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巻頭日

農業環境インベントリー研究への期待

-10号の発刊に当たって一

Perspectives ofNatural Resources Inventory Center 

封馬誠也*

Seiya Tsushima 

2001年の独立行政法人農業環境技術研究所(以下、農環研)の発足と同時に、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)が発行を開始した雑誌「インベントリ

ー」が今回で第 10号となりました。本誌では、インベントリーセンターの成果を中心に、と

くに論文にし難いもの、あるいはすでに公開中の各種データベース等の利用方法などをわかり

やすく解説した記事を掲載してきました。その目的は、一般にはなじみの少ないインベントリ

ー(在庫目録の意味。研究所においては、各種データベースなどの基盤情報を指す。)を研究テ

ーマとしているインベントリーセンターの取り組みを一人でも多くの方に知ってもらうことに

ありました。同時に、農業環境インベントリー情報を実際に広く利用してもらうためには、研

究、論文作成以外の多くの取り組みが必要であることも知ってもらいたいとの思いもありまし

た。

インベントリーセンターの研究者も他の研究者と同様に、中期計画に基づいた研究課題に取

り組み、数多くの研究論文を作成して公表していますが、その一方で、、長期的視点に立った標

本・情報の収集・管理、データベース構築、利用マニュアルの作成、 Web公開、標本館の見学

対応など様々な業務を行っています。インベントリーセンターでは、これらの作業は研究論文

作成と同じくらい重要であり、研究推進と基盤情報の整備を同時に行うことが、まさにインベ

ントリーセンターの役割だと考えています。第 10号を編集するに当たり、 10年間のそうした

取り組みにより、これまでになく多くの成果が出てきたと感じています。一例ですが、「研究ト

ピックス」には 9つの成果が掲載されています。土壌分野では、長年のインベントリー情報を

基にして群馬県片品村で「精密土壌図」が作られました。また、所内のデータベースの統合も

順調に進み、気象・土壌・農地利用・温室効果ガスをまとめて閲覧できる Webシステム (gamsDB)

も開発されています。このように、インベントリーセンタ一発足 10年目にして、「所内で収集

蓄積した貴重なインベントリー情報」の「見える化」が着実に進みつつあると考えています。

インベントリーセンターは、士、昆虫、微生物だけでなく、大気、気象、水、生物等々農業

環境をとりまく様々な情報を収集するとともに、多くの人が利用できるシステムを作ることを

目的としていますが、その研究は常に、短期、中期、長期的視点に立って、情報を収集し維持

するとともに、その時代のユーザーを常に意識した情報発信システムを作ることが重要で、ある

と考えます。

牢農業環境インベントリーセンター長

N atural Resources Inventory Center 
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インベントリー第 10号 (2012) 

昨年は、福島第一原発事故による放射能汚染に際し、当所で公開した「主要穀物および農耕

地土壌の叩Srおよび 137CSのデータベースJ(本誌第8号掲載)が行政等で利用されました。こ

れはまさに長年のモニタリング情報の蓄積の成果だと考えます。

その一方で、最近の IT技術、研究の進展もすさまじく、「集合知」、「クラワド」などで代表

される「膨大な情報を解析した研究」が著名な国際誌で見られるようになりました。このこと

は、長期的視点に立った情報の蓄積と、時代に遅れることなくニーズに対応するシステムの構

築を同時に進める必要があることを意味しています。また、このような研究は、インベントリ

ーセンターがまさに新しい「融合研究」の拠点になる可能性もあると考えています。こうした

ことを思いながら、今後もインベントリー情報が広く役立つように様々な媒体、イベントを通

して宣伝していきたいと考えています。

2 



報文

1 .はじめに

土壌侵食量推定のための 1kmメッシュデータの作成

USLE Parameter Data of 1 km Grid to Estimate Soil Erosion in Farmland 

神山和則*・谷山一郎**・大倉利明*・中井 信*

Kazunori Kohyama， Ichiro Taniyama， Toshiaki Ohkura， Makoto Nakai 

土壌侵食は農地の貴重な作土を流亡させるばかりではなく、土壌粒子が地表水に流れ込むこ

とによって、下流域への環境負荷が懸念される。地力保全基本調査のとりまとめ(土壌保全調

査事業全国協議会 1991) によるとわが国の普通畑の約 13%が「侵食の危険性」が高いill'"'"'N

等級に分級されている。畑から土壌侵食量の推定は既に多くの研究がなされている。 USLEは

アメリカ農務省が開発した土壌侵食量の推定方法で、降雨、土壌、地形、植生管理、保全的管

理法といった土壌侵食に関わる要因を降雨係数 (R値)、土壌係数 (K値)、斜面長係数 (L値)、

傾斜係数 (S値)、作物係数 (C値)、保全係数 (p値)というパラメータで表し、これらの値

から土壌侵食量を推定する (Renardet al 1997) 0 USLEは世界的に用いられていて、わが国でも

ライシメータ試験や傾斜枠などを用いて土壌侵食を測定(徳留 1988)するとともに、パラメー

タ値を決定し USLEによる推定値と実測値を比較するといった研究も行われている(農水省農

蚕園芸局農産課 1971)0 

USLEを広域的な推定に用いるためには、多くのパラメータを網羅的に整備する必要があるo

このため、谷山 (2003)は土壌環境基礎調査のデータを用いて USLEの土壌係数パラメータ (K

値)を土壌統群ごとに決定した。また、既存の調査資料により植生管理係数 (C値)について

も整理されている(農水省構造改善局計画部 1992、谷山 2003)。小川ら (2005、2009)はこれ

らのパラメータを用いて茨城県、岡山県において USLEによる県全域の土壌侵食量を推定し、

農地の土壌侵食防止機能の評価を行った。全国的な土壌侵食の評価については、国土資源プロ

において USLEを簡略化した土壌流出予測式が作成され、土壌侵食量の推定と農地の土壌侵食

防止機能の評価が行われた例がある (Katoet al 1997) が USLEを用いた推定は行われていな

い。これは、全国的な土地利用、地形条件を把握することの困難性も一因と考えられる。一方、

近年、多くの地理情報の整備が行われてきた(日本地図センター 1998)0例えば、 10mメッシ

ュの標高データ (DEM)やデジタル土壌図(高田ら 2009) が整備されるとともに、レーダー

アメダス解析雨量 (RAP) により lkmメッシュ単位の降水量の把握も可能となってきた。ま

た、作目別の栽培面積についても lkmメッシュ単位で推定されている(神山ら 2003)。

本研究では、こうした地理情報を用いて USLEに適用する各種パラメータを lkmメッシュ

(国土数値情報の 3次メッシュ)単位で整備し、土壌侵食量を推定するためのデータベースの

作成を行った。

合農業環境インベントリーセンター，付研究コーディネータ

Natural Resources Inventory Center， Principal Research coordinator 

インベントリー，第 10号， p3・9 (2012) 
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2 方法

1) USLEに関連するパラメータの lk血メッシュデータの作成

USLEによる土壌侵食量の推定に必要なパラメータ値として降雨係数 (R値)、土壌係数 (K

値)、地形係数 (LS値)、作物係数 (C値)を lkmメッシュ単位で算出した。ただし、地形係

数は斜面長係数 (L値)と傾斜係数 (S値)を乗じた値である。なお、等高線栽培や草生栽培

告〉

門一一
且食

Y
-
侵翁

aa土 Eコ 既存GISデヲ

Cコlkmメッシュデ-~
A=(R+Rc)xKxLSxCxP 式 1) 

A:土壌侵食量 (tha.1 y.l)、R:降雨係数、 Rc:降雨係数の積雪による補正値、 K:

土壌係数、 LS 地形係数、 C:作物係数、 F 保全係数 0.0に固定)

図1 パラメー曹の lkmメッシュデー曹の作成の概要

など侵食防止のための管理方法については lkmメッシュ単位で設定することが困難なため保

全係数 (p値)は1.0に固定した。パラメータ算出に用いた地理情報は日本測地系と世界測地

系が混在していたため、日本測地系に統ーした。

(I)降雨係数 (R値)

(I)ー1降雨係数

わが国の降水量は約 17凶メッシュで配置されたアメダス観測地点において観測されている。

しかし、降水は気温などの気象要素に比べ局地性が強いため、侵食が懸念される中山間地の複

雑な地形に位置する傾斜農地において直近の観測地点と異なる可能性もある。本研究では気象

レーダーとアメダスデータを用いてメッシュで解析したレーダーアメダス解析雨量 (RAP;気

象庁)により降雨係数を算出した。算出には 1988・2005年のデータを用い、年次毎に算出した

降雨係数の平均値を降雨係数とした。RAPは年次によりメッシュ区切りの大きさ (5k皿、2.5k皿、

1回四方)、時間間隔(I時間、 30分)、測地系(日本測地系、世界測地系)が異なるが、本研

究では lkmメッシュ、 1時間間隔、日本測地系に統一して計算を行った。

(I)・2積雪による補正

積雪地帯においては、融雪により春先に土壌流亡が発生する。これを補正するため根雪月の

降水量に 0.06を乗じた値を補正値として加算した(農水省構造改善局計画部 1992)。メッシュ

気候値2000年(気象庁)の積雪深の値が 5c皿以上の場合根雪月と判定した。

(2)土壌係数(K値)

地力保全基本調査デジタル土壌図(日本土壌協会)の 100皿メッシュ版の土壌統コードから

土壌統群コードを作成し、これに谷山 (2003)の土壌統群別の値を結合した。各 lkmメッシュ

における土壌係数はメッシュ内の 100mメッシュ数に応じて按分した値とした。

4 
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図 2 個別ほ場の斜面長と傾斜度の算出

4)の畑作地帯を対象地域として、 ALOS衛星の PRISM画像と 10血メッシュ DEM(国土地理

院)を GIS上で重ね合わせ、 lkmメッシュ内の個別ほ場について斜面長と傾斜度を算出した(図

2)。ほ場の一区画は道路、林地等により区分された区画あるいは濃淡により明確に区分される

区画とした。この値から lkmメッシュの LS値と傾斜度の関係を明らかにし、 (3)・1で作成した

各 lkmメッシュの傾斜度から LS値を算出した。

(4)作物係数(C)

1回メッシュ農業センサスデータ(神山ら 2003)における 1995年の作目別面積から各作目

の面積割合を算出し、谷山(2003)の作目別C値をこの割合に応じて按分した値とした。

2)土壌侵食量の推定

各 lkmメッシュの土壌侵食量(A)は図 1の式1により計算した。

3 結果と考察

1 )降雨係数

降雨係数の分布図を図 3に示した。降雨

係数は西日本太平洋側で大きく、北海道で

小さい値を示している。主要な観測地点に

おいて本手法によって算出したR値 (RAP

による R値)およびアメダスの降水量から

算出したR値(アメダスによる R値)を一

連降雨の降雨エネルギーの累計と最大 60

分降雨強度の積の 11100と定義された土地

改良事業計画設計基準「農地開発(改良山

成畑工)J (農水省構造改善局計画部 1992、

刷 mmlll"~" y" ・・ 0-399 ・4∞-799 ・・ 8∞ー

. 

ダ'• 
、。J -ZI 

." 
.• 

5 
園 3 降雨係数 (R値)の分布図
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設計基準とよぶ)による R値と比較した

結果、アメダスによる R値は設計基準に

よる R値とほぼ同程度、 RAPによる R

値は同程度からやや大きな値であった

(図的。また、 RAPによる R値はいく

つかの地点で特に大きくなった。これら

の結果は RAPとアメダスの降水量が異

なることが大きな要因であるが、初期の

RAPのデータに欠損u値が多いこと、数年

ごとに仕様が変わりその補正が不十分だ

ったことも要因のーっと考えられる。

2006年以降の RAPは固定した仕様で

提供されていることから有効な利用が期待できる。

2)地形係数
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園4 陥Pと設計基準による降雨係数の比較

解析に用いた対象地域内の lkmメッシュ内のほ場平均傾斜度と 50血DEMで作成した同一メ

ッシュにおける lkmメッシュの傾斜度の関係を図 5に示した。両者にはほぼ直線関係が認めら

れた。回帰直線の傾きからみると、ほ揚平均傾斜度は lkmメッシュ傾斜度の1.5倍程度の値を

示した。 lkmメッシュ傾斜度では方向により異なる傾斜度の平均値であることから傾斜度が低

めに算出されているためと考えられる。

ほ場の傾斜度と斜面長から計算した地形係数と lkmメッシュ傾斜度の関係を図 6に示した。

両者には累乗関数で示される関係が認められたが、上富良野町とその他の地域に分けることで

その関係はより明確になった。これは前者の斜面長の平均値が ll1.3mに対し、後者は 65.5mと

いう違いに起因すると考えられた。斜面長の違いは場 1区画の大きさの違いが反映していると

恩われる。以上のことから、地形係数は 50mDEMで作成した lkmメッシュの傾斜度を用いて

算出し、ほ場区画の大きい北海道とそれ以外の都府県で別々の推定式を用いることでより適切

な値が得られると考えられる。この推定式を用いて作成した地形係数の分布図を図 7に示した。

3)土壌係数と作物係数

土壌係数、作物係数の分布図をそれぞれ図 8、図 9に示した。土壌係数の小さな地域は有機

物含量が高く団粒構造が発達し、透水性の高い黒ボク土が分布する北海道根鍔iI地域、東北北東

部、南九州地域に広い。一方、土壌侵食能の高い赤・黄色土が多く占める近畿、中園地域は高

い傾向にあった。作物係数については、本研究では水田における侵食は傾斜がないことから発

生しないとしている。そのため、水田が広く分布する地域における係数は小さい。ただし、水

田では代かき濁水が発生し、これが土壌流亡、河川|汚濁の原因となっている。今後はこうした

代かき濁水の評価が必要と思われる。

6 
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4)土壌侵食量

推定した土壌侵食量の大きなメッシュは東海、四園、九州西部、沖縄に多く分布した(図 10)。

これらの地域では降雨係数が大きいこと、地形が複雑で地形係数が大きいこと、赤・黄色土の

分布が広く土壌係数がやや高いこと、など複数の要因が重なっているため土壌侵食量が多く見

積もられていると考えられる。しかしながら、こうした地域における傾斜の急な農地ではテラ

スを造成するなど土壌侵食防止対策を施しているため必ずしも実態を反映しているわけではな

い。土壌侵食量を区分1(1 t ha-1 y-l未満)、区分II(1-5)、区分III(5-10)、区分IV(10-30)、

区分V (30・50)、区分VI(50 t ha-1 y-l以上)の 6段階に区分し、面積割合を求めたところ、そ

れぞれ43、18、9、12、5、14%であった。

4 おわりに

わが国の農耕地における土壌侵食の危険性を把握するため、既存データと地図データを組み

合わせて USLEに関連する各種係数の l凶メッシュデータを作成し、 USLEによる土壌侵食量

の全国マップを作成した。こうした lkmメッシュ単位の情報は既存の多くの地理情報と容易に

組み合わせることが可能である。
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報文

健全および赤かび病感染コムギ小穂におけるPseudomonas属細菌の特異的生息性

Specific Inhabitancy of Pseudomonas spp. on Healthy and Fusarium Head Blight-Infested Spikelets ofWheat 

Heads 

吉田重信*・大場淳司柿・梁英梅事-小板橋基実・艶罵誠也山

Shigenobu Yoshida， Atsushi Ohba， Yin-Mei Liang， Motoo Koitabashi， Seiya Tsushima 

1 .はじめに

コムギ赤かび病は、穂が褐変枯死し、穀粒の収量を引き起こす病害として知られている。病原菌は

Fusarium graminearum等の複数の Fusarium属糸状菌であり (O'Donnellet al.， 2000・2004)、デオキ

シニパレノールやニバレノール等のマイコトキシンを感染組織中に生産し、食品の安全性の観点で

問題となることが知られている。本邦における本病の防除には、一般に化学殺菌剤が用いられてい

るが (Nak司imaet al.， 2008)、措抗細菌等を用いた生物的防除法は開発されていなし、。植物病害に対

する生物的防除法は、環境保全型農業の推進に貢献することから、本病に対しでも新たな開発が必

要となっている。

生物的防除法に用いられる細菌は、その定着性や増殖性 (Morrisand Monier， 2003; Rudrappa et al.， 

2008)の観点から、防除の対象となる植物種あるいは部位から探索することが重要である (Weller，

1988) 0 このため、本病の防除に関する候補細菌についても、コムギの穂から探索することが効果的

であり、この観点に基づき、実際にコムギの穂から本病に対する措抗微生物を探索・分離した例が

これまでに知られているにhanet al.， 2003; Khan et al.， 2001; Lutz et al.， 2003; Nourozian et al.， 

2006)。一方、植物体上における措抗細菌の働きは、他の常在している細菌によっても影響を受け

ることから、生息する細菌の群集構造の解明も措抗細菌探索のための基本的情報として重要である。

しかし、コムギの穂に生息する細菌群集の特徴に着目した措抗細菌の探索は行われておらず、その

特徴の解明に基づく探索で、新たな措抗細菌が得られる可能性がある。

そこで本研究では、本病の生物的防除の基礎情報として、コムギの穂に生息する細菌群集の特徴

を明らかにし、その中で特徴的に生息する細菌について本病の措抗細菌としての有効性を明らかに

することを目的とした。具体的には、コムギ穂の健全小穂および赤かび病感染小穂に特徴的な細菌

種を調べ、コムギの病原細菌や措抗細菌として知られる Pseudomonas属細菌の中に各小穂に特異的

に生息する系統を見出した。そこで、それらの系統について、植物への定着に重要とされるバイオ

フィルム形成能、コムギ小穂組織上での定着様式および赤かび病菌 (F.gramineαrum) に対する生育

抑制活性を調べた。なお、明らかにした各細菌株の分類学的情報および機能性情報については、微

生物インベントリー (microForce) に蓄積し、その充実化を図った。

.生物生態機能研究領域宮城県農業・園芸総合研究所，山農業環境インベントリーセンター

*Environmental Biofunction Division， **Miyagi Prefectural Institute of Agricu1ture and Horticu1ture 

***N atural Resources Inventory Center 
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報文健全および赤かぴ病感染コムギ小穂における Pseudomon副属細菌の特異的生息性

2 材料と方法

1 )コムギ小穂の採取および生息細菌の分離

細菌の分離に用いたコムギは、 2005年に宮城県古川農業試験場内の圃場で栽培された品種「ゆき

ちから」とした。播種237日後(開花約2週間後)に、赤かび病に感染した穂(発病小穂率 10-30%)

10本を任意に選定採集後、それらから感染小穂および近傍の健全小穂を一つずつ採取した(図1)。

各小穂を 5mlの10mMリン酸緩衝液(pH7.0)中で磨砂後、希釈平板法によりシクロヘキシミド50ppm

含有のNA培地(Difc∞社製)平板上に塗抹した。 25'Cで5日間培養後、平板上に出現した細菌株コ

ロニーを各小穂あたり 24菌株単コロニ一分離した。

図 1 細菌の分離に供した各コムギ穂

丸印は赤かび病感染小穂を表す。

2)分離菌株の分類学的位置の解明および系統解析

分離菌株の分類学的位置の解明は、 S凶 oharaet a1ο011)の方法に従い、 16Sr:悶A遺伝子の塩基配

列の解析に基づいて行い、各菌株の分類学的情報を微生物インベントリー (microForce)に蓄積した。

また、主要な構成細菌属であったPse臨iomon佃(計93菌株)および争'hingomon剖(計 120菌株)等

の系統解析を行うため、これら各菌株の塩基配列を、 Shinoharaet a1. (2011)の方法に従いCl田凶Xl.83 

によりアライメント後、同解析ソフトの NJ法により系統樹を作成した。作成の際には Acetobacter

acetii (X74066)および Pseudomo.回 sagarici (Z76652)の同配列を系統樹のアウトグループとして用い

た。

3)バイオフィルムの形成能の評価

Pseudomo胤 S属細菌の系統樹の各クラスターから任意に4・6菌株を選定し、ポリ塩化ピニル(PVC)

製96ワェルプレート上でのバイオフィルム形成能の評価を既報 (Yo血idaet a1.， 2009)に準じて行っ

た。すなわち、圃場より採取したコムギ穂を蒸留水に入れ(生重40gι)、オートクレーブ煮沸して

作成した穂抽出液(¥¥厄)で振とう培養して作成した細菌懸濁液 (OD59，，=約0.4)5叫を 100叫のWE

を入れた各ウェルに接種し、1日培養後のバイオフィルの形成程度をクリスタルバイオレット染色に

より評価した。

4)コムギ小穂組織よでの定着様式の評価

Pselκ品。'monas属細菌の系統樹の各クラスターの代表菌株(P-26，P-94， P-292， P-340)を凹出四tbro也

(D正∞)で25'Cで1日振とう(120甲m)培養後、遠心洗浄 (9000xg、5分間)して細菌懸濁液 (OD問=

約 0.2の 100培希釈液)を調製した。 3叫の各細菌懸濁液を、温室内で育成し採取したコムギ(品種

「農林61号J)小穂の外頴裏面に滴下した。さらに、赤か明丙菌の存在の影響を見るために、オー

トミー}Vj各地上の菌叢から常法に基づき調製したF.gr捌 mem棚田株の分生子懸濁液(約6X 105 

個Iml)を等量共接種した外頴も用意した。接種後は、 25'Cの湿室内に 3日間保持し、接種外頴上に

11 
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おける各細菌細胞の定着様式を、既報 (Yoshidaet a¥.， 2009)の手順に従い、走査型電子顕微鏡(厄OL

JSM品lOLV)で観察した。

5) F. graminearllllの菌糸生育に対する抑制活性の評価

上述の 3)で用いたPse，崎明四国属細菌の菌株を供試し、 PPGA(200 g po旬ω，5 g peptone， 5 g 

glu∞田，3 g Na:JIPO.'12H20， 0.5 g KH♂O.'6H20，3 g NaCl， 15 g agar， dis幽edwa町 lli町)平板培地で培

養して得られた菌体を遠心洗浄後、細菌懸濁液 (ODS9S=約4.0)を調製した。調製した各細菌懸濁液

1m!を約 55"(;に冷ました 10m!の阻むA培地に混濁し平板に流し込み、固化後に直径5mmのコルク

ポーラーで培地ごと打ち抜いたF.g1加問6抑制田株の菌叢先端部を置床した。置床後は25"(;暗黒下

で5日間培養し、 P問 A平板上に生育した田株の菌叢半径を計測した。生育抑制活性は、細菌懸濁

液を混濁しないP問 A平板培地上の菌叢半径に対する相対半径長で評価した。

3 結果

1)分離菌株の分類学的位置の解明

10本のコムギ穂由来の健全および赤かび病擢病小穂から、生息細菌を合計457菌株を分離した。

16Si剛 A遺伝子の塩基配列に基づく分類学的解析の結果、これらの菌株は、 11属のグラム陰性菌、

5属のグラム陽性菌で構成されることが明らかとなった(表1)。また、その属数を健全小穂と感

染小穂で比較すると、穂によって変動は見られるものの、感染小穂で菌の属数および多様性指数が

一般に減少する傾向が認められた。健全および感染小穂共通の優占菌としては、争h的Igomo陥商、

Pseudomo叩 S、Arthrobacterが分離され、感染小穂ではさらに Curtobacteriumが優占的に分離された。
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表 1 健全および赤かぴ病感染小穂から分離された細菌株の 165rRNA遺伝子の塩基配列
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これらはクラスターA

