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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60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
　　　へ
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10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」を年

2回発刊しており，また，「農環研ニュース」を年4回発刊し，逐時トピックス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。

　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61年9月

農業環境技術研究所長

　　　　　　久　保　祐　雄
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1

1　研究実施の概要

1．環境管理部

　環境管理部は，資源・生態管理科及び計測情報科の2

科で構成されており，農業環境の総合的な評価及び管

理・保全計画手法の開発並びに農業環境に係る各種情報

の収集・処理手法の確立に関する調査研究を行っている。

　資源・生態管理科では，合理的土地利用システム策定

のための環境資源及びエネルギーの動態に関する総合的

予測・評価手法の開発，農業生態系の環境保全機能の解

明など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」，「国土資源」及び公害防止研究，

科振調費による重点基礎研究などの各種プロジェクト研

究を実施した。

　環境資源の総合的予測・評価手法については，混住化

の進んだモデル地域として茨城県牛久沼周辺をとりあげ，

水質及び底質に対する都市化の影響の実態を調べた。そ

の結果，都市化地域からの汚濁負荷に由来する沼内の植

物プランクトンの異常発生は年2回みられ，沼のもつ水

質浄化能も評価された。底質中の重金属の存在形態では，

都市的開発による濃度上昇の顕著な亜鉛において，結合

状態の弱い交換態画分の割合が多くなることが特徴的で

あった。リンについては，農地からの流出よりも生活系

の排出負荷の大きいことが推定された。また，この地域

の残存自然植生を検討し，かつては斜面から台地上にか

けてヤブコウジースダジイ群集が，斜面下部ではイノデ

ータブノキ群集が生育していたと考えられる結果を得た。

農耕地周辺の植生の動態を明らかにするため，農用林中

の落下鳥糞中の種子を計測し，種間の競合関係から，開

発地近くの林地では，放棄地からのヨウシュヤマゴボウ

の種子の搬入が林の荒廃を促進する要因の一つと推定さ

れた。リモートセンシングによる農村景域の解析では，

人工衛星データから国内5地域のカラー合成写真を作成

し，植生及び土壌の識別に満足する結果を得た。

　農業生態系の保全機能と動態については，農地からの

地表水と窒素負荷の発生制御技術を開発するため，土壌

特性とこれらの発生負荷量との関連を検討し，砂レキ質

黒ボク土と非黒ボク台地土について，土壌の透水性と陰

イオン保持力の積から窒素負荷発生危険度の判定基準を

作成した。また，わが国全体の窒素循環の現状と予測を

線形モデルによって推定した結果，非気体排出窒素の全

量を農地に還元した場合，5年後には10アール当たり25

㎏となり，地力として必要なレベルをはるかに越えるこ

とが予測された。農業生態系のシステムモデル化につい

ては，茨城県南部をテストエリアとして水質データのク

ラスター分析を試み，50の調査地点を4群に大別できた。

　「グリーンエナジー計画」では，アメダスデータ及び

新たに開発した地形因子による補問データ作成システム

によって，全国的に利用可能な風力エネルギーの存在量

を算出し，月別及び年間について，1㎞メッシュ毎に13段

階区分で，縮尺65万分の1の地図上に表示したメッシュ

マップを作成した。

　「国土資源」では，桜川流域について，農耕地の洪水

防止機能と居住快適性機能の評価図の作成を試みた。前

者は，地質・地形等6特性による7段階評価，後者は，

現存植生と傾斜による4段階評価で，1／5細分メッシュに

表示した。さらに，居住快適性については，専門家によ

る現地評価とアンケート方式による写真評価の違いを検

討し，また，居住快適性機能に対する外的インパクトの

影響をランドサットのTMデータや赤外カラー空中写真

を使って解析した結果，道路や工業用地の開発の影響が

大きいことがわかった。また，流域の環境保全機能の総

合化について，前年までに作成した環境アトラスデータ

と環境保全機能データの数量化3類解析を行い，それぞ

れ第5軸までの性格の解釈を行って，スコア段階別に地

図上に色表示した。

　耕草地からの窒素，リンの負荷発生予察については，

恋瀬川流域において土地利用，地形，土壌などの要因と

流出負荷についての重回帰分析から，窒素の流出につい

ては樹園地，畑地，市街地の影響が，リンについては淡

色黒ボク土，にグライ土などの影響が大きいことがわ

かった。

　農業環境研究の支援システムとして，試験研究情報

データベースと文献検索用のデータベースプログラムを

作成した。両者とも研究室または個人レベルでの使用を

目的とし，パーソナルコンピュータで扱えるものである。

　計測情報科は，農業生態系の制御技術と変動予測法の

開発の一環として，農業生態系に関する様々な情報を迅

速，適切，効率的に計測，収集，処理，評価する手法の

確立を目指して研究を進めた。

　リモートセンシング手法の開発については，作物の生

育，形態情報等を計測するための各種センサーの開発を

進めた。圃場用分光センサーについては，水稲の生育診
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断に適用して，葉身窒素量，葉面積指数の推定に有効に

利用できる可能性を得た。レーザー光線とTVカメラ及

びコンピュータを組合せた「レーザー作物レーダ」につ

いては，ダイズの形態を生育ステージを追って立体計測

することに成功した。また，作物診断機としての携帯用

超小型分光センサーの製作，改良を行い，作物全生育期

間の連続モニタリングが可能であることを明らかにした。

超音波を利用したセンサーについては，作物群落内葉身

分布の非破壊計測を可能とし，実用化への見通しを得た。

さらに，ランドサットデータの利用法の研究を進め，ス

マトラ島北部の低湿地の農業適地選定のための手法を開

発した。

　アイソトープ利用等高精度分析法の開発については，

濃縮40Kを用いたトレーサー法の確立を目指すとともに，

安定アイソトープ180標識リン酸利用によるリン酸肥料

試験法の開発を進め，トレーサとして十分使えることを

明らかにした。放射化分析法については，大気中ヨウ素

の簡便な放射化分析法を確立し，作物被害の実態解析を

行った。アクチバブルトレーサー法の応用では，減水深

測定法を併用して，農家水田の灌潮期における水かん養

機能を明らかにし，また，濃縮安定同位体によるアクチ

バブルトレーサー法の開発を進めた。一方，土壌水，地

表水，雨水中のヨウ素の化学形態別分画定量法を確立し，

これにより種々の原因による放射性物質の環境汚染に対

して，適切な対応が可能となる見通しを得た。また，土

壌中フッ素含量レベルの解明，土壌・牧草・家畜体の13

C，15N自然存在比の精密測定法の検討を進めた。さら

に，全国各地の農耕地土壌，米麦子実及び水中の降下放

射性核種の地域分布と経年変化を引き続き検討した。

　数理解析手法の開発については，昆虫を中心として，

農業生態系の諸要素間の相互作用あるいは時間的，空問

的な変動過程を明らかにするための数理モデルの開発を

進めた。ヒメトビウンカの個体数変動モデルについては，

個体数の安定度と平衡個体数を推定できるモデルを，茨

城県内各地域の発生データに適用した結果，県西部では

個体数が経年的に発散振動することがわかった。また，

ツマグロヨコバイにより媒介されるイネ萎縮病の伝播機

構を解明するため，連立微分方程式による数理モデルを

作成して，シュミレーション実験を実施した結果，ツマ

グロヨコバイ個体群中での保毒虫率が低レベルで維持さ

れる理由を解明できた。さらに，ヒメトビウンカのイネ

縞葉枯病ウイルス保毒虫率が近年上昇していることを説

明するためのモデル化を行い，茨城県内の各地区の測定

データによりモデルの検証を進めた。その他，静岡県内

のフェロモントラップで捕捉されたハスモンヨトウの日

別誘殺数について，時系列モデルを適用して解析し，そ

の発生消長を検討した。

　統計的解析法の開発については，単回帰モデルの逆推

定の問題を理論的に発展させ，一般化逆回帰推定量を定

義して従来の推定量よりも平均2乗誤差が小さくなるこ

とを示した。また，圃場試験等でよく見られる地力むら

や病害虫被害などに基因する誤差，競争による個体間相

互作用等の変異を含むデータの解析にあたって，隣接区

調整法を検討し，これを大麦の品種比較試験データに適

用したところ，従来の乱塊法による解析とは異なる結果

を得た。重点基礎研究においては，東谷田川水系におい

て調査された水質データを事例的に用いて，平滑化手法

を適用して突発的な異常値の評価を行うとともに，水質

パターンの時期的推移などから環境要素の変動に及ぼす

インパクトの寄与について検討した。

　情報処理手法の開発については，農業試験研究で扱わ

れるデータの構造解析とデータベース管理システム

（DBMS）の検討を進めた。育種試験データのように，

属性問に集合従属性のあるデータのとり扱いについても，

既存のDBMS，DATA－710で柔軟に対応できた。また，

昆虫の分類，同定，防除，標本管理等を総合的に可能に

するデータベースを実現するための検討を進めた。以上

の結果から，属性問により複雑な従属性をもつデータ構

造に対しては，さらに高度なDBMSを導入する必要を認

めた。知識工学的手法の適用については，作物病害虫診

断同定のためのエキスパートシステムの試作を進めた。

パソコンを利用したデータの収集と処理の効率化につい

ては，引き続きMBIRSの改良を行うとともに，パソコン

及び大型計算機間のファイル互換を容易にした。その他，

統計解析プログラムを収集，開発するとともに，パッ

ケージ化する方法を検討した。

2．環境資源部

　環境資源部は気象管理科，土壌管理科及び水質管理科

の3科から構成されており，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，多様化している

大気汚染質等の農作物への被害が顕在化している現状を

踏えて，作物と気象環境要因との相互作用の解明，農業

気候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

の開発等に関する基礎的研究を実施している。

　作物と気象環境要因の相互作用関連では，水稲の生育

予測について，出芽から幼穂形成期，幼穂形成期から出

穂期までの2つの期間のDVAをモデル化することに
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よって，地域差や作期を越えて精度良く推定することが

できた。気象生態反応については，白菜の総乾物重と積

算吸収日射量との問に直線関係が認められ，その勾配は

処理によって異なることを明らかにした。作物の生育調

節法については，野菜の生体重，蒸発散量を非破壊で連

続的に測定する方式を考案し，生育量の変化を高精度で

推定する方法を開発した。

　大気汚染質による作物の被害は，PAN分子の酸化作用

による脂肪成分の変質と活性酸素の酸化作用に起因する

ことを明らかにした。大気質の変動と作物との関係では，

トマトの初期生長に及ぼす高CO、濃度の影響を解析した。

　農業気候資源関連では，その評価について経験式から

0．48MJ／m2／日の標準誤差で光合成有効放射量を推定し，

その季節変化は青色光に強く影響されることを明らかに

した。水田微気象予測については，圃場データの収集・

処理・解析と微気象モデルによる一元化したモデルを開

発した。また，アメダス・データを利用して局地の気象

（風向・風速・気温）を推定するプログラムを開発した。

　耕・草地のバイオマス資源については，関東地方水田

地帯の再生産可能量を有機物の分解速度とその現存量及

び気象要因との関係から評価した。また，水稲の総乾物

重を気象の推移から推定するモデルを開発し，実測値と

よく一致する結果が得られた。

　気候資源の特性解明関連では，市街地における街路空

間の微気候の変化を観測し，気温分布は構造物，道路表

面や樹冠面の加熱・冷却効果を反映しており，空間内の

微気象は樹木密度の大小に影響されることを明らかにし

た。耕地防風林について，防風対象となる作物の種類に

よって防風効果は異なることが示された。

　気候の変化が農業生態系に及ぼす影響については，

CO，の濃度上昇に伴う農業環境の変化を予測するモデル

を作成する際，気温変化を幾つかの段階に設定すること

の必要性を指摘した。大気組成の変化が農業生態系に及

ぽす影響については，高CO2濃度の大気が作物の生理・生

態への影響を解明するため，高CO、環境作出に関して検

討した。耕地生態系における大気汚染質の動態解明につ

いては，250C変換日数を用いた有機物分解法によって，畑

土壌中での稲藁分解率50％に要する日数を地域別に予測

した。

　土壌管理科では，土壌資源が持っている高い作物再生

産機能と共にその環境保全機能の維持・増進を図るため，

土壌資源の賦存量・分布の把握，土壌の化学的，物理的，

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。

　土壌資源の賦存量関連では，微地形による排水の違い

から生じる二次鉱物組成の差異を解析し，凹地土壌では

ハロイサイトが多いことを認めた。また，二次鉱物の分

布の特徴からわが国の土壌を地理的に5地帯に区分し，

農業立地区分，環境区分などに対する有力な手かがりが

得られた。更に，同じ母材で年代を異にする火山灰土壌

中の微量要素の分布，黒ボク土の蓄積リンの実態及び生

物濃縮リンの再生循環の向上方策を検討した。

　土壌資源の調査・分類関連では，火山灰土壌の国際対

比のための有機物識別基準の特徴付けを行い，わが国に

分布する土壌亜目BorandsとUdandsの有機物の特徴を

明らかにした。水田土壌については，積雪地帯の土壌水

分の年間変動を測定して水田土壌分類改善の基礎とした。

輪換田では，鋤床層破砕の可否を検討した。図示法関連

では，空中写真で判読できる微地形や色調の濃淡から大

縮尺の土壌図の作成を試みた。

　化学的特性の解明関連では，土壌とリン酸の反応機構，

土壌に蓄積されたリン酸の効率的利用法，家畜尿水中の

除リンについて排水路底質土，土壌カラムによる除リン

機能に対する材料，汚水の供給条件，リン酸濃度などの

諸条件を解析した。また，汚染重金属浄化機能と関連し

て，土壌腐植と重金属（Cu，Zn，Mn）との複合体につい

てpHと溶解性との関係を検討した。

　物理的特性の解明関連では，ガンマ線水分計による土

壌密度と体積水分率の測定法を検討し，また，土壌の熱

伝導率測定法を応用して，遠隔地の畑土壌水分モニタリ

ングシステムを開発した。水分移動に伴う養分の移動に

関しては，陰イオンの移動がピストン流とみなせること，

NO3イオンとClイオンの移動に差があることを見出した。

土壌構造の評価については，土壌の圧縮による構造悪化

の感受性を表す指標化を試み，深耕ロータリによって撹

乱された黒ボク畑地の下層土は普通耕に比べて圧縮によ

る構造変化を受け易いことを示した。さらに，土壌ガス

拡散係数測定装置を試作し，拡散，通気の土壌間差が明

確となった。また，各種畑土壌における作物栽培期問中

のCO、濃度の推移を検討し，拡散係数と密接な関係にあ

ることを明らかにした。

　生化学的特性の解明関連では，土壌酵素について，ホ

スファターゼ，プロテアーゼの起源，活性，至適pH，阻

害剤などによる特性解明を行った。土壌から抽出したプ

ロテアーゼは電気泳動によって幾つかの成分に分けられ

たが，主成分の当電点は4．9，分子量はゲル濾過法によっ

て4．7×104と推定された。土壌中の窒素代謝については，

大気中のN20の微量測定法を開発し，N20の発生は窒素

施肥によって，また土壌中にNO2が集積すると進み易い

ことを明らかにした。土壌カラムによる人口汚水の硝化

能は負荷量が多くなる程低下することを見出した。これ
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らを基にして窒素負荷発生可能性の分級基準を提案した。

バイオマス産生機構については，稲藁添加後，土壌微生

物または植物病原菌を接種して土壌呼吸量から評価した。

また，土壌有機汚染物浄化機能を定量的に評価するため

の評価式を提案し，外部インパクトの影響評価を行った。

　土壌の変化予測関連では，土壌水分動態把握のための

近赤外線反射法によって広範囲の土壌水分測定が可能な

ことを明らかにした。土壌のち密化については，多水分

系下で圧縮するとその後の乾燥に伴って土壌硬度は著し

く増大することを認めた。

　土壌保全機能の定量的把握と維持・増進技術関連では，

土壌侵食防止機能について，土壌の受食性と降雨強度と

の関係を検討し，PVAのような土壌改良資材，麦かん鋤

込み，堆肥，マルチによる侵食防止機構を解析した。

　水質管理科では，農業内外のインパクトによる水質の

劣化が急速に進行している現状を踏まえ，環境資源とし

て重要な農業用用排水を対象に，その質的評価を行い，

水質浄化・保全を図ると共に，合理的な管理・利用計画

等に資するため，特にその水質特性の解明・評価，農業

生態系等を利活用した水質浄化保全機能の向上・増進技

術の開発等に関する基礎的調査研究を実施している。

　水質の特性解明関連では，中・小河川の水質汚濁特性

を浮遊性藻類の増殖と水質変動（無機態窒素〉の関係か

ら解析した。水質調査法関連では，試料保存に伴う水質

変化を検討し，保存中（50C）のpHとECの変化は小さい

が，PO4－P，NH4－N，CODは経時的に濃度の低下が認

められた。また，重窒素の天然存在比の測定から農業用

用排水・河川水・地下水中の窒素の動態を解析し，施肥

窒素の流失が示唆されたが，水質汚染と直ちに結びつか

ないことを示した。

　水質指標関連では，水質汚濁の生物指標としてクロロ

フィルaの計測を導入し，クロロフィルaの増加による

無機態窒素濃度の減少が認められた。農業用用排水路や

河川の衛生細菌の現存量は人間活動や畜産活動による水

質汚濁の評価指標として有用であることを認めた。水質

の変動要因については降雨による無機態窒素の負荷量を

観測し，昭和60年における10a当たりの年間窒素負荷量

は，観音台1017g，小野川502g，八幡台1574gであり，地

域による明確な差が認められた。人為的な影響について

は科学万博会場の排水出口の水質を調査し，EC，Cl濃度

に万博開催の影響が僅かに認められたが，無機塩類は周

辺部よりも低く推移した。

　水質浄化機能関連では，生物膜によるNPの除去につ

いてH畜産団地の複合方式と回転曝気方式の円板汚泥の

脱窒能を検討した。火山放出物利用による水質浄化法に

ついてバッチ方式と塩ビ製実験水路におけるリン酸の吸

着性からその除去率を検討し，用いる材料によってリン

酸の除去曲線が異なることを明らかにした。また，水生

植物による水質浄化についてオランダガラシとウキグサ

の自然条件下における無機態窒素の除去効果を調査した。

この他，土壌動物による水質保全機能を把握するために，

その生態構造を解析している。

3．環境生物部

　環境生物部は植生管理科，微生物管理科，昆虫管理科

の3科で構成され，植生の特性及び利用，ならびに微生

物及び昆虫，線虫その他の小動物の分類，特性及び利用

に関する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研究をその機能面

の解析を中心に実施している。

　植生の構造と生態的機能の解明に関する研究として，

農耕地周辺における植物群落の組成と構造の解析を農耕

地の環境状態の診断指標に役立てるために開始し，荒廃

化の進んでいる指標として，セイタカアワダチソウ，ヘ

クソカズラ，ススキ等を明らかにした。また水質保全に

植物の浄化機能を利用する場合に使用できる水生植物を

明らかにするため，筑波地区の水生植物相の分布とその

変動要因を調査し，抽水植物16種，浮葉植物2種，沈水植

物7種および浮遊植物2種，14科27種の分布を明らかに

した。

　植物の生態系保全機能の解明に関する研究として，将

来不足すると予測される資源であるリン資源を対象に，

植物のリン収奪機能あるいは低リン耐性の種間差と要因

解析が行なわむている。その吸収速度の解析にはミカエ

リス・メンテン型の反応速度式を当てはめ，そのVmaxお

よびkmの値から植物の吸収特性が解析できることを明

らかにした。また，土壌中のリン収奪能の高い植物とし

ては，ソルガム，キクイモ，ヒメムカシヨモギなどが上

げられている。水生植物による合成有機化合物の吸収分

解能の研究では，フェニトロチオン，ベンチオカーブお

よびγ一BHCは植物体に吸収除去され，フェニトロチオ

ン，ベンチオカーブは植物体内の吸収・移行・代謝いづ

れかの段階で分解されると推定されている。さらに耕地

生態系のうち畑地における炭素循環機能を解明すべく3

輪作圃場で試験が開始された。

　他感物質の検索と機能の解明では，登熟期の大麦から

は，decene，nonanal，hexanal，pentadecane，benzalde－

hyde，actophenone等多数の物質が放出され，10a当り晴

天日1時問でdecene約2．5mg，hexanol　O．76mgの放出

があると試算され，陸稲ではテルペン類として約47mgの
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放出があると試算された。また，樹園地や森林から放出

される揮発性物質の主成分がテルペン類であるのに対し

て，農作物や雑草類から放出される揮発性物質の主成分

は脂肪族カルボニル化合物であることが明らかにされた。

各種植物の水抽出液に含まれるアレロパシー物質の検定

手法として，植物種子の発芽に及ぽす影響を発芽率，平

均発芽速度，発芽開始時間，50％発芽に要する時間等を

Richards関数から求め，その物質の活性を検定する手法

を確立した。

　微生物管理科では，ウイルス，細菌，糸状菌，線虫等

の特性の解明と分類・同定，動態，制御ならぴに有効利

用について基礎的研究が行われている。

　分類・同定に関連しては，トルコギキヨウえそウイル

ス，イネ苗立枯病細菌飛側40規o徽s卿惚万ガ，カボチャ

白斑病菌Cの加losヵo万oφsズs6鷹κ76磁6を新種として記載

した。サツマイモ苗立枯病（新称〉の病原菌をS舵一

ρ！o卿66εゆ07no6磁と同定した。ウリ類べと病菌

八6躍oφ670noερo耀6功6nsZsには寄生性の分化が認めら

れ，国際的な共同研究によって，わが国に発生する菌株

はキュウリレース1，2，マスクメロンレース1，2に

類別された。放線菌の全DNAとプラスミドDNAの微

量・迅速分離法を開発し，本法を利用して植物病原放線

菌から分離したDNAのハイブリダイゼーションを行い，

菌株問の相同性を測定して系統分類に適用した。線虫に

ついては，ワセンチュウ類に新属勲名α10δ067！60彫彫α属と

M曜7067160麗“観属を提唱し，本邦未記載の（忽脚磁6命

1初ε傭窺，0．06！020襯16，σ6z6鳩解鍛nの3種を同定した。

コスレンクス属線虫ではCosl6耀h欝メ砂o競欝，ケファレン

クス属ではCのh召16解h郷η6別ol砥C4召」解6，C加如挽o一

ヵhπ総の3種を新種として記載した。

　保存に関連しては，病原細菌，同ファージ，病原糸状

菌，同プロトプラスト，土壌細菌，放線菌を対象に長期

保存法のマニュアル作成のため既住の文献の収集・整理

と糸状菌，放線菌については保存法の開発も進めている。

さらに，病原細菌及び糸状菌の簡易同定・検索システム

を開発した。

　動態に関連して，細菌病ではみ．6ぎ6ho痂菌接種ナガイ

モからdihydropinosylrin等7種，ハクサイからbrassinin

等3種のファイトアレキシンが発見された。もみ枯細菌

病では苗及び穂における病原細菌の存在部位が明らかに

された。糸状菌病では，いもち病菌は菌糸先端に多数の

付着器類似構造物を形成し，そこから侵入糸を出してイ

ネ組織内へ侵入する現象が発見された。また，いもち病

菌はプロトプラスト化の過程で病原性の変異が起こるこ

　とが観察された。いもち病に関連しては，超多収稲系統

　九系242号の国内及び外国産菌株に対する抵抗性の検定

も行われた。助izo6孟on宛so彪勉非病原性株から分離され

るプラスミドには分子量の等しい2種のプラスミド

pRS64－1，pRS64－2があり，いずれもヘアピン構造をとっ

ていることが明らかにされた。

　制御に関連しては，ダイコン萎黄病抑止土壌からキュ

ウリ苗立枯病の発病を抑える細菌が分離された。昨年度

根面及び根圏土壌から探索した拮抗細菌はA躍40解o麗s

c6釦磁と同定され，拮抗作用の本体はpyrrolnitrinで

あった。昨年度報告した土壌病原菌に拮抗作用を示す粘

液細菌はjPo加η8伽アn餌槻s痂o％窺の近縁と推察された。

内生菌根菌であるG㎏卿o窺を活性炭と組合せて土壌に

接種するとキュウリ苗立枯病の発病が抑制された。一方，

土壌中における病原微生物に対する抑止作用は拮抗微生

物やそれらの産生する物質に依存するものばかりではな

く，微生物そのものの増殖によるものもあることが示さ

れた。線虫の生物防除関連では，シストセンチュウ類に

特異的に寄生する天敵細菌勲s！π吻銘麗惚ηsの系統の

ジャガイモシストセンチュウ及びダイズシストセンチュ

ウに対する防除効果を確認するとともに，本細菌の実用

化の諸条件について検討し，土壌浸出液接種法が有効な

ことを見いだした。

　有用微生物の探索・利用に関連しては，多くの病原菌

に抗菌活性を示す勧6躍κS　S舶」ガ／！Sの選択培地が開発さ

れた。ダイズ根粒菌は表現形質，各種機能等において多

様性に富む幅広い菌群で，これらを一括して扱うことに

は問題があることから，DNA塩基配列の相同性から遺伝

学的類縁性を調べた結果，Hup＋株とHup一株はそれぞ

れ独自の群に類別された。また，ダイズ根粒菌を血清学

的に類別する方法も検討された。微生物の産生する有用

物質の探索に関連しては，イネ苗立枯病菌の一種である

ノ～h如餌s6h1麗n爵の産生する新規化合物リゾキシンの

絶対構造が明らかにされた。さらに，5種の関連化合物

が単離され，化学構造が決定された。昆虫共生微生物か

らも有用物質の探索が続けられ，トマトかいよう病に強

い抗菌活i生を示すpolymixin　E1が得られた。

　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，幼虫・嬬による大蛾類の分

類同定法の研究を行うとともに貯蔵食品加害性のメイガ

類幼虫の同定法を確立した。トマト黄化えそ病の媒介昆

虫と思われるトマトのアザミウマ類の種類構成を明らか

にした。また双翅目ショクガバエ科の食蛭性グループ32

属120種および水田とその周辺に生息する直翅目の分類

学的再検討が完了した。長距離移動性害虫とその天敵相

の分類同定調査もあわせ進めている。

　昆虫の行動に関する研究では，チャノコカクモンハマ
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キの定位行動における性フェロモンの微量成分10MeDA

の役割を明らかにした。カメムシ類では，幼虫各令期の

摂食行動及び寄主選択性，産卵と飛翔行動に及ぼす累代

飼育及び幼虫期の生育条件の影響を調べている。移動性

大豆害虫ミツモンキンウワバについては，人工飼料によ

る大量飼育法を確立するとともに，飛翔能力をフライト

ミルで測定した。一夜の最大飛翔距離9㎞，同時間9．75hr

であった。またレーダーによる移動中の昆虫の飛翔行動

追跡に関する研究を実施している。

　生理活性物質に関しては，ミツモンキンウワバの性

フェロモン主成分の構造決定にひきつづき，微量成分の

構造を明らかにするべく検討をつづけている。またオキ

ナワカンシャクシコメツキの合成性フェロモンの製剤化

のために各種条件を検討し，ポリエチレンチューブを用

いた徐放性製剤を開発した。キンモンホソガの合成性

フェロモンについては2成分の混合比，各種幾何異性体

の生物活性を検討し，誘引の最適条件を決定した。また

ヒメコガネの合成性フェロモンについても製剤化に必要

な基礎データを得た。

　天敵生物に関する研究では，イネミズゾウムシ越冬成

虫について天敵の検索を行ったが，天敵昆虫は全く発見

できなかった。ヒメトビウンカの天敵については引きつ

づき寄生性のカマバチの調査を進め，寄生率の季節消長

を明らかにしつつある。長距離移動性害虫の捕獲機器の

開発においては，単発，双発固定翼機用の機器をそれぞ

れ試作検討した結果，虫体破損防止のための改良が必要

なことが判明した。地上設置型2種については採集効率

を調査した。またアワヨトウの移動と気象条件との関係

を気象図から解析するとともに，休眠の地理的変異につ

いて異なる日長条件下で調べた。

　昆虫個体群に関する研究では，ホソヘリカメムシの密

度制御要因としての重要な卵寄生蜂の種類相やその活動

状況を数種マメ科植物上で調査した。ハスモンヨトウに

ついては，非常発地である関東地域で幼虫，蠣期の寄生

者相の調査を行うと同時に常発地の石垣島で採集した幼

虫の寄生者相を調べ両者の比較を行った。またフライト

ミルを用いて，幼虫期の餌の違いおよび成虫の日齢など

と飛翔能力の関係を調べ，成虫の日齢の経過にともなっ

て飛翔力が低下する結果を得た。

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，農業環境の保全を配慮しつつ，農業生産を向上

させる化学物質（農薬，肥料，土壌改良資材等）の合理

的利用技術の開発，農内外廃棄物の農業への利活用技術

の開発，並びに作用機構未解明元素の環境動態の解明を

目指し，それぞれの資材を中心にその特性，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総合

管理技術の開発に関する研究を分担実施している。

　農薬の特性と動態解明では，ホスホロアミド酸系の新

規殺虫剤イソフェンホスの生物体内での動態が14C標識

化合物を用いて引き続き追究された。すなわち，動物肝

臓のミクロゾーム分画を用いた実験によると，NADPH

の添加条件下で本剤の代謝は進み，主としてオクソンの

生成がみられ，その他にN一脱アルキル，0一脱アリー

ル，脱アミノなどの反応も確認された。しかし，いずれ

の代謝物も活性化物とは断定できず，本剤の薬理はさら

に追及する必要が認められた。一方，ヒノキ苗での本剤

の代謝は緩慢であり，代謝主経路は同様オクソン生成で

あった。核磁気共鳴（NMR）法を用いた殺菌剤の薬理解

明研究も続行され，灰色かび病菌糸のベノミル処理に

よって，細胞内水のスピンー格子緩和時間が短縮され，

この現象と菌糸成育阻害との関連が示唆された。

　除草剤の動態解明については，ベンチオカーブの土壌

微生物による還元的脱塩素化が検討された。脱塩素菌の

分離は未成功であるが，試験管内培養液に土壌懸濁液を

接種し，嫌気的条件下に置くと，還元的脱塩素を定量的

に把握できることが分った。また土壌の脱塩素活性は，

でん粉の添加とベンチオカーブの繰り返し添加により，

いずれも増大することが明らかにされた。芳香族塩素化

合物の作物吸収がヘキサクロロベンゼンとトリクロロベ

ンゼンをモデルとして水稲で試験された。芳香族塩素化

合物の脱塩素化反応は，この系統の農薬の効果，薬害な

ど生物活性や活性の選択性と深く関連するのみならず，

PCBや塩素化ダイオキシンなど環境汚染の面からも重

要な研究課題である。この種の化学物質について，それ

らの環境動態も含めて，研究を展開中である。

　農薬活性の利活用技術に関しては，グルコース添加湛

水土壌におけるフザリウム菌の死滅機構の解明研究が行

われ，湛水下で生成する酢酸，酪酸の濃度はかなり高く，

これが湛水土壌でのフザリウム菌死滅の主な要因と考え

られた。

　薬剤の生物影響に関しては，薬剤耐性関連の研究が鋭

意実施された。タンパクの生合成を阻害するカスガマイ

シンに対し，イネいもち病菌では耐性菌株が出現してい

る。薬理や耐性機構の手掛りを得る目的で，本薬剤と他

のタンパク生合成阻害剤間での交さ耐性調査を行った。

シクロヘキシミドなどでは，カスガマイシン感性菌（通

常菌）及び耐性菌を含むすべての供試菌株ではほぼ同じ

抗菌力を示した。一方，ブラストサイジンSでは，多く
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の場合カスガマイシンとの耐性の交さが認められ，両剤

の耐1生機構に共通のものがあると思われた。また例外的

な菌株も一部存在し，この場合異なる耐性因子の存在も

推定された。イネいもち病菌は有機リン剤に対し，耐性

を持つ菌株が存在するが，感性，耐性の両菌を供試して，

同剤に対する各種代謝阻害剤の連合作用をろ紙交さ法で

調査したが，顕著な共力や拮抗作用を示す阻害剤は発見

できなかった。ニカメイガの有機リン剤抵抗性について

はフェニトロチオンの活性体であるオクソンの表皮透過

性と虫体内代謝が14C標識化合物を用いて調べられた。抵

抗性系統の菌ではオクソンの分解代謝が速いことが認め

られ，抵抗性の発達機構として活性体の分解解毒作用の

増大が示唆された。またこの研究結果に基づき，オクソ

ン分解阻害剤の探索が行われ，エステラーゼ阻害剤の多

くは有望で，これらは抵抗性打破剤としての利用可能性

が示された。ビピリジニウム除草剤に対するキク科雑草

の抵抗性についても，14C標識薬剤を用いたトレーサー実

験が行われ，抵抗性株では植物体内への薬剤の吸収移行

の減少が認められた。

　農薬の総合管理，農業生態系における農薬等の安全性

の解明に関する研究も進展している。塩素化ダイオキシ

ンの微量分析法が確立され，また芳香族化合物の農業環

境中での動態研究も進展中である。これらの一連の研究

の中で，PCBの光による脱塩素化反応が確認されたが，

環境化学の面からもこの種の化合物の光分解による脱塩

素は今後さらに研究の推進を図る必要がある。また，殺

虫剤プロパホス及び殺菌剤ビスインドリルメタンを用い

た光分解実験も実施され，波長と分解率との関係，分解

生成物などが明らかにされた。

　農薬の分解速度定数，オクタノール・水間の分配係数

と水生環境での消長との間の相関が調べられ，これらの

パラメーターから水生環境での農薬分解性を予測し得る

ことが分った。除草剤ブタクロールの河川水中での動態

調査が東西谷田川で実施され，浮遊粒子中のブタクロー

ルの総量は少なく，主として水に溶けた形で移動するこ

と，上流から下流への薬剤の流れ，降雨に伴い濃度が低

下することが確認された。生体成分に及ぽす薬剤の影響

が3群のトビイロウンカを用いて研究された。アシルチ

オコリンを基質とするエステラーゼ活性は，原産地に近

いと思われるインドネシア個体群で著しく高く，アイソ

ザイム数も多いことなどが明らかにされ，農薬使用によ

る酵素の変異，同虫の海外飛来の真実性についての参考

データが得られている。

　肥料動態科では，作用未解明元素の賦存量の実態把握，

肥料等の多量成分・微量成分の特性と動態の解明及び両

成分の動態制御・管理技術の開発，並びに農業内外廃棄

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。

　作用機構末解明元素としては，ユーロピウムとスカン

ジウムが取り上げられ，母材と土地利用様式を異にする

土壌の層位別存在量が非破壊放射化分析法により定量さ

れた。水田及び畑土壌の濃度はユーロピウムで0．7～1．2

μg／g，スカンジウムで10～12μg／gであり，層位別相違は

小さく，またユーロピウム濃度の変異係数が小さいこと

が明らかにされた。

　多量成分の特性と動態の解明では，火山灰土壌におい

て，窒素肥料の種類とその土壌中での形態変化との関係，

及びその関係が施用窒素の土層内移動に及ぼす影響が検

討された。その結果，施用窒素の下層移動は肥効調節資

材によって制御し得る可能性が示された。また，重窒素，

重水素を用いた沖積畑土壌のモデル実験で，降雨と蒸散

による施用窒素の土層内移動が調べられ，硝酸イオンの

下層移動と表層への集積について新知見が得られた。リ

ンについては，畑地からのリン酸溶脱負荷発生の予測技

術を開発するため，鉱質酸「生土壌及び砂質土壌カラムに

おける施肥リン酸の移動性を測定し，得られた数値を吸

着速度式を用いて数値解析を行い，土層内移動予測モデ

ルを作成した。このモデルにより，施肥リン酸の短期間

の土層内移動は推定し得た。また施肥リン酸の土壌中で

の難溶化過程を知るため，各種のtaranakiteを合成して，

その溶解性を検討した。以上の外に，重窒素標識法によ

る緑肥窒素の動態，CPMAS－NMR法による土壌中の有

機リン等の形態確認，及び粒状配合肥料の流通過程（肥

料袋内）中での成分変動とその水稲に対する影響が検討

された。

　微量成分の特性と動態の解明では，各種汚泥中に含有

されるフェノール性酸が定量され，またこれら酸の湛水

土壌中での消長が調べられた。汚泥中に検出されたフェ

ノール性酸はp一クマル酸とフェルラ酸が主で，一部の汚

泥ではプロトカクテ酸が検出された。これら成分の含有

量少なく，p一クマル酸で0．01～0．05％，フェルラ酸で

0．Ol～0．03％であった。またこれらの成分は湛水土壌の

表面水中で速やかに消失すること，及びその存在量から

汚泥施用による問題は生じないと考えられた。また，鉱

さい加工リン酸肥料やケイ酸質肥料中のチタンの定量に

対する放射化分析法の適否が検討されたが，その適用は

困難であった。さらに，汚泥中の有機態水銀を定量し，

それが総水銀のほぽ10％に相当することを知った。

　肥料等の動態制御・管理技術の開発では，農耕地から

の窒素排出低減を目指し，肥効調節窒素肥料による低減

効果を枠試験で調査したが，これら資材の利用でその効

果が顕著に認められた。鉱さいケイ酸質肥料の有効ケイ

酸の測定法を改良するため，12種類の資材と2種類の土



8 農業環境技術研究所年報　昭和60年度

壌を供試して，水稲の栽培試験を行った。その結果，土

壌溶液のケイ酸濃度，pHと収穫期の水稲茎葉中のケイ酸

含有率の間，並びに土壌溶液のケイ酸濃度，pHと資材中

の有効態ケイ酸含有率に対するアルカリ成分含有率の比

の間にはそれぞれ高い正の相関が得られた。微小部分蛍

光X線分析法の実用性を確認するため，水稲葉中のK，

Ca，Mnの動態を経時的に追跡した。得られた結果は信頼

できるもので，肥料成分のモニタリング手法として利用

の可能性が示された。汚泥中の微量成分について，試料

の分解法と定量法に検討を加え，21元素の迅速定量法を

確立した。

　農業内外廃棄物の利活用の開発に関しては，土壌中にF

おける有機性汚泥窒素の分解と有効化について検討を進

め，各種汚泥窒素の肥効特性を統一的に把握できる汚泥

窒素の無機化モデルを新らたに開発した。このモデルの

利用によって汚泥窒素の無機化予測が可能になり，地域

別の適正施用量の決定や化学肥料の追肥時期・量の判定

に利用できる。また，家畜尿汚水の土壌処理施設から生

じる廃土の有効利用を図る上で必要な廃土の特性を知る

研究も開始したが，初年度はまず廃土中の窒素，リン等

の形態別含有量，pH，EC等を分析した。さらに，薄層ク

ロマトグラフィーによって桑条コンポスト中のリン酸成

分の形態についても検討を加えた。
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II　昭和60年度研究課題

課題
番号

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

1　農業上問題となる環境要因の体系的解明

〔1〕農業生産関連生物と環境要因の相互作用の

　解明
（1）農業生産関連生物に対する環境要因の影響

　の解明

　1　作物の気候的生育予測法の確立（1）　　　経　　　　　常　⑱58～65　環資・気象生態研　　　岡　田　益　己

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部亥三
　2　作物類の気象生態反応の解明（2）　　　　経　　　　　常　⑱58～62　環資・気象生態研　　　岡　田　益　己

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹沢邦夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川方俊和
　3　制御環境下における作物の生育調節法の　経　　　　　常　⑱58～64　環資・気象生態研　　　岡　田　益　己

　開発（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹　沢　邦　夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川方俊和
　4　大気汚染質による作物の被害機構の解明　公　害　防　止　⑱58～63　環資・大気保研　　　　野　内　　　勇

　（4）

　5　大気質の変動の作物への影響の評価法の　公　害　防　止　⑱58～68環資・大気保研　　　　小　林　和　彦

　開発（5）　　　　　　　　　　　　　　　　（経　　　常）

（2〉質的に新しい環境要因の生体機能に及ぼす

　影響の解明

　1　作用機構未解明元素の賦存量の実態把握　経　　　　　常　⑱58～64　資材動態・微量要素研　渡　辺　久　男

　（6〉

II　農業環境生物の特性の解明と管理・利用技術

の開発

〔1〕微生物等の特性の解明と制御法の開発

（1）細菌及びウイルスの特性の解明と分類・同

　定法の確立

　1　土壌伝染性ウイルス・ジヤガイモモツプ　経　　　　　常　⑱58～61環生・土微分類研　　　岩　木　満　朗

　トップウイルスなどの特性の解明と分類基　　　　　　　　　　　　　　（農研センタ）　　　　花　田　　　薫

　準の確立（7）

　2　植物ウイルスの特性の解明，ソラマメ　経　　　　　常　㊨60～61環生・土微分類研　　　岩　木　漏　朗

　ウィルトウイルスの諸性状によるグループ　　　　　　　　　　　　　　（農研センター）　　　花　田　　　薫

　分け
　3　農業生態系にかかわる細菌の分類（8）　　経　　　　　常　⑱58～67　環生・細菌研　　　　　畦　上　耕　児

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西山幸司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺康正
　4　植物細菌病の診断と病原細菌の同定（9）　経　　　　　常　⑱58～67環生・細菌研　　　　　西　山　幸　司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畦上耕児
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺康正
　5　植物寄生性細菌の生理的特性と感染・発　経　　　　　常　⑱58～63環生・寄生菌研　　　　白　田　　　昭

　病機構の解明（10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松　田　　　泉

　6　イネ白葉枯病抵抗性関連物質の解明（11）　一　般　別　枠　㊧58～59　（北海道大）　　　　　高　杉　光　雄

　　　　　　　　　　　〔生物防除〕　　　　　　環生・寄生菌研　　　　佐　藤　善　司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：東京大）　　　奥　田　重　信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩崎成夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森崎尚子
（2）糸状菌の特性の解明と分類・同定法の開発
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課題
番号

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分　　研究課題 研究分担 担当者

1　鞭毛菌類の特性の解明と分類基準の確立　経

（12）

2　不完全菌類の特性の解明と分類基準の確　経

立（13）

常　⑱58～64　環生・糸状菌研

常　⑱58～64　環生・糸状菌研

3　ダイズベと病菌の卵胞子形成関連物質の　一　般　別　枠　㊧58～59環生・糸状菌研

解明（14）　　　　　　　　　　　　　　　　〔生物防除〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　（生物研）
4　植物寄生性糸状菌の生理的特性と発病機　経　　　　　常　⑱58～61環生・寄生菌研

　構の解明（15）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環生・糸状菌研

5　いもち病菌等の遺伝解析（16）　　　　　　バ　イ　テ　ク　魑）58～61環生・寄生菌研

　　　　　　　　　　　〔細胞融合〕
6　外国稲の病害抵抗性（17）　　　　　　　　超　　多　　収　⑱58～63　環生・寄生菌研

（3）土壌微生物の特性・機能の解明と分類基準

の確立

1　Rhizoctonia属菌の類別（18）　　　　　　経　　　　　常　㊥58～59　環生・土微分類研

2　土壌病害の発病抑止作用に関与する土壌　経　　　　　常　⑳60～64環生・土微分類研

　微生物の特性解明と類別

3　キャベツなどの土壌伝染性植物病原細菌　経　　　　　常　⑱58～60環生・土微分類研

　の分類学的研究（19）

4　イネ紋枯病菌菌核形成関連物質の解明　一　般　別　枠㊧58～59環生・土微生態研

　一菌核形成関連物質の解析・分離・同定（20）　〔生物防除〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京大）
5　イネ紋枯病菌菌核形成関連物質の解明　一　般　別　枠㊥59　　環生・土微生態研

