
ISSN 0910-2000 

B~ ~ll 59.~lE ~~ 

¥~L' 

~l 

No . 2 

' ~-/ 

~~: 

l 

¥ 
lb 
l' 

t 

i i 
* H=~. -, ~: - l 

~~ 2~!~ ~~~~ ~"~#*+~~ 

1 984 

 

/~llt~~ N~ j 
l 

,= 

i~~~7k~:~~ ~:~~~~~=~~~~*t~'(,t'~T~~~"~tF~'fi 



は　し　が　き

　当研究所は，農業関係試験研究機関の再編整備により，農業生産の対象となる生物の生育環境に関

する技術上の基礎的調査研究を行う機関として，昭和58年12月1日に新たに発足した。企画連絡室，

総務部，環境研究官，環境研究企画官のほか，研究部門として環境管理部，環境資源部，環境生物部及

び資材動態部の4部（計10科，49研究室）を擁し，自然生態系と調和した高生産性農業の確立をめざし

て，①農業上問題となる環境要因の体系的解明，②農業環境生物の特性の解明と管理・利用技術の開

発③化学物質の環境保全的利用技術の開発，④農業生態系の制御技術と変動予測法の開発，⑤環境

資源の維持と保全機能の増進技術の開発，⑥農業生産力の維持・増進を図る総合的環境管理・保全技

術の開発，⑦地球的規模の環境変化の農業生態系への影響の解明と対策技術の開発の目標を掲げ，他

の関係国・公立試験研究機関，大学等との緊密な連けいのもとに，農業環境の総合的な評価・管理と

それに必要な計測及び情報処理の手法，農業気象，土壌の生成・分類・特性・保全，農業用用排水の

水質，植生の特性及び利用，微生物・昆虫・線虫その他の小動物の分類・特性・利用，農薬・肥料・

土壌改良資材の動態・特性・改良・利用，廃棄物の農業資材としての利用などに関する調査研究を分

担実施している。

　この年報は，当研究所における昭和59年度の研究活動の概況と各種所掌業務に関する年度実績の概

要を集録したもので，いわば関係各方面への弘報活動を主目的とした刊行物である。

　その目的の主眼をなす研究成果の展望については，主要なもの11課題に限定し，その概要を紹介す

るにとどめたが，研究所の研究方向と研究内容の一端を御理解いただければ幸いである。

　なお，当研究所の研究成果に関しては，別途，研究報告としての「農業環境技術研究所報告」第1号

を刊行すべく準備しており，また，「農環研ニュース」を年4回発刊し，逐時トピック的研究の紹介も

行っている。さらに，昭和60年度から「農業環境研究成果情報」を刊行し，農業環境にかかる研究成果

の弘報も図っている。一方，各年度ごとの研究計画及び研究成果の全容については，いわゆる7条報

告により，「農業水産試験研究年報」及び「試験研究課題一覧」が農林水産技術会議事務局から刊行され

ている。

　この年報と併せて，これらの資料をも参照され，新しい研究分野「農業環境」を主として担う当研究

所に対する御理解，御指導及び御協力をお願いする次第である。

　　昭和60年9月

農業環境技術研究所長

　　　　　久保祐雄
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1　研究実施の概要

1．環境管理部

　環境管理部は，資源・生態管理科および計測情報科の

2科で構成されており，昭和59年度においてはそれぞれ

下記の研究を実施した。

　資源・生態管理科では合理的土地利用システム策定の

ための環境資源の総合的予測・評価手法の開発，農業生

態系の環境保全機能および物質・エネルギーの動態の解明

などの課題を中心に研究を進めたほか，大型別枠研究「グ

リーンエナジー計画」をはじめ，「国土資源」などのプロ

ジェクト研究を分担実施した。その成果を課題別にみる

と次のようである。

　環境資源の総合的予測・評価手法の課題では，農業生態

系における物質循環の変動を明らかにするため，都市化

の著しいモデル地区として茨城県牛久沼周辺をとりあ

げ，水質および底質に対する都市化の圧力の実態を調べ

た。その結果，水質では流域の混住化が進み人口密度の

高い河川ほど窒素・リンの流達負荷量が高くなること，

底質では亜鉛・銅が都市化の影響の大きい水域で高いほ

か，リンもほぼ同様だが特定水域で著しく高いことを認

め，当該地域では一般に流域の生活からの排出負荷が大

きなインパクトであると考えられた。また，農耕地周辺

の植生の動態を明らかにするため，農用林構成種に多い

鳥による種子散布型の種の種子散布様式を調べ，林内に

搬入された種子は周辺の荒地の植物のものが多いことを

認めた。この事実から，周辺に荒地の多い環境では，ッ

ル植物侵入による林地荒廃の危険の大きいことが考えら

れる。このほか，人工衛星によるリモートセンシング手

法が農村景域の解析に必要な土地利用，緑資源分布の調

査に有効なことを明らかにした。

　農業生態系の保全機能と動態の課題では傾斜農地の地

表出水を制御する技術を開発するため，土層改良・高分子

疎水剤の利用，植生機能の活用などによる地表水の浸

透・貯留能の強化について検討し，50cm深耕，草生，疎

水剤投入によってある程度制御可能なことを認めた。ま

た，わが国全体の有機物循環のうち食料を中心とした有

機物の循環を線形システムモデルを用いて解析し，農地

へ有機物が集積して行く可能性のあることを認めた。

　「グリーンエナジー計画」では，農村地区における自然

エネルギーの有効利用方式を明らかにするため，代表的

な平地農村地区として新潟県味方村を対象に，全村的な

エネルギー需要を種別，月別，用途別に推計し，自然エ

ネルギーによる代替の可能性を検討した。その結果，太

陽，バイオマスなどのエネルギーの利用の可能性が明ら

かにされた。

　「国土資源」では農耕地の洪水防止機能と居住快適性機

能が評価法と両機能に対する外的インパクトの分析・評

価が試みられたほか，環境保全機能の総合化の方法が検

討された。洪水防止については土壌一土地利用との関連

を検討し，透水性や粗孔隙分布などの土壌特性と浸透能

との関連を認めたほか，宅地化によって浸透能が低下す

ることを明らかにした。快適性については農村集落の景

観写真のパネラーによる評価を試み，因子分析による解

析の結果，「静穏さ」，「新鮮さ」および「のびのび感」の3

因子を抽出した。また，この快適性の機能に対するイン

パクトは屋敷林などの保安緑地率の低下に顕著に現われ

ることを明らかにした。さらに，桜川流域全体を対象に，

環境保全機能と密接に関係する環境要因のうち，土壌分

類，土性区分，表土の陽イオン交換容量，現存植生，春・

秋季の地表面被覆，石切場分布，水稲平均収量および養

豚数の集落別分布の9種類について％細分メッシュ（約

200m間隔）のコンピュータファイルを作成し，プロッタ

で地図表示して，環境アトラスを作成した。このプロジェ

クト研究では，このような環境アトラスを用いて環境保

全の個別機能の推定とその総合化を試みるとともに，環

境管理計画のための方策を生み出すことを目標としてい

る。

　このほか，耕草地の窒素・リンの負荷発生に及ぼす個

別要因の総合化や，農業環境にかかわる各種情報，試験

データの小規模で効率的な管理法の開発などが試みられ

た。

　計測情報科では，農業生態系にかかわる試験研究を適

切，効率的に推進するために必要な情報の計測・収集・

管理・解析処理法の開発を目的として，次のような課題

を中心に研究を進めた。

　リモートセンシング手法については，人工衛星，航空

機等によるマルチスペクトル走査計（MS　S），セマ

ティマクマッパ（TM〉，写真等の情報を対象として，解

析・検討手法の開発を進めた。ランドサットM　S　Sデー

タを利用して北海道根室地区の牧草生草収量の推定を試

み，土地利用分類，収量の推定はかなり精度よく行え，

今後T　Mの利用の一般化と，適期データの入手がより容
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易となれば，さらに推定精度の向上が期待できることが

わかった。また，航空機M　S　Sデータによる茨城県伊奈

村の冬作の畑作物を対象とした解析結果から，かなりの

精度で作物の判別が可能であることが明らかとなった。

非接触，非破壊植物生体情報計測システムの開発では，

携帯用モニタリングシステムの改良と利用法，超音波セ

ンサーによる各種作物群落の特徴と，レーザー作物レー

ダーの改良により作物の複雑な立体構造の定量的な把握

の可能性について検討を進めた。

　アイソトープ利用等効率的高精度分析法については，

濃縮40Kの精密トレーサー法の開発による天然未濃縮カ

リの測定法，安定アイソトープ180標識リン酸を利用し

た天然レベルでの土壌，作物，土壌水試料の測定法を確立

した。アクチバブルトレーサー法の応用では，ユウロピ

ウムによる大気浮遊物質の挙動追跡，茶園，林地の雨水

の土壌垂直浸透における浸透水量，浸透率等の計測，神

奈川県酒勾川流域の地下水の挙動，水質の変動等の調査

に有効に利用しうることを示した。また，この方法の利1

用により，ハロゲン元素の自然界での動向，特にフッ素

の土壌一植物系における賦存量と動態の解析，土壌水・

地表水・雨水中のヨウ素の化学形態学的分画，定量法の

確立，土壌一植物一家畜系におけるハロゲン元素の挙動の

追跡，各元素の動態と相互の関係を明らかにした。さら

に，全国各地の農耕地土壌，米麦子実および水中の降下

放射性核種，作土中の天然ガンマ放射性核種の地域分布

及び経年変化を引続き検討した。

　数理解析手法については，イネウイルス媒介昆虫のヒ

メトビウンカを対象として，イネ縞葉枯病の生態，ヒメ

トビウンカの生息環境の空間構造および成虫の移動分散

等についての数理解析手法の開発，さらにこれらの成果

をふまえて時間的・空間的個体変動に関する予測モデル

の構築と改良を行った。また，イネ萎縮病の伝播機構を

明らかにするために，農業生態系の要素間，水田内の萎

縮病とッマグロヨコバイ個体群との相互関係および動態

を連立微分方程式で記述する数理モデルを作成し，シ

ミュレーションの結果，実瞭の発病株率，保毒虫率の変

化とよく一致することを認めた。

　統計的解析法については，農業生態系における効率的

情報収集の一手法として標本抽出法をとりあげ，野菜ハ

ダニの密度調査を目的とした単純無作為抽出法と2段抽

出法の場合について検討し，特定の相対精度を満たすの

に必要な葉数と，株数の組合せを見出す方法を明らかに

した。また，正規分布しない確立分布を扱う場合に，精

度を落すことなく統計解析を可能とする方法として，非

心F統計量の正規分布近似のための変数変換の方法を見

出し，その方法のもつ性質を明らかにするとともに，そ

の方法の分散の安定性，正規分布への近似性において従

来の諸方法にくらべて，よりすぐれていることを明らか

にした。2次元電気泳動画像データの比較解析法として，

最尤法による線形式パラメータ推定式を導き，精度の高

い統計的判別法をえた。

　情報処理手法については，効率的なデータベースシス

テム構築のための方法を検討し，パーソナルコンピュー

タにより運用可能な方法を見出し，さらにデータベース

マネジメントシステムの一つである論理言語P　R　O　L　O

Gの機能を検討レパーソナルコンピュータによる演繹

的推論を可能とする方法を確立した。統計解析プログラ

ムを体系化し，プログラムパッケージとしてまとめつつ

あるが，59年度は集団構成要素比率の推定に関するプロ

グラムを開発し，組込んだが，このプログラムは母集団

が有限のとき，正規近似が不都合な場合に有効で正確な

解析を行うことができるものである。パーソナルコン

ピュータを利用して，日常の実験，調査データを効率的

に収録し，利用できるプログラムM　B　I　R　Sを開発し，

研究室での利用により多くの便宣を与えている。さらに，

パーソナルコンピュータ間のファイル交換を容易にする

ために，I　B　M標準形式を仲介とする各種の変換プログ

ラムを開発し，互換機能を著しく向上させた。

2．環境資源部

　環境資源部は気象管理科，土壌管理科および水質管理

科の3科から構成されており，農業気象，土壌の生成，

分類，特性及び保全並びに農業用用排水の水質に関する

調査研究を行っている。

　気象管理科では，頻発する異常気象，ますます複雑化

しでいる大気汚染の被害を踏まえて，農業気侯資源の分

布とその評価法，微気象及び局地気象の特性解明，作物

の気象生態反応の解明，大気組成の変動が農作物や農業

生態系に及ぼす影響の解明とその対策技術の開発に関す

る基礎的調査研究を実施している。

　農業気侯資源の把握に関する研究では，光合成有効放

射量の半旬平均値を日照率と地上水蒸気圧から8％の誤

差で推定できることを明らかにした。バイオマス資源量

把握関連では，関東地域の水田の再生産維持に必要なバ

イオマスの還元量を評価するため，土壌炭酸ガス放出量

測定装置を開発し，通気中の二酸化炭素ガス濃度の変化

から土壌中での有機物分解量を求めた。気候変化による

農業気侯資源の地理的・季節的変化の解明のため，世界

の天侯と主要農産物の収量に関する資料を収集してい

る。

　微気象及び局地気象の成立機構を解明する研究では，

夏期に植物体が高温になった時間帯にスプリンクラー散
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1　研究実施の概要

1．環境管理部

　環境管理部は，資源・生態管理科および計測情報科の

2科で構成されており，昭和59年度においてはそれぞれ

下記の研究を実施した。

　資源・生態管理科では合理的土地利用システム策定の

ための環境資源の総合的予測・評価手法の開発，農業生

態系の環境保全機能および物質・エネルギーの動態の解明

などの課題を中心に研究を進めたほか，大型別枠研究「グ

リーンエナジー計画」をはじめ，「国土資源」などのプロ

ジェクト研究を分担実施した。その成果を課題別にみる

と次のようである。

　環境資源の総合的予測・評価手法の課題では，農業生態

系における物質循環の変動を明らかにするため，都市化

の著しいモデル地区として茨城県牛久沼周辺をとりあ

げ，水質および底質に対する都市化の圧力の実態を調べ

た。その結果，水質では流域の混住化が進み人口密度の

高い河川ほど窒素・リンの流達負荷量が高くなること，

底質では亜鉛・銅が都市化の影響の大きい水域で高いほ

か，リンもほぼ同様だが特定水域で著しく高いことを認

め，当該地域では一般に流域の生活からの排出負荷が大

きなインパクトであると考えられた。また，農耕地周辺

の植生の動態を明らかにするため，農用林構成種に多い

鳥による種子散布型の種の種子散布様式を調べ，林内に

搬入された種子は周辺の荒地の植物のものが多いことを

認めた。この事実から，周辺に荒地の多い環境では，ッ

ル植物侵入による林地荒廃の危険の大きいことが考えら

れる。このほか，人工衛星によるリモートセンシング手

法が農村景域の解析に必要な土地利用，緑資源分布の調

査に有効なことを明らかにした。

　農業生態系の保全機能と動態の課題では傾斜農地の地

表出水を制御する技術を開発するため，土層改良・高分子

疎水剤の利用，植生機能の活用などによる地表水の浸

透・貯留能の強化について検討し，50cm深耕，草生，疎

水剤投入によってある程度制御可能なことを認めた。ま

た，わが国全体の有機物循環のうち食料を中心とした有

機物の循環を線形システムモデルを用いて解析し，農地

へ有機物が集積して行く可能性のあることを認めた。

　「グリーンエナジー計画」では，農村地区における自然

エネルギーの有効利用方式を明らかにするため，代表的

な平地農村地区として新潟県味方村を対象に，全村的な

エネルギー需要を種別，月別，用途別に推計し，自然エ

ネルギーによる代替の可能性を検討した。その結果，太

陽，バイオマスなどのエネルギーの利用の可能性が明ら

かにされた。

　「国土資源」では農耕地の洪水防止機能と居住快適性機

能が評価法と両機能に対する外的インパクトの分析・評

価が試みられたほか，環境保全機能の総合化の方法が検

討された。洪水防止については土壌一土地利用との関連

を検討し，透水性や粗孔隙分布などの土壌特性と浸透能

との関連を認めたほか，宅地化によって浸透能が低下す

ることを明らかにした。快適性については農村集落の景

観写真のパネラーによる評価を試み，因子分析による解

析の結果，「静穏さ」，「新鮮さ」および「のびのび感」の3

因子を抽出した。また，この快適性の機能に対するイン

パクトは屋敷林などの保安緑地率の低下に顕著に現われ

ることを明らかにした。さらに，桜川流域全体を対象に，

環境保全機能と密接に関係する環境要因のうち，土壌分

類，土性区分，表土の陽イオン交換容量，現存植生，春・

秋季の地表面被覆，石切場分布，水稲平均収量および養

豚数の集落別分布の9種類について％細分メッシュ（約

200m間隔）のコンピュータファイルを作成し，プロッタ

で地図表示して，環境アトラスを作成した。このプロジェ

クト研究では，このような環境アトラスを用いて環境保

全の個別機能の推定とその総合化を試みるとともに，環

境管理計画のための方策を生み出すことを目標としてい

る。

　このほか，耕草地の窒素・リンの負荷発生に及ぼす個

別要因の総合化や，農業環境にかかわる各種情報，試験

データの小規模で効率的な管理法の開発などが試みられ

た。

　計測情報科では，農業生態系にかかわる試験研究を適

切，効率的に推進するために必要な情報の計測・収集・

管理・解析処理法の開発を目的として，次のような課題

を中心に研究を進めた。

　リモートセンシング手法については，人工衛星，航空

機等によるマルチスペクトル走査計（MS　S），セマ

ティックマッパ（TM），写真等の情報を対象として，解

析・検討手法の開発を進めた。ランドサットMSSデー

タを利用して北海道根室地区の牧草生草収量の推定を試

み，土地利用分類，収量の推定はかなり精度よく行え，

今後T　Mの利用の一般化と，適期データの入手がより容
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易となれば，さらに推定精度の向上が期待できることが

わかった。また，航空機M　S　Sデータによる茨城県伊奈

村の冬作の畑作物を対象とした解析結果から，かなりの

精度で作物の判別が可能であることが明らかとなった。

非接触，非破壊植物生体情報計測システムの開発では，

携帯用モニタリングシステムの改良と利用法，超音波セ

ンサーによる各種作物群落の特徴と，レーザー作物レー

ダーの改良により作物の複雑な立体構造の定量的な把握

の可能性について検討を進めた。

　アイソトープ利用等効率的高精度分析法については，

濃縮40Kの精密トレーサー法の開発による天然未濃縮カ

リの測定法，安定アイソトープ180標識リン酸を利用し

た天然レベルでの土壌，作物，土壌水試料の測定法を確立

した。アクチバブルトレーサー法の応用では，ユウロピ

ウムによる大気浮遊物質の挙動追跡，茶園，林地の雨水

の土壌垂直浸透における浸透水量，浸透率等の計測，神

奈川県酒勾川流域の地下水の挙動，水質の変動等の調査

に有効に利用しうることを示した。また，この方法の利

用により，ハロゲン元素の自然界での動向，特にフッ素

の土壌一植物系における賦存量と動態の解析，土壌水・

地表水・雨水中のヨウ素の化学形態学的分画，定量法の

確立，土壌一植物一家畜系におけるハロゲン元素の挙動の

追跡，各元素の動態と相互の関係を明らかにした。さら

に，全国各地の農耕地土壌，米麦子実および水中の降下

放射性核種，作土中の天然ガンマ放射性核種の地域分布

及び経年変化を引続き検討した。

　数理解析手法については，イネウイルス媒介昆虫のヒ

メトビウンカを対象として，イネ縞葉枯病の生態，ヒメ

トビウンカの生息環境の空間構造および成虫の移動分散

等についての数理解析手法の開発，さらにこれらの成果

をふまえて時間的・空間的個体変動に関する予測モデル

の構築と改良を行った。また，イネ萎縮病の伝播機構を

明らかにするために，農業生態系の要素間，水田内の萎

縮病とッマグロヨコバイ個体群との相互関係および動態

を連立微分方程式で記述する数理モデルを作成し，シ

ミュレーションの結果，実際の発病株率，保毒虫率の変

化とよく一致することを認めた。

　統計的解析法については，農業生態系における効率的

情報収集の一手法として標本抽出法をとりあげ，野菜ハ

ダニの密度調査を目的とした単純無作為抽出法と2段抽

出法の場合について検討し，特定の相対精度を満たすの

に必要な葉数と，株数の組合せを見出す方法を明らかに

した。また，正規分布しない確立分布を扱う場合に，精

度を落すことなく統計解析を可能とする方法として，非

心F統計量の正規分布近似のための変数変換の方法を見

出し，その方法のもつ性質を明らかにするとともに，そ

の方法の分散の安定性，正規分布への近似性において従

来の諸方法にくらべて，よりすぐれていることを明らか

にした。2次元電気泳動画像データの比較解析法として，

最尤法による線形式パラメータ推定式を導き，精度の高

い統計的判別法をえた。

　情報処理手法については，効率的なデータベースシス

テム構築のための方法を検討し，パーソナルコンピュー

タにより運用可能な方法を見出し，さらにデータベース

マネジメントシステムの一つである論理言語P　R　O　L　O

Gの機能を検討し，パーソナルコンピュータによる演繹

的推論を可能とする方法を確立した。統計解析プログラ

ムを体系化し，プログラムパッケージとしてまとめつつ

あるが，59年度は集団構成要素比率の推定に関するプロ

グラムを開発し，組込んだが，このプログラムは母集団

が有限のとき，正規近似が不都合な場合に有効で正確な

解析を行うことができるものである。パーソナルコン

ピュータを利用して，日常の実験，調査データを効率的

に収録し，利用できるプログラムM　B　I　R　Sを開発し，

研究室での利用により多くの便宣を与えている。さらに，

パーソナルコンピュータ間のファイル交換を容易にする

ために，I　BM標準形式を仲介とする各種の変換プログ

ラムを開発し，互換機能を著しく向上させた。

2．環境資源部

　環境資源部は気象管理科，土壌管理科および水質管理

科の3科から構成されており，農業気象，土壌の生成，

分類，特性及び保全並びに農業用用排水の水質に関する

調査研究を行っている。

　気象管理科では，頻発する異常気象，ますます複雑化

している大気汚染の被害を踏まえて，農業気侯資源の分

布とその評価法，微気象及び局地気象の特性解明，作物

の気象生態反応の解明，大気組成の変動が農作物や農業

生態系に及ぼす影響の解明とその対策技術の開発に関す

る基礎的調査研究を実施している。

　農業気候資源の把握に関する研究では，光合成有効放

射量の半旬平均値を日照率と地上水蒸気圧から8％の誤

差で推定できることを明らかにした。バイオマス資源量

把握関連では，関東地域の水田の再生産維持に必要なバ

イオマスの還元量を評価するため，土壌炭酸ガス放出量

測定装置を開発し，通気中の二酸化炭素ガス濃度の変化

から土壌中での有機物分解量を求めた。気侯変化による

農業気候資源の地理的・季節的変化の解明のため，世界

の天侯と主要農産物の収量に関する資料を収集してい

る。

　微気象及び局地気象の成立機構を解明する研究では，

夏期に植物体が高温になった時問帯にスプリンクラー散
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水を行ない，群落内外の気温，湿度，地温，放射収支，

熱収支などの変化をインゲンの群落で測定した。広域気

侯変化が農業生態系に及ぼす影響については，二酸化炭

素の湧源である森林の役割，吸源として植物の気孔抵抗

の種間差，海洋の作用及び水蒸気の長波吸収作用等に

ついて検討している。物質，エネルギー動態の予測では，

気温変化に対するエネルギー流束の測定精度を検討し，

接地気層における夜間のエネルギー変換過程を解析し

た。防風施設に関する基礎研究では，密閉度50％の防風

網に対する斜風の入射角と乱流特性との関係から減風効

果を検討した。さらに，耕草地における防風施設の気象

的改良効果について，気圧差或いは風速差の測定から全

防風網の防風効果判定の基準化が可能であることを示し

た。

　作物の気象生態反応の解明に関する研究では，白菜を

供試して，乾物重，生体重，結球葉と外葉の比に対する

日射量及び温度の影響を解析した。温度に対する作物生

長の瞬時的反応と後遺的反応の定量化に，二項フィル

ターを用いた時系列データの平滑化手法を導入し，好結

果が得られた。作物の気侯的予測法については，窒素施

肥水準の異なる水稲を用いて，光一乾物変換過程を光合

成と維持呼吸に分けて解析した。気侯要素の制御調節技

術の開発では，乳牛舎の暑熱対策として，棟部開放型換

気方式の防暑効果を模型実験によって検討した。

　大気汚染質の作物への被害構造の解明に関する研究で

は，アサガオ，インゲンを用いてオゾン，P　A　Nの暴露

試験を行い，リン脂質，糖脂質，脂肪酸の変化を経時的

に追跡した。大気質の変動が作物に及ぼす影響の評価に

ついては，イネ群落へのオゾンフラックスを熱収支法と

ポロメータ法で比較し，イネのオゾン吸収過程のモデル

化には，群落内の乱流拡散過程をサブモデルとして取り

込むことの必要性を認めた。

　土壌管理科では土壌資源がもつ高い作物再生産機能と

共にその環境保全機能の維持・活用を図かるため，土壌

資源の賦存量・分布の把握，土壌の化学的，物理的及び

生化学的特性の解明とその制御・活用技術の開発，土壌

資源の保全技術等の開発に関する基礎的調査研究を実施

している。

　土壌資源の賦存量の把握に関する研究では，赤黄色土

の二次生成物組成の地域的特徴，火山灰土の年代・生成

と微量元素の動態・分布，黒ボク土の蓄積リンの実態を

明らかにした。土壌有機物賦存量については，土壌特性，

土壌管理等との関連で把握し，賦存量に影響を与える有

機物資材の施用量，土壌管理法の総括を行った。

　土壌資源の調査・分類・図示法に関する研究では，火

山灰土壌分類のための土壌有機物分類基準，水田輪換利

用の適否に関連して下層土の構造と漏水判定の基準を示

した。大縮土壌図の作成に空中写真のカラーデータシス

テムによる濃淡区分が有効であることを認めた。多湿系

の土壌モノリス作成には親水性のウレタン系樹脂の利用

が可能であった。

　土壌の化学的特性の解明と制御技術の開発に関する研

究では，黒ボク土の粘土鉱物組成の違いと土壌反応，置

換酸度，交換性アルミニウム含量との関係，土壌非晶質

成分の表面特性とその機能の解析を行った。土壌成分と

無機リン酸の反応については，非晶質鉄によるリン酸の

収着反応を収着生成物から検討した。リン酸関係では，

キレート剤による土壌蓄積リンの可溶化の条件，土壌カ

ラムによる家畜尿水中のリン酸の除去法を検討した。排

水中のリン酸の負荷発生は土壌のリン酸保持能とリン酸

蓄積量が重要な尺度になることを明らかにした。土壌有

機物中のカルボキシル基やフェノール性水酸基などの反

応基は重金属と特異的に結合して安定化し，汚染重金属

浄化機能に寄与していると推察された。

　土壌の物理的特性の解明と制御技術の開発に関する研

究では，硝酸イオンの土層内移動と孔隙特性との関係を

とりあげ，粗充填カラムは密充填に比べて水力学的分散

による塩移動のピストン流からのずれが大きく，塩の洗

脱効果は小さいこと，また，土壌構造の評価・改良手法

として踏圧障害感応試験を行ない，黒ボク土は荷重に

よって圧縮されにくいが，通気性は著しく抑制されるこ

とを明らかにした。また，ダイコン萎黄病の抑止型，助

長型土壌の分散性，耐水性団粒等を検討し，畑地根圏土

壌の物理的特性を解析した。更に，畑土壌における水・

熱系の定量的把握のため，パン蒸発計に代る新しい土壌

蒸発計を試作した。

　土壌の生化学的特性の解明の面からは，土壌酵素につ

いて，ホスホジエステラーゼ活性の測定法を確立し，こ

の酵素は糸状菌によって産出されること，トマト施設圃

場のセルラーゼは糸状菌起源で，有機物細片の表面に局

在し，不溶性基質のまわりをとり囲むかたちで反応が進

行することを明らかにした。また，土壌ホスファターゼ

による土壌中の天然有機リンの分解性を考察した。土壌

の脱窒能測定に関しては，N2，N20，NOをガスクロマ

トグラフ法で分離定量する方法を組立て，土壌から大気

へ流出するN20フラックスをチェンバー法低温濃縮ガ

スクロマトグラフ法で測定した。土壌中の窒素代謝につ

いては，耕地間水脈及び排水路における窒素揮散の評価，

メタノール添加の土壌カラム方式による人工汚水中の窒

素の除去効果を検討した。

　有機物分解に伴うバイオマス産生機構解明には，クロ

ロホルムくん蒸培養法を検討し，土壌の微生物バイオマ
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スの測定精度の向上を図った。有機性汚泥に関しては有

機物資材として評価するめ，ガラス繊維法による分解特

性，有機汚染物の分解に関与する環境因子の影響を検討

した。農業外からの有機物汚染物インパクトについては，

土浦市における都市ごみと下水汚泥の発生生態を解析し

た。

　土壌保全機能の定量的把握に関する研究では，作付け

形態による被覆率の変化をとりあげ，被覆率を赤外カ

ラーと700nm以下の可視光線を除くフィルターとの組

合せで撮影した画像解析から測定する方法を開発した。

土壌侵食に対する外的インパクトについては，茨城県桜

川，神奈川県酒勾川を対象に土地利用及び空中写真から

抽出した。土壌侵食防止対策技術としては，高分子系及

び無機質改良資材の施用による物理性の変化を検討し，

P．V．A．による物理性の改良効果が認められた。

　外部インパクトによる土壌変化とその対応策に関して

は，圧密によって生じる孔隙特性および透水性の変化に

対する高分子系土壌改良資材の効果を11種の畑土壌につ

いて実験した。また，圧縮による下層土のち密化と回復

の条件を水分との関係で検討し，土壌硬度は多水分時の

圧縮とこれに続く乾燥によって高くなることを見出し

た。

　水質管理科では，農業用用排水の汚染が加速度的に進

行している現状を踏まえて，農業用用排水の水質特性の

解明，水質調査法の確立，水質指標・評価の確立，水質

浄化機能の定量的把握とその増進技術の開発に関する基

礎的調査研究を実施している。

　農業用用排水の水質調査法に関しては，標準的技法と

して，精度的にはC　O　Dの自動測定法が優ぐれているが，

迅速性，連続性の点ではT　O　Dの自動測定法が適してい

ると判断された。水質の動態解明のため，河川水，地下

水，土壌水中の天然の重窒素存在比の測定法を検討して

いる。農業用水の汚濁水の水質については，従属栄養細

菌数とC　O　D，S　S，T－Nの間に類似の変動が認めら

れた。

　水質指標・評価法の確立に関する研究では，汚染微生

物と水質汚濁成分をT　O　Cとの関連性で調査し，汚染微

生物と高い相関が認められた。また，汚染微生物の測定

法は繁雑なため，その簡易化を図かった。

　水質浄化機能の定量的把握とその増進技術の開発に関

する研究では，流域の水質浄化機能を把握するためには，

多くの成分，測定項目で，変動が大きいため，採水間隔

を短かく，かつ長期間の測定が必要であると考えられた。

また，水質浄化機能の定量的把握のため土壌溶液の採取

及び分析法の能率化，簡易化，高精度化についとて，一

滴法及びフローインジェクション法を用いた原子吸光法

の検討を行った。水質浄化法については，ホテイアオイ

による汚濁河川水の栄養塩類の除去及び酸化溝法による

窒素，リン酸の除去効果を予備的に検討した。また，簡

易水質浄化資材として火山放出物を検討し，軽石ではリ

ン酸の除去率が高く大谷石ではアンモニヤの除去率が高

いことを明らかにした。さらに，農村的低コストの水質

浄化法として，水路に火山放出物等でヘテロ構造のろ床

を構築し，ろ床による汚濁成分の吸着機能等を検討した。

3．環境生物部

　環境生物部は植生管理科，微生物管理科，及び昆虫管

理科の3科よりなり，農業環境を構成する生物的要素す

なわち植生，微生物，昆虫，線虫その他小動物の分類や

特性を明らかにし，それらを利用した環境の管理技術を

開発するための調査研究を行っている。

　植生管理科では，農業環境の安定的な維持向上を図る

ために必要な，植生の管理・利用技術開発の基礎につな

がる植生の生態的特性の解明に関する諸研究を実施し

たQ

　植生の構造と生態的機能の解明に関する研究として，

耕地内雑草であるハルジオンを材料にその種内変異株，

特に除草剤であるパラコート抵抗性バイオタイプの分布

を茨城県南部地域で調査し，葉のクロロフィル退色法で

100倍以上の抵抗性のあるバイオタイプが分布している

ことを明らかにした。また，農耕地等の環境状態を雑草

組成によって知るために，施肥水準を変えた畑地におい

て発生する雑草群落の種組成の変化を季節的変動と併せ

て調査を開始した。

　植生の生態系保全機能の解明に関する研究として，植

生の窒素・リン収奪機能の評価あるいは蓄積りん吸収機

能の植物種間差および低リン耐性の植物種間差等とその

要因解析をソルガム，エンバク，トウモロコシ，ダイズ

等の作物あるいはチモシー，トールフェスク，シロクロー

バ等の牧草類，メヒシバ，ヨモギ，ヒメムカシヨモギ等

の雑草類を用いて検討を始めた。メヒシバ，トウモロコ

シ等のイネ科植物は低リン耐性が強く，マメ科．キク科

植物は比較的弱い，またソバはメヒシバ，アブラナ，エ

ンバク等よりも蓄積リンの利用性が良い等が明らかにさ

れている。

　他感物質の探索と機能の解明としては，植生の保健休

養機能の一つである植物が放出する揮発性他感物質の検

出を，ヨモギ，チモシー，トマト，ダイズ等を使用して

実施し，その結果1，8－cineole，camphor，β一pinene，arte－

misiaketone（ヨモギ〉，1c1s－3－hexenyl　actate（ヨモギ，チ

モシー），cis－3－hexenol，hexana1（トマト，ダイズ）等

を検出した。これらの発散量は夜間は日中の1／10以下と
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日較差のあることが明らかにされた。また，植物間相互

作用のうち他感物質による植物生育の促進あるいは抑制

作用の研究が始められ，ヨモギ，セイタカアワダチソウ

を用い，生葉の水抽出液をキュウリに潅水すると生育は

抑制される。ソルゴー，チモシー，トールフェスク，ダ

イズ，クローバー等の地上部及びトマトの根の乾燥粉末

をメタノールで抽出し，レタスの発芽に対してヨモギ，

クローバー，ダイズが，オオムギの発芽に対してはトマ

トの根，メヒシバ，トールフェスクが強い阻害作用を持

つことが明らかにされた。

　微生物管理科では，ウイルス，細菌，糸状菌，線虫等

の特性の解明による分類・同定，制御法ならびに有効利

用について研究が進められている。

　分類・同定に関連して，ウイルスではトルコキキョウ

えそ病，ジャガイモモツプトツプ病が新病害として記載

され，伝染経路が解明された。細菌では，イネ苗立枯病，

籾枯細菌病に関与する病原細菌が，それぞれ1種新たに

追加された。近年，ジャガイモ塊茎の表面が亀の甲状に

き裂する病気が広く発生し，品質低下の原因として問題

となっているが，その原因は放線菌の一種（S舵ρ鰍卿s

sp．）によることが明らかにされた。放線菌は有機物の分

解にも重要な役割を果しているが，高熱，アルカリ条件

下で有機物の堆肥化に関与する放線菌としてノVo6α傾ゆ

廊dαss伽梛麟を同定した。糸状菌では，ウリ類のべと

病菌の寄生性による類別を進めている。線虫では，ネグ

サセンチュウ属及びその近縁属である飾伽解螂属及び

P名吻伽漉磁εs属線虫の分類について検討し，それぞれ

1種の新種を記載した。また，本邦では未記録であった

C8擁惚㍑肋s属線虫がわが国にも分布していることが判

明した。これまで原因が不明であったシバの「しずみ症」

がシバネコブセンチュウによることが明らかにされた。

　細菌の分類・同定手法に関連しては，イネの籾枯ある

いは苗立枯に関与する病原細菌の簡易検定法が確立され

た。根粒菌については，菌体蛋白の2次元電気泳動によ

る系統及び変異株の類別の可能性が示唆された。また，

主として植物病原細菌及び糸状菌の分類・同定に関連し

て，コンピュータによる簡易検索システムの開発が進め

られている。

　微生物の分類・同定に関する研究を行うに当っては，

微生物株の長期保存法の確立がきわめて重要である。そ

こで，細菌，糸状菌及び糸状菌プロトプラストの保存法

に関する既往の文献を収集・整理して，マニュアル作成

のための作業を進めるとともに，糸状菌及びそのプロト

プラストの長期保存法の開発研究を行っている。

　制御に関連しては，感染・発病の機作の解明及び拮抗

微生物の利用について研究が進められている。

　細菌病では，Ps．6励o痂を接種したレタスにおいて

フィトアレキシンとして新規化合物レタスニンAが発見

された。また，ダイズ葉焼病の病微の特徴である発疹の

形成には，病原細菌が生産するザンサンによる組織の物

理的崩壊が重要な役割を演じていることが明らかにされ

た。糸状菌病では，イネ紋枯病の第一次伝染源である菌

核の形成制御機構の解明に関連して，菌核の形成にはC

AMPが引き金となって起こる一連の代謝が関与してい

ることが明らかにされた。また，本菌菌糸からプロトプ

ラストを分離する方法を開発するとともに，R．soJ傭の

生育異常株のプロトプラストからプラスミドを分離し

た。本プラスミドは生育の異常，病原性ならびに菌核形

成と関係があるものと推察されている。　拮抗微生物等

の利用に関連しては，トマトに糸葉を生ずるC　MVに対

し強い干渉作用を示すウイルスの弱毒株C　MV－S　Rが’

分離され，本弱毒ウイルスの接種によってC　MVを防除

できる見通しが得られた。数種土壌病原菌を対象にそれ

らに拮抗作用を示す微生物の探索が続けられ，強い拮抗

作用を示すとともに発病をも抑制する細菌が得られた。

また，糸状菌の菌糸や胞子を穿孔して死滅させる数種の

粘液細菌が分離された。キュウリつる割病菌に強い拮抗

作用を示すB．s幼媚sも分離された。また，B．s％わ励s

が生産する抗生物質としてアンチキャプシンが単離・同

定された。線虫関係では，ネコブセンチュウ類あるいは

シストセンチュウ類にのみ特異的に寄生する天敵微生

物，いわゆる胞子虫が発見され，生物的防除への利用研

究が進められている。以上のような病原菌に対する土壌

微生物の拮抗作用には，一般に微生物の生産する抗菌物

質が関与していると考えられるが，そのような抗菌物質

によらない静菌的な作用も土壌中では拮抗現象に関与し

ていることが示唆された。

　微生物の有効利用に関連しては，根粒菌の接種技術の

改良ならびに利用技術開発のための基礎的研究が進めら

れている。また，イネ苗立枯病の病原菌の一種である

R厩o伽30δ伽緬sの生産する新規化合物リゾキシンの抗

腫瘍剤としての開発研究が関連機関との共同で行われて

いる。

　昆虫管理科では昆虫の特性の解明と管理技術の開発を

目標に研究を行っている。昆虫分類に関する研究では，

果樹加害性のアブラムシ類の分類，幼虫・踊による大蛾

類の分類同定法の研究を行うとともに，水稲加害性直翅

目の同定法を確立した。侵入害虫のミナミキイロアザミ

ウマの同定には，他の約20種のアザミウマとの区別が必

要である。これらの形態的比較研究を2齢幼虫で行ない，

主要種12種について同定法を確立した。当科の全研究室

が参画している別枠研究「長距離移動性害虫の移動予知
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技術の開発」に関する研究では，移動性害虫相とその天

