担当された。1992年の夏に丼上寛先生の膨大な蛾類のコレクション

はロン ドンにあるイギリス自然史博物館に寄贈 された。標本数は、タイプ標本 800点余 りを含

む 20万点にも及ぶ (岸 田ほか、2009)。

井上寛先生の標本が海外の博物館に寄贈されたことは非常に残念であつた。他にも、一色周

知先生や川辺湛氏の蛾類の標本が次々と国外へ流出したことは、本当にやるせない。すなわち、

我々アジアの研究者はわざわざ海外にまで行かないとこれらのコレクションの標本を見る事が

できず、研究が遅れる原因ともなる (岸 田ほか、2009)。 しかし、最近では杉繁郎氏、佐藤力

夫博士 (吉松ほか、2006)、 中島秀雄博士 (吉松ほか、2007)な どのコレクションが農環研に

寄贈 されるなど、一時の海外流出には歯止めがかかつてきたと思われる。

ところが、専門家でも知らない方も多いと思 うが、井上寛先生のごく一部の標本が実は農環

研に寄贈 されている。今回はその紹介をしたい。

2 コレクションの概要と今後の利活用

第一著者の吉松が農環研 に採用になつたの

が、1986年であるが、この時既に丼上寛先生の

メイガ類 (現在はメイガ科 とツ トガ科に分けら

れるので、ここではそれ らをまとめてメイガ類

と呼ぶことにしたい)お よびシャクガ科の一部

の標本 (図 1)が寄贈 されていた。これらは、お

よそ 「日本産蛾類大図鑑J(1982年講談社)に

従つて、カタログ番号順に学名 と和名のラベル

の上に並べ られている。標本が無い種も多く、

その場合は種の学名 と和名が書かれたラベルの

上に標本は無く、分かり易い。欠けている種も

多く、全ての種の標本がある訳ではないし、また

図 1 井上寛コレクションのメイガ類標本

、雌雄 両方 の標本 が揃 ってい る訳 で もない。

*農
業環境インベン トリーセンター

Natural Resources lnventow Center
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しかし、この様な authentic specimens(同 定に信頼がおける標本 とい う意味)は、非常に役立つ

のでありがたい。すなわち、このグループの世界的権威である井上寛先生が同定された標本 と

い うことで、同定の信頼度が非常に高い。聞くところによると、井上寛先生がロン ドンのイギ

リス自然史博物館に標本を寄贈するより前に、当時の昆虫分類研究室長の服部伊楚子氏が少 し

でもよいから農環研に標本を寄贈するように依頼 したそ うである。

井上寛先生が同定されたこれらのメイガ類およびシャクガ科の標本は、同定依頼があつた時

などに比較標本 として非常に利用価値が高い。2008年夏北海道内の広域において多種類の作物

を加害する見慣れないガ類の幼虫が多発生し、羽化成虫

を調べたところ、これまでわが国では害虫として記録が

ないヘ リキスジノメイガであることが分かつた (吉松・

岩崎、2010)。 この際、農環研の井上寛コレクションに

本種の標本 1個体 (図 2)が あり、比較標本 として利用

した。図鑑の写真よりも現物としての標本がある方が、

いろいろな部位の形態を詳細に観察することもできる

し、利用価値は非常に大きい。

現在、農環研が所蔵する井上寛コレクションは、メイ

ガ類 473点、シャクガ科 646点 である。標本がたまつ

てきたので、一度取 りにこられないかと井上寛先生か

ら連絡があったので、2002年 H月 に服部伊楚子氏と第一著者でご自宅まで出かけ頂戴した標

本が、それら以外に 882点 ある。これらの標本は、井上寛先生が入間市にあるご自宅で採集 さ

れ、ご自身で標本作成 された標本で、未同定である。ロン ドンに標本を寄贈 した後にたまつた

標本がご自宅にあつた訳である。

井上寛コレクションのメイガ類 473点およびシャクガ科 646点は同定済みの貴重な標本であ

ることから、今後、早めにデータベース化 し、それらの情報を「昆虫データベース統合インベ

ン トリーシステム」より公開したいと考えている。
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1)岸 田泰則・増井武彦・間野隆裕・佐藤力夫・佐々木明夫・山本光人(2009):追悼井上寛博士
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2)吉松慎一 。岩崎暁生(2010):研究 トピックス 北海道の広域で発生 した新害虫はヘ リキスジ

ノメイガたつた,イ ンベン トリー,(8):2…3

3)吉松慎一 。中谷至伸・安田耕司(2007):農 業環境技術研究所 。標本シリーズ 3:中 島秀雄コレ

クション,イ ンベン トリー,(6):38… 39
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問い合わせ先
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図 2 井上寛コレクションの

ヘリキスジノメイガ
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微生物標本館への 2009年度分の標本追加

Additional Specilnens toヽ licroorganism Museum in 2009.

小板橋基夫*,吉 田重信 *,封馬誠也 **

lヽotoo Koitabashi,Shigenobu Yoshida,Seiya Tsushilna

l.微生物標本館 とは

農業環境技術研究所、農業環境インベ ン トリーセンターに所属する微生物標本館 には、多 く

の研究者か ら寄託 された微生物タイプ標本に NIAES番号を付 けて保管 されている。 さらに、

1880年代か ら現在に至るまで約 120年間にわた り寄贈・採集 された微生物乾燥標本、微生物乾

燥 さく葉標本等約 7000点 を、標本室内で安定的に保管 している。また、農林水産省微生物ジー

ンバ ンク事業の一環 として、細菌および糸状菌の凍結乾燥アンプル、凍結チューブ、継代培養

試験管な ど合わせて約 4000点 を低温室において保存 している。その収集 は現在 も続いてお り、

2009年度に新たに収蔵 した標本について紹介す る。

2 標本館情報への標本追加

2009年度には、北海道のアイヌ遺跡か ら発見 された雪腐黒色小粒菌核病菌の菌核の標本 11

点や、新種記載された Cθ″αわのダJs′θたθル によるイチジクかいよう病の罹病組織および

λ sα r′傷″″笏わθθ′αの菌体標本など 14点 をNIAES番号を割 り振 り、タイプ標本コレクションに

追加 した (図 1お よび 2、 表 1)。

図 1 2009年 度に寄託されたタイプ標本や証拠標本の保存状況  (その 1)

(左 :、雨 /′ /S/7/ルr/θ″s/s の菌核 右 :イ チジクかいよう病の罹病組織 )

*生
物生態機能研究領域 ,**農業環境イ ンベ ン トリーセ ンター

*Environmental Bloinction Division,**Natural Resources lnventow Center
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図 2 2009年 度に寄託されたタイプ標本や証拠標本の保存状況  (その 2)

(左 :F77sα″77r/77"″ 力εOル のラベル表示  右 :Fa_‐″たたο力の菌体標本 )

表 1 2009年度に追加された NIAES標本の詳細情報

NIAES番 号 病原菌学名 採集地 宿 主 採集年 寄託者 標本種類

NIAES20585

NIAES20586

NIAES20587

NIAES20588

NIAES20589

NIAES20590

NIAES20591

NIAES20592

NIAES20593

NIAES20594

NIAES20595

NIAES20600
NIAES20601

NIAES20605

Typhulu ishikariensis
Typhula ishrkanensrs

Typhula ishikariensis
Typhula ishikariensrs

Typhula rshikariensis

lyphula ishikariensrs

Typhula ishikariensis
Typhu la is h ik arien si.s

Typhula ishikariensrs

Typhula ishikariensis
Typhula ishikariensts

C erato cy,s tis ftctco lq
Ceratocystts ficicola

Fusarium azukicola

北海道千歳市長都

北海道千歳市長都

北海道沙流郡平取

北海道沙流郡平取

北海道沙流郡平取

北海道沙流郡平取

北海道千歳市長都

北海道沙流郡平取

北海道沙流郡平取

北海道沙流郡平取

北海道沙流郡平取

福岡県

福岡県

北海道十勝郡浦幌町

証拠標本

証拠標本

証拠標本

証拠標本

証拠標本

証拠標本

証拠標本

証拠標本

証拠標本

証拠標本

証拠標本

ホロタイプ

パラタイプ

アイソタイプ

不 明

不 明

不 明

不 明

不 明

不 明

不 明

不 明

不 明

不 明

不 明

イチジク

イチジク

アズキ

2009'
2009-
200 9-

2009-
200 9-

200 9-

2009-
2009-
2009-
2009'
2009.