　一圃場における防除への利用の検討（21）　　〔生物防除〕

6　土壌粘液細菌及び原生動物の特性の解明　経　　　　　常　⑱59～62　環生・土微生態研

　（22）

7　植物病原土壌微生物の特性の解明（23）　経　　　　　常　⑱58～62　環生・土微生態研

　　　　　　　　　　　　　　　　　環生・土微利研
　　　　　　　　　　　　　　　　　環生・土微分類研

8　土壌生態系における放線菌の特性の解明　経　　　　　常　⑱58～64　環生・土微利研

　（24）

（4）微生物の安定的長期保存法の開発

1　魚類ウイルスの保存法に関する既往成果　特　　　　　研　葡59～61環企画官

　の体系的整理とマニュアル化　　　　　　　〔微生物保存〕　　　　　　（委託：北海道大）

2植物病原細菌バクテリオファージの保存特　　 研葡59～61環生・細菌研

　法に関する既往成果の体系的整理とマニュ　〔微生物保存〕

　アル化
3　植物寄生性細菌の長期保存法の開発一植　特　　　　　研　⑱59～61環生・細菌研

　物病原細菌の保存法のマニュアル化（25）　　〔微生物保存〕

　　　　　　　　　　　（経　常）

稲葉忠興
高橋賢司
浜屋悦次
守中　正
稲葉忠興
浜屋悦次
高橋賢司
守中　正
稲葉忠興
浜屋悦次
高橋賢司
守中　正
日野稔彦
佐藤善司
稲葉忠興
浜屋悦次
八重樫博志

八重樫博志

佐藤善司

鬼木正臣
小林紀彦

土屋行夫

羽柴輝良
鈴井孝仁
石川辰夫
羽柴輝良
鈴井孝仁
本間善久

鈴井孝仁
宮下清貴
鬼木正臣
宮下清貴

石家達爾
木村喬久
渡辺康正

渡辺康正
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課題
番号

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

4　海洋細菌の保存法に関する既往成果の体　特　　　　　研㊨59～61環企画官

　系的整理とマニュアル化　　　　　　　　　　〔微生物保存〕　　　　　　　（委託：東京大）

5　土壌細菌の保存法に関する既往成果の体　特　　　　　研㊥59～61環生・土微利研

　系的整理とマニュアル化　　　　　　　　　　〔微生物保存〕

6　放線菌の保存法に関する既往成果の体系　特　　　　　研　⑮59～61環生・土微利研

　的整理とマニュアル化　　　　　　　　　　　〔微生物保存〕

7植物寄生性糸状菌の長期保存法の開発特　　 研⑱59～61環生・糸状菌研

　一植物病原糸状菌の保存法のマニュアル化　　〔微生物保存〕

　（29）

8糸状菌のプロトプラストの保存法に関す特　　 研⑳59～61環生・土微生態研

　る既往成果の体系的整理とマニュアル化　　　〔微生物保存〕

9　魚類病原ウイルスの安定的保存法の開発　特　　　　　研　㊨59～61環企画官

　　　　　　　　　　　〔微生物保存〕　　　　　　　（委託：北海道大）
10植物病原細菌の安定的保存法の開発（26）特　　 研⑱59～61環生・土微分類研

　　　　　　　　　　　〔微生物保存〕
　　　　　　　　　　　（経　常）
ll海洋細菌の安定的保存法の開発　　　　　特　　　　　研　㊥59～61環企画官

　　　　　　　　　　　〔微生物保存〕
12土壌生息細菌の長期保存法の開発（27）　特　　 研⑱59～61環生・土微利研

　　　　　　　　　　　〔微生物保存〕
13放線菌の長期保存法の開発（28）　　　　特　　　　　研　⑱59～61環生・土微利研

　　　　　　　　　　　〔微生物保存〕
14植物病原糸状菌の安定的保存法の開発特　　 研⑱59～61環生・土微分類研

　（30）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔微生物保存〕

　　　　　　　　　　　（経　常）
15糸状菌プロトプラストの安定的保存法の特　　 研⑱59～61環生・土微生態研

　開発（31）　　　　　　　　　　　　　　　　　〔微生物保存〕

（5）線虫及び土壌小動物の特性の解明と分類・

同定法の確立

1　ワセンチュウ類の分類（32）　　　　　　経　　　　　常　⑱58～60環生・線・動物研

2　コスレンクス属線虫の分類（33）　　　　経　　　　　常　＠　　　　環生・線・動物研

　　　　　　　　　　　　　　　灘◎
3　ホプロチルス属及びプラチレンコイデス　経　　　　　常　⑳59～60環生・線・動物研

　属線虫の分類

4　ケファレ・ンクス属線虫の分類　　　　　　経　　　　　常　⑳59～60　環生・線・動物研

5　ネコブセンチュウ類の分類と特性の解明　経　　　　　常　⑱58～60　環生・線・動物研

　（34）

6　温州萎縮ウイルス及びブドウウイルス病　特　　　　　研　⑱59～62環生・線・動物研

　様症状の病原のベクターの探索（35）　　　　〔果ウイルス〕

（6）微生物，線虫及び土壌小動物の制御法の開

発

1　新共生微生物の産生する生理活性物質の　科　　振　　調　⑱59～63　環生・土微生態研

　探索，利用技術に関する研究（36）　　　　　〔新　共　生〕

2　土壌微生物の相互作用の解明（37）　　　経　　　　　常　⑱59～64　環生・土微利研

石家達爾
山里一英
加藤邦彦

宮下清貴

守中　正
高橋賢司
稲葉忠興
羽柴輝良
鈴井孝仁
石家達爾
木村喬久
土屋行夫

石家達爾

加藤邦彦

宮下清貴
浜屋悦次
土屋行夫

羽柴輝良
鈴井孝仁

皆川　 望

水久保隆之
水久保隆之

皆川　望
皆川　望

水久保隆之

皆川　望
西沢　務

西沢　務
皆川　 望

水久保隆之

本間善久
鈴井孝仁
沢田泰男
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課題
番号

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

3　土壌線虫に対する天敵胞子虫の利用（38）　一　般　別　枠　㊥58～59　環生・線・動物研

　　　　　　　　　　　〔生物防除〕
〔2〕有用微生物の探索と微生物の有効利用法

の開発

（1）有用微生物の探索

1　土壌中における有用細菌の探索（39）　　経　　　　　常　⑱58～64　環生・土微利研

2　生物的窒素固定に関連する微生物の生態　大　型　別　枠　⑱58～62　環生・土微利研

　及び同定（40）　　　　　　　　　　　　　〔グリーン〕

（2〉微生物の有効利用法の開発

1　有用微生物の機能の解明と動態（41）　　　経　　　　　常　⑱58～64　環生・土微利研

（3〉微生物の生理活性物質の探索と利用法の開

発

1　微生物の産生する生理活性物質の解明と　経　　　　　常　⑱58～63　環生・寄生菌研

　利用法の開発（42）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京大）

2　各種微生物代謝産物の解明（43） 一　般　別　枠　㊧58～59　環生・寄生菌研

〔生物防除〕

　　　　　　（委託：東京大）

（委託：東北大）

3　昆虫共生微生物の産生する生理活性物質　科　　振　　調　⑱59～61環生・細菌研

　の生物検定（44）　　　　　　　　　　　　　〔新　共　生〕

〔3〕昆虫の特性の解明と管理技術の開発

（1）昆虫の分類・同定法の開発と昆虫相の解明

　1　同翅類の分類学的研究（アブラムシ科の　経　　　　　常　⑱58～67　環生・昆分類研

　分類）（45）

　2　鱗翅目（大蛾類幼虫）の分類学的研究（46）　経　　　　　常　⑱58～62　環生・昆分類研

　3　直翅目，双翅目（環縫類）の分類学的研　経　　　　　常　⑱58～60環生・昆分類研

　究（47）

　4　ミナミキイロアザミウマとその類似種の　小　　事　　項　㊧58～59環生・昆分類研

　分類学的検討並びに発生分布調査（48）

　5　個体群動態の解析一長距離移動性害虫の　一　般　別　枠　⑱59～62　環生・昆分類研

　天敵の同定分類（50）　　　　　　　　　　　〔移動性害虫〕

6　形態・生理・生態的特性一アワヨトウの　一　般　別　枠　⑱59～62　環生・昆分類研

地域別・発生期別形態比較（51）　　　　　　〔移動性害虫〕

7　形態・生理・生態的特性一アワヨトウ類　一　般　別　枠　⑱59～62　環生・昆分類研

似種の幼虫・蠕による分類同定法の確立　　〔移動性害虫〕

（52）

8　移動実態・時期の調査一移動性昆虫相の　一　般　別　枠　魑）59～62　環生・昆分類研

解明（53）　　　　　　　　　　　　　　　　〔移動性害虫〕

（2）昆虫個体群の特性の解明

西沢　務

加藤邦彦
沢田泰男
宮下清貴

田辺市郎

佐藤善司
奥田重信
岩崎成夫
佐藤善司
松田　泉
奥田重信
岩崎成夫
古川　淳
小林久芳
野副重男
大田富久
西山幸司

宮崎昌久

服部伊楚子

福原楢男

宮崎昌久

服　部　伊楚子

福原楢男
宮崎昌久
服　部　伊楚子

服　部　伊楚子

服　部　伊楚子

宮崎昌久
福原楢男
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課題
番号

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

1　カメムシ類の個体群密度変動機構の解析　経　　　　　常　⑱58～62　環生・個体群研　　　　釜　野　静　也

　（54）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野田隆志
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑原雅彦

2　チャハマキガ類に対するフェロモンの適　一　般　別　枠㊥58～59環生・個体群研　　　　釜　野静也

　正使用条件（55）　　　　　　　　　　　　　〔生物防除〕　　　　　　環境管理・数理解析研　浜　田　竜　一

3　ダイズ害虫類に対する有効利用法（56）　一　般　別　枠　㊧158～59環生・個体群研　　　　釜　野　静　也

　　　　　　　　　　　〔生物防除〕　　　　　　環境管理・数理解析研　宮　井　俊　一
4　ハスモンヨトウの密度変動調査及び要因　一　般　別　枠　⑱58～62　環生・個体群研　　　　釜　野　静　也

　解析（57）　　　　　　　　　　　　　　　　　〔移動性害虫〕　　　　　　環境管理・数理解析研　浜　田　竜　一

5　移動個体群発言に関する環境要因の解明　一　般　別　枠　⑱58～62　環生・個体群研　　　　釜　野　静　也

　一ハスモンヨトウ（58）　　　　　　　　　　〔移動性害虫〕　　　　　　　　　　　　　　　　　野　田　隆　志

（3〉昆虫の行動特性の解明と制御技術の開発

1　りん翅目昆虫の性フェロモン源への定位経　　　　常⑱58～63環生・昆行動研　　　　川　崎建次郎

　行動の解析（59）

2　カメムシ類の摂食・採餌行動の生理・生　経　　　　　常　⑱58～63環生・昆行動研　　　　日　高　輝　展

　態的解析（60）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池　内　まき子

3　移動個体発現に関する環境要因一ミツモ　ー　般　別　枠　⑱59～62　環生・昆行動研　　　　日　高　輝　展

　ンキンウワバ（61）　　　　　　　　　　　　〔移動性害虫〕　　　　　　　　　　　　　　　　　池　内　まき子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　崎　建次郎
4　追跡機器の開発と利用（62）　　　　　　一　般　別　枠　⑱59～62　環生・昆行動研　　　　日　高　輝　展

　　　　　　　　　　　〔移動性害虫〕　　　　　　　　　　　　　　　　　川　崎　建次郎
5　長距離移動に関する気象要因一ハスモン　ー　般　別　枠　葡60～62　環生・昆行動研　　　　日　高　輝　展

　ヨトウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔移動性害虫〕　　　　　　　　　　　　　　　　　池　内　まき子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川崎建次郎
6　アワヨトウの全国調査資料の収集及び解　一　般　別　枠　⑱59～62　環生・天敵生研　　　　岸　野　賢　一

　析（63）　　　　　　　　　　　　　　　〔移動性害虫〕　　　　　　　　　　　　　　　森本信生

7　アワヨトウの休眠性の地理的変異（64）　　一　般　別　枠　⑱59～62　環生・天敵生研　　　　岸　野　賢　一

　　　　　　　　　　　〔移動性害虫〕　　　　　　　　　　　　　　　　　森　本　信　生
8　捕獲機器の開発と利用（65）　　　　　　　一　般　別　枠　⑱59～62　環生・天敵生研　　　　岸　野　賢　一

　　　　　　　　　　　〔移動性害虫〕　　　　　　　　　　　　　　　　森　本　信　生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小山健二
（4〉天敵生物の特性解明と利用法の開発

1　侵入害虫の天敵生物の探索（66）　　　　　経　　　　　常　⑱59～68　環生・天敵生研　　　　岸　野　賢　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小山健二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森本信生

2　ウンカ類寄生性天敵の特性解明（67）　　経　　　　　常　⑱59～63環生・天敵生研　　　　小　山　健　二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岸野賢一
3　天敵昆虫の増殖法の開発（68）　　　　　経　　　　　常　⑱59～68　環生・天敵生研　　　　岸　野　賢　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小山健二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森本信生

4　リン翅害虫の培養細胞の分離（69）　　　経　　　　　常　㊥58～59環生・天敵生研　　　　三　橋　　　淳

5　昆虫細胞の融合技術の確立（70）　　　　バ　イ　テ　ク　⑱59～61環生・天敵生研　　　　三　橋　　　淳

　　　　　　　　　　　〔細胞融合〕
（5）昆虫の生理活性物質の探索と利用法の開発

　1シロイチモジマダラメイガほかダイズ害一般別枠㊥58～59環生・生理活性研　玉木佳男
　虫に対する有効成分の探索と効果検定（71）　〔生物防除〕　　　　　　　　　　　　　　　　　杉　江　　　元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口　浩
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課題
番号

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

2　サツマイモ害虫ナカジロシタバに対する　一　般　別　枠　㊧58～59環生・生理活性研　　　杉　江　　　元

　有効成分の探索（72）　　　　　　　　　　　〔生物防除〕　　　　　　　　　　　　　　　　　玉　木　佳　男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口　浩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鹿児島農試）　　　　山　岡　亮　平
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京都工繊大）　　　　深　町　三　郎

3　ミツモンキンウワバの性フェロモンの化　一　般　別　枠　⑱59～62環生・生理活性研　　　杉　江　　　元

　学構造の解明（73）　　　　　　　　　　　　〔移動性害虫〕　　　　　　　　　　　　　　　　　野　口　　　浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉木佳男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（九州農試）　　北村実彬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小山重郎

4　サトウキビのコメツキムシ類の性フェロ　経　　　　常⑱58～62環生・生理活性研　　　杉　江　　　元

　モンの同定と利用法（74）　　　　　　　　　　　　　　　　　玉木佳男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（沖縄農試）　　　　　金　城　美恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長嶺將昭
5カキノヘタムシの性フェロモンの探索経　　常㊤　 環生・生理活性研　玉木佳男

　（75）　　　　　　　　　　　　　硲～61（硲　　　　　　杉江　元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口　 浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（奈良農試）　　　　　小　田　道　宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ニュージーランド」．クリアウ
　　　　　　　　　　　　　　　　　DSIR）　　　　　　　オーター

6　キンモンホソガの性フェロモンの同定と　経　　　　　常　㊨59～60環生・生理活性研　　　杉　江　　　元

　生物活性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉　木　佳　男

　　　　　　　　　　　　　　　　　環生・昆行動研　　　　川　崎　建次郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（果樹試盛岡）　　　　若　公　正　義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥　俊夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高知大）　　　　　　平　野　千　里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀池道郎
　7　チャのハマキガ類雌の性フェロモンによ　経　　　　　常　㊥59　　環生・生理活性研　　　野　口　　　浩

　る雌のユーリング行動の遅延　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉　木　佳　男

〔4〕植生の生態的特性の解明と管理・利用技術

の開発

（1）植生の構造と生態的機能の解明

　1　耕地雑草における種内変異株の分化とそ　経　　　　　常　⑱58～63環生・植物生態研　　　坂　　　　　斉

　の生理・生態的特性の解明（76）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐　藤　光　政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇佐美洋三
　2　農耕地およびその周辺における植物群落　経　　　　　常　⑱58～63　環生・植物生態研　　　佐　藤　光　政

　の組成と構造の解明（77）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇佐美　洋　三

　3　除草剤抵抗性変異株による植物の光化学　大　型　別　枠　㊥60　　　環生・植物生態研　　　坂　　　　　斉

　系の解析　　　　　　　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　　　　　　　　　　　　佐　藤　光　政

　4　細胞融合における除草剤耐性特性の選抜　バ　イ　テ　ク　㊥60　　環生・植物生態研　　　坂　　　　　斉

　形質としての利用　　　　　　〔細胞融合〕　　　　　　　　佐藤光政
（2）植生の生態系保全機能の解明

　1　耕草地周辺植生の窒素・リン収奪機能の　公　害　防　止　⑱58～61　環生・他感物質研　　　安　田　　　環

　評価と利用（78）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤　井　義　晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋谷知子
　2　水生植物による合成有機化合物の吸収と　経　　　　　常　⑱59～62　環生・保植生研　　　　塚　野　　　豊

　分解（79）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林明晴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀江秀樹
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課題
番号

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

　3　低リン耐性の種間差とその要因解析（80）特　　　　　研　⑱59～60　環生・他感物質研　　　安　田　　　環

　　　　　　　　　　　〔土壌りん〕　　　　　　　　　　　　　藤井義晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋谷知子
　4　蓄積りん吸収の植物種間差とその要因解　特　　　　　研　⑱59～62　環生・保植生研　　　　塚　野　　　豊

　析（81）　　　　　　　　 〔土壌りん〕　　　　　　　　堀江秀樹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林明晴
　5　耕地生態系の植物群落におけるエネル　大　型　別　枠　葡60～62環生・植物生態研　　　佐　藤　光　政

　ギーと炭素の循環機能の解明　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇佐美　洋　三

（3）他感物質の検索と機能の解明

　1　保健休養機能・揮発生物質と植物種及び　国　土　資　源　⑱59～61環生・他感物質研　　　安　田　　　環

　立地条件（82）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤　井　義　晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋谷知子
　2　他感物質の検索手法の開発（83）　　　　経　　　　　常　⑱59～64　環生・他感物質研　　　安　田　　　環

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井義晴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋谷知子
（4）植生の管理・利用技術の開発　　　　　　　　　　　　　　　後期実施

（5〉水生植物等の管理・利用技術の開発

　1　水生植物の水質浄化特性　　　　　　　　経　　　　　常　葡60～64環資・水質特性研　　　藤　井　國　博

　2　水生植物活用による水質浄化技術の開発　経　　　　　常　㊤　　　　環資・水質保研　　　　宮　内　　　潔

　（84）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨（弱）
m　化学物質等の環境保全的利用技術の開発

〔1〕　農薬及び肥料等の特性と動態の解明

（1）殺菌剤の特性と動態の解明

　1　核磁気共鳴（NMR）法による殺菌剤の作　経　　　　　常　⑱58～61　資材動態・殺菌動態研　能　勢　和　夫

　用特性（85）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉　田　　　充

　2　土壌残留性ファイルの作成（86）　　　　経　　　　　常　⑱58～62　資材動態・殺菌動態研　能　勢　和　夫

（2）殺虫剤の特性と動態の解明

　1　有機リン剤ホスホロアミデートの殺虫活　経　　　　　常　⑱58～63　資材動態・殺虫動態研　上　路　雅　子

　性（87）

　2　有機リン殺虫剤の植物体における代謝機　経　　　　　常　⑱58～62　資材動態・殺虫動態研　上　路　雅　子

　構（88）　　　　　　　　　　　　　　　（原　子力）

　3　芳香族塩素化合物の作物吸収　　　　　　公　害　防　止　㊥60～62　資材動態・殺虫動態研　升　田　武　夫

（3〉除草剤の特性と動態の解明

　1　ガスクロマトグラフ法によるパラコート　経　　　　　常　㊥58～59資材動態・除草動態研　山　田　忠　男

　の残留分析（89）

　2　水田除草剤ピラゾレートの土壌中におけ　経　　　　　常　⑱58～60　資材動態・除草動態研　鈴　木　隆　之

　る分解（90）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山　田　忠　男

　3　土壌中におけるCNPの変換（91）　　　　経　　　　　常　㊧58～59　資材動態・除草動態研　山　田　忠　男

　4　芳香族塩素化合物の微生物分解　　　　　公　害　防　止　㊨60～64　資材動態・除草動態研　山　田　忠　男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木隆之
（4）肥料等の多量成分の特性と動態の解明

　1　畑水分条件下土壌における物質変化・移　大　型　別　枠　㊧58～59　資材動態・多量要素研　鈴　木　大　助

　動の関数化（92）　　　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　　　　　　　　　　　　尾　和　尚　人

　2　可動性リンの生成と土層内移動の要因解　公　害　防　止　⑱58～60　資材動態・多量要素研　加　藤　直　人

　明（93）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾和尚人
　3　合成リン酸塩の特性と肥効（94）　　　　　経　　　　　常　⑱58～62　資材動態・多量要素研　加　藤　直　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾和尚人
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課題
番号

115

116

117

118

119

120

121

122
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124

125

126

127

128
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〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

4　畑土壌における肥料成分の動態予測　　　一　般　別　枠　㊥60～64　資材動態・多量要素研　尾　和　尚　人

　　　　　　　　　　　〔情報処理〕
5　緑肥施用に伴う窒素の動態に関する基礎　経　　　　　常　㊥59～61　資材動態・多量要素研　尾　和　尚　人

　研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北海道北見農試）　　今　野　一　男

（5）肥料等の微量成分の特性と動態の解明

1　肥料中の微量元素の動態（97）　　　　　　経　　　　　常　⑱58～64　資材動態・微量要素研　渡　辺　久　男

2　有害成分の可溶化と土壌中での挙動・蓄　公　害　防　止　⑱58～60　資材動態・微量要素研　田　中　房　江

　積過程・作物影響（98）

3　有機汚泥中のメチル水銀　　　　　　　　公　害　防　止　㊥59　　　資材動態・微量要素研　後　藤　重　義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中房江
4　かんしょの生育と土壌中ホウ素の動態　　経　　　　　常　㊥59　　　資材動態・微量要素研　田　中　房　江

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤重義
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県農試）　　　　安　藤　光　一
〔2〕農薬及び肥料等の合理的利活用技術の開発

（1〉薬剤の動態制御技術の開発

　1　放射線利用による農作害虫防除の基礎的　原　　子　　力　⑱58～61資材動態・殺虫動態研　升　田　武　夫

　研究（99）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上　路　雅　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　資材動態・薬剤耐性研　宍　戸　　　孝
　2　芳香族塩素化合物分解菌の改良　　　　　公　害　防　止　㊥60～64　資材動態・除草動態研　山　田　忠　男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：名大農学部）　鍬　塚　昭　三
（2）肥料等の動態制御・管理技術の開発

　1　薬剤等による畑地・草地・樹園地からの　公　害　防　止　⑱58～60　資材動態・多量要素研　尾　和　尚　人

　窒素排出の低減（100）

　2　鉱さいけい酸質肥料の効果判定法の開発　経　　　　　常　⑱58～61資材動態・多量要素研　尾　和　尚　人

　（101〉

　3　微量成分のモニタリング手法の開発　経　　　　　常　⑱58～64資材動態・微量要素研　渡　辺　久　男

　（103）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　環資・水質動態研　　　木　方　展　治
　4　汚泥中の無機成分の定量法の確立（104）　公　害　防　止　⑱58～60　資材動態・微量要素研　後　藤　重　義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中房江
（3〉農業内外廃棄物の利活用技術の開発

　1　農産物残さ等農内廃棄物の農用資材とし　経　　　　　常　⑱58～65　資材動態・廃棄物研　　卯　野　忠　子

　ての評価（105）

　2　高能率脱窒・除りん土壌カラムのシステ　公　害　防　止　㊨60～63　資材動態・廃棄物研　　卯　野　忠　子

　ム化一廃棄土壌の安全性の評価と利活用法

　3　汚泥中の有機態窒素の形態別定量法　公　害　防　止　㊨58～59　資材動態・廃棄物研　　杉　原　　　進

　（106）

　4　土壌中における有機性汚泥窒素の分解と　公　害　防　止　⑱58～60　資材動態・廃棄物研　　杉　原　　　進

　有効化（107）

　5　有機性汚泥の野菜等に対する施用効果　　公　害　防　止　⑱58～60資材動態・廃棄物研　　杉　原　　　進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：愛知農総試）　真　弓　洋　一
　6　有害成分の土壌中における挙動・有害成　公　害　防　止　⑱58～60　資材動態・微量要素研　後　藤　重　義

　分の作物による吸収と移動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：東大農学部）　熊　澤　喜久雄

　7　有機性汚泥中の有害成分の畑地土壌にお　公　害　防　止　⑱58～60　資材動態・微量要素研　後　藤　重　義

　ける挙動と野菜に及ぽす影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：愛知農総試）　真　弓　洋　一

　8　有機性汚泥のコンポスト化方式の改良　　公　害　防　止　⑱58～60　資材動態・廃棄物研　　杉　原　　　進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：農機化研）　　伊　澤　敏　彦
（4）農薬活性の利活用技術の開発
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課題
番号

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

　1　イネ白葉枯病抵性関連物質の解明（109）　一　般　別　枠　㊧58～59　資材動態・薬剤耐性研　片　桐　政　子

　　　　　　　　　　　〔生物防除〕　　　　　　　　　　　　　宍戸　　孝
　　　　　　　　　　　　　　　　　資材動態・（科長）　　　上　杉　康　彦
　2　グルコース添加湛水土壌におけるフザリ　経　　　　　常　⑱58～60　資材動態・殺菌動態研　岡　崎　　　博

　ウムの死滅機構の解明（110）

〔3〕薬剤の環境生物に対する影響の解明と総合

　管理技術の開発

（1）環境生物の薬剤耐性機構の解明と耐性制御

　技術の開発

　1　植物病原菌の有機リン剤耐性（111）　　　経　　　　　常　⑱58～60　資材動態・薬剤耐性研　片　桐　政　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宍戸　孝
　　　　　　　　　　　　　　　　　資材動態・（科長）　　　上　杉　康　彦
　2　ニカメイガの有機リン殺虫剤抵抗性機構　経　　　　　常　⑱58～63　資材動態・殺虫動態研　昆　野　安　彦

　（ll2）　　　　　　　　　　　　　　　　　（原　子　力）　　　　　　　　　　　　　　　　升　田　武　夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　資材動態・薬剤耐性研　宍　戸　　　孝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岡山農試）　　　　　田　中　福三郎
　3　農薬の生物的変換機構の解明（113）　　　経　　　　　常　⑱58～63資材動態・薬剤耐性研　宍　戸　　　孝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　資材動態・殺虫動態研　昆　野　安　彦
　4　キク科雑草におけるビピリジニウム除草　経　　　　　常　㊥59～61　資材動態・薬剤耐性研　田　中　喜　之

　剤抵抗性機構　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環生・植物生態研　　　坂　　　　　斉

（2）農業生態系における薬剤の安全性の解明

　1　生体成分に及ぼす薬剤の影響解明（114）　経　　　　　常　⑱58～62　資材動態・除草動態研　小　池　久　義

　2　農薬の水生環境における分解性の解明　経　　　　　常　⑱58～61資材動態・農薬管理研　金　澤　　　純

　（115）
　3　水田施用農薬の水系における動態　　　　経　　　　　常　㊨59～63　資材動態・農薬管理研　飯　塚　宏　栄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腰岡政二
　4　農薬の光分解と植物代謝との相互関連　　経　　　　　常　㊥59～63　資材動態・農薬管理研　腰　岡　政　二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金澤　純
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（茶試）　　　村井敏信
　5　ダイオキシン等芳香族塩素化合物の土壌　公　害　防　止　葡60～62　資材動態・農薬管理研　飯　塚　宏　栄

　中の分解　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腰　岡　政　二

　6　ダイオキシン等芳香族塩素化合物の微量　公　害　防　止　㊥60～61　資材動態・農薬管理研　金　澤　　　純

　分析法の確立
（3）薬剤の総合管理技術の開発

　1　ベンチオカーブの薬害発生機構（116）　　経　　　　　常　⑱58～63　資材動態・農薬管理研　飯　塚　宏　栄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腰岡政二
1V　農業生態系の制御技術と変動する予測法の開

発

〔1〕農業生態系に関する情報の革新的収集・解

　析手法の開発

　（1）　リモートセンシング手法の開発

　1　圃場用分光センサーの開発と応用（117）　大　型　別　枠　⑱58～62環境管理・隔測研　　　秋　山　　　侃

　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　　　 芝山道郎
　2　農業における画像計測技術の開発（118）　大　型　別　枠　⑱58～62環境管理・隔測研　　　芝　山　道　郎

　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　　　秋山　侃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中国農試）　　　　　渡　辺　利　通
　3　携帯型モニタリングシステムの改良とそ　一　般　別　枠　葡60～64　環境管理・隔測研　　　秋　山　　　侃

　の利用方法の開発　　　　　　　　　　　　〔情報処理〕　　　　　　　　　　　　　　　　芝　山　道　郎
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課題
番号

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

4　超音波を利用したセンサーの開発とそ応　大　型　別　枠　⑱58～62環境管理・隔測研　　　芝　山　道　郎

　用（119）　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　　　秋山　侃
5マイクロ波を利用したセンサーの開発大型別枠㊧　 環境管理・隔測研　秋山　侃

　（120）　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　熱（励　　（委託：アジア航測）　田　中　　　米

6　リモートセンシング手法による資源評価　経　　　　　常　⑱58～65　環境管理・隔測研　　　秋　山　　　侃

　法の開発と適用（121）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芝　山　道　郎

7　植物生体電気計測システムの開発　　　　大　型　別　枠　㊧53～59環境管理・隔測研　　　秋　山　　　侃

　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　　（委託：電力中央研究　関　山　哲　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　所）
8インピーダンストモグラフィー法の植物大型別枠㊨53～59環境管理・隔測研　秋山　侃

　生体計測応用に関する研究　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　　（委託：日立中央研究　高　辻　正　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　所）
9　作物個体群による太陽光利用の特性比較　大　型　別　枠　㊥53～59　環境管理・隔測研　　　秋　山　　　侃

　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　（委託：九大農学部）　武　田　友四郎
10　栽植様式を異にする作物個体群の幾何学　大　型　別　枠　㊥53～59　環境管理・隔測研　　　秋　山　　　侃

　的構造と光利用パターン　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　　（委託：筑波大生物科　岩　城　英　夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　学）
（2）アイソトープ利用等効率的高精度分析法の

開発

1　濃縮40Kの精密トレーサー法の開発と力　原　　子　　力　⑱58～63　環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　リ資源の効率的利用（122）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒　村　美佐子

2　安定アイソトープ180標識リン酸利用に　経　　　　　常　⑱58～62　環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　よる圃場でのリン酸肥料試験法の開発とそ　　　　　　　　　　　　　環資・水質動態研　　　木　方　展　治

　の適用（123）

3　研究用原子炉による放射化分析の農業利　原　　子　　力　⑳　　　　環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　用に関する研究（124）　　　　　　　　　　　　　　　　　　洲⑳　　　　　　　　　　　　小　山　雄　生

4　アクチバブルトレーサ法，水質解析法等　国　土　資　源　⑱58～62　環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　による水かん養機能の計測と要因解析

　（125）

5　土壌・植物系におけるフッ素の賦存量と　経　　　　　常　⑱58～61環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　挙動（126）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒　村　美佐子

6　土壌水，地表水，雨水中ヨウ素の化学形　経　　　　　常　⑱59～60　環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　態別分画・定量法の確立（127）

7　土壌一植物一家畜系における微量元素の　公　害　防　止　㊥59　　環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　動態解明（128）

8　土一草一家畜系の13C，15N自然存在比の　経　　　　　常　㊨60～65環境管理・分析法研　　小　山　雄　生

　変動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（畜試）　　　　　　　須　藤　まどか

　　　　　　　　　　　　　　　　　（生物研）　　　　　　米　山　忠　克
9　濃縮安定同位体によるアクチバブルト　経　　　　　常　㊨60～64　環境管理・分析法研　　小　山　雄　生

　レーサ法の開発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（畜試）　　　　　　　須　藤　まどか

（3〉数理的解析手法の開発

1　時問的・空間的プロセスの数理解析法と　経　　　　　常　⑱58～67　環境管理・数理解析研　宮　井　俊　一

　予測モデルの開発（129）　　　　　　　　　　　　　　　　　法橋信彦
2　農業生態系の要素問の相互作用の数理解　経　　　　　常　⑱58～67　環境管理・数理解析研　宮　井　俊　一

　析法とシステムモデルの開発（130）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京都大学）　　　　　中　筋　房　夫

3ハスモンヨトウの発生消長・被害・越冬一般別枠⑱58～62環境管理・数理解析研法橋信彦
　調査（131）　　　　　　　　、　　　　　　〔移動性害虫〕　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　井　俊　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（静岡県農試・病虫部）
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課題
番号

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

4　イネウイルス媒介昆虫　　　　　　　　　一　般　別　枠　㊨60～64　環境管理・数理解析研　法　橋　信　彦

　　　　　　　　　　　〔情報処理〕　　　　　　　　　　　　　宮井俊一
（4）統計的解析手法の開発

1　農業生態系に関する実験・調査の標本抽　経　　　　　常　㊧　　　　環境管理・調査計画研　原　田　久　也

　出法（132）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58～63（弱）

2　ロバストな推測方法の開発（133）　　　　経　　　　　常　⑱58～63環境管理・調査計画研　三　輪　哲　久

3　生物の形態の数量化と解析手法の開発　経　　　　　常　⑱58～63環境管理・調査計画研　三　輪　哲　久

　（134）

4　生化学的画像データの解析（135）　　　　経　　　　　常　㊧　　　　環境管理・調査計画研　原　田　久　也

　　　　　　　　　　　　　　　洲（59）
（5）情報処理手法の開発

1　農業試験研究におけるデータの構造解析　経　　　　　常　⑱58～63　環境管理・情報処理研　佐々木　昭　博

　とデータベース構築手法（138）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　塚　雍　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮川三郎
2　小型計算機によるデータベースシステム　経　　　　　常　⑱58～61環境管理・情報処理研　宮　川　三　郎

　の開発（139）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木　昭　博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大塚雍雄
3　バイオケミカルデータベース作成検索シ　科　　振　　調　⑱58～61　環境管理・（科長）　　　堀　江　正　樹

　ステムの開発（140）　　　　　　　　　　　〔化合物情報〕　　　　　　環境管理・情報処理研　大　塚　雍　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　資材動態・（科長）　　　栗　原　　　淳
　　　　　　　　　　　　　　　　　環生・生理活性研　　　玉　木　佳　男

4　作物病害虫診断同定における知識工学的　一　般　別　枠　㊥60～61環境管理・情報処理研　佐々木　昭　博

　手法の適用　　　　　　　　　　　　　　　〔情報処理〕

5　統計解析プログラムの開発（141）　　　　経　　　　　常　⑱58～63　環境管理・情報処理研　宮　川　三　郎

6　小型計算機によるデータの収集と処理の　経　　　　　常　⑱58～61環境管理・情報処理研　大　塚　雍　雄

　効率化手法の開発（142）

7　計算機間ファイル互換手法の開発（143）　経　　　　　常　⑱58～61環境管理・情報処理研　佐々木　昭　博

（6〉環境情報の管理手法の開発

1　農業環境に係わる小規模1青報管理モデル　経　　　　　常　⑱58～64　環境管理・環情報室　　守　谷　茂　雄

　システムの開発（144）

〔2〕物質・エネルギーの動態の解明と制御技

　術の開発
（1）物質・エネルギーの動態の解析手法の開発

1　わが国における有機物循環の実態の解明　大　型　別　枠　⑱59～60環境管理・環動態研　　三　輪　容太郎

　とその評価（145）　　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　　　　　　　　　　　岩　元　明　久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　織田健次郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神山啓治
　　　　　　　　　　　　　　　　　環境管理・（科長）　　　宇田川　武　俊

2　暖地離島農漁村におけるエネルギー需要　経　　　　　常　㊨59～61環境管理・（科長）　　宇田川　武　俊

　の解析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境管理・環動態研　　岩　元　明　久

3　わが国における自然エネルギー利用の実　大　型　別　枠　⑳59～60　環境管理・（科長）　　　相羽真知子

　態の解明とその評価　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　　（委託：政策科学研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　所）
4　モデル農村地区における有機物循環の実　大　型　別　枠　㊨59～60　環境管理・（科長）　　宇田川　武　俊

　態の解明とその評価　　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　　（委託：労働科学研究　栗　田　明　良

　　　　　　　　　　　　　　　　　所）
5　主要土壌における熱移動の変化解析と関　大　型　別　枠　㊧58～59　環資・土物理研　　　　粕　渕　辰　昭

　数化（M6）　　　　　　　　　　　　　　　〔グリーン〕
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課題
番号

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

（2〉物質・エネルギーの動態の予測法と制御技

　術の開発

　1　接地気層における夜問のエネルギー変換　経　　　　　常　⑱58～62　環資・気象特性研

　過程（147）

　2　防風施設に関する基礎的研究（148）　　　経　　　　　常　⑱58～60　環資・気象特性研

　3　気候要素の制御調節技術の開発（149）　，一　般　別　枠　⑱58～60環資・気象生態研

　　　　　　　　　　　〔乳肉複合〕
　　　　　　　　　　　（経　常）
　4　植物気象及び局地気象の成立機構の解明　経　　　　　常　⑱59～63　環資・気象特性研

　（150）
　5　植物気象及び局地気象の物理的制御法の　経　　　　　常　⑱58～68　環資・気象特性研

　開発（151）

〔3〕農業生態系における環境生物群の総合的制

　御技術の開発

（1〉各種環境生物群の相互関連性の解明　　　　　　　　　　　　前期実施

（2〉各種環境生物群の制御技術の開発　　　　　　　　　　　　　後期実施

V　環境資源の維持と保全機能の増進技術の開発

〔1）　農業環境資源の賦存量の定量的把握と資

　源情報システムの構築

（1）土壌資源の賦存量の把握と土壌情報システ

　ムの構築

　1　土壌の二次生成物の分布と評価（152）　　経　　　　　常　㊥59　　環資・土生成研

　2　土壌粘土の生成・分布と評価　　　　　　経　　　　　常　㊥60～65　環資・土生成研

　4　年代を異にする火山灰土中の微量元素の　経　　　　　常　⑱59～65　環資・土生成研

　分布把握（153）

　4　黒ボク土の蓄積りんの実態解析（154）　　特　　　　　研　⑱59～61環資・土生成研

　　　　　　　　　　　〔土壌りん〕
　5　畑地における生物濃縮りんの再生循環効　特　　　　　研　㊥59～62　環資・土生成研

　率の向上　　　　　　　　　　　　　　　　〔土壌りん〕

　6　農耕地の土壌有機物賦存量と変動の解析　経　　　　　常　⑱59～64　環資・土有機研

　（155）
　7　土壌情報システムの利用手法の開発経　　　　常⑱58～61環境管理・環立地研

　（156）
（2）土壌資源の調査・分類・図示法の確立

　1　火山灰土壌の有機物集積におよぼす土壌　経　　　　　常　⑱58～61　環資・土調査研

　環境条件の影響（157）

　2　水田土壌の調査・分類法の確立（158）　　経　　　　　常　⑱58～63　環資・土調査研

　3輪換利用に伴う土壌統群の水分特性の変転換畑⑱58～63環資・土調査研
　化（159）

　4　大縮尺土壌図作成のため空中写真による　経　　　　　常　⑱58～61環資・土調査研

　土壌情報の抽出（160）

　5　ウレタン系樹脂を用いた土壌標本作製法　経　　　　　常　⑱58～61　環資・土調査研

　（161）
（3）水資源の水質調査法の確立と水質情報シス

　テムの構築

礒部誠之

真木太一
岡田益己

川島茂人

加福領二
真木太一
川島茂人

岩佐　安
中井　信
太田　健
天野洋司
天野洋司

川原崎裕司

天野洋司
井ノ子昭夫

加藤好武

足立美智子

浜崎忠雄
浜崎忠雄
諸遊英行
浜崎忠雄
田村英二
浜崎忠雄
小原　洋
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課題
番号

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

1　中・小河川の水質特性とその変動要因　経　　　　　常　⑱59～64　環資・水質特性研

　（162〉

2　農業用用排水の水質把握のための標準的　経　　　　　常　⑱59～62　環資・水質動態研

　技法の開発（163）

3　安定同位体天然存在比測法利用による農　経　　　　　常　⑱59～62　環資・水質動態研

　業環境計測技法の開発（164）

（4）農業気候資源の把握と農業気象情報システ

ムの構築

1　農業気候資源の評価法の開発（165）　　－経　　　　　常　㊨58～68　環資・気候資研

2　農業気候資源情報のシステム化（166）　　経　　　　　常　⑱58～61　環資・気候資研

3　水田微気象予測システムの開発　　　　　一　般　別　枠　㊥60～64　環資・気候資研

　　　　　　　　　　　〔情報処理〕
4　アメダス・データに基づく局地気象の推　一　般　別　枠　葡60～64　環資・気象特性研

　定法　　　　　　　　　　　　　　 〔情報処理〕

（5）耕・草地のバイオマス資源量の把握

　1　バイオマス資源量の評価法の開発（167）　大　型　別　枠　魑〉58～60　環資・気候資研

　　　　　　　　　　　〔バイオマス〕
　2　関東地方水田地帯の生物資源利用可能量　大　型　別　枠　葡60～62環資・気象生態研

　の評価　　　　　　　　　　　　　　　　　〔バィォマス〕

〔2〕土壌資源の特性の解明と管理指針の策定

（1〉土壌の化学的特性の解明と制御技術の開発

　1　農耕土壌の粘土鉱物学的特性と無機成分経　　　　　常⑱59～63環資・コロイド研

　の動態に関する研究（168）

　2　土壌成分と無機リン酸の反応（169）　　　経　　　　　常⑱59～61環資・コロイド研

　3　土壌非晶質成分の表面特性とその機能に　経　　　　　常　⑱59～61環資・コロイド研

　関する研究（170）

　4　科学的手段による土壌蓄積りんの効率的　特　　　　　研　⑱59～63　環資・コロイド研

　利用（171）　　　　　　　　　　　　〔土壌りん〕

　5土壌蓄積りんの可溶化・難溶化抑制のた特　　 研㊥60～62環資・コロイド研

　めの諸条件の検討　　　　　　　　　　　　　〔土壌りん〕

　6　可動性リン生成の科学的要因と排水路の　公　害　防　止㊥　　　　環資・コロイド研

　除リン機能（172）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弱～61（萄）

　7　りん除去能力の評価と浄化的利用　　　　公　害　防　止　㊥60～61環資・コロイド研

　8土壌カラム方式による高能率除りん技術公害防止㊤　 環資・コロイド研

　の開発に関する研究（173）　　　　　　　　　　　　　　　5圏（59）

　9　土壌カラムにおけるりん収着能力の向上公害　防　止㊥60～63環資・コロイド研

10土壌カラムにおけるりん収着のカイネ　公害防止㊥60～63環資・コロイド研

　ティクス
11　土壌中における腐植一重金属複合体の挙　経　　　　　常　㊨59～65　環資・土有機研

　動の解明（174）

高木兵治
藤井国博
岡本玲子
津村昭人
山崎慎一
木方展治
木方展治
山崎慎一
津村昭人

岩崎　尚
奥山富子
井上君夫
岩崎　尚
井上君夫
加福領二
林　 陽生

川島茂人

井上君夫
岩崎　尚
岡田益巳
川方俊和
氷高信雄

秋山　豊

南條正己
高橋義明

南條正己
谷口義雄
南條正己
谷口義雄
南條正己
谷口義雄
南條正己
谷口義雄
秋山　豊
南條正己
谷口義雄
秋山　豊
秋山　豊
谷口義雄
渡辺光昭
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課題
番号