2)優占菌群の系統解析

これら優占菌に属する菌株の、 16SrRNA遺伝子の塩基配列に基づく系統解析を各属ごとに行っ

た結果、グラム陰性菌の Sphingom棚田およびPseudomonl四属菌では、健全小穂由来の菌株および

感染小穂由来の菌株にそれぞれ特異的なクラスターが形成された。すなわち、 Pseudomon国属菌で

は、穂番号 1、2から分離された菌株はほとんど健全小穂由来であったが、

に属する一方で、感染小穂由来の菌株の多くはクラスターBおよびCに属し、クラスターBは穂番

号6、クラスターCは穂番号4から分離された菌株で構成されていた(図2)。また、穂番号 10か
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報文

健全および赤かび病感染コムギ小穂におけるPseudomonas属細菌の特異的生息性

Specific Inhabitancy of Pseudomonas spp. on Healthy and Fusarium Head Blight-Infested Spikelets ofWheat 

Heads 

吉田重信*・大場淳司柿・梁英梅事-小板橋基実・艶罵誠也山

Shigenobu Yoshida， Atsushi Ohba， Yin-Mei Liang， Motoo Koitabashi， Seiya Tsushima 

1 .はじめに

コムギ赤かび病は、穂が褐変枯死し、穀粒の収量を引き起こす病害として知られている。病原菌は

Fusarium graminearum等の複数の Fusarium属糸状菌であり (O'Donnellet al.， 2000・2004)、デオキ

シニパレノールやニバレノール等のマイコトキシンを感染組織中に生産し、食品の安全性の観点で

問題となることが知られている。本邦における本病の防除には、一般に化学殺菌剤が用いられてい

るが (Nak司imaet al.， 2008)、措抗細菌等を用いた生物的防除法は開発されていなし、。植物病害に対

する生物的防除法は、環境保全型農業の推進に貢献することから、本病に対しでも新たな開発が必

要となっている。

生物的防除法に用いられる細菌は、その定着性や増殖性 (Morrisand Monier， 2003; Rudrappa et al.， 

2008)の観点から、防除の対象となる植物種あるいは部位から探索することが重要である (Weller，

1988) 0 このため、本病の防除に関する候補細菌についても、コムギの穂から探索することが効果的

であり、この観点に基づき、実際にコムギの穂から本病に対する措抗微生物を探索・分離した例が

これまでに知られているにhanet al.， 2003; Khan et al.， 2001; Lutz et al.， 2003; Nourozian et al.， 

2006)。一方、植物体上における措抗細菌の働きは、他の常在している細菌によっても影響を受け

ることから、生息する細菌の群集構造の解明も措抗細菌探索のための基本的情報として重要である。

しかし、コムギの穂に生息する細菌群集の特徴に着目した措抗細菌の探索は行われておらず、その

特徴の解明に基づく探索で、新たな措抗細菌が得られる可能性がある。

そこで本研究では、本病の生物的防除の基礎情報として、コムギの穂に生息する細菌群集の特徴

を明らかにし、その中で特徴的に生息する細菌について本病の措抗細菌としての有効性を明らかに

することを目的とした。具体的には、コムギ穂の健全小穂および赤かび病感染小穂に特徴的な細菌

種を調べ、コムギの病原細菌や措抗細菌として知られる Pseudomonas属細菌の中に各小穂に特異的

に生息する系統を見出した。そこで、それらの系統について、植物への定着に重要とされるバイオ

フィルム形成能、コムギ小穂組織上での定着様式および赤かび病菌 (F.gramineαrum) に対する生育

抑制活性を調べた。なお、明らかにした各細菌株の分類学的情報および機能性情報については、微

生物インベントリー (microForce) に蓄積し、その充実化を図った。

.生物生態機能研究領域宮城県農業・園芸総合研究所，山農業環境インベントリーセンター

*Environmental Biofunction Division， **Miyagi Prefectural Institute of Agricu1ture and Horticu1ture 

***N atural Resources Inventory Center 

インベントリー，第 10号， pl0-19 (2012) 
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2 材料と方法

1 )コムギ小穂の採取および生息細菌の分離

細菌の分離に用いたコムギは、 2005年に宮城県古川農業試験場内の圃場で栽培された品種「ゆき

ちから」とした。播種237日後(開花約2週間後)に、赤かび病に感染した穂(発病小穂率 10-30%)

10本を任意に選定採集後、それらから感染小穂および近傍の健全小穂を一つずつ採取した(図1)。

各小穂を 5mlの10mMリン酸緩衝液(pH7.0)中で磨砂後、希釈平板法によりシクロヘキシミド50ppm

含有のNA培地(Difc∞社製)平板上に塗抹した。 25'Cで5日間培養後、平板上に出現した細菌株コ

ロニーを各小穂あたり 24菌株単コロニ一分離した。

図 1 細菌の分離に供した各コムギ穂

丸印は赤かび病感染小穂を表す。

2)分離菌株の分類学的位置の解明および系統解析

分離菌株の分類学的位置の解明は、 S凶 oharaet a1ο011)の方法に従い、 16Sr:悶A遺伝子の塩基配

列の解析に基づいて行い、各菌株の分類学的情報を微生物インベントリー (microForce)に蓄積した。

また、主要な構成細菌属であったPse臨iomon佃(計93菌株)および争'hingomon剖(計 120菌株)等

の系統解析を行うため、これら各菌株の塩基配列を、 Shinoharaet a1. (2011)の方法に従いCl田凶Xl.83 

によりアライメント後、同解析ソフトの NJ法により系統樹を作成した。作成の際には Acetobacter

acetii (X74066)および Pseudomo.回 sagarici (Z76652)の同配列を系統樹のアウトグループとして用い

た。

3)バイオフィルムの形成能の評価

Pseudomo胤 S属細菌の系統樹の各クラスターから任意に4・6菌株を選定し、ポリ塩化ピニル(PVC)

製96ワェルプレート上でのバイオフィルム形成能の評価を既報 (Yo血idaet a1.， 2009)に準じて行っ

た。すなわち、圃場より採取したコムギ穂を蒸留水に入れ(生重40gι)、オートクレーブ煮沸して

作成した穂抽出液(¥¥厄)で振とう培養して作成した細菌懸濁液 (OD59，，=約0.4)5叫を 100叫のWE

を入れた各ウェルに接種し、1日培養後のバイオフィルの形成程度をクリスタルバイオレット染色に

より評価した。

4)コムギ小穂組織よでの定着様式の評価

Pselκ品。'monas属細菌の系統樹の各クラスターの代表菌株(P-26，P-94， P-292， P-340)を凹出四tbro也

(D正∞)で25'Cで1日振とう(120甲m)培養後、遠心洗浄 (9000xg、5分間)して細菌懸濁液 (OD問=

約 0.2の 100培希釈液)を調製した。 3叫の各細菌懸濁液を、温室内で育成し採取したコムギ(品種

「農林61号J)小穂の外頴裏面に滴下した。さらに、赤か明丙菌の存在の影響を見るために、オー

トミー}Vj各地上の菌叢から常法に基づき調製したF.gr捌 mem棚田株の分生子懸濁液(約6X 105 

個Iml)を等量共接種した外頴も用意した。接種後は、 25'Cの湿室内に 3日間保持し、接種外頴上に

11 



インベントリー第 10号 (2012) 

おける各細菌細胞の定着様式を、既報 (Yoshidaet a¥.， 2009)の手順に従い、走査型電子顕微鏡(厄OL

JSM品lOLV)で観察した。

5) F. graminearllllの菌糸生育に対する抑制活性の評価

上述の 3)で用いたPse，崎明四国属細菌の菌株を供試し、 PPGA(200 g po旬ω，5 g peptone， 5 g 

glu∞田，3 g Na:JIPO.'12H20， 0.5 g KH♂O.'6H20，3 g NaCl， 15 g agar， dis幽edwa町 lli町)平板培地で培

養して得られた菌体を遠心洗浄後、細菌懸濁液 (ODS9S=約4.0)を調製した。調製した各細菌懸濁液

1m!を約 55"(;に冷ました 10m!の阻むA培地に混濁し平板に流し込み、固化後に直径5mmのコルク

ポーラーで培地ごと打ち抜いたF.g1加問6抑制田株の菌叢先端部を置床した。置床後は25"(;暗黒下

で5日間培養し、 P問 A平板上に生育した田株の菌叢半径を計測した。生育抑制活性は、細菌懸濁

液を混濁しないP問 A平板培地上の菌叢半径に対する相対半径長で評価した。

3 結果

1)分離菌株の分類学的位置の解明

10本のコムギ穂由来の健全および赤かび病擢病小穂から、生息細菌を合計457菌株を分離した。

16Si剛 A遺伝子の塩基配列に基づく分類学的解析の結果、これらの菌株は、 11属のグラム陰性菌、

5属のグラム陽性菌で構成されることが明らかとなった(表1)。また、その属数を健全小穂と感

染小穂で比較すると、穂によって変動は見られるものの、感染小穂で菌の属数および多様性指数が

一般に減少する傾向が認められた。健全および感染小穂共通の優占菌としては、争h的Igomo陥商、

Pseudomo叩 S、Arthrobacterが分離され、感染小穂ではさらに Curtobacteriumが優占的に分離された。

12 



報文健全および赤かぴ病感染コムギ小穂における Pseudomon副属細菌の特異的生息性

表 1 健全および赤かぴ病感染小穂から分離された細菌株の 165rRNA遺伝子の塩基配列
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これらはクラスターA

2)優占菌群の系統解析

これら優占菌に属する菌株の、 16SrRNA遺伝子の塩基配列に基づく系統解析を各属ごとに行っ

た結果、グラム陰性菌の Sphingom棚田およびPseudomonl四属菌では、健全小穂由来の菌株および

感染小穂由来の菌株にそれぞれ特異的なクラスターが形成された。すなわち、 Pseudomon国属菌で

は、穂番号 1、2から分離された菌株はほとんど健全小穂由来であったが、

に属する一方で、感染小穂由来の菌株の多くはクラスターBおよびCに属し、クラスターBは穂番

号6、クラスターCは穂番号4から分離された菌株で構成されていた(図2)。また、穂番号 10か
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ら分離された菌株は、小穂の由来に関係なく一つのクラスター(D)を形成した。塩基配列の相向性

から、クラスターAに属する菌株はPseudomonasavel/.叩師、 P.cannabinaおよびP.syringaeに関連

し、クラスターBではPsavast叩01、クラスターCではP.poaeおよびP.trivialis、クラスターDでは

P. graminisに関連していた。

また、や'hingom抑制属薗においても、穂番号 10から分離された菌株では明確ではなかったもの

の、穂番号 1~9 の健全小穂由来の菌株群と感染小穂由来の菌株群では明確に異なるクラスターを

形成していた。一方、グラム陽性の優占菌群であったArthrobacterおよびCurtobacteriumでは、健

全小穂由来の菌株群と感染小穂由来の菌株群とで異なるクラスターの形成は認められなかった。

14 
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園 2 健全および感染コムギ小穂から分離されたPseudomonas属細菌の 16SrRNA遺伝子の

塩基lli!~Jに基づく系統樹 (NJ 法) .。および・はそれぞれ健全な小穂および赤かぴ病に感

染した小梅由来の菌株 NJを衰し、数字はその菌株が分離源となった砲の番号を表す。以降

の献験に供試した代表菌株の菌株番号は括弧内に記した。
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3)バイオフィルムの形成能の評価

Pseudomo脚属細菌の各クラスターに属する菌株のバイオフィルム形成程度を調べた結果、クラ

スターA に属する健全小穂由来の菌株では、バイオフィルムの形成が認められたのに対し、クラス

ターBおよびCに属する感染小穂由来の菌株では、形成はほとんど認められなかった(図 3)。一方、

クラスターDに属する菌株群のバイオフィルム形成は、中程度で認められた。

0_6 -

5

4

3

2

1
 

0

0

0

0

0

 

可

g
o
O
)
eg-鐸
ヒ

ιa
E
E。
ー凶

図 3.各ヲラス骨一 (A-D)に属する

Pseudomonas属菌株の PVCウエル表面上に

形成されるバイオフィルム量。バイオフィ

ルム量はヲリス事ルバイオレツト染色によ

る比色定量により求めた パーは 3回の試

験の標準誤差を表す。

4)コムギ小穂組織上での定着様式の評価

系統樹上の各クラスターに属する Pseudom叩四属菌株の、コムギ小穂組織上での定着様式を観察

した結果、クラスターAに属する P-26株では、細胞が高密度で小荷量車滋綾上に定着していた(図4a)

のに対し、クラスターBおよびCに属する P-340およびP-292では、細胞数は少なく観察され、低

密度で定着していた(図 4b，c)。クラスターD に属する P-94では、両者の中間程度の密度で定着し

ていた(図 4d)。

一方、赤かび病菌と共接種された小穂上では、 P-26株では単独接種と同様に高密度で細菌細胞の

定着が確認され(図 4e)、P-94でも単独接種と同程度の定着様式が観察された(図 4h)が、 P-340

およびP-292では、細菌の鞠虫接種とは異なり赤かぴ病菌の菌糸上あるいはそれに沿う状態で細菌細

胞が高密度に定着していた(図4t:g)。特にP-340が定着した菌糸では、細胞質の漏出によると考え

られる菌糸の崩壊現象も観察された(図400 
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園4. 各'Jラス事ー (A-D)に属する Pseud.岬町'8S菌株の単独接種(よ段)および赤
かぴ病菌との共接種(下段)によるコムギ小穂よでの定着様式。
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5) F. graminearlHllの菌糸生育に対する抑制活性の評価

系統樹上の各クラスターに属する Pseudomonas属菌株の、 fモgram前earumの菌糸生育に対する抑

制活性を調べた結果、抑制程度はクラスター毎に異なる傾向が見られた(図 5)。すなわち、クラス

ターB に属する菌株では、他のクラスターに属する菌株よりも抑制活性が高い傾向を示し、対照の

20-40%程度まで赤かび病菌の生育を抑制した。また、クラスターCに属する菌株でも、約 50%程度

まで生育抑制を示したのに対し、クラスターAおよびDに属する菌株では、高い抑制活性は認められ

なかった。

報文健全および赤かぴ病感染コムギ小穂における Pseudomon副属細菌の特異的生息性

田T

園 5 各ヲラス事ー (A-D) に属する
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4 考察

16SrRNA遺伝子の塩基配列に基づく属レベルの解析により、コムギ穂の健全および赤かび病感

染小穂に生息する細菌群集は、培養可能な種類に限ってみた場合でも異なっていることが明らかに

なった。葉圏細菌において、植物病原菌の感染インパクトによる群集構造の相違については、キュ

ウリ葉やマサキ葉等で知られている (Sudaet a1.， 2009)が、コムギの赤かび病に感染した状態での

知見は初めてである。しかし、それらの相違のパターンは、一般には感染小穂では属数が減少する

傾向はあったものの、その内訳は供試した 10本の穂によって異なっていた。これは、細菌の群集

構造の変遷の形態が穂ごとに異なっていることに起因していると考えられる(Kinke1et a1.， 1997)。

このように属レベルの群集構造の相違のパターンには、一定の規則性や特徴を見いだせなかった

が、優占菌であったPseudom棚田およびSphingom棚田属細菌の菌株の系統解析を行った結果では、

健全小穂あるいは感染小穂のみに特異的に生息しうる系統の存在が明らかとなった。このことは、

少なくとも PseudomonasおよびSphingomonas属細菌の生息性の観点でみると、属レベルよりさら

に細かい細菌の区分がその特徴付けには必要であることを示唆している。こうした葉圏細菌の特性

とrRNA遺伝子に基づく系統解析によるグルーピングとの関連は他でも知られており、 Enyaet a1. 

(2007a， b)は、トマト葉圏に生息する BaciU回およびPseudomon副属細菌の系統樹上の特定のグ

ノレープが、各種トマト病害に対して発病抑制効果を持つことを見出している。

これら健全および感染小穂にそれぞれ生息する Pseudom印刷属菌株の特異性の要因を解明する

ため、各クラスターに属する菌株の PVCウェル上でのバイオフィルム形成能および小穂外頴部で

の定着様式を評価した。その結果、健全小穂由来の菌株(クラスターA)では、高いバイオフィル

ム形成能および外頴における高密度の定着が確認され、一方で、感染小穂由来の菌株(クラスター
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BおよびC)では、パイオフィルム形成能が低く、外頴での定着程度も低かった。このことから、

バイオフィルム形成能と小穂外頴での定着程度は関連しており、健全小穂由来の菌株の生息性は健

全コムギ組織上での高い定着能に起因していることが考えられる。また、今回供試した穂の健全小

穂では、赤かび病菌の感染が起きていないという観点に立っと、これらの健全小穂由来の菌株は、

赤かび病の発生に抑止的に機能している可能性も考えられる。今回の試験では、これらの菌株の実

際の赤かぴ病菌に対する生育抑制活性はあまり高くなかったことから、健全小穂由来の菌株は、そ

れらの高い定着性に基づく栄養競合等により病原菌の定着を防いで発病を抑止する可能性が考え

られる。 Morrisand Monier (2003) は、葉圏における微生物の集合体は、異種微生物との競合等に

重要であると論じている。本病についても、小穂車脳畿に高い定着能を有するこれらの菌株による実

際の発病抑制活性を更に検討していく必要があるロ

また、クラスターBおよびCに属する感染小穂由来の菌株は、単独では小穂外頴上での定着程度

が低かったものの、赤かび病菌と共接種することで定着程度が高まることが明らかとなった。この

ことは、これらの菌株は赤かぴ病菌と高い親和性があり、その結果定着が促進されることを示唆し

ている。さらに、特にクラスターBの菌株を共接種された赤かぴ病菌の菌糸では、菌糸が崩壊して

いることが観察されたこと、また、これらの菌株が実際に赤かぴ病菌の菌糸生育を強く抑制したこ

とから、この親和性は病原菌にとっては阻害的であると考えられる。菌糸に定着する細菌を利用し

た生物的防除は、 Cuonget a1. (2011)によっても報告されているが、本細菌もこうした防除法に役

立つ特性を持っている可能性がある。さらに、クラスターBおよびCに属する菌株は、Psavastanoi、

P. poaeおよびP.trivialisなどに関連する種であることが明らかとなったが、これらの種はいず

れも蛍光性 Pseudomonasであることが知られている。蛍光性 Pseudomonasの幾つかは、植物病

害の発病抑制効果を持つことが知られており、赤かび病に対しでも同様な発病抑制効果を示す

可能性がある。具体的には、これらの菌株の赤かび病菌に対する親和性を活用して、本病の初期

感染時期である開花期に穂へ処理することで、病原菌の 2次伝搬を抑制し、発病を軽減できる可能

性がある。今後は、発病小穂あるいは健全小穂に特異的に生息するこれらのPselゆ monas属菌株の

実際の発病抑制効果を圃場レベルで評価し、本病に対する生物的防除の実現可能性について検討す

る必要がある。
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昆虫データベース統合インベントリーシステム

Insect Inventory Search Engine 

中谷至伸*・吉武 啓*・吉松慎ーへ安田耕司**

Yukinobu NAKATANI， Hiraku YOSHITAKE， Shin-ichi YOSHIMATSU and Koji YASUDA 

1 はじめに

近年、各地の博物館や大学などの研究期間を中心に、昆虫の種情報や標本情報のデータベー

ス(以下DB)化が行われ、さまざまな情報へのアクセスが容易になってきている。農業環境技

術研究所においても、所蔵する標本をはじめ、文献などをのDB化を継続的に進めてきており(安

田、 2002、吉松、 2009)、順次公開を実施している(中谷ら、 2004ほか)0 しかし、これまで各

地で公開されているDBは互いに独立しており、様々な情報を得ようとすれば、利用者は個別に

それぞれのDBにアクセスして情報を得る必要があった。そこで著者らは、標本情報や分類群情

報、生態情報、 DNA関連情報、文献情報などのDBを相互に関連付けた、包括的な昆虫情報DBと

して「昆虫データベース統合インベントリーシステムJ(以下、昆虫インベントリーシステム)

を構築し、 2011年3月から公開を開始した(図1、http://insect.niaes.affrc.go.jp/)0 本システムは、

農環研に保管されている昆虫標本情報を主体とするDBに含まれる情報の検索・閲覧システムに、

昆虫類の調査・研究に役立つ文献等の資料や生態情報にもアクセスできるように構成されてい

るo 現状では充分なデータが登録されていないなど、発展途上の段階にあるが、今回はその概

要と現状を紹介した上で、今後の展望について述べたい。

2 昆虫インベントリーシステムの概要

本システムの主要な利用者として、都道府県の農業試験場や植物防疫所、大学、環境調査会

社、アマチュア研究家などを想定しており、一定程度以上の昆虫学的な知識を有する層の利用

に耐えうるよう設計した。システム全体は、(1 )分類群情報DBと (2)標本情報DBからなる

「昆虫情報DBJ、と「昆虫文献情報DBJの検索・閲覧システムを柱に構成されている。分類群

情報、標本情報、文献情報は相互に関連付けられおり(図2)、それに昆虫文献目録「三橋ノー

ト」画像DBと昆虫リンク集が付加されている。

( 1 )昆虫情報DB

i) 分類群情報DB

このDBは、昆虫・クモ類およびその宿主や餌資源となる動植物の分類情報(学名、和名、命

名者名、発表年)、各分類群に関する情報(形態、分布、生態など)からなる。各階級の分類群

名を階層的に管理することで、分類体系の変更にも柔軟に対応できる仕組みになっている。

*農業環境インベントリーセンター 悦生物多様性研究領域

N atural Resources Inventory Center， Biodiversity Division 
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これまでに7501件の分類情報を登録し、公開しているが、特に各分類群の形態や生態、分布

に関する情報の整備が十分でなく、今後の課題となっている。

i i)昆虫梶本情報DB

基本的には農環研に保管されている昆虫およびクモ類や、他の節足動物群の標本情報のDB

で、農環研の歴代スタッフが研究に用いた他機関の所蔵標本の情報も一部含まれる。このDB

には、昆虫・クモ類の一般標本、種・亜種名の基準となるタイプ標本や研究の材料として使用

された証拠標本およびDNA分析用エタノール液漫標本のラベル情報や画像が含まれており、タ

イプ標本および証拠標本については、文献情報も含まれる。また、 DNA分析用標本については

抽出DNA情報や塩基配列情報も登録可能である。登録された標本は農環研固有の標本番号ある

いは標本コード番号に基づき管理している。一般標本、タイプ標本、証拠標本を併せて、これ

までに約5万件のデータを公開している.また、 DNA分析用標本については、約3，000件のデー

タを公開中である。

合盟且
ι ドを対して検索
します。

iJZ壁輩主ヰ
ιヂ ヲツJ 刷 tlJ¥ie川署撃を

ヤ hllt札情熱 討

盤整量益益重
0"'分間タール綱
領本め情緒を検索します.