敵相の分類同定調査をあわせて進めている。

　昆虫個体群に関する研究では，ホソヘリカメムシの密

度制御要因を明らかにするため，高い寄生率を示す卵寄

生蜂類に注目し，寄主と蜂の時間空問的関係を調査して

いる。移動性害虫のハスモンヨトウについては，少発生

地域における卵期の生物的死亡要因を卵塊の野外設置に

より解析を進めている。あわせて成虫の移動能力をフラ

イトミルを使用して調査した。飛翔行動は暗条件で観察

され，飛翔時間の個体差は大きい。その中で最長飛翔距

離は一夜に24㎞，速度は80m／分であった。同じく移動

性害虫のアワヨトウについては過去60年間のわが国にお

ける発生記録の集収と解析をおこない，過去における大

発生年と多発地帯の区分を行った。

　昆虫の行動に関する研究では，性フェロモンの微量成

分と主成分がハマキガ雄の行動に及ぼす影響を解析し，

前者の補助的役割を明らかにした6カメムシを材料にダ

イズの萸形成と飛来時期，産卵場所と幼虫の摂食行動，

爽成熟度と増殖率に関する基礎的研究も進めている。移

動性ダイズ害虫のミツモンキンウワバの生育，産卵に関

する資料を飼育によって得つつある。また移動追跡機器

に関して，レーダー，赤外線，気球の利用についての内

外の文献調査を進め，飛翔行動解析のための利用を計画

しつつある。移動昆虫の捕獲機器の開発も進めており，

地上用の大型吸引式トラップの試作，航空機取付け用の

採集装置の試作も行い，実験飛行も実施した。

　天敵生物の探索では，前述のハスモンヨトウ，カメム

シ類の卵寄生蜂の研究のほか，侵入害虫のイネミズゾウ

ムシの成虫期の天敵調査を実施したが，有力なものは発

見されなかった。ヒメトビウンカについては寄生性のカ

マバチとの関連を調査中である。

　昆虫の組織培養については，カイコの胚子を使った継

代性細胞系を確立し，ウイルスに対する感受性をもつこ

とを確認した。ヨトウガの脂肪体に由来する細胞系を

使って，、細胞の電気的融合の研究を実施しているが，ま

だ成功するには至っていない。

　生理活性物質の探索と利用法の開発では，ダイズ害虫

のヒメコガネの性誘引物質を同定し特許出願した6ナカ

ジロシタバ，シロイチモンジマダラメイガの性フェロモ

ンについては別枠研究「生物防除」の一環として行った

が，研究途中で終了することとなった。移動性害虫のミ

ッモンキンウワバの性フェロモンの主要成分は明らかに

された。サトウキビを加害するオキナワカンシャクシコ

メッキの性フェロモンを同定し，誘引剤として特許申請

を行った。リンゴ害虫のキンモンホソガの性フェロモン

2成分系を同定し特許出願した。カキノヘタムシについ

ては，同種の大量飼育法が確立していない現状では，構

造決定を行うまで研究を深化することは不可能と判断し

中止した。

4．資材動態部

　資材動態部は，農薬動態科，肥料動態科の2科から構

成され，農業環境の保全に配慮しつつ，農業生産を向上

させるための化学物質（農薬，肥料，土壌改良資材等）の

合理的利用技術の開発を目指し，また自然界に存在する

未知物質及び農内外廃棄物の農業への利活用技術の開発

を目指して，夫々資材の特性，動態，管理に係わる調査

研究を進めている。』

　農薬動態科では農薬の特性と動態の解明，合理的利活

用技術の開発，及び環境生物に対する影響解明と管理技

術の開発に関する研究を分担実施している。

　農薬の特性解明のうち新農薬薬理研究では，核磁気共

鳴（N　M　R）装置を用いて生物体を破壊せずに生体内の物

質変化を解析する手法を開発し，殺菌剤処理による菌体

内の水分の状態変化をベンゾイミダゾール系剤やジカル

ボキシィミド剤について観測した結果，夫々無処理区に

比較して異常が認められ，、これらの薬理解明に一つの手

掛かりが得られた。またイソフェンホスなどホスホロア

ミド酸エステル系の有機リン殺虫剤の薬理解明も進めて

おり，従来有機リン殺虫剤の作用機構として認められて

いた活性体オクソンによる効力発現がこの系統の薬剤で

は見られず，別の形の活性体の存在を想定せざるを得な

くなった。この活性化はN　A　D　Pの関与する酸化酵素系

によって起こることが明らかにされたが，まだ活性化物

を同定するには至っていない。

　次いで環境中における農薬の変成や移動等の動態解明

に係わる基礎的研究では，放射性標識合成したホスホロ

アミド酸エステル殺虫剤のヒノキ苗での吸収，移行1代

謝が調べられ，当該薬剤のある程度の浸透移行性と安定

性とが認められた。また，水中に残留する除草剤パラコー

トの分析法が検討され，NaBH4により還元後ガスクロ

マトグラフにかけることにより0．1710ppm濃度で測定

が可能となった。さらに除草剤ピラゾレートの水田中で

の動態を追跡した結果，同剤がその殺草活性体D　T　Pに

なった後は比較的長期間水田土壌中に残ることが示唆さ

れた。また水田除草剤C　N　Pの動態も追跡され，還元的

脱塩素とアミノ体生成とが認められたが，その変成は何

れも水田条件下特有のものと思量された。芳香族塩素化

合物の還元的脱塩素反応は，同系化合物が環境中で安定

であること，また塩素置換位置によって薬効や毒性が著

しく異なることなど考えると，環境化学的には重要な反

応であると思われるので，分解微生物の分離や分解過程
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の追究を行い，さらにこれらから環境浄化技術の開発を

目指してプロジェクト研究を実施中である。農薬の土壌

中移動追跡の試験法として，土壌カラムを用いた農薬の

溶脱性試験装置が考案され，農薬の土中溶脱が解析され

たQ

　農薬の合理的利活用技術研究では，その一環として免

疫学的手法による薬剤の分析法ラジオイムノアッセイを

試みており，抗原分子中に農薬分子を取り入れるため，

牛血清アルブミンと数種農薬との複合体を作成し，これ

をウサギに注射して抗血清を得ようとしてみたが，フェ

ニトロチオン還元体で比較的高力価の抗血清を得た以外

には十分な力価の抗血清が得られずなお研究継続中であ

る。グルコース添加湛水土壌のフザリウム菌死滅現象の

原因として酢酸と酪酸とが同定された。またイネ体によ

るI　A　A依存性抗菌現象の一原因物質としてI　A　Aの酸

化代謝物3，3’一ジインドリルメタン（D　I　M）が推定され，

D　I　Mにイネいもち病菌発病抑制作用のあることが認め

られた。同物質は試験管内では高濃度でも菌の生育を完

全に阻害することはなく，その作用に興味が持たれてい

るが，D　I　Mはイネ科植物のアルカロイドであるグラミ

ンの分解物としても報告されており，しかもこれが絶対

寄生菌であるムギ黒さび病菌の生育促進因子であって，

DIM添加培地では人工培養可能との報告もあるので，イ

ネ科植物中のD　I　Mは諸病害の発病に対し促進的または

抑制的な両様の影響力を併せ持っているのではないかと

考えられる。

　薬剤の生物に対する影響の解明研究では，イネごま葉

枯病菌の四国地方での分離菌株の有機リン剤感受性が調

べられ，IBPとEDPとの間の交さ耐性の存在が認め

られた。また，ニカメイガのフェニトロチオン抵抗性の

生化学的機構が調べられ，同剤の活性体であるフェニト

ロオクソンの分解が抵抗性系統で著しく高まっているこ

とが認められ，それが抵抗性の原因ではないかと思量さ

れた。さらに薬物代謝酵素の1種グルタチオンS一トラ

ンスフェラーゼの活性が数種の薬剤を基質として各種の

生物で調べられたが，生物種や組織の別による差の方が

大であった。また，キク科雑草におけるビピリジニウム

除草剤抵抗性機構が調べられ，その代謝酵素スーパーオ

キシドディスムターゼ（S　O　D）活性増によるとされてい

た従来の説とは異なる結果が得られた。

　農業生態系における薬剤の安全性の解明研究では，水

生環境における農薬の分解過程が検討され，他の炭素源

や窒素源と同時に施与した場合に農薬の分解が著しくな

ることが認められ，共役代謝の重要性が明らかとなって

きた。なお，プロパホスの光分解，水田農薬の動態，水

田除草剤ベンチオカーブの薬害発生機構等についても検

討継続中である。

　肥料動態科では，作用機構未解明元素の賦存量と実態

把握，肥料等の多量成分，微量成分の特性と動態の解明

および動態制御・管理技術の開発，並びに農内外廃棄物

の利活用技術の開発に関する研究を分担実施している・。

　作用機構未解明元素のうち，ユーロピウムとスカンジ

ウムについては，数箇所の県農試内肥料連用区土壌中に

おける存在量を非破壊放射化分析法により定量の結果，

両元素の存在量は肥料の施用によるよりも土壌母材の違

いに大きく影響されていること，またユーロピウムは

enrichmentfactorとして使用できることなどが明らかに

された。

　多量成分の動態解明研究では，その一環として硝酸イ

オンをはじめとする主要アニオンの降雨に伴う土層内

移動と分布変化を水の移動・分布と対比して追跡し，均

一土層内におけるアニオンの動態を，降水量，土壌のほ

場容水量及びアニオン吸着特性から予測する関係式を作

成した。また，緑肥施用に伴う施肥窒素の動態を15N標

識アンモニア態窒素を用いて追跡し，緑肥の種類や温度

の影響を明らかにした。リンについては，土壌中におけ

る施肥リン酸の難溶化過程を解明するため，存在が予想

される各種リン酸化合物の合成とその改良法の検討を進

めた。

　微量成分の動態解明研究では，解明が急がれている有

機性汚泥中の成分について検討し，メチル水銀は汚泥の

総水銀量，産出源，処理方式等に関係なく，測定法の検

出限界以下であること，汚泥の種類によってはフェノー

ル性酸の一種である微量のプロトカテク酸フェルラ酸

クマール酸等が検出されることなどを明らかにした。

　肥料等の動態制御・管理技術の開発研究では，その一

環として，草地における化成肥料中の窒素の土層内分布

を15N標識窒素を用いて追跡し，硝化抑制剤が窒素の排

出を低減させる効果のあることを明らかにした。鉱さい

ケイ酸質肥料の有効ケイ酸の測定法の改良と関連して，

微小センサーによる湛水土壌中の土壌溶液のpHと

pCO2の簡易測定法を確立し，それにより，土壌溶液中

のケイ酸濃度とpH及びpCO2の間には密接な関係があ

ることを明らかにした。次いで，微量成分のモニタリン

グ手法開発の一環として，植物葉切片における各種元素

の分布の測定に微小蛍光X線装置の適用を試み，前処理

なしに大気条件下で，試料を破壊することもなく，数種

の元素の特徴的分布が把握できることを明らかにした。

また，各種肥料中のクロムの農業環境中での動態把握に

非破壊放射化分析による測定法の適用を検討し，好適な

実験条件を明らかにした。なお甘藷の生育に及ぼすホウ

素の影響についても，苗の状態，品種間差及び土壌pH
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等に関連して検討した。

　農内外廃棄物の利活用技術の開発研究では，有機性汚

泥の肥料及び土壌改良剤としての迅速評価法について検

討を進め，汚泥窒素の肥効は1時問のオートクレービン

グ処理で可溶化する有機態窒素で評価できること，また

この処理で可溶化する有機物の大部分は分子量1万以下

であり，これらの画分は汚泥の培養によって急激に消失

する部分であることなどを確認し，この方法は有機性汚

泥の肥効評価を考慮した品質管理に応用できることを明

らかにした。また，下水，し尿汚泥窒素の土壌中での無

機化の型について検討し，下水汚泥では単純並行型のモ

デルに，またし尿汚泥の一部は有機化・無機化並行型の

モデルに夫々適合することを見出した。さらに，汚泥が

土壌微生物の増殖に及ぼす影響を微小量計を用いて検討

した結果，微生物への影響を評価する特性値としては，

単位量の汚泥添加（1mg／1g乾土）によって増殖する菌

数の増殖比G　Rが指標として便利であることを明らかに

した。なお，桑条コンポストの後熟期間中における微生

物，有機溶媒抽出成分の変化等も追跡中である。
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lI　研究成果の展望

1．ランドサット・データによる景域調査
　　法の開発rセラード開発計画地の解析
　　例

（1）はじめに

　戦後，高度経済成長の名の下に多くの産業が生産力増

強に重点をおいて行った急激な生産活動の拡大は，人間

環境に大きな変化を及ぼした。一方，農村では農業近代

化に伴う農村整備あるいは農村周辺域の都市スブロール

化等農村内外のインパクトによりその空間構造に変化を

きたすとともに，生産，生活の両面に大きな変革をしい

られており，あらためて生産・生活環境を見直す必要が

生じてきた。そのため，農業環境の保全を図りつつ農業

生産を行うための環境の管理計画の確立，すなわち，自

然環境一生産一居住空間の調和のとれた村づくりが重要

になってきており，地域全体を対象とする農村景域研究

が重視されている。

　景域は，単なる景観や風景でなく，自然的，文化的事

象からみて同様な一定の広がりを持つ土地を意味する総

合的な概念とされている。農村景域研究では，農村景域

の評価法や景域計画の策定法の開発を当面の目標として

いるが，その研究の出発点として，農村景域における地

形，土壌，植生，水等の構成要素のもつ生態的役割りを

明らかにするとともに，土地利用状況，緑資源の分布，

都市化の影響，農業災害等の景域特性に及ぼす影響を歴

史的背景をふまえながら分析することが必要である。

　一方，景域計測手法として広域を対象とした資源計測

に有効な，リモートセンシング手法を利用した技術開発

に取り組んでいる。ここではブラジル国における地域開

発計画として著名なセラード開発計画において，人工衛

星（ランドサット）データを用いて解析した結果をのべる。

（2）リモートセンシングとセラード開発

　自然と人間環境の調和が日本だけでなく世界の問題で

あることはよく知られている。わが国が協力し開発計画

を進めているセラードの地帯の面積は1億8千万haあ

り，内約5千万haが機械化に適した農耕可能地と考え

られている。この開発計画は21世紀の食糧生産を左右す

るものとしてその成否が注目されている。地球資源探査

衛星ランドサットはこの計画の実行が始まった1973年か

らデータの配付を始めている。わが国と比較して開発に

必要な資料は少ないために，この地域の農業環境天然資

源等の情報収集に，ランドサットデータを活用すること

が期待され，二一ズが高いことや対象地域が広大なこと

で注目されてきた。

　ランドサット衛星はシリーズで打ち上げられてきてお

り，3号までは高度約900㎞から地上換算解像力57mx

83mで185㎞巾を走査し，18日に1回，4波長帯データ

を送っている。積載されているマルチスペクトルスキャ

ナ（M　S　S）の波長域は0．5～0．6μm（バンド4），0．6～

0．7（バンド5〉，0．7～0．8（バンド6），0．8～1．1（バンド

7）である。4号から16日周期となり，5号からはバン

ド数，解像力等向上したセンサであるセマティックマッ

パ（T　M）も塔載された。このようなランドサットのもつ

広域性，周期性，多波長記録の特長を利用し，データに

表われる地上の現象を解析すれば，資源の分布の把握や

環境変化のモニター等に利用できる。

　ブラジルはその国土の広がりが大きいためリモートセ

ンシング技術の利用を重視し，1968年にリモートセンシ

ングプロジェクトを導入し，地上受信局を1973年に世界

で第3番目に開設した。一方，1970年には地形解析に有

用なマイクロ波センサを用いたR　ADAMプロジェクト

を開始し，縮尺25万分の1のレーダ写真を発行すると共

に，小縮尺での資源分布の解析を行うなど，この技術を

積極的に利用している。セラード開発計画のための農業

環境と天然資源調査において，リモートセンシングの対

象となる要素は可能なもの全てが要望されている。しか

し，雨期には解析し得るデータが得られないことや自然

のままの未開発地がほとんどであることから，乾期の

データによる植生解析と開発された土地の確認が当面の

主要な対象となってる。

（3）ランドサット映像によるセラードの特徴

セラードは，ブラジル中央高原に広がる潅木の生えたサ

バンナ様植生の地帯である。年降水量は約1，500mm（1，100

～1，900mm）で，3月から8月までの5，6月間が乾期で

ある。地形は平坦又はゆるやかな波状を示す。土壌はラ

トソルを主とし，排水性はよいが，酸性で，アルミニウ

ム飽和度が高く，肥沃度が低い。

　植生は樹木の密度に従ってセラドン，セラード，カン

ボスージョ，カンポリンポ等に分類される。セラドンは
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潅木が大きく密度が高く，上からみると樹冠で地面が見

えない。したがって，ランドサットでは，セラドンは中

性樹林（マッタ）とははっきりと区別できない。セラード

はセラドンに比べて潅木が小さい。樹木による被覆率は

80～30％位である。カンボスージョは草原に潅木が疎生

し，カンポリンポは潅木がない。バンド5，バンド7と

もに潅木の数に比例して分光反射強度は低くなり，典型

的なセラードが他より低い。それは潅木の数に比例して

その影も多くなったためと考えられる（図1－1）。セラ

ドン，セラード，カンポセラードの写真濃度の相対的関

係はほとんど変わらなかった。季節的に顕著に表われる

現象は，雨期（2月）における農作物のバンド7の高い反

射と乾期（8月）における火入れ地の低い反射であった。

　セラードの風物詩である火入れは，熱帯サバンナでは

一般に広く行われており，セラード地帯では主に乾期の

終りに，火入れ後の再生草を牛の餌とするために利用さ

れている。火入れは，また，セラード形成の一要因とも

考えられている。

　火入れ地には燃えかすが地面を覆っているため赤外波

長域での反射が低く，バンド7により容易に検出でき，

その発生時期，件数，面積，形跡の消長などが判読解析

できる。火入れの発生は7月末から8月に集中レ，1980

年，ブラジリア地域（68，0001㎡）では，延べ面積は対象地

全域の約25％と認められた（表1－1）。
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図1－1　ランドサット写真での判別クラスの濃度レベ

　　　ル（各々の写真のグレースケルに換算表示）

表1－1 ランドサット写真で確認されたブラジリア近郊における

1980年度火入れ発生面積（虚）：対象全面積68，000㎞1

観　　測　　月　　日 5月20日 6月7日 7月22日 8月9日 8月27日 10月20日
新　発　生　確　認　面　積

累　積　発　生　面　積

80

80

664

744

4，678

5，422

5，331

10，753

5，528

16，281

　638
16，919
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図1－2　ランドサット写真（バンド7）による火入れ地の写真濃度の季節変化

　発生直後の火入れ個所は水体に近い値であるが，その

形跡は徐々に消え，10月時点では降雨とともに，草は急

速に伸出し，火入れの行われない地点とほとんどかわら

なくなる（図1－2）。しかし，草量は火の入らない方が

はるかに多い。カピンゴルドゥラ群落の試験圃で火入れ

年度の10月時点の調査によると火入れ3月後の乾物量は

340kg／ha，9月後で1，560kg／haとなり，自然のままの

6，120kg／haに及ばなかった。一般に，新緑の葉は赤外

波長帯域で高い反射を示し，成長するにしたがって単位

当たりの反射率は低くなる。再生した草は，総量が少な

くても，枯れ草の多いセラードに匹敵する値を示したも

のと考えられる。

（4）セラードの植生と土地利用図の作成

　バイア州とマットグロッソ州にある開発計画の試験候

補地の植生と土地利用の概査のために，ランドサット

データの解析を行った。

　解析に使用したリモートセンシング解析装置は電算機

F　A　C　O　M　M－310を中心に構成され，画像処理装置

としてイメージデイスブレイとドラムスキャナがある。

　解析は地域の選択一隣接シーンの接合一クラスタ解析

一既存資料による評価の順に行った。

　対象地域（約100万ha）の広さと短い調査期間，グラン

ドトルースデータの不足から，最尤法による解析が困難

なために，クラスタ解析による分類を採用した。前記の

解析結果や現地調査を参考に，クラスタ解析結果の判読

を行い，地表面被覆図（図1－3，図1－4）をえた。

ぎ．．，穫　　　£

覧　　　　　懸
　　　　’　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀞

　　　』　　　　コ　　　　コ　　　’．．　　　　　　　　禦
　　　　　ノ　ド　　　　　　　　　　　　　　　ぼ　　　　ず

暫
．
　

店　Fソ麟

図1－3　バイアの地表面被覆図
（半乾燥地帯と接するセラード：白色一セラード，灰色一

カンポスージョ，黒色一農地・カンポリンポ）

灘
　魅㍗、、

髭、一
ノ．講

図1－4　マットグロッソの地表面被覆図
（熱帯雨林と接するセラード：灰色一セラード，黒色一草

地・カンポリンポ，白色一熱帯雨林）
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得られたクラスタは次のように判読された。

一バイア：①火入れされたセラード，中性樹林，②セラー

ド（密），③セラード（疎），④カンポスージョ，⑤火入れ

されたカンボスージョ，⑥カンポリンポ，⑦農地・裸地

一マットグロッソ：①熱帯雨林，②セラドン，③セラー

ド，④火入れされたセラード，⑤草地またはカンポリン

ポ，⑥農地・裸地

　これはグランドトルース（地上精査）資料とした既存植

生図等（バイア：RADAM植生図，マットグロッソ：

I　B　D　F森林分布図）からみて妥当な結果と判断された。

（5）おわりに

　農業環境の保全を図りつつ農業生産を行うための環境

管理計画法や開発計画法を策定する第一段階として，景

域計測手法としてのリモートセンシングを検討してき

た。その一つとして，ランドサット・データ利用のケー

ススタディの形で，セラード地帯の農業環境と天然資源

調査への応用について検討した。ここではクラスタ解析

により一応の結果を得たが，この地区においても，作物

生育状況のモニター等に必要な雨期のデータの不足や，

土壌図作成に対する植生の被覆による困難など今後解決

すべき問題がある。

　研究の目標とする農村景域の評価法や景域計画の策定

法の開発のためには，判読精度を高める画像処理法の工

夫とともに，地形，土壌，植生，気象，土地利用，農業

生産実績などの既存資料とリモートセンシング・データ

を組合せて農村景域を評価し得る解析法を考慮する必要

がある。

　最近利用が可能になったランドサットT　Mデータは縮

尺5万分の1の解析に耐える高画質の画像を提供してく

れる。我が国を始め各国による衛星の打ち上げ，画像処

理技術の発達の早さは，リモートセンシングを景域計測

法として活用する道を開くものと期待される。

　一方拡大するセラードの農業開発計画に必要な資料を

作成するために，この技術を活用することが強く望まれ

ており，計画を支援するブラジル農業研究プロジェクト

に対しても研究協力の要請がなされており，これに応え

ることが我が国の研究の前進にも役立つと考えている。

　　（環境管理部　資源・生態管理科　農村景域研究室）

2．農業用リモートセンサーの開発と人工
　　衛星等データ利用手法の確立

（1）はじめに

　工学や医学の世界ではセンサー開発は日進月歩の時代

であり，今や広域かつ広範囲の情報を精度高く収集する

ことが可能となってきた。一方，コンピュータの進歩は

情報の加工能力を高めただけでなく，強力な情報システ

ムの機能を付与するに至った。しかし，たとえ工業や医

学の分野ですでに実用化されている技術でも，農業分野

に適用しようとすると幾多の問題が生じる。温度・湿

度・日射など自然環境条件が変化する中で，相互に影響

を与えつつ刻々と生育する作物からの情報を捕捉するこ

とは極めて難しい。

　ここでは，リモートセンシング技術を農業に適用する

際のメリットを明確にし，近接地点から作物生育情報を

収集し生育診断を行うための技術開発の状況と，高々度

からの広域農業情報の解析に関する手法の開発について

紹介したい。

（2）リモートセンシングの利点

　リモートセンシング技術を農業に適用する際のメリッ

トとして，扱うデータの広域性，利用波長域の拡大，非

破壊・非接触計測の3点が考えられる。

　最初に，これらについて少し詳しく述べてみたい。

　1）　データの広域性

　人類の科学はこれまで主として，対象とする事物を道

具を使ってより拡大し，観察するごとによって進歩を遂

げてきたといっても過言ではあるまい。顕微鏡や望遠鏡

がこの代表といえる。反対に「木を見て森を見ざる」とい

う諺もあるように，対象が大きすぎるが故に見えない，

ということもありうる。大きすぎる対象を適度に縮める

ことにより主題が明確になり，周囲との関係が浮かびあ

がってくる場合も多い。広域を研究の対象とする環境や

農業問題に対しては，リモ、一トセンシングという圧縮す

る道具が大変役に立つのである。近年，コンピュータ技

術の進歩に伴って，大量の作物や土壌の反射スペクトル

データを短時間のうちに数値解析することが可能になっ

た。このようにリモートセンシング技術を使えば，広域

のデータを容易に取扱うことができる点がひとつの特徴

であろう。

　2）　利用波長域の拡大

　篤農家やベテラン研究者は，田んぼの稲を見ただけで

一瞬のうちに稲の健康状態を診断できるといわれてい

る。広い電磁波域の中で，人間の視力の及ぶ範囲はわず

かに400nmから700nm波長域に限られているから，篤

農家は単に色彩からだけでなく，作物集団の状態から，

総合的に植物の活力や穂の稔実歩合を診断しているわけ

である。しかし，このような特殊技術はなかなか伝承さ

れにくい。ところで医学や工業の場面では以前から可視

光域，赤外域，マイクロ波，超音波などを含む広い電磁

波域からの様々な情報を収集するためのセンサーを開発
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している。すなわち凡人の眼には見えないものも，機械

の眼を通して見えるようにすることができるのである。

　リモートセンシングの第2の特徴は人間の利用できる

波長域を拡大して，広い範囲から情報を収集できる点に

ある。

　3）　非破壊・非接触計測

　何事につけても，「真の値」を見出すことは極めて難し

い。作物の生育を調査する場合でも，草丈のように立毛

状態で計測できる項目もあるが，重量や葉面積をはじめ

とする大部分の項目は，刈取りや堀取りのサンプリング

作業によってはじめて値が得られる。しかし，一度サン

プリングしてしまった植物は再び田畑に戻すことはでき

ない。従って時期を追って同一個体の生育を追跡するこ

とが不可能であった。信頼できる数値を得るためには，

同程度に生育していると思われるサンプルを，大量に

次々と刈取って真の値を推定しているのが実情である。

それでもサンプリングという行為によって，作物集団が

撹乱されるという懸念は残される。また例えば植物体内

に含まれる窒素や糖類の量を知りたい場合，従来の分析

法では多大の労力と時問，費用がかかる。このため，劾々

と変化する作物の生育に追随できないこともあった。

　このような意味から，リモートセンシング技術の第3

の特徴，非破壊・非接触計測技術の確立によってもたら

されるメリットは多方面に及ぶと考えられる。

　上述したリモートセンシングの利点は，そのまま農業

の各場面に活用される段階にはまだ達していない。工場

や病室のように温湿度の変動幅が少ないところで通用す

るセンサーを，日射や風雨にさらされる圃場で利用する

ためには，ハード面でも多くの改良が要求される。また，

単体としてはセンサーに対して明瞭な反応を示す事柄で

も，植物体内に含まれている状態では，他の物質にマス

クされて検知し難い場合も多い。上に述べたリモートセ

ンシングの利点を生かしつつ，作物の各種生体情報と反

射スペクトルの関係を明らかにし，農業に利用をできる

センサーシステムを作ることが隔測研究室の当面の課題

である。このような目標に向けて現在進行中の研究を紹

介する。

（3）農業用リモートセンサーの開発

　1）　作物反射スペクトルによる生体情報の抽出

　当研究室では可視・赤外域についての分光センサーを

いくつか試作し，植物生体情報とこれらに係わる波長帯

の反射パターンの関係を追求している。その結果，可視

波長帯の一部が，作物体に含まれる窒素や葉緑素の量や

葉面積と関係が深いことが判明した。

　一方，近赤外域（700～1，200nm）も，作物生産に直接

関与するバイオマスや水分量の検出に有効であった。ま

た病害虫，水分などの作物側のストレスに関する情報も

近赤外域の反射に関与することが確認された。中間赤外

域（1，200～2，400nm）はこれまでほとんど計測されてい

なかった波長帯であるが，数年間の実験の結果，穀物の

収量やバイオマスとの結びつきが深いことが判ってき

た。

　熱赤外部（8，000～12，000nm）の反射を測定すること

は，光合成や蒸散といった作物集団の生産活動そのもの

を推定する上で有効である。このような関係は単独波長

では明瞭でなくても，複数の波長を組み合わせて，バン

ド比をとると顕在化することもしばしば認められるた

め，バンド間の組み合せについても検討を加えた。

　以上述べてきた光学センサーは快晴でないと測定が困

難である点に難があった。これに対しマイクロ波は波長

が長く，雲にさえぎられることもないため，日本に適し

たセンサーとして注目されている。X，C，Lの各バン

ドについて，マイクロ波反射計によって植被上2～3m

の地点から，数種畑作物ならびに水稲数品種を測定し散

乱係数を求めた。その結果，Xバンド（10GHz）とCバン

ド（6GHz）で，バイオマスやL　A　Iと散乱係数の問に弱い

相関が認められた。ただしXバンドは波長が短く，敏感

なため雑音の混入が多く，現時点では作物量の計測につ

いてはCバンドの方が優れていると言える。

　マイクロ波センサーは曇天日や夜間でも計測できるた

め，今後航空機や人工衛星からの利用に期待がかけられ

ている。しかし農業への適用については問題点が多く，

基礎的データの蓄積が要求されている。一方，超音波

（20，40kHz）を使ったセンサーによる作物個体群の立体

計測手法の開発も進められている。発射した音の戻りの

時間から植物個体群の立体配置，すなわち葉群がどの高

さにどのような状態で茂っているかを推定するものであ

る。

　葉群の立体配置とエコーの戻りのパターンはよく」致

した。従来，層別刈取り法と呼ばれる破壊型手法でこの

ような群落構造は計測されていたが，このセンサーに

よって，同一個体群の経時変化を計測することが可能に

なろう。

　2）計測用プラットホームの開発

　各種の生体情報計測用センサーを用いて，いろいろな

栽培管理条件のもとに生育中の作物を圃場で計測するた

めには，それぞれの目的に適った計測用プラットホーム

が必要となる。表2－1は隔測研究室で現在使用中のプ

ラットホームである1。ロボットクレーン（写真2－1）は，

3m四方20枚の地下水位調節水田の上を自由に移動す

る。搭載された「圃場群落用分光センサー」や「アクティ
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表2－1　センサーシステム開発のために現在使用中のプラットホームと搭載センサー

種 類 セ　ン　サ 最　高　高　度

1．ロボットクレーン

2．油圧式梯子台車

3．クレーン付モータトラック

4．無線操縦模型ヘリコプター

5．無線操縦模型タコ飛行機

6．ヘリウムガス係留気球

7．（航空機）

各種分光器

各種分光器

各種分光器

カメラ

カメラ

ビデオ装置

MSS

　1m
　4m
　5m
l　O　O　m

200m
500m
1～2km

ブ型分光センサー」で，水，肥料など栽培条件を変えた

水稲の生育を，個体群の上方約1mから経時的に計測・

診断するためのプラットホームである。油圧式移動梯子

は，頂上の台座にターンテーブルと長いアルミパイプ製

のアームを載せ，その先端にセンサーを取付けることに

より，4～5mの高さから圃場を観測する。モータトラッ

ク（写真2－2）はよく駅構内で荷物を運搬するために使

われているが，荷台を改造して6mまで伸縮自在のク

レーンを積載した。やはりクレーンの先端部にセンサー

㍗樋

写真2－1 分光センサーによるロボットクレーン

からの観測

を設置し，作物個体群を鉛直方向から観測する。

　以上述べたプラットホームに搭載したセンサー部は，

いずれもコンピュータに接続され，データはカセット

テープやフロッピーディスクに収録されるため，膨大な

データ量を素早く解析することができる。

　もっと上空から広い圃場の状態を計測する手段とし

て，模型の飛行機やヘリコプターにカメラを積んで無線

操作による撮影が試みられている。しかし模型とはいえ

飛行機やヘリコプターを無線操縦するには技術を要する

うえ，飛行体から被写体の位置確認ができないのが難点

饗欝饗騨噸騨騨

～

写真2－2 モータトラックに搭載した圃場用

分光センサーによる観測

、瀞警壽，

瓶欝恥砺讃
幽騨　　　　繍働．、〆

」瞬議蝉魏・

　　　写真2－3 ヘリウムガス係留気球による

水田の観測
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である。これに対して係留気球は（写真2－3）カラービ

デオテレビを搭載しているため，対象物の位置を地上の

テレビで確認できる。この気球はヘリウムガス7㎡を充

填し，約4㎏程度までのセンサーを積載し，4～500m

上空から観測することができる。手軽なうえ，操作が簡

単で，風の強い日以外はいつでも使用できるのが利点で

ある。

　3）　携帯型作物生育診断計の試作

　これまでに試作した各種のセンサーシステムによって

作物生育に関する分光反射特性について，いくつかの重

要な情報が得られる見通しがついた。しかし，これらの

センサーシステムは，いずれも計測が大がかりなうえ，

天候や測定時間の制約があるため，農家の圃場ですぐに

使えるものではなかった。そこで，これまでに得られた

結果をもとに，作物生育の決め手となる数波長だけを取

り出し，これらを組合せ，携帯型の作物生育診断計を試

作している。この診断計は農家の圃場で農民や普及員が

利用し，その場あるいは普及所で小型コンピュータを

使って解析することにより，その日のうちに施肥や病虫

害防除のための管理指針を呈示できることを目的として

いる。このような目的に適う診断計は（1）小型軽量である

ことが望ましい。舗装されていない畦畔で使用するため

には電池を電源とし，センサー部は片手で持てる程度の

重量に抑える。（2）少々の雨や露に触れたり，太陽にさら

されて温度が上がっても，時には草むらに落しても壊れ

ない位頑丈でなければならない。（3ぽた操作は単純でか

つ短時問に測定できる必要がある。（4）さらには，現在の

分光センサーでは，快晴日の正午前後のデータしか事実

上利用していないが，曇天時でも，夕方でも測定し，デー

タを補正して使えるようにしなければ実用性に乏しいと

思われる。このような条件をすべて克服するためにはし

ばらく時間を必要とするであろう。

（4）航空機・人工衛星による広域情報の収集

　リモートセンシングの大きな魅力の一つは，広域的な

情報を短時間に収集できる点にある。実際，米国では穀

物の作付面積をランドサットの多重分光走査計（M　S　S）

の反射データから推定し，早期に収量を予測する手法が

実用化されている。しかし，地形が複雑で一筆面積が小

さく，多数の作物を混作している日本では，M　S　Sの80

メートル四方の解像度では粗すぎるため，航空機からの

計測も併用している。またランドサットM　S　Sの4つの

波長帯（500－600，600－700，700－800，800－1，100nm

）は必ずしも，作物情報の抽出に適した波長とはいい難

く，特にこのデータから単位面積当たりの収量を求める

のは難しい。しかし，1983年・84年に打上げられたラン

ドサット4号・5号に搭載されたセマティックマッパー

（T　M）は，解像度も40m四方と高くなり，波長帯も細分

割され，植物に関する情報の豊富な中赤外域が含まれて

いるため，その利用に期待がかけられている。隔測研究

室では所共用機器，農業リモートセンシング画像解析装

置（A　R　S　A　S）を使って衛星および航空機リモートセン

シングデータの解析を開始した。以下にその主な成果に

ついて紹介する。

　1）　土地利用分類と農作物作付面積の推定

　対象とする農作物の作付面積を，衛星あるいは航空機

センサーによって推定するためには，まず対象とする地

域の土地被覆の形態を，スペクトルパターンによって正

しく類別する必要がある。表2－2に1979年5月のラン

ドサットM　S　Sデータを使って栃木県西那須野町の土地

利用分類を行った例を示したが，精度よく判別されてい

ることが判る。データ取得時期の関係上，作目の判別は

できなかったが，1984年10月の航空機M　S　Sデータを

使った茨城県伊奈町の解析では，約90％の精度でニンジ

ン，ダイコン，ネギなどの冬作畑作物の判読が可能であっ

た。

　米国に比較して一筆面積の狭い日本の農地では，従来

のランドサットM　S　Sで作付面積を推定するには無理が

あったが，今後解像度の高いT　Mデータによって，航空

機データに近い精度が得られることが期待できる。

　2）　生産量／収量予測

　ある地域の作物生産量（ton）は，単位面積当たりの収

量（ton／ha）と作付け面積（ha）の積によって表わされ

る。前節に示したように，衛星データからでも作付面積

は今後かなり精度よく推定できるようになりそうである

が，反当収量の予測には問題が山積している。まず作物

収量を予測するためには，1回のデータでは不可能であ

り，生育を追って3～4回のデータの蓄積が要求される。

表2－2　ランドサットMS　Sによる栃木県西那須野町の土地利用分類

地 目 （％）

森林 水田 畑地 草地 住宅 その他
計

町役場調書

ランドサット推定

15．7

15．0

39．9

40．3

9．7

9．7

14．4

13．6

9．3

8．8

11．0

12．6

100．0

100．0
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ところがT　Mを含め，現在のランドサットセンサーは雲

に遮ぎられて役に立たないことが多い。16日周期のラン

ドサットの場合，120日の稲生育期間中，計算上毎年7

～8回のデータ取得のチャンスがあるのに，実際に使る

データは1回程度という事実がこれを裏付けている。

　一方，幸運にデータが得られたとしても更に問題は残

される。特に衛星の分光スペクトル反射特性と作物の生

育状況の診断については，まだ十分な知見が得られてい

ない。隔測研究室ではこの点について「作物反射スペク

トルによる生体情報の抽出」の項で説明したように，作

物の生理反応に伴なう物理量の変化を，近接リモートセ

ンシングの手法を用いて捉えようとしている。この技術

は将来，衛星からの収量予測を可能にするために必要で

あろう。

　衛星データによる広域的収量予測を可能にするために

は，雲を通すセンサーの開発等によるデータ頻度の拡大

と，衛星搭載センサーによる作物生育診断手法の確立の

2点が急務であるといえる。

　3）農業環境アセスメント

　以上のように衛星データによる作物情報の抽出に関し

ては解像度や天候の問題等，多くの障害が存在し，更に

研究を要する。このような制約に比較的支配されない農

業環境の解明にリモートセンシング技術を適用する手法

の開発も手がけている。

　広大な国土に多くの未開発をもつ発展途上国では，農

業開発適地の選定に坐要な土壌・水系・地形等の状況が

把握されていない。これを地上調査で確認するには多大

の時間，労力および費用がかさむ。しかしリモートセン

シングによる概査が可能になれば，選定のための多大な

エネルギーを軽減することができる。例えばインドネシ

アにおける農業開発適地選定プロジェクト（国際協力事

業団）では，このような目的にリモートセンシング技術

を適用している。対象となる地域をメッシュ化し，リモー

トセンシングによって得られる情報に加え，気象その他

の情報を重ねあわせることによって，農業開発適地，災

害危険地域等の色分けが可能になった。日本でも経年的

な農業環境の変化をモニターするような場合，同じ手法

が利用できるであろう。

（5）おわりに

　非接触で作物生育診断を可能にするための各種セン

サーと，そのプラットホームの開発・改良を目下進めている。

このシステムによって，農家レベルで肥料・水・病虫害

等の作物ストレスを判読できる簡易型作物生育診断計を

試作しようとしている。また，この研究によって得られ

た成果を航空機・人工衛星データの解析に適用すること

により，広域的な農業情報の収集が可能になる。

　単体の物質を対象とする実験室レベルの研究や屋内実

験では，シャープな結論が得られるセンサーでも，いっ

たん屋外に出し，作物個体群という不均質で複雑な物体

を対象とする時，この結論は当てはまらなくなる。作物

集団は単に作物個体の寄り集まりではなく，お互い有機

的に影響を及ぼしあって生活している生態系である。し

たがって細胞や個体レベルの話を個体群にあてはめるこ

とができない点が工学分野と大きく違う点である。施肥

や水管理といった栽培管理，病虫害，気象等刻々と変化

する様々な外部インパクトに対する作物の反応をセン

サーで読み取るには未だ解決すべき基本的問題が数多く

残されている。

　　　　　　　　（環境管理部　計測情報科　隔測研究室）

3．水田微気象の予測モデルの開発と利用

（1〉はじめに

　作物群落内の風や温度の様子は裸地上でのそれらとは

異なり，乱れの大きい風，高い湿度，群落上層に最高値

をもつ葉温分布など，複雑でその予測は非常に困難で

あった。それは作物の存在によって熱，水蒸気，運動量

などの分布や交換が大幅に乱されるためである。すなわ

ち，群落内の葉群が熱や水蒸気などの吸源であったり湧

源であったりするためである。しかし，複雑な群落内の

気象環境も基本的には物質とエネルギーの輸送・拡散現

象として定量的に把握することができる。それゆえ，輸

送・拡散過程を物理的にモデル化し，その計算手法を確

立すると群落内外の微気象も予測できる。

　これらのモデルの作成は風の乱流特性や群落内の熱収

支特性などの基礎的研究およびシステム工学的手法の導

入によってはじめて可能であった。本研究の目的は耕地

微気象環境に関する研究成果を総合化してその予測モデ

ルを構築し，それから得られる予測情報を水稲の栽培管

理や気象災害に対する軽減対策技術の策出に上手に利用

することである。

（2）4層システムモデルの構成

　水田内の気象環境は大気層・土層・水層と植被層問で

の熱や水蒸気などの相互授受で決まる。たとえば，田面

に降り注ぐ太陽放射は植被層内の葉に一部が吸収され，

残りの一部は透過して水面に達するが，いずれも葉温や

水温を上昇させる働きをする。温度の上昇によって葉面

や水面からの熱の放出や蒸発散が盛んになり，それがま

た植被層内の熱的不安定性を助長し，風速を増加させる

というように大気層・植被層・水層・土層の四つが自己
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スタート

