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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農業生産技術の確立をめざして，

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・利用技術の確立，

③農業改良資材の環境保全的利用技術の確立，④農業生態系の制御技術と変動予測法の確立，⑤環

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

全技術の確立，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地球環境を維持・保全する

ための技術開発の研究基本目標を掲げ，関係する国・公立試験研究機関，大学等との緊密な連携協

力のもとに，農業環境の総合的な評価及び管理ならびにそれに必要な計測及び情報処理の手法開発，

大気，土，水の保全，植生の特性及び利用，微生物・線虫・昆虫その他の小動物などの特性及びそ

の有効利用，新規の農薬及び肥料等土壌改良資材の動態及び特性ならびに未利用資源等の農業資材

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61年度の研究活動の概況と各種所掌業務に関する年度実績の

概要を集録したもので，関係各方面への広報普及を主目的とした刊行物である。

　この目的に基づいた研究成果を展望するために，主要なもの10課題を選定し，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，遂次研究トピックスの紹介も行っ

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，農業環境に関連する研究成

果の広報を図っている。

　この年報と併せて，これらの資料を参照され，新しい研究分野「農業環境」を担う当研究所に対

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62年9月

農業環境技術研究所長

　　　　　　速　水　昭　彦
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1．研究実施の概要

1．環境管理部

　環境管理部は，資源・生態管理科及び計測情報

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およ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の課題を中心に研究を

進めたほか，大型別枠研究「グリーンエナジー計

画」「国土資源」および公害防止研究などの各種プ

ロジェクト研究を実施した。その成果を課題別に

みると次のようである。

　環境資源の総合的予測・評価手法の課題では，

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，水質および底質に対する都市化イ

ンパクトの実態を調べた。その結果地表水の水質

では，都市化が進み，流域の人口密度が高いほど

水中のT－N，T－P濃度が高まり，これが沼の二

次生産を増加させ，COD濃度を高めていると考え

られた。底質中の重金属の分布は，一般に細粒画

分に高いが，粗粒底質では粗粒画分濃度も高くな

ることが示された。同地域の地下水水質では，59

年測定開始以来，農村地域ではNO3－N濃度の夏

高冬低の周年変動がみられたが，都市化地域の打

ち込み井戸のNO3－N濃度は低レベルではある

が，経時的に上昇している。また，都市化インパ

クトの一形態として，街路植栽からの鳥による種

子運搬によって，エンジュが周辺樹林に進入して

行く可能性が明らかにされた。

　農地のもつ環境保全機能については，耕地の洪

水防止機能について，土壌の浸透能と貯水能から，

土壌統群及び土地利用別の評価を行い，機能の高

い方から土壌統群では厚層黒ボク土壌，黒ボク土

壌，褐色森林土壌，土地利用では森林，果樹園，

畑，草地の順にランクづけができた。傾斜農地に

おける地表水の制御技術として，植生帯内におけ

る水の移動の測定から深耕，高分子剤処理の効果

を明らかにした。快適性の評価について写真を用

いたSD法による評価を102人の評価者によって

行い，集落内部景観では暖かさ，静かさ，伝統の

重み，居住区外の景観では，美しさ，広さ，洗練

度のそれぞれ3個の評価軸によってほとんど評価

されていることが明らかになった。環境保全機能

図については，酒匂川流域において植生と傾斜区

分に基づく快適性機能評価区分を設定した。また，

香川県仲南町の対象地区において，表層地質，土

壌分類，傾斜等をパラメータとする土壌侵食予測

式を導き，現況に対し土地利用が変わった場合の

土壌侵食（水食予察図を作成した。総合評価につ

いては，恋瀬川流域においてN，P負荷発生に対

する非特定汚染源の評価を行い，土地利用，土壌

分布，降雨量から負荷発生予測を行い，負荷発生

可能性分級図を試作し実測結果とよく一致するこ

とを確かめた。桜川流域において，保全機能を総

合表示する地域区分として主として地形，土地利

用から6区分を設定し，各区分における機能を検

討して，おおよそ5類型に区分できた。環境保全

機能に対する都市化インパクトについて，桜川流

域の土地利用，交通，都市連担当の条件から農地

の宅地化予測を行った。この結果水質浄化，汚染

物浄化，快適性などの機能が低下し，水かん養，

侵食防止などの機能低下は少ないと判断された。

農村景域に対するインパクト評価としては，植生

に対する開発インパクトの把握方法として，ラン

ドサットデータを用いて90％以上の確度で樹林

地の判読が可能であった。

　環境管理計画では，桜川及び酒匂川流域におい
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て農林業のもつ環境保全機能に対する住民意識調

査を行い，自然的社会経済的背景と住民意識との

関連，保全機能の現況と住民二一ズとのかい離に

ついて分析を加えた。また，桜川流域の35個の自

然立地単位の50年と57年の2時期の土地利用特

化度を求め，土地利用と自然立地単位とのむすび

つきの高さから特化度の土地利用計画への応用の

可能性を認めた。一方，環境計画のための地域区

分法として指標生物を用いる方法を検討し，シデ

ムシ類で伝統的農村環境が保たれている地域にだ

け生息する種がみいだされ，生物指標としての可

能性が考えられた。

　資源情報については，土壌図式情報，土壌断面，

土壌名の3ファイルからなる土壌情報システム

（JAPSIS）が完成された。このシステムは他のシ

ステムデータとの結合が自由で，データ加工表示

が容易である。また，自然エネルギー資源賦存量

図（水力）として，1kmメッシュの有効包蔵水量

を計算し全国メッシュマップを作成した。

　ナショナルレベルでの物質動態に関して，わが

国の食料供給システムを通してのリンの移動を解

析するモデルが構築され，現況（57年）では輸入

食飼料から143千t，国内生産食飼料から101千

t，化学肥料として315千tの計559千tが国内に

流入し，236千tが農地を含む環境に放出された

ことを明らかにした。

　計測情報科では，農業生態系の制御変動予測法

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，

評価する手法の開発を目指して研究を実施してい

る。

　リモートセンシング手法の開発については，人

工衛生データによる情報の収集と加工手法の開発

を進め，昭和61年8月茨城県澗沼川河口でおきた

洪水による水稲の被害推定を試み，被害程度を予

測する指標をえた。また，作物の生育状況や形態

を計測するための各種センサーの開発と適用を進

めた。圃場用分光センサーについては，収量およ

び蓄積でんぷん量の推定，イモチ病など各種のス

トレスの検出の可能性をえた。レーザー作物レー

ダーの利用については，画像処理プログラムの改

善により鮮明な植物体の3次元像が得られる見通

しがついた。また，携帯型モニタリングシステム

の改良と利用方法の開発を進め，葉面積指数，乾

物重を経時的に計測して，太陽の角度，日射量な

どの違いによる推定の精度を検討した。さらに，

超音波センサーの利用については，作物個体群の

層別密度を推定し，容易に層別分布状態をグラフ

表示できるシステムを完成した。国際協力研究と

しては，タイ国の農業地域における潜在的農業生

産力の把握手法について研究を開始した。

　アイソトープ利用等効率的高精度分析法の開発

については，濃縮40Kの精密トレーサー法の開発

により，全生育期間を通じて施用カリの吸収率を

土壌カリと区別して測定できることを示した。安

定アイソトープ180標識リン酸の利用について

は，圃場でのリン酸肥料試験にトレーサーとして

十分使えることを明らかにした。アクチバブルト

レーサー法の応用では，Br一トレーサー法によ

り，神奈川県酒匂川流域の雨水やかんがい水の年

間水かん養量，水浸透速度の計測を行い，その土

地利用，地形，土壌などによる違いを明らかにし

た。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。放射化分析の農業利

用に関しては，チェルノブイリ原発事故の影響を

受けた雨水を採取し，ヨウ素の化学形態別分画・

定量を実施した。土壌一植物系におけるフッ素の

賦存量と動態の解明，土壌一植物一家畜の連鎖系

における13C，15N自然存在比の変動についても研

究が進められた。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。とくに本年度は

チェルノブイリ原発事故に関連して緊急対応の諸

調査を実施した。

　数理解析手法の開発については，時問的・空間

的プロセスの数理解析法と予測モデルの開発を進

め，生物の空間分布パターンが個体数の増加につ

れて変化する過程のモデル化とマメアブラムシの

調査データによるモデルの検証を行った。イネウ

イルス病流行の診断に有効な疫学モデルの作成に
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ついては，イネ縞葉枯病を対象として，抵抗性品

種の導入が保毒虫率の変化に与える影響について

のモデル化と改良を行った。また，ヒメトビウン

カの第2回成虫が水田に飛来する時期，飛来量，

保毒虫率，イネ移植日などとイネ縞葉枯病の発生

との関係を検討するためのシミュレーションモデ

ルを作成した。さらに，ハスモンヨトウのフェロ

モントラップデータと積算温度との関係を解析

し，気温と虫の発生，移動などの仮定に対しての

考察を行った。

　統計的解析法の開発については，農業生態系研

究に関する様々な情報の統計的解析において，ロ

バストネス（頑健性）をもつ推測方法の開発を進

め，その1つとして一般化線形モデルの適用を検

討した。圃場試験データ解析法については，系統

誤差を除去するための空問的統計手法の検討を開

始した。また，多因子要因実験モデルの適用によ

り，生物特性の遺伝子型値を任意の次数のエピス

タシス（非対立遺伝子間相互作用）を考慮した一

般形で記述できることを利用して，半数体倍加個

体の遺伝子数の推定法の適否を検討した。さらに，

植物集団における特性の世代間変動の統計的解析

法について研究を進めた。

　情報処理手法の開発については，農業試験研究

で扱われる様々なデータの構造解析と効率的デー

タベース作成のための管理システム（DBMS）の

検討を進め，複雑なデータ構造に対応するために

論理言語PrologのDBMSとしての有用性を確

認した。また，日常のデータの収集と処理の効率

化を計るため，パソコン用DBMSとしてMBIRS

を開発するとともに，計算機問のファイル互換用

プログラムを作成した。データベースについては，

重点基礎研究の一環として，農林昆虫に関する総

合的データベースの設計と試作を行った。また食

総研と協力して，ネットワーク共用による利用を

前提としたバイオケミカルデータベース作成・検

索システムの開発を進めた。知識工学的手法の適

用については，Prologを用いて植物病原細菌同定

に必要な知識べ一スの構築と，同定のための推論

プログラムを作成した。

2．環境資源部

　環境資源部は気象管理科，土壌管理科および水

質管理科の3科から構成されており，農業気象，

農耕地土壌および農業用用排水の水質について，

農業環境資源としての特性，保全および利活用に

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

ている大気汚染等の農作物への被害が顕在化して

いる現状を踏まえて，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，大気環境の変動が農業生態系に及ぼ

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

生長および気象観測データから，水稲の発育速度

を求める経験式を導き，出穂期を推定する方法を

開発した。また，前年度に引続いて生育予測モデ

ルを更に発展させ，毎日の日射量と平均気温を入

力して総乾物重の推移を表わすシュミレーション

モデルを開発した。

　べたがけ下では常に温度が高く，気流速は著し

く低下し，コマツナの生体重，葉面積が増大した。

　大気汚染関連では作物の気孔から侵入するオゾ

ンの分解，無毒化に大きく関与する物質としてア

スコルビン酸，システイン，還元型グルタチオン

を見出した。作物に及ぼすオゾンの影響を評価す

るため，既存のモデルとオゾンの分布値を用いて

作物の減収率を推定し，関東地方の場合にはダイ

ズ，ラッカセイ，水稲においてそれぞれ20％，

13％，8％の減収が見込まれた。圃場状態で大気汚

染物質の作物への影響を調査出来るオープントッ

プチャンバー実験装置を作成し，予備的に性能を

確認した。

　農業気候資源関連では二酸化炭素流束測定法を

開発し，有機物の添加や地温上昇による二酸化炭

素濃度の上昇を認めた。水田微気象予測のための

システムが完成し，その有効性が明らかにされた。

　気候資源の特性の解明では緑化植物による街路
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空間の微気象変化をはじめて明らかにし，路上の

影の濃淡と全放射強度から日向と日陰の温度差の

推定が可能になった。風洞実験では密閉度を異に

する5種の防風網の減風効果について検討し，高

倍距離5～10でもつとも減風効率の大きいことが

認められた。

　農業生態系への影響では，大気中に増大しつっ

ある二酸化炭素および酸性雨の作物生育への影響

に関する文献を収集するとともに，二酸化炭素倍

増による高温気候条件下の植生純生産量を筑後モ

デル（日射と水分状態から乾物生産量を推定する

方法）によって評価し，気温上昇によってわが国

全体の生産力が9％上昇することを推定した。水

稲群落上におけるオゾン濃度を測定し，群落直上

と1．5mの高さにおける濃度差は日射が強くな

るに従って指数的に増大することを確認した。

　土壌管理科では，土壌資源の賦存量を把握し，

土壌情報システムとして活用する方法の開発を行

うと共に，土壌のもつ作物生産機能と環境保全機

能の維持・増進を図るため，土壌の化学的，物理

的，生化学的特性の解明とその制御・活用技術と

土壌資源の保全管理技術の開発に関する基礎的研

究を実施している。

　土壌資源の生成，変動に関しては台地土壌につ

いて粘土の下層土集積の特徴と火山灰土中の母材

と微量元素の分布との関係を明らかにした。また，

黒ボク土のリンの蓄積実態を継続研究し，長期の

水田耕作によって有機リンの一部が分解，利用さ

れる可能性を認めた。

　土壌資源の調査，分類に関しては，現在国際的

な分類として確立されつつあるAndisols（目）の

中に黒ボク土を位置づけ，腐植の特徴を明らかに

し，完了研究とした。水田土壌では積雪下の水分

環境の特徴づけを行い，水田の転換利用における

水分特性の評価基準として，土壌の現地透水性の

評点法を確立し指標化した。

　土壌情報システム化の基礎となる土壌標本の作

製法はほぽ完成し，土壌統群別モノリスの作製を

進めた。土壌情報のバンク化のためには土壌断面

データのファイル化手法を開発し，さらに大縮尺

土壌作成のため空中写真の濃淡区分や地形情報の

利用法の開発を進めた。また，土壌侵食要因をコ

ンピュータ・グラフィックによって立体図化し，

侵食モデルを視覚情報として作製した。

　土壌の化学的特性については，アロフェンの表

面の付着物質は陽荷電性であることを推定した。

土壌成分とリン酸イオンおよびリン酸肥料との反

応生成物については種々のモデル系におけるアロ

フェン質土壌の物質収支として解明された。また，

土壌蓄積リンに対するキレート化合物の可溶化能

が明らかになり，クエン酸施用による幼植物のリ

ン吸収効果が実証された。さらに農耕地排水路の

除リン能維持のため底質土の表面活性の効果が明

確になり，土壌カラムの除リン能のカイネティク

スについても検討を始めた。

　土壌の物理的特性の解明と制御技術の開発に関

する研究では，硝酸イオンの土層移動に及ぼす土

壌孔隙性，保水性，吸着性の影響に基づいて土壌

類型別に窒素排出強度を分級し，土壌管理指針を

策定した。また，畑土壌水分を長期にわたり，安

定して計測・記録できるモニタリングシステムを

完成すると共に，土壌のガス拡散測定に基づいた

圃場内の酸素および二酸化炭素流束の測定法を確

立した。さらに，作物根の伸長は土壌の水，空気，

硬度の相互のからみで支配されるので，土壌のガ

ス交換能と硬度のどちらにも制限されない「根生

育非制限有効水域」によって根圏土壌の物理的機

能を評価した。新しく開始した土壌物理性と土壌

病害の発生との関係については，キャベツネコブ

病発生には根の生育，土壌ガス組成，菌の移動な

ど，根圏土壌物理環境が密接に関与することが明

確になった。

　土壌の生化学的特性と制御技術の開発に関する

研究では，耕地間水脈および排水路における窒素

揮散について検討し，水脈での脱窒は少なく，谷

津田の表層土における脱窒の大きいことが認めら

れた。また，ガスクロマトグラフィーによる大気

中の酸化窒素の高感度定量法とチャンバー法を併

用した土壌面での酸化窒素ガス流束測定法を開発

し，施設土壌における酸化窒素を測定した。黒ボ
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ク土から抽出された6種のプロテアーゼは疎水性

アミノ酸残基で構成されているペプチド結合を優

先的に切断する型の金属プロテアーゼであること

が推定された。さらに，土壌蓄積有機リンを無機

化するフィチン酸リン資化性菌を水田土壌，畑土

壌，生鶏糞，鶏糞堆肥から分離した。

　土壌有機物の特性，機能については，新たに根

分泌有機成分の研究に着手した。また，土壌生態

系の中で酵素免疫測定法の適用を検討し，まず，

土壌中の特定の植物病源菌の高感度の定量が可能

な測定法を確立した。この方法は施用有機物の土

壌微生物に及ぽすインパクトを解析するために有

効と考えられ，各種事例の積み重ねが必要である。

さらに稲わらおよび稲わら堆肥を構成する中性糖

を高分解ガスクロマトグラフィーによって定量す

る方法が検討された。土壌の有機性療棄物の環境

中での分解については温度，水分，土壌のタイプ，

有機物の種類，土地利用の影響から評価する方式

を提案した。

　土壌変化の予測と土壌保全の関係では，土壌変

化とくに土壌中の水の浸潤を迅速かつ正確に把握

するため，光ファイバーを利用した近赤外線反射

法による土壌水分測定を検討し，測定法として確

立できる見通しが得られた。土壌保全機能の増進

のためには土壌改良剤の利用効果を引続いて検討

すると共に，土壌保全機能の定量的把握のため，

評価式によって，桜川，酒匂川流域の土壌侵食強

度予測図を作成し，現地における土壌侵食の実態

とほぼ整合することを確認した。また，平地林の

減少によって仮比重1．3～1．4の黒ボク土では風

食の促進されることを明らかにした。

　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・保全を図るとともに

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・増進技術に関する

基礎的調査研究を実施している。

　農業用水として利用される中小河川の水質特性

の把握のためには，河川水流下同調調査法がもっ

とも適切であること，衛生細菌数は水田地帯排水

の流入によって低下し，市街地排水の流入により

増加すること，水田地帯排水では硝酸態窒素濃度

が高く，市街地排水ではアンモニア態窒素濃度の

高いことが明らかにされた。

　採取試水中の各種成分の保存中の変化について

検討し，硝酸態窒素は5℃，2ヵ月でも無変化であ

ることを示した。また筑波の7定点における降雨

の酸性度と成分濃度に関する調査結果から，5地

点の平均pHは4．5～5．1（残り2地点では

5．7～5．9）であり，成分濃度は4当たり，硝酸：

1．2～1．6mg，アンモニア：0．5～1．3mg，硫酸：

1．8～2．2mg，塩素：1．0～1．6mgであること，ま

た無機態窒素の年間負荷量は1kg　N／10a程度で

あること等を明らかにするとともに，降雨が河川

の水質の変動要因となる可能性を指摘した。

　水質指標・評価法関連では，畑地帯周辺の浅井

戸では硝酸態窒素が，水田地帯周辺の井戸ではア

ンモニア態窒素の多いことを見出した。茨城県西

部台地の畑作地帯における浅層地下水中の硝酸態

窒素および塩素などでは季節的変化は少ないもの

の，露地のメロンやハクサイ，梨園において，シ

バ，カボチャ，トウモロコシの畑に比べ高含量を

示した。

　水質浄化機能関連では火山放出物，酸化溝，生

物膜，土壌生物などによる水質浄化機能の検討が

なされ，リンの吸着は水中のリン濃度の増大に伴

い増加することおよび火山放出物の種類によって

リン吸着能の異なることを認めると共に，土壌被

覆型汚水処理槽の被覆土壌中における土壌生物の

生息密度が処理槽の構造との関連を推測させる結

果を得た。稲荷川や小野川の調査では浮遊性そう

類の集積する堰などの下流で，全窒素，全リン酸，

化学的酸素要求量が明らかに低下し，そう類によ

る浄化機能のあることが示唆された。筑波万博会

場周辺の河川の電気伝導度，硝酸態窒素は下流ほ

ど高くなり，3～4月には水田からの窒素流入が増

大することを示した。リクトウーコムギの不耕起

畑において，根圏のミミズの生息密度は明らかに
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増加することを示したが，生息密度に及ぽす土壌

水分，土壌硬度および根重の影響では，登熟期に

おいてE鷹勿舵郷の生息密度と根重との間に正

の相関が認められたにすぎなかった。

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，農業環境を長期にわたり良好

な状態で維持し，農業生産の安定向上を図るため，

その環境構成要素である植生の生態的特性および

環境保全的機能を解明すべく植生の持つ機能面の

解析を中心に研究を進めている。

　植生の構造と生態的機能の解明に関する研究で

は，農耕地およびその周辺における植生遷移を明

らかにする目的で，管理法を異にする圃場の植生

を3年間にわたり調査した。その結果，放任区で

は2年目までは短年性植物が優占したが，3年目

からはセイタカアワダチソウ・ヨウシュヤマゴボ

ウなど多年生植物が優占種となり，休眠型も地

表・地中植物型に変化する一方，耕絃区ではオオ

イヌタデ・シロザ・ツルマメなどが依然として優

占する1年生植物型が維持されていた。施肥量に

よる差異は生育量に見られるものの種組成にまで

は未だ達していない。この外，アレロパシーを持

つ植物を普通畑作物・農耕地周辺植物について探

索する研究が開始され，ソバ・ダイズ・オオムギ・

コムギなど若干の植物種でアレロパシーの効果が

確認されつつある。

　植物の生態系保全機能の解明に関する研究とし

ては，耕地周辺植生について窒素・リンの収奪機

能を評価・利用する研究が実施され，陸上の大型

草本植物では，ススキ・ヨモギ・セイタカアワダ

チソウなどは，m2当り乾物地上部現存量1kg以

上の群落を形成し，窒素・リン吸収量はそれぞれ

12～13g・1．5～2．5gに達し，水生植物では，ホテ

イアオイ・ヨシなどが，m2当り窒素・リンそれぞ

れ14～209・1．4～7．49の吸収量のあることを明

らかにした。また，この研究の過程で，アンモニ

ウムイオンと硝酸イオンが共存する場合は，植物

の種類を問わずアンモニウムイオンが優先して吸

収され，アンモニウムイオンは硝酸イオンの吸収

を可逆的に阻害すること，その阻害様式は拮抗型

であることが明らかにされた。また，作物による

土壌中のリン収奪機能は，夏作物ではナタネ・ア

ルファルファ，冬作物ではソルゴー・キクイモ・

トウモロコシが高く，難溶リンの吸収力はシロ

ザ・ギシギシで高いことが明らかにされている。

水生植物による合成有機化合物の除去能力は，

TPN・CNPに対してホテイアオイで高く，TPN

の除去には生物化学的要因が，CNPの除去には

物理化学的要因が大きく支配しているなども明ら

かにされる方向にある。また，耕地生態系の炭素・

窒素の循環機能として，冬作物では土壌中の炭素

収支がイタリアンライグラスではha当り687kg

のプラス，コムギでは1711kgのマイナス，窒素収

支はイタリアンライグラスで30kgのプラス，オ

オムギ・コムギはそれぞれ36，44kgのマイナスと

なり炭素で1．3％窒素で0．5％程度のマイナスに

なるなどの結果が得られている。

　他感物質の検索と機能の解明に関する研究で

は，農耕地植生の放出する揮発性物質として，草

本類（12種）からはヘキサナールなど15種の脂肪

族化合物が，花（12種）からはベンジルアルコー

ルなど7種の芳香族化合物α一ピネンなど9種

のテルペン化合物が放出され，テルペン化合物を

主として放出する森林植生などとは放出物の組成

が異なることが明らかにされた。また，これらの

放出量には日変化・季節変化のあることも明らか

にされている。さらに，アレロパシー物質の単離

抽出法としては，植物体からの抽出法・土壌中か

らの抽出法等の検討が進められている。

　微生物管理科では，ウイルス，細菌，糸状菌，

線虫を対象に分類・同定，生理，生態制御ならび

に利用について基礎的研究を行なっている。

　分類・同定に関連しては，イネ苗立枯細菌病菌

の諸性質を調べ，新種であることを明らかにし，
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A6裾o解o襯s飽n孟π痂と命名した。わが国では

未記載であるスターチス萎凋細菌病，ダッチアイ

リス心腐病，ガーベラ黒斑病の病原細菌を同定し，

ジャガイモ亀の甲症の病原菌がS舵卿卿66s属

の新種である可能性を示唆した。線虫については，

ネグサレセンチュウの新種2種をそれぞれ北海道

及び沖縄から分離し，記載した。また，キタネグ

サレセンチュウの形質の分類学的評価を行なうと

ともに，個体群間の類似度を調べた。重点基礎研

究として，植物病原ウイルス，同細菌及び同糸状

菌の諸特性あるいは線虫関係論文のデータベース

を作成するとともに，パソコン利用による簡易検

索システムを開発した。

　微生物株の収集・保存に関連しては，本年度あ

らたにウイルス10株，細菌391株，根粒菌25株，

り放線菌11株，糸状菌79株を微生物ジーンバンク

に登録・保存した。また，植物病原細菌，同ファー

ジ，植物病原糸状菌，同プロトプラスト，土壌細

菌，放線菌を対象に長期保存法マニュアル作成の

ため，既往の文献を収集・整理するとともに植物

病原糸状菌を中心に長期安定保存法について検討

した。

　生理に関連しては，リョクトウそうか病菌培養

ろ液からリョクトウ初生葉に自然発病の病斑と類

似した症状を起こす毒素を単離した。また，いも

ち病菌の胞子からプロトプラストを効率的に分離

する方法を開発し，細胞融合による遺伝解析への

道を開いた。Rh’zo6孟o％iαsozα痂の病原性消失株

に特異的に存在するプラスミドpRS64のDNA

には本菌のゲノムDNAと相同性領域があること

を明らかにした。

　生態に関連しては，酵素標識抗体法によるイネ

もみ枯細菌病菌の自然界からの検出方法を開発

し，本細菌が本田においてはイネの根及び葉鞘基

部で生存・増殖し，イネの生育とともに上位葉鞘

へ移行し，出穂後の穂に達することを明らかにし

た。また，VA菌根菌の土壌病害防除への役割を解

析するため，各種畑作物への共生ならびに厚膜胞

子の形成，発芽等の動態について検討した。所内

の陸稲連作圃場において連作4年目まではイネシ

ストセンチュウの密度が上昇したが，5年目以降

急激に減少しはじめ，いわゆる衰退現象がみられ，

衰退現象の原因が出芽細菌の線虫への寄生による

ことが明らかにされた。土壌中では細菌による静

菌作用が広くみられているが，そのメカニズムの

一つとして，増殖する細菌近傍では微視的な低酸

素濃度領域が形成されることが示唆された。

、制御に関連しては，キュウリ緑斑モザイクウイ

ルスの弱毒株GA－30を作出し，顕著な発病抑制

作用を示すことを明らかにした。また，土壌中に

生息するA詔40別伽αs6砂αo宛から2種の新規

抗菌物質を単離し，化学構造を決定した。タイ産

トビイロウンカから分離した細菌からイネ白葉枯

病菌に強い抗菌活性を示す新規化合物アンドリミ

ドを発見した。また，植物病原菌を溶菌する粘液

細菌が発見された。線虫に対する天敵微生物であ

る出芽細菌の使用法について検討した結果，本細

菌が感染した線虫に侵された作物根の乾燥粉末を

土壌混和することによって，サツマイモネコブセ

ンチュウの被害が軽減されることが明らかにされ

た。

　利用に関連しては，わが国に分布するダイズ根

粒菌のDNA相同性，血清型，抗生物質耐性，脂肪

酸組成等を調べ，類別した。また，芳香族塩素化

合物であるクロロ安息香酸を効率的に分解する細

菌を土壌から分離し，分類学的所属ならびに活性

について検討した。

　昆虫管理科では，昆虫の特性の解明と管理技術

の開発を目的として研究を行っている。昆虫分類

研究室では，アブラムシ科のS6h乞zの傭亜属の再

検討を行い7種の識別とその検索表を作成した。

鱗翅目ではOs加痂α属5種につき寄生植物リス

トならびに検索表を作成した。キヨトウ類の幼

虫・蠣による同定の可能性についても検討を行っ

た。長距離移動性昆虫相を明らかにするため，東

支那海および日本海上で船舶及び航空機を利用し

て採集された標本の収集と同定を行った。トマト

黄化えそ病の媒介昆虫であるアザミウマ類のトマ

トにおける種類相，発生消長を引きつづき調べた。

昆虫の分類・検索システムを開発するためのデー
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夕べ一ス化と画像による検索システムの試作を

行った。

　昆虫行動研究室では，イチモンジカメムシ幼虫

の摂食行動に及ぼす温度の影響を調べた。ホソヘ

リカメムシについては寄主選択行動の観察を行っ

た。ダイズ害虫のミツモンキンウワバの性フェロ

モンを利用した誘殺トラップの効率と構造の関係

を風洞を使って検討し乾式が湿式より有効なこと

が判明した。移動性害虫の実態把握に3．2cm波

レーダーの利用可能性を検討した。ミツモンキン

ウワバについては，成虫の飛翔活動に及ぽす温度

の影響を調べ，最大飛翔距離は20。Cで20．5km

の値が得られた。

　天敵生物研究室ではウンカ類の寄生性天敵クロ

ハラカマバチの人工飼料による継代飼育の試みを

行っている。日長を異にする条件でアワヨトウを

飼育し，その飛翔能力を調べたが，長日，短日条

件による差はなかった。移動性害虫を捕獲するた

めの，地上用捕虫装置と航空機用捕虫装置を試作

し，その実用性を検討し，必要な改良を行ってい

る。

　生理活性物質研究室では，ミツモンキンウワバ

の大量増殖によりえた1万頭の雌より，性フェロ

モン物質として2成分を分離するとともに，その

混合物の誘引性を野外試験により実証した。チャ

ハマキガの雄は香鱗をもつ。この役割りを香鱗除

去などにより調べ，香鱗を除くと雄が交尾を拒否

することが分った。チャノコカクモンハマキの

卵・幼虫寄生蜂ハマキコウラコマユバチについて

は，産卵刺戟物質および産卵後のマーキング物質

の化学構造の同定を行った。またニュージーラン

ドで果樹害虫防除におけるフェロモン利用につい

て共同研究を実施した。

　個体群動態研では，ヘリカメクロタマゴバチの

寄主識別能力の発現・発達を適応戦略の立場から

実験的に解析を進めている。カメムシ類の増殖能

力と営養素の関係からは，アスコルビン酸の重要

性が確認された。施設害虫のオンシツコナジラミ

とその寄生蜂エンカルシアの相互作用を記述する

シミュレーションモデルが完成し，密度変動，安

定性に寄与するパラメーターが特定された。ハス

モンヨトウの常発地と非常発地の天敵相の比較解

析も進められた。

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

れの資材の特性，動態，管理に係わる先導・基盤

的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に関しては，農薬の作用

特性を明らかにするための新手法として核磁気共

鳴（NMR）により生菌体のまま殺菌剤の薬理作用

を解明する手法が開発された。すなわちイネいも

ち病菌に［メチルー13C］メチオニンを取り込ませて

菌糸中の13C－NMRスペクトルを測定した。殺菌

剤IBP（0，0一ジイソプロピルーS一ベンジルチオホ

スフェート）を添加した場合，メチオニンからコ

リンヘのメチル転移反応が抑制されており，IBP

はリン脂質生合成経路を阻害すると考えられた。

またイソプロチオランを添加した場合にも同様の

影響が認められた。灰色カビ病菌については，菌

糸中の水のプロトンのスピンー格子緩和時間（T1）

が殺菌剤処理により変化することから殺菌剤の作

用特性を知る手がかりが得られた。

　昨年度までの研究に引き続いて，ホスホロアミ

デート系殺虫剤イソフェンホスのヒノキ苗木にお

ける移行と代謝が13C標識化合物を用いて検討さ

れた。 イソフェンホスは植物体では安定で，特に

根部処理では長期間にわたって残留が認められ，

また主要な代謝物として，イソフェンホスーオクソ

ンが同定された。

　異なる土壌条件における除草剤の動態解明の一
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環としてトウモロコシ畑におけるアトラジンの土

壌残留性が調べられた。アトラジンは，散布後土

壌中で経時的に減少し，0～10cmの深さの層では

半減期は19日であった。環境中における非生物的

分解要因として太陽光は最も重要であるが，プロ

パホスの光分解生成物が同定され，光による光酸

化反応と加水分解が環境中における主要な分解経

路であると考えられた。

　芳香族塩素化合物の環境中における動態につい

ては，本年度も引き続いて研究が行われた。環境

中におけるダイオキシン等の微量分析法が検討さ

れ，選択的分析にはGC－MS（ガスクロマトグラ

フィー一マススペクトロメトリー）のSIM（セレク

テッドイオンモニタリング）法がすぐれていた。

また谷田川水系において関連化合物の残留実態調

査を行った。除草剤CNP（2，4，6一トリクロルフェ

ニルー4一ニトロフェニルエーテル）と関連する塩

素化ダイオキシンは，水田水中からは検出されず，

その土壌からCNPと低毒性の1，3，6，8－TCDD

（1，3，6，8一テトラクロロジベンゾーp一ダイオキシ

ン）等が検出された。土壌に施用した芳香族塩素

化合物の作物吸収については，塩素化ベンゼンを

中心に検討され，水田における稲の吸収に比べ畑

におけるニンジンの吸収が大きいことが示され

た。

　農薬の合理的な利活用技術を開発するために

は，農薬の環境中の動態を予測することが必要で

ある。このため数理的な解析あるいは物理化学的

数値に基づく予測式が検討されている。すなわち

分解速度の異なる土壌中の分解部位を想定し，各

部間に薬剤の出入りがなく独立に分解が進行する

と仮定した場合の薬剤の減衰式が提案された。ま

た，水田施用農薬の水系における動態を予測する

ための基礎資料として，ベンチオカーブ，シメト

リン，CNPの河川水中への流出率が算出された。

水系における生分解性を予測するため，農薬が複

合して存在する場合の相互影響について検討がな

された。この場合，一1般に農薬が単独に存在する

場合に比べ，2種の薬剤が混在する場合には，農薬

の分解速度が大きくなる傾向が認められた。

　薬剤の生物影響に関しては，不斉リン原子を持

つイソフェンホス及びイソフェンホスーオクソン

の光学異性体問における生物活性が調べられた。

それぞれの殺虫活性は常に（＋）一体が強いことが

見いだされた。例えば，イソフェンホスーオクソン

のイエバエにおける殺虫活性の光学異性体間の差

は大きく，（＋）一体は（一）一体に比べ84倍も強

力であった。（＋）一，（一）一オクソン体とも15。値

は10－3M以下であり，殺虫効力をAChE（アセチ

ルコリンエステラーゼ）阻害活性から説明するこ

とは困難で，生体内活性化により殺虫効力が発現

されるものと推定された。

　薬剤抵抗性に関しては，ニカメイガについて各

種の有機リン剤とそのオクソン体を用いた殺虫効

力試験が行われ，化学構造と抵抗性レベルとの相

関が検討された結果，P－0一アリール結合がニカメ

イガの抵抗性発現に必須の条件であることが明ら

かにされた。有機リン剤抵抗性ニカメイガにおい

ては，各種の有機リン剤に対し高い協力作用を示

す協力剤K－2（2一フェノキシー4H－1，3，2一ベンゾ

ジオキサホスホリンー2一オキシド）に関し，14C

一フェニトロオクソンを用いて生化学的メカニズ

ムについての検討が行われ，K－2の協力作用は抵

抗性ニカメイガ幼虫によるフェニトロオクソンの

解毒分解がK－2によって阻止されるためと結論

された。

　生体成分に及ぼす薬剤の影響を調べるため，ト

ビイロウンカの庶糖分解酵素の自動分析法が設定

された。この方法により，抵抗性及び感受性の個

体群での比較が行われ，前者の庶糖分解酵素の活

性は後者の約1／2であった。

　有機リン剤耐性のいもち病菌に対して有効な薬

剤を開発するため，天然資源の利用が試みられた。

茶葉に含まれるカテキン類とそのメチル誘導体に

ついて菌そう生育阻害試験が行われた。カテキン

類には生育阻害作用は認められないが，メチル誘

導体では抗菌活性の増加が認められ，中度の耐性

菌に対しても活性が認められた。

　農耕地に広く使用されているパラコートに対し

て抵抗性を示すキク科雑草がパラコートを多年に
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わたって連用してきた果樹園，桑園で見出されて

いる。パラコート抵抗性株ではビピリジウム除草

剤の吸収・移行が阻害されていることが明らかに

されつつある。

　農薬の管理技術開発の基礎研究として，農業生

態系における芳香族塩素化合物の分解促進技術の

開発研究が進められでいる。芳香族塩素化合物の

分解促進に最も重要な役割を果たすことが期待さ

れる微生物分解については還元的脱塩素反応を中

心に解明が行われた。除草剤ベンチオカーブの脱

塩素活性を高めた土壌を接種した液体倍地に，ポ

リクロロフェノール類を加えて脱塩素反応が検討

された。この反応条件ではポリクロロフェノール

の水酸基に対して，先ずオルト位の塩素が脱離さ

れ，次いでパラ位，メタ位の順に脱塩素されること

が明らかにされた。一方，非生物的分解促進技術開

発の基礎的研究として，オクタクロロジベンゾフ

ランのジオキサン中での光分解が検討された。

　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・管理技術の開発に関する研

究を分担実施している。

　作用未解明元素としては，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分析法

で定量された。ユーロピウム及びスカンジウムの

含量はそれぞれ0．08～4。88μg／g，2．5～112μg／g

の範囲に分布し，母材の影響を強く受けることが

見出された。

　多量成分の特性と動態の解明では，土壌中にお

ける施肥窒素の動態を連続的に把握できるセン

サーシステムの開発を目途に，ホローファイバー

束を，溶液とセンサーのインターフェイスとして

作用させるようなシステムが試作された。これを

用いて降雨に伴う土層内の硝酸態窒素の挙動を追

跡・計測することに成功した。リン酸については，

合成taranakiteを用いてハクサイの幼植物試験

を行い，結晶度，溶解度と肥効性との関係が検討

され，合成塩の施肥はその物理化学特性に支配さ

れることが明らかにされた。ケイ酸については，

まず30Si標識ケイ酸カルシウムの試作に成功し

た。次いで，これを用いた水稲ポット栽培試験を

行い，肥料由来のケイ酸と土壌由来のケイ酸を分

別定量できることを確認した。ここに開発した新

トレーサー法は作物のケイ酸吸収特性等の動態解

明に重要な手がかりを与える。以上の外に，重窒

標識法による緑肥窒素の動態，及び31P－NMRに

よる土壌中の有機リン等の形態分別定量法が検討

された。

　微量成分の特性と動態の解明では，重金属の植

物に対する可給性や毒性を左右する土壌条件の一

つであるpHが重金属の形態変化に及ぼす影響が

検討された。その結果，亜鉛，銅，ニッケル及び

カドミウムの水田土壌中での形態変化はpH6～8

の範囲では非常に小さいが，pH5以下ではその低

下とともに著しくなり，元素の溶出量は指数関数

的に増大した。

　肥料等の動態制御・管理技術の開発では，肥料

形態や薬剤添加物理化学的または生物的肥効調節

技術の開発研究が引き続き行われた。畑地におけ

る施効窒素の挙動に及ぼす影響が調査され，既往

の数値モデルを応用して畑地からの施肥窒素の排

出過程が解析された。すなわち土壌中の硝化過程

は緩慢活性化型失活触媒反応の速度式，また被覆

尿素からの窒素溶出過程は同じ触媒反応の速度式

で解析・評価できることを知った。また，成分組

成を異にする50種類のケイ酸肥料を供試して，水

稲ポット栽培試験を行い，土壌溶液中のケイ酸濃

度とアルカリ分／可溶性ケイ酸含量，pH，並びにこ

れらの要因と水稲ケイ酸吸収性の相関を明らかに

した。以上の外に，微小部分蛍光X線分析法の実

用性を検証するため，カタバミ葉中のカリウム，

カルシウム，マンガンの動態が生葉を用いて経時

的追跡され，またNMR法によるホウ素の定量と

同法を用いた有機質肥料中のホウ素の存在形態の

解析が試みられた。

　農業内外廃棄物の利活用の開発に関しては，家

畜簡易処理施設から生じる廃土の有効利用を図る

目的で，作物生育から見た安全性とリン酸供給か

ら見た肥効性がコムギ幼植物試験で検討された。



1　研究実施の概要 11

コムギの乾物収量，窒素吸収量は，廃土中の無機

態窒素含量に比例して高まった。また亜鉛，銅の

小麦吸収量は，それらの廃土中の含量よりも窒素，

リン酸吸収量と直線的相関を示した。さらに，尿

汚水を土壌槽に導入する前のオガクズ槽は汚水中

のリン，亜鉛，銅を効率よく除去することが明ら

かにされた。一方，湖底しゅんせつ土の農用地搬

入が及ぼす土壌等への影響に関する緊急調査研究

が実施され，湖底しゅんせつ土の物理・化学性に

ついて基礎的知見が得られた。
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IL昭和61年度研究課題

課題
番号

　　〔研究　問　題〕
研　　　究　　　課　　　題 予算区分 研究期間 研　　究　　分

1
2
3

4

5

6

7

8

　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

　　2　作物類の気象生態反応の解明（2）　　　経常

　　3　制御環境下における作物の生育調節法　経常

　　　の開発（3）

　　4　大気汚染質による作物の被害機構の解　公害防止

　　　明（4）
　　5　大気質の変動の影響の評価法の開発　経常

　　　（5）

　　6　オープントップチャンバーを用いた実　公害防止

　　　験手法の確立
　　　7　大気汚染が作物の物質生産に及ぼす影　公害防止

　　　響の定量的解析
　　　8　植物の大気汚染の解毒機構の解明　　　公害防止

　　（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
9　　　　　1　作用機構未解明元素の賦存量の実態把　経常

　　　握（6）
　II　農業環境生物の特性と管理・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
10　　　　1　土壌伝染性ウイルス，ジャガイモモッ　経常

　　　プトップウイルスなどの特性の解明と分

　　　類基準の確立（7）

11　　　　2　植物ウイルスの特性の解明，ソラマメ　経常

　　　ウィルトウイルスの諸性状によるグルー

　　　プ分け（8）
　　　3　地域条件に対応した弱毒ウイルスの作　地域バイテク

　　　出及びこれを利用した防除技術の確立

　　　4　農業生態系にかかわる細菌の分類（9）　経常

12

13

14 5　植物細菌病の診断と病原細菌の同定　経常
（10）

継58～65　環資・気象生態研

継58～62　環資・気象生態研

継58～64　環資・気象生態研

完　　　　環資・大気保研

舗（60）

継58～68　環資・大気保研

新61～65　環資・大気保研

新61～65　環資・気象生態研

新61～65　環資・大気保研

担 担当者

岡田益己
岡田益己
岡田益己
竹沢邦夫
川方俊和
野内　勇

小林和彦

小林和彦

岡田益巳
竹沢邦夫
野内　勇

継58～64　資材動態・微量要素研　渡　辺　久　男

継58～61環生・土微分類研

　　（農研センター）

継60～61　環生・土微分類研

　　（農研センタ）

新61～65　環生・土微分類研

継58～67　環生・細菌研

　　＊〔技会・併〕

　　＊＊〔熱研〕

継58～67　環生・細菌研

亀谷満朗
花田　薫

亀谷満朗
花田　薫

亀谷満朗

畦上幸児
西山幸司＊

渡辺康正林

西山幸司＊

畦上耕児
渡辺康丑塾

＊〔技会・併／

＊＊〔熱研〕



課題
番号

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

II　昭和61年度研究課題 13

　　〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期間 研究分担 担当者

6　植物寄生性細菌の生理的特性と感染・　経常　　　　　　継58～63環生・寄生菌研

　発病機構の解明（11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（北海道大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔蚕試〕
（2）　糸状菌の特性の解明と分類基準の確立