堅塁塑盟坦盟
毘劃こ閉する総支 書箱愉絡
を検索します@各文献で怒ヲ
た分類型， '̂"拠隠本に閉す
る情緒を閲覧できます。

恩師向c=揖 -e，

"111，.->;1"，-， 
三恥 →に掲制n:，¥!l"・m脅絡を検索します。

ー田園田園置 昆皐量豊広"'"

経解，検索弘ど 毘監禁取羽司τ;子 沼こ役立畑1i'J:/?集です

くソステムの複要〉

昆虫データベース統合インベノ卜')-システムほ 炭素環境検術研究所に所蔵されている
昆虫類の一次 二次資料の利活用を促遣するた俊カインペントリーフレームです.本シス
テム"次の3種類のデータペースから構成されています.

@昆虫情報データペース
毘ヨ伝情籾データペース"ま次の2種甥のデータペースから構成ぎれています.

1 分刻群情線データペース
日 クモ甥およびその世情資源となる帥糾う判明情報(~" 目科帳

思 種名など〉 各分2・5撃に開ずる情報〈形態分布生態など〉から成るデータ
ペースです@

" 昆虫標本情報データペース
E興業環境筏術研究所に保官されている昆虫標本情報カチーイヲペースです.クモ墳な
ど 他の動物Z撃の標本情報が一都含まれます。このチータペースにほ次の4種甥の
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標本情報DB
昆虫情報DB
一司てア一一一一一つフF 分類群情報DB

(2)昆虫文献情報DB

島-

. 
文献情報DB

A属

二九一
e d. C: b. a種

文献情報
タイトル

著者
書誌名

発行年月日
巻号ページ

キーワード

図2 昆虫インベントリーシステムの概念図

様々な分野の昆虫に関連する文献情報を登録し、一般的な書誌情報による検索機能に加え、

各文献で扱われている昆虫の分類群情報や分類学・生態学・分子生物学などの分野や地域に関

するキーワードによっても検索できるシステムである。また、本DBは分類群情報、標本情報の

各DBと密接に関連しており、各文献で扱われた分類群名や標本番号によって、これらのDB内

の情報にアクセスできる。これにより、証拠標本の参照や、分布や作物の加害記録へのアクセ

スが容易になると期待される。本DBは2012年4月より公開している。

(3 )システムの利用法

昆虫情報へのアクセス手段として「キーワード検索」と「ツリー検索」が可能である。キー

ワード検索では、分類群名の他、採集地名や年月日、標本やその他のデータの有無など、様々

なオプション検索が可能である。一方、ツリー検索では、階層に従って段階的に分類群の絞り

込みができ、各階層の分類群の詳細情報を閲覧可能である。なお、 DNA分析用標本情報につい

ては、他の標本情報とは用途が大きく異なるため、検索結果一覧においてその他の標本とは異

なるアイコンで表示するようにしただけでなく、 fDNA分析用標本情報検索」として別にポー

タルを設けることで、限定的な目的を持ったユーザーにも利用しやすいように配慮した。

各分類群情報の画面では、学名、和名、命名者名、命名年および上位の各分類階級名などの

分類学的情報のほか、画像や形態および生態、分布情報などの基本情報の表示欄が設けられて

いる。さらに、「標本」、「生態画像」、「寄主」、「寄生」、「リンク」、「添付」、 fDNAJ、「文献」

のデータ種別ごとにタプを切り替えてアクセスできる。(図3)。特に、「寄主」タブと「寄生」

タブによって、昆虫・クモ類および植物も含めて、分類群聞の寄主・寄生関係をWeb上で表現

できるようになっているのは本システムの大きな特色の一つである。
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文献情報については、一般的な書誌情報による検索機能に加え、各文献で扱われている昆虫

の分類群情報や分類学・生態学・分子生物学などの分野や地域に関するキーワードによっても

検索が可能で、フリーワードによる「簡易検索」と検索する項目を指定する「詳細検索」を設

定している。

文献情報表示画面には、その文献で扱われた標本や分類群へのリンクがあり、標本情報や分

類群情報へアクセスし、関連する様々な情報を簡単に得ることが可能である。

lCeutoゅ'ynchus.asab i Y帥 l凶 8. 2011 

l ワサビルリイ口サルソウムシ

「一一r-r.-1"[1l一一「一一面一一一["""1'ー「画 一「一石一 111一「一一五一一一

戸戸戸戸下平7一戸leeutorhynChinaeleeutorhynChini leeutorhynChUS二二7一

戸両両1::::l，)'f:l')El戸瓦孟;戸二 '1W j')AyIT:M I '1 Wj')ÄY~ I'1W j')AY一日二二

同証-fOiI

日r

梅議
Dorsal habitωLateral habitus Lateral piecesof .eso-and・etasterna

画頑[2s医扇面 15医 ro匝王 ro両面芳「了陣市石~14両否両蚕頑 ro画「了|

diff山山 Hustache.1930(=C 

図3昆虫情報データペースにおける情報表示画面の一例(ワサビルリイロサルゾウムシ)

(4 )その他の情報

見虫インベントリーシステムには上記以外に、「三橋ノート」や見虫に関する各種情報へのリ

ンクが付随している。「三橋ノート」とは、故三橋信治氏が作成した日本産昆虫に関する文献目

録で、明治時代から昭和20年代後半までの、主に圏内の主要な見虫関連文献に掲載された見虫

の学名・和名と文献書誌情報を分類群ごとに整理した、約99，419頁からなる手書きのノートで

ある。最近の文献DBでは入手困難な昭和20年代以前の情報を検索することができる貴重な2次

文献であり、その利用価値は高い。このため、農環研では、「三橋ノート」を検索・閲覧可能な

画像データベースとし、 Web上で公開している(安田ら、 2005)。また、農環研に関係する研究

者によって作成された、「マメハモグリバエ寄生蜂の図解検索」、「日本産ヒョウタンカスミカメ

族の図説検索」、「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」といった図説や

図解検索表など、昆虫類の調査・研究に役立つ資料にも本システムからのリンクによってアク

セスできる。
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3 おわりに

農環研の昆虫インベントリーシステムは多様な情報を登録・検索・閲覧するためのデータシ

ステムとしての基本構造が完成したところであり、必要最低限の機能こそ搭載されているもの

の、今後に多くの課題が残されている。特に、データ数の不足には早急に対処する必要がある。

ここ数年は、年l万件程度の標本の文字情報をDB化しており、今後、このベースを維持しつつ、

標本画像の取得に努めていきたい。また、昆虫類は巨大なグループであることから、戦略的に

DB化を実施する必要がある。農環研では当面、農業上重要な昆虫群を主要な対象にデータベー

ス化を行う方針で、農林有害動物・昆虫名鑑(日本応用動物学会編、 2006) に掲載された種を

中心にDB化を実施する予定である。これらに加え、近年その重要性が広く認識されるようなっ

た証拠標本についても、積極的に受け入れ、保管と情報公闘を推進する方針である。見虫イン

ベントリーシステムからは、これまでGBIF(地球規模生物多様性情報機構)をはじめとする他

のデータシステムへデータを提供してきている。将来的には、応用昆虫学分野におけるデータ

パンクとしての役割を昆虫インベントリーシステムに担わせようと考えている。

その一方で、分類群や学問分野などに応じて特定の目的意識を持った利用者層のニーズにも

答えるために、コンテンツを限定した上でさまざまな応用機能を搭載したサブシステムの構築

にも積極的に取り組んで行くつもりである。そのモデルケースとして、所蔵するオサムシ科標

本(土生コレクション)の一部を抽出して座標データを付与した上で情報閲覧システムを作成・

公開した(大津ら、 2011; htゆ//habucollection.dc.a鐙cιo.jp/)。

最後に、昆虫インベントリーシステムについては、今後デザインの改良や英語版の作成等を

行うことで、利便性の向上をめざし、その他にも利用者の要望に応じ適宜改良を加えていくつ

もりである。

引用文献

1 )中谷至伸・安田耕司・吉松慎一・小西和彦 (2004):農業環境技術研究所が所蔵する昆虫タ

イプ標本一覧表ならびに画像の恥b公開，インベントリー， (3) : 11-12. 

2) 日本応用動物学会編 (2006):農林有害動物・昆虫名鑑.増補改訂版， 387pp.，日本応用動

物昆虫学会，東京

3)大津剛士・栗原隆・中谷至伸・吉松慎一 (2011):生物多様性情報の整備と活用方法-Web

技術を用いた昆虫標本情報閲覧システムの開発を例に一，保全生態学研究， 16(2): 231・241.

4)安田耕司 (2002):昆虫標本館，インベントリー，(1)・ 52~56.
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問い合わせ先

農業環境インベントリーセンター 中谷至伸

電話回029-838-8348，E-血副l田n出回y@a飴 c.go.JP
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赤かび毒デオキシニバレノールを分解する細菌

Nocardioides sp. WSN05・2株をムギ圃場から分離

Deo勾nivalenol-degradingBacterium， Nocardioides sp. WSN05・2，That was Isolated企oma Wheat Field. 

封馬誠也*・生長陽子"・佐藤育男柿・吉田重信料・小板橋基夫材・伊藤通浩H ・平館俊太郎山

Seiya Tsushima， Yoko Ikunaga， Ikuo Sato， Shigenobu Y oshida， Mtoo Koitabashi， 

Michihiro Ito and Syuntaro回radate

要約

ムギ類赤かび病菌が生産するかび毒デオキシニパレノール (DON) を分解する細菌

Nocardioides sp.WSN05・2株をムギ栽培土壌から分離しました。 DON処理したムギ穀粒に

WSN05・02株を接種したところ、 7日間で DONが90%減少しました。

背景と目的

デオキシニパレノールはムギ類赤かび病菌が生産するかび毒で、コムギやオオムギが感染し、

このかび毒が穀粒に蓄積すると、人や家畜の食中毒や免疫機能の低下の原因となることから、

世界中で深刻な問題となっています。国内でも、デオキシニバレノールは、 「農林水産省が優

先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト」に入っており、かび毒低減技術の開発が

求められています。農業環境技術研究所では、農業環境中の微生物の利活用を目指しており、

その技術を活かしてデ、オキシニバレノール分解細菌の分離を試みました。

成果の内容

1.赤かび病(図1)が発生しているコムギ栽培圃場の土から、デオキシニバレノールを唯一

の炭素源とした培地で増殖できるデオキシニバレノール分解細菌Nocardioidessp.WSN05・2

株を分離しました(図 2)。グラム陽性の好気性分解細菌の報告は世界で初めてです。

2. 分解細菌 WSN05・2株は、培地に 1000μg/ml添加したデオキシニバレノールを 10日間で

完全に消失させました。このことから、デオキシニパレノールに含まれる炭素は、代謝産

物Aを経由して無毒化合物に変換され、最終的に菌株の構成成分になったと考えられます。

3. デオキシニバレノール液 (1000μg/ml)にムギ粒を浸潰して作成した汚染粒を用いて、分

解細菌 WSN05・2株の分解能を調べたところ、分解細菌を処理したムギ粒では、 7日間で無

処理に比べデオキシニパレノールが約 90%減少しました。

4.分解細菌 WSN05・2株による最初の代謝産物は 3・エヒデオキシニバレノールであることが

わかりました。デオキシニパレノールが 3・エヒデオキシニバレノールに代謝されると

いう報告は世界で初めてです(図 3、4) 0 

5. ムギ粒やサイレージの汚染など様々な場面での汚染低減への利用が期待されます。

*農業環境インベントリーセンター料生物生態機能研究領域判事生物多様性研究領域

Natural Resources Inventory Center， Environmental Biofunction Division， Biodiversity Division 

インベントリー，第 10号， p25・26(2012) 

-25-



インベントリー第 10号 (2012) 
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図Z 分離された赤かぴ毒分解細薗
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図3. HPLC (高速液体。ロマトグラフィー)による分解細菌 WSN05-2株による分解過程

(解説)DON液に分解細菌を処理したところ、 125時間後にはDONのピーヲ(左図:→)が減少して、

代謝産物 Aが増えていることが確認されました(右園田→)。

。γ ¥〆;¥/ 。γ 、'"¥/
OH yH2CH OHClH 2CH3 H 

OH OH 
v"3 

|DON| |代劃塵盤Al

図4.DON (左図)と分解細菌 WSN05-2株による DONの代謝産物 A (右図)

(解説)左の丸で固まれた部分が変化し、異性体(右園)になっていました。

問い合わせ先

農業環境インベントリーセンター劃馬誠也

電話:029・838・8351 e-mai1: seya@affrc.go.jp 

26 

、、

l--'H 

H 



|研究トピックス|

土生コレクション・オサムシ科の標本目録
A List of Carabid Specimens (Insecta: Coleoptera) Collected by the Late Dr. Akinobu Habu 
Preserved in the Insect Museum ofthe National Institute for Agro-Environmental Sciences 

吉武 啓事・吉松慎一九中谷至1$*・安田耕司柿

国r北uYoshitake， Shinichi Yoshimatsu， Yukinobu Naka旬血andKoji Yasuda 

要約

ゴミムシ類の研究者として著名な(故)土生剥申(はぶあきのぶ)博士が収集したコウチュ

ウ目オサムシ科の標本コレクション 22.914点の目録を作成し、出版しました。本目録には、約

1，050種の標本情報と 190点のホロタイプの情報が掲載されています。その中から特筆すべき

種として 47種を挙げ、各種について解説すると共に全形写真を掲載しました。

背景と目的

農業環境技術研究所の前身に当たる農業技術研究所の元主任研究官・土生利申博士の昆虫標

本コレクション(図 1，2) は、コウチュウ目オサムシ科が中心で、種同定の基準となる世界で

ただ一つのタイプ標本であるホロタイプ 190点と種まで同定された日本・外国産種の標本があ

ります。オサムシ科に属する種は一般に生息環境に対する感受性が強く、生物多様性を評価す

る上での指標性が高いことが知られています。そこで、 2004年から本コレクションのデータベ

ース化を進めた結果、一部の未同定標本を除く全標本情報の入力が完了しました。この度、学

術的価値の高い本コレクションの利活用を促進するため、その情報を目録化し、 2011年 3月発

行の当研究所報告誌上で公表することにしました。

成果の内容

( 1 )土生コレクション標本目録には、コウチュウ目オサムシ科に属する約 1，050種 22，914点

の標本情報と 190点のホロタイプの情報が掲載されています。

( 2)本目録では、ホロタイプ(図 3) と一般標本(図 4) に分けて情報を提供しています。

ホロタイプについては、学名と和名、ラベル情報(採集地名、採集年月日、採集者名等)、農

環研所蔵昆虫タイプ標本コード番号、原典となる文献情報を知ることができます。各種(また

は亜種)の一般標本については、採集地域ごとに標本の個体数、ラベル情報、農環研所蔵昆虫

標本番号等の標本情報を知ることができます。

( 3) その他、土生コレクションの日本産オサムシ科のうち、特に種レベルでの減少傾向が著

しく、保全生物学的な重要性が高いと考えられる 47種を特筆すべき種として挙げ、各種につ

いて解説すると共に全形写真を掲載しました。

(4 )土生コレクションは、オサムシ科の種同定の参照標本コレクションとして有用であるば

かりでなく、採集年代の古い標本を多く含み、各種の分布の変遷を知る上でも重要です。した

がって、本目録は圏内の昆虫相の解明や生物多様性研究に必要な標本情報を提供し、その発展

に寄与することが期待できます。

*農業環境インベントリーセンター料生物多様性研究領域

Natural Resources Inventory Center， Biodiversity Division 
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図 1 土生コレクションの収蔵状況
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図 3 土生コレクションに含まれるホロタイプと

そのラベルの一例(新潟県産のエチゴトツクリゴ

ミムシ)。採集ラベルの他に、樺色のホロタイプ

ラベルが付されている。本種は、本州各地に局所

的に分布し、自然度の高い湖沼や湿地の水辺のみ

に生息する。近年減少傾向にあるゴミムシの一種

で、良好な湿性環境の指標生物と言える。

問い合わせ先

農業環境インベントリーセンタ一 吉武啓

図 2 土生コレクションの一部(ナガゴミム

シ類)

~I 吹"~.，， .，.

iLb221P 
24-0022229 

図 4 土生コレクションに含まれる一般標本とそ

のラベルの一例(千葉県産のキイロホソゴミムシi

農環研所蔵標本番号 24-0022229)。採集ラベルの

他に、賞色の標本番号ラベルと同定ラベルが付さ

れている。本種は東京湾と外房の沿岸部に分布し、

自然度の高い干潟の葦原のみに生息する。環境省

レッドリストでは絶滅危棋I類に指定されている。

本根本の採集地では既に絶滅したとされている。

電話:029・838・8351 e-mail: zoumushi@niaes.affrc.go.jp 
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要約

オサムシ科標本情報閲覧システム

Browsing System of Carabid Specimens 

大津剛士*・吉武 啓事・栗原 隆事・吉松慎一事・中谷至イ『・安田耕司H

Takeshi Osawa，回r紘uYoshitake， Takashi Kurihara， Shinichi Yoshimatsu， 

Yukinobu Nakatani and Koji Yasuda 

農業環境技術研究所が所蔵する昆虫標本のうち、近年減少傾向にあるオサムシ科昆虫グルー

プの標本情報が閲覧できるシステムを開発しました。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ます。

背景と目的

農業環境技術研究所昆虫標本館には、多数の昆虫標本が収蔵されています。これら標本コレ

クションの利用促進を目指し、減少傾向にあるオサムシ科グループρ(56種 1681個体)を対象

に、ラベル閲覧、採集地点の地図投影、データダウンロード全てを実現する総合的な閲覧シス

テムを開発しました(図 1) 0 大部分が地上俳佃性であるオサムシ科は一般に環境指標性が高

く、自然環境の評価や、保全生物学の分野で利用することが期待できます。

成果の内容

1. 生物標本は、過去の分布情報として利用することも可能なため、近年は生物多様性の変

遷評価などにも活用されるようになってきました。しかし、標本情報を分布情報として

活用するためには、 1)標本を採集した位置情報の付与、 2)データ記述フォーマットの統一

化という 2つの大きな問題を解決する必要があります。

2. そこで、農業環境技術研究所昆虫標本館が収蔵している土生コレクションのうち、近年

減少傾向にあるオサムシ科グループ 56種 1681個体を対象に、標本ラベルに記述された

採集地の地名、住所を読み取り、緯度経度の位置情報を付与しました。そして付与した

位置情報を利用し、標本の採集地点を無償で利用できるインターネット上の地図である

Google Mapへ投影しました(図 2)。

3. 次に、ラベノレ情報を記述するフォーマットを、国際規格の一つである DarwinCoreに準拠

した形式で統一しました(図 3) 0 さらにラベル情報を、様々な研究で利用されている

テキスト形式および刃包形式でダウンロードできるようにしました。ラベル'情報には学

名、採集年、採集者、標本館の収蔵 ID等、標本に関するあらゆる情報が含まれています。

4. これらによって、ラベル'情報の閲覧、採集地情報の地図投影、ラベル情報のダウンロー

ドを単一のシステムで実現する総合的なシステムが完成しました(図 1) 0 このシステ

ムから得られる情報は、自然環境の評価や、保全生物学の分野で利用されることが期待

できます。

*農業環境インベントリーセンター**生物多様性研究領域

N atural Resources Inventory Center， Biodiversity Division 
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卜サムシ科一:.-ATb..

オサムシ科毘虫標本閲覧システムへょうこそ

ζのヲイト'".農場研E虫標本館が保管する故土生絢申氏が収集研究したオ勺ムシ

料標本的自由O.~塁〈土主コμ 少ノヨノ〉の 郁控M聞するfこ使由勺イFです土主コレタ

ショ:ン'".故土生氏によって日窓のゴミムシ妥蜘研聞こ利用された11'本であり，被放の

タイヲ祖旗本を含も包めて貧重なインペントリーです

本ザイトでは土生コレ少ノョンのうち近年とくに泌少前首間強いアオゴミムシE風I マル

矢ゴヨミムシ属針1674個体の棚本!こて丸、て。

• I草本の採集池!~j)':地図(Gぼ)QIeMap比!こ表示されます.