外部環境条件の入力

草丈，茎数，水深，流入水温，不易層深さ

境界値と初期値の入力

気温，湿度，cq濃度

気象データの入力

全短波放射量，摩擦速度，基準高度の気温・湿度

土層サブモデル

シュミレート：土壌の温度伝導率，地温

水層サブモデル

シミュレート：顕潜熱の交換速度，水温，流出水温

植被層サブモデル

シミュレート：風速，〆気温，葉温，比湿，葉面比湿

　　　　　　CO2濃度，光合成，混合距離，気孔抵抗
　　　　　　境界層抵抗，潜熱・顕熱伝達量

接地境界層サブモデル

シミュレート：風速，気温，比湿，C（ろ濃度，接地

　　　　　　境界層高さ，大気安定度，拡散係数，
　　　　　　抵抗係数，

エンド

図3－1　水田微気象を予測する4層システムモデル

　　　　の流れ図

完結的なシステムとして運動している。

　4層システムモデルは図3－1のように四つのサブモ

デルで構成される。予め与えなければならない条件（外

部境界条件）は接地気層内の基準高度における気温，湿

度，風速，太陽放射量と草丈，流入水の温度，水深，茎

数，二酸化炭素濃度である。気象データとしては，

AMeDASデータおよび農業気象総合観測装置のデータ

が利用できる。これらの境界条件を与えると計算で地温，

水温，気温，葉温，湿度，風速，蒸発散，光合成，二酸

化炭素濃度などの日変化と垂直分布を知ることができ

る。

　各サブモデルの特微は次のとおりである。

　1）　群落内の風速場のサブモデル

　群落内の風は繁茂状態（葉面積密度分布）と植物の屈

曲性に強く依存しており，森林や水稲のように下層で葉

が粗の場合，植被上層で風速は減衰し下層で再び増大す

る。このような分布をシミュレートするために従来のgra－

dient－diffus壷onモデルに代わるclosureモデルを適用し

た。closureモデルによって風速分布と風の成分別の変

動量が同時に予測されるので，熱・水蒸気などの流速決

定に必要な拡散係数が直ちに推定できる。

　2）群落内の温・湿度場のサブモデル

　このサブモデルは群落内を約10cm層毎に分割し，そこ

の葉群と気層に熱収支式を適用した方程式系である。熱収

支式を解くのに必要な拡散係数や気孔抵抗はこのサブモ

デルの中で同時に決定される。

　3）水田水温のサブモデル

　浅い水田で，水の流入・流出のある水体の全層の平均

水温は基本的に熱収支式で表現される。さらに，本モデ

ルでは土壌中への熱伝導や水面からの蒸発量が他のサブ

モデルの情報から正確に見積られるため，より正確な平

均水温が得られる。

　4）　地温のサブモデル

　灌がい水田下の地温分布は土壌の熱伝導方程式で表現

され，このモデルでは透水による熱輸送量も考慮されて

いる。

　5）二酸化炭素と光合成のサブモデル

　ニ酸化炭素環境は物質生産の基礎である植物の光合成

活動と密接不可分の関係にある。それゆえ，これは作物

の生育を左右する重要な要因である。このサブモデル

は植物と気層とのガスの拡散過程に基づく方程式系で作

られている。

（3）モデルの検証

　作られたモデルがどの程度の現象を説明・予測しうる

かを予め実証しなければならない。そこで，水田微気象

観測（宮城県古川農業試験場）から1978年7月6日　（最

高分げつ期頃）と7月23日　（幼穂形成期頃）の両日を選

び，シミュレーションによる結果と実測値との比較を

行った。図3－2には，飽差（葉面の飽和水蒸気圧と周

れ
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り
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システムモデルで予測した気象要素の日変化

（点線）と実測値（実線）との比較（飽差ムα，

気温孤水温丁肋地温Ts）

辺気層の水蒸気圧の差），群落上の気温，水温，地温の

各変化を示した。両者には若干の位相のズレと絶対値の

差がみられる。シミュレートした温度は滑らかな日変化
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表3－1 黒石市および滝沢村における群落上の気温と幼穂部位葉温の日平均値と冷却量（℃day）

および日射量（Cゑ1／C㎡）

黒 石 市 滝 沢 村

冷却量（気温）　冷却量（葉温）　日射量 冷却量（気温）　冷却量（葉温）　日射量

1980年

　7月16日
　7月17日

　7月18日

4．6（15．4）

3．7（16．3）

3．1（16．9）

2．1（17．9）

O．5（19．5）

1．2（18．8）

312．8

604．7

433．6

4．1（15．9）

3．0（17．0）

2．4（17．6）

2．7（17．3）

1．1（18．9〉

2．4（17．6）

167．6

311．7

202．4

平　均 （16．2） （18．7〉 （16．4） （17．9）

計 11．4 3．8 9．5 6．2

注）　冷却量は気温および葉温を用いて計算した値を表わし，（）は気温および葉温の日平均値である。

を示している。これらは外部境界条件の風速や気温など

を1時間毎に入力したためと考えられる。

　また，あとで述べる黒石市と滝沢村の事例でも計算値

と実測値の水温は同様な日変化で推移し，その絶対値も

2℃以内で一致した。これらの検証から本システムモデ

ルは実際の水田内の微気象環境の解析や予測に利用でき

るものであることが明らかとなった。

（4）冷害時の水田微気象解析への応用

　北日本の水稲の冷害による不安定性は農業技術の進歩

にもかかわらず未だ解消されていない。水稲冷害の対応

策としては耐冷品種の作付け，低温時の深水灌がいなど

が挙げられる。

　近年のひん発する異常気象にみられるように，1975年

以降寒暖の差の大きい天候が続いている。これらの不安

定な天候に対応して適確な栽培管理を展開し水稲冷害の

軽減を図るには，水稲の生育環境を必要に応じて正しく

知ることが大切である。

　そこで，北日本を中心として強度の障害型冷害をひき

おこした1980年を対象にとり，障害型不稔に及ぼす微気

象要因の影響の解析に本モデルを適用した。

　1）　障害不稔発生の地域差

　1980年の東北地方における水稲の障害不稔の発生強度

をその強度により5型に類別し，盛岡市北部の滝沢村は

不稔程度が甚の第2型，一方津軽平野の黒石市は軽の第

4型に区分され，両地域に2階級の差のあることが明ら

かにされている。両地域とも古くから冷害の危険地帯で

あるが，とくに滝沢村は冷たい偏東風の影響を受け低温

と日照不足にさらされ易い地帯である。

　1980年の冷害においても両地域の地形的な違いが不稔

歩合に顕著な差となって現われた。とくに，7月第4半

旬の著しい低温のため7月下旬から8月上旬に出穂した

ものに大きな不稔歩合の差がみられた。両地域の不稔歩

合は黒石市の11～21％に対して滝沢村は56～80％であっ

た。この差は気温の経過だけでは十分に説明できない大

きなものである。

　2）　葉温の推定と冷却量

　両地域における不稔歩合の差を気温から求めた冷却量

で説明することが試みられている。冷却量はΣ（20－T）

で定義され，水稲の生育に悪影響を与える限界温度を

20℃とし，20℃以下の気温の積算値を日単位で表わした

ものである。黒石市と滝沢村の7月16日から18日の3日

間の合計冷却量は，各々11．4℃day，9．5℃dayと大差が

なく十分な説明要因とはならなかった（表3－1）。

　水稲の穂ばらみ期の低温による障害不稔の発生は低温

の程度と持続時間の他に幼穂部位の温度が決定的な支配

要因であるとされている。しかし，一般的に葉温の測定

値はないので，本システムモデルのoutputである葉温

を用いて冷却量を算出した。

　図3－3は冷却量の算出に用いた両地点の温度分布で

ある。これは第一波の低温時の7月17日についてシ

ミューレートした気温，葉温，水温，地温の経時変化で

ある。黒石市において，とくに日中から夜間にかけての

葉温，水温，地温が滝沢村より高目に経過している。両

地域の日中の温度差は日射量の違いによるものであり，

夜間は日中に暖められた水体からの放熱による影響を受

け温度低下が抑制されているためである。

　両地域の群落内の幼穂部位（Z＝10～20cm）の平均葉

温を用いて冷却量を算出した結果が表3－1に示されて

いる。3日間の合計冷却量は黒石市の3．8℃に対して滝

沢村のそれは6．2℃であった。さらに滝沢村の水稲の純

光合成量は日射量の違いが反映して黒石市のそれの40％
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黒石市と滝沢村における気温，葉温，水温，地温の経時変化．両地点ともに1980年7月

17日についてシミュレートした結果である。

以下であった。3日問のみのシミュレーション結果から，

直ちに幼穂部位葉温の差が不稔発生原因であると断定する

ことはできないが，気温よりも葉温の方が不稔歩合とよ

り高い相関関係にある。これは，葉温が日射，風速，気

温，水温等の気象要素を反映した複合パラメータとみな

せることからも理解できる。

　3）　深水灌がいの幼穂温に及ぼす効果

　効果的な深水灌がいの深さは20cmといわれており，こ

れは冷害危険期のえい花の80％を保護しうるとされてい

る。図3－4は気象条件を偏東風が卓越した滝沢村の7月

16日，および晴冷型の低温・多照条件として黒石市の7

月17日を選び，水深を変えて計算した結果である。水深

は上述のことから5cmと20cmに設定した。なお，灌がい

水深が20cmのとき幼穂温は水温と同じとした。

　20cmの深水灌がいを実施した場合，滝沢村の事例（7

月16日）では群落上の日平均気温が15．9℃，合計日射量

が170cal／c㎡の悪条件下でも幼穂温の最低温は18℃，日

平均でほぼ19℃に保ちうることがわかった。一方，晴冷

型で，群落上の日平均気温が16．3℃，合計日射量が

600cal／c㎡という黒石市の場合，幼穂温の日較差は大き

いが日平均で22℃に維持できることが予想される。この

ことは20cmの深水灌がいを実施した場合，日平均で約

2℃高目に幼穂温を保ちうることを示している。

　わが国の稲作地帯の耐冷性中程度の品種では19℃が障

害不稔の発生の限界温度と考えられており，滝沢村のシ

ミュレーションの結果は深水灌がい効果を理論的に裏づ

けている。

　4）灌がい水温と葉温との関係

　幼穂形成期から穂ばらみ期の低温対策としては深水灌

がいが唯一の策で，これは水の持つ保温力を利用して幼

穂を低温から守るものである。その効果は水深，水温，

日射，風速等の条件で大きく変化するものと予測される。

そのメカニズムを解明するために，4層システムモデル

を適用し，モデル計算を行った。日射，風速，水深，水

温，気温，湿度などを組織的に変化させて求めた葉温を

灌がい水温と交換速度をパラメータとして整理した結果

が図3－5である。ここで，7ン、（z）と7ン2（z）は灌がい水

温の丁副と丁詑だけを変えて計算したときの高さZの

各々の葉温である。また，交換速度Z）、は一般に風速の

関数で，風速が増すと大きくなり，その結果熱や水蒸気
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典型的な障害型冷害の気象条件下で深水灌がいを実施した場合の葉温，水温，地温の

経時変化。水深は20cmに設定した。
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する。（5）気温よりも水温が高い場合，灌がい水深が増す

ほどその効果は大きくなる。

（5）あとがき

　本モデルはここで述べた事例解析にとどまらず，水稲

葉の結露時問の推定や高CO2濃度下での作物気象環境

の予測あるいは作物の生育予測モデルとの組合せで更に

実用的なモデルヘと展開させることができる。今後は「情

報処理」別枠の中で更にモデルの改良，会話型化，図形

化などを進めていく予定である。

　　　　（環境資源部　気象管理科　気候資源研究室）

4．圃場水分計測システムの開発
0　　　　02　　　　0．4　　　0．6　　　08　　　　1．0

図3－5

』Tf（z》／」T

葉温に及ぼす濯がい水温の影響．1）αは交換

速度，Hwは水深である。

を運ぶ能力が増大する性質をもつパラメータである。

　図から次のことを読みとることができる（1〉水温差と葉

温差は交換速度のみで関係づけられる。（2）低い水温の影

響は水面近くほど大きく現われる。（3）水温の影響が顕著

に現われる高さは水面上に出ている群落高さの下から20

～25％程度である。（4）0．が大きくなると空気塊の上・

下混合が活発になるため低い水温の水稲への影響は減少

（1）はじめに

　土壌中の水分分布を非破壊で経時的に知りたいとい

う農業上の要請は大きい。土壌中の水分が生産環境の主

要な構成要素の一つであり，これを計測・制御すること

が生産環境管理のための不可欠の課題となっているから

である。

　現在，実験室レベルでは，土壌カラム内の水分量分布

を正確に，非破壊で連続測定することが可能となってい

る。しかし圃場については，十分な精度で測定できる方

法が提案されていない。実験室内では，波長の異なる二

種類のガンマー線を土壌に照射して測定するガンマー線

ダブルビーム水分計が最も優れており，1％以上の精度

で測定することができる。しかし，この方法は線源の容
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量が大きく圃場では用いることができない。なお，本装

置はわが国では使用が開始されたばかりであり，当研究

所ではI　R棟で稼動している。圃場で利用できる水分計と

しては，電気抵抗法，テンシオメータ法，中性子散乱法

などがあるが，いずれも一長一短があり，満足できるも

のとなっていない。比較的よく用いられるテンシオメー

タも，土壌中の水分張力（水分ポテンシャル）を測定する

方法としては優れているが，水分量の測定には適さず，

装置の維持・管理が煩雑であり，しかも水分が多い場合

しか測定できないなどの欠点をもっている。

　このように，土壌中の水分量が測定しにくい理由は，

土壌中の水の質量を他の組成の質量（主として固相）と分

離して非破壊で測定しなければならないことによる。

　そこで，これまでの水分測定法とは異なる原理にもと

づいた圃場用土壌水分計測法の開発を試みることにし

た。すなわち，土壌の熱伝導率が水分量と広い範囲で相

関をもつことを利用して，土壌の熱伝導率を測定するこ

とにより，逆に水分量を知ろうとするものである。土壌

の熱伝導率は双子型ヒートプローブ法により，迅速かつ

正確に測定する方法が，当研究室ですでに開発されてい

る。この方法を圃場に適用し，自動計測できるようにな

れば圃場水分測定が可能となるであろう。さらに，同時

に土壌の温度分布を測定すれば，熱の流れも容易に測定

できることになる。

　圃場において，連続して熱伝導率を自動計測し水分測

定に利用するためには，多くの課題について検討しなけ

ればならない。すなわち，圃場に適したセンサーの改良，

自動計測システムの検討などである。当研究室では，現

在もこのための研究を続けており，まだいくつかの未解

決の課題も残されているが，ほぼ圃場で水分計測できる

見通しが得られたので，以下その概要を報告する。

身の温度上昇は小さく，逆の場合には大きくなることを

示している。

　実際には，ヒータと温度計とを組込んだヒートブロー

ブを線熱源のかわりに用いることになる。また，同一の

ヒートプローブニ本をそれぞれ熱伝導率の異なる物質中

においたとき，同時に同じ発熱をさせると，両ヒートプ

ローブの温変化の比が，各物質の熱伝導率に反比例する

ことが上式よりわかる。このことを利用して熱伝導率が

既知の物質から末知の物質の熱伝導率を求めることがで

きる。これが双子型非定常ヒートプローブ法である。

W．m－1．K『1

1。5

熱

　1．0’
伝

導

率0．5

0

／

（2）測定の原理

火山灰土壌

　土壌の熱伝導率は図4－1に示すように土壌水分含量

と高い相関をもつている。熱伝導率の測定に用いる双子

型非定常ヒートプローブ法は，比較的短時間（数分），試

料に微少な熱を加える方法であり圃場にも十分適用でき

ると考えられる。

　原理は，温度が一定の（To）の無限個体（実際にはそれ

ほど大きくなくてよい）中にある線熱源から単位時間あ

たり一定の発熱（q・cal／sec）がある場合，線熱源自身

の温度変化は，次式で示される。　　T－To＝q／（4

πλ）・［d十ln（t十to）］

ここでTは線熱源の温度，λは無限個体の熱伝導率，d

は定数，tは時間，toは補正項である。この式は，線熱

源のまわりにある物質の熱伝導率が大きいと，線熱源自

0．2

図4－1

（3）測定装置

一一　　0．4　　　　0．6

　水　分　率

水分率と熱伝導率との関係

　（3）一1　ヒートプローブの改良

　圃場で土壌の熱伝導率を経時的に測定する場合，セン

サー（ヒートプローブ）の改良が必要となる。従来用いら

れてきたヒートプローブは，直径l　mm，内径0．5阻m，長

さ50mmのステンレスパイプ中にヒータと測温用の熱電対

とを組込んだものである。これは実験室内で比較的均質

な土壌に用いるのには十分だが圃場のように不均一さが

予想される場合，これより長いプローブが望まれる。ま

た微少な温度変化を測るためできるだけ測定点と計測器

との距離が短い方が，ノイズの点から有利であるが，圃

場ではこの距離が10～15m程度は必要となる。これらの

点を考慮して，温度測定に測温抵抗線を用いることにし

た。ヒートプローブの概要を図4－2に示した。プロー

ブの長さは20～50cm，外径は1mmとした。また，基準プ

ローブは，1％寒天ゲルを充墳した内径5cmの円筒の中

央にヒートプローブを挿入したものを用いることとし

た。
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　　ヒータ線　　測温抵抗線

20～50mm

図4－2　ヒートプローブの概要

　（3）一2　計測システムの改良

　従来用いられてきた計測方法は，アナログレコーダで

描かれた軌跡から勾配を求め，電卓により計算して熱伝

導率を決定していた。圃場の場合には，多数の測定点が

あり，できれば同時に測定し，データは自動的に処理す

る必要がある。このためにはマイクロコンピュータを利

用した計測システムにする必要がある。コンピュータを

用いる場合には，インターフェイスに何を用いるかが第

一に問題となる。第二にはどのようなプロセスで計測シ

ステムを動かすかという点が問題となる。』

　マイクロコンピュータで利用できるインターフェイス

にはG　P　I　B（I　E　E　E－488）とR　S232Cとがあり，こ

の両者について検討を行った。いずれも一長一短がある

が，どちらについても同様の結果が得られた。計測のプ

ロセスについては，インターフェイスによらないが，装

置については，一部異なる。図4－3に，装置のブロッ

ク図を図4－4には，計測プロセスを示した。

　図4－4に示すように，タイマー1により一定時間間

隔（30分～1時間）で計測し，データ処理を行い，結果を

フロッピーディスクに収納することとした。

タイマー
　1

ヒータ・オン

温度測定

タイマー
　2

演　　算

ディスクに

収　　納

ヒータ・オフ

図4－4　計測プロセス

　実際の測定では，5～10cm間隔に水平にヒートプロー

ブを埋設し，測定用プローブ7本について基準プローブ

ー本を配置し，測定用プローブの近くに埋設するように

した。測定は，基準プローブをふくむ8本のヒートプロー

ブに同時に通電し，温度測定を高速でスキャンすること

により，同時に8本の測定を行えるようにした。

（4）結果および残された課題

データ・ロガー

プローブ用

電　　　源

ヒート

プローブ

CPU ディスプレイ

フロツピー

　　ディスク

　図4－5に計測結果の一例を示した。降雨による土壌

中の水分が表層から下層に流れていく様子を明瞭に読み

とることができる。

水
　0．6
分0．4

率0．2

50cm
5cm　　　101cm

30cm40cm

20cm

図4－3　水分計測システムの概要

0　　　12

　　1日目

図4－5

0　　12　　0　（時）

　　2日目

降雨時における土壌水分の変化

　　　（1984．10．農環研圃場）

　この測定システムの特長として次のような点が指摘で

きる。
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①精度よく圃場の水分が測定できる。

②メインテナスをほとんど必要としない。

③マイコンを用いるためデータの管理が容易である。

④比較的安価である。

　また，このシステムを用いることにより，次のような

場面への適用が考えられる。

①土壌の物理環境の長期的なモニタリング。

②畑地への自動かん水システム。

　③ハウス栽培の水管理。

　④災害に対する予測・警報。

　このように，実際への応用は広いが，そのために，解

決しなければならない問題が残されている。

　ヒートプローブについては，現在研究室で手づくりの

段階であり，普及できるためには，安価なものが入手で

きるようにする必要がある。また計測システムについて

も，実際の圃場に適した電源対策やデータの伝送方法に

ついての改良，検討の余地が残されている。

　また，これは水分分布に限らないが，広い圃場におけ

る分布の変動をどのように把握するかという理論的，実

験的な検討も残されている。

　　　　　（環境資源部　土壌管理科　土壌物理研究室）

5．土壌β一グルコシダーゼの起原とその
　　解明手法

（1）はじめに

　β一グルコシダーゼ（3・2・1・21）は健全な植物

の根に比べて罹病根でその活性が高いことが知られてい

る。わが国でも数県の農試等で土壌中の本酵素活性が測

定され，栃木県農試の例ではトマト施設栽培圃場におい

て土壌のβ一グルコシダーゼ活性はトマトの栽培年数や

根の褐変度と相関性のあることが指摘されている。本酵

素はフェノール性化合物を非糖部分にもつ種々のβ一グ

ルコシドを加水分解することができ，動物，植物，微生

物に広く所在している。

　土壌中の酵素の起原が微生物であろうという憶測は暗

黙了解事項のような様相を呈しているが，土壌中の各酵

素の起原に対する種々の生物の寄与に関する実証的な知

見はほとんどない。土壌中の酵素の起原の解明にもコッ

ホの病因論に匹敵する実証的な方法が必要である。本研

究は土壌中の一酵素，β一グルコシダーゼの起原を酵素

の生合成，局在性，作用特性の方向から解析しようとし

た一例である。

（2）土壌β一グルコシダーゼ活性の測定法

土壌の本酵素活性の分析における困難な問題の一つ

は，動植物の組織や微生物細胞そのものに比べて土壌は

単位重量当りの酵素活性が非常に低く，その上，土壌か

ら効率よく酵素を抽出する方法がないことである。それ

ゆえ，土壌のトータルな酵素活性を把握するためには土

壌けん濁液系を用いた感度のよい測定法が必要である。

そこで，p一ニトロフェニルβ一グルコシドを基質に用

いて保温静置後に遊離するp一ニトロフェノールの定量

によって測定する以下の方法をつくった。

　反応系①は未風乾土（0．5g），トルエン0．1配，蒸留水

0．9配，pH4．8のクエン酸一りん酸緩衝液（1．5認），50

mMp一ニトロフェニルβ一グルコシド（0．6m4）から成り

この順に中型試験管に加え，10秒間振とう後30℃の水槽

で保温静置する。1時間後にエタノール8m4を加えて反

応を止め，20秒間振とう後，濾過する。濾液に2Mトリ

ス（ヒドロキシメチル）アミノメタン溶液（2m4）を加え

て数秒間ふりまぜると発色する。発色液は蒸留水をリ

ファレンスとしてA400nmを測光する。①の系より基

質を除いた②の反応系および①の系より土壌を除いた③

の反応系も同様な処理を行う。反応系②，③はコントロー

ルなので，酵素反応に由来するp一ニトロフェノールの

吸光度（△A4（）。nm）はA4（）。nm（①一②一③）となる。

検量線からp一ニトロフェノールの生成量を定量する。

殺菌土壌の基質を加えてもp一ニトロフェノールの遊離

は起らない。p一ニトロフェノールの基質からの遊離は

保温静置3時問まで直線的に進行する。林地，畑地，水

田から採取した種々の土壌で本酵素活性の最適pHは5

近傍にあった。通常の土壌の本酵素活性は0．5～1時間

の保温静置で測定できる。

　土壌けん濁液系はさまざまな酵素が共存している。そ

のような系で，ある特定の酵素作用を測定する場合，一

連の基質の分解速度から基質特異性を究明することは不

可能である。しかしながら，各基質と本酵素の親和性に

関する情報は得られる。

　通常，基質の酵素的分解に対して基質類似物は拮抗阻

害をすることが知られている。ミカエリスメカニズムに

従って1伽値を求め，ある濃度の基質類似物，／の存在下

で1伽＋1伽・／／確を作図のX軸から求めると阻害度

定数，掘が求められる。この掘は酵素と基質類似物の平

衡定数，すなわち，親和性の尺度である。この方法で算

出された種々のグリコシドの確値を表5－1で比較し

た。（表5－1）

表5－1によれば，p一ニトロフェニルβ一グルコシド

を基質として測定される土壌β一グルコシダーゼはα一

グルコシド（マルトース）やβ一ガラクトシドよりも一連

のβ一グルコシドに親和性が高く，また，β一グルコシド

の中ではフェニルβ一グルコシド，フロリジンなどに特
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異性が高かった。

表5－1　土壌β一グルコシダーゼに対する種々の

　　　　グリコシドの親和性

グリコシド κf（M）

ρ一ニトロフェニルβ一グルコシド＊　4．0×10 4

フェニルβ一グルコシド　　　　　　　7．9×10－4

サリシン　　　　　　　　　　　　4．3×10－3
フロリジン　　　　　　　　　　　　1．5×10 3

メチルβ一グルコシド　　　　　　　1．2×10 2

セロビオース　　　　　　　　　　　2．5×10－3
ゲンチオビオース　　　　　　　　　1．9×10－3
マルトース　　　　　　　　　　　　2．8×10－2
ラクトース　　　　　　　　　　　　　2．9×10 2

＊ミカエリス定数

（3）培養土壌における酵素の生成

　宇都宮のトマト施設栽培圃場の作土層（黒ボク土）から

採取した土壌を殺菌し，未殺菌土壌を接種後，1週間培

養した土壌（無添加，培養）のβ一グルコシダーゼ活性は

未処理土壌の酵素分布活性と概ね等しいレベルであった

（図5－1）。このことは植物，動物由来の酵素の寄与の

低いことを示唆している。もし培養土壌で活性が発現し

なければその起原は微生物以外のものの可能性もある。

　殺菌土壌に抗生物質を500ppm加え，未殺菌土壌を接

種後，1週間培養した土壌のβ一グルコシダーゼ活性は，

糸状菌の生育を抑制するシクロヘキシミド処理で未処理

土壌の2割程度の少量の発現であった（図5－1）。それ

に対して，細菌および放線菌の生育を抑制するクロラム

フェニコール処理では未処理土壌のレベルをはるかに越

える酵素の合成を示した。このことは本酵素が糸状菌起

原である可能性を示唆した。

　供試土壌から希釈法で図5－2にあるような糸状菌が

分離される。主として分離される糸状菌はMoγ漉名捌α，

。4漉κ徽麗ωγ，c顔06加吻，麗％伽Z伽勉で，これらは分離菌

株全体の6割以上を占めていた。図5－2に記載されて

いる菌株の他にF％sα吻獅および昂備αも検出された。

分離菌株を殺菌土壌に接種後，約2週間培養した中で

β一グルコシダーゼ活性が高い菌株はケカビ目の糸状菌，

、46伽伽％ωγおよびハ40痂鷹伽であった。ケカビ目以外

ではα耽鰯伽襯，S碗麟漉襯，z4漉掘碗αに属する糸状菌

が比較的高い活性を示した。図5－2に記載されている

菌株のβ一グルコシダーゼの平均的な活性は32mU／g乾

土で，図5－1のコントロール土壌よりもやや高い値で

あった。P8η伽Z伽窺，廊名佛伽砺伽などの菌株を培養した

土壌のβ一グルコシダーゼ活性は比較的低かった。β一

グルコシダーゼを有する細菌，み8励側顔％獅sp．を接種

して培養した土壌の本酵素活性は2．2mU／g乾土で，図

5－1のシクロヘキシミド処理土壌のそれと同じ程度の

レベルであった。これらの結果は糸状菌が本酵素の主要

な生産者であるための条件をみたしている。

　糸状菌の単位菌糸体当りの酵素活性を評価するため

に，糸状菌を接種して培養した土壌が10日間で発生する二

酸化炭素量当りの酵素活性を比較した（表5－2）。二酸

化炭素の発生量が概ね菌糸体の生育量に対応しうるとい

う前提で比較すると，β一グルコシダーゼの比活性は

窺伽佛％ωγやMo漉6瑠Zαなどのケカビ目の菌株で比較

的高く，廊名脇傭遡やPα顔」佛y幡などの菌株で低かっ

た。

（4）酵素の局在性について

　土壌試料を2mmメッシュの節を通した画分，残った画

分から手で拾い集めた有機性画分，それ以外の画分に分

けてβ一グルコシダーゼ活性を測定すると，5割以上の

酵素活性は2mmの節を通した画分にあった（表5－3）。

　トマト根の単位乾重当りの本酵素活性（226mU／g）は有

機性細片のそれ（289mU／g）と共にかなり高い。しかし，

ポット生育したトマト根はその重量寄与率が0．7％なの

で，表3で本酵素活性の分布％に換算しても，その寄与

率は約7％にすぎない。この根から2mm以下の画分に酵

素が移行するとすれば，微小な根片が紛れ込む場合が考

えられる。しかし，その場合の寄与率もかなり小さいも

のと思われる。

β一グルコシダーゼ活性、mU／g乾土
処　　　　理 微生物性

20　　　　40　　　　　60

クロラムフェニコール添加，培養 糸状菌型

シクロヘキシミド添加，培養 細菌型

無添加，培養 両者型

未処理 両者型

図5－1土壌微生物の選択的培養とβ一グルコシダーゼ活性
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表5－2　β一グルコシダーゼ活性と菌糸生育の尺度としての二酸化炭素の発生

糸　状菌 　CO2発生
（mg／10日／g乾土）

生菌数
β一グルコシダーゼ

　の比活性a）

ハ6伽備％6・γsp．（1C6）

河伽倣％6・γsp．（1C2）

M・吻翻αsp．（1C4）
M・γ惚ε磁sp．（1C3）

α‘・6」α伽規sp．（IC5）

鋤6γ8伽吻漉8伽s（1C28）
Pε舵甑襯∫伽伽規（1C31）
C卿伽伽sp．（1C10）

S卿砂伽柳sp．（1C18）
窟伽α吻sp．（1C40）

ハ6名・㎜傭脚sp．（1C33）

舳伽伽伽sp．（1C34）
Pα顔」卿683sp．（1C46）

1．12

1．32

1．10

1．39

1．26

1．06
．92

．78

．98

1．02

1．04

1．17
．91

5．7×104

5．1×104

9．7×104

1．5×104

6．0×105

6．8×105

2．8×106

nd

nd

nd

nd

nd

nd

70．9

52．2

62．4

29．9

30．3

24．2

17．9

39。4

44．5

39．4

18．8
3．5

2．4

a）　β一グルコシターゼ比活性（mU．g－1）／mg　CO2．10日一1．g－1乾土．

nd；測定せず

表5－3　土壌の各画分中の酵素の分布

画　　分 乾物重　　　β一グルコシダー
　　　％　　ゼ活性　一％

土壌，2mm以下
　　　2mm以上
有機性細片
根＊

75．5
22．4
　1．5

　0．7

52．8
20．3
19．6
　7．2

＊育苗ポットで1カ月間生育したトマト根について
分析

（5）β一グルコシダーゼの作用特性の比較

　土壌，微生物および植物から酵素活性を有する抽出液

を調製し，それらのβ一グルコシダーゼの作用特性を比

較した。この比較の基本となる考え方は図5－3の如く

である。すなわち，酵素の特性の類似性はタンパク質の

一次構造の相同性に，さらにD　N　Aの塩基配列の相同性

につながるという論理から成立っており，現場の土壌か

ら抽出した酵素の特性を分析し，他の起原のものと比較

することによって酵素の起原を推察する方法である。こ

の方法は微生物学で用いられている化学分類の方法と同

質のものであり，化学分類と同様に若干の例外を含みう

る。例えば，概ね，糸状菌（eucaryote）は細菌や放線菌

（procaryote）に比べてより低いpH環境で生育できるが，

アルカリ性でよく生育する糸状菌や酸性でよく生育する

細菌の存在もまた事実である。

　トマト生育下の黒ボク土から抽出液のβ一グルコシ

ダーゼ活性の最適pHおよびQloはそれぞれ，5．0および

酵素の作用特性の類似性

酵素タンパクの一次構造の相同性

D　N　Aの塩基配列の相同性

生物の類縁関係

図5－3　酵素の作用特性と起原の関連性

2．15であった（表5－4）。この土壌酵素の最適pHは植

物起原のものとよく似ていたが，植物起原の酵素のQlo

は土壌のものより低かった。細菌と放線菌からの本酵素

活性のQlo値は土壌のものと類似していたが，それらの

最適pH値は土壌のものに比べていくらか高かった。概

して，原核生物のβ一グルコシダーゼ活性の最適pHは

真核生物のそれよりもいくらかその値が高いようであ

る。例えば，。4Z6α1‘8召麗s血66α漉で6．0－7．0（Han＆Sri－

nivasan，1969），Clos師4伽形‘加陥06611％規で6．0（Alt＆

Creuzet，1979），E禰痂α漉砺ooJαで6．5－7．0（Garibaldl

＆Gibblns，！975），Ps甜d㎜伽αs刀％催s66郷で7．0（Hwang

＆Suzuki，1976）などと報告されている。それに対して，
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表5－4　種々な試料から抽出したβ一グルコシ
　　　　ダーゼ活性の最適pHおよびQlo

起 原 　　　　　Qlo最適pH
　　　　平均範囲

応用される可能性をもつものである。そのためには数多

くの現場の土壌の分析例や酵素の実体解明の蓄積が必要

である。

　　　　　（環境資源部土壌管理科土壌生化学研究室）

土壌

　トマト畑（黒ボク土）

　林地（黒ボク土）

植物
　トマト（L脚喫7s記碗εs副飢伽解Ml11．〉

　エンドウ（Pfs㈱3語槻挽L．）
　アーモンド（P瓶％％30㎜窺％勉sFritsch．）

細菌　。48励α吻γ伽㎜sp．

放線菌　　未同定菌株

糸状菌

M・吻碗αsp．（1C3）

M・吻瀦αsp．（1C4）

M・耽繍αsp．（1C17）
ハ伽伽％6・・sp．（1C2）

み伽伽％6・7sp。（1C6）

ハ伽伽初6・7sp．（1C21）

C傭・6ん伽sp．（1C8〉
　C襯・伽吻sp．（1C10）

5．0　　　　2．15±O．16

4．8　　　2．01±0．16

4．8　　　　1．26±0．06

4．8　　　1．59±0．01

4．8　　　1．55±0．08

6．0　　　2．19±0．05

7．0　　　　1．94±0．24

4．8

5．0

6．5

5．6

5．6

5．0

6．0

6．O

み5擁漁s伽細％s（11C…28）4．8

Pε耽歪伽捌伽・加％m（1C35〉4．8

αづ・6」α4珈sp．（1C5）

S・ツ繍4禰sp．（1C18）

甜醐副αsp．（1C40）

Ac欄偏鰍sp．（1C34）
S・・姻側・麺3sp．（1C39）

Pα顔」鰐・6ssp．（1C46）

6．5

4．5

4．8

5．5

5．5

4．0

2．41±0．07

2．34±0．03

2．20±0．07

1．99±0．02

2．11±0．13

2．28±0．09

1．99±0．02

2．32±0．04

1．97±0．10

2．43±O．23

2．20±0．02

2．36±0．04

2．25±0．10

2．09±0．31

2．09±O．08

2．67±0．04

a）20℃および30℃における4組の測定値の範囲

供試土壌から分離した一連の糸状菌の本酵素活性は最適

pH4．0－6．5の範囲で，平均5．3であり，また，それらの

Qloは1・97－2．67の範囲で，平均2．22であった（表5－

4）。すなわち，土壌糸状菌のβ一グルコシダーゼの最

適pHとQloは土壌抽出液のそれらとよく類似していた。

　以上の結果から，栃木県下の供試トマト施設栽培圃場

の土壌β一グルコシダーゼは主として糸状菌の菌糸体か

ら生産され，特に，この土壌の本酵素活性にはケカビ目

の糸状菌の寄与が大きいものと推察された。

　薬剤処理により微生物の生育を選択的に阻害した土壌

における酵素の生合成，および抽出した酵素の特性の面

からの特徴づけは現場の土壌の酵素の起原を解明する上

で有効な方法となりうる。

6．土壌の乾燥が土壌物理性に及ぼす影響

（1〉はじめに

（6）おわりに

　医学分野では健康状態の把握や疾患の判定に酵素分析

を含む生化学的診断が行われている。土壌も生体組織と

類似した対象としてとらえらることがある程度可能であ

り，上記のような診断方法は土壌生態系においても広く

　土壌を乾燥させてゆくと，水分変化に対応して土壌の

もつ物理的性質に変化が生じる。この変化は土壌の空間

部分，すなわち土壌がもつ大小さまざまな土壌孔隙の形

状が，排除される水分の張力に応じて可逆的あるいは不

可逆的な変化を生じるためと推定される。水田の排水ま

たは畑利用などにおいて，土壌の易耕性，保水性，固さ，

亀裂など，水分変化によって影響をうける性質が多い。

とくに水田においては乾燥履歴が少ないことから，脱

水・乾燥の影響をうけやすい。

　この研究は，乾燥が土壌孔隙の量と形に及ぼす影響

を水分変化に応じて統一的に明らかにしようと試みたも

のである。まず，微細な団粒内部または粘土粒子間を構

成する微細孔隙への影響を，微細構造を反映する物理的

性質の変化過程から明らかにしようとした。つぎに，低

湿な水田の現地構造がもつ孔隙は骨格的性質に乏しく，

脱水・乾燥によって収縮を生じやすいが，このような収

縮の過程から，孔隙の安定度をあらわすことを試みた。

（2）土壌の微細構造の乾燥による変化

　土壌の乾燥の影響が微細な団粒の内部に含まれる孔

隙，あるいは分散した粘土粒子間の孔隙など，微細孔隙

の性質にどのような影響を及ぼすかを検討する。このよ

うな孔隙の性質をあらわす物理的性質として，水中沈定

容積，液性限界，塑性限界などを指標として用いた。

　乾燥程度の異なる試料を調製するために，湿潤原土を

4mmでふるうか，または細かくほぐし，デシケータ中で

1～2カ月をかけて徐々に乾燥をすすめた。その過程で

さまざまな水分含量の試料を調製した。これら試料のも

つ水分含量を試料の初期含水比とする。物理性について

は，規定された方法によって測定を行った。

　1）　水中沈定容積

　図6－1に一般的な沖積土，図6－2に黒泥，黒ボク

等の有機物含量の高い土壌の測定結果を示した。これに

よると，

　①高水分状態では，水分減少にかかわらず沈定容積

　　は変化しないか，または変化が小さい。

　②非火山灰沖積水田土壌では，有機物含量の多少に

　　かかわらず，沈定容積はpF4．2前後から減少をはじ
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o

pF4．2　　．　　　．

　1　　　　●

　川里灰色低地土
●　（下層黒泥）

　　　pF3．4
　　　　1　　◎。
　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　　　瓜連黒ボクグライ土
　　◎　　　　（作土）