松本直幸

松本直幸

松本直幸

松本直幸

松本直幸

松本直幸

松本直幸

松本直幸

松本直幸

松本直幸

松本直幸

升屋勇人

升屋勇人

青木孝之

*ク
′力″ルおみルα力

`″
sお については寄託年

これまでに微生物標本館に所蔵されているの微生物標本情報を DB化し、Wcb公開中の微生物イ

ンベントリー「″たκttκι」にデータ追加等を行つてきたが、今回寄託された標本のデータ14点をDBに

追加した。

3 ジーンバンク登録菌株の標本化

農業環境インベン トリーセンターでは、農林水産省のジーンバンク事業のサブバンクとして

微生物遺伝資源の探索収集、評価、保存、配布等の活動を行つている。それらMAFF菌株の中

からMAFFIN306763～ 306793ま での 31菌株の植物病原菌の培養菌体の乾燥標本を作成 した。

この中には、大分県豊後高田市で採集 されたコムギ赤かび病の病原体である Дパαrノν
“

ダα
“
加θα′ν

“
や青森県横浜町で採集 されたコムギ赤かび病の病原体 (種複合体)で ある

」ヽイブcЮあθカブタ″″ッα′θなどの標本が含まれている。各菌株の詳細は以下に示す農業生物資源研究

所ジーンバンク事業のデータベースの微生物遺伝資源部門に登録 され、以下のサイ トから検索

を行える。

URL httpi//www gcnc affrc gOjp
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Web公開情報 (2010年 3月 31日 現在)

名  称 URL 備  考

農業環境インベ ン トリー

システム

h ttp : //hp c 23 4 .niae s. affrc . g o j p I nr ic I main . asp 一般公開

土壌モノ リスデータベー

ス

土壌モノリス作成法改訂

版

土壌保全調査事業等優良

成果

土性図 目録

農耕地土壌分類 (第二次

改訂版 )

農耕地土壌分類 (第二次

改訂版)英語版

農業統計情報メッシュデ

ータ閲覧システム

土壌情報閲覧システム

http : //www.niaes. affrc. go.jplinventry/soil/monolith/index.htm

http : //www. niae s. affrc . go.j p/inventry/s oi l/
Document/method.pdf

http : //www. niae s. affrc . go.j p/inventry/soi l/
TEIT EN sokuho/index html

http : //www. ni ae s. affrc . go j p/inventry/soil/Document/

Fesca.pdf

http ' //www. ni ae s. affr c . go j p/inventry/s o ll I lab or atory I
Informations.html

http : //www. niaes. affrc. go jplinventry/soil/Documenti

Classification.pdf

http . I I agrimesh. dc.affrc. go jp/

http'. I I agrime sh. dc . affrc. go j p/ soil_db/

一部公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

農環研標本館所蔵タイプ

標本データベース

三橋ノー ト画像データベ

ー ス

日本産オオアブラムシ属

のチェック リス ト及び種

の検索表

日本産ヒョウタンカス

カメ族の図説検索

マメハモグリバエ寄生蜂
の図解検索

http : //www. niaes. affrc. go jp/inventry/insect/inssys/typel st.htm

http : //www. ni ae s. affrc . go j p/inventry/in sect/in s sy s/

m note0l.html

http : //www. niaes. affrc. go jpiinventry/insect/key_cinara/main.ht

m

http : //www. niaes. affrc. go jplinventry/insect/illust_keys/

pilophorini/keylil ophorini0 1 .html

http : //c se. cry o . affrc . go j p/kon i shi/m ain. htm

一部公開

一部公開

一般公開

一般公開

一般公開
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名  称 LIRL 備  考

微生物イ ンベ ン

(“ rc・″οFθ″εθ)

農業環境技術研究所所蔵

微生物 さく葉標本 目録

日本野生植物寄生・共生

菌類 目録 (日 本語版 )

同 (英語版 )

日本産糸状菌類図鑑 (日

本語版 )

同 (英語版 )

http : //www.niaes. affrc. go jplinventry/microorg/index.html

http ://www.niaes. affrc. go jplinventry/microorg/specimen/

index.html

http : //www.niaes. affrc. go.jp/inventry/microorg/mokuroku/

mokuroku.html

http . //www. ni ae s. affr c . go j piinventrylmi cr o or gl engl

mokuroku-e.html

http : //www. niaes. affrc. go jplinventry/microorg/mokuroku/

zukan.html

http : //www. ni ae s . affr c . g o . 
j p/inventry/m i c ro o r g/ en g I zukan- e .ht

ml

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

農業環境用語事典

農業環境モニタ リングマ

ニュアル

植物の金属元素含量に関

す るデータ集録

土壌線虫画像データベー

ス ;属 レベル簡易同定の

ための形質一覧表

栽培歴データベース

エ コシステムデータベー

ス (英語版 )

アジア・太平洋外来生物

データベース (APASD)

(英語版 )

外来植物図鑑 (国 が特定

外来生物、要注意外来生

物に指定 した植物 )

自然植生の純一次生産力

と農業気候資源の分布

http : //www.niaes. affrc. go jplinventry/center/glossary/index.html

http : //www. n i ae s . af fr c . g o . 
j p/inve ntry/ c en ter I mmanual I

index.html

http : //www.niaes. affrc. go j p/inventry/center/hr,ymetal/

index.html

http : //www. niaes. affrc. go jplinventory/nemapics/

http'. I I dccw. dc. affrc .eo .jp I

http: I I ecomdb.niaes. affrc. go jpl

http'. I I apasd-niaes. dc. affrc. go jpl

http://¬恥w.niaes.attc.go.jp/pracct/plant_alien/book.html

http : //www. ni ae s. affrc . go .j p/to pic s I 97 I clmre s. htm I

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公 開
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第 1回  7月 15日

1)関東地方における農耕地土壌の分布面積の時空間変動解析

Analysis of spatial and temporal variation of the cultivated sOil area in Kanto region

高田 裕介

関東地方では、1973年 か ら 2005年にかけて、約 20万 haの農耕地が改廃 されている。 これ

に伴 う農耕地土壌の分布面積の変容過程を 3時期のデジタル農耕地土壌図 (1992年 、2001年、

2005年 )と 1973年度の統計資料 を用いて解析 を行つたので、その内容 を紹介す る。

2)有機物投入量に応 じた土壌炭素量の変化係数～土壌炭素動態モデル RothCの活用～

Creating soil carbon stock change factor for organic inatter application using RothC model

白戸 康人

IPCCガイ ドラインには、自然植生下の土壌炭素量に土地利用、耕起法、有機物管理の係数 を

乗 じて土壌炭素量を算出す る簡易な式があるが、有機物管理の係数は施用量に応 じた定量的な

係数になつていない。そこで、 日本の気象、土壌条件における有機物施用量に応 じた土壌炭素

の変化係数 を、RothCモデル を用いて作成す ることを試みたので、その内容 を紹介す る。

第 2回  8月 17日

1)ワサ ビの害虫ゾウムシの正体

Taxononlic study ofthe wasabi weevil and its allied species

吉武 啓

1999年、岩手県岩泉町で栽培 されている畑ワサビにおいて、昆虫綱コウチュウロゾウムシ科

の 1種による被害が確認 された。当初、本種はミドリサルゾウムシ cθン′ο″ゎノ′εンs均ルSνS〃クS″θttθ
,

1930と 同定されたが、後に近似種の誤同定であることが判明したため、正確な同定がなされる

までの暫定的な処置 として,和名はそのままで学名が Cθν′ο″リノ″ε力νs sp.と 訂正された。その後、

発生地において適切な防除が施 された結果、害虫ゾウムシによる被害は収束 しつつあるものの、

被害確認から数年間、その正体は不明のままであった。最近の研究により、本種はコンロンソ

ウ(ア ブラナ科)を 寄主とするサルゾウムシ属の 1種に近似の未記載種であることが判明した。

本未記載種の同定に至るまでの経緯を紹介 した上で、その形態や分布、生態、防除法などにつ

いて報告する。

第 3回  9月 25日

1)採取装置による簡易土壌調査および不攪乱試料採取 と物理性・微細形態解析への応用

Development of rapid sOil survey and undisturbed soil sampling procedures with a deep soil

sampler:an applied study for physical prOperties of dcep soils and their inicromorphology

大倉 利明
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農業環境研究において生態系の物質循環の一大圏を構成する土壌の理化学的性質を取得する

には、試掘断面を作成 し断面記載や試料採取を行 うのが通常の手順である。 しかしながら、有

効土層の概念が研究の進展 とともに拡大され、伝統的な lmま での土壌情報を補完するより深

層までの情報が求められるようになり、圃場で大きな試掘を行 う労力の不足や掘削による土壌

の攪乱を最小限にとどめるための技術が望まれているところである。本報告では、土壌の物理

構造の変化を最小限にとどめる試料採取装置の開発に取 り組み、得 られた試料の物理性測定、

微細形態解析などを行い、これまであまり蓄積のないデータを得ることが出来たので報告する

とともに、環境基盤 としての土壌インベン トリー作成の意義について考察する。

2)イ ネおよびムギの生育期間における葉面細菌数の推移

Dynallllics of bacterial population on the surfaces of rice and wheat plants during the gro、 ving

season

丹羽理恵子

植物葉圏は、強い紫外線の照射、乾燥、降雨および風な どに絶えず晒 されているとともに、

常に植物サイ ドか らの各種ス トレスが存在 してお り、一種の極限環境である。一方で、植物葉

圏には膨大な数の細菌が生息 し生態系の維持 に大きな役割 を果た している。本セ ミナーでは、

イネお よびムギの葉面細菌数に着 目した研究結果を発表す る。

第 4回  10月 21日

1)わが国の農業に由来するアンモニア発生量の推定

Estilnation of AInmonia elllission derived ittonl agri9ulture sector in Japan

ネ申山 和貝J

わが国のアンモニア発生の多 くが畜産に由来す ると言われている。発生 したアンモニアは乾

性・湿性沈着 によ り再び土壌 に付加 され るため、N循環 を正確 に捉 えるためにアンモニア発生

の実態を把握す ることが重要である。そ こで、既往 の研究によ り得 られたアンモニア発生係数、

発生量推定に必要な活動量を整備 し、わが国の農業に出来す るアンモニア発生量の推定を行 っ

た。

2)RothCモ デルを利用 した農耕地土壌の炭素蓄積量の変動 シミュレーシ ョン

Silnulating changes in the pools of soil carbon in agricultural land using RothC model