園田 IgatlOn
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・地図で犠飛
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園1 トップページ

図Z 地図表示画面

点をタリツウすると標本のラベル情報が表
示されます。

問い合わせ先
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園3 国際規格 (Darwin Core)で整理された

ラベル
このデー告をダウンロードできます。

農業環境インベントリーセンタ一 大津剛士

電話:029-838担 72 e-mail: arosawa@niaes.a鐙c.go.jp

30 



|研究トピックス|

昆虫文献目録「三橋ノート」全 476冊の画像の完全公開

Publication of A1l476 Books of“Mitsuhashi's Note" Concerning Data of Old Japanese References of 

Entomology on NIAES Website 

吉松慎一*・吉武 啓*・中谷至伸*・安田耕司**

Shinichi Y oshimatsu，回r紘uYoshitake， Yukinobu Nakatani and Koji Yasuda 

要約

明治時代後半から昭和 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網

羅した「三橋ノート」全476冊 99.572頁を画像化し、 「三橋ノート」に記載されている全情報

の閲覧を可能にしました。

背景と目的

農事試験場(当所の前身)に一時籍を置いた(故)三橋信治氏が作成した文献目録「三橋ノ

ート」は、明治時代後半から昭和 20年代後半の我が国における昆虫文献情報を網羅した貴重

な二次資料で、これには、最近のデータベースでは検索できない時代の情報が納められていま

す。農業環境技術研究所では「三橋ノート」全頁の画像化を進めてきましたが、今回、全 476

冊の全ての頁を画像データベースとして完全公開しました。

成果の内容

( 1 ) I三橋ノート」は、コウチュウ目(136冊)、チョウ目(119冊)、ハチ目 (65冊)、

ハエ目 (43冊)、カメムシ目同麹類 (42冊)、カメムシ目異麹類 (20冊)、他 51冊の全476

冊からなり(表 1)、各頁には日本産の昆虫 27.964種に関する明治時代後半から昭和 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

整理されています。これらの頁のデジタル画像を作成し、画像データベースとして Web上に公

開しました (http://mitsuhashi.niaes.affrc.go.jp、図 1、2)。裏面の分布等に関する書き込み(図

3) も含め三橋ノートの 99.572頁全ての情報が閲覧可能になりました(表1) 0 

( 2)本画像データベースには、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ます。

( 3) 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り、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ます。なお、

頁画像の和名キーワードには現代仮名遣いを使用しています。

(4 )日本産の全ての昆虫グループ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ます。

*農業環境インベントリーセンター料生物多様性研究領域

Natural Resources Inventory Center， Biodiversity Division 
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表 1 目別の種数、冊数、頁数

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー註.. ...::::置置~，吾・ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

， . 
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プア

d 芯月主ヰ

目名

コウチュウ目

チョウ目

ハチ目

ハエ目

カメムシ目(同麹類)

カメムシ目(異麹類)

バッタ目

トンボ目

他の目 (5冊以下)

合計

( .~' " 

種数

8，449 

5，950 

4，036 

3，380 

2，962 

877 

501 

303 

1，506 

27，964 

( ， ~ 

図3 裏頁に書かれた分布等の情報の一例 トガリアナパチ

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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水田で使用する農薬の河川における濃度変化を予測し

地図上に表示するシミュレーションモデルの開発

Development of a Simulation Modellinked with GIS for Predicting Paddy Pesticide Behavior 

in River Basins 

稲生圭哉'・岩崎亘典柿・堀尾 剛山

Keiya Inao， Tsunenori Iwasaki and Takeshi Horio 

要約

水田で使用する農薬の物理化学性や環境条件などの情報を用いて、河川水中の農薬濃度を精度良く

予測し、地図上に濃度分布を表示するシミュレーションモデル (GIS結合型 PADDY-Largeモデル)

を開発しました。

背景と目的

水田が多く分布する河川流域において、水稲の病害虫や雑草を防除するために使用される一部の農

薬が、使用時期に合わせて河川水中から検出されています。しかし、農薬の検出濃度や期聞は、その

種類や河川流域により大きく異なります。そこで、水田で使用する農薬を対象とし、河川流域におけ

る濃度変化を地図上で把握することができるシミュレーションモデルを開発しました。

成果の内容

1 )このモデルでは、水田一筆内での農薬の消長予測が基本となります。水田に施用された農薬が、

その物理化学性(土壌吸着性、分解性など)と圃場条件(水収支、土壌の特性など)に従って田面水

・土壌・植物体などに分布し、時間の経過とともに変化していく様子を、水の移動と農薬の挙動要因

を用いてモデル化することで、田面水や土壌中での濃度変化が計算されます(図 1左)。

2)次に、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」、 「地区」、 「広域」

の4つのレベルに分類し、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します(図 1右)。

3) さらに、地理情報システム (GIS) により国土数値情報や航空写真などを用いて、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)を解析し、この結果をモデルに反映させま

す。一例として、茨城県南部の水田地帯を流れる桜川の流域特性を示します(図 2左上)。

4)桜川流域の水田において田植えの約 1週間後に使用される除草剤メフェナセットを対象とし、農

薬要覧による都道府県別出荷量を基に推定した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ました。桜川中流域における河川水中濃度の実測値と比べる

と、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ました(図 2左下)。

また、計算結果を地図上に表示することにより、河川流域での濃度分布が容易に把握でき、どの地域

で河川水中の濃度が高くなるのかを評価できます(図 2右)。

5) GIS結合型 PADDY-Largeモデルにより予測される濃度と水生生物が影響を受ける濃度を比較す

ることにより、水田使用農薬の河川生態系を対象としたリスク評価にも活用することができます。

*農業環境インベントリーセンター **生態系計測研究領域 ***有機化学物質研究領域

Natural Resources Inventory Center， Ecosystem Informatics Division， Organochemicals Division 
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漕雌

園 1 GIS結合型 PADDY-Large壬デルで考慮する水田肉での水収支と鹿藁の挙動(左)および河川流域で

の農薬の移動経路(右)

水田に散布された農薬は、様々な挙動要因に従って田面水や土壇中に分布し、時聞の経過とともに減少し

ていきますが、その一部が水田外へ流出します.流出した農薬は、支線排水路、幹線排水路(支HI)を経

由して河川本川まで達します.
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園 2 GIS解析による桜川の流域特性(左よ)と GIS結合型 PADDY-Largeモデルによる除草剤メフエナセ

ットの河川水中での温度変化(左下)および灘度分布(右)

桜川流域の約 3膏lは水田で占められています.桜川中流域での除草剤メフエナセットの実測温度と比べる

と、開発したモデルは河川水中の温度変化を良〈再現していました。モデルによる計算結果を地図ょに表

示することにより、河川流域における河川水中の灘度分布が容易にわかります.

6122 6J8 5125 5111 

稲生圭哉

e-mail: kein加@nia田 d仕C.gO.JP
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問い合わせ先

農業環境インベントリーセンター

電話:029・838・8235
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全国土を詳細に区分できる包括的土壌分類第 1次試案

Comprehensive Soil Classification System of Japan， First Approximation 

小原 洋*・大倉利明*・高田裕介*・神山和則*・吉松慎一*・前島勇治**・浜崎忠雄***

国roshiObara， Toshi紘iOhkura， Yusuke Taka旬，K鉱山lOriKohyama， 

Shinichi Yoshimatsu， Yuji Maejima and Tadao Hamasaki 

要約

林野と農耕地を区別することなく土壌の詳細な種類を判定できる包括的土壌分類第 1次試案

を作成しました口この分類は、全国土の土壌の詳細な種類を調査データから検索・同定でき、

土地利用に左右されない土壌情報を整備できるようになりました。

背景と目的

わが国では、土地利用(農耕地、林野等)毎に土壌分類が作成されて来ました。そのため、

林野と農耕地の境界域が入り組んだ市町村レベルでの土地利用の計画・評価等の際に支障を来

していました。当研究所では、林野と農耕地を区別することなく土壌の詳細な種類を判定でき

る包括的土壌分類第 1次試案を作成することで、多様な環境研究や行政ニーズに答えるための

情報基盤(土壌情報)を整備できるようにしました。

成果の内容

1) 包括的土壌分類第 1次試案(包括 1次試案)では、全国土の土壌を大枠的に分類するため

の「日本の統一的土壌分類体系第二次案 (2002) J (ベド二次案)と農耕地の土壌を詳細に分

類するための「農耕地土壌分類、第 3次改訂版J (農耕 3次案)とを融合することで(図1)、

全国のあらゆる土地利用においても使用でき、市町村レベルでの農業・環境問題に関する取り

組みに適した土壌区分(土壌統群)を提供できます。

2) 包括 1次試案は農耕 3次案にはない土壌大群、ベド二次案にはない土壌統群の両方を取り

入れた 4段階のカテゴリーを設定しています(図1)。そのため、 10種類の土壌大群を使った概

説的な記述(図 2)から、土壌統群を使った詳細なとりまとめにも対応できます。最小区分単位

の土壌統群は、粘土含量の違いや磯層の有無等の土壌の性質を反映する基準によって実用的な

381個に細分しています。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ます。

3)包括 1次試案を用いて土壌を分類し、土壌統群ごとの分布を地図化することで多様な環境

研究や行政ニーズに答えるための土壌図を提供できます(図 3) 0 例えばこの土壌図と、包括

1次試案により類型化・指標化した炭素貯留機能、水質・大気浄化機能、土壌汚染リスク、外

来植物侵入リスク等の結果とを組み合わせることで、市町村レベルでの農業・環境問題に対し

て具体的な提言をすることが可能となります。

農業環境技術研究所のウェブサイトより、本分類法の電子ファイルをダウンロードして入手でき

ます。また希望者には印刷物を配布します。

*農業環境インベントリーセンター**土壌環境研究領域，判事名誉研究員

Natural Resources Inventory Center， Soil Environment Division， Honorary Fellow 
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具体的データ

日本の統一的土壌分類
第二次案

農事時地土壊分頬
第忠信鰭T版

融合
包括的土壌分類

第 1次訴案

匡分割量 分類名(1-刊〉 匡骨量量 分類名〈例〉 区分担量 分類名 (例〉

大群 10 沖積土 1 10 低地土 | 

群 31 灰色沖積土 1 24 1灰色低地土 1127 灰色低地土|

E群 116 硫自主酸性質 1711繭皇自主性 11 116 I硫酸自主性質|

細~ 204 細粒質 11 381 I 細粒質 | 

図 1 包括 1次試案作成の概念図

包括 1次試案では日本の土壌を大群、群、亜群、統群の 4段階に分類します。図では、干括地等で

みられる強酸性で粘土質な土壌を包括 1次試案で分類した例を示しました。統群レベルの分類名は

細粒質硫酸酸性質灰色低地土となります。

A 
C 日本の土壌

A【造成土大群】

F B 

l.園~

B.【有機質土大群】

c.【ポドゾル大群】

D.【黒ポク土大群】

巳【暗赤色土大群】

F.【低地土大群】

G.【赤黄色土】

H.【停滞水成土太群】

I【褐色森林土大群】

J.【未熟土太群】

図2 日本の土壌

包括 1次試案では日本の土壌を 10の大群に分類します。

図3 包括 1次試案による筑波山周辺の土壌国

土壌統群

. 腐植質厚層グライ黒ボク土

典型普通多湿黒ボク土

. 腐植質普通ア口フェン質黒ボク土

. 典型淡色アロフエン質黒ボク土

. 細粒質普通灰色低地土

. 細粒質腐植質グライ低地土

細粒質ばん土質褐色森林土

細粒質普通褐色森林土

. 中粒質普通褐色森林土

包括 1次試案を用いると農耕地と林野を区別することなく土壌図を作成することができます。

(白色部分は市街地、建造物、及び未調査地)

問い合わせ先

農業環境インベントリーセンター小原洋

電話:029・838・8353 e-mail: obara@ati企c.go.j
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|研究トピックス|

気象、土壌、農地利用、温室効果ガスに関する情報を

まとめて取得できる webシステム (gamsDB)

GamsDB-web Interface for Integration of Diverse Agro-Environmental Databases 

桑形恒男*・須藤重人**・大津剛士***・神山和則***

Tsuneo Kuwagata， Shigeto Sudo， Takeshi Osawa and K沼田oriKohyama

要約

農業環境技術研究所で収集・整備した複数の農業環境情報を横断的に利用するための webシ

ステムを公開しました。気象、土壌、農地利用、温室効果ガスに関するデータをまとめて手軽

に取得することができ、様々な分野での活用が期待されます。

背景と目的

近年の情報科学の発達により、複数の情報資源を横断的に利用する動きが広がっています。

しかし、個別のデータベースを横断的に利用するためには、それぞれのデータを別々に取得し

た上で結合する必要があり、多大な労力を要します。農業環境情報の横断的利用を促進するた

めに、これまで農業環境技術研究所で収集・整備した気象、土壌、農地利用、温室効果ガスな

どの情報をまとめて取得できるシステムが求められていました。

成果の内容

1. Web システム gamsDB (Ghg Agro・stat MeteoCrop Soil-information Data Base， 

htω:/ /agrienv.dc.affrc.go.loDには、これまで農業環境技術研究所で収集・整備してき

た気象、土壌、農地利用、温室効果ガスの各種データが収録されており(図 1)、そ

れらを基準地域メッシュ (3次メッシュ、約 lkmXlkm) 、および測定地点単位で取

得することができます。ユーザ登録等の手続きは不要です。

2. 3次メッシュ単位で取得できる情報には、 1970'"'"'1995年の農業統計情報、農耕地土壌

の分類別面積、 1980年からの気象データ(日単位)があります。気象情報には、気

温、降水量等があり、月平均や年平均の値を取得することも可能です。

3. 地点のデータとして取得できる情報には、全国 850か所の作物気象デー夕、全国 9

か所の農耕地でモニタリングされている温室効果ガス発生量のデータがあります。作

物気象データは定期的に更新され、 2日前までのデータが取得できます。

4. メッシュと地点のデータを組み合わせて取得することもできます。例えば、 3次メッ

シュの気象データと、温室効果ガスのデータを組み合わせることが可能です。

5. データを取得したい 3次メッシュのコードや、測定地点の名称がわからなくても、該

当する位置を GoogleMapから選択することができます(図 2) 0 

6. 取得できる情報はテキスト形式のファイルなので、 GISソフト等で容易に利用できま

す。複数のデータを組み合わせて窒素等の養分溶脱量を推定する(図 3)など、様々

な分野での活用が期待できます。

*大気環境研究領域**物質循環研究領域***農業環境インベントリーセンター

Agro・MeteorologyDivision， Carbon and Nutrient Cyc1es Division， Natural Resources Inventory Center 
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具体的データ

公開 Webシステム

園置盟国B

.".._...，"'--.- 11-1取得したいデータの地雌

-一一一一~..~ペ (3次メッシュ/サイト名}を入力します
日... -'  r::~~をさ・宮市4

『・ ・ --f1-2取得したいデタの地峨は
郡明府県や河川浪緩でも指定できます

|※酬は地図からも選択できます{畑函Ji

重量負荷量の算出

〆

‘一
窒素溶脱濃度の推定 溶脱特性

問い合わせ先

農業環境インベントリーセンター 大津剛士

電話:029-838-8272 e-mail: arosawa@a盛c.go.jp
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園1 システムの全体像 (gamsDBl

虚業環境技術研究所で開発・公開された

5つのデ-;ベースのデー告を本システ

ムからまとめて取得できます。公開シス

テムは webブラウザ上で動作し、イン事

ーネット環境があれば誰でも手軽に利用

できます。

園Z回実際の画面と使い方

複雑な操作は不要です。デー告を取得

したい地域と欲しい項目にチエツヲ

を入れるだけの単純な操作で、必要な

デー告を取得できます。地域がわから

ない場合は地図から選ぶこともでき

ます。

園3 実際の活用イメージ

水文条件、土地利用特性、土壇特性

などを組み合わせて窒素溶脱温度

を面的に推定するなど、農業鼠験場

や大学等の研究機関、農業関連の調

査、分析等を行う民閉会社等での活

用が期待されます。



|研究トピックス|

日本の水田と黒ボク土畑に適合する改良 RothCモデル

Modified RothC Model for Paddy Soils and Andosols 

白戸康人*・横沢正幸**.谷山一郎***

Yasuhito Shirato， Masa戸水iYokozawa and Ichiro Taniyama 

要約

土壌中の炭素量の推移を予測するローザムステッド・カーボン (RothC) モデルを長期の圃

場試験データで検証したところ、非黒ボク土畑では精度が良い一方、黒ボク土畑と水田では悪

かったので、これらの土壌の特性を反映した改良を行い精度を向上させることに成功しまし

た。

背景と目的

気候や農法が変化した場合の土壌炭素量の変化を予測するには、土壌有機物の集積・分解過

程のメカニズムを取り込んだモデルが有用です。既往のモデルの多くは欧米で開発され、日本

特有の水田や黒ボク土畑では十分に適合性が検証されていません。そこで汎用的なモデルのひ

とつである RothC(図 1)の適合性の検証を行い予測精度が上がるように改良を試みました。

成果の内容

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

ら入力データを収集し、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ました。

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ました。

しかし、黒ボク土畑では計算値が実測値を大きく下回りました。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」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ました(図 2)。

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

ました。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ま

した(図 3)。

このモデルを用いることで、我が国の農地の土壌炭素量の増加による大気からの CO2吸収量

の推定が精度良く行えます。また、適正な有機物施用量の計算など農地の有機物管理にも活用

できます。改良モデルの使用を希望する方には下記の研究担当者から配布します。

*農業環境インベントリーセンター料大気環境研究領域判事研究コーディネータ

N atural Resources Inventory Center， Agro・MeteorologyDivision， Principal Research Coordinator 
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具体的データ
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問い合わせ先

農業環境インベントリーセンタ一 白戸康人

電話:029・838・8235 e-mail: yshirato@affrc.go.jp 
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図 1 現行(破釘前)の RothC

モデルの撮要

土坦民棄の増.に影響を及ぼ

す主要な因子を入力し、土壇中

の炭素を、分解皐の異なる 5つ

のヨンパートメント(左園の白

色の箱)に分けて土寝炭素量の

変化を月ごとに計算します.

園 2 .ボヲ土畑における土壇炭

素の実測値と、現行モデル・改良

毛デルとの比厳

「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 (軸)+1.20) 

で割ることで小さくし、 『不活性

有梅鞠』をゼロにする鳳ポウ土用

改良モデルでは、精度が大き〈向

上しました.

園 3 水田における土壇炭素の

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l立0.2情に、それ以

外の月は 0.6備に遅〈する水田

用改良モデルでl立、精度が大き

〈向上しました.
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微地形区分による農地の精密土壌図の作成

Development of a Method Preparing a Detailed Soil Map Reflected 

the Classification of Microtopography 

大倉利明*・神山和則*・谷山一郎柿・戸上和樹判事・鹿沼信行….庄司 正問・小林逸郎…

Toshi紘iOhkura，K鉱山lOriKohyama， Ichiro Taniyama， Kaz北iTogami， Nobu戸水iKanuma，

Tadashi Sh句iand Its町 oKobayashi 

要約

群馬県片品村扇状地に広がる普通畑において、地形解析により微地形の影響を反映した精密

土壌図を作成しました。斜面の尾根部と谷部、さらに造成履歴から三区分された微地形にそれ

ぞれ特徴的な土壌が対応することが分かり、土壌管理の効率化に貢献します。

背景と目的

中山間地域などの傾斜地では、侵食や人為的な影響により、ほ場毎に土壌特性が異なる場合

が多くあります。現在公表されている 5万分の l土壌図では、この違いを判別できないため、

土壌情報を作物栽培管理に活用しきれていません。そこで、土壌情報の作物栽培管理への活用

を目的として、夏秋ダイコンの特産地である、群馬県片品村を代表する扇状地を対象とし、微

地形解析による精密土壌図を作成しました。

成果の内容

本地域の特徴的な土壌母材である榛名二ツ岳軽石の堆積の厚さは等層厚線図から約 30cmで

す。侵食や人為的影響の少ない基準断面として、扇状地上部のカラマツ林を調査し、軽石層が

32cm堆積していることを確認しました。土壌分類(農耕地土壌分類第 3次改訂版)を適用する

と腐植質火山放出物未熟土に区分されました(図 1、図 2)。

地理情報システム (GIS)ソフトウェア (TNTmips)を用いて、 10mメッシュデジタル標高デー

タ(Terr出n)から尾根線と谷線を作成し、その距離の差によって尾根・平坦・谷という三つに微

地形区分を行いました。現地調査により、造成履歴が確認されたところは造成区としました。

その結果、それぞれの微地形区分に対応した土壌が存在することが分かりました。すなわち、

尾根部では、侵食や深耕などの影響により軽石層の厚さが薄く、軽石が表層に多く混入するた

め腐植が少なく、普通火山放出物未熟土に区分されました。谷部では、表層の厚さが侵食に伴

う再堆積や均平化などで厚く、腐植質火山放出物未熟土に区分されました。

区画整理などに伴い造成されたほ場では、表層が軽石層や埋没腐植層との混層となっていた

り、本来は下層にあった褐色ローム層によって構成され、リン酸吸収係数が大きい普通黒ボク

土(造成相)に区分されました(図 2、表 1)。

ほ場の区画単位で土壌区分の判別が可能となる1/5000縮尺の精密土壌図としてまとめられ

ました(図 3)。これにより、生産者や営農指導者が、ほ場単位の土壌区分を知ることができ、

土壌特性に合った、より適正な肥培管理が可能となります。また、本地域と類似土壌が分布す

る群馬県北東部への技術適用性が高いと考えられます。

*農業環境インベントリーセンター，料研究コーディネータ，判事(独)農研機構，判事事群馬県農業技術センター

Natural Resources Inventory Center， Principal Rsearch Coordinator， NARO， Gunma Agricu1tural Technology Center 
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具体的データ 基準断面
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軽右層の等層厚線図 (cm)

(群馬県 10万分の 1地質図， 1999より

作成)
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表 1 代表断面の主な土壌層位の理化学性(一部)

深さ リン酸
腐植

陽イオン飽和透水
地，長 層位名 上端~下端 吸 収 係 数 交 換 容 量 係 数 仮比重

cm cm mg/100g 9品 me/l00直 cml抄
林床下表層 o ~ 11 1，190 14_3 22_2 1.9E-02 0_71 

埋没腐植層 63 ~ 83 2，310 18.4 63_9 4_5E-02 0.49 
褐色ローム層 121 ~ 154 2，010 3_0 22_5 3_5Eー03 0_61 

尾根部表層 11 21 790 4_6 12_5 4_9E-02 0_74 
表 層 30 ~ 42 920 4_1 12_3 7.4Eー02 0_74 
埋没腐植層 59 ~ 65 2，070 13.4 43_0 1.5Eー05 0_54 

谷部 表 層 13 ~ 25 840 5_3 14_5 2_6E-02 0_75 
表 層 53 ~ 60 750 3_7 12_2 1.1Eー01 0_70 
埋没腐植層 99 109 2，120 14_3 45_5 1.7Eー03 0.46 

造成 表 層 9 18 1，690 8_5 27_9 6_9E-03 0_64 
褐色ローム層 57 63 2，040 2_3 19_6 5_1E-03 0_67 
褐色ローム層 82 ~ 90 2.080 1.8 19_6 2_1Eー02 0_64 
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図3 精密土壌国(群馬県片晶村築地地区 1/5，000:縮小版)
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植物群落内の温湿度を捉える自立型観測装置 rMINCERJ

MINCER: A Novel Instrument for Monitoring Air Temperature and Humidity within Plant Canopy 

福岡峰彦*・吉本真由美長谷川利拡*

Minehiko Fukuoka， Mayumi Yoshimoto， Toshihiro Hasegawa 

1 .はじめに

近年の気候変動に伴い、イネで、は高温生育障害が問題になっている。不稔や登熟障害のように穂

に関連した高温ストレス現象の発生実態を正確に把握し、対策技術の開発を進めるには、感部であ

る穂の温度(穂温)を指標にすることが最適である。しかし、その測定には高度な技術と多大な労

力を要する口一方、一般気象としての群落外の気温は、比較的容易に観測が可能であるものの、穂

温とは異なる場合も多いのが問題である。したがって、高温生育障害を詳細に解析するには、群落

外気温よりも穂温に近い指標が求められる。そこで、群落外気温と穂温との聞に介在し、穂温の決

定に大きく関わる気象要素である穂周辺の気温および湿度に着目し、これらのデータを精密かつ簡

便に収集できる自立型の気象観測装置を開発した(福岡ら，2011;Fukuoka et al.， 2012) 0 

2. 装置の概要

開発した IMINCER(Micrometeorological Instrument 

for N ear Canopy Environment of Rice) Jは、イネをはじめ

とする植物の群落内に容易に設置できる小型の装置であ

る(図 1)。群落内での気温および湿度の観測に必要な

機能をすべて取り込んだうえで、扱いやすいようにパッ

ケージ化されている。そのため煩わしい配線作業は一切

必要なく、群落内に置くだけで簡単に観測を始められる。

屋外における気温観測では、日射によるセンサーの温

度上昇の影響を適切に排除するための放射除けを用いな

ければ、気温が真値よりも高く観測される誤差が生じる。

特に植物群落内では、茎葉により自然通風が遮られるた

め、日射により温度センサーが昇温することにより気温 図 1:イネ群落に設置した MINCER

が真値よりも高く観測される誤差が群落外よりも生じやすい。そこでMINCERは、日射の影響

を排除して正確な気温を観測できるよう、日射を遮る筒の中にセンサーを格納して電動ファン

で風を流す構造をもっ、強制通風式の放射除けを採用している。温湿度センサー・ロガー(図

2⑦)は、太陽電池と充電池で駆動するファン(図 2④)により常時通風される二重通風管(図

*大気環境研究領域

Agro・MeteorologyDivision 
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2②)に格納される。