　4　栃木多湿黒ボク土
△1　（作土）
pF3．5

　める。

③乾燥履歴のある土壌（佐賀土壌ほか）は沈定容積

　の値は小さく，水分減少による変化も小さいが，変

　化の形はほぼ同じである。

④黒ボク土の水田土壌では，変化点は必ずしも

　pF4．2前後ではなく，pF3．4～5．0にわたって存在す

　る。
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図6－2

　　　　　　初期含水比（％）

乾燥による水中沈定容積の変化

（有機物含量の高い土壌）

2）液性限界・塑性限界

図6－3に数種土壌の液性限界，塑性限界の変化を示

した。この結果によると，

①液性限界，塑性限界とも，乾燥過程における変化

　は水中沈定容積の場合と類似しており，急激な変化

　点をもつ場合が多い。
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図6－3　乾燥による液性限界，塑性限界の変化
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②変化点は必ずしもpF4．2前後ではなく，それ以上

　　の場合もみられた。

③液性限界と塑性限界の変化は必ずしも同じではな

　　く，変化点のpF値は塑性限界で若干高い傾向があ

　　る。

　3）要約

　乾燥過程においては，孔隙量の多いゲル状構造に近い

状態から，ある水分状態を境として乾燥によって粒子の

集合体（ドメイン）が生じ，さらに集合体間の接近が生

じて孔隙の減少がすすむものと考えられる。以上の実験

結果から，集合体の生成がpF4．2前後の水分状態を境と

してはじまることが明らかとなった。指標としてとりあ

げた物理的性質は，いずれも微細な粘土粒子またはその

集合体の性質，すなわち，粒子間または集合体内の孔隙

の量，粒子・集合体が構成する水膜の量などの性質にか

かわっている。要するに，これらの物理的性質は，機械

的には破壊され難いような微細孔隙のもつ構造性を表現

するものといえる。

　上記の物理性の変化幅は，乾燥履歴の少ない低湿水田

ほど著しいが，乾燥履歴があり変化幅の少ない土壌の場

合にも，変化の様式そのものは水田土壌に共通すること

を認めることができた。また，この変化点であるpF4。2

前後の水分張力は，植物への水供給の面ではおよそ永久

しおれ点に相当しており，微細粒子の接近によって孔隙

がより狭くなり，結果として自由水の減少を招く点であ

ることを示している。

　また，土壌の保水性は上記の変化点を超えた場合，不

可逆的に変化しやすいことも別の実験で確かめており，

pF4．2前後を超えた乾燥が水田土壌の質的変化をもたら

す要因であることが明らかとなった。

乾燥にともなう水分減少率をとって表示した。全般にわ

たる結果を要約すると，
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（3）乾燥にともなう水田すき床層の収縮

　低湿な水田においては，とくに作土より下の層位では過

去の乾燥履歴が少ないことから，水，空気の交換が等量

に生じるような安定した構造をとっておらず，脱水・乾

燥によって孔隙量が減少して収縮を生じる土壌が多い。

ここでは現地構造の状態で土壌を乾燥させた場合の収縮

経過，および熱乾にいたるまでの孔隙量の総変化量を求

め，土壌を孔隙の安定性の面で類別することを試みる。

　方法としては，強グライ土，グライ土，灰色低地土等

の水田および隣接転換畑のすき床層から，40配のコアで

試料を採取し，飽水させた後に徐々に乾燥させ，熱乾に

いたるまでの体積変化を測定した。

　1）　乾燥にともなう収縮経過

　図6－4に収縮の程度を異にする土壌のうち代表的な

例を示した。縦軸に収縮率（＝孔隙の減少率〉，横軸に

O

図6－4

10　　　　20　　　　30　　　　40　　　　50　　　　60　　　　70

　　　　水分減少率（％）

乾燥による現地構造土の収縮

大潟…細粒強グライ土　　　　（粘土61％〉

千葉…中粗粒強グライ土　　（粘土23％）

佐原…中粗粒強グライ土　　　（粘土19％）

海津…中粗粒強グライ土　　　（粘土9％）

・①乾燥履歴が少なく強粘質の土壌ほど収縮率は高

　く，熱乾にいたるまでに体積は40％以上減少する。

　大潟水田の場合は安定した構造がないため，水分の

　減少と体積の減少が等しい収縮すなわち正規収縮を

　とる範囲が広い。黒泥土，黒ボクグライ土でも類似

　の傾向がある。

②粘土含量が20％をこえ，かつ土壌が低湿な条件に

　おかれている場合は，熱乾までに20％以上の収縮率

　となる場合が多い。一方，排水が良好な条件にある

　土壌では，粘土含量にかかわらず収縮は少ない。

③きわめて低湿な条件におかれた水田でも，粘土含

　量が10％前後の砂質土壌では収縮はきわめて少な

　いo
④水田を転換畑にした場合は，排水の影響が下層に

　を及ぶため，すき床の収縮性は低下するようになる。

　ただし砂質土壌では影響がない。
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⑤収縮が生じはじめる時点の水分張力はほぼpF2

　前後である。また低湿な粘土質土壌を別として，

　pF3．5から4にかけての水分域から収縮の進行が低

　　下する。

　2）安定性による孔隙の区分

　土壌のもつ孔隙を収縮性と非収縮性とに分けて，土壌

固相とともに図6－5に示した。

①水田すき床層の孔隙の安定性は収縮性孔隙の量に

　よって示すことができる。およその区分としては，

　収縮性孔隙の量が土壌体積の30％以上であればきわ

　めて不安定，30～20％を不安定，20～10％をやや不

　安定，10％以下を安定，とすることができよう。

②非収縮性孔隙はさらに2つに区分することができ

　る。一つはねり返すことによって消滅するようなや
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図6－5　水田すき床層の孔隙の安定度別分布

　　や大きな孔隙（構造性孔隙）であり，他はねり返し

　　を行っても変化しない孔隙，すなわち団粒または単

　　粒がもっとも接触したときにも保持される孔隙であ

　　る。この両者を区分する方法も別に開発した。

　3）要約
　この研究では，土壌孔隙のうち乾燥がpF4．2までには

及ばないような水分域において，水と空気の交換または

孔隙体積の減少を生じるようなやや大きな孔隙を対象と

した。水田下層土の場合，乾燥履歴が少ないと構造が未

発達で，土壌の粘土粒子あるいは小さな集合体は骨格的

に支えられていない部分が多い。極端にいえば，水中に

土壌の分散した粒子が沈降しただけの状態にある。砂が

大部分であるような場合は，粒子が大きいため，粒子間

の孔隙は体積変化を生じ難く収縮にいたらない。しかし，

粘土が多い場合は，わずかの乾燥によって土壌粒子の接

近がはじまり，体積が減少し，地表面の低下あるいは大

亀裂の発生となり，さらに土壌粒子の充填度が進んで固

結化の方向に向かう。本研究では，このような条件を乾

燥の程度，土壌の乾燥履歴，粒径組成などの面から検討

し，収縮性孔隙が全体積中に占める割合によって孔隙の

安定性を一本化してあらわしうることを明らかにした。

　水田の畑転換においては，土壌の畑地化が問題とされ

るが，その判定基準として収縮性孔隙による区分を用い

ることができよう。ただし，単に固結化したのみでは孔

隙量が不足であり，非収縮性孔隙のうちの構造性孔隙の

増加の有無が考慮されねばならない。

（4）おわりに

　土壌の乾燥は従来乾土効果等の生物性に主体をおいて

研究がなされたが，本研究において広範囲の水分変化が

土壌の物理性に及ぼす影響を検討したところ，土壌の微

細粒子の構成に加えて，やや大きな孔隙の量的変化にも

多大の影響を及ぼすことが明らかとなった。とくに低湿

な条件で過去に乾燥履歴の少ない水田ほどその影響が著

しい。水田の排水，または転換畑としての使用にあたっ

ては，土壌の物理性の変化が作土，すき床ともに生じる
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が，本研究の成果は土壌構造の変化要因として，単に機

械走行による人為的圧縮作用以上に脱水・乾燥の影響が

著しいことを数値的に示した点にある。このことは，土

壌変化の予測法の一つとして，今後の活用場面が広いで

あろうと思われる。

　　（環境穿源部土壌管理科叢騒撫）

7．除草剤使用に伴う農耕地植生の変遷
　　　　除草剤抵抗性雑草の出現

（1）はじめに

　我が国のような温暖・多雨型の温帯モンスーン気候域

の農耕地において，農作物の収量をあげるには，雑草を

的確に防除することが重要な作業のひとつである。人は，

野生植物の栽培化をはじめてから現在に至るまで，作物

と競合する多様な雑草とやむことのない闘いを続けてき

た。

　視点をかえてみれば，農耕地の雑草群落は，立地・環

境要因により規制されることはもちろん，除草作業をは

じめ耕起，施肥，灌・排水等の人為的要因によって，自

然の遷移の進行が著しく阻害され，毎年ほぼ一定の遷移

段階に引き留められているわけである。一般に，熟畑化

した農耕地では1年生雑草が大部分を占めているが，休

耕したり造成地を放棄すると，年とともに1年生雑草が

減少して多年生雑草が優占するようになり，自然の遷移

の進行がはじまる。

　ところで，第二次世界大戦中に極めて有効な選択性除

草活性をもつ2，4－Dが発見されたことは，戦後，それ

までの農耕地の農作業体系を大巾に変革する端緒になっ

た。同時に，それは農耕地の雑草群落の遷移にも大きな

影響を与えることになった。

　当研究室では，旧農業技術研究所時代の除草剤の作用

生理研究の一部を踏襲し，耕地生態系における雑草群落

の除草剤人為圧による変化を，その生理・生態的特性の面

から解明すべく研究に取り組んでいる。

（2）除草剤の普及と雑草の変遷

　今日広く使用されている除草剤は，作物・雑草間の選

択殺草活性をもつもの（例えば2，4－D・ベンチオカー

ブ・ベンタゾン・ピラゾレート・アロキシジム等）だけ

ではなく，作物や雑草を問わず植物間で特異な選択性を

示す薬剤も多い。近年，中耕管理を省略することが多く

なった樹園地や放棄地，路傍，畦畔などでの使用頻度が

高い非選択性除草剤（パラコート・グリホサート・ビァ

ラホス等）も多くなった。こうした除草剤の開発，普及は，

長年月を経て熟畑化した農耕地で優占していた1年生雑

草を駆逐し，多年性草種を増加させる重要な要因になっ

ている。また特定の除草剤の連続使用は除草剤抵抗性雑

草バイオタイプの出現という今日的問題を生むに至って

いる。

　ここで除草剤が一般に普及しはじめた1950年代初頭以

降の我が国の水田雑草の変遷をみてみよう。まず，イネ

科植物（イネやヒエ）と広葉雑草との間に顕著な選択殺草

活性を有する前記の2，4－D等フェノキシ系除草剤が導

入されて広葉雑草の防除法が確立する（1950年代）と次

に，これでは防除できないヒエ等のイネ科雑草の防除が

大きな課題になった。出芽時のヒエに卓効を示すP　C　P，

N　I　P，C　N　P等の除草剤の出現が一応この問題を解決

した（1960年代）が，こんどは，イネ移植栽培の早期化が

進む中で，これらの除草剤に抵抗性を示すマツバイ，ミ

ズガヤツリ等の多年生雑草の優占化が全国的に問題に

なった。マッバイは，新たに実用化された除草剤ベンチ

オカーブで防除が容易となり（1970年代），また，ミズガ

ヤツリは別種の除草剤モリネートやベンタゾンなどの出

現で，雑草害は軽減した。しかし同じ多年性雑草のホタ

ルイ，ウリカワ，クログワイは現在も依然として防除が困

難である。寒冷地においては，ホタルイがイネの早期移

植化や低温立地条件が重なって，むしろ優占し増加して

いく状況にある。

　近年，減反政策が進行する中で生まれた休耕田や水田

転換畑では，この間に確立された除草体系の網の目をか

いくぐるかのように，地域によっては，これまで問題に

されなかった雑草草種が顕在化して，農耕地の植生に変

化を与えはじめている。北陸，山陰地方の一部では，休

耕田や転換畑で大量に発生したマメ科1年生雑草のクサ

ネム（、セ3漉卿ω麗麗伽4磁L．）が，周辺の水田に侵入，

増殖し，収穫したイネ籾にこの種子が混入して出荷米の

品質を低下させるという問題を引きおこしている。クサ

ネム自体は水田除草剤で容易に防除できるものの，農耕

地ではこの種子の発芽が極めて不斉一なために，この雑

草の一斉防除を困難にしているといえよう。

　また，転換畑麦作において，カラスムギ（河”召照∫4伽

L．）が大発生して麦作に支障をきたしている事例が最近

報告されている。カラスムギは，ヨ…ロッパ，北アフリ

カ原産の越年生植物で，我が国では畑，河川敷荒地等

に自生しているが，これもこれまで，雑草防除上問題に

はならなかった。カラスムギの生活環は小麦のそれに極

めて類似しており，また，出穂前は外観から両者を区別

することは難しい。この種子が，上述のクサネムと同様

収穫した小麦種子に混入して品質を落すために，欧米で

は麦畑の重要雑草として，はやくから選択性除草剤の開
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発に努力が払われ，今日では除草剤による防除法が確立

されている。我が国では，地域的ではあるカ㍉転換畑作

栽培がかなり進展した1970年代後半以降問題が表面化し

ている。

　以上，農耕地においては，土地利用方式，作付，除草

等の作業体系，栽培法が変化すれば，それに伴って雑草

群落等の植生構造に変化が起り，防除対象雑草が変るこ

とを示す好事例といえよう。

（3）雑草の除草剤抵抗性バイオタイプ出現

　ところで，2，4－D発見の報告（1944年）以後，除草剤

による雑草防除が世界的に本格化するなかで，殺菌剤，

殺虫剤等にみられるような同一除草剤の連続使用に伴う

雑草の抵抗性バイオタイプの発現が早くから予測されて

いた。そして，1970年にはじめて米国ワシントン州の種

苗圃場で，シマジン（図7－1）連用による抵抗性ノボロ

ギクの出現例が報告されて以来，今日までの10数年の問

に出現したシマジン等s一トリアジン系除草剤抵抗性バ

イオタイプの数は，8科20属32種に達している。更に，

これとは別の2系統の除草剤についても抵抗性バイオタ

イプが発見されている（表7－1）。1984年現在でこれを

全部あわせると，8科23属37種になる。表7－1にみる

ように，トリフルラリン（図7－1）抵抗性バイオタイプ

は米国東部の綿畑の雑草であるオヒシバについて1984年

に報告されたもので，又，パラコート（図7－1）に対す

るハルジオンとヒメムカシヨモギのバイオタイプは，

1980年代初頭，我が国の埼玉県と大阪府下の桑園，樹園

地，路傍等で各々発見された。以上のバイオタイプ発見

事例は，いずれも畑地において報告されたもので，水田

での発現事例が全くないのは興味深い。当研究室では，

関東一円に分布し，その勢力を徐々に拡大しつつあるハ

ルジオンのパラコート抵抗性バイオタイプに焦点をあ

て，それの実験生態的な取組みを行っている。

　なお，本題での雑草の除草剤抵抗性バイオタイプζは，

細胞融合等バイオテクノロジー手法によって人為的に作

出されたものではなく，圃場条件下で，それまでは特定

の除草剤で防除できた雑草が，その除草剤の連用によっ

て枯れなくなり高度な抵抗性をもつようになった変異株

（バイオタイプ）を指すものである。また，選択性除草剤

に対して作物がもともと保持する抵抗性とも意味が異な

ることを指摘しておきたい。

（4）パラコートの作用機構

　パラコートは，光条件下で速効的かつ非選択的に植物

を枯殺することから，我が国では1960年代後半から樹園

地，休耕田，水田畦畔，路傍等の雑草防除に茎葉処理剤

として広く用いられてきた。しかし，本剤は，体内移行

性が小さいために植物の地下部に対しては効果が劣り再

生がおこりやすい。従って，必然的に同一年内に何回も

散布することになる。パラコートは，酸化遷元試薬メチ

ルヴィオローゲンとして従来から知られているが，除草

剤としての作用機構は次のように考えられている。すな

　　　　　Cl
　　　　　N必N

C2H5－HN～人NH－C2H5

シマジン

／CH3一図刑2q一

パラコート

　　　NO2
CF・《》N輩

　　　　NO2

トリフルラリン

図7－1　除草剤の構造式

表7－1　除草剤抵抗性雑草バイオタイプの発現事例

除草剤 系統名 作用機構 主な雑草名

1．シマジン

　アトラジン等

1．ノ｛ラコート

　ジクワット

皿．　トリフルラリン

　ベネフィン等

s一トリアジン系

ビピリジリウム系

光合成系の

PSH阻害

電子伝達系の

電子受容体

ノボロギク

ホナガアオゲイトウ

イヌホウズキ等

スズメノカタビラ

ペレニアルライグラス
ハルジオン

ヒメムカシヨモギ等

ジニトロアニリン系　　細胞分裂阻害　　オヒシバ
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わち，パラコートを散布した葉に光があたるとパラコー

トは，光合成系を通して励起された電子で，一電子遷元

されてパラコートフリーラジカルになる。次いでこのフ

リーラジカルは自動酸化され再びパラコートにもどる

が，その際に活性酸素の一種スーパーオキシドラジカル

02が生成する。　02およびこれから生じるH202等

過剰に生成される過酸化物は，極めて活性が高く，短時

間の間に光合成等に係わる膜系等を破壊し，代謝を撹乱

して植物体を枯殺すると考えられている。

（5）抵抗性ハルジオンの分布と生態的特性

　北米原産で大正中期に我が国に渡来し，害草化した帰

化雑草のハルジオン（E惚召纏ヵん伽躍加伽εL．）は，旺

盛な種子繁殖を行うとともに根系からの出芽再生力も極

めて強い。越年して5～6月に開花，結実したあと，そ

の種子はすみやかに発芽，生育する。ハルジオンのパラ

コート抵抗性バイオタイプは，先述のように1980年夏埼

玉県吹上町下の河川敷の桑園で発見されたのが最初であ

る。この地域の桑園には，1970年代初めからパラコート

が導入され，以後年2～3回ずつ，ほぼ10年間パラコー

トが連用されてきた。パラコートに対する抵抗性の程度

は，致死薬量差で通常種（通常量のパラコート散布で他

の草種とともに枯殺される）の50～100倍であると報告さ

れている。その後，1982年になって，これとほぼ同程度

のパラコート抵抗性をもつハルジオンのバイオタイプの

存在が同県の別の市町村の桑園でも確認された。我々は，

1984年，当研究所を中心とした茨城県県南地方のハルジ

オンの分布調査を行ったところ，谷田部町の水田畦畔お

よび，それに隣接する栗林，茎崎町の観賞用樹木園（2

圃場），あるいは，新治村の桑園において，パラコート

抵抗性ハルジオンバイオタイプを発見した。前2ヶ所は，

当研究所の東約3㎞および南東2．5kmに位置し，後者は

北13㎞に位置している。栗林は，パラコート連用によっ

て大部分の雑草は防除されることもあって，残存抵抗性

ハルジオンが優占化し，純群落状態を呈していた。その

抵抗性の程度は，埼玉県のものと同様，通常株の100倍

以上の致死薬量差を示し，その差異は幼苗期から開花期

まで，ほぼ全生育期問を通してみられた（図7－2参照〉。

　一方，当研究室では，旧農業技術研究所時代の198！年

以来，埼玉県吹上町から株上げした抵抗性個体およびそ

の実生個体をガラス室と畑圃場で栽培し，抵抗性機構研

究の実験材料に提供している。そこで，その2地域につ

いて，これらの伝播調査を簡便な葉片浮遊法（光条件下

でパラコート液に浮べた葉片の色の変化で抵抗牲を検定

する）で行なった。その結果，1地域はほぼすべて通常

種で占められ，もうひとつのハルジオン群生地は，抵抗

性個体が全体の50～70％を占めていた。

　以上の結果を雑草防除方法についての聞き取り調査と

照合したところ，抵抗性ハルジオンの分布は，現地にお

ける防除手段としてのパラコート連用と密接に関係して

いることが判明した。一般に，我が国では土地利用区分

が細かく分割されていて，除草体系も各々の区域で異る

ことが多い。また，抵抗性ハルジオンは交叉抵抗性を示

さないので，農業の現場ではパラコートでハルジオンが

防除できなければ，2，4－Dやグリホサートのような別

系統の除草剤で防除されてしまうことも多いと考えられ

る。従って抵抗性ハルジオンは，雑草防除手段としてパ

ラコートを年数回，5～10年にわたって連用している特

定の農耕地，水田畦畔，路傍等限られた地域に分布して

いると考えられる。我々の調査では，たとえ，抵抗性ハ

ルジオン分布域に近接してハルジオンが群生していて

も，土地の利用上パラコート施用が繰り返し行なわれて

いない場合，そこのハルジオンはほぼすべて通常種で占

められていた。埼玉県下での抵抗性ハルジオンの分布に

ついても同様な指摘がなされている。

　このように，小地域に別れて点在分布する茨城県県南

地方における抵抗性ハルジオンの出現要因や相互関係に

ついては，目下検討中である。

（6）抵抗性ハルジオンの抵抗性機構

　ハルジオンは陰性植物で，夏の強光には比較的弱い。

果樹園，桑園等の樹間で旺盛に生育する。抵抗性ハルジ

オン（Rと略記）の生育は，通常種（Sと略記）よりも幾分

劣る傾向がみられる。例えば弱光条件下や季節的には冬

期のガラス温室の初期生育が劣ることがしばしば観察さ

れる（表7－2）。Rの光合成速度，呼吸，蒸散速度，葉

緑素量，可溶性タンパク質量，A　T　P量等の諸生理活性

は，Rの生育が弱光下で劣る場合はもちろん，初夏のR，

Sの生育に差がみられない場合にも，Sと同程度かむし

ろ低かった（表7－2）。気孔の数は，RがSより明らか

に少なかった。一方，葉緑体で生成する02の解毒酵素

のスーパーオキシドディムターゼ（S　O　D）活性は，パラ

コートを処理しないRではSと同じレベルであったが，

パラコートを処理したRの活性はSの1．8～2．7倍あっ

た。つまりこのS　O　Dは，パラコート施用で活性が増大

する誘導酵素的性質をもっていることが示唆された。

従って，葉緑体に局在するS　O　Dは，光合成過程で生成

する02やパラコート処理でその経路が修飾されて生成

する過酸化物を解毒する作用をもつものの，この活性の

変動だけではパラコート抵抗性は説明できない。しかし，

このS　O　Dの特性は，パラコート施用を繰り返すと，R

では生育がむしろ良くなる場合があることと係っている

カ・もしれない。
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表7－2　パラコートを処理したハルジオンの諸生理特性のR・S間差異

R／S（％）

生体重（gFwt／個体）

乾物重（gDwt／個体）

葉緑素量（mg／dm2）

ATP量（μg／dm2）
可溶性タンパク質量（mg／dm2）
光合成速度（μmoleO2／dm2／時）

呼吸（μmoleO2／dm2／時）
蒸散量（g／dm2／時）

葉面積重（gFwt／dm2）

S　O　D（unit／gFwt）

カタラーゼ（認KMnO4／g／時）

101．0（70．4）＊

100．2（77．8）＊

91．2（80．1）＊

97．5（86．6）＊

110．8（94．O）＊

85．9

78．8
70．3

107

270

89

埼玉県吹上町から株上げして、ガラス温室で約3ケ月栽培し、パラコートを処
理した個体を実験材料にした。＊（）は、空調室内の散光下（水平照度約
80001ux）で、根部からの再生個体をバミキュライトで2ケ月間栽培したもの
を供した。

　パラコート抵抗性機構を02等過酸化物による膜系の

1ipidperoxidation能に求める考え方がある。lipidperox－

idation能力は，植物体からのエチレン，エタン等のガ

ス成分の生成量で判定できる。実際，C鰐怨属植物で

はパラコート処理によって，Sでは顕著なエタン生成が

起こるがRではないと報告されている。我々は，ハルジ

オンの葉はR，Sともエタンやエチレン以外に，他の植

物では検出できないプロビレンを特異的に生成すること

を発見した。その生成能力はパラコート濃度に依存して

変動し，Sでは10－6M前後で，Rでは10－3Mで各々最高に

なり，両者のピークを与える薬量差は約1，000倍であっ

た。しかし，他のガス成分の生成量はパラコートで全く

影響されなかった。このことは，パラコート抵抗性の機

構に植物の種特有の生体膜系の関与が示唆される。又，

我々は，光条件下において，葉に散布した14C一パラコー

トの吸収，移行をRとSとで比較し，Rのパラコート抵

抗性を検討したところ，両者で差がなくRの抵抗性機構

は，パラコートの作用部位でのR・Sの差異に依ると推

定した。しかし，近年C鰐㌶属植物でのパラコート抵

抗性は，パラコートの吸収ではなく移行の難易に依って

いるとの報告がある。

　以上のように，パラコート抵抗性機構の解明は，各分

野から多面的に取り組まれているが，まだ不充分といえ

よう。パラコートをはじめ表7－1に示した各種除草剤

に抵抗性雑草バイオタイプの出現機構については，これ

まで若干の論議はされてきたものの，公表された実験的

研究成果はいまのところないようである。

象としてだけでなく，農業生態系の状態診断やその管理

のあり方あるいは管理手法の開発に関する基礎情報を提

供してくれるものといえる。近年，それに加えて，バイ

オマス，環境保全，浄化，他感物質・生理活性物質の単

離・同定あるいは除草剤抵抗性形質のバイオテクノロ

ジー的活用等雑草の利用の面からも注目され検討されよ

うとしている。各分野の共同的取り組みが早急に必要で

あると考えられる。

　　　（環境生物部　植生管理科　植物生態系研究室）

（7〉おわりに

以上のような雑草の研究は，農耕地における防除の対
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8．天敵微生物による有害線虫の制御

（1）はじめに一一線虫と線虫害一

　いま農業生産の現場では，技術上の重要な難題の一つ

として，種々な土壌病害虫の問題があり，それぞれに対

して早急に適切な対策の確立が要望されている。そもそ

も，農耕文化が興って以来，国の内外を問わず「忌地」ま

たは「連作障害」と呼ばれるいまわしい現象につきまとわ

れ続けてきているが，その要因の解析が進むにつれて，

圧倒的に多数の事例で土壌病害や有害な土壌線虫が実は

その主要因として機能していることが明らかにされつつ

ある。

　動物界の中で，種類数が最も多いのは昆虫類で，直接・

間接に人類と深いか・わりをもっているが，それに次ぐ

第2の動物群は線虫類といわれる。約50万種の存在が推

定され，地球上に遍く分布するが，大部分が腐生性であ

ることや，非肉眼的微小動物である上に，生息場所が土

中や水中あるいは生物体内等で，直接目に触れられない

こと等のため，多くの一般の人々には恐らくそのような

生物の存在すら気付かれていないであろう。もっとも，

人や家畜の寄生虫も実は大部分が線虫に属し，しかもそ

れらは線虫の中では異例的な大形種揃いでもあり，寄生

虫学の分野で研究や対策に独自の発展を遂げてきてい

る。

　その他の線虫が未だ若い分野といわれる線虫学の領域

で扱われており，それらについては近年ようやくその重

要性が多面的に評価されるようになってきた。例えば，

腐生性の線虫といえども，他の微生物類と共に自然の物

質循環に重責を担っていることが追々明らかにされつつ

あると共に，特定の属・種のものは大腸菌やショウジョ

ウバエに次ぐ第3の基本的な生物研究のモデルとして重

用されるようになってきた。また，昆虫類に寄生する線

虫の中からは，害虫防除のための生物農薬として，効率

的な培養法や利用法が開発されたものもある。

　動物の寄生虫に対応する植物寄生性の線虫は，当然植

物病理学つまり植物防疫の対象病原となる。それらの線

虫自体の検診や，被害の正しい診断には専門的な経験が

要求されるし，多くの属・種が極めて多犯性であり，か

つ強じんな耐久生存性をもつために，ひとたび汚染され

ると根絶することは至難であり，永くその土地に居着い

ていわば地力の負の要因として作用し続けることにな

る。線虫害の多くが忌地的現象形態をとるゆえんであり，

今日の重要線虫の多くが，世界各地の種々な忌地問題へ

の対応の中から発見されてきた歴史的経緯もある。

　植物寄生性線虫は現在世界で約130属，2，600余種にの

ぼり，しかも今なお年々その数は増えつ・ある。アメリ

カ線虫学会の被害査定委員会が推計した農作物の線虫害

は，同国全耕地全作物の平均で，「期待生産量の約10％」

となり，金額でみれば約4．5×109ドルに及び，約6．0×

109ドルと見積られる昆虫害と大差ないといわれている。

（2）線虫害対策における天敵利用の意義

　そのような線虫害の防除には，それぞれの立地条件に

応じて，また，そこに発生する線虫の種類や密度等を勘

案した上で適切なものを採用すれば，輪作，抵抗性品種

や対抗植物あるいは捕獲植物の利用，田畑輪換や湛水処

理あるいは施設での太陽熱利用法，休閑・耕転，多肥や

有機質資材の多用，栽培の時期や方法の改善等，様々な

耕種的・生態的な手段がそれなりに有効である。しかし，

それらはいずれも万能とは言えないし，労わしい面もあ

り，生産性や経営・経済的視点から問題が少なくない。

このため，生産者の多くが速効・即決的かつ経済的な薬

剤防除を対策の基本としているのが現状である。

　18世紀の中葉にドイツでテンサイシストセンチュウに

対する二硫化炭素の利用で始まった線虫薬剤防除の歴史

は，フォルマリンや青酸化合物等の利用へと続いたが，

それらのいずれも実用的なものとはならず，悶々たる時

代が長く続いた。実質的な線虫薬剤防除の幕開けは，第

2次大戦の最中，1943年（昭和18年〉にハワイのパイナッ

プル研究所で行なわれていた。つまり，石油精製の副産

物，D－D（1，3－D剤）のネコブセンチュウに対する卓効

の発見がそれである。

　戦後間もなく，同剤は広く世界に浸透してゆくと共に，

同剤及び続いて登場したE　D　B剤やD　B　C　P剤等の土壌

くん蒸剤の各種有害線虫に対する目覚ましいまでの著効

が，これまで一般に気づかれなかった線虫害の大きさ（つ

まりそれは，いわゆる忌地によるものとしてあきらめら

れていた低生産性そのものにほデ匹敵するといえる）を

如実に示し，忌地をよみがえらせる結果となり，線虫の

薬剤防除が定着すると共に，各国の線虫研究も飛躍的な

発展をみる契機ともなった。

　もちろんわが国もその例外ではなく，時あたかも農林

省が企画していた“畑作振興政策”の一環として昭和30

年代に実施された“土壌線虫検診事業及びパイロット防

除事業”（線虫発生状況の検診と，それに基づき各都道

府県の代表的線虫汚染圃場での国庫補助による模範的薬

剤防除）は，前記のように判然たる具体的効果が実証さ

れたため，とかく批判の多い農政の中で「稀にみる善政」

と高く評価され，線虫の重要性が現場に浸透してゆくと

共に，曲りなりにも省内に専門の研究室が設置されるよ

うになった。
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　ともあれ，このようにして，上記の3剤など脂肪族ハ

ロゲン化炭化水素系の化合物を中心とし，それにイソシ

アン酸メチル（最近インドの化学工場で未曽有の大事故

が発生した）を主成分とするもの等，若干の他剤を加え

て，土壌くん蒸剤による薬剤防除が線虫害対策の基本と

して定着するようになり，つい先頃までの長い間その状

態が安定的に続いてきた。つまり，殺虫剤や殺菌剤など

の他の農薬に比べて，それら殺線虫剤は異例とも言える

程に長寿を保ってきたのであるが，それはたまたま環境

汚染や残留性及び人畜に対する悪影響等の視点からの摘

発をまぬがれ，また薬剤抵抗性線虫の発現等の問題も生

じることがなかったためである。

　ところが，やはりそれらも絶対的な例外ではなく，男

性不妊症の原因となることで問題となったD　B　C　P剤を

皮切りに，残留性や発癌性等のおそれからE　D　B剤もす

でに歴史上の薬剤となりつ・ある。

　因みに，1982年現在での世界での殺線虫剤出荷高は約

3億ドル，大口需要はアメリカ，西欧諸国及び日本で，

それらの国の消費量は全体の約75％，そのうち日本はな

んと16％にも及んでいる。耕地面積当りでみれば世界に

冠たる異常な殺線虫剤消費国なのである。このため，世

界に先がけて，くん蒸剤抵抗性系統のネコブセンチュウ

の発現がある施設地帯で認められている。

　こうした背景の中で，薬剤ではこれまでのくん蒸剤に

代り，安全かつ有効な非くん蒸性薬剤の開発が鋭意進め

られつ・ある。しかし，くん蒸剤に匹敵する効力をもつ

ものの登場は当分望めそうにない。

　代替農薬に関する事情の如何に拘らず，線虫対策にお

いても他の病害虫分野の場合と同様に，可及的に薬剤依

存度を低めた総合防除体系の策定が急ぎ望まれる大勢に

あることは問違いない。このため，従来の耕種的・生態

的手法の中で特に輪作，抵抗性品種及び対抗植物の利用，

有機物施用等の技術の見直しが，国際的に盛んになると

共に，これまで片隅に取残されてきた天敵に関する研究

が，最終的には安全無害で有効かつ経済的な“生物農薬”

の開発をめざして，格段に活気を帯びてきた。

　有害線虫の天敵として，古くからウイルス，細菌，糸

状菌，原生動物，及び土壌小動物類等の中にその機能を

もつものが種々と記録されてはきた。しかし，それらの

機能の詳しい解析や利用法の開発に関する研究は，これ

まで甚だ乏しく，現在のところ人為的に利用されている

ものは事実上皆無といえる。

　とはいえ，線虫天敵の中で糸状菌，殊に線虫を捕捉す

るために特別な器官を菌糸上に形成する“線虫捕食菌”

については，魅惑的な生命現象を演じてみせることも

あって格別に注目され，これまでに約60種が記録され，

それらの生理生態や機能に関する研究実績は群を抜いて

多い。それらが自然生態系あるいは耕地の土壌生態系の

中で重責を果していることは認められるものの，積極的

な利用を企てた数々の試みはいずれも成功をみるには至

らなかった。しかしながら，ついに最近，フランスの農

業技術研究所は，世界に先がけて2種の線虫捕食菌の特

別な系統を実用化のレベルに導いた。マッシュルーム栽

培床の線虫防除用及び小規模な野菜畑のネコブセンチュ

ウ防除用に開発され，それぞれ“ロイヤル300”及び“ロ

イヤル350”の名で扱われているものがそれである。そ

れらの国際的客観的評価はこれからである。

　それらとは別に，最近欧米諸国では，より有望とみら

れる線虫卵寄生菌に着目し，実用化を指向した幽礎的・応

用的研究が進められつ・ある。英国ロザムステッド試験

場で偶然に奇妙な現象がみられたのがことの起りであ

る。同国にはムギシストセンチュウが普遍的に発生して

いるが，概ね低密度に保たれている。ところが，ある試

験圃場でムギの肥料試験をを行なうに当り，予め土壌中

の病原菌を消去する目的でフォルマリン消毒を行なつた

ところ，試験区全体のムギにシストセンチュウによる惨

害が生じたのである。早速事態が詳しく解析された結果，

卵菌類に属する新属新種のシスト内卵寄生菌ノ〉佛α妙κ一

地o搬継oρ履αが決定的に重要な線虫密度制御の鍵を

握っていたことが明らかになった。つまり，殺菌剤施用

によりその力が抑えられたため，シストセンチュウが爆

発的に増殖したのである。この天敵は残念ながら未だ人

工培養に成功していない。

（3）　“胞子虫”と呼ばれてきた線虫の天敵微生

　物とその特性及び機能

　それら糸状菌以外の有望な天敵として，原生動物・微

胞子虫類・ノゼマ科に属する一種の胞子虫として扱われ

てきた微生物がある。近年それは胞子虫ではなくバクテ

リアの一種に違いないとして，学名がそれまでの

D幼os噸αρ摺惚郷からBα6躍鵬ρ鯉飽窩に改められた

ものの，更にバクテリアというよりも，むしろ放線菌に

近い，ともみられ，所属に関する論争に未だ決着がみら

れていないのである。しかし近々，この種の原核細胞性

御生物に関する世界的権威者，カルフォルニア大学

M．P．Starr教授により，最新の知見に基ずいた分類学上

の位置について，最終的な裁断が下されることになって

いる。

　ともあれ，この種の天敵の発生は，これまでに結構世

界各地の各種線虫から記録されているものの，特性の解

析や利用を指向した研究は，概ねアメリカ（カルフォル

ニア大学及びベルッビル農業研究センター）と日本（当研
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究室）で細々と続けられてきたに過ぎない。

　当研究室では10余年前，それまで温室内で大切に継代

飼育してきた研究材料としてのネコブセンチュウの一集

団が，この天敵のために壊滅させられた経験がある（図

8－1参照）。早速その土壌（線虫は全滅し，天敵密度の

高い土壌）を接種源として2つの接種試験を開始した。

その1つは接種源を大量に使ったポット試験であり，こ

の場合は予想外に即効的に著効が認められた（図8－2

参照）。

　そこで第2の接種試験として，実用可能な程度に接種

源を少なくしても，長期的に評価すれば必ずや著効が再

現できるに違いないことを期待し，野外に設置したコン

クリート枠を用いて気の長い実験を始めた。つまり，サ

ツマイモネコブセンチュウの激発土壌を入れた試験区

で，対照区はそのま・，接種区には10a当り換算で2．5

トンの割合で前述の胞子虫土壌を混ぜこみ，その後は何

の処理もせずに毎年線虫感受性のサツマイモを連作し，

秋に線虫調査や収量調査を行なってきた。その結果，年々

次第に健全な線虫の密度やサツマイモの被害度が低下

し，8年目で事実上ネコブセンチュウ駆除に成功したと

いえる結果が得られた（図8－3参照〉。なお，その後線

虫密度の復活もみられていない。

　話しは変るが，栃木県農業試験場黒磯分場では，以前

からダイズシストセンチュウに対するダイズ品種・系統

の抵抗性検定事業を続けてきている。ところが，ダイズ

が連作され数年前までは線虫密度が高かった検定圃場

で，最近線虫密度が急激に低下し，検定事業に支障を来

す状態に至ったとのことである。そこで1984年秋に現地
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図8－1　ネコブセンチュウ類にだけ特異的に寄生する

　　　　“胞子虫”

　　左：感染期の胞子群。直径約4ミクロンの皿形の

　　　　胞子嚢の中央部に球形で径約1ミクロンの内

　　　　生胞子がある。

　　右：多数の胞子が体表にとりついたネコブセンチ

　　　　ュウの感染期幼虫の先端部分。

紅、1r
図8－2　ネコブセンチュウ高感受性トマト（レッド・チェリー

　　　　の生育差でみた“胞子虫”の機能の予備的検証

左6鉢：健全なネコブセンチュウの高密度土壌（対照区）

右6鉢：同じ土壌4容に胞子虫発生土壌1容を混合（接種区）
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野外コンクリート枠を用いたサツマイモネコ

ブセンチュウ対象の“胞子虫”接種試験

調査を行なった結果，表8－1に示したように，’もしや

と予想した原因がずばり適中し，“胞子虫”が見事な線

虫抑制機能を実際の圃場で果している貴重な実態に遭遇

することができた。殺菌力の強いクロルピクリンはこの

天敵の活性に悪影響を及ぼしているようである。

　これらの天敵は胞子態で土壌中に存在し，好みの線虫

に触れるとその体表に接着する。やがて発芽管を線虫体

内に伸ばし，分裂によって急速に増殖し，寄主の線虫を

死滅させ，次の感染源となる胞子を無数に形成し土壌中

に放出している。

　現在当研究室では産地を異にするネコブセンチュウ系

統のもの3集団と，シストセンチュウ系統の天敵（図8

－4，図8－5参照）2集団を確保し，線虫防除への実

用化をめざして種々な試験研究を続けている。これまで

に分ったことは，両系統間に形態上の識別点は認められ
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表8－1 栃木県農業試験場　黒磯分場のダイズシストセンチュウ