矢 ヶ崎泰海

地球温暖化緩和策の一つ として農耕地の土壌 に土壌有機物 として炭素を蓄積す る方策に関心

が高まっている。気象、土壌、投入す る有機物の種類や量な どの複数の要因が絡み合 う土壌炭

素動態に対 し、これ らの要因を考慮 したモデ リング・シ ミュレーシ ョン手法による予測手法の

開発 に期待がかかっている。土壌炭素動態モデルの一つ RothCモデルは、これまで国内外のい

くつかの長期圃場連用試験結果による検証を通 じて予測性能の有効性が示 されてきた。 さらに

検証数 を増や し、土壌環境基礎調査 0基準点調査の長期圃場連用試験デー タによるモデル予測

性能の検証 を行つた結果の第一弾について報告す るとともに、今後の課題 について考察す る。

併せて現在進 めているRothCを 利用 した 日本全国の農耕地上壌 を対象 とした土壌炭素蓄積量変
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化の広域評価のための手法開発について、気象、土壌、作物栽培面積、有機物施用量などの各

種インベン トリーの利用を含めた、評価体系の設計および作業の進捗状況について紹介する。

第 5回  11月 18日

1)シ ミュ レーシ ョンモデルによる水稲用農薬の挙動予測 とその活用について

Siinulation lnodel for predicting behavior of rice pesticides and its application

稲生 圭哉

農薬の生態 リスク評価 を行 うためには、使用方法や時期の異なる多種多様な農薬の暴露評価

を適切に行 う必要がある。本セ ミナーでは、シ ミュレーシ ョンモデル による水稲用農薬の挙動

予測の現状 とその活用事例について紹介す る。

2)農耕地黒ボク土における可給態 リン濃度の細菌 と糸状菌の群集構造に及ぼす影響

The influence of avallable phosphorous on the bacterial and fungal collllinunity in agricultural soil

(Andosol)

包 智華

黒ボク土は 日本の上壌全体の 1/6、 農耕地土壌の 30%を 占め、 日本の農業活動や食糧生産に

重要な土壌 グループであると言われているが、大きなスケールでの上壌微生物群集 についての

研究は乏 しい。当研究所が推進 リーダー となつて進 めている eDNAプロジェク トでは、全国の

農耕地上壌の理化学性 と生物性の関係 を調べている。その中で、北海道か ら二重県までの 8つ

の農耕地土壌 (黒ボク土)の可給態 リンの濃度 (6～2050g/kg)が著 しく異な り、その差は最大

で 360倍異なつていることが確認 されている。本セ ミナーでは、PCR―DGGE法や多変量解析 を

用いて黒ボク上における細菌 と糸状菌の群集構造に及ぼす環境要因について解析 した結果を報

告す る。

第 6回  12月 16日

1)全国農地土壌炭素調査のアンケー ト調査の概要 と 2008年 度の結果について

A report on agricultural lnanagement based on a national soil survey progralllline

レオン 愛

土壌炭素の実態 と土壌炭素の変動にかかわる活動量 (有機物管理、堆肥の投入量、耕起方法

等)に関す る調査が、農水省の事業 「土壌 由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業 (本

事業)」 の一部 として 2008年 か ら開始 された。この調査では、日本の農耕地土壌の炭素量を算

出す るとともに、活動量をアンケー トによつて把握 し、農地管理 と土壌炭素量変動の関係 を明

らかにす ることを目的 としている。本報告では、2008年度のアンケー ト調査の結果の一部につ

いて紹介す る。 さらに、2009年 国際大会 (ア メ リカ)に参加 し、本事業に関わる研究について

情報収集 を行つたので報告す る。
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付録 :NRICセ ミナー講演要 旨

第 7回  1月 20日

1)ロ シア農業科学アカデ ミー極東地区の研究所訪間と移動性害虫の研究

Visit to the institutes of the Far Eastern Region of the Russian Academy of Agricultural Sciences

and research on■ ligrant insect pests in East Eurasla

吉松 慎一

2009年 8月 30日 か ら 9月 3日 にかけてロシア農業科学アカデ ミー極東地区の研究所 を訪問

した。2008年 における夏以降に北海道で発生 した移動性の新害虫ヘ リキスジノメイガの大陸で

の発生状況を緊急に調査す るため、 日口農業技術交流団 として、生物多様性研究領域の田端純

研究員 とともにロシアを訪問 した。今回訪問 した ロシア農業科学アカデ ミー極東地区の研究所

を紹介す るとともに、ユーラシア東部におけるこれまでの移動性害虫の研究を紹介す る。

2)包括的土壌分類関係の活動状況について

Outline of research activity for development of new comprehensive soil classification system of

Japan

小原 洋

本年度ワーキンググループを組織 して、包括的土壌分類、第 1次試案作成に向けて取 り組ん

でいる。基本的には、農耕地上壌分類、第 3次改訂版 と日本ペ ドロジー学会が発行 した日本の

統一的土壌分類体系―第二次案(2002)― を融合することにより、非農耕地を含めて対応できる

実用性の高い土壌分類を提供 しようとしているが、その活動状況の概要を紹介する。

第 8回  3月 3日

1)微生物インベン トリーの現状 と将来展望

Inventory of inicroorganisnl:current progress and future directions

封馬 誠也

講演者 らは、2001年 か ら農業環境に棲息す る微生物情報 (文献情報、標本情報、分離菌の情

報等)を収集 して、「微生物インベ ン トリー」としてデータベース化 し、その一部は Webで公

開 している。今回は 「微生物インベ ン トリー」の現状 と問題点および将来展望について紹介す

る。
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付 録

開催趣 旨 :主 に公立

して、作物生産及び

催す る。

研修会 :土壌調査法現地研修会

農業試験場の土壌肥料研究者等の土壌調査・分類に関する資質向上を目指

環境保全等の広い視野に立った土壌調査技術を習得するために研修会を開

1.北海道

開催 日時 :平成 21年 9月 3日 (木)10:00 ～ 4日 (金)12:00
開催場所 :帯広畜産大学、北海道立十勝農業試験場、帯広市とかちプラザ

共  催 :独立行政法人農業環境技術研究所、土壌保全調査事業全国協議会

協  力 :北海道立中央農業試験場、同十勝農業試験場、帯広畜産大学

参 力日者 :85名 (農水省 1名 、農環研 6名 、中央農研 2名 、都道府県農業試験場 70名 、

十勝農協 1名 、帯畜大 2名 、 日本土壌協会 3名 )

内  容 :

9月 3日 (木)10:00～ 17:00
土壌調査法現地研修 (北海道立十勝農業試験場圃場および帯広畜産大学)

黒ボク土畑圃場および隣接するカシワ林床下の黒ボク土の調査

微地形に起因する腐植層の厚 さ、腐植含量の異なる黒ボク上の調査

講師 :大倉利明 (農環研 )、 太田 健 (中央農研 )、 谷 昌幸 (帯広畜産大学)

9月 4日 (金)9:00～ 12:00
関連情報研修 (と かちプラザ会議室)

全国農地土壌炭素調査の概要               谷山一郎 (農環研 )

農耕地土壌分類第 3次改訂版の分類名同定の方法      小原 洋 (農環研 )

北海道の土壌モニタリング結果のとりまとめと施肥対応    日笠裕治 (道 立中央農試 )

十勝における土壌診断の活用          鈴木裕志 (十勝農業協同組合連合会 )

現地研修では 2班体制で行い、十勝農試では黒ボク土の圃場 と人為の影響がない林床下の断

面の観察を行った。帯広畜産大学では谷准教授に調査地の説明をしていただき、地形の異なる

3ヶ 所の土壌断面の観察を行った。

今年度も 85名 (現地 82名 )と 参加者が多く、全員が土壌断面を観察する事が出来るかが,い

配 されたが、試掘 した土壌断面の周 りは余裕があり、多方面から断面を観察する事ができる環

境であった。ただし野外での研修であるため、講師が多人数へ声を届かせるのが難 しい場面も

あり、研修会運営の課題の一つと言える。

土壌炭素事業の上壌分類名には第 3次案を採用 しているが、今回の現地研修 と座学研修によ

つて土壌の判定や分類の命名に対する理解が深まつたと考えられる。
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付録 :研修会 :土壌調査法現地研修会

関連情報研修 (北海道 )土壌断面調査法の現地研修 (北海道 )
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・付 録

(1)査読論文

表  題 著  者
発表誌名
(出版元)

巻

号 頁
発行
年月

アブラナ科野菜根こぶ病の発
病に及ぼす各種有機質資材施
用の影響

村上弘治・畔柳有希子・

封馬誠也・宍戸良洋
土と微生物
日本土壌微生物学会

63

(1)

3-

8

2009

土壌微生物生態研究への回帰
木解析の応用

包 智華・封馬誠也 土と微生物
日本土壌微生物学会

63

(1)