ロガーには一定間隔で観測し

たデータを 15000点まで蓄積

でき、回収はUSB経由で行う。

装置は高さを容易に調節で

きる三脚(図 2⑥)に架装され、

群落内の任意の高度で観ll!Uで

きる。装置が測定対象領域に入

射する日射を遮って微気象条

件を乱すことのないよう、測定

対象領域の空気は横向きに突

き出た二重通風管の先端(図 2

①)で群落内から抽出され、セン

サーの周囲を通過する際に測定が行われる。なお、抽出した空気の一部は日射を受けて昇温す

る二重通風管の冷却にも使われるため、そのまま群落内に排出すると観測環境を乱す恐れがあ

る。これを防ぐ目的で、抽出した空気はL字型の流路(図 2①~⑤)で装置頂部まで導かれて

から群落上に排出される。

内蔵する充電池は晴天の日中には天面に装備する太陽電池で充電され、夜間も継続してファ

ンを駆動する。曇天や夜間のように日射が弱く、晴天時よりも通風速度を遅くしても観測精度

に支障をきたさないような条件では、専用の制御回路により通風速度を自動的に低下させて電

力消費を抑制する。そのため、天候不良により太陽電池の発電が途絶えても、完全に充電され

ていれば2昼3夜の関連続して動作できる。

MlNCERはこれらの工夫により、気象官署において運用されている JMA-95型地上気象観測

装置に用いられている強制通風筒と比較しても遜色ない放射除け性能を備えている (F故uoka

et a1.， 2012)。

なお、MlNCERの製作費用は 1台あたり 7万円程度である。ただし、原型機で使用していた

ソーラーファンの生産が終了したことを受けて現在、構成部材の見直しと再構成を行なってい

るところであり、費用の変動が生じうる。

工

76 mm 

「圃圃圃..  量困

(2012) 第 10号インベントリー

E
E
ロ
岨
伺

100.7 mm 
{厚さ10.4mm) 

園 Z・阻NCERの構造

3 これまでの活用状況

著者らを含む研究グループは、世界のコメ生産地における高温障害の発生実態を把握するた

め、共通の観測装置としてM悶 CERを導入した国際的な水田観測ネットワーク (MINCERnet) 

を構築した(吉本ら， 2011;Yoshimoto et a1.， 2012) 0 2012年現在のMlNCERnet参加国は、世界

有数のコメ生産国であるインド、スリランカ、ミャンマー、中園、フィリピン、台湾、アメリ

カおよび日本の 8カ国である(図 3)。

これまでの調査から、気候の違いによって、イネの出穂期や登熟期における水田での湿度レ

ベルや気温の日較差、夜温などが大きく異なることがわかってきた(図 4)。
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これらはイネの穂温や生殖プロセスに関

わる重要な要素であり、 MINCERを導入した

ことによって初めて多国間で定量的な比較

が可能となった。また、現地における最寄り

の気象観測点は一般に水団地帯には設置さ

れていないため、水田上より気温が高く観測

される場合が多いことがわかった。さらに、

イネの穂周辺の気温は水田上の気温より低
園3: M I NCERnetへの参加サイト

いことが多く、その差は地域により異なることもわかった。
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園 4 M1NCERnet参加各国のイネ出穏期の水田での気温・湿度の日変化例
実線は気温、点線は相対湿度。
太い横実線は、晶種によって開花時高温不稔が蹟発されうる温度域、
細い横破線は、登熟不良が発生しやすい日平均気温の闇値を例示している。
穂温は湿度など他の気象条件によっては気温より高〈なることがある。

このように、 MINCERを各国共通の観測手法として採用した M到 CERnetによって、イネの

高温障害に直接関わるイネの穂周辺の気温・湿度の正確な実態が明らかになりつつある。さら

に、 MINCERによって得られた実測データを穂温推定モデル凹2pACT(Y oshi皿otoet al.， 2011) 

に適用することで、穂温を推定することも可能である。

また圏内でも、県農試において高温障害の発生実態把握のために MINCERの活用が始まって

。 。 12 " 
0 

2・

いる。

4 おわりに

イネ群落内の微気象観測においてはこれまで、足場の悪い水田での測器の設置やファンの電

源の確保に多大な労力を要することが大きな障害であった。また、測器の設置には複雑な配線

作業が必要で、気象観測の専門家以外には技術的に難しいことも課題だった。これらの問題を

解消して「集めたくても容易にはできなかったデータ」の収集を可能にした MINCERは、イネ

の高温生育障害の克服に取り組んでいる作物栽培の研究者や普及指導員が機動的に活用できる

ツールとして、イネの気象生態反応の理解を深化させるうえで大きく貢献することが期待され

る。
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ものです。

引用文献

1) Fukuoka， M.， M. Yoshimoto and T. Hasegawa (2012): MINCER: A novel instrument for 

monitoring the micrometeorology of也.eri田 C血 opy.Jouma1 of Agricultural Meteorology， 68， 

135-147 

2) Yoshimoto， M.， M. Fukuoka， T. Hasegawa， T. Matsui， X. Ti姐， C. Vijayalaksh血 i，M.P. Singh， 

T血 T血 My血t，W.M.W. Weerakoon， T. Laf1町ge，H.S. Lur and L. Tarpley (2012)阻 NCERnet

A globa1 research a11iance to support the自ghtagainst heat s岡田 inrice. Joumal of Agricultura1 

Meteorology， 68， 149-157 

3) Yoshimoto M.， M. Fukuoka， T. Hasegawa， M. U旬阻i，Y. Ishigooka皿 dT. Kuwagata (2011): 

Integrated micrometeorology model for panicle皿 dcanopy tempera旬re(IM2PACT) for rice 

heat stress studies under climate change. Jouma1 of Agricultura1 Meteorology， 67， 233-247 

4) 吉本真由美・福岡峰彦・長谷川利拡・松井勤・他。011) 国際観測ネットワークでイネ

の高温障害を解明する平成 22年度研究成果情報(第 27集)， 48・49

5) 福岡峰彦・吉本真由美・長谷川利拡 (2011)・イネ群落内の微気象を捉える自立型気象観

測パッケージ fMINCERJ 平成 22年度研究成果情報(第 27集)， 44-45

問い合わせ先

大気環境研究領域福岡峰彦

電話:029・838・8205 e-mail: minehiko.fukuoka@affrc.go.jp 

46 



 

 

 

正確な気温の観測を低コストで実現する強制通風筒「NIAES-09S」の製作法 

 A Guide for Building Your Own “NIAES-09S” 

–A Low-Cost Force-Ventilated Radiation Shield for Precise Measurement of Air Temperature 

 

福岡峰彦*・桑形恒男*・吉本真由美* 

Minehiko Fukuoka*, Tsuneo Kuwagata*, Mayumi Yoshimoto* 

 

１．はじめに 

近年問題となっている夏季の異常高温による作物の生育障害の現況把握と対策を進めるには、

圃場の気温を正確に測定する必要がある。自然通風に依存した百葉箱などでは、弱風下で強い日

射を受けると気温が実際より高めに観測される傾向があるため、強制通風筒の使用が不可欠であ

る。しかし、市販の強制通風筒は 1 台数十万円程度と高価なため利用が限られている一方、自作

する場合には測定精度を確保できる構造の検討や、製作の容易さ、仕上がりの均質性が課題であ

った。そこで、既製の大量生産資材を組み合わせ、低コストながら卓越した性能を備え、自作も

可能な強制通風筒「NIAES-09」を開発した （福岡ら、2010）。福岡ら （2011） ではNIAES-09

型の構造と製作法を解説したが、本稿では NIAES-09 型を改良して小型化した「NIAES-09S」の

製作法を図解する。 

 

２．概要と特長 

NIAES-09S 型 （図 1） は、低コストで

製作可能な簡易な構造でありながら，気象

官署において現在使用されている JMA-95 

型地上気象観測装置の強制通風筒（以下、

JMA-95 型） と遜色ない観測精度を備えた

縦型の強制通風筒である NIAES-09 型 （福

岡ら、2010；福岡ら、2011） の小型改良

版である。なお、比較観測の結果は福岡ら 

（2010）を参照されたい。 

主要部は大量生産される建築資材をほ

ぼそのまま組み合わせた簡易な構造としたため、自作でも均質な仕上がりが容易に得られ

る。温度センサ格納部は、強制給排気（FF）式給湯器の給排気管として用いられるステン

                                                        
* 大気環境研究領域 

Agro-Meteorology Division 
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ス二重管の内筒に塩ビ管（ライト管）を挿入した構造になっており、温度センサはライト

管内に吊り下げる。温度センサ格納部の上部には汲取式トイレ用の換気扇を取付け、温度

センサ格納部下端から空気を吸引する。設置用金具を含む材料費は、温度センサーを除い

て 2 万円以下である。なお、NIAES-09 型の概要と特長の詳細については福岡ら （2011） を

参照いただきたい。ここでは、NIAES-09 型に対する NIAES-09S 型の改良点を解説する。 

NIAES-09 型ではステンレス二重管として、給湯器メーカー各社のカタログに収載されて

いて入手性が良い外筒径 100mm×内筒径 75 mm×有効長 300 mm （全長 355 mm） のもの

を使用したが、NIAES-09S 型では径が同じで長さが短い有効長 145 mm （全長 200 mm） の

二重管 （東北綜合器材（株） W17L145）を使用する。NIAES-09S 型は NIAES-09 型と比

べて高さ方向の大きさが約 15 cm 小さくなるため、設置用の支柱の高さを低くすることが

できるとともに、重さを 200 g 程度軽くできる利点がある。なお、NIAES-09S 型は NIAES-09

型と同等の観測精度を有することを確認している。 

 

３．製作方法 

ここでは、NIAES-09S 型に小型温湿度センサー・ロガーである和光純薬工業 （株）

「THMchip」またはアズワン （株） 「RX-350TH」を組み合わせて温湿度観測を行う場合

を例に、NIAES-09S 型の製作方法を図解する。製作方法は図 2～図 5 の通りである。なお、

指定された部品および構造は慎重に検討を重ねた上で決定されたものであり、安易な変更

は精度を損なう恐れがある。 

 

４．使用上の注意 

NIAES-09 型の二重管とその内部を構成する部品は全て摩擦によって保持される構造と

なっている。通常の使用状態では落下することはないが、万が一落下した場合に人や物に

危害が及ぶ場所には設置しないよう注意されたい。また、部材の経時劣化への対策につい

ては、NIAES-09 型と同様に福岡ら （2011） を参照して適切に保守されたい。 

換気扇の電源には AC100V を使用するため，プラグ部分への雨水の浸入による感電事故

の予防策が必須である。プラグに雨水がかかる可能性がある場合にはプラグに屋外用防雨

型変換カバー （たとえば （株） ハタヤリミテッド 「プラグカッパーII」） を被せ、漏

電遮断器を備えた電源の防水コネクタボディと接続する。 

栽培試験圃場において気温を観測する際の地点や高度の設定方法については福岡と吉本 

（2012） を参考にされたい。 

NIAES-09S 型では多くの部材をその製造者が想定する使用形態から外れて流用している

ので、製作および観測は製作者の自己責任において実施し、部材製造者に責を問うことの

ないようにご留意されたい。製作および観測中の事故や観測結果に関し、著者やその所属

機関は一切責任を負わない。 

 



インベントリー：正確な気温の観測を低コストで実現する強制通風筒「NIAES-09S」の製作法 
 

- 49 - 
 

引用文献 

１） 福岡峰彦・桑形恒男・吉本真由美（2010）：低コストで高精度の気温測定を可能にする強

制通風筒. 平成 21 年度 研究成果情報 （第 26 集）, 6-7 

２） 福岡峰彦・桑形恒男・吉本真由美・山田幸則 （2011）：建築資材を活用した低コスト強制

通風筒「NIAES-09」の製作法. 生物と気象, 11, A10-A16 

３） 福岡峰彦・吉本真由美 （2012）：栽培試験における群落上および群落内気温の観測と利用. 

日本作物學會紀事, 80, 363-371 

 

問い合わせ先 

大気環境研究領域 福岡 峰彦 
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|研究標本館|
展示ポスター解説シリーズNo.l

土壌モノリスで見る 東ヨーロッパ平原の土壌と農業

Soils and Agriculture in the East-European Plain 

浜崎忠雄事・小原 洋柿

Tadao Hamazaki and Hiroshi Obara 

1 .はじめに

東ヨーロッパ平原には、北極地ツンドラの永久凍土(クリオソノレ)、タイガのポドゾルから

ステップ地帯の黒土(チェルノーゼム)、栗色土(カスタノーゼム)まで多様な土壌が分布し

ている口土壌・気候帯に応じてそこに適した農業が行われており、特にステップの黒土、栗色

土は世界で最も肥沃な土壌で、この地帯は世界の穀倉地帯の一つになっている。

東ヨーロッパ平原は、気候・植生と土壌の分布がよく対応しているところで、ロシアのドク

チャーエフ(1846"-'1903)は、ここでの広範な土壌調査を通じて土壌を一つの自然体として認

識し、自然科学の一部門として現代土壌学を築いた。現代土壌学の父と呼ばれる。

2. 解説

東ヨーロッパ平原は、北極圏バレンツ海から黒海・カスピ海に至る南北約 2800kmに広がる

ヨーロッパ東部の平原で、ある。緯度は北海道の北部に相当する北緯44度から北にある。最高標

高は 350m弱、平均標高 170mの丘陵、高地、低地、盆地からなり、およそ 400万km2もある

広大な地域である O ここにある主要な国は、ロシアとウクライナである。

展示ポスターは、中央に世界土壌資源照合基準 (WRB) に基づく FAOの土壌図を配置し、

各土壌帯の土壌景観と営まれている農業を絵と写真で示し、その上下に対応する土壌をマイク

ロ土壌モノリスまたは断面写真で示しである。さらに、東ヨーロッパ平原の主要土壌の生成環

境とそこで営まれている農業の状況の詳細を表にまとめて示しである。(表1)0

東ヨーロッパ平原の北端は、パレンツ海に面するアルハンゲリスク州ネネツ自治管区である。

ネネツは、北極圏のツンドラ地帯にあり、永久凍土が広がっている。永久凍土は、 WRBではク

リオソルと呼ばれる。ここでは、土壌には夏でも浅い位置に凍結層があり、作物は育たない。

短い夏にコケや地衣類のみが成長し、これらを餌に、 トナカイが放牧されている。

南へ下がると、次に現れるのは北方及び中央タイガである。 トウヒ、モミ、マツなどの針葉

樹の林である。年降水量は 400"-'600で少ないが、蒸発散量も少ないので土壌水分は洗浄的であ

る。ここに現れる土壌は氷河堆積物を母材にしたポドゾルで、ある。ポドゾルは強酸性で、アル

ミニウム毒性、リンの固定力も強いため作物生産には適さない。ここでは飼料作物が栽培され、

畜産が営まれている。次に現れる南方タイガは針広混交林である。土壌水分は、春秋に洗浄的、

*名誉研究員，柿農業環境インベントリーセンター

Honorary Fellow， Natural Resources Inventory Center 
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夏に非洗浄的である。土壌は、氷何堆積物を母材にして、粘土の洗脱作用が強く起こり、粘土

の洗脱層と集積層が明瞭に分化したアノレベルピソルが発達する。表層の洗脱層は痩せているが、

集積層は肥沃である。ライ麦、春小麦、馬鈴薯などが栽培され、都市近郊では野菜の栽培も盛

んである。この土壌はロシアでは、ジョールンポドゾル性土と呼ばれる。

さらに南下して、降水量と蒸発散量が同じ程度になる地帯は、森林ステップと呼ばれ、オー

夕、カエデなどの落葉広葉樹林左草原が混在する。森林部には氷河堆積物・レス様物質を母材

にしてルピソル(灰色森林土)が発達し、草原部には厚い表層腐植層を持つチェルノーゼムが

発達する。ここまでは春小麦の地帯である。農業は大規模になり、ライ麦のほか大麦やピート

も栽培されるようになる。

森林ステップから南は、気温が上がり蒸発散量が増える反面、降水量が減少するため、土壌

水分は一般に非洗浄的となり、ステップが広がる。ステップは、南へ下り湿度係数が小さくな

るほど草丈が低くなる。ステップにはチェルノーゼムが発達するが、表層腐植層の厚さと有機

物含量は南下するほど小さくなり、湿度係数が 0.5以下になるあたりから土壌はカスタノーゼ

ム(栗色土)に変わる。これらの土壌は、肥沃な腐植質表層を持っとともに下層に石灰の集積

層を持つ。石灰集積層の出現位置は湿度係数が小さくなるほど浅くなり、その下に石膏の集積

層が出現するようになる。ここでは冬小麦の栽培が可能となり、トウモロコシ、ヒマワリのほ

か濯瓶下で野菜、ワリ類、果樹も栽培される。耕地化率は 70%を超え、世界を代表する穀倉地

帯となっている。カスタノーゼム地帯には鞘状の窪地にソロネッツ(アルカリ土)も発達する。

クリミア半島の山岳地は、雨がやや多く落葉広葉樹林下でルピソル(褐色山岳森林土・肉桂

色土)が発達している。

表 1 東ヨーロッパ平原の主要土壌の生成環境と鹿業

参考文献

1) Glazovskaya M. A. Ed. (1974) : Guide to soil excursion. The East-European plain. Forest-Steppe and 

Steppe Zones. Dokuchaef Soil Institute， Publishing House Nauka， Moscow. 

問い合わせ先

農業環境インベントリーセンター小原洋

電話:029-838-8353、E-皿副1: obara@a飴 c.gto.jp
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農業環境技術研究所・標本シリーズ9:宗林正人コレクション

NIAES Collection Series 9: Masato Sorin Collection 

中谷至伸*・吉武 啓*・吉松慎一本・宮崎昌久料

Yukinobu Naka旬血，国r北uY oshitake， Shin・ichiY oshimatsu and Masahisa Miyazaki 

1 .はじめに

皇皐館大学で、長年教鞭を執ってこられた同大学名誉教授の宗林正人先生 (1926年一)は、国内外

でも広く知られたアブラムシ類の研究者で、アブラムシ類の生態学および分類学について数多くの

論文を執筆されるとともに、「日本のアブラムシJ(1983年ニュー・サイエンス社)や「農業害虫大

事典J(2003年全国農村教育協会:執筆分担)といった書籍を執筆されるなど、一般向けの教育・啓

蒙活動にも取り組んでこられた。宗林先生が研究材料として収集された標本のうち、プレパラート

約8，000枚、およそ550種の標本が、 2001年9月にフランス国立自然史博物館へ寄贈された。

日本国内で収集された標本コレクションの国外への流出が、日本の研究者にとって研究推進上の

ノ、ンデ、イキャップになることはこれまでも指摘されており(吉松ほか， 2011など)、宗林先生の標本

についても、その多くが欧州|にあることは、我が国の研究者にとっては残念なことではあるが、一

方で幸いなことに、フランス国立自然史博物館へ寄贈された標本以外にもかなりの数の標本が先生

の手元に残されており、それらの標本がこの度、農業環境技術研究所(以下農環研)の昆虫標本館

に寄贈された(図 1)。

図 1 宗林コレクションの収蔵状況

*農業環境インベントリーセンター**名誉研究員

Natural Resources Inventory Center， Honorary Fellow 
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2 コレクションの概要

この度、農環研標本館へ寄贈されたアブラムシ標本は627種、プレパラート4，341枚に及び、 40種

のタイプ標本(シンタイプを含む)や57種のパラタイプが含まれている(図2)。アブラムシの標本

の場合、一枚のプレパラートに複数個体をマウントすることはしばしば行われることから、実際の

標本個体数はもっと多くなる。これらのプレパラートは47箱のプレパラートボックスに収納されて

おり、大半は種まで同定されている。また、種名、採集デー夕、寄主情報が記入された詳細な標本

リストが添付されていることから、標本へのアクセスが極めて良好であるばかりでなく、データベ

}スとしての速やかな活用が可能と思われる。これらのコレクションは、宗林先生が現在ご在住の

三重県やかつてお住まいだった大阪府を中心に、日本各地から採集された標本で構成されており、

中でも、神聖な場所であることから通常では採集が許可されない伊勢神宮内の標本が多数含まれて

おり、非常に貴重なコレクションといえる。

"1'"コ tヲア・

ヂZω1daf'J1泳 • 
園2 宗林コレヲション、アブラムシ事イプ標本の一例

3 根本管理と今後の利活用について

我が園だけでもおよそ200種の害虫が含まれるアブラムシ科昆虫(応用動物昆虫学会編，2006)は、

微細な形態的特徴を観察する必要があり、また複雑な生活史を持つものが多い(宗林、 1983)こと

から、専門家以外では同定が非常に困難なグループである。 40種のタイプ標本を含む600種以上の同

定標本が収蔵されていることで、参照標本としての利用価値は非常に高い。

今後は、これらのコレクションの有効活用を促進するため、データベース化を進め、昆虫インベ

ントリーシステム (h世p・/1凹 ect血田S，8盛c，go，jp/)に登録していきたい。本コレクションにおいては、

種名や採集データおよび寄主情報などを含んだ詳細な標本リストがすでに宗林先生により作成され

ていることから、標本画像を追加取得することで、有用なデータベースとして比較的速やかに公開

したいと考えている。また、昆虫インベントリーシステムは寄主寄生関係といった分類群聞の種間

関係を相互に関連付けられる構造になっていることから、アブラムシのように寄主植物と密に関連

したグループにおいてはデータベースとしてさらに有効に活用できるものと考えている。
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微生物標本館への 2010年度分の標本追加

Additional Specimens to 1¥恒croorganismMuseum in 2010. 

小板橋基夫*・吉田重信*.艶馬誠也**

Motoo Koitabashi， Shigenobu Yoshida， Seiya Tsushima 

1 .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 130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 7，300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 4，000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、 2010年度に新たに収蔵

した標本等について紹介するo

2. 標本館情報への標本追加

2010年度には、パイナップル科の観葉植物ネオレゲ、リアがオランダから輸入される際に、成田空

港で植物検疫により発見された新種の病原菌Exserohilumneoregeliaeの菌体標本や、北海道で発生し

た新病害のニラベと病のさく葉標本など 3点にNIAESH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)。

また、昨年標本を収蔵したイチジク株枯病菌の原著論文がMycoscience誌に発表された。

-t旦堕堕園圃園田

図2: 2010年度に寄託されたタイプ標本や証拠標本の保存状況

(左:Exserohilum neoregeliaeの菌体標本 右:ニラベと病のさく葉標本)

*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
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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、恥b公開中の微生物イン

ベントリーfmicroFo陀'eJfこデータ追加等を行ってきたが、今回寄託された標本のデータ 3点を DBに追

力日した。

3 ジーンパンク登録薗株の根本化

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パンク事業のサブパンクとして微生

物遺伝資源の探索収集、評価、保存、配布等の活動を行っている。それら MAFF菌株の中から

~FTIN306798~306808 までの 11 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、香川県丸亀市で採集されたアスパラガス褐斑病の病原体である Ce陀'ospora四'fJt1ragaiや、香川県

観音寺市で採集されたレタスピシワム萎凋病の病原体である砂的ium即日'nulatum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パ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 ht土p:ffwww.gene.a盛C.gO.JP

参考文献

1) Yuji Kaji:国iand Hayato Masuya (2011) Ceratocystis .ficicola sp. nov.， a causa1 fungus of 
fig canker i:n Japan. Mycoscience. 52. 349・353.