1　鞭毛菌類の特性の解明と分類基準の確　経常　　　　　　継58～64　環生・糸状菌研

　立（13）

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔四国農試〕
2　不完全菌類の特性の解明と分類基準の　経常　　　　　　継58～64　環生・糸状菌研

　確立（14）

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔四国農試〕
3　植物寄生状菌の生理的特性と発病機構　経常　　　　　　継58～63環生・寄生菌研

　の解明（16）

　　　　　　　　　　　　　　　　　環生・糸状菌研

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔四国農試〕
4　いも病菌等の遺伝解析（17）　　　　　バイテク〔細胞　継58～61環生・寄生菌研

　　　　　　　　　　融合〕
5　外国樫の病害抵抗性（18）　　　　　　　超多収　　　　　継58～63　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　土壌病害の発病抑止作用に関する土壌　経常　　　　　　継60～64　環生・土微分類研

　微生物の特性解明と類別（20）

2　内生菌根菌を含む根圏微生物の動態特　一般別枠〔根圏　新61～65　環生・土微分類研

　性の解明　　　　　　　　　　　　　　　環境〕

3　キャベツなどの土壌伝染病原細菌の分　経常　　　　　　延　　　　環生・土微分類研

　類学的研究（21）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5齢⑥

4　土壌粘液細菌及び原生動物の特性の解　経常　　　　　　継59～62　環生・土微生態研

　明（24）

5　植物病原土壌微生物の特性の解明（25）　経常　　　　　　継58～62　環生・土微生態研

　　　　　　　　　　　　　　　　　環生・土微利研
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔東北大学〕

6　土壌生態系における放線菌の特性の解　経常　　　　　　継58～64　環生・土微利研

　明（26）

（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　特研〔微生物保　継59～61環企画官

　果の体系的整理とマニュアル化（27）　　存〕　　　　　　　　　　　（委託：北海道大学）

2　植物病原細菌バクテリオファージの保　特研〔微生物保’継59～61環生・細菌研

　存法に関する既往成果の体系的整理のマ　存〕

　ニュアル化（28）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊〔熱研〕

3　植物病原細菌の保存法に関する既往成　特研〔微生物保　継59～61環生・細菌研

　果の体系的整理とマニュアル化（29）　　存〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊〔熱研〕
4　海洋細菌の保存法に関する既往成果の　特研〔微生物保継59～61環企画官

　体系的整理とマニュアル化（30）　　　　存〕　　　　　　　　　　　（委託：東京大学）

松田　 泉

白田　昭＊

高杉光雄

稲葉忠興＊

浜屋悦次

浜屋悦次
稲葉忠興＊

八重樫博志

佐藤善司
浜屋悦次
稲葉忠興＊

八重樫博志

八重樫博志

佐藤善司

小林紀彦

小林紀彦

土屋行夫

本問善久

鈴井孝仁
羽柴輝良＊

宮下清貴

宮下清貴

石家達爾
木村喬久
加藤　肇
渡辺康正＊

加藤　肇
渡辺康正＊

山里一英



14

課題
番号

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

農業環境技術研究所年報　昭和61年度

　　〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期問 研究分担 担当者

5　土壌細菌の保存法に関する既往成果の　特研〔微生物保　継59～61環生・土微利研

　体系的整理とマニュアル化（31）　　　　存〕

6　放線菌の保存法に関する既往成果の体　特研〔微生物保　継59～61環生・土微利研

　系的整理とマモユアル化（32）　　　　　存〕

7　植物病原糸状菌の保存法に関する既径　特研〔微生物保　継59～61環生・糸状菌研

　成果の体系的成果とマニュアル化（33）　存〕

　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔四国農試〕
8　糸状菌のプロトプラストの保存法に関　特研〔微生物保　継59～61環生・土微生態研

　する既往成果の体系的整理とマニュアル　存〕

　化（34）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔東北大学〕

9　魚類病原ウイルスの安定的保存法の開　特研〔〔微生物保　継59～61環企画官

　発（35）　　　　　　　　　　　　　　　存〕　　　　　　　　　　　（委託：北海道大学〉

10植物病原細菌の安定的保存法の開発　特研〔微生物保　継59～61環生・土微分類研

　（36）　　　　　　　　存〕
　　　　　　　　　　（経常）
11海洋細菌の安定的保存法の開発（37〉　特研〔微生物保　継59～61環企画官

　　　　　　　　　　存〕　　　　　　　　　　　（委託：東京大学）
12　土壌生息細菌の長期保存法の開発（38）特研〔微生物保　継59～61環生・土微利研

　　　　　　　　　　存〕
13放線菌の長期保存法の開発（39）　　　特研〔微生物保　継59～61環生・土微利研

　　　　　　　　　　存〕
14植物病原糸状菌の安定的保存法の開発　特研〔微生物保　継59～61環生・土微分類研

　（40）　　　　　　　　存〕
　　　　　　　　　　（経常）
15　糸状菌プロトプラストの安定的保存法　特研〔微生物保　継59～61環生・土微生態研

　の開発（41）　　　　　　　　　　　　　存〕

　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔東北大学〕
（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（42）　　　　　経常　　　　　　延　　　　環生・線・動物研

　　　　　　　　　　　　　　㎜国
2　コスレンクス属線虫の分類（43）　　　経常　　　　　　完58～60環生・線・動物研

3　ホプロチルス属及びプラチレンコイデ経常　　　　延　　　環生・線・動物研

　ス属線虫の分類（44）　　　　　　　　　　　　　　　　　5剛⑳

4　ケファレンクス属線虫の分類（45）　　　経常　　　　　　延　　　　環生・線・動物研

　　　　　　　　　　　　　　剛田
5　メルリニウス属線虫の分離　　　　　　経常　　　　　　新60～62環生・線・動物研

6　ネコセンチュウ類の分類と特性の解明　経常　　　　　　延　　　　環生・線・動物研

　（46）　　　　　　　　　　　　酬田
7　温州萎縮ウイルス及びブドウウイルス　特研〔果ウイル継59～62環生・線・動物研

　病様症状の病原のベクターの探索（47）　　ス〕

（6）微生物，線虫及び土壌小動物の制御法の

開発

加藤邦彦

宮下清貴

浜屋悦次
稲葉忠興＊

鈴井孝仁
羽柴輝良＊

石家達爾
木村喬久
土屋行夫

石家達爾
山里一英
加藤邦彦

宮下清貴

土屋行夫

鈴井孝仁
羽柴輝良＊

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

皆川　 望

水久保隆之

西沢　務

西沢　務
皆川　 望

水久保隆之
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課題
番号

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

　　〔研究周題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期間 研究分担 担当者

　1　新共生微生物の産生する生理活性物質　科振調〔新共生〕継59～61環生・土微生態研

　の探索，利用技術に関する研究（48）

　2　土壌微生物の相互作用の解明（49）　　　経常　　　　　　継59～64　環生・土微利研

　3　リゾクトニア菌等土壌病原菌に対する　一般別枠〔根圏　新61～65環生・土微生態研

　根圏細菌の拮抗機構の解明　　　　　　　環境〕

　4　拮抗微生物の遺伝子解析　　　　　　　一般別枠〔根圏　新61～65　環生・土微生態研

　　　　　　　　　　　環境〕
　5　原核生物等線虫天敵微生物の特性と拮　一般別枠〔根圏　新61～65　環生・線・動物研

　抗機構の解明　　　　　　　　　　　　　　環境〕

〔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（51）　経常　　　　　　継58～64　環生・土微利研

　2　根粒菌の分離・同定と有用菌株の選抜　大型別枠〔グ　継60～62　環生・土微利研

　（52）　　　　　　　　　　　　　　　　　　リーン〕

　3　有用機能菌の探索と動態の解明　　　　一般別枠〔根圏　新61～65環生・土微利研

　　　　　　　　　　　環境〕
（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（53）　経常　　　・　　中　　　　環生・土微利研

　　　　　　　　　　　　　　　騨（60）
　2　畑土壌バイオマスの養分代謝・集積機　一般別枠〔根圏　新61～65　環生・（科長）

　能の評価　　　　　　　　　　　　　　　環境〕　　　　　　　　　　（委託：山口大学）

　3　高分解能菌株の増殖及び機能向上技術　公害防止　　　　新61～64　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　経常　　　　　　継58～63　環生・寄生菌研

　と利用法の開発（54〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京大学）

　2　昆虫共生微生物の産生する生理活性物　科振調〔新共生〕　継59～61　環生・細菌研

　質の生物検定（56）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔技会・併〕

〔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　経常　　　　　　継58～67　環生・昆分類研

　の分類）（57）

　2　鱗翅目（大蛾類幼虫）の分類学的研究　経常　　　　　　継58～62　環生・昆分類研

　（58）

　3　直翅目，双翅目（環縫類）の分類学的研　経常　　　　　　完58～60環生・昆分類研

　究（59）

　4　トマト黄化えそ病に関する研究　アザ　小事項　　　　　新60～62　環生・昆分類研

　ミウマの種類と発生相

　5　個体群動態の解析一長距離移動性害虫　一般別枠〔移動　継59～62　環生・昆分類研

　の天敵の同定分類（61）　　　　　　　　性害虫〕

　6　形態・生理・生態的特性一アワヨトウ　ー般別枠〔移動　継59～62　環生・昆分類研

　の地域別・発生期別形態比較（62）　　　性害虫〕

本間善久
鈴井孝仁
沢田泰男
本間善久
鈴井孝仁
鈴井孝仁

西沢　務

加藤邦彦
沢田泰男
宮下清貴
沢田泰男
加藤邦彦

田辺市郎

大畑貫一
丸本卓哉
沢田泰男
加藤邦彦

奥田重信
岩崎成夫
西山幸司＊

宮崎昌久

服部伊楚子

福原檜男

宮崎昌久

服　部　伊楚子

宮崎昌久
服　部　伊楚子
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課題
番号

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

農業環境技術研究所年報　昭和61年度

　　〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期問 研究分担 担当者

7　形態・生理・生態的特性一アワヨトウ　ー般別枠〔移動　継59～62　環生・昆分類研

　類似種の幼虫・嫡による分類同定法の確　性害虫〕

　立（63）

8　移動実態・時期の調査一移動性昆虫相　一般別枠〔移動　継59～62　環生・昆分類研

　の解明（64）　　　　　　　　　　　　　性害虫〕

（2）　昆虫個体群の特性の解明

1　カメムシ類の個体群密度変動機構の解　経常　　　　　　継58～62　環生・個体群研

　析（56）

2　昆虫個体群の簡易密度調査法の確立　　経常　　　　　　新61～63　環生・個体群研

3　昆虫とその寄生者，捕食者の相互関係　経常　　　　　　新61～63環生・個体群研

　の解析

4　ハスモンヨトウの密度変動調査及び要　一般別枠〔移動　継58～62　環生・個体群研

　因解析（68）　　　　　　　　　　　　　　性害虫〕

5　移動個体群発現に関する環境要因の解　一般別枠〔移動　継59～62　環生・個体群研

　明一ハスモンヨトウ（69）　　　　　　　性害虫〕

（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　経常　　　　　　継58～63　環生・昆行動研

　位行動の解析（70）

2　カメムシ類の摂食・採餌行動の生理・　経常　　　　　　継59～63環生・昆行動研

　生態的解析（71）

3　移動個体発現に関する環境要因一ミツ　ー般別枠〔移動　継59～62　環生・昆行動研

　モンキンウワバ（72）　　　　　　　　　性害虫〕

4　追跡機器の開発と利用（73）　　　　　　一般別枠〔移動　継59～62　環生・昆行動研

　　　　　　　　　　性害虫〕
5　長距離移動に関する気象要因一ハスモ　ー般別枠〔移動　継60～62　環生・昆行動研

　ンヨトウ（74）　　　　　　　　　　　　性害虫〕

6　アワヨトウの全国調査資料の収集及び　一般別枠〔移動　継59～62　環生・天敵生研

　解析（75）　　　　　　　　　　　　　　　性害虫〕

7　アワヨトウの休眠性の地理的変異（76）　一般別枠〔移動　継59～62　環生・天敵生研

　　　　　　　　　　性害虫〕
8　捕獲機器の開発と利用（77）　　　　　　一般別枠〔移動　継59～62　環生・天敵生研

　　　　　　　　　　性害虫〕

9　アワヨトウの移動に関する気象要因　　一般別枠〔移動　新60～62　環生・天敵生研

　　　　　　　　　　性害虫〕
（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（78）　　　　経常　　　　　　継59～68　環生・天敵生研

2　ウンカ類寄生性天敵の特性解明（79）　経常　　　　　　継59～63　環生・天敵生研

服部伊楚子

服部伊楚子

宮崎昌久
福原檜男・退

釜野静也
野田隆志
矢野栄二
矢野栄二

矢野群研
野田隆志
釜野静也
野田隆志

川崎建次郎

日高輝展
池内まき子

日高輝展
池内まき子
川崎建次郎

日高輝展
川崎建次郎

日高輝展
池内まき子
川　崎　健次郎

岸野賢一
森本信生
岸野賢一
森本信生
岸野賢一
小山健二
森本信生
岸野賢一
森本信生

岸野賢一
小山健二
森本信生
小山健二
岸野賢一
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課題
番号

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

　　〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期間 研究分担 担当者

3　天敵昆虫の増殖法の開発（80） 経常 継59～68　環生・天敵生研

4　昆虫細胞の融合技術の確立（82）　　　　バイテク〔細胞　止　　　　環生・天敵生研

　　　　　　　　　　融合〕　　駆61（60〉
（5）昆虫の生理活性物質の探索と利用法の

開発

1　ミツモンキンウワバの性フェロモンの　一般別枠〔移動継59～62環生・生理活性研

　化学構造の解明（85）　　　　　　　　　　性害虫〕

2　サトウキビのコメツキムシ類の性フェ　経常

ロモンの同定と利用法（86）

3　キンモンホソガの性フェロモンの同定　経常

と生物活性（88）

4　ヒメコガネの合成性フェロモンの生物　経常

活性

（九州農試）

継58～62　環生・生理活性研

（沖縄農試）

完59～60　環生・生理活性研

環生・昆行動研

（果樹試盛岡）

（高知大）

単60　　　環生・生理活性研

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京農工大学）
〔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　経常　　　　　　継58～63　植物生態研

　その生理・生態的特性の解明（90）

　2　農耕地およびその周辺における植物群　経常　　　　　　継58～63環生・植物生態研

　落の組成と構造の解明（91）

　3　除草剤抵抗性変異株による植物の光化　大型別枠〔グ　単60　　　環生・植物生態研

　学系の解析（92）　　　　　　　　　　　　リーン〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔生物研〕
　4　細胞融合における除草剤耐性特性の選　バイテク〔細胞　単60　　　環生・植物生態研

　抜形質としての利用（93）　　　　　　　　融合〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔生物研〕
　5　水質汚濁に伴う水生植物相の分布と変　重点基礎〔物質　単60　　　環生・保植生研

　動要因の解析　　　　　　　　　　　　　循環〕

　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔北陸農試〕
6　普通畑作物栽培におけるアレロパシー　特研〔アレロパ　新61～62環生・植物生態研

の実態解析　　　　　　　　　　　　　　　シー〕　．

岸野賢一
小山健二
森本信生
岸野賢一

杉江　元
野口　浩
玉木佳男
北村実彬
小山重郎
杉江　元
玉木佳男
金城美恵子

長嶺将昭
杉江　元
玉木佳男
川　崎　健二郎

若公正義
、奥　俊夫

平野千里
堀池道郎
玉木佳男
杉江　元
野口　浩
中野勇樹

宇佐美洋三

佐藤光政
宇佐美洋三

佐藤光政
坂　　斉＊

佐藤光政

坂　　斉＊

佐藤光政

塚野　豊
小林明晴＊

堀江秀樹

佐藤光政
宇佐美洋三

小泉　博
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課題
番号

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 研究期間 研究分担 担当者

　7　農耕地周辺植生におけるアレロパシー　特研〔アレロパ　新61～62　環生・保植生研　　　　塚　野　　　豊

　　の実態解析　　　　　　　シー〕　　　　　　　　　　堀江秀樹
　（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　公害防止　　　　継58～61環生・他感物質研　　　安　田　　　環

　　の評価と利用（94）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　経常　　　　　　継59～62　環生・保植生研　　　　塚　野　　　豊

　　と分解（95）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林明　晴＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔北陸農試〕
　3　低リン耐性の種間差とその要因解析　特研〔土壌りん〕完59～60環生・他感物質研　　　安　田　　　環

　　（96）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　特研〔土壌りん〕継59～62　環生・保植生研　　　　堀　江　秀　樹

　　解析（97）

　5　耕地生態系の植物群落におけるエネル　大型別枠〔グ　継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（98）　　　　リーン〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇佐美　洋　三

　6　アレ！ロパシーの識別手法の確立　　　　特研〔アレロパ　新61～63環生・保植生研　　　　塚　野　　　豊

　　　　　　　　　　　シー〕　　　　　　　　　　堀江秀樹
　（3）　他感物質の検索と機能の解明

　1　保健休養機能・揮発性物質と植物種及　国土資源　　　　継59～61　環生・他感物質研　　　安　田　　　環

　　び立地条件（99）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤　井　義　晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋谷知子
　2　他感物質の検索手法の開発（100）　　　経常　　　　　　継59～64　環生・他感物質研　　　安　田　　　環

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井義晴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋谷知子
　3　他感物質（アレロパシー物質）の抽出・　特研〔アレロパ　新61～63環生・他感物質研　　　安　田　　　環

　　単離法の確立　　　　　　　　　　　　　シー〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤　井　義　晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋谷知子
　4　バイオアッセイによる効果の検証　　　特研〔アレロパ　新61～63　環生・他感物質研　　　安　田　　　環

　　　　　　　　　　　シー〕　　　　　　　　　　藤井義晴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋谷知子
　5　アレロパシー候補物質の構造解析とそ　特研〔アレロパ　新61～63　環生・他感物質研　　　安　田　　　環

　　の役割　　　　　　　　シー〕　　　　　（委託；北海道大学）　水谷純也
　（4）　植生の管理・利用技術の開発　　　　　　　　　　　　　　後期実施

　（5）　水生植物等の管理技術の開発

　1　水生植物の水質浄化特性（101）　　　　経常　　　　　　継60～64　環生・水質特性研　　　藤　井　國　博

III化学物質等の環境保全利用技術の開発

〔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　経常　　　　　　継58～61　資材動態・殺菌動態研　能　勢　和　夫

　　作用特性（103）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉　田　　　充

　2　土壌残留性ファイルの作製（104）　　　経常　　　　　　継58～62　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　経常　　　　　　継58～63　資材動態・殺虫動態研　上　路　雅　子

　　活性（105）　　　　　　　　　　　　　　（原子力）

　2　有機リン殺虫剤の植物体における代謝　経常　　　　　　継58～62　資材動態・殺虫動態研　上　路　雅　子

　　機構（106）　　　　　　　　　　　　　　（原子力）
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／

課題
番号

115

116

117

U8

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

　　〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期間 研究分担 担当者

　3　芳香族塩素化合物の作物吸収（107）　　公害防止　　　　継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　水田除草剤ピラゾレ／一トの土壌中にお　経常　　　　　　完58～60　資材動態・除草動態研　鈴　木　隆　之

　ける分解（109）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山　田　忠　男

　2　芳香族塩素化合物の微生物分解（111）　公害防止　　　　継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　可動性リンの生成と土層内移動の要因　公害防止　　　　完58～60　資材動態・多量要素研　加　藤　直　人

　解明（113）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾　和　尚　人

　2　合成リン酸塩の特性と肥効（114）　　　経常　　　　　　継58～62　資材動態・多量要素研　加　藤　直　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾和尚人
　3　畑土壌における肥料成分の動態予測　一般別枠〔情報　継60～64　資材動態・多量要素研　尾　和　尚　人

　（115）　　　．　　　　　処理〕　　　　　　　　　　　伊藤　 治

　　　　　　　　　　　　　　　　　（島根農試）　　　　　　野　田　　　滋
　4　緑肥施用に伴う窒素の動態に関する基　経常　　　　　　継59～61　資材動態・多量要素研　尾　和　尚　人

　礎研究（116）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊　藤　　　治

　　　　　　　　　　　　　　　　　（北見農試）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今野一男
　5　肥料成分のNMRによる解析　　　　　　経常　　　　　　新60～62　資材動態・多量要素研　伊　　藤　　治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾和尚人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤直人
　　　　　　　　　　　　　　　　　（国立公害研）　　　　　三　森　文　行
　6　高度化成肥料の特性に関する試験　　　経常　　　　　　単60　　資材動態・多量要素研　尾　和　尚　人

（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（117）　　　　経常　　　　　　継58～64　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・　公害防止　　　　完58～60　資材動態・微量要素研　田　中　房　江

　蓄積過程・作物影響（ll8）

　3　東谷田川水系における人為的インパク　重点基礎〔物質　単60　　　資材動態・微量要素研　後　藤　重　義

　トによる水質汚染指標としての亜鉛濃度　循環〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　中　房　江

〔2〕　農薬及び肥料等の合理的利活用技術の開

発

（1）農薬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　原子力　　　　　継58～61資材動態・薬剤耐性研　宍　戸　　　孝

　的研究（121）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　中　喜　之

　　　　　　　　　　　　　　　　　資材動態・殺虫動態研　升　田　武　夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上路雅子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昆野安彦
　2　芳香族塩素化合物分解菌の改良（122）　公害防止　　　　継60～64　資材動態・除草動態研　山　田　忠　男

　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：名古屋大学）　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　公害防止　　　　完58～60　資材動態・多量要素研　尾　和　尚　人

　の窒素排出の低減（123）

　2　鉱さいけい酸質肥料の効果判定法の開　経常　　　　　　継58～61資材動態・多量要素研　尾　和　尚　人

　発（124）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全農）　　　　　　久保省　三

　3　微量成分のモニタリング手法の開発　経常　　　　　　継58～64　資材動態・微量要素研　渡　辺　久　男

　（125）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境管理・分析法研

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結田康一　　　　　　　　　　　　　　　　　環資・水質動態研　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木方展治
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課題
番号

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

　　〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期問 研究分担 担当者

　4　汚泥中の無機成分の定量法の確立　公害防止

　（126）
　5　炭酸およびけい酸の水稲根圏における　経常

　動態と水稲による吸収

（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　経常

　しての評価（127）

　2　高能率脱窒・除りん土壌カラムのシス　公害防止

　テム化一廃棄土壌の安全性の評価と利活

　用法（128）

　3　土壌中における有機性汚泥窒素の分解　公害防止

　と有効化（130）

　4　有機性汚泥の野菜等に対する施用効果　公害防止

　（131）
　5　有害成分の土壌中における挙動・有害　公害防止

　成分の作物による吸収と移動（132）

　6　有機性汚泥中の有害成分の畑地土壌に　公害防止

　おける挙動と野菜に及ぼす影響（133）

　7　有機性汚泥のコンポスト化方式の改良　公害防止

　（134）
（4）　農薬活性の利活用技術の開発

　1　グルコース添加湛水土壌におけるフザ　経常

　リウムの死滅機構の解明（136）

〔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（137）　　経常

2　ニカメイガの有機リン殺虫剤抵抗性機　経常

構（138）　　　　　　　　　　　　　（原子力）

3　農薬の生物的変換機構の解明（139）　　経常

4　キク科雑草におけるビピリジニウム除　経常

　草剤抵抗性機構（140）

5　カスガマイシン耐性機作の解明　　　　経常

（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　経常

　（141）

2　農薬の水生環境における分解性の解明　経常

　（142）

完58～60　資材動態・微量要素研　後　藤　重　義

　　　　　　　　田中房江
単60　　　資材動態・多量要素研　尾　和　直　人

　　（東京学芸大学）　　　樋　口　利　彦

継58～65　資材動態・廃棄物研　　新　井　重　光

　　　　　　　　卯野忠子・退
継60～63　資材動態・廃棄物研　　杉　原　　　進

　　　　　　　　卯野忠子・退

完58～60　資材動態・廃棄物研　　杉　原　　　進

完58～60　資材動態・廃棄物研　　杉　原　　　進

　　（委託：愛知農総試）　真　弓　洋　一

完58～60　資材動態・微量要素研　後　藤　重　義

　　（委託：東京大学）　　熊　澤　喜久雄

完58～60　資材動態・微量要素研　後　藤　重　義

　　（委託：愛知農総試）　真　弓　洋　一

完58～60　資材動態・廃棄物研　　杉　原　　　進

　　（委託：農機化研）　　　伊　澤　敏　彦

完58～60　資材動態・殺菌動態研　岡　崎　　　博

延　　　　資材動態・薬剤耐性研　片　桐　政　子

酬㊧　　　　　　宍　戸孝
　　（茶試）　　　　村井敏信
継58～63　資材動態・殺虫動態研　昆　野　安　彦

　　　　　　　　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

継58～63　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

継59～61　資材動態・薬剤耐性研　田　中　喜　之

単60　　　資材動態・薬剤耐性研　片　桐　政　子

　　　　　　　　宍戸　孝

継58～62　資材動態・除草動態研　小　池　久　義

継58～61　資材動態・農薬管理研　金　沢　　　純
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課題
番号

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

　　〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期問 研究分担 担当者

　3水田施用農薬の水系における動態経常　　 継59～63資材動態・農薬管理研飯塚宏栄

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

　　（144）　　　　　　　　　　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　公害防止　　　　継60～62　資材動態・農薬管理研　飯　塚　宏　栄

　　壌中の分解（145）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腰　岡　政　二

　6　ダイオキシン等芳香族塩素化合物の微　公害防止　　　　継60～61　資材動態・農薬管理研　金　澤　　　純

　　量分析法の確立（146）　　　　　　　　　　　　　　　　腰岡政二
　7　東西谷田川における除草剤ブタクロー　重点基礎〔物質　単60　　資材動態・殺菌動態研　能　勢　和　夫

　　ルの消長　　　　　　　　　　　循環〕　　　　　　　　　　　　　　　　岡崎、　博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　充
　（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（147）　経常　　　　　　止　　　　資材動態・農薬管理研　飯　塚　宏　栄

　　　　　　　　　　　　　　　肥～63（㎝　　　　　 腰岡政二
IV　農業生態系の制御技術と変動予測法の開発

〔1〕農業生態系に関する革新的収集・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　大型別枠〔グ継58～62環境管理・隔測研　　　秋　　山　　侃

　　（148）　　　　　　　　リーン〕　　　　　　　　　　芝山道郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形与志樹
　2　農業における画像計測技術の開発　大型別枠〔グ　継58～62環境管理・隔測研　　　芝　山　道　郎

　　（149）　　　　　　　　リーン〕　　　　　　　　　 秋山　侃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形与志樹
　3　携帯型モニタリングシステムの改良と　一般別枠〔情報　継60～64環境管理・隔測研　　　秋　山　　　侃

　　その利用方法の開発（150）　　　　　　　処理〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芝　山　道　郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形与志樹
　4　超音波を利用したセンサーの開発と応　大型別枠〔グ　継58～62　環境管理・隔測研　　　芝　山　道　郎

　　用（151）　　　　　　　リーン〕　　　　　　　　　　秋山　侃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形与志樹
　5　リモートセンシング手法による資源評　経常　　　　　　継58～65　環境管理・隔測研　　　秋　山　　　侃

　　価法の開発と適用（153）　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芝　山　道　郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形与志樹
　（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　原子力　　　　　継58～62　環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　　カリ資源の効率的利用（158）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒　村　美佐子

　2　安定アイソトープ180標識リン酸利用　経常　　　　　　継58～62　環境管理・分析法研　　結　田　康　一

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

　　とその適用（159）

　3　研究用原子炉による放射化分析の農業　原子力　　　　　延　　　　環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　　利用に関する研究（160）　　　、　　　　　　　　　　　　5酬田　　　　　　　　　　　　小　山　雄　生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　環資・水質動態研　　　木　方　展　治
　4　アクチバブルトレーサ法，水質解析法　国土資源　　　　継58～62　環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　　等による水かん養機能の計測と要因解析

　　（161）
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課題
番号

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179
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　　〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期間 研究分担 担当者

5　土壌・植物系におけるフッ素の賦存量　経常　　　　　　継58～61環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　と挙動（162）　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒村美佐子
6　土壌水，地表水，雨水中ヨウ素の化学　経常　　　　　　完59～60　環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　形態分画・定量法の確立（163）

7　土一草一家蓄系の13C，15N自然存在比　経常　　　　　　継60～65　環境管理・分析法研　　小　山　雄　生

　の変動（165）

8　濃縮安定同体によるアクチバブルト　経常　　　　　継60～64環境管理・分析法研　　小　山　雄　生

　レーサ法の開発（166）

（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　経常　　　　　　継58～67　環境管理・数理解析研　山　村　光　司

　と予測モデルの開発（167）　　　　　P　　　　　　　　　　法橋信彦
2　農業生態系の要素問の相互作用の数理　経常　　　　　　継58～67　環境管理・数理解析研　宮　井　俊　一

　解析法とシステムモデルの開発（168）

3　ハスモンヨトウの発生消長・被害・越　一般別枠〔移動　継58～62　環境管理・数理解析研　宮　井　俊　一

　冬調査（169）　　　　　　　　　　　　　性害虫〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　橋　信　彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山村光司
4　イネウイルス媒介昆虫（170）　　　　　一般別枠〔情報　継60～64　環境管理・数理解析研　山　村　光　司

　　　　　　　　　　処理〕　　　　　　　　　　法橋信彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮井俊一
5　ハぢモンヨトウの移動予知システムモ　ー般別枠〔移動　新61～62　環境管理・数理解析研　法　橘　信　彦

　デルの開発　　　　　　　　　　　　　　性害虫〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　井　俊　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山村光司
（4）統計的解析手法の開発

1　生物特性の変動解析における実験計画　経常　　　　　　新61～64　環境管理・調査計画研　鵜　飼　保　雄

　手法の適用

2　ロバストな推測方法の開発（172）　　　経常　　　　　　継58～63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　　　　　　継58～63　環境管理・調査計画研　三　輪　哲　久

　（173）

4　植物集団における特性の世代間変動の　経常　　　　　　新61～64　環境管理・調査計画研　鵜　飼　保　雄

　統計的解析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三　輪　哲　久

5　環境要素の変動に及ぼすインパクトの　重点基礎〔物質　単60　　　環境管理・調査計画研　三　輪　哲　久

　寄与の推定　　　　　　　　　　　　　　循環〕　　　　　　　　　　環境管理・隔測研　　　山　形　与志樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　環境管理・情報処理研　宮　川　三　郎
（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　経常　　　　　　継58～63　環境管理・情報処理研　佐々木　昭　博

　析とデータベース構築手法（175）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　川　三　郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大塚雍雄＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔環境管理・科長〕

2　小型計算機によるデータベースシステ　経常　　　　　　継58～61　環境管理・情報処理研　宮　川　三　郎

　ムの開発（176）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木　昭　博

　　　　　　　　　　　　　　　　　環境管理・（科長）　　　大　塚、雍　雄
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課題
番号

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

　　〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期問 研究分担 担当者

　3　バイオケミカルデータベース作成検索　科振調〔化合物　継58～61　環境管理・（科長）　　　大　塚　雍　雄

　システムの開発（177）　　　　　　　　情報〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀江正樹＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　資材動態・（科長）渡辺裕
　　　　　　　　　　　　　　　　　環生・生理活性研　　　玉　木　佳　男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　志賀一一＊＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔四国農試〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊〔神戸大学〕
　4　作物病害虫診断同定における知識工学　一般別枠〔情報　継60～61環境管理・情報処理研　佐々木　昭　博

　的手法の適用（178）　　　　　　　　　　処理〕

　5　統計解析プログラムの開発（179）　　　経常　　　　　　継58～63　環境管理・情報処理研　宮　川　三　郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大塚雍雄＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔環境管理・科長〕
　6　小型計算機によるデータの収集と処理　経常　　　　　　継58～61環境管理・（科長）　　大　塚　雍　雄

　の効率化手法の開発（180）

　7　計算機問ファイル互換手法の開発経常　　　　　継58～61環境管理・情報処理研佐々木昭博

　（181）
（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情報管理モデ　経常　　　　　　継58～64　環境管理・環情報室　　鈴　木　大　助

　ルシステムの開発（182）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守　谷　茂　雄

〔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解明とそ　大型別枠〔グ　完59～60環境管理・動態研　　　岩　元　明　久

　の評価（183）　　　　　　　　　　　　　リーン〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三　輪　容太郎

　2　暖地雛島農漁村におけるエネルギー需　経常　　　　　　継59～61環境管理・動態研　　　岩　元　明　久

　要の解析（184）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇田川武俊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔草地試〕
　3　わが国における自然エネルギー利用の　大型別枠〔グ　完59～60　環境管理・（科長）　　　宇田川　武　俊

　実態の解明とその評価（185）　　　　　　リーン〕　　　　　　　　　（委託：政策科学研究　相　羽　真知子

　　　　　　　　　　　　　　　　　所）
　4　モデル農村地区における有機物循環の　大型別枠〔グ　完59～60　環境管理・（科長）　　　宇田川　武　俊

　実態の解明とその評価（186）　　　　　　リーン〕　　　　　　　　　（委託：労働科学研究　栗　田　明　良

　　　　　　　　　　　　　　　　　所）
（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間のエネルギー変　経常　　　　　　績58～62　環資・気象特性研　　　磯　部　誠　之

　換過程（188〉

　2　防風施設に関する基礎的研究（189）　　経常　　　　　　完58～60　環資・気象特性研　　　林　　　陽　生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加福領二
　3　気候要素の制御調節技術の開発（190）　一般別枠〔乳肉　完58～60　環資・気象生態研　　　岡　田　益　己

　　　　　　　　　　　複合〕
　　　　　　　　　　　（経常）
　4　植物気象及び局地気象の成立機構の解　経常　　　　　　継59～63環資・気象特性研　　　川　島　茂　人

　明（191）

　5　植物気象及び局地気象の物理的制御法　経常　　　　　　継59～68　環資・気象特性研　　　加　福　領　二

　の開発（192）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　島　茂　人
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課題
番号

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

　　〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期間 研究分担 担当者

〔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　土壌粘土の生成・分布と評価（194）　　経常　　　　　　継60～65　環資・土生成研

　2　年代を異にする火山灰土中の微量元素　経常　　　　　　継59～65　環資・土生成研

　　の分布把握（195）

　3　黒ボク土の蓄積りんの実態解析（196）　特研〔土壌りん〕　継59～61　環資・土生成研

　4　畑地における生物濃縮りんの再生循環　特研〔土壌りん〕継59～62　環資・土生成研

　　効率の向上（197）

　5　農耕地の土壌有機物賊存量の変動と解経常　　　　　継59～64環資・土有機研

　　析（198）

　6　土壌情報システムの利用手法の開発　経常　　　　　　継58～61環境管理・環立地研

　　（199）

　（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　経常　　　　　　継58～61　環資・土調査研

　　壌環境条件の影響（200〉

　2　水田土壌の調査・分類法の確立（201）　経常　　　　　　継58～63　環資・土調査研

　3　輪換利用に伴う土壌統群の水分特性の　転換畑　　　　　継58～63　環資・土調査研

　　変化（202）

　4　大縮尺土壌図作成のための空中写真に　経常　　　　　　継58～61環資・土調査研

　　よる土壌情報の抽出（203）

　5　ウレタン系樹脂を用いた土壌標本作製　経常　　　　　　継58～61環資・土調査研

　　法（204）

　（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
　1　中・小河川の水質特性とその変動要因　経常　　　　　　継59～64　環資・水質特性研

　　（205）

　2　農業用用排水の水質把握のための標準　経常　　　　　　継59～62　環資・水質動態研

　　的技法の開発（206）

　3　安定同位体天然存在比測定法利用によ　経常　　　　　　継59～62　環資・水質動態研

　　る農業環境計測技法の開発（207）

　（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（208）　　経常　　　　　　継58～68　環資・気候資研

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔企連・企画〕
　2　農業気候資源情報のシステム化（209）　経常　　　　　　継58～61環資・気候資研

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

浜崎忠雄
小原　洋

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

奥山富子
岩崎　尚＊

井上君夫
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課題
番号

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

　　〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期間 研究分担 担当者

　3　水田微気象予測システムの開発（210）　一般別枠〔情報　継60～64　環資・気候資研

　　　　　　　　　　　処理〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔企連・企再〕
　4　アメダス・データに基づく局地気象の　一般別枠〔情報　継60～64　環資・気象特性研

　推定法（211）　　　　　　　　　　　　　処理〕

（5）耕・草地のバイオマスの資源量の把握

　1　関東の水田における再生可能量の評価　大型別枠〔バイ　完59～60　環資・気候資研

　（212）　　　　　　　　　　　　　　　オマス〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔企連・企再〕
　2　関東地方水田地帯の生物資源利用可能　大型別枠〔バイ　継60～62　環資・気象生態研

　量の評価（213）　　　　　　　　　　　　オマス〕

〔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　経常　　　　　　継59～63　環資・コロイド研

　分の動態に関する研究（214

　2　土壌成分と無機リン酸の反応（215　　経常　　　　　継59～61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　経常　　　　　継59～61環資・コロイド研

　に関する研究（216）

　4　化学的手段による土壌蓄積りんの効率　特研〔土壌りん〕継59～63　環資・コロイド研

　的利用（217）

　5　土壌蓄積りんの可溶化・難溶化抑制の　特研〔土壌りん〕継60～62　環資・コロイド研

　ための諸条件の検討（218）

　6　りん除去能力の評価と浄化的利用　公害防止　　　　継60～61環資・コロイド研

　（220）
　7　土壌カラムにおけるりん収着能力の向　公害防止　　　　継60～63環資・コロイド研

　上（222）

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

　ティクス（223）

　9　土壌中における腐植一重金属複合体の　経常　　　　　　完　　　　環資・土有機研

　挙動の解明（224）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脇66（6σ）

（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　　　　　　継59～64　環資・土物理研

　（225）

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔北海道農試〕
　2　硝酸態窒素の土層移動に及ぼす土壌孔　公害防止　　　　継59～61環資・土物理研

　隙特性の影響解明（226）

　3　土壌構造の評価・改良手法の研究（227）　経常　　　　　　継59～64　環資・土物理研

　4　畑地根圏土壌の物理特性に関する研究　経常　　　　　　継59～64　環資・土物理研

　（228）

井上君夫
岩崎　尚＊

加福領二
林　陽生

井上君夫
岩崎　尚＊

岡田益巳
川方俊和
氷高信雄

秋山　豊

南条正己
秋山　豊

南条正己
谷口義雄
南条正巳
谷口義雄
南条正巳
谷口義雄
谷口義雄
秋　山　豊

秋山　豊
谷口義雄
渡辺光昭

遅沢省子
久保田徹
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
岩問秀矩
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課題
番号

228

229

230

231

232

233

234

235

236

287

238

239

240

241

242

243

244

　　〔研究問題」
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期間 研究分担 担当者

　5　畑土壌水分のモニタリングシステムの　一般別枠〔情報　継60～61　環資・土物理研

　開発（229）　　　　　　　　　　　　　　処理〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　傘「北海道農試〕
　6　根圏における微生物胞子とガスの移動　一般別枠〔根圏　新61～65　環資・土物理研

　特性の解明　　　　　　　　　　　　　　環境〕

（3）　土壌の生化学的特性の解明と制御技術

の開発

　1土壌ホスファターゼの基質特異性，起特研〔土壌りん）完59～60環資・土生化研

　源および作用至適条件（231）

　2　土壌プロテアーゼの特性の解明（233）　経常　　　　　　継60～63環資・土生化研

　3　土壌蓄積有機りんの無機化機構とその　特研〔土壌りん〕　新61～62　環資・土生化研

　促進要因
　4　大気N、0の発生源または除去過程とし　経常　　　　　　完58～60　環資・土生化研

　ての土壌の役割（235）

　　　　　　　　　　　　　　　　　環資・気候資研

　　　　　　　　　　　　　　　　　串〔技会・併〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　榊〔企連・企画〕
　5　耕地問水脈および排水路における窒素　公害防止　　　　継58～61環資・土生化研

　揮散の評価と利用（236）

　6　土壌・作付分級規準の策定（237）　　　公害防止　　　　完59～60　環資・土生化研

　7　土壌カラムにおける窒素代謝のカイネ　公害防止　　　　継60～63　環資・土生化研

　ティクス（238）

　8　土壌カラムにおける硝化・脱窒能力の　公害防止　　　　継59～63　環企画官

　向上（239）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：茨城大学）

　9　硝化菌の固定化技術の開発　　　　　　一般別枠〔根圏　新61～65　環資・（部長）

　　　　　　　　　　環境〕　　　　　　　　　　（委託：茨城大学）
　10施用有機物の分解に伴うバイオマス産　経常　　　　　　継59～69　環資・土有機研

　生機構の解明（240）

　11有機性汚泥の有機成分組成からみた有　公害防止　　　　完59～60　環資・土有機研

　機質資材としての評価（241）

　12　土壌の有機汚染物浄化機能の定量的評　国土資源　　　　継58～61　環資・土有機研

　価（242）

　13　土壌の有機汚染物浄化機能に対する外　国土資源　　　　継58～61　環資・土有機研

　的インパクトの影響評価（243）

（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　経常　　　　　　継59～63　環資・土保研

　化の影響（244）

　　　　　　　　　　　　　　　　　傘〔九州農試〕
　2　圧縮による下層土のち密化と回復の条　経常　　　　　　継59～63　環資・土保研

　件（245）

　　　　　　　　　　　　　　　　　傘〔九州農試〕
〔3〕水・大気資源の特性の解明と合理的利用指

針の策定

　（1）　水質指標・評価法の確立と合理的利用

　指針の策定

久保田徹
粕渕辰昭零

久保田徹
遅沢省子

早野恒一

早野恒一
早野恒一

陽　捷行零

福士定雄
井上君夫
岩崎　尚纏

福士定雄

福士定雄
福士定雄

吉村　亮
相田徳三郎

本村　悟
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
石原　暁
前田乾一象

石原　 暁

前田乾一零
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課題
番号

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

　　〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期間 研究分担 担当者

　1　水質の汚濁特性と汚染微生物，水生生　経常　　　　　　継59～64　環資・水質特性研

　物などの生態との関連性（246）

　2　畑地帯地下水水質の季節変動　　　　　公害防止　　　　新61～65　環資・水質特性研

　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：茨城農試）
　3　水田地帯地下水水質の季節変動　　　　公害防止　　　　新61～65　環資・水質動態研