３９
．

４３

2009

赤かび病抵抗性の異なるコム

ギ2品種における赤かび病発生
とデオキシニバレノール蓄積
に及ぼす感染時期の影響

大場淳司 0吉 田重信・封
馬誠也・生井恒雄

日本植物病理学会報
日本植物病理学会

75

(2)

93…

101

2009

Blue mold of tomato caused by
Penicillium oxalicum in Japan

Seisaku Umemoto.
Youko Odake,
Taeko Takeuchi,
Shigenobu Yoshida,
Seiya Tsushima,
Motoo Koitabashi

JOURNAL OF
GENERAL PLANT
PATHOLOGY
SPRINGER

75

(5)

399-

400

2009

Recent trends in phosphate

balance nationally and by region
in Japan

S. Mishima,
A. Endo,

K. Khoyama

NUTRIENT
CYCLING IN
AGROECOSYSTEMIS

86

(1)

69-

77

2010

Nitrogen and phosphate balance

on crop production in Japan on
national and prefectural scales

So MishilFla,

A.Endo,

K.Kohyama

NUTRIENT CYCLING
IN

AGROECOSYSTEⅣ [S

SPRINGER,
doi:10.1007/s10705-

009…9324-1

2009

黒ボク土および灰色低地土の

深度別アンモニウム・硝酸吸

着等温パラメータの算出,土壌
の物理性

遠藤 明・ 三島慎一

良Б・神山和貝J

土壌の物理性

(JOURNAL OF
JAPAN SOCIETY OF
SOIL PHYSICS)
土壌物理学会

25-

30

2009

Soil carbon stock in typical
grasslands in Japan

Koji Nakagami,
Masayuki Hojito,
Shiro Itano,

Kazunori Kohyama,,
Tomoko Miyaji,
Aya Nishiwaki,
Shoji Matsuura,
Michio Tsutsumi,

Shunpei Kano

GRASSLAND
SCIENCE
日本草地学会

55

(2)

96-

103

2009

重粘土汎用ほ場の作付け履歴
と低水分領域の保水特性

足立一 日出・吉田修一

郎・大野智史・小原 洋
農業農村工学会論文
集
農業農村工学会

263 57-

64

2009

研究成果の発表
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表  題 著  者
発表誌名
(出版元)

巻

号 頁
発行
年月

Analysis of spatial and temporal
variation of soil organic carbon

budeet in northern Kazakhstan

TAKATA Y。 JARQ…JAPAN
AGRICULTURAL
RESEARCH

QUARTERLY
ЛRCAS

44

(4)

335-

342

2010

1992年 の農耕地分布に基づく
デジタル農耕地土壌図の作成

中井 信 /J高田裕介
原 洋

日本土壌肥料学雑誌

(社 )日 本土壌肥料学

会

50

(5)

502-

505

2009

国・都道府県に存在す る有機
性廃棄物資源量 と農耕地の有
機物受入れ量の推計

三島慎一郎 0遠藤

明・ 白戸康人・木村園

子 ドロテア

日本土壌肥料学雑誌
(社)日 本土壌肥料学
会

８０

０

226-

232

2009

Use of the RothC model to
estimate the carbon sequestration
potential of organic matter
application in Japanese arable

soils,

Ⅳ[asayuki YOKOZAWA,
Yasuhito SHIRATO,

Toshihiro SAKAMOTO,
Seiichiro YONEMURA,
Makoto NAKAI,

Toshiaki OHKURA

SOIL SCIENCE AND
PLANT NUTRITION,

(社)日 本土壌肥料学
△
ム

56

(1)

168-

176

2010

Soil CO2 concentrations and their
implications in conventional and

no-tillage agricultural fi elds

Seiichiro YONEMURA,

M[asayuki YOKOZAWA,
Yasuhito SHIRATO

JOURNAL OF
AGRICULTURAL
METEOROLOGY(農
業気象)

日本農業気象学会

65

(2)

141-

149

2009

Improved PADDY model
including photoisomerization and

metabolic pathways for predicting
pesticide behavior in paddy fields:
Application to the herbicide
pyriminobac-methyl

KeiyaINAO,
Hiroyuki NIIIZUTANI,

Yasuhiro YOGO,

Mitsumasa IKEDA

JOURNAL OF
PESTICIDE
SCIENCE,日 本 農 薬

学会

34

(4)

273-

282

2009

Behavior of paddy pesticides and

major metabolites in the Sakura

River, Ibaraki, Japan

Takashi Iwafune,
Keiya Inao,

Takeshi Horio,
Nobusuke Iwasaki,
Atsushi Yokoyama,
Takashi Nagai

JOURNAL OF
PESTICIDE
SCIENCE,日 本 農 薬

学会

35

(2)

114-

123

2009

2008年 に北海道で発生したヘ

リキスジノメイガの発生地域
と被害状況

三宅規文・吉松慎一・中
尾弘志

北 日本病害虫研究会

幸艮
北 日本病害虫研究会

60 223…

226

2009

Relative importance of within-
habitant environment, land use

and spatial autocorrelations for
determinating odonate

assemblages in rural reservoir
ponds in Japan

Kenji Hamasaki,

Takehiko Yamanaka.
Koichi Tanaka,
Yukinobu Nakatani,
Nobusuke Iwasaki,
David S. Sprague

ECOLOGICAL
RESEARCH
日本生態学会

24

(3)

597-

605

2009

A redescription of Euryarthrum
hastigerum Holzschuh
(Coleoptera, Cerambycidae), with
description of its new relative
from Kalimantan, Indonesia.

Hiraku YOSHITAKE,
Tatsuya NⅡSATO

日本鞘翅学会
ELYTRA

37

(1)

155-

163

2009
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(2)そ の他の論文

題表 者著
発表誌名
(出版元)

巻

(号 )

頁
発行
年月

新 しいMicroForceの Webサイ ト
の構築

小板橋基夫・吉田重信
封馬誠也

インベン トリー

(独 )農業環境技術研
究所

7 13-

15

2009

微生物標本館 への2007年度標

本追加

小板橋基夫・吉田重信
封馬誠也

インベ ン トリー

(独 )農業環境技術研
究所

7 33-

35

2009

土壌の生物性の遺伝子診断―現

状と将来展望…
妹尾啓史・封馬誠也 圃場 と土壌

(財 )日 本土壌協会

41

(4)

6… 10 2009

水稲の穂枯症状について―細菌

性病害―
封馬誠也 植物防疫

(社)日 本植物防疫協
会

63

(4)

244…

247

2009

土壌微生物相の解明による土
壌 生物性 の解析技術 の開発
(総論 )

封馬誠也 植物防疫
(社 )日 本植物防疫協
会

64

(3)

11-

17

2010

lklnメ ッシュ単位で推定した農
業統計のデータベース化

神山和貝J 農業技術

(財)農業技術協会

64

(7)

299¨

304

2009

農業統計情報メッシュデータ

閲覧システムを公開 -l kna

メッシュごとの農作物の栽培
面積が一日でわかる…

神山和貝J (独)農業環境技術研

究所 (2010年 2月 9

日)

2010

大陸 中央部冷温帯下の土壌 の

分布、特性、生成・分類―ユー

ラシア・北米 の草原 か ら森林

小崎 隆・舟川晋也・小

原 洋

ペ ドロジス ト

日本ペ ドロジー学会

53

(1)

21-

22

2009

総合討論の概要 小原 洋・舟川晋也・小
崎 隆 △

ム
学一

ト
ジ

ス

ロ

ジ

ド
ロ
。ヘ

ド
本

。へ
日

53

(1)

56¨

57

2009

論文の紹介 :放置 された耕作
地の炭素

白戸康人 情報:農業と環境

(独)農業環境技術研

究所

2009

農地土壌が吸収す るC02の 算
定にむけて 気候変動枠組み
条約 14回締約国会議(COP14)に
参加

白戸康人 農環研ニュース

(独 )農業環境技術研
究所

83 2009

Utilization of organic refuse
compost for agricultural
production on material recycling
society.