2) Takuya Sak:odal and Tak:ao Tsuk:iboshi (2011) Exserohilum neoregeliae sp. nov.，a new 
pathogen of Neoregelia carolinae. MYCOTAXON. 118. 213・218.

問い合わせ先
生物生態機能研究領域小板橋基夫
電話:029-838-8355， E-mail:koi臼@a並C.go.jp
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Web公開情報 (2012年3月31日現在)

名称 URL 備考

農業環境インベントリー Ih句:/血pc234.niaes.affrc.go.jp/nri伽 am.asp 一般公開

システム

土壌モノリスデータベー|同://www.niaes.af企c.go .jp/inventry / s山lOnoli帥 ld叫凶 |一部公開

ス

土壌モノリス作成法改訂 Ih仕p://www.niaes.affrc.go.jp/inven句r/soil/

版 IDocumentJmethod.pdf 

土壌保全調査事業等優良 Ih仕p://www.niaes.affrc.go.jp/inven町/soil/

成果 I TEITEN sokuho/index.html 

土性図目録 htゆ://www.niaes.affrc.go.jp/inv即位y/soil/DocumentJ

Fesca.pdf 

農耕地土壌分類(第三次 Ihttp://www.niaes.affrc.go.jp/inv即位y/ soil/laboratory / 

改訂版 IInformations.html 

農耕地土壌分類 (頃第三次洲Ih加切1此岬t即ゆ://www.nia悶a制e郎s.a泊f飴f合rc。句叩.g伊g伊伊O乱.訓n附lV閃V刊en町1町的佐町y抑内/危胤刷Sω悶oilゆ/DoωCαume釧n凶凶ltJ tJ / 

f 改訂版)英語版 |同Cαlas悶S白if批ica幼iio佃n.pd訂

農業統計情報メッシユデ、 Ih仕p://agrimesh.dc.affrc.go.jp/
ータ閲覧システム

土壌情報閲覧システム Ih仕p://agrimesh.dc.affrc.go.jp/soil_ db/ 

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

農環研標本館所蔵夕イフプ汁ρpIh耐切此岬tゆ://w附 ww.ll1a悶附ae制e凶s.a泊f飴企C句g伊伊O乱.訓n町lV附ven町1仕句町W剛yダ凶fげ札/ins鈎蹴削eωct/加i白Ins附1凶ss勾sys戸r屯s/明句勿切抑rや仰似帥p伊凶帥el出耐Is抗t.h加紅佃凶n ト部公開

標本デ一夕べ一ス

三橋ノート画像データベ Ihttp://www.niaes.affrc.go.jp/inven仕y/insect/inssys/ 一部公開

ース 1m note01.h凶 l

日本産オオアブラムシ属 Ihttp://www.niaes.affrc.go.jp/inven仕y/insect/key _ cinara/main.ht I一般公開

のチェックリスト及び種1m
の検索表

日本産ヒョウタンカスミ Ihttp://www.niaes.atl企c.go.jp/inven町/insect/illust_keys/ 

カメ族の図説検索 I pilophorini/key ~ilophorini01.html 

マメハモグリパエ寄生蜂 11岬 ://cse.cryo.af企c.go.jp/konishi/main.h加
の図解検索
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インベントリー第9号 (2011) 

名称 URL 

微生物インベントリー I http://www.niaes描 c.go.jp/I皿V田町/田町'Oorglind低回l

(microForce) 

農業環境技術研究所所蔵 Ih句 //www.niaes曲 c.go.jp/inv'田町/microorglspec皿en/

微生物さく葉標本目録 |血dex.h也 l

日本野生植物寄生・共生 Ihttp://www.niaes.affrc.go.jp/I町田町/皿icro吋 'mokuroku/

菌類目録(日本語版) I mokuroku.h皿l

同(英語版) ht旬//www.niaes.affrc.go.jp/inv.田町/皿icroorgl聞耳/

mokuroku・e.h位d

日本産糸状菌類図鑑(日 Ihttp目//www.niaes.affrc.go.jp/inv.田町/血田町g1mokuroku/

本語版)四k血 h凶

備考

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

一般公開

同(英語版) ht中田//www.niaes.af世c.go.jpl町田町/皿icroorgl田甚四回-e.ht I一般公開

田1

農業環境用語事典 htφ://www.niaes.af世c.go.jpl町田町/center/gloss町/皿dex.h凶|一般公開

農業環境モニタリングマ Ihttp://‘lfWW.niaes.affrc.go.jp/inv，田町/center/mm田ua1/

ニュアル |血d田 h佃 l

植物の金属元素含量に関 Ih句 ://www.niaes.affrc.go.jp/I町田町/center/hvyme叫

するデータ集録 |血dex.html

土壌線虫画像データベー Iht申//www.niaes.affrc.go.jp/inventory/n阻 apics/

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 h句 //d∞w.dc.affrc.go.jp/

エコシステムデータベー|同//ecomdb.niaes.a:倍c.go.jp/

ス(英語版)

アジア・太平洋外来生物 Ihtや//ap副 -ni醐 dc描 c.go.jp/
データベース (APASD)

(英語版)

外来植物図鑑(国が特定 Ihttp://www.niaes.affrc.go.jp/]問 ect/pl血 ta1i田/book.h凶 l

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|坤//www.niaes.affrc.go.jp/topics/g7/c凶res.h凶 l

と農業気候資源の分布
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一般公開
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付録
NRICセミナー講演要旨

第 1回 4月28日

1 )河川性植物の多様性に合流が及ぼす影響に関する研究

A study of effects of river confluences on plant diversity in river ecosystems. 

大津剛士

河川の合流は自然河川|であれば必ず存在する一般的な地形ですが、その存在は河川生態系に

おける生物多様性の維持に重要な役割を持っています。本セミナーでは、演者がこれまで、行っ

てきた河川の合流と植物の種多様性に関する研究を紹介したいと思います。

2)糸状菌の硫黄還元反応に関わるグルタチオン系の機能解析

The function of the glutathione system involved in filamentous fungal sulfur reduction 

佐藤育男

近年、カピが低酸素条件下で元素状硫黄を還元し、硫化水素を生成する現象が見出されてい

る。演者はカピの硫黄還元反応に関与する酵素を特定し、グルタチオン系がこの反応に関わる

ことを明らかにした。また、好気条件下でのカピのグルタチオン系の機能についても解析した

ので紹介する。

第 2回 5月28日

1 )盗み寄生者チリイソウロウグモにおける宿主適応に伴う形質分化の仕組み

Host-associated trait differentiation in the kleptoparasitic spider Argyrodes kumadai 

馬場友 希

イソウロウグモ類(Argyrodes)は他の造網性クモ類の網に侵入して餌を盗むというユニーク

な生活様式をもっ.この仲間は餌環境及び、物理的生息環境を宿主の網に依存しているため，

宿主の網はイソウロウグモ類の適応度に影響し，採餌形質をはじめとする諸形質の進化に影響

を与えている可能性がある.演者は，地域によって系統の異なる宿主を利用するチリイソウロ

ウグモ(Argyrodeskumadai)を用いて，上記の可能性を個体群比較により検討した.本セミナー

ではその研究成果について紹介する。

2)植物病原菌を利用したヨーロッパにおけるイタドリの伝統的生物防除

Potential for classical biological control of Japanese knotweed (Fallopia japonica) in Europe using 

phytopatho genic fungi 

黒瀬大 介

近年、日本起源のタデ科植物であるイタドリが欧米諸国で大繁殖しており、その被害拡大が

深刻となっている。しかし、除草剤による化学的防除法では本雑草の蔓延を防ぐことが困難な

状況にある。演者はこれまで日本のイタドリに寄生する植物病原菌を活用した伝統的生物防除

に関する研究に取り組んできた。本セミナーではその成果について紹介する。
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インベントリー第9号 (2011) 

第3固 6月23目

1 )アジア東洋区におけるリンゴ力ミキリ属の分類学的再検討

A T:阻.on.omicStudy .on the Genus Ob町'ea.of the Orienta1 Regi.on .of East Asia (C.ole.optera， 

C町田nbycidae)

栗原隆

リンゴカミキリ属は世界で 280種余り知られる大属である。幼虫は生きた植物体を加害

するため、日本においてもナシなどの果樹やツツジ類の害虫として知られる種を含んでい

るロ本属は互いに似た種が多いにもかかわらず、これまでにいくつかの外部形態や色彩に

よって種を分けられてきたため、多くの混乱をきたしている。本セミナーでは、東アジア

東洋区について検討を行った結果の一部について紹介する。

第4固 7月21日

1 )生態系観測データのためのヱコインフォマティクス

Ec.o皿f.ormaticsf.or Ec.osyste血Observati.onData 

小川安紀子(国立環境研究所)

エコインフオマティクスは、生態学のための情報学です。現在、様々な地球環境問題の解決

策が求められる中、生態系の構造と機能をよりよく理解し、また人為撹乱・地球変動などへの

応答予測などを目的として、生態系を様々な側面から統合的に観測しようとする動きが加速し

ています。多種多様な、また長期にわたる生態系観測データを効率的に統合研究に活かすため

の手法がエコインフォマティクス研究者によって開発されています。長期生態学研究(LTER)コ

ミュニティを中心に開発され、徐々に生態学データ共有の標準技術となりつつあるエコインフ

オマティクス技術の紹介をします。

第 5固特別セミナー 1 0月24日

1 )ヱコバランスモデルによる窒素・炭素循環において生じる環境負荷の定量的評価

Quantitative eva1uati.on .of envir.on皿enta11.oadin CN cycles using ec.oba1ance血.odel

木村園子ドロテア(東京農工大学准教授)

環境負荷と生産量の関係を定量的に比較する手法としてのエコバランス評価について、その

アイデアと例について話題提供をします。

第 6固 10月20目

1 )森林と海とのつながり

Interacti.on between f.orest and .0白血

山北剛久((独)森林総合研究所森林昆虫)

全国スケールで流域環境と沿岸生物の分布との関係を明らかにするために、流域ごとの陸域

の土地利用左海側の環境要因を合わせ、藻場の成立要因の解析を行った。その結果モニタリン

グが進んでいる水質以外に風波や地形、陸域の影響の重要性が明らかになった。

また、生活史を海・陸双方に依存する半陸生ガニの分布ポテンシヤルを示し、生き物を通じた

森と海のつながりの可能性について議論する。
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第 7固 11月24日

1 )農業環境インペントリーと空間統計学的手法を用いた農耕地における土壌炭素賦存量の

予測

Estimation of Soil Carhon Stock 皿 JapaneseAgricultural land using Agro-Environmental 

Inventories and geostatistica1 metbod 

高田裕介

持続的な農業生産および地球温暖化対策の両側面から、農耕地における土壌炭素賦存量を高

精度で予測することが望まれている。本研究では、これまで長年にわたって集積された土壌情

報データベースや耕地面積統計などの農業環境インベントリーと空間統計学的手法を組み合わ

せることで、従来法と比較してより高精度な土壌炭素賦存量の予測手法を開発した。

第 B回 1月 19目

1 )ドレスデン動物学博物館におけるゾウムシ類の標本間査およびコレクション管理システム

とアウトリーチプログラムに関する調査

Exa血 inationof weevil specimens血 dsurvey of collection management system阻 dou甘'each

programs at Museu血伽TierkundeDresden 

吉武 啓

私は、 2010年 8月 16日から II月 14日にかけて、昆虫類の重要な標本コレクションを擁

するドレスデン動物学博物館(ドイツ・ザクセンJ'lj)に滞在し、ゾウムシ類を中心に所蔵標

本の調査を行った他、同博物館の昆虫部門におけるコレクション管理システムとアウトリー

チプログラムについても調査した。今回はその調査結果について報告する。

2)パネルデータ分析を用いた水田への有機物資材投入量を決定する要因に関する考察

A panel data analysis of tbe factors con位。llingorganic a皿end皿entsapplication in paddy rice field 

in Japan 

レオン愛

農耕地土壌での炭素貯留を全国的に推定するためには、有機物投入量の状況(堆肥の投入

量等)を把握する必要がある。そのためには、ベースラインとなる 1990年とその前後と比ベ

てどのように変っているかについても把握する必要がある。本研究では、農水省により「土

壌環境基礎調査」の一部として実施された「土壌管理実態調査」のアンケートデータ

(1979-1998)を用い、(1)水田への有機物資材投入量の長期的な変化、 (2)パネルデータ分

析を用いた有機物資材投入量を決定する要因の考察、 (3) これら要因の有機物資材投入量へ

の総合的な影響について検討した。
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研修会:土壌調査法現地研修会

開催趣旨:主に公立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して、

作物生産及び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催する。

開催時期:平成 22年 11月 9日(火) "'10日(水)

開催場所:諌早市内現地閏場、長崎県農業大学校および長崎県農林技術開発センター

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:長崎県農林技術開発センター

参加者:107名(農環研 7名、農研機構 9名、農水省 3名、家畜改良センター6名、都道府県農業試

験場 79名、土壌保全調査事業全国協議会 3名)

内容:

11月 9日(火)9: 00'" 17: 00 

土壌調査法現地研修

黄色土の樹園地土壌、水田土壌の調査

諌早干拓地土壌の調査

講師:小原洋・大倉利明・高田裕介(農環研)、太田 健(中央農研)

11月 10日(水 8:30"'12:30

関連情報研修(ホテルセンリュウ会議室)

日本の土壌調査事業と国際的枠組み 谷山一郎(農業環境技術研究所)

農耕地土壌分類第 3次改訂版の分類名同定法小原 洋(農業環境技術研究所)

現地研修の講評

草地土壌定点調査の概要

長崎県の土壌の概要

諌早湾干拓地の土壌改良

大倉利明(農業環境技術研究所)

賓示戸雅之(畜産草地研究所)

藤山正史(長崎県農林技術開発センター)

山田寧直(長崎県農林技術開発センター)

長崎県諌早市周辺において、黄色土、灰色低地土の計 6断面を題材とし、土壌断面調査法の実習を

行った。参加者が 100名を超えたため、現地研修では 2班体制で行い、時間配分を工夫し多人数で土

壌を観察する事ができるようにした。今回の現地研修と座学研修によって、農耕地土壌分類第 3次改

訂版による土壌の判定や分類の命名に対する理解が深まったと考えられる。

黄色士の断面観察 諌早湾の干拓地土壌
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研究成果の発表

( 1 )査読論文

表 題 著 者
発表誌名 巻

頁
発行

(出版元) (号 年月

A practical estimating method of Seiya Tsushima， JARQ-JAPAN 

the dose-response curve between Hiroharu Murakami， AGRICULTURAL 

inoculum density of Takayuki Akimoto， RESEARCH 

Plasmodiophora brassicae and the Mitsuhiko Katahira， QUARTERLY 44 383-
2010 

disease severity for long-term Yukiko Kuroyanagi， ( 4) 390 

IPM strategies， Y oshihiro Shishido 

Real-time PCR for differential Keigo Inami， JOURNALOF 

determination of the tomato wilt Chizu Y oshioka， PLANT 

fungus， Fusarium oxysporum f. Yasushi Hirano， PATHOLOGY， 

sp. lycopersici， and its races Masato Kawabe， SPRINGER 76 
116-

2010 
Seiya Tsushima， 121 

Tohru Teraoka， 

Tsutomu Arie 

Nocardioides sp. strain WSN05・ Y oko Ikunaga， APPLIED 

2， isolated 合oma wheat field， Ikuo Sato， MICROBIOLOGY 

degrades deoxynivalenol， Stephanie Grond， AND 

producing the novel Nobutaka Numaziri， BIOTECHNOLOGY 

intermediate 3-epi- Shigenobu Y oshida， 

deoxynivalenol. Hiroko Yamada， 

Syuntaro Hiradate， 

Mor泊lffiiHasegawa， 89 419-
Hiroaki Toshima， ( 1) 427 

2010 

Motoo Koitabashi， 

Michihiro Ito， 

Pe甘 Karlovsky，

Seiya Tsushima 

ゲルと作成時の温度がDGGEの 松下裕子，森本晶，包智 土と微生物

バンドラインの歪みに及ぼす 華，封馬誠也

影響 64 107-

(2) 112 
2010 

Method for simple and rapid Rieko Niwa， Shigenobu CANADIAN 

enumeration of total epiphytic Y oshida， Naruto Furuya， JOURNALOF 
57 62-

bacteria in the washing solution of Kenichi Tsuchiya， Seiya MICROBIOLOGY 
(1) 67 

2010 

rice plants. Tsushima 
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Biological control for ri印刷出t S誌iShimoi， BIOLOGICAL 

disease by employing detachment K血 akoInoue， CONTROL 

action wi出 geia也lolyticb叫 teria E世rokoKi旬.gawa，
55 85・地皿oriYi出 国 企i， 2010 

Seiya Tsushima， 91 

町0)'1皿P置に

Kenichi lkeda 

Validation and modification of Y出叫証toSHIRATO PEDOLOGIST (ベド

soil organic matter model in Asia ロジスト)

53 76-
2010 

(3) 79 

11種の水稲用除草剤の確率的 永井孝志，稲生圭哉，横 日本リスク研究学会

生態リスク評価 山淳史，岩船敬，堀尾剛 誌

20 
279・2010 

(4) 

1973年から2001年までの地目 両国裕介，小原洋，中井 日本土壌肥料学雑誌
82 

改変に伴う土壌群分布面積の 信，神山和則 15-2 2010 
変動特性の解析 (1) 

わ土集が積国層の赤と風黄化色土における粘 両国裕明介，神，前島勇治，大 ベドロジスト
変質層の分類 倉利 山和則，浜崎

学的位置づけ 忠雄，小原洋 54 
11-2 2010 

(1) 

E館ectsof horse grazing on plant Atsushi Shoji， GRASSLAND 

sp田 iesrichness and abundance of H町 田 Hayashi， SClliNCE 
57 

lris setosa in a boreal semi・naturalK恒 unoriKohy回国，
(1) 

1・8 2010 

grassland， Japan HirO)'l北iS出法i

詳細土壌区分図による農耕地 鹿沼信行，上庄和樹司lE， 小林 ベドロジスト
土壌分類下位カテゴリーの細 逸郎，戸 ，神山和

54 
分一群馬県利根郡片品村を事例 則，谷山一郎，大倉利明 73-8 2010 
として

(2) 

1973年から2001年までの地目 両国裕神介山，和小原洋， 中井 日本土壌肥料学雑誌

改変に伴う土壌群分布面積の f言，員Ij

変動特性の解析 82 
15-2 2010 

(1) 
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1973年から2001年までの地目 両国裕介，小原洋，中井 日本土壌肥料学雑誌
改変に伴う土壌群分布面積の 信，神山和則

変動特性の解析 82 

(1) 
15・22010 

AnewEutyar吐ll'IIltl(Col，回p旬，ra， 回r法uYoshotake ELYTRA 

Cer，阻byci伽e)企'omSabah，E田t Tatsuya NIISATO 
38 

3-8 2010 
Malaysia (1) 

Evo!ution of host u凶izationToshihide Kato， MOLECULAR 

pa抗ernsiu the seed beet!e g四回A時uroBonet， PHYLOGENETICS 

Mimosestes Bridwell (Co!eop缶四・ Hir広uYo由itake， ANDEVOLUτlON 

Chrysomelidae: Bruchiu蹄) JesusRomero-Napoles， 55 816-
Utsugi Jiubo， (3) 832 

2010 

Motomi Ito， 
M回紘但uShimada

ニッポンシロシンクイ(新称)那須義次，玉嶋勝範，柴 日本応用動物昆虫学
の再発見とモモシンクイガの 尾学，吉松慎一，内藤尚 会誌
合成性フェロモントラップに 之

54 115-
誘殺されるシンクイガ類(鱗麹 2010 
目:シンクイガ科) (3) 126 

Di宜erencesiu distribution Takeshi Osawa， Hiromune ECOLOGICAL 

pa抗ernsaround river confluences 島町臼uh田:hi， Hideyuki RESEARCH 116 
among hydrophilic vegetation Niwa，A白血hiUshimaru 25 1-
groups (6) 116 

2010 

9 

Enhan田ddiversi勿atnetwork Takeshi Osawa， τ'he Open Eco!ogy Jour 

nodes: River confluences iuc開田e回IomuneMi旬油田:hi，

vegetation-patch diversity Hideyuki Niwa， 3 45・42010 
Atushi Ushimaru 

コンクリ ト河川におけるグ 久加朋子，清水洋平，大 人と自然
ンジボタノレとカワニナの生息 津剛士，石田裕子，佐々
場所再生の試みー簡易水制の設 木宏展，稲本雄太，三橋

21 
159-

2010 置方法と効果検証 弘宗 165 

(2)その他の論文

表 題 著 者
発表誌名 巻

頁
発行

(出版元) (号 年月

eDNAによる農耕地土壌の生物 封馬誠也 土と微生物 64-2010 

性解析・評価手法の開発，士と 64 69 
微生物 (2) 
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Real-time PCR for differ四 tialKeigo Ina血 1， JOURNALOF 116-2010 

determina:世田 of the tomato wi1t Chizu Y oshioka， PLANT 121 

白且思lS，Ft且ariumoxysporum f. Y酪 usl姐H註ano， PAτHOLOGY 

sp.1ycop町sici，and its races Masato Kawabe， 76 
Seiya Tsushima， 

Tobru T町aoka，

Tsutomu Arie 

リアノレタイムPCRによるトマ 稲見圭悟，吉岡千津，寺 植物防疫 311-2010 
ト萎凋病菌レースの特異識別 岡徹，有江カ，平野泰

64 318 
志，川部員登，望号馬誠也

(5) 

農地管理による土壌炭素貯留 白戸康人 日本LCA学会誌 11-2011 
効果と気候変動の緩和 (Journal ofLife Cycle 

7 
16 

Assessment， Japan) 
(1) 

包括的土壌分類第1次試案， 小原洋， 大山倉和利則明， 高田 (独)農業環境技術 2011 
農業環境技術研究所報告 裕介，神 ，前島勇 研究所

治，浜崎忠雄 29 

Two-year monitoring of 血eM回 a)'l北iHojito， 大気環境学会誌， (社) 160-2010 

ve武icaldis甘ibutionof ammo血 aKentaro Hayashi， 大気環境学会 170 

面白e atmosphe田 above 皿 Sh吋iMa臼uura， 45 
泊岡田vedairy fl町mmgarea泊 Kazunori Kohyama (4) 
cen甘alJapan