　4　集落内地下水水質の季節変動　　　　　公害防止　　　　新61～65　環境管理・（科長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：千葉農試）
　5　汚濁物質の土壌中における挙動一農耕　公害防止　　　　新61～65　環資・水質動態研

　地土壌

　6　平担地における水の動態　　　　　　　公害防止　　　　新61～65　環境管理・（科長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：埼玉農試）
　7　谷田川流域環境データ作成一降雨によ　重点基礎〔物質　単60　　　環資・水質保研

　る無機態窒素の負荷　　　　　　　　　　循環〕　　　　　　　　　　環資・水質特性研

　8　科学万博会場排水中の無機塩類の消長　重点基礎〔物質　単60　　　環資・水質動態研

　　　　　　　　　　循環〕

（2）気候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　公害防止　　　　継58～62　環資・気候資研

　の変化の解明（247）

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔企連・企画〕
　2　耕草地における防風施設の気象効果の　経常　　　　　　継58～62　環資・気象特性研

　解明（248）

〔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　国土資源　　　　継58～61　環資・土保研

　と要因解析一土壌侵食防止機能（249）

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔九州農試〕
　2　土壌浸食防止機能に対する外的インパ　国土資源　　　　継59～62環資・土保研

　クトの影響評価と変動予測（250）

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔九州農試〕
　3　土壌改良資材利用による土壌浸食防止　国土資源　　　　継59～62環資・土保研

　技術（251）

　　　　　　　　　　　　　　　　　串〔九州農試〕
　4　耕地における洪水防止機能の計測と要　国土資源　　　　継58～61　環境管理・資計量研

　因解析（252）

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔環資・土保研〕

岡本玲子
藤井国博
藤井国博
平山　力
津村昭人
木方展治
山崎慎一
増島　博
高崎　強
山崎慎一
木方展治
津村昭人
増島　博
細谷　穀
高木兵治
藤井国博
岡本玲子
山崎慎一
津村昭人
木方展治

井上君夫
奥山富子
岩崎　尚＊

林　陽生
加福領二

石原　暁
谷山一郎
前田乾一＊

石原　暁
前田乾一＊

谷山一郎
前田乾一＊

荒明正倫
福原道一
上野義視＊
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課題
番号

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

農業環境技術研究所年報　昭和61年度

　　〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期間 研究分担 担当者

5　農耕地における洪水防止機能に対する　国土資源　　　　継59～62　環境管理・資計量研　　荒　明　正　倫

　外的インパクトの影響評価と変動予測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福　原　道　一

　（253）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上野義視＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔環資・土保研〕
6　傾斜農地における地表出水の制御技術　国土資源　　　　継59～62　環境管理・資計童研　　荒　明　正　倫

　（254）　　　　　　　　　　　　　　　　（経常）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福　原　道　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上野義視＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔環資・土保研〕

7　酒匂川流域の水文地質解析と水質分析　国土資源　　　　継59～61　環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　（255）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：神奈川県温萩野喜作

　　　　　　　　　　　　　　　　　泉・地学研究所）
8　酒匂川流域における水かん養機能の実　国土資源　　　　継59～62　環境管理・分析法研　　結　田　康　一

　態の把握と変動予測（256）

（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　　　　継59～63　環資・水質特性研　　　藤　井　国　博

　能力の向上（257）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　公害防止　　　　継59～63　環企画官　　　　　　　吉　村　　　亮

　の解明及び能力の向上（258）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：東京農業大学）　石　丸　囹　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（259）　公害防止　　　　継59～62　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・　経常　　　　　　継59～62　環資・水質動態研　　　山　崎　慎　一

　簡易化・高精度化（260）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　国土資源　　　　継59～62　環資・水質動態研　　　山　崎　慎　一

　因解析（261）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津　村　昭　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木方展治
6　農林水産業のもつ水質浄化機能に対す　国土資源　　　　継59～62　環資・水質動態研　　　山　崎　慎　一

　る外部インパクトの影響評価（262）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津　村　昭　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木方展治
7　土壌生物浄化機能活力による水質浄化　経常　　　　　　継59～64　環資・水質保研　　　　中　村　好　男

　技術の開発（263）

8　河床生物による有機性汚濁物の浄化　　国土資源　　　　新61～62　環資・水質特性研　　　藤　井　国　博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡本玲子
9　根圏におけるミミズの動態の解明　　　一般別枠〔根圏　新61～65　環資・水質保研　　　　中　村　好　男

　　　　　　　　　　環境〕
（3）　快適性機能の定量的把握と変動予測手

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　　　　継58～61環境管理・農村景域研　石　井　　　至

　（265）　　　　　　　　　（経常〉　　　　　　　　　　　福原道一＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇田川武俊纏
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔環境管理・資計量研〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊〔草地試〕

2　農村景域に及ぼす外的インパクトの影　国土資源　　　　継59～62　環境管理・農村景域研　石　井　　　至

　響評価（267）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福　原道　一＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔環境管理・資計量研〕
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課題
番号

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

　　／研究問題／
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期間 研究分担 担当者

　3　農村景域における快適視環境の計測と　国土資源　　　　継59～61　環境管理・影響調査研　井　磧　　　昭

　　解析評価（268）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増　島　　　博ホ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　“〔環境管理・科長〕
　4　外的インバクトによる農村景域の変動　国土資源　　　　継59～62　環境管理・農村景域研　石　井　　　至

　　予測（269）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福原道一＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　率〔環境管理・資計量研〕
　5　居住快適性に及ぼす外部インパクトの　国土資源　　　　継59～62　環境管理・影響調査研　尾　崎　保　夫

　　影響評価と変動予測（271）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増　島　　　博ホ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ〔環境管理・科長〕
　（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及びその映像表　国土資源　　　　継58～61環境管理・環立地研　　加　藤　好　武

　　示手法の開発（272）

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　大型別枠〔グ　完58～60環境管理・資計量研　　上　野　義　視

　　ギーの需給方式（273）　　　　　　　　　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　大型別枠〔グ　完58～60　環境管理・（科長）　　宇田川　武　俊

　　ギーの需給方式（274）　　　　　　　　　リーン〕　　　　　　　　　（委託：鳥取大学）　　津　野　幸　人

　3　水力エネルギーの賦存量からみた立地　大型別枠〔グ　継59～61　環境管理・資計量研　　福　原　道　一

　　条件の推定法（276）　　　　　　　　　　リーン〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇田川武俊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔草地試〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：日本気象協会）　正　務　　　章
　4　自然エネルギー賦存量のメッシュデー　大型別枠〔グ　継60～62　環境管理・資計量研　　福　原　道　一

　　タ化（277）　　　　　　　　リーン〕　　　　　　　　　　　上野義視ホ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔環資・土保研〕
　5　モデル流域における水収支の実態の解　大型別枠〔グ　継59～61環境管理・資計量研　　福　原　道　一

　　明とその評価（278）　　　　　　　　　　リーン〕　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　宇田川武俊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔草地試〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：筑波大学）　　吉　野　正　敏
　6　農用大型施設の償却エネルギー（279）　大型別枠〔グ　継60～61　環境管理・資計量研　　福　原　道　一

　　　　　　　　　　　リーン〕　　　　　　　　　　　　　　　宇田川武俊ホ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔草地試〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委託：十勝農試）　　長　尾　正　克
　7　環境保全機能の変動の総合予察図の作　国土資源　　　　新61～62　環境管理・環立地研　　加　藤　好　武

　　成
　（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化とそれ　経常　　　　　　継58～67　環境管理・環動態研　　織　田　健次郎

　　による総合的評価手法の開発（280）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三　輪　容太郎

　（3）　生物の機能の総合的評価手法の開発

　1　農用林等農耕地周辺の植生の動態の把　経常　　　　　　継58～68　環境管理・植生動態研　守　山　　　弘

　　握（281）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　田　直　国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井手　任
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課題
番号

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

　　〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期間 研究分担 担当者

　2　牛久沼周辺の農業環境における残存自　重点基礎〔物質　単60　　　環境管理・植生動態研　守　山　　　弘

　　然植生の把握　　　　　　　　　　　　　循環〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　田　直　国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井手　任
　（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　経常　　　　　　継59～67　環境管理・影響調査研　井　磧　　　昭

　　測と評価（282）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増　島　　　博＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔環境管理・科長〕
　1　都市化による農業環境の変化の解明と　経常　　　　　　継59～64　環境管理・影響調査研　尾　崎　保　夫

　　予測（283）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増島　　博＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔環境管理・科長〕
　3　牛久沼集水域の農業環境に及ぼす都市　重点基礎〔物質　単60　　　環境管理・影響調査研　増　島　　　博

　　化インパクトの影響　　　　　循環〕　　　　　　　　　　　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　公害防止　　　　継59～61　環境管理・環立地研　　徳　留　昭　一

　　す個別要因分級基準の総合化と負荷発生

　　予察（284）

　2　土保全機能増進技術の適性評価手法の　国土資源　　　　継60～62　環境管理・環立地研　　徳　留　昭　一

　　開発（285）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松森堅治
　（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　経常　　　　　　中　　　　環境管理・農村景域研　福　原　道　一

　　の開発（286）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5槻（60）

〔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
　1　流域環境の現況と保全水準のギャップ　国土資源　　　　新61～62　環境管理・（科長）　　　増　島　　　博

　　分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境管理・影響調査研　尾　崎　保　夫

　（2）　農村景域の管理・保全指針の策定　　　　　　　　　　　　後期実施

W　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

〔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への影

　　響評価と対応技術の開発

　1　高二酸化炭素濃度大気が作物の生理・　経常　　　　　　継59～68　環資・気象生態研　　　岡　田　益　己

　　生態に及ぼす影響の解明（287）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹　沢　邦　夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氷高信雄
　2　耕地生態系における大気汚染の動態の　経常　　　　　　継59～68　環資・大気保研　　　　小　林　和　彦

　　解明（288）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　野　隆　光

　（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　経常　　　　　　継59～68　環資・気象特性研　　　加　福　領　二

　　明と予測法の開発（289）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磯　部　誠　二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川島茂人
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課題
番号

298

299

300

　〔研究問題〕
研　 究　 課　 題 予算区分 研究期間 研究分担 担当者

2　気候変化による農業気候資源の地理　経常

的・季節的変化の解明（290）

〔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降下放射性核種　原子力

　の分析および研究（291）

2　土壌・植物・水中の天然放射性核種の　原子力

分析と挙動の把掘（292）

（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

継59～68　環資・気候資研

＊〔企連・企画〕

井上君夫
岩崎　尚＊

継58～　　環境管理・分析法研　　駒　村　美佐子

　　　　　　　結田康一
　　　　　　　小山雄生
継58～63　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．風力・水力エネルギー資源の賦存量の

　　メッシュデータ化

（1）　はじめに

　農林水産業における石油エネルギーへの依存を

軽減し，自然エネルギー利用をはかるためには，

地域に広く分散している自然エネルギーの賦存量

を知り，地域エネルギーとして利用していくこと

が必要である。観測値のない場所での太陽・風力・

水力などのエネルギーの推定法に関して，これま

でにかなりの成果がえられている。しかし，その

賦存量を知るにはその推定法を使って自ら計算す

るか，地図に記された等値線から精度の低い値を

読み取る方法しかなかった。このような困難に対

し，本研究は全国任意の未観測場所での風力・水

力・太陽の各自然エネルギー賦存量をメッシュ

データ化し，利用しやすいメッシュ地図の形で表

示することが目的である。

　本研究は「農林水産業における自然エネルギー

の効率的利用技術に関する総合研究（略称，グリー

ンエナジー計画）」の一環として飼日本気象協会と

㈱北海道地図の協力を得て実施している。

（2）風力エネルギー資源賦存量の算定

　風力エネルギー密度は，Vを風速（m／s），ρを

空気密度とすると，単位時問に単位断面積を通過

する風のエネルギー密度Pは，P＝1／2ρV3であ

る。風速は常に変動しているので，ある期間丁に

おける平均の風力エネルギー密度PTは，PT＝

1／2TΣ（ρV3）で表される。

　風力の分布は局地的な地形に負うところが大き

い。風力エネルギーの分布に関しては，先行して，

「風力資源の地理的分布と季節変化」（村上修三

ら・昭53～54）および「風力エネルギー賦存量か

らみた立地条件の評価」（橋口渉子・昭56～58）の

研究が行なわれた。

　これら既往の風力エネルギー推定方法を整理し

た上で，任意末観測点の風力エネルギーの算定は

次の手順で行なった（図1－1）。

　①全国の気象データの収集とその平年化，

　②国土数値情報による地形因子解析，

　③　月別平均風速，既往成果の利用による風速

分布（ワイブル分布）の決定，

　④全国のlkmメツシュごとの地上高10m
における月別平均風力エネルギー（3－15m／s）の

算定。

　収集した全国の気象データは53地点の気象官

署（10ヶ年分：昭49－58）と835観測地点のアメ

ダスデータ（5ヶ年分：昭54－58）である。これら

のデータから高度10mにおける10ヶ年平均風速

に補正均質化した。

　また月別平均風速の推定式の説明変数として

13種28個の地形因子を選定し，変数選択型重回

帰分析により推定式を決定した。1月の例では次

の式を得た。

　　V1二3．9278－0．3609×1十〇．4559×3

　　　　十〇．047！×8－0．0072Xg－0．0578×13

　　　　－0．0346×15十〇．0042×16

　ここでXnは地形因子を示し，1：標高（最高），

3：標高（平均），8：経度，9：海岸距離（西），13：

平均標高，15：陸度，16：方位別解放度（O　m・西）

である。1月から12月の式に基づき全国の1km

メッシュの月別平均風速を求め，風力エネルギー

を算出した。

（3〉有効包蔵水量の算定

　有効包蔵水量は正確には流出水量で，農業にお

ける水利用システムの多様性を考慮して，単位は

水量（mm）としている。
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① 気象官署の月別年平均風速

データの収集整理

（150地点）

④ AMeDAS観測所の月別年平
均風速データの収集整理

（800地点）

地形に関するメッシュデー

タ（3次メッシュ）

②

壷

地上高10mの

風速に均質化

⑤ 地上高10mの

風速に均質化

③ 平年化係数の
解析（月別）

⑥ 気象官署・AMeDAS観測所
月別年平均風速

（国土庁）

⑦ 候補地形因

子の定義

⑧ 気象官署・AMeDAS観測所
候補地形因子の算定

⑨ Vの地形因子解析

Vの推定式の作成（月別）

（重回帰式＋残差補正項）

⑩ Vの推定メッシュ（未観測地
点）の地形因子の算定

⑪ 推定メッシュにおけるVの推定

Vによるんの推定式
κ一〇．91vo’42

観ワイブル確率密度
　関数の形状定数

⑫ 推定メッシュにおける左の推定

Vと珍による0の推定式
左一V／T（1十1・た）

C：ワイブル確率密度

　関数の形状定数

⑱ 推定メッシュにおける風速の確率密度関数

（ワイブレ分布）決定と∫（V）ぎの算定
　∫（V）一（左／0）（V／0）た一1exp卜（V／0）々｝

⑭ 推定メッシュの地上高10mにおける月別

平均風力エネルギー（P）の算定
　　　　　　　　　P一青・ρ・Σ∫（V）ε・耽3

　　　　　　f二1

⑮ 地図化
（エネルギー階

級で区分表示）

巧：代表風速

図1－1　わが国の任意未観測地点における風力エネルギー算定の手順
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　メッシュごとの有効包蔵水量は地方，気候区，

標高を考慮して，全国をカバーする約38万メッ

シュにおける値を算出した。地方区分は北海道，

東北，関東・中部，近畿・中国，九州の6地方で

ある。気候区分は日本海側，準日本海側，太平洋

側の3気候区とした。

　利用した主な観測値は気象庁測候所の

1964～1977年（13水年）の観測値1，172地点，国

土地理院の地形因子，建設省の15代表河川流量

データなどである。

　月理論包蔵水量（W（T）M），月有効包蔵水量（W

（A）M）は，グリーンエナジー計画で別途開発さ

れた推定方法（正務章ら・昭59－61）に基づいた

下記の式で算定した。その有効包蔵水量は

1964～1977年の累年平均値で，降雨量と融雪量の

合計から蒸発量を引いた値である。雪や氷はその

ままでは利用できないので計算されず，融けた時

に加算される。無積雪地域や融雪流出後の降雨月

においては，理論包蔵水量と有効包蔵水量は一致

する。

　　W（T）＝PM－EM

　W（A）M＝PM・αM＋Sy・βM－EM

　　　　　　　　　　　（北海道，東北地方）

　　　　　　　　　　　　　W（A〉M　二PM・αM＋ΣPM・（1一αM）×β’M－EM

　　　　　　　　　　　ニ　
　　　　　　　　　　（関東・中部地方以西）

　ここに，

　　　PM：M月の累年平均降水量（mm），

　　　EM二M月の地域平均損失量（mm），

　　　αM：M月の月問降雨率，

　　　SY：累年平均積雪賦存高（mm），

　　　βM：地域地帯別月間融雪流出率

　これらの説明変数を概略次のように算出した。

　PMは，6地方別に求められている未観測地点に

おける累年平均降水量の地形因子による推定式

に，各メッシュにおける地形因子を算定して代入

した。

　EMには地方降水気候区別に評価されている値

を用いた。

　αMには，前項と同様に，地方・降水気候区別に

評価されている値を用いた。

　SYは，北海道地方，東北地方のそれぞれにおけ

る任意未観測地点の累年平均積雪賦存高の地形因

子による推定式に，各1kmメッシュにおける地

形因子を代入して算出した。

　SヲYは関東地方以南で用い，各メッシュのPM

に，それぞれのメッシュの月間降雪率（1一αM）を

乗じ，全降雪月について積算し，算出する。

　βMには地域地帯別に評価されている月間融雪

流出率を適用した。

　算定結果は磁気テープに収録し，カラーマップ

作成に供した。なお，計算領域の境界付近に現れ

る若干の不連続は最終段階で平滑化によって調整

した。

（4）自然エネルギー資源賦存量図

　昭和51年度までに風力と水力それぞれの「自然

エネルギー資源賦存量図」を作成してきた。風力，

水力に続いて日射エネルギー（全天）もメッシュ

データ化して刊行する予定になっている。

　本図帳は全国を6ブロックに分け，縮尺65万分

の1（北海道のみ縮尺80万分の1），A1判サイズ

78葉からなるカラーメユシュ地図である。全国は

約38万個の第3次メッシュ（約1平方kmの面

積に相当）で覆れる。

　（4）一1風力エネルギー資源賦存量図

　風力エネルギー資源賦存量図では高さ10mに

おける1－12月の各月の平均風力エネルギー密度

（風速3－15m／s）と，その合計値としての年問風

力エネルギー密度がメッシュ毎に13階級に色分

け表示してある。赤色は最も密度が小さいレベル

（O－1．9W／m2）を示し，青色が50W／m2で最も

高い。

　図1－2は関東甲信越地方の5月における平均

風力エネルギー密度を示している。原図はカラー

印刷である。この時期，関東では東京湾，九十九

里浜沿，離島などで風が強くエネルギー密度が大

きいことがわかる。

　風力エネルギーを利用する場合，いくつかの問

題がある。すなわち，エネルギー密度の小さな風

力をいかに効率良く収集するか，変動の大きな風
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図1－2 自然エネルギー資源賦存量図（風力）

例関東甲信越地方・5月一原図はカラー一

カエネルギーをいかに安定化して利用するか，風

力特性にあった利用の仕方はなにか，風力エネル

ギーをどんな形態のエネルギーに変えるかなどで

ある。

　風力エネルギーは，風車により機械的回転運動

エネルギーとして取り出され，これを機械的エネ

ルギー，熱エネルギー，電気エネルギーなどに変

換して利用する。農業分野で可能性のある利用は

次のとおりである。

　（1〉機械的エネルギーとして農作物の灌概用水・

地下水の揚水，穀物等の粉砕への利用，（2）熱エネ

ルギーとして家庭用冷暖房，温室の暖房，畜舎の

冷暖房などへの利用，（3）電気エネルギーとして無

線通信の中継局，漁業用の照明，キャンプ地用電

源などへ利用。

　実際の風車が自然風から取り出せるエネルギー

は最大でも全エネルギーの60％弱，実際の効率は

40％以下のことが多いといわれており，その効率

的利用が大切である。そのために，地域における

風力エネルギーの賦存量をしる必要があるが，そ

の賦存量を本図帳から容易に知ることができる。

　本図帳では1，000m以上の山岳地帯では資料

が少なく，また地形変動が大きいために参考値と

している。この地帯の風力エネルギーの賦存量の

推定については検討を行なってている。

　（4）一2　水力エネルギー資源賦存量図

　水力エネルギー資源賦存量図は，水量をエネル

ギーに変換せず，有効包蔵水量で各月と年合計が

それぞれ12階級で色分けしている。

　図1－3は富山湾沿岸から中部山岳地帯までの



36 農業環境技術研究所年報 昭和61年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88887766555665らら56667766654レ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　988877776655ら555‘ト3二3る5566‘665る3；

　　　　2月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8888877667665る3らる55ら3Z3ら5666665も～；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7777788877555565る325ら553～～2356666653～；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66777788877654p455も3～223ら4Z22～35666665521

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6677777885765」し5345：352222322223ら566553！532＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　666777777883765も3～15る：552Z2ZZ2223る555555591ら21

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77777777888876542～～53Z～22亀22Z33亀5555ら64る3～1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7777777888888765る322222Z11ユ222333乙る55535翠Z，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77777788888887765る322113ユ11222225：53ら5る‘32211

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　γ7777775888777766553～1乞1乳11t22222223ら5533Z21：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　777778888877776665ら2！ユー＝11122212225も5る522Z1コ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　777788S888777665553211ユ111ユ1二11223335る32211】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77788788887766Sももる32t111■1111L1122225：5＝5221117

富山湾礪襯1購ll撒脇i翻ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　777787766666665515～22221一111111111111112二32221さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　777888877665655332222Z1111ユ111111工11工122～22～コ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7778888877665555も532222111111111し1」1」1】」塞11222222…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　778888777765555554，2212211」1し1L111ユ11」11し1＝11L2222Z2；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　魚津778887777665“555る32！222皿U・m・U・”222221

7　　　　77線；ll：1；lil琶Σ三器ll茎器器撒撒ll；1；1
77　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7777877666655ら32223ら45：332211111111」1111コL1111L222～2：

7777　　　　　　　　　　　　　　　　7777886766665らら～～11Z33ユ3：52111」1』1＝工11」11、111＝1。1」12Z2211

7777777　　　　　　　　　　　　　　77788887666655ら21：1ユ2233～21111411111111ユ11工122221，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　777788876665555る～1ユ111223321塞工1111　1111113、111L22Z三1！

沼霧粥粥㌶；傷霧；；；謂綴i211器提llll鑑揚白馬岳lll鑑提
77777777777777777777777777776665る32：533～21111122～11二1塞1」1ユ11L1ユ1ユ1し1222ユ1111

777777777777777777777777777766654レ52Z5221L1111ユ12～一1ユ1111111111茎1122211111
77777777777？7，，？？777777778776665る：322～～2：』1：し1t1乞2～11111111111エ11122221Σ11Σ

霧霧；粥．富山．；霧；魏瓢1：鏡1議1鐙搬霊鑑1鑑鑑ll鑑護鑑1猛
778885777η7¢÷777777777766665も322・・U・m…Z22nUmUm・Z22・i・瓢・
88888887777777777777777777666655＝3：52211111111塞1111L111111ユ1】」11L11～21ユユユ1113
e888888777777777777777877666ら55も332221L1＝コL11111111』111】」11L11】」＝1112211111111

8558787777777777886858777666655ら3335～211111t11111t111t1111111112亀1111乳11
88878787”777888888888776665555“エ33～22UU1乳UU1∬UUl1UIU2ユ1エ1Uユユ
888888887777788888777776665543ら353：5ユ522～211111111111」11111111111」21工111乳1ユ
777788887777888887666666665も＝53：533222222ZIL1：L1工1111し11L111Ll1L1111L111211】ユ1』112

6667888887778888866666666653：5553～22Z～11111111工1111ユ11乳＝1：し111111111111112

6667888887778888766666666553二222222Um111窃1m111U瓢U瓢1瓢m22
21謝識謡謡謡爵1畿21鐙護鑑幾鐙ll剣．、垂景鑑猛提猛袈ll
66667788888888776666666555ら3＝522222111】L111L1ユ11」1111111Lユ111111111111」1L222222

22：ε麗麗亨；亨亨事：：：ε2：髭2ξ；122慧葦；1鑑搬圭装ま裁麦圭猛ま鐙1猛鐙蓋援三三三：：妻

ξ22畿：2：乙；事：含畿ξ募三乏乏Σ三まΣ§毒嚢茎茎茎猛圭装装圭」宴．．．卿中．圭猛幾提装圭茎き22；三麓

3566666666666655555らら355“5322ZmUUUl1U11U11111UUIU“1123“5566
55666666665555Sらもも6333：5335522221Σ11工工11t像111一工11工11・工1塞1塞11111乳11』Z5らもら～66

ら55666665555555ら：5る」535522222～1111111乳一工111111111111工111111111111～3もるら566

らS56666555“555“5コ55～222221瓢UUIUU111“1茎Ul1U1111111112223ら“566
ら555555555もら555る332222221t11111】ユ＝111Xt11111＝11111含11t1ユ1112222223もら5556
ら5555““も35も55鰯～22～22“1u…uu1銘11u111111雑11111u11111大更1’も55565

、35553532Z3；55ら555：5～221111111工11工1111111111111111111生1111ユ1ユ1112　　3ら56655

，路332522z2225ら5ら5～2～2mlulmmlm11111mm1瓢1mlm22～25ら56555
器ま茎萎萎護茎茎搬ミ：i茎茎圭鑑｝鑑畏猛圭搬装猛圭圭圭猛蓋圭圭搬猛猛装き窪書§2霧三三i

i護盗鑑1盗撮嶽ll濃濫1濫鑑搬i薬師岳1濫盤濃搬盗i霧1霧l
l2221t111t11～23るら3521111ユ11111エェ111111111象1ユ1111111111111111122Z～35555555
～2221111111223ユ3535211111工111111111ユ1111－11111茎1111乞1111工11111222ら5555555
！22211t111122222～2321t11111tlt11工11二111エ1乳111111x乳！亀11・111亀111エz～235～55555

～22211111122221112221111111111111111111111111111塞11111111111112223553555あ
L1211111、112～Z1111122222～111111111111×11＆11111111111111111111112～2555555もら
t1工隻111t1～～2211111～222z211tt1111t1111t111ユ1111乞111111111111111～2～555555らら
n11111工12～221111工22221工111111111111乳111111111111111エ111111111222】555～～るる

L
ほ

ほ11

」1uu1
し1」11Lユエ111』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2Z2～555るもら5コトも…565ら55ZZZZ～Zら5555

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　222553533るる5らら5ら675らユ3222222ら6999

5月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22～2335355｝ら555～ら15ら57・6535～22～25も69』LA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2222222233もらるるら5667555ら5766ら3322225579AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　222222222233るら5ら56788755568875る32222ら58AA8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　122211122223もら55556789776675a75る33322ら58Aム9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！：Z2221」11L1～225‘5676557899585887653335525589A8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22222211ユ11～2355788‘67899A998665る533553357AA9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2222222ユ12ユ122153579898，9A6AA9765555353155569A6豊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22222221U112233568”AA5656A8777765335ユる57軸8C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　222222～2111122235ら579AAB666A988，9875ら33ら6579A50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22222亀121222～333ら569A68653A99AA9865ら5る555689Aハ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　222～1コ」1」Z2222333ら5569A6536C8AA8A9765555677899AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12221112222255ら55568りAA5CCCこC8A875676677889999
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11」122！1」222222ユ3557778，AA8CCCCCCA97888766779999¶

富山湾U・22222－5688999＾8CCCCCCC－65568999～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1玉↓22～23533353らら679999ム巳cCCCCCCムム9ムA』㌧98～ら～7885廼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1112222233535らる5589999ACCCCCCCC8A8B66A855ら56678
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！1」1122222535る5らム‘579999ACCCCCCCC866C38A85」2ら567つ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1111Σ2222333555あも589998ムCCCCCCCC88CCC5A8552も5689
　　　　　　　　　　　　　　　　魚津・m・2223∬576556899％＾CCCCCCCCCCCCC8985」356799
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11圭透茎茎；三圭圭乏乏壽塁亨；；鴇器；購εεεεεε釜εεε器鴛＝鋸2与識

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！！ユユ1122233らら579AA965667898CCCCCCCCCCCCC3A975る5799～

！∬ユ1

　11111」11223333ら58A8CA9766798CCCCCCCCCCCCCC8A，75る57999
　11＝11112Z333ら569ACCC8A979ACCCCCCCCCCCCCC63A97556899～
1茎11」1L111253らるら5693CCCCA978ACCCCCCCCCCCCCC5A986567999～

器鑑鑑鑑鑑鑑蓋1鑑1濃欝講裁；鷲εε議溜ε鰹ε白馬岳1瓢摺3娚
」1ニェェ1！、111！叉111111、エ1」1t11玉11223335677679ABCCCC巳99らCCCCCCCCCCB久968766799999q
L1エェ11111111」111111111」】」112ユ12235ら56787896CCCCCCAムCCCCCCCCCC5A9987656●99999～
し1L11し1＆ユ111！1112！1111ユ1」1！41＝1233ら4レ579898CCCCCCC8ACCCCCCCCCC5A99765567899988
澄揚装蓋．富．輿』装猛蓋萱蓋茎1監会器z從εεき誰器妖器εεε3εεき器食：2まξ；㌻手器：器1

．1Uユ11m11①”mU瓢ユ12223ら5696＾6CCCCCCCC8＾88CCCCCCCCC8＾8555678888887
．111コ」ユ1111111111111」11】、1112222353569A85CCCCCCCCCC5CCCCCCCCCC8A8556788888876
」11Lt111工111L111111二11111】」2222333ら3689A8CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC8A8656785888776
」11111111111111111工1112～22233533ら5679A8CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC8A976678888077｛
し111111工111111ユ1」111」111222235353も556689A8CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC6976778888766‘
」111111」111L11111口」11塞112222333るる6る5667789A6CCCCCCCCCCCCCCCCCCC5A766788876555
し11」工11L11111！11111111」1222253もら5も5689999A8CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC8A8667877765ら…
L1111工1111」ヱ1：1111111」122233らも5555689AA58CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC8A977777765らる‘
LUUIU1”UUUU1122233る5555689A6CCCCCCC費i……∈………CCCCCCC88A987776655“‘
1鐙鑑猛搬搬盤毒1欝叢畿撰：畿誰331剣　岳叢誰識＝謡漂鑑：2：

、11111111111112，ユ1222222334も55678996CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAA998876555556‘
．工11Llt工11工1亀一含11』222222355らもら556679ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCこCCCCAム998876555555‘
．1mUmUm222225533ユ““55689A5CCCCCCCαCCCCCCCCCCCCCA998876555555も‘
1；ま猛蓋猛蓋1猛装§§ま言雲ま裁t讐；亨毒；3；娼3ε器ε9立曹“一・田π；ε器εεε二；器：手ξ雪22z菱廼

∋2211111し1111茎22233る4ゐららるるら56689AAA56CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC5A96777S5るらららららこ

！2221111112222233ら4＞るるらる55667789A86858CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA，9a777556ららるる」：
12221111～222～2235ら“6も556789999A8CCC8CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC5A99877755も““3ユ
122；1222～233～22コ335る6537899AAAAA5CCC8CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBA99766655“““こ
｝2222222225：522Z23ユも‘556899AA86AA8CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC8A936556554るる‘る5こ

1護謬幾幾；捲嶽2聯欝濃識ε誰護ll誰誰隈ε誰器嬬大町鍛災ま：
　　　　　　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A9

　～2553ら565ユ332233556789A356585AAA6CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC5巳88A96　　ら」し‘らもるらもら‘
　2555556Z55ら33」55566789A6β6535AA85CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC86A965ららるもららららユら‘
i3～676677ア66552も5677859AA5巴5AA9A5《：CCCC～導CCCCCCCCCCCCCCCCCム9865もらも“33553：
・る57857886775ら2556788899AAAAA，9A5CCCCf　　　－曹．一－φ⊃CCCCCCCCCCA985るるるららる53ユ33こ
，558999e87776“ユら～788889＾＾＾＾＾99＾5CCCC¢薬師岳二CCCCCCCCC5＾975“3“」33352＝

3699999877735333S67889999AAA9AA8CCCC㌧』㌧㌧』㌧しuしUCCCCCCCCCC6A975ら5ユ：3335352≡
’679AA99977555もら3る57788899AA▲AA5CCCCCCCC¢CCCCCCCCCCCCCCCC8A975るユユニ535工5ユ5～＝
178』」AA9987555665！5ら678777899AAA86CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC5A9655～2Z22～22Z2：
　，89ムAA99765る577765566666899AAAA8CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC8A9853～2222Z2222：
　189AAA9875らら6787755555567999AAAaCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC589853～1122222～3箸
　｝99AAA985る」る676876ら5！5556789999A88CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC8A97翌5211コL～222222；
　、9AAA997522ら678875556667778899Aム68CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA97ら2！，！、1！、2～～2221

有効包蔵水量階級区分

図1　3 自然エネルギー資源賦存量図（水力）

例　富山地方の（a）2月と（b〉5月

記号 階　級　値

1 O～25煽ロ
2 26～50阻墜

3 51～75闘
4 76～100廻厘

5 101～150糎酊

6 151～200田巴

7 201．’》250麗蹴

8 251～300馳
9 301～400聞
A 401～500闘
B 501～600髄醜

C 6㎝腿以上

地域の2月と5月の月有効包蔵水量を例示してい

る。 図の中で記号1（原図では赤茶色）は有効包蔵

水量が0 25mmと最も少なく， C（青色）は601

るが，5月では高山へと移っている。一方，平野部

が逆に記号1で少なくなっている。

は地域や季節によって変化している

有効包蔵水量

フ
」 とがよく分

mm以上で最も多い。 2月に雪で覆われている山

岳地帯は記号1で有効包蔵水量がないことを示し

ている。 春になり山の雪が融けると有効包蔵水量

が多くなる。 記号1は2月では山麓に分布してい

かる。北海道では12月から2月まで融雪がないの

で図は茶色一色である。台風の季節に九州の南部

は青色なのに福岡付近は赤茶色が目立つ。

一方，水を水力エネルギーとして利用するとき，
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発電のように一定の地域の水をある地域に集め，

回転運動水力エネルギーに変換される。水力エネ

ルギー賦存量図で表示を水力でなく水量にしたの

は，集水域の広さ，その地域と利用する地点の標

高差などで水力の総エネルギー量が変り，一律に

計算できないからである。また，農林水産業では

水をいろいろな用水として利用するので，水量で

表した方が多方面の需要に応じうるためでもあ

る。本図帳には集水域や高度差に関する情報を取

組むことはできなかったが，結果として水資源と

しての水量を図示している。小集水域について，

一般に流出量はもちろん降水量の観測資料もない

ので，この「自然エネルギー資源賦存量図（水力）」

は開発計画に広く利用できる。

（5〉おわりに

　グリーンエナジー計画は昭和48年の第1次オ

イルショックを受け，農林水産業の石油エネル

ギーへの過度の依存の反省に基づいている。再生

出来ない石油資源は有限である。地域エネルギー

として無限にあるクリーンな自然エネルギーの利

用とそのための技術開発が21世紀における食料

問題，資源・エネルギー問題や環境問題への対応

等に一層必要になるであろう。そのための資料と

して「自然エネルギー資源賦存量図」は大きく役

立てられることになろう。このような資料はこれ

までになかったことから，本図帳は地域エネル

ギー計画などに農林水産業に限らず広く利用され

ることを期待している。

（環境管理部　資源・生態管理科　資源計量研究室）

2．農業環境中の臭素濃度レベルの把握

病に卓効を示すため施設栽培の土壌くん蒸剤とし

ての需要がきわめて大きい。二臭化エチレン

（EDB）剤も殺線虫剤としての効果が大きく，露

地野菜や果樹栽培で土壌くん蒸剤として広く用い

られてきたが，1985年から行政指導により使用を

とりやめることになった。

　一方，これら含臭素農薬に由来する人体の臭素

過剰摂取が危惧され，先進国を中心に無機臭素あ

るいは総臭素の農作物中の残留基準を設けてい

る。わが国ではWHOの残留農薬専門協議会から

無機臭素の国際残留基準が勧告されたことに基づ

き，1970年小麦に対して「無機臭素として50

ppm」の基準値が決められた。その後1984年に至

り米に対して同じく50ppmの暫定基準値が決め

られた。この米麦の基準値は，収穫後倉庫に搬入・

貯蔵中に消毒する倉庫くん蒸剤を対象にしたもの

で，土壌くん蒸に由来する作物等の臭素残留基準

は未だ決められていない。その理由の一つに，環

境中での臭素濃度レベルの実態が十分把握されて

おらず，一方で汚染でない天然の高濃度臭素含有

土壌が存在することがある。

　以上の情勢をふまえ，当研究室では放射化分析

による植物や土壌等中臭素の簡便かつ高精度の定

量法を確立し，これを用いて土壌・植物系を中心

とした農業環境中での臭素の動態研究を行なって

きた。その中で，含臭素農薬の土壌くん蒸や，臭

素を含有する塩加肥料の施肥が作物や土壌の臭素

濃度レベルに及ぼす影響を，環境中の天然賦存臭

素の濃度レベルと関連させて明らかにしてきた。

さらに，土壌・植物系外に移行した農薬由来臭素

の地下水に及ぼす影響についても明らかにし，問

題点の指摘も行なってきた。以上の研究成果は農

環技研報第3号（昭和61年10月）や学会誌等に

発表したが，それらを要約してここに述べる。
（1）はじめに

　臭化メチル剤（主成分CH3Br）や二臭化エチレ

ン剤（主成分C、H、Br2）などの含臭素農薬は米麦

等の貯穀類のくん蒸剤として，あるいは野菜畑や

果樹園土壌のくん蒸剤として使用される。臭化メ

チル（MB〉剤は，施設栽培で大きな問題となる疫

（2〉作物及ぴ土壌の臭素濃度

①植物及び土壌の天然臭素濃度レベル

　表2－1に含臭素農薬でくん蒸してない土壌及

びそこに生育する植物中臭素濃度の分析結果を示

す。人為的な臭素の影響はほとんど無視できる森
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表2－1　含臭素農薬未使用地域の土壌および植物中臭素濃度

平 均　Br　濃 度　（最小～最大）

地　　域 土　　壌
土地利用

形　　能
層　位 土 壌 植 物　（茎葉）

’じ、

（点　数） ppm／乾土 （点　数） ppm／乾物
123 12

森　　林 A （64）

（22～495）
（66）

（L1～106）
関　　　東 黒ボク土

99 73
畑 Ap （9）

（35～179）
（11）

（11～185）

70 17．3
長　良　川 褐色森林土 森　　林 A （33）

（8．9～153）
（49）

（0．70～103）
三　面　川

4．6 22
流　　　域 灰色低地土 水　　田 Ap （24）

（0．66～13）
（23）

（1．7～62）
※ 5．0 15

世界の平均 世界各地の土壌
（0．2～50）

陸生植物
（0．2～100）

※Bowen，H．」．M．（1966）。

林土壌中の臭素濃度は100ppm前後と，世界の土

壌の平均5．Oppmに比べて20倍も高い。わが国

は海からの臭素供給量が大きいのみならず，土

壌・植物系の臭素吸着力（吸着率とその持続性）

が大きい条件を有しているために，このような高

い臭素濃度土壌が広く分布していると考えられ

る。一方，その森林に生育する植物（木本，草本

込み）の茎葉中臭素濃度は10ppm台で，世界の植

物平均15ppmと同レベルである。これは土壌中

の天然賦存臭素が通常環境下ではほとんど植物に

吸収されないことを示唆している。

　②　塩加肥料の施肥が作物の臭素濃度に及ぽす

　　　影響

　塩加肥料は表2－2に示すごとく1，000ppm近

い臭素を含有している。その施肥によって作物中

臭素濃度がどの程度高まるかノイバウェルポット

試験で明らかにした結果を図2－1に示す。

　塩加肥料区は他のカリ化合物添加区に比べて最

低2倍，最高10倍ほど臭素濃度が高くなってい

る。

　次に，作物の種類によって塩加肥料の施肥（同

レベル）に伴い吸収される臭素濃度がどの程度異

なるのかノイバウェルポット試験で明らかにした

結果を図2－2に示す。

　コマツナやハツカダイコンのように，500ppm

を越え硫加肥料区に比べて10倍前後のものから，

水稲やオーチャドグラスのように50ppm前後で

表2－2　化学肥料および試薬中臭素濃度

化学肥料，試薬 臭 素 ppm
塩 化　カ　リ肥料 950

塩化カリ（特級試薬） 110

硫 酸　カ　リ肥料 51

硫酸カリ（特級試薬） 0．28

硫酸アンモニウム肥料 0．36

過リ ン酸石灰肥料 0．95

消 石　　　　灰 3．2

硝酸カリ（特級試薬） 0．31

150

臭

素　100

濃

度

　
ppm
／

乾　50
鞄

0

睡圏肥　料

口試薬

コマツナ ハツカダイコン

図2－1

塩　　硫　　硝　　塩　　硫　　硝

化酸酸　化酸酸カ　　　カ　　　カ　　　カ　　　カ　　カ
リ　　リ　　リ　　　リ　　リ　　リ

塩加肥料施肥が作物中臭素濃度にお

よぼす影響
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硫加肥料区とほとんど差がないものまであり，種

間差は大きい。一般的にみて双子葉作物で高く，

単子葉作物では低い濃度を示す。

　以上の結果は塩加肥料を大量施肥した幼植物試

験（播種後1ヶ月で刈取り）より得られたもので，

農家の畑圃場では表2－1の畑作物中臭素濃度の

平均73ppm，最高185ppm程度と考えられる。

700

600

　500臭

素

濃400
度

　
ppm
／300
乾
物
）

　　200

100

0

睡團塩加肥料（5倍区）

口　硫加肥料（5倍区）

コハホイエア平
　ツウ　ン　　ル
マ友レゲダフ
　タ　ン　ン　　　ア
ツイ　　　　マル
　コソ　マ　　　フ
ナンウメメ　ァ均

小大ト水オ平
　　ウ　　　1
　　　　チ　　モ　　　　ヤ　　ロ　　ド
　　コ　　グ
　　　　フ麦麦シ稲ス均

総
平
均双子葉作物 単子葉作物

図2－2 塩加および硫加肥料施肥が各種作物

中臭素濃度におよぼす影響（ノイバ
ウェルポット試験）

　③　開田直後の湛水化が水稲の臭素濃度に及ぽ

　　す影響

　森林や畑土壌が開田などで始めて湛水化された

場合，土壌中天然集積臭素がどの程度溶出し，水

稲に吸収されるかa／5，000ポット試験で明らか

にした結果を表2－3に示す。

　用いた森林土壌中臭素濃度はわが国の平均的レ

ベルよりかなり低いにもかかわらず，茎葉，玄米

中臭素濃度は畑水分栽培に比べて13～2．5倍ほど

高くなっている。特に土壌中臭素濃度が57ppm

の黒ボク土では，土壌溶液中臭素濃度も含め10倍

以上も高く，玄米中臭素濃度は57ppmと暫定基

準値を越えている。

　この結果はかんがい水の浸透が全くないポット

試験から得られたものであり，圃場レベルでは

もっと低くなると考えられる。また，数年を経過

すると，表2－1の水田土壌と水稲中臭素濃度が平

均4．6ppmと22ppmと低いことからもわかると

おり，土壌臭素の大部分は流亡して臭素濃度も低

くなると推定される。

　④ハウス栽培におけるMB全面くん蒸が野

　　　菜及び土壌の臭素濃度に及ぽす影響

　わが国の主要な施設栽培地帯の一つである宮崎

県下の農家ハウスにおける，MBくん蒸有無別ハ

ウス栽培キュウリ及び作土中臭素濃度の比較を図

2－3に示す。

　くん蒸有は無に比べて葉身，可食部とも平均

21．5倍も高く，有の茎葉中濃度は平均2，000ppm

に達している。キュウリ果実は新鮮物当りでも平

均73ppmとわが国の米，麦の基準値を上まわっ

ている。トマト，ピーマンなど他のMBくん蒸ハ

ウス栽培野菜でもキュウリに近い値となってい

表2－3　湛水および畑（水分）栽培水稲，土壌，土壌溶液中臭素濃度＊（ppm）

（2連の平均）

土壌の種類
土　　　壌
（乾土当り）

土壌溶液（溶液当り） 茎　葉（乾物当り） 玄　米（乾物当り）

湛　　水 畑 湛　　水 畑 湛　　水 畑

黒　ボク土
（栃木森林）

57 3．2 0．29 660 48 57 4．2

褐色森林土
（福井森林）

11 0．47 0．31 135 27 8．7 3．4

※有底の土耕ポット試験であり，収穫期まで湛水と畑水分状態を維持した。
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図2－3　含臭素農薬による作物および土壌中臭素濃度レベル（宮崎県の農家圃場事例）