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

（2）土壌の物理的特性の解明と制御技術の開発

1　畑土壌における水・熱系の定量的把握　経　　　　　常　⑱59～64環資・土物理研

　（175）

2　硝酸態窒素の土層内移動に及ぼす土壌孔　公　害　防　止　⑱59～61環資・土物理研

　隙特性の影響解明（176）

3　土壌構造の評価・改良手法の研究（177）　経　　　　　常　⑱59～64　環資・土物理研

4　畑地根圏土壌の物理的特性に関する研究　経　　　　　常　⑱59～64　環資・土物理研

　（179）

5　畑土壌水分のモニタリングシステムの開　一　般　別　枠　㊨60～61　環資・土物理研

　発〔情報処理〕（3）土壌の生化学的特性の解明と制御技術の開

発

1　土壌の微生物的活性に関する研究（180）　経　　　　　常　㊧58～59　環資・土生化研

2　土壌ホスファターゼの基質特異性，起源　特　　　　　研　⑱59～60環資・土生化研

　および作用至適条件（183）　　　　　　　　　〔土壌りん〕

4　不溶性基質に対する土壌中の細胞外酵素　経　　　　　常　㊥58～59　環資・土生化研

　作用（184）

4　土壌プロテアーゼの特性の解明　　　　　経　　　　　常　㊨60～63　環資・土生化研

5　土壌の脱窒能の測定法（185）　　　　　　経　　　　　常　㊧58～59　環資・土生化研

6　大気N20の発生源または除去過程として　経　　　　　常　⑱58～60環資・土生化研

　の土壌の役割（186）

　　　　　　　　　　　　　　　　　環資・気候資研

7　耕地問水脈および排水路における窒素揮　公　害　防　止1⑱58～61環資・土生化研

　散の評価と利用（187）

8　土壌・作付分級基準の策定　　　　　　　公　害　防　止　㊨59～60　環資・土生化研

9　土壌カラムにおける窒素代謝のカイネ　公　害　防　止　㊥60～63環資・土生化研

　ティクス
10　土壌カラムにおける硝化・脱窒能力の向　公　害　防　止　⑳59～63　環企画官

　上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：茨城大）

11施用有機物の分解に伴うバイオマス産生　経　　　　　常　⑱59～69　環資・土有機研

　機構の解明（188）

12　有機性汚泥の有機成分組成からみた有機　公　害　防　止　⑱59～60　環資・土有機研

　質資材としての評価（189）

13　土壌の有機汚染物浄化機能の定量的評価　国　土　資　源　⑱58～61環資・土有機研

　（190）

14　土壌の有機汚染物浄化機能に対する外的　国　士　資　源　⑱58～61環資・土有機研

　インパクトの影響評価（191）

（4）土壌変化の予測と管理指針の策定

　1　土壌水分動態に及ぽす土壌孔隙特性変化　経　　　　　常　⑱59～63　環資・土保研

　の影響（192）

　2　圧縮による下層土のち密化と回復の条件　経　　　　　常　⑱59～63　環資・土保研

　（193）
〔3〕水・大気資源の特性の解明と合理的利用指

針の策定

遅沢省子
粕渕辰昭
加藤英孝
久保田　徹

加藤英孝
久保田　徹

久保田　徹

遅沢省子
粕渕辰昭

早野恒一
早野恒一

早野恒一

早野恒一
福士定雄
陽　捷行
陽　 捷行

福士定雄
井上君夫
岩崎　 尚

福士定雄
陽　捷行
福士定雄
福士定雄

吉村　亮
相田徳三郎

菅原和夫

井ノ子昭夫

菅原和夫
井ノ子昭夫

菅原和夫
井ノ子昭夫

谷山一郎
前田乾一
前田乾一
石原　 暁
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課題
番号

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

（1）水質指標・評価法の確立と合理的利用指針

の策定

1　水質の汚濁特性と汚染微生物，水生生物　経　　　　　常　⑱59～64　環資・水質特性研

　などの生態との関連性（194）

（2）機構資源の特性の解明と合理的利用指針の

策定

　1　緑化植物による街路空問の微気象環境の　公　害　防　止　⑱58～62　環資・気候資研

　変化の解明（195）

　2　耕草地における防風施設の気象的効果の　経　　　　　常　⑱58～62　環資・気象特性研

　解明（196）

〔4〕農業生態系の環境保全機能の定量的把握と

維持・増進技術の開発

（1〉土・水保全機能の定量的把握と維持・増進

技術の開発

　1　流域における個別環境保全機能の計測と　国　土　資　源　⑱58～61環資・土保研

　要因解析一土壌浸食防止機能（179）

　2　土壌浸食防止機能に対する外的インパク　国　土　資　源　⑱59～62環資・土保研

　トの影響評価と変動予測

　3　土壌改良資材利用による土壌浸食防止技　国　土　資　源　⑱59～62環資・土保研

　術（198）

　4　耕地における洪水防止機能の計測と要因　国　土　資　源　⑱58～61　環境管理・資計量研

　解析（199）

　5　農耕地における洪水防止機能に対する外　国　土　資　源　㊥59～62　環境管理・資計量研

　的インパクトの影響評価と変動予測

　6　傾斜農地における地表出水の制御技術　国　土　資　源　⑱59～62　環境管理・資計量研

　（200）　　　　　　　　　　　　　『　　　　（経　　　常）

　7　酒匂川流域の水文地質解析と水質分析　　国　土　資　源　㊥59～61環境管理・分析法研

岡本玲子
藤井国博

岩崎　尚

真木太一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：神奈川県温荻野暑作
　　　　　　　　　　　　　　　　　泉・地学研究所）

8　酒匂川流域における水かん養機能の実態　国　土　資　源　⑳59～62　環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　の把握と変動予測

（2〉水質浄化機能の定量的把握と維持・増進技

術の開発

1　生物膜法によるN，P除去効果の解明，　公　害　防　止　⑱59～63　環資・水質特性研　　　藤　井　国　博

　能力の向上（201）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環資・水質保研　　　　高　木　兵　治

2　酸化溝法による窒素・りんの除去効果の　公　害　防　止　㊨59～63環企画官　　　　　　　吉　村　　　亮

　解明および能力の向上　　　　　　　　　　　 （委託：東京農大）　石丸圏雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大山銀四郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛久保明邦

3　火山灰放出物による水質浄化法（202）　　公　害　防　止　⑱59～62環資・水質保研　　　　高　木　兵　治

4　土壌溶液の採取及び分析法の能率化・簡　経　　　　　常　⑱59～62　環資・水質動態研　　　山　崎　慎　一

　易化・高精度化（203）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津　村　昭　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木方展治
5　流域における水質浄化機能の計測と要因　国　土　資　源　⑱59～62環資・水質動態研　　　山　崎　慎　一

　解析（204）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津　村　昭　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木方展治

石原　 暁

谷山一郎
前田乾一
石原　 暁

谷山一郎
前田乾一
荒明正倫
上野義視
上野義視
荒明正倫
上野義視
荒明正倫
結田康一
　　士
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課題
番号

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

ト

272

273

274

275

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

　6　農林水産業のもつ水質浄化機能に対する　国　土　資　源　⑱59～62　環資・水質動態研　　　山　崎　慎　一

　外部インパクトの影響評価（205）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津　村　昭　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木方展治
　7　土壌生物浄化機能活用による水質浄化技　経　　　　　常　⑱59～64　環資・水質保研　　　　中　村　好　男

　術の開発（206）

　8農村的低コスト・効率的水質浄化技術の経　　常㊤　 環資・水質保研　 宮内　潔
　開発（207）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨（謝

（3）快適性機能の定量的把握と変動の予測手法

　の開発

　1　農村景域保全機能の計測と解析評価　国　土　資　源　⑱58～61環境管理・農村景域研　河　井　完　示

　（209）　　　　　　　　　　　　　　　　（経　　　常）　　　　　　　　　　　　　　　　石　井　　　至

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福原道一
　2　農村景域に及ぽす外的インパクトの影響　国　土　資　源　㊥59　　環境管理・農村景域研　河　井　完　示

　分析（210）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福　原　道　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　至
　3　農村景域に及ぼす外的インパクトの影響　国　土　資　源　⑱59～62　環境管理・農村景域研　河　井　完　示

　評価（211）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福　原　道　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　至
　4　農村景域における快適視環境の計測と解　国　土　資　源　⑱59～61環境管理・影響調査研　増　島　　　博

　析評価（212）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井　磧　　　昭

　5　外的インパクトによる農村景域の変動予　国　土　資　源　⑱59～62　環境管理・農村景域研　河　井　完　示

　測（213）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福原道一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　至
　6　居住快適性に対する外的インパクトの影　国　土　資　源　㊥59　　　環境管理・影響調査研　増　島　　　博

　響分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 井磧　昭
　7　居｛主映適性に及ぼす外部インパクトの影　国　土　資　源　⑱59～62　環境管理・影響調査研　増　島　　　博

　響評価と変動予測（214）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井　磧　　　昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾崎保夫
（4）公益的機能の総合評価手法の開発

　1　環境保全機能の総合化およびその映像表　国　土　資　源　⑱58～61環境管理・環立地研　　加　藤　好　武

　示手法の開発（216）

VI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

〔1〕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

（1）農業環境資源の機能の総合的予測・評価手

　法の開発

　1　平地農村地区における資源・エネルギー　大　型　別　枠　⑱58～60　環境管理・資計量研　　上　野　義　視

　の需給方式（217）　　　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　環境管理・（科長）　　　宇田川　武　俊

　2中間農村地区における資源・エネルギー大型別枠⑱58～60環境管理・（科長）　宇田川武俊
　の需給方式　　　　　　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　　（委託：鳥取大学）　　津　野　幸　人

　3　近郊農村地区における資源・エネルギー　大　型　別　枠　㊧58～59　環境管理・（科長）　　　宇田川　武　俊

　の需給方式　　　　　　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　　（委託：農村生活総合　吉　田　一　良

　　　　　　　　　　　　　　　　　研究センター）　　　　小　山　善　彦
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課題
番号

276

277

279

280

281

282

283

284

285

286

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

　4　水力エネルギーの賦存量からみた立地条　大　型　別　枠　㊥59～61　環境管理・（科長）　　　宇田川　武　俊

　件の推定法　　　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　（委託：日本気象協正務　　章

　　　　　　　　　　　　　　　　　会）　　　　赤津邦夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桂　幸一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　須東博樹
　5　自然エネルギー賦存量のメッシュデータ　大　型　別　枠　⑳60～62　環境管理・資計量研　　上　野　義　視

　化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　環境管理・（科長）　　　宇田川　武　俊

　6　モデル流域における水収支の実態の解明　　　　　　　　　　　　　　環境管理・（科長）　　　宇田川　武　俊

　とその評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託＝筑波大学）　　吉　野　正　敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新藤静夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古藤田一雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池田　宏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　陽生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢屋ふじこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下孔二
　7　農用大型施設の償却エネルギー　　　　　大　型　別　枠　葡60～61環境管理・（科長）　　　宇田川　武　俊

　　　　　　　　　　　〔グリーン〕　　　　　　　（委託：十勝農試）　　長　尾　正　克
（2）物質・エネルギーの動態の総合的予測・評

　価手法の開発

　1　農業生態系の動態のシステムモデル化と　経　　　　　常　⑱58～67環境管理・環動態研　　三　輪　容太郎

　それによる総合的評価手法の開発（218）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　織　田　健次郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩元明久
（3〉生物の機能の総合的評価手法の開発

　1　農用材等農耕地周辺の植生の動態の把握　経　　　　　常　⑱58～68　環境管理・植生動態研　守　山　　　弘

　（219）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原田直国
（4）各種インパクトによる農業環境変化の総合

　的予測・評価手法の開発

　1　農業生態系における物質循環の変動予測　経　　　　　常　⑱59～67　環境管理・影響調査研　増　島　　　博

　と評価（220）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井　磧　　　昭

　2　都市化による農業環境の変化の解明と予　経　　　　　常　⑱59～64　環境管理・影響調査研　増　島　　　博

　測（221）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾崎保夫
（5）農業立地からみた土地資源の評価手法の開

　発
　1　耕草地の窒素・りんの負荷発生に及ぼす　公　害　防　止　⑱59～61環境管理・環立地研　　徳　留　昭　一

　個別要因分級基準の総合化と負荷発生予察

　（222）
　2　土保全機能増進技術の適性評価手法の開　国　土　資　源　葡60～62環境管理・環立地研　　徳　留　昭　一

　発
（6）農村景域の計測・評価手法の開発

　1　リモートセンシングによる景域調査法の　経　　　　　常　⑱59～62　環境管理・農村景域研　福　原　道　一一

　開発（223）
〔2〕総合的環境管理・保全計画手法の開発

（1）環境保全的農業土地利用システムの開発　　　　　　　　　　前期実施

（2）農村景域の管理・保全指針の策定　　　　　　　　　　　　　　後期実施

Vll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
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課題
番号

287

288

289

290

291

292

〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究課題 研究分担 担当者

〔1〕大気環境の変動の農業生態系への影響の解

明と対策技術の開発

（1）大気組成の変化の農業生態系の影響の評価

と対応技術の開発

　1　高二酸化炭素濃度大気が生物の生理・生　経

　態に及ぼす影響の解明（224）

2　耕地生態系における大気汚染質の動態の　経

　解明（225）

（2）気候変化の農業生態系への影響の評価と対

応技術の開発

1　広域気候変化の農業生態系への影響解明　経

　と予測法の開発（226）

2　気候変化による農業気候資源の地理的・　経

　季節的変化の解明（227）

〔2〕土壌環境の変動の農業生態系への影響の解

明と対策技術の開発

（1〉放射性核種の農業生態系への影響の解明

　1　土壌ならびに作物中の効果放射性核種の　原　　子

　分析および研究（228）

　2　土壌・植物・水中の天然放射性核種の分　原　　子

　析と挙動の把握（229）

（2）農業生態系における硫黄および窒素の循

環・収支の解明

常　⑱59～68　環資・気象生態研

常　⑱59～68　環資・大気保研

常　⑱59～68　環資・気象特性研

常　⑱59～68　環資・気候資研

岡田益己
竹沢邦夫
氷高信雄
小林和彦
金野隆光

加福領二
磯部誠二
真木太一
川島茂人
岩崎　尚

力　⑱58～　　環境管理・分析法研　　駒　村　美佐子

　　　　　　　　小山雄生
力　⑱58～63　環境管理・分析法研　　駒　村　美佐子

　　　　　　　　結田康一
　　　資材動態・殺虫動態研　升　田　武　夫

　　　　　　　　上路雅子
　　　資材動態・薬剤耐性研　宍　戸　　　孝

　　　　　　　　田中喜之
　後期実施
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皿　研究成果の展望

1．わが国の食料供給システムにおける窒
　　素の動態

（1）　はじめに

　わが国は農産物貿易における世界最大の入超国であり，

狭あいな国土で活発な産業を営みつつ，年々，巨大量の

有機物を海外から輸入している。このような食料供給シ

ステムは国土のもつ生物地球化学的循環能力を上回る巨

大な有機物の流れを定常化し，生活，環境の両面に大き

な影響を及ぼすのではないかと懸念されている。そして，

こうした背景のもと，農作物残渣，家畜糞尿，汚泥等の

農地還元利用による有機物の循環型利用の再開発が重視

されている。

　このような循環型の流れの再開発は，農業生産，環境

保全の両面から効果的に進める必要があるが，その際，

はじめに現在及び将来の有機物の流れが国レベルでどの

ようなボリュームであり，循環型利用の拡大がどこまで

　　　　　269
　　　　　（307）

できるかを巨視的に把握しておく必要がある。そこで農

業生産に重要な役割を果たすとともに，可動性が大きく

広域の環境に強い影響を及ぼす窒素に着目し，その動態

を明らかにし，農地還元利用の可能性との関係で評価を

試みた。

（2）食飼料の流れに伴う窒素動態の現況

　生産又は輸入された食料は保管，加工を経て食生活で

消費される。飼料の場合は，保管，加工と食生活の間に

畜産業がはいる。そして，各段階で廃棄物が生ずる。こ

のような物流の経路を昭和57年の統計資料をもとに整理

し，推定した結果を図1－1に示した。

　推定の手順を示すと次のとおりである。

　①食飼料の生産（窒素換算で718千トン，以下718N千

トンというように略示）と輸入量（二797N千トン）を求め

る（食料需給表，飼料総合需給表：成分換算は日本食品

標準成分表，日本標準飼料成分表による）。

　②加工業，畜産業，食生活及びその他への仕向量を

輸

入

食

飼

料
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（839）

36
（418）
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1
1

　　　1
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6
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その他

　65
（70） 一

7
（7）
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（330）

　　　　276

157（308）

　（143）

加工業

　40
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畜産業

　93
（100）

12
（13）

152
（168）
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1化学肥料
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（78）　143
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（131）

242
（287）

55
（61）

　　　環境（農地を含む）

　　　　1，455
　　　（1，546）　　　　　　単位：N千トン
　　　　　　　　　　　　　　（）内数値は
　　　　　　　　　　　　　　10年後の予測値

図1－1　食料及び飼料有機物窒素の流れ（57年）
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整理する（表1－1，1－2）。

③加工業製品の仕向けを整理する（表1－3）。

④表1－1，1－2を用いて，生産・輸入→（保管）

→加工業，畜産業，食生活と，畜産業→加工業，食生活

の流れを推定する。

⑤表1－3から加工業→食生活，畜産業の流れを推

定する。

表1－1　食飼料中の窒素の仕向け

　　　（国内生産分）
（N千トン）

仕 向 け 先

品　　目 生産量
加工業 畜産業 食生活 その他＊3

穀　　　類＊1 143 14＊2 34＊2 107＊2 10＊2

い　も　類 14 6 1 6 1
豆　　　　類 20 9 4 6 1
野　菜　類 33 0 0 30 3
果　実　類 5 0 0 4 1
魚　貝　類＊4 322 136 59＊5 73 54

海　草　類 3 1 0 2 一

粗　飼　料 178 一
178 一 一

肉　　　　類 101 0 一
99 2

鶏　　　　卵 41 0 一
39 2

生　　　　乳 34 12 一 21 1

計 894 178 276 387 75

＊1　生産量と仕向け量の差（一22）は保管在庫の減少

＊2　穀類保管を経由して流れる
＊3　保管に関連する減耗，輸出，種子，餌料等

＊4　魚貝類のうち，生鮮・冷凍の分を食生活仕向けとし，

　かん詰，塩干等の分を加工業仕向けとした。
＊5　魚かす，魚粉の生産量（水産物流通統計年報）

表1－2　食飼料中の窒素の仕向け

　　　（輸入分）
（N千トン）

仕 向 け 先

品　　目 輸入量
加工業 畜産業 食生活 その他＊3

穀　　　類＊1 386 48＊2 275＊2 50＊2 7＊2

豆　　　　類 240 210 4 23 3
菜種油原料 38 38 一 0 一

野菜，果実類 4 0 一 3 1
飼料用豆類 16 一

16 一 一

同穀類副産物 6 一 6 一 一

同魚・肉類 23 一
23 ｝ 一

同糖類かす 7 一 7 一 一

魚　貝　類＊4 42 21 9＊5 12 ㎜

海　草　類 1 0 0 1 一

肉　　　　類 24 O 一
24 一

鶏　　　　卵 1 0 一 1 一

乳　製　品 9 0 4 5 ｝

計 797 317 344 119 11

＊1　輸入量と仕向け量の差（6〉は保管在庫の増加

＊2，＊3，＊4，＊5　表一5に同じ

⑥　穀類保管として保有される窒素量（＝85千トン）を

昭和57年11月1日現在の国内産米在庫量と輸入穀類の1

か月分相当量の合計により推定する。

⑦加工業の保有窒素量（＝40千トン）を加工業に年間

表1－3　加工食飼料製品の仕向け
（N千トン）

品　　　　目 仕向け先 旦
里 小　計

み　　　　　　　　そ 12

し　　ょ　　う　　ゆ 食生活＊1 14 149

魚　加　　工　　品 111＊2

乳　　　製　　　品 12

大　豆　油　か　す 212＊3

菜種油　か　す 39＊3

ビ　ー　ル　か　す
5＊4

ビー　トパルプ 畜　産 2＊4 276

グルテンフィード
9＊4

グルテンミール
7＊4

しょう油かす
2＊4

＊1　でんぷん，砂糖類，油脂類の窒素は微量なので計上

　　していない
＊2　缶詰等加工製品の窒素濃度を鮮魚のL5倍として計

　算＊3　昭和57年度濃厚飼料国内生産量（飼料月報）

＊4　昭和53年度国内産濃厚飼料消費量（濃厚飼料統計年

　報）

表1－4　畜産業の窒素量と増減

57　年 頭羽当たり 57　年 56年から

頭羽数 生　重＊1 窒素量＊2 の増減

任頭） （トン） （N千トン） （N千トン）

乳経産（2才以上） 1，312 0．55 20 十〇．1

用未経産（2才以上） 149 0．5 2 △0．04

牛　2才未満 642 0．2 3 △0．04

肉　2才以上 761 0．5 10 十〇．39

用　2才未満 769 0．2 5 十〇．14

牛乳用種 853 0．2 5
十〇，3

豚　6ケ月以上 2，480 0．23 17 △0．10

6ケ月未満 7，564 0．06 14 △0．01

鶏採卵鶏 168，543 L6×10－3 8 十〇，19

ブロイラー 130，585 L4×10－3 6 △0．03

、馬 23 0．5 2 △0．01

めん羊 19 0．05 0．18 0
やぎ 60 0．05 0．57 0

計 313，760 93 十1

＊1　科技庁資源調査所「バイオマス資源のエネルギー的

　総合利用に関する調査」
＊2　生体重からの窒素量換算係数は2才以上の牛及び馬

　については0．0272，他については0．0317を用いた（畜

　産大辞典）
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にはいる量の1か月分で推定する（昭和55年度の大豆の

メーカー在庫量は輸入量のほぼ1か月分である）。

⑧畜産業の保有窒素量（＝93千トン）を家畜飼養頭羽

数から求める（表1－4）。

⑨食生活の保有窒素量（＝154千トン）を人口から求

める（表1－5）。

⑩表1－1，1－2に示されている加工業への窒素

総量から表3の加工業製品の窒素総量を減じて加工業か

らの廃棄窒素量（二70千トン）を推定する。

⑪　食生活仕向け窒素総量から1年問の人口増（自然

増加率，年0．68％から推定）に相当する窒素量増分を減

じ，食生活からの廃棄窒素量（＝654千トン）を推定する。

⑫畜産業へ仕向けられた窒素総量から畜産生産物の

窒素総量（表1－1）及び1年間の頭羽数増に相当する

窒素量増分（表1－4）を減じ，畜産業廃棄物窒素量（ニ

724千トン）を推定する。

　⑬減耗，輸出・その他の流れを整理する。

　こうして求めた結果をみると，合計1，515N千トンの食

飼料が生産，輸入され，1億2，000万人の食生活を支える

のに利用されたあと，畜産業廃棄物724N千トン，加工業

廃棄物70N千トン，食生活廃棄物654N千トン等，合計

1，455N千トンが農地を含む環境に排出されたことにな

る。

　食飼料窒素の収支には，さらに農作物残渣と化学肥料

が加わる。化学肥料は，683N千トン（ポケット肥料要覧）

が使われ，農作物残渣は生産物との比から150N千トンが

発生したと推定される。

（3〉窒素動態の将来の動向

昭和53年からの各品目の生産，輸入量の増減傾向を57

年まで調べ，その趨勢が今後も続くと仮定した場合に将

来の窒素の流れはどう変わるかの予測を試みることとし，

（2）で推定した流れを使い，窒素の穀類保管（国内生産）

（X1），同（輸入）（X2），加工業（X3），畜産業（X4）及び

食生活（x，）の5ブロック間の移動について（1）式のような

線形モデルを作成して計算を行った。

　（1）式からわかるとおりこのモデルでは各ブロックの窒

素量の変化率がブロック及び入力（生産及び輸入）の窒素

表1－5　食生活で国民が保持する窒素量

人　　口＊1

　（千人）

総体重＊2
（千トン）

総窒素量＊3

（N千トン）

男
女

58，402

60，291

3，096．9

2，808．4

80．50

73．01

計 118，693 5，905．3 153．5！

＊1　総理府統計局「推計人口」
＊2　厚生省「日本人の栄養所要量」の体重推計基準値よ

　　り算出
＊3　人体の窒素含有量を0．026（日本大百科全書，小学館

　　59年）として計算

表1－6　u（入力）
（N千トン）

入　　　力

穀 類 143－0．78t

副 産　　　物 91－0．5t

国 い も　　　類 14十〇．256t

副 産　　　物 6十〇．108t

豆 類 20十〇．223t

副 産　　　物 20十〇．223t

内 野 菜　　　類 33十〇．074t

副 産　　　物 20十〇．04t

果 実　　　類 5十〇．011t

副 産　　　物 13十〇．026t

産 魚 貝　　　類 322十3．4t

海 草　　　類 3－0．005t

粗 飼　　　料 178十3。78t

穀 類 386十3．18t

い も　　　類 0
輸

豆
サ
米

類
種

240十1．54t

38十2．29t

野 菜　　　類 一1十〇．053t

果 実　　　類 3十〇．021t

肉 類 24十〇，184t

鶏 卵 1－0，073t

乳 製　　　品 9－0．192t

魚 貝　　　類 42十〇．264t

海 草　　　類 1十〇．038t

入 飼 穀類副産物
豆類副産物

6十〇。635t

16－1．82t

肉　・魚類 23－1．84t
料

糖　類　等 7十〇．162t

（注）　tは単位は年で初期年（57年）を0とする

食飼料の生産，輸入，加工，消費にかかる移動モデル
　

X1
の

X2
　

X3
　

X4
　

X5

一3．00

　0

　0．255

　0．618

　1．945

　0

－12．667

　1．6

　9．167

　1．667

　0

　0

－12．375

　6．9

　3．725

　0

　0

　0．129

－9．624

　1、710

　0

　0

　0

　0

－4．247

Xl

X2
×3

×4

×5．

十Bu
一（1）

初期値（単位：N千トン）X1。＝55，X2。二30，X3。二40，X4。＝93，X5。＝154

（注）　uは表1－6，Bは表1－7に示す。
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水準に，推定した定数を乗じたものの和として定まると

している。この式は真の窒素移動に係る微分方程式を初

期値（二昭和57年）のまわりで1次近似したものであるの

で，計算結果の解釈には「初期年の窒素の流れの構造に

大きな変化がないならば」という前提が必要である。

　（1）式のモデルから得られた10年後の予測値は，図1

－1の（）内に示されている。概略を述べれば67年には

1，623N千トンが生産，輸入され，食生活に利用されたあ

と，畜産業廃棄物779N千トン，加工業廃棄物78N千ト

ン，食生活廃棄物682N千トン等，合計1，546N千トンが環

境に排出されることになる。また，農作物残渣として149

N千トンが発生するものと予測される。

（4）廃棄物の農地還元と地力

　上述のような窒素の流れを経て発生する廃棄物のある

割合が農地に投入され作物生産に利用されることになる。

土壌に加えられた有機物中の窒素は微生物分解を受けな

がら形を変え，一部は無機化し残部が土壌に留まる。こ

の変化の仕方は環境条件がほぼ同一ならば有機物の種類

による。各種有機物の窒素の土壌中における分解，集積，

放出過程は，最近農水省のプロジェクト研究「農耕地に

おける有機物変動の予測と有機物施用基準の策定」（以

下「有機物特研」）によって量的に明らかにされた。

　ところで，農地には現実には多種の有機物が同時に投

入されているが，その状況を動態モデルでシミュレート

するには，①各種有機物窒素の分解集積過程を微分方程

式で表現することと②全国の農地土壌中窒素の現存量を

推定することが必要である。①については，ジェンキン

ソンのモデルに準じ有機物ごとに次のようなモデルを考

えるとともに，発生する廃棄物がわら類（X6〉，家畜糞（X，）

及び汚泥（x8）で代表されることにし，有機物特研のそれ

らのデータにあてはめを行った。

ア．土壌に加えられた有機物中の窒素はその量（XI）に比

　例した速度で分解する。

　　讐一嫡（為は負の定数）

イ．そこで分解した窒素の一部は，低分子タンパク質，微

表1－7　B〆（移転率）

穀類保管
加工業 畜産業 食生活

国内産 輸　入

穀 類 1．00

副 産　物

国 い も　類 0，429 0，071 0，429

副 産　物
豆 類 0．45 0．2 0．3

副 産　物

内 野 菜　類 0，909

副 産　物
果 実　類 0．8

副 産　物

産 魚 貝　類 0，421 0，183 0，227

海 草　類 0，333 0，667

粗 飼　料 1．00

穀 類 1．00

い も　類

輸
一
・
ユ
菜

類
種

0，875

1．00

0，017 0，096

野 菜　類 1．00

果 実　類 0，667

肉 類 1．00

鶏 卵 1．00

乳 製　品 0，444 0，556

魚 貝　類 0．5 0，214 0，286

海 草　類 1．00

入 飼
穀類副産物

豆類副産物

1．00

1．00

肉・魚類
1．00

料
糖類等

1．00

生物菌体などからなる過渡的な有機物相（A）に形を変

　える。Aは元の有機物の特徴を強く反映したもので，

引き続いて比較的速やかな分解の対象となる。

　dXA　　　二a、xl＋λ2xA（a、はxlからxAへの転移定数で一般
　　dt
　　　　　　　　　的にはa、＜一λ、。わらのように窒

　　　　　　　　　素を取り込むものについては，

　　　　　　　　　a1＞一λ1。λ2は負の定数）

ウ．イで分解した窒素の一部は微生物菌体を主体とした

　より安定な有機物相（B）に形を変える。Bは元の有機

農地土壌中の窒素集積，放出モデル

〆X61

×6A

X71

×7A

X81

×8A

XB

、 ／
一
〇

．6

　1．5

　0

　0

　0

　0

　0、

0
－3．5

0
0
0

　0

　0．8

0　　　0

0　　　0

－0．45　0

0。15　－0．9

0　　　0

　0　　　0

　0　　　0．8

0　　　0

0　　　0

0　　　0

0　　　0

－0．9　　0

0．1　－0．9

0　　　0．8

0
0
0
0
0
0

－0．01

X61

×6A

X71

×7A

X81

×8A

XB

十

bll

G
O
O
O
O
O

b12

0
0
0
b52

0
0

0
0
b33

0
0
0
0

罰樹咽

b54

0
0

初期値（単位：N千トン）X61。二150，X6A。二64，X71。；811，X7A。＝135，X81。；X8A。＝0，XB二20840

U、：農作物残渣，U、：加工業，U3：畜産業，U、：食生活。係数bは投入係数
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　物の特徴が大部分失われたもので，引き続いて緩慢な

　分解の対象になる。

　　dXB＿　　dt－a2xA＋λ3xB（a2は相Aから相Bへの転移定数

　　　　　　　　　で一般にa2＜一λ2。λ3は負の定数）

　次に②についてであるが，農地土壌の表土の窒素濃度

は地力保全基本調査の分析値から土壌型ごとに代表値を

求め分布面積を重みとする加重平均をとると、水田も畑

もほぼ0．25％に落ちつく（そのほとんどが有機態であ

る）。農地面積を542万ha（水田301万ha，畑・樹園地241万

ha）（昭和57年次耕地面積統計），表土の厚さを水田＝

14．3cm，畑二18．2cm（農水省地力実態調査より。樹園地は

畑と同一と仮定）とすれば全国の農地土壌中に現存する

窒素量は約22，000千トンになる。表土中の窒素がすべて

上述した分解過程にある活性なものと考えるのは正しく

ない。黒ボク系土壌の有機物などは高いC／N比，推定年

代の古さ等から，相当部分がこのような過程を終えた不

活性な相にあるといわれる（土壌中の有機態窒素の1／3が

不活性だという推定もある）。しかし，ここでは活性な有

機態窒素現存量の「高めの推定値」として22，000千トンを

用いることにする。

　（2）式はこうして作成した。式からわかるように（1〉式の

入力，ブロックの一部は（2）式の入力になっている。条件

に応じ係数bを種々に決定することにより，廃棄物の農

地還元の種々のケースをシミュレートすることができる。

　さて，有機態窒素の22，000千トンという水準を維持す

るためには年間どの位の有機物補給が必要だろうか。こ

れまでの土づくりになじみの深い農作物残渣と家畜糞を

用いる場合を想定して，稲わらの利用状況（発生量の約

60％を農地還元，60年農産課調べ）から農作物残渣が毎年

発生量の60％農地に投入されるとしたうえで，家畜糞の

量を変えて上記のモデルを適用してみると，農作物残渣

約90N千トンのほかに，家畜糞365～394N千トンを毎年

農地に還元することで現在の窒素水準が維持されるとい

う結果になる。この補給により毎年土壌から放出される

窒素は8～9㎏／10a程度である。

（5）廃棄物の量的評価

　次に，土壌の窒素が22，000千トンの水準にある時点か

ら図1－1に示された廃棄物をすべて農地に還元する場

合を計算してみた。この場合には農地の窒素現存量と放

出量の関係が表1－8のように試算される。この試算に

おいて加工業廃棄物の1／3は植物性繊維質として「わら

類」，2／3は処理汚泥として「汚泥」とみなした。また，食

生活廃棄物の14％の家庭雑排物に「わら類」，86％のし尿

等に「汚泥」を用い，畜産業廃棄物は全量「家畜糞」と

した（この適用は畜産業廃棄物の窒素の無機化速度をや

表1－8「廃棄物を全量農地還元した場合の
　　　　窒素現存量と放出量の変化予測

　　　　　　　　　　　　　　　　（N千トン）

年数 表土中現存量 放　　出　量

1 22，871（422）＊ 721（！3．3）

5 24，446（451） 1，339（24．7）

10 、25，696（474） 1，438（26．5）

15 26，892（496） ！，493（27．5）

20 28，090（518） 1，544（28．5）

＊（）内は農地10アール当たりの量　単位N㎏

や過小評価する恐れがある）。窒素現存量は，農地還元開

始年から増加しはじめるが，窒素放出量はさらに速やか

に上昇し，5年後には現状の2．5倍強の25㎏／10a，10年後

には3倍近い27㎏／10aに達する。国内生産及び輸入の趨

勢が現在のまま続くならば，終局的には30㎏／10aを超す

放出量が推定されるが，極く短期間でこれに近い水準の

窒素放出量に達してしまうのである。農地から作物に吸

収される窒素総量は，約543千トンと推定されるが（表1

－1の農作物計に農作物残渣150N千トンを加えた量），

その3倍近い1500千トンもの窒素が土壌から放出される

状態は明らかに過大である。現状の窒素放出量は，高め

に見積って480千トンであり，化学肥料施用量を加えても

1，163千トンである。

　廃棄有機物は，実際には搬送に困難が多く，廃棄物発

生地では局地環境に高濃度の窒素が排出され，様々な問

題を引き起しているのが現状である。しかし，わが国の

食料供給システムを通じて流れる窒素の量は，その廃棄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

物をいかに全国の農地に適切に配分したとしても，すで

にすべてを農地に還元利用することが不可能な水準に達

していることに留意する必要がある。

（6〉おわりに

　国レベルでの有機物窒素の流れについて考察してきた

が，有機物窒素の循環，排出を適正化するには，土地利

用率を向上させ，穀類・飼料の自給率を高めるとともに

循環型利用の拡大を図ること，都市廃棄物の過剰量を脱

窒する技術を開発していくことなどが必要と考えられる。

また，すでに述べたとおりローカルレベルでは窒素の排

出が局在することにより，さらに切迫した状況がみられ

るため，地域ごとに窒素フローの現況把握と将来予測を

定量的に行っていく必要があろう。

　　（環境管理部　資源・生態管理科　環境動態研究室）
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2．線形校正問題における新推定方法
　「一般化逆回帰推定量」の開発

（1）　はじめに

　試験研究において計測は最も基礎となる部分であり，

計測の巧拙が研究の発展に与える影響は大きい。ところ

が，計測システム全体を管理するための手法の研究は，

ほとんどおこなわれていない。われわれは，統計的手法

を用いてより良い計測システムを構成することを目的と

して研究を進めている。

　ここでは，線形校正にもとづく計測に関して，統計的

側面から最近明らかにした事柄について紹介する。

　線形校正は，各種の分析や測定において頻繁に用いら

れている統計的手法の一つである。さらに線形校正は，

単回帰分析における逆推定の問題，すなわち従属変数の

測定値から独立変数の未知の値を推定する問題であり，

その応用範囲は広い。

　しかし，統計的には未解決の問題が多く，現在も議論

が続けられている。従来は，最小2乗回帰式を用いる推

定量（古典的推定量ともよばれる）とKrutchkoffの提唱

する逆回帰推定量が用いられていた。ここで，両推定量

を含む形の一般化逆回帰推定量を提案し，その統計的性

質を検討する。
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図2－1

1　　　　　2　　　　　3

クロロフィル指数（9／㎡）

クロロフィル指数とNIR／REDバイバン
ド比の関係

（1）古典的推定量：y；1．30＋12．5x

（II）逆回帰推定量：x＝0．375＋0．0557y

（III）一般化逆回帰推定量：x＝0．01＋0．0744y

（原データは芝山・秋山（1985）による）

4

（2〉線形校正のモデルと推定量

　2．1〉　例としてとりあげたデータ

　図2－1は，水稲群落のクロロフィル量と反射スペク

トルとの関係を示している。x軸はクロロフィル指数す

なわちクロロフィル（a＋b）g／m2を表わし，y軸はバイバ

ンド比NIR／REDを表わす。ここで，REDは680nmのバン

ドの反射率，NIRは800～900nmのバンドの反射率であ

る。Japonica数品種について，密値区と疎植区を作り，

生育期問中数回にわたっておこなった測定結果をすべて

プロットしたものが図2－1である。

　このようなデータがあるとき，クロロフィル量の測定

には大変な手間がかかるので，別の水稲群落について反

射スペクトルだけを測定し，図2－1のデータを用いて，

その群落のクロロフィル量を逆に推定することがよくお

こなわれる。

　2．2）　線形校正の統計的モデル

　線形校正においては，独立変数xと従属変数yとのあい

だに線形単回帰モデル

　　y＝α＋βX＋e　　　　　　　　　（1）

が仮定される。まず，n組の（ん，yぎ）の値を測定する。

（1）式より，

　　yi＝α十βxゴ十eゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

が成り立つ。次に，値x。が未知の対象について，従属変数

の値y。

　　yo＝α十βXo十eo　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3〉

を測定する。ここで，e、，…e．，e。は，互いに独立に，平

均0，分散σ2の正規分布に従うものと仮定する。α，β，

σ2は未知パラメータである。そして，未知のX。に関する

推測が線形校正の問題である。

　図2－1に示した例では，クロロフィル指数が独立変

数x，バイバンド比MR／REDが従属変数yとなる。

　ここで注意しなければならないのは，yを測定してxを

推定するからといって，測定データに対して

　　x＝α十βy十e　　　　　　　　　　　　　　　（4）

のようなモデルをあてはめてはならないということであ

る。（4〉式は，バイバンド比yが原因となって，その関数α＋

βyに誤差eが加わってxが観測されることを表わしてい

るが，実際はそうではない。あくまでもクロロフィル指

数xが原因であり，データに対するモデルは，（1）式でなけ

ればならない。

　2．3）　古典的推定量

　通常は，（2〉式データからα，βの最小2乗推定量a、，b

を求め，回帰式

　　y＝a十bx　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）

を構成する。このyに観測値y。を代入し，xについて解い
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た父。は吉典的推定量とよばれ，