S.ⅣIishillna,

A.Endo,
Y.Shirato,

S.D.Kimura

Ecosystelns and

Sustainable

DevelopHlent VII,WIT

Puss

513-

522

2009

水稲 除草斉Jの 確率論的生態 リ
スク評価

永井孝志・稲生圭哉・横
山淳史・岩船 敬・堀尾
岡」

日本 リスク研究学会
第22回 年次大会講演
論文集
日本 リスク研究学会

22 (28-

29)

397¨

402

2009
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表 題 著 者
発表誌名
(出版元)

巻
(号 )

頁
発行

年月
いまどきデータベース 1:標
本館所蔵 タイプ標本～昆虫標
本の宝庫～

吉松慎一 日本農学図書館協議
会誌
特定非営利活動法人
日本農学図書館協議
会

154 14…

16

2009

日本における鱗翅類コレク
ション画像データベース構築

神保宇嗣・伊藤元己・広
渡俊哉・中西明徳・矢田
脩・吉松慎-0上田恭一
良Б

昆虫と自然
(株 )ニ ュー・サイエ

ン ス 社

44

(13)

18- 2009

農業環境技術研究所に最近寄
贈された杉繁郎コレクション
の蛾類原模式標本 (prima7
types)リ ス ト

吉松慎一・栗原 隆 蛾類通信
日本蛾類学会

2010

農業環境技術研究所・標本シ

リーズ4:コ ウチュウロ
吉武 啓 。中谷至伸 0吉

松慎一
インベン トリー

(独)農業環境技術研
究所

7 29-

32

2009

Two new Euryarthrum blanchord
(Coleoptera,, Cerambycidae) from
Kalimantan,, Indonesia, with a

checklist of the species

Hirakll YOSHITAKE
Tatsuya NⅡSATO

SPECIAL BULLETIIN
OF THE JAPANESE
SOCIETY OF
COLEOPTEROLOGY
日本鞘翅学会

7 193¨

204

2009

書評  日本クワガタムシハ ン

ドブック
吉武 啓 生命の科学

(株)エヌ・テ
エス

泣還伝

イ

63

(3)

137- 2009

熊本県におけるオオイカリゾ
ウムシの採集例

吉武 啓・槙原 寛・松
原吉隆・武田信仁

甲虫ニュース

日本鞘翅学会

166 つ
ん 2009

茨城県におけるバッキンガム
カギアシゾウムシの採集例

吉武 啓 甲虫ニュース

日本鞘翅学会
167 11…

12

2009

キスジツツホソミツギリゾウ
ムシの追加記録 と生態的知見

吉武 啓・槙原 寛・久
保田義則

甲虫ニュース

日本鞘翅学会
167 13¨

14

2009

茨城県におけるヒサゴコフキ
ゾウムシの採集例

吉武 啓 甲虫ニュース

日本鞘翅学会

168 10- 2009

日本におけるオオカツオゾウ
ムシ (コ ウチュウロ :ゾ ウム
シ科)の寄主植物について

吉武 啓 甲虫ニュース

日本鞘翅学会
168 15-

16

2009

農業環境技術研究所・標本シ

リーズ4:コ ウチュウロ
吉武 啓・中谷至伸・吉
松慎一

インベ ン トリー

(独)農業環境技術研
究所

7 29-

32

2009

(3)口 頭発表

表 題 著 者
発表誌名
(出版元)

巻
(号 )

頁
発行

年月

トマ ト萎凋病菌 レースの リア
ルタイムPCRに よる特異識男吋

稲見圭悟・吉岡千津・封

馬誠也・寺岡 徹・有江
力

日本土壌微生物学会
2009年度大会講演要

旨集

49 2009
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表  題 著  者
発表誌名
(出版元)

巻

号 頁
発行
年月

全国農耕地黒ボク土壌の糸状
菌と線虫の群集構造解析

包 智華・生長陽子・松
下裕子・竹本周平・丹羽
慈・大場広輔・鈴木千
夏・長岡一成・竹中
員・村上弘治・畔柳有希
子・浦嶋泰文・関口博
之・串田篤彦・豊田剛
己・森本 晶・星野(高

田)裕子・岡田浩明 0斎

藤雅典・封馬誠也

日本土壌微生物学会
2009年度大会講演要

旨集

57 2009

植物から分離された糸状菌に
よる生分解性プラスチック製
のマルチフィルムの分解

小板橋基夫・北本宏子・

藤井 毅・鈴木 健・封
馬誠也

日本菌学会第53回大

会講演要旨集

66 2009

ネブ トクワガタ幼虫の中腸か
ら分離 した酵母が生産する生
分解性プラスチック分解酵素
の諸特性 と遺伝子構造

鈴木 健・坂本洋典・北
本宏子・家藤治幸・封馬
誠也・藤井 毅

第54回 日本応用動物

昆虫学会大会講演要
旨集

2010

ムギ類赤かび病菌およびイネ
もち病菌か らの共生細菌の分
離

野 口(辻本)雅子・封馬誠

也

日本植物病理学会報 75

(3)

182 2009

トマ ト萎凋病菌および レース

の リアルタイムPcR法 による

特異的検出

吉岡千津・稲見圭吾・平

野泰志・封馬誠也・寺岡

徹・有江 力

日本植物病理学会報 75

(3)

192 2009

揮発性抗菌物質生産糸状菌
Irpex lacteusの 抗菌作用機作の

角翠刀斤

小板橋基夫・北本宏子

封馬誠也
日本植物病理学会報 75

(3)

214 2009

Deoxynivalenol(DON)分 解細菌
からの DON分解酵素遺伝子の

探索

伊藤通浩・佐藤優花里・

佐藤育男・生長陽子・小
板橋基夫・封馬誠也

日本植物病理学会報 75

(3)

218 2009

イネ葉鞘に生息する細菌の群
集構造と性状解析

吉田満明・植屋由希 0永

田裕子 0古屋成人・吉田
重信・封馬誠也・土屋健

日本植物病理学会報 75

(3) 277-

278

2009

コムギ葉鞘における生息細菌
密度 とアシル化ホモセ リンラ
ク トン類生産・分解能の解析

植屋由希・吉田満明・古
屋成人・吉田重信・封馬
誠也・土屋健一

日本植物病理学会報 75

(3)

278 2009

かび毒Deoxynivalenol(DON)分

解細菌からの DON分解酵素遺
伝子の取得 と解析

伊藤通浩・石坂員澄・生

長陽子・小板橋基夫・封
馬誠也

第25回 日本微生物生

態学会・講演要旨集

要
旨

１９

2009

農耕地黒ボク土における可給
態 リン濃度の細菌と糸状菌の

群集構造に及ぼす影響

包 智華・生長陽子・松
下裕子・鈴木千夏・長岡
一成・竹中 員・村上弘
治・畔柳有希子・浦嶋泰
文 0関 口博之・串田篤
彦・豊田剛己・森本
晶・星野(高 田)裕子・斎
藤雅典・封馬誠也

第25回 日本微生物生

態学会・講演要旨集

要
旨

６０

2009
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表  題 著  者
発表誌名
(出版元)

巻

号 頁
発行
年月

データベース登録用DGGE画像
標準化に適 したグル作成温度
の検討

松下裕子・森本 晶・包
智華・封馬誠也

第25回 日本微生物生

態学会・講演要旨集

要
旨

‐０８

2009

イネおよびムギの生育期間に
おける葉面細菌数の推移

丹羽理恵子・吉田重信・

古屋成人・土屋健-0封
馬誠也

第25回 日本微生物生
態学会・講演要旨集

要

旨

２９

2009

新規Deoxynivalen01(DON)分 角翠
細菌からの DON分解酵素遺伝
子の取得

伊藤通浩・生長陽子・小
板橋基夫・封馬誠也

平成21年度 日本植物
病理学会
関東部会プログラ
ム・講演要旨集

12 2009

国内で分離 された Burkholderia

glumaeの Quomm Sensing物質

N―Acyl Homoserine Lactoneの

生産能 について

加藤太朗・吉田重信・篠
原弘亮・根岸寛光・陶山
一雄・封馬誠也

平成21年度 日本植物

病理学会 関東部会
プログラム・講演要
旨集

2009

植物から分離された糸状菌に
よる生分解性プラスチックの

分解 と分解酵素の活性

中澤悠宏・小板橋基夫・

鈴木 健・封馬誠也・藤
井 毅・北本宏子

第61回 日本生物工学
会大会講演要旨集

73 2009

オオムギ葉から分離された糸
状菌による生分解性プラス

チック分解酵素の効率的な生
産

中澤悠宏・小板橋基夫・

野 口雅子・鈴木 健・封
馬誠也・藤井 毅・北本
宏子

日本農芸学会講演要
旨集

4XC
a05

2010

A Japanese research project for
analysis of soil biological
properties related to agriculture
usins environmental DNA.

Seiya Tsushima,

Takeshi Fujii,
Makoto Takenaka

BAGECOl0 (Bacterial
Genetics and Ecology-
Coexisting on a
Changing Planet)

Program & Abstract,
Rydheims tryckeri AB

84 2009

都道府県・作物別窒素・ リン

酸収支データベースの構築と
運用例

三島慎一郎・神 山和則 日本土壌肥料学会
講演要旨集

1-42 2009

窒素負荷ポテンシャル濃度を

用いた硝酸態窒素による地下
水汚染 リスクの評価

神山和貝J 日本土壌肥料学会
講演要旨集

175 2009

農業系アンモニア発生量の推
定

神山和貝J 日本土壌肥料学会

講演要旨集

208 2009

土砂流亡に伴 う農地か らの窒

素・ リン流出ポテンシャル と

河川水質への影響評価

三島1真一郎・神 山和則 第57回 日本生態学会
大会講演要旨集

502 2009

Database for soil manasement and

fertilization
Mishima, S.

Kohyama, K.
The 9th International
Conference of The East

and Southeast Asia
Federation of Soil
Science Societies
Proceedinss

689-

690

2009
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題表 者著
発表誌名
(出版元)

巻

号
頁

発行
年月

低地土壌の特徴層位・識別特

徴の定義の土壌調査データ
ベースヘの適用における問題
点

小原 洋・大倉利明・高
田裕介・神山和則

日本土壌肥料学会
講演要旨集

つ

″
2009

農耕地の土壌炭素モニタリン

グ調査 (定点調査)の概要 と

2008年度の結果について

レオン愛・小原 洋・大
倉利明・白戸康人 0谷山
一郎

日本土壌肥料学会
講演要旨集

199 2009

A national soil servey programme

for monitoring soil carbon content

and soil management in Japan

Leon, A.
Obara, H.