　　　1）試料数：可食部は10
　　　2）各国の各種作物の基準値の上下限値

る。

土壌は野菜のように大きな差はみられないが，

多湿黒ボク土で平均75ppm，灰色低地土で平均

27ppmほど高くなっており，この差がMB剤由

来臭素の残留によるものである。

⑤　ハウスくん蒸MB剤由来臭素の行方

MBくん蒸ハウスにおいてキュウリ収穫時点

（最終収穫）でのMB剤由来臭素の行方，すなわ

ち，何％がキュウリに吸収され，土壌に残留し，

地下へ浸透したかを概算した。

　図2－4に示すように，くん蒸したMB剤臭素

の3．3％（MB剤使用量40kg／10aを用いる）が

キュウリに吸収され，作土層土壌への残留は17％

程度，多めに見積っても20％を越えることはな

い。ハウス外の大気中への揮散率もきわめて低い

と推定されることから，残りの80％以上は土壌中

で無機化してかんがい水中に溶け出し，地下へ浸

透したものと考えられる。

臭
化

地 B

メ
チ

上 ノ
ヤ　　　　　　ノレ

部 ￥ 曳　　　く
吸 ん
収 蒸
3％ ’

　 100％

惣
’

5

二：二二ニニニニニニ．
＿一＿一＿一＿＿＿一＿一二

　　　一
．　ミ：』『．

＝二二丁二二
一　　一　　一　　一　　　一　　甲　　一　　一　　　一
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図2－4

地下浸透80％

くん蒸ハウスにおける臭化メチル剤

由来臭素のゆくえ（ハウス栽培終了
時点）
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　⑥　露地畑のEDBくん蒸が野菜及び土壌の臭

　　素濃度に及ぼす影響

　わが国の主要な畑作地帯の一つである宮崎県下

の農家の露地畑における，EDBくん蒸有無別ダイ

コン及び作土中臭素濃度の比較を前出の図2－3

に示す。

　ダイコン茎葉，可食根ともMBくん蒸ハウスの

1／2程度とかなり高い。ダイコンに限らずEDBく

ん蒸のニンジンや食用カンショの可食根部の平均

臭素濃度は，新鮮物当りで20～50ppmとMBく

ん蒸ハウスのキュウリには及ばないがかなりの高

レベルになっている。

　一方，EDBくん蒸有無問の作土（ダイコン畑）

中臭素濃度差は平均84ppmであり，MBくん蒸

ハウスの場合よりも大きくなっている。

　⑦植物中臭素濃度レベル区分と臭素供給源

　以上の検討結果をふまえ，植物（茎葉）中臭素

濃度（対乾物）レベルを4段階に区分してそれぞ

れの主要な臭素供給源と関係づけて図2－5に示

①15ppm（1～100ppm天然賦存量レベル）
　未耕地一天然供給

した。

　1段階は，雨水などの天然供給源の臭素のみを

吸収し，最も低濃度となる森林等未耕地である。

植物中臭素濃度は15ppm程度である。

　2段階は，塩加肥料含有臭素が最大給源として

天然供給源にプラスされる一般の耕地である。臭

素濃度は50ppm程度である。

　3段階は，やや特殊な例で森林や畑の土壌が開

田や，水田への客土によって湛水化される場合で

ある。土壌中天然集積臭素が大量に溶出し，水稲

臭素濃度は茎葉部で500ppm，玄米で50ppm程

度と高まる。

　4段階は，含臭素農薬が使用される耕地であり

最も高濃度となる。MBくん蒸ハウスとEDBく

ん蒸露地畑では若干レベルが異なるが，茎葉は

2，000ppm程度，可食部は（新鮮物当り）は小麦

の残留基準値の50ppmを越える場合が少なくな

い。この段階に達すると地下水等水系への臭素の

移行も問題になってくる。

②50ppm（10～200ppm塩化カリ施肥レベル）
　耕地（畑，水田）一含Br肥料（塩加）施用

雨水B「＼

落葉Br

　　　土壌Br／勿陽／〃

③500ppm〔100～2，000ppm開田レベル玄米50
　ppm（10～100ppm）〕
　開田地（開田後3～4年まで）r土壌中天然賦
　存Brの大量溶出

∠

　　　　　　ヤ　ダ
　　　　　4　　　　　肥料Br
　　　　　￥こ　　　ノ
　　　　＿　　　　　　　　　！

　　　　　N　　　　　　’≧

　　　〃勿／　／
（塩化カリ肥料中』Br約1，000ppm含有）

④2，000ppm（200～5，000ppm含Br農薬施
　用レベル）

　耕地（くん蒸ハウス，露地畑）一含Br農薬
　使用（EDB，MB）

露　　地 ハウス

撫巻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃笏吻

　土壌Br（平均100ppm，湛水化で溶出）

図2－5　植物体（葉部）中臭素濃度（ppm／乾物）のレベル区分と臭素の主要吸収源



42 農業環境技術研究所年報　昭和61年度

　（3）含臭素農薬の土壌くん蒸が地下水の臭素濃

　　度に及ぽす影響

　含臭素農薬くん蒸ハウスや露地畑の分布密度，

面積とも大きい農業地域（使用量大），わずかしか

使用されていない地域（使用量小），両者の中間で

くん蒸ハウス・畑が散在する地域（使用量中）の

3地域の地下水中臭素濃度の比較を表2－4に示

す。

　使用量大の宮崎の総平均は2．21ppmで，使用

量小の神奈川の平均0．OO92ppmの200倍以上の

高濃度であり，使用量中の関西は0．32ppmと両

者の中間になっている。

　この結果より，宮崎では含臭素農薬による影響

がかなりのレベルに達しているとみられる。関西

では含臭素農薬くん蒸有と無のハウスの井水（宮

崎，関西ともハウス用かんがい井戸を中心に採水）

間で臭素濃度に大きな差があったが，宮崎では全

く差が認められず，また経時変化もなかった。こ

れは地下水の臭素汚染が面的に大きな広がりを

もっていることを示唆している。

（4）むすぴ

　放射化分析による植物や土壌等中臭素の簡便か

つ高精度の定量法を確立し，これを用いて土壌・

植物系の臭素の動態を研究した。

　その結果，農薬由来の臭素は単に農地や農作物

の臭素濃度レベルを著しく高めるのみならず，そ

の影響は地下水にも及ぶことが明らかとなった。

　地下水中の臭素については，現在のところ各国

とも基準値はつくっていない（EDBなどの有機体

臭素は除く）。しかし，地下水を飲料に用いる場合

は，WHOの勧告の基礎となる人体許容1日摂取

量1mgBf／kg体重が関係してくる。表2－4の宮

崎の農家の飲料用井水中臭素濃度は4．26ppm（年

平均）であったが，飲料水として2．24／日摂取す

ると臭素の摂取量は9．4mgとなる。これは，わが

国の臭素残留基準値の50ppmの米200g／日を食

べた場合の臭素摂取量10mgにほぼ匹敵する量

である。また，WHO勧告にある体重60kgの成人

の許容摂取量60mgの16％に相当することから，

地下水の臭素濃度については今後も注意し，監視

を続ける必要があろう。また，河川水や湖水等に

ついても含臭素農薬使用地域の影響が考えられる

場合は調査することが望ましい。

　なお，塩加肥料の施肥が地下水の臭素濃度レベ

ルに与える影響は，単位面積（10a）当りに投与さ

れる臭素量が10～30g／10aとMB剤くん蒸の場

合の1／1000以下であり（農環研報3号），地下水

中臭素濃度を高める恐れはほとんどないとみられ

る。　（環境管理部　計測情報科　分析法研究室）

表2－4　含臭素濃薬使用量の大・中・小地域の地下水中臭素濃度

含臭素農薬
使　用　量 地　　　　域 採水年月日

井戸
番号

井　深
（m） 平均Br濃度（最小～最大）ppm

1979．5．2 ① 4～8 1．68　　（1．09～2．06）

～ ② 〃 2．14　　　（0．57～5．87）

大
宮崎県佐土原町宮崎市 1980．4．18 ③ ！ノ 2．00　　（0．85～3．43）

周辺5地点 この間約2ケ ④ zノ 1．70　（0．75～2．38〉

月毎に計6回 ⑤ 〃
　　※4．26　　（3．61～4．72）

採水 総平均 2．21　（0．57～5．87）

中 関西地域5地点 1984．3．30 5～12 0．32　（0．050～1．0）

1983．6．30

神奈川県開成町周辺21

　～

〃　7．1

4～30
（浅井戸）

0．0088（0。0023～0．030）

小 地点（浅井戸6点，深 と

井戸15点） 1983。11．1

　　～
60～80

（深井戸）
0．0103（0．0050～0．023）

〃　11．2

※飲料水に使われている。
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3．大気汚染被害葉に生成蓄積される蛍光

　　物質

（1）　はじめに

　わが国の大気汚染は，1960年代の経済の高度成

長期に入って，産業経済の急速な発展に伴い化石

燃料の大量消費とともに急速に悪化した。1970年

には光化学スモッグが発生し，その後，酸性雨が

降るなど複雑多様化している。近年，低イオウ含

有率の燃料の使用や排煙脱硫装置の設置などによ

り，イオウ酸化物濃度は1967年をピークに減少

し，ほぼ全地域で環境基準をクリアーし，イオウ

酸化物汚染は改善されてきている。しかし，窒素

酸化物濃度は自動車排出ガスの規制の強化や総量

規制の導入にもかかわらず，ほぼ横ばいか微増の

傾向にある。また，光化学オキシダント濃度の1時

問値が0．12ppm以上を超える場合に発令される

注意報は，東京湾地域および大阪湾地域では年間

10日～40日にもおよんでおり，光化学大気汚染は

未だ深刻な状況にある。最近，光化学オキシダン

トは早朝に東京湾上空に形成された汚染気塊が海

陸風と夏期特有の内陸部に向かう風が重畳してで

きた太平洋からの弱い南よりの風によって北関東

まで運ばれ，更に日中，中部山岳地帯に形成され

る熱的低気圧に引き込まれて碓氷峠を越えて軽井

沢や長野まで長距離輸送されることが報告されて

いる。この光化学オキシダントによる植物被害は

毎年いたるところで発生しており，気象管理科大

気保全研究室では大気汚染質として光化学オキシ

ダントを中心にすえて研究を進めている。

　植物は二酸化イオウやオゾンなどの植物に対す

る毒性の強い大気汚染ガスに暴露されると，はじ

め葉の表面が水に濡れたようになり（水滲状症

状），その後，その部分の緑色が失われ，白色や褐

色のネクロシス斑を呈する。二酸化イオウと二酸

化窒素は葉縁や葉脈間にやや大型の大整形のネク

ロシスを生ずるが，オゾンは葉の表面の葉脈問に

微細な白色や赤褐色のネクロシス斑点を発生させ

る。また，パーオキシアセチルナイトレート

（PAN，CH3COOONO2）は葉の裏面を金属様に

光沢化させたり，銀白化させる。これらの被害症

状は，気孔から葉内に侵入した大気汚染ガスが細

胞内で営まれている各種の生化学反応に作用し，

代謝を撹乱し，細胞膜や光合成色素を破壊し，細

胞の壊死がおこった結果である。

　このような可視障害を引きおこす葉内での反応

はいかなるものであろうか。また，この障害発現

反応を抑制する機構があるのか。あるとすればそ

れはどのようなものであろうか。などの疑問に答

えるべく大気汚染質による作物の可視障害発現の

仕組みに関する研究を実施している。光化学オキ

シダントの植物毒物質であるオゾンとPANの葉

脂質への影響をインゲンマメとペチュニアを用い

て調べている折，極性脂質単離の際，シリカゲル

薄層クロマトグラフ上にオゾンおよびPAN被害

発現葉にのみ紫外線照射下で青く輝やく蛍光物質

が出現する現象を見い出した。脂質の過酸化物は

蛍光を発することが知られており，この蛍光物質

はオゾンあるいはPANにより生成した脂質過酸

化物の可能性が考えられた。そこで，オゾンや

PANによる脂質過酸化機構を知ることおよび被

害発現葉にのみ新たに産生する蛍光物質はオゾン

やPAN被害の診断指標として有効であると考え

られ，この蛍光物質の検索を試みた。

（2）インゲンマメ葉の蛍光物質の同定

　O．15ppmのオゾンにインゲンマメを4～8時問

暴露すると，翌日の朝には葉の表面に赤褐色の斑

点が出現する可視被害症状を生ずる。この被害発

現葉をメタノール：クロロホルム（1：1，v／v）で

一夜浸漬後，ホモジネートし，濾過した。濾液を

濃縮乾固し，石油工一テルでクロロフィルを除去

後，残査をメタノールに溶かし，各種のクロマト

グラフィーによって蛍光物質を精製し，淡褐色粉

末状の固体を得た。

　この蛍光物質は中性および酸性では青紫色であ

るが，アルカリ性では緑黄色に変化した。この化

学的性質と紫外および赤外吸収スペクトルはク

ローバーやアルファルファ葉中に含まれる家畜動
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物の発情ホルモンの一種であるクメストールと一

致した（図3－1）。そして，市販されているクメス

トールの標準品とインゲンマメ葉から単離した蛍

光物質のマススペクトルは完全に一致し，インゲ

ンマメのオゾン被害葉中に生成蓄積される蛍光物

質はクメストールと同定された。また，クメストー

ルはインゲンマメのPAN被害葉でも生成される

ことが確認された。

HO 　交

i∠

0

0

7　　7
　　　　1
0　＼ OH

図3－1　クメストールの構造式

（3）クメストール

　クメストールは1957年クローバー中に含まれ

る家畜動物の発情ホルモンとして初めて単離さ

れ，この後，多くのマメ科植物でも見出されてい

る。そして，・クメストールは病原菌感染や昆虫の

食害を受けたクローバー，アルファルファ，ダイ

ズやインゲンマメ葉に多量に生成蓄積することが

報告され，ファイトアレキシン（健全細胞にはな

く，病菌の侵入後に生成され，病菌の侵入を防御

する抗菌性の物質）と考えられている。しかし，

クメストールには抗菌性はないようであり，ファ

イトアレキシンとしての性格は明確ではない。

　クメストールの生合成経路は，植物の感染生理

に関する研究からおおよそ明らかにされている。

クメストールはフェニルアラニンとマロニル

CoAを出発物質として，ダイツェンなどを前駆物

質に複数の経路によって生合成される。クメス

トールの生成は潜在的な合成系が病菌感染やオゾ

ンなどの大気汚染ガスによる障害により顕在化し

たものと考えられる。

（4）障害葉におけるクメストールの生成時期お

　　よび生成量

インゲンマメを0．15ppmのオゾンに4時問暴

露し，暴露終了直後，6時間後，14時間後，24時

問後に葉を採取し，クメストールを定量した。暴

露終了直後，6時間後では葉面には何らの変化も

見られなかったが，暴露終了後14時間後には水滲

状症状が出現し，24時問後では赤褐色の斑点を呈

するオゾン被害の典型的症状となった。クメス

トールは可視被害症状の発現のない暴露終了後6

時問以内には生成されず，可視被害症状の出現時

に生成され，可視被害症状の進行とともに生成量

は増大した（図3－2）。すなわち，クメストールの

生成は細胞の壊死後に増大することがわかった。

　次に，インゲンマメを0．15ppmのオゾンに2，

4，6および8時間，0．10ppmのPANに1，2，4，

6および8時問それぞれ暴露し，暴露後2日後に

リーフディスクを打ち抜き，可視被害の程度と生

成するクメストール量の関係を調べた。オゾンで

は2時間暴露で被害面積15％，4時間暴露で被害

面積25％，6時間暴露で65％の赤褐色斑点，8時

間暴露で両表面ネクロシスを含む90％の赤褐色

斑点の被害があった。クメストール量は暴露時間

の増加，すなわち，被害の増加につれて増加し，

1000

ぬ

1　　100
旨
Q
　

bの

q

ミ

～

ム

K
x　　10へ

1
● ●

●

●

0　　　　　6　　　　　　　14　　　　　　　　24

　　オゾン暴露終了後の経過時間，h

図3－2　0．15ppmのオゾンに4時問暴露後の
　　　　時間経過とインゲンマメ葉中に生成
　　　　されるクメストール量の関係
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最大2，660ng／cm2を示した（図3－3）。

　PANでは1時間暴露では被害の発生はなく，2

時間暴露で葉裏面に90％の光沢化と葉表面に

20％のネクロシスを生じ，4～8時問暴露では葉全

体が脱水枯死した症状であった。PANの場合，ク

メストールは被害が軽く生じた2時間暴露でのみ

生成し（50ng／cm2），完全に脱水枯死した4～8時

間暴露では検出されなかった（図3－4）。ファイト

アレキシンは壊死細胞に隣接する健全細胞で合成

され，壊死細胞に移送され，壊死細胞中に集積さ

れることが知られており，クメストールはPAN

の4～8時問暴露のような急激な葉全体の壊死で

は健全細胞がないため生成されなかったものと推

定された。

（5）ペチュニア葉の蛍光物質

　インゲンマメと同様にペチュニアをオゾンある

いはPANに暴露すると，オゾン被害やPAN被

害発生葉には蛍光物質が生成蓄積した。オゾン被

害葉では青紫色の蛍光物質が一種類であったが，

PAN被害葉では青紫色の蛍光の他に淡青色の蛍

光を示すものがあった。なお，ペチュニアの青紫

色の蛍光物質はクメストールとは異なった物質で

あり，青紫色および淡青色の蛍光物質ともに未だ

1000

eq　100

99
　

bの

q

ミ

1
ム

K
x
へ

10

1 8

●

●

●

●

●

8

●

8

●

0 2　　　4　　　6

　暴雪時間，h

8

1000

ぬ

旨100
y
漕

∫
へ

∫

ム

K
x
へ

10

1

　▲

　会

　公

　1、
　1　、

　’

　」

’

1
8　　、β

　　　、『

『

置

β

8
J
J
’

0 2　　　4　　　6

　暴露時間，h

8

図3－3 6－7日齢のインゲンマメを0．15ppmの
オゾンに各2，4，6，8時間暴露した時に

生成された葉面積あたりのクメストール

量。暴露終了後2日後に3個体から葉を
採取し，3個体の分析値を示した。

図3－4 6－7日齢のインゲンマメを0．10ppmの
PANに各1，2，4，6，8時問暴露した時
に生成された葉面積あたりのクメストー

ル量。各暴露時問終了後2日後に3個体か
ら葉を採取し，3個体の分析値を示した。
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同定できていない。

　一般にある科に属する植物群には構造的に類似

のファイトアレキシンを生ずるが，科が異なると

構造的に異った化合物がファイトアレキシンとし

て見い出されている。そのため，ナス科のペチュ

ニアの蛍光物質はクメストールとはまったく異っ

た構造であると考えられる。

（6）大気汚染害の診断指標としての蛍光物質の

　　利用の可能性

　植物葉面上に発生する異常症状は，大気汚染や

土壌汚染などばかりでなく，温度や風などの気象

災害，植物の栄養生理障害，病虫害など各種の要

因で発生する。発生した異常症状を大気汚染害と

診断するには，被害発生の時期および被害発生地

域と範囲，被害植物の種類，被害症状や被害発生

の葉位，発生源の存在，大気汚染質濃度などを総

合的に考慮する必要がある。さらに，大気汚染害

との疑いが濃い場合は，植物葉の化学分析を実施

する。この化学分析は蓄積性の大気汚染質のフッ

素，ヨウ素やイオウ酸化物には有効であり，診断

の決め手になりうる。しかし，蓄積性のないオゾ

ン，PANや窒素酸化物などでは元素分析は利用

できず，これまでオゾンとPANの光化学オキシ

ダント被害の診断は経験的な観察眼に頼っている

のが現状である。

　さて，蛍光物質の検出は大気汚染害の診断に有

効であろうか。マメ科植物の病菌感染葉では抗菌

性のファイトアレキシン，すなわち，ダイズでは

グリセオリン，エンドウではピサチン，インゲン

マメではファゼオリンなどの蛍光性をもつファイ

トアレキシンが大量に生成され，それらに付随し

てソヤゴール，ダイツェインとクメストールが形

成されることが知られている。一方，インゲンマ

メのオゾンおよびPAN被害葉では，顕著に認め

られる蛍光物質はクメストールのみであり，ファ

ゼオリンは検出されていない。このため，大気汚

染害と病菌感染葉では生成される蛍光物質の質と

量のパターンが異なることにより，その識別は可

能であろう。また，ペチュニアのPAN被害葉で

は，オゾン被害葉と異なる蛍光物質を生成蓄積し

た。ペチュニアの若い葉の下表面の光沢化や銀白

化症状はPAN被害の特徴であると考えられてい

るが，オゾンと二酸化イオウの複合によっても発

生することが報告されており，この蛍光物質の検

出はPAN被害診断の決め手になりうる可能性が

ある。

　蛍光物質は健全葉には存在しないものであり，

メタノールにより抽出，薄層クロマトグラフィー

という簡便な操作により検出できる。また，これ

ら蛍光物質は非常に安定であり，被害発生後1か

月を経過しても葉中に残存している。被害症状は

被害発生後1か月もすると葉の老化にともない不

明瞭となることが多いため，被害発生時期の不明

な場合でも蛍光物質の存在は大気汚染害の診断に

有効であろうと考えられる。

（7）おわりに

　インゲンマメのオゾンやPAN被害葉に生成蓄

積した蛍光物質は，当初予想した脂質過酸化物で

はなく，ファイトアレキシンの一種のクメストー

ルであった。大気汚染被害葉の蛍光物質の検出お

よび同定は研究の緒についたばかりであり，イン

ゲンマメとペチュニア以外の植物でも同様に生成

されるものか，また，生成される蛍光物質は植物

種により，あるいは大気汚染質によりそれぞれ異

なるものか，さらに，どのようなメカニズムで蛍

光物質が生成されるのかなど今後検討すべき課題

は山積している。そして，大気汚染害の診断指標

として蛍光物質の検出が利用できるかどうかの結

論は，蛍光物質に関する多くの情報を得ることか

らはじめて得られるものであり，そのような知見

を重ねる必要がある。

　最後に，蛍光物質の同定には，農薬勤態科除剤

動態研究室の鈴木隆之技官，殺菌剤動態研究室の

吉田充技官の助力を得た。ここに厚く御礼申し上

げる。

　（環境資源部　気象管理科　大気保全研究室）
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4．土壌ガス拡散簡易測定法の確立とその

　　適用事例

（1）はじめに

　農耕地生態系に深い関わりをもつ土壌中ガスと

大気の交換は主に拡散によって生ずるが，従来，

拡散の測定は繁雑であるため，わが国ではこの分

野の研究はほとんどなされていない。

　土壌ガス拡散係数測定装置を試作し，拡散係数

Dの算出式の検討，装置の適合性の確認を行なっ

たので，その概略を紹介し，実用の手引きを示す。

さらに，農耕地土壌構造，機能の評価や土壌診断

においてガス拡散測定が重要であること，また，

圃場土層内および土面のガス流束計測に有効であ

ることを，いくつかの測定例によって示す。

（2）土壌ガス拡散係数の測定法

　1）測定装置・方法

　測定装置を図4－1に示す。操作は，まず位置1

において上板の2つの円孔を通して拡散容器を窒

素ガスで置換する。次に上板をスライドさせて位

置IIにし，拡散容器中の窒素ガスと大気を試料を

通して相互拡散させる。容器内へ拡散してくる大

気中の酸素ガス濃度を経時的に測定する。酸素セ

ンサーはガルバニ電池式で，出力と酸素濃度は高

い直線性を示した。

スライド面メ

　　　　トーガス置換肌レ鮎
　コック　。8’

　　　　’監　金綱
　　　　：l
　　　　I　o
　　　（II）ll　　　（1）

『’””’””
0
3
9
　
オー
1
0 リンプ
1

●　　一　　一

土。1
壌岩
試巳1
料：1

：
巳

rJ一一。
3
8
一

　・　　一　■　　一　匿　o　噂

〇　　．

拡散容器

←ド面メ

騨

ガルベニ電池式

0．センサー

1イ

　　腰

　　I　　o　　『
・一．一匿。噂一9し一一r
　　じ　　　　　ロ
　　じ　　　　　ロ
　ー一3　。」
　←真鍮板

■＝0

■二乙s

」＝Ls＋乙。

　2）拡散係数jDの算出

　試料中のガス拡散は（1）式のFickの第1法則

に従うものとする。

　　　　　dC　　9＝一jD　　　　　　　　　　　　（1）
　　　　　d∬

　α：拡散ガス流束（g・cm『2・s－1）

　Z）：N2－airの相互拡散係数（cm2・s一1）

　C：拡散するガスの濃度（g・cm－3）

　∬：流れの方向の距離（cm）

　上述のような非定常測定からのPの決定につ

いて，拡散ガスの試料中での貯留を考えない式と，

それを考慮した式が提案されている。ともに，大

気中および拡散容器内では拡散ガスの濃度勾配が

存在しないことを仮定している。

　①試料中の拡散ガスの貯留を考えない場合。

　　　　五sLα　　Co－G
　　P二　　加　　　　　　　　　　（2）
　　　　　！　　C（Ls．オrG

五、：試料長（cm）

五。：拡散容器長（cm）

　C（L、，t）：拡散容器中の拡散ガス濃度（g・cm－3）

　G：外気中の拡散ガス濃度（g・cm－3）

　C。：！＝0の拡散容器中の拡散ガス濃度（g・cm－3）

　②試料中の拡散ガスの貯留を考える場合。

　　　C（■，！）一G　。。2ε
　　　　　　　　＝Σ一　　　　Co－G　　　η＿1Lα

　　　αヵ（一ρα，、2！／ε）吻α，、■
・　　　　　　　　　　　　　　　　（3〉Slnα，、五s〔Ls｛α，、2＋（ε／五α）21＋ε／五α〕

　C（∬，！）：位置エの拡散ガス濃度（g・cm－3）

　ε：試料の気相率

α，、：α！召n（αL、）二ε／L、のη番目の正の根

　拡散容器中の拡散ガス濃度Cは■＝L、におけ

る濃度に等しいから

　　　C（Ls，！）一G

　　　　Co－G

　　　　　・　　　　　　　　　　　　（4）　　　　　　五、｛α，、2＋（ε／Lα）2｝＋ε／Lα

　時問！が大きくなるにつれて2項以下を無視す

ることができ，次式で近似される。

C（五、，！）一G

　C。一α

　o。2ε
＝Σ
　η二11Lα

αρ（一Pα，、2！／ε）

図4－1　土壌ガス拡散係数測定装置
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　　2ε　　aρ（一Z）α、2渉／ε）
　二　　・　　　　　　　　　　　　（5〉　　LαL、｛α12＋（ε／五α）2｝＋ε／Lα

1κ（C（癬まα），あるいは1％（C（L・，！）

一α）を！に対してプロットすれば，傾き

一IDα、2／εの直線が得られ，Pが求められる。ここ

では拡散ガスとして大気成分中の酸素ガスに着目

する。

　3）理論式と装置の適用性の検証

　多様な水分の節別充填土壌の拡散測定を行い

（2），（4），（5）式により算出したPを比較した。

ln（C（篶ぎG）と！の関係には，拡散開始数

分後から高い直線性が成り立った。jDと測定時間

！の関係では，（2）式によるDは時間と共に漸減す

る傾向にあった。（4〉式によるPは測定はじめは不

安定であったが，360秒から時間！までについて

求めた（5〉式によるPでは，一定値が得られた。こ

れらより，拡散開始数分後から約30分までの測定

をもとに（5）式よりZ）を求める方法が適当である

といえる。

　（5）式を用いて，さらに以下の検証実験を試みた。

①装置と式の妥当性を調べるために，ガラス管で

屈曲のない気相系をつくり拡散実験を行った。内

径2．4mm以下のガラス管では、0と気相率は比

例し，物性値と極めて近い大気拡散係数jD。が得

られた。②測定中に試料中から少量抽出したガス

のO・濃度（ガスクロ測定）は，拡散容器中の02濃

度変化から算出したDによる推定値（（3）式使用）

とよく一致した。③ガラス管，ガラスビーズ試料

を用いて異なる容器長，試料長についてρを測定

した結果，」Dのそれらへの依存性は認められな

かった。また，試料支持の金網，土壌呼吸，水分

蒸発，風，湿度等の影響を検討した結果，それら

は通常合わせて2～3％以下であり無視できる。

　これらの結果，試作装置，算出式，初期および

境界条件が適切であることがわかった。

　4）測定マニュアル

　拡散実験から必要なデータは，測定開始数分後

と約30分後の拡散容器内の，および装置外大気の

O、濃度出力の読みの3つと時問である。D算出の

際，拡散容器の長さ，試料の長さ，気相率，気温

（できれば気圧も）のデータがあればよい。出力

と02濃度が直線関係のセンサーを用いたため，

検量線作成，出力から濃度への換算が不要となっ

た。Z）の算出式は（5〉式を用い，式中のα1の計算に

は手軽な表もある。

　試料の拡散強度の指標としてはガスの種類に依

存しないと考えられる、0／、0。がPより便利であ

る。その際，次式により標準状態下の大気拡散係

数を測定状態下の値に直して用いればよい。

　　伽一P硲）（2霧）型　　（6）

Z）。（、）：標準状態下の大気拡散係数（cm2・s－1）

　　　（N2－air相互拡散では0．178）

　D。（T，p）：TK，P　mmHg下の大気拡散係数（cm2

・s－1）

　n：Nrair相互拡散ではn＝1．67

（3）土壌診断におけるガス拡散測定の重要性

　土壌と大気とのガス交換は，マス・フローとガ

ス拡散によって行われるが，主体は後者にある。

土壌ガス交換性の良否は作物生育にとって重要で

あるが，従来，土壌診断において直接測られるこ

とがなく，気相率によって診断されている。気相

率とDの関係を調べた結果は以下の通りであっ

た。

　数種の土壌について，気相率とDの関係は土壌

により差がみられ，黒ボク土，黄色土は灰色低地

土や砂丘未熟土に比べてガス拡散に関与しない孔

隙量が多いことが認められた（図4－2）。

　土壌含水状態をρ一Fで表わし，それとDとの関

係をみると，当然高ヵFほど気相率の増大によっ

てPが高まるが，その立ち上がりは砂丘未熟土で

はヵF　l．5～1．8で特に高い。通常の畑水分状態の

ρF2～3の範囲でPを比較すると砂丘未熟土＞

淡色黒ボク土B層（強度の亜角塊状）＞黄色土＞

灰色低地土だった（図4－3）。

　この4土壌中の夏期栽培期間における土層中二

酸化炭素は，各層位とも灰色低地土＞黄色土＞淡

色黒ボク土B層≒砂丘未熟土の順序で推移して

おり，それはガス拡散係数の大小と密接な関係を
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もつことが認められた（通気係数とは相関が得ら

れなかった）。

　畑圃場は機械の走行，水管理等により土層分化

し，層位別にガス交換特性が異なる。黒ボク土（農

環研圃場）（図4－4）では，気相率と拡散係数の関

係は上位層土壌ほどグラフの立ち上がりが遅くな

る。これは黒ボク土では表層に粒状構造がよく発

達し，孔隙が入り組み封入空気が多いこと，下層

ではいくぶん縦の構造がみられ封入空気も少ない

ことを示しているものと思われる。

　黒ボク土（神奈川，三浦）と黄色土（愛知，豊

相
対
拡
散
係
数
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図4－2　各種類型土壌の気相率と拡散係数
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橋）の耕起法の異なる2圃場の各層位のρFと拡

散係数の関係を示す（図4－5，図4－6）。

　三浦黒ボク土では天地返しにより普通耕に比べ

て特に耕盤のガス拡散能が改良されている（黒ボ

ク土は，この場合にも低ρFの拡散係数は比較的

小さいことが認められる）。豊橋黄色土でも超深耕

によって各土層のガス拡散能が向上している。昨

今，野菜産地では土壌病害や連作障害対策として

超深耕や天地返しによる土層改良が進行している

が，土壌ガス交換能の良否が野菜の健全な生育に

大きく関わっていることをうかがわせる。

　以上のように，土壌のガス拡散係数は同一水分

条件においても土壌類型すなわちここでは土壌構

造によって多様であり，従来用いられてきた気相

率ではガス交換能を十分に評価できないことを示

している。

　作物根の生育阻害の指標に相対拡散係数Z）んD。

を用いた報告がある。根が生育阻害を生じ始める

P／Z）。0．02，危機的（critical）状態になるZ）／P。

0．005とされている。

　筆者らは現在，熊本県下主要畑土壌についてガ

ス交換性を調査中であるが，通常の畑状態水分下

においてもガス交換不良による障害が予想される

不良土壌が多い。

　今後，土壌の種類別にガス交換特性を洗い出す

必要がある。また，拡散係数と酸素拡散速度ODR

の関係等を明らかにし，より簡便に土壌診断がで

きる方法を確立することも重要である。さらに，
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黒ボク土圃場土層（農環研）の

気相率と拡散係数
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作物種別に根の阻害点を調べていくことも必要で

あろう。

（4）土層内・土面ガス流束推定法

　従来，土面からのガスの発生速度はチャンバー

法によって測定されてきた。また，二酸化炭素の

場合には層位別アルカリ吸収法（各層に埋設した

管へ流れる二酸化炭素をアルカリに吸収させて測

定する方法）が用いられてきた。しかしながら，

通気式チャンバー法においてはマス・フローが関

与し，通気速度によって値が変動すること，密閉

チャンバー法や吸収法は濃度勾配変動が関与する

等の問題を含んでいる。

　ここでは，上記の土壌ガス拡散測定に基づいて，

Fickの拡散第1法則により，土層内，土面ガス流

束を推定する方法を試みた。

　測定方法を以下に述べる。

　農環研黒ボク土圃場（裸地）に，約1mの深さ

まで9区分した各層にガス採取管を，60cm深さ

まで7層に熱電対を埋設した。また，8層から土壌

不撹乱試料を採取した。測定項目は，不撹乱試料

の体積水分率（気相率）と拡散係数Pの関係（図

4－4参照），夏期4時期の，各深さのガス組成（酸

素，窒素，二酸化炭素）と地温と土壌水分（検土

杖採取試料について）である。土層中の流束は，

土層中の上下の隣り合う2点のガス採取位置の間

では濃度勾配が一定であると仮定して，拡散第1

法則により推定し，地表におけるガス流束は，Z。

＝0の大気とZ、＝5cmの土壌ガス中の酸素，二

酸化炭素濃度差より同様に推定した。使用するP

値は層位別に温度補正を行った。各層の酸素消費，

二酸化炭素発生速度は，層への酸素，二酸化炭素

流束の出入りの差から求めた。比較ガス流束測定

として，二酸化炭素につき密閉チャンバー法およ

び層位別アルカリ吸収法を行った。

　結果は以下の通りである。

　酸素濃度は測定装作による誤差の消去のため，

土壌ガスの窒素分圧は大気と同じであると仮定し

た演算処理で補正した。一方，二酸化炭素は精度

高く定量できた。各期とも，各層の上向きの推定

二酸化炭素流束と下向きの推定酸素流束の量はほ

ぼ一致した。密閉チャンバー法による表層の二酸

化炭素流束測定値は，上記の方法による表層の推

定二酸化炭素流束とほぽ一致した。また，層位別

アルカリ吸収法の測定結果は，上記の方法による

層位別CO2流束よりやや高いが，比較的よく一致

した。土層間差としては，表層でガス流束，ガス

の消長は大きく，耕盤層で小さく，また時期別に

かなり変動した（図4－7）。

　これらの結果から，土層内・土面のガス流束を

知ることに，拡散係数の測定と拡散第1法則に基

づいたガス流束推定の一連のプロセスは，原理的

に有効であるが，それによる推定値が，現行法と

比較的一致していることが注目された。



m　研究成果の展望 51

CO2流束（上向き）

0 1 2 3　　　0

20

40

6

80

100

（cm）

（’86．7．11）

1 2 3

20

40

60

80

100

（cm）

20

　　　　　　　40　密閉チャンバー
ロ法で求めた地表
　からの流束

60

8

×10－10M・cm－2・s－1

0　　　1　　　2

（’86．8．8）

100

（cm）

（’86．8．19）

02流束（下向き）

3 2 1 0

CO2流束（上向き）
　　　×10－10M・cm』2・s－1

1　　　2　　　3　　　4

02消費速度

3　2　1　0
O㌧、
　、、OD

　　　つ　　　20φ
　　　．め

　　ζ
　　　＼40
　　　、q
　　　6欲
　　　　、

80

100

　　　（cm）

図4－7

　　　’　　　ノぎ
　声ノ　　　密閉チャンバー
　4’　　　　　法で求めた地表
、4　　　　　　からの流束

4
整
ロ

，　　アルカリ吸収法
ヤ’1で求めた流束
挙
メ

4
冬
ノ　　　　　　　　　（ラ86．9．17）

丞

　CO、発生速度
×10－11M・cm｝3・s－1

1　2　3　4　5
ロ

ち
LD一＿一＿

　　20

401

3』1

　ロ609

　1

80

100

・一■

　億
　1

●．0

（cm）

黒ボク土圃場（農環研）土層中の02，CO，の流束と消長の推定

　ガス流束測定の信頼性を高めるためには，酸素，

窒素のガスクロの測定精度の向上，土層内不均一

性による土壌水分やガス組成のばらつきの対策が

必要である。また，土面流束推定には5cm深さの

酸素，二酸化炭素濃度を用いたが，これについて

は検討の必要があり，残された課題である。

（5）おわりに

　大気と土壌とガス交換のメカニズムを明らかに

することは，作物培地機能評価の面ばかりでなく，

農耕地における物質循環の計量や土壌の浄化機能

の評価にも不可欠である。このような要請に応え

られるよう研究を進めてゆきたい。

　（環境資源部　土壌管理科　土壌物理研究室）

5．科学万博会場排水の水質調査

（1）はじめに

　都市への人口集中・農山村地帯への都市化，工

業等の進出，工業・観光の開発，住宅団地の建設

などの進行にともない，水質の悪化が懸念されて

いる。しかし上記の諸変化は同時進行の形を取る

ことが多く，個々の要因に分けて水質への影響を

解析的に明らかにすることは必ずしも容易ではな

い。

　筑波科学万博ではその会場作りに際しては大規

模な地形・地表の破壊，植被の削除などが行なわ
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れ大幅な環境の変化が見られた。さらに開催期問