抵抗性検定圃場の線虫及び天敵調査結果
　　　　　　　　　　　　　　（1984年11月）

区　　分

検出幼虫数

（土壌209当り）

検出幼虫の

胞子感染幼虫率

検出シスト数（土壌1009当り）

健全シスト　　罹病（胞子内蔵）シスト
罹病シスト率

薬剤無

処理区
クロルピク

リン処理区

　頭0．3
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　％100
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図8－4　シストセンチュウ類にだけ特異的に寄生
　　　　する“胞子虫”

　上左：健全なダイズシストセンチュウの幼虫の先端部分

　上右：多数の胞子にとりっかれた幼虫の同じ部分

　下左：健全な幼虫から生じた健全な蔵卵シスト
　　　　　（シストの短径は約0．5mm）

　　下右：胞子が寄生した幼虫から生じた雌虫の死体
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図8－5 胞子虫の寄生により発育途中でへい死した雌

虫体は表皮が薄く破れやすく、内部に線虫卵

は皆無であり、充満している無数の胞子（約

105～106個）は土壌中に流出し、次の感染

源となる。

ないが，各々が極端な寄主特異性を示し，調べ得た限り

前者はネコブセンチュウ類（M吻乞伽卿ε属）以外の動物

に全く寄生せず，後者は同様にシストセンチュウ類

（飽聯048観属及びGJoわ046搬属）以外には絶対に寄生性を

示さない。このため勿論人畜無害で，かつ不必要な生態

系の撹乱を招く心配も全くない。

　加えて，乾燥や低温あるいは高温，及び無寄主状態，

さらには常用の殺線虫剤の影響等，種々なストレスや逆

境に耐えて生き残る能力，つまり，耐久生存性が寄主で

ある線虫よりも明らかに強いことが判明した。これらの

ことは言うまでもなく，人為的利用を試みる上で甚だ都

合めよい側面をこの天敵はいくつか備えていることを示

すものである。
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　こうした特性を活かし，この天敵密度を高めた作物根

の乾燥粉末を調製してみたところ，それが取扱い簡便で

かつ保存のきく接種源，いわば“胞子虫製剤”として使

いうることも明らかになった。そんななまぬるい手法で

はなく，合成培地による大量培養法を開発し，“生物農薬”

としての実用化を急ぎたいものであるが，上記のように

甚だ個性の強い微生物であるため，そうした夢は性急に

は叶えられそうにない。

（4）おわりに

　農作物の線虫害は，多くが連作障害的な現象形態をと

るのが普通であるが，連作条件下にあっても，有望な天

敵としての“胞子虫”が機能を発揮すると，次第にその

ような障害が解消され，線虫密度は限りなく0に近づい

てゆくばかりか，その天敵は長くそこに生残ってその土

壌を“線虫抑止型”に改善する効果をもつことが，ネコ

ブセンチュウ及びシストセンチュウを対象とした接種試

験や現地実態調査により確かめられた。有害線虫の中で

特に重要性の高いシストセンチュウ類に対して有効なこ

の種の天敵は，これまで世界未記録であったため，海外

諸国からも熱いまなざしが，寄せられている。この種の

天敵の直接的大量培養は現在のところ至難なため，“生

物農薬”としての実用化をめざすための次善の策として，

寄主線虫を効率的に室内無菌培養し，その線虫を餌とし

ての天敵増殖法の効率化を企て・いるところである。

　　（環境生物部　微生物管理科　線虫・小動物研究室）

9．現代いなご考　一その分類と分布一

（1）はじめに

　かつてわが国の田園では，たわわの稲穂にむらがるイ

ナゴは，豊穣の秋を象徴する風物詩であった。一方では

ポピュラーなイネ害虫として，またわが国の代表的な食

用昆虫としても有名であった。だからイナゴの載ってい

ない昆虫図鑑とか教科書などは，日本では考えられない

ことであった。ところが，そのイナゴの分類が，実は難

物であったのである。

（2）イナゴとは？

　イナゴはバッタの仲間である。バッタに近縁のものに

はコオロギ，キリギリスなどがあり，その周辺にガロア

ムシ，ナナフシ，ゴキブリ，カマキリ，シロアリ，ハサ

ミムシなどがある。18世紀のリンネの時代には，これら

を引っくるめたのが直翅類であった。彼等の分類体系は

近年に至ってもかなり流動的であるが，典型的な例を表

9－1に掲げた。これが現在言うところの直翅目の範囲

で，上科（superfamilies）と日本に分布する科（families）

を示している。

　いわゆるイナゴとは，バッタ科に属する30ほどの亜科

（subfamilies）のひとつ，Oxyinaeイナゴ亜科の0脚イ

表9－1　直翅目の分類体系とバッタ科の位置
　　　　（一は日本に分布しない科存在を示す。

　　　　＿，＿はそれが複数の場合）

Orthoptera　直翅目
　Ensifera　（剣型産卵管群）

Stenopelmatoidea

　Gryllacrididae

　｛ヲ　　ー

Rhaphidophoroidea

　RhaphidoP｝loridae

Tettigonioidea

　Phaneropteridae

　Pseudophyllidae
　Meconematldae

　Phy1玉ophoridae
　Mecopodi（iae

　Tettigoniidae

　Conocephalidae
　一一一一剛騨冨』　，　一一一一剛閑一

Schiz・dactyl・idea

Gryllotalpoidea

　Gryllotalpidae

コロギス上科

　コロギス科

カマドウマ上科

　カマドウマ科

キリギリス上科

　ツユムシ科

　クサキリモドキ科

　ヒメツユムシ科

　コノハギス科

　クツワムシ科

　キリギリス科

　ササキリ科

ケラ上科

　ケラ科

　Grylloidea

　　Gryllidae
　　Tr重gonidiidae

　　Eneopteridae

　　Scleropteridae

　　Mogoplistidae
　　Myrmecophllidae

　　Oecanthidae

　　一　，　』『

Caelifera　　（のみ型産卵管群）

　Eumastacoidea

　Proscopioidea

　Xyronotoidea

　Pneumoroidea

　Acridoidea

　　Pyrgomorphidae

　　Acrididae

Tetrigoidea

　Tetrigidae

Tridactyloldea

　Tridactylidae

Cylindrachetoidea

コオロギ上科

　コオロギ科

　クサヒバリ科

　マツムシ科

　クマスズムシ科

　カネタタキ科

　アリヅカコオロギ科

　カンタン科

バッタ上科

　オンブバッタ科
　バッタ科

ヒシバッタ、L科

　ヒシバッタ科

ノミバッタ上科

　ノミバッタ科
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ナゴ属と解釈するのが妥当であろう。彼等は，ごく少数

の例外を除けば，河口や湖沼周辺，湿原，沼沢地などの

水辺のイネ科，カヤツリグサ科植物に密着した生活をし

ている。そのため，体の構造や習性にもそれらへの適応

が見られる。彼等にとって水田環境とは，人間により造

り出された最も好ましい生活の場なのである。

　イナゴは，現在判かっているだけでも7，000種を超す

バッタの中では，わずか20種ほどの小さなグループであ

る。そしてその多くは，熱帯ないし亜熱帯のアジアの米

作地帯に分布している。彼等の分布西限はアフリカの大

西洋岸に達しているが，アフリカ産のイナゴはただ1種

にすぎない。北はヒマラヤ～ヒンズークシ山地で限られ

るが，東アジアではウスリーまで及ぶ。ハワイには1種

が棲息し，サトウキビの害虫になっているが，これがイ

ナゴの分布の東端である。但し，これは1892年かそれよ

り少し前に，アジアから侵入したものとされているから，

自然分布ではニューヘブリデス諸島が東限と考えられ

る。そして南限はオーストラリアのブリズベン付近で

ある（図9－1）。

（3）日本のイナゴ

　ひとつの地域で，最も精細にイナゴの分類と分布が調

べられているのは日本であろう（図9－2）。そのためか

国土の狭いわりには種数が多く，目下6種1亜種が数え

られる。これにわが国で流布した同物異名，異物同名，

学名の誤用等を整理，追加したのが表9－2である。イ
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ナゴに関する影しい記録，文献類は，このような基本的

認識にもとづかない限り正しく理解することは不可能で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．ある。

　このリストから分かるように，わが国に分布する種の

分類・同定，学名，通俗名一和名は，それぞれに混乱を

　　　表9－2　日本に分布するイナゴの種名

　1　0％yα鐸zo飢s富SmRAKI，1910　コバネイナゴ

　　　0．痂伽二松村，1899，その他（nec　Brunner）

　　　　　コバネイナゴ，タンシイナゴ　　　〔日本〕
　　　0．泥Zo冗：Rehn，1902（nec　Fabricius）　　　〔Kioto〕

　　　0．ダ8～oε”s歪S　l松村，1906，エゾイナゴ

　　　　　（nom．nud．）　　　　　　　　　〔北海道〕

　　　0．．y6～o飢s乞s：Shiraki，1910，Yezo＿inago

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔SaPP・r・〕
　　　0．ブ砂㎝蜘．：Willemse，1925（jun．hom．of　G：り一

　　　　　Z％sゴ砂㎝乞侃s　Thunberg，1824）　　　　〔Japan〕

　　　0．ブ砂碗6α：楚南，1926，コバネイナゴ

　　　　　　　　　　　　　　　　　〔日本・台湾〕
　　　0．漉伽6ηsfSl松村，1933，コバネイナゴ
　　　　　（nec　Thunberg）　　　　　　　　　〔日本〕

　　　0．sp．：山崎・馬場，1964　　　　　　〔新潟〕

　　　0．．y6206”sゼs：Fukuhara，1966，Kobane－inago

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼apan〕
　　　no　scientific　name：名和，1895，イナゴ　〔日本〕

2．0．殉p癩6α（THuNBERG，1834）　ハネナガイナゴ

　　　Gτy〃％sグ砂伽ブ6％s：Thunberg，1834　　　　　〔Japan〕

　　　。46γ傾遡s惚η36Walker，1870　　　　〔China〕

　　　0．禰％6煽s：Stal，1873，高野・柳原，1934，

　　　　　その他（necThunberg），ハネナガイナゴ
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔China・台湾〕
　　　0．”8Jo川Brunner，1893，松村，1898，イナゴ；

　　　　　松村，1904，ハネナガイナゴ，その他
　　　　　（nec　Fabricius）　　　　　　〔日本ほか〕

　　　0．毎o脇α：Rehn，1902　（nec　Brunner）

　　　　　　　　　　　　　　　〔Yokohama・Kioto〕
　　　no　scientlfic　name：名和，1892，イナゴ；

　　　　　名和，1895，ハネナガイナゴ　　　〔日本〕

3。0．漉伽6％sfs（THuNBERG，1815）シナイナゴ

　　　Gγ郵％s6丸伽伽sfs：Thunberg，1815　　　　〔China〕

　　　0．漉伽飢s乞3：Furukawa，1939，シナイナゴ

　　　　　　　　　　　　　　　　σehol・S．Korea〕

　　　0．加6伽：大町，1950，コバネイナゴの変種
　　　　　　　　　　　〔山口・宮崎・鹿児島・朝鮮〕

　　　0．s加％osα：Mishchenko，1951，福原，1966，

　　　　　チョウセンイナゴ
　　　　　　　　〔Seoul　Region・華北・韓国・宮崎〕

3’．0．漉伽8％sおfo襯osαπαSmRAKI，1937　タイワンハネ

　　　ナガイナゴ
　　　0．初6伽α　：Hebard，1924（partim）

　　　　　　　　　　　　　　　Loo　Choo　Island〕

　　　0．メo襯03伽α：高野・柳原，1934，タイワンハ
　　　　　ネナガイナゴ（nom．nud．）　　　　〔台湾〕

　　　0．∫o槻os側α二素木，1937，タイワンハネナガ
　　　イナゴ　　　　　　　　　　　　　　　〔台湾〕
　　　0．sp．：山崎，1964　　　　　　　〔奄美大島〕

　　　0．∫oγ挽osα冗α：Fukuhara，1965，Taiwan－hanena－

　　　　　ga＿inago　　　　　　〔Yakushima～Taiwan〕

　　　0。漉伽飢部s：Hollis，1971〔Ryukyu　Is・Taiwan〕

5．

6．

　　0。6配η幽sf3fo㎜osα襯：福原，1973，タイワン

　　　ハネナガイナゴ　　　　　〔屋久島～台湾〕

0．毎砂06η3歪sCHAN（｝，1934ニンポーイナゴ

　　0．脚顧s痂ρ・6顔s：Chang，1934　〔NlogP・〕

　　0，sp．：福原，1966　　　　　　　　　〔三戸〕

　　0．加卯08ηsfs？：福原，1968　　　　　〔東北？〕

　　0．痂9ρ・磁s（！）：H・11is，1971　　〔Ni・9P・〕

　　0．痂砂06臨s：福原・牧野，1973，ニンポーイ

　　　　ナゴ　　　　　　　　　　　　〔仙台平野〕

0．加」α伽醜6碗α（Sta1，1861）　コイナゴ

　　河6顧瀦（0那）傭痂α伽襯：Stal，1861

　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Malacca〕
　　0．伽‘痂α‘α：Matsumura，1910，Ko＿inago

　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Formosa〕
　　0．観漉惚s必3：Willemse，1925，楚南，1926，

　　　　コイナゴ，Sh1raki，1954，Taiwan－inago

　　　　　　　　　　　　　　〔台湾・Ryukyu〕
　　0．伽sκ1碑s：Wlllemse，1925，楚南，1926，

　　　　タイワンイナゴ　　　　　　　　　〔台湾〕

　　0．伽‘π6α渉α：Fukuhara，1965，Ko－inago

　　　　　　　　　〔Okinawa　Is．～tropical　Asia〕

　　0．加王α伽孟γ覚α‘α：Hollis，1971　〔Burma～China

　　　　～Ryukyu～PhilipPines～Java～Palaus〕
0．ρo漉s窺αKARNY，1915　タイワンコノ寸ネイナゴ

　　0．ρ04歪s蹴α：Karny，1915　　　　　　　　〔Formosa〕

　　0．ρ04乞鍬α：楚南，1926，フキバッタモドキ，

　　　　素木，1932，タイワンコバネイナゴ〔台湾〕
　　0．。y8～o召π部s：Hollis，1971（nec　Shiraki，partim）

　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Taiwan〕
　　0．ρ04乞s襯α1福原・牧野，1973，タイワンコバ

　　　　ネイナゴ　　　　　　　〔台湾・奄美大島〕

きわめている。これを招来した最大の要因は，分類の標

徴の取り方に適正を欠いたためであるが，イナゴはそれ

ほど種的標徴の選択が困難なグループであったとも言え

る。また，欧米昆虫学先進国の本国には分布していない

ことも大いに関与していたに違いない。

　イナゴの分類には，古くから尾角や雌の生殖下板の形

状，翅の長さ等々が重視されてきた。しかしこれら見易

い形質を種的標徴として使いこなすには，高度の知識，

経験が要求されるのである。これに対して，雄性交尾器

は1930年代に形態学的所産として記載されたことはあっ

たが，なぜか分類学的にはあまり着目されなかった。

　かねてから直翅類の配偶行動の比較などを通じ，とく

にコオロギの分類に関心の深かった遺伝学者大町文衛

は，1944年，食糧増産の戦時研究に資するため各地の農

事試験場の協力のもと大量のイナゴを集め，わが国のイ

ナゴの主体を占めるハネナガイナゴとコバネイナゴの識

別に取り組んだ。そして雄性交尾器とくに挿入器（図9－

4のApとVpcを合したもの）が決定的な重みを持つこ

とを見いだした（イナゴの雄性生殖器とその分類学的意

義について，1950）。この業績はその後，後学によって

敷衛され，イナゴの分類はようやく長い混迷期を脱する

ことになる。
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図9－3 イナゴの雄の特徴

A～F；腹端部背面，G～M；epiphallus背面（bridgeに直角方向から
見る．図の下方が頭部方向になる）．

A・G　lコバネイナゴ，B・H；ハネナガイナゴ，C・1；タイワンハネ

ナガイナゴ，D・J；シナイナゴ，E・K；ニンポーイナゴ，F・L；
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図9－4 雄交尾器（左側面）

A；コバネィナゴ，B；ハネナガイナゴ，C；タイワン

ハネナガイナゴ，D；シナイナゴ，E；ニンポーイナゴ，

F　lコイナゴ，G；タイワンコバネイナゴ，Ap；apical
valve　of　penis，Vpc；valvular　plat　e　of　cingulum
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（4）変異の例

　変異の幅を見きわめることは，生物の分類では最も重

要なことである。なぜなれば生物は自ら変異し，環境の

変化はそれを増幅する。しかしそれはその種とか属など

特定の分類単位（taxon）の特性のワクの中にあるのだか

ら，変異を調べることにより，逆にそのtaxonの特性を

推定することもできる。

　コバネイナゴはイナゴの仲間では外形の変異が著るし

い。北海道にいるエゾイナゴは当初小形で短翅の独立種

と考えられていた。しかしイナゴ類の分類学的研究の過

程でそれはコバネイナゴの低温型であることが判かっ

た。低温地帯のコバネイナゴは小形であるうえ，翅が非

常に短かいのである。しかし挿入器の大きさはあまり変

化がない。これに対し関東以西，九州に至る平野部に棲

む個体群は体も大きく，翅も長く，中にはハネナガイナ

ゴと見まがうような個体もある（図9－5）。面白いこと

に，これと全く同じ現象がキリギリス上科のイネの害虫

であるヒメクサキリにも見られる。

　一方，ハネナガイナゴは，分布北限の秋田県大曲付近

のものはきわめて大形で，九州南部や熱帯アジアの個体

群はぐっと小形である。但しこの場合には翅がとくに短

かくなるということはない。これらは，イナゴの同定が

正しくできるようになって初めて明らかになった現象で

ある。

（5）栄枯盛衰

ようにイナゴが群れ跳んでいた。ところで彼等の種構成

や構成比はどうだったか？　いくつもの記録や論文があ

るが，当時の分類法では残念乍ら同定結果を全く信用す

ることができない。勿論voucher　specimensつまみ試験

研究材料の証拠標本を遺す習慣もなかったから，今と

なっては検証のしようもない。折角の労苦を，勿体ない

ことである。

　だが，1947，8年に小規模であるが東京西郊の水田で

調べたデータがある。これによると，ハネナガイナゴの

コバネイナゴに対する捕獲個体数比は0．25，場所によっ

ては1．5であった。要するにハネナガイナゴはコバネイ

ナゴに対し，非常に劣勢という印象はなかった。

　D　D　T，B　H　Cのような有機塩素系殺虫剤の水田に対

する大規模施用が始まったのは1950年頃からである。こ

こに於いて真に見事に，イナゴは水田周辺はおろか殆ん

ど全土から姿を消してしまったのである。かくして雌伏

10数年，きっかけは農薬規制であったかもしれない，イ

ナゴの密度回復は東北，北陸，関東というように進み始

めた。1970～76年の調査ではイナゴの99％以上の個体は

コバネイナゴで占められており，ハネナガイナゴは総体

的に見て明らかに出遅れていた。理由は分からない。競

合種が一旦こういう決定的状況に追いこまれると，バラ

ンスをとり戻すのは容易ならざることかもしれない。

　ハネナガイナゴ増加の徴はようやく最近になって見え

始めたように思われる。一定の空間，一定の環境の中で，

ファウナの構成要素にかなりダイナミックな変動がある

ことが窺える1例である。

1950年より前のわが国の水田周辺には，冒頭に記した
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図9－5　イナゴ全形

　（上）ハネナガイナゴ雄（千葉県産）

　（中）コバネイナゴ　雄（千葉県産）

　（下）コバネイナゴ　雄（岩手県産）
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（6）異端者

　イナゴの仲間で0．砺麗瀬sグループは種数の点でも

密度の点でも優勢で主流と言えるかもしれない。雄の交

尾器は挿入器の節片化（硬化）が進んでおり，epiphallus

は顕著なinner　lophiを有し，棲息環境は水田やそれに

似た環境で，イナゴとして典型的なものである。これに

対し，0，ρ04fs襯αタイワンコバネイナゴとこれにごく近

縁の（亜種関係にあると考えられる）中国大陸に産する

0．αgα”fsαTsai，0．伽肋α煽Uvarouなどは，ともに山脚

部の林縁の茂みのような環境に棲息する。翅はフキバッ

タ類と見違えるほど短かく，全体が暗い色調である。挿

入器のApは一旦幅広くなってから鈍頭の先端で終り，

epiphallusはAnpが発達し，inner　lophiの間隔が狭いな

どの特徴があり（図9－3，9－4），現在の知識ではかれ

ば，非イナゴ的イナゴである。この一群はイナゴが平地

の沼沢地に進出する前のprimitive　fomではなかろうか。

　ニンポーイナゴ。妙な名前だが，ニンポーとは杭州湾
　　　ニンポ　
南岸の寧波である。本種は新種として記載されたのは

1934年であるが，材料の標本は前年の1933年7月23日に

寧波で採集された。さて，原記載以後全く消息を絶って

いた本種であったが，1964年9月15日，所もあろうに青

森県三戸の水田でコバネイナゴに混って1頭の雄が再発

見された。31年ぶりのことである。標本はかなり傷んで

いたうえ，雄性交尾器は晴型を疑わせるほど異常で，通

常節片化している挿入器は見当らず，全体が巨大な肉塊

状を呈していた（図9－4）。

　前述のように，当時は全国的に水田のイナゴは密度ゼ

ロという状況であったから，素姓は知れないのだが，背

に腹はかえられず市販のつくだ煮を洗って液浸標本と

し，研究材料に充てていた一時期があった。われわれに

とっての2頭目のニンポーイナゴは，このようにして博

多で購入されたつくだ煮の中から発見された。そしてこ

の雄の交尾器は先の三戸の標本と本質的に異なるところ

がなかったから，異様でもこれがこの種独特の形質であ

ることが推断できた。けれども当時交尾器の形態が発表

されていたのは世界でただの3種にすぎず，この方面か

らのアプローチは不可能な状況だったが，1971年大英博

物館に保存されていた寧波産のこの種のパラタイプの交

尾器が図解されるに及び，日本産のものは寧波のものよ

り小形であるが同一種であることが明確となった。

　1974～75年，北仙台平野で約11，000頭のイナゴを調べ

たところ，28頭の本種が検出され，残りは全部コバネイ

ナゴであった。

　それにしても本種の分布型は真に変則的かつ奇妙なも

のと言わざるをえない。世界でただ2か所，寧波とわが

東北の太平洋岸。寧波は遣唐使の往き来していたころ股

賑をきわめた港町であったという。このイナゴは系統分

類や分布型の成立をめぐり，果てしないロマンに誘う。

　イナゴは，交尾器の比較形態から見て，missinglink

つまり絶滅してしまった種とか未記載の現世種がかなり

存在するであろうことを思わせる。

（7〉おわりに

　昆虫という生物群は途方もない，と言えるほど多くの

種に分化し，地球をおおっている。それは言いふるされ

ていることであるが，しかしこのことはともすると試験

研究を実際に進めるうえでないがしろにされたり，盲点

になったりしがちである。イナゴのような通俗的なイネ

害虫についてさえ，さまざまな問題が続出して収まると

ころを知らない。人は昆虫について理解し始めたばかり

のように思われる。

　　　　　（環境生物部　昆虫管理科　昆虫分類研究室）

10．イネ科植物の病害発生及び抑制に関与
　　する生理活性物質：ジインドリルメタ

　　ン

（1〉はじめに

　ここに御紹介する研究の動機は18年前にさかのぼり，

農業技術研究所農薬化学第2研究室において，イネ組織

培養にイネ白葉枯病菌を感染させ，試験管内で宿主作物

一寄生菌の実験系を確立しようと試行錯誤を重ねていた

時の一つの観察であった。寒天平板上に均一にイネ白葉枯

病菌を接種し，その寒天平板上にイネカルス塊を置くと

カルスを中心とした菌の生育阻点円が極めてうっすらと

観察されたのであった。この現象はイネの病害抵抗性と

関連しているのではないかとの見地から研究を開始し，

寒天培地に諸種の成分を添加した結果，その阻止円はイ

ンドール酢酸（I　AA），Mn＋＋イオンおよびモノフェ

ノール類が培地中にあるときに著しく表われ，また，イネ

カルスが持っている抗菌現象を表わす因子を追求した結

果，カルスの生産する高分子（分子量32，000位）のタンパ

クまたはポリペプチド様物質であった。以上のことから

イネカルスのI　A　A酸化酵素がMn＋＋イオンやフェ

ノール類の存在下でI　A　Aを酸化して抗菌物質を作り，

これがイネ白葉枯病菌に抗菌作用を示すものと推定し，

すでに昭和54年度の農業技術研究所年報にその成果をま

とめて掲載した。

　その後，このI　A　A依存性抗菌現象をさらに追求した

結果，I　A　A代謝物である3，3’一ジインドリルメタ

ン（DIM）が，イネいもち病の発病を抑制することがわか
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り，また一方，このD　I　Mはドイツにおける研究でムギ

の黒さび病菌の生育促進因子であって，従来人工培養で

きなかったムギ黒さび病菌も培地中にD　I　Mを添加すれ

ば人工培養が可能となることが報告された。D　I　Mはイ

ネ科植物に含まれるアルカロイドのグラミンの分解物と

しても報告されているので，イネ科植物に含まれている

ことが十分に考えられるが，この一つの物質がイネ科植

物病害に対して促進的に作用したり（ムギ黒さび病の場

合），逆に抑制的に作用する（イネいもち病の場合）こと

がわかったので，こ・に紹介することにした。

（2）イネの病害抵抗性におけるl　A　A依存性抗

　菌現象の役割り

　組織培養されたイネのカルス塊を供試材料として発見

されたI　A　A依存性抗菌現象が，イネの病害抵抗性にど

の程度関与しているかは，最も関心の持たれるところで

ある。

　明らかにすべき第1点として，この現象が実際のイネ

で起こるかどうかという点があげられる。5葉期のイネ

を酢酸緩衝液（pH5．5）の中ですりつぶし，その汁液をミ

リポアフィルターで濾過し（この操作で雑菌は除去され

る），濾紙円板にしみ込ませて，イネ白葉枯病菌を均一

に接種した寒天平板の中央に置いた。寒天培地にI　A　A，

硫酸マンガン（MnSO4），および2，4一ジクロロフェノー

ルを入れておくと，濾紙円板を中心にイネ白葉枯病菌の

生育阻止円がペトリー皿内の寒天平板上で明らかに観察

され，正常状態のイネにI　A　A依存性抗菌現象を表わす

因子が存在することが明らかとなった。

　明らかにすべき第2点は，イネ体内に含まれているI

A　A依存性抗菌因子の重要性である。これが病害抵抗性

に重要な役割りを果たすためには，抗菌現象を表わすに

十分な量のI　A　Aが供給されねばならない。そこで，イ

ネ体内のI　A　A量の定量分析を行ったが，正常状態のイ

ネの葉には0．1ppm以下，おそらく0．02ppm程度，の

I　A　Aが含まれていて，白葉枯病に罹病するとその量は

上昇し，0．1～0．3ppmとなった。一方，寒天平板上で

I　A　A依存性抗菌因子による菌の生育阻止円を観察する

ためには，少くとも数ppm以上，明確な観察には10

ppm以上のI　AAの存在が必要である。上記のイネ体

内I　A　A含量はそれよりもかなり低く，イネ体内の高分

子性のI　A　A依存性抗菌因子が病害抵抗性に関与すると

いうことを証明できない。もちろん，I　A　Aは一様にイ

ネ体内に分布しているわけでなく，また，病菌感染の際

にI　A　Aの供給システムがイネ体内にできる可能性もあ

るので，その抗菌因子の病害抵抗性への関与を否定する

ことはできないが，そのような場合にはI　A　Aの偏在性

または局所的な生成や，I　AA供給システムの活性化な

どがより重要な病害抵抗性要因であろう。

　本研究で見いだしたイネ体内の高分子性の抗菌因子

は，冒頭に記したように，I　AAを添加しなくとも，ご

くうっすらとした菌の成育阻止円を作るものであるか

ら，I　A　Aが存在しなくとも病害抵抗性に関与する可能

性も考えられる。この抗菌因子が一種の酸化酵素であっ

て，ペルオキシダーゼに近縁の性質であることを考える

と，しばしば各所で報告されているように，病菌感染の

際の宿主作物のペルオキシダーゼの役割りは十分に考え

られることである。この点について追求することも有意

義であるとは考えられたが，本研究では折角見いだした

I　A　A添加の場合の抗菌現象を追求することとした。

（3）　l　A　A酸化代謝物の抗菌作用

　I　A　A依存性抗菌現象が，I　A　Aの酸化代謝物による

ことをすでに推定はしていたが，これを確かめて抗菌物

質をつきとめることを目標に置いてさらに仕事を進め

た。

　イネ体内の高分子性抗菌因子がI　A　A酸化酵素の一種

でペルオキシダーゼに近い性質のものであると思われた

ので，試薬として市販されているわさびのペルオキシ

ダーゼでも同様の現象が起きるか否かを調べたところ，

ペトリー皿内のI　A　A含有寒天平板上でわさびペルオキ

シダーゼ標品をしみ込ませた濾紙円板の周囲にイネ白葉

枯病菌生育阻止円が観察され，この場合にもモノフェ

ノールとMn＋＋イオンの存在が必要であった。この結

果は，I　A　Aの酸化代謝物が抗菌現象の原因であること

を示すものである。

　I　A　Aの酸化代謝についてはすでに多くの報告があ

り，図10－2に示すような代謝経路図が推定される。こ

れら代謝物のうち，ヒドロキシメチルオキシンドール

（1）に抗菌性のあることはすでに報告されていた。

　これら代謝物を合成して，イネ白葉枯病菌に対して抗

菌試験を行った結果は表10－1のとおりとなった。抗菌

性代謝物ヒドロキシメチルオキシンドール（1）はかなり

不安定であって容易にメチレンオキシンドール（∬）とな

り，前者を供試しても後者を試験している結果となるの

で，前者は供試せずに後者のみを供試した。このメチレ

ンオキシンドールの抗菌力はかなり顕著であって，I　A　A

を多量に与えたときに表われる透明な菌生育阻止円の原

因となりうるものである。

　しかし，こ・でさらに興味深いのは，3，3’一ジイン

ドリルメタン（D　I　M）の抗菌力である。高濃度（100

ppm）で完全な生育阻害は示さないのであるが，低濃度

（10ppm）でも不完全な生育阻害を示していて，低濃度
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イネカルス

I　AA含有寒天培地上に
イネ臼葉枯病菌を均一に接種

菌の生育阻止円

表10－1　1AA酸化代謝物のイネ白葉枯病菌に対す
　　　　る抗菌作用

　　　　a供試化合物
　　　　　　1　　　10

各濃度（ppm　I　A　A相当）での菌の生育b

32　　　100
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図10－1　イネカルスのI　A　A依存性抗細菌作用 a
．
　 記号は図10－2中の化合物に相当
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1 10 100

　　　　　薬剤濃度（ppm）

寒天培地上イネいもち病菌生育に及ぼす薬剤

の影響

D　I　M●』一●，I　B　P　O一→○，カスガマイシン▲一一▲

においてはメチレンオキシンドールよりは菌生育に対す

る影響は大きいといえるのである。このD　I　Mをイネい

もち病菌の寒天培地上での生育に対する阻害を試験して

見ると，カスガマイシンやI　B　Pなど一般に実用されて

いる殺菌剤に比較して，高濃度で完全阻害しないが低濃

度でもある程度の阻害を示し，丁度イネ白葉枯病の場合

と同様の傾向を示した（図10－3）。

　このように，菌の生育を完全に阻害しないが，低濃度

において明らかに影響を与えているので，それらの菌に

よるイネの発病に影響を及ぼす可能性は十分に考えられ

る。そこで，イネ体にD　I　Mを散布しておいて，イネ白

葉枯病を針接種し，またイネいもち病菌胞子を噴霧接種

し，それぞれの発病に及ぼすD　I　Mの影響を調べたとこ

ろ，イネ白葉枯病に対する影響は見られなかったが，イ

ネいもち病の発病をD　I　Mが顕著に抑制した。
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（4）ムギ黒さび病菌生育へのD　l　Mの影響

　以上のような研究を続けていたところほぼ同時期にド

イツのGrambowらがムギの黒さび病菌の人工培養を試

みていた。この菌は多くのさび病菌と同様に人工培養が

不可能であったので，培地にムギの体内成分を加えて人

工培養を試みていたところ，イネやムギなどイネ科植物

に一般に含まれるグラミンとと呼ばれる一種のアルカロ

イドを培地に加えてオートクレーブ後，これにムギ黒さ

び病菌を接種すると人工培養が可能であることを見いだ

した。しかし，グラミンをオートクレーブ後の培地に加

えても人工培養できないことから，グラミンがオートク

レーブ中に分解してできる3，3’一ジインドリルメタン

（D　I　M）が真の生育促進因子であることを見いだしたの

である（図10－1）。

　このように，同一の物質D　I　Mが，イネ科植物の二つ

の病害に対し，片方（イネいもち病）では抑制的に，他方

（ムギ黒さび病）では促進的に作用することがわかった。

このD　I　Mは，I　A　Aの代謝物であり，また，イネ科植

物のアルカロイドであるグラミンの分解物でもあるの

で，多かれ少なかれイネ科植物に含まれていることは十

分に考えられる。そしてその含量によってこれら両病害

の発病を促進したり抑制したりする可能性も考えられる

ので，イネ科植物体中のD　I　M含量がどの程度のものか

を定量しようと企てた。しかし，残念ながら，今までの

ところではD　I　Mの定量分析に成功していない。植物を

すりつぶして抽出後ガスクロマトグラフ法で検出を試み

たのであるが検出できず，試みに別途，外から加えたD

I　Mもこのまさい抽出操作では検出できないので，元来

含まれているDIMがあったとしてもこの方法では検出

できないこととなる。おそらく，まさい，抽出などの段

階でD　I　Mが分解ないし変成してしまうのではないかと

思われる。イネ科植物体内のD　I　M含量については宿主

一寄生者の1要因となっているのか否かという点で今後

の検討が待たれる。

（5）おわりに

　ここで一つの研究の経過を簡単に述べたが，実はその

各々の段階で大変な努力が払われていることはこ・では

述べつくせない。こ・で得られた研究成果はそのま・植

物病害防除に実用できるか否かは，今後検討すべき問題

であるが，少くとも新農薬開発への手がかりとなるであ

ろう。とくに，病原菌の生育を完全阻害しなくとも，低

濃度において何らかの影響を与えていれば病害防除に利

用できる可能性を示したことも研究の成果の一つと思わ

れる。また，作物体内に起りうる現象を研究対象として

とりあげたため，植物病理学の基礎的部分に関連するか

も知れない知見を得ることができた。

　一方，こ・で述べた研究経過が研究の進め方として良

かったか否かについては誠に複雑であって考えさせられ

る点が多い。研究目標が時点ごとに迂余曲折しているが，

ある段階での成果や発見で次の段階の研究方向が決定さ

れることは研究の必然性として認めなくてはならない。

また，本研究では途中で担当者が交代したこともあって

その点が目立っている。そのため，研究が泥沼に落ち込

んだりデマンネリズムに入り込むことは何とか避けられ

たが，研究の一貫性とか，当初の研究目標の設定が良かっ

たかとか，その研究目標がどの程度達成されたかという

点では物足りない感もある。研究の一貫性と柔軟性の調

和についてつくづく考えさせられる。

　　　　　（資材動態部　農薬動態科　薬剤耐性研究室〉

11．畑地土壌における施肥成分の動態予測

（1）はじめに

　農耕地における施肥成分の分布は，施肥成分が作物根

を通して吸収利用される過程においてきわめて重要な意

味を持っている。特に，資源の有効利用，環境保全等の

見地から施肥の適正化あるいは効率的な施肥が要求され

る今日では，農耕地土壌に施肥された肥料の挙動が明ら

かにされ，その知見に基づき施肥管理を適正に行なう必

要が生じてきている。しかしながら，土壌中における施

肥成分の挙動と分布は，肥料の種類，物理的形態，施肥

量，施肥法等肥料に由来する要因，土壌の水分含量，孔

げき率，イオンの吸脱着特性，微生物活性等土壌に由来

する物理的，化学的，生物学的要因，降雨量，気温変化，

蒸発散量等気象の変化に由来する要因，作物根の分布状

況，養分吸収特性等作物に由来する要因その他栽培管理

等の人的要因を含めて各種要因の複雑な交互作用によっ

て決定されるので，その挙動と分布を時間的に正確かつ

理論的に予測するには多くの解決すべき問題点が残され

ている。

　これらの点を考慮して，当研究室では農作物に対する

適正施肥，環境保全等の観点から，不飽和水分系である

畑地土壌における水および施肥成分（特に陰イオンであ

る硝酸イオン等）の降雨時での挙動と分布を数量的に把

握し，予測することを目的として，重水（D20）を雨水に

用いて検討してきた。

　今回，室内において畑状態水分土壌中における水と施

肥成分の挙動についてのモデル解析のため，降雨量を一

定としたときの重水と陰イオンの垂直方向の動態を経時

的に測定できる大型土壌カラムを作製し，解析を行なっ
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たので紹介する。

（2）大型土壌力ラムの概要

　カラムは直径15．5cm，高さ約1mであり，ポリ塩化ビ

ニール樹脂製である。このカラムは5cmごとのセクショ

ンカラムを積層して作製してあり，容易に分解すること

もできる。このカラムに，日本における代表的な畑土壌

である火山灰土壌を充填し，更に，深さ5～10cmごとに

土壌水分（容積水分率）測定用の熱伝導型プローブ，水分

張力（pF）測定用の水マノメータ，土壌中の水に含まれ

る重水および陰イオンの濃度を測定するための分析試料

を採取する磁製フィルター管をそれぞれ取りつけた。土

壌水分測定用の熱伝導型プローブは当所土壌物理研究室

により開発されたもので，この研究は土壌物理研究室と

の共同研究である。実験に用いたカラムの概略図を図11

－1に示した。土壌中の容積水分率の測定は，横河ヒュー

レットパッカード社製H　P9826マイクロコンピュータお

よびその周辺付属装置を用いた。

割
pF
測
定
用
水

マ
ノ

メ

i
タ

i

降雨装置

0

　　　　　　　　　　　真空ポンプ
外径ψ1．5mmテフロンチューブ

●

土壌水採取装置

熱伝導率

測定装置

た。

　給水は開始から2時間までは陰イオンを含む重水液を

用い，その後イオン交換水を14時問流し続けた。

　降雨に伴う土壌中の水分変化および水分張力変化の測

定は30分おきに，また，重水および陰イオンの分析のた

めの土壌水採取は1時間おきに行なった。

　なお，この実験で，地下水位を土壌表面下1mに設定

した。

（4）土壌力ラム中での水と施肥成分の挙動と分

　布

図黙
ooo

●

◎

　　　　　　　　五
　　　回　　一
　　命。の一♂の　　フリンター
　　・96‘ゆ一『ρ

　制御用コンピューター

地下水位測定管

図11－1　土壌カラムの概略

　また，重水の分析はT　C　D一ガスクロマトグラフ法に

より，陰イオンの分析はイオンクロマトグラフ法により

行なった。

（3）実験条件

　作製した土壌カラムの表面に，降雨（給水）装置を用い

て，1時間降雨量20mmの降雨速度で雨を降らせた場合に

おける土壌中での水と陰イオンの挙動と分布を測定し

　1）　土壌中での水の流れ

　雨が土壌中に浸潤する様子を重水の挙動とカラム内の

容積水分率の変化から経時的にとらえた結果を図11－2

に示した。

　給水開始後，カラム上部から徐々に水分率が上がりは

じめ，時間とともに水が下方に移動していく状態がはっ

きりとわかる。また，土壌表面に加えられた重水の移動

と水分率の変化パターンから，カラム内の水の動きはカ

ラム上部の水がカラム下部の水を押し下げながら移動す

ることがわかる。なお，給水開始後約4時間後には土壌

カラム中の各セクションにおける容積水分率はほぼ一定

となり，定常流の状態に達した。

　実験データから，定常流の状態にある土壌カラム中の

動水勾配は水マノメータの値から0．95と計算できた。こ

のため，水の動きがダルシー則に従うとすれば，不飽和

透水係数は5．85×10－4cm／sec（2．1cm／hr）となる。

　一方，定常流の状態では重水の浸透先端の移動速度は

測定値から9．25×10－4cm／sec（3．3cm／hr），同様に浸透末

端の移動速度は測定値から6．94×10』4cm／sec（2．5cm／hr）

とそれぞれ計算された。重水のピークの移動速度は重水

の浸透先端の移動速度と浸透末端の移動速度の調和平均

値として求めると，その値は7．9×10皿4cm／sec（2．9cm／hr）

となった。

　土壌孔隙内を流れる水の実際の速度は一様でないこと

が知られている。たとえば，孔隙断面の中央付近の速度

は端付近よりも大である。また，広い孔隙内の流速は狭

い孔隙や枝分かれ孔隙中よりも大である。このため，流

れによっていわゆる流体力学的分散と呼ばれる混合が生

じる。重水の浸透先端と浸透末端の移動速度の差は土壌

カラム内でこのような流体力学的分散が生じていること

を示している。

　なお，重水のピークの移動速度を土壌中の水の移動速

度とすると，その値はダルシー則から求めた不飽和透水

係数の値よりも大きかった。

　この実験において，土壌カラム中の水の移動は，カラ
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ム上部の水がカラム下部の水を押し下げながら移動し，