Ohkura, T.

Shirato, Y.
Taniyama, I

The 9th International
Conference of The East

and Southeast Asia
Federation of Soil

Sicence Societies,

Korean Society of Soil
Science and Fertilizer

418(

419)

2009

Soil databases and their use in
Japan

Obara,H.

Ohkura,T.

Takata,Y.

Kohyama,K。

The 9th International
Conference of The East

and Southeast Asia
Federation of Soil
Sicence Societies,

Korean Society of Soil
Science and Fertilizer

123¨

131

2009

真壁図幅の代表断面における
分類体系間の関係 読替によ
るペ ドロジー学会分類と農耕
地土壌分類第3次改訂版の土壌
図の試作

小原 洋・高田裕介・ レ

オン愛 0中井 信

日本ベ ドロジー学会
2009年度講演要旨集

2009

土壌情報データベースを用い

た土壌炭素賦存量の把握

レオン愛・小原 洋・中
井 信

日本ベ ドロジー学会
2009年度講演要旨集

32 2009

生産現地のダイズ しわ粒率 と

子実中の ミネラル元素濃度 と
の関係

関口哲生・小原 洋 日本土壌肥料学会

講演要旨集

137 2009

Analysis of spatial and temporal
variation of the cultivated soil
area in the Kanto region, Japan.

Takata, Y.
Obara, H.

Nakai,, M.
Kohyama, K.

The 9th International
Conference of the East

and Southeast Asia
Federation of Soil
Science Societies.

424-

425

2009

Regional evaluation of crop
rotation system and spatio-

temporal variation of soil organic
carbon dynamics for rainfed
cereal farming in northern
Kazakhstan.

Takata Yusuke International Workshop
Monitoring land cover,

land use and fire in
agricultural and semi-

arid regions of
Northern Eurasia

ＣＤ
版

2009

野外加温操作実験による黒ボ
ク畑の温室効果ガス発生量の

変化

岸本(莫)文紅 0米村正一

郎・白戸康人・和穎朗太

システム農学会
2009年度春季シンポ

ジウム・一般研究発
表会要旨集

25

(別

1)

50¨

51

2009
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表  題 著  者
発表誌名
(出版元)

巻

号 頁
発行
年月

Rothモ デルを用いた有機物投
入による土壌炭素量変化係数
の作成

白戸康人・横沢正幸 日本土壌肥料学会
講演要旨集

196 2009

土壌環境基礎調査・基準点調
査データによるRothモ デルの

性能検証

矢ヶ崎泰海・上村真由
子・白戸康人・横沢正幸

日本土壌肥料学会
講演要旨集

197 2009

野外加温操作実験による農耕
地土壌の有機物分解に及ぼす
温暖化影響の解明

岸本(莫)文紅・米村正一

郎・和穎朗太・近藤美由
紀・上村真由子・白戸康
人

日本生態学会第57回

全国大会

P3-

276

2010

鉄・アル ミ鉱物により安定化
された土壌有機物の定量化
選択溶解法と溶存窒素分析の
カップリング

和穎朗太・Lawrencc M
Mayer・ 北山兼弘・白戸
康人・小原 洋

日本土壌肥料学会
講演要旨集

22 2009

How does the management-
induced change in soil organic
matter control carbon dynamics
and organo-mineral associations
in a volcanic-ash soil in central
Japan.

Rota Wagai,
Ayaka Kishimoto,
Seiichiro Yonemura,
Yasuhito Shirato,
Syuntaro Hiradate.
Masao Uchida

Abstract… 2009

1ntemational Alanual

Ⅳ[cctings ASA… CSSA―

SSSA

2009

長期不耕起・堆肥投入が作土
層の土壌生成および炭素蓄積
に及ぼす影響 :ア ロフェン黒
ぼく土の事例

和穎朗太・白戸康人・平
舘俊太郎・岸本文紅・米
村正一郎

日本ベ ドロジー学会
2010年度大会要旨集

2010

耕起 と不耕起黒ぼく土壌の有
機物特性 :物理分画法による評
価

和穎朗太・ 白戸康人 0平

舘 俊 太 郎・ 岸 本 (莫 )文
紅・米村正一郎

日本ペ ドロジー学会
2010年度大会講演要
旨集

29 2010

農業水路における水生植物群
落の季節変化に対す る除草斉J

の影響

池田浩明・石坂員
中武彦・細木大輔
圭哉・山本勝利

山
生

・
稲

澄 植生学会第14回大会
講演要旨集

30 2009

農業水路に分布する水生植物
による除草斉J影響の検出

池田浩明・石坂員澄・山
中武彦・細木大輔・稲生
圭哉・山本勝利

日本生態学会第57回

全国大会

E2…

05

2010

新害虫ヘ リキスジノメイガを

追つてロシアヘ
吉松慎一・田端 純 日本鱗翅学会第56回

大会 プログラム・

講演要旨集 日本鱗
翅学会

16 2009

シイタケオオヒロズコガとそ
の近縁種の分類学的再検討

吉松慎一・坂井 誠・馬
場友希・吉武 啓・中島
忠一・北島 博・平野賢
-0有森由美・村上康明

日本昆虫学会第69回

大会講演要旨

27 2009
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表  題 著  者
発表誌名
(出版元)

巻

号 頁
発行
年月

水田の栽培管理がクモ類など
の生息に及ぼす影響

田中幸一・浜崎健児・中

谷至伸・吉武 啓・ 田端

純

日本蜘蛛学会第41回

大会講演予稿集

9 2009

水 田における栽培管理の違い

が昆虫類・ クモ類の生虐、に及
ぼす影響

濱崎健児・田中幸一・中
谷至伸・吉武 啓・田端
純

第57回 日本生態学会

大会講演要旨集

2010

ワサビの害虫ゾウムシの正体 吉武 啓・藤沢 巧・後
藤純子・千葉武勝

日本昆虫学会第69回

大会講演要旨

2009

四国におけるヤミサラグモ類
の交尾器の多様性と分化プロ
セスの解明

馬場友希・井原 庸・吉
武 啓

第57回 日本生態学会

大会プログラム

Ｐ２
．

０９８

＃

2010

特定外来植物オオフサモを食

害す る日本産昆虫数種につい

て

吉武 啓・栗原 隆・馬

場友希・吉松慎一
日本鞘翅学会第22回

大会 0日 本昆虫学会

関東支部第46回大会

合同大会講演要旨集 ,

東京農業大学農学部
昆虫学研究室

8 2009

農業に有用な生物多様性の指
標の開発 :農地周辺の草地に
おける植生とクモ類の関係

馬場友希・吉武 啓・栗
原 隆・楠本良延・平舘
俊太郎・吉松慎一

第 54回 日本応用動物

昆虫学会大会

D20
6

2010

A preliminary phylogenetic
analysis of the subfamily
Ceutorhynchinae (Coleoptera :

Curculionidae) based on

morphology.

So R.Davis,

H.Yoshitake

Proceedings of the 6th

Asia-Pacific Consress

of Entomology.

274 2009

Revisional study of Japanese

Cionus with establishment of a
new genus (Coleoptera:

Curculionidae : Curculioninae).

s.saima,

H.Yoshitake

Proceedings of the 6th

Asia-Pacific Consress

of Entomology

281 2009

Morphological characteristics of
Japanese jumping spiders
(Araneae: Salticidae) as potential
biological indicators in agro-

ecosystems.

Y. Baba,
T. Kurihara,
H. Yoshitake,
S. Yoshimatsu,
H. Sakamoto,

S. Hiradate

Proceedings of the 6th

Asia-Pacific Consress

of Entomology.

341 2009

Selection of indicator organisms
for fonctional agrobiodivers ity at

a landscape level in Japan. 2.

Paddy fields in the Kanto district,
eastern Japan.

Kenji Hamasaki,

Koichi Tanaka,
Yukinobu Nakatani,
Hiraku Yoshitake,
Jun Tabata

Proceedings of the 6th

Asia-Pacific Consress

of Entomology.

345…

346

2009

Selection of indicator organisms

for functional agrobiodiversity at

a landscape level in Japan. 6.

Influence of land-use on
arthropod communities through
vegetation changes in Japanese

agro-ecosystems.

H. Yoshitake,
Y. Baba,

T. Kurihara,,

S. Morita,
T. Kamo,
Y. Kusumoto,
S. Hiradate

Proceedings of the 6th

Asia-Pacific Consress

of Entomology.