中には短期に多数の人出が予想された。このよう

な筑波科学万博の会場排水は，上記の諸影響を明

らかにするための絶好の場であると考え，本調査

を行なった。

（2）方　　法

　1）採取場所，採取方法など

　筑波科学万博会場排水（万博出口）及びその対

照として会場の両側を流下している蓮沼川及び東

谷田川の会場上流部に採取地点を設け（八千代橋

及び豊年橋），万博開催期問中及びその前後を含め

て1か年余りにわたって，ほぼ月2回の割合で試

料の採取を行なった。採取回数の合計は27回であ

東

谷

田

川

N

醜涜　　　　　　　蓮
ヱ　　　　　　　　　　　　　　ノ

焉〃騰照
万博出口

1km

八千代橋

図5－1　会場周辺の略図

表5－1　科学万博月別入場者数

月 入場者数（万人）

3 152

4 262

5 295

6 334

7 272

8 403

9 283

合　計 2，001

り，一般水質項目の分析のほかに，採取時に水深，

流速等の計測も行い，負荷量の算出が可能なよう

に配慮した。

　会場周辺の略図を図5－1に，開催期間中の入

場者数を表5－1に示す。

　2）分析方法

　主要な成分中で下記に記載する項目以外は一般

の標準的方法によって行なった。

　T－N（全窒素）：接触熱分解一化学発光法によ

る微量窒素分析装置を用いた。

　NH、一N（アンモニア態窒素）：ガス拡散方式

によるフローインジェクション法。本法を利用す

れば懸濁した試料中のppbレベルのNH4－Nを

精度よく能率的に分析することが可能である。

　PO4－P（リン酸態リン）：モリブデン酸一アス

コルビン酸還元法。ダブルビームの分光光度計と

オートサンプルシッパーを用いて低濃度の

PO、一Pも精度良く定量できるよう配慮した。

　陰イオン成分（C1，NO3，SO4）：イオンクロマ

トグラフ法。機器の操作法に改良を加え上記多量

成分のほかにも微量のNO2－N，Br，Fなども同

時に自動分析が可能なように配慮した。

（3）結果の概要

　無機塩類の総量の指標として有効な電気伝導率

及び無機塩類中の主要陽イオンであるナトリウム

と陰イオンである塩素の濃度推移を図5－2に示

す。三成分ともに開催時（85年3月17日）以前及

び開催後1か月程度は全般に会場排水中の値は周

辺部のそれよりも低く推移したが，それ以降は終

了時（9月16日）までは明らかに周辺部よりは高

い値を示した。万博終了後はただちに会場からの

排水の値は周辺部のそれよりも再び低くなり，以

後測定終了時まで同一傾向を保っていた。また周

辺部（八千代橋及び豊年橋）における各成分の推

移が非常に類似した傾向を示し，ほぼ同一の要因

でその変動が支配されていることを伺わせるのに

対し，会場からの排水の推移に前者との類似性を

認めることは困難であり，その濃度推移が周辺部

とは異なる要因で支配されていたことを示唆して
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いる。

　一方有機質汚濁の指標となるCODや栄養塩類

の負荷として重要な全窒素及びPOrPの濃度

推移を図5－3に示す。前記の三成分とは対照的

に開催期間中であるなしとは関係なく，ほとんど

の全期間を通して三成分ともに会場排水が低い値

で推移していることが認められた。

（4）おわりに

　短期間に極めて多数の観客が集中することか

ら，相当量の汚濁物質の排出があるものとの予想

から，本調査は開始された。しかし予想に反して

有機物質や栄養塩の排出は認められず，万博協会

の水質汚濁防止への努力は評価することができ

る。十分な対策を講じさえすれば，汚濁の防止は

可能であることを示す好例であるといえる。

　わずかに認められたナトリウムと塩素濃度の期

問中の上昇に関しては，十分に明快な結論を下す

に足りるだけの証拠に欠けている。しかし筑波地

域に供給されている水道水の分析結果は，常に両

成分濃度とも河川水よりも明らかに高いことを示

している。散水などの目的で使用された水道水が

地表水として排出された可能性が考えられる。

　（環境資源部　水質管理科　水質動態研究室）

6．植物由来揮発性物質の種間差と放出量

　　の変化

（1）　はじめに

　農業生態系が持つ植物機能の1つとして植物体

から放出される揮発性物質の効用があげられる。

これら揮発性物質は大気環境等に影響を与えると

考えられ，人問を含む動物の生理，植生の遷移，

昆虫，微生物の行動に作用するものも知られてい

る。これら揮発性物質の放出量や種類は，植物種，

生育段階等によって異なると予想される。そこで，

個別植物から放出されている揮発性物質の検出，

同定を行ない，植物種による主要揮発性物質を明

らかにし，大気中に含まれる植物由来揮発性物質

の種類や濃度を調査するとともに環境の変化によ

る揮発性物質の放出量の変化について調査を行

なった。なお，本報告は，別枠研究「農林水産業

のもつ国土資源と環境の保全機能及びその維持増

進に関する総合研究」の一環として行なわれた成

果の一部である。

（2）揮発性物質の捕集・検出・同定法

　植物から放出される揮発性物質は微量であるの

で，検出するためには，濃縮捕集しなければなら

ない。ポーラスポリマービーズ系吸着剤の

TENAX－GCによる常温吸着法が，高沸点から低

沸点までの広い範囲の物質を吸着できること，熱

脱着の容易さ，エイジングのしやすさ等の点で最

も優れており，捕集には主にTENAX－GC300

mgを詰めたガラスカラム（内径5mm，長さ100

mm，以下TENAX管）を使用した。すなわち，

TENAX管に分析したい大気をポンプで約100

ml／minの速さで通じ，大気中に含まれる物質を

吸着させた。

　物質を吸着したTENAX管は，加熱導入装置に

より200。Cに加熱し，脱着した物質をガスクロマト

グラフ質量分析計（ShimadzuGCMS－Qp1000）

やガスクロマトグラフィー（ShimadzuGC－9A）

に導入し四重極EI法及びFIDにて検出した。分

析カラムは，Thermon－1500（内径3．2mm，長さ

2．1m）を用いた。同定には，標準物質のマススペ

クトルパターンとリテンションタイムを用いた。

　なお，個別植物（作物，雑草，花，樹木など約

30種）から放出される物質については，ポット栽

培されている植物は捕集箱，野外で生育している

植物はテフロンバッグを使用し，植物の回りの大

気を分析した。野外大気分析では，公園，林，道

路端，水田等の大気を分析した。

（3）個別植物から放出される揮発性物質

　大気環境中に存在する植物由来揮発性物質を特

定するためには，個々の植物からどのような物質

が放出されているかを明らかにしておく必要があ

る。捕集箱やテフロンバッグを用いて個別植物か

ら検出された物質を表6－1にまとめた。
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表6－1　植物から放出されている揮発性物質

作物・雑草 花 樹　　　木

植　　物　　名
トキダイオチシメヨタセ ヒヒナウクニジキ イアサエモアタ

物　　質　　名

　イネ　　　　ヒ
　ユ　　（オモ　　シ
マ　　ズ開　　　　バモィ　1

ウ（花ムシ　（
　傷期　　　　傷
トリ））ギ1バ）ギムジ

ア　　　　　　　センン
ナ

　　　アチモシ　　タ
ゲ　　　　カヨク

ン

　　　シウセ
スシネメリアゲイ

　　　ぐ　　　・メカチカ　　ンジ
　　　バリオ　ワヨマ　　ジスカモ
　　　ズ　　　、
ウツラユ梶｝

hexana1 ○　○　○　○ ○

cis－3－hexena1 O
trans－2－hexenal ○　　　　○

脂　cis－3－hexenoI ○　○　　　○○ ○

1－octen－3－01 ○
肪　cis－3－hexenyl　acetate

○　○○　○○ ○○ ○　　○　　　○

族　　2－ethy1－1－hexano1 ○

2－butanone ○

化　　3－methyl－2－butanone ○

A　　4－methy1－2一pentanone
口

　heptenol

○
　
　
　
○

物　nonana1 ○○

decene ○

dodecane ○

pentadecane ○

α一pinene ○　○ ○ ○○○○○○○
β一pinene ○ ○　　　　　○　　○ ○○○○○○
α一terpinolene ○

　7－terpinoleneテ
○

β一phellandrene ○ ○　　　　○

ル　　myrcene ○ ○　　　　　○○ ○○○○

limonene ○ ○ ○○○　　　○

ぺ　camphene ○○○

　α一fenchene
ン
　 IinalOO1 ○

○　　　　　○○○

　　　○○○
イヒ　　　Iinalool　oxide ○

1，8－cineole ○　　○
A
・
　 camphor ○　　○

　thujone物
○

artemisiaketone ○

β一caryophyllene ○

bomeol ○

α一cedrene ○

benzylalcoho1 ○　　　○

　benzylacetate芳
○　　　○

　benzaldehyde香
○ ○　　　○

　acetophenone族
○

　phenethylalcohol化
○　　　　○

A　phenylacet・aldehyde
口
　 P『cymene物

○

○　○
○

thymol ○

estragol ○
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　1）作物や雑草から放出される揮発性物質

キュウリ，チモシー，オオムギ，シバからは，

主に脂肪族化合物が検出された。

　トマトからは，主成分としてβ一phellandrene

が検出され，その他，脂肪族化合物の放出もあっ

た。

香料作物のタイム，セージ及びヨモギからは，

主にテルペン化合物が検出された。イネでは，フ

クハタモチ（開花期）からは，1inaloo1，信濃精3

号（開花期）からは，1imonene，nonanalが検出

された。

　2）花から放出される揮発性物質

庭園樹などとして植えられるもののうち，強い

香りを発するキンモクセイ，ジンチョウゲ等の花

の香りを分析すると，1inaloo1やα一fenchene等

テルペン化合物が多く検出された。バラからは，

セスキテルペンが多く検出され，ヒナゲシも同様

の傾向にあった。

　クリの花からは，芳香族化合物のaceto－

phenoneが主成分として検出され，ナタネの花か

らはphenyl　acetoaldehydeが検出された。

　3）樹木から放出される揮発性物質

　庭園樹や街路樹として植えられている樹木の枝

からは，主にテルペン化合物が検出された。広葉

樹と針葉樹の差はあまり無かった。イチョウだけ

は，他と傾向が異なり，テルペン化合物の放出は

少なく，cis－3－hexeno1等が検出された。落葉につ

いても調べたが，同様の結果であった。落葉から

も揮発性物質が放出されているという事は，揮発

性物質の放出機構を考える上で興味深い。

　以上，植物から放出される揮発性物質を大きく

分けると，草本類からは，脂肪族化合物，花から

は，テルペン化合物や芳香族化合物，樹木からは，

テルペン化合物が主に放出されていた。

（3）野外大気分析

表6－2　野外大気分析で検出された主な揮発性物質

物質名

測定地点

α一pinene

〃一pinene

benzene

toluene

xylene

chloroform

benzal　dehyde

acet｛）phenone

linalool　oxi（ie

limonene
nonanal

ア公公国国キ水
力　　　　道ン
マ　　道498モ
ツ　　　　万ク
埜闘4・8麟里
農筑東　 15の開
　　　ロ環　　 万m花花
研波京　の付期
）））端林近）
○○　　 ○

○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○OOOO
OOOOOOOOOOOOOO　　　　　O
　　　　　O
　　　　　　O

野外大気分析の結果を表6－2に示した。

野外での大気分析では，直接，大気をTENAX

管に通じた場合，benzene，toluene，xylene等ベ

ンゼン誘導体が検出される事が多かった。これら

は自動車の排気ガス等に由来する可能性が強かっ

た。また，benzaldehydeとacetophenoneが検出

される事も多かった。これらは植物体から放出さ

れている場合もある（クリ，ウメの花の香の主成

分）が，野外大気分析の場合，これらの物質が，

全て植物由来と特定することはできず，今後，更

に検討しなければならない。

農業環境技術研究所内にある自然生態系保存圃

のアカマツ林や農林研究団地筑波事務所の公園，

道路から15m離れた林では，上記のベンゼン誘

導体の他にα一pineneやβ一pineneが検出された。

これは，個別植物の分析結果と考え合せると，植

物に由来するものと考えられる。

東京都内の公園や道路端では，植物由来と考え

られる物質は検出できなかった。

開花期のキンモクセイの木付近の大気中には，

キンモクセイの花由来と考えられる1inalool

oxideが検出され，木から5m離れると濃度は約

1／2になった。

開花期の水田（信濃濡3号）の上部の大気中に

は，1imoneneとnonana1が検出された。

　以上，野外大気には，植物由来揮発性物質以外

に人為的作用による物質も含まれており，野外大
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気分析でそれらを特定するのは非常に困難であ

る。しかし，植物の回りの大気中には，個別植物

の調査で明らかになった物質が検出されているの

で，個別植物から放出されていると明らかになっ

た物質に着目して野外大気中でのそれらの物質の

動態を調査する方法が良いと考えられた。

　立地条件別に考えると，樹木が多い公園や林中

の大気にはテルペン化合物，花の回りの大気には

花の香の成分であるテルペン化合物，水田では脂

肪族化合物やテルペン化合物等が検出された。．こ

のように，そこに生育している植物の種類によっ

て大気中に含まれる揮発性物質の組成は大きく異

なることが明らかとなった。

（4）各種条件による放出量の変化

　以上のように個々の植物からは，様々な物質が

放出されており，野外大気中には，植物に由来す

る物質が存在している。しかし，その種類や放出

量は，傷害の有無，生育段階によって変化し，日

変化，季節変化をする。そして，それに伴い大気

中の物質の種類や濃度も変化する。以下，揮発性

物質の放出量の変化の例について述べる。

　1）傷害の有無

　無傷のダイズからは，ほとんど揮発性物質の放

A
cis－3－hexe盤ylacetate

cis－3－hexena旦

㎞xa皿1↓

　　↓　　　　　trans－2－
　　　　　hexenal
　　　　　　寺

出は無かったが，葉を傷つけると，hexana1，cis

－3－hexenal，　trans－2－hexena1，　cis－3－hexenyl

acetate，cis－3－hexenol，1－octen－3－01が検出され

た（図6－1）。これは，他の植物にも共通している

現象で，トマトやメヒシバでも同様の物質が葉の

傷害時に検出された。これらの物質は，炭素数6の

アルデヒドやアルコール及びその関連化合物で，

いわゆる青葉の匂いの成分である。これらの物質

は，脂質酸素添加酵素リポオキシゲナーゼに始ま

る一連の酵素系によって生成されることが知られ

ている。植物が野外で生育している場合，風によっ

て葉同志が摩擦したり，昆虫等の摂食によって葉

が傷つけられた時，これらの物質が放出されてい

ると考えられる。

　2）生育段階による変化

　オオムギやイネからは，生育初期にはあまり揮

発性物質の放出はないが，オオムギでは，登熟期

にdecene，nonana1，hexana1等が検出された。イ

ネ（フクハタモチ）では，開花期に特徴的に

1inaloo1が検出された（表6－3）。

　3）日変化
　ヨモギから放出されているテルペン化合物の放

出量を昼夜で比較すると，夜間は昼間の約1／40で

あった。成分によって放出量の減少率が異なり，

昼問の各成分の放出量を100％とすると，夜間は，

1，8－cineoleやβ一pineneで約1％，camphor，

camphene，α一pineneで約3－4％，cis－3－hexenyl

acetate，artemisiaketoneで約8％となっていた

　（図6－2）。すなわち，昼問は1，8－cineoleが主成

分として放出されているが，夜間はcis－3－hexenyl

acetateが主成分であった。

　開花期の水田（信濃精3号）の上部の大気中に

B
表6－3　イネ（フクハタモチ）からのlinaloo1

　　　　の生育時期による放出量の変化

月／日 μ9／h。plant

5 10　　　　　15

Time（min）

20

図6－1　葉に傷害を与えた時（A）と正常時（B）の

　　　　ダイズの揮発性物質のクロマトグラ

　　　　ム

8／1

8／8
8／21
8／29

3．70

2．86

0．17

0．28

開　花期

　　〃

登熟期
　　〃
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A

B

α一pinene

camphene
β一pinene

1，　8－cineole

cis－3－hexenyl　acetate

artemisia　ketone

camphor

12

3

4

A（％）　B（％）

　100　　　3．9

　100　　　3．6

　100　　　1．3

　100　　　0．9

　100　　　8．0

　100　　　8．1

　100　　　2．6

0．2
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ε

5
田

岩0』
ε

き

9

咲一pineoe

5

6

123　　4　　　56

　　　　　　　　
　　　／＼．
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7

7

5 25

5／27　6／12　　　7／監 8川
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9／18　10／9　　　1蚤／豊2

図6－4　公園でのpinene濃度の月変化

0

図6－2

10

含8

蕊

ε
．星6

㌔
七
ヨ
㊤4

⇔
唱

0
9
2

董0　　　　　15

Time（mi隔）

20

ヨモギの揮発性物質のクロマトグラム

サンプリング時問A）14：00

B）21：00

／
●

●

●＼．＿・n・nanaヨ

hmonene

10　　　　　12　　　　　14　　　　　 16

　　　Time（hour）

水田（信濃濡3号，開花期）から放

出されている揮発性物質の日変化

の変化を総合した結果であると考えられる。

　4）季節変化

　筑波事務所の公園の大気中には，α一pineneとβ

一pineneが含まれていたが，8月が最も濃度が高

かった（図6－4）。これは，気温の上昇，日射量の

強さ，植物の活性の強さ等に帰因すると考えられ

る。

　以上の様に，植物種によって，放出される物質

の種類や量が異なるという事はもちろんの事，同

一植物体でも，植物体の傷害の有無，生育段階，

日照，気温等によって，植物から放出される物質

は，質，量ともに大きく変化することが明らかと

なった。

（5）おわりに

8

図6－3

は，1imoneneと！aonana1が検出されたが，午前中

の方が濃度が高かった（図6－3）。この濃度変化

は，イネからの物質の放出量の変化と物質の拡散

　以上の結果を総合すると，植物からは，脂肪族

化合物，テルペン化合物，芳香化合物などの種々

の物質が放出されており，その種類や放出量は，

植物種によって大きく異なっていた。同一植物体

でも生育段階，傷害の有無によって，質，量とも

変化し，日変化することが明らかとなった。そし

て，植物が揮発性物質を放出している結果として，

環境大気中には植物由来揮発性物質が存在してお

り，そこに生育する植物の種類や植物からの物質

の放出量の変化に応じて，大気中の物質の種類や

濃度も変化していることが明らかとなった。

　これら植物由来揮発性物質は，古くから経験的

に薬用，香料，香辛料等として使用されているが，

その生理的役割はほとんど明らかにされていな
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い。植物由来揮発性物質の植物，昆虫，微生物，

人問あるいは環境全体に対する作用や影響に関す

る研究については，これからの課題である。

　　（環境生物部　植生管理科　他感物質研究室）

7．植物病原糸状菌の検索システム

（1〉はじめに

　糸状菌の種類は極めて多く，属の数にして約6

千，種の数になると6万以上，植物病原糸状菌に

限っても，約5百の属，数千の種があり，それら

に関する情報の整理，検索は容易ではない。そこ

で，パーソナルコンピュータ（パソコン）を用い，

植物病原糸状菌に関する諸情報をデータベース化

するとともに，それらの情報を各種の条件で検索

するプログラムと組み合わせて，比較的容易に病

名や病原菌の検索作業が行なえるシステムを作成

した。

（2）用いた機器及び基本ソフトウェア

　パソコン本体には，日本電気社製のPC－9801

VM2を用いた。また，入力するデータの数がかな

り多いため，通常の1メガバイトのフロッピー・

ディスクでは複数枚数となり，検索上不便となる

ので，記憶媒体として20メガバイトの固定ディス

クを付属させた。

　基本のソフトウエア（ソフト）としては，アシュ

トンテイト社製のdBASE　IIIを用いた。このソフ

トは，データベース・ファイルの作成や改造が容

易であり，検索能力も高く，しかもシステム構築

に要するプログラミングがたやすいなどの利点が

ある。

（3）データベースの構成

　システム構築の目的は，糸状菌に関する情報を

検索することにあるが，その全情報を単独のデー

タベース・ファイルに収録するのではなく，共通

する情報はまとめて独立したファイルとした。こ

うすることによって，データベース・ファイルは

複数となったが，主ファイルから余分な情報を省

けたばかりではなく，データ人力の能率化や複雑

な検索回路の組立などに，各ファイルの情報を有

効に活用できることになった。

　1）宿主植物名ファイル

　作成した検索システムは，植物病原糸状菌が対

象になっているので，まず宿主となる植物に関す

る情報を1つのファイルとしてまとめた。宿主植

物としては，日本植物病理学会が編集した「日本

有用植物病名目録」に記載されている約1，200種

の植物を扱うこととし，それら植物の和別（異）

名，英名，分類学的な所属等の情報を収録したファ

イルを作った。ファイル構造は図7－1に示したと

おりである。

　このファイルの植物和名のうち，後述する病

名・病原ファイルの宿主植物和名と共通している

ものを植物の標準名とし，検索に際して別名ある

いは英名で入力された植物名は，標準名に変換さ

れるようにプログラムしてある。また一方，この

ファイルの存在によって，病名・病原ファイルに

は，宿主植物の標準和名さえ入れておけば宿主植

物に関する他の情報は必要なくなり，それらの情

報は必要に応じて標準和名をキーとして，この

ファイルから受け取ることができる。

．　LI　ST　STRUCTURE
データベースの構造　　：A：PLANT．dbf
データ・レコードの数：　　1248
最終更新日付　　　　　：04／23／87
番号　　フィールド　タイプ　　　幅　　小数
　　1　CODE　　　　数値型　　　5
　　2　植物和名　　文字型　　　26
　　3　植物英名　　文字型　　　30
　　4　植物英名C　文字型　　　30
　　5　植物学名　　文字型　　　50
　　6　学名命名者　文字型　　　50
　　7　植物標準名　文字型　　　26
　　8　標準英名　　文字型　　　50
　　9　標準学名　　文字型　　　50
　10　標準命名者　文字型　　　50
　11　科和名　　　文字型　　20
〈合計〉　　　　　　　　　　　388

図7－1　宿主植物名ファイルの構造

　2）病名・病原ファイル

　このファイルが，本システムを構成する最も重

要な主データベース・ファイルである。扱う植物

病原糸状菌としては，わが国の有用植物に発生す
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る病害の病原菌を対象とすることとし，前述の「日

本有用植物病名目録」に収録されている糸状菌病

全部5千点余りにつき，宿主植物和名，病名，菌

名（属・種名），初記載文献などの情報の他に，発

病部位及び病徴に関する簡単な情報を加えて，

ファイルを作成した。これによって，普通作物，

野菜，果樹，林木その他，わが国の有用植物に発

生する糸状菌病及びその病原菌を一応網羅できた

ことになる。発病部位や病徴等に関する情報は符

号化して入れてある。ファイル構造は図7－2に示

した。

．　LIST　STRUCTURE
データベースの構造　　：A：FUNGUS．dbf
データ・レコードの数：　　5507
最終更新日付　　　　　：Q6／16／87
番号　　フィールド　タイブ　　　幅　　小数
　　1　CODE　　　　数値型　　　6
　　2　GENUS　　　文字型　　　20
　　3　SPECIES　　文字型　　　30
　　4　AUTHOR　　　文字型　　　38
　　5　0THERSTAGE　文字型　　　40
　　6　SYNONYM　　文字型　　　66
　　7　COLLECTION　文字型　　　60
　　8　宿主和名　　文字型　　　26
　　9　病名　　　　文字型　　　30
　10　BYOUMEI　　文字型　　　30
　11　DISEASE　　文字型　　　50
　12　病名目録　　文字型　　　2
　13　SYMPTOM　　文字型　　　20
　14　発病部位　　文字型　　　9
　15　病徴標徴　　文字型　　　18
　16　初記載　　　文字型　　254
　17　慌考　　　　文字型　　147
　18　0PERATOR　　文字型　　　10
く合計〉　　　　　　　　　　857

．　LIST　STRUCTURE
データベースの構造　　：
データ・レコードの数：
最終更新日付　　　　　：
番号　　フィールド　タイブ
　　1　CODE　　　　数値型
　　2　NUMBER　　　数値型
　　3　GENUS　　　文字型
　　4　SUBDIVISN　文字型
　　5　CLASS　　　文字型
　　6　0RDER　　　文字型
　　7　FAMILY　　　文字型
　　8　他世代名　　文字型
　　9　他世代1　　文字型
　10　他世代2　　文字型
　11　他世代3　　文字型
　12　他世代4　　文字型
　13　他世代5　　文字型
　14　造胞子特徴　文字型
　　15　胞子の色　　文字型
　　16　胞子の形態　文字型
　　17　胞子細胞数　文字型
　　18　栄養体構造　文字型
く合計〉

A：GECO．dbf
　　436
06／18／87

幅　　小数
6
4

24
30
36
32
33
66
20
20
20
20
20

　3

　4

　8

　5

　5

357

図7－3　糸状菌属名ファイルの構造

る他世代も全部点検するようになっている。他世

代検索機能は，このシステムの1つのポイントで

ある。ファイル構造は図7－3に示した。

　4）その他の付属的なファイル

　以上の3つのデータベース・ファイルが本シス

テムの根幹となっているが，その他に，検索条件

として符号（数字またはアルファベット）で入力

した病徴，胞子特徴等の記述を復元するファイル

などがある。

（4）プログラムの作成
図7－2　病名・病原ファイルの構造

　3）糸状菌属名ファイル

　上記の「日本有用植物病名目録」に収録されて

いる病害5千余の病原糸状菌は2千種余りである

が，それらの種を含む4百余りの属だけに限って，

分類学的所属，胞子の形態等に関する極めて簡単

な情報のファイルを作った。菌の特性に関する情

報は符号化して入れてある。

　また，このファイルに収めた属のうち，他世代

名の記録されているものは，その他世代の全属名

も付加情報としてファイルに記録した。最も多い

もので5つの他世代名を付け加えた属がある。こ

れによって，ある特定世代の菌学的特性を検索条

件に設定し場合，検索プロセスでは，可能性のあ

　システムを構成するプログラムは，全て

dBASEIIIのプログラム言語によって作った。パ

ソコンの電源スイッチを入れ，後は画面に現れる

指示通りにキー操作をすれば，データの入力，各

種の検索などの作業が容易にできるようになって

いる。

　1）データ入力プログラム

　この種の検索システムにとって最も重要なこと

は，データベースの充実であり，またその収録さ

れている情報の正確さである。本システムの作成

に当たっても，この点に留意し，そのためのプロ

グラムを用意した。

　先述したように，病名・病原ファイルが本シス

テムの主データベースとなっているが，そのデー
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タの宿主植物名が間違っていたり，菌名の綴りに

誤りがあったりすれば，検索条件の設定は正しく

ても，絶対に検索されないことになる。病名・病

原ファイルのデータ入力プログラムは，本システ

ム構築上非常に重要なもので，これなくしては，

大量のデータを，能率良く，しかも正確に入力す

ることは不可能であったといえる。

　このプログラムにおいて，宿主植物名ファイル

や菌の属名ファイルは，データ入力作業時の支援

辞書としても働き，しかも新しいデータを自己に

も取り込むようになっているので，学名の自動入

力や綴の誤りチェックに役立つとともに，作業し

ながら辞書としての完成度が高まった。

　また菌の属名ファイルは，病名・病原ファイル

における各病名レコード（宿主植物と病原菌の組

合せによる1病害毎に1レコードが作られる）に，

病名コード番号を付与する役目も持っている。病

名コード番号は，各病害固有であるとともに，病

原菌の属毎に群別されているので，コード番号だ

けで病原菌の属名が識別できる。

　2）検索プログラム

　本システムでは，各種の設定条件によって検索

作業をすることができるが，宿主名，菌の属名，

病名コード番号などについては，データベース・

ファイルの各項目（フィールド）にインデックス

処理がしてあるので極めて検索速度が速く，1秒

以内に検索結果を画面出力もしくはプリントアウ

トすることができる。いずれにしても単項目によ

る検索プログラムは，構造が比較的単純なので作

成にそれほど困難はなく，問題点は，検索結果の

画面出力やプリントの様式など，むしろ副次的な

ところにあった。

　しかし，本システムの最も大きな目的である病

名を診断し，病原菌を検索・同定するためには，

複数の条件による検索プログラムとする必要があ

る。複数条件による検索を行なうには，二分（二

叉分岐）検索法と条件二次元設定検索法が考えら

れるが，人工知能方式を含めていろいろな予備実

験をした結果，多数の植物病原糸状菌を対象とす

る本システムの場合，現段階では後者が適当と考

えられた。このプログラムは，本システムのかな

り重要な部分を占めるので，以下にやや詳しく述

べることにする。

（5）病原菌検索・同定プログラム

　検索の条件は，設定が容易で，しかも余り数が

多くない方が望ましい。宿主植物名，病微，菌の

形態的特徴等を最低限の設定条件として，病名・

病原菌の検索を行なうプログラムを設計した。

　1）プログラムの基本構造

　プログラム内における情報伝達の概略を図

7－4に示した。検索条件として，先ず宿主植物名

を入力する。続いて，「宿主上の発病部位」及び「特

記する病徴や標徴」を特定の番号で入力するが，

これらはそれぞれ2条件まで受け付けるように

なっており，“AND”条件として作用する。勿論「不

明」として“0”を入力しても，あるいは何も入力

せずにパスしてもかまわない。菌の特性に直接係

わる検索条件としては，「胞子形成の特徴」，「胞子

の色」，「胞子の形態」，「胞子の細胞数」，「菌の栄

養体構造」の5項目が設けられている。

　設定した検索条件は一種のフィルターとして働

き，条件に合致したものだけを選んで，次のステッ

　　　　　　　ロ璽亟コ

　糸状菌属名ファイル　　　宿主植物名ファイル

他世代属名

匝亟互四

属名フイルター

1一………一し宿主フイルター

：一一一一一一一　多創丙位置フイノレター

；

：一”一，一”””曹　　病徴フイノレター

1　　　　　　　　病原菌中問抽出

・　　病原薗属榊剛画

胞子特悔フイルター一…一…一一1

菌糸特性フイルター　一…一一一一一

条件適合属名決定

一

総　合　判　定

病原菌検紫終了

一…レ　検索条件の作川点

一一→　　検累情報の流れ

図7－4　植物病原糸状菌検索プログラムの概

　　　　略
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プに通す。第1番に作用するのは宿主植物フィル

ターで，病名・病原ファイルから，その宿主の糸

状菌による病害名全部と，それらの病原として記

載されている菌名を検索抽出する。抽出された菌

名は「宿主上の発病位置」と「特記すべき病徴や

標徴」の両フィルターにより絞り込まれ，絞り込

まれた菌名からは属名だけが抜き出され，次の属

名検索回路に送られる。

　属名検索回路では，送り込まれた属名及びその

属の他世代（もし登録されていれば）につき，胞

子の特徴や菌糸の特徴等に関する情報を糸状菌属

名ファイルから受け取る。以降，設定された検索

条件（フィルター）により絞り込みを繰り返し，

設定条件に適合する属を特定する。設定条件に適

合する属名が決定されると，再び病名・病原ファ

イルと照合し，設定条件宿主の該当属全病原菌の

種名及び病名等の情報を，使用者の希望に従って

画面出力あるいはプリントアウトする。

　以上の検索過程で，設定検索条件に矛盾があっ

たり，該当する宿主植物名や菌名がファイルに登

録されていなければ，検索がその段階に到達した

時点で，その旨を画面に表示もしくはプリントす

るようになっている。

　2）検索のテスト結果

　検索条件の設定画面を図7－5に示した。いろい

ろな宿主植物の病害をモデルにしてテストした結

果によると，設定検索条件によって一慨にはいえ

ないが，検索項目全部に条件を設定した場合，最

終検索結果がプリントアウトされるまでに要する

時間は1分問以内，出力される菌名は1～数点で

あり，条件設定に誤りがなく，目的の菌がファイ

ルに登録されてさえいれば，ほぼ確実にその中に

正解が存在した。複数の菌名が出力された場合で

も，かなり絞り込まれた結果なので，若干の補足

により同定可能であった。

　検索結果の1例として，イネいもち病菌を検索

した場合を図7－6に掲げたが，このように比較的

簡単な検索条件で正しい結果が得られる。検索結

果には，病名コード番号も出力されるようになっ

ているので，さらに詳しい情報が必要なら，その

コード番号により，該当病害に関する全記録を呼

び出すことも可能である。

（6）おわりに

　本システムは，病名・病原ファイルを中心に，

病名，病原菌の検索，保存菌の登録・管理，その

他，各種の植物病原糸状菌に関する情報の管理作

業を行なうために作成したが，ほぼ所期の成果が

得られた。また，システムの構造が比較的単純な

ので，目的に応じて設定する検索条件の項目を増

直　　’跳　　一密・　あ　　・の妻’二”

宿主植物和／英名：

宿主上発病部位　：

特記する病標徴

胞子形成の特徴

胞子の色

胞子の形態

胞子の縞胞数

菌の栄養体構遊

［不明＝O，葉（柄鞘）二1，茎・枝・幹＝2，通導紺繊二3，

　穂・花・果実・種子＝生地際部以下＝5，その他苗等霜】

，［不明二〇，一般＝1，微小病斑＝2，さび状（痛）痛・標徴＝3，

　菌毒亥＝4，　菌糸●束＝5，　才支幹上烈り鳳菌叢＝6，　白移｝●餅湘犬，丙政1＝7，

　長い分生子柄＝8，きのこ形成＝9］

［不明二〇，無胞子＝置，子嚢＝2，拠子器＝3，子嚢・拠子器なし＝4］

［不明＝0，無・淡色＝1，濃色；2］

［不明二〇，球・構円・卵・洋梨・紡鍾・繭・儀・長形＝1，三日月形＝2，

　糸・鞭・棒形二3，螺旋形＝4，特玖隔量霜，有付属糸・膜謁］

［不明＝0，単胞＝監，2胞＝2，3胞以上＝3］

［不明＝0，無隔堂菌糸＝1，有隔髭菌糸二2，アメーバ状；3］

上の黄色の枠に纏当する敵字を人力して下さい

図7－5　検索条件の設定画面
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　　　　　　　　　　　＊＊＊植物病原糸状菌の検索・同定結果＊＊＊　　（1987年6月29日）

　　　　　　あなたの設定した条性に適合する本邦産主要病原糸状菌及び病唱のリストこ。丈下記の通りでず。

検索条件：　（病原は既知：糸状菌と設定）
　宿主植物名呂イネ。rice，Oryzasativa，L．
　　　　　　　　　　　（宿主標準名：イネ，rice，Oryza8aUvaL．）
　　　　　　　　　　被子植物門Angiospemae，単子葉植物綱Mon（》cotyledoneae，
　　　　　　　　　　イネ目Glumiflorae，イネ科Grammeae
　宿主上発病部位　＝（1》葉（含葉鞘），（2）条件設定なし
　特記すぺき病徴や標徴　　胃（1）褐・黒色の一般病斑，（2）条件設定なし
　胞子形成に関する特徴　　＝子嚢や担子器はみられない

　胞子の色　＝無色・淡色
　胞子の形態＝球・楕円・卵・洋梨・紡鍾・長形
　胞子の細胞数33胞以上　菌の栄養体構造　＝有隔壁菌糸
検索結果　：

　検索された菌（病害〉数＝1点
　検索結果の表示事項　　　軍1行目：日本有用植物病名目録に記載されている菌名
　　　　　　　　　　2行目：日本有用植物病名目録に記載されている病名
　　　　　　　　　　（3行目：設定条件で検索された病原菌の世代が上記蹟録の記載と異なる場合の（亜）門名，属名）

　（1）　PyriculariaoryzaeC＆vara　（本菌の所属はDeuteromycoUna不完全菌亜門〉
　　　いもち病，五moU－byou，bl＆8t，neck－rot　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［病名コード番号富972600］

注：各病害についてさらに詳綿な情報が必要な場合は、病名コード番号で呼び出して下さい。

図7－6　検索結果の例（イネいもち病菌）

やしたり，プログラムを改良することにより，容

易に検索能力の向上を図ることができる。

　しかし，データベースの収録範囲やデータ密度

等，システムの本質的な弱点に由来する能力の限

界があることも確かである。特に，菌の特性デー

タが属についてだけであり，しかも糸状菌の分類

が主として形態的特性に基づいているのに，視覚

的な情報処理能力を全く欠いている。そのために，

菌の特性のみの観察によって検索・同定すること

はできない。今後は，収録属の数，画像情報，種

に関する情報など，データベースの拡充に努め，

真の意味での糸状菌分類同定システムを作り上げ

る必要がある。さらに，病名の診断，病原同定と

いうプロセスを考慮すると，本システムの検索の

出発点が糸状菌病を前提にしているのは実用上不

利であって，病原を糸状菌とその他（細菌，ウイ

ルス等）に識別する能力を備える工夫が必要であ

ろう。

　なお，本研究の一部は，昭和61年度科学技術庁

重点基礎研究として行なったものである。

（環境生物部　微生物管理科　糸状菌分類研究室）

8．風洞を利用した昆虫の行動解析

（1〉　はじめに

　昆虫は一般に翅を持ち，飛ぶことによる移動が

可能である。飛ぶ理由としては，餌・寄主・異性

の発見・不適環境からの逃避等いろいろなことが

考えられ，飛しょう行動は昆虫の生活の中で重要

な部分を占めている。この飛しょう行動を解析す

る場合，野外で観察することもできるが，昆虫が

小型で見失いやすいことに加え，条件設定ができ

ないことが実験の妨げになることが多い。これら

の問題を克服するために，限られた空間（容器）

に昆虫を放し，観察が行なわれている。

　昆虫の飛しょう行動の中には一定の目標に向っ

て飛ぶ「定位飛しょう」もあるが，その中でも，

たとえば空気の流れによって運ばれる化学物質に

対する定位飛しょうのように，風の方向に沿って

昆虫が飛ぶ場合がある。このような走風性（アネ

モタキシス）を示す昆虫の行動を研究する時には，

風洞を用いて限られた空間でその行動の一一部を再

現し，解析することが可能となる。

（2〉昆虫の性フェロモン研究と風洞

　昆虫の性フェロモンは一般的に雌が放出し，雄

を誘引する。その効果は強力であり，性フェロモ
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ンを感知した雄は風に乗って流れる物質の放出源

に向って飛び，風上に向かう明らかな定位飛しょ

う行動を示す。このため，風洞内の狭い空問でも，

風上に誘引物質を置き，風下に雄を放すと誘引源

への定位飛しょうを再現できることが多い。

　これを利用して，風洞は性フェロモンの同定の

過定での生物検定に用いられる他に，複数成分系

性フェロモンの個々の成分の作用解析や，誘引阻

害試験等の有効な手法となっている。以下にハス

モンヨトウ，チャノコカクモンハマキ，ミツモン

キンウワバについて行なわれた結果について述べ

る。

（3）風洞の概略

　現在用いている風洞は，縦横が1×1m，長さ3

mの角型のものである（図8－1）。一方の端をドラ

フトの排気口につなぎ，風を流すようになってい

る。昆虫の研究で用いられる風洞は，気象や工学

の研究用の高精度のものと全く異なり，単純で作

成が容易なものである。風洞の上部には白熱電球

を吊し，変圧器によって照度を調節している。風

速は0．2～0．5mの範囲で調節が可能である。誘

引源は風洞の風上側の端から50cmの所に置き，

雄は風下側の端から50cmの所から放して実験

を行なった。風速はチャノコカクモンハマキでは

O．25m毎秒，ハスモンヨトウとミツモンキンウワ

バでは0．5m毎秒とした。照度は床面でハスモン

ヨトウでは0．11ux，チャノコカクモンハマキとミ

ツモンキンウワバでは11uxとした。
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図8－1　昆虫飛しょう風洞
　　　　A：台，B：整流板，L：照明装置，
　　　　Ex：排気。矢印は風の流れを示す。

（4）ハスモンヨトウの定位飛しょうと性フェロ

　　モン成分の作用

　ハスモンヨトウは性フェロモンとして（Z，E）

一9，1Hetradecadienyl　acetate（A成分）と（Z，

E）一9，12－tetradecadienyl　acetate（B成分）の

2成分の9：1混合物を用いている。この2成分の

8：2～39：1の混合物は雄の誘引効果が非常に高

い。しかし，A成分は単独でも野外のトラップに

数は少ないものの，雄を誘殺することが知られて

いる。そのため，この2成分は混合物として1成

分のように作用しているのか，あるいは2成分は

それぞれ別々の機能を持ち，その組み合わせに

よって誘引性が現れているのかがわからなかっ

た。そこでこの2成分の混合比率を変えた時と2

成分を単独で用いた時の，雄の定位飛しょうとト

ラップヘの捕獲を風洞内で調べた。雄は15匹ず

つ一度に放した。その後10分間観察を行って誘

引源に定位した個体数と観察終了時にトラップに

捕えられた数を記録した。

　フェロモンはポリエチレンカプセルヘ吸着させ

た。また風洞実験での最適濃度（カプセルヘの付

着量）を求めたところ，誘殺は1×10－5ng以上の濃

度で見られ，100ng以上の付着量で一定となるこ

とが分かった（図8－2）ので，成分量を100ng一

定とし，A，B成分の比率を変化させたカプセルを

用意し，雄の定位飛しょうと誘殺数を調べた（図

8－3）。その結果，A，Bの9：1～8：2の混合比率

で最も誘殺数が多くなることが明らかとなり，混

合比率が雄の誘引に重要な要素となることがわ

かった。また，A成分を単独で用いた時にも数は

少ないが定位飛しょうが観察された。次に，A，B

成分をそれぞれ単独で用いたときの雄の反応を調

べた（図8－4）。B成分に対しては，どの濃度でも

定位飛しょうは見られず，偶然にトラップに落ち

たもの以外に誘殺は見られなかった。A成分に対

しては，1ngから1，000ngで定位飛しょうが見ら

れた。しかし，濃度が高い方が定位飛しょう数が

多いというわけではなかった。誘殺は定位飛しょ

うが見られなかった低い濃度で偶然見られたもの
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2　1　10A成分
8　9　0　B成分

ポリエチレンカプセルヘの付着量（10g）

図8－4　2成分を単独で用いた時の雄の定位
　　　　飛しょうまたはトラップによる捕獲

　　　　の関係　A，BはそれぞれA成分お
　　　　よびB成分を用いている。図中の記
　　　　号は図8－2と同じ。

（5）チャノコカクモンハマキ性フェロモン微量

　　成分の作用

図8－3 2成分の混合比率と雄の定位飛しょ

うまたはトラップによる捕獲数の関

係。図中の記号は図8－2と同じ

以外にはなかった。

　A成分に対しては誘殺は見られなかったこと，

また定位飛しょうを引き起こすには，A成分は2

成分混合物と比較して1000倍以上の濃度が必要

であることから，雌から放出されているハスモン

ヨトウの性フェロモン2成分は，野外で混合物と

して雄に受容され，定位飛しょう行動を誘起して

いると結論された。

　チャノコカクモンハマキは2つの主成分，

Z－9－tetradecenyl　acetate（Z－9－TDA），Z

－11－tetradecenylacetate（Z－11－TDA）と2つの

微量成分，E－11－tetradecenyl　acetate（E

－11－TDA），10－methyldedecyl　acetate（10

MeDA）の4成分を性フェロモンとして持ち，そ

れらの混合比率は67：33：4：2となっている。

主成分混合物（Z－9－TDAとZ－11－TDAの67：33

混合物）は誘引活性を野外で示すが，微量成分の

混合によってその活性が非常に高まることが知ら

れている。そこで，これらの微量成分の添加が主

成分の混合比率と雄の誘殺数の関係におよぼす影

響を風洞内で解析した。雄は20匹ずつ放し，5分

後にトラップに捕えられた数を数えた。

　主成分量は1μg一定として混合比率のみを変

え，微量成分を組み合わせて雄のトラップヘの捕

獲を調べた。その結果，主成分混合物では最適混

合比率の範囲はせまいが，微量の2成分を加える

とその範囲が大幅に広がることがわかった（図

8－5）。主成分に微量成分のうちの1成分のみを

加えて同様に調べたところ，10MeDAのみの添

加によっても同じように最適混合比率の範囲が広

がったことから，10MeDAは主成分の最適混合
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ヘの捕獲　白丸は主成分のみ，黒丸

は主成分に微量の2成分を加えた時

の結果を示す。図中のアルファベッ

トは図8－2と同じ

比率の範囲を広げる特異な作用があることがわ

かった。

図8－6

表8－1

ミツモンキンウワバ用性フェロモン

トラップ

塩化ビニール板製。Mはロート状に

まるめた網，Pは誘引源を示す。雄は

下の口から上方へ進み，円筒中に入
ると逃げられない。

ミツモンキンウワバ雄成虫の性フェ

ロモントラップの型と捕獲数

（6〉　ミツモンキンウワバ用性フェロモントラッ

　　プの開発

トラップの型 誘引源　　　　 捕獲数　　　　　反復数（雌当量）　　　　　　（平均値±SD）

ミツモンキンウワバの性フェロモンによる誘殺

は，従来の水盤型のトラップではあまり捕獲効率

が良くないと考えられた。そこで風洞内での雄の

性フェロモンに対する定位飛しょう行動を観察

し，有効なトラップの開発を試みた。0．1～1雌当

量の処女雌抽出物をろ紙片に吸着させ，誘引源と

した。風洞内では12cmのシャーレ／を水盤式ト

ラップとして用いた。

　定位飛しょうをしてきた雄は水盤式トラップに

は落ちにくく，上方に飛び去るものが多かった。

そこで，塩化ビニール板製の円筒の内部に性フェ

ロモンを置いたところ，円筒の中を通りぬけて上

に飛ぶ行動が観察された。そこで図8－6に示す形

状のトラップ（乾式トラップ）を作り，直径12cm

の水盤式トラップト雄の捕獲数を比較した（表

8－1）。その結果，乾式トラップは水盤式よりも捕

獲効率が高く，捕獲数が多いことがわかった。

（7）　おわりに

乾　　式

水盤式
乾　　式

水盤式

0．1

0．1

0．2

0．2

45．8土1．5

41．5＝ヒ0．6
4　　　8．0＝ヒ2。9

43．3土0．5

昆虫はその大きさや飛しょう能力などにより，

野外の行動を室内で再現するのに必要な空間はま

ちまちである。また，配偶行動などの昆虫の行動

には日周リズムがあり，いつでも特定の行動を再

現できるわけではない。そこで，対象とする種に

ついての実験条件の設定に時問がかかる。しか

し，その条件設定がうまくいけば風洞は昆虫の行

動解析に非常に有効な手段となる。

　以上の3つの例のように，風洞は野外では検証

がむずかしい細かい条件設定と観察が可能であ

る。風洞の欠点は，風に定位しない行動は観察で

きないこと，化学物質を用いる場合には風洞の壁

面への吸着が問題となり，高い濃度の物質を扱う

のがむずかしいことなどがあげられる。しかし，

性フェロモン等の誘引物質の作用の解析などには

必要不可欠の装置である。風洞は飛しょう行動の

ほかに，におい物質に対して歩行して定位する行

動の解析（床を歩かせる）にも有効である。また，
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小型の風洞でも行動の一部を再現させることが可