　　父。一y・『a一又＋y・『y　　　　（6）
　　　　b　　　　　b

と表わされる。ここで，

　　又二＝ΣXf／n，y＝Σy∫／n，

　　b＝Σ（xガー又）（yゴーy）／Σ（Xf一文）2

　　　＝Sxy／Sxx，

　　a二y－b又

である。

　図2－1に，（5〉式による回帰式　y＝1．30＋12．5x　が

（1）として示されている。たとえば，y。ニ37．5という値が観

測されたならば，（6）式による推定値は文。＝2．90となる。

　（6）式の推定量は正規分布に従う2つの確率変数y。一a

とbの比であるから，期待値は不確定で，平均2乗誤差E

［（父c－X。）2］は無限大になる。これが古典的推定量の最大

の欠点である。

　2．4）　Krutchkoffの逆回帰推定量

　Krutchkoff（1967，Technometrics）は，次の逆回帰推

定量

x6一又＋融（翻

　　　　　　　b　　　＝文＋b2＋S，／S、x（y・一夕）

の使用を提案した。ここで，

　Se＝Σ（yゼーa－bXf），

　Syy＝Σ（yガーy）2

である。

（7）

　図2－1については，x＝0．375＋0．0557yとなり，（II）と

して示されている。y。＝37．5に対してはx6＝2．46が得ら

れる。

　（7）式の推定量は，（2）式のデータにおいて，yに対するx

の回帰式を形式的に計算したものである。したがって，

（7）式の理論的根拠は明確ではない。ただ，この推定量は，

n≧4のとき有限の分散と平均2乗誤差をもつことが知

られている。

　2．5）一般化逆回帰推定量

　ここで，次の形の一般化逆回帰推定量

　　　　　　　b
　文・＝又＋b2＋c命［b］（y・｝y〉

を考える。就b］はbの分散の推定量で

　マ［b］＝Se／（（n－2）Sxx）

である。

（8）

　定数cの値を変えれば，いろいろな推定量が得られる。

ここで，cニ0とおけば（8）式は古典的推定量文。となり，c＝

n－2とおけばKrutchkoffの逆回帰推定量x6となる。

　以下で，cの値をいろいろ変えたときの一般化逆回帰

推定量の性質を調べる。

（3）モーメントの存在性

　推定量のあいだの比較をおこなうためには，偏り，分

散，平均2乗誤差などのモーメントが直感的にわかりや

すい評価基準となる。そのために，モーメントの存在性

について検討する。

　3．1）　古典的推定量の条件付分布

　古典的推定量のモーメントが不確定，あるいは無限大

となるのは，無条件にbを採用するからである。実際の

校正のときには，bになんらかの条件が加わるのが普通

である。ここでは，βに関する帰無仮説H。：β＝0が検定

の結果，棄却された場合にのみ（6）式の古典的推定量を使

うものとする。すなわち，t統計量

　　t二b／細
に対して正の定数t。を定めて，l　t　I＞t。の条件付で父。の

分布を考える。このとき次の定理が成り立つ。

　定理1。l　t　l＞t。の条件のもとで，（6）式の古典的推定

量はn－2次までのモーメントをもつ。

　3．2）一般化逆回帰推定量のモーメント

　ー般化逆回帰推定量もモーメントに関しては，次の定

理が成り立つ。

　定理2．c＞0のとき，（8）式の一般化逆回帰推定量は

n－2次までのモーメントをもつ。

　定理1と定理2により，条件付の古典的推定量父。，一般

化逆回帰推定量文。ともに，n≧4のときに，期待値，分

散，平均2乗誤差が存在する。通常，n≧4という条件は

満足されているので，平均2乗誤差などのモーメントを

用いて推定量を比較することが可能である。

（4〉偏り，分散，平均2乗誤差の近似式

　次に，一般化逆回帰推定量のモーメントの近似式を求

めよう。ここでは，（2）式の単回帰モデルにおける非心度

η＝S、xβ2／σ2の逆数で，期待値，分散，平均2乗誤差を展

開する。実際に線形校正がおこなわれる場面では，ηはか

なり大きな値をとり，η一1による展開が合理的である。

　4．1）　期待値

　　　　　　　　　　1－c　　E［文o］≒Xo十（Xo一又）　　　　　　　　　　　（9）

　　　　　　　　　　　η

この式の第2項以下が偏りを表わしている。η一1の項ま

で考えると，c＝1とすれば偏りの絶対値が最小になる。

Kmtchkoffの逆回帰推定量では，c＝n－2であるから偏

りはかなり大きくなる。また，古典的推定量（c＝0）にも

偏りがあることがわかる。
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4．2）分散

V圖≒（・＋告）孝｛・＋3ヲ2c｝

＋（x“馨／・＋考（n等6・＋8）｝

4．3）　平均2乗誤差

（10〉

　古典的推定量もKmtchkoff推定量も，有限のnに対し

ては偏りをもっている。したがって，平均2乗誤差

E［（文。一x。）2］二MSE［文。］を用いて推定量のあいだの比

較をおこなうのが合理的である。平均2乗誤差の近似式

は次のようになる。

MSE［漏］一（・＋告）孝｛・＋3疹2c｝

　　　＋（x審）等｛・＋圭（n等♂一8c＋9）／（11）

η一1の項まで考えると（11）式はcの2次式であり，

・＜c＜2（n歪2）｛4＋△（気）（・＋告）｝（12〉

の範囲にcを選べば，一般化逆回帰推定量のほうが古典的

推定量よりも平均2乗誤差が小さくなる。ここで，

　　△（Xo）＝　（Xo一文）2／Sxx　　　　　　　　　　　　　　（13）

とおいた。△（X。）はX。の値に依存し，実際には未知の値で

ある。とくに，

　　。＜c≦8（n－2）　　　　　（14〉
　　　　　　n

であれば，任意の△（x。）に対して，⑬式の条件が成り立

つo

　最小の平均2乗誤差は，

　　c＊一n玉2／4＋△（㌔）（1＋告）｝　（15）

のときに得られる。この式は未知の値x。を含んでいるが，

x。の範囲があらかじめわかっている場合には，

　　△m、x＝max△（X。）

として，

　　d＊一n孟2｛4＋端（・＋告）／　（16〉

2．80が得られる。

　（5）シミュレーションによる平均2乗誤差の

　　　計算

　ここまでは，η＝S、。β2／σ2の大きいところにおいて，推

定量の平均2乗誤差の比較をおこなった。図2－1のよ

うに，ある程度のばらつきがある場合の推定量の振舞い

を検討するために，シミュレーションにより平均2乗誤

差を計算した。その結果を表2－1に示す。ここでは，

古典的推定量を含めて次の5つの一般化逆回帰推定量を

考えた1

　（1）c＝c。＝0（古典的推定量）

　（2）c＝cエ＝1（偏り最小の推定量〉

　（3）c二Cuこ4（n－2）／n（（16）式）

　（4）c＝c＊（（14）式の最良の推定量）

　（5）c＝CK＝n－2（逆回帰推定量）

（4〉のc＊は未知のx。の値を含んでいるので実際には使用

できないが，ほかの推定量との比較のためにここでとり

あげた。そのほかのパラメータは，

　　n二10，

表2－1　シミュレーションによる平均2乗誤差の計算

η　　NA　　C
XO

0．0　　　0。5　　　1．0　　　5．O　　　lO．0

　　　　　CO
　　　　　Cl
10　2134　Cu

　　　　　C＊
　　　　　CK

1．151　　1．126　　1．182　　2．71　　　　7．45

0．958　　0．939　　0．987　　2．34　　　　6．50

0．690　　0．687　　0．752　　2．74　　　　8．91

0．0　　　　0．218　　0．550　　2．88　　　　9．07

0．410　　0．441　　0．581　　5．03　　　18．87

　　　　　Co
　　　　　C1
20　　231　　Cu

　　　　　C＊
　　　　　CK

0．635　　0．645　　0．684　　2．10　　　　6．47

0．561　　0．569　　0．598　　1．62　　　　4．77

0．447　　0．456　　0．487　　1．46　　　　4．50

0．0　　　　0．189　　0．388　　1．50　　　　4．55

0．306　　0．329　　0．401　　2．59　　　　9．44

の値を使えばよい。さらに，x。に関する情報がまったくな

い場合には△max二・・であり，⑯式は，

　　Cu＝4（n－2）／n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）

となる。

　図2－1に関しては，o≦x。≦4と仮定して，x。二4に

対する⑯式の値c1＊＝7．58を（8）式に代入すると，x二

〇．01＋0．0744yが得られれる。この式は，図2－1の（III）

に示したように，古典的推定量のKrutchkoffの逆回帰推

定量とのあいだに位置する。y。＝37．5に対しては，文。＝

50

　　Co
　　C1
0　　Cu

　　C＊

　　CK

0．241　　0．243　　0．259　　0．815　　　2．62

0．230　　0．232　　0．244　　0．723　　　2．27

0．209　　0．211　　0．222　　0．653　　　2．03

0．0　　　　0．127　　0．193　　0．656　　　2．04

0．174　　0．180　　0．198　　0．888　　　3．05

100

　　Co
　　Cl
O　　Cu

　　C＊

　　CK

0．116　　0．114　　0．122　　0．385　　　1．21

0．113　　0．112　　0．119　　0．363　　　1．13

0。108　　0．107　　0．113　　0．342　　　1。06

0．0　　　　0．081　　0．105　　0．342　　　1．06

0．098　　0．099　　0．107　　0．401　　　1．33

500

　　Co
　　C1
0　　Cu

　　C＊

　　CK

0．0222　0．0230　0．0242　0．0741

0．0221　0．0230　0．0241　0．0732

0。0220　0．0228　0．0239　0．0723

0．0　　　　0．0215　0．0235　0．0723

0．0215　0．0224　0．0236　0．0744

0．228

0，224

0．221

0．221

0．231
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頑唱二1』llll，

　xoコ0．0，　0．5，　1．0，　5．0，　10。0

　　η＝10，20，50，100・500

とした。

　表中のNAは，10000回の5％のt検定で仮説H。：β＝

0が受容された回数を表わす。表中の平均2乗誤差は，

帰無仮説H。が棄却された標本からの推定値又。i（i＝1，

・・，10000－NA）について，

　　　　　　　へ

　　　Σ（文。i－x。）2／（10000－NA）

を求めたものである。

　これから，ηがある程度大きければ（η≧20），次のこと

が読みとれる。

　（i）Krutchkoffの逆回帰推定量は，外挿（x。二5。0，

10．0）に対しては，古典的推進量よりも平均2乗誤差が大

きくなる。

　（ii）c二4（n－2）／nを用いた推定量は，いずれのx。に対

しても，古典的推定量より平均2乗誤差が小さい。

　㈹　ηが大きくなるにつれて，推定量のあいだの違い

はほとんど現われなくなる。

（6）おわりに

　線形校正を利用する計測について，従来の推定法と新

らたに提案した推定法の統計的性質を検討した。まず古

典的推定量については，モーメントが存在しないことが

問題となっていたが，ここで実用的な条件付分布を考え，

そのモーメントの存在性を示した。これにより，古典的

推定量とKrutchkoffの逆回帰推定量を含む一般化逆回

帰推定量とを，平均2乗誤差を用いて比較することが可

能となった。

　そして，任意のx。に対して，平均2乗誤差が古典的推定

量より小さいような一般化逆回帰推定量が存在すること

を示した。

　具体的にこの方法を利用するにあたっては，（8）式の一

般化逆回帰式を求めればよい。（8）式におけるcの値は（16〉

式に与えられている。問題は（16）式の△m。、を決めることで

あるが，そのためには，x。の範囲をあらかじめ想定し，（勘

式を最大にするx。を使えばよい。

　ただし，（m式からわかるように，推定量のあいだの違い

は，η一1の項から現われ始める。第1項は，いずれの推定

値においても共通で，

　　（・＋告）差＋（xぐ）等

である。したがって，分析における線形校正のようにηが

非常に大きい場合には，推定量による違いはほとんどな

いo

　ここでは，計測法が一つ与えられたときの推定に関して

考察した。実際には，同一の対象に対していくつかの計測

法が存在する場合があり，それらの優劣を比較することも

重要な統計的問題として残されている。

　最後に，図2－1のデータは，計測情報科隔測研究室，

秋山侃室長・芝山道郎技官より提供を受けた。ここに厚く

御礼申し上げる。

　　　　　（環境管理部　計測情報科　調査計画研究室）

3．自然植生の純一次生産力の評価法の

　開発

（1）　はじめに

　地表に降り注ぐ太陽エネルギーの一部を利用して，植物

は光合成産物を作っている。植物によって作られた光合成

産物（より厳密にはそのなかに貯えられているエネル

ギー）は，植物自身を含めて全生物の生存の基盤である。

このことは人間社会にもそのままあてはまり，農業生産は

生物として人を支える基盤である。

　植物群による光合成産物の生産の効率は，植物自身の他

に周辺環境条件に密接に関係している。とくに，入射する

太陽エネルギー量，温度状態および水分供給状態によって

大きく左右される。これらの関係を定量的に明らかにでき

れば，最近急速に完備されてきた気象観測網の結果を用い

て，各地域の生態系（自然と管理の両方の）の大きさと活

動度を決定している植生の純一次生産力をかなり正確に

評価できる。

　本研究では国際生物学計画（IBP）で全世界でえられた

純一次生産力に関する資料と気象観測データとを用いて，

自然植生の純一次生産力の評価法の開発を試みた。その結

果，かなり有効な方法（筑後モデル）を開発し，それを用

いて我が国の純一次生産力の分布を評価したので，その成

果を報告する。

（2）評価法の理論的な基礎

　よく茂っている植物群落上では，活発な光合成活動のた

めに多量な二酸化炭素ガスが群落内へと流れ吸収されて

いる。一方，太陽エネルギーによくさらされている葉面か

らは多くの水が蒸散，空気中へと流れている。この場合，

二酸化炭素ガスは群落上の気層から群落内へ，次に群落内

気層から各葉面へ，そして葉面から気孔を通って葉内へと

流れている。逆に，水蒸気は気孔を通過して葉面，そして

群落内気層へと流れだし，次々と上方へと拡散され最後に

群落上の広い空間へと流れ去っている。この両過程を進行

させるためには，群落内への太陽エネルギーの入射が不可
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欠で，これらの物質の流れは植物群落内での太陽エネル

ギーの分配にむすびついている。

　これらの関係を物理的な式を用いて表わし整理すると，

次のような簡単な関係がえられる：

　　　　　　AoRn　　NPP＝　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　（1）
　　　　　d（1＋β）

ここでNPPは自然植生の純一次生産力（t乾物／（ha・

　　yr）），

　　Rnは年間純放射量（kca1／ha〉，

　　dは空気の飽差（mmHg），

　　βはエネルギー配分特徴を示すボーエン比，

　　A。は気孔，葉面境界層，群落内外気層の拡散条件に

　　　関係している数値定数。

この式から次のような結論がえられる：

　i．純一次生産力は純放射量に比例する，

　ii．比例係数は気候の乾燥（dとβの増大）に伴って急減

　　　する。

この関係が純一次生産力の評価法の理論的な基礎である。

（3）評価法（筑後モデル）の開発

　（1）式から純一次生産力を評価するには，植生および気候

条件でA。，d，βがどのように変化するかを定量的に知るこ

とが必要である。しかしながら，現時点においてはそれに

関する情報は全く整えられていない。そこで，我われは

IBP期問を通じて全世界の主要植物帯でえられた乾物生

産データ（Cannell，M．G．R．，1982：World　Forest

Biomass　and　Primary　Production　Data．Academic

Press，391p．）を上に説明した理論的関係に基づいて分

析した。

　その結果の一部が図3－1に示されている。図にみられ

るように，測点のちらばりは若干あるが，各気候域とも自

然植生の純一次生産力（NPP）は年間純放射量に比例的に

増大している。その勾配は気候の乾燥化（RDIの増加）に

つれて大幅に減少している。図3－1の結果は（1）式からの

予想とよく一致している。図3－2に示されているRDIは

放射乾燥度とよばれ，次式で定義される。

　　　　　Rn　　　RDI＝一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2〉

　　　　　2r

ここで2は水の蒸発潜熱（0．58kca1／gH20），

　　　rは年間降水量（cm）。

日本ではRDI＜1．0となり多湿な気候条件下にあり，植生

の生産力は世界的にみても高い。

　図3－1に示されている年問純放射量（Rn）と自然植生

の純一次生産力（NPP）との関係を用いて，その勾配と

RDIとの関係をしらべた結果が図3－2に示されている。

勾配を示す比例係数αとRDIとの関係はきわめて密接で，
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図3－1　自然植生の純一次生産力の純放射
　　　　量と放射乾燥度による変化
　　　　　（nはサンプル数を示す）

RDIの増加につれてαは最初やや緩やかに，次に1．0＜RDI

＜3．0の範囲で非常に急激に，それ以上のRDIでは極めて

緩やかに減少する。この関係は次の式でよく近似できた。

　　　α＝0．29exp［一〇．216RDI2］　　　　　　　　（3〉

この関係を用いて（1〉式を変形すると次式がえられる。

　　NPP＝0．29｛exp（一〇．216RDI2）／Rn　　　（4）

　（4）式が半経験的に求めた自然植生の純一次生産力評価

のための方法（筑後モデル〉である。（4）式を用いて純一次

生産力を気候学的に評価するには，次の気候資料が必要で

ある：

　　日射量，降水量，気温，空中湿度，アルベド，日照

　　率，大気圏外日射量。

これらのデータがあると，最近急速に正確さを高めている

気候学的方法を用いて純放射量および放射乾燥度，した

がって植生の純一次生産力を容易に評価できる。

　（4）式の正確度を判断するために，上式を用いて各都道府

県の純一次生産量を評価し，岩城（1981）が環境庁の緑の国

勢調査から評価した各都道府県の純一次生産量と比較し
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　　　　　（1981）の評価値との比較

た。その結果が図3－3に示されている。各点は1：1直

線の周辺によく分布していて，（4）式は我が国の気候条件下

では，自然植生の純一次生産力をかなり正確に評価してい

ると判断できる。

（4）純一次生産力とエネルギー利用効率の分

　　布

　自然植生の純一次生産力は各地域の自然生態系および

農業生態系の大きさと活動度を決定する重要な量であり，

現在まで主として林木の生長調査データを基に概略的に

評価されている。その一例が表3－1に示されているが，

我が国の主要樹林帯の生産力は，亜寒帯・冷温帯一落葉広

葉樹林の8。7±3．Ot乾物／（ha・yr）から暖帯一常緑広葉樹

林の18．1±4．9t乾物／（ha・yr）の範囲に広がっている。こ

の生産力は世界的にみてもかなり高い値である。

　このような生産力がどのように地理的に分布している

かを明らかにするため，気象庁より発表されている平年気

候表（1951－1980）およびAMeDASデータを気候学的手法

で処理した。このようにして求めた純放射量と放射乾燥度

を（4）式に代入して各地点（約1500個所〉の純一次生産力

（NPP，t乾物／（ha・yr））を評価した。これらの結果を

用いて求めたNPPの分布が図3－4に示されている。

　図にみられるように，我が国の自然植生の純一次生産力

は北海道中央の山岳地帯の8．Ot乾物／（ha・yr）以下から南

へ下がるに伴って次第に増大し，関東平野の山麓および中

部地方の山岳地区の周辺を回って14t乾物／（ha・yr）の線

が走っている。この等値線は我が国の代表的樹林帯である

落葉広葉樹林帯と常緑広葉樹林帯とを分ける線にほぼ近

い所を走っている。さらに南へ下がって温度資源の豊かな

九州・四国・紀伊半島の太平洋一帯にくると18t乾物／

（ha・yr）の等値線が走っており，海岸一帯には18～20t乾

物／（ha・yr）の高生産力域が広がっている。亜熱帯植物の

茂る沖縄県へ来ると，純一次生産力は20t乾物／（ha・yr）よ

り若干大きくなり，我が国のなかで生産力が最も高い。

　図3－4のNPPの地理的分布を用いて，我が国の自然

植生の年問生産量を評価すると次のようになり

　　　　379．5×106t乾物，

1982年以降2～3の研究者によって発表されている年間

生産量の評価とよく一致することが分った。

　図3－4の下段には次式から求めた純一次生産におけ

る太陽エネルギーの利用効率（ε，％）の地理的分布が示さ

れている。

　　　　λ・NPP
　　ε二　　　×100％　　　　　　　（5）
　　　　　St

ここでλ＝4．7kcal／g乾物は乾物の発熱量，

　　S、は年間全天日射量（kca2／ha）。

北海道山岳地域での0．4％以下から九州南部の0．75％以上

表3－1　我が国の主要森林タイプのNPP
　　　　　（只木・蜂屋，1968〉

森林タイプ 気候帯 NPP（t／（ha・yr））

落葉広葉樹林 亜寒帯，温帯 8．7±3．0

落葉針葉樹林 ノノ　　　　ノノ 10．1±4．4

常緑針葉樹林＊ ノノ　　　　ノノ 13．5±4．2

マ ツ　林＊＊ 暖　帯，温帯 14．8±4．1

ス ギ　林 ノノ　　　　ノノ 18．1±5．6

常緑針葉樹林＊＊＊ 暖　　　　帯 18．1±4．9

全 平　　均 13．9±5．9

＊マツ林・スギ林を除く，＊＊ハイマツ林を除く，

＊＊＊アカシア林を除く
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図3－4 自然植生の純一次生産力（NPP）と太陽エネルギー利用効率（ε）の

地理的分布

まで変化しており，日本全体での平均利用効率は0．59％に

なる。このような利用効率の地域的変化は植生タイプによ

るものではなく，上式で植物生産に関係のない低温期間の

全天日射量が加味されているためでいる。そこで，日平均

気温10QC以上の植物期間の全天日射の積算値（Sち1。，

kca2／ha）を用いてエネルギー利用効率（ε、。，％）を評価

すると，O．7～0．9％と地域でほとんど変化しないことが

分った。これから，我が国の自然植生は国土上へ入射する

太陽エネルギー（9．03×1011GJ空2L58×1016kca2）の

1％弱を乾物のなかに貯えていると推測できる。

（5〉純一次生産力と気候条件

　地球上に展開される多くの気候条件は，エネルギー基準

として年間純放射量を，水分供給度の基準として放射乾燥

度を用いると，両者の組合せによってかなり定量的に評価

できる。そこで，（4）式を用いて求めた自然植生の純一次生

産力を上記2パラメータを用いて表示すると図3－5の

ようになる。これから，RDI＜0．4なるツンドラ地帯では過

湿・低エネルギーで生産力は5t乾物／（ha・yr）以下で，

多くのツンドラで2～3t以下である。0．4＜RDI≦1．0な

る中湿気候条件の地域は森林植生帯で，エネルギー基準の

高い（80～100kca2／ha）地域の湿潤熱帯雨林から，60～80

kca2／haの亜熱帯森林帯，40～60kca2／haの暖帯林，そ

してそれ以下の温帯広葉・針葉樹林帯へと連なっている。

このような林帯の動きに応じて，純一次生産力は20～30

t，15～25t，10～20t，10t以下と変化する。LO＜RDI≦

2．0なる草原植生帯では，エネルギー基準の大きい方から

サバンナ植生そして草原植生へと変化しており，生産力も

15tから5tレベルヘと減少してくる。2．0＜RDI≦3．0なる

半砂漠域では植生の生産力は水分不足のために2～5tと

著しく低くなってくる。3．0＜RDIなる砂漠条件では，植生

の純一次生産力はLOt以下となり，植被の発達は著しく悪

くなる。

　以上の結果から分るように，（4）式から評価した自然植生

の純一次生産力は世界各地の気候条件によって主として

きまる各地域の植物生産力にかなりよく一致している。そ

れゆえ，この純一次生産力評価法（筑後モデル）は日本の

自然植生のみならず世界の自然植生の生産力評価にも利

用できるだろう。

（6）残された問題点

　本研究においては，植物生産を左右する多くの環境条件

のなかから主導的な太陽エネルギー因子と水分供給因子

とに注目して，自然植生の純一次生産力の評価法を開発し

た。そして，我が国の生産力と太陽エネルギー利用効率の

地理的分布を明らかにした。しかしながら，気候条件の他

に土壌の特性も植物生産力に大きく影響することが知ら

れているので，気候的に定まる生産力の補正要素として土

壌特性を考慮する方法の開発が必要である。

　多くの人為的管理下にある耕地の生産力は，自然植生の

生産力と違って気候条件の影響が若干緩和され，また主と

して光合成能力や施肥などのため高いことが予想される。



皿　研究成果の展望 39

150

㌔
ミ
需

9100
函

へ

貧
ぎ

繋
譲5・

野

00

純一次生産力

30（NPP）

tDW／（h＆・yr）
25

　20

15

熱帯雨林 10

亜熱帯森林

サバンナ
／
乾
燥 サバンナ

5．O

　　　q

中緯度広葉樹林

1ステップ b1中緯度針葉樹林 10
▼
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
ー

Oj

ツ

ン

ド

ラ

図3－5

森

林

帯

1ρ

放 射

草

原

帯

　2．0

乾燥 度（RDI）

　半
　砂
　漠
　帯

3．0

砂

漠

帯

自然植生の純一次生産力と気候条件・植物地理帯との関係（曲線a．
bは各地理帯での年間純放射線量の上・下限を示す）

4∫）

それゆえ，耕地の植物生産力の評価法を開発するには，作

物の乾物生産データを用いて本評価法を改良することが

必要である。

　現在，大気中の二酸化炭素濃度が急激に上昇しており，

近い将来，かなり顕著な気候暖化と水文条件の変化をもた

らす恐れがあると懸念されている。これらの環境条件の変

化は直接・間接に植物生産力に影響することが予想され

る。本研究で開発した植物生産力の評価法は，このような

問題についても適用できるものと思われるので，気候変化

のシナリオを用いて植物生産力の変化，その地理的分布の

変化などを予測することが必要であろう。なお本研究は大

型別枠研究「バイオマス」の成果の一部である。

　　　　　　　　　　（環境資源部　気象管理科長室）

　　　（九州農業試験場　環境第1部　農業気象研究室）

4．リン酸保持容量の新測定法

（1〉はじめに

　黒ボク土での肥料の三要素試験で，無リン酸区の作物の

貧弱さは一目瞭然である。このようなリン酸欠乏を呈する

黒ボク土の分布は我国の畑，樹園地の約50％以上に達す

る。この土壌は，反応性に富む非晶質のアルミニウムを多

量に含み，主としてこれが原因となってリン酸を強く結

合，保持する。このような土壌のリン酸と反応する能力の

指標として，我国では，リン酸吸収係数が用いられ黒ボク

土の判定目安として，一方では土壌改良，施肥改善に役立

てている。この測定法はpH7に調整した2．5％リン酸アン

モニウム液を，土壌25gに対して50m1加え，ときどき振と

うしながら，室温で24時間放置後の溶液中のリン酸の減少

量から算出する。

　しかしながら，リン酸吸収係数の測定については，これ

まで，数多くの経験から疑問が生じている。すなわち，土

壌がリン酸を保持する能力は溶液中のリン酸濃度に依存

することからリン酸吸収係数は，リン酸保持能の大きい試

料では結果的にリン酸濃度がかなり低い反応条件で測定

されるのに対して，リン酸保持能の小さい試料では相対的

にリン酸濃度が高い反応条件で測定されることになり，測

定条件が同一でないのではないか，また，リン酸保持能の

大きい試料では，溶液中のリン酸濃度が低くなるので，リ

ン酸保持能の大きい試料間の比較が明確にあらわれにく

い点，さらに土壌のリン酸保持能は，pHにも依存するが，

リン酸吸収係数の測定をpH7で行う根拠が明らかでない
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などである。

　そこで本研究では測定法の簡便さをあまり損うことな

く上記の問題点をできるだけ解消した土壌のリン酸保持

容量の測定法を考案した。数値実験により，リン酸保持容

量測定法の条件検索を行い，実測によって改良点を確認し

た。これは従来のリン酸吸収係数に代るものとして有効で

あると考える。

（2）土壌のリン酸保持の数値実験

　土壌のリン酸保持量とリン酸濃度，pHとの関係は次の

式で表わされ，18点の黒ボク土について，その定数が求め

られている。

　　　20g　y＝αpH十わ20gC十6・・・・・・・…　一・・・・・・…　一り・一（1）

　ただし，y：リン酸保持量（mmole／g），C：終点リン酸

濃度（M），α，δ，6：定数．4≦pH≦8．5．10－3M≦C≦

2M．

（1）式のy，pHとCの値はリン酸との反応終点におけるも

のである。始めに設定する実験条件，即ち，試料重

（四g），溶液の量（一Vl），始めに加えるリン酸の量

（Tmmole）とyおよびCとの間には次の関係がある。

　　　yVV十103σV＝T……………一…………・………（2）

（1）式と（2）式を組み合わせることによってrgの土壌試料

にT／ymMのリン酸溶液を’Vl加えた場合のγとCを求

めることができる。pHは，目的とする値を4≦pH≦8．5の

範囲で代入する。（2）式を（1）式に代入し，計算機を用いて

ニュートン法により解を得た。このようにすれば，数値実

験によって様々なリン酸濃度とpHにおけるリン酸保持量

を求めることができる。尚，（1）式は，他の黒ボク土や粘土

に対しても適用できることを確認し，合計20点に関する

データを用いて，数値実験を行った。

　　2167・・．．．．

’lllll：：｝

小金井土壌・・

Wil繋：二

　M－6－1！

　M－3－1・…．．

　M－2－1〆

カオリ，ナイト…

0．6

0．4－
　　bD
　　　　5
　　9　　…i

　　＞

0．2

（3）　リン酸濃度条件にっいて

　土壌のリン酸保持量は，反応終点の濃度に依存するの

で，反応終点のリン酸濃度を一定となるような条件を設定

すればよい。土壌に加える溶液中のリン酸の量を変えて，

リン酸保持量と終点のリン酸濃度の関係（y／C曲線）を調

べるとリン酸濃度約0．02～0．03Mでリン酸保持量の急な

増加が終了し，緩かな増加傾向に変わる。そこで，一定と

する終点リン酸濃度は，これよりも少し高い0．05Mとし

た。用いた試料のうち10点について，リン酸吸収係数と

C＝0．05Mにおけるリン酸保持量を求めて比較すると（図

4－1），リン酸吸収係数の値は，上限値に近い方に分布す

るものが，C＝0．05Mにおけるリン酸保持量では，個々の

試料の値がよく分散することがわかる。即ち，リン酸吸収

係数では，リン酸保持能の小さい試料は，大きめに，リン

酸保持能の大きい試料は過小評価する傾向がある。リン酸

　　　　　　　　　　　　　　　0リン酸　　リン酸初濃度　　C二〇，05M　C二〇．05M

吸収係数　　；0．078M

　　　8．7：1法

内挿法　　　における

　　　　リン酸収着

図4－1　各種の方法によるpHでのりん酸
　　　　収着量（めの分布

　　　　C：終点りん酸濃度

吸収係数の値は（1），（2〉式にT＝9．47，¶V＝0。05，r＝25，

pH＝7．0を代入してyの値を算出し，C＝0．05Mにおける

リン酸保持量は（1〉式にC＝0．05，pH＝7．0を代入してyの

値を求めた。

　このC＝0．05Mにおける測定値を実測するための方法

は，リン酸濃度0．07Mの溶液を土壌に対して2：1，10：

1，40：1で添加し，終点リン酸濃度0．05Mを近い方では

さむ2点から内捜方で0．05Mにおけるリン酸保持量を求

める（図4－2）。はじめに，10：1で測定を行い，リン酸

濃度が0．05M以下の試料については，次に，40：1，0。05

M以上の試料では，次に2：1の条件で測定を行えば，1

つの試料について合計2点の測定で済む。このようにして

求めた値は，C＝0．05Mにおけるリン酸保持量との誤差が

1％以内である。（図4－1）。溶液：土壌比2：1と40：1

だけでは，大部分の土壌に適用できるような十分な近似値

は得られない。また，添加するリン酸溶液の濃度を低くし

て，溶液：土壌比を大きくすることによって，リン酸吸収

係数の難点を緩和することができる（たとえば，図4－1

の8．7：1法）が，これではリン酸保持能の小さい試料に対

しては過大に，リン酸保持能の大きい試料に対しては過小

に評価される傾向は残る。

　終点リン酸濃度を一定に近ずけるためには，溶液：土壌

比を一定として，はじめに加えるリン酸濃度を変化させる

方法も可能であるが，リン酸濃度を一定として溶液：土壌

比を変えた方が，反応機構に与える影響が少なく，また実

験操作が容易である。
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図4－2　りん酸初濃度を0．07Mとし，溶
　　　　液：土壌比を変えて測定したカオ

　　　　リナイトと2167のY／C曲線
　　　　■，●，▲はそれぞれ溶液：土壌＝

　　　　40：1，10：1，2：1を示す。

ナトリウムより，0．1M塩化ナトリウムを含むpH7．0の

0．07Mリン酸水溶液を調製する。

2）　測定操作

（4）pH条件について

　土壌のリン酸保持量はpHにも依存する。多くの酸性な

いし中性土壌ではpHが4付近でリン酸保持量は最大とな

り，pHが上がるにつれて保持量は減少する。従って，比較

のためには，一定pHにする必要がある。一定pHとするの

に緩衝液を用いると多くの場合，リン酸保持量は，かなり

減少するので，リン酸自身の緩衝能を利用するのが最もよ

い。リン酸はpH6．9付近に第二半解離点を持ち，この近傍

で緩衝能が大きい。このリン酸自身の緩衝能を利用するた

めに，pHを7．0とする。

（5〉リン酸保持に影響するその他の条件

　リン酸濃度とpHの他に土壌のリン酸保持に影響する要

因は，塩濃度，塩の種類，温度，反応時間，振とう法，試

料の調製法などである。これらの要因については，一定条

件を設定しやすい。

　共存する陽イオンと塩の種類，濃度の影響を小さくする

ためには0．1Mの濃度になるように食塩を添加する。温度

は250Cとし，反応時間は，ほぼ急な反応が終了する24時間

とする。振とうは激しく行うと，土壌粒子が一部崩壊する

ためにリン酸保持量が増加することがあるので，ときどき

振とうしながら放置する方法で十分である。

（6）　リン酸保持容量測定法

　以上のようにして設定したリン酸保持容量の測定法は，

リン酸吸収係数に対して提起された問題点を十分に解消

できるものである。

1）試薬の調製

リン酸一ナトリウムニ水和物，塩化ナトリウムと水酸化

　土壌試料に溶液：土壌＝40：1，10：1，2：1の割合

で上記リン酸水溶液を添加し，密栓をしてよく混合する。

25QCの所にときどき振とうしながら24時問放置した後，ろ

過し，ろ液と初めの添加液のリン酸濃度を測定する。リン

酸濃度0．05Mに近い方でこの濃度をはさむ2点の測定値

から，直線補間法で0．05Mにおけるリン酸保持量（1050C乾

燥重当たりで表示〉を求める。

　このようにして得られたリン酸保持容量はある一定条

件で求めた容量を示す指数である。

（7）　リン酸保持容量とリン酸吸収係数との関

　　係

　リン酸吸収係数（｝／リン吸，mmol／gで表示，乾土相当の

試料を用いた測定値）とリン酸保持容量（yo．05M）の数式

上の関係は次のようになる。yリン吸とyo．05Mは（1〉，（2）式

よりつぎのように表示される。

　　｛　　　20g】rリン吸＝apH十b20gC十c　・…　…・・………（3〉

　　　yFリン吸・25十103・C・0．05ニ9．47・・…　一・・・・・…　。。・・一（4〉

　　　20gγo．05M＝apH十b2090．05十c　……・……・・（5〉

（4）式を（3）式に代入し，（5）式との差から，

　　　γ…5M－Yリン吸（誹誉警識）b・・………個

の関係が得られる。｝／o．05M＝y7リン吸となる点は（6）式より

1980mgP205／100g乾土である。

　実測によるリン酸保持容量とリン酸吸収係数との関係

は，図4－3のようになる。図4－3には，栃木県の8

地点から数層ずつ採取した32点の試料の実測値と数値実

験から求めた20点の計算値をプロットした。実測値と計

算値は，なめらかな同一曲線にならび，リン酸保持容量

とリン酸吸収係数が等しくなる点は，約2000mgP20，／100

g乾土で（6）式から求めた結果と一致する。この点より小

さい場合にはリン酸吸収係数の方が大きく，この点より

大きい場合にはリン酸保持容量の方が大きくなる。2000

mgP20，／100g乾土以下の場合には，両者の値は

　　　y－x（2611隻x）o・45　　　　（7）

　　　y：リン酸保持容量，mgP205／100g乾土

　　　x：リン酸吸収係数，mgP205／100g乾土

で近似的に換算することができる。

　リン酸吸収係数の大きい試料の相互の間においても，

ここで設定したリン酸保持容量を測定することによって

明らかな差を示すことがわかる。
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　これまでに，土壌のリン酸保持に関与する土壌成分と

リン酸吸収係数の関係がいろいろと検討されてきた。そ

の関係は，常に，図4－4の白丸で示した場合のような

曲線的傾向を持つものであった。この曲線的な関係は，

リン酸吸収係数の代わりにリン酸保持容量を用いること

によって，ほぼ原点を通る直線関係に変換することがで

きる（図4－4）。このようにして，リン酸吸収係数を用

いた場合には，解釈が難しかったものが，リン酸保持容

量を用いることによって，無機非晶質成分含量との関係

は，ほぼ原点を通る比例関係であることがわかる。

（9〉おわりに

　リン酸保持容量は，溶液：土壌比をさらに試料に応じ

て調節すれば，極めて広範なリン酸保持能力の異なる試

料に対しても一定条件に基づく測定値を得ることができ

る。たとえば，土壌中の反応性に富むアルミニウムや鉄

のモデル物質としてよく実験に使われる非晶質アルミナ

ゲル，鉄ゲルのリン酸保持容量はそれぞれ12，300と

lO．000mgP205／100g乾土である。一方，砂質の土壌では，

300～500mgP205／100g乾土の試料もある。リン酸保持容

量の測定値では，20～30倍の隔差を持つ試料に対しても

終点濃度0。05Mとする一定条件での比較が可能である。

　リン酸保持容量を用いることによって，これまでより

合理的なリン酸施肥基準の評価ができること，リン酸と

反応性の高い黒ボク土の特性，指標を表示できること等

が期待される。

　なお，土壌のpHは4～8．5程度の様々な値のものがあ

るが，現地土壌条件に即した測定値が必要な場合には，

土壌ごとにpH調製を行う必要がある。

　　　（環境資源部　土壌管理科　土壌コロイド研究室）

0

図4－4

10　　　　20　　　　30　　　　40　　　　50

無機非晶質成分含量（％）

りん酸保持容量（●）およびりん

酸吸収係数（○）と無機非晶質成

分含量との関係

5．農業生態系への窒素負荷

（1）　はじめに

　農業生態系には肥料などの生産資材のほかに降水（雨，

雪）やかんがい水によって窒素をはじめ種々の物質が負

荷される。湖沼や内湾における富栄養化に関する研究で

は降水による物質の負荷の把握がなされ，水域に対する

物質の負荷源として降水が無視しえないことが明らかに

されているが，農業生態系における物質循環に関する研

究や農業用水の水質に関する研究においては降水による

物質の負荷を同時に把握している例は極めて少ない。降

水は，直接農耕地に物質を負荷するだけでなく，農業用

水となり，かんがいによって農耕地に物質を負荷する。

また，スカンディナビア半島，北部ヨーロッパ，北アメ

リカの各地において降水の酸性化が生態系に重大な影響

を与えていることは広く知られており，我が国において

も群馬県衛生公害研によって酸性降下物によるとみられ

る杉枯れの指摘がされている。このように降水の質的な

変化や含有される物質の量的な把握が緊急に求められて

いる。

　本調査は，当初，国立公害研において土壌生態系にお

ける物質循環の解明の際のバックグランドとして降水に

よる物質負荷量の把握を目的として開始され，担当者の

転勤とともに降水による農業用排水の水質変動の解明が

目的として追加され，国公研との共同調査という形態で

現在も継続されている。この調査のなかで農環研水質管

理科は，無機態窒素の分析を分担している。今回は，昭



III研究成果の展望 43

和58～60年の調査結果について報告する。
（4）降水中の無機態窒素濃度

（2）降水の採取と無機態窒素の分析

　試料の採取は，直線距離で3．8㎞離れている茨城県筑波

郡谷田部町小野川と同町八幡台で行った（以後両採取地

点を小野川及び八幡台と記す）。両地点とも環境庁国立

公害研究所の実験ほ場施設内であり，小野川は，科学万

博会場への観客輸送ルートの一つであった学園西大通り

に沿いに位置し，下流で小野川と稲荷川に分岐する小野

川都市下水路の集水域にある。八幡台は，科学万博会場

の南1kmに位置し，東谷田川の集水域にある。採集開始

時期は，両地点とも昭和58年1月である。雨量は，両地点

とも転倒ます雨量計を利用した自動雨量計測装置によっ

て計測し，小野川では朝9時から翌朝9時まで，八幡台

は，0時から0時までのそれぞれ24時間降水量を求めた。

　小野川においては昭和60年3月まで国立公害研土壌環

境実験棟2階屋上で直径18cmのポリエチレンロートを用

いて分析用試料を採取したが，それ以降は雨量計測装置

から採取した。八幡台では当初より雨量計測装置から採

取した。小野川では原則として朝9時から翌朝9時まで

を1降水単位とし，八幡台では降り始めから降り終わり

までを1単位とした。

　分析項目は，アンモニウム態窒素，亜硝酸態窒素及び

亜硝酸と硝酸態窒素の合量であり，それぞれインドフェ

ノール比色法，スルファニルアミドーエチレルジアミン

比色法を利用したテクニコン社製自動分析装置により分

析した。硝酸態窒素は，計算で求め，3形態の窒素の合

量を無機態窒素とした。なお，硝酸の亜硝酸への還元法

は，59年までの試料にはヒドラジンー銅法を，それ以降の

試料にはカドミウムカラム法を適用した。

　なお，降水の年間計測率は，日数としては，小野川　58

年　59，59年　67，60年　83％，八幡台58年　61，59年

58，60年84％，降水量としては，小野川　81，95，

97％，八幡台　78，70，91％であり，ほぼ全体象を把握で

きたものと考える。

　表5－1に月別にまとめた分析結果を示した。

（3）降水日数及び降水量

　両地点における過去3年間（昭和58年1月～60年12月）

の降水日数は，30日前後の変動を示したが，両地点間で降

水日数に大差は認められない。これに対して年降水量は，

年によって大幅な変動を示し，小野川における58年と59

年の差は，約1，000mmに，八幡台の59年と60年の差は，約

700㎜達した。また，降水量が極めて少なかった59年を除

いて両地点問に400～600㎜の差が認められた（表5

－2）。

　各形態の窒素とも最低濃度には年次別に一定の傾向は

認められないが，最高濃度については両地点とも年々上

昇する傾向が認められた。これは小野川ではアンモニウ

ム及び硝酸両形態の濃度の上昇によるが，八幡台では主

として前者の形態の上昇による。特に，八幡台における

60年のアンモニウム態窒素の最高濃度は，前年の6倍以

上の著しい高濃度（33mg／1）を記録した。このように60年

は，両地点とも前年までに比べて極めて高い最高濃度を

記録するとともに両地点問の無機態窒素の最高濃度の差

に約2倍の開きが認められた。小野川については年平均

濃度の年次別変化に特定の傾向は認められないが，八幡

台についてはアンモニウム及び無機態窒素濃度に上昇の

傾向が認められる。ここでは59及び60年とも年平均無機

態窒素濃度がlmg／1を越えている（表5－2）。

　農業用水の窒素に関する水質基準は，全窒素として1

mg／1である。過去3年問の両地点における降水のうち無

機態窒素濃度としてlmg／1以上の値を記録した降水の検

出率は，小野川で58年　39，59年　56，60年　53％，八幡

台ではそれぞれ46，58，63％であり，3年間を通じては小

野川　50％，八幡台　58％であった。このように過去3年

問の両地点における降水の約半数が無機態窒素として農

業用水の水質基準を越えていることが判明した。また，

2㎎／1以上の高濃度域における検出頻度が年とともに増

加している。（図一1）。一方，湖沼の富栄養化の目安と

される窒素濃度は，0．3～0．4㎎／1であるが，両地点におけ

る降水の無機態窒素濃度のうち0．3㎎／1以下のものが占

める割合は，3～16％と極めて低く，ほとんどが0．3mg／1以

上の濃度であった。

（5）降水量，無機態窒素濃度及び窒素負荷量の

　　間の関係

　月別の降水量，無機態窒素濃度及び窒素負荷量のデー

タをもとに3者間の関係をみると降水量と無機態窒素濃

度については小野川の60年と3年間，八幡台の59年にお

いて負の相関関係が認められ，無機態窒素濃度と窒素負

荷量については小野川の58年と八幡台の60年及び3年間

において正の相関関係が認められたのみである。これに

対して，降水量と窒素負荷量の間には明確な正の相関関

係があり，窒素負荷量は降水量に左右されることが判明

した（表5－3）。

（6〉無機態窒素の負荷量

平均無機態窒素濃度と降水量から求めた単位面積当た

りの無機態窒素負荷量は，0。5～1．6㎏N／10aであり，60年
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　　　表5－1
1．谷田部町小野川