かつ，流体力学的分散を伴う層流的な流れ（Poiseuille分

布）を形成していた。

　2）　土壌中での陰イオンの挙動と分布

．土壌の表面に重水とともに同時に添加した陰イオンす

なわち硝酸イオン，塩素イオンおよび硫酸イオンの土壌

中での挙動を経時的にとらえた結果を図11－3に示し

た。重水の移動速度はカラム中の水の移動速度を示すも

のと考えられる。一方，各陰イオンは時間とともに重水

の動きに比べて遅れていく。また，イオン種によりその

移動速度が異なり，硝酸イオンが最も早く，塩素イオン

はやや遅れ，硫酸イオンは著しく遅れた。

　土壌中における陰イオンの移動は陰イオンが土壌に吸

着されないと仮定すると土壌中での水の動きに等しいと

深
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給水に伴う土壌カラム中の陰イオンの挙動
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考えられる。本実験結果のように，重水の移動速度に比

べて陰イオンの移動速度が小さい原因は，火山灰土壌の

主要な粘土鉱物であるアロフェンの表面がカオリナイト

の末端面と同じような表面構造をもっており，このため，

火山灰土壌が他の土壌に比べて一般に陰イオン交換容量

が大きいことによると推測される。

　土壌中での陰イオン吸着の選択性の順位は一般的には

硝酸イオンと塩素イオンはほぼ等しく，硫酸イオンはこ

れらより大きいことが知られている。本実験結果では，

塩素イオンよりも硝酸イオンの方が明らかに移動速度が

速く，この土壌におけるイオン吸収係数は硝酸イオンの

方が塩素イオンより小さいものと推定された。

　土壌中での水の流れに伴う溶質の流束Qsは，水の流

束をQwとすれば次式で示される。

　　　　Qs＝Qw・C
　Cは各陰イオンの種類による比例定数である。

　重水のピークの移動速度と陰イオンのピーク移動速度

から各陰イオンのCを計算した。Cをここでは「吸着遅

れ定数」と呼ぶことにする。この結果，各陰イオンの吸

着遅れ定数はそれぞれ硝酸イオンでは0．58，塩素イオン

では0．48，硫酸イオンでは0．17であった。

　図11－4に重水のピーク位置と各陰イオンのピーク位

置の実測値と計算値を示した。
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図11－4　降雨量と重水および陰イオンのピーク位置

　　　　との関係

　これらの結果から，土壌中の水の動きの指標として従

来塩素イオンを用いて検討することが行なわれてきた

が，陰イオン交換容量の大きい火山灰土壌では塩素イオ

ンは吸着されるため，重水を指標とする必要があること

が明らかとなった。

（5）各種土壌での水および施肥成分の動態予測

を想定し，地下水位が低く，土壌表面に降り注いだ雨が

表面流去をしないですべて土壌中に浸み込み，カラム内

の水の動きが層流的である場合の火山灰土壌における水

と施肥成分の動態予測法を明らかにしてきた。同様の方

法により鉱質土壌，砂質土壌，有機物含量の多い土壌等

他の土壌においてもそれぞれのQwおよびCを求めれば

Qsつまり陰イオンのピークの位置を計算することがで

きる。また，実際のほ場における耕起された土壌あるい

は比較的密なその下層土を想定した実験を行ない，Qw，

Cを求めればそれぞれの陰イオンのピークの位置を計算

できるので土壌中の水と養分の移動についての予測が可

能となろう。

（6）おわりに

　土壌中における水と陰イオンの挙動と分布について解

析し，その動態を予測する目的で，日本における代表的

畑土壌である火山灰土壌を用いて大型土壌カラムによる

解析実験を行ない，以上の結果を得た。

　当研究課題の実施についての今後の検討として以下の

ような残された問題点があると考える。第一点は降雨の

状態による水の移動についてすなわち降雨量が少なくそ

のために定常状態の流れに達しない場合における水と養

分の移動の問題，降雨が長時問にわたる場合において，

雨が降り始めてから定常流の状態に達するまでの水と養

分の移動の問題，降雨強度がつよく，土壌表面で雨水が

表面流去する場合の水と養分の移動の問題等がさらに検

討される必要があること。第二点は陰イオン吸着のダイ

ナミックスについて，特に土壌中でイオンが移動する場

合の非平衡状態における研究をより以上に発展させる必

要があること。第三点は土壌からの蒸発散に伴う水の上

部への移動，植物根による水と養分の吸収に伴う移動，

横方向への拡散に伴う移動等について，これから十分解

析，検討すべきであると考えられること。第四点は実際

の畑ほ場は均一の土壌構造としたカラム実験とは異な

り，れき，亀裂，耕盤等の存在，ミミズ等の小動物の活

動等により，複雑な土壌構造を持つと考えられ，従って，

土壌カラム実験で得た成果を現実のほ場レベルにどう適

用していくのか更に検討する必要があると考えられるこ

と。

　これらの問題点を今後解析，検討することにより，肥

料の適正施肥，環境保全等が一層計られることになるだ

ろう。

　　　（資材動態部　肥料動態科　多量要素動態研究室）

以上降雨量が一定であり，かつ，連続した降雨の場合
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皿　研究成果の発表及び弘報

　昭和59年度中に発表された研究成果は，下記のとおり

で，1．「農業技術研究所報告（農業環境技術研究所刊行）

掲載論文」2．「その他の論文・資料・弘報」とに分け2．

はさらに「著者・資料」「雑誌」「学会報告」「その他」に分類

した。また，学会報告は学会ごとにまとめ，研究部別に

発表者のアルファベット順に記載した。なお，協同研究

および共同論文については，筆頭者の所属に収めた。（＊

印は所外の人）
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○内嶋善兵衛，清野　裕＊：日本における自然植生の純

　一次生産力の分布　バイオマス変換計特別成果報告

　（BCP－85－1－1－1）（1985．3）

○内嶋善兵衛：太陽エネルギーの季節的・地理的変化に

　関する研究の目的と観測法　「エネルギーの分布と利
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用」に所収　農林水産技術会議事務局（1985．3）

環境生物部

○青木重幸＊，宮崎昌久：LarvaldimorphisminHor－

　maphidinae　and　Pemphiginae　aphi（1s　in　relation　to　the

　functl・n・fdefendingtheirc・1・nies「Pr・ceedings・f

　the　International　Aphidologlcal　Symposium　at　Jablonna，

　Poland，1981」に所収ポーランド科学アカデミー

　（1985．3）

O羽柴輝良：病原糸状菌のプラスミドの現状と今後の展

　望　「農薬開発分野におけるバイオテクノロジーの現

　状と今後の展望」に所収　農薬バイオテクノロジー開

　発技術研究組合（1985．3）

○服部伊楚子：Insectpests　attacklngvegetables，maize

　and　rice　in　Kilimanjaro　「タンザニア・キリマンジャ

　ロ農業開発計画専門家総合報告書」に所収　国際協力

　事業団（1984．10）

○日高輝展ほか5名：Thestrategyoftheintegrated
　control　of　the　rice　gall　midge，07s601毎oか～α6（Wood－

　Mason）（Diptera，Cecidomyiidae）inlndonesia国際

　協力事業団，農開技J　R85－2（1984．5）

○岩木満朗：「土壌伝染性ウイルス病」診断，生態と発病

　のしくみ，検出と定量　「土壌病害の手引」に所収　日

　本植物防疫協会（1984．10）

O岩木満朗；「ホウレンソウ」「昆虫伝搬試験法」「土壌伝

　染試験法」　「野菜のウイルス病」に所収養賢堂

　（1984．5）

○桐田博充＊，斎藤吉満＊，西村　格：放牧草地の植生

　一土壌系における土壌有機物の供給・分解と蓄積

　「グリーンエナジー計画成果シリーズ皿系No．1生産環

　境の成立機構の解明」に所収　農林水産技術会議事務

　局（1984．6）

○桐谷圭治：生物的防除　「新農業システム総合技術（高

　辻正基ら編）」に所収（1984），R＆Dプランニング

　（1984．1）

〇三上　嚢＊，宮下清貴，新井　正＊：Propertiesof

　newly　isolated　alkalophilic　actinomycetes

　「FilametousMicroorganisms」に所収学会出版セン

　ター（1985．2）

○皆川　望：ネコブセンチュウ類　「土壌害虫」に所収

　全国農村教育協会（1985．3）

○宮下清貴：汎用化学製品とエネルギー生産　「バイオ

　テクノロジーの開発戦略」に所収　家の光協会

　（1985．3）

○宮崎昌久：Thelifecycleof盈oραJo3励併¢伽％3‘歪勉6

　（Matsumura），with　notes　on　its　bearing　on　evolution一

arythe・ries・faphlds’hfecycles「Pr・ceedings・fthe

　International　Aphidological　Symposium　at　Jablonna，

　Poland，1981」に所収ポーランド科学アカデミー

　（1985．3）

○大畑貫一：種々の土壌病害の見分け方一細菌病によ

　る病害（その他の細菌病）　「土壌病害の手引」に所収

　日本植物防疫協会（1984．10）

O鈴井孝仁：Ecology　of　phytophthora　diseases　in　vege－

　tablecr・psinJapan「S・ilb・mecr・pdiseasesin

　Asia，FFTCBookSeriesNo．26」に所収FFTC

　（1984．5）

○鈴井孝仁：Fusarium菌による根腐れ性の病害　「土壌

　病害の手引」に所収　日本植物防疫協会（1984．10〉

○鈴井孝仁：紫紋羽病・白紋羽病　「土壌病害の手引」

　に所収　日本植物防疫協会（1984．10）

○玉木佳男：昆虫の性フェロモンと行動　筑波大学「本

　能特別プロジェクト」講演集（上）に所収　筑波大学

　（1984．12）

○土屋行夫：根頭がんしゅ病　「土壌病害の手引」に所

　収　日本植物防疫協会（1984．10）

○土屋行夫：シュンギク黒腐病　「原色新しい病害虫」

　に所収　全国農村教育協会（1984．12）

資材動態部

○栗原　淳：肥料研究の動向　「1984　肥料年鑑」に所収

　肥料協会新聞部（1984．3）

○尾和尚人：珪カルの肥効特性に関する研究（1）珪酸石

　灰肥料研究会（1985．2）

○鈴木大助，栗原　淳：耕土層内における肥料成分の動

　態の解明　グリーンエナジー計画成果シリーズ皿系

　（生産環境）No．1　農林水産技術会議事務局（1984．6）

○鈴木大助：肥料研究　「農林水産研究とコンピュータ」

　に所収　農業技術協会（1984．7）

○上杉康彦：薬剤耐性菌対策研究会の思い出　「三十年

　の活動」に所収　日本植物防疫協会（1984．5）

○上杉康彦：バイオテクノロジーの農薬開発への応用…

　…総論　農薬開発分野におけるバイオテクノロジーの

　現状と今後の展望（昭和59年度技術情報調査報告書）

　農薬バイオテクノロジー開発技術研究組合（1985．3）

○渡辺久男：ケイ酸塩，土壌　「ファーネス原子吸光分

　析一極微量を測る一」に所収　学会出版センター

　（1984．11）

（2）雑 誌

　企画連絡室

○浅川　勝：研究所紹介：農業環境技術研究所　「農化

　誌」59（2）：199－201（1985）
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○古畑　哲，池　盛重＊：セラード地域のパルゼアにお

　ける乾期の土壌水分動態一セラード農牧研究センター

　圃場の例一　「日本土壌肥料学雑誌」55（5）：407－

　4！4（1984〉

○古畑　哲：農業環境技術研究所（試験場・研究所めぐ

　り211）　「農業技術」39（8）：374－375（1984）

○大村敏博＊，日比野哲行＊，宇杉富雄＊，井上　斉＊，

　守中　正，他5名：Detectionofricevirusesinplants

　and　individual孟nsect　vectors　by　latex　flocculation　test

　「Plant　Dlsease」　68（5）：374－378　（1984）

○内島立郎：異常気象でゆれる最近の稲作と米の需給

　「気象」329：30－32（1984．9）

　環境研究企画官

○吉村　亮，土井良　宏＊，新倉克己＊：優性短節油蚕

　の遺伝学的研究　「日本蚕糸学雑誌」53（4）：348－351

　（1984）

　環境管理部

○秋山　侃，塩見正衛＊，高橋繁男＊：Aprehminary

　study　of　nltrogen　dynamics　in　a　grazing　pasture　eco－

　system　1．Observation　of　nitrogen　budgets　at　primary

　producer　level　「草地試験場研究報告」29：21－30

　（1984）

○秋山　侃，他5名：耕地および採草地の飼料生産過程

　におけるエネルギー利用効率　「日本草地学会誌」30

　（1）：49－58（1984）

○秋山侃：Remotesensingtechniquesforgrassland

　management　and　assessment　of　agricultural　development

　「Tropical　Agriculture　Research　Seriesj　（16）：241－

　255（1985．3）

○畠中哲哉＊，萬田富治＊村井　勝＊，秋山　侃：耕地

　および採草地の土壌性状と収穫物の無機成分　「日本

　草地学会誌」30（4）：419－427（1985）

○平野富雄＊，横山尚秀＊，粟屋　徹＊，石坂信之＊，柳

　内志保子＊，荻野喜作＊，結田康…：狩川の水質　「神

　奈川県温泉地学研究所報告」16（4）：209－221（1985）

○法橋信彦，藤崎憲治＊：Morphometrlc　characters　of

　overwinterlng　adults　of　the　Bombay　locust，Pα‘雌8α

3繍襯α（L．）（Orth・ptera：Cyrtacanthacridinae）in

　outbreak　areas　of　Okinawa　「AppL　Ent．ZooL」　19（2）

　：170－174（1984）

○堀江正樹：新しい農業環境計測法　「研究ジャーナル」

　7（8）：25－28（1984）

○堀江正樹：圃場試験法の歴史と課題①～②　「農業技

　術」40（2）：87－91，（3）：137－141（1984）

○井上健一＊，岩田忠寿＊，芝山道郎，堀江正樹，渡辺

　利通：福井県の水稲収量に及ぼす気象その他の影響に

　ついて　「北陸作物学会報」19：23－24（1984）

○加藤好武：A　computerized　soil　information　system　for

　arable　land　in　Japan　　I．Concept，Objective，Process，

　and　Structure　　「Soil　Sci．P夏ant　Nutr．」　30（3）：287－

　297（1984）

○加藤好武，J．Dumanski＊：AcomPuterizedsoihn－

　formationsystemforarablelandinJapan　H。ATest

　of　Adaptability　of　Japanese　Soil　Survey　Data　to　an　Ex－

　isting　Soil　Informat隻on　System　（Can　SIS）　「Soil　Sc孟．

　Plant　Nutr．」　30（3〉：299－309　（1984）

○河井完示：黒ボク土分類のための土壌の特徴的性質

　「ペドロジスト」28（2）：30－42（1984）

○桐谷圭治，野里和雄＊，宮井俊一，伴　幸成＊：

　Studies　on　ecology　and　behavior　of　Japanese・black

　swallowtail　butterflies．L　Ecologicai　characterlstics　of

　male　populatlons　in　P砂砺o舵Z8％πs痂66伽②60」飢s　BuTLER

　and　P，　1）zo‘6”or　d6規厩短％s　CRAMER　　（Lepidoptera　：

　Papilionidae）　「AppL　Ent．ZooL」　19（4）：509－517

　（1984）

○小林荘一＊，粥見惇一＊，宮井俊一：水田におけるイ

　ネミズゾウムシの密度調査法　「応動昆」29（1）：45－

　49（1985）

○駒村美佐子，小林宏信：土壌ならびに作物中の降下放

　射性核種の分析的研究　「昭和58年度農林水産省関係

　放射能調査年報」に所収　農林水産技術会議事務局

　（1984）

○駒村美佐子，小林宏信：土壌および米麦子実中の90Sr

　について　「第26回環境放射能調査研究成果論文抄録

　集」に所収　科学技術庁（1984）

○近藤　煕＊，高橋繁男＊，秋山　侃，塩見正衛＊：放

　牧草地におけるリンの流れ　「草地試験場研究報告」

　31：1－17（1985）

0萬田富治＊，秋山　侃，村井　勝＊，畠中哲哉＊，高

　橋繁男＊，塩見正衛＊，荒　智＊：耕地および採草地

　における乾物生産の経年変化　「日本草地学会誌」30

　（4）：411－418（1985）

○増島　博：農林業と環境　「環境研究」49：89－98

　（1984）

○増島　博：窒素及びリンに係る排水基準の問題点

　「環境情報科学」13（4）：47（1984〉

○増島　博，中曽根英雄＊，田渕俊雄＊：水質調査測定

　法　「農業土木学会誌」53（1）：67－74（1985）

○増島　博：水質と作物生育　「農業土木学会誌」52（9）

　：817－822（1984）
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〇三輪哲久：多重比較におけるMultiple　Range　Method

　について　「京都大学数理解析研究所講究録」526185

　－95（1984）

○守谷茂雄，渋谷政夫＊：Spray　deposit　on　apple　trees　by

　lowvolumeapplication「日本農薬学会誌」9（2）：

　293－297（1984）

○守谷茂雄：ハウス内液剤少量散布による新しい防除技

　術一常温煙霧一　「農薬研究」31（1）：38－43（1984）

○守山　弘，原田直国，山岡景行＊，榎本末男＊，重松

　孟＊：都市における緑の創造第4報都市区域につく

　り出した林にみられる植生遷移の歪み「人間と環境」

　（日本環境学会誌〉10（2）：14－24（1984）

○守山　弘，榎本末男＊，加藤昭輔＊，岩波節夫＊：カ

　イコの消化液の強塩基性とイオン組成の関係　「日本

　蚕糸学雑誌」53（6）：506－512（1984）

○棟方　研＊，芝山道郎：作物群落用反射スペクトル解

　析装置の開発　第1報　圃場作物用ダブルビーム分光

　測定装置の試作　「日本作物学会紀事」54（1）：15－21

　（1985）

○塩見正衛＊，秋山　侃，高橋繁男＊：A　spacial　pattem

　model　of　Plant　biomass　in　gra2ing　pasture　H　「日本草

　地学会誌」30（1）：40－48（1984〉

○鈴木信彦＊，新妻昭夫＊，山下恵子＊，渡辺　守＊，野

　里和雄＊，石田明儀＊，桐谷圭治，宮井俊一：Studies

　on　ecology　and　behavior　of　Japanese　black　swallowtail

　butterflies．　2．Daily　activity　patterns　and　thermo，

　regulation　in　summer　generations　of　P砂痂o加」飢％3痂6一

　α耽づ60Z6ηs　BuTLER　and、P．ργo‘6κ07　46柳αγ伽s　CRAMER

　（Lepidoptera：Papilionidae）　「Jap．J．EcoL」　35（1）：21

　－30（1985）

○高橋繁男＊，秋山　侃，塩見正衛＊，大久保忠旦＊：

　・混播放牧草地における数種牧草の茎葉別消化率の季節

　変動　「日本草地学会誌」30（3）：264－268（1984）

○宇田川武俊：国土，環境保全と農業　「農業と経済」「国

　民意識と農業・農政の進路」臨時増刊号：81～87

　（1984）

○宇田川武俊：バイオマスとその利用　「協同組合経営

　研究月報」370：1－11（1984）

○宇田川武俊：農村景域論　「農林水産技術研究ジャー

　ナル」7（8）：29－31（1984）

○宇田川武俊：わが国のエネルギー問題と農業研究

　「農業土木学会誌」52（9）：781－786（1984）

○渡辺　守＊，野里和雄＊，桐谷圭治，宮井俊一：

　Seasonal　fluctuat孟ons　of　egg　density　an（i　survival　rate

　in　Japanese　black　swaHowtail　butterflies　「Jap．J．

　EcoL」　34（3）：271－279　（1984）

○渡辺利通：イネの倒伏抵抗性に関する育種学的研究

　第1報．倒伏抵抗性関連形質による品種の群別　「農

　業技術研究所報告」D36：147－174（1985）

O渡辺利通：イネの倒伏抵抗性に関する育種学的研究

　第2報　倒伏抵抗性関連形質の寄与　「農業技術研究

　所報告」D36：197－215（1985）

○山崎清功＊，徳留昭一，氏家勉＊：傾斜地における土

　地利用方式が物質の動態に及ぼす影響第1報ライ

　シメーターにおける水の動態と収支　「四国農試報」43

　：38－74（1984）

○横山尚秀＊，荻野喜作＊，大木靖衛＊，結田康一：足

　柄平野上流部の地下水流動機構と水温変化（足柄平野

　の地下水　その8）　「神奈川県温泉地学研究所報告」

　16（4）：177－190（1985）

○結田康一：土壌くん蒸・消毒剤による農作物，土壌お

　よび地下水の臭素残留・汚染　「生態化学」7（2）：3

　－12（1984）

　環境資源部

○天野哲也＊，山崎慎一：先史時代にもちこまれた粘土

　の産地　「考古学と自然科学」17：25－33（1984）

○天野洋司：Classiflcationof　cultivatedsoilsinJapan

　「JARQ」18（4）：275－283　（1985）

○天野洋司：農耕地土壌環境の悪化とその事例　「環境

　才支彷丁」　13（12）：874－880　（1984）

○福士定雄，陽　捷行，石垣幸三＊：多肥条件下におけ

　る黒ボク茶園土壌の脱窒能　「茶業研究報告」60：37

　－42（1984）

○井ノ子昭夫：地力維持・増進に対する有機物の役割り

　一地力窒素の観点から一　「米麦改良」10月号二2～

　4（1984）

○井ノ子昭夫：炭素の循環からみた地力の考え方　「研

　究ジャーナル」7（11〉19～12（1984）

○井ノ子昭夫：土壌　「ぶんせき」10月号：111～113

　（1984）

○井上君夫，桜谷哲夫＊，内嶋善兵衛l　Stomatal　resist－

　ance　of　rice　leaves　as　influenced　by　radiation　intensi．

　tyandairhumidity　「農業気象」40（3）：235－242

　（1984）

○井上君夫：水田微気象環境のシミュレーションモデル

　「農業気象」40（4）：353－360（1985）

○石原　暁：土壌の理化学性と地力　「熱帯農研集報」

　51：21－26（1985）

○石原　暁：夏期における野菜生産の現状と解決方向

　7．土壌・肥料「熱帯農研集報」51：73－77（1985）

○岩崎　尚：世界の異常気象と農業生産　「研究ジャー
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　ナル」8（2）：44－53（1985）

○加藤英孝：土壌肥料分野でのS　Iの使い方について

　「土壌の物理性」50：120－124（1984）

○加藤英孝：土壌水分のヒステリシス現象　「土壌の物

　理性」50：46－51（狛84）

○粕渕辰昭，岩佐安：“流れの場”としての土壌「農

　業および園芸」59：1462－1466（1984）

○粕渕辰昭：Heatconductionmodelofsollandestima－

　tion　of　thermal　conductivity　of　soil　solid　phase　「Soil

　sci．」138：240－247（1984）

○粕渕辰昭：土の熱伝導率測定による水分量測定とその

　農業技術への応用　「熱測定」11：139－140（1984）

○粕渕辰昭：熱移動と温度　「土壌の物理性」50：68－

　70（1984）

○川島茂人：冬期の筑波研究学園都市における気温特性

　のクラスター分析　「農業気象」40（2）：149－154

　（1984）

○久保田　徹：タイ国の畑土壌水分系の実態と土壌管理

　による改善　「熱帯農研集報」50：36～63（1985）

○久保田　徹：重粘水田土壌の地耐力診断のための土壌

　構造指標　「土肥誌」55（2）：173～179（1984）

○前田乾一：土壌侵食　「土壌の物理性」50：37－40

　（1984）

○前田乾一，石原　暁：生活雑排水の土壌浸透処理にお

　ける土壌水中のうち濁成分濃度の変化　「日土肥誌」

　55（5）：475－476（1984）

○真木太一：農耕地の防風対策　「農業土木学会誌」52

　（11）：1021－1022（1984）

○真木太一：耕地風の微細気象学的特性に関する研究

　「農業気象」40（2）：187－192（1984）

○真木太一：防風網に関する研究（8）冬春季裸地圃場で

　の防風網による微気象改良・風食防止効果　「農業気

　象」40（4）：323－330（1985）

○陽捷行，福士定雄：MethodsformeasuringN20

　flux　from　water　surface　and　N20dissolved　in　water

fr・magriculturalland「S・註Sci・PlantNutr・」30、（4）：

　495－502（1984）

○陽　捷行，藤沼善亮＊：農林水産省における環境保全

　（土壌肥料分野）に関連する試験研究の流れ　「日本土

　壌肥料学雑誌」55（6）：573－578（1984）

○陽　捷行：土壌と大気間のガス交換　「土壌の物理性」

　50：88－93（1984）

○中村好男：Aspects　of　colonization　by　E解勿徽飢sα弼一

　4％s（Enchytraeidae）and　S伽61Zα6雄初s6‘α（Collembola）

　in　Niimi　waste　water　treatment　trench　「Pedobiologia」

　26（4）：381－386（1984）

○中村好男：Effectsoftemperatureontheincubation

　time　of　lumbricid　cocoons　「EDAPHOLOGIA」30：17

　－19（1984）

○中村好男：Enchytraeids　in　Japan（3）「EDAPHOL㏄IA」

　31：31－34（1984）

○南條正巳，鶴野慶吉＊，渡辺　裕＊：反応終点のリン

　酸濃度を一定とした土壌のリン酸保持容量測定法

　「日本土壌肥料学雑誌」55（4）：325－331（1984）

○南條正巳，渡辺裕＊：Mechanismsofphosphate

　sorption　on　soil　components　with　hligh　phosphate　reten．

　tlon　capacity　「JARQ」18（2）：87－91　（1984）

○野内　勇，大橋　毅＊，早福正孝＊：東京都内におけ

　る環境大気P　A　N濃度とその指標植物としてのペチュ

　ニアの葉被害　「大気汚染学会誌」19（5）：392－402

　（1984）

○小川　真＊，都留信也＊，中村好男，吉田冨男＊：土

　壌生態系の諸側面～研究の現状とこれからの課題～

　「生態化学」7（1）：2－15（1984）

○岡田益己：温室カーテン用資材の保温力の簡単な比較

　法　「農業気象」40（2）：159－162（1984）

○岡田益己：湿度および関係諸量の計算法　「農業気象」

　40（4）：407－409（1985）

○岡田益己：トマト育苗期の水管理の実態一篤農家に

　おける調査から一　「関東の農業気象」8：9－12

　（1985）

○桜谷哲夫＊，岡田益己：蒸発散の測定（V）　「農業気

　象」40（4）：403－405（！985）

○菅原和夫，古賀　進＊，井ノ子昭夫：Color　change　of

　straw　during　composting　「Soil　Sci．Plant　Nutr．」　30

　（2〉：163－173（1984）

○鳥山國士＊，井上君夫：イネの低温による障害型不稔

　に及ぼす微気象要因のシミュレーションによる解析

　「日本作物学会紀事」53（4）：387－395（1984）

○竹澤邦夫：「エントロピー」の再検討「えんとろぴい」

　1（2）：17－18（1984）

○内嶋善兵衛，清野　諮＊：Agroclimatic　evaluation　of

　net　primary　productivlty　of　nutural　vegetations　（1）

　chikugo　model　for　evaluating　net　primary　productivity

　「」．Agr．Met．」40（4）：343－352　（1984）

○内嶋善兵衛：WC・R　Pと農業気象研究一日本のWC　R

　P研究と関連して　「農業気象」40（3）：279－283

　（1984）

0内嶋善兵衛：ソ連の油料作物と気候条件　「大豆月報」

　112：4－10（1984）

○内嶋善兵衛：21世紀の食糧問題（下〉「天気」28（4）：

　7632－7635（1984）



皿　研究成果の発表及び弘報 59

○内嶋善兵衛：異常気象と農業生産のゆくえ　「酪農情

　報」44（6）：32－36（1984）

○内嶋善兵衛：世界的規模の異常気象と農業　「米穀情

　報」196：4－9（1984）

○内嶋善兵衛：一農業気象学者のあすなろ記　「日本の

　科学者」19（5）：250－256（1984）

○内嶋善兵衛：気候変動と農業　「科学」54（6）：341－

　350（1984）

○内嶋善兵衛：霜害とひょう害　「予防時報」137：24－

　29（1984）

○米山忠克＊，鳥山光昭＊，小林宏信：15N　study　on　the

　fateoffollarlyapPliedureanitrogeninteaplant
　「Soil　Sci。Plant　Nutr．，」31（1）：123－131　（1985）

　環境生物部

○藤井義晴，林　　徹＊，安田　環：植物体の電気的イ

　ンピーダンス測定によるリンの栄養診断　「日土肥誌」

　55（4）：305－310（1984）

○福原楢男二水田に見られる直翅目害虫の見分け方（5）

　「植物防疫」38（12）：571－577（1984）

○浜屋悦次他5名＊：ツバキの抗菌性成分　「日本植物

　病理学会報」50（5）：628－636（1984〉

○羽柴輝良他9名：イネ紋枯病一最近の多発傾向と防

　除の考え方一　「農薬」32（1）：4－37（1985）

○羽柴輝良：糸状菌のプラスミド利用による病原性制御

　の可能性　「植物防疫」38（4）：28－33（1984）

○羽柴輝良：糸状菌プラスミドによる病原性制御の可能

　性「技術と普及」8：81－82（1984）

○羽柴輝良：植物病原糸状菌のプラスミドによる病原性

　の制御　「農及園」60（1）：2！7－222（1985）

○羽柴輝良：最近のイネ紋枯病の多発動向　「農薬」31

　（4〉：3－8（1984）

○羽柴輝良：イネ紋枯病の発生と被害の予測法　「北陸

　農試報告」26：115－164（1984）

○羽柴輝良，本間善久，百町満朗＊，松田　泉：ISOla－

　tion　and　characterizatloll　of　a　DNA　plasmid　in　the　fun．

　gus1～編～06‘㎝毎30Zα初　「」．Gen，Microbiology」130：

　2067－2070（1984）

○羽柴輝良，山田昌雄＊：Intraspecific　protoplast　fusion

　between　auxotrophic　mutants　of1～加～06‘㎝宛soZαηf

　「Phyt・path・1・gy」74（4）：398－401（1984）

○羽柴輝良：Forcastlngmodelandestimationofyield

　隻oss　by　rice　sheath　blight　disease　「JARQ」　18（20）：

　20－26（1984）

○本間善久，R，JamesCook＊：Influenceofmatricand

　osmotic　water　potentials　and　soil　pH　on　the　activity　of

　giant　vampyrellid　amoebae　「Phytopathology」　75（2）

　：243－246（1985〉

○本間善久，気賀沢和男＊：Predationon　larvaeofplant

　parasitic　nematodes　by　so鍍vampyrelhd　amoebae

　「Japanese　Journal　of　Nematology」14：1－7　（1984）

○本間善久，石井正義＊：Perforationofhyphaeand

　sclerotia　of1～勉～od耀歪α30」α窺K費hn　by　soil　vampyrellid

　amoebae　from　vegetable　field　soils　in　Japan　「Ann．

　Phytopath．Soc。Japan」50（2）：229－240（1984）

○本間善久：Perforatlon　and　lysis　of　hyphae　of勲∫～o－

　o‘伽毎soZα痂and　conidia　of　Cochliobolus　miyabeanus

　by　soil　myxobacteria　「Phytopathology」　74（10）：

　1234－1239（1984）

○岩木満朗：スイカ灰白色斑紋病について　「今月の農

　薬」7：60－65（1984）

○岩木満朗，本田要八郎＊，花田　薫＊，栃原比呂志＊，

　与那覇哲義＊，外間数男＊，横山　威＊：Sllver　mottle

　disease　of　watermelon　caused　by　tomato　spotted　wilt

　virus　「Plant　Disease」68（！1）：1006－1008　（1984）

○岩木満朗，五十川是治＊，都築　仁＊，本田要八郎＊

　　Soybean　chlorotic　mottle，a　new　caulimovirus　on

　soybean　「Plant　Disease」68（11）：1009－！011　（1984）

○岩崎成夫＊，佐藤善司，松田　泉　他5名：Studies

　on　macrocyclic　lactone　antibiotics．Vll　Structure　of　a

　phytotoxin“rhizoxin”producedbyR編90餌s面麗質s乞s

　「J．Antibiotics」37（4）：354－362　（1984）

○川崎建次郎：Effectsofratioandamountofthetwo

　sex－pheromonal　components　of　the　diamondback　moth

　on　male　behavioral　response　「AppL　Ent．ZooL」19（4）

　：436－442（1984）

○川崎建次郎：Electroantennogram　responses　of　Sρ040．

　μ郡α痂％7α　（F．）（Lepidoptera：Noctuidae）male　moth　to

　two　female　sex　pheromone　components　「AppL　Ent．

Z・・L」20（1）：82－87（1985）

○川崎建次郎：飛しょう風洞とその取扱い方　「植物防

　疫」39（1）：42－45（1985）

○桐谷圭治，D．A。Andow＊：FinestructureoftriviaI

　movement　in　the　green　rice　leafhoPPer，Nψんo‘8痂x6伽6一

　伽ψ3　（UHLER）　（Homoptera　：Cicadellidae）　「AppL

　Ent．Zoo1．」　19（3）：306－3！6　（／984）

●桐谷圭治，浜田竜一，Hamoto＊二Effect　ofsublethal

　dosage　of　carbaryl　on　the　fecund　lty　of　Sノ）040力館名α∫銘麗7α

　FABRIcus　（Lepidoptera　：　Noctuidae）　「ApPI．　Ent．

　Zool．」　19（3）：404－405　（1984〉

○桐谷圭治　他3名：Studies　on　ecology　and　behavior

　of　Japanese　black　swallowtail　butterflies　L　Ecologica1



60 農業環境技術研究所年報　昭和59年度

　characteristics　of　male　populations　in　Pα餌」歪o勉’6質％s

　痂6α｝漉60Z8”s　and　P。1卯o‘召η07　d8形8‘短％5　「AppL　Ent．

　Zool。」　19（4）：509－517　（1984）

○桐谷圭治，加納昌彦＊：Influenceofdelay　in　mating

　on　the　reproduction　of　the　or圭ental　tea　tortrix，Ho”10ηα

　襯α8”α編鍛αDiakonoff（Lepidoptera：Tortricidae），with

　reference　to　pheromone－based　control　「Protectlon

　Ec・1・gy」6（3）：137－144（1984〉

○桐谷圭治　D．A、Andow：Sampling　method　in　soybean

　entomology（書評）　「Protection　Ecology」6（3〉：242

　－244（1984〉

○桐谷圭治，野里和雄＊，渡辺　守＊：Seasonal　fluctua－

　tions　of　eg9　（豊ens量ty　and　survival　rate　in　Japanese

　blackswallowtailbutterflies「日生態会誌」34（3）：

　271－279（1984）

○桐谷圭治，根本　久＊，小野久和＊：メソミル処理に

　よるコナガの内的自然増加率の増大　「応動昆」28（3）

　：150－155（1984）

○桐谷圭治他5名：イネミズゾウムシの個体群動態と平

　衡密度　「応動昆」28（4）：274－281（1984〉

○桐谷圭治：移住する昆虫一ウンカはなぜ日本本土に

　定着できないのか一　「インセクタリウム」21（6）：

　136－143（1984）

○桐谷圭治：移住する昆虫一導入天敵の運命一　「イン

　セクタリウム」21（7）：180－187（1984）

○桐谷圭治1移住する昆虫一定着から土着へ一　「イン

　セクタリウム」21（9）：248』262（1984）

○桐谷圭治：移住する昆虫一適応と絶滅一　「インセク

　タリウム」21（1◎：284－292（1984）

○桐谷圭治：移住する昆虫一帰化昆虫にとって日本と

　は一　「インセクタリウム」21（11）：326－335（1984）

○桐谷圭治：昆虫管理への歩み　特集農業環境と技術開

　発　「研究ジャーナル」7（8）：15－17（1984）

○岸野賢一：昭和59年度に試験された病害虫防除剤　イ

　ネ・ムギー殺虫剤「植物防疫」39（2）：75－76（1985）

○岸野賢一：1983EvaluatiollofCandidatePesticides

　（A－1）Insecticides：Rlce　and　Cereals　「Japan　Pestl－

　cide　Information」44：25－26　（1984）

○北川靖夫＊，伊藤純雄＊，門間敏幸＊，大畑貫一：連

　作障害と施肥管理関連文献抄録　農業研究センター

　研究資料第5号：1－146（1985〉

○桑原雅彦：Resistanceofthekanzawaspidermiteto

　acaricides　with　special　difference　to　organophosphorus

　and　carbamate　compounds　「JARQ」　18（2）：99－104

　（1984）

○桑原雅彦1ハダニ類の薬剤抵抗性　「植物防疫」38（7）

　：23－29（1984）

○桑原雅彦，高井幹夫＊，藤本　清＊：ネダニの簡易飼

　育法と薬剤検定法　「植物防疫」39（2）：68－70（1985）

○松田　泉：ナス茎腐細菌病について　「今月の農薬」

　28（9）：69－70（1984）

○皆川望：NewspeciesofHoρJo邸％3andP剛卿鶴一
　6んo掘6s（Tylenchida：Pratylenchidae）from　Japan　「日