能なことも多いので，応用範囲の広い装置である。

　（環境生物部　昆虫管理科　昆虫行動研究室）

9．農薬の水中における生分解性の予測

（1）　はじめに

　農薬は本来，環境中で使用される化学物質であ

るので，その環境中における運命と対象外生物へ

の影響を事前に十分評価しておく必要がある。こ

れらの中で，農薬の水系における動態，運命を明

らかにしておくことは最も重要な研究課題であ

る。

　水中に入った農薬は種々の要因により分解消失

してゆくが，水中の微生物による生分解は本質的

に最も重要である。

　化学物質の水中における生分解試験法として，

これまで河川水を採取し，これに化学物質を添加

して経時的にその消長を調査する所謂，river

water　die－away　testと，活性汚泥，河川底質な

どの微生物を供試化合物を含む無機塩類水中に加

えて，経時的に生物的酸素要求量，炭酸ガス発生

量などを測定して，化合物の消長を調らべる

activated　sludge　methodの二つの方法がある。

　経済協力開発機構（OECD）の化学物質安全性評

価委員会は後者を，米国の環境保護庁（EPA）は

農薬の登録申請のための試験法として前者を採用

している。

　化学物質の微生物による分解は一般に好気条件

の方が進行しやすく，上記二方法も主として好気

的条件で行なわれている。しかし農薬の場合には，

湛水中の水田土壌中や底質水中などではかなり嫌

気状態になり，一部の有機塩素殺虫剤の脱塩素反

応は嫌気状態の方が，容易に進行することも知ら

れている。したがって試験法としてはこれら両条

件における生分解性を同時に試験する必要があ

る。

　また，自然界の水中には他の炭素及び窒素化合

物などが存在し，これらの易生分解性有機物の分

解に伴われて農薬が分解される所謂，共役代謝

（cometabolism）が一般的と考えられており，こ

れを同時に試験する必要もある。

（2）生分解性試験法

　1）植　　種

　農水省畜産試験場の活性汚泥による家畜糞尿の

浄化装置より返送汚泥を試験の都度採取し，この

100〃に農業環境技術研究所内圃場の畑土壌1g

，構内を流れる稲荷川の底質1gを加え，超音波洗

浄器により約5分間よく混合し，これを遠沈

（2，500rpm）した上清1％／を微生物源とする。和

賀井らの調査によれば，畜試の活性汚泥中の細菌

組成はF伽∂o加6孟67伽彫35％，。416α1忽6麗s30％，

Coηn6加o孟67♂κ郷20％，A6％40彫onαs15％であ

り，活性の大きな時の細菌数は5×109〃一1以上で

あるとされている。

　2）基礎培養液

　K2HPO42．6g，KH2PO41．9g，（NH4）2SO4

1．Og，MgSO4・7H200．05g，FeSO4・7H200．01

9，　CuSO4・5H20　0．019，　CoSO4・6H20　0．019，

MnSO4・4H200．001g，無水Na2SO40．05gを

蒸留水約800％4に溶し，3N　NaOHを加えて，pH

を6．8～6．9に調整したのち，蒸留水を加えて1L

とする。使用の都度，これを10倍に希釈して用い

る。

　3）炭素源及ぴ窒素源

　炭素源としては10％グルコース水溶液を分解

液250％4に2．5”，窒素源としては10％ペプトン

水溶液を2．5雇加える。

　4）生分解装置及び試験法

　筑波大の藤原喜久夫らが提案した装置を用いた

（図9－1）。分解フラスコは500％／容のものを用

い，これを6個用意し，これらを同時に撹絆でき

るマグネットスターラー台に乗せ，各々に試験液

250雇を入れ，回転子を入れて室温で連続に撹拝

した。対照区（contro1）は2個の分解フラスコを

あらかじめオートクレーブで殺菌し，これに試験

農薬の1，000～2，000ppmアセトン溶液0．5雇を

とり，乾燥空気を吹きつけてアセトンを留去した
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図9－1　生分解試験装置
　　　　A：フイルター0．2μm
　　　　C：試料採取口
　　　　E：ガス吸収管250％4

B：分解フラスコ500％4

D：分液ロート
F：マグネチックスターラー

のち，ミリポアフィルターGSWPO47で炉過除菌

した基礎培養液250〃を加えた。この一つはミリ

ポアフィルターDualex　O．2、μmを通して除菌し

た空気を約20雇／分の流速で通気し，これを好気

条件区とし，他は同じミリポアフィルターで除菌

した窒素をほぼ同じ流速で通気し，これを嫌気条

件区とした。Metabolism区は2個の分解フラス

コにContro1区と同様に試験農薬を入れ，アセト

ンを留去したのち，基礎培養液250雇を入れ，こ

れに植種液1雇を加え，control区と同様に好気

条件区と嫌気条件区を作った。Cometabolism区

は炭素源としてグルコース250mg，窒素源として

ペプトン250mgを加えた以外はmetabolism区

と同様の組成とした。これら6個の分解フラスコ

のガス出口よりゴム管でアセトニトリル：水混合

液（1：4）100雇を入れたガス吸収管につなぎ，試

験化合物の揮散を調べた。

　5）定量法

　試験開始後，1時問，1，3，7，14日後，試験液

の1～2％！を10〆のガラス共栓試験管に採取し，

4％食塩水2〆を加え，n一ヘキサンまたは酢酸エ

チル2～5曜でふりまぜ抽出し，この抽出液の一部

をとりガスクロマトグラフィーにより試験農薬を

定量した。ガス吸収管の吸収液も溶媒5雇で抽出

し，試験農薬の揮散を調べた。なお，試験開始時

と終了時に試験液のpHを測定した。

（3〉アルカリ加水分解速度定数の測定

　Clark　and　Lubsのリン酸塩緩衝液pH9．0を

使用の都度，調製し，これをミリポアフィルター

GSWP－04700，0．22μmで炉過除菌した。この5

％／を10雇の共栓試験管に入れ，4ppmのBPMC，

cartap－HCl，diazinon，fenitrothion，isoprothio－

lane，malathion，propoxur，thiobencarb5雇，

または0．5PPmのchlomitrofen，fenvalerate，

oxadiazon，または40ppmのcarbary1をそれぞ

れ5〃ずつ加え，栓をしてよく混合し，これを

400Cの恒温器中，暗所に放置した。そして試験開

始時，6時間後，1，2，4日後，試験液の1雇を採

取し，10雇の共栓試験管に移し，生分解試験の場

合と同様の操作で試験農薬の濃度を測定した。

（4）解析法

一般に化学物質の水中における非生物的分解及
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び生物的分解の推移は大体，指数回帰に従うと考

えられている。すなわち，分解速度定数をKとす

ると，分解はつぎの一次反応式に従う。

　　C二C。e－kt

　したがって，InC；lnCo－Kt

　ここにCはt時間（日数）後の試験液中の試験

農薬の濃度（ppm），C。は試験開始時の試験農薬の

濃度（ppm）とする。また半減期はつぎの式によ

り計算される。

　　t。．5（日数）＝0．693／K

　そして真の生分解速度定数KBはmetabolism

区またはcometabolism区における最も大きい分

解速度定数からcontrol区の分解速度定数を差し

引いて求めた。

　　KB＝K（metabolism　or　cometabolism）

　　　　一K（contro1）

　アルカリ加水分解速度数（K。H）についても同じ

ように指数回帰に従うとしてKと同様にして求

めた。

（5）生分解パターン

　12種の主要な農薬について試験したが，これら

の中，BPMC，fenitrothion，chlomitrofenの生分

解パターンを図9－2，9－3，9－4に示した。

　BPMCは図9－2に示すようにmetabolism区

とcontrol区の間に著しい相違が認められ，特に

metabolism区の好気条件で4日ないし7日の

lag　timeを経て生分解が進んでいる状況が観察

された。これはBPMCを炭素源またはエネル

ギー源として利用できる微生物が植種中に存在す

ることを示している。一方cometabolism区では

このような現象は見られない。これは微生物が先

ず利用しやすいグルコース，ペプトンを炭素源ま

たはエネルギー源として利用し，試験期問14日間

ではBPMCを利用するまでに到っていないもの

と考えられる。BPMCの生分解パターンに1984

年1月と1985年4月との問に若干の違いが認め

られた。これは時期による微生物活性の違いであ

ろう。

　Fenitrothionでは図9－3に示すように，

cometabolism区の嫌気条件で親化合物の分解に

伴い，4日後からaminofenitrothionが生成し，そ

の後，時間の経過とともに増えており，14日後で

はfenitrothionの80％以上が還元され，amino－

fenitrothionに変換していた。しかしこの条件で

はこれ以上の生分解が進まないものと考えられ
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図9－4 Chlomitrofenの生分解

　　　　　　好気条件，空気
一一一一一一〇一一〇一一…・嫌気条件，N2

一一｝一昼一一一Aminochlomitrofen
一一一一▲一一一▲一一一・　4－Aminophenyl2，6－dichlorophenyl　ether

る。一方，cometabolism区の好気条件では嫌気条

件よりも速度はおそいが，fenitrothionが

cometabolismにより生分解しており，代謝中間

物も生成していないので，本質的な生分解には好

気条件の方が好ましいことがうかがえる。

　Chlomitrofenは図9－4に示すように，fenitro－

thionと同じようにCometabolism区の嫌気条件

で親化合物の生分解の進行に伴い，側鎖のNO、基

の還元によるaminochlomitrofenが1日後より

生成し，その後，時間の経過とともに増加してい
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る。、さらに1日後からパラ位の塩素がはずれた

4－aminopheny12，6－dichlorophenyl　etherが生

成し，この中間代謝物は7日後をピークとして

徐々に減少している。

　試験した12化合物について親化合物の生分解

性について見ると，好気条件で生分解性が大きい

化合物は，BPMC，carbaryl，cartap，diazinon，

fenvalerate，malathion，oxadiazon，propoxur

で，反対に嫌気条件で生分解性が大きい農薬は

chlomitrofen，fenitrothion，thiobencarbであっ

た。

　一般に生分解性の大きい農薬はmetabolism区

よりもcometabolism区におけるKが大きく，炭

素源，窒素源添加の効果が認められたが，BPMC

は前述のようにmetabolism区のKがcome－

tabolism区のKよりも大で，この農薬を唯一の

炭素源あるいはエネルギー源として利用できる微

生物の存在が示唆された。

（6）生分解速度定数と物理化学性

　得られた12農薬の生分解速度定数（KB），脂溶

性の指標として用いられるオクタノール・水間の

表9－1 農薬の生分解速度定数（KB），オクタノール・水問

の分配係数（K。w），アルカリ加水分解速度定数
（K。H）の対数値

ノ

Pesticide Lo9κ8 Lo9κow Lo9κOH

BPMC
Carbaryl

Cartap
Chlornitrofen

Diaねnon
Fenitrothion

Fenvalerate

Isoprothiolane

Mdathion
Oxadiazon
Propoxur
Thiobencarb

0．14

0．31

0．49
－0．98

0．19

0．12

0．72
－0．73

1．11

－0．55

0．08
－0．45

3．18

2．29

3．67

3．14

3．44

2．89

1．52

3．42

1．81

1．74

0．45
。0．31

0．60

0．75

0．60
－0．24

2．80
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図9－5 農薬の生分解速度定数とオクタノー
ル・水間の分配係数との関係
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分配係数（K・w），この研究において測定したアル

カリ加水分解速度定数（K・H）の対数値を表9－1

にとりまとめた。

　KBとK。wとの問には図9－5に示すように

10g　K。w2．43を頂点とする凸の放物線様の相関が

認められ，つぎの二次反応式で表わされる回帰式

がえられた。

　　10g　KB二一1．02（10gKow）2十4．9610gKow

　　　　　－5．23

　相関係数γニ0．835はF検定により1％の危険

率で有意であった。

　したがって10gK。w2．43，すなわち，K。w270前

後の化合物が最も微生物の細胞膜を透過しやす

く，生分解されやすく，K嘩がこの値から遠ざか

るに従って生分解速度定数が小さくなり，生分解

しにくくなることがうかがえる。

　また，KBとK。Hとの問には正の相関が認めら

れ，つぎのような回帰式がえられた。

　　logKB＝0．4410gKoH－0．367

　相関係数γ二〇．674はF検定により5％の危険

率で有意であった。この相関はアルカリ加水分解

反応を受けやすい化合物は微生物による生分解反

応も受けやすいことを暗示している。

　したがって農薬の水中生分解速度定数はその物

理化学性，すなわちオクタノール・水問の分配係

数，またはアルカリ加水分解速度定数から上記の

二つの回帰式により算出することができる。

（7）複合農薬の生分解

　農薬の使用時期の水生環境中には農薬が単独で

存在することは少なく，通常は何種かの農薬が混

在している。そこで複合農薬の組合せとして，

BPMCとpropoxur，diazinonとfenitrothion，

isoprothiolaneとthiobencarbの3組をえらび，

混合時の生分解と各々，単独時の生分解とを比較

した。

　その結果，一般に混合時の農薬の分解速度定数

は単独時のそれに比べてあまり変化しないか，大

きくなる傾向（早くなる）があった。これらの組

合せにおいて単独時の分解速度定数（K）に比べて

混合時のKが大巾に増加したのは，BPMCを混

合した場合のpropoxurの好気条件のmetabo－

1ism区で，Kは18．3倍に増加し，ついでdiazinon

と混合したfenitrothionの好気条件のcome－

tabohsm区のKは6．2倍に増加した。しかしiso－

prothiolaneとthiobencarbでは単独時と複合時

のKに大きな差は認められなかった。

　これまでの研究からBPMCの好気条件の

metabolism区は4～7日の誘導期を経て生分解

が進行する典型的な例であったが，この化合物に

化学構造が類似しているpropoxurを共存させる

と，単独では生分解が進まなかったpropoxurが，

やはり7日間の誘導期を経て急速に生分解され

た。これはこの系ではBPMCを生分解できる微

生物がこの期問に集積し，この微生物がpro－

poxurも生分解できることを示唆している。

Diazinonと複合したfenitrothionの生分解の増

加も同様な機構が考えられる。化学構造のかなり

相違するisoprothiolaneとthiobencarbとの間

ではこのような目立った現象は認められなかっ

た。この結果から同系統の農薬を混合して施用す

ることは水中や土壌中における微生物による分解

を促進し，効力及び持続性を減退させることが考

えられる。

（8）おわりに

　この研究により農薬の水中における生分解速度

定数はオクタノール・水問の分配係数，またはア

ルカリ加水分解速度定数から推定できることがわ

かった。この生分解速度定数は農薬の環境中の動

態ならびに運命を予測する際に構成するモデルの

一変数として有用である。

　最後にここに設定した生分解性試験法について

残された問題点を指摘しておく。1）植種源の活性

を常時そろえるのがむずかしい。標準物質を試験

物質と平行して試験し，それと比較するのは一方

法であろう。2）Control区を完全に無菌条件に保

つことがむずかしい。3）Cometabolism区の嫌気

条件は有機酸の生成にもとずきpHが若干下る

（pH6．0～6．5）。この影響を考慮する必要があ
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る。4）とくにcometabolism区の微生物菌体へ試

験物質が吸着し，抽出を妨害し，それにより見掛

けの生分解率を高める。5）温度，光の影響を考慮

する必要があろう。

　　（資材動態部　農薬動態科　農薬管理研究室）

10．安定同位体利用によるケイ素の動態解．

　　析

（1）　はじめに

　水稲に対するケイ素の生理作用については未だ

解明されていないが，正常に生育した水稲の茎葉

中には乾物当たり10数％のケイ酸がふくまれて

いて，そのために茎葉の組織が強固になり，病害

虫や倒伏に対する抵抗性が増大することが明らか

にされている。

　このため，わが国ではケイ酸が肥料の主成分と

して認められており，水稲の安定多収獲技術の一

つとしてけい酸質肥料が広く施用されている。現

在，けい酸質肥料としては各種鉱業から排出され

る鉱さいが利用されており，年問約80万トンが水

田に施用されている。

　しかし，けい酸質肥料の肥効発現機構やケイ酸

の土壌中における挙動については，これまでに多

数の研究が行なわれているにもかかわらず，未解

明な問題点が多く残されている。

　これは，従来の試験法では肥料中のケイ酸と土

壌中に多量に存在するケイ酸化合物を区別して評

価することが困難であったからであり，肥料ケイ

酸の動態を明確に解析をするためには，肥料と土

壌のケイ酸を区別できる同位体トレーサー法など

の新手法の導入が必要である。

　最近，レーザー光利用により30Si濃縮シリカゲ

ルが製造されるようになったので，けい酸質肥料

への30Siのトレーサー利用について基礎的な検討

を行った。

（2）ケイ素の質量分析法

4．67％および3．10％である。

　いずれの同位体の天然存在比もかなり高く，最

も低い30Siでも15Nや13Cに比べ著しく高いの

で，トレーサーとしては利用しにくいものである。

　ケイ素の同位体分析には，試料中のケイ素化合

物をSio2やシリカゲルとして分離し，それにHF

を添加しケイ素をH2SiF6として溶解させる。こ

の溶液にBaC12を添加するとケイ素はBaSiF6

となって沈澱する。このBaSiF6は，300。Cに加熱

すると分解してSiF4とBaF2になり，ケイ素はガ

ス化するので，これを質量分析計に導入して存在

率を測定する。この場合，フッ素Fには質量数19

の安定同位体が1種類しかないので，ケイ素の同

位体分析が容易になっている。質量分析には二重

収束型質量分析計（電子科学EMD－05B）を用い

て，siF3＋に対応する質量数85，86，87の3つの

フラグメントについて高速度でその質量を集計す

る方法で測定した。質量分析計への試料の導入法

には，直接導入装置を使ってBaSiF6の粉末を直

接質量分析計の分析管に入れて分析する方法とガ

ス化装置で予めてガス化した後に分析管に導入す

る方法がある。

　分析の精度は，ガス化導入法の方が高いが，直

接導入法でもかなり高い精度で測定が可能であ

る。表10－1は，各種30Si濃度のシリカゲルにつ

いて，直接導入法により5回繰り返し測定した結

果をまとめたものである。変動係数は平均して

1。30％であった。この方法では，Si濃度100ppm

表10－1 標識シリカゲルの30Si濃度の期待
値と実測値

（π＝5，atom％）

試料番号　　期待値　　実測値
変動係数
　（％）

1
2
3
4
5
6
7

6．63

8．27

1L76
16．05

2L50
24．62

26。64

6．47（　98）

7．88（95）

11．47（98）

15。55（97）

19．78（92）

24．72（100）

27．01（101）

1。12

0．81

1．36

0．57

2．73

1．55

0．22
　ケイ素の安定同位体には，28si，29si，30siの3種

類があり，その天然存在比はそれぞれ92．23％，

平均値 1．30

（）は期待値に対する割合（％）。
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の溶液が1雇あれば，確実な30Si濃縮の測定が可

能である。

（3）水稲によるケイ酸の吸収

　1）ケイ酸カルシウムからの吸収

　けい酸質肥料の主成分は，Si，Ca，Mgあるい

はAl，Feであるが，その含有率はそれぞれの製造

工程によってかなり異なっている。また，それに

含まれている主要な鉱物の種類も多様であるが，

そのなかで最も合成し易いケイ酸カルシウムを30

Si濃縮シリカゲルから合成して，それを用いて小

規模なポット試験により水稲の栽培試験をおこ

なった。

　30Si標識ケイ酸カルシウムは，30Si濃縮シリカ

ゲル微粉末（30Si濃度30．9％，信越化学製）に当

量の炭酸カルシウム微粉末を混合し，ケラマック

ス電気炉で900℃，2時間加熱し，さらに1，500℃

で4時間焼成して合成した。焼成物については遊

離Ca含有量の測定とX線回析により結晶構造

の確認を行なった。遊離Ca含有量は極めて低く，

CaとSiがよく結合していた。X線回析ではα

一ケイ酸カルシウムであることが確認された。

　水稲栽培試験の規模は，a／10，000ポットで，水

稲（日本晴）は1本植えとした。土壌は可給態ケ

イ酸が低い鉱質酸性土と比較的高い灰色低地土の

2種類を用いた。30Si標識ケイ酸カルシウムはこ

れと同様な方法で合成した天然のケイ酸カルシウ

ムと混合して，30Si濃度を6．93％とし，ポット当

たりT－SiO2として1．Og相当量施用した。対照

区としてケイ酸カルシウム無施用区を設けた。

　水稲の生育は，対照区に比べて30Si標識ケイ酸

カルシウム施用区（30Siケイカル区）で初期生育が

抑制されたが，生育が進むにしたがって回復した。

水稲のケイ酸含有率および吸収量はいずれの土

壌，採取時期とも30Siケイカル区で高く経過し

た。30Si濃度は，出穂期と収穫期では変化はなく，

鉱質土ではそれぞれ4．76％，4．78％，灰色低地土

では4．39％，4．38％であったが，最高分げつ期

にはこれに比べてやや高い傾向であった。もみの

30Si濃度は，いずれの土壌についても最も低い値を

示した（表10－2）。

　水稲に吸収されたケイ酸のうち30Si標識ケイ

酸カルシウムに由来するケイ酸の割合は分げつ期

に高く，収穫期に向かって低下した。

　これを土壌別にみると，可給態ケイ酸の低い鉱

質酸性土では，48％，42％，42％と経過したのに

対して，灰色低地土では，55％，33％，30％と低

く経過している。すなわち，鉱質酸性土では30Si

ケイ酸カルシウムからのケイ酸吸収が比較的多

く，これに対して灰色低地土では土壌からのケイ

酸吸収が比較的多くなっている。これは，両土壌

の可給態ケイ酸の供給状況をよく反映している。

しかし，30Siケイ酸カルシウムのケイ酸の利用率

は，出穂期，収穫期とも灰色低地土で高くなって

おり，灰色低地土では鉱質酸性土に比べて土壌ケ

イ酸ばかりでなく肥料ケイ酸についてもより多く

水稲に供給していることになる。また，対照区に

おける30Siケイ酸カルシウム区の吸収増加から

算出される30Siケイ酸カルシウムに由来すると

推定されるケイ酸の割合と30Si濃度の測定値か

表lo－2　ケイ酸カルシウム施用水稲のケイ酸の含有率，吸収量および30Si濃縮

土壌の種類 採取時期
（月／日） 部位

　　対照区

ケイ酸含有率（％） ケイ酸吸収量（㎎／pot）　30Si濃度（％）

30siケイカル区　対照区　30siケイカル区　30siケイカル区

　　　　　分げつ期（7／25）　わら　2．21

　　　　　出穂期（9／2）　わら　L94
鉱質酸性土
　　　　　収穫期（10／21）　わら　2．09

　　　　　　　　　　　　　もみ　0．42

4．76

2．72

3．36

0．73

216

613

357

63

316

870

736

134

4．99

4．76

4．78

4．52

　　　　　分げつ期（7／25）　わら　3．26

　　　　　出穂期（9／2）　わら　2．86
灰色低地土
　　　　　収穫期（10／21）　わら　4．27

　　　　　　　　　　　　　もみ　1．35

5．45

4，22

5．67

1．62

　239
1，015

　905

　238

　288
1，291

1，196

　290

5．24

4．39

4．38

3．95
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ら算出された値（表10－3）を比較すると，．全般

的に前者の値が小さくなっていて，両者の差は水

稲の生育初期に顕著である。例えば，灰色低地土

では，分げつ期，出穂期，収穫期の測定値は，そ

れぞれ55，33，30％であるが，これに対応する推

定値はそれぞれ17，21，23％となる。このことは，

30Siケイ酸カルシウムの施用によって土壌ケイ

酸の吸収が抑制されたことを示しており，ケイ酸

カルシウム施用に伴う土壌ケイ酸と肥料ケイ酸の

相互作用など土壌溶液あるいは土壌表面における

ケイ酸の動態を解明することが重要であることを

示唆している。

　2〉ケイ酸カルシウム水和物からの吸収

　ケイ酸には，極めて多種類の化合物があるが，

比較的合成し易い化合物であるケイ酸カルシウム

水和物を30Si濃縮シリカゲルから合成して，前述

の水稲栽培試験と同様な方法でケイ酸の吸収につ

いて試験を行なった。合成はオートクレープを用

いて高温下で反応させる水熱合成により行なっ

た。合成した6種類の化合物の特性は表10－4に

示した。水稲は移植後26日目に地上部を採取し，

ケイ酸含有率と30Si濃度を測定した（表10－5）。

水稲の生育はPseudowa11astonite区を除いて対

照区に比べて劣ったが，これはそれらの化合物の

添加によって土壌がアルカリになったためであ

る。したがって，ケイ酸吸収量が対照区に比べて

表10－3 水稲に吸収された30Siケイ酸カルシウム来ケイ酸の存在率と利用率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全含有量，施用量に対する％）

採取時期（月／日）
　　　　　　　　　存

鉱　質　酸　性　土 灰　色　低　地　土
在　　率 利　　用　　率 存　　在　　率 利　　用　　率

分けつ期（7／25）

出穂期（9／2）

収穫期（10／21）

48

42

42

18

37

37

55

33

30

16

42

45

表10－4　水熱合成した30Si標識ケイ酸カルシウム水和物の特性

化　合　物　名 化 学 組 成 SiO2含有率30Si濃　度
　（％）　　　　（％）

Xonotlite

Tobermorite（A）

Tobermorite（B）

C－S－H（c）

Gyrolite

Pseudo－wollastonite

Ca6（Si6017）（OH）2

Ca5〔（SiAI）la）6018H2〕4H20

Ca5〔（SiA1）（b〉6018H2〕4H20

5CaO・6SiO2・5H20
Ca8　（Si12030）（OH）4・7H20

CaSio3

50．42

42．74

44．24

50．49

54．13

51．72

7。78

8．22

8．22

7．78

7．78

7。78

（a）Al／（Al＋Si）＝0．13，　（b）Al／（Al＋Si）＝0．10
（c）　Il1－crystalline　calcium　silicate　hydrate．

表10－5　30Siケイ酸カルシウム水和物施用水稲によるケイ酸の吸収

T－Sio2 30Siケイカル由来Sio2
処　　理　　区 含 有　率

（％）
吸　収　量
（㎎／pot）

30Si濃
　　（％） 度存在量利用率　　　　（彩）　　　　　（％）

Control

Xonotlite

Tobermorite

Tobermorite

C－S－H

Gyrolite

Pseudo．wallastonite

3．61

5。20

4．99

5．18

5．35

3．97

3．92

538

573

572

512

590

530

661

3．22

5．17

4．78

5．06

4。92

3。99

3．95

42．8

31。3

36．8

37．4

16。9

16．0

50．6

48．5

49。3

44．6

18．5

21．9
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少ない区があり，化合物添加によるケイ酸の吸収

増加量を単純に算出することは出来ない。30Si濃

度から算出した30Siケイカル由来のケイ酸の存

在率はXonotliteで42．8％と最も高く，C－S

－H，Tobermorite（B）Tobermorite（A）と続

き，いずれも30％以上である。これに対して，

GyroliteとPseudowallastoniteではいずれも

16％と低かった。利用率は，Xonotlite，Tober－

morite（A），Tobermorite（B），C－S－Hでは

45～50％でありかなり高いが，Gyroliteと

Pseudo－wallastoniteでは20％前後であり低かっ

た。

　以上の結果から，Xonotlite，Tobermorite（A），

Tobermorite（B）およびC－S－Hは水稲の初期

生育を抑制するので，追肥施用など施用法に留意

する必要はあるが，施用効率の高いけい酸質肥料

として利用可能であろう。

（4）おわりに

　ケイ素の安定同位体のトレーサーとしての利用

は始まったばかりであり，解決しなければならな

い問題が多く残されている。まず第一に，同位体

比の分析法の改良であるが，現在では精密測定に

欠かすことのできない既知濃度のケイ素安定同位

体を含有する標準試料を入手することができない

が，ケイ素安定同位体の利用を広めて行くために

は，標準資料が作成できる体制を早急に整える必

要があろう。

　また，各種のケイ素の安定同位体標識化合物が

製造され，容易に入手できるようになれば，利用

範囲も利用技術も飛躍的に発展していくものと思

われ・る。

　さらに，ケイ素の安定同位体トレーサーとし

て30Siのほかに28Siと29Siもトレーサーとして

一利用可能であり，すでに28Si濃縮シリカゲルのト

レーサー利用については検討が開始されている。

また，高濃度の29Si濃縮化合物が利用できるよう

になるとNMRによるケイ素の動態解析が可能

になり，土壌中におけるケイ酸の動態解析や植物

によるケイ酸の代謝解析に新局面を切り開くこと

ができよう。

　このように，ケイ素の安定同位体の利用はケイ

素に関する新たな研究の進展に大きく寄与するも

のとなるであろう。

　なお，この研究は山梨大学，名古屋工業大学の

協力により進められた。

（資材動態部　肥料動態科　多量要素動態研究室）
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　（1986．8）

○加藤英孝：飽和透水係数　　「土壌標準分析・測定法」
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　Harrewiln　eds．（1987．3）

○宮崎昌久：Morphology　of　aphids．　「World　Crop

　Pests，Aphids2A」に所収　A．K．Minks　and　P。

　Harrewijn　eds。（1987．3）

○西沢務：ダイズシストセンチュウ，ニセフクロウセ

　ンチュウ，ネコブセンチュウ類，ネグサレセンチュウ

　類「熱帯の畑作病害虫」に所収国際農林業協力協

　会（1986．3）

○西沢務：土壌生物の生態と働き一土壌線虫　「農業

　技術大系　土壌施肥編　第1巻」に所収農文協

　（1987．1）

○西沢務：センチュウ害と土壌管理　「農業技術大系

　土壌施肥編　第5巻」に所収　農文協（1986．2）

○西沢　務：線虫　「土壌標準分析・測定法」に所収　博
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○佐藤善司：微生物の生産する生理活性物質　　「微生物
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　孝仁：イチゴ萎黄病の発生生態と防除　「新しい農業

　技術　No．130」　静岡県農業水産部（1986．12）

○安田　環：植物機能活用による土壌蓄積りんの有効化

　　作物種間，品種間差に基づく機能　　「土壌蓄積りん

　の再生・循環利用一その研究現状と文献解題一」　農

　林水産技術会議事務局・農業環境技術研究所（1986．8）

○安田　環：場としての根圏環境　一気相，ガス交換条

　件と根一　　「農業技術大系，土壌施肥編，第1巻」に

　所収　農文協（1987．2）

　資材動態部

○後藤重義：水銀　「土壌標準分析・測定法」に所収　日

　本土壌肥料学会（1986．11）

○後藤重義：重金属の吸着と溶出における今後の研究問

　題「土・水研究会資料，No．4」に所収農業環境技

　術研究所（1987．3）

○後藤重義：可給態測定法一放射性物質の農作物への移



82 農業環境技術研究所年報　昭和61年度

行　　「放医研環境セミナーシリーズNo．13」に所収

実業公報社（1987．4）

○伊藤　治：らん藻による窒素固定　　「87先端科学・技

術開発年鑑」に所収　技術出版（1986．11）

○金沢　純：農業用殺菌剤の分析法　　「防菌防徽ハンド

　ブック」に所収　技報堂出版（1986．5）

○栗原　淳，越野正義＊：「肥料製造学」　養賢堂（1986．5）

○山田忠男：土壌微生物による農薬の分解　　「微生物と

農業」に所収　全国農村教育協会（1986．5）

○渡辺久男：クロム　　「土壌標準分析・測定法」に所収

　日本土壌肥料学会（1986．11）

○渡邊裕：水質汚濁，土壌における粘土，土壌改良資

材としての粘土「第2版粘土ハンドブック」に所収

　技報堂出版（1987．3）

○渡邊　裕：ゼオライトの応用技術：農林水産への応用

　「ゼオライトの科学と応用」に所収　講談社サイエン

　ティフィク（1987．3）

○渡邊裕：肥料化学研究開発の動向　「肥料年鑑昭

　和62年版」に所収　肥料協会新聞部（1987．2）

（2）雑　誌

企画連絡室

○都留信也：マッシュルーム研究の現況　「New　Food

Industry」　28（8）：5－7　（1986）

○都留信也：土壌監視システム計画　一ルーマニアの事

例一　　「国際農林業協力」19（4）：96－102（1987）

○都留信也：土壌微生物の生育環境及び生物問の相互作

用　「圃場と土壌」208，209：148一一157（1986）

○都留信也：21世紀の食糧・生物資源を考える　「資源

　テクノロジー」223：2－9（1986），224：94－98（1986）

○都留信也：深海の微生物　　「海洋と生物」9（2）：

81（1987）

○都留信也：バイオテクノロジーの研究展開とその可能

性　「土地改良」138：5－9（1987）

○都留信也：生物劣化研究分野におけるバイテク技術へ

　の期待　　「防菌防徽」15（1〉：1－2（1987）

○都留信也：バイオマス資源の開発と食品への活用

　「フードケミカル」2（5）：32－35（1986）

○都留信也：農林水産業におけるバイオテクノロジー，

　先端技術とその研究開発の現状　「食品と容器」27

　（8）：396－403（1986）

環境管理部

○秋山　侃，斎藤元也＊：リモートセンシング技術の応用

　（その2）　一農作物調査への適用一　　「農土誌」54

（10）：951－957（1986）

○秋山　侃：Utilization　of　remote　sensing　technology
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康一：Selective　accumulation　of　iron　ion　into　the

cell　wall　of　clostridium　　saccharoperbuty1－

　acetonicum　atcc13564「J．Gen．ApPl．Microbio1」
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　tkeatment　「Seed　Science　and　Technology」14：

　685－692（1986）

○久保井　徹＊，陽　捷行，藤井国博，福土定雄：下水汚

　泥施用土壌からのガス発生　1．火山灰畑土壌　　「国
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○岡田益己，鮫島良次＊：温室作物葉面の露発生条件の推

　定　「農業気象」42（1）：51－55（1986）
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○内嶋善兵衛，清野　酪＊：自然植生の純一次生産力評価



IV　研究成果の発表及び広報 85

　法の開発　「農業環境研究成果情報」2集：11－12

　（1986）
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　Center」　21：106－120　（1986）

○岩木満朗他5名：Soybean　crinkle　leaf　disease
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○川本　均＊，斉藤　隆＊，桐谷圭治：Asoybeangrowth

　model　based　on　compensatory　growth　following
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　　　　　　　　　　　　　　の　planthopper，Nilaparvata　lugensStal（Hemiptera：

　Delphacidae．）　IIL　Essential　vitamins　for　nymphal

　development．　「App1．Ent．Zool」21（2）：

　252－257（1986）

○楠木　学＊，花田　薫＊，岩木満朗他3名：Cycas

　necrotic　stunt　vims，a　new　member　of　nepoviruses

　found　in　Cy60：s　名6z／olz〆‘z，host　range，puri丘cation，

　serology　and　some　other　propeties　「日植病報」52

　（2）：302－311（1986）

○牧野孝宏＊，手塚信夫＊，鈴井孝仁，中村秀雄＊：クロル

　ピクリンの土壌中における拡散とうね内処理によるイ

　チゴ萎黄病の防除　「静岡農試研報」31：23－30（1986）

○皆川　望：キウイフルーツに寄生するネコブセンチュ

　ウ　「今月の農業」31（3）：30－31（1987）

○皆川　望：線虫分類学ニュース　「日本線虫研誌」16：

　71－78（1986）

○皆川　望：Description　of76γ躍粥別6so伽g％s！％s　n．

　sp．（Tylenchida：Heteroderidae）from　Japan．

　「AppL　Ent．ZooL」21（2）：277－282（1986）

○水久保隆之，皆川　望：DescripUons　ofπ1伽6hκs

　ノ‘ψoni6z6s　n．sp．and　Oπol6％6hz6s　h616盟‘z（3　（Szczygie1，

　1969）Brzeski，1982　from　Japan（Tylenchida：

　Tylenchidae）．　「日本線虫研誌」16：1－9（1986）

○水久保隆之，平嶋義宏＊：Homology　of　male　genital

　sclerites　in　cockroaches（Blattaria）by　means　of

　analysis　of　their　association　pattems　「」．Fac．

　Agr．，Kyushu　Univ」31（3〉＝247－277（1987）

○宮崎昌久，工藤　巌＊：Descriptions　of　thrips　larvae

　which　are　noteworthy　on　cultivated　plants．

　1．Species　occurring　on　solanaceous　and　cucur－

　bitaceous　crops．　「Akitu」79：1－26（1986）

○西山幸司：簡易同定法による本邦産薦6躍o卿o襯s属

　細菌の類別　「植物防疫」40（6）：296－298（1986）

○西沢務：造成試験圃場の4種作物連作区における線

　虫相と線虫害　　「関東東山病害虫研年報」33：223－

　225（1986）

○西沢務：Plant－parasitic　nematodes　as　an

　important　limiting　factor　of　crop　production　and

　their　control　by　natural　enemies．　「Farming

　Japan」　20（3）：35－40　（1986）

○野田隆志：タマゴバチの産卵「子供の科学」50（4）：

　126（1987）

○岡野正豪＊，西尾道徳＊，沢田泰男：草地における土壌

　バイォマスとその窒素の代謝回転速度　「土と微生物」

　29：39－47（1987）

○大畑貫一：先端技術による病害防除研究の現状と問題

　点　「植物防疫」40（11）：499－501（1986）

○太田富久＊，中島　茂＊，佐藤善司　他3名l　Cyclopro－

　pylalanine，an　antifungal　amino　acid　of　the

　mushroom　∠4郷伽吻　峨g初60♂46s　Bas　「Chem．

　Lett．」511－512　（1986）

OSalehN．＊，本田要八郎＊，岩木満朗他1名：

　Occurrence　of　blackgram　mottle　virus　on

　mungbean　in　Indonesia　and　seed　transmission　ofthe

　virus　「Tech．Bu11．Trop．Agr．Res．Center」21：

　203－212

0佐藤善司，松田　泉：イネ苗立枯病菌1～h澹oφ欝oh初諮空

　の産生する毒素リゾキシン　「農業環境研究成果情報」

　2集：33－34（1986）

○沢田泰男：微生物による窒素の固定　　「農業技術」41

　（8）：18－22（1986）

○沢田泰男：地力論と微生物性　　「圃場と土壌」

　18（10．11）：144－147（1986）

○杉江　元：行動制御による害虫管理　　「研究ジャーナ

　ル」9（6）：8－11（1986〉

○杉江　元，玉木佳男，川崎建次郎：Sex　pheromoneof

　the　apple　leafminer　moth，Phyllonorycter　ringo一
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niella（Matsumura）（Lepidoptera：Gracillariidae）