茨城県谷田部町における月別降水日数，降水量，無機態窒素濃度及び窒素負荷量

　　　　降水
年月
　　　　日数

降水量

㎜

濃度範囲（Nmg／1） 平均濃度2（N　mg／1）

NH4－N NO3－N1 無機態

最低　　最高　　最低　　最高　　最低　　最高
NH4－N　　NO3－N1

　　　無機質
　　　窒　　素
無機態負荷量
　　　　（N　m　lOa〉

　　1
　2
　　3
　4
　　5
58　6
　　7
　8
　　9
　10
　11
　12

7
8

16

14

10

13

20

11

16

12

8
3

32．3

98．8

198．0

217．6

129．5

243．3

320．2

112．7

181．8

86．6

45．2

3．4

0。30

0．17

0。25

0．22

0．23

0。12

0．10

0．10

0．06

0．04

0．12

0．59　　　　0．11

1．41　　　0．04

0．62　　　　0．13

1，17　　　　0．08

2．25　　　0．10

4．28　　　　0。06

1．71　　　0．10

1．17　　　　0．03

1．27　　　　0．04

1．87　　　　0．02

0．30　　　　0．09

（0．63）3

0．43

1．60

0．48

0．90

0．81

2．81

1．89

1．46

1．19

1．47

0．12
（1．65）3

O．40　　　　1．02

0．20　　　　3．01

0．40　　　　1．11

0．33　　　　2．07

0．27　　　　2．28

0．18　　　7．09

0．31　　　3．58

0．12　　　　2．63

0．10　　　2．46

0．06　　　　3．33

0．21　　　　0．42

（2．28）3

0．37　　　　　　0．18

0。19　　　　　　0．08

0．34　　　　　　0．21

0．43　　　　　0．24

0．42　　　　　0．23

0．57　　　　　　0．35

0．30　　　　　0．23

0．21　　　　　0．16

0．34　　　　　　0．34

0．24　　　　　　0．17

0．17　　　　　0．10

0．55　　　　　　　17．7

0．27　　　　　　26．8

0．55　　　　　109．1

0．67　　　　　　146．0

0．66　　　　　　85．2

0．92　　　　　　224．6

0．53　　　　　　169。8

0．38　　　　　42．3

0．67　　　　　　122．5

0．41　　　　　　35．6

0．27　　　　　　　12．1

一　　　（7．8）3

　　1
　2
　　3
　4
　　5
59　6
　　7
　　8
　　9
　10
　11
　12

7
6

12

7
8

17

17

7
14

13

5
7

21，9

67．6

46．8

39，1

41．1

154．5

65．8

12．9

29．7

69．0

28．4

49．4

0．17

0．19

0．28

0．27

0．20

0．04

0．41

0．33

0．48

0．18

0．23

0．13

0．49　　　　0．11

0．25　　　　0．09

1．94　　　　0．09

1．14　　　　0．24

2．70　　　　0．05

5．93　　　　0．02

2．01　　　0．09

1．58　　　　0．64

5．54　　　　0．21

2．96　　　0．03

0．32　　　　0．22

0．96　　　　0．17

0．34

0．16

2．73

0．86

2．86

2．06

0．85

5．40

2．43

1．30

0．49

0．89

0．29　　　　0．82

0。33　　　　0．38

0．37　　　　4。66

0．58　　　　2．00

0．25　　　　5．57

0．07　　　8．00

0．69　　　　2．86

1．49　　　5．73

0．69　　　　7．97

0．22　　　　4．26

0．45　　　　0．77

0．30　　　　1．85

0．27　　　　　0．22　　　　　0．49

0．24　　　　　　0．12　　　　　　0．35

0．82　　　　　0．62　　　　　1．43

0．58　　　　　0．33　　　　　0．91

0．76　　　　　　0．50　　　　　　1．26

0．40　　　　　　0．16　　　　　　0。55

0．78　　　　　　0．47　　　　　　1．25

0．91　　　　　0．94　　　　　1．85

1．24　　　　　　0．61　　　　　　1．85

0．40　　　　　　0．29　　　　　　0．69

0．29　　　　　　0．35　　　　　　0．65

0．29　　　　　　0．29　　　　　　0．57

10。8

23．7

67．1

35．4

52．1

85．3

82．5

23．9

54．9

47．8

18．3

28．4

　　1
　　2
　　3
　　4
　　5
60　6
　　7
　　8
　　9
　10
　11
　12

5
12

21

12

14

21

14

6
14

12

11

8

4．5

144．3

46．3

62．5

43．3

289．7

24．4

109．3

25．2

41．4

45．9

23．1

（O．52）3

0．09

0．07

0．19

0．15

0．03

0．24

0．14

0．27

0．04

0．18

0。28

2．32

2．95

1．24

3．19

4．36

9．36

3．98

3．31

4．79

1．99

13．08

（0．57）3

0．05

0．06

0．12

0．12

0．04

0．20

0．06

0．08

0．04

0．13

0．13

1．56

3．24

1．30

3．66

3．62

8．69

14．42

2．44

4．50

1．46

6．22

（L27）3

0．14　　　2．31

0．14　　　　6．19

0．31　　　　2．29

0．32　　　　6．58

0．07　　　　7．99

0．43　　　18．05

0．21　　　18．40

0．37　　　　6．53

0．08　　　9．29

0．31　　　　2．74

0．42　　　19．03

0．19　　　　　0．17　　　　　0．36

0．38　　　　　　0．48　　　　　　0．86

0．34　　　　　　0．33　　　　　　0．68

0．42　　　　　　0．39　　　　　　0．81

0．19　　　　　0．14　　　　　0．33

0．95　　　　　　1．14　　　　　　2．09

0．21　　　　　0．22　　　　　　0．43

0．74　　　　　　0．67　　　　　　1．43

0．39　　　　　　0。33　　　　　　0．71

0．42　　　　　　0．36　　　　　　0．78

1．30　　　　　　0．40　　　　　　1．70

（5．7）3

51．4

40．0

42．3

34．9

95．3

51．0

46．9

36．1

29．6

35．9

39．2

注　1：NO2＋NO3－N　　2：降水量に対する加重平均　　3：計測が1降雨のみのため参考値として示した。

を除いて両地点間に大差は認められないが，降水量差が

400㎜，無機態窒素濃度に約2倍の差が認められた60年で

は両地点の負荷量に約3倍の差が認められた。

（7）おわりに

以上の結果を要約すると以下のとおりである。

1）茨城県谷田部町の2地点（小野川と八幡台）にお

　いて過去3年問（昭和58年～60年）に3156及び2896mm

　の降水があり，その無機態窒素の濃度範囲は，

　0．06～19．30及び0．09～37．41mg／1，同じく平均濃度

　は，0．58～0．83及び0．78～L24㎎／1であった。

2）　この降水による無機態窒素負荷量は，3年問で

　2．0～3．0㎏N／10aに達した。

3）　両地点に過去3年間に降った降水のうちの約半数

　が農業用水の水質基準全窒素1mg／1を越える無機態

　窒素濃度を示し，湖沼の富栄養化の目安とされてい

　る窒素濃度03mg／1に達しない降水の割合は極めて

　少なかった。

4）直線距離で3。8㎞離れた2地点間の差が顕著に発

　現したのは昭和60年であり，降水量で400mm，無機態
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2．谷田部町八幡台

　　　　降雨降水量
年月
　　　　日数　mm

濃度範囲（Nmg／1） 平均濃度2（N　mg／1）

NH4－N NO3－Nl 無機態

最低　　最高　　最低　　最高　　最低　　最高
NH4－N　NO3－N1

無機質
窒　素

無機態鰭1。早

　　1
　　2
　　3
　　4
　　5
58　6
　　7
　　8
　　9
　10
　11
　12

6
5

14

11

11

12

18

8
15

13

7
4

15．0

51．3

96．3

99．2

69．9

113．2

186．7

106。7

190．7

92．0

45．9

3．5

0．41

0．30

0．18

0．29

0．14

0．26

0．27

0．06

0．22

0．22

0．36

1．06

1．29

0．93

0．86

0．25

1．02

3．09

3．61

1．93

1．25

2．52
（0．40）3

0．21　　　0．34

0．15　　　　1．22

0．12　　　　0．72

0．06　　　　0．31

0．15　　　　0．23

0．08　　　　0．60

0．18　　　　1．83

0．04　　　　1．83

0．19　　　　1．11

0．13　　　　0．64

0．20　　　　0．53

（0．32）3

0．62　　　　1．40

0．45　　　2．52

0．32　　　　1．61

0．48　　　　1．16

0．30　　　　0．48

0．34　　　　1。34

0．47　　　　4．92

0．09　　　　5．44

0．40　　　　3．03

0．35　　　　1．90

0．56　　　3．05

（0．72）3

0．72

0．40

0．42

0．44

0．16

0．44

0．69

0。37

0．45

0．42

1．24

0．28

0．31

0。21

0．16

0．16

0．25

0．31

0．18

0．55

0．20

0．37

1。00

0．71

0．63

0．60

0．32

0．69

1．00

0．55

1．00

0．62

1．60

15。0

36．2

60．9

59．4

22。4

78．2

186．1

58，3

191．3

57．1

73．5
（2．5）3

　　1
　　2
　　3
　　4
　　5
59　6
　　7
　　8
　　9
　10
　11
　12

9
7

12

7
9

17

14

5
17

11

4
8

26．6

67．7

47．9

46．9

46．7

93．4

70．6

6．8

27．2

38．7

35．4

48．6

0．23

0．19

0．35

0．35

0．20

0．15

0．48

1．50

0．94

0．19

0．31

0．20

0．40

0．28

1．99

1．51

2．86

2．54

1．49

5．07

3．12

3．69

0．55

2．62

0．13　　　　0。32

0．12　　　　0．22

0．24　　　　2．68

0．19　　　　！．10

0．09　　　　2．92

0．05　　　　1．21

0．09　　　　0．42

0．32　　　　3．36

0．46　　　2．53

0．01　　　3．15

0．22　　　　0．54

0．13　　　　1．56

0．36　　　　0．71

0．31　　　0．45

0．59　　　　4．67

0．54　　　　2．61

0．39　　　　5．78

0．20　　　　3．75

0．57　　　　1．19

1．82　　　　8．43

1．36　　　5．65

0．20　　　　6．84

0．53　　　　1．09

0．34　　　　4．18

0．33

0．23

0．85

0。61

0．81

0．88

0．82

4．14

1．16

0．53

0．45

0．46

0．23

0．16

0．87

0．44

0．60

0．35

0．23

2．57

0．72

0．23

0．40

0．32

0．56

0．39

1。72

1．05

1．41

1．23

1．06

6．70

1．87

0．76

G．85

0．78

14．8

26．1

82．5

49。0

65．8

115。1

74．6

45．6

50。9

29．2

30．2

37，8

　　1
　　2
　　3
　　4
　　5
60　6
　　7
　　8
　　9
　10
　11
　12

4
10

21

15

14

20

14

5
15

10

14

9

3．8

154．8

118．6

179．0

76．6

292．1

74．4

120．6

72．5

94，6

57．4

24．7

（0・98）。3

0．16

0．47

0．21

0．45

0．09

0．17

0．10

0．38

0．53

0．17

0．31

2．00

12．51

1．25

2．63

2．16

33．08

0．79

4．94

1．23

1．87

3．62

（0．81）3

0．09

0．09

0．04

0。17

0．03

0、06

0．28

0．14

0．16

0．11

0．12

1．40

1．49

1．16

1．17

1．59

4．33

0。31

1．58

0．97

1。46

1．42

（L80）3

0．25

0．56

0．30

0，71

0．12

0．23

0．38

0．56

0．68

0．27

0．46

3．40

13．03

2．34

3．80

3．66

37．41

1．10

5．70

2．21

2．95

4。89

0．55

2．03

0．62

0．89

0．40

3．88

0．17
1．！2

0．80

0．68

0．71

0．20

0．42

0．49

0．34

0．17

0．52

0．29

0．37

0．49

0．35

0．32

0．72

2．44

1．11

1．22

0，58

4．40

0．45

1．49

1．29

1．02

1．03

（6．8）3

111．9

289．7

198．9

93．7

168．0

327．6

54．5

108．2

122．3

58．8

25．4

注　1：NO2＋NO3－N　　21降水量に対する加重平均　　3二計測が1降雨のみのため参考値として示した。

表5－2　茨城県谷田部町における年次別降水日数，降水量，無機態窒素濃度及び窒素負荷量

　　　　　降水降水量
地点年次
　　　　　日数　㎜

濃度範囲（Nmg／1） 平均濃度2（N　mg／1）

NHべN NO3－N1 無機態

最低　　最高　　最低　　最高　　最低　　最高
NH4－N　　NO3－N1

無機質
窒　素

無機態鰭、，，季

　　　58　130
小野川　59　118

　　　60　150

1，669

627

860

0．04

0．04

0．03

4．28

5．93

13．08

0．02　　　2．81

0．02　　　5．40

0．04　　　14．42

0．06　　　　7．09

0．07　　　　8．00

0．07　　　19．30

0．35

0．51

0．31

0。24

0．32

0．27

0．59

0，83

0．58

985

520

499

　　　58　124
八幡台　　59　　120

　　　60　151

1，070

557

1，269

0．06

0．15

0．09

3．61

5。07

33。08

0．04　　　　1。83

0．01　　　　3．36

0．03　　　　4．33

0．09　　　5．44

0．20　　　　8．43

0．12　　　37．14

0．50

0。65

0．92

0．28

G．42

0．33

0．78

1。07

1．24

835

596

1，574

注　1：NO2＋NO3－N　　2：降水量に対する加重平均濃度
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図5－1　降水中無機態窒素濃度の分布状況

窒素最高濃度及び平均濃度で2倍，無機態窒素負荷

量で3倍の差が認められた。

　この2地点における無機態窒素の平均濃度は，こ

れまでに霞が浦周辺地域で測定された値とほぼ同様

の値である。しかし，この調査結果は，近接する地

点でも年によっては降水による窒素の負荷に大きな

差が生ずることを示しており，降水による物質の負

荷を考慮に入れて解析しなければならない調査研究

では近くで計測された数値を利用するのではなく実

測する必要があることを指摘している。

　2地点で大差が発現した昭和60年は，筑波で科学

博覧会が開催された。測定点として選定した八幡台

は会場の南1㎞のところにあり，その影響が予想さ

れる。この点を確認するためには今後の推移を把握

する必要がある。

　　　（環境資源部　水質管理科　水質特性研究室）

6．リン吸収の植物種間差とその反応速度
　　論的解析

（1）　はじめに

　施肥リンの多くは土壌中で鉄やアルミニウムと結合し

て，いわゆる難溶リンとなり，植物には利用され難い形

となる。しかし，有限であるリン資源を有効に利用する

ことは，今後の食糧生産を維持するうえで大変重要なこ

とである。作物栽培の立場からリンの有効利用をはかる

場合，過剰施肥をしないこと，局所施肥による効率の向

上，施用形態による難溶化防止，難溶リンの化学的溶解

促進，土壌微生物（菌根菌など）や酵素による溶解促進，

低リン耐性植物の利用，リン吸収能の大きい植物の利用

などの対策が考えられる。ここでは植物機能の面から考

えてみたい。すでに培地のリン濃度に対する生育に種間

差のあることが報告されており，この要因を解析して効

率的種の育成をはかることも対策の一つであろう。

　リン吸収の種間差の要因として，根の形態，吸収速度，

体内利用率，体内低濃度耐性，生育の遅速，菌根菌の共

表5－3　降水量と窒素負荷量の関係（月別実測値）

年次
小 野 川 八 幡 台

n
相関係数 回 帰 式 相関係数 回 帰 式

58

59

60

11

12

11

0．9299＊＊

0。6756＊＊

0．8729＊＊

y＝0．64x－5．14

y＝0．43x十20．10

y二〇．23x十24．63

0．9182＊＊

0．5200＊

0．4538

y＝0．92x－9．70

y＝0．56x十16．62

3年問 34 0．8387＊＊ y二〇．45x十14．71 0．6308＊＊ y＝0．80x十15．77

x：降水量，y：窒素負荷量（無機態窒素），＊＊●1％水準，＊’5％水準
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生，有機酸の分泌等があげられているが，今回はリン吸

収量の多い植物を土壌に還元することも考慮して，耕地

周辺雑草やマメ科牧草を対象として，リンの用量試験を

行い，リン効率の高い種を選抜するとともに，リン濃度

に対する応答の異なる代表例について，リン吸収の違い

をミカエリス・メンテンの反応速度式によって解析を試

みようとした。なお，本報告は特別研究‘土壌蓄積りんの

再生・循環利用技術の開発’の中で，2年間の参画分担結

果である。

（2〉施肥リン量に対する応答の種間差

　筑波台地黒ボク土壌（リン酸吸収係数2，300，全リン含

量109㎎P／100g，トルオーグリン0．21mgP／100g）を1／

5，000aポットに乾土としてL6㎏つめ，リン施用量を試験

1（1979年）では土壌100g当たり0，10，50，100及び200（mg

P），試験2（1980年）では0，20，100，250及び500（mg

P）として過リン酸石灰で土壌全体に他の肥料と共に混

和した。供試植物は試験1ではトウモロコシ（パイオニ

アデントP3358），ソルガム（スズホ），ダイズ（黒千

石），アカクローバ（サッポロ），チモシー（センポ

ク），トールフェスク（ヤマナミ），メヒシバ，ヒメムカ

シヨモギの9種類とし，ヒメムカシヨモギのみ稚苗を移

植したが，他は種子を直播した。試験2にはマメ科牧草

を供試した。すなわち，暖地型のクロタラリア（C70妬醐

宛ブ％n66α），ムクナ（SあzoJo房π解sp．）デンセイ（S6s枷％宛

s6s6魏），寒地型のダイズ（黒千石），ルーピン（五2ψi肱s

α1伽s，Kiev　Mutant），アルファルファ（ナツワカバ），

スイートクローバ，アカクローバ，シロクローバの9種

類である。試験1，2とも5月4日には種し，70日間ガラ

ス室で栽培した。植物を採取後，地上部と根に分け，乾

燥後全リンを，また，跡地土壌を採取してトルオーグリ

ンを測定した。

　図6－1は無リン区とリン100mg区の乾物重を示した

ものである。無リン区おける生育量の大きいものは，ト

ウモロコシ，ダイズ，ムクナ，ソルガム，ヒメムカシヨ

モギ，クロタラリア，ルーピンなどで，生育のきわめて

不良なものはヨモギ，チモシー，スイートクローバ，シ

ロクローバ，デンセイなどで，やや生育が良いものにア

カクローバ，トールフェスク，メヒシバがあげられる。

生育量の大きいものはヒメムカシヨモギを除くと概して

種子の大きいものであり，逆に生育の劣るものは種子の

小さいもののようである。つまり，低リン条件において

初期生育を確保するには種子の大きいものが有利といえ

る。

　一方，リンを与えた場合に，最も応答の高いものはメ

ヒシバで，トウモロコシ，ソルガム，ヨモギ，チモシー

なども比較的高かった。これに対し，クローバの類やダ

イズ，ヒメムカシヨモギ，ルーピン，クロタラリアなど

は低かった。なお，ダイズとムクナはトルオーグリンが

500ppmをこえると，生長点が萎縮しリン過剰害と思われる

症状を呈した。これに対し，メヒシバは頭打ちがみられ

ず，リンが多いほど生育が旺盛であった。このように，

リン施与に対する応答の高いものをresponder，低いもの

をnon－responderと呼ぶ。なお，無リン区で生育の良いも

のをeffieent，悪いものをinefficientと呼ぶ。この分類に

よると，トウモロコシはresponderでefficient，メヒシバ

はresponderでinefficient，ヒメムカシヨモギはnon－re－

sponderでefficient，クローバの類はnon－responderでか

っinefficientということができる。リンがまったく不足

している条件ではinefficientが，リン施与のできる条件

ではresponderが望ましいわけで，このような植物の特性
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を把握しておくことが，リンの施肥効率を高めるうえで

必要と思われる。

（3）低リン条件下における生育及ぴリン吸収の

　　種間差

　リン用量試験によって，低リン条件でも生育の比較的

良いもの，リンを与えてもあまり生育が良くならないも

のあるいは顕著に良くなるもののあることが明らかと

なった。そこで，低リンでは生育が悪く，リンを与える

とそれが多いほど良くなる（responder）メヒシバと，低

リンでは比較的生育が良いが，リンを与えてもあまり効

果のない（non－responder）ヒメムカシヨモギを例とし

て，低リン培養液で栽培し，生育量やリン吸収を比較し

た。すなわち，メヒシバとヒメムカシヨモギの稚苗を採

取し，これを2602の循環水耕装置で30日問均一栽培した

のち，リンのみを0。6及び3．0μMとし，同一装置で2週間

栽培した。リン濃度は毎日1～2回補正した。0，1，2

週間目に各5個体をとり，根長，乾物重及びリン吸収量を

求めた。根長はルートスキャナーで，リン吸収量は植物体

の分析より求めた。処理2週間後の地上部乾物重及びリン

含有率の変化を表6－1に示した。乾物重はメヒシバで著

しい増加がみられ，0．6μMでは約8倍，3μMでは17倍の

増加を示した。これに対し，ヒメムカシヨモギは約2倍に

しか増加せず，しかも，リン濃度による差は認められな
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7月8日は処理開始日

かった。つまりメヒシバはきわめて生育が速く，リン濃度

に対する反応性が高い。これに対しヒメムカシヨモギは生

育が緩慢であり，リン濃度に対する反応性が低いという特

徴がある。

　リン含有率はいずれも2週間後に低下しているが，メヒ

シバで著しく，0．6μMではライ。に，3μMではκに低下し

たのに対し，ヒメムカシヨモギでは％～％の低下にとど

まった。

　一方，根長は図6－2に示したとおりで，乾物重とほぽ

同一の傾向を示した。すなわち，メヒシバでは3μMで500

mに達し，これは当初の20倍以上に相当し，O．6μMでも300

mに達した。これに対してヒメムカシヨモギでは両処理区

とも僅かな伸びしか示さなかった。

　リン吸収は図6－3に示したとおりでメヒシバの3μM

区のみで吸収量の増加が認められた。

　以上のことから，メヒシバはある程度のリンがあると，

それを吸収もし，旺盛に生育するが，きわめて薄いリン濃

度では吸収は起こらず，その生長は既存の体内リンに依存

すると考えられる。このことは表一1にあるように，体内

のリン濃度が0．08％というきわめて低濃度でも生長した

ことからも伺われる。そして，メヒシバがいわゆる低リン

濃度耐性に富む植物であることを示すものといえよう。こ

れに対して，ヒメムカシヨモギは生長がきわめて遅く，リ

ンの要求性は小さいため，2週問の生育期間では僅かな吸

収にとどまったものと考えられる。

（4）リン吸収速度の種間差

　以上の結果をふまえ，メヒシバとヒメムカシヨモギの単

位根重当たりの吸収速度を比較した。すなわち，メヒシバ
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では初期リン濃度を100μM，ヒメムカシヨモギでは33μM

とした培養液1．6乏に，あらかじめ均一栽培しておいた個

体を各1個体入れ，通気しながら培養し，30～60分おきに

培養液のリン濃度を測定した。その濃度減衰曲線及び根の

乾物重当りの吸収速度曲線を画いたのが図6－4，6－5

である。これらの結果をHofsteeプロットにあてはめ，最

大吸収速度Vmax及びVmaxの％になるときの培養液濃

度Kmを求めた。Vmaxは根の乾物1g当たリメヒシバで

15．5μmol・h『1，ヒメムカシヨモギで2．5μmol・h－1，Kmは

それぞれ62．3μM，14．2μMで，両者ともメヒシバでは大き

い値が得られた。これらのパラメーターは吸収能の解析に

重要である。すなわち，Vmaxの大小は高リン条件に対す

る適応性の強弱を示し，Kmは吸収元素との親和性を示

し，低い値ほど吸収に優利であることを示す。この観点か

らメヒシバとヒメムカシヨモギを比べると，メヒシバは

Vmaxが大きく，リン肥沃度の高い条件を好むが，Kmも

大きいため，低リン条件には弱いといえる。一方ヒメムカ

シヨモギはVmaxが小さく，リンを多く与えても効果が期

待できないが，Kmが小さく，したがって，メヒシバより

低リン条件でもリンを吸収する能力があるといえる。リン

の用量試験によると，メヒシバはリン施用量が多いほど良

い生育を示したが，ヒメムカシヨモギはほとんど効果がみ

られなかったのは，両者のこのような性質を反映したもの

と推察される。

　なお，図6－3にあるように，低リン条件下ではヒメム

カシヨモギはリンをほとんど吸収しないようにみうけら

れるが，これはこの植物の生育がきわめて遅く，また，リ

ン吸収も緩慢なためと考えられる。
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　メヒシバは肥沃な耕地でよく繁茂し，ヒメムカシヨモギ

は荒れ地などのせき薄な土壌で，群落を形成するが，この

ような植物の要因にリン肥沃度や生育の遅速をあげるこ

ともできよう。

　以上のように，植物のリン要求性には種によって相違が

みられ，その指標の一つとして吸収速度のパラメーターを

利用することも可能と考えられる。すなわち，リン効率の

面からみると，Vmaxが大きく，：Kmが小さいことがより

望ましいタイプといえよう。

（5）おわりに

　リン鉱石の寿命はあと50年とも100年ともいわれている

が，いずれにしろ有限であることに変りはない。その意味

からも，リンのリサイクルや効率的利用をはかることはき

わめて重大な命題である。バイテクで多収品種が育成され

たとしても，それを育てる栄養素の枯渇があってはどうに

もならない。ここに示した例はほんの糸口にしかならない

かも知れないが，リンが絶対的に不足している地域でのリ

サイクル，日本のように，これまでにかなりのリンが施用

されている土壌での有効化技術の開発にとっても，植物機

能の利用は重要であり，かつ，そのような知見を積み重ね

ながら，新品種の作出に役立つことを期待したい。

　　　　　（環境生物部　植生管理科　他感物質研究室）
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リン濃度一吸収速度曲線
図6－5 ヒメムカシヨモギのリン減衰曲

線とリン濃度一吸収速度曲線
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7．イネ苗立枯病菌ノ～hJzo卿s　o屠n6nsゑsの

　　毒素りゾキシン

（1）はじめに

　現在，広く一般に行われているイネ機械移植栽培のため

の箱育苗は昭和46年頃から急速に普及し始めたが，それに

伴ってリゾプス（クモノスカビ）属菌による新しい立枯性

病害が各地で発生し，一か所の育苗センターで数千箱もの

苗を廃棄しなければならなかったという事例も生じ，全国

的に問題となった。

　病原菌のリゾプス属菌として6種ほど報告されている

が，そのなかでもRh劾餌s6h吻醜諮の病原性が最も強

く，大きな被害を与える（写真7－1）。

写真7－1 Rhたoρκs6h初6盟slsによるイネ

苗立枯病の発生

上は感染によって発芽が悪く
なった状態，培土の表面に白い

かび（病原菌の菌糸）がみえる，

下は無発病の箱

写真7－2 1～h120φπs6hi％6ηsづsの胞子嚢

小さい粒子は胞子嚢胞子

　この病原菌（写真7－2）は土壌中や空中に広く存在し

ており，発酵工学の分野ではフマル酸発酵菌として古くか

ら知られているが，箱育苗が行われる以前にはイネの病原

菌としての記載はなかった。

　箱育苗は特殊な環境，すなわち高温，多湿，密植，多肥

の条件下で行われるで，高温と有機物を好むこの病原菌が

育苗箱で一旦発生すると，急速に蔓延して大きな被害を生

じる。

　後述のように，病原菌の産生する毒素が本病の病徴発現

に関与していることが強く示唆されたので，本病の実態を

明らかにする一助として，毒素の検索に着手した。

（2）病　　徴

　病徴は出芽時から現れる。種子根の生育は著しく抑制さ

れ，その先端部が丸く膨らんでこん棒状の根となる（写真

7－3）。その後，次々にでてくる冠根の先端部も同様に脹

らんで生育が抑制され，たこ足状となり，また鞘葉の基部

が膨らむなど非常に特異な病徴を示すようになる。発病が

軽い場合には，一見苗の生育は次第に回復するように見え

るが，根の生育は悪い。激しく発病した場合には，籾が腐

敗して出芽しなかったり，苗全体が枯死して立枯れ症状に

なる。

写真7－3　出芽時の病徴

（3）毒素の検索，単離と化学構造

　病原菌の感染によって膨らんだ種子根の先端部を光学

顕微鏡と走査型電子顕微鏡で観察すると，病原菌は根の表

面や1～2層の表皮及び外皮細胞だけに存在しており，そ

れより内部の組織には侵入していないことが確認された

（写真7－4）。
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写真7－4　罹病種子根先端部の走査型電子

　　　　　顕微鏡像
　　　　　上半は皮層組織，下半は根の表

　　　　　面

　また，病原菌の培養液をフィルターで無菌ろ過した液

に，2mm程度に発芽したイネ種子を浸漬すると，種子根の

生育が抑制され，その先端部が膨らんでこん棒状になり，

本病の病徴によく類似した症状が発現した。

　以上のことから，本病の特異的病徴は病原菌の産生する

毒素によって誘起されるものと考え，毒素の検索を始め

た。

　この毒素の産生量は培地組成，培養温度及び日数，また

培養方法などによって著しく影響を受けるので，まず毒素

産生のための最適条件について予備試験を行った。その結

果，ペプトン・グルコース培地を用い，32℃で2日間，ペ

トリ皿で液体静置培養する方法がよいことがわかり，延約

5万枚のペトリ皿を用いて病原菌を培養し，合計約1，0001

の培養ろ液を得た。この培養ろ液からジエチルエーテルで

抽出し，各種クロマトグラフィーによって精製した結果，

淡黄色粉末状の純粋な毒素を得ることができた。当時，毒

素の産生量は培養ろ液11当たりわずかにl　mg程度であっ

たが，培養法の改良によって現在ではその20～30倍量の毒

素を得ることができるようになった。

　さらに，その化学構造について検討した結果，この毒素

は分子量625，分子式C35H470gN，融点131～1350C，16員ラ

クトン環，6員ラクトン環，トリエンと共役したオキサ

ゾール環の側鎖をもつ新規のマクロリド化合物であるこ

とが明らかになり，リゾキシンと命名した（図7－1）。

　その後，7種のリゾキシン類縁化合物も単離され，それ

ぞれの化学構造が決定された。

（4）リゾキシンの生物活性

1）植物に対する活性

　濃度10ng／mlのリゾキシン溶液に，発芽したイネ種子を

浸漬して32QCで24時問保つと，種子根の生育が抑制され，

その先端部が膨らんでくる。もっと高い濃度では，鞘葉基

部も膨らんで，自然発病の病徴と全く同様な特異的症状が

発現する。

　リゾキシンによる種子根先端部の膨化程度には品種間

差異が認られる。供試した日本稲41品種では，ほぼ同程度

の膨らみが形成されるが，外国稲では一般に膨化の程度が

小さい品種が多い。しかし，なかにはSigadagaboのように

日本稲と同程度の膨らみを形成する品種もある。

　リゾキシン処理によって膨らんだ種子根先端部の細胞

は無処理細胞の約2倍に肥大し，細胞壁の厚さも約3倍と

なり，また液胞の発達も著しい（写真7－5）。根の横断面

における細胞数は処理，無処理問でそれほど差がないが，

縦断面の細胞数はリゾキシン処理によって著しく減少す

る。
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図7－1　リゾキシンの化学構造
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　また，種子根が3～4cm程度に伸長した時期にリゾキシ

ン処理すると，冠根を含む根全体の生育が抑制され，根先

端部や根毛だけが膨らむことから，リゾキシンは盛んに分

裂している細胞に強く作用するものと推測した。

　イネ以外の植物に対するリゾキシンの活性を調べるた

め，オオムギ，コムギ，エンバク，トウモロコシ，レタ

ス，ダイコン，キャベツ，エンドウなど49種の植物種子を

リゾキシン溶液に浸漬，処理した。その結果，大部分の植

物の根の生育が抑制されたが，その抑制程度は植物によっ

て異った。また，根の先端に膨らみを形成した植物はダイ

コンとキャベツだけであり，その膨らみの程度もイネと比

較するとやや小さく，根先端部の膨化作用は主としてイネ

で特異的に認られる。

2）微生物に対する活性

　上述のように，リゾキシンは非常に低濃度で植物の細胞

分裂を阻害することが明らかになったので，次に植物病原

真菌と病原細菌を供試して，微生物に対する活性を調べて

みた。その結果，リゾキシン産生菌であるノ～h劾ρ欝

oh初6臨sの生育にはほとんど影響を与えないが，ほかの

9種の病原真菌に対しては，0．1～1μg／m1の濃度でそれ

らの生育を完全に阻害するか，またはかなり抑制し，リゾ

キシンには強い抗真菌活性もあることが判明した。しか

し，同濃度のリゾキシンは病原細菌の増殖に対してはほと

んど影響を与えなかった。

　また，10～100ng／m1の低濃度でイネいもち病菌分生胞

子の発芽を抑制し，しばしば捻れ曲った異常発芽管が観察

された（写真7－6）。そこで，リゾキシンをいもち病の防

除に利用できるのではないかと考え，イネ幼苗を用いた温

室内試験によって，リゾキシンのいもち病防除効果につい

て検討した結果，400ng／m1の濃度で全く病斑が形成され

ず，またイネに対する肉眼的薬害も観察されず，優れたい

もち病防除効果を示した（表7－1）。

翫嶺・

　譲♂
　　　　　　　　　　　　　羅

　　　　　　　　　　憧．・甲　難

　　羅・一

　　禽・臼甲

　　ま灘

　　　毒’

写真7－6　リゾキシンによって誘起された
　　　　　イネいもち病菌分生胞子発芽管

　　　　　の異常

表7－1　リゾキシンのイネいもち病防除効果

濃度（ng／ml） 病斑数＊（個） 防除価（％）

　0

25

50

100

200

400

26．1

9．8

6．9

4．7

3．6

0

62．5

73．6

82．0

86．2

100

爵

書

壷

写真7－5　リゾキシン処理種子根先端部横
　　　　　断面の光学顕微鏡像
　　　　　右は同倍率の無処理根

争

＊：1葉当たりの病斑数，10葉平均

3）動物に対する活性

　リゾキシンは植物のほか，真菌に対しても強い生理活性

を示すことが明らかになったので，ウニ受精卵を供試し

て，動物細胞に対する活性も調べてみた。その結果，10ng／

m1の低濃度でその卵割を完全に阻害するが，DNAポリメ

ラーゼ活性を阻害しないことが確認された。この実験とほ

ぼ併行して，マウス白血病細胞L5178Yの試験管内増殖に

対する抗腫瘍活性を調べたところ，3ng／m1以下の低濃度

でその増殖を強く抑制した。

　さらに，マウスを用いた動物実験により，マウス腹水癌

M：H134（表7－2，写真7－7），白血病P388，L1210，

黒色腫B16，ヒト癌に対して優れた抗腫瘍活性を示すこと

が確認された。また，現在広く臨床使用されている抗癌剤

ビンクスリチンやアドリアマイシンに耐性の腫瘍細胞株

に対しても強い抗腫瘍活性を示すなど，リゾキシンは植

物，真菌のほか動物に対しても非常に特色ある生物活性を

示した。
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表7－2 マウス腹水癌MH134に対するリゾキシ
ンの延命効果

められている。

投与リゾキシン量供試マウス数

　（UG／㎏／日）　　　（匹）

平均生存日数　延命効果丁／C＊

　（日）　　　　（％）

（6）おわりに

150

　15
無投与

47．8

31．8

17．2

278

185

＊T：リゾキシン投与群の平均生存日数

C：無投与群の平均生存日数

糠聯爆櫻餐ぎ’

糠・，

写真7－7 マウス腹水癌MH134に対する
リゾキシンの延命効果

上はリゾキシン投与によって，

腹部の膨らみが小さくなったマ

ウス，下はリゾキシンを投与し

ない死亡寸前のマウス

（5）リゾキシンの作用機構

　リゾキシンは上述のように，真核生物の動物，植物，真

菌に対して強い生物活性を示すが，原核生物である細菌や

植物ウイルスの増殖に対しては何ら影響を与えない。ウニ

卵割の細胞生化学的研究，リゾキシン処理した腫瘍細胞の

形態観察，フローサイトメトリーによる研究結果などか

ら，リゾキシンは細胞内蛋白繊維構造である微小管に作用

することがほぼ確認された。ブタ脳から抽出した微小管蛋

白を用いて，リゾキシンの詳細な作用機構の解明が現在進

　イネ苗立枯病菌Rh♂～oφκs6勉n飾s客sの産生する毒素の

解明を目的としてこの研究が開始されたが，意外なことに

リゾキシンは植物毒素であるばかりでなく，動植物，真菌

に対して広く作用する抗生物質であることも明らかに

なった。微生物の二次代謝産物とその活性の多様性，また

生物検定の重要性について改めて認識させられた。

　この研究は当研究室と東京大学応用微生物研究所が主

体となり，北陸農業試験場，新潟県農業試験場，旧植物ウ

イルス研究所，東京大学医学部，同薬学部，癌化学療法セ

ンター，三共発酵研究所，同生物研究所，共立薬科大学と

の共同研究として行われている。研究の一部は別枠研究

“生物防除”の一環として行われた。また，動物試験につ

いては家畜衛生試験場の関係者の方々の御指導と多大な

御援助を得た。

　　　（環境生物部　微生物管理科　寄生菌動態研究室〉

8．トビイロウンカの人工飼育法ならびに
　　栄養生理

（1）はじめに

　トビイロウンカは，日本では越冬出来ず毎年海外からわ

が国に飛来するイネの重要害虫の一種であるが，栄養要求

や発育生理は不明な点が多い。そこで，この虫の栄養要求

を解明するため，既知の化学物質だけからなる完全合成飼

料を開発した。この合成飼料を使用して栄養要求や摂食を

刺激あるいは抑制する物質を明らかにした。

（2）人工飼育器具

1）飼育容器

　飼育容器としては図8－1Aに示すような簡単なガラ

スびんを用い，容器の底には湿ったろ紙を敷いた。このび

んの切口は焼口でなめらかなことが必要である。この飼育

容器は既製品はないので特別注文して作らせる。人工飼料

をはさみこみ吸汁させるための薄膜は，アメリカ製のパラ

フィルムMまたは国産のフジ・シーロンフィルムのどちら

でもよいが，筆者はシーロンフィルムが発売されてから

は，シーロンフィルムを使用している。

2）採卵容器

　採卵容器を図8－l　Bに示す。これは三橋が考案したも

ので既製品はないが，数個あれば足りるので自分で作る。

作り方は，使いすてのプラスチックのシャレーの横に小孔
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表8－1　人工飼料（MED－1）の組成（mg／100ml）

L一αアラニン
γ一アミノ覗一酪酸

L一アルギニンー塩酸塩
L一アスパラギン

L一アスパラギン酸

L一システイン
L一シスチン塩酸塩
L一グルタミン酸

L一グルタミン
グリシン

L一ヒスチジン
DL一ホモセリン

L一イソロイシン

L一ロイシン

L一リジシー塩酸塩

L一メチオニン
L一フェニルアラニン

L一プロリン

DL一セリン

L一スレオニン
L一トリプトファン
L一チロシン

L一バリン

100

20

400

300

100

50

　5

200

600

20

200

800

200

200

200

100

100

100

100

200

100

20

200

チアミン塩酸塩

リボフラヒン

ニコチン酸

ビリドキシン塩酸塩

葉酸

パントテン酸カルシウム

イノシット

塩化コリン

ビオチン

アスコルビン酸ナトリウム

スクロース

塩化マグネシウム

リン酸一カリウム

塩化第二鉄

塩化第二銅

塩化マンガン

塩化亜鉛

塩化カルシウム

pH：（KOHで調節）

　2．5

　5．O

lO．0

　2．5

　1．0

　5．0

50．0

50．0

　0．1

100．0

5，000

200

500

2．228

0．268

0．793

0．396

3．115

6．5

を開け，L字型にまげたプラスチックのチューブを差し込

み，接着剤で固定する。一方，ふたの方には，虫かごとな

るプラスチックの円筒がはまり込む大きさの穴を開け，虫

かごをはめ込んで接着する。虫かごの上部の横には虫を入

れるための小さな孔を開けておく。

3）その他必要な器具

　人工飼料を滅菌するための滅菌ろ過器として，ザイツ

フィルターまたはミリボアあるいはザートリウスなどの

メンブランフィルターを用意する。メンブランフィルター

を用いる場合はボアーザイズ0。45μmのものを用いる。ま

た，調製し滅菌した人工飼料を分注保存しておくため，容

量20－25mlの耐熱性のねじぶた付き試験管が必要である。

そのほか使いすて用として売られているパスツールピ

ペット，ふ化した幼虫を飼育容器に移すときに使う小筆も

必要である。

（3）人工飼料の調製法

人工飼料はすべて既知の化学物質からなる完全合成飼料

で，組成を表8－1に示す。この表に示された飼料を調製

の都度一つ一つ加えていては手間がかかるので，大量に用

いる場合は，アミノ酸は全部まとめて2倍の濃縮混合液と

しておく。アミノ酸を溶かすときにシスチンとチロシンは

中性の水にはとけにくいので，少量の酸性液に溶かしてお

き，その後蒸溜水を加えて残りのアミノ酸を加える。ビタ

ミンは，10倍の濃縮混合液を作る。リボフラビンは溶けに

　　　フ
8cm　　ス
　　　び

1ん

B
飼料

5

　　　1
飼料　　　シ

　　1　　口

●●o、鴨

ン
フ
イ
ノレ
ム

　シ
　1
　口虫　　ン

　フ
　イ
　火

　響

虫 フ
＿
三
舌
ク湿ったろ紙

図8－1

スクロース液

サリチル酸

棉
栓

フ

ラ

チ

ツ

プラスチックシャーレ

トビイロウンカの飼育容器（A）
および採卵容器（B）

くいので初め50QCに加温して溶かす。また，ビオチンも中

性の水には溶けにくいので少量のアルカリ液に溶かして

から加える。アスコルビン酸ナトリウムは，溶解すると凍

結しておいても酸化するので飼料を最終的に調製する際

に加える。鉄，銅，マンガン，亜鉛およびカルシウムの微

量金属は100倍濃縮液を作り冷蔵庫に保存する。アミノ酸

ならびにビタミン混合濃縮液は，一20。Cに凍結保存する。

最終的に調製した飼料は滅菌ろ過器を通して滅菌し，ねじ

ぶた付試験管に分注し，使用時まで一200Cに凍結保存す

る。いったん溶解し使いかけた飼料は冷蔵庫に保存し，な

るべく1週問以内に使いきる。
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（4）人工飼育の方法

1）採卵法

　トビイロウンカはイネの組織の中に卵を産み付け，産卵

の際吸汁が行われるので，栄養生理の研究を行う場合は，

イネ以外の所に人工的に産卵させるか，イネに産卵させた

卵をイネから取りだすかの二つの方法がある。人工的に採

卵容器に産卵させるためには，図8－l　Bに示したよう

に，まずシャーレの上面に引き伸ばした膜をはり，回りを

輪ゴムで固定する。5％スクロース液に0．004Mのサリチ

ル酸を加えpH6．5に調整する。この液をサイドアームから

入れる。この際，液と膜が密着するように容器を傾け，サ

イドアームから気泡を追い出す。次に，虫かごを取り付け

下端の3か所をセロテープで留める。次に，容器の天井に

引き伸ばした膜を張り，人工飼料を1滴滴下しその上をも

う1枚の膜で覆う。容器の側面の穴から30－40頭の成虫を

入れ綿栓する。この方法で，トビイロウンカは溶液中に産

卵する。産卵は連続的に行なわれるが，毎日あるいは1日

おきに生まれた卵を集める。まず虫かごを外し，虫を他に

移す。産卵は膜を通して行われるので，一部の卵はシャー

レの底に沈み，一部は膜にくっ付いた状態にある。膜に

くっ付いた卵は実体顕微鏡下で，微針を用いて溶液の中に

突き落し，膜を取り除いてから沈んでいる卵をパスツール

ピペットで吸い上げる。小型シャーレに水を入れ，得られ

た卵をその中に保存する。卵の発育は水中でも正常に進行

する。トビイロウンカの卵期間は，250C，16時問照明下で

8日前後である。水中でふ化するとおぼれて死んでしまう

ので，ふ化直前の卵を湿ったろ紙の上に移してふ化させ

る。

2）幼虫の飼育法

　トビイロウンカは，ヒメトビウンカやツマグロヨコバイ

の飼育法では飼育出来ないが，飼育容器の底に湿ったろ紙

を敷いて湿度を保つことにより，ふ化幼虫から成虫まで飼

育できる。図8－1Aに示したように，丸く切ったろ紙を

飼育容器の底に張りつけ，その上に水を1滴たらす。上記

の方法で採卵しふ化させた幼虫を，小筆を使いこの容器の

中に移した後，膜を縦横2倍の長さに引き伸ばして飼育容

器に張り付ける。その上にパスツールピペットで人工飼料

を1滴膜の上に滴下し，更にもう1枚の引き伸した膜で

覆って飼料をサンドイッチ状にする。トビイロウンカ幼虫

は，膜を通して人工飼料を吸汁する。この方法で，25QC，

16時間照明下で飼育する。飼料には防腐剤や抗生物質など

を入れていないため，細菌やカビなどにより変質するの

で，飼料は1日おきに取換える。同一容器で初齢から成虫

まで飼育することが出来るが，容器内が排せつ物などで汚

れたら新しい容器に換える。

（5）栄養生理

　昆虫の発育に不可欠な物質が何であるかを調べるため

には，人工飼料の組成中から一つずつ物質を除いたりある

いは加えたりして，その物質なしで昆虫が育つかどうかを

調べなければならない。これは非常に時間と労力のかかる

仕事である。当研究室ではヒメトビウンカにつづいてトビ

イロウンカの発育に不可欠な物質を明らかにしたが，同様

な研究は外国ではまだ成功していない。

1）糖

　糖はエネルギー源として不可欠な物質であるとともに

産卵あるいは摂食刺激物質として重要である。トビイロウ

ンカ幼虫に対する糖の栄養価を明らかにするために，表8

－1のMED－1飼料を基本にして人工飼料を調製した。

MED－1飼料には，糖として5g／100mlのスクロースが加え

られている。スクロースの濃度を変えることにより，幼虫

の発育がどのような影響を受けるかを検討するため，スク

ロースだけが0－50g／100m1の濃度の飼料を調製した。次

に，スクロース以外の糖類の栄養価を明らかにするため，

MED－1飼料からスクロースを除去し，そのかわりに5g／

100m1の濃度のグルコース，フラクトース，ラフィノース，

マルトースおよびトレハロースをそれぞれ個別に加えた

飼料を調製した。また，5g／100mlのグルコース，フラク

トース，ラフィノース，マルトースおよびトレハロースに

lg／100m1のスクロースをそれぞれ加えた人工飼料も調

製して供試した。供試虫数は各区100頭で，個体飼育を行い

脱皮，羽化，死亡までの発育状態を記録した。ふ化幼虫を

0－50g／100m1のスクロースを含む飼料で飼育した結果，

飼料中の唯一の糖であるスクロースを全く含まない人工

飼料で飼育した場合には，飼育開始後3日目までにすべて

の個体が死亡した。1g／100m1のスクロース含有飼料で

は，幼虫はある程度発育したが4齢幼虫にまで達した個体

はなかった。3g／100m1では，ごくわずかではあるが成虫

まで発育した個体がみられた。3－50g／100m1までの各区

では多かれ少なかれ成虫が得られた。一方，幼虫の発育期

間は，5g／100mlで一番短く，発育が最も良いことが明ら

かになった。スクロースの濃度が10－50g／100m1と高濃度

になるに従って，幼虫の発育期間は長くなる傾向を示し

た。40g／100m1のスクロース含有飼料で飼育した場合の平

均幼虫期間は44日と一番長く，一番短かかった5g／100m1

スクロース区の2倍であった。幼虫期間が短くて成虫に

なった個体でも，長くかかって成虫になった個体でも成虫

の大きさに変わりはなかった。また，スクロースのかわり
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にそれぞれ5g／100m1のグルコース，フラクトース，マル