　本線虫研究会誌」14：15－19（1984）

○皆川　望：線虫分類学ニュース　「白本線虫研究会誌」

　14：63－67（1984）

○皆川　望：Anewcriconematidnematode，Ps6認o顔一

　ω麗襯αブαρ伽歪o％解n．gen　et　n．sp．（Tylenchi（ia：Cricone－

　matidae）　from　Japan　　「Applied　Entomology　and

　Z・・1・gy」19（3）：374－381（1984）

〇三橋　淳，中曽根正一＊，堀江保宏＊lTotaHatty

　acids　of　some　insect　cell　lines　　「AppL　Ent．ZooL」

　20（1）：8一一12（1985）

〇三橋　淳：昆虫ウイルスと細胞培養一最近の研究か

　ら一　「組織培養」10（6）：219－224（1984）

〇三橋　淳：無脊椎動物の組織培養　「動物生理」1（3）

　：121ヨ27（1984）

○宮下清貴，三上嚢＊，新井正＊：Alkalophilic

　actinomycete，ノ〉06αz痂oρsづs4α5s伽祝」厄　subsp．餌αs伽α

　subsp。nov．，isolated　from　soil　「lnt．」．Syst．BacterlaL」

　34（4）：405－409（1984）

○宮崎昌久，工藤　巖＊，Agus　Iqbal＊：Notes　on　the

　thrips　（Thysanoptera）occurring　on　the　soybean　in

　Java　「昆虫」52（4）：482－486（1984）

○水久保隆之，皆川　望：The　genus　Co吻解枷s　SIDDIQI，

　1978（Tylenchidae：Nematoda）1from　Japan．　L　Record

　ofC。60s‘伽sanddescriptionofanewspecies　「日本

　線虫研究会誌」14：28－39（1984）

○百町満朗＊，本問善久，宇井格生＊：Rhizoctonia　sola．

　ni菌糸融合群第4群の異常株の性質　「日植病報」50

　（2）：281－285（1984）

○門間敏幸＊，大畑貫一，北川靖夫＊：稲作における品種．

　肥料，農薬の投入効果の動態　「農業技術」40（3）：

　112－116（！985）

○西村　格：草地のメリットとその更新技術　「牧草と

　園芸」32（8）：1～6（1984）

O西村　格，阿部二朗＊，庄司舜一＊，斎藤吉満＊：先

　島諸島における半自然草地の植生とマメ科植物につい

　て　「日本草地学会誌」30（1）：29－39（1984）

○西沢　務：天敵微生物利用によるセンチュウ類の防除

　「技術と普及」22（2）：87－89（1985）

○野口　浩：チャノコカクモンハマキの交尾時刻におよ



皿　研究成果の発表及び弘報 61

　ぼす温度の影響　「応動昆」28（3）：118－124（1984）

○太田光輝＊，西山幸司：花き類の根頭がんしゅ病に関

　する研究　1．病害の発生ならびに病原細菌の細菌学

　的性質　「日本植物病理学会報」50（2）：197－204

　（1984）

○坂　斉，干坂英雄＊：Photosynthesis　measurement　by

　oxygen　electrode　as　a　simple　bioassay　method

　「JARQ」18（4）：252－259　（1985）

O坂　斉：除草剤の作用生理の研究手法　「植調」18（11）

　　2－12（1985）

○坂　斉：我が国の除草剤抵抗性雑草に関する研究動向

　一パラコート抵抗性雑草を中心にして一　「農学進歩

　年報」32：28－33（1985）

○坂　斉：イネの生育に伴う光合成関連酵素活性の変動

　とその種・品種問差異　「農技研報」D36：247－282

　（1985）

○佐藤光政，小林昭三＊：桑園内地表面上における日射

　エネルギー透過率の測定について　「蚕糸試験場彙報」

　（120）：33－37（1984）

○佐藤光政1桑における秋季の摘葉が翌年の新梢の生長

　におよぼす影響　「蚕糸研究」（129）：19－23（1984）

○佐藤光政，塚本雅俊＊：ヒートパルス法による桑枝条

　中の樹液流速度測定について　「日本蚕糸学雑誌」53

　（3）：251－252（1984）

○佐藤光政：桑枝条切除時における残葉が貯蔵物質の利

　用におよぼす影響　「蚕糸研究」（130）：24－29（1984）

○佐藤光政：桑の発芽期における新梢の数とその乾量生

　長1と1の1関1係　「日本蚕糸学雑誌」　53（6）：467－471

　（1984）

○沢田泰男：農業環境における微生物の役割　「研究

　ジャーナル」7（8）：18－21（1984）

○白田　昭：クワの産生する抗菌物質を追って　「蚕糸

　技術」124：41－47（！984）

OP．Thongmeearkom＊，本田要八郎＊，岩木満朗，N．

　Deema＊：Wtrastracture　of　soybean　cells　infected　with

　cowpea　mild　mottle　virus．　「Phytopathologlsche　Zeits－

　chrift」109：74－79（1984）

O杉江　元，玉木佳男　，佐藤力郎＊，熊倉正昭＊：Sex

　pheromone　of　the　peach　leafminer　moth，五ダ伽召瓦α6’6γ一

　馳πα　L．：lsolation　and　identification　「AppL　Ent．

　Zool．」　19（3）：323－330　（1984）

○杉江　元，玉木佳男，野口　浩　他4名：Sex　phe－

　romone　of　the　common　apple　leafroller，πosん伽oα」侃一

　gf副伽αWalsingham　（Lepidoptera：Tortricidae）：

　isolation　and　identification　「Appl．Ent．ZooL」　19（3）

　：382－388（1984）

○杉江　元，玉木佳男　他3名：リンゴコカクモンハマ

　キの性フェロモンの再検討　「応動昆」28（3〉：156－

　160（1984〉

O杉江　元，玉木佳男，川崎建次郎　他2名・：性フェロ

　モン物質の捕集とガスクロマトグラフによる分析の試

　み　「応動昆」28（3）：174－175（1984）

○鈴井孝仁：ジャガイモの亀甲症　「ポテト・サイエン

　ス」4：74（1984）

○鈴井孝仁：イチゴ萎黄病の多発生事例とその原因

　「農業技術」38（7）：30－32（1984）

○高杉光雄＊，白田　昭　他5名：Eight　minor　phyto－

　alexins　from　diseased　paper　mulberry　「Chemistry

　Letters」　　：689－692　（1984）

○竹田富一＊，鬼木正臣，鈴井孝二：q卿加γo面4伽柳属

　3菌に対する各種薬剤の菌糸伸長抑制効果「北日本病

　害虫研究会報」35：53－55（1984）

○玉木佳男，野口　浩，堀池道郎＊，平野千里＊：Bio－

　logical　activities　of　analogues　of　10－methylclodecyl

　acetate，a　sex－pheromonal　component　of　the　smaller

　tea　tortrix　moth（、440xoρ加63sp．，Lepidoptera：Tortric－

　idae）「AppL　Ent　ZooL」19（2）：245－251　（1984）

○玉木佳男，杉江　元，平野千里＊：チャノコカクモン

　ハマキの雌成虫に対する誘引物質としてのアクリル酸

　「応動昆」28（3）：161－166（1984）

○土屋行夫：キャベツの苗令と黒腐病抵抗性について

　「今月の農薬」29（2〉＝52－54（1985）

○土屋行夫：レタス細菌病の診断と防除　「園芸新知識

　野菜号」！984（5）：39－42（1984）

○土崎常男＊，仙北俊弘＊，岩木満朗，S．Pholaupom＊，

　W．Srithongchi＊，N．Deema＊，C．A．Ong＊：Blackeye

　cowpea　mosaic　virus　from　asparagus　bean　（協9冗α

　s6sg％ψ64誠s）in　Thailand　and　Malaysla，and　their　re－

　1ationships　to　a　Japanese　isolate　「日植病報」50（4）：

　461－468（1984）

○八重樫博志，山田昌雄＊：Possible　genetic　factor　con．

　dtioning　the　size　of　blast　lesions　induced　on　rice　leaves

　with琢7f6％」碗αo型～α6「日植病報」50（5）：664－667

　（！984）

　資材動態部

○後藤重義，蘭　道生＊：圃場条件下における脱窒量の

　新測定法　「九州農業研究」46：87（1984）

○後藤重義，古賀　汎＊，小野信一＊：EffectoHong－

　etrm　application　of　organic　residues　on　the　distribution

　of　organic　matter　and　nitrogen　in　some　rice　soil　profi－

　1es　「Soil　Science　and　Plant　Nutrition」　30（3）：273
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　一285（1984）

○後藤重義，蘭　道生＊：Background　levelofnitrous

　oxide量n　the　atmosphere　in　relation　to　flux　from　soil

　「SoilScienceandPlantNutriti・n」30（3）：461－465

　（1984）

○広瀬昌平＊，E．S．Data＊，田中喜之，瓜谷郁三＊：Phys

　idogical　deteriorat孟on　and　ethylene　production　in　cas－

　sava　roots　after　harvest，in　relation　with　pruning

　treatment　「日本作物学会紀事」53（3／：282－289

　（1984）

○石井象二郎＊，井口民夫＊，金沢　純，富沢長次郎：

　イラガのマユ皿．マユの組成と硬さ　「日本応用動物

　昆虫学会誌」28（4）：269－273（1984）

○片桐政子，上杉康彦：Suppression　ofincidence　ofrice

　blast　by3，3－diindolylmethane「日本植物病理学会

　報」50（2）：278－280（1984）

O片桐政子，宍戸　孝，上杉康彦：カスガマイシン耐性

　イネいもち病菌の各種タンパク生合成阻害剤に対する

　感受性　「日本植物病理学会報」51（1）：102（1985）

○児玉　治＊，高瀬幸市＊，赤塚引巳＊，上杉康彦1（ω

　一1）一Hydroxylation　andノ〉一demethylation　of　dibutyl

　ノ〉一methyレノV－phenylpわosphoramidate　by　cell－free

　system　of丑yγづo％Zαγ宛o考y～α6　「J。Pesticide　Sci．」　9（3）

　：443－448（1984）

○腰岡政二，R。PHARls＊，P．MooRE：Identificationof

　gibberellina　A4and　A36in　sugarcane　apices　by　gas

　chromatography－selected　ion　monitoring　「Agric．BioL

　Chem。」48（9）：2395－2396　（1984）

○黒河内伸＊，片桐政子，高瀬巖＊，上杉康彦：Me－

　tabolism　of　edifenphos　by　strains　of勿7づ6％」α7毎oηzα6

　with　varied　sensitivity　to　phosphorothiolate　funglcides

　「日本農薬学会誌」10（1）：41－46（1985）

○栗原　淳：土壌改良資材をめぐる問題　「研究ジャー

　ナノレ」　7　（8）：22－24　（1984）

○栗原　淳二今後における肥料等研究開発の方向　「肥

　料時報」335（2）：53－60（1984）

○栗原　淳：肥料考　肥料をめぐる研究目標　「複合肥

　料」43（22）：6－9（1984）

O栗原　淳：ヘテロなものの見方　「複合肥料」43（22）

　：28－30（1984）

○能勢和夫：Someproblemson　dispession　coefficient

　and　simu董ation　for　pesticide　leaching　through　so11　「J．

　PesticideSci．」9（1）：1－6（1984）

○能勢和夫：オキサミルの土壌中縦移動　「日本農薬学

　会誌」9（1）：7－12（1984）

○尾和尚人：地力の新しい考え方一資材の有効利用と

　地力　「研究ジャーナル」7（11）：26－29（1984）

○田中喜之：Na1251水溶液より発生した気体状1251のプラ

　スチックフィルムに対する透過1生　「RADIOISOTOPES」

　33（9）：629－631（1984）

○田中喜之，竹島一仁＊：放射性ヨウ素標識実験におけ

　る放射性ヨウ素の揮散とその対策　「生化学」56（12）：

　1522－1526（1984）

○田中喜之，竹島一仁＊：Na1251による放射性ヨウ素標識

　実験における気体状1251の飛散　「RADIOISOTOPES」33

　⑳：699－701（1984）

○田中喜之，緒方良至＊，山本定明＊，竹島一仁＊，小島貞

　男＊，高田健三＊：放射性ヨウ素標識実験において生じ

　た床汚染による放射性ヨウ素の飛散　「RADIOISOTOPES」

　33（1◎：721－724（1984）

OJ．TAYLoR＊，腰岡政二，RPHARls＊，G．SwEET＊：

　Changes　in　cytokinins　and　gibberellin－like　substances

　in　Pづ麗κε　名α4乞α渉α　buds　during　lateral　shoot　init重ation

　and　the　gharacterization　of　ribosyl　zeatin　and　a　novel

　rib・sylzeatinglyc・side「PlantPhysi・1・gy」74（3）：

　626－631（1984）

○富澤長次郎＊，上路雅子：放射線利用による農作害虫

　の防除に関する基礎的研究　（1）害虫防除技術へのラジ

　オイムノアッセイの応用　昭和58年度アイゾトープ利

　用研究成績年報　44－1（1984）

O上杉康彦：有機合成農薬の開発　「研究ジャーナル」

　7（9）：6－9（1984）

○上路雅子，富澤長次郎＊：Bioactivation　of／WAlkyl

　substituted　phosphoramidothioate　insecticides　「日本

　農薬学会誌」9（4）：675－680（1984）

○渡辺久男：Accumulation　of　chromium　from　fertilizers

　incultivateds・ils「S・ilScienceandPlantNutrlti・n」

　30（4）：543－554（1984）

○渡辺久男：放射化分析法による水質中微量元素分析

　「研究炉，ホットラボ利用における研究成果集」

　JAERレmemo　59－390：101　（1984）

○山田忠男：水田土壌中における除草剤の動態に関する

　研究　「雑草研究」29（3）：179－189（1984）

○吉田充，守谷茂雄，上杉康彦：Observationof

　transmethylation　from　methionine　into　choline　in　the

　intact　mycelia　of　p卿伽1碗αo？ン～α6by13C　NMR　under

　the　influence　of　fungicides　　「」．Pestic量de　Sc量．」　9　（4）：

　703－708（1984）

○吉田　充：植物防疫研究への核磁気共鳴の利用一現

　状と将来一　「植物防疫」38（7）：328－332（1984）

○吉田　充，村井敏信，守谷茂雄：13C　NMR　Spectra　of

　Plant　Pathogenic　Fungi　「Agric．B重oL　Chem。」48（4）：
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909－914（1984）

（3）．学会報告

　企画連絡室

日本植物病理学会（1984．4）

　O守中　正：ネギ及びニラさび病菌の夏胞子発芽，感

　　染，冬胞子形成に及ぼす温度の影響

第6回国際ウイルス学会議（仙台〉（1984．9）

　○大村敏博＊，井上　斉＊，守中　正　他9名：Rice

　　gall　dwarf　virus，a　new　phytoreovirus

環境管理部

日本土壌肥料学会（1984．8）

○森　正己＊，生駒浩一＊，森下諦三＊，木方展治，

　結田康一：180標識リン酸化合物の180測定

○上野義視，T．Piyasirananda＊，K．Billamas＊，P．

　Piyapongse＊1タイ国における畑作物生産安定のた

　めの有機物管理法（第1報〉一雨水の浸入とトウモ

　ロコシの生育に対するマルチの効果一

〇結田康一，木方展治，渡辺久男：土壌水の追跡技法

　の開発第5報元素トレーサーによる追跡法（そ

　の2）畑圃場への適用結果

日本土壌肥料学会関東支部会（1984．10）

○結田康一：マレーシアおよびインドネシア国の土壌

　および植物中のヨウ素，臭素および塩素含量一本

　邦との比較

○結田康一，駒村美佐子：土壌および植物中のフッ素

　含量（1）三面川（新潟県）および長良川流域の土壌中

　　フッ素含量

日本作物学会（1984．4）

　○秋山　侃，芝山道郎，棟方　研＊：圃場用センサに

　　よる水稲群落の測定

　○渡辺利通：レーザー作物レーダの開発

日本作物学会（1984．10）

　○秋山　侃，深山一弥＊：人工衛星データによる農業

　開発適地選定一パターン法による土地評価システ

　　ムの北スマトラヘの適用一

　〇芝山道郎，C．L．Wiegand＊：群落分光反射特性に及

　ぼす観測角と太陽高度の影響一小麦における測定

　　と回帰式によるデータの要約一

日本応用動物昆虫学会（1984．4）

　○小森隆太郎＊，稲生　稔＊，宮井俊一，川本　均＊

　　　ドウガネブイブイ成虫の糞の誘引性について

　○宮井俊一：交尾抑圧防除に対する移入の影響一数

　理モデルによる検討一

日本生態学会（1984．4）

　○塩見正衛＊，秋山　侃，高橋繁男＊：放牧草地にお

　　ける草量の空間分布（3）分布のシミュレーション

日本写真測量学会（1984．5）

　○福原道一：ランドサット写真によるセラードとその

　季節変化の判読

日本環境学会（1984．6）

　○守山　弘，山岡景行＊，重松　孟＊：都市につくり

　　だした林の植生の変化

　○守山　弘，山岡景行＊，重松　孟＊：都市につくり

　　だした林の動物相の変化

農業土木学会（1984．8）

　○深山一弥＊，秋山　侃，H．Soemarman＊，J。

　　Setiyono＊：リモートセンシング・データを用いた

　　土地評価法の研究一北スマトラ・アサハン地域で

　　のケーススタディー

日本品質管理学会（1984．10）

　〇三輪哲久：非心F統計量の変数変換とその応用

第3回国際火山灰土壌パネル会議（1984．7）

　○河井宗示：Comparison　of　the　differentiatlon　criterla

　　of　Andisols　to　those　of　Kuroboku　solls

Intemational　Congrees　of　Ecological　Modelling（1984．8）

　○塩見正衛＊，秋山　侃，高橋繁男＊：Modellingof

　　energy　flow　and　conversion　efficlency　in　grassland

　　ecosystem
International　Biometrics　Conference　（1984。9）

　○塩見正衛＊，秋山　侃，高橋繁男＊：A　spatial　pat．

　　ter　model　for　grazing　pasture　plant　biomass

農業土木学会北海道支部研究発表会（1984．9）

　0深山一弥＊，秋山　侃：インドネシア農業開発リ

　　モートセンシングプロジェクトについて一北スマ

　　トラ・アサハン地域の土地評価一

第12回国際計量生物学会議（1984。9）

　○宮井俊一：Mating　suppression　models　for　insect

　　pest　control

Internatlonal　Symposium　on　Pastures　in　the　Tropics

　　andSubtr・pics（1984．10）

　○秋山侃：Remotesensingtechniquesforgrassland

　　management　and　assessment　of　agr孟cultural　develop，

　　ment

日本熱帯農業学会シンポジウム（1984．11）

　○宇田川武俊：熱帯における農業生産のエネルギー収

　　支

環境資源部

日本土壌肥料学会（1984．8）

○足立美智子：火山灰土壌におけるヒューミン酸とフ
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　ルボ酸の移動の地域的特徴

○阿江教治＊，久保田　徹，遅沢省子：フェノール性

　化合物の土壌団粒形成能

○天野洋司：年代の古い火山灰土中のリンの垂直分布

○福士定雄，陽　捷行，石垣幸三＊：茶園土壌の脱窒

　能
○浜崎忠雄：各種水田土壌の降下浸透量について

○石井和夫＊，斉藤雅典＊，赤尾勝一郎＊，金野隆光

　＝大豆多収要因の解析（第3報）大豆に対する窒素，

　リン酸の施肥反応

○粕渕辰昭：圃場の深い層における年間地温変動

○加藤英孝，仲谷紀男＊，前田乾一：高pF状態での

　土壌の保水性の乾燥による変化

○久保田　徹，高橋　茂＊，福岡忠彦＊，箱石　正＊

　　：根の酸分泌強度の作物種間差

○前田乾一，仲谷紀男＊，加藤英孝：収縮過程からみ

　た孔きの安定性

○陽　捷行，福士定雄：農地排水の溶存N20および

　水面からのN20フラックスの測定法

○森　正己＊，生駒浩一＊，森下諦三＊，木方展治，

　結田康一：180標識リン酸化合物の180測定

○南條正巳：非晶質鉄ゲルに対するリン酸収着

○太田　健，天野洋司：黒ボク土の識別基準

○邊澤省子，粕渕辰昭：差動トランスを用いた蒸発計

　の改良
○斉藤雅典＊，金野隆光，石井和夫＊：厩肥連用土壌

　における窒素無機化特性

○菅原和夫，井ノ子昭夫：土壌における有機物資材の

　分解に伴う窒素無機化の速度論

○谷山一郎，渡邊　裕＊：火山灰土壌粘土の脱鉄処理

　にともなう荷電特性の変化

○渡辺光昭，加藤直人：施肥リン酸の土層内移動

○山崎慎一：土壌溶液に関する研究（第9報）一土壌

　溶液分析のミクロ化・能率化一

日本土壌肥料学会関東支部会（1984．10）

○早野恒一：土壌β一ガラクチュロニダーゼ活性につ

　いて
○早野恒一：トマト施設畑圃場の土壌酵素の起原

○栗山雅夫＊，早野恒一：土壌から抽出したβ一グル

　コシダーゼのカラムクロマトグラフィーによる分画

　一各種クロマト担体の比較一

〇陽　捷行，渋谷知子，福士定雄：畑土壌からのN20

　発生に及ぼす硝化抑制剤の影響

日本農業気象学会（1984．5）

○阿部亥三：水稲の冷害減収量の予測原理とその応用

○井上君夫，陽　捷行，岩崎　尚，内嶋善兵衛：耕地

　における物質・エネルギー輸送過程のパラメタリ

　ゼーション（2）N20濃度分布・土壌面フラックス・

　揮散速度の測定

○礒部誠之：放射の発散と熱流束の発散の比較

○岩崎　尚，奥山富子：関東地方の光合成有効放射の

　分布
○岩崎　尚1農業気象研究と行政二一ズ

○川島茂人：地域内の温湿度分布の解析

○真木太一：連網の前後における風の乱れの水平分布

　変化
○真木太一：防風施設による耕草地の気象特性の改良

　効果について

○岡田益己：保温被覆温室における貫流熱量の算定

○鮫島良次＊，岡田益己：開放型牛舎におけるオープ

　ンリッジ防暑効果

○清野　諮＊，内嶋善兵衛：九州の農業気候資源に関

　する研究（3）斜面日射係数と斜面純放射係数

○清野　諮＊，内嶋善兵衛：九州の農業気候資源に関

　する研究（4）自然植生の純一次生産力の気候学的評

　価
○高倉　直＊，福山潤一郎＊，1．Seginer＊，岡田益己

　　：傾斜温室の環境条件について

日本農業気象学会北海道支部大会（1984．9）

○真木太一：防風網による気象改良・風食防止機能に

　関する一観測例

日本農業気象学会関東支部例会（1984．9）

○蔵田憲次＊，佐瀬勘紀＊，岡田益己：施設トマト栽

　培における畝方位と群落受光量の関係

日本農業気象学会関東支部例会（1985．1）

○真木太一：防風網に斜に風が当る場合の風の変質に

　ついて
○許　一鳳＊，岡田益己，小林和彦：水稲の物質生産

　過程に及ぼす施肥窒素レベルの影響

日本農業気象学会北陸支部大会（1984．11）

○真木太一：防風網の整流作用と風の乱れの特性につ

　いて
日本気象学会（1984．5〉

○井上君夫，陽　捷行，岩崎　尚，内嶋善兵衛：亜酸

　化窒素（N20）の濃度分布・土壌面フラックス・揮散

　速度の測定

○真木太一：多列の防風網による乱流特性の変質につ

　いて
日本農芸化学会（1984．4）

　○早野恒…：土壌セルラーゼの局在性および作用特性

農業土木学会（1984．8）

　○宮崎　毅＊，粕渕辰昭，長谷川周一＊：2種のガン
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　　マ線を利用した土壌と水の存在量の測定法

園芸学会（1984．10）

　○藤原多見夫＊，古井シゲ子＊，渋谷政夫＊，木方展

　　治：中国山間地域開発果樹園の生産性向上（第2報）

　　土地改良による窒素肥効及び根系の変化

韓国気象学会（1984．10）

　○礒部誠之：北日本における防風網の気象的効果

大気汚染学会（1984．11）

　○野内　勇：葉脂質成分におよぼすオゾン，P　ANの

　　影響

　○小林和彦：大気汚染質が作物の生長率に及ぼす影響

　　の評価法

エントロピー学会（1984．11）

　○竹澤邦夫：「エントロピー」の再検討

日本農業気象学会第4回農業気象災害研究会（1984．5）

　○真木太一：風害および防風施設の種々の基準化につ

　　いて

理工学における同位元素研究発表会（1984．7）

　○木方展治，渋谷政夫＊，矢野　道＊二Euを用いる大

　　気浮遊物質の土壌富化調査法

日本農業気象学会東海支部研究発表会（1984．11）

　○真木太一12連・3連の防風網による乱流特徴量の

　　変化について

日本農業気象学会施設園芸研究部会（1984．11）

　○岡田益己：多層被覆温室の貫流熱量の計算　施設園

　　芸におけるコンピュータ利用セミナー（東京）

　○岡田益己：細霧冷房設計　施設園芸におけるコン

　　ピュータ利用セミナー（東京）

　○岡田益己：温り空気特性の計算　施設園芸における

　　コンピュータ利用セミナー（東京）

　○岡田益己：温室設計におけるパソコンの活用　施設

　　園芸におけるコンピュータ利用セミナー（東京）

第31回風に関するシンポジウム（1984．12）

　○井上君夫，陽　捷行：土壌一大気間における亜酸化

　　窒素（N20）の交換

　○礒部誠之：夜問の気層冷却とエネルギー収支

　○真木太一：防風ネットによる種々の気象改良効果に

　　ついて

　O真木太一：防風網の風洞実験について

毛管浄化研究会（1985．3）

　○中村好男，酒寄　清＊：毛管浸潤トレンチから土壌

　　被覆型へ

国際熱帯土壌分類研討会（台中大学，台湾）（1985．3）

　○天野洋司：Classificationofcultivatedsoilsandits

　　use　in　Japan

環境生物部

日本植物病理学会（1984．4）

○畔上耕児，西山幸司，池田　弘＊，田中澄人＊，渡

　辺康正：Ps6裾襯伽αs属菌によるシンビジウム黒色

　腐敗病（新称）

○安藤康雄＊，浜屋悦次，瀧川雄一＊，後藤正夫＊：チャ

　赤焼病の病徴の変異

　○伊達寛敬＊，八木三郎＊，岡本康博＊，鬼木正臣：

　Th，α”α‘ψ加γ％s6π躍窺67fs　（Frank）Dook　（Ph、鎗08此耽毎

　sα1傭）によるトマト葉腐病（新称）について

　○花田　薫＊，楠本　学＊，岩木満朗：ソテツえそ萎

　縮ウイルスの血清学的性質と核酸，蛋白質

　○日比忠明＊，八木田秀幸＊，岩木満朗：クワ輪紋ウ

　　イルスのR　NA成分

　○本田要八郎＊，岩木満朗：スイカから分離された

　tomato　spotted　wilt　virus感染植物の細胞内所見

　○稲葉忠興守中　正：ホウレンソウベと病菌の卵胞

　子形成と分生胞子形成との関係

　○岩木満朗，C．A．Ong＊，福本文良＊，本田要八郎＊

　　：マレーシアのダイズおよびラッカセイから分離さ

　　れたウイルス

　○小林紀彦，駒田　旦＊：ダイコン萎黄病に対する発

　　病抑止土壌の抑止性の解明

　○松田　泉，白田　昭，土屋行夫，池田　弘＊：

　　Erwinia　chrysanthemiによるナス茎腐細菌病（新称）

　　について

　○鬼木正臣，鈴井孝仁，園田亮一＊，荒木隆男＊，千

　　葉恒夫＊：ジャガイモの亀の甲症からの放線菌の分

　　離法

　○鬼木正臣，鈴井孝仁，園田亮一＊，荒木隆男＊，竹

　　田富一＊：ジャガイモの亀の甲症から分離される放

　　線菌とその病原性

　○坂口荘一＊，鬼木正臣：ハウス，トンネル，マルチ

　　栽培のジャガイモから分離したP厩06鰍毎solα窺の

　　菌糸融合による類別と病原性

　○佐藤　守＊，西山幸司：Pseudomon3ssyringaepv．

　　atropurpureaにおける細胞内遺伝子操作

　○白田昭，土屋行夫，松田泉：Pseudomonas
　　syringaeによるアジサイ葉枯細菌病（新称）

　○瀧川雄一＊，安藤康雄＊，浜屋悦次，露無慎二＊，

　　後藤正夫＊：夏期に発生した茶樹細菌病の病原細菌

　　の同定

　○土屋行夫，松田　泉，大畑貫一：キャベツの苗令と

　　黒腐病抵抗性

　○土崎常男＊，仙北俊弘＊，岩木満朗，S．Pholaupom＊

　　，W．Srithongchi＊，N．Deema＊，C．A．Ong＊：日本，
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　　タイ，マレーシアのササゲより分離されるblackeye

　cowpea　mosaic　virus　（BLCMV）と　BLCMV，bean

　commonmosaicvirus，azukibeanmosaicvirusの関

　係
○八重樫博志：いわゆる超多収稲品種および系統の7

　力国産イネいもち病菌に対する反応

日本植物病理学会夏季関東部会（1984．7）

○安藤康雄＊，浜屋悦次：チャ炭そ病菌の毛茸細胞か

　　ら葉組織への侵入

○羽柴輝良，手塚保行串，鈴井孝仁：盈鎗06伽毎so傷

　漉菌のプロトプラストの凍結保存法

○白田　昭　他4名：レタス葉におけるファイトアレ

　キシンの生成

日本植物病理学会秋季関東部会（1984．11）

○畔上耕児，西山幸司，渡辺康正：千葉県の箱育苗イ

　ネ苗立枯症病原細菌の産生する発根抑制物質

○浜屋悦次，野中寿之＊，中西敏雄＊，鬼木正臣＊，

　安藤康雄＊：わが国におけるチャのthread　blightの

　発生
○花田　薫＊，岩木満朗，栃原比呂志＊：Tomato

　spottedwiltvirusのELISA法による検出

○岩木満朗，花田　薫＊，善林六朗＊，渋川三郎＊：

　　トマト糸葉症状を生じるCMVに対するCMV－SR

　の干渉効果

○小池賢治＊，小嶋昭雄＊，羽柴輝良：イネ紋枯病の

　発病調査に必要な標本数とサンプリング法

○向畠博行＊，草葉敏彦＊，名畑清信＊，山本孝稀＊，

　鈴井孝仁1チューリップ疫病（新称）の病原菌の同定

　および品種抵抗性

○西山幸司，後藤孝雄＊，大畑貫一：イネもみ枯細菌

　病類似症の一原因細菌

○手塚信夫＊，牧野孝宏＊，勾坂誠一＊，小林義明＊，

　木伏秀夫＊，竹島節夫＊，鈴井孝仁：レタスビック

　ベイン病の伝搬と土壌消毒による防除

○土屋行夫，岩木満朗：植物病原菌の保存　植物病原

　糸状菌の保存方法の検討（1）

日本応用動物昆虫学会（1984。4）

○川崎建次郎：風洞内におけるハスモンヨトウ雄成虫

　の性フェロモンに対する定位飛翔行動

○小山健二，三橋　淳：セジロウンカ幼虫の発育に不

　可欠なアミノ酸

○皆川　望：日本産トゲワセンチュウ亜科の新属につ

　いて（1）

〇三橋　淳，中曽根正一＊，堀江保宏＊：ステロール・

　　フリーの昆虫培養細胞

○水久保隆之，皆川　望：日本産Co吻解加s属4種の

　記録
○森本信生，岸野賢一：イネミズゾウムシの休眠

○西沢　務，細辻豊二＊，吉田正義＊：本邦で新たに

　発生が確認されたシバネコブセンチュウ（仮称）

　Mε弼408脚69γα痂初sについて

○野田隆志：アオクサカメムシの休眠と成虫の光周反

　応
○杉江　元，玉木佳男：モモハモグリガ性フェロモン

　の開発に関する研究

○杉江　元，玉木佳男　他2名：モモハモグリガ

　　（身伽顔α碗吻磁L．）の性フェロモンの構造決定

○玉木佳男，杉江　元　他1名：チャノコカクモンハ

　マキの雌成虫に対する誘引物質

日本土壌肥料学会（1984．8）

○藤井義晴，山崎知子，安田　環：耕草園地より発散

　する植物由来の揮発性物質について

○加藤邦彦1キュウリ栽培土壌より分離された

　Pseudomonas属細菌のキノン型および脂肪酸組成

○小堀英和＊，宮下清貴，都留信也＊：バーク堆肥中

　の好熱性放線菌について

○宮下清貴，後　俊孝＊：酸性土壌のジャガイモそう

　か病と放線菌

○岡野正豪＊，沢田泰男：放牧草地における菌体窒素

　の回転率について

○小沢一夫＊，安田　環，藤井義晴，山崎知子：リン

　栄養に対するトウモロコシの自殖系統間差異

○安田　環，藤井義晴，山崎知子，小沢一夫＊，狩野

　広美＊：植物のNO3－N吸収におよぼすNH4－Nの影

　響
日本昆虫学会（1984．10）

○広瀬義躬＊，野田隆志：ヘリカメクロタマゴバチの

　寄生に及ぼす寄主ホソヘリカメムシの卵齢の影響

○野田隆志，広瀬義躬＊：ヘリカメクロタマゴバチの

　産卵行動のパターン

日本雑草学会（1984．4）

○坂　斉，千坂英雄＊：パラコート耐性ハルジオンの

　耐性機構について　（4）プロピレン生成特性

○前田英三＊，前田和子＊，坂斉：パラコートによ

　るハルジオンの葉の微細構造変化：感受性と抵抗性

　の差異
○坂　斉，千坂英雄＊，C．プレマスティラ＊，S．ツ

　　ングソンティポン＊：イネのラミナジョイント法に

　　よる除草剤共力作用の検定

日本化学会（1984．4）

○高杉光雄＊，白田　昭　他3名：レタスのファイト

　　アレキシン
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日本薬学会（1984．3）

　○小林久芳＊，佐藤善司，松田　泉　他5名：抗生物

　　質rhizoxinの作用機作について

Third　International　Congress　on　Cell　Biology　（1984．8）

　○羽柴輝良，宇野　功＊，石川辰夫＊，本間善久，百

　　町満朗＊：Characterization　of　an　isolate　ofthe　fun－

　　gus1～配～06‘伽毎soJα痂carring　plasmid　DNA

Sixth　Biennial　Cyst　Nematode　Workshop　（1984．8）

　○西沢務：Thecystnematodeoccuringinsoybean

　　fields量n　the　tropics，Java　island

First　International　Congress　of　Nematology　（1984．8）

　O西沢　務：Effects　oftwo　isolates　ofBα6耀％s卿8‘．

　　zαπs　for　control　of　root－knot　nematodes　and　cyst

　　nematodes

第6回国際ウイルス学会（1984．9）

　○日比忠明＊，岩木満朗，五十川是治＊，本田要八郎＊，

　　斎藤康夫：Soyfeanchloroticmottlevirus・anew

　　CaullmOvirUS

ホテイアオイ研究会（1984．9）

　○安田　環，藤井義晴，渋谷知子：ホテイアオイの窒

　　素・リン栄養特性

1984年環太平洋国際化学会議（1984．12）

　○岩崎成夫＊，佐藤善司，松田　泉　他8名：Studies

　　on　macrohde　antibiotics　rhizoxin　and　related　com－

　　pounds　produced　by1～んづ～o伽s6ん歪冗6鴛蕊s

　O塚野豊：Transformat1onoforganicpesticidesin

　　flooded　rice　field　soil．

関東東山病害虫研究会（1985．1）

　○大畑貫一：連作障害の総合防除

九州病害虫研究会（1985．2）

　○広瀬義躬＊，野田隆志，浜田竜一，桐谷圭治：わが

　　国のダイズ畑におけるホソヘリカメムシの卵寄生蜂

　　複合（予報）

資材動態部

日本土壌肥料学会（1984．8）

○加藤直人，渡辺光昭，尾和尚人：土壌中における施

　肥リンの動態に関する研究　第3報　合成リン酸塩

　の特性と肥効

○杉原　進，金野隆光：汚泥窒素の肥効評価（第3報〉

　汚泥窒素の品質に関する一考察

○鈴木大助，粕渕辰昭，尾和尚人，山本克己＊，岩田

　進午＊：畑地土壌における施肥成分の挙動の解明

　一重水とアニオンの挙動について

　○田中房江，二宮啓輔＊，越野正義＊：桜川流域の水

　田地帯における水質浄化機能の実態解析

○渡辺久男，宮原克祐＊，結田康一，木方展治：土壌

　水の追跡技法の開発　第4報　土壌水採取装置とそ

　の性能（その2）　水田への適用結果

○渡辺久男：土壌中クロムの化学形態分析　水酸化鉄

　共沈分離・原子吸光法によるCr（班）とCr（皿1）の定

　旦　里
○山野秀樹＊，高橋克忠＊，杉原　進，金野隆光：熱

　測定による土壌微生物増殖の評価法（第1報）　土壌

　微生物増殖の解析理論

○山野秀樹＊，高橋克忠＊，杉原　進，金野隆光：熱

　測定による土壌微生物増殖の評価法（第2報）　解析

　法の特長と解析事例

日本土壌肥料学会関東支部会（1984．10）

○尾和尚人　他4名：下水汚泥の連年施用土壌におけ

　る重金属の挙動

日本農薬学会（1985．3〉

○昆野安彦，宍戸　孝，升田武夫，田中福三郎＊：ニ

　カメイガの有機リン殺虫剤抵抗性機構（第2報）　化

　学構造と殺虫活性

　○昆野安彦，宍戸　孝，升田武夫，田中福三郎＊：ニ

　　カメイガの有機リン殺虫剤抵抗性機構（第3報）14C

　一フェニトロチオン及び14C一フェニトロオクソンの

　加柳o代謝（1）

　○村井敏信＊，津志田藤二郎＊，片桐政子：茶のカテ

　　キン類及びその誘導体の抗菌活性（第1報）

　○鈴木隆之，山田忠男：除草剤ピラゾレートの土壌中

　　における分解（第2報）　土壌および田面水中のピラ

　　ゾレートと分解生成物D　T　Pの経時変化

　○上路雅子，富澤長次郎＊，田畑勝洋＊：Phosphorami－

　date系殺虫剤isofenphosのヒノキにおける代謝

　○上路雅子，富澤長次郎＊：Phosphoramidate系殺虫

　剤lsofenphosの活性化機構一ラット肝伽”伽oにお

　　ける代謝

日本応用動物昆虫学会（1984．4）

　○昆野安彦，風野　光＊，宍戸　孝：昆虫におけるグ

　　ルタチオンS一トランスフェラーゼの分布（第2報）

　○昆野安彦，宍戸　孝，田中福三郎＊：ニカメイガの

　　有機リン殺虫剤抵抗性機構（第1報〉

　○上路雅子，富澤長次郎・田畑勝洋＊：Phosphorami－

　　dothioateの植物および昆虫における挙動

日本植物生理学会（1984．4〉

　○小関良宏＊，坂野勝啓＊，駒嶺　穆＊，田中喜之，

　　野口博司＊，三川　潮＊，鈴木達夫＊：ニンジン培

　　養細胞におけるChalcone　Synthaseの精製

日本農芸化学会（1984．4）

　○吉田　充，狩野広美＊，石田信昭＊，吉田　尭＊：13C
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　　N　M　Rによる大豆種子中の油脂組成の分析