353 2009
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(4)普及 しうる成果

成 果 氏 名 発行年度

農耕地土壌に関する情報をWEB
上で閲覧するシステムの公開

高田裕介・小原 洋・大倉利明・神山和則
岩崎亘典

2009

(5)主要成果

成 果 氏 名 発行年度

農耕地での窒素・ リン酸収支
を都道府県単位で算出した
データベース

三島慎一郎・神 山和則 2009

有機物施用が及ぼす農地土壌
への炭素蓄積効果を全国推定

自戸康人・中井 信・大倉利明・横沢正幸・

米村正一郎・坂本利弘

2009

農業環境技術研究所に寄贈 さ
れた昆虫タイプ標本379点の公

開

吉松慎一・吉武 啓・中谷至伸・栗原 隆 2009

昆虫文献 目録 「三橋 ノー ト」
コウチュウロ135冊 の画像公開

吉武 啓・吉松慎一・中谷至伸・上田義治 2009

(6)知的財産権

果成 氏 名 出願月 日

デオキシニバレノール及びニバレノールを分解する新規
微生物 (発明届名称 :赤かび毒デオキシニバレノールお
よびニバ レノールを分解する新規微生物)(特願2009-
265761)

封馬誠也・伊藤通
浩・小板橋基夫

2009。 11.20

特許 出願

デオキシニバレノールの分解活性を有するタンパク質を
コー ドする遺伝子 (発明届名称 :赤かび毒デオキシニバ
レノールの分解活性を有するタンパク質をコー ドする遺
伝子)(特願2009265762)

封馬誠也・伊藤通

浩・小板橋基夫

2009。 11.20

特許 出願

デオキシニバレノール及びニバレノールの分解活性を有
するタンパク質をコー ドする遺伝子 (発明届名称 :赤か
び毒デオキシニバレノールおよびニバレノールを分解す
るP450を コー ドする遺伝子)(特願2009-265763)

封馬誠也・伊藤通

浩・小板橋基夫

2009。 11.20

特許 出願
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(7)所主催の研究会等

表 題 著 者
発表誌名
(出版元)

頁
発行

年月

プロジェク ト研究の概要 「土
壌微生物相の解明による土壌
生物性の解析技術の開発

封馬誠也 シンポシウム 土壌
微生物相の解明によ
る土壌生物性の解析
技術の開発―革新的技
術の農業現場での利
用に向けて一講演要旨
集,農林水産省農林
水産技術会議事務
局、 (独 )農業環境技
術研究所

6-20 2009

"eDNA Project
Development of soil
biodiversity analysis
system with environmental
DNA

Seiya Tsushima
Takeshi Fujii
Makoto Takenaka

MARCOシ ンポジウム
2009,ワ ーショップ
5,(独 )農業環境技
術研究所

5-13 2009

Studies of diversity and
functions of soil microbes
and nematodes in NIAES
using nucleic acids
extracted from soi1,

Takeshi Fujii
Sho Morimoto
Yuko T. Hoshino
Hiroaki 0kada
Yong Wang

Haiyan Chu
Seiya Tsushima

MARCOシ ンポジウム
2009, ワークショッ
プ5,(独)農業環境
技術研究所

16-21 2009

Validation and modification
of soil organic matter
model in Asla,

ShiratO, Y. The gth
Internat ional
Conference of The
East and Southeast
Asia Federation of
Soil Science
Societies
Proceedings , East
and Southeast Asia
Federation of Soil
Science Societies
Rural Development
Admini strat ion,
Korean Society od
Soii Science and
ferttltzer National
Academy of
Agr i cu1 tura I
Sc i ence

246 2009

Simulating changes in
Japanese arable soil carbon
by the modified RothC
mode 1.

Yasuhito Shirato International
Symposium on lmpact
of Global Warming
on Food and
Agriculture,(独 )農
業・食品産業技術総
合研究機構

5 2009
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表 題 著 者
発表誌名
(出版元)

頁
発行
年月

Quantification of organic
matter bound to iron and
aluminum: selective
dissolution techniques
coupled with dissolved
nitrogen analysis.

Rota Wagai
Laurence N{ Mayer
Kanehiro Kitayama
Yasuto Shirato

PROGRAM & ABSTRACTS

Internat ional
Symposium on Soil
Organic Matter
Dynamics: Land Use,
Management anc
G1oba1 Change

2009

Comparison of allophanlc
soil of contrasting carbon
contents induced by
agricultural management I

organo-mineral interaction,
carbon mineraltzatron, and
it"s temperature
sensitivity

Rota Wagai
Ayaka Kishimoto
Seiichiro Yonemura
Yasuto Shirato

複合生態フィール ド
センター教育研究セ
ンター 第7回 国際シ
ンポジウム,複合生
態フィール ドセン
ター教育研究セン
ター

2009

農業環境技術研究所の知的基
盤,公開セ ミナー 「アグリバ

イオ分野における知的基盤の

今 日と将来展望」第 1回 GBIFと

生物多様性情報の発信基地 と
してのアグ リバイオ知的基盤
の新たな展開

吉松慎一 (独 )農業環境技術研
究所、 (独)農業生物
資源研究所、 (独)種
苗管理センター

17-20 2009

モモ シ ンクイ ガ の近縁種
Carposina niponensis につ い

て

那須義次・玉嶋勝範・吉
松慎一

第14回農林害虫防除
研究会報告一京都大会

,農林害虫防除研究
会

50 2009

Effects of organic
cultivation practices on
arthropod assemblages in
paddy fields in Tochigi
prefecture, Japan.

Kenj i Hamasaki
Koichi Tanaka
Yukinobu Nakatani
Hiraku Yoshitake
Jun Tabata

MARCO Symposium
2009 Challenges for
Agro―Environmental
Research in Monsoon
Asia,(独 )農業環境
技術研究所、農林水
産省農林水産技術会
議事務局

4-5 2009

The relationship between
so11 chemlcal properties
and biota including plants
and smal1 arthropods at
I evee around agricul tural
fields in northern Kanto,
Japan,

Sayaka Morita,
Hiraku Yoshitake,
Yukl Baba,
Takashi Kurihara,
Yoshlnobu Kusumoto,
Tsunashi Kamo,

Syuntaro Hlradate

MARCO Symposium
2009 Challenges for
Agro―Environmental
Research in Monsoon
Asia,(独 )農業環境
技術研究所、農林水
産省農林水産技術会
議事務局

4-12 2009
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付 録

(1)国外での研究交流

研究協力・交流

氏   名 出張国 活動内容 期  間

大倉利明

吉松慎一

神山和貝J

高田裕介

馬場友希

吉武 啓

レオン愛

大倉利明

小原 洋

高田裕介

白戸康人

レオン愛

白戸康人

白戸康人

カザフスタン

チリ サンチャゴ

ロシア

中国 南京

中国 北京

中国 北京

韓国 ソウル

韓国 ソウル

韓国 ソウル

韓国 ソウル

韓国 ソウル

米国 ピッツバーグ

ベ トナム、タイ

スペイン、ポル トガル

IPCC排 出係数データベース会合

日口農業技術交流に係る「新害虫ヘ リ
キスジノメイガに関する緊急調査」

国際共同研究「日中流域比較」の一貫と
して南京で開催 される国際ワーク
ショップならびに現地見学会

Joint NASA LCLUC Science Team

Meeting and

GOFCGOLD/NERIN,NEESPI,MAIRS
Workshop― Monitoring land cover,land use

and ire in agricultural and arid regions of

Northem Eurasiaへの参加

第6回アジア太平洋昆虫学会議への参

加およびポスター発表

第6回アジア太平洋昆虫学会議への参

加およびポスター発表

東 0東南アジア土壌科学連合第9回国

際会議出席

東・東南アジア土壌科学連合第9回国

際会議出席

東・東南アジア土壌科学連合第9回国

際会議出席

東・東南アジア土壌科学連合第9回国

際会議出席

東・東南アジア土壌科学連合第9回国

際会議出席

ASA¨ CSSA―SSSA 2009 1ntemational

Annual Mcetings  彦ミカ日

長期稲わ ら施用試験調査及びプロジェ

ク ト現地推進会議

農地管理による二酸化炭素吸収量算定
法に関する調査

６

　

　

　

８

０

　

　

　

０

２

　

　

　

９
“

22-29

30～
09.03

06-12

15′
―V23

18-22

18-22

26-29

26-29

26′
―V31

26-31

27-29

31～
11.

01～

11.

28-
03.

９

″

つ
乙

10

10

10

10

10

10

10

10

９
乙

０
乙

０
４

の
乙

07

07
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(2)依頼研究員

氏   名 所 属 研究課題 間期

山岸菜穂

高橋智恵子

長野県南信農業試験場

官城県農業・園芸総合研
究所

イチゴ葉上に生息する微生物を利用し
たイチゴの環境負荷軽減型防除技術の

開発

生物農薬施用及び化学合成農薬との併
用における葉上微生物相の動態解明

21.09。 20-
12.20

21.09。 28′
―V

12.25

(3)技術講習生

氏   名 所 属 研究課題 間期

鈴木輝子

大場淳司

種苗管理センター

宮城県古り|1農業試験場

細菌のゲノム解析

水稲および麦類に褐変症状を引き起こ

す細菌類の見分け方と同定方法の習得

21.09.01-
22.03.31

21。 10。 26-
10.29

(4)特任研究員 0教育研究研究生等

氏   名 属所 期   間

菅原秀明

加藤太朗

DAVIS,

Steve R。

特任研究員 :国立遺伝学研究所

教育研究研修生 :東京農業大学大学院農学研究科

」SPSサ マー・プログラム外国人研究者 :University of Kansas

５

　
　
　
　
６

　
　
　
　
６

０

　
　
　
　
０

　
　
　
　
０

.01-
22.03.31

.olン～

22.03.31

.23′
―V

08.24

(5)講師派遣等

氏 名 講師派遣の内容 依 頼 者 期  間

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

eDNAを 活用した効率かつ

高精度な土壌診断技術

微生物で食の安全・安心
を守る !