近年の日本・都道府県における -島慎郎，神山和則 農業環境技術研究所 2010 
窒素・リン酸フローと余剰窒 報告， (独)農業環
素・リン酸の傾向に関する算出 境技術研究所 27 
方法とデータベースおよび運
用例

アジアにおけジる多ス様トな土壌と 浜崎忠雄，大倉利明，一 4. フィリピンにおけ 267・2010 
我が国ベドロ による研 浦憲蔵 る最新土壌研究熱帯

81 
272 

究の最前線 島嘆における土壌環
境と農業 (社)日 (3) 

本土壌肥料学会

全国の田畑の土の分布と性質 高田裕介 全国農業改良普及職 57-2011 
をネットで検索土壌情報閲覧 員協議会 48 58 
システムの公開技術と普及

(3) 

土壌情報閲覧システム」を、 両国:裕介 e-普及だより，農林 2-2 2010 
インターネットで公開しまし 水産省
た。 69 

全国の士の分布と性質をネッ 高田裕介 農環研ニュース， 3-5 2011 
トで検索土壌情報閲覧システ (独)農業環境技術
ムの公開一，農環研ニュース 研究所 89 
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A new species of the subgenus 回r法uYosbi肱 e 九州大学農学部昆虫 115-2011 

Ar旬pocyr旬sof血egenus 学教室 119 

Me旬.poc戸旬s(Co1eoptera: 50 
Curcu1io凶d田:Ent凶 nae)from 

Min白血0，the Pbilippines， 

農林水産省委託プロジェクト 吉武啓，馬場友希，回中 昆轟(ーユ シリ 93・2010 
研究「農業に有用な生物多様 幸一 ズ)， 日本昆虫学会

13 103 
性の指標及び評価手法の開
発」における分類学者の関わ (2) 

り

農業環境技術研究所所蔵日本 栗原隆，吉武啓，中谷至 農業環境技術研究所 141-2010 
産タマムシ科(昆虫網・コワ 伸，吉松慎一 報告， (独)農業環

27 159 
チュウ目)標本目録 境技術研究所

Butterflies collected m Masaya Yago， 日本蝶類学会 45・2010 

Coimbatore， Tamil Nadu， South Hir紘uYo泊i回ke， 53 

India， with ∞mments on its Y田吐世oObsbima，

conservation significance， Raiicbiro Ka匂uy町田，

Bu甘:erflies(Teinopalp田)， Sivaperumal 
54 

Siv;町田nak:risbnan，

Kadark置副Mぽ U呂田，

Motomi 1to 

A bio10gical note on Ba畠0田 国r政uYosbotake 日本鞘麹学会 1-2 2010 

spicu1atus OBrien et Mori血oto 58 
(Co1e岨戸:era， C田cu1io血血.e)， (1) 
ELYTRA 

Newrecord ofE田y町出血m 回r紘uYosn飢ake，T雄 副:bi日本鞘麹学会 41-2010 

e1egans Hayasbi (Co1eoptera， Kuribara， Ta臼uyaNiisato 42 

Cerambyci伽.e)企'omEast 38 

Kalimantan， Indonesia， EL YτRA (1) 

台湾からの移入種ゲットウト 吉武啓，上地奈美，平野 甲虫ーユ ス，日本 1・3 2010 
ゲムネサルゾウムシ(コウ 幸彦 鞘麹学会
チュワ目:ゾウムシ科)の沖 171 
縄島における分布状況につい
て
千葉県と神奈川県におけるア 吉武啓 甲虫ニュース， 13本 32 2010 
マミオピアカサルゾウムシ 甲虫学会
(コウチュウ目:ゾウウシ 172 

科)の採集例

農業環境技術研究所・標本シ 者武啓，馬場友希，栗原 インベントリー， 44-2010 
リーズ5:昆虫・クモ類のDNA 隆，吉松慎一，中谷至伸 (独)農業環境技術 47 
ノ司ーコーディングに関連する 研究所

B 
標本コレクションおよびデー
タベースの構築

農業環境技術研究所・標本シ 栗原隆，吉武啓，吉松慎 インベントリ ， 48・2010 
リーズ6・堀川正美コレクショ (独)農業環境技術 49 
ン(カミキリムシ類) 研究所 B 
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茨城県南部で採集されたクモ 馬場友希，吉武啓 東京蜘妹談話会 47-2010 
!I， KISHIDAIA 98 48 

沖縄島で採集されたクモ， 馬場友希，吉武啓 東京蜘妹談話会 45・2010 
KISHIDAIA 98 46 

日本周辺における長距離移動 吉松慎 やどりが， 日本鱗麹 16-2010 
性鱗麹類の研究 学会 227 20 

農業環境技術研究所所蔵日本 栗原隆，吉武啓，中谷至 農業環境技術研究所 141-2010 
産タマムシ科(昆虫網・コウ 伸，吉松慎一 報告， (独)農業環 27 159 
チュワ目)標本目録 境技術研究所

(3) 口頭発表

表 題 著 者
発表誌名 巻 発行
(出版元) (号頁 年月

封馬誠也σ010)eDNAを活用し 針馬誠也 第51回近畿アグリハ 15-15 2010 
た効率的かつ高精度な土壌診 イテクシンポジウム
断技術~土壌DNAの解析によっ 地力を見える化
て土壌の微生物性を評価する 土の健康状態を科学

~ 的に捉える最近の研
究から~
第1回「明日の農と食

を考える研究会」シ
ンポジウム

eDNAによる農耕地土壌の生物 重野馬誠也 日本土壌微生物生態 2010 
性解析・評価手法の開発 学会2010年度大会講

演要旨集

生分解性プフスチック分解菌 野口(辻本)雅子，小板 日本菌学会第54回大 65 2010 
47-9菌株の分解酵素遺伝子の 橋基夫，北本宏子，藤 会講演要旨集
単離 井毅，鈴木健，聖母馬誠

也

オオムギ葉面から分離された生 小板橋基夫，中海悠宏，北 日本菌学会第54回大 66 2010 
分解性プラスチック分解菌からの 本宏子，野口(辻本)雅子， 会講演要旨集
効率的な酵素生産 鈴木健，藤井毅，聖母馬誠也

新規の揮よ発る植性抗物病菌物原質生産糸 小板橋基夫，封馬誠也 日本植物病理学会報
76 

184 2010 
状菌に 菌の生育
抑制 (3) 

デオキシーパレノール(DON) 伊藤通浩，石坂虞澄， 日本植物病理学会報 217 2010 
資化細菌Sphingomonassp. 吉田慎一朗，生長陽子，

76 
KSM1由来の2種の新規酵素に 小板橋基夫，封馬誠也

(3) 
よるDON分解代謝

DONINIV分解細菌の有する 伊藤通治，石坂虞澄， 日本カイコトキシン 6 2010 
DONINIV分解関与酵素群およ 吉田慎一朗，生長陽子， 学会第68回学術講演

び遺伝子群 佐藤育男，小板橋基夫， 会講演要旨集
針馬誠也
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トリコテセン系かび毒を代謝 伊藤通治，石坂虞澄， 日本土壌微生物学会 P-3 2010 
する細菌由来P450酵素系， 吉田慎一朗，生長陽子， 2010年度大会講演要

小板橋基夫，封馬誠也 旨集

Purification and characterization Ikuo Sato， 第26回日本微生物生 150 2010 

ofd白河江riva1en01dehy'針。E町田eMichihiro Ito， 態学会大会講演要旨

企'omGram negative bacterium Masumi Ishizaka， 集

SS5 Yoko Ik:山田昌弘

Shigenobu Y oshida， 
Mo旬oKoi回b田:bi，

Seiya Tsushima 

Un∞>ovenng血ebact，町ia1 Michihiro Ito， 第26回日本微生物生 90 2010 

c戸ochromeP450 sys旬m M田四riIshizaka， 態学会大会講演要旨

capable of catabolizing Shin -Ichiro Yosm白， 集

mycotoxin deoxyniva1eno Yoko Ik:山田昌弘

Ikuo Sato， 

Mo加oKoi回b田:bi，

Seiya Tsushima 

かび毒資化細菌 Sphingomonas伊藤通浩，石坂虞澄， 日本農芸化学会大会 280 2010 

sp.KSM1の有する2種デオキ 生長陽子，小板橋基夫， 講演要旨集2010年度

シニパレノール初発分解酵素 重野馬誠也 (平成22年度)大会

遺伝子

Effects of samp1ing time and E曲田B田， 第26回日本微生物生 111 2010 

en吋ronmen臼1factors on Y oko Ik:unaga， 態学会大会

bacterial，白nga1and nematode YukoMa飽田:hi包， PROGRAM& 

community conpositions in Shuhei Takamoω， ABSTRACTS 

geographica1 Andosols in Japan， Shigeru Niwa， 
E喧rosukeOba， 
Y田ufumiUr田hima，

HirO}'l北iSekiguchi， 

Ats吐姐koK田hida，

Koki Toyo夙

ShoMori血 oto，

Yuko T. Hosh恒久

回IOakiOkada， M出血ori

Saito， 

Seiya Tsushima 
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地理的に異なる黒ボク土にお 包智華，生長陽子，松下 土と微生物 152 2010 
ける細菌・糸状菌・線虫相と各 裕子，竹本周平，丹羽
種環境要因との関係 慈，大場広輔，鈴木千

夏，長岡一成，竹中民，
村上弘治，畔柳有希子，
浦島泰文，関口博之，串
回篤彦，豊田剛己，森本 64 
晶，星野(高田)裕子，

(2) 岡田浩明，斎藤雅典，封
馬誠也

ムギの葉面関係細菌数の動態と気 丹羽(松田)理恵子，百 日本土壌微生物生態 P-47 2010 
象要因の 回重信，古屋成人，土屋 学会2010年度大会講

健一，封馬誠也 演要旨集

Chang田 ofbacteria1popula世on Rieko Niwa， 第26回日本微生物生 2010 
岨 dcomm田utyon也e1eaf surface Shlgenobu Y oshlda， 態学会大会

of wheat p1ant d問団昌也egrowing Naru旬Furuya， PROGRAM& 

season Kenichl Tsuchlya， ABSTRACTS 

Seiya Tsushima 

イネから分離されたHerbaspirillunf可原康一，吉川|知成，吉 日本植物病理学会報 215 2010 
sp.022S4・11株によるイネ育苗期 回由久，封馬誠也，根岸 76 
における細菌性病害の生物防除 寛光，篠原弘亮

(3) 

日本産Burkho1deriag1umaeの 加藤太朗，吉田重信，篠 日本植物病理学会報 215 2010 
QuorumS四 sing物質 N-Acy1 原弘亮，根岸寛光，封馬 76 
Homoserine Lactene生産量につ 誠也

(3) 
いて

生物的防除素材としてのイタ 黒瀬大介，古屋成人，松 日本植物病理学会報 216-2010 
ドリ斑点病菌の感染・発病にお 元賢， Shaw， R.H.， 217 
ける環境要因 Djeddour， D. H.， Ev町田， 76 

H.C.，封馬誠也，土屋 (3) 
健一

Genomovarを異にする 土屋健 ，封亀馬誠崎友也加， 松 日本土壌微生物生態 2010 
Burkho1deria c印刷acomp1ex系 隈弓子-~...".............，古屋 学会2010年度大会講

統の血清型別について 成人 演要集

V a1idation and modification of Y出世吐toShlrato τbe 2ndInte百四，tiona1 83・2010 
soi1 carbon tumover mode1 in Workshop on C町bon 84 
Asia， Seques仕組on阻 d

C1imate Change 
』世tigationin 

田畑輪換の長期試験データを 白戸康人，矢ケ崎泰海， 日本土壌肥料学会 185 2010 
用いたRothCモデルの検証 西国瑞彦 講演要旨集 56 
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RothCモデルを利用した我が国 矢ケ崎泰海，白戸康人 日本土壌肥料学会 185 2010 
の農耕地における土壌炭素量 講演要旨集

56 
変動の全国評価

土壌物理分画と同位体分析から 和穎朗太，白戸康人，近 日本土壌肥料学会 12 2010 
見えてくる土壌有機物の分解と 藤美由紀，内回昌男，平 講演要旨集
安定化プロセス 舘俊太郎 56 

E佃ectsof experi皿entalwar宜由19Ayaka Kishimoto， ASA， CSSA， 血d 2010 

on hetero仕opicsoi1 resp註ation泊 Seuchiro Y one血町a， SSSA 2010 

a cultivated andis01 in Japan: First Rota Wagai， Interna:世0na1 Ann田l

two-year res叫臼 Miyuki Kondo， Meetings 

MayukoJom町a，
Yasuhito Shirato 

E佃ectsof experim田国1warm泊喜 Ki曲inlo加，A.， τbe4血EAFES 2010 

onhetero仕opicsoi1 respiration担 S. Yonemura， Interna世0na1Congress 

a cultivated andis01 in Japan: First R. Wagai， in conjunction with the 

two-year res叫箇 M.Kondo， B血ILTER-EAP

M. Jomura， Regiona1 Conference 
Y. Shirato 

堆肥施用量と茎葉の処理に影 レオン愛，小原洋，大倉 日本ベドロジー学会 2010 
響する要因 利明，白戸康人，谷山一 2010年度大会講演要

良日 旨集 38 

農耕地の土壌炭素モータリン レオン愛，小原洋，大倉 日本土壌肥料学会 191 2010 
グ調査(定点調査)と2009年 利明，白戸康人，谷山一 講演要旨集

度の結果について 良日 56 

土壌炭素プールの温暖化応答 和穎朗太，岸本(紅)文 日本生態学会第58回 2010 
微生物分解の温度依存性を規 紅，米村正一郎，白戸康 大会 D1-定する因子の解明 人，平舘俊太郎

10 

Soi1 C dynamics and its Rota Wagai， Organic matter 2010 

tempera:旬resensitivity s10ng Ayaka (Mo) Kishimoto， stabi1i田tionand 

managem阻 lt-泊du田dSOM Seuchiro Y onemura， ecosystem白且.ctions

gradi聞 t:Nature ofQ10-subs甘ateY拙 uhitoShiraω， Progr虹n 139 

q回Jityre1ationship Syun掬roHiradate 

Two po01s of 01d carbon泊 a Wa喜ai，R， Americ咽 1Geophysic岨 2010 

v01c血lC-酎 hso日revealedby Shirato， Y， Union 2010 Fall 

sequential density世'actiona:世田 Uchida， M.， M田ting

Hiradate， S 
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Bayesian infer，四回 of G.S依田ai， 2010 AGU Fall 2010 

decomposition ra旬 ofsoilorg'血 lCM. Jomura， M田，tingPersona1ized B41 

carbon using a tumover model and S. Yonemura， ltinerary P1anner and H-
a hybrid method of particle fi1ter T. Iizumi， Abs仕actBook 041 
血 dl'v目 algorithm Y. Shirato， B 

M. Yokozawa 

土壌有機炭素分解過程におけ 棲井玄，上村真由子，米 日本農業気象学会 2010 
る温度感受性の推定-Ro也ーC 村正一郎，飯泉仁之直， 2011年全国大会講演
モデルパラメータの逆推定 白戸康人，横沢正幸 要旨 60 

稲体による根からの農薬の取 稲生圭哉，堀尾剛，岩船敬 日本農薬学会第35回 2010 
り込みを考慮したPADDYモデ 大会講演要旨集

127 ルの開発育苗箱施用および水
面施用農薬への適用

農業水路に分布する水生植物の 池田浩明，石坂民澄，山中 植生学会第15回大会 2010 
季節変化に対する空間構造の影 武彦，細木大輪，稲生圭 講演要旨集
響 哉，山本勝利 43 

農業水路モータリングデータ 池田浩明，石坂虞澄，山中 日本生態学会第58回 2010 
を用いた水生植物に対する高 武彦，細木大輔，稲生圭 全国大会講演要旨
リスク除草剤の推定 哉，山本勝利

複合的影響を考慮した農薬の生 永井孝志，稲生圭哉，岩船 日本農薬学会第35回 2010 
態リスク評価~水稲防除体系を 敬，横山淳史，堀尾剛 大会
例に~

育苗箱施用におよび水面施用に 堀尾剛，岩船敬，稲生圭哉 日本農薬学会第35回 2010 
よる回面水、土壌および稲体中 講演要旨集

97 
における農薬の動態

数理モデルを活用した千葉県内 山本幸洋，稲生圭哉，近藤 日本農薬学会第35回
主要水田土壌における田面水中 圭，渡遁裕純，真行寺孝 大会講演要旨集

127 農薬濃度の把握

土壌データベースを利用した 神山和則 日本土壌肥料学会 101 2010 
有効水分容量の推定 講演要旨集 56 

Phosphorus load potential S.l'v恒shima， 14由Interna世0na1 2010 

es世matedfrom phosphorus K.Kohy副na Conference， IWA 

S国 pl国 inJapanese agricuiture Diffuse Pollution 
Specialist Group: 218 
Diffuse Pollution阻 d

Eu回 'phication

PROGRAM & BOOK 

Evaluation of Japanese Shin-IchiroMishima， ASA， CSSA， 阻 d 2010 

agric叫伽ralN皿 dP managem阻 tKazunori Kohyama SSSA 2010 

by integrated en吋ronmental Interna:世0na1 Ann田l

impact indicator in 1990 and 2005 M田，tings
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Changes in agricultura1 N use and Shinichiro軒目shi血a， 5出 2010 

en吋ronmen旬li血pactindicators Hiroko Akiy'血盟a，Kazunori H河τ芭RNATIONAL
149 

泊 Japanfrom 1990 to 2005 Kohy，阻la，Kazu)'l止iYagi NITROGEN 

CONFERENCE 

農業環境影響指標の構築と都 二島慎一郎，神山和則 日本生態学会第58回 2011 
道府県での影響評価及びその 全国大会講演要旨 A1ー
解析 10 

わが国の赤黄色土における粘 両国裕介，前島勇治，大倉 日本土壌肥料学会 100 2010 
土集積層と風化変質層の分類 利明，神山和則，浜崎忠 講演要旨集
学的位置づけ 雄，小原洋 56 

日本の統的土壌分類体系第 両国裕介，前島勇治，大倉 日本ベトロジ学会 2010 
三次案における「黄褐色特 利明，小原洋，神山和則 2010年度大会講演要
徴」の炭素含量の基準に関す 回目 39 

る検討

包括的土壌分類，第1次試案の 小原洋， 大田倉裕利介，明， 神山 日本土壌肥料学会 100 2010 
検討について 和則，高 前島勇 講演要旨集

56 治，浜崎忠雄

精密土壌調査による黒ボク土 鹿沼信行，庄司王，小林 日本ベドロジ学会 2010 
造成相ー火山放出物未熟士の判 逸郎，谷山一郎，神山和 2010年度大会講演
別 則，戸上和樹，大倉利明 要旨集 46 

包括的土壌分類の試み 大倉利明 日本土壌肥料学会 99 2010 
講演要旨集 56 

精密土壌調査による黒ポク土 鹿沼信行，庄司王，小林 日本ベドロジ学会 2010 
造成相ー火山放出物未熟士の判 逸郎，谷山一郎，神山和 2010年度大会講演
別 則，戸上和樹，大倉利明 要旨集 46 

Dis凶butionand speciation of NorlkoY，置naguchi，Y，回出。 ASA， CSSA， and 2010 

ars曲目 andiron arount mo制e阻dT紘池田，hi，Toshi盆i SSSA2010 

rice root inpaddy soil Okura， Shingo Ma臼田noto，Interna世ona1Annua1
TomohitoAr回，Ma伽w AM田，tings

Marcus 

わが国の赤黄色士における粘 高田裕介，前島勇治，大 日本土壌肥料学会 100 2010 
土集積層と風化変質層の分類 倉利明，神山和則，浜崎 講演要旨集
学的位置づけ 忠雄，小原洋 56 

日本の統的土壌分類体系第 両国裕明介ノI前島勇治，大 日本ベトロジ学会 2010 
二次案における「黄褐色特 倉利 、原洋，神山和 2010年度大会講演要
徴」の炭素含量の基準に関す 則
る検討

国同 39 
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of soil carbon stock 

inJapa且.eseagric叫旬ral

using national resources 

の

ラックスの空
間変動?FM多摩丘陵における

夏季および落葉季の比較

大浦典子，
米村正一郎，須
早川敦，南川|和

田裕介，原宏
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丸亀図幅の代表断面における 小原洋，両国裕介 日本ベトロジ学会 2009 
分類体系聞の関係 2010年度大会講演要

38 
旨集

パフワン島から発見されたカ 吉武啓 日本昆虫分類学会第 2010 
タゾウムシ属Apocyrtidius属 13大会講演要旨 2 
の(lコ新ウ種チュウ目ゾウムシ科)

Macrocyゾtus属 (ゾウ再カム検シタ科討ゾク 吉武啓 日本昆虫学会関東支 2010 
チブトウムシ亜科 ウ(予 部第47回大会プログ 1 
報ム)シ族)の分類学的 ラム

二重県で発生したへアフの害 野吉武実啓，鈴，木宮原賢慎一郎， 西 第55回日本応用動物 2011 
虫ゾワムシ(コワチュワ目ゾ 昆虫学会一般講演プ

4 ウムシ科) ログラム

四国におけるヤミサラグモ属 井原庸，馬場友希，吉武 日本動物分類学会第 2010 
の交尾器の多様化と種分化 啓 46回大会講演要旨集 21 

農地周辺の草地における植生 馬場友希，吉武啓，栗原 日本蜘妹学会第42回 2010 
とクモ類の関係 隆，楠本良延，吉松慎 大会講演予稿集

一，平舘俊太郎 13 

研究標本の利用促進にむけて 栗原隆，大津剛士，吉武 第1回(新)日本甲虫 2010 
土生コレクションを例にー 啓，吉松慎一，中谷至 学会大会講演要旨集

伸，安田耕司 17 

海浜性甲虫ハマベゾウムシの 工藤雄太，小島弘明，吉 日本見虫学会関東支 2010 
遺伝的多様性について(予報) 武啓，馬場友希 部第47回大会プログ

1 
ラム

過去の情報を新技術で僻敵す 大津剛士，吉武啓，中谷 応用生態工学会第14 2010 
るwebマッシュアップを用い 至伸，栗原隆，吉松慎一 回札幌大会

P7-2 た標本情報閲覧システム

基盤情報整備と実現サービス 大津剛士，吉武啓 第56回日本応用動物 2011 
を連動させる取り組み 昆虫学会小集会プロ

9 グラム

ヤミサフグモ類の交尾器形態 馬場友希，井原庸，吉武 第58回日本生態学会 2011 
の多様性と進化 啓，吉松慎一 大会プログラム

68 

植生管理が農地周辺の草地に 馬場友希，吉武啓，栗原 第55回日本応用動物 2011 
生息するクモ類群集に与える 隆，楠本良延，吉松慎 昆虫学会一般講演プ
影響 一，平舘俊太郎 ログラム 13 