　：Activity　of　geometrical　isomers　of　tetrad－

　ecadienyl　acetate　「AppL　Ent．ZooL」21（4〉：

　578－581（1986〉

○鈴井孝仁：微生物による土壌病害の制御「研究ジャー

　ナル」9（6）：17－21（1986）

○鈴井孝仁：土壌病害への拮抗微生物の利用　　「研究

　ジャーナル」10（2）：11－15（1987）

○鈴井孝仁：拮抗微生物による土壌病害と防除　　「農業

　技術」42（1）：13－18（1987）

○鈴井孝仁　他1名：Description　and　prevalence　of

　maize　and　soybean　diseases　in　Thailand

　（1973－1975）　「Tech．Bu1L　Trop。Agric．Res．Cent」

　20：199－200　（1986）

○玉木佳男，杉江　元：Biologycal　activity　of　the

　chiral　sex　pheromone　of　the　peach　leafminer　moth，

　Lyonetia　clerkella　Linne（Lepidoptera：Noctuidae）

　「AppL　Ent．ZooL」21（3）：478－480（1986）

○玉木佳男，杉江　元：野外条件下におけるヒメコガネ

　の合成性フェロモンの誘引性　「応動昆」30（4）＝

　254－259（1986）

○玉木佳男：ヒメコガネ（Anomala　rufocuprea

　Motschulsky）の発生調査のための性フェロモント

　ラップの利用　「応動昆」30（4）：260－267（1986）

○玉木佳男，杉江　元，川崎建次郎：キンモンホソガ

　Phyllonorycter　ringoniella　Matsumuraの性フェロ

　モン　「応動昆」30（4）：268－271（1986）

○手塚信夫＊，牧野孝宏＊，中村秀雄＊，鈴井孝仁：イチゴ

　萎黄病の伝染源とその広がり　「静岡農試研報」31：

　17－22（1986）

○土屋行夫：植物寄生性糸状菌の保存方法の検討　　「凍

　結及び乾燥研誌」32：64－69（1986）

○土屋行夫：植物寄生性鞭毛菌類の超低温保存　　「日本

　微生物株保存連盟会誌」3（1）：1－7（1987）

○鶴尾　隆＊，大原智子＊，飯田治美＊，塚越　茂＊，佐藤

　善司，松田　泉　他7名：Rhizoxin，a　macrocyclic

　lactone　antibiotic，as　a　new　antitumor　agent

　against　human　and　murine　tumor　cells　and　their

　vincristineresistant　sublines　　「Cancer　Res．」46：

　381－385（1986）

○土崎常男＊，岩木満朗他3名：Soybean　mosaic

　virus　isolated　from　soybean　in　Thailand　「Tech．

　Bu1L　Trop．Agr．Res．Center」21：94－100

0土崎常男＊，岩木満朗他3名：Bean　common

　mosaic　vims　isolated　from　mungbean　（γ忽磁

　名副彪如）in　Thailand　　「Tech．Bull．Trop．Agr．Res．

　Center」　21：184－188

0土崎常男＊，仙北俊弘＊，岩木満朗　他3名：Stunt　of

　asparagus　beans　induced　by　cowpea　stunt　virus　in

　Thailand　　「Tech．Bull．Trop．Agr。Res．Center」

　21：219－222

0土崎常男＊，岩木満朗　他4名：Cucumber　mosaic

　vims　isolated　from　winged　bean（Aoρhooαゆκs

　孟6加go箆olo伽s）in　Thailand　and　from　asparagus

　bean（レi惣麗αs6s卿ゆ6磁1露）in　Indonesia　　「Tech．

　BulL　Trop．Agr．Res．Center」21：223－227

0渡辺守＊，小泉博：Correlationbetweentrunk

　and　branch　age　in　trees　as　a　new　parameter　in　the

　analysis　of　tree　architecture　「Vegetatio」68：

　103－108（1986）

○八重樫博志：真菌類のプロトプラスト研究の現状

　「植物防疫」40⑪二526－530

0八重樫博志，山田昌雄：Pathogenicrace　andmating

　type　of琢痂鰯α吻o解αεfrom　Soviet　Union，China，

　Nepal，Thailand，Indonesia　and　Colombia　「日植

　病報」52（2）：225－234（1986）

○矢野栄二：IPMのための簡易発生調査法一存在頻度

　率の利用一　「植物防疫」41（2）：50－55（1987）

○山田昌雄：新年を迎えて　「植物防疫」41（1）：1（1987）

○安田環・藤井義晴，渋谷知子：低リン条件下における

　植物の生育およびリン吸収の種間差　　「日土肥誌」58

　（2）：180－186（1987）

○安田　環：連作障害について一アレロパシーとの関連

　において一　「肥料」25（通巻48号）：20－25（1987）

○安田　環，藤井義晴，渋谷知子：リン吸収の植物種間

　差とその反応速度論的解析　「農業環境研究成果情報」

　2集：27－28（1986）

○吉村義則＊，西村格他4名＊：造成工法を異にする

　草地の生産と土地保全機能　1．生産量および植生の

　推移　　「草地試研報」35：1－10（1986）

○吉村義則＊，西村格他4名＊：造成工法を異にする

　草地の生産力と土地保全機能　II．浸入能と土壌三相

　分布の推移　「草地試研報」37：17－28（1987）

○安田環：アレロパシーをご存知ですか（その1）（そ

　の2）（その3）　「現代農業」65（8）：278－279（1986），

　65（9）：291－292（1986），65（10）：119－120（1986）

○善林六朗＊，亀谷満朗（岩木を改姓）：CMVの弱毒系統

　によるトマトCMVモザイク病の防除の試み　「植物

　防疫」40（1D：516－520（1986）

　資材動態部

O　BottiniG．A．＊，R．Bottini＊，腰岡政二，R．P．Pharis＊，
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B．G．Coombe＊：Metabolism　of［3H］gibberellin　A5

by　immature　seeds　of　apricot（P耀宛κs召7解6痂召侃一L．）

　「Plant　Physiolj83（2）：137－142　（1987）

○後藤重義：土壌中における重金属活性の制御　　「再生・

　と利用」9（35）：18－25（1986）

○後藤重義　他3名：Hydrolyzable　organic　forms　of

nitrogen　in　some　rice　soil　pro丘1es　as　affected　by

organic　matter　apPlication　「Soil　Sci．Plant　Nutr」

32（4）：535－550（1986）

○伊藤治他2名：EffectsofNO2andO3exposure
alone　or　in　combination　on　kidney　bean　plants：

Amina　acid　content　and　composition　「Soil　Sci．

Plant　Nutr．」　32（3〉：351－363　（1986）

○金沢純：農薬関係標準試料　「ぶんせき」1986（10）：

733－734（1986）

○加藤直人，尾和尚人：施肥リン酸の土層内移動の予測

　「農業環境研究成果情報」2集：51－52（1986）

○片桐政子，上杉康彦：A　survey　of　cross－resistance

between　kasugamycin　and　other　protein　biosy－

nthesis　inhibitors　inρ：y万6z6如7乞‘z　o勿y2‘z6

　「」．Pesticide　Sci．」　11（3〉：473－474　（1986）

○昆野安彦：Time－1ag　between　sex　pheromone

content　and　the　calling　behavior　in　the　yellow

peach　moth，Co％og窃h6sヵ観6渉⑳名罐s（GuENEE）

（Lepidoptera二Pyralidae）　「App1．Ent．Zool」

　21（4）：622－624（1986）

○昆野安彦，宍戸　孝：Structure－resistance　relation－

ship　in　the　organophosphorus－resistant　rice　stem

borer，ChJlo　szφ1〉名召∬‘zl雰　　「J．Pesticide　Sci」11（3）：

　393－399（1986）

○腰岡政二，飯塚宏栄，金沢　純，村井敏信：Photodeg－

　radation　of　octachlorodibenzofuran　in1，4－dioxane

　under　xenon　lamp　irradiation　「Agric．BioL

　Chem」51（3）：949－952（1987）

○腰岡政二，金沢　純，飯塚宏栄，村井敏信：Photo－

degradation　of　decachlorobiphenyl　「Bu1L　Environ，

　Contam．ToxicoL」38（3）：409－415（1987）

○腰岡政二，金沢　純，村井敏信：Photodegradation　of

　an　insecticide，dipropyl　4一（methylthio）phenyl

　phosphate，by　xenon　lamp　「」．Pesticide　Science」

　11（4）：557－562（1986）

○腰岡政二，片桐政子，金沢　純，上杉康彦：Photodeg－

　radation　of　antifungal3，3Ldiindolyl－methane　by

　xenon　lamp　「」。Pesticide　Science」11（4）：

　619－621（1986）

○腰岡政二，金沢　純，村上　浩＊：IdentiHcation　of

gibberellins　A1，Ag，A17and　A20in　immature　seeds

of　P宛h666110δiκ窺彫廊zooαゆπ窺BENTH　　「Agric．

BioL　Chem」50（7）：1899－1901（1986）

○栗原淳：有機系廃棄物，とくに汚泥類の農用地還元と

環境影響　　「環境情報科学」16（1）：17－24（1987）

OMoore，P．H．，R．P．Pharis．，腰岡政二：Gibberellins

in　apical　shoot　meristems　of　flowering　and　vegeta－

tive　sugarcane　「J．Plant　Growth　Regulation」

5（2〉：101－109（1986）

○村上　浩＊，腰岡政二，A．S．Mamat＊：Gibberellins

in　immature　seeds　of　winged　bean－ln　comparison

with　some　other　legumes　「JARQ」20（4）：

225－228（1987）

○村上敏文＊，屋和尚人，態沢善久雄＊：The　effect　ofsoil

conditions　and　nitrogen　form　on　N20evolution　by

denitrification　　「Soil　Sci．Plant　Nutr．」33（1）：

35－42（1987）

○村上敏文＊，屋和尚人，熊沢喜久雄＊：A　new　method

for　the　simultaneous　determination　of　the　amomt

of　N20evolved　from　soil　and　its　N－15abundance

　「Soil　Sci．Plant　Nutr．」32（4），503－510（1986）

○能勢和夫：農薬の溶脱性試験法　　「植物防疫」40（7）：

339－342（1986）

○能勢和夫：A　method　for　determing　the　leaching

property　of　pesticidesthrough　soi1　「日農薬誌」11

（1）：1－7（1986〉

○岡村和夫＊，三森文講＊，伊藤　治　他2名：Phospho－

rylation　and　oxidative　phosphorylation　in　intact

　cells　and　chromataphores　of　an　aerobic　photo－

　synthetic　bacterium，E群h名o加惚7sp．strain　OCh－

　114　　「J．Bac」168：1142－1146　（1986）

○尾和尚人：多量要素動態研究の現状と展望　　「肥検回

　報」39（3）：22－29（1986）

○杉原　進：反応速度論による汚泥窒素の無機化予測

　「新しい技術」24集：130－134（1986）

○杉原　進：反応速度論による有機性汚泥窒素の肥効特

　性評価と異なる温度条件下での無機化予測　　「農業環

　境研究成果情報」2集：53－54（1986）

○鈴木隆之，山田忠男：除草剤ピラゾレートの新分析法

　「農業環境研究成果情報」2集：47－48（1986）

○鈴木隆之，山田忠男：除草剤ピラゾレートの水田土壌

　及び田面水中における消長　「農業環境研究成果情報」

　2集：49－50（1986）

○田中喜之，千坂英雄＊，坂　斉＊：Movementof

　paraquat　in　resistant　and　susceptible　biotypes　of

　E万96名o％／）h露α46々）h乞α6s　and　Eαz多z‘z46銘sゑs　「Physiol．
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Plant」　66（4）：605－608　（1986）

○上路雅子，富澤長次郎＊：Insect　toxicity　and　anti－

acetylcholinesterase　activity　of　chiral　isomers　of

isofenphos　and　its　oxon　　「」．Pesticide　Sci．」11（3）：

447－451（1986）

○渡辺久男，小林慶規＊：X－ray　induced　transport　of

inorganic　elements　in　a　living　rice　leaf　as　observed

with　X－ray　fluorescence　element　mapPing　spectro－

metry「Agric．　BioL　Chem」50（8）　：　2077－

2082（1986）

○渡辺久男：リン酸肥料中のRIと農耕地での分布・動

態「RADIOISOTOPES」35（9）：67（1986）

○渡邊裕：肥料と土壌改良資材一新素材の開発を夢見

　て一　「季刊肥料」24（通巻47）：8（1986）

○渡邊裕：有機性汚泥の研究成果の概要　「再生と利

用」10（通巻36号）：13－16（1987）

（3）学会報告

企画連絡室

日本芝草学会（1986．5）

○都留信也：芝草に関連するバイオテクノロジー

日本農業気象学会気象災害研究部会（1986．5）

○内島立郎：東北地方の冷害と対策

環境管理部

日本草地学会（1986．10）

○秋山　侃，山形与志樹，芝山道郎：牧草および作物

　の分光反射特性　1．バイオマスの推定

○秋山　侃，芝山道郎，山形与志樹：牧草および作物

　の分光反射特性　2．作物種の判読

日本草地学会（1987．4）

○秋山　侃，山形与志樹，芝山道郎：牧草・作物の分

　光反射特性　（3〉航空機MSSによるトウモロコシの

　現存量推定

○斎藤元也＊，山脇由紀代＊，高井愼二＊，秋山　侃，芝

　山道郎，山形与志樹，福原道一，安田嘉純＊，江森康

　文＊：赤外カラー写真による草地診断　一分光反射

　強度による生育解析一

〇塩見正衛＊，秋山　侃，高橋繁男＊：草地生態系の生

　産力のシステム分析法に関する研究

○斎藤元也＊，山脇由紀代＊，福原道一，安田嘉純＊，江

　森康文＊：草地環境把握のための簡易リモートセン

　シングシステムの作成

○山脇由起代＊，斎藤元也＊，福原道一，安田嘉純＊，江

　森康文＊：ランドサットTMデータによる分光特性

　の解析

○山脇由起代＊，斎藤元也＊，前野休明＊，福原道一，安

　田嘉純＊，江森康文＊：ランドサットTMデータによ

　る草地を中心とした地表被覆分類一階層ネット構

　造に基づく系統分類法一

農村計画学会（1987．4）

○井手　任，原田直國，守山　弘，横張　真：農村緑

　地の保全と創造　（1）種子供給から見た二次林・屋敷

　林の役割

○守山　弘，原田直國，井手　任，横張　真：農村緑

　地の役全と創造　（2）種子運搬者としての果実食鳥に

　ついて
○横張　真，福原道一，守山　弘，井手　任，原田直

　國：ランドサットTMデータによる平地林の分布

　判読
植物病理学会（1986．11）

○佐々木昭博：Prologによる植物病理細菌同定支援

　プログラムの試作

日本都市計画学会（1986．11〉

○松森堅治，井手　任，岩元明久：探索的手法による

　都市周辺の農村地域における混住化の把握について

○横張　真：大都市近郊における樹林地の変容構造に

　関する研究
日本環境学会　　（1986．6）

○原田直國，井手　任，守山　弘：帰化植物の侵入が

　存来植物の種子散布に与える影響

○守山　弘，原田直國，井手　任：種子散布時期の違

　いに基づく林の種構成の多様性

日本写真測量学会（1986．5）

○斎藤元也＊，高井愼二＊，秋山　侃，芝山道郎，山形

　与志樹，福原道一：気球による赤外カラー空中写真

　を利用した草地の生育調査法

日本写真測量学会（1987．4）

○山脇由起代＊，斎藤元也＊，福原道一，安田嘉純＊，江

　森康文＊：論理的手法を用いたランドサットTM

　データによる地表被覆分類

○星　　仰＊，石田憲治：リモートセンシングによる総

　合農業基盤の確立　一既耕地の高度利用のための要

　因分析一
日本応用動物昆虫学会（1986．6）

○宮井俊一：トラップデータの時系列解析

○多々良明夫＊，宮井俊一，古橋嘉一＊：チャノキイロ

　アザミウマ（S617渉o！h7ゆs40鱈α漉Hood）のカンキ

　ツ園における個体数変動のモデル化の試み

○山村光司，法橋信彦，松井武彦＊，上田康郎＊，小森

　隆太郎＊：イネ縞葉枯病の疲学モデル

○山村光司，法橋信彦，松井武彦＊，上田康郎＊，小森
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　隆太郎＊：ヒメトビウンカの個体数変動の分析

日本応用動物昆虫学会（1987．4）

○宮井俊一：イネ萎縮病とツマグロヨコバイの分布範

　囲の差異一数理モデルによる解析

○山村光司：個体数一コロニー数モデル

日本農業気象学会三支部合同大会（1986．10）

　○青木正敏＊，鈴木義則＊，平ノ内学＊，杉村俊郎＊，秋

　山　侃，山形与志樹：NOAA・国土数値情報データ

　によるメッシュ気候資源評価　（1）夜間温度におよぼ

　す地形の影響

水質汚濁学会（1987．3）

　○尾崎保夫，増島　博，井磧　昭：牛久沼周辺台地に

　おける井戸水の年問水質変動（II）一農村地域と都市

　化地域の比較一

日本土壌肥料学会（1986．4）

　○小山雄生，須藤まどか＊：牧草による希土類元素の吸

　収
日本土壌肥料学会関東支部会（1986．10）

　○福原道一：ランドサットTMデータの解析一表面

　土壌の分光特性

　○駒村美佐子，結田康一：ガンマ放射体核種の本邦土

　壌における分布と動態　（2）一三面川流域（新潟県）

　○結田康一：土壌負荷放射性ヨウ素の水稲子実部への

　移行率
　○斎藤元也＊，高井慎二＊，秋山　侃，芝山道郎，山形

　与志樹，福原道一：草地生育診断への赤外カラー気

　球写真の利用法

日本土壌肥料学会（1987．4）

　〇三輪容太郎：わが国の食飼料供給に伴う養分の動態

日本作物学会（1986．10）

　○秋山侃，石川守＊，H．Soemarman＊，M．

　　Dimyati＊：ランドサットデータを用いた土地評価

　　手法の開発

　○芝山道郎，山形与志樹，秋山　侃：圃場用分光セン

　　サを使った水稲生育情報の追跡　V．微分スペクト

　　ルによる収量予測

　○鳥越洋一＊，山形与志樹，秋山　侃：航空機MSSに

　　よる作物生育情報の判読　（4）農家圃場における水稲

　　の出穂期並びに収量予測

　○山形与志樹，秋山　侃，芝山道郎：航空機MSSによ

　　る作物生育［青報の判読　（3）作物分光特性の統計的判

　　別

日本作物学会（1987．4）

　○秋山　侃，芝山道郎，山形与志樹，加藤　肇：圃場

　　用分光センサによる作物の各種ストレスの検出　L

　イネいもち病の病勢進展と分光反射スペクトルの経

　時変化

○秋山　侃，山形与志樹，芝山道郎：航空機MSSによ

　る作物生育情報の判読一農家圃場における作目判読

○芝山道郎，秋山　侃，山形与志樹：圃場用分光セン

　サによる作物の各種ストレスの検出　II．肥料レベ

　ル，遮光，落水処理が反射スペクトルに及ぼす影響

○芝山道郎，山形与志樹，秋山　侃：圃場用分光セン

　サを使った水稲生育情報の追跡　VL反射スペクト

　ルの2次加工による立毛籾収量推定の精度向上につ

　いて
○芝山道郎，秋山　侃，山形与志樹：圃場用分光セン

　サを使った水稲生育情報の追跡　VIL出穂直前の桿

　葉鞘でんぷん量の推定可能性

　○山形与志樹，芝山道郎，秋山　侃：全天候型圃場モ

　ニタリング装置による計測　一LAI，地上乾物重の

　推定一

　〇山形与志樹，秋山　侃，芝山道郎：衛星データによ

　る洪水被害の把握一茨城県澗沼周辺の水稲被害一

昭和62年度日本農学大会シンポジウム（1987．4）

　○福原道一：ランドサット利用による土壌の情報化と

　その応用

X皿Congress　of　the　international　society　of　soil　science

　（1986．8）

　○結田康一：Dynamics　of　iodine　in　the　soil　and

　plant　system　of　the　world

理工学における同位元素研究発表会（1986．7）

　○小山雄生，須藤まどか＊，米山忠克＊：乳牛臓器中の

　炭素・窒素同位体比（δ13C，δ15N）の変動について

　○須藤まどか＊，米山忠克＊，小山雄生：反スウ家畜の

　消化管における飼料のδ15N値の変化

第5回電子計算機利用研究発表会（1986．12）

　○松森堅治，井手　任，岩元明久：探索的手法による

　都市周辺の農村地域における混住化の把握について

環境資源部

日本農業気象学会（1986．5）

○林　陽生：群落モデルの風洞実験

○井上君夫，佐々木忠勝＊：水田微気象予測システムの

　開発
○井上君夫：水田・畑土壌におけるCO2の拡散と土壌

　面フラックス

○加福領二：放射冷却実験用曲面の試作

　○小林和彦，岡田益己：水稲の光エネルギー利用に及

　ぼす環境要因の影響
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○岡田益己，安部　章＊：白菜の生育と光条件の関係

○岡田益己，小林和彦：水稲の光吸収一乾物変換過程

　の定式化

○岡田益己，川方俊和＊，氷高信雄：水稲の発育予測法

　の検討

○奥山富子，井上君夫：街路空間内の微気象　（1）モデ

　ル街路空間内の放・熱収支

○清野　諮＊，内嶋善兵衛：CO、濃度倍増条件下におけ

　る農業気候資源の予測

○清野　諮＊，内嶋善兵衛：自然植生の純一次生産力の

　農業気候学的評価（4）

○高橋英紀＊，中川清隆＊，林　陽生：中国海南島の強

　風災害について

○竹澤邦夫：作物生体重および吸水量の連続測定

○内嶋善兵衛，清野　翻＊：自然植生の純一次生産力の

　農業気候学的評価（3）

日本農業気象学会（1987．4）

○陳　青雲＊，岡田益己，相原良安＊：べたがけ資材の

　赤外放射特性と通気性の評価

○林　陽生，加福領二，川島茂人：大麦圃場における

　穂揺れの観測

〇五十嵐大造＊，岡田益己：べたがけによるキャベツ凍

　害の防止効果

○井上君夫，久米信夫＊，奥山富子：街路空間内の微気

　象　（2）シラカシ街路空間における二次元温度分布

　○川方俊和＊，岡田益己：水稲の幼穂形成始期と出穂日

　の予測モデル

　○小林和彦：PRISMを用いた水稲の生長解析一気

　温，日射量の影響一

　〇小林和彦：大気質オゾンが関東地方の農作物収量に

　及ぼす影響の予備的評価

　○岡田益己，五十嵐大造＊：べたがけ下の環境と作物生

　育の特徴

　○岡田益己，小林和彦：水稲の生長予測モデル

　　（PRISM）

　○竹澤邦夫：作物の蒸散量と水蒸気拡散抵抗の連続測

　定
　○鳥谷　均＊，林　陽生：ドラッグメーターによる運動

　量フラックスの評価

日本農業気象学会関東支部例会（1986．10）

　○川島茂人：アメダスデータの補間に関する研究　毎

　時気温値の幾何学的補問法について

日本土壌肥料学会（1986．4）

　○天野洋司，太田健：生成環境の異なる耕地および

　　未耕地土壌中のリンの蓄積状態一北海道の水分状況

　　を異にする数種の黒ボクの土の例

○太田　健，天野洋司：排水を異にする十勝火山灰土

　中の微量元素（その2）

○谷山一郎，石原　暁，芝山道郎，前田乾一：近赤外

　線反射法による土壌水分測定

日本土壌肥料学会関東支部会（1986．10〉

○福士定雄：土壌カラムによる家畜尿汚水中のNH4

　の硝化

○石原　暁，永塚鎮男＊：八重山の黒色土類似土壌の分

　布とその生成について

○岩間秀矩，箱山　晋＊：ブラジル・オキシゾル畑地に

　おける土壌侵食

○加藤英孝，秋山良司＊，森下豊昭＊，久保田徹：水分

　移動に伴う沖積土，火山灰土カラム中の陰イオンの

　移動
　○木方展治，山崎慎一，津村昭人：水田施肥が土壌水

　中窒素濃度に与える影響

　○久保井徹＊，藤井國博，合田　健＊：下水汚泥の施用

　　と環境保全一特別研究の成果から

　○谷口義雄，秋山　豊，南條正巳：不飽和型土壌浸透

　カラムの除りん機能

　○谷口義雄，南條正巳，秋山　豊：茶園土壌中のリン

　酸の垂直分布とリン酸収支の試算

　○谷山一郎，石原　暁，小原　洋，太田　健，上野義

　視：傾斜地畑における微地形と土壌移動の関係

　○山崎慎一，津村昭人，木方展治：科学万博会場から

　の排水の水質

　○山口武則＊，藤井國博，一条喜美雄＊：筑波地域の降

　雨とその成分

日本土壌肥料学会シンポジウム（1987．4）

　〇三土正則：わが国の水田土壌の分類上の位置

日本作物学会（1987．4）

　○小林和彦：外的要因が生長要素の線型式で表される

　　モデルの挙動に及ぼす影響の評価法

大気汚染学会（1986．11）

　○野内　勇：光化学オキシダント（オゾン，PAN）に

　　より誘起される植物葉中の蛍光物質

日本土壌動物学会（1986．5）

　○中村好男：無耕起畑の中型土壌動物

日本化学会（1986．10）

　○南條正巳：アロフェン質黒ボク土とリン酸イオンお

　　よびリン酸肥料との反応生成物

日本草地学会（1986．10）

　○早川嘉彦，近藤　煕＊：草地の簡易更新に関する研究

　　第3報　地下茎型イネ科草種優占草地の抑圧法

　○早川嘉彦，能代昌雄＊：北海道根釧地方における永年

　　草地の簡易更新に関する考察



92 農業環境技術研究所年報　昭和61年度

日本草地学会（1987．4）

　○早川嘉彦・三浦　周＊・小関純一＊：北海道東部の放

　牧草地の植生の実態とその関連要因

日本計量生物学会（1987．4）

　○竹澤邦夫：ノンパラメトリック平滑化の応用

応用統計学会（1987．4）

　○竹澤邦夫：メンバーシップ関数を用いたデ～タ解析

日本農芸化学会（1987．4）

　○竹内道雄＊，一島英治＊，早野恒一：水田土壌プロテ

　アーゼの特性

日本農芸化学会関東支部大会シンポジウム（1986．10〉

　○久保田　徹：土壌化学の進歩と土壌改良

国際土壌学会（1986．8）

　○浜崎忠雄：Characteristic　features　of　moisture

　regime　in　paddy　soil　of　Japan．

土壌物理研究会シンポジウム（1986．10）

　○木方展治，結田康一，渡辺久男：圃場における土壌

　溶液の採取法

　○久保田徹：土壌診断における土壌の物理性の位置

　づけ
　○遅沢省子：土壌のガス拡散係数の測定法

総合学術研究集会（1986．ll）

　○中村好男：作物と土壌生物の共存共栄をめざして

毛管浄化研究会（1987．3）

　○中村好男：処理施設の土壌動物出現の特性

環境生物部

日本雑草学会（1987．4）

○藤井義晴，渋谷知子，米元志保＊，安田　環：発芽・

　生育試験による他感物質の検索

○根本正之，是永博基＊：エゾノギシギシの生態的防除

　に関する研究　（4）裸地の形状の違いがエゾノギシ

　ギシの生育におよぼす影響

○西村　格，大賀宣彦＊：内蒙古草原の植生と環境保護

○堀江秀樹：土壌蓄積リンを有効に利用しうる植物の

　探索　第2報　難溶性リン利用能の植物種間差

　○佐藤光政，宇佐美洋三，小泉　博：雑草の抽出液が

　作物種子の発芽と幼根の伸長におよぼす影響

日本草地学会（1987．4）

　○塩見正衛＊，佐藤光政，宇佐美洋三，小泉　博：トウ

　モロコシの生長・生産モデルの骨格

日本生態学会（1987．4）

　○小泉博：暖温帯と冷温帯域におけるイチヤクソウ

　属（乃名oZ4）の物質生産過程

日本生態学会関東地区大会（1987．2）

　○塩見正衛＊，佐藤光政，宇佐美洋三，小泉　博：落花

　生の生長・生産モデル

日本植物病理学会（1987．3－4）

○畔上耕児，西山幸司，加藤　肇：鉄欠乏条件下にお

　けるA躍40吻on偽伽吻痂の生育，トロポロン生

　産及びタンパク質生産

○深谷雅博＊，花田　薫＊，亀谷満朗，小出仁士＊：水耕

　栽培のトマトから分離されたタバコネクロシスウイ

　ルス（TNV）について
○福本文良，栃原比呂志＊：6種ウイルスの凍結および

　凍結乾燥保存中の活性変化

　○吉屋成人＊，土屋健一，松山宣明＊，脇本　哲＊：非病

　原性飛側40吻0襯s　glκ解磁によるトマト青枯病発

　病抑制の機作

　○浜屋悦次，大久保博人：植物病原糸状菌の簡易同定

　法
　○本問善久，佐藤善司，白浜晴久＊，平山復志＊，鈴井

　孝仁：土壌病害を抑制するみ6躍o別oηαs　o砂α磁

　の生産する抗菌物質

　○菊武和彦＊，松山宣明＊，土屋健一，脇本　哲＊：

　Xo魏ho別o照s属細菌による抗糸状菌物質の産生

　○小林紀彦：VA菌根菌と土壌病害　1．VA菌根菌

　の単為接合胞子形成とその発芽

　○松田　泉，佐藤善司：酵素標識抗体法によるイネも

　み枯病細菌の検出

　○中山喜一＊，亀谷満朗，手塚徳弥＊：栃木県のユウガ

　オに発生するウイルスとインゲンマメ品種のカボ

　チャモザイクウイルスに対する反応

　○西山幸司，他7名：トビイロウンカの共生細菌由来

　の新抗生物質アンドリミドの抗菌スペクトル

　○王　志偉＊，土屋健一，松山宣明＊，脇本　哲＊：NTG

　処理により誘発した薦6躍0彫0照s　g伽彫磁変異株

　のプラスミドについて

　○小川　奎＊，渡辺　健＊，土屋行夫，戸嶋邦子＊：非病

　原性フザリウム菌の製剤化に関する研究　第2報

　菌体の真空凍結乾燥

　○鈴井孝仁，宮下清貴：ジャガイモ亀の甲症をおこす

　病原菌について

　○田代暢哉＊，宮下清貴，脇部秀彦＊，鈴井孝仁，松尾

　良満＊：強酸性土壌で発生するジャガイモそうか病

　　に関与するStreptomyces属菌

　○土屋健一　他3名：ナシさび色胴枯病の病原細菌

　○土屋行夫，植松清次＊，小野木静夫＊，亀谷満朗：ダッ

　　チアイリスの心腐病（新称）

　○脇本　哲＊，古屋成人＊，櫛間義幸＊，土屋健一，松山

　　宣明＊：∫初κ40別0襯s　gl襯磁によるトマト青枯病

　　の生物的防除
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○八重樫博志：いもち病菌分生胞子プロトプラストの

　分離，精製，再生および融合

日本植物病理学会夏季関東部会（1986．7〉

○畔上耕児，西山幸司，加藤　肇：イネ苗立枯細菌病

　菌の選択培地とそれを用いた分離結果

○福本文良，花田　薫＊，楠木　学＊，伊藤善文＊，亀谷

　満朗：グラジオラスから分離されたソテツえそ萎縮

　ウイルス

　○西山幸司，小林達男＊，畔上耕児，渡辺康正＊：

　R6％40吻o％召s　o卯yoφh夕llぎによるスターチス萎ちょ

　　う細菌病（新称）

日本植物病理学会秋季関東部会（1986．11）

　○福本文良，栃原比呂志＊：凍結乾燥保存された3種

　Cucumovirusの活性比較

　○松田　泉，佐藤善司：移植後から登熟期までのイネ

　　もみ枯病病原細菌の生態

　○土屋行夫，大久保博人，亀谷満朗，浜屋悦次：植物

　病原糸状菌の液体窒素保存における凍害防止剤およ

　　び凍結方法の検討

日本植物病理学会　昭和61年度植物感染生理談話会

　（1986．7）

　○本間善久：菌糸融合群からみたイネ紋枯病菌

日本植物病理学会　第13回土壌伝染病談話会

　（1986．10）

　○本間善久：細菌による土壌伝染病の生物的防除

日本応用動物昆虫学会（1986．6）

　○日高輝展：イチモンジカメムシの若令期及び成虫の

　　摂食行動

　○池内まき子：ホソヘリカメムシの生育と寄主植物の

　　存在

　○板垣紀夫＊，小山健二：完全合成飼料によるニセラー

　　ゴカブリダニの人工飼育

　○岸野賢一他6名：ツマグロヨコバイ抵抗性中間母

　　本水稲「奥羽PL　1」の育成

　○小山健二，高山隆夫＊，三橋　淳＊，岸野賢一：ヒメ

　　トビウンカに対するカマバチの野外での時期別寄生

　　率ならびに実験室内での飼育法

　○皆川　望，水久保隆之：日本産CZOSSO彫解0．！糖0．

　　6名OSSO麗郷召，S顔6Sρ初鰯α属線虫について

　○水久保隆之，皆川　望：日本に産する0蜘1¢螂h％s

　　属とF漉解h欝属の二種について

　○森本信生，岸野賢一：イネミズゾウムシの休眠

　　4一休眠期における光周反応の時期的変化一

　〇西沢務：伽勧吻ρ伽6惚郷の一系統のシスト

　　センチュウ密度抑制効果

　○野田隆志：ヘリカメクロタマゴバチの既寄生寄主識

　別能力と産卵経験について

○杉江　元，玉木佳男：カンシャクシコメツキ類の生

　態と防除に関する研究

○杉江　元，玉木佳男：キンモンホソガ合成性フェロ

　モンの製剤化のための基礎試験

○玉木佳男，杉江　元：ヒメコガネの性フェロモン

日本応用動物昆虫学会（1987．4）

　○青木嚢児＊，志賀正和：ウリミバエに寄生する疫病菌

　について

○日高輝展：イチモンジカメムシの摂食行動に及ぼす

　温度の影響

○池内まき子：ホソヘリカメムシの産卵，摂食と寄主

　植物
　○釜野静也：ホソヘリカメムシの生育・産卵とアスコ

　ルビン酸

　○川崎建次郎，杉江　元：風洞内におけるミツモンキ

　　ンウワバ雄成虫のトラップによる捕獲

　○岸野賢一，森本信生，小山健二：航空機による長距

　離移動性昆虫の採集と発生予察への利用

　○小山健二，高山隆夫＊，三橋　淳＊，岸野賢一：ヒメ

　　トビウンカの天敵クロハラカマバチの継代飼育法

　○皆川　望，水久保隆之：沖縄・大分・北海道から検

　　出された日本未記録のネグサレセンチュウ

　○水久保隆之，中園和年＊：富山県のチューリップ発病

　　土壌から検出されたR漉曜h総属線虫について

　○森本信生，岸野賢一：イネミズゾウムシの休眠

　　5一高温条件における休眠期の光周反応

　○西沢務：陸稲連作圃場におけるイネシストセン

　　チュウの密度の盛衰とそれに関与する天敵出芽細菌

　○野田隆志，広瀬義躬＊：ヘリカメクロタマゴバチとカ

　　メムシタマゴトビコバチの種問競争

　○志賀正和，仲盛広明＊：沖縄本島におけるウリミバエ

　　成虫の性比と野性雌産下卵の艀化率　一密度抑圧防

　　除および不妊虫放飼の効果一

日本応用動物昆虫学会ワークショップ（1986。6）

　○野田隆志：ヘリカメクロタマゴバチの性比調節

日本昆虫学会関東支部会（1986．12）

　○吉松慎一：キヨトウ類（鱗翅目・ヤガ科）の幼虫形

　　態について

日本熱帯農業学会（1987．4）

　○志賀正和：果実害虫ミバエ類の根絶

日本動物行動学会（1986．12）

　○日高輝展：イチモンジカメムシの産卵選択

　○川崎建次郎：ハスモンヨトウとチャノコカクモンハ

　　マキの雌発見法のちがい

日本農薬学会　農薬生物活性研究会シンポジウム
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　（1987．4）

○鈴井孝仁：拮抗・共生微生物利用による病害防除

中国環境科学会Sym．Grassl。Environ．Protec．（1986．7）

○西村格：Relationshipbetweenconservationof

　vegetation　and　weeds　in　sown　grasslands　in

　Japan．
第14回国際微生物学会（マンチェスター）（1986．9）

○畔上耕児，西山幸司，渡辺康正＊：Rapid　methods

　for　the　detection　and　identi丘cation　of　the　patho－

　genic　bacterium　of　seedling　blight　of　rice．

Intemational　Conference　on　Tropical　Entomology

　（1986．9）

○日高輝展，N．Widiarta：Strategy　of　rice　gall

　midge　control　in　Indonesia．

Intemational　Workshop　on　Rice　Seed　Health（Philip－

pines）　IRRI（1987．3）

　○加藤　肇，大畑貫一，L．P．Kaurau＊，Y．H．Lee＊：

　Fungal　diseases　of　rice　seeds

XVl”th　Intemational　Symposium　of　the　European

　Society　of　Nematologists（1986．9）

　○西沢務：Onastrainof勘s勧吻熊麗∫名朋s
　parasitic　to　cyst　nematodes．

第5回電子計算機利用研究発表会（1986．12〉

　○畔上耕児，西山幸司，加藤　肇：植物病原細菌の分

　類・同定における電子計算機の利用

資材動態部

日本農薬学会（1987．3）

○昆野安彦，宍戸　孝：ニカメイガの有機リン殺虫剤

　抵抗性機構（第8報）協力剤　（3）

○鈴木隆之，山田忠男，中村幸二＊：微生物による芳香

　族塩素化合物の還元的脱塩素（第2報）クロロフェ

　ノール類の脱塩素

○上路雅子，富澤長次郎＊：Isofenphos光学異性体の

　イエバエにおける比較代謝

日本農芸化学会（1987．4）

○吉田　充，能勢和夫：殺菌剤処理による灰色カビ病

　菌菌糸中の水のスピンー格子緩和時間（T1）変化

日本応用動物昆虫学会（1986．6）

○昆野安彦，宍戸　孝：ニカメイガの有機リン殺虫剤

　抵抗性機構（第7報）協力剤　（2〉

○上路雅子，富澤長次郎＊：有機リン剤isofenphos光

　学異性体の酸化的活性化による殺虫力の発現

日本応用動物昆虫学会（1987．4）

○昆野安彦，宍戸　孝：ニカメイガの有機リン殺虫剤

　抵抗性機構（第9報）協力剤　（4）

日本環境学会（1986．12）

○飯塚宏栄，吉原貴仁＊：水田除草剤CNPとその関連

　化合物の測定

日本昆虫学会関東支部会（1986．4〉

○小池久義，酒井清六＊，寺田浩司＊：ハサミムシの体

　液分画，その他

日本雑草学会（1986．4）

○佐藤銚子＊，佐藤　守＊，鈴木隆之：ペンディメタリ

　ンの土壌微生物による分解

日本雑草学会（1987．4）

○佐藤眺子＊，佐藤　守＊，鈴木隆之：土壌細菌による

　ペンディメタリンの分解及びその菌学的性質

○鈴木隆之，山田忠男：除草剤と関連化合物の還元的

　脱塩素

○山田忠男，P．Krasaesindhu＊，C．Maneechote＊，

　K．Chaiyamart＊：Residue　ofatrazineincom且eld

　soils　of　Thailand

国際農薬化学会議（1986．8）

○腰岡政二，片桐政子，金沢　純，上杉康彦：Stability

　of3－3シーdiindolylmethane　under　xenon　lamp

　irradiation

O上路雅子，富澤長次郎＊：Bioactivation　of　chiral

　isofenphos　（0－ethyl　O－2－isopropoxy－

　carbonylphenl　isopropylphosphoramidothioate）

　○上杉康彦，吉田　充，片桐政子，能勢和夫：Mode　of

　fungicidal　action　of　a　phosphoramidate　on

　py万oz6め万‘z　o勿y246in　relation　to　the　fungal　resist－

　ance　to　phosphorothiolate　fungicides

　O吉田　充，能勢和夫，D．Lalithakumari＊，上杉

　康彦：A　novel　method　for　observation　ofeffect　of

　fungicides　on　transmethylation　in　the　intact

　myceliaof乃7魏1α吻o那磁
タイ雑草学会（1986．5）

　○山田忠男：Some　problems　on　herbicide　in　Japan

タイ雑草学会　特別セミナー（1986．6）

　○山田忠男：Problems　on　herbicide　use

第10回日本水質汚濁研究協会セミナー（1986．6）

　○金沢　純：農業における化学物質の管理

日本土壌肥料学会関東支部会（1986．10）

　○伊藤　治，尾和尚人，加藤直人，小林　均：ケイ素

　の安定同位体の質量分析による測定

　○尾和尚人，小林　均，伊藤　治，加藤直人：30Si標識

　ケイ酸カルシウムの合成

日本農芸化学会（’1986．4）

　○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，
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マンガンの移行状態

（4）その他

企画連絡室

○都留信也：バイオテクノロジーから見た生物生産シス

　テムの海外現況と将来展望　第1回農業ハイテクノロ

　ジー・シンポジウム（東京）（1986．4）

○都留信也：植物工場から得るものは何か　施設園芸新

　技術展特別対談（東京）農経しんぽう（1986．5）

○都留信也：ハイテクのポイント（バイオセンサー，分

　子識別素子と電極組合せ）中小企業振興（新聞）

　（1986．6）

○都留信也：ハイテクのポイント（バイオテクノロジー，

　人工酵素の設計と合成）中小企業振興（新聞）

　（1986．7）

○都留信也：ハイテクのポイント（バイオテクノロジー，

　デンプンの高度利用）中小企業振興（新聞）（1986．7）

○都留信也：ハイテクのポイント（ハイテクノロジー，

　食品成分の分光定量分析）中小企業振興（新聞）

　（1986．8）

○都留信也：食菌性アメーバは貴重な天敵　日本農業改

　良普及協会，みどり（諭（雑誌）（1986．8）

○都留信也：バイオマス・エネルギー　電力空調研究会

　誌（1986．10）

○都留信也：水稲の根圏環境について　一土壌微生物の

　生育環境及び生物間の相互作用一　稲作研究会（筑波）

　（1987．1〉

○都留信也：魅力的な微生物殺虫剤一BT剤　日本農業

　改良普及協会，みどり（36）（雑誌）（1987．2）

○内島立郎：農業生産と気候　気象庁気候問題懇談会

　（東京）気象庁（1987．1〉

環境管理部

○秋山　侃：ハイテク最前線　一農業におけるリモート

　センシングー　ラジオ短波「おはよう農林水産省」農

林放送事業団（1986．11）

○秋山　侃：Monitoring　and　management　of　agri－

　cultural　resources　by　remote　sensing　technology

　JICA特設リモートセンシング技術研修（筑波）　リ

　モートセンシング技術センター（1986．11）

○秋山侃：Resources　inventory，evaluation，

　management　and　development　of　the　sensor

　systems．JICAリモートセンシング研修（筑波）　リ

　モートセンシング技術センター（1986．4）

○秋山　侃：画像解析における最近の話題　昭和61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（1986。11）

○藤井義典＊，秋山　侃：The　application　of　remote

　sensing　techniques　on　agriculture　in　Japan　－The

　present　and　future一　第5回アジア農業シンポジウ

　ム（熊本）　九州東海大学（1986。11）

○法橋信彦：生態学における数理モデル1　昭和61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（1986．11）

○神山啓治：計算センターライブラリーの利用　昭和

　61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

　（1987．1）

○駒村美佐子1農業生産環境における天然放射性核種の

　動態解析　環境放射能安全研究成果報告会（東京）原

　子力安全委員会（1987．3）

○小山雄生：家畜消化管内のδ』15Nの変動　Stable　Iso－

　topesサロン（東京）働サントリー生物有機科学研究

　所（1987．1）

○増島　博：「耕地生態系の変動と農業生産の調和」に

　関するシンポジウム（東京）　日本学術会議・地域農学

　研究連絡委員会（1986．12）

〇三輪容太郎：わが国の有機物動態と地力　畜産施設協

　会研究会（東京）　農業技術会館（1986．7）

○宮井俊一：非線型回帰　昭和61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（1986．11）

○宮井俊一：非線型回帰　昭和61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（1987．1〉

○守谷茂雄：Formulations　and　application　methods

　of　pesticides国際協力事業団農薬利用研修コース

　（神戸）　（1987．3）

○守谷茂雄：害虫防除剤　植物防疫研修会（東京）　日本

　植物防疫協会（1986．9および1987．1〉

○守山　弘：屋敷林・二次林の配置が持つ生態学的役割

　全国農業高校造園部門東日本大会（石岡）　全国農業高

　校造園部門連絡会（1986．10）

○織田健次郎：時系列解析　昭和61年度都道府県農林

　水産関係研究員短期集合研修（筑波）　農林水産技術会

　議事務局（1986．11）

○織田健次郎：時系列解析　昭和61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（1987．1）

○奥津喜章＊，平山正賢＊，須賀立夫＊，金　忠男＊，佐々

　木昭博：陸稲育種におけるデータベースの利用　第5

　回電算機利用研究発表会（筑波）　農林水産技術会議事
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務局（1986．12）

○大塚雍雄：重回帰分析，実験計画法　昭和61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（1986．11）

○大塚雍雄：実験計画法　昭和61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（1987．1）

○佐々木昭博：Basicの基礎　中央畜産技術研修会（マ

　イコン入門〉（白河）　中央畜産会（1986．7）

○佐々木昭博：コンピュータ利用によるデータ処理　国

際協力事業団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（1986．10〉

○佐々木昭博：数値データベースの利用法　一DATA

－710による数値情報のデータベース化一　農学情報

機能部門研修会（筑波）農林水産技術会議事務局

　（1986．11）

○佐々木昭博：多重比較　昭和61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（1986．11）

○佐々木昭博：多重比較　昭和61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（1987．1）

○芝山道郎：作物の生体情報計測　近畿作物育種研究会

　シンポジウム（滋賀県草津市）近畿作物育種研究会

　（1986．8）

○芝山道郎：回帰と相関　昭和61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（1986．11）

○鈴木大助：パソコンによる統計解析用プログラム　昭

　和61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（1986．11）

○鵜飼保雄：分散分析とx2分析　国際協力事業団稲作

　（専修）コース研修（筑波）　国際協力事業団筑波国際

　農業研修センター（1986．10〉

○鵜飼保雄：生物統計　一般職員初級技術研修（東京）

　農林水産研修所（1986．11）

○鵜飼保雄：確率分布・統計的検定と推定　昭和61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（1987．1）

○鵜飼保雄：実験計画法と統計分析の手法　国際協力事

　業団稲作（専修〉コース研修（筑波）　国際協力事業団

　筑波国際農業研修センター（1987．3）

○鵜飼保雄：統計の基礎・検定と推定　昭和61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（1986．11）

○山形与志樹：多変量解析　昭和61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（1986．11）

○山村光司：生態学における数理モデルII　昭和61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（1986．11）