トース，トレハロースおよびラフィノースを個別に含む合

成飼料を用いた場合には，いずれの糖でも幼虫は1－2齢

で死亡した。しかし，グルコース，フラクトースおよびマ

ルトースに1g／100m1のスクロースをそれぞれ加えるこ

とにより，ふ化幼虫から成虫まで発育した。1g／100m1の

スクロースではトビイロウンカは幼虫期にすべての個体

が死亡するので，この結果はスクロースがトビイロウンカ

の摂食を促進し，グルコース，フラクトースおよびマル

トースがエネルギー源として利用されたためで，スクロー

スはトビイロウンカの摂食促進物質の1種であると考え

た。また，トレハロースとラフィノース添加の場合は1g／

100mlのスクロースを加えても1齢幼虫ですべて死亡した

ので，スクロースの摂食促進作用よりこの2種類の糖の摂

食抑制作用の方が強く働いたため吸汁ができなくなって

死亡したと考えた。以上の実験から，飼料に5g／100mlの

スクロースが含まれている場合にトビイロウンカの幼虫

発育は最も促進されることが明らかになった。飼料が高濃

度になるに従って幼虫期間が長くなる原因は明らかでな

いが，飼料中のスクロースと他の栄養物質とのバランスが

トビイロウンカ幼虫の発育に関係しているのではないか

と考えた。

2）アミノ酸

　幼虫の発育に不可欠なアミノ酸を明らかにした。MED

－1飼料から個別にアミノ酸1種類を除去した飼料でトビ

イロウンカ幼虫を飼育した結果，アラニン，アミノーn酪

酸，アルギニン，アスパラギン，アスパラギン酸，システ

イン，シスチン，グルタミン酸，グルタミン，グリシン，

ヒスチジン，ホモセリン，イソロイシン，ロイシン，リジ

ン，メチオニン，フェニルアラニン，プロリン，セリン，

スレオニン，トリプトファン，チロシンおよびバリンのい

ずれを欠いた飼料でもトビイロウンカは成虫まで発育し

た。システイン，ヒスチジンおよびメチオニンを欠いた飼

料では，MED－1飼料に比べて幼虫期間が長くなることが

明らかになった。また，成虫化率は，幼虫期問が長くなる

ほど低くなる傾向を示した。幼虫期における死亡はふ化直

後に多くみられたが，いずれのアミノ酸を個別に除去した

飼料でも20日以上生存することが出来た。23種のアミノ酸

を同時に除去した飼料ではトビイロウンカは15日問しか

生存出来なかった。以上により，トビイロウンカの幼虫発

育に不可欠なアミノ酸はないことが明らかになった。これ

は栄養要求の調べられている他の昆虫に比べて非常に特

異的といえる。多くの昆虫の必須アミノ酸は，ネズミやほ

乳動物の必須アミノ酸と同様に，アルギニン，ヒスチジ

ン，イソロイシン，ロイシン，リジン，メチオニン，フェ

ニルアラニン，トリプトファンおよびバリンの10種であ

る。ウンカ・ヨコバイ類でアミノ酸要求性が調べられてい

るのはヒメトビウンカだけであるが，ヒメトビウンカで

は，幼虫の発育に不可欠なアミノ酸はシスチン（システイ

ンは飼料中でシスチンに変わる〉またはシステインとメチ

オニンの2種である。このことは，同じウンカ類でも，種

によりかなりアミノ酸要求性が異なることを示している。

ウンカ類のアミノ酸要求が他の昆虫に比べて少ないのは，

体内にいる細胞内共生微生物が宿主に必要な物質を生産

して与えているからだと考えられている。トビイロウンカ

は腹部の脂肪体内にある菌細胞（mycetocyte）に酵母様共

生菌を持っており，これがトビイロウンカ幼虫の発育に必

要な物質のかなりの部分を生産しているのであろうと考

えられている。しかし，全部のアミノ酸を除去してしまう

と発育しないので，あるアミノ酸が他のアミノ酸の代用と

して利用されているか，あるいはアミノ酸相互間のバラン

スが重要な意味をもっているのではないかと考えられる。

これらは共生微生物の役割とともに，今後に残された問題

である。

3）　ビタミン

　幼虫の発育に不可欠なビタミンを明らかにした。MED

－1飼料から個別に各ビタミン1種類を除去した飼料でト

ビイロウンカをふ化幼虫から飼育した結果，チアミン，ピ

リドキシンおよびパントテン酸を欠いた飼料では，幼虫発

育を完了することが出来なかった。また，ニコチン酸およ

び塩化コリンを欠く飼料では，幼虫期間が顕著に長くな

り，アスコルビン酸を欠く飼料ではやや長くなった。その

他のビタミンを欠いた飼料では，幼虫期間は完全飼料と比

べて差はみられなかった。幼虫期における死亡は，飼育開

始直後に多くみられチアミン，ピリドキシンおよびパント

テン酸を欠く飼料では，それぞれ11日後，14日後，15日後

にすべての個体が死亡した。以上により，トビイロウンカ

の幼虫発育に不可欠なビタミンはチアミン，ビリドキシン

およびパントテン酸の3種であることが明らかになった。

これは，他の昆虫に比べて少ないといえる。ビタミンの場

合にもアミノ酸と同様に共生微生物がトビイロウンカに

ビタミンを生産して与えているためと考えている。

（6）おわりに

　トビイロウンカの人工飼料による飼育は確立され，栄養

要求や発育生理および虫体内での体謝なども詳細に研究

出来るようになった。これと関係してトビイロウンカの体

内から共生微生物を取りのぞくことが出来れば，共生微生

物が果している役割についても明らかにされることと思

われる。そして，この分野の研究は将来，抵抗性品種の選



皿　研究成果の展望 57

抜や化学的防除法にも寄与しうるものと考えられる。ま

た，ウイルス・マイコプラズマ等の経口接種，殺虫剤の経

口投与等いろいろな試験・研究に応用することが出来る。

この飼育技術は，最近では野菜の害虫アザミウマの人工飼

育やダニの天敵であるカブリダニの人工飼育にも活用さ

れつつある。単食性（トビイロウンカは日本ではイネ以外

の植物では発育出来ないとされている）で吸汁性の昆虫の

栄養要求性を明らかにした意義は大きい。

　　　　　（環境生物部　昆虫管理科　天敵生物研究室）

9．除草剤ピラゾレートの残留分析法の

　開発と水田における動態解明

（1）はじめに

　農薬の安全性の評価及び適切な使用方法を設定するた

め，食品や水，土壌など環境中における農薬の動態を明ら

かにし，また農薬の作用機構や生体内挙動を解明すること

は重要であり，そのために農薬の分析は欠くことができな

い。農薬の種類は多種多様で，年々新しい農薬が登録さ

れ，各々分析法が提示されている。しかし，その分析法が

必ずしもあらゆる場合に適用できるわけではなく，目的に

応じて分析法を改変ある・いは新たに確立する必要がある。

　ピラゾレートは我が国で開発され，昭和55年に実用化さ

れた新しいタイプの水田用除草剤で，イネとヒエの間に属

間選択性を示すばかりでなく，ホタルイ，ウリカワなど多

年生雑草にも卓効を示し，近年使用量が著しく増加してい

る。散布されたピラゾレートは土壌中で加水分解して

DTP（脱トシルピラゾレート，図9－1）に変化し，この

DTPにより植物がクロロシスを発現して除草活性を示す

と言われている。従って，水田に処理したピラゾレートの

動態を明らかにするためにはピラゾレートばかりでなく

同時にDTPについても調べる必要がある。

　ピラゾレートの分析法は環境庁告示によるガスクロマ

トグラフ（GC）法があり，この方法ではDTPはトシル化

してピラゾレートとして測定される。しかし，このピラゾ

レートの直接測定法ではカラム条件，ピークの再現性など

に問題があり，土壌中などの微量分析に適用することは難

しい。そこで本研究ではまず抽出したピラゾレートを加水

分解し，生成したDTPをメチル化してGCにより測定する

残留分析法を設定し，ついで試験水田を用いて土壌中のピ

ラゾレートの動態を解明しようとした。

（2）DTPのメチル化定量法の検討

　DTPは一種のフェノール性物質であって，そのままで

は極性が強いのでGCでピークが得られないが，ジアゾメ

タンでメチル化するとシャープなピークが得られた。そこ

でDTPを効率良くメチル化する条件を検討した。

　メチル化はp一トルエンスルホニルーN一メチルーN一

ニトロソアミドとカルビトールを水酸化カリウムの存在

下で反応させて生成したジアゾメタンのガスをDTPの有

機溶媒溶液に導入し，これを溶液の色が黄色に着色するま

で続けた。このメチル化反応生成物を確認するため，アセ

トン溶液中でメチル化した反応液をベンゼン：アセト

ン＝4：1の混合溶媒を展開液とするシリカゲル薄層ク

ロマトグラフィー（TLC）で調べた。その結果，Rf　O．65

とRf　O．45にスポットが確認された。このうちRf値の大

きい方は，かきとって溶媒で抽出した後GCに注入すると

顕著なピークが得られ，これをGC－MSで調べたところ，

DTP－Me（図9－1）から計算される質量数と同じm／

z298に分子イオンピークが認められた。さらにNMRの測

定結果により，このものがDTPの水酸基をO一メチル化さ

れたDTP－Meであることが確認された。一方，Rf値の小

さいほうはGCでピークを示さなかったが，直接試料導入

法による質量分析により，DTP－Meと同じ質量数である

ことが分った。さらにNMRの解析により，DTPの水酸基

ではなくピラゾール環の2個のNのうち置換基のついて

いない方のNがメチル化された化合物であると推定され

　　　　　　GI　　　　　　　　　　　　　　CI　　　　　　　　　　　　　　Cl

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DTp　　　　　　　　　　　　　　　DTP－Me
　　　Pyrazolate

図9－1　ピラゾレートの加水分解と生成したDTPのメチル化
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た。このようにDTPをジアゾメタンでメチル化する際GC

上でピークを与えない化合物を副成することが分ったの

で，つぎにDTP－Meの生成率を調べた。

　DTP－Meの標準品は上述と同様にDTPをメチル化し

て合成し，TLCで繰返し精製した純品を用いた。アセトン

溶液中のDTPのメチル化率はDTP濃度が1～100ppmで

は約80％であったが，これ以下の濃度では低くなり，0．01

ppm以下では10数％に低下した。また，メチル化率は溶媒

の種類によっても影響をされ，アセトン以外にベンゼンと

酢酸エチルについて調べたが，アセトンが最も効率よく，

他のものはこれより10％ほど低く，特に低濃度でのメチル

化率が悪くなった。このようにDTPのメチル化は完全で

はないが，DTP濃度とメチル化後のGCピークの高さは直

線となり（図9－2），これを検量線にしてDTPを定量出

来ることがわかった。最小検出量はECDで0．01ng，FTDで

0．1ngである。

　次いでピラゾレートの加水分解によるDTPの生成条件

を検討した。ピラゾレートは水に殆ど溶けないので，これ

を加水分解するためにピラゾレートのアセトン溶液を酸

あるいはアルカリの水溶液に添加し，室温で30分反応させ

た。ピラゾレートは1N以下の硫酸酸性条件では比較的安

定であるが，酸性度がこれ以上増すと分解するようにな

り，また反応温度が50QCになると1Nの硫酸中でも速やか

に分解し，ほぼ完全にDTPに変化した。一方，アルカリ条

15

。　10
ヒ

1
ク

の
古　
さ

cm

5

GC条件

カラム5％OV－101／Gaschrom　Q／1．1m

カラム温度220℃，注入口温度250℃

キャリヤーガスN250mJ／min

DTP－Me　Rt2．1分

ECD

件下のピラゾレートは不安定で，0．1Nの水酸化ナトリウ

ム溶液中で速やかにDTPに変わった。これらのことから

ピラゾレートのDTPへの加水分解はアルカリ条件で行う

ことにした。そしてアルカリ加水分解によって生成した

DTPは硫酸で酸性にした後ベンゼンに転溶させ，一度溶

媒を留去してからアセトンに溶かしジアゾメタンでメチ

ル化後GCで定量した。

（3）土壌中のピラゾレートとDTPの分別定

　　量法

0
0．1　（ECD）

！．0　（FTD）

　ピラゾレートとDTPはともにアセトン，ベンゼン，クロ

ロホルム等の有機溶媒によく溶ける。しかし，水に対する

溶解度は両者で大きく異なり，ピラゾレートは水に0。056

ppmとほとんど溶けないのに対して，DTPは415ppm溶

け，アルカリ性では塩を作るので更に良く溶けるようにな

る。この性質を利用して両者の土壌からの抽出法と分別法

を検討した。

　DTPはフェノール性水酸基をもっているので土壌に吸

着されやすく，これを土壌から回収するためには酸i生にし

てアセトンのような水に溶けやすい溶媒で抽出する。しか

し，この場合酸性度が重要で，0．5N硫酸一アセトンを土壌

に加えて強く振とうしたときDTPは最も効率良く回収さ

れたが，これ以上あるいはこれ以下の酸1生度では回収率は

低下した。ピラゾレートはこの条件下でほとんど加水分解

されることなく回収できた。抽出したピラゾートとDTP

は抽出液に水を加えベンゼンで振りベンゼン層に転溶し

た。ベンゼン層を0．1N水酸化ナトリウム溶液と振ると

DTPが水層に移ってくる。この操作中におけるピラゾ

レートのDTPへの分解は1％以下であった。次いで水層

に硫酸を加え酸性にした後DTPを再びベンゼンで抽出し，

減圧下で一度溶媒を留去したのちDTPはアセトンに溶か

してジアゾメタンでメチル化した。一方，ベンゼン層中の

ピラゾレートは溶媒を留去してから少量のアセトンに溶

かし0．1N水酸化ナトリウムを加えてDTPに加水分解し

た後，上述のDTPと同様にメチル化し，それぞれGCで定

量した。これをもとに土壌中のピラゾレートとDTPの分

別定量法を図9－3のように設定した。本分析法による検

　出限界はFTD検出器をもちいた場合土壌で0．01ppm，水

で0．001ppmであり，ECD検出器ではさらにこれの1／10に

　なる。また，土壌に0．1ppm及び1ppmの濃度で添加した

場合の回収率はピラゾレートで78および89％，DTPで74

　および69％であった。

0
0

　O．05

　0．5

DTP濃度（ppm）

（4）　ピラゾレートの水田土壌及び田面水中

　　における消長

図9－2　ガスクロマトグラフ法によるDTPの検量線 有機物施用量の異なる水田試験区の土壌及び田面水中
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　　メチル化（ジァゾメタンノ

　　溶媒留去
　　ベンゼン1～5曜

ベンゼン溶液

GC～則定（ECD　or　FTD・

土壌中および水中のピラゾレート及

びDTPの分別定量法

におけるピラゾレートとDTPの消長を測定した。

　農業環境技術研究所の試験水田を区分して，有機物無施

用区，稲わら80㎏／a施用区，稲わら80㎏／aと米粒20㎏／aの

施用区を設け，サンバード粒剤（ピラゾレート10％）ある

いはクサカリン粒剤（ピラゾレート6％，ブタクロール

2．5％）を慣行施用量（0．4㎏／a）散布し，経時的に土壌（深

さ0～5cm）および田面水を採取してピラゾレートと

DTPの分析を行い，総ピラゾレート量を求めた。これらの

測定結果の一部を図9－4に示した。

　田面水中のピラゾレート濃度は散布当初，溶解度（0．056

ppm）を越えて検出される場合もあったが，その後はそれ

以下で推移し，6週間後にはいずれの試験区でも0．01ppm

総
ピ

ラ

ゾ

レ

1
卜

ppm

0
0 10

図9－4

以下となった。一方，DTPは散布1日後にすでに0．3ppm

前後の比較的高い濃度で検出され，その後増加し一週問後

をピーク（0．7ppm）に漸次減少し，6週問後には有機物無

施用区でほとんど検出されなくなったが，有機物を施用し

た区では比較的高い濃度を維持していた。

　土壌中のピラゾレートの濃度は（乾土当り）水田への有

機物投与の有無によって異なり，有機物施用区では散布当

初から低く，無施用区ではそれより若干高い傾向にあっ

た。これに対してDTPはいずれの区でも散布直後から高

い値を示し，その後の減少も緩慢で，特に有機物施用した

区で減少しにくかった。DTPをピラゾレートに換算した

値をピラゾレートの濃度に加え総ピラゾレートとして経

時変化を示したのが図9－4である。散布初期を除きそれ

以降の総ピラゾレートはほとんどDTPと考えてよく，

DTPは水田に有機物を施用した区の方が無施用区より田

面水，土壌ともに消失が遅いことを示している。この土壌

及び田面水におけるピラゾレートの消失パターンの差は

製剤間で大きな違いはなかった。

　これらの結果は土壌あるいは田面水中でピラゾレート

は容易に加水分解をうけてDTPに変化し，このDTPは比

較的安定であり，特に有機物を施用した区で長期問残留す

ることを示唆している。

（5）おわりに

　農産物の生産を維持あるいは増大させてゆくために農

薬の果す役割は多大である。しかし，農薬は害虫，病原菌

そして雑草を殺減あるいはそれらの生育を抑制すること

を目的としており，生物に対して何らかの影響をもつの

で，その効果とともに有益な生物，人畜に対して十分な安

全性のチェックがなされなくてはならない。とくに，除草

剤は直接土壌や田面水に処理するので，環境への影響を予
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　有機物施用量：稲わら80㎏／a，米粒20㎏／a

　一●一稲わら＋米粒区一〇一稲わら区一△一有機物無施用区
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測し，またより有効な施用技術を見出すため，これら環境

中における動態を明らかにしておくことが大切である。

　ピラゾレートは活性体DTPを徐々に放出させ，その効

果を長期問維持させることを狙って作られた新しいタイ

プの除草剤であり，環境中の動態に関する知見はまだ多く

ない。これを明らかにするため本研究で示した分析法は従

来の方法に比べて感度，安定性ともに優れている。しか

し，メチル化率が約80％であり若干低いので，今後他の誘

導体化を含めて検討し改善の余地がある。また，ピラゾ

レートの土壌中の動態について圃場レベルで一定の成果

をうることができたが，まだ十分実態を解明するまでに

至っていない。近年類似の除草剤の開発も進んでおり，こ

れらの動態に関して今後さらに詳細なデータの蓄積が必

要と考える。

　　　　（資材動態部　農薬動態科　除草剤動態研究室）

10．土壌窒素診断技術の栽培システムヘの
　　応用

　　　一土壌窒素の無機化量予測法一

（1）　はじめに

　作物の三要素栽培試験の結果によれば，比較的よく管理

された農耕地では年間5～10㎏／10aの窒素が無機化する

ことが知られている。

　この窒素量は三要素を施用した作物に吸収される窒素

の1／3～2／3を占める。このように土壌から発現する無機態

窒素が作物の窒素吸収に及ぼす影響はきわめて大きい。し

たがって，土壌窒素が①いつの時期，②どのくらいの速度

で，③どれだけの量，無機化してくるかを的確に予測でき

れば作物に対する基肥窒素の量，追肥の時期およびその量

を合理的に決めることができる。

　土壌窒素の無機化の量および速度は肥培管理や土壌の

種類のほかに土壌温度，土壌水分等の環境因子の影響を受

ける。ここでは，土壌窒素の無機化に及ぼす影響因子を土

壌温度に絞った場合について，窒素無機化量予測のための

理論を開発し，これを用いて土壌窒素の無機化量予測を試

みた。

（2）土壌窒素の無機化量予測法

1）無機化量予測のための研究の進め方

　無機化量予測の研究は次の順序に従って行った。

①培養温度の異なる場合の土壌窒素の無機化量の経時

的測定。

　②窒素無機化モデルの作成とパラメータの意味づけ。

　③窒素無機化量の測定データのモデルヘのあてはめと

最適モデルヘの適合によるパラメータの決定。

　④窒素無機化に及ぼす温度影響の定量的把握のための

理論開発と本理論による変換日数の計算法の検討。

　⑤地温データを用いた予測の試み。

2）土壌窒素の無機化のパターンとそのモデル化

　窒素の無機化のデータを解析した結果，窒素の無機化の

一般式は，

　　ノV＝Σ鵡　〔1－exp（一か・t）〕…（1）

　　　　ノ
　　　1V；時問！における無機化窒素量

　　　κ；速度定数（day－1）

　　　賜；可分解性有機態窒素量

　　　！；反応時間（day）

　　　ガ；」種類の窒素化合物

という一次反応式の和で示されることが分ったが，無機化

モデルとしては表10－1に示す3つのモデルに整理でき

た。

　畑の湿潤土壌の培養では窒素の無機化は単純型のモデ

ル（図10－1－1）に，畑の風乾土壌では単純並行型モデ

ル（図10－2－1）に，C／N比の大きい有機物を施用した

畑土壌や水田土壌の一部では有機化・無機化並行型のモデ

ルによく適合することが明らかになった。現在までのとこ

ろ土壌の窒素無機化はこれら3つのモデルで説明できる

ものと思われる。

3）　土壌窒素無機化の特性値一3っの指標一

　土壌窒素の無機化の特性を知るとともに窒素無機化予

測をおこなうためには，下記の3つの特性値（パラメータ）

を求める必要がある。

　これらの特性値は培養試験で得られた窒素の無機化量

の測定データを最適の無機化モデルに適合させる過程で

得ることができる。

　なお，畑の湿潤土壌の窒素無機化で得られた特性値を表

10－2に示した。

　①可分解性有機態窒素量凡（mg／100g乾土または％）

　土壌有機態窒素のうち潜在的に無機化し得る窒素の量

または割合でこれが大きいほど地力窒素が高い。

　②無機化速度定数舟（250C）（day－1）

　窒素の無機化速度の大小を表わす指標である。温度に

よって変化するので標準温度（25QC）における値で示す。

肥効面では速効性か緩効1生かの判断に用いる。

　③ゐの温度係数K（25。C〉（deg一’）またはみかけの活性

化エネルギーEα（cal　mol－1）

　速度定数々に及ぼす温度の影響の強さを示す指標で，K

または励を用いる。KとEαの間にはK＝Eα／RT2の関係

がある。一般にKまたは伽が小さいほど温度変化による



III研究成果の展望 61

表10－1　基本的な反応モデルと速度式

型 反応モデノレ モデルの内容 1速度式 II積分式

A．単純型絡N礎物Aが無機化するモL窟／4！二々（酷N）
　　　　　　　　　　　　　プノレ　　　　　　II．N二凡〔1－exp（一々・！）〕

　　　　　　　　幽N有機物A，Bが独立して1．4N／熊鳥（峠N1）穐（鵡一N2）
B・単純並行型βゑN無機化するモデノレ　ILN一如一exp（一励〕鵬〔1－exp（一島・！）〕

c・霊機化吝無機レ鰯鴎灘魯難1額讐温禦舘臨傑雅み〔1『のm、一島．、、〕
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無機化速度への影響は小さい。実際には表10－2にみられ

るように厩肥施用量の多いほどEαは小さく，厩肥多量施

用区では低温時でも窒素が相対的に無機化しやすいこと

を示す。また，勲は4）で述べるように温度変換日数を求め

るのに重要な特性値である。

4）温度変換の理論式一温度変換日数一

一定温度で行った室内実験から得られたデータおよび

パラメータを用いて，自然条件下の窒素無機化量予測を行

うためには，ある温度である日数置かれた条件が標準温度

の何日に相当するのか（温度変換日数〉を明らかにする必

要がある。

　温度変換の理論式は窒素無機化の一次反応モデル式と

温度と速度定数の関係を表わすアレニウスの法則とから

次のように導いた。

　　ら＝らexp［盈z　（7も一π）／五～7i媒］　…・一（2）

　　　　　　＝ら・別………………………（2ノ）

　ここで　ち；標準温度ハにおける培養日数（day）

　　　　ら；任意の温度丁・における培養日数（day）

　　　　彫；変換係数

　　　　R；気体定数（1，987cal　deg－1mor1）

　図10－1－2，図10－2－2は（2）式を用いて20。C，300C

の培養日数を250Cの培養日数に変換したもので25。Cで培

養した測定データと良い重なりを示し，（2）式の妥当性が示

された。

5）　温度変換日数の計算例

　窒素の無機化予測に必要な温度変換日数を盛岡（東

北），筑波（関東），筑後（九州）の実際の地温データをも

表10－2　湿潤土壌の無機化特性値

とに（2）式を用いて計算し，結果を表10－3に示した。これ

によれば4月の地温25℃変換日数は盛岡6．4日，筑波10．7

日，筑後12．2日であった。

　また，表10－4は地域別の8都市の地温の250C変換日数

を3段階の活性化エネルギー値を用いて求めたもので，夏

作，冬作の期間別およびそれらを合せた年間の250C変換日

数を示している。

6）　土壌窒素無機化量予測の手順

　上記の事柄をもとに窒素無機化量予測の手順をまとめ

ると次の通りである。

　①温度20，25，300Cで土壌窒素の無機化試験を行い，温

度別の無機化曲線を得る。

　②無機化特性値を求めるためのモデルを選ぶ。

　③モデルを用いて温度別無機化曲線を25℃無機化曲線

に重合せ，最小自乗法によって無機化特性値（パラメータ）

の賜，h，Eσを求める。また同時に250Cの無機化曲線の式

も得られる（図10－1－1，10－1－2，図10－2－1，

10－2－2，表10－2）。

　④地温データと③で求めた活性化エネルギーEαとを用

いて目的とする期問の積算25QC変換日数を求める（表

10－3）。

⑤積算250C変換日数を250C無機化曲線の式に代入し，目

的とする期問の無機化量を計算する。

7）　土壌窒素無機化の予測例

単純型モデル土 壌 N。　h（25QC）　勘　　C

火山灰土壌

沖積土壌

花南岩土壌

MO
Mla
MO
Mla
MO
Mla

10．26　0．00470　21，400LO2

14．78　0．00424　21，200LO7

5．44　0．00612　17，9000．62

7．66　0．00523　17，9000。67

3．06　0．00874　21，8000．34

4．58　0．00989　23，1000．41

　上記手順に従って求めた土壌窒素無機化量の予測例を

図10－3，10－4に示した。図10－3は黒ボク土壌につい

て高温年と低温年のそれぞれ夏作期問の土壌窒素無機化

量の推移を予測したものである。また，作土深を20cm，仮

比重を0．7とすると高温年と低温年では無機化量の差は10

a当たり約2．5㎏にのぼることが分った。

　図10－4は，依頼研究員として来室した福岡県農総試の

山本らによって行われたもので，水稲圃場（無窒素区）に

おける土壌窒素無機化量予測が水稲の吸収した窒素量と

比較してよく一致していることが示されている。

8）解析用プログラムソフト

　　　　　　MOb
　　　　　　M2b
　　　　　　M4b
火山灰土壌
　　　　　　M8b
　　　　　　M！6b
　　　　　　M32b

18．70

16．27

16．81

27．18

42．71

73．67

0．00239

0．00422

0．00342

0．00334

0．OO208

0．00302

23，300

22，700

23，100

19，500

20，900

15，100

1．27

1．26

1．47

1．97

2．09

2．67

a；堆肥連用1t／10a／y，b；厩肥連用0～32t／10a／y

C；培養開始時の無機態窒素（計算値）mg／100g

　窒素無機化の室内実験で得たデータを解析するため次

に示すパソコン（MrC9801シリーズ）用ソフトを作成し

た。

①窒素無機化実験データのモデルヘのあてはめ

〔NLM，N－NLM〕。

②温度3段階までの窒素無機化試験データの250Cへの

重合せ〔YA－TEMP3〕。

③パラメータの標準誤差の計算〔Y－ERROR〕。
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表10－3　25℃変換日数（DTS）の計算例

4月 盛 岡 筑 波 筑 後

日 地温 DTS SUM 地温 DTS SUM 地温 DTS SUM
4．1

4．2

3．8

0．15

0．15

0．15

0．15

0．30

0．45

9．3

9．5

10．7

0．25

0．25

0．28

0．25

0．50

0．78

9．O

l1．0

12．4

0．24

0．29

0．33

0．24

0．53

0．86

●

28

29

30

10．8

11．O

lO．4

0．28

0．29

0．27

5．81

6．10

6．37

15．4

15．9

16．5

0、43

0．45

0．48

9．78

10．23

10．71

14．4

16．1

17．2

0．40

0．46

0．51

11．27

11．73

12．24

4月のDTS 6．4日 10．7日 12．2日

計算式 ’DTS＝exp（E広丁一298）／596T），T；絶対温度， Eσ＝15，000を用いた。

表10－4　地域別の年間250C変換日数 （日）

期 間　　活性化エネルギー 札幌　函館　盛岡　水戸　広島　福岡　鹿児島　那覇

5～10月

11～　4　月

10，000

15，000

20，000

10，000

15，000

20，000

116

94

77

44

22

11

119

97

80

48

25

13

134

117

102

52

29

16

158

149

141

66

41

26

175

173

172

78

52

35

171

167

164

80

54

37

180

180

181

88

62

44

207

221

236

127

108

91

年 間

10，000

15，000

20，000

160

116

88

167

122

93

186

146

118

224

190

167

253

225

207

251

221

201

268

242

225

334

329

327

5

⑪　4

8
　
＼
意
8　3

咄
導
題
縣2
蘇
闘

1

0

高温年→

←低温年

10　　（月）

9

ご

9
＼6

意
δ

酬

腺

闘3

5 6 7 8 9

無窒素区
A水田

●

●
●

▲

B水田

6月 7月 8月 9月 10月

図10－3

　モデル式。

畑土壌の窒素無機化量の予測例（盛岡）
N＝ノ〉。〔1－exp（一々・！）〕

〈も＝9．85mgN／1009

々　　＝0．005day『1

Eα＝22，000cal　mol－1

図10－4 推定窒素無機化曲線と窒素吸収量（福岡農総試）

●，▲；土壌窒素吸収量（実測値）
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④無機化量の推定〔YA－CHION〕。

⑤誤差付き推定〔EST－DD〕。

（3〉おわりに

　本研究では，土壌窒素の無機化に及ぼす影響因子を土壌

温度のみに絞ってモデルを作成したが，実際の圃場，とく

に畑では乾燥，湿潤が繰返されており，無機化速度に水分

係数を掛けるなど今後窒素無機化に及ぼす水分影響を考

慮したモデルの検討が必要である。

　また，作物に有効に利用される土壌無機化窒素量を正確

に予測するためには，無機態窒素とくに硝酸の下層移動や

作物の根圏発達をも考慮したモデルを作成する方向へ研

究を進めていく必要がある。

　　　　　（資材動態部　肥料動態科　廃棄物利用研究室）
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　微量物質の検出・同定法　　「国土資源プロジェクト研

　究会資料NQ13」に所収　農林水産技術会議事務局，農業

　環境技術研究所（1985．9）

○羽柴輝良，百町満朗＊，本間善久，山田昌雄：Isolation

　and　characterization　of　plasmid　DNA　in　the　fungus

　1～h澹06！on毎so伽乞．　「Ecology　and　Management　of

　Soilbome　Plant　Pathogens」に所収　　　　　Ed．C．

　A．Parker，A．D．Rovira，K．」．Moore，P．T．W．

　Wong　and　T．F．Kollmorgan　APS　Press（1985）

○日高輝展：Rice　gall　midge，　「Diseases　and　insects

　ofriceinthetropics」に所収Tsukubalnter－

　national　Agricultural　Training　Centre，JICA

　（1986．3）

○岩木満朗：チューリップの病害他8項目　「作物病害

　虫ハンドブック」に所収　養賢堂（1986．3）

○岩木満朗：ダイズモザイクウイルス他5病害

　「Petunjuk　bergambar　untuk　identifikasi　hama　dan

　penyakit　kedelai　di　Indonesia」に所収JICA（1985。10）

○釜野静也，佐藤安夫＊：Chilo　sゆρz6ssσ傭

　Pritam　SINGH　and　R．F．MooRE編　　「Hand　book　of

　insect　rearing」に所収　ELSEVIER社（1985）

○桐谷圭治，Kogan　M．＊：Sampling，forecasting　and

　surveillance　of　pest　incidence　and　intensity　in　leg一

　ume　crops．　「Proc．Intem．workshop　in　Integrated

　pest　control　for　gra並legumes」に所収

　EMBRAPA，Brazi1（1984〉

○桐谷圭治（編著）：日本の昆虫東海大学出版会

　（1986．2）

○桐谷圭治：生態系と消費者　「農・林・水生態系への

　アプローチ」に所収　　（農業環境研究叢書第1号）農

　業環境技術研究所（1986．3）

○桐谷圭治：農耕地：水田と畑一害虫と天敵　　「現代生

　物学大系2巻」に所収　中山書店（1985．4）

○桐谷圭治：総合防除，天敵など　「環境科学辞典」に

　所収　東京化学同人（1985．9）

○桐谷圭治：生き残りのふしぎ　「虫のはなしII」に所

　収　技報堂出版（1985．10）

○桐谷圭治：迷蝶，ウンカ襲来，カメムシのまちがい結

　婚，屋内害虫のきた道，昆虫産業，自然の清掃人一糞

　虫の利用　「虫のはなしIII」に所収技報堂出版

　（1985．10）

○桐谷圭治：サンカメイガー幻の大害虫，群集の撹乱と

　再安定　「日本の昆虫」に所収東海大学出版会

　（1986．2）

○桐谷圭治：害虫の生態（生活史，生命表，発生変動），

　害虫の防除（総合的害虫管理）　　「作物病害虫ハンド

　ブック」に所収　養賢堂（1986．3）

○桐谷圭治，石井象二郎＊，古茶武男＊（共編著〉：ミバエ

　の根絶一理論と実際一　農林水産航空協会（1985．12）

○小山健二：Nutritional　physiology　of　the　brown

　planthopPer，粥⑳召7槻彪1π816ns　ST入L（Hemiptera：

　Delphacidae）　「Proceedings　of　ROC－JAPAN　Semi－

　nar　on　the　browm　planthopper．NSC　syrhposium

　series　No．8」に所収　台湾行政院国家科学委員会

　（1985．12）

○宮下清貴（共著）：放線菌の同定実験法　日本放線菌

　研究会（1985．5〉

○西沢務：ナガイモユミハリセンチュウ　「原色新し

　い病害虫」に所収　全国農村教育協会（1985．10）

○西沢務：大豆圃場を中心としたジャワ島内の畑地に

　発生する有害土壌線虫　「作付体系に係る豆類研究強

　化プロジェクト総合報告書」に所収　国際協力事業団

　（1984．11）

○大畑貫一：レタスの病害，シュンギクの病害　「作物

　病害虫ハンドブック」に所収　養賢堂（1986．3）

○沢田泰男（共著）：土壌・水質・農業資材の保全　博友

　社（1985．7）

○鈴井孝仁：アスパラガスの病害　「北海道のアスパラ

　ガスの栽培技術」に所収　農業技術普及協会（1985．5）
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○玉木佳男：新らしい防除技術，行動と移動分散　　「作

　物病害虫ハンドブック」に所収　養賢堂（1986．3）

○玉木佳男：害虫の行動を制御する化学物質　　研究の

　現状と将来　　　「アグロ・バイオテクノロジー

　　革新技術開発の新路線　　」　地球社（1985．5）

○玉木佳男：Pheromones　「Comprehensive　Insect

　Physiology，Biochemistry　and　Pharmacology　Vo1．

　9」に所収　Pergamon　Press（1985．6）

○土屋行夫：種々の環境および試料からの分離法一植物

　病原細菌　　「微生物の分離法」に所収　R＆Dプラン

　ニング（1986．1）

○梅谷献二＊，日高輝展，松本征吾＊：昭和60年度インド

　ネシア作物保護強化計画打合せチーム報告書　国際協

　力事業団（1985．6）

○矢野栄二：オンシツコナジラミとミナミキイロアザミ

　ウマー施設園芸害虫の新参者たち　桐谷圭治編「日本

　の昆虫一侵略と撹乱の生態学」に所収　東海大学出版

　会（1986．2）

○安田　環：耕地内残渣有機物の処理利用技術一残渣有

　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・流通・利用システム」に所収　総合農業叢書第

　7号　農業研究センター（1985．11）

　資材動態部

○金沢　純：農薬による地下水汚染事例　　「地下水質保

　全対策調査」に所収　日本水質汚濁研究協会（1985．4）

○志賀一一：肥料化学研究開発の動向　　「肥料年鑑」に

　所収　肥料協会新聞部（1986．1）

○志賀一一：土壌肥料からみた残渣有機物処理技術のマ

　ニュアル　　「有機物の処理・流通・利用システム」に

　所収総合農業叢書第7号農業研究センター
　（1985．10）

○志賀一一：有機物による窒素変動と施肥　　「農業技術

　体系・土壌肥料編」に所収　農文協（1985．9）

○上路雅子，上杉康彦，腰岡政二，昆野安彦，鈴木隆之，

　能勢和夫，山田忠男，吉田　充：農薬ハンドブック

　1985年版　日本植物防疫協会（1986．1）

○上杉康彦：殺菌剤　　「作物病害虫ハンドブック」に所

　収養賢堂（1986．3）

（2）雑 誌

　企画連絡室

○内島立郎：北海道沿岸のニシン漁の変せんと気候変動

　「農業気象」　41（4〉：386－387（1986）

○内島立郎：最近の異常気象・気候変動と農業気象災害

　の動向　「農および園」　60（6）：733－738（1985）

　環境研究官

○江塚昭典：イネ縞葉枯病抵抗性品種　　「植物防疫」

　39（11）：520－524　（1985）

○江塚昭典，松本和夫＊：福山市周辺の植物相　「中国農

　試報E」23：1－107（1985）

　環境管理部

○秋山　侃，安田嘉純＊，江森康文＊：リモートセンシン

　グによる草地の診断　1．ランドサットMSSデータ

　による栃木県北部の土地利用分類　　「日草誌」31（1）：

　88－96（1985）

○秋山　侃，安田嘉純＊，江森康文＊，深山一弥＊：リモー

　トセンシングによる草地の診断　2．ランドサット

　MSSデータによる1番草収量の推定　「日草誌」31

　（1）：97－103（1985）

○秋山　侃，芝山道郎：牧草群落の生体情報　　「写真測

　量とリモートセンシング」24（特集号1）：45－48

　（1985）

○浅川勝：農薬の使用実態　「食品衛生研究」35（12〉：

　1053－1075（1985）

○福原道一，斎藤元也＊：小麦の分光反射特性　「写真測

　量とリモートセンシング」24（特集号1）：40－42

　（1985）

○蒲生卓磨＊，大塚雍雄　他3名：地理的蚕品種の二面

　交雑による組合せ能力の推定と遺伝分析（1〉飼育成績に

　よる推定　「蚕糸試験場彙報」126：93－119（1985）

○蒲生卓磨＊，斎藤滋隆＊，大塚雍雄　他2名：地理的蚕

　品種の二面交雑による組合せ能力の推定と遺伝分析（2）

　繭形と繭の大きさ　「蚕糸試験場彙報」126：121－135

　（1985）

○原田直国，　菊地　実＊：クワノメイガ幼虫の葉位別食

　害量と成育との関係　「蚕糸研究」136：35－40（1986）

○原田直国，　菊地　実＊：クワノメイガの産卵生態　第

　二報　桑樹における産卵分布　　「蚕糸研究」136：41

　－46（1986）

○原田直国，　菊地　実＊：クワノメイガの産卵生態　第

　三報　幼虫による桑葉の食害が産卵に及ぼす影響

　「蚕糸研究」136：47－55（1986）

○原田直国，　菊地　実＊：クワノメイガの産卵生態　第

　四報　桑葉の食害の程度と産卵数　「蚕糸研究」136

　：57－60（1986）

○橋本　奨＊，古川憲治＊，尾崎保夫：A　channel　flow

　system　for　wastewater　treatment　and　food　produc－

　tion　「J．Ferment．TechnoL」63（4）：343－356（1985）

○堀江正樹：圃場試験の歴史と課題（3）　「農業技術」40
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　（4〉：171－176（1985）