日本昆虫学会（1984．10）

　○小池久義：昆虫蛋白分画定量の微量化と応用

植物化学調節学会（1984．10）

　○腰岡政二，R．PHARls＊：アサガオ未熟種子中にお

　　ける〔3H〕GA5の代謝について

日本鱗翅学会（1984．11）

　○小池久義：シロチョウ科成虫体液の蛋白分画

日本農薬学会，第2回農薬環境科学研究会（1984．11）

　○金沢　純：農薬の活性汚泥微生物による生分解

（4）その他
企画連絡室

○内島立郎：Variationinclimate　andgrowth　potential

　of　rice　in　Japan．Intematlonal　Meeting　at　IIASA，

　Assessment　of　Climate　Impacts　on　Agrlculture　in

　Semi－arid　and　High　Altitude　Regions．（オーストリヤ）

　（1984．10）

　環境管理部

○秋山侃：ResourcesInventory，Evaluation，Manage－

　ment　and　Development　of　the　Sensor　Systems．　JICA

　Remote　Sensing　Training　Course（東京）　リモートセ

　ンシング技術センター（1984．5）

○秋山　侃：画像解析における統計的手法1　昭和59年

　度都道府県農林水産関係研究員短期集合研修〔理論系〕

　（筑波）　農林水産技術会議事務局（1984．11）

○秋山　侃：リモートセンシングの農業分野への応用

　リモートセンシング懇談会（東京）　リモートセンシン

　グ技術センター　（1984．11）

○秋山　侃：農業用リモートセンシングの現状と方向

　写真測量学会北海道支部会特別講演（札幌）　写真測量

　学会北海道支部（1985．3）

○福原道一：土壌のリモートセンシング　応用地質学会

　昭和59年度シンポジウム（東京）応用地質学会（1984．

　5〉

〇三輪哲久：直線回帰モデルの逆推定について　昭和59

　年度統計サマーセミナー（箱根）東京大学医学部

　（1984．7）

〇三輪哲久：直交表による多因子計画　昭和59年度都道

　府県農林水産関係研究員短期集合研修〔理論系〕（筑波）

　農林水産技術会議事務局（1984．1！）

○宮井俊一：多変量解析　昭和59年度都道府県農林水産

　関係研究員短期集合研修〔理論系〕（筑波）　農林水産技

　術会議事務局（1984．11）

○宮井俊一：実験式の当てはめ　昭和59年度都道府県農

　林水産関係研究員短期集合研修〔理論系〕（筑波）　農林

　水産技術会議事務局（1984。11〉

○宮井俊一：実験式の当てはめ　昭和59年度農林水産省

　試験研究機関等研究員の数理統計短期集合研修（筑波〉

　農林水産技術会議事務局（1985．1）

○宮川三郎：Analyse　statistique　des　performances　de

　ponteetdereproductiondansdeuxsouchesd’6ies

　Landaises　contr616es　de　1976a　1983：Forme　de　dis－

　tributions　de　frequence，　Etude　des　effets　souche，

　num6ros　（ie　ponte　et　（le　g6n6ration　：　Resultats

　pr61iminalres。　Seminaire　sur　la　gen6tique　quantitative

　des　animaux．（Toulouse）1’IN『RA　（1984．7）

○宮川三郎：実験計画　昭和59年度都道府県農林水産関

　係短期集合研修〔理論系〕（筑波）　農林水産技術会議事

　務局（1984．11）

○宮川三郎：標本調査法　昭和59年度農林水産省試験研

　究機関等研究員の数理統計短期集合研修（筑波）　農林

　水産技術会議事務局（1985，1）

○宮川三郎：正規分布にもとづく推定・検定と仮説検定

　の理論JICA稲作コース統計研修（筑波）　国際協力

　事業団（1985．3）

○宮川三郎：農学研究におけるコンピュータ利用

　JICA稲作コース統計研修（筑波）　国際協力事業団

　（1985．3）

○守谷茂雄：害虫防除剤　植物防疫研修会（東京）　日本

　植物防疫協会（1984．9および1985．1）

○守谷茂雄：施設園芸の病害虫防除における農薬の安全

　使用　農薬散布法研究会（神奈川）　日本植物防疫協会

　（1984．11）

○守谷茂雄：Formulatlonandapplicationmethodsof

　pesticides国際協力事業団農薬利用研修コース（神

　戸）（1985．2）

○大塚雍雄：直交多項式　昭和59年度都道府県農林水産

　関係短期集合研修〔理論系〕（筑波）　農林水産技術会議

　事務局（1984．11）

○大塚雍雄：重回帰分析　昭和59年度都道府県農林水産

　関係短期集合研修〔理論系〕（筑波）　農林水産技術会議

　事務局（1984．11）

○大塚雍雄：多重比較　昭和59年度農林水産省試験研究

　機関等研究員の数理統計短期集合研修（筑波）　農林水

　産技術会議事務局（1985．1）

○芝山道郎：米国に於けるリモートセンシング研究筑

　波リモートセンシング懇談会（1984．9）

○芝山道郎：画像解析における統計的手法II昭和59年

　度都道府県農林水産関係研究員短期集合研修〔理論系〕

　（筑波）　農林水産技術会議事務局（1984．11）
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○佐々木昭博：多重比較　昭和59年度都道府県農林水産

　関係研究員短期集合研修〔理論系〕（筑波）　農林水産技

　術会議事務局（1984．11）

○宇田川武俊：自然エネルギーと農村活力の復活　毎日

　新聞（夕刊）（1984．7）

○結田康一：、土壌中ヨウ素の化学形態　第12回放医研環

　境セミナー（千葉）　放射線医学総合研究所（1984．12）

　環境資源部

○浜崎忠雄：大縮尺土壌図作成のための効果的調査法

　土・水・廃棄物資源の評価研究会（筑波）　農業環境技

　術研究所（1985．3）

O井上君夫：空気湿度及び農耕地の蒸発散量の測定・調

　査法　北陸農業試験場　北陸地域農業気象技術研究会

　（1985．2）

O小林宏信二Radioactivity　in　environment

　Training　Course　in　Radiation　Sciences（筑波）　国際協

　力事業団筑波インターナショナルセンター（1985．1）

○小林宏信：UtilizationoflsotopesinAgricultural

　Resea．rch　　　Tra．ining　Course　in　Ra．diation　Sciences

　（筑波）　国際協力事業団筑波インターナショナルセン

　ター（1985．2）

O金野隆光：大気環境汚染の広がりと作物生産　農業気

　候資源の評価と利用に関する研究会資料　農業環境技

　術研究所（1985．3）

○久保田　徹：土壌の物理性一土壌構造を中心に一

　農業機械学会関東支部会（東京）　農業機械学会関東支

　部会　（1984．6）

○真木太一：防風施設による気象改良効果，最近の異常

　気象，その他について　群馬県農政部試験研究機関職

　員研修会（群馬県佐波郡東村）（1984．10）

○真木太一：気象災害とその対策につレ、・て　全国農業土

　木技術連盟関東支部研修会「農業と気象」（東京）（1985．

　2）

O井上君夫：農業気象データベースの構築と利用法　気

　象環境の機能と利用に関する研究会（筑波）　農業環境

　技術研究所（1984．3）

○岩崎　尚：農業気象情報システムの現状と間題点　気

　象環境の機能と利用に関する研究会（筑波）　農業環境

　技術研究所（1984，3）

○岩崎　尚：農業気象　初級技術研修（東京）　農林水産

　研修所（1984．12）

O岩崎　尚：農業生産と気象について　全国農業土木連

　盟関東支部研修会（東京）　全国農業土木連盟関東支部

　（！985．2）

○岩崎　尚：北部日本における日射資源　農業気候資源

　の評価と利用に関する研究会（筑波）　農業環境技術研

　究所（1985．3）

○岩崎　尚：農業生産と気象環境について　農業技術研

　修講演会（東京）　東京都農業試験場（1985．3）

O中村好男：土壌圏をすみかとする動物たち　土壌浄化

　法基礎講座研修会（埼玉）　毛管浄化研究会（1984．9）

○高木兵治：水利用規準作成のための水質評価　「土・

　水・廃棄物資源の評価」資料に所収　農業環境技術研

　究所（1985．3）

○内嶋善兵衛：芝地の微気象と生長　グリーン保持技術

　研修会（東京）　関東ゴルフ連盟グリーン委員会

　（1984．11）

○内嶋善兵衛・清野　諮＊：Climate－indllced　latitudinal

　shifts　of　plant　growth　potential　in　Japan

　IIASA－Case　Study　Conference　（Austria，Laxenburg）

　IIASA　（1985．3〉

○内嶋善兵衛：最近の異常気象と農業　農業航空技術研

　修会（大津）　農林水産航空協会（1984．5）

○内嶋善兵衛：気象からみた日本の農業　N　H　Kラジオ

　第2，農業展望（1984．9）

○山崎慎一：プラズマ発光分析の植物体・土壌・肥料試

　料への応用　　’84筑波セミナー（筑波）　プラズマ分光

　分析研究会

　環境生物部

○羽柴輝良1ダイコンの立枯病　信越放送（長野）（1984．

　7）

○羽柴輝良：水稲紋枯病の発生予察と防除対策　千葉県

　病害虫防除員研修会（千葉）千葉県農林部農産課

　（1985．3）

○稲葉忠興：べと病の種子伝染とその機構　野菜病害虫

　防除に関するシンポジウム（東京）　日本植物防疫協会

　（1984．12）

O岩木満朗，本田要八郎＊：Whitefly＿bome　viruses　of

　legumes　in　South－East　Asia．　Intemational　Sympo．

　sium　on　Transmission　of　Plant　and　Animal　V量ruses　by

　Vectors（福岡）　第6回国際ウイルス学会（1984．9）

○岩木満朗：沖縄県に新発生したスイカ灰白色斑紋病に

　ついて　昭和59年度抗ウイルス剤現地検討会（宮崎）

　日本植物防疫協会（1984．4）

○岩木満朗1種子伝染性ウイルス病　海外植物遺伝資源

　関係技術者合同研修（筑波）　国際協力事業団（1984．

　6）

○岩木満朗：植物ウイルスの種子伝染とその機構　昭和

　59年度野菜病害虫に関するシンポジウム（東京）　日本

　植物防疫協会（1984，12）
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○釜野静也：検定用生物の供給システム　国際協力事業

　団農薬利用研修コース（神戸）（1984．4）

○岸野賢一：熱帯の害虫　技術協力専門家中期研修（東

　京〉　国際協力事業団（1984．7）

O岸野賢一：水稲害虫の生態と防除　植物防疫研修会

　（東京）　日本植物防疫協会（1984．9）

○岸野賢一：水稲害虫の生態と防除　農業共済専門防除

　員講習会（東京）全国農業共済協会（1985．1）

○小林紀彦：Fusarium属菌による野菜の土壌病害　北

　陸農業試験場　病害虫発生生態と防除技術研究会

　（1985．3）

○宮下清貴：放線菌の分類の現状と問題点　放線菌の分

　類と特性研究会（筑波）　農業環境技術研究所（1985．

　3）

O宮崎昌久：アザミウマ類の種の識別法　発生予察職員

　中央研修会（東京）　農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

　（1984．11）

○西山幸司：細菌の分類　昭和59年度植物防疫官専門研

　修（植物病理コース）　農林水産省植物防疫所研修セン

　ター（横浜）（1984．12）

○西沢　務：線虫の分類　植物防疫官専門研修会（横浜）

　横浜植物防疫所（1984。9）

○西沢　務：有害線虫とその防除　植物防疫研修会（東

　京）　日本植物防疫協会（1984．9〉

○西沢　務：線虫の天敵“胞子虫”の発見　日本短波放

　送（東京）　農林放送事業団（1985．3）

○大畑貫一：病原の種類と性質　植物防疫研修会（東京）

　日本植物防疫協会（1984．9）

○大畑貫一：稲の種子伝染性病害とその防除　米麦採種

　技術講習会（平塚）全国農業協同組合連合会
　（1984．10）

○大畑貫一：水稲の穂枯れ　稲作病害虫研修コース講習

　会（神戸）　国際協力事業団兵庫インターナヨナルセン

　ター（1984．11）

○鈴井孝仁：疫病の耕種的防除法　第12回土壌伝染病談

　話会（京都）　日本植物病理学会（1984．10）

○鈴井孝仁：放線菌による病害発生の実態と問題点　放

　線菌の分類と特性研究会（筑波）　農業環境技術研究所

　（1985．3）

○玉木佳男：昆虫フェロモンの利用　JICA農薬コース

　（兵庫）　国際協力事業団（1984．4）

○玉木佳男：フェロモンの利用　植物防疫研修会（東京）

　日本植物防疫協会（1984．9）

O玉木佳男：フェロモンの利用　植物防疫研修会（東京）

　日本植物防疫協会（1985．1）

○塚野　豊：農薬残留分析の方法と問題点　国際協力事

　業団農薬利用研修コース（神戸）国際協力事業団

　（1985．2）

○安田　環：残渣有機物処理における体内物質からみた

　問題点　有機物の処理利用システムの評価と効率的利

　用方策に関する調査研究第3回研究会（筑波）　農業研

　究センター（1984．12）

○安田環：農業における他感作用の意義北海道土壌

　肥料協議会講演会（北農試）　北海道土壌肥料協議会

　（1985．3）

　資材動態部

○金沢純：Bioconcentrationpotentialofpestlcidesin

　fish、　Special　Seminar　in　The　International　Rice　Re－

　search　Institute（Manila，Philippines）　（1984．5）

○金沢　純：農薬の生物濃縮　国際協力事業団農薬利用

　研修コース（神戸）（1985．2）

○尾和尚人，栗原　淳：NitrogenFertilizerEfficiency

　and　Soil　Conditions肥料の特性と効果一展望と問題

　一に関するセミナー（東京）（1984．10）

○宍戸　孝：殺虫剤　農業共済専門防除員講習会（東京）

　全国農業共済協会（1985．1）

○上杉康彦：農薬の使用に当たって　農林技術新報

　（1984．11）

○上杉康彦：殺菌剤耐性　農薬生物活性研究会シンポジ

　ウム（東京）　日本農薬学会（1985．3）

○上杉康彦：殺菌剤　植物防疫研修会（東京）　日本植物

　防疫協会（1984．9および1985．1）

○上杉康彦＝殺菌剤　専門防除技術者養成講習会（東京）

　全国農業共済協会（1985．1）

○上杉康彦：Resistanceofphytopathogenicfungito

　fungicides農薬利用研修コース（神戸）　国際協力事

　業団（1985．2）

○上杉康彦：Organophosphates，antibiotics　and　exPe「iF

　ments　with丑y7づ6％」α7毎oη鴛8・International　Training

　Course　on　Fungicide　Resistance　in　Crop　Protection

　（Serdang，Selangor，Malaysia）Unlversity　Pertanian

　Malaysia，Agricultural　University　Wageningen，ISPP

　and　FAO　（1984．10）
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IV研究・技術協力

1．技術研修

（1）依頼研究員

　農林水産省依頼研究員受入れ規則に基づき，昭和59年度中に各都道府県などから受入れた依頼研究員の概要は

次のとおりである。

昭和59年度依頼研究員（研究期間2ケ月以上）

氏 名 所 属 研 究 課 題 研究期　間
中

安

宮

山

官
田

濱

村利
藤光
地勝正
中　正博

尾孝雄
口　壽幸

宣　福岡県農業総合試験場

　千葉県農業試験場
　広島県立農業試験場
　福岡県農業総合試験場
　長崎県総合農林試験場

　長崎県果樹試験場

当　真嗣尊
挾間　　渉
久保田　　栄

中　村

沖縄県農業試験場
大分県農業技術センター

静岡県農業試験場

稔滋賀県農業試験場

大橋弘和
三浦泰　昌

和歌山県果樹園芸試験場

神奈川県農業総合研究所

金子勝廣山形県庄内病害虫防除所

今 野

仲宗根

成　田

男

哉

保三郎

向　畠博行

北海道立北見農業試験場

沖縄県畜産試験場
北海道立中央農業試験場

富山県農業試験場
野菜・花き試験場

イチゴハダニ類の発生生態と効率的防除法の解明

ホウ素の畑土壌中における挙動

土壌の水熱環境計測に関する研究

害虫個体群の動態解明

アブラムシの種の識別法

カンキツおよびビワの施設栽培について生態系と外
的条件との関係のデータを数理的に解析する手法の
研究

土壌有機物の動態に関する研究

植物病原細菌の同定と生態に関する研修

スリップス類，アブラムシ類等について同定の基礎
についての研究

農薬の水中における変化要因に関する研究手法の修
得

アザミウマ親の分類同定に関する研究

ラジオアイソトープ14C利用によるカーネーション
の同化養分の転流，分配速度の測定法の修習

庄内地方における着色米に関与する病原菌に関する
研究

土壌中における施肥窒素の動態

土壌有機物の動態に関する研究

寒地における土壌微生物の有効利用を図るために生
態研究の研究方法実験テクニックの研究

藻菌類の土壌中の生態に関する研究

59．　6．　1～59．　8．31

59．　6．　1～59．　9．30

59．　7．　1～59．　8．31

59．　7．　2～59．　9．30

59．　8．21～59．10．20

59．　9．　1－59．10．31

59．　9．　1～59．10．30

59．　9。　1～59．10．31

59．　9．　1～59．11．30

59．　9．　1～59．10．31

59．9．

59．10．

3～59．10．31

1～59．11．30

59．10．　1～59．11．30

59．10．　1～59．12．28

59．11．　1－59．12．27

59．11．　1～60．　3．31

60．　1．　4～60．　3．31
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（2）流動研究員

流動研究員制度実施要領に基づき，昭和59年度中に派遣され，、または招へいした流動研究員の概要は次のと

おりである。

昭和59年度流動研究員

氏　　名　　所 属　　派遣又は招へい場所 研究　課題 研究期，間

早　野　恒　一　農業環境技術研究　東京　農　工　大学　糸状菌の菌体外酵素とその反応解　59．6．1～59．8．31

　　　　　所　　　　　　　　　　　　析
三　浦　幹彦信　州　大　学　農業環境技術研究所経時的なトラップデータの統計学59。7．9～59．8．11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　的解析
山根爽一茨城大学農業環境技術研究所スズメバチ科昆虫の分類に関する59．7．20～59．9．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究
神　山　恵　三　共立女子大学　農業環境技術研究所　他感作用物質と快適性とその反応　59．8．1～59．9．20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　解析
高　橋　克　忠　大阪府立大学　農業環境技術研究所　廃棄物の安全性を評価するための　59．9．5～59．9．30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　検定法の開発
伊　藤　修四郎　大阪府立大学　農業環境技術研究所　アジア産ミバエ類の同定，分類　　59．10．5～59．10．29

（3）外国研修生

氏　　名 国名 受入れ部科名　研修項目　研修期間　備考
Mrs．Zhao　Si－Qiang（趙四強）

Mr．1．Nyoman　Widiarta

Miss　Siska　A．Tampenawas

Mrs．Gloria　Elena　Espinola　Aguera

Mr．Ehas　de　Freitas　Junior

Miss　Sueli　Matiko　Sano

Mr。FranciscoJ．V．Santos

Mr．Joao　Atiho　Zardim

Mr．Aroldo　Gaspar　Borges

Mrs、Armenia　Mendoza

Mrs．Asiah　Ahmad

Mr．Kim　Ju　Ho（金周豪）

Mr．Chung　Byong　Soon

Mr．Lee　Hyung　Lyul（李燗烈）

Mr．Adilson　Fachinelh

中　　　　国　環境管理部計測情　作物収穫予　59．7．25～59．10．！6　　JICA

　　　　報料　　　　知
インドネシア　環境生物部昆虫管　生物保護　　59．8．1～59．12．21　JICA

　　　　理科昆虫行動研究
　　　　室
インドネシア　環境管理部計測情　作物保護　　59．8．1～59．12．21　JICA

　　　　報科数理解析研究
　　　　室
パラグアイ　環境生物部昆虫管　昆虫学　　　59．10．1～59．12．14　JICA
　　　　理科天敵生物研究
　　　　室
ブラジル　環境資源部土壌管　土壌物理　　59．10．29～59．12。18　JICA
　　　　理科土壌物理研究
　　　　室
ブラ　ジル　環境生物部微生物　菌根及び土　59．111～59．12．26　　JICA
　　　　管理科土壌微生物　壌微生物学
　　　　利用研究室
ブラ　ジル　環境管理部資源・　農業開発，　59．11．2　　　　　　　JEA
　　　　生態管理科農村景　畑作技術
　　　　域研究室　　　　　農産物流通

ブラジル　　 〃　　　　〃　　　〃　　　　　〃
ブラジル　　 〃　　　　〃　　　〃　　　　　〃
フィリピン　環境管理部計測情　放射線の農　60．2．18～60．8．16　　JICA
　　　　報科分析法研究室　業利用
マレイシア　　　　　〃　　　　放射線の農　60．2．18～60．8．16　JICA

　　　　　　　　　　業利用
韓　　　　国　環境資源部土壌管　地下排水改　60．2．18～60．2．20　　JICA

　　　　理科　　　　善事業設
　　　　　　　　　　計，施工法
韓　　 国　　〃　　　　　〃　　　　〃　　　　　〃
韓　　 国　　〃　　　　　〃　　　　〃　　　　　〃
ブラ　ジル　環境資源部水質管　土壌分析　　60．3．14～60．4．27　　JICA

　　　　理科水質動態研究
　　　　室
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2．共同研究

研究課題名
共同研究者 所担当者

研究期問
所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名

鉱さいけい酸肥料の効果判

定法の開発に関する研究

全農・農業

技術センター

森　崎　鉄　兵

森　国　博全

久　保　省　三

資材動態部

肥料動態科

尾　和　尚　入 59．6。8～62．3．31

3、微生物の保存と配布

計測技術の良否は研究成果に影響する。微生物を扱う研究においては，信頼のおける対照株が一計測単位とな

る。それら対照株を変異が起きないように保存することはきわめて重要であって，不断の努力と忍耐がいる。し

かし，利用価値のある微生物株を保持することは，研究上の貴重な財産を保有していることでもある。微生物管理

科は前身の農業技術研究所の頃から，この財産を有効に利用することを考え，日本微生物株保存連盟に加入する

とともに保存菌株目録を刊行して，広く内外の研究者に便宜を供与してきた。現在は保存機関の名称をNIAES

culture　collection（略称NIAES）とし，体制の整備と強化を図っているところであるqまた，保存対象微生物と

しては，従来から行っている農業生態系に係わる研究に用いるものならびに根粒菌を拡充するとともに，微生物

ジーンバンク構想で示されている遺伝資源としての微生物も手がける予定である。

　昭和59年度における保存微生物株の受入れならびに分譲の概要は次表の通りである。

保有株数

糸状菌 放線菌 細　菌 根粒菌 ウイルス

前年度保有株数

新規登録数
廃　棄　株　数

2300

12 0
7
0

418

1371

53

400 0
1
0
0

本年度末保有株数 218 7 554 93 10

譲渡株数

譲　渡　先 糸状菌 放線菌 細　菌 根粒菌 ウイルス

農林水産省
他省庁都道府県

大　　　　　　学

その他（含外国）

1／1

12／3

1／1 4／1

151／13

18／10

38／10

51／15

120／18

　1／1

3／1

2／1

2／2

計 14／5 4／1 258／48 121／19 7／4

分母：件数，分子：株数
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4．昆虫の依頼同定

　一般的に，分類・同定は科学の第一歩であるのみならず，他の諸分科にとって欠くことのできない共通基礎で

ある。このことは昆虫の試験研究でも例外ではなく，虫害の予防・防除や昆虫の利用に当っては，その根底に的

確な診断が必要である。そして，とくに害益虫にあっては種名が正確かつ迅速に同定されなければならないが，

そのためには質・量ともにすぐれた標本および文献の不断の集積，保存・管理，ならびに経験豊かな専門家を擁

する組織・体制が欠かせないことは，先進諸国の例からも明かである。当所の昆虫分類研究室は，昭和23年以来，

省内唯一の当該組織として内外の試験研究機関からの同定依頼に対応してきた。

　昭和59年度における，依頼者の区分別受付件数および同定処理成績の概要は，次表（1），（2）の通りである。

（1）昭和59年度依頼者区分別受付数

1．

2．

3．

4．

5．

6．

　　　　　　　　依　　　　頼　　　　者

都道府県立農試，園試，野菜試，果試，蚕試，林試

農環研，農研センター，農試，果試，草地試，畜試，熱研，林試，植物防疫所

大学その他の教育機関

その他の官公庁（防除所，衛生研，博物館，保健所，県庁）

民間（研究所，会社，個人）

国外（インド）

　　　　　　　　　　　　　　計

一 受付件数 受付標本数

83 1032

防疫所 45 985

18 162

10 31

27 125

2 14

185 3，481

（2）昭和59年度依頼同定処理成績

マー
目

昭　　和　　59　　年　　度　　受　　付　　分
59年度回答総計＊＊

受　　　　　付 回　　　　　答 未　　回　　答＊

件数 標本数 個体数 種類数 件数 標本数 個体数 種類数 件数 標本数 個体数 種類数 件数 標本数 個体数 種類数

直　　翅　　類 4 8 11 5 4 8 11 5 0 0 0 0 4 8 11 5

アザミウマ類 25 194 3，034 56 25 194 3，034 56 0 0 0 0 25 194 3，034 56

チャタテムシ類 1 1 100 1 1 1 100 1 0 0 0 0 1 1 100 1
半　　翅　　類 48 495 6，515 169 48 495 6，515 169 0 0 0 0 48 495 6，515 169

甲　　虫　　類 18 128 134 25 15 90 95 22 3 38 ・39 3 15 90 95 22

脈　　翅　　類 1 2 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 2 2 1
膜　　翅　　類 13 843 962 18 10 699 707 15 3 144 255 3 10 699 707 15

鱗　　翅　　類 35 331 820 61 30 219 261 56 5 ll2 559 5 31 220 264 57

双　　翅　　類 38 1，477 1，572 386 33 1，436 1，531 381 5 41 41 5 33 1，436 1，531 381

昆　　虫　　外 2 2 500 2 1 1 300 1 1 1 200 1 1 1 300 1
合　　　計 185 3，481 13，650 724 168 3，145 12，556 707 17 336 1，094 17 169 3，146 12，559 708

＊研究継続中のものを含む ＊＊58年度以前に受付のものを含む
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V総 務

1．機　構

昭和59年度における機構は次のとおりである。

所　長

一懐
画

絡

書

務

科

科

課

科

〔図書資料係，編集刊行係〕

総擁｛婁薄嚢 〔庶務係，人事第1係，人事第2係，厚生係〕

〔主計係，支出係，監査係，用度係，施設管理係〕

環境研究官｛幾撚灘

一｛1、灘
〔環境立地研究室，資源計量研究室，環境動態研究室，影響調査研究室，農

村景域研究室，植生動態研究室，環境情報管理室〕

〔隔測研究室，分析法研究室，数理解析研究室，調査計画研究室，情報処理

研究室〕

環境生物部

植生管理科
微生物管理科

昆虫管理科

〔植物生態系研究室，保全植生研究室，他感物質研究室〕

〔細菌分類研究室，糸状菌分類研究室，　寄生菌動態研究室，　土壌微生物分

類研究室，土壌微生物生態研究室，土壌微生物利用研究室，線虫・小動物

研究室〕

〔昆虫分類研究室，昆虫行動研究室，生理活性物質研究室，天敵生物研究室，

個体群動態研究室〕

一・｛∵ll
〔殺菌剤動態研究室，殺虫剤動態研究室，除草剤動態研究室，薬剤耐性研究

室，農薬管理研究室〕

〔多量要素動態研究室，微量要素動態研究室，廃棄物利用研究室〕
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2．人　 事

（1）定　 員

昭和59年度未各部定員は、次のとおりである。

（60．3．31現在）

｛
疋 員

部　　　　　別
指　　定 行　（一） 行　（二） 研　　究 計

所　　　　　　長 1 1
企画連絡室 8 15 5 28

総　　務　　部 29 6 35

部　　　　　長 1 1
庶　　務　　課 10 10

会　　計　　課 18 6 24

環境研究官 1 1
環境研究企画官 2 2
環境管理部 4 35 39

環境資源部 2 50 52

環境生物部 2 51 53

資材動態部 1 27 28

合　　　　計 1 46 21 171 239

（2）外国出張

氏　名　所属 出張先 期　 間 目 的 経　 費

矢沢文雄環境資源部インドネシア58．10．20～60．10．23

千　葉　守　男　環境資源部　パラグアイ　59．3．16～60．6．6

金沢　純資材動態部インドネシア59．3．20～59．5．31

奈須壮兆資材動態部インドネシア59．3．22～60．6。17

天　野　洋　司　環境資源部　米 国　59．3．25～59．4．5

久　保　祐　雄　環境研究官　韓　　　　国

増島　博環境管理部フィリピン

59。　4．　2～59．　4．10

59．　4．　9～59．　4．15

安田壮平環境生物部インドネシア59．6．12～60．6．17

斉　藤　康　夫　環境生物部　台　　　　湾　　59．7．5～60．7．6

西澤 務　環境生物部　米　　　　国

　　　　カ　ナ　ダ

磯部誠之環境資源部韓

59．　7．30～59．　8．12

国59．8．8～59．10．31

山崎慎一環境資源部ブラジル59．9．24～59。12．16

増島　博環境管理部台　　湾
内　島　立　郎　企画連絡室　オーストリア

59．　9．25～59．10．　9

59．10．　6～59．10．15

インドネシア農業開発計画に係る専門　JICA

家としてその任に当たる　　　　　　　（派遣職員）

パラグアイ農業開発計画に係る専門家　JICA

としてその任に当たる　　　　　　　　（派遣職員）

インドネシア作物保護強化計画プロ　JICA

ジェクトの短期専門家として農薬の残

留分析の指導に当たる

インドネシア作物保護強化計画に係る　」1CA

専門家としてのその任に当たる　　　　（派遣職員）

乾燥地及び半乾燥地農業における塩害　熱　研

土壌研究の調査

韓国農業気象災害研究計画打合せ　　　JICA

サンロケ多目的ダム計画調査現地作業　JICA

監理

インドネシア作物保護強化計画に係る　JICA

派遣専門家としてのその任に当たる　　（派遣職員）

食糧肥料技術センター事務局次長とし　FFTC

てその任に当たる　　　　　　　　　　（派遣職員）

第6回シストセンチュウ類に関する　科学技術庁

ワークショップ及び第1回国際線虫学

会議に出席のため

韓国農業気象災害研究計画に係る専門　JICA

家としての任に当たる

ブラジル農業研究計画に係る専門家と　JICA

してその任に当たる

灌概水質管理　　　　　　　　　　　　交流協会

農業に及ぼす気候変動の影響の評価に　IIASA

関する研究集会に出席
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氏　名　所属 出張先 期　 問 目 的 経　 費

内　嶋　善兵衛　環境資源部　中 国59．10．11～59．10．21

畔上耕児環境生物部タ　　イ
上杉康彦資材動態部マレイシア

59．10．14～59．11．10

59．10．16～59．10．26

宇田川　武　俊　環境管理部　インドネシア　59．10．24～59．11．10

浜屋悦次環境生物部米 国59．10．24～59．11．2

玉木佳男環境生物部カナダ59、ll．14～59．11．25

陽捷行環境資源部ソ　連
浜崎忠雄　　〃　　　〃
東　野　正　三　資材動態部　タ　　　　イ

秋山　侃環境管理部米

59．11．19～59．12．　3

　　〃
59．12．　6～59．12．15

国60。1．3～60．1．17

岸　野　賢　一　環境生物部　インドネシア　60。L7～60．1．28

今井秀夫環境管理部台 湾60．2．4～61．2．3

宮　井　俊　一　環境管理部　インドネシア　60．2．27～60．5．26

本　問　善　久　環境生物部　アルゼンチン　60．3．1～60．3。31

天　野　洋　司　環境資源部　台

内　島　立　郎　企画連絡室　韓

桐谷圭治環境生物部中

湾　60．3．3～60．3．8

国60．3．12～60．3．16

国60．3．17～60．3．31

能勢和夫資材動態部インドネシア60．3．20～60．6．19

内　嶋　善兵衛　環境資源部　オーストリア　60．3．30～60．4。8

気象災害の実態把握及び対応技術の実　科学技術庁

際の見学ならびに農業気候資源の評価

法についての意見交換

マングビーンの新細菌病に関する研究　熱　研

殺菌剤耐性国際研究集会講師　　　　　ワーゲニンゲン

　　　　　　　　　　　農科大学，FAO
インドネシア農業開発リモートセンシ　JICA

ング計画に係るエバリュエーション調

査団員としてその任に当たる

米国における作物病害の生物的防除法　農林水産省

の研究に関する調査

日本，カナダ科学技術協議に基づく害　農林水産省

虫の総合的管理（IPM）に関する研究協

力の打合せ及び視察
日ソ技術交流土壌保全対策技術班　　　農林水産省

　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃

東北タイ農業開発研究計画，計画打合　JICA

せ

高度リモートセンシング技術の動向調　財団法人資源観

査，特に農業分野におけるリモートセ　測解析センター

ンシング利用技術，衛星画像の表現技

術，写真技術の調査に当たる

インドネシア作物保護強化計画エバJICA

リェーション調査団員としてその任に

当たる

アジアそ菜研究開発センター（台湾）派　AVRDC

遣土壌専門家としてその任に当たる　　く派遣職員）

インドネシア作物保護強化計画の専門　JICA

家としてその任に当たる

大豆病理専門家として技術指導に当た　JICA

る

国際熱帯土壌分類研討会（FFTC／FFTC
ASPAC他主催）に出席

韓国農業気象災害研究計画巡回指導調　JICA

査団員としてその任に当たる

日中農業科学技術交流長距離移動性害　農林水産省

虫日中共同研究計画打合せ，視察

インドネシア作物保護強化計画の専門　JICA

家としてその任に当たる

農業に対する気候影響の事例評価集会　IIASA

出席
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3．会　計

（1）予　算

歳　入
昭和59年度農業環境技術研究所の歳入予算は，総額6．809千円であり，そのおもなものは，農林水産省受託研

究等実施規程（昭和37年2月15日農林省告示第207号）に基づく受託調査及び試験収入（4，031千円），農林水産

省依頼研究員受入れ規則（昭和38年6月12日農林省告示第766号）に基づく受託研究員受入（515千円），及び試

験場製品等売払代（785千円）である。試験場製品は本所における米麦等の試験研究の結果で不用となったもの

の売払である。

現金収入
（単立：円〉

科　　　　　目 予　算　額 備　　　考

雑　　収　　入 6，809，000

国有財産利用収入 839，000

国有財産貸付収入 581，000

国有財産使用収入 258，000

諸　　　　収　　　　入 5，970，000

受託調査試験及役務収入 4，546，000

弁　償　及　返　納　金 50，000

物　品　売　払　収　入 910，000

雑　　　　　　　　　　入 464，000

歳　出
昭和59年度における農業環境技術研究所の歳出予算（補正後）は，経常的経費，特別研究等経費，科学技術庁

関係経費及び，環境庁関係経費に大別される。

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

　事業費に分けると，次のとおりである。

人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1，400，739，000円

事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 573，045，000円

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

　関，項：農林水産本省試験研究所に移用）は，332，968，000円であり，その内容は，つぎのとおりである。

①特別研究費

②機械整備費

③受託研究

④研究者等研修および流動研究員経費

⑤一般別砕研究

⑥国有特許外国出願費

⑦農林水産業技術の動向は握及び普及促進に要する経費

⑧侵入病害虫の防除に関する研究推進に要する研究

⑨転換畑を主体とする高度畑作技術の確立に関する総合的開発研究

⑩超多収作物の開発と栽培技術の確立に関する研究

⑪　農林水産業のもつ国土資源と環境の保全機能及びその維持増進に関

　する研究

⑫大型別枠研究

13，685，000円

3，800，000円

2，328，000円

4，066，000円

52，733，000円

　275，000円

　24，000円

　410，000円

　858，000円

3，211，000円

81，342，000円

162，563，000円
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⑱　バイオテクノロジー関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，673，000円

3）　科学技術庁関係経費（組織：科学技術庁，項：国立機関原子力試験研究費，項：放射能調査研究費，項：

科学技術振興調整費より組織：農林水産本省試験研究機関に移替）は，次のとおりである。

①放射線利用研究（項：国立機関原子力試験研究費）　　　　　　　　　67，976，000円

②放射能汚染調査研究費（項：放射能調査研究費）　　　　　　　　　5，501，000円

③その他（項：科学技術振興調整費）　　　　　　　「　　　　27，751，000円
4）　環境庁関係経費（組織：環境庁より組織：農林水産本省試験研究機関に移替）は，次のとおりである。

（項）国立機関公害防止等試験研究費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　　　　　　　50，183，000円

5）　調査旅費経費（組織：農林水産本省，項：土地改良事業費）は，次のとおりである。

（項）土地改良事業費　　（目）土地改良調査計画費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700，000円

　　　　　　　　　　　　　　調査旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　500，000円

　　　　　　　　　　　　　　調査費　　　　　　　　　　　　　　　　　200，000円

昭和59年度歳出予算一覧表

（単立：円）

科　　　　　目 予　算　額 備 考

（組織） 農林水産本省試験研究機関 2，458，793，000

（項） 農林水産本省試験研究所 2，306，752，000

人　　　　　件 費 1，400，739，000

事　　　　　業 費 906，013，000
（項） 国立機関原子力試験研究費 67，976，000

（項）

放射能調　査研究費 5，501，000

（項）

科学技術振興調整費 27，751，000

（項） 国立機関公害防止等試験研究費 50，813，000

（組織） 農　林　水　産　本 省 700，000

（項） 土　地　改　良　事　業 費 700，000

合　　　　計 2，459，493，000

（2）国有財産

所在地

区　分 土 地 建 物　（延　面　積）

庁舎敷地 宿舎敷地 計 庁　　舎 宿　　舎 計

筑 波 0㎡ 0㎡ 0㎡ 55，102㎡ 0㎡ 55，102㎡

計 0 0 0 55，102 0 55，102

総　計

筑　　波 計

23，911，059，311円 23，911，059，311円
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4、図　　　書

昭和59年度中に受け入れた図書・資料の冊数および外部より依頼を受けた複写の件数は次のとおりである。

昭和59年度図書・資料受入冊数 複写依頼件数

区 分 購　　入　　寄　　贈 計 区 分 数　量

単行書繹薯

資料靡
雑誌靡

ll謂

8盤

1舗

　27冊
　　5冊

　782冊
　199冊

1，127冊
　513冊

　224冊
　110冊

　782冊
　199冊

1，192冊
　694冊

国公立試験研究機関

大　　　　　学
民　　ド　　　　問

1，071件

　63件
　34件

計 1，168件

5．刊　　　行

　昭和59年度中に当所から出版された刊行物は次のとおりである。なお、報告に収録された論文題名は「研究

成果の発表及び弘報」の項に掲載してある。

刊行物一覧表
種 別 発行年月 頁　数 発行数 配　　布　　先

農業技術研究所報告C第39号（最終号〉昭、59、12

農業環境技術研究所年報　昭和58年度　昭、59、11

農環研ニュース　ーNo1　　　　　　　昭、59、7
　　〃　　　　　　　　　　No2　　　　　　　　　　　　　　　目召、　60、　2

75

48

10

8

1，300

2，000

1，500

1，500

官公立試験研究機関、大学

関係機関、大学

　　〃

　　〃
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6．委員会
　農業環境技術の進展を図るため，各分野ごとに専門の委員会を設け，名部門の研究・連絡調整・研究施設の運

営及び職員の福利厚生に関する事項を審議することを目的として設置したもので，その概要は，次表のとおりで

ある。

委員　会一覧表

委員　会名
委 員

所　　属　　人員
審　　議　　内　　容 開催日 備 考

アイソトープ委員会各部関係者　7

圃　場　　委　　員　　会

エネルギー対策委員会

所共用機器委員会

廃　棄　物　委　員　会

研究業務運営委員会

エックス線障害防止委員会

〃

〃

〃

〃

〃

〃

14

12

6

10

10

7

組換えDNA実験安全委員会　所内関係者　　5

図　　書　　委　　員

　所外学識経

　験者
会　各部関係者　　10

職務発明審査会各部長等
論文審査会各部長等

年報及び農環研ニュース　企画連絡室　6

編集委員会長及び各部
　　　　　　　　　　　　関係者

筑波機械整備委員会各部関係者　9

厚　　生　　委　　員　　会 〃 15

農業環境技術の研究に関し原子力利用の促

進を図るため，アイソトープ施設の共同利

用の調整及び方射線の管理

圃場及びこれに附随する施設並びに防風林

等の使用，管理・保全等に関する事項

電力，ガス，水道，高温水等農業環境技術

研究所において使用するエネルギーに関す

る事項

所共用機器類の整備及び管理運用並びに必

要経費等に関する事項

農業環境技術研究所から排出される廃棄物

（アイソトープ廃棄物は除く）の処理及び処

理施設の管理運営等に関する事項

諸施設の管理運営並びに用地及び建物の利

用の基本的事項

エックス線装置等による放射線障害の防止

に関する事項

組換えD　N　A実験の安全確保に関する事項

図書館の管理運営，図書資料の購入，収集

保管，整理，閲覧，貸出し，複写，レファ

レンスサービス等に関する事項

職務発明の認定及び特許権の承継等の審査

農業環境技術研究所報告・資料に掲載しよ

うとする論文の内容及び掲載の可否の審査

農業環境技術研究所年報及び農環研ニュー

スの編集・刊行に関する事項

筑波機械整備に係る研究用機械の計画的導

入に関する事項

農業環境技術研究所に勤務する職員の福利

厚生に関する事項（総務部長の諮問機関と

して設置）

随時開催　下部機関として専

　　　　門部会を置く

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

下部機関として専

部門会を置く

　　　〃

〃

下部機関として専

門部会を置く

下部機関として専

問部会置く

表紙の絵一故冨田豊雄氏



案内図
土浦学園線 至土浦

蚕糸試験場
熱帯農業研究センター

至水海道 土浦野田線
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