環境資源部

○天野洋司：造成農地の特徴と分類　大学院特別講義

農京農工大学（1987．1）

○藤井國博：雨水の酸性化の実態と地域性　（2）雨水成分

の特性と地域性　第4回農業環境シンポジウム　農業

環境技術研究所（1987．1）

○井上君夫：作物生育診断・予測のための気象情報利用

　に関する研究の現状と問題点（東京）　昭和61年度東

北地域農業研究会（1987．3）

○林　陽生：Synoptic　aspects　on　coldwavein　Hainan

island．Jiangsu　Academy　of　Agricultural　Sciences．

（Republio　of　China）Agricultural　Modemization

Institute　（1986．9）

○林　陽生：穂揺れの風洞実験　風洞研究会（筑波）公

害資源研究所（1986．12〉

○林　陽生：穂波に関する風洞実験について　第33回

　風に関するシンポジウム（東京）　日本建築学会

　（1987．2）

○林　陽生：歪計を利用した穂揺れの風洞実験　筑波大

　学水理実験センター年次研究報告会（筑波〉　筑波大学

　（1987．2）

○小林宏信：サンプリングの理論と実際　環境放射線モ

　ニタリング技術課程（千葉）科学技術庁放射線医学総

　合研究所（1986．10）

○小林宏信：Apphcation　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（1987．2）

○小林宏信：RIの農学への利用　ラジオアイソトープ

　研修部門基礎課程（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（1986．6）（1986．8）（1986．11）

　（1986．12）

○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（1986．4）

○久保田　徹：熱帯土壌　派遣前専門家中期研修（東京）

　国際協力事業団（1986．11）

○中村好男：土壌圏の生物　土壌浄化法基礎講座研修会

　（千葉〉　毛管浄化研究会（1986。9）

○内嶋善兵衛：大気中の二酸化炭素環境　昭和61年度

　気象環境研究会（1987．3）
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○上野義視：土壌侵食に関する最近の問題と研究方向

日本学術会議（東京）　日本学術会議環境工学研究連絡

委員会（1987．3）

○山崎慎一：底質土の重金属の除去と再放出能力の評価

について　昭和61年度第1回公害対策技術研究会（東

京）　農林水産技術会議事務局（1986．12）

環境生物部

○服部伊楚子：イネ科作物害虫と同定　昭和61年度植

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（1986．6）

○服部伊楚子：植物防疫官研修（横浜〉　横浜植物防疫所

　（1986．9）

○服部伊楚子：熱帯の害虫　昭和61年度稲病害虫防除

研修コース（神戸）　国際協力事業団　兵庫インターナ

　ショナルセンター（1986．10）

○釜野静也：検定用生物の供給システム　JICA農薬利

用コース（神戸）　国際協力事業団（1987．1）

○加藤　肇：Epidemiology　of　rice　blast　disease　国際

協力事業団病害虫防除研修コース（神戸）　（1986．7）

○加藤　肇：水稲病害の発生生態　植物防疫研修会（東

京）　日本植物防疫協会（1987。1）

○加藤　肇：水稲の病害と防除　専門防除技術者養成講

習会（東京）　全国農業共済協会（1987．1）

O岸野賢一：水稲害虫の生態と防除　植物防疫研修会

　（東京）　日本植物防疫協会（1986．9）

○岸野賢一：昭和61年度環境技術研修　天敵生物を利

　用した生物制御　一天敵昆虫による害虫の制御一

　（筑波）農林水産技術会議事務局（1986．12）

○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（1987．1）

○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（1987．1）

○小林紀彦：土壌病害に対する発病抑止土壌　静岡県農

　業試験場「微生物を語る会」　静岡県農業試験場

　（1986，5）

○小林紀彦：土壌病害に対する生物防除　神奈川県園芸

　試験場講演会（二の宮）神奈川県園芸試験場（1987．1）

○皆川　望：植物寄生性線虫の分類学の現状と問題点

　農業環境微生物分類研究会（筑波）　農業環境技術研究

　所（1986．10）

○西山幸司：細菌の分類　昭和61年度植物防疫官専門

　研修（植物病理コース）（横浜）　農水省植物防疫研修

　センター（1986．12）

○西山幸司：病原細菌の分離，同定，定量法の最近の進

　歩　昭和61年度果樹課題別研究会（東京）農水省果

樹試験場（1987．2）

○西沢務：Plant　parasitic　nematodes　spreading

with　seeds　or　vegetative　plant　parts，and　their

control　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（1986．6〉

○西沢　務：線虫の生理・生態及び防除法　線虫研修会

　（筑波）　日本植物防疫協会（1986．7）

○西沢　務：線虫の分類　昭和61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（1986．9）

○西沢　務：微生物による線虫の生物的防除　第13回

土壌伝染病談話会（山口）　日本植物病理学会

　（1986．10〉

○西沢　務：天敵微生物による有害土壌線虫の制御　昭

和61年度環境技術研修（筑波）　農林水産技術会議事

務局（1986．12）

○西沢　務：線虫とその防除　第26回植物防疫研修会

　（東京）　日本植物防疫協会（1987．1）

○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（1986．5）

○大畑貫一：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（1986．6）

○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（1986．9），（1987．1）

○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（1986．9）

○大畑貫一：水稲育苗期の病害対策　　「農林技術新報」

　（新聞）　農林技術新報社（1987．2）

○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（1987．3）

○鈴井孝仁：拮抗微生物の拮抗機構とその利用　一拮抗

　微生物と菌根菌の利用一　　「農業環境技術研修資料」

　に所収　農林水産技術会議事務局（1986．12）

○鈴井孝仁：紋羽病の生態と防除　　「山形県植物防疫協

　会資料」に所収（山形）　山形県植物防疫協会（1987．3〉

○安田　環，渋谷知子：水の通り道　NHK教育テレビ

　（1986．6）

○山田昌雄：いもち病防除の注意点　　「農林技術新報」

　（新聞）　農林技術新報社（1986．5）

○山田昌雄：いもち病菌のレース　JICA稲病害虫防除

　集団研修コース（神戸）　国際協力事業団（1986．9）

○山田昌雄：初めての中国の旅　　「農環研ニュースNo。

　9」　農業環境技術研究所（1986．11）

資材動態部

○金沢純：Biologicalconcentrationpotential　of

pesticide　by　aquatic　organisms農薬利用研修コー
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　ス（神戸）　国際協力事業団兵庫インターナショナルセ

　ンター（1987．2）

○金沢　純：化学物質管理の新しい視点　一農薬を例と

　して一　東京都環境科学研究所セミナー（東京）　東京

　都環境科学研究所（1987．2）

○尾和尚人：珪カルの肥効特性に関する研究（3）（東京）

　珪酸石灰肥料研究会（1986．2）

○宍戸　孝：殺虫剤　農業共済専門防除講習会（東京）

　全国農業共済協会（1987．1）

○杉原　進，他5名：土壌微生物活性の熱測定による評

　価　環境科学シンポジウム（61．11）（東京）　環境科学

　シンポジウム実行委員会

○杉原　進：ビジネスマン情報（ハイテク〉一微生物熱

　量計による土壌微生物活性の測定　テレビ東京

　（1987．2）

○渡邊　裕：芝地の維持管理と土壌・肥料　一二，三の

　問題点一　（東京）　関東ゴルフ連盟第13回グリーン

　研究講習会（1986．4）

○渡邊裕：Theuseofnaturalzeoliterocksasasort

　of　soil　improver　of　paddy丘eld．Special　symposium

　for　resources　and　utilization　of　natural　zeolite．（東

　京）　日本学術振興会，鉱物活用第111委員会，天然ゼ

　オライト利用研究分科会（1986．8）

○渡邊裕：土壌改良資材の種類と利用法富山県土壌

　肥料科学研究会30周年記念講演会（富山）富山県土

　壌肥料研究会（1986．11）

○山田忠男：農薬の環境中での挙動　第2回「土壌・地

　下水汚染」シンポジウム（筑波）国立公害研究所

　（1986．12）

○山田忠男：農薬の分解と吸着・溶出における今後の研

　究問題　昭和61年土・水研究会（筑波）　農業環境技

　術研究所（1987．3）

○山田忠男：ダイオキシン等芳香族塩素化合物をめぐる

　最近の諸問題　　「芳香族塩素化合物の微生物分解」に

　関するセミナー（筑波）　農業環境技術研究所（1987．3）
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V．研究・技術協力

1．会議・研究会等

昭和61年度中に開催された当所主催の会議・研究会は下記のとおりである。

会議・研究会名 開催期日 開催場所　　備　考

昭和60年度科技庁重点基礎研究所内成果発表会

一般別枠「移動性害虫」に係るコナガ部門研究打合せ会議

一般別枠「移動性害虫」の移動予知技術関係第2回ワークショップ

有用微生物の根圏定着技術に関する研究会

農薬環境化学検討会

61．

61．

61．

61．

61．

6．18　　　農業環境技術研究所

8．　6～7　東北農業試験場

9．12～13　技会筑波事務所

9．19　　　農業環境技術研究所　参加者285名

第3回農業環境シンポジウム「新環境における生物群集の援乱と安定」61．10．21

昭和61年度農業環境試験研究推進会議企画部会

農業環境微生物分類研究会

熱帯環境特性分科会

第4回農業環境シンポジウム

グリーンエナジー計画系1研究打合せ会

公害防止「広域大気汚染」推進会議

一般別枠「移動性害虫」推進会議

公害防止「地下水」推進会議

特別研究「アレロパシー」推進会議

公害防止「家蓄尿汚水」推進会議

特別研究「土壌りん」推進会議

公害防止「窒素・リン」推進会議

バイオマス変換計画一資源評価研究打合せ会

一般別枠「根圏環境推進会議」

　9．　25～26　　　　　　　　〃

　　　　　　ノノ
61。　　10．　　22　　　　　　　　　　　　　　〃

61．　　10．　　31　　　　　　　　　　　　〃

61．　　12．　　15　　　　　　　　　　　　　〃

62．　　　1．　　20　　　　　　　　　　　　　ノノ

62．　　　2．　　　6　　　　　　　　　　　　　　ノノ

62．　　　2．　　23　　　　　　　　　　　　　〃

62．　　　2．　　23～24　　　　　　　　　　ノノ

62．　2．24　　　南青山会館

62．　2．25　　　農業環境技術研究所

　　ノノ　　南青山会館

62．　　26　　　〃

62．　　27　　　〃

62．　　　27　　林業試験場

62．

大気環境の変化と植物生産一二酸化炭素問題を中心にして一に関す　62．

る研究会

土・水環境におけるコロイド・底質の物質循環機能とその活用に関す　62．

る研究会

農業環境試験研究推進会議推進部会

農業環境試験研究推進会議本会議

公害防止「芳香族塩素」推進会議

特別研究「微生物保存」推進会議

総合開発「国土資源」推進会議

農薬の土壌中における動態　一第4回農薬環境化学検討会

参加者229名

参加者246名

参加者188名

2．27～28　農業環境技術研究所

3．　9　　　　　　　〃　　　　　参加者75名

3．13

62．　3．17

62．　　18

62．　　20

62．　　24

62．　　　　　　25～26

62．　　　　　　28～29

ノノ 参加者140名

農業生物資源研究所

農業環境技術研究所

農業環境技術研究所

　　ノノ

　　ノノ

　　ノノ

　　ノノ　　　　　参加者97名
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2．技術協力

（1）受託調査

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

用 務 委　託　者 用務の
区　分

担当者の所属

部，支場 研究室

担当者
の職名

担当者の

氏　名

昭和6・年度土壌保全対策事業成績検討会愛媛県知事　　　講　師環境資源部雰藷薩室長諸遊英行

耕作砂層下の黒色砂層の性格等について　財団法人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土壌生成
　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　　　　〃　　　　　　　　　　〃　　天野洋司の講師　　　　　　　　　　　　　　　　※茨城県教育財団　　　　　　　　　　　　　　　　　　研　究　室

　　　　　　　　　社団法人都道府県委託試験実施状況調査指導　　　　　　　　　　　　　　　　　調査・指導　資材動態部　農薬動態科　科　長　上杉康彦
　　　　　　　　　※日本植物防疫協会
　　　　　　　　　日本原子力研究所ラジオアイソトープ研修講師　　　　　　※ラジオアイソト＿プ原子炉研修所　講　　　師　環境資源部　水質管理科　　ノノ　　小林宏信

　　　　　　　　　社団法人昭和61年度土壌害虫防除現地検討会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　環境生物部　昆虫管理科　　〃　　桐谷圭治
　　　　　　　　　※日本植物防疫協会
　　　　〃　　　※　　〃　　　〃　ノノ籍饗物肇室長玉木佳男
北海道東北地域土壌保全事業成績検討会　青森県農業試験場

　　　　　　　　　社団法人日本水質汚濁研究セミナー講師
　　　　　　　　　※日本水質汚濁研究協会
昭和61年度農薬委託試験設計等打ち合わ　社団法人
せ会議　　　　　　　　　　　　　　　　※日本植物防疫協東

　　　　〃

　　　　ノノ

　　　　ノノ

　　　　ノノ

　　　　ノノ

　　　　〃

　　　　ノノ

　　　　〃

　　　　ノノ

　　　　ノノ

　　　　ノノ

　　　　ノノ

　　　　ノノ

　　　　ノノ

　　　　ノノ

　　　　ノノ

　　　　〃
試験成績審査委員会

　　ノノ

に検討

ラジオアイソトープ研修講師

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

〃

〃

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

新墾畑土壌の熟化に関する現地調査並び　財団法人

　　　　　　　　　※日本土壌協会
　　　　　　　　　日本原子力研究所

調査・指導環境資源部毒琴鯉ノノ久保田徹

講　師資材動態部壽撃塁〃金沢純

調査・指導

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　〃

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

　ノノ

審

　ノノ

※ラジオアイソト＿プ原毛炉研修所講

　　　　　　器譜江塚昭典

環境管理部馨讐墾室長守谷茂雄

環境生物部　　　　　　　部　長　山田昌雄

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

査環境生物部

讐毒籍科長大畑貫一

響残撲室長加藤肇
糸状菌分類
　　　〃　浜屋悦次研究室
寄生菌動態
　　　〃　佐藤善司研究室
券欝難室長亀谷満朗

土壌微生物
生態研究室

線虫小動物

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

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

鈴井孝仁

西沢務

日高輝展

玉木佳男

岸野賢一

釜野静也

資材動態部　農薬動態科　科　長　上杉康彦

　〃　馨菌磐肇室長能勢和夫

　　　殺虫剤動態　〃　　　　　　　　　　〃　　升田武夫
　　　研究室
　　　薬剤耐性　〃　　　　　〃　宍戸孝　　　研究室
　　　　　　部長山田昌雄
資材動態部　農薬動態科　科　長　上杉康彦

調査・指導環境資源部藩糎惣室長井ノ子昭夫

　　師　　　〃　　　水質管理科　科　長　小林宏信

注1．委託者が地方公共団体その他これに準ずる者以外の場合は，委託者名の前に「※」印をつけること。
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番号

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

用 務 委　託　者
　　　　担当者の所属　　　　　　　担当者の
用務の　　　　　　　担当者
区　　分　　鶴支場　　研究室　　の職名　氏　　名

都道府県委託試験実施状況調査指導　　　社団法人

　　　　　　　　　※日本植物防疫協会

　　　　〃　　　　　　 ※　　　　ノノ

　　　　〃　　　　　　　※　　　　ノノ
土壌改良資材の検定法にかかる検討会　　財団法人

　　　　　　　　　※日本土壌協会

　　　　〃　　　　　　　※　　　　〃

　　　　ノノ　　　　　　　※　　　　ノノ

　　　　ノノ　　　　　　　※　　　　ノノ

　　　　ノノ　　　　　　　※　　　　〃

　　　　　　　　　財団法人早瀬野ダム環境対策検討会
　　　　　　　　　※日本農業土木総合研究所
水稲に対する珪酸石灰肥料に関する栽培　※
試験の現地調査指導　　　　　　　　　　珪酸石灰肥料研究会

　　　　　　　　　財団法人奥羽中部地区土壌調査
　　　　　　　　　※日本土壌協会
都道府県委託試験実施状況調査指導　　　社団法人

　　　　　　　　　※日本植物防疫協会

　　　　〃　　　　　　　※　　　　ノノ

試験成績審査委員会　　　　　　　　　　　※　　　　　　〃

都道府県委託試験実施状況調査指導　　　※　　　　　〃

昭和61年度委託試験成績中間検討会

　　　　〃　　　　　　　※　　　　ノノ

調査・指導環境生物部券欝難室長亀谷満朗

　　　　　　細菌分類　〃　　　　　ノノ　　　　　　　　　　〃　　加藤　肇
　　　　　　研究室
　〃　環境管理部響饗墾ノノ守谷茂雄

　〃　環境資源部毒勢塁〃久保田徹

　　　　　　土壌有機物　”　　”　研究室　”　井ノ子昭夫

　〃　環境生物部講簾黎〃澤田泰夫

　〃　　　資材動態部　肥料動態科　科　長　渡辺　裕

　ノノ　〃　錨縫室長尾和尚人

　〃　環境管理部薯駕講科長増島博

　〃　資材動態部肥料動態科　〃　渡辺裕

　ノノ環境資源部講錘室長天野洋司

　〃　環境生物部圭欝難〃鈴井孝仁

　〃　ノノ警繍科長大畑貫一
審　　　査　　　〃　　　　　　　　部　長　山田昌雄

調査・指導環境管理部馨割螺室長守谷茂雄

囎禁会ば．葉技術開発協会調査・指導環境生物部螺講黎室長鈴井孝仁

　　　　ノノ　　　　　　　※　　　　ノノ

　　　　〃　　　　　　　※　　　　〃
昭和61年度果樹病害虫防除研究シンポジ　社団法人
ウム　　　　　　　　　　　　　　　　　※日本植物防疫協会

　　　　〃　　　　　　　※　　　　〃

都道府県委託試験実施状況調査指導　　　※　　　　　　〃

　　　　ノノ　　　　　　　※　　　　〃
土壌改良資材（微生物資材）に関する検討　財団法人

会※日本土壌協会農業生産環境情報システム整備事業に係
　　　　　　　　　※　　　　ノノる検討会

　　　　〃　　　　　　　※　　　　ノノ
去壌改良資材（微生物資材）に関する検討　※　　　　　　“

本

　　　　　　　　　日本原子力研究所ラジオアイソトープ研修講師

　　　　　　　　　財団法人土壌環境調査事業検討会
　　　　　　　　　※日本土壌協会
土壌改良資材の検定法にかかる実地検討　※　　　　　　〃

　　　　　　　　　社団法人昭和61年度農薬委託試験検討会
　　　　　　　　　※日本植物防疫協会

　　　　〃　　　　　　 ※　　　　ノノ

　　　　〃　　　　　　 ※　　　　〃

　　　　ノノ　　　　　　　※　　　　〃

　　　　〃　　　　　　 ※　　　　ノノ

※ラジオアイソト＿プ原子炉研修所講

ノノ

〃

〃

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

師

調査・指導

　ノノ

調査・指導環境生物部響暫墾室長醒悦次

　ノノ

　〃

　〃

　ノノ

　〃　　　昆虫管理科　科　長　桐谷圭治

鮒動態部藩璽篁室長宍戸孝

　〃　　　肥料動態科　科　長　栗原　淳

　〃　　　農薬動態科　　〃　　上杉康彦

　〃　藩斉野肇室長宍戸孝

環境生物部馨虫甥黎ノノ西沢務

資材動態部欝製纒〃能勢和夫

環境生物部講講黎〃澤田泰男

環境資源部　土壌管理科　科　長　速水和彦

　〃　　　　　〃　　　　ノノ　　速水和彦

　〃　講物耀議隻岩間秀矩

　〃　　　水質管理科　科　長　小林宏信

　〃　　　土壌管理科　　〃　　速水和彦

　〃　毒勢塁室長久保田徹

　　　土壌微生物　〃　　　　　　　　　　〃　　亀谷満朗
　　　分類研究室
　ノノ　　　　　ノノ　　　　〃　　鈴井孝仁
　　　生態研究室
　　　線虫小動輪　〃　　　　　ノノ　西澤務　　　研究室
　〃　　　昆虫管理科　科　長　桐谷圭治
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番号

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

用 務 委　託　者
　　　　担当者の所属　　　　　　　担当者の
用務の　　　　　　 担当者

区　分　音匡支場　研究室　の職名氏　名

昭和61年度農薬委託試験検討会

　　　　ノノ　　　　　　※

　　　　ノノ　　　　　　※

　　　　ノノ　　　　　　※

　　　　ノノ　　　　　　※

　　　　ノノ　　　　　　※

　　　　ノノ　　　　　　※

　　　　ノノ　　　　　　※

　　　　ノノ　　　　　　※

　　　　ノノ　　　　　　※

　　　　〃　　　　　　 ※

　　　　〃　　　　　　 ※

　　　　ノノ　　　　　　※

る検討会

昭和61年度土壌残留専門（分析）委員会

モンセレン粉剤DLに関する特別連絡試　※
験成績検討会

　　　　〃　　　　　　 ※

　　　　ノノ　　　　　　　※

　　　　〃　　　　　　 ※

報整備小委員会

　　　　ノノ　　　　　　　※

　　　　〃　　　　　　 ※

　　　　ノノ　　　　　　※

ラジオアイソトープ研修講師

験成績検討会

　　　　ノノ　　　　　　※

　　　　〃　　　　　　 ※

　　　　ノノ　　　　　　　※

社団法人
※日本植物防疫協会

〃

ノノ

〃

ノノ

ノノ

ノノ

〃

〃

ノノ

ノノ

ノノ

〃

土壌改良資材検定法（微生物資材）に関す　財団法人

　　　　　　　　　※日本土壌協会
　　　　　　　　　社団法人
　　　　　　　　　※日本植物防疫協会

　　　　　　　　　　　　ノノ

　　　　　　　　　　　　ノノ

　　　　　　　　　　　　ノノ

　　　　　　　　　　　　ノノ
農業生産環境情報システム整備に係る情　財団法人

　　　　　　　　　※日本土壌協会

　　　　　　　　　　　　ノノ

　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　ノノ
　　　　　　　　　日本原子力研究所

昭和61年度農林水産航空事業に関する試　社団法人

　　　　　　　　　※農林水産航空協会

　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　ノノ
昭和62年度果樹病害虫防除研究会委員会纂暫羅物防疫協会

昭和61年度地域エネルギー資源高度利用　社団法人
総合推進調査

珪酸石灰肥料施用に関する栽培試験成績　※
検討会　　　　　　　　　　　　　　　　珪酸石灰肥料研究会

　　　　ノノ　　　　　　　※　　　　ノノ
農地整備等情報システム調査にかかる現　社団法人
地調査

農業生産環境情報システム整備事業プロ　財団法人
グラム開発小委員会　　　　　　　　　　※日本土壌協会

　　　　〃　　　　　　 ※　　　　〃

調査・指導環境生物部騨響肇室長釜野静也

※ラジオアイソト＿プ原子炉研修所講

※農林水産技術情報協会

※全国農業構造改善協会

〃　資材動態部馨菌裂動肇〃能勢和夫

　　　　　薬剤耐性〃　　　　　〃　　　　　　　　　　〃　　宍戸　孝
　　　　　研究室
〃　　　　　群贈江塚昭典
〃　環境管理部蕃讐墾室長守谷茂雄

〃　　　環境生物部　　　　　　　部　長　山田昌雄

〃　〃　警毒籍科長大畑貫一

〃　〃　響暢墾室長加藤肇
　　　　　寄生菌動態〃　　　　　ノノ　　　　　　　　　　〃　　佐藤善司

　　　　　研究室
　　　　　昆虫行動〃　　　　　〃　　　　　　　　　　〃　　日高輝展
　　　　　研究室
〃　ノノ藷撃黎室長岸野賢一

〃　　　資材動態科　農業動態部　科　長　上杉康彦

〃　〃　馨虫裂動肇室長細武夫

〃　環境生物部講警難〃澤田泰男

　　　　　保全植生ノノ　　　　　ノノ　　　　　　　　　　〃　　塚野　豊

　　　　　研究室
〃　　　　　〃　　　　　　　　　部　長　山田昌雄

〃　〃　響残撲室長加藤肇
〃　ノノ讐毒籍科長大畑貫一

ノノ　〃　評騨肇室長佐藤善司

〃　企画連絡室企画科科長岩崎尚

〃　環境管理部群聖墾室長徳留昭一

ノノ　〃　〃　議唇加藤好武

〃　　　環境資源部　土壌管理科　科　長　速水和彦

　師　　　〃　　　水質管理科　　〃　　小林宏信

調査・指導環境管理部響鷲墾室長守谷茂雄

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

〃

ノノ

ノノ

環境生物部講生鯉肇室長佐藤善司

　　　生理活性物質　〃　　　　　　　　　　〃　　玉木佳男
　　　研究室
　　　天敵生物　〃　　　　　　　　　　〃　　岸野賢一
　　　研究室
資材動態部諦畢肇ノノ宍戸孝

環境管理部藩撃肇〃三輪容太郎

資材動態部　肥料動態科　科　長　渡辺　裕

　ノノ慈黙羅室長尾和尚人

環境管理部塀響塁研究員石田憲治

　〃　継謡墾毒婚加藤好武

環境資源部毒撃肇室長天野洋司
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番号

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

用 務 委　託　者
　　　　担当者の所属　　　　　　　担当者の
用務の　　　　　　 担当者
区　　分　　部，支場　　研究室　　の職名　氏　　名

農作物生育環境地図にかかる実地調査

都道府県委託試験実施状況調査指導

　　　　ノノ

ラジオアイソトープ研修講師

都道府県委託試験実施状況調査指導

土壌汚染監視手法確立調査

早瀬野ダム環境対策調査

土壌改皐資材の検定法にかかる検討会

　　　　ノノ

　　　　〃
　　　　ノノ
昭和61年度土壌残留専門（分析）委員会

農薬散布法に関する試験成績検討会

　　　　ノノ
土壌改良資材適正表示推進委員会

農業生産環境情報システム管理委員会

　　　　ノノ

　　　　ノノ

財団法人
※日本土壌協会　　　　　　　調査●指導　環境資源部　土壌管理科　科　長　速水和彦

社団法人
　　　　　　　　〃　　　環境生物部　昆虫管理科　　〃　　桐谷圭治※日本植物防疫協会

※　　　　　　ノノ　　　　　　　　ノノ　　　　　〃　　　　　ノノ　　　　〃　　桐谷圭治

日本原子力研究所
※ラジオアイソト＿プ原子炉研修所講　師環境資源部水質管理科”小林宏信

社団法人
※日本植物防疫協会

財団法人
※日本土壌協会

財団法人
※日本農業土木総合研究所

財団法人
※日本土壌協会

※　　　　ノノ

※　　　　ノノ

※　　　　ノノ

社団法人
※日本植物防疫協会

※　　　　ノノ

※　　　
ノノ

財団法人
※日本土壌協会

※　　　
ノノ

※　　　　ノノ

※　　　　ノノ

調査・指導　環境生物部　昆虫管理科　　〃　　桐谷圭治

調査・指導環境管理部薯源麹犠科長増島博

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

〃

ノノ

ノノ

ノノ

〃

ノノ

ノノ

ノノ

　ノノ　　ノノ　　ノノ　増島博

資材動態部　肥料動態科　　〃　　渡辺　裕

　〃　詳勢動肇室長尾和尚人

環境資源部看勢塁ノノ久保田徹

　　　土壌有機物　ノノ　　　　　　　　　　　　ノノ　　井ノ子昭夫

　　　研究室
環境生物部掻讐隻ノノ塚野豊

環境管理部馨境懸〃守谷茂雄

資材動態部馨虫製動肇ノノ細武夫

　〃　　　肥料動態科　科　長　渡辺　裕

環境資源部　　　　　　　部　長　五十嵐孝典

　〃　毒撃奎室長上野義視

　　　土壌生成　〃　　　　　　　　　　〃　　天野洋司
　　　研究室
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（2）委託研究

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

委　託　件　名 受　託　者
着手年月日
完了年月日

契約額（円）

魚類病原ウイルスの長期保存法の開発

海洋細菌の長期保存法の開発

アレロパシーの候補物質の構造解析

水文地質解析と水質分析

緑空間のもつ快適性機能に関する評価

流域の景観維持機能に関しての評価

　　　　　　　　61北海道大学水産学部（62．

　　　　　　　　61東京大学応用微生物研究所　（62．

　　　　　　　　61北海道大学農学部（62。

　　　　　　　　61神奈川県温泉地学研究所　（62．

　　　　　　　　61．筑波大学社会工学系　　　　　　　　（62．

　　　　　　　　61働農村開発企画委員会　（62

9．

3．

8．

3。

8．

3．

7．

3．

8．

3．

7．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．
橿土壌バイオマスの養分代謝●集積機能の評山・大学農学部ll2．9言．15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61．　9．20硝化菌の固定化技術の開発　　　　　　　　　茨城大学農学　部　（62．　3．15

鵜翻巽垂蕪蘇葛総長距離移動青森県農業試験場ll2．9含．115

競鵠難蕪蘇葛継長距離移動千葉県農業試験場ll2．8含．115

護翻無蕪庭蔽継長距離移動岐阜県農業試験場ll2．7含．115

浸蔓編無蕪蘇葛鋸長距離移動沖縄県農業試験場ll2．7含．215

鷺性害虫類の飛翔行動追跡機器の開発を進勧日本気象協会ll2．、．115

騨讐驚黎長距離移動に関する気象条件働日本気象協会ll2。8含．115

藷欝林地区に鮒る自然エネノレギーの利㈱三菱総合研究所ll2．7含．115

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61．　8．18水力エネルギーからみた立地条件の推定法　　働　日　本気象協会　（62．　3．15

蕪ル流域における水循環機構の解明とその筑波大学水理実験センターll2．8言。115

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61．　8．　4農用大型施設の償却エネルギー　　　　　　　北海道立十勝農業試験場　（62．　3．15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61．　9．18抗ウイルス活性の検定　　　　　　　　　　　鳥　取大　学　医　学　部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（62．　3．15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61．10，　1高等植物共生微生物の産出する生理活性物質　九州　大学農学　部　（62，　3．15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61．　9．20土壌カラムにおける硝化・脱窒能力の向上　　茨　波大学農学　部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（62．　3．15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61．　7．28酸化溝法による窒素●りんの除去効果の解明　東京農業大学農学部　（62，　3．15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61．　8．29微生物の改良による高分解能菌株の作出

地下水の水質変動機構の解明
一畑地帯地下水水質の季節的変動一

農林集落周辺における地下水の水質変動
一集落内地下水水質の季節的変動一

地下水の移動と汚濁変動機構の解明
一平坦地における水の動態一

名古屋大学農学部（62．

　　　　　　　　61茨域県農業試験場（62．

　　　　　　　　61千葉県農業試験場（62。

　　　　　　　　61埼玉県農業試験場（62．

1
15

12
15

12
15

16
15

12
15

18
15

3．15
8．14
3．15
8．14
3．15
8．14
3．15

難による大気汚染物質の吸収●浄化作用のお茶の水女子大学理学部ll2．8含．115

描識籍作物の生育●収量に及ぽす影響千葉県農業試験場ll2．8含．115

1，383，000

1，383，000

1，045，000

2，139，000

1，483，000

1，392，000

1，434，000

1，615，000

731，000

746，000

728，000

755，000

722，000

760，000

4，197，000

4，197，000

2，497，000

2，101，000

2，126，000

2，424，000

1，444，000

1，453，000

1，630，000

1，682，000

1，529，000

1，599，000

808，000

1，273，000

合 計 28イ牛　　　45，276，000
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（3）招へい外国人研究員

氏 名　　国 名　種類招へい部科名 課 題 研修期間

Dr．V．A．Drake　オーストラリア

　　　　　CSIRO

Mr．Li　Jia　Rui　中国，雲南省農業

　李家瑞　　　　科学院中日課題組

科学技術庁　環境生物部　レーダー利用による長距離移動　61．

　　　昆虫管理科性害虫の移動の解析　　　～61．
　　　昆虫行動研究室

熱　研環境生物部イネいもち病菌の病原性に関す61．
招へい微生物管理科る研究　　　　　　　　　～61．
　　　寄生菌動態研究室　　　　　　　　　　　　　　　　61

　　　　　　　　　　　　　　　　　～62．

11．10
12．　1

11．10

12　27

1．18
　2．19

3．技術研修

（1）依頼研究員

氏　名 所 属 研　　究　　課　　題 研究期間

中村　幸二　埼玉県農業試験場　農薬の代謝分解に関する研究　　　　　　　　　　　　　　61．5．1～61．7．31

岡本　　保神奈川県農業総合研究所土壌及び有機とくに有機性都市廃棄物中の重金属類の分析法61．5．1～61．7。31

中山喜一栃木県農業試験場簾矯襲詫差編託矯罐綿鮭スの作出とユウ6L5・・一6L1・・31

市原　勝高知県農林技術研究所農薬の代謝分解に関する調査研究　　　　　　61．6。1～6L8．31

大源正明　コープケミカル株式会社病原菌の分類及び同定法についての研究　　　　　　　　61．6．1～61．11．30

国吉　清沖縄県農業試験場土壌侵食（水食）の要因解析，特に土壌の受食性について　 61．7．1～61．9．30

犬塚和男長崎県果樹試験場土壌有機物の機能に関する研究　　　　　　　　6L8．1～61．9．30

久米信夫埼玉県茶業試験場圃場微気象と作物生態に関する研究　　　　　　　61。8．1～61．10．31

前阪和夫灘謄樹園芸試験場萎灘難矯おける小型電子計算機利用によるデータベー6L8・・τ6L…3・

小財　　伸　熊本県農業試験場　土壌の物理的生産力評価法の技術

水島　俊一　北海道立中央農業試験場　野菜害虫（コナガ）の発生予察における数理モデルの応用

五十嵐大造　神奈川県園芸試験場三浦分場　気象要因と植物生育との関係の解析

太田　　充　静岡県農業試験場海岸砂地分場　砂地土壌の生化学的特性

谷口恵之助　山形県庄内病害虫防除所　アザミウマ類の分類同定に関する研究

岩崎　昭雄　高知県農事試験場　水稲の生育診断・予測技術の研究

伊森　博志　福井県農業試験場　土壌中における多量要素の動態に関する研究

及川　一埠　岩手県立農業試験場県北分場　畑地利用再編のための情報提供システムの開発

61．　8．　1～61．10。31

61．　9．　1～61．11．29

61．　9．　1～61．11．30

61．　9．　1～61．11．30

61．10．　1～61．11．30

61．10．　1～61．12．27

61．10．　1～61．12．28

61．12．　1～62．　2．28

池主俊昭新潟県農業試験場鱗灘購究における小型計算機利用1こよるデータベースの62・L5－62・3・3・
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（2〉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

児玉　　治　茨城大学農学部　農業環境技術研究所　植物病原菌の有機りん剤耐性

小林　　均　山梨大学教育学部

永冨　　昭　鹿児島大学農学部

ノノ

ノノ

安定同位体利用によるけい酸質肥料の肥効発現
機構の解明

61．　5．　1～61．　9．30

61．　5．　8～61．　6．16

農環研所蔵の双翅目短角類（直縫類）の分類同定　61。5。19～61．6．25

竹内道雄東京農工大農学部

山村　則男　佐賀医科大学医学部

青木　正敏　山口大学農学部

ノノ

ノノ

ノノ

土壌プロテアーゼの特性に関する研究

寄主一寄生者系の個体群動態の安定性に関する
数理生態学的研究

61．　7．　6～61．　8．10

61．　8．　8～61．　9．　3

局地気候研究へのMSSデータの利用法の開発　61．8．8～61．9．3

桑原雅彦野菜試験場

畠中　哲哉北海道農業試験場

ノノ

ノノ

吸収性微小害虫の薬剤抵抗性に関する研究

リモートセンシングを利用した農業情報システ
ムの確立

61．　9．30～61．11．27

61．11．　5～61．12．26

（3）国内留学研究員

氏　　名 所　　属 留学先 留学・研究課題 留学期間

戒能洋一 筑波大学

（Post　Doc）

環　境　生　物　部

昆　虫　管　理　科

生理活性物質研究室

チャノコカクモンハマ

キの卵・幼虫寄生蜂，

ハマキコウラコマユバ

チの産卵行動制御物質

61．　4．　1～63．　3．31

（4）外国人研修生

氏　　名 国 名 受入れ部科名 研修項目 研修期間 備考
D．R．Santiago　　　フ　ィ　リ　ピ　ン 環境生物部昆虫管理

科天敵生物研究室
微生物源殺虫剤の生物的取
り扱い方と大量生産に関す
る研究

61．3。17～61．4．10学術振興会

筆h爾健麗）中 国　環境資源部気象管理
　科気象生態研究室

水稲気象災害 61．　3．　3～61．12．23　JICA

Ahn．Sang－Hag韓
（安相洛）

国環境管理部
　計測情報科

電算プログラム技法 61．　5．　7～61．　5。13　JICA

SunJinHe中（孫錦荷）
国　資材動態部農薬動態
　科薬剤耐性研究室

放射線の農業利用 61．　5．12～61．10．17　JICA

LiuQing－Ho台
（劉　　清和）

湾　環境生物部昆虫管理
　科個体群動態研究室

トビイロウンカの移動生態　61．
とその発生予察

5．19～61．6．21私 費

Djoned　Adhi
Sardjito

インドネシア 環境生物部昆虫管理
科個体群動態研究室

環境管理部計測情報
科数理解析研究室

環境生物部昆虫管理
科昆虫行動研究室

電算機利用 61．　6．　3～61．　7．　3　JICA

61．　　8．　　1～61．　　9．　30

61．　10．　　1～61．　11。　26
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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 研修期間 備　考

Ma　Gui－Chun　　中
（馬　桂　椿　）

国　環境生物部昆虫管理
　　科天敵生物研究室

害虫発生予察 61．7．10～6L9．18熱研

Krirk　　　　　　　タ
PannangPetch

イ　環境生物部微生物管
　　理科土壌微生物利用
　　研究室

　　環境資源部土壌管理
　　科土壌物理研究室

　　環境生物部植性管理
　　科他感物質研究室

　　環境資源部土壌管理
　　科土壌有機物研究室

　　環境資源部水質管理
　　科水質動態研究室

植物生物化学（機器クロマ　6L
トグラフィーの応用）

8．22～61．　8．27　JICA

61．　8．　28～61．　9．　1

61．　9．　2

61．　9．　8～61。　9．　17

61．　9。　18～61．　9．　26

TangSong－Liou中
（唐　論　六　）

国　環境管理部資源生態
　　管理科環境立地研究
　　室

　　資材動態部肥料動態
　　科微量要素動態研究
　　室

土壌中における重金属の動　61．9。
態および土壌諸性質の図化

8～6L　9．9　学術振興会

Liu　Meng－Ying　　中
（劉　孟　英　）

国　環境生物部昆虫管理
　　科生理活性物質研究
　　室

昆虫性フェロモンの研究と　6L　9．
その応用

9～61．9．10　学術振興会

KobkietタPaisuncharoen
イ　環境資源部土壌管理
　　科土壌物理研究室

土壌物理 61．　9．15～61．　9．23　JICA

環境資源部水質管理
科水質動態研究室

水質動態 61．　10．　　2～61．　10．　30

Joko　Setiyono
Hardjosuwano

インドネシア 環境管理部計測情報
科隔測研究室

農業，危険地帯解析 61．　9．16～61．11．　8　JICA

Pannee　　　　　　タ
Rungsangchan

イ　環境資源部土壌管理
　　科土壌保全研究室

土壌保全 61．10。　4～61．10．30　JICA

Akira　Mutuura　カ
（六　浦　晃　）

ナ　　ダ　環境生物部昆虫管理
　　　　　科昆虫分類研究室

ニカメイガの分類学的再検
討

61．11．5～61．1L22自費 o

Lipiec　Jerzy ポーラ ンド　環境資源部土壌管理
　　　科土壌物理研究室

根圏“土壌構造の評価・改　62．
良手法”

3．15～62．9．24学術振興会

早hi濯繋聖）中 国　環境資源部土壌管理
　　科土壌調査分類研究
　　室土壌生成研究室

環境管理部資源生態
管理科環境立地研究
室資源計量研究室

1）日本に於ける土壌調査　62．
　法の概要
2）土壌図・土壌標本の作
　成法
3）土壌保全基本調査成績
　　の概要
4）茨城県下に於ける農地
　　の土壌調査

1）リモートセンシングを
　　活用した土壌調査法及
　　び農業環境資源の賦存
　　量と機能の評価

3．17～63．3．15　中国々費留
　　　　　　　　　学
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（5〉その他

長期在外研究員

氏　名 所　属　 出　張　先 本人の活動内容 出張期間 備　　考

三輪　哲久環境管理部英国
　　　　　計測情報科

農業環境情報データの統計的　61．
解析手法の開発

8．31～62．8．30　科技庁

パートギャランティ研究員

氏　名 所　属　　出　張　先 本人の活動内容 出張期間 備　　考

腰岡政二資材動態部カナダ
　　　　　農薬動態科

矢野栄二環境生物部オランダ
　　　　　昆虫管理科

“バイオテクノロジー”を用　61．
いた農薬の動態研究

9．27～62。9．26　科技庁

寄主と寄生者系の個体群動態　61．11．27～62．11．26
理論に基づく寄生者の最適利
用戦略の開発に関する研究

科技庁

二国間協力若手研究員

氏　名 所　属　 出　張　先 本人の活動内容 出張期問 備　　考

川島茂人環境資源部イタリー
　　　　　気象管理科

農業環境に影響を及ぼす大気　62．
汚染物質の拡散過程に関する
研究

3．21～62．9．19　科技庁
　　　　　　　二国問協力

4．共同研究

研究課題名
共同研究者 所　担　当　者

研究期間
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

全農・農業
技術センター

森　崎鉄　兵
森　国　博．全

久　保　省　三

資材動態部

肥料動態科

尾　和　尚　人 59．　　6。　　8～62。　　3。　31
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（

5．微生物の保存と配布

昭和61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 根柱菌 ウイルス 計

60年度保有株
新　規　登録株
廃　　　棄　　　株

61年度末保有株

471

790

550

64

11

0
7
5

676

391

0
1
0
6

7

165

250

190

21

100

31

1397

5160

1913

微生物株数（配布件数）
配布先機関

糸状菌 放線菌 細菌 根柱菌 ウイルス 計

農林水産　者 58（8）
｝

83（17） 1（1）
一

142（26）

他　　　省　　　庁 一 一 一 ｝ 『 0
都　道　　府　　県 ｝ ｝

38（11） 2（1） 5（2） 45（14）

大　　　　　　学 101（14）
一

19（6） 28（2） 1（1） 149（23）

民　　　　　　　問 42（6）
一

49（14） 2（1）
一

93（21）

外　　　　　　国 10（1）
｝ 一 一 一

10（1）

計 211（29）
一

189（48〉 33（5） 6（3） 439（85）

6．昆虫の依頼同定

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

虫の試験研究でも例外ではなく，虫害の予防・防除や昆虫の利用に当っては，その根底に的確な診断が必要とされる。これらの種名

を正確かつ迅速に同定するためには質・量ともにすぐれた標本および文献の集積，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61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61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，果試，茶試 94 1，337

2．農環研，農研センター，農試，野菜試，果試，草地試，熱研，林試，植物防疫所 81 1，724

3．大学その他の教育機関 24 132

4．その他の官公庁（防除所，博物館，保健所，気象台，市役所，衛生研） 27 544

5．民間（研究所，会社，個人） 42 311