○堀江正樹：圃場試験の歴史と課題（4）　「農業技術」40

　（5）：219－223（1985）

○堀江正樹：圃場試験の歴史と課題（5）　「農業技術」40

　（6）：278－282（1985）

○堀江正樹：圃場試験の歴史と課題（6）　「農業技術」40

　（7）：326－331（1985）

○堀江正樹：圃場試験の歴史と課題（7〉　「農業技術」40

　（8）：373－379（1985）

○堀江正樹：圃場試験の歴史と課題（8〉　「農業技術」40

　（9）：420－425（1985）

○堀江正樹：圃場試験の歴史と課題（9）　「農業技術」40

　（10）：472－477（1985）

○堀江正樹：圃場試験の歴史と課題（1①　「農業技術」40

　⑳：510－516（1985）

○堀江正樹：圃場試験の歴史と課題⑪　　「農業技術」40

　⑬：556－562（1985）

○堀江正樹：圃場試験の歴史と課題（12）　「農業技術」41

　（1）：40－44（1986）

○堀江正樹：圃場試験の歴史と課題（13）　「農業技術」41

　（2）：88－93（1986）

○堀江正樹：圃場試験の歴史と課題（1φ　「農業技術」41

　（3）：133－138（1986）

○堀江正樹，田中　米＊：畑作物のマイクロ波情報　「写

　真測量とリモートセンシング」24（特集号1）：

　51－54　（1985）

○法橋信彦，宮井俊一　他10名：ネットトラップによる

　ヒメトビウンカの捕獲に関する知見　　「関東東山病害

　虫研年報」32：156－157（1985）

○井手　任，根本泰人＊，井手久登＊：「みどり空問」の親

　しみやすさに関する基礎的考察　　「都市計画，別冊，

　学術研究論文集」20：349－354（1985）

○石井忠雄＊，小山雄生，三橋俊彦＊，宮本　進＊，村松

　晋＊，矢野信禮＊，小野瀬研二＊，橋本靖郎＊，大岩章夫＊，

　岸本　厳＊，岡村　尚＊，大森昭一郎＊：畜産試験場に

　設置したRI焼却処理施設の仕様と性能　「畜試研報」

　44：15－26　（1986）

○岩元明久，三輪容太郎：我が国の有機物動態と地力

　「圃場と土壌」17（10・ll）：148－157（1985〉

○加藤好武：図式情報システムの機能と構造一日本にお

　ける農耕地土壌情報のシステム化に関する研究（第3

　報）一　「日土肥誌」57（2）：161－170（1986）

○近藤　煕＊，木村　武＊，小山雄生：アクチバブルト

　レーサー法を用いた牧草根の養分吸収活力の評価

　「日土肥誌」56（3）：245－248（1985）

○駒村美佐子，結田康一，小山雄生：特定圃場の土壌，

　米麦中の9GSr汚染の経年変化（全国的調査）　「昭和59

　年度農林水産省関係放射能調査研究年報」に所収　農

　林水産技術会議事務局（1986）

○小山雄生，　須藤まどか＊，　米山忠克＊：家畜における

　窒素同位体（15N）の分別「日畜会報」56（4）361－363（1985）

○小山雄生，宮本　進＊，須藤まどか＊，菊池武昭＊，高橋

　政義＊，久馬　忠＊：スカンジウム（Sc）を指標とする

　放牧牛の土壌摂食量の推定とその意義　　「日土肥誌」

　56（4）：269－278（1985）

○小山雄生：畜産研究における天然13C，15N同位体比の

　利用　　「Radioisotopes」34（7〉：57（1985）

○増島　博：農業系排水処理技術の実際と今後の課題

　「公害と対策」21（ID：30－35（1985）

○増島　博：水質悪化の原因と浄化技術　　「肥料」23㈲

　20－27（1985）

○増島　博：地域環境の計測について　「農水研究

　ジャーナル」9（3）：10－13（1986）

○増島　博：農業生態系と水質浄化　　「化学と生物」24

　（3）：173－179　（1986）

〇三輪容太郎：地力増進法のねらいと土壌の物理性

　「土壌の物理性」52：39－46（1985）

〇三輪容太郎：アメリカの土と水　「日本農業の動き」

　75：101－114（1985）

〇三輪容太郎：日本の土が病むとき　「家庭画報」5：

　224－225（1985）

〇三輪哲久：線形校正における点推定量の平均2乗誤差

　にもとづく比較　「応用統計学」14（3）：83－93（1985）

○守山　弘，原田直国，山岡影行＊，榎本末男＊，重松

　孟＊：都市における緑の創造　第5報　新たにつくり

　出した都市林へのトンボの移動　「人問と環境」（日本

　環境学会誌）11（2）：14－22（1985）

○守山　弘，原田直国，山岡影行＊，榎本末男＊，重松

　孟＊：都市における緑の創造第6報　ヒヨドリ

　Hypsipetes　amaurotis　amaurotis（TEMMINcK）の繁

　殖を通してみた都市林の最小面積とその構造　　「人間

　と環境」（日本環境学会誌）11（2）：23－30（1985）

○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　「日作紀」54（1〉：15－21（1985）

○中筋房夫＊，宮井俊一，川本　均＊，桐谷圭治：Mathe－

　matical　epidemiology　of　rice　dwarf　vims　transmit－

　tedbygreenriceleafhoppers：Adifferentialequa－

　tion　modeL　「」．appL　Eco1．」22：839－847（1985）

○大塚雍雄：折れ面モデルのあてはめ　「農林水産研究

　計算センター報告」A22：1－38（1986）

○尾崎保夫，増島　博：農業集落排水事業の進展と課題
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　「水」28（6）：28－29（1986）

○酒井　博＊，佐藤徳郎＊，奥田重俊＊，秋山　侃：わが国

　における牧草地の雑草群落とその動態　第6報　九州

　地方阿蘇・久住地域における牧草地雑草の群落区分

　「雑草研究」30（3〉：200－207（1985）

○佐々木昭博：Shape　Upについて　「農林水産研究計算

　センターニュース」34：35－40（1986）

○芝山道郎，C．L．WIEGAND＊，A．J．RlcHARDsoN＊：

　Diumal　patterns　of　bidirectional　vegetation　indices

　for　wheat　canopies．　「lnt．」．Remote　Sensing」

　7（2）：233－246（1986）

○芝山道郎，C．L．WIEGAND＊：View　azimuth　and

　zenith，and　solar　angle　effects　on　wheat　canopy

　reflectance．　「Remote　Sens．Environ」18：

　91－103（1985）

○芝山道郎，秋山　侃，棟方　研＊：A　portable　field

　ultrasonic　sensor　for　crop　canopy　characterization．

　「Remote　Sens．Environ．」18（3）：269－279（1985）

○芝山道郎，棟方　研＊：A　spectroradiometerfor　field

　use　IL　Biomass　estimates　for　paddy　rice　using1100

　and1200nm　reflectance．　「Japan．Jour．Crop　Sci．」
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○釜野静也：性フェロモンの害虫防除への利用　　「今月

　の農薬」29（ID：62－67（1985）

○加藤邦彦：土壌細菌としてのBacillus　subtilisの有効

　利用　「化学と生物」26（1）：11－12（1986）

○川崎建次郎，玉木佳男：Evidence　of　sex．attractant

　pheromone　and　activity　rhythm　in　P吻lloφ副hα

　伽薦召WATERHousE（Coleoptera：Scarabaidae）．

　「AppL　Ent．Zool」20（2）：137－142（1985）

○川崎建次郎：Factors　affecting　the　orientation　flight

　of5ヵ040φ孟6πz　li伽規（Lepidoptera：Noctuidae）to　its

　sex　pheromone　in　a　wind－tunneL　　「AppL　Ent．

　ZooL」　20（3）：352－353　（1985）

○桐田博充＊，斎藤吉満＊，山本嘉人＊，西村　格，林　治

　雄＊，沢村　浩＊，久保祐雄：一芝原放牧地の植生遷移一

　「草地試資料」59－9：61－86（1985）

○桐谷圭治：1985年の農業昆虫界　「昆虫と自然」21（3）：

　32－35　（1986）

○桐谷圭治1イネの栽培環境の変化と害虫の発生動向

　「今月の農薬」30（4）：124－130（1986）

○桐谷圭治：中国における水稲害虫の発生予察と防除の

　動向　「植物防疫」40（1〉：2－5（1986）

○桐谷圭治　他5名：Studies　on　ecology　and　behavior

　of　Japanese　black　swa．110wtail　butterflies　III．Diur－

　nal　tracking　behavior　of　adults　in　summer　genera－

　tion．　「AppL　Ent．ZooL」20（2〉：210一一217（1985）

○桐谷圭治：外来昆虫一侵入と定着一　特集　外国から

　きた昆虫　「昆虫と自然」20（1〉：2－6（1985）

○桐谷圭治：1984年における農業昆虫学の話題　「昆虫と

　自然」20（3）：31－35（1985）

○桐谷圭治他7名：Studiesonecologyandbehavior

　of　Japanese　black　swallowtail　butterflies　II。Daily

　activity　pattems　and　themoregulation　in　summer

　generations　of∫勿Jlづo　h6」6z％s　万660％♂60」6ηs　and　P，

　ρzo渉6錫07　46盟z6ヶガz63　（Lepidoptera：　Papilionidae）

　「Jap．J．Ecol．」　35：21－30　（1985）

○岸野賢一：昭和60年度に試験された病害虫防除薬剤

　イネ，ムギ：殺虫剤　「植物防疫」40（2）：85－86（1986）

○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　「日植病報」52：

　47－52（1986〉

○駒田　旦＊，張　　中＊，河本征臣＊，小林紀彦　他10名：

　連作障害防止のためのほ場カルテシステムの開発　第

　3報　リモートセンシングによるハクサイ黄化病のほ

　場別発生程度の評価法　「農研センタ研報」4：

　75－103（1985〉

○駒田　旦＊，張　　中＊，河本征臣＊，小林紀彦　他10名：

　連作障害防止のためのほ場カルテシステムの開発　第

　4報　リモートセンシングによるハクサイ根こぶ病の

　ほ場別発生程度の評価法　「農研センタ研報」4：

　105－129　（1985）

○小山健二：Nutritional　physiology　of　the　brown

　planthopPer，．〈厚●妙召7槻如1鋸81伽s　STAL（Hemiptera：

　Delphacidae）　「中華昆虫」4（2〉：93－105（1985）

○小山健二：Nutritional　physiology　of　the　brown　rice

　planthopPer，躍●妙α7昭如1％816ηs　ST入L（Hemiptera：

　Delphacidae）1．Effect　of　sugars　on　nymphal　deve1－

　opment　「AppL　Ent．ZooL」20（3）：292－298（1985）

○小山健二：Nutritional　physiology　of　the　brown　rice

　planthoPPer，〈厚妙α7昭如1κ91朋s　STAL（｝lemiptera：

　Delphacide）II．Essential　amino　acids　for　nymphaI

　development　「App1．Ent．Zoo1．」20（4〉：

　424－430（1985〉

○皆川　望：A　new　nematode，Merlinius　acuminatus

　n．sp．（Tylenchida：Tylenchorhynchidae）from

　Japan．　　「Edaphologia」　34：15－20　（1985）

○皆川　望：線虫分類学ニュース　　「日線虫研誌」15：

　80－85　（1985）

○皆川　望，大島康臣＊，中園和年＊：線虫学関連日本文献
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　記事目録：明治12年（1879）一昭和59年（1984）　「九

　州農試研究資料」67：1－414（1986）

○宮下清貴：放線菌の分類の現状と問題点　　「農水研究

　ジャーナル」8（7）：10－13（1985）

○水久保隆之，皆川　望：Taxonomic　study　of　the

　gems　C砂h碗n6h祝s（Nematoda：Tylenchida）from

　Japan：Descriptions　of　three　new　species　and　records

　of　C．μα％s　Siddiqui＆Khan　with　a　key　to　species，

　「日線虫研誌」15：26－40（1985）

○水久保隆之，皆川　望：The　genus　Oo3」6解h郷Siddi－

　qi，1978（Tylenchidae：Nematoda）from　Japan．IL

　Synonymy　of　Cosl醜ohπs　over　Cos㎎」6％6h％s　and

　Rz々砂167z6hz6s　based　on　the　phylogenic　relationships

　and　a　key　to　the　species．　「日線虫研誌」15：14－

　25（1985）

○西村　格，矢野悟道＊：錫林郭勒草原の植物　「草地生

　態」23：29－32（1986）

○西沢　務：新発生が確認されたシバネコブセンチュウ

　「今月の農薬」29（9）：26－32（1985）

○根本　久＊，桐谷圭治　他3名：免疫血清学的手法によ

　るコナガの捕食性天敵の調査　1　沈降反応，とくに

　Micro－Ouchterlony法の検討　「日応動昆誌」29（1）：

　61－66（1985）

○野田隆志，高林純示＊，高橋正三＊：Effect　of　kair－

　omones　in　the　host　searching　behavior　of。4釦螂616s

　h召7卿Watanabe（Hymenoptera：Braconidae），a

　parasitoid　of　the　common　armyworm，A6κ磁16磁

　s卿聯4Walker（Lepidoptera：Noctuidae〉L　Pre3

　ence　of　arresting　stimulants　produced　by　the　host

　lar▽ae　「App1．Ent．Zool．」20（4）：484－489（1985〉

○野田隆志：カメムシ類の栄養　　「植物防疫」39（4）：

　145－148（1985）

○野口　浩，玉木佳男：雌の性フェロモンによる雌の

　コーリング行動の遅延　「日応動昆誌」29（2）：113－

　ll8（1985）

○野口　浩，杉江　元，玉木佳男，大政義久＊：チャノコ

　カクモンハマキおよびリンゴコカクモンハマキの処女

　雌が放出する性フェロモンとその関連化合物　　「日応

　動昆誌」29（4）：278－283（1985）

○野里和雄＊，桐谷圭治，宮井俊一，伴　幸成＊：Studies

　on　ecology　and　behavior　of　Japanese　black　swallow－

　tail　butterflies．IV．Estimation　of　life　span　of　male

　Papilio　helenus　nicconicolens　Butler　and　P．

　protenor　demetrius　Cramer　（Lepidoptera：

　Papilionidae）．　「App1．Ent．Zoo1．」20（4）：

　494－496（1985）

○大畑貫一他4名＊：連作障害防止のためのほ場カル

　テシステムの開発　第1報　連作障害の実態解析とほ

　場カルテシステムの開発　「農研センタ研報」4：1

　－50（1985）

○大畑貫一他13名＊：連作障害防止のためのほ場カル

　テシステムの開発　第3報　リモートセンシングによ

　るハクサイ黄化病のほ場別発生程度の評価法　「農研

　センタ研報」4：75－103（1985）

○大畑貫一　他13名＊：連作障害防止のためのほ場カル

　テシステムの開発　第4報　リモートセンシングによ

　るハクサイ根こぶ病のほ場発生程度の評価法　　「農研

　センタ研報」4：105－129（1985）

○大畑貫一：連作障害の総合防除　　「関東東山病害虫研

　年報」32：1－6（1985）

○大畑貫一：放線菌研究の現状と今後の問題点　　「農水

　研究ジャーナル」8（7）：8－9（1985）

○大畑貫一他1名＊：連作障害の実態に関する統計解

　析「植物防疫」39（6）：258－263（1985）

○大畑貫一　他3名＊：土壌病害の発生予測とほ場カル

　テシステムの開発（1）　「農および園」60（1⑳：1494－

　1498（1985）

○大畑貫一　他3名＊：土壌病害の発生予測とほ場カル

　テシステムの開発（2）　「農および園」61（1）：48－50

　（1986）

○大畑貫一他3名＊：土壌病害の発生予測とほ場カル

　テシステムの開発（3）　「農および園」61（2）：313－318

　（1986）

○大畑貫一：病害虫の生物学的新防除技術（病害）　「今

　月の農薬」29（6）：23－27（1985）

○大畑貫一：アブラナ科野菜根こぶ病の総合防除　　「農

　学進歩年報」33：15－19（1986）

○岡田　大＊，八重樫博志：二条オオムギのいもち病

　「関東東山病害虫研年報」32：47－48（1985〉

○斎藤吉満＊，山本嘉人＊，桐田博充＊，西村　格，林　治

　雄＊，沢村　浩＊，久保祐雄：藤荷田山放牧地の植生遷移

　「草地試資料」59－9：92－116（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・品種間差異　　「農技研報D」36：247－

　282（1985）

○坂　　斉，千坂英雄＊：Photosynthesis　measurement

　by　oxygen　electrode　as　a　simple　bioassay　method．

　「Jap．Agric．Res．Quart。」18（4）：252－259（1985）

○佐藤守＊，西山幸司，Panopoulos，N．」．＊：Con－

　jugational　transmission　and　replicative　properties　of

　plasmid　pBPW1，and　antigen　alteration　induced　by

　the　plasmid　in　pathovars　of　Pseudomonas　syringae
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　「日植病報」51（4）：426－434（1985）

○関口治郎＊，佐藤光政：クワの生育に及ぼすたん水処理

　の影響　　「蚕糸研究」134：1－10（1985）

○杉江　元　他4名：Identification　of　volatile　sex

　pheromone　components　released　by　the　southem

　armyworm，Spodoptera　eridania　（Cramer）　「J．

　Chem．Ecol．」11（6）：717－725（1985）

○杉江元他6名：ldentification　of　possible　sex

　pheromone　of　the　yellow　stem　borer　moth，S6づ吻o一

　ρh卿枷ε吻1偽（WALKER）（Lepidoptera：Pyralidae）

　「AppL　Ent．ZooL」20（3）：357－359（1985）

○杉江　元，玉木佳男　他3名：Biological　activity　of

　（R）一and（S）一14－methyl－1－Octadecene，as　the　chiral

　component　of　the　sex　pheromone　of　the　peach

　Leafminer　moth，五ダo麗磁α6z勉1㍍LINNE

　（Lepidoptera：Lyonetiidae）　「AppL　Ent．ZooL」

　20（4〉：411－415（1985〉

○須山哲男＊，石田良作＊，西村　格，鈴木慎二郎＊，吉村

　義則＊：傾斜草地の土壌侵食量　「草地試資料」

　59－9：207－210（1985）

○鈴井孝仁：放線菌による病害発生の実態と問題点

　「農水研究ジャーナル」8（7）：19－25（1985）

○竹本佳弘＊，岩木満朗　他3名：Crystallization　and

　preliminary　characterization　of　arabis　mosaic　virus

　「Virology」145：191－194（1985）

○玉木佳男，杉江　元，野口　浩：Methyl（Z）

　一5－tetradecenoate：Sex－attractant　pheromone　of　the

　soybean　beetle，z4no郷ol召プ蜘6妙灘MoTscHuLsKY

　（Coleoptera：Scarabeidae）　「AppL　Ent．ZooL」

　20（3）：359－361（1985）

○玉木佳男　他3名：Improved　synthesis　of14・methy1－

　1－octadecene，the　sex　pheromone　of　the　peach　leaf－

　miner　moth．　「Agric．Biol．Chem．」49（4）：

　1205－1206（1985）

○坪木和男＊，八重樫博志：キビから分離したいもち病菌

　の宿主範囲と交配型　「北日病害虫研報」36：

　132－133（1985）

○塚野豊：Transfomationsofselectedpesticidesin

　flooded　reice・field　so－a review．　「Joumal　of

　Contaminant　Hydrology」1（1／2）：47－63（1986）

○土屋行夫：植物寄生性糸状菌の乾燥及び凍結による保

　存　　「凍結及び乾燥研誌」31：53－62（1985）

○鶴尾　隆＊，佐藤善司，松田　泉　他10名：Rhizoxin，a

　macrocyclic　lactone　antibiotic，as　a　new　antitumor

　agent　against　human　and　murine　tumor　cells　and

　their　vincristine－resistant　sublines

　「Cancer　Research」　46：381－385　（1986）

○梅谷献二＊，玉木佳男：日本一カナダ科学技術協力の協

　議「カナダ輸入食糧協議会報」447：1－16（1985）

○宇野　功＊，石川辰夫＊，羽柴輝良：Detection　ofcyclic

　AMP　levels　and　cyclic　AMP－receptor　protein　in

　mycelia　of　Rh劾6孟on宛so乙齪i　forming　sclerotia．

　「Ann．Phytopath．Soc．Japan」51：183－189（1985）

○宇野　功＊，石川辰夫＊，羽柴輝良：Cyclic　AMP－

　dependent　phosphorylation　of　proteins　in　mycelia　of

　Rhガ～06孟o勉召　solα吻　forming　sclerotia　「Ann．

　Phytopath．Soc．Japan」51：190－198　（1985）

○牛山欽司＊，岩木満朗　他2名：シクラメンの縮葉症状

　株から分離された2種類のウイルス　「神奈川県園試研

　報」32：50－56（1985）

○矢野栄二：わが国におけるオンシツコナジラミの天敵

　利用の展望　「今月の農薬」29（8〉：90－96（1985）

○矢野栄二：エンガルシアによるオンシツコナジラミ防

　除　「新らしい技術」23：155－159（1986）

○矢野栄二，河合　章＊：コナガ，ハイマダラノメイガの

　生態及び鱗翅目昆虫の長距離移動事例に関する知見

　「野菜試研究資料」20：18－50（1986）

○安田　環，　藤井義晴：植物の生産する揮発性物質とそ

　の作用　　「化学と生物」24（1〉：7－9（1986）

○安田環他4名：トウモロコシにおける低リン耐性

　の系統間差　「日土肥誌」56（4）：322－327（1985）

○安田環：農業におけるアレロパシー（他感作用）の重

　要1生　「農業技術」41（2）：49－54（1986）

　資材動態部

OR．Bottini＊，G。Bottini＊，腰岡政二，R．P．Pharis＊，

　B．G．Coombe＊：Identification　of　gibberellins　A1，

　A4，A2g　and　A32from　immature　seeds　of　apricot

　（P7z粥z偲α槻6n勿60L．）　　「Plant　Physiology」78：

　417－419（1985）

○後藤重義，古賀　汎＊：Accumulation　anddistribution

　pattem　of　mercury　in　soil　profile　in　Kyushu（Japan）

　as　related　to　man’s　impact　「JARQ」19（3〉：

　166－171（1985）

○後藤重義：肥料資材による土壌環境の水銀汚染とメチ

　ル水銀生成の可能性　「肥検回報」38（4）：1－16（1985）

○飯塚宏栄，腰岡政二，木方展治，吉原貴仁＊：水田施用農

　薬の水質汚染　「人問と環境」11（1）：21－32（1985）

○金沢　純：農薬の環境中における動態　　「トキシコロ

　ジーフォーラム」9（1）：45－56（1986）

○金沢　純：耕地水系内小動物における農薬の体内代謝

　「農水技会研究成果」168：71－86（1985）
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○昆野安彦，宍戸　孝：Resistance　mechanism　of　the

　rice　stem　borer　to　organophosphorus　insecticides

　「J．Pesticide　Sci．」　10（2）：285－287　（1985）

○昆野安彦1モモノゴマダラノメイガの2系統の問題

　「遺伝」39（12）：44－49（1985）

○昆野安彦：生合成リズムをもつモモノゴマダラノメイ

　ガの性フェロモン　「化学と生物」24（2）：73－75（1986）

○腰岡政二，R．P．Pharis＊，R．W．King＊，室伏旭＊，

　R．C．Durley＊：Metabolism　of［3H］gibberellinA5in

　developing伽7わ撚κiJ　seeds　「Phytochemistly」

　24（4）：663－671　（1985）

○腰岡政二，」．S．Taylor＊，G．R．Edwards＊，N．E．

　Looney＊，R．P．Pharis＊：Identificationofgibberellin

　Alg　and　A20in　vegetative　tissue　of　apple　「Agric．

　BioL　Chem．」49（9）：1223－1226（1985）

○腰岡政二，久島　繁＊，R．P．Pharis＊，室伏　旭＊：

　Metabolism　of［3H］gibberellinA5incell　suspension

　cultures　of　P肋7わ痂s箆21．　「Agric．Bio1．Chem．」

　49（9）：2627－2631（1985〉

○腰岡政二，久島　繁＊，R．P．Pharis＊：植物培養細胞系

　によるジベレリンの代謝研究　　「植物の化学調節」

　20（1）：46－52（1985）

○栗原　淳，井ノ子昭夫，渡辺光昭：都市ごみコンポス

　トの品質評価と利用指針　「環境研究」（5励：31－41

　（1960）

○松岡義浩＊，伊藤　信＊，渡辺久男：第1部門　環境保全

　「日土肥誌」56（6〉：571－581（1985）

○能勢和夫：A　Method　for　determining　the　leaching

　property　of　pesticides　through　soil　「日農薬誌」
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　　化学性と農地に対する負荷

○上野義視　他3名：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2報）一作物残渣，雑草等

　のマルチによる土壌侵食防止効果一

日本農業気象学会（1985．5）

○権　在永＊，古在豊樹＊，林　真紀夫＊，渡部一郎＊，

　岡田益己：温室の夏期夜間冷房時における熱貫流率

　に及ぼす諸要因

○井上君夫：土壌面CO2フラックスの評価法（チャン

　バー法）の検討

○礒部誠之：夜間の気層中のエネルギー収支と変動

　○川島茂人：散水による微気象コントロール，茶樹の高

　温障害防止

　○岩崎　尚，奥山富子：光合成有効放射の局地的分布

　（1）推定法の検討

　○小林和彦，許　一鳳＊，岡田益己：水稲の光エネルギ

　利用に関する要因解析　（2）吸収日射量に対する施肥

　窒素レベルの影響

　○岡田益己，許一鳳＊，小林和彦：水稲の光エネルギ

　利用に関する要因解析　（1）光一乾物変換率に対する

　施肥窒素レベルの影響

　○岡田益己，鮫島良次＊：乳牛舎における細霧冷房効果

　の解析
　○竹澤邦夫，川方俊和，岡田益己：時系列データの平滑

　化の一手法

　○清野　舘＊，内嶋善兵衛：自然植生の純一次生産力の

　農業気候的評価（5）筑後モデルによる自然植生の純

　一次生産力の評価

日本農業気象学会関東支部例会（1985．10）

　○竹澤邦夫，小林和彦：植物の生長率の信頼区間の推

　定方法
　○内嶋善兵衛，清野　諮＊：自然植生の純一次生産力の

　農業気候的評価（3〉CO、倍増による気候変化とその

　純一次生産への影響

日本農業気象学会（1986．1）

　○井上君夫1土壌面炭酸ガスフラックスのチャンバー

　　法による測定

日本農業気象学会関東支部例会（1986．2）

　○岡田益己，川方俊和，氷高信雄：DVSを用いた水稲の

　　発育ステージの予測

日本地理学会（1985．10）

　○林　陽生　他2名：中国熱帯の気候と土地利用（4）一

　　ゴム園内外で測定した風の諸特性

日本地理学会（1986．4）

　○林　陽生：富士山の気象一気候変動の指標としての

　　気圧変化の年々変動

農業土木学会（1985．8）
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　○多田　敦＊，須藤清次＊，浜崎忠雄：土地改良のため

　の土壌調査・分類からの情報

国際土壌動物学会（1985．8）

　○中村好男：Effects　of　soil　animals　on　soil　habitat

　modification　in　nature　farming（without　chemical

　fertilizer　and　pesticide）

日本熱帯農業学会（1985．10〉

　○久保田　徹：熱帯畑作の安定化と土壌物理性

大気汚染学会（1985．11）

　○金野隆光：酸性雨と農業生態系

　○野内　勇，小山　功＊，古明地哲人＊，大橋　毅＊，芳住

　邦雄＊：酸性雨水によるアサガオ花弁の脱色について

　○野内　勇：植物葉の脂質・タンパク質に及ぽすPAN

　　の影響

　○野内　勇：PANによる植物被害

日本微生物生態学会（1985．12）

　○金野隆光，杉原　進：温度指標と土壌有機物分解予測

土質工学会（1986．2）

　○粕渕辰昭：双子型ヒートプローブ法による土壌の熱

　伝導率測定とその応用

日本作物学会（1986．4）

　○小林和彦：生長解析の理論的展開　1．生長率の変

　　動に対する乗法的な要素の寄与評価法

　○小林和彦：生長解析の理論的展開　2．環境要因が

　　作物の生長過程を通して生長量に及ぼす影響の評価

日本計量生物学会（1986．4）

　○竹澤邦夫：隣接残差の相関を用いた新しい平滑化手

　　法

IXth　Intemational　Symposium　on　Soil　Biology

（Sopron）　（1985．8）

　○早野i亘一，椿啓介＊：Roleoffmgalenzymesof

　　the　decomposition　of　cellulose　in　tomato－field　soil

「農業環境学会連合」シンポジウム（1985．10）

　○岩崎　尚：世界の気候と農業生産

無機リン化学討論会（1985．10）

　○南條正巳：非晶質水酸化鉄に対するリン酸収着

環境生物部

日本植物病理学会（1985．4）

○畔上耕児，西山幸司，池田　弘＊，田中澄人＊，渡辺

　康正：福岡県で発生しているシンビジウムの腐敗に

　ついて

○本田要八郎＊，岩木満朗他2名：ELISA法および電

　顕によるトマト黄化えそウイルスのヌクレオカプシ

　　ドの検出

　○池上正人＊，岩木満朗　他5名：Mung　bean　yellow

　mosaic　vimsの核酸

○岩木満朗　他4名：トルコギキョウに発生した3種

　ウイルス

○小林紀彦，駒田　旦＊：ダイコン萎黄病に対する発病

　抑止土壌の抑止機構の解明

○名畑清信＊，岩木満朗　他3名：チューリップモザイ

　ク病の診断方法について

○西山幸司，挟間　渉＊，畔上耕児，渡辺康正：ムギ類

　黒節病菌の細菌学的性質について

○佐藤　守＊，加藤　明＊，酒井富久美＊，佐藤銚子＊，

　西山幸司：A6κ40彫o麗s卵枷g磁pv．α渉名砂κゆ耀6召

　のpCOR1　プラスミッドDNA断片のクローニング

○鈴井孝仁，鬼木正臣＊，宮下清貴，荒木隆男＊：ジャ

　ガイモ亀の甲症をおこすSケゆo鰐66s　sp．

○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（2〉

○善林六朗＊，岩木満朗　他2名：強毒CMVに対して

　CMV－SRが示す圃場トマトでの干渉効果

日本植物病理学会夏季関東部会（1985．7〉

○畔上耕児，西山幸司，渡辺康正：イネ苗立枯症病原細

　菌の分類と検出・同定法

○岩木満朗，花田　薫＊：ソラマメウイルトウイルスの

　病徴および血清学的性質について

○松田　泉，白田　昭，佐藤善司：イネもみ枯細菌の幼

　苗における増殖と病徴発現

○白田　昭，松田　泉，佐藤善司，畔上耕児，本蔵良

　三＊：み召裾0窺0ηαs　glκ窺磁および類縁菌の毒性物質

　の生成
日本植物病理学会関西部会（1985．10）

　○向畠博行＊，山本孝稀＊，名畑清信＊，鈴井孝仁：

　チューリップに発生したPythium属菌とその病徴

日本植物病理学会秋季関東部会（1985．11）

　○畔上耕児，N．Nabheerong＊，渡辺康正：緑豆もや

　　し腐敗の病原細菌

　○白田　昭，高杉光雄＊，勝井信勝＊：ナガイモにおけ

　　るファイトアレキシンの生成

　○土屋行夫，岩木満朗：植物病原糸状菌の乾燥保存に

　おける分散媒特に糖類の検討

日本植物病理学会北海道部会（1985．11）

　○赤司和隆＊，前田　要＊，鈴井孝仁：北海道における

　　ホウレンソウの土壌病害に関する研究（3〉土壌pHと

　根腐病発生の関係

日本植物病理学会（1986．4）

　○赤司和隆＊，鈴井孝仁，生越　明＊：北海道における

　　ホウレンソウの土壌病害に関する研究（4）土壌硝酸

　態窒素含量と根腐病発生の関係
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○赤山喜一郎＊，鈴井孝仁，植松清次＊：パセリーの新

　病害「疫病」の発生

○畔上耕児，西山幸司，渡辺康正：イネ苗立枯細菌病の

　発病に及ぼす温度と鉄の影響

○羽柴輝良，広近洋彦＊，池田穣衛＊，鈴井孝仁：

　Rhづ～06渉o初召solα痂菌の線状プラスミドの性状

○本間善久，加藤邦彦，白浜晴久＊，平山復志＊，紺野

　勝弘＊，鈴井孝仁：土壌病害の発病を抑制するA6飲

　40郷o鰍sの同定ならびにその抗菌物質

○稲葉忠興，浜屋悦次，松田鋤男＊：カボチャ白斑病病

　原菌の特性

○岩木満朗　他3名：わが国に発生したpotato　mop

　top　virusの2，3の性質

○小林紀彦：ダイコン萎黄病に対して発病抑止土壌で

　ある三浦土壌の抑止性について

○向畠博行＊，鈴井孝仁，山本孝稀＊，名畑清信＊：

　チューリップ疫病菌（Phytophthora　cactorum〉の卵

　胞子の発芽に及ぼす諸要因

○成田保三郎＊，鈴井孝仁：連作した秋播小麦の根から

　分離される糸状菌sterile　darkについて

○白田　昭，高杉光雄＊，勝井信勝＊：ハクサイにおけ

　るファイトアレキシンの生成

○鈴井孝仁，宮下清貴，工藤和一＊，鬼木正臣＊：S舵一

　μ0脚6εSゆ0窺0εα6によるサツマイモ立枯病（新称）

○田代暢哉＊，宮下清貴，鈴井孝仁：S舵物彫y6εs属放

　線菌のDNA相同性
○土屋行夫，岩木満朗：液体窒素による凍結の鞭毛菌

　類の生残に及ぼす影響

○八重樫博志，松田　泉，佐藤善司：いもち病菌菌糸に

　形成する付着器様構造物

日本応用動物昆虫学会（1985．4）

○日高輝展，奈須壮兆，Nyoman　Widiarta，Erma

　Budiyanto：インドネシアにおけるイネノシントメ

　タマバエの発生に関する一考察

○河本賢二＊，矢野栄二，腰原達雄＊：ハイマダラノメ

　イガの越冬及び成虫の飛来調査

○川崎建次郎，玉木佳男：ウスチャコガネにおける性

　フェロモンの存在と雄成虫の活動リズム

　○岸野賢一，森本信生：イネミズゾウムシの休眠3

　0小山健二：セジロウンカの幼中発育に不可欠なビタ

　　ミン

　○皆川　望，水久保隆之：日本産．Lo加碗60耀吻0，

　八吻10δ06万60n6〃Zα属線虫について

　○水久保隆之，皆川　望：日本産C砂加16％6h％s属の4

　種について

　○森本信生，岸野賢一：イネミズゾウムシの休眠2

○西沢務：ダイズシストセ．ンチュウにおける密度減

　衰現象の二事例とその原因

○杉江　元，玉木佳男，川崎建次郎　他6名：キンモン

　ホソガの性フェロモン：構造決定

○杉江　元，玉木佳男　他6名：性フェロモンによる

　キンモンホソガの誘引

○杉江元，玉木佳男他2名：カンシャクシコメツ

　キ類の生態と防除に関する研究　3．室内生物検定

○杉江　元，玉木佳男　他2名：カンシャクシコメツ

　キ類の生態と防除に関する研究　4．オキナワカン

　シャクシコメツキの性誘引物質による野外誘引試験

○杉江　元，玉木佳男　他1名：トウモロコシの耐虫

　性成分DIMBOAの動向とアワノメイガ幼虫に対する

　発育阻害効果

○玉木佳男，杉江　元，野口　浩：ヒメコガネの性フェ

　ロモンの化学構造

○矢野栄二：トマトーオンシツコナジラミーEncarsia

　formosaシステムの固体群動態要因の実験的解析

日本土壌肥料学会（1985．4）

○渋谷知子，藤井義晴，安田　環：植物の生産する揮発

　性物質について

日本土壌肥料学会（1986．4〉

○藤井義晴，渋谷知子，安田　環：発芽試験による生理

　活性物質の検定法　一Richards関数のあてはめ一

〇加藤邦彦他2名：小麦根および根圏土壌における

　細菌フロラについて

○宮下清貴，沢田泰男：ダイズ根粒菌のDNAの相同性

○田邉市郎，宮下清貴，加藤邦彦，沢田泰男：土壌から

　の大豆根粒菌の分離とそのSerogrouping

　O安田　環，渋谷知子，藤井義晴：リンストレス下にお

　ける植物生育及びリン吸収の種間差

日本雑草学会（1985，4）

　○坂　　斉，宇佐美洋三，佐藤光政：茨城県県南地方に

　おけるパラコート抵抗性ハルジオンの分布と特性

日本雑草学会（1986．4）

　○堀江秀樹：土壌蓄積リンを有効に利用し得る植物の

　探索
　○小林明晴，塚野　豊：水中に存在する合成有機化合

　物のホテイアオイによる除去

　○坂　　斉＊，鈴木　隆＊，佐藤光政：キク科植物のプ

　　ロトプラスト調整とその活性

　○佐藤光政，宇佐美洋三：地下茎で繁殖するセイタカ

　　アワダチソウ，ヨメナ，ヒルガオの刈取り後の再生

　○塚野　豊，小林明晴，堀江秀樹：茨城県東谷田川，西

　谷田川および牛久沼における水生植物の分布

日本農芸化学会（1985．7）
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　○藤井義晴，安田　環，渋谷知子：リポオキシゲナーゼ

　欠失大豆生薬の揮発性化合物について

日本昆虫学会（1985．10）

　○野田隆志：ヘリカメクロタマゴバチのマーキング行

　動と既寄生寄主の識別能力

第15回国際草地学会議（1985．8）

　○西村　格，須山哲男＊，大賀宣彦＊：Aspects　of　in．

　dicater　plants　as　criteria　for　grassland　develop－

　ment　in　wetland．

日本化学会第52回春季年会（1986．4）

　○高杉光雄＊，勝井信勝＊，白田　昭：ハクサイの産生

　するファイトアレキシン

　○高杉光雄＊，白田　昭　他4名：ナガイモの産生する

　　ファイトアレキシン

日本生態学会（1986．4）

　○小泉博：常緑草本による生産環境の利用

日本農学会（1986．4〉

　○羽柴輝良：植物病理学分野におけるバイオテクノロ

　　ジーの現状と今後の展望

日本獣医学会（1986．4）

　○甲野雄次＊，松田　泉　他：牛白血病ウイルス（BLV）

　接種により生ずる実験的持続性リンパ球増多症（PL）

　　の解析

日本雑草学会シンポジウム（1985．4）

　○安田環：農業におけるアレロパシーの意義とその

　　生理的側面

凍結及び乾燥研究会（1985．4）

　○羽柴輝良，手塚保行＊，鈴井孝仁：Rhズ206オo加4

　　so伽ガ菌のプロトプラストの凍結保存法

凍結及び乾燥研究会（1986．4）

　○土屋行夫：植物寄生性糸状菌の保存方法の検討

関西病虫害研究会（1985．5）

　○矢野栄二：寄生蜂Encarsia　formosaと黄色粘着ト

　　ラップの併用によるオンシツコナジラミの防除

第4回電子計算機利用研究発表会（1985．12）

　○藤井義晴他5名：植物の養分吸収における速度論

　　的解析　一窒素とリンの吸収について一

資材動態部

日本土壌肥料学会（1985．4）

○栗原　淳：「地力増進法」の制定をめぐって

○杉原　進，金野隆光，嶋　盛吾＊，高橋克忠＊：有機

　性廃棄物の品質と土壌微生物活性　一微生物熱量計

　を用いた微生物活性に及ぽす銅，亜鉛の影響測定

○渡辺久男，小林慶規＊，久保田正明＊：微小部分蛍光

　X線装置の土壌肥料研究への応用

○渡辺久男，後藤重義：肥料長期連年施用土壌中のヒ

　素，セレン含量

日本土壌肥料学会中部大会（1985．10）

○加藤直人，真弓洋一＊：鉱質土壌畑地の下層土改良に

　関する試験，リン酸の分布と形態

日本土壌肥料学会（1986．4）

○後藤重義，田中房江：有機性汚泥中の水銀の形態

○樋口利彦＊，尾和尚人：水稲節間内のCO2と02の濃度

○伊藤　治，古川昭雄＊，戸塚　績＊：インゲン葉中の

　炭水化物量の消長

○加藤直人，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5報　シミュレーションモデル

　による施肥リン酸の移動解析

　○今野一男＊，尾和尚人：植物遺体施用土壌における窒

　素動態と作物による窒素吸収（第1報）施肥窒素の有

　機化と無機化

　○野田　滋＊，尾和尚人：中海干拓地土壌における施肥

　成分の動態について

　○尾和尚人：けい酸質肥料施用土壌の土壌溶液組成と

　水稲によるけい酸の吸収（第2報）けい酸質肥料の成

　分組成と土壌の影響

　○杉原　進，金野隆光：微生物熱量計による有機質資

　材評価の一考察

日本農薬学会（1986．3）

　○金沢　純：農薬の生分解性と物理化学性

　○片桐政子　他6名：デヒドロアビエチルアミン類の

　いもち病菌に対する抗菌活性およびいもち病防除効

　果について

　○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6報）　フェ

　ニトロチオン及びフェニトロオクソンの初∂伽o代謝

　○腰岡政二，金沢　純，村井敏信＊：プロパホスの光分

　解
　○能勢和夫，岡崎博，吉田　充：ブタクロールの東西

　谷田川における消長

　○鈴木隆之，山田忠男：微生物による芳香族塩素化合

　物の還元的脱塩素（第1報）　嫌気的土壌懸液中にお

　　ける脱塩素反応

　○上路雅子，富澤長次郎＊：Phosphoramidate系殺虫

　剤isofenphosのラットにおける代謝

　○上路雅子，富澤長次郎＊：Phosphoramidate系殺虫

　　剤isofenphosのドウガネブイブイにおける代謝

　○上路雅子，富澤長次郎＊：Phosphoramidate系殺虫

　　剤isofenphosの光学異性体の生物活性

日本農芸化学会（1985．7）

　○吉田　充，能勢和夫：灰色カビ病菌菌糸中の水のT1
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　の解析及び殺菌剤処理によるT、の変化

日本農芸化学会（1986．3）

○吉田　充，能勢和夫：〆H　NMRによる灰色カビ病菌

　菌系細胞に対する各種殺菌剤の作用の測定

○渡辺久男，小林慶規＊：微小部分ケイ光X線装置によ

　るX線照射された水稲葉中のカリ，カルシウム，マン

　ガンの移行動態

日本応用動物昆虫学会（1985．4）

○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4報）14C

　一フェニトロチオン及び14c一フェニトロオクリンの初

　∂1∂o代謝（2）

○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5報）　有機

　リン剤抵抗性ニカメイガに対する協力剤の効果

○上路雅子，富澤長次郎＊：Phosphoramidate殺虫剤

　isofenphosの酸化的活1生化一過酸との反応

日本植物病理学会（1985．4）

○岡崎博：グルコース添加湛水土壌におけるフザリ

　ウムの死滅機構について

日本環境学会（1985。6）

○飯塚宏栄　他：河川水に流出した農薬の測定

日本昆虫学会（1985．10）

○小池久義：トビィロウンカの蛋白分画とIsozymeの

　変異
日本昆虫学会関東支部会（1985．12）

○小池久義：トビイロウンカの生化学的変異と海外飛

　来
植物化学調節学会（1985．10）

　○田中喜之，千坂英雄＊，坂　　斉＊：Erigeronにおけ

　るパラコート耐性

日本熱測定学会（熱測定ワークショップ）（1985．10）

　○杉原　進，金野隆光：土壌微生物の活性一微少熱量計

　による有機物資材の評価法

日本植物生理学会（1986．3）

　〇三森文行＊，伊藤　治，米山忠克＊：31P－NMRによる

　種々の植物細胞内コンパートメントの観測

　○田中喜之，千坂英雄＊，坂　　斉＊：Erigeron属にお

　ける除草剤パラコートに対する抵抗性

Annual　Meeting　of　the　American　Society　of　Plant

Physiologists　（1985。6）

　OM．」．Clapperton＊，腰岡政二，R．P．Pharis＊：The

　effect　of　infection　by　a　vesicular　arbuscular

　mycorrhizal　fungus　on　the　gibberellin　content　of

　slender　wheat　grass．

植物組織培養シンポジウム大会（1985．7）

○腰岡政二，室伏　旭＊．久島　繁＊，R．P．Pharis＊：ア

　サガオ培養組織中における［3H］ジベレリンA5の代謝

第9回農薬残留分析研究会（1985．11）

○飯塚宏栄：植物体中のLAA分析法

第2回地下水問題研究会（1985．12）

○飯塚宏栄：水田散布農薬の河川水への流出率

（4）その他

環境管理部

○秋山　侃：Resources　inventory，evaluation，man・

agement　and　development　of　sensor　systems．JICA

Remote　Sensing　Training　Course（東京）　リモート

センシング技術センター（1985．5）

○秋山　侃：農業におけるリモートセンシング技術の利

用　筑波リモートセンシング懇談会（筑波）（1985．6）

○秋山侃：リモートセンシング技術の農業への利用

第8回リモートセンシングシンポジウム（東京）科学技

術庁（1985．10）

○秋山　侃：画像解析における最近の話題　II　昭和60

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（1985．11〉

○秋山　侃，深山一弥＊：リモートセンシング技術を使っ

　た農業開発適地選定　第4回電子計算機利用研究発表

会（講要）（筑波）　農林水産技術会議事務局農林水産研

究計算センター（1986，12）

○秋山　侃：Application　of　remote　sensing　techniques

　on　agriculture　in　Japan．　The　Third　Country　Train－

　ingonIrrigation／Drainage（インドネシア，ブカシ）

　インドネシア公共事業省（1986．3）

○浅川勝：農薬の使用実態昭和60年度食品化学講習

　会（東京）　厚生省生活衛生局食品化学課（1985．11〉

○福原道一，芝山道郎：Application　to　Agriculture　ア

　ジア宇宙セミナー（東京）　科学技術庁研究調整局

　（1986．3）

○法橋信彦，山村光司：生物間相互作用のシステムモデ

　ルーイネ縞葉枯病の流行分析を例として一　農林水産

　技術会議事務局　筑波事務所　農業環境技術研究所主

　催　環境生物研究会（1986．3）

○堀江正樹：統計の基礎　昭和60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（1985．11）

○堀江正樹：圃場試験の歴史と課題　昭和60年度農林水

　産省試験研究機関等研究員数理統計短期集合研修（筑

　波）　農林水産技術会議事務局（1986．1）

○飯島敏哲＊，結田康一一，大桃洋一郎＊，山県　登＊：1291

　の水稲への移行一移行モデル　第13回放医研環境セミ
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ナー「放射性物質の農作物への移行」（千葉）　放射線医

学総合研究所，日本保健物理学会（1985．12）

○岩元明久：線形微分方程式モデル　昭和60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（1985．11）

○岩元明久：多変量解析（入門）　昭和60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（1985．11）

○小山雄生：希土類元素の家畜における研究の現状と展

望　環境影響物質研究会（筑波）　農業環境技術研究所

　（1986．1）

○小山雄生：アイソトープの農業利用　東京都アイソ

　トープセンター研究会（東京〉　東京都立アイソトープ

総合研究所（1986．3）

〇三輪哲久：直交表による多因子計画　昭和60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（1985．11）

〇三輪哲久：直交表データの解析　昭和60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（1985．11）

〇三輪哲久：生物統計　昭和60年度一般職員初級技術研

修（東京）　農林水産研修所（1985．11）

〇三輪容太郎：環境影響評価と土壌　公害等における研

修（筑波）　農林水産技術会議事務局（1985．12）

○宮井俊一：センターライブラリー利用法　昭和60年度

農林水産省試験研究機関等研究員の電子計算機プログ

ラミング研修（筑波）　農林水産技術会議事務局

　（1985．10）

○宮井俊一：非線型回帰　昭和60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（1985．11）

○宮井俊一：非線型回帰分析　昭和60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（1986．1）

○宮川三郎：実験計画　昭和60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（1985．12）

○宮川三郎：標本調査　昭和60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（1986．1）

○宮川三郎：正規分布に基づく仮説検定と二標本の比較

筑波国際農業研修センター稲作専修コース（筑波）　国

際協力事業団（1986．3）

○織田健次郎：時系列解析　昭和60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（1985．11）

○織田健次郎：時系列解析　昭和60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（1986．1）

○大塚雍雄：重回帰分析　昭和60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（1985．11）

○大塚雍雄：直交多項式　昭和60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（1986．1）

○佐々木昭博：マイコンプログラミング　昭和60年度中

央畜産技術研修会（白河）　畜産局畜産経営課（1985．7）

○佐々木昭博：統計解析　筑波国際農業研修センター稲

作専修コース（筑波）　国際協力事業団（1985．10）

○佐々木昭博：単回帰分析　昭和60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（1985．11）

○佐々木昭博：多重比較　昭和60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（1985．12）

○佐々木昭博：多重比較　昭和60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（1986．1）

○佐々木昭博：試験設計と統計処理　筑波国際農業研修

センター稲作専修コース（筑波〉　国際協力事業団

　（1986．3）

○芝山道郎：植物生体情報の計測ワークショップ食

品工業における非破壊計測法（東京）　日本食品工業学

会（1985．11）

○芝山道郎：画像解析における最近の話題　1　昭和60

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（1985．11）

○結田康一，渡辺久男，木方展治：現地圃場における土壌

水の長期間追跡に対するアクチバブルトレーサー法の

適用　第22回理工学における同位元素研究発表会（東

京）　日本アイソトープ協会　他48学会（1985．7）

○結田康一：稲による土壌中ヨウ素の吸収　シンポジウ

　ム「環境放射線による被曝線量の評価」（東京）　原子力

安全研究協会（1985．7）

○結田康一：1291の水稲への移行一パラメーター（経根吸

収）　第13回放医研環境セミナー「放射性物質の農作物

への移行」（千葉）放射線医学総合研究所，日本保健物

理学会（1985．12）

○結田康一：土壌・植物系を中心としたハロゲン元素の動

態一研究の現状と展望一　環境影響物質研究会（筑波）

　農業環境技術研究所（1986．1〉
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環境資源部

○天野洋司：火山灰土の生成東京農工大学農学部

　（1985．11〉

○藤井義晴，川島茂人　他4名：植物の養分吸収におけ

　る速度論的解析，窒素とリンの吸収について　第4回電

　子計算機利用研究発表会（筑波〉　農林水産技術会議事

　務局（1985ユ2）

○林　陽生：耕地への水の供給一降水分布の変動　昭和

　60年度気象環境研究会一耕地水分環境の評価と計測（筑

　波）　農業環境技術研究所（1986．3）

○林　陽生：植物群落上の風の特性　農業技術研究講演

　会（大韓民国・水原市）　農村振興庁，農業技術研究所

○中村好男：浄化のメカニズム（土壌動物，土壌微生物の

　はたらき）　土壌浄化法基礎講座研修会（東京）　毛管

　浄化研究会（1985．9）

○中村好男：土壌圏の浄化機能と土壌生物の役割　栃木

　県土壌浄化法講演会（宇都宮）　栃木県毛管浄化研究会

　（1985．11）

○井上君夫：熱収支法による蒸発散の連続測定　昭和60

　年度気象環境研究会　農業環境技術研究所（1986．3〉

○木方展治：水質問題への天然重窒素存在比法の適用（筑

　波大）　圃場重窒素利用研究会（1986．4）

○小林宏信：Application　of　radioisotopes　and　radia－

　tiOn　in　agriCUltUral　SCienCeS

　国際原子力基礎実験コース（東京）　日本原子力研究所

　ラジオアイソトープ・原子炉研修所（1986．2）

○小林宏信：Radioactivity　in　environment国際放射

　線科学基礎研究コース（筑波）　国際協力事業団筑波イ

　ンターナショナルセンター（1986．3）

○久保田　徹：新しいたい肥の作り方と活用　ラジオた

　んぱ（農業技術情報）　農林放送事業団（1985．6）

○久保田　徹：土壌化学　農業土木一般技術研修

　（筑波）　農業土木試験場（1986．1，1986．4）

○岡田益己：コンピュータでどんな仕事をするか，ソフト

　ウェアとは，作表ソフトの実際，べ一シックによるプロ

　グラミング　第1回普及協会コンピュータ講習会（東

　京）　全国農業改良普及協会（1985．12）

環境生物部

○服部伊楚子：熱帯の害虫　JICA稲病害虫防除コース

　（神戸市）　国際協力事業団兵庫インターナショナルセ

　ンター（1985．10）

○服部伊楚子：鱗翅目の分類　昭和60年度植物防疫官専

　門研修会（害虫コース〉（横浜）　横浜植物防疫所

　（1985．12）

○服部伊楚子：稲科作物害虫と同定　JICA植物遺伝資源

　コース（筑波）　国際協力事業団筑波インターナショナ

　ルセンター（1985．6）

○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（千葉市）　千葉県（1985．11）

○羽柴輝良：イネ病害，特にイネ紋枯病について　栃木県

　植物防疫協会講習会（栃木県宇都宮市）　栃木県

　（1986．3）

○羽柴輝良：病害防除におけるバイオテクノロジーの応

　用　北陸地域バイオテクノロジー研究会（上越市）　北

　陸地域バイオテクノロジー研究会（1985．6）

○浜屋悦次：茎頂培養によるウイルスフリー化の最近の

　進歩　抗植物ウイルス剤に関するシンポジウム（東京）

　日本植物防疫協会（1985．10）

○岩木満朗：Soybean　crinkle　leaf　and　cowpea　mild

　mottle　virus　Intemational　symposium　on　vims　dis－

　eases　of　rice　and　leguminous　crops　in　the　tropics

　（1985．10）

○岩木満朗：Control　ofCMVmosaic　disease　oftomato

　by　pre－inoculation　of　CMV－SR　strain．Seminar　on

　virus　research　of　horticultural　crops　in　the　tropics．

　（F．F．T．C．〉（1985．9）

○桐谷圭治：害虫の総合防除　JICA稲病害虫防除研修

　コース（神戸）　国際協力事業団（1985．11）

○桐谷圭治：話題の害虫　植物検疫官専門研修会

　（横浜）　横浜植物防疫所（1985．12）

○桐谷圭治：害虫の生態と被害　植物防疫研修会

　（東京）　日本植物防疫協会（1986．1）

○桐谷圭治：応用昆虫学一最近の問題と今後の方向（水稲

　害虫を中心として）　日本学術会議植物防疫研究連絡委

　員会（東京）　日本学術会議植物防疫研究連絡委員会

　（1986．1）

○岸野賢一：熱帯の害虫　派遣前専門家等中期研修（東

　京）　国際協力事業団（1985．7）

○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（1986。1）

○岸野賢一：水稲害虫の生態と防除　農業共済専門防除

　講習会（東京）　全国農業共済協会（1986．1）

○宮崎昌久：果樹アブラムシ類の同定法　果樹病害虫研

　修会（鹿児島県出水郡長島町）　九州病害虫防除推進協

　議会（1985．8）

○宮崎昌久：アザミウマ類の同定・分類と問題点

　果樹課題別研究会（東京）　農林水産省果樹試験場

　（1986．2）

○西村格：草地の畜産的利用と環境保全技術内蒙古

　錫林郭勒草原生態環境保護学術交流会（中国・内蒙古・
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錫林浩特）　内蒙古自治区環境保護庁（1985．8）

○西沢務：Plantparasiticnematodesspreadingwith

seeds　or　vegetative　plant　parts，and　their　control

JICA植物遺伝資源コース（筑波）　農業生物資源研究所

　（1985．6）

○西沢　務：線虫とその防除　第23回植物防疫研修会（東

京）　日本植物防疫協会（1985．9）

○西沢　務：線虫の分類　昭和60年度植物防疫官専門研

修（害虫コース〉（横浜）　横浜植物防疫所（1985．12）

○西山幸司：植物病原細菌の簡易同定法の現段階

日本植物病理学会植物細菌病談話会（1985．11）

○西山幸司：細菌の分類　昭和60年度植物防疫官専門研

修（植物病理コース）（横浜）農林水産省植物防疫所研

修センター（1985．8）

○大畑貫一：水稲の穂枯れ　稲作病害虫研修コース講習

会（兵庫）　国際協力事業団（1985．10）

○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（1985．9），（1986．1）

○大畑貫一：稲作初中期の病害対策　「農林技術新報」（新

聞）　農林技術新報社（1985．5）

○大畑貫一1稲作中後期の病害対策　「農林技術新報」（新

聞）　農林技術新報社（1985．6）

○大畑貫一：水稲箱育苗の病害対策　「農林技術新報」（新

聞）　農林技術新報社（1986．2〉

○大畑貫一：水稲における収量向上と生産資材の効果

植防コメント（パンフ）　日本植物防疫協会（1985．12）

○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（1986．1）

○鈴井孝仁：拮抗微生物　神奈川県先端技術研修会（横

　浜）　神奈川県（1985．8）

○鈴井孝仁：拮抗微生物をめぐる諸問題　昭和60年度果

　樹病害虫防除研究会（岩手県）　日本植物防疫協会

　（1985．9）

○玉木佳男：本能行動を指令する匂い物質の機能

　一ヒメコガネの性フェロモンの化学構造と生物活性一

　筑波大学本能特別プロジェクト研究組織報告集（3）筑

　波大学（1986．3）

○塚野　豊：残留分析の方法と問題点　国際協力事業団

　兵庫インターナショナルセンター　農薬利用研修コー

　ス（神戸）　国際協力事業団（1986．2）

○矢野栄二：天敵昆虫の大量生産による害虫防除の現状

　と動向　リアライズ社セミナー（東京）（1985．10）

○矢野栄二：天敵によるハウストマトの害虫防除

　ラジオ短波「おはよう農林水産省」　農林放送事業団

　（1985．10）

資材動態部

○後藤重義：経根吸収一可給態法　放射線医学総合研究

所環境セミナー（千葉市）　放射線医学総合研究所

　（1985，12）

○後藤重義：汚泥中の重金属　肥料分析部会（東京）　日

本化成肥料協会（1985．4）

○飯塚宏栄：農薬の安全使用と環境中における動態　農

薬危害防止講習会　沖縄県北谷町及び石垣市　沖縄県

農林水産部（1985．6）

○金沢　純：農薬の生物濃縮　農薬利用研修コース（神

戸）　国際協力事業団（1986．2）

○尾和尚人：珪カルの肥効特性に関する研究（2）（東京〉

珪酸石灰肥料研究会（1986．2）

○尾和尚人：高度化成肥料の特性に関する試験（東京）

　日本化成肥料協会研究会（1986．3）

○尾和尚人：農作物への移行計算モデルとパラメータ

経根吸収一分配係数法（千葉）　第13回放医研環境セミ

ナー（1985．12）

○宍戸　孝：薬剤抵抗性の機構とその制御技術　野菜病

害虫防除研究会シンポジウム（東京）　日本植物防疫協

会（1985．12）

○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（1986．1）

○田中喜之：揮散性の放射性物質を含む廃棄物の処理対

策　日本アイソトープ・放射線総合会議（東京）　日本

原子力産業会議（1985．9）

○上杉康彦：Pesticides稲作研修コース（筑波）　国際

協力事業団（1985．8）

○上杉康彦：イネいもち病菌をめぐる二三の観察、農薬

　デザイン研究会（川崎）　　日本農薬学会（1985．11）

○上杉康彦：殺菌剤　植物防疫研修会（東京）　日本植物

　防疫協会（1985．9および1986．1）

○上杉康彦：農薬の使用にあたって　「農林技術新報」（新

　聞）　農林技術新報社（1985．11）

○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（1986．1）

○上杉康彦：Resistance　of　phytopathogenic　fungi　to

　fungicides　　農薬利用研修コース（神戸）　国際協力

　事業団（1986．2）

○吉田　充，能勢和夫：糸状菌菌糸中の水のT、の解析及

　び殺菌剤処理によるT1の変化　NMR討論会（筑波）

　日本化学会，日本農芸化学会，日本分析化学会，日本薬

　学会，日本生化学会，日本生物物理学会（1985．11）
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V　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60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60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
野田　　滋島根県農業試験場肥料等の多量要素の土壌中における動態　　　　　 60．5．7～60．8．6
堤　　義房富山県農業試験場土壌調査データベースの作成手法　　　　　　　　60．6．1～60．8．31

奥村正敏北海道立十勝農業試験場畑土壌微生物の制御　　　　　　　　 60．6．1～60．8．30

北　崎　佳　範　大分県農業技術センター　根圏微生物フロラの解析　　　　　　　　　　　　　　　60．7．1～60．9．30

北　宣裕神奈川県園芸試験場農作害虫の発生予察における数理モデルの応用　　60．7．1～60．9．30
渡　辺　　　久　愛媛県農業試験場　野菜類の気象生態反応の解明に関する研究　　　　　　　60．7．1～60．8．31

森本国夫農業機械化研究所一般土壌物理研究　　　　　　　　　　　　　60．8．1～60．9．30
安　部　　　章　大分県農業技術センター　野菜の気象生態反応の解明　　　　　　　　　　　　　　60．9．1～60．11。30

板垣紀夫島根県農業試験場天敵生物（カブリダニなど）の増殖利用に関する研究　60．9．1～60．11．30
田　代　暢　哉　佐賀県畑作試験場　土壌放線菌の分類　　　　　　　　　　　　　　　　　　60．9．1～60．10．31

赤　司　和　隆　北海道立中央農業試験場　土壌微生物の特性解明と制御法　　　　　　　　　　　　　60．9．1～60．10．30

三　木　直　倫　北海道立天北農業試験場　草地土壌における有機物動態解明のための安定同位元素　60．9．29～60．11。28
　　　　　　　　　　　　　　トレーサー法の導入について
多々良明夫静岡県柑橘試験場農作害虫の発生予察における数理モデルの応用
原　田昭彦広島県立農業試験場農業研究における統計的手法の適用に関する研究
永　井　一　哉　岡山県立農業試験場　農業昆虫の分類同定の基礎に関する研究

那　波　邦　彦　広島県立農業試験場　農作害虫の発生予察における数理モデルの応用

窪川　　茂山梨県果樹試験場農耕地の土壌有機物の特性解明
小　林　達　男　高知県立農林技術研究所　植物病原細菌の同定に関する研究

60。　10．　1～60．　12。　26

60．　10．　1～60．　12．　25

60．　10．　1～60．　11．　30

60．　10．　1～60．　12．　28

60．　10．　1～60．　11．　30

61．　1．　5～61．　3。31

（2）国内留学研究員

農林水産省試験研究機関研究員の国内留学実施要領に基づき，昭和60年度中に留学研究員として受入れ研究員の概

要は，次表のとおりである。

昭和60年度国内留学研究員

氏　　名 所 属 留　学　先 留学・研究課題 留　学　期　間

　　　　　　　　　　　　　環境生物部イネ褐条病細菌の抗血清作成と血
門田育生北陸農業試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61．1．5～61．2．28
　　　　　　　　　　　　　細菌分類研究室清学的手法の習得
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（3）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
河合省三東京農業大学農業環境技術研究所カイガラムシ類の分類，とく　60。6。3～60．9。30
　　　　　　　　　　　　　　　　に桑名コレクションの再検討
斎藤元也草　地　試　験　場農業環境技術研究所リモートセンシング情報利用60．6．17～60．6。21
　　　　　　　　　　　　　　　　による草地主体の景域の土　60．9．23～60．10．2
　　　　　　　　　　　　　　　　壌・植生分布図の作成　　　60．12．9～60．12．18
渡　辺　久　男　農業環境技術研究所　工業技術院化学技術研究所　微小部分蛍光X線装置による　60．7．1～60．10．31

　　　　　　　　　　　　　　　　植物モニタリングの研究
樋口利彦東京学芸大学農業環境技術研究所炭酸およびケイ酸の水稲圏に60。7．27～60．8．22
　　　　　　　　　　　　　　　　おける動態と水稲における吸　60．9．9～60．10．5
　　　　　　　　　　　　　　　　収
藤條純夫佐賀大学農学部農業環境技術研究所昆虫の移動性を制御する内分60．8。1～60．9。9
　　　　　　　　　　　　　　　　泌生理活性物質の分析
岡　田　忠　虎　中国農業試験場環境部　農業環境技術研究所　日本および近隣諸国産のオオ　61．2．24～61．3．24

　　　　　　　　　　　　　　　　ヨコバイ類の分類に関する研
　　　　　　　　　　　　　　　　究

（4）外国人研修生

氏名 国　 名　受入れ部科名　研修項目 研修期問　備　考
Yau－i　Chu（朱耀　台
活）

FrancesSheau台
Fam　Yeh（葉小
帆）

Weon－Sik　Hahn韓
（韓元植）

塁臨齪飾）台
Oliva　Rakatobe　マダガスカル　環境資源部気象管理　イネの成長モデルの作成

Sutripriarso　　　インドネシア　資材動態部農薬動態　農業分析

Wahyu　　　　インドネシア　環境生物部昆虫管理微生物害虫防除
Indraningsih

Augusto　Fatecha　パラグアイ　環境資源部土壌管理　土壌

Chin－Hwa　Ma台
（馬清華）

田春門
李朕興
顔福成
薫素女
Terdsak
Subhasaram

台

タ

ノノ

ノノ

ノノ

Irma　Zulema　アルゼンチン　環境生物部微生物管　大豆病理
Martinengo　de
Mitidler1

Damodaran　　　　イ　　ン
Lalithakumari

Glenn　Demsey　オーストラリア　環境生物部微生物管　根圏微生物の相互作用
Bowen

YoungEom韓Choi（崔永然）

Jittiwan　　　　　　タ
Mahisaraku1

湾　環境生物部昆虫管理　昆虫フェロモンの開発と利　60．4．10－60．5．16　交流協会
　科生理活性物質研究　用の研修
　室
湾　環境生物部昆虫管理　昆虫フェロモンの開発と利　60．4．10－60．5．16　交流協会
　科生理活性物質研究　用の研修
　室
国　環境管理部計測情報　農業研究電算化　　　　　　60．5．13－60．5．17　JICA
　科情報処理研究室

湾　環境管理部計測情報　土壌肥料研究，農業研究に　60．7．9－60．9。26　JICA
　科情報処理研究室　　おけるコンピューター利用

　　　　　　　　　　　　60．8．5－60．11．1　スイス連邦
　科気象生態研究室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術大学

　　　　　　　　　　　　60．8．6－60．12．20　JICA
　科
　　　　　　　　　　　　60．8．6－60．12．20　JICA
　科昆虫行動研究室

　　　　　　　　　　　　60．8．6－60．10．2　JICA
　科土壌コロイド研究
　室
湾　環境資源部土壌管理　土壌比表面積の測定及び粘　60．8．12－60．9．6　JICA

　科　　　　土鉱物の同定
湾　環境生物部昆虫管理　昆虫性フェロモン応用技術　60．8．27－60．8．28　交流協会
　科生理活性物質研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ

　室　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ
ィ　環境資源部土壌管理　土壌・化学分析　　　　　　60．9．10－60．12．19　JICA

　科
　　　　　　　　　　　　60．9．24－60．12．9　JICA
　理科土壌微生物生態
　研究室
ド　資材動態部農薬動態　イネいもち病菌に対する殺60．9．24－60．12．7　科技庁

　科　　　　菌剤の薬理
　　　　　　　　　　　　60．9．27－60．9．28学術振興会
　理科土壌微生物利用
　研究室
国　環境生物部微生物管　植物寄生性線虫防除　　　　60．10．10－60．11．6　学術振興会
　理科線虫・小動物研
　究室
イ　環境資源部水質管理　植物生理学　　　　　　　　60．10．15－60．10．25JICA

　科
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（外国人研修生　続き）

氏名 国　 名　受入れ部科名　研修項目 研修期問　備　考
Shao－She　Chang　中　　　　　国　環境生物部昆虫管理　長距離移動性害虫の移動予　60．11。8－60．12．22　科技庁

（張孝義）　　　　　　科　　　　知
Jun－Kyu　Park　　韓　　　　　国　環境資源部気象管理　農業気象災害　　　　　　　60。11．8－60．11．9　JICA

（朴俊奎）科Nonglak　　　　　タ　　　　　イ　環境資源部水質管理　土壌分析　　　　　　　　　60．12．1－60．12．24　JICA

Vivulsukh科Gab　Hee　Ryu（柳　韓　　　　　国　環境生物部微生物管　植物病理　　　　　　　　　60．12．24－61．6．16　JICA
甲喜）　　　　　　　　　　　　　　理科土壌微生物生態

　　　　　　　　研究室　資材動態部
　　　　　　　　農薬動態科薬剤耐性
　　　　　　　　研究室
惚観9εKim韓　国企画連絡室連絡科文献糖イネ栽培　6L2・5｝6L2・17韓国文教部

Guo　Dong　Sha　中　　　　　国　環境資源部気象管理　水稲気象災害　　　　　　　61．3。3－61．12．23　JICA

（沙国棟）　　　　　科
Da玩e　R．　　　　フィ　リ　ピン　環境生物部昆虫管理　微生物源殺虫剤の生物的取　61。3．17－61．4．10　学術振興会

Santiago　科り扱い方と大量生産に関す　　　　　　　　　　　　る研究

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

熱伝導率測定法を応用したかん

水制御用ほ場土壌水分計の開発

全農・農業
技術センター

久保田鉄工㈱
技術開発研究所

森崎鉄兵
森　国　博　全

久保　省　三
川　村　喜　紀

東　尾　一　孝

稲　葉　朋　生

鈴木　義　明

資材動態部
肥料動態科

環境資源部
土壌管理科

尾　和　尚　入

速　水　和　彦

久保田　　　徹

粕　渕　辰　昭

59．　6．　8～62．　3．　31

60．　9．　10～61．　3　．　31
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3．微生物の保存と配布

農林水産業における微生物利用の領域は，物質循環，地力維持，動植物の疾病とその防除，食品の製造・加工，菌

体の直接利用，有用物質り生産，バイオマス変換，環境浄化等広範に亘っている。近年，遺伝子工学の発達に伴って

微生物の利用領域はさらに拡大するものと思われる。農林水産省では，微生物を遺伝資源としてとらえ，積極的に収

集，評価，保存，配布を行い，研究及び産業利用への需要に応えるため，昭和60年度からジーンバンク事業の一環と

して微生物ジーンバンクが発足した。

微生物ジーンバンク事業では農業生物資源研究所がセンターバンクとなり，農業環境技術研究所は，植物病原，地

力，環境浄化等農業環境に係わる微生物を扱うサブバンクとしてこれに参加している。とくに，細菌及び糸状菌につ

いては，これまでの実績等をふまえ，サブセンター的役割を担い，本事業の実施に積極的に取組んでいる。事業の主

な内容は微生物株の収集，評価，保存，配布である。収集に当っては自ら採集するとともに他の関係機関からの寄託

も受けている。収集株については必要に応じて分類・同定あるいは生理活性等の特性評価を行い，所の運営委員会で

の審査を経て登録し，保存する。登録株については，責任をもって保存するとともに関連情報を整理し，データベー

ス化している。また，保存困難な糸状菌あるいは一部放線菌等については保存法の開発も進めている。

昭和60年度の登録微生物の保存，配布実績は表1，2のようである。59年度に比べ細菌，糸状菌とも登録株数が200

株以上増え，また，配布株数，同件数も大幅に増加しているが，とくに民問機関への配布株数が増えているのが注目

される。

昭和60年度微生物株の収集・保存実績

項　　　　目
微　　　生　　　物　　　株　　　数

糸状菌 放線菌 細　　菌 根粒菌 ウイルス 計

59年度保有株
新　規　登　録株
廃　　　棄　　　株

60年度末保有株数

218

2490

467

7
7
0
1
4

554

1220

676

93

220

115

10

11

0
2
1

882

411

　0

1293

昭和60年度微生物株の配布実績

微　生　物　株　数　／　配 布　件　数
配布機関

糸状菌 放線菌 細　　菌 根粒菌 ウイルス 計

農　林　水　産　省 10／1 5／1 155／23
一

1／1 171／26

他　　　省　　　庁 一 一
3／1

一 一
3／1

都　　道　　府　　県 一 『 32／7 48／5 一
80／12

大　　　　　　学 26／4 一 20／8 2／1 4／3 52／16

民　　　　　　　間 92／12
『

47／12 8／2 1／1 148／27

外　　　　　　　国 一 一
4／1 1／1 1／1 6／3

計 128／17 5／1 261／52 59／9 7／6 460／85
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4。昆虫の依頼同定

　マ般的に，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60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60年度依頼者区分別受付数

依　　　　　　　　頼　　　　　　　　者 受付件数 受付標本数

1．都道府県立農試，園試，野菜試，果試，蚕試，茶試，林試 85 844

2．農環研，農研センター，農試，野菜試，果試，蚕試，草地試，熱研，林試植物防疫所 69 4404

3．大学その他の教育機関 21 113

4。その他の官公庁（防除所，博物館，保健所） 12 130

5．民問（研究所，会社，個人） 31 539

6．国外（台湾） 5 175

計 223 6205

（2〉昭和60年度以頼同定処理成績

　処理区分

目

昭和　60年　度　受　付　分
60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

トビムシ類 2 3 29 2 2 3 29 2 0 0 0 0 2 3 29 2

カゲロウ類 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
ト　ン　ボ　類 2 9 9 3 2 9 9 3 0 0 0 0 2 9 9 3

カワゲラ類 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
直　　翅　　類 6 40 75 10 6 40 75 10 0 0 0 0 6 40 75 10

ハサミムシ類 2 13 18 2 2 13 18 2 0 0 0 0 2 13 18 2

アザミウマ類 19 50 1079 32 19 50 1079 32 0 O 0 0 19 50 1079 32

チャタテムシ類 2 3 4 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1

半　　翅　　類 52 2946 6093 165 50 2888 6035 163 2 58 58 2 50 2888 6035 163

甲　　虫　　類 16 143 157 44 11 97 97 39 5 46 60 5 11 97 97 39

脈　　翅　　類 6 17 102 10 4 14 99 8 2 3 3 2 4 14 99 8
膜　　翅　　類 16 268 270 30 7 206 208 16 9 62 62 14 8 212 214 19

鱗　　翅　　類 51 1665 17G2 85 49 163G 1667 82 2 35 35 3 51 1687 2170 84

双　　翅　　類 45 1041 2022 282 43 1029 2010 280 2 12 12 2 45 1064 2045 288

ノ　　ミ　　類 1 1 70 1 1 1 70 1 0 0 0 0 1 1 70 1

昆　　虫　　外 1 4 18 1 0 0 0 0 1 4 18 1 0 0 0 0

合　　　　　計 223 6205 11650 671 197 5981 11398 639 26 224 252 32 202 6079 11942 652

＊研究継続中のものを含む ＊＊60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60年度における機構は次のとおりである。

所　長

画

絡

書

務

科

科

課

科

〔図書資料係，編集刊行係〕

総務部｛塞群 課　　〔庶務係，人事第1係，人事第2係，厚生係〕

課　　〔主計係，支出係，監査係，用度係，施設管理係〕

環境研究官｛顯撚爵喜

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

一一［儲瓢

〔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〕

〔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60年度末各部定員は，次のとおりである。

（61．3．31現在）

｛
疋

口
貝

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 5 34

部　　　　　長 1 1
庶　　務　　課 10 10

会　　計　　課 18 5 23

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 49 51

環境生物部 2 50 52

資材動態部 1 27 28

合　　　　計 1 46 20 169 236

（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

奈須壮兆資材動態部インドネシア59．3．22～60．6．17

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

今井秀夫環境管理部台

宮井俊

湾59．7．5～60．7．6

湾60．2．4～61．2。3

環境管理部インドネシア60．2．27～60．5．26

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

岩崎 尚環境資源部

岡　田益己環境資源部

カ　ナ　ダ60．
米　　　国

オランダ60．

4．　8～60．　4。　21

5．18～60．

日高輝展環境生物部インドネシア60．5．21～60。

インドネシア農業開発計画に係る専門

家としてその任に当たる

パラグアイ農業開発計画に係る専門家

としてその任に当たる

インドネシア作物保護強化計画に係る

専門家としてその任に当たる

インドネシア作物保護強化計画に係る

派遣専門家としてその任に当たる

食糧肥料技術センター事務局次長とし

てその任に当たる

アジアそ菜研究開発センター（台湾）

派遣土壌専門家としてその任に当たる
（延長）

インドネシア作物保護強化計画の専門

家としてその任に当たる

インドネシア作物保護強化計画の専門

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

出席

農業気象研究動向調査のため

5．25　国際シンポジウム（国際園芸学会主催）

　　　に出席，発表するため

5．27　インドネシア作物保護強化計画・計画

　　　は打合せ調査団の団員としてその任に

　　　当たる

JICA
（派遣職員）

JICA
（派遣職員）

JICA
（派遣職員）

JICA
（派遣職員）

FFTC
（派遣職員）

AVRDC
（派遣職員）

JICA

JICA

IIASA

農水省

科学技術庁

JICA
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（外国出張　続き）

氏　名　所属出張先　期 問 目 的 経　　費

前田乾一環境資源部ブラジル60．7．

福原道一環境管理部　ブラジ ル60．7．

増島　博環境管理部フィリピン60．7．

本　村　　　悟　環境資源部長　ブラ　ジル　60．8．

稲葉忠興環境生物部インドネシア60．9．

岩木満朗環境生物部台 湾60．9．

谷山一郎環境資源部エジプト　60。10．
　　　　　　　　　　イスラエル
林陽生環境資源部韓　国60．11．

久保田　　徹環境資源部　ブラジル60．12．

宮下清貴環境生物部英

渡辺光昭環境資源部　タ

今井秀夫環境管理部台

国61．1．

イ　61．2．

湾61．2．

秋山　侃環境管理部インドネシア61．2．

4～60．9．3　日本・ブラジル農業研究計画短期専門　JICA

　　　　　家としてブラジリァ市セラード地域農

　　　　　業研究所において土壌物理に関する研

　　　　　究を行う
4～60．9．3　ブラジル農業研究計画短期専門家（リ　JICA

　　　　　モートセンシング）として現地指導
15～60．7．19　サンロケ多目的ダム計画調査に係る調　JICA

　　　　　査団員としてその任に当たる

6～60．8．21ブラジル農業研究計画エバリュエー　JICA
　　　　　ションに係る調査団の団長としてその　（総括，団長）

　　　　　任に当たる
5～60．10．10インドネシア農業研究計画に係る専門　JICA

　　　　　家としてその任に当たる
23～60．9．29FFTC（主催）国際セミナー（熱帯1こお　FFTC

　　　　　ける園芸作物のウィルス病研究）に植

　　　　　物ウィルス研究専門家として出席
8～60．11．5　熱帯乾燥地の塩害土壌に関する調査　　熱研

1～60．12．14　韓国農業気象災害研究計画に係る専門　JICA

　　　　　家としてその任に当たる
6～60．12。22　ブラジル農業研究協力実施協議（RDと　JICA

　　　　　りまとめ）調査団の団員としてその任

　　　　　に当たる
16～62．1．15　放線菌の系統分類と制御法の開発（長　科学技術庁

　　　　　期在外研究員）
2～61．2，28　熱帯における緑肥作物および圃場残査　熱研

　　　　　のすき込み施用による土壌の肥沃化

4～62．2．3　アジアそ菜研究開発センター（台湾）　JICA

　　　　　派遣土壌専門家としてその任に当たる　（派遣職員）

　　　　　（再延長）
16～61．3．30　インドネシア農業開発リモートセンシ　JICA

　　　　　ング計画に係る専門家としてその任に

　　　　　当たる
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3．会 計

（1〉予　 算

歳　入

昭和60年度農業環境技術研究所の歳入予算は，総額5，733千円であり，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（3，387千円），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れ（526千円），及び試験場製品等売払代

（556千円）である。試験場製品は米麦等の試験研究の結果で不用となったものの売払である。

現金収入 （単位：円）

科　　　　　　　　　目 予　算　額 備　　　　　　　　　考

雑　　収　　入 5，733，000

国有財産利用収入 838，000

国有財産貸付収入 581，000

国有財産使用収入 257，000

諸　　　　収　　　　入 4，895，000

受託調査試験及役務収入 3，913，000

弁　償　及　返　納　金 54，000

物　品　売　払　収　入 759，000

雑　　　　　　　　　　　入 169，000

歳　出

昭和60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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，405，708，000円

事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　574，160，000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，333，763，000円であり，その内容は，つぎのとおりである。

①特別研究費　　　　　　　　　　　　　　　　　　13，764，000円
②機械整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　42，549，000円
③受託研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，350，000円
④研究者等研修および流動研究員経費　　　　　　　　　　　　　2，899，000円
⑤　一般別砕研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40，367，000円

⑥　農林水産研究計算センターの運営に要する経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，149，000円

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　　　　　　　　　　24，000円

⑧侵入病害虫の防除に関する研究推進に要する研究　　　　　　　　　　　549，000円
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　　　　　　　　　　　　　　1，040，000円

⑩超多収作物の開発と栽培技術の確立に関する研究　　　　　　　　　　1，441，000円
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係

　　する研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74，550，000円

⑫大型別枠研究　　　　　　　　　　　　　　　　　 124，892，000円
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⑬農林水産生物遺伝資源・遺伝育種情報の総合的管理利用システムの整

　備に要する経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17，874，000円

⑭バイオテクノロジー関係　　　　　　　　　　　　　　　 9，315，000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）　　　　　　　　　　49，147，000円

②放射能汚染調査研究費（項：放射能調査研究費）　　　　　　　　　　6，853，000円

③その他（項：科学技術振興調整費）　　　　　　　　　　　　32，735，000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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　73，491，000円

5）　調査旅費経費（組織：農林水産本省）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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300，000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　300，000円

昭和60年度歳出予算一覧表
（単位：円）

科 目 予　　算　　額 備 考

（組織） 農林水産本省試験研究機関 2，475，857，000

（項） 農林水産本省試験研究所 2，313，631，000

人 件 費 1，405，708，000

事 業 費 907，923，000

（項〉 国立機関原子力試験研究費 49，147，000

（項）

放射能調査研究費 6，853，000

（項） 科学技術振興調整費 32，735，000

（項） 国立機関公害防止等試験研究費 73，491，000

（組織） 曲
廣 林　水　産　本 省 300，000

（項） 土 地　改　良　事　業 費 300，000

合　　　　　　計 2，476，157，000

（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 Om2 Om2 Om2 55，102㎡　　　　　0㎡　　　　　55，102㎡

計 0 0 0 55，102　　　　　0　　　　　55，102

総　計

筑 波 計

16，598，650，574円　　16，598，650，574円
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4．図 童
日

昭和60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60年度図書・資料受入冊数 複写件数

区 分　購　入　寄　贈　　計 区 分 数　量

単行書｛蕪

資料潔

雑誌健

91冊
76冊

0冊

0冊

77種

206種

　11冊　　102冊
　10冊　　 86冊

177冊　　　177冊
108冊　　　　108冊

1，084種　　1，161種
436種　　　642種

国公立試験研究機関

大　　　　　　学
民　　　　　　間
　　　計

1，204件

　69件

　98件
1，371件

5．刊 行

昭和60年度中に当所から出版された主な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
農業環境技術研究所報告第1号

農業環境技術研究所年報昭和59年度

農業環境研究成果情報第1集

農業環境研究叢書第1号

農環研ニュースNα3

　　〃　　Nα4
　　ノノ　　Nα5

　　ノノ　　Nα6

昭．61．3
日召．60．11

昭．60．7

昭．61．3

昭．60．5

昭．60．9
日召．60．12

昭．61．2

166

81

58

210

6
6
6
6

2，000

2，000

1，000

450

1，500

1，500

1，500

1，500

官公立試験研究機関，大学等

　　ノノ

　　ノノ

　　ノノ

　　ノノ

　　ノノ

　　ノノ

　　ノノ
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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
委　員　会　名
　　　　　　　　所

員

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

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　　　〃

組換えDNA実験安全委員会　所内関係者

図　書　委 員

　所外学識経

　験者
会各部関係者

職務発明審査会各部長等
論　文　審　査　会　　ノノ

年報及び農環研ニュース　企画連絡室

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

厚　生　委　員　会　　〃

健康安全協議会　 〃

行政サービス向上推進委員会　総務部長

　　　　　　　　　ほか3名
所規程集編集委員会企画課長
　　　　　　　　　連絡課長
　　　　　　　　　ほか
受託研究等審査委員会各部長等

7　農業環境技術の研究に関し原子力利用の促進　随時開催　下部機関として専

　を図るため，アイソトープ施設の共同利用の

　調整及び放射線の管理
14　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

12　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
6　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
10　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

10　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
7　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
5　組換えDNA実験の安全確保に関する事項

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

10　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

6　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

9　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
15　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）
10　職員の健康安全管理及び機械，設備等の安全　　　〃

　管理に関する事項
4　事務経費の使用の効率化，行政サービス改善　　　〃

　及び合理化に関する事項
10　諸規程の改正に伴なう規程集の整備に関する　　　ノノ

　事項

9　国以外の者から委託を受けて行う試験研究及　　　〃

　び調査に関する事項

門会を置く

　　ノノ

下部機関として専

門会を置く

　　ノノ

　　ノノ

下部機関として専

門部会を置く

下部機関として専

門部会置く

表紙の絵一故冨田豊雄氏
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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

至東京

鴬鯵自勧蝉 鱒

虎

農業土木試験場

農業生物資源研究所

農業研究センター

農業環境技術研究所

畜産試験場

林業試験場

9

果樹試験場

食品総合研究所

農林水産技術会議

　事務局　筑波事務戸

家畜衛生試験場

至土浦

夢
408

矯 ダ
荒川沖駅

至水戸

国鉄常磐線牛久駅下車

関東鉄道バス筑波大学病院，大学中央

または谷田部車庫行きにて農業技術研

究所前下車

至東京

至上野

牛久駅

国道6号線

常磐線
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