杉繁郎コレクションのデータ 吉松慎一，栗原隆，吉武 日本鱗麹学会第57回 2010 
ベース化と公開 啓，中谷至伸 大会プログラム・講演

26 要旨集
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海を渡って長距離移動する 吉松慎 日本鱗麹学会アサギ 2010 
チョウとガ マダラプロジェクト

公開シンポジウム特
別講演

杉繁郎コレクションのデタ 吉松慎 ，栗原隆，吉武 日本鱗麹学会第57回 2010 
ベース化と公開 啓，中谷至伸 大会プログラム・講演

26 要旨集

Current progress of DNA Utsugi Jinbo， Yuko T. Hosbino， 107 2010 

barcoding of Japanese Tosbihide Kato， 

Lepidop缶四 Nozomu Utsuki， 

OsarnuK町 田bima，
Masaya Yogo， 

Motomi Ito， 

Toshiya 皿IOWa:凶i，

AtsushiKaw紘ita，
T法d世o M皿 0，

Yoshi旬kaS紘a皿aki，
Sbin-ichi Yosbimatsu 

農地周辺の草地における植生 馬隆場，楠友希本，良延吉武，啓， 栗原 日本蜘昧学会第42回 2010 
とクモ類の関係 ，吉松慎 大会講演予稿集

一，平舘俊太郎 13 

研究標本の利用促進にむけて 栗原隆，大津剛士，吉武 第1回(新)日本甲虫 2010 
士生コレクションを例に 啓，吉松慎一，中谷至 学会大会講演要旨集，

伸，安田耕司 17 

過去の情報を新技術で術敵す 大津剛士，吉武啓，中谷 応用生態工学会第14
るwebマッシュアップを用い 至伸，栗原隆，吉松慎一 回札幌大会，

P7-2 
た標本情報閲覧システム

ヤミサフグモ類の交尾器形態 馬場友希，井原庸，吉武 第58回日本生態学会 2011 
の多様性と進化 啓，吉松慎一 大会プログラム

68 

植生管理が農地周辺の草地に 馬場友希，吉武啓，栗原 第55回日本応用動物 2011 
生息するクモ類群集に与える 隆，楠本良延，吉松慎 昆虫学会一般講演プ
影響 一，平舘俊太郎 ログラム 13 

River conf1uen田 enh血田 Take血iOsawa hy世010gyand ge010gy 2010 

vegetation and p1ant species 

dive四i勿，Res'甘a世田血d

conservation of watershed 

ecosvstems: linking ec010gy 
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過去の情報を新技術で僻敵す 大津剛士，吉武啓，中谷 応用生態工学会第14 2010 
るwebマッシュアップを用い 至伸，栗原隆，吉松慎一 回札幌大会
た標本情報閲覧システム P7-2 

基盤情報整備と実現サ ピス 大津剛士，吉武啓 第56回日本応用動物 2011 
を連動させる取り組み 昆虫学会小集会プロ

9 グラム

研究標本の利用促進にむけて 栗原隆，大津剛士，吉武 第1回(新)日本甲虫 2010 
土生コレクションを例に 啓，吉松慎一，中谷至 学会大会講演要旨集

伸，安田耕司 17 

生物本情多様報性を情例報の整備と活用ー 大場真，小川安紀子，真 日本生態学会第58会 2011 
標 にー 坂英一，大揮剛士 全国大会 自曲集会

E∞informatics :情報
科学でやる生強学

(4 )普及しうる成果

成 果 氏 名 発行年度

「気象，土壌，農地利用. !J且 桑形恒男，須藤重人，大津剛士，神山和則 2010 
室効果ガスに関する情報をま
とめて取得できるwebシステム
(g皿 sDB)J

「全国土を詳細に区分できる 小原洋，前大倉島利勇明， 高田裕介，神山和則，吉 2010 
包括的土壌分類第 1次試案」 松慎一， 治，浜崎忠雄

「昆虫データベース統合イン 吉武啓，吉松慎一，中谷至伸，安田耕司 2010 
ベントリーシステム」

「南西諸島で多発生した害虫 言松慎 ，上里卓己，指宿浩，湯田達也 2010 
はH本初発生のアフリカシロ
ナヨトウであるJ

(5)主要成果

成 果 氏 名 発行年度

「赤かび毒デオキシニパレ 書I馬誠也，生長陽子，佐育男，吉田重信， 2010 
ノールを分解する細菌 小板橋基夫，伊藤通常，平舘俊太郎
Nocardioides sp. WSN05-2株を
ムギ栽培圃場から分離J

「日本の水田と黒ボク土畑に 白戸康人，横沢E幸，谷山郎 2010 
適合する改良RotbCモデル」

「水田で使用する農薬の河川| 稲生圭哉，岩崎E典，岩船敬，堀尾剛 2010 
における濃度変化を予測し地
図上に表示するシミュレー
ションモデルの開発」

「日本の農地土壌の物理的性 江口定夫，青木和博，神山和則 2010 

質データベースSo1phyJの作
成」
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「微地形区分による農地の精 大倉利明，神山和則，谷山郎，戸上和樹， 2010 
密土壌図の作成」 鹿沼信行，庄司正，小林逸郎

「土生コレクション・オサム 吉武啓，栗原隆，吉松慎 ，中谷至伸，安田 2010 
シ科の標本目録」 耕司

「昆虫文献目録「三橋ノー 言松慎 ，吉武啓，中谷至伸 2010 
ト」全476冊の画像の完全公開」

ス|オテサムシ科標本情報閲覧シ 大津剛士，吉武啓，栗原隆，吉松慎 ，中谷 2010 
ム」 至伸，安田耕司

(6)知的財産権

成 果 氏名 出願月日

イネ科植物の細菌性病害の防除剤および防除方法並びに 封馬誠也，東京農業 2011. 9. 28 
該防除剤をコートした種子(特願2010・217463) (特願 大学(篠原亮，根岸 特許出願

2010-217463) 寛光)

大倉利明，阿部勝男，藤原基次他4名，微粉砕機(発明 大倉利明，阿部勝男， 2010.4.2 
届名称:簡易微粉砕器) (特願2010・086596) 藤原基次他4名 特許出願

(7)所主催の研究会等

表 題 著 者
発表誌名 頁 発行
(出版元) 年月

Metagenomic appro邸 hto soil Takeshi Fuju， Food & Fertilizer 171-179 2010 
microbia1 diversity血 d白且ctions，ShoMori血 oto， T田 hnologyCenter 

Int町 na:世0na1Seminar on Yuko T. Hosh加0， σFTC)(独)農業環境

EnhancementofFunctionru 回roakiOkada， 技術研究所， (独)農

Biodiversity Relevant to YongW，叩g， 業・食品産業技術総合

Sustanable Food Production in HaiyanChu， 研究機構果樹研究

ASPAC B叩Zhihua， 所

Ma:卸shi国 Yuko，

Seiya Tsushima 

土壌情報とモデルを利用した 白戸康人，矢ケ崎泰海 農業環境インベント 14-15 2011 
農地の土壌炭素量変化の全国 リー研究会土壌イ
推定 ンベントリーの整備

と有効利用のための
システム講演要旨集
(独)農業環境技術

研究所

農地土壌の炭素蓄積に関する 白戸康人 第28回士・水研究会資 19-22 
国内外の研究動向 料 (独)農業環

境技術研究所
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土壌情報とモデルを利用した 稲生圭哉 土壌インベントリ
前川における農薬濃度の推定， の整備と有効利用の
農業環境インベントリー研究 ためのシステム講演
~ 要旨集， (独)農業

環境技術研究所

Geographic da岡田包 used出 Kazunori Kohyama Internationa1 Workshop 140-144 2011 
activity da飽 ofmodels for on Advanced Use of 

agric叫tura1anden吋Ionmen旬1 Satellite-and Geo-

problems Information for 

Agricu1旬ra1and 

Environmenta1 
Intelligence (MARCO) 

土壌モノリスの世界へょうこ 大倉利明 シンポジワム資料お 2010 
そ・土壌モノリスが出来るま よぴ展示用ポスター
で

全国の土壌の統的な分類 小原洋 農業環境インベント
包括的土壌分類第1次試案の構 リー研究会土壌イン
築 ベントリーの整備と

有効利用のためのシ
ステム講演要旨集
(独)農業環境技術

研究所

土壌情報閲覧システムの構築 両国;裕介 農業環境インベント 2011 
と利用 リー研究会， (独)

農業環境技術研究所

指標候補生物の生物学的情報 言松慎一，吉武啓，平舘 第3回シンポジワム環 2010 
(全国共通，クモ類)，プロ 俊太郎，田中幸一 境保全型農業の取り
ジェクト「農業に有用な生物 組みの効果を計る/ポ
多様性の指標及び評価手法の スター発表，農林水
開発」 産省農林水産技術会

議事務局， (独)農業
環境技術研究所，
(独)農業生物資源研
究所

指標候補生物の生物学的情報 吉松慎 ，吉武啓，平舘 第3回シンボジワム環 2010 
(全国共通，ゴミムシ類)，プ 俊太郎 境保全型農業の取り
ロジェクト「農業に有用な生 組みの効果を計る/ポ
物多様性の指標及び評価手法 スター発表，農林水
の開発」 産省農林水産技術会

議事務局， (独)農業
環境技術研究所，
(独)農業生物資源研
究所
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付録

研究協力・交流

( 1 )国外での研究交流

氏 名 出張国 活動内容 期 間

吉武啓 韓国水原、金泉市
クロツヤサルゾウムシ類のサンプリ

22.05.17""'05.23 
ング及び生態調査

土壌炭素蓄積と農業分野の気候変動
白戸康人 中国、北京 緩和に関する国際ワークショップ参 22.06.27 ""'07.02 

加および研究打合せ

共同研究課題「伝統的生物防除法」
黒瀬大介 イギリス エジンバラ に関する研究打合せおよび野外調 22.07.18 ""'08.09 

査、国際学会 IIMC9Jでの研究発表

レオン愛 オーストラリア ブリスベン
第四回世界土壌科学会議(World

22.07.31 ""'08.07 Conference of Soil Science)参加

四CC専門家会合「温室効果ガスイン
白戸康人 オーストラリア シドニー ベントリー構築のためのモデ、ルと観 22.08.08""'08.12 

測データの使用」

吉武啓 ドイツ ドレスデン
ゼンケンベルク自然史コレクション

22.08.16""'11.16 
関連研究

白戸康人 タイ バンコク、チェンマイ周辺 MARCOに基づく日夕イ共同研究
22.09.19""'09.24 

の打ち合わせ

大倉利明 タイ バンコク、チェンマイ周辺 MARCOに基づく日夕イ共同研究
22.09.19""'09.24 

の打ち合わせ

MARCO-FFTC国際ワークショップ「ア
高田裕介 インドネシア ボゴール ジアにおける土壌炭素蓄積の評価と 22.09.27""'10.03 

持続的管理」出席

2010土壌・地下水汚染地における調
神山和則 台湾 台北 査・修復・管理に関する台北国際会 22.10.24""' 1 0.28 

議出席

神山和則 台湾 台北
「土壌及び地下水汚染対策と実務」

22.11.29""' 12.02 
指導

大倉利明 ブラジルサンパウロ IPCC-排出係数データベース会合出席 22.12.13""' 12.21 

ISRIC(International Soli 
高田裕介 オランダ ワーゲニンゲン Reference and Information Centre) 23.01.25""'01.29 

訪問、情報収集

ISRIC(International Soli 
レオン愛 オランダ ワーゲニンゲン Reference and Information Centre) 23.01.25""'01.29 

訪問、情報収集
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(2)依頼研究員

氏 名 所属 研究課題 期 問

PCR-DGGE法等を用いた士壌微生物群

三室元気
富山県農林水産総合技術 集の解析手法の習得および土壌pHが 22.09.01~ 

センター 植物の防御反応に及ぼす影響につい 09.29 
て分子レベルでの解析

生咲巌 香川県農業試験場生産環 アブラナ科の根こぶ病防除体系の開 22.10.01 ~ 
(きさきがん)境部門 発に関する研究 12.28 

(3)技術講習生

氏 名 所属 研究課題 期 間

川合浩司 富士フィルム(株) PCR-DGGE手法の取得
22.04.06~ 

04.08 

昆虫類のDNAパーコーディングに関わ
22.08.01~ 

工藤雄太 東京農業大学農学部 る標本管理および分子実験技術・情
報解析法の習得 23.03.31 

筑波大学生命環境学群生
昆虫・クモ類の標本情報の管理技術

22.08.01~ 
須黒達巳

物学類
およびDNAパーコーディングによる主

23.03.31 の同定法の習得

美桂英
中国農業科学院農業資源

長期の施肥試験における土壌炭素動
22.09.20~ 

(Guiying 
与農業区画研究所

態に関するシミュレーション技術の
24.03.31 Jiang) 習得

李漢振
韓国農林水産食品部国立 アブラムシ及びアザミウマ分類同定 22.1 1.08~ 

検疫院中部支院 技法 12.03 

綿貫大祐
東京農業大学農学部農学

蛾類の分類技術の習得
2幻3.0ω2.14~

科 23.03.31 

黒瀬大介
農業環境インベントリー 新規生物的防除法による外来性侵入 22.04.01~ 

センター封馬誠也 雑草の制御技術の確立 25.03.31 

「鱗麹目データベースの開発および
22.06.15~ 

宮崎昌久 農環研名誉研究員 構築」に関する作業(北九州市立自
然史・歴史博物館からの派遣) 23.01.15 

(4)特任研究員・教育研究研究生等

氏 名 所 属 期 問

菅原秀明 特任研究員:国立遺伝学研究所
2010.04.01 ~ 

2011.03.31 

85 



(5)講師派遣等

氏名 講師派遣の内容 依頼者 期 間

小原洋
植物防疫に関する技術連 農林水産省関東農政局生産流通部農 2010.04.01 ~ 
絡会議 産課 2011.03.31 

高田裕介
茨城県農業総合センター

茨城県農業総合センター
2010.08.18~ 

専門能力強化研修 2010.08.25 

平成22年度関東プロック
2010.10.18~ 

高田裕介 土壌保全対策技術研究会 農林水産省関東農政局
2010.10.22 

講師

平成22年度土壌由来温室
2010.1 1.08~ 

高田裕介 効果ガス・土壌炭素調査 土壌保全調査事業協議会
2010.11.10 

事業講師

高田裕介
平成22年度換地計画推進

全国土地改良事業団体連合会
201O.12.06~ 

全国会議講師 2011.01.18 

高田裕介
平成22年度土壌炭素貯留

近畿土壌炭素貯留モデル事業協議会
2011.01.11 ~ 

モデ、ル事業協議会講演会 2011.03.01 

平成22年度箱根自然講座
環境省宮士箱根伊豆国立公園箱

大津剛士 講師，環境省富士箱根
根自然環境事務所

2010.12.11 ~ 
伊豆国立公閏

(6)外部委員会委員等

氏 名 委嘱・応嘱先 委嘱・応嘱名 期 間

封馬誠也
農林水産省消費・安全局

植物防疫に関する技術連絡会議
2010.04.01 ~ 

(植物防疫課) 2011.03.31 

針馬誠也 (独)種苗管理センター 調査研究評価委員会
201O.02.23~ 

2011.02.22 

封馬誠也
農業生物資源ジーンパ 農業生物資源ジーンパンク事業連絡

201 1.0 1.13~ 
ンク事業連絡協議会 協議会

封馬誠也
特定非営利活動法人近畿 第 51回近畿アグリハイテクシンポ 2010.09.21 ~ 
アグリハイテク ジウムでの講演依頼 2010.09.21 

針馬誠也
農林水産省消費・安全局 平成22年度土壌病害虫防除対策検討

2010.12.13~ 
(植物防疫課) 会での講演依頼

封馬誠也 兵庫県 競争的資金戦略会議での講演依頼
2010.10.26~ 

2010.10.27 

封馬誠也 (独)日本学術振興会
「最先端・次世代研究開発支援プログ 2010.06.02-2010-

ラム」書面レピュー 06.30 
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白戸康人
環境省((独)国立環境研 平成22年度環境研究総合推進費課題 2010.10.08-
究所受託) 検討会委員 2011.03.31 

環境省(=菱UF]リ
平成22年度森林等の吸収源ワーキン 2010.06.25~ 

白戸康人 サーチ&コンサルティン
グ・グループ委員 2011.03.31 

グ(株)受託)

平成22年度森林吸収源インベント

白戸康人 (独)森林総合研究所
リー情報整備事業(枯死木、リタ一、 2010.08.20~ 

土壌等の炭素蓄積量の把握)に関する 2011.03.18 
検討委員会委員

白戸康人
環境省((独)国立環境研 温室効果ガス排出量算定方法検討会 2010.1 1.12~ 

究所受託) 森林等の吸収源分科会委員 2011.03.31 

農林水産省((株)=菱総
農地・水・環境保全向上対策環境保全

201O.09.17~ 
白戸康人 型農業推進調査事業ワーキンググ

合研究所受託)
ループ委員 2011.03.31 

農林水産省(日本工営
「農地基盤における炭素貯留評価に

2010.08.17~ 
白戸康人

(株)東京支社受託)
関する検討会(平成22年度)Jへの参

2011.03.10 画

環境省水・大気環境局 環境省農薬残留対策総合調査技術検
稲生圭哉 ( (社)日本植物防疫協 討会環境負荷解析調査分科会(技 20 11.02.22 ~ 

会受託) 術検討委員)

環境省水・大気環境局 環境省農薬残留対策総合調査技術検
稲生圭哉 ( (社)日本植物防疫協 討会水質農薬残留調査分科会(技 201 1.02.25~ 

会受託) 術検討委員)

大倉利明
(財)都市緑化技術開発機 「植生回復によるC02吸収量算定手法 2010.10.01 ~ 
構 に関する検討委員会」委員 2011.03.31 

高田裕介 農林水産省関東農政局
平成22年度関東プロック 土壌保全 2010.10.18~ 

対策技術研究会 2010.10.22 

高田;裕介
(独)農業・食品産業技術 平成22年度共通基盤試験研究推進会 2010.12.20~ 

総合研究機構 議土壌肥料部会での話題提供 2011.02.22 

(7)学会委員

氏名 委嘱・応嘱先 委嘱・応嘱名 期 間

封馬誠也 日本植物病理学会 評議員
2010.04.17~ 

2011.03.27 

封馬誠也
日本植物病理学会バイオ

会長 2009.04.01 ~ 
コントロール研究会

封馬誠也 日本土壌微生物学会 評議員 2005.06~201 1.5 

封馬誠也 日本土壌微生物学会 財政問題将来検討委員会委員 2005.6~ 

封馬誠也 日本土壌微生物学会 土壌微生物教育委員会委員 2005.6~ 

封馬誠也
日本微生物生態学会、

M晶E編集委員 2007.01~ 
日本土壌微生物学会
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封馬誠也 日本土壌微生物学会 選挙管理委員長 2008.10~ 

封馬誠也 Nature Pub1ishing Nature reader pane1 2008.10~ 

白戸康人 日本ベドロジー学会 幹事(広報 "IIP担当)
2010.04.01 ~ 

2011.03.31 

稲生圭哉 日本農薬学会 農薬環境科学研究会委員
2009.04.01 ~ 

2011.03.31 

小原洋 日本ベドロジー学会 評議員
2010.04.01 ~ 

2012.03.31 

小原洋 日本ベドロジー学会 幹事 2010.04.01 ~ 

高田裕介 日本ベドロジー学会 ベドロジストトレーニングコース世話人
2010.10.25~ 

2010.11.03 

吉武啓 日本ゾウムシ情報ネyトワーク ニュースレター編集 2010.04.01 ~ 

大津剛士 日本生態学会 大会企画委員 2010.04.01 ~ 

大津剛士 日本生態学会(関東地区会)地区会幹事 2011.01.01 ~ 

大津剛士 応用生態工学会 若手の会運営委員 2010.01~ 

(8)同定依頼・技術相談等

イ牛 名 件数

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) 2 

土壌特性に関する相談(分類・性質に関する相談) 5 

昆虫同定 20 

昆虫の学名・種名・文献等に関する相談 7 

昆虫標本に関する相談 8 

微生物に関する同定、技術相談 8 

農薬の動態等に関する相談 3 

(9)その他

件 名 期 間

農業環境技術研究所般公開インベントイリ 展不館公開 22.04.16 

インターンシップ受入 22.9. 13~17 

つくばちびっ子博士2010ー昆虫採集標本作製教室 22.07.21 

つくばちびっ子博士2010ーインベントリ 展示館公開 22.08.04， 
08. 18 

アグリビジネス創出フェア2009への出展 22. 11. 24~26 

農業環境インベントリ 研究会開催(土壌インベントリ の整備と有効利 23.2.24 
用のためのシステム)
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付録

在職者とその動き

氏 名 職 名 期 間 備考

封馬誠也 センター長 21. 4. 1 ""' 

神山 和則 上席研究員 18. 4. 1 ""' 

小原 洋 主任研究員 19. 10. 1 ""' 

大倉利明 " 18. 4. 1 ""' 

高田裕介 任期付研究員 21. 4. 1 ""' 

大津剛士 " 22. 4. 1 ""' 

白戸康人 主任研究員 20. 1. 1 ""' 

稲生圭哉 " 18. 4. 1 ""' 

吉松慎一 上席研究員 18. 4. 1 ""' 

中谷至伸 主任研究員 18. 4. 1 ""' 

吉武 啓 任期付研究員 20. 4. 1 ""' 

菅原秀明 特任研究員 21. 6. 1 ""' 

宮崎 昌久 名誉研究員 21. 4. 1""' 

浜崎忠雄 名誉研究員 21. 8. 21 ""' 

木代玲子 補助員 18. 9. 26""' 

レオン愛 農環研特別研究員 20. 6. 26""' 

斎藤猛雄 契約研究員 18. 11. 13""' 

増田 康代 補助員 18. 4. 1 ""' 

渡辺寿美子 " 18. 4. 1 ""' 

土屋紀明 " 22. 6. 1 ""' 

中村加代子 " 20. 1. 16""' 

矢ケ崎泰海 農環研特別研究員 21. 4. 1 ""' 

美桂英 技術講習生(中国) 22. 9. 20""' 

倉松晃子 補助員 20. 8. 1 ""' 

井津異知子 " 18. 4. 1 ""' 

前原一慶 " 19.11. 1""' 

赤坂泰基 " 19. 12. 1 ""' 

栗原隆 契約研究員 21. 6. 1 ""' 

馬場友希 契約研究員 21. 6. 1 ""' 

栗原俊子 補助員 21. 7. 1""' 

包智華 農環研特別研究員 21. 4. 1 ""' 

松下祐子 契約研究員 21. 4. 1 ""' 

丹羽理恵子 契約研究員 21. 4. 1 ""' 

黒瀬大介 JSPS特別研究員 22. 4. 1 ""' 
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佐藤育男 契約研究員 22. 4. 1-

藤波優 美 補助員 22. 11. 1-

辻佑季子 " 22. 11. 1-

松本和賀子 " 21. 4. 1-

(3ヶ月以上在籍者)
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