―微生物インベントリー
の構築と微生物農薬開発

植物棲′息微生物の新機
能 :生物防除、アルカロ

イ ド分解、カビ毒分解能
など

平成21年度第15回農作物病害虫防除
フォーラム講演要旨,農林水産省消
費・安全局食物防疫課、食物防疫全国
協議会

アグロ・イノベーシヨン カンファレ

ンス

アグロ・イノベーシヨン事務局

第15回 弘前大学遺伝子実験施設シンポ
ジウム,弘前大学遺伝子実験施設

06

９
乙

０
乙
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氏  名 講師派遣の内容 依 頼 者 期  間

封馬誠也

小原 洋

高田裕介

白戸康人

吉松慎一

土壌生物相の解明による
土壌生物性の解析技術の

開発

平成21年度関東ブロック
土壌保全対策技術研究会
土壌断面調査の講師

平成21年度関東ブロック
土壌保全対策技術研究会
土壌断面調査の講師

非常勤講師,国立大学法
人茨城大学大学院農学研
究科

植物防疫官研修での講義
依

有機農業研究者会議2009

NPO法人有機農業技術会議事務局

農林水産省関東農政局

農林水産省関東農政局

国立大学法人茨城大学大学院

農林水産省消費 0安全局門司植物防疫
所

11.12～ 13

11.12´
―Ψ13

01 01´V

03.31

26-2701

(6)外部委員会委員等

氏  名 委嘱 0応嘱先 委嘱・応嘱名 期   間

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

小原 洋

大倉利明

大倉利明

大倉利明

高田裕介

(財)報農会

農林水産省消費・安全局
(植物防疫課 )

学校法人東京農業大学大

学院

農業生物資源 ジーンバ

ンク事業連絡協議会

(社)農林水産技術情報協
△
ム

農林水産省関東農政局

土壌保全調査事業全国協
議会

(財)都市緑化技術開発機
構

(独 )国際協力機構

農林水産省関東農政局

国際学会渡航旅費の援助」申請書審査

植物防疫に関する技術連絡会議

学位論文審査委員

農業生物資源 ジーンバンク事業連絡
協議会

「実用技術」書面審査専門評価委員

平成21年度関東ブロック土壌保全対策
技術研究会

土壌保全調査事業全国協議会 (ア ドバ

イザー)

植生回復によるC02吸収量算定手法
に関する検討委員会

」ICA集団研修

平成21年度関東ブロック土壌保全対策
技術研究会

2009.04

2009.04.01-
2010.03.31

2009.04.08-

2010。 01.13ン ^Ψ

2010.02.09´ ^V

03.31

2009。 11.12´^▼ 13

2009.04.01/^V

2010.03.31

2009.06.22´ ―V

06.29

2009.07.16′ ―V

2009.11.12′ ^V13
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氏   名 委嘱・応嘱先 委嘱・応嘱名 期   間

白戸康人

白戸康人

白戸康人

白戸康人

白戸康人

吉松慎一

吉松慎一

吉松慎一

農林水産省 (三菱UF」 リ
サーチ&コ ンサルティン
グ(株)受託)

(独)森林総合研究所

農林水産省生産局

三菱UFJリ サーチ&コ
ンサルティング (株 )

環境省 (三菱UFJリ
サーチ&コ ンサルティン

グ (株)受託 )

(独)森林総合研究所

人事院

農林水産省大臣官房国際
部国際協力課

平成21年度地球温暖化防止に貢献する
農地基盤整備推進調査委託事業 「平成
21年度農地基盤における炭素貯留手法
検討委員会」委員

森林吸収源インベン トリ情報整備事業
(枯死木、リター、土壌等の炭素蓄積

量の把握)に 関する検討委員会

農地及び草地土壌が有する炭素蓄積量
に関する勉強会

平成21年度森林等の吸収源問題に関す
るワーキング・グループ委員

平成21年度温室効果ガス排出量算定方
法検討会森林等の吸収源分科会委員

生物多様性条約2010年 目標達成評価手
法開発に関する研究への研究協力

国家公務員採用 I種試験試験専門委員

平成21年 日口農業交流に基づく訪口農
業交流団

2009。 07.21-
2010.03。 10

.09.04′―Ψ

2010.03.19

2009。 10。 16

2009.11。 11-
2010.03。 30

2010.01.04-
03.30

2008.04.01-
2011.03.31

2008.07.01-
2010.06.30

2009.08.30-
09.03

(7)学会委員

氏  名 委嘱・応嘱先 委嘱・応嘱名 期  間

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

封馬誠也

ネ申山和貝J

神山和貝J

日本土壌微生物学会

日本土壌微生物学会

日本土壌微生物学会

日本土壌微生物学会

日本土壌微生物学会

日本微生物生態学会
日本土壌微生物学会

日本植物病理学会

日本植物病理学会
バイオコン トロール研究
会

Nature Publishing

(社)日 本土壌肥料学会

(社)日 本土壌肥料学会

土壌微生物教育委員会委員

財政問題将来検討委員会委員

評議員

選挙管理委員長

大会シンポジウム座長

M&E編集委員

評議員

会長

Nature reader  panel

第 5部門長

欧文誌編集委員

17.06-
21.06.

17.06′―▼

21。 12.

17.06′
―▼23.05

20.06′^V21.05

21.06。 12-13

19.01′～

03′^V22.10

04.01-
22.03.

10′～

10.01′～

21.09.

10.01′～

21.09.

８

　

　

１

30

30

30

０

　

　

８

18
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氏 名 委嘱・応嘱先 委嘱・応嘱名 期 間

小原 洋

小原 洋

小原 洋

大倉利明

大倉利明

大倉利明

大倉利明

大倉利明

白戸康人

白戸康人

白戸康人

稲生圭哉

吉松慎一

吉松慎一

吉松慎一

吉武 啓

日本ペ ドロジー学会

日本ペ ドロジー学会

日本ペ ドロジー学会

日本ペ ドロジー学会

日本ペ ドロジー学会

日本ペ ドロジー学会

日本農学会

ESAFS

日本ペ ドロジー学会

日本ペ ドロジー学会

(社)日 本土壌肥料学会

日本農薬学会

日本鱗翅学会

日本昆虫学会

日本鱗翅学会

日本ゾウムシ情報ネッ

幹事

シンポジウムコンビーナー

トレーニングコース、
土壌調査法指導

評議員

幹事 (渉外・国際)

トレーニングコース世話役

運営委員

ワーキンググループ委員

幹事 (広報・HP担当)

選挙管理委員

学会座長

農薬環境科学研究会委員

将来検討会委員会

会計監査

「蝶 と蛾」編集委員会委員

ニュースレター編集

01～

22.03。 31

03-
06.30

27-
21.08。 28

01～

22.03.31

01-
22.03.31

26-28

23-
22.03.31

01～
22.03.31

01～

22.03.31

01-
22.03.31

17

01～

23.03.31

01～
22.03.31

01-
23.12.31

01～
24。 12.31

01～

22.03.31
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８
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ｏ
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“

04

04
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１
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つ
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21

21

21

21
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22

21

04

９

　

　

４

０

　

　

０

04

01

01

04

(8)同定依頼・技術相談等

名件 件  数

土壌モノリス作製法・展示に関する相談

土壌採取・分析法、手法に関する相談 (方法・手法に関する相談)

土壌特性に関する相談 (分類・性質に関する相談)

土壌関係取材

昆虫同定

昆虫の学名・種名・文献等に関する相談

昆虫標本に関する相談

微生物の同定・解析法・文献などに関する相談

農薬の動態等に関する相談

16

9

17

0

8

6

9

3

3
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(9)そ の他

名件 間期

農業環境技術研究所一般公開インベン トイリー展示館公開

産学官連携推進会議 :京都―微生物インベン トリー (microForce)

つくばちびつ子博±2009-昆虫採集標本作製教室

つくばちびつ子博±2009-イ ンベン トリー展示館公開

農環研・生物研・種苗セ公開セミナー (農林ホール)

「アグリバイオ分野における知的基盤の今 日と将来展望」

llARCOシンポジウム

有機農業研究者会議2009筑波研修センター (つ くば市天久保 )

つくば科学フェスティバル2009

アグリビジネス創出フェア2009

農環研イベント「冬を越す昆虫たちを探そう」 :農 と食の科学館

21.04.17

21.06.19-21

21.07.22

21.07.29,
08.19

21.07.13

21.10.05-07

21.12.17-18

21.12.19

21.11.24-25

22.02.27
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松本和賀子
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主任研究員

ノ′
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〃
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主任研究員
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′′
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′′

′′

農環研特別研究員
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′′

〃
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〃
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′′
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18. 4。  1′～
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18. 4。  1-

18. 4。  1-

20. 1.15-

21. 4。  1′～

20。  8。  1′
―V

18. 4。  1-

19.11. 1～

19.12. 1-

21. 4. 1′ ^V4.30

21. 5。  1-

21. 6. 1-

21. 7. 1-

21。  4. 1-

21. 4. 1～

21. 4. 1´ ～

21. 4。  1-

在職者 とその動き
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(3ヶ 月以上在籍者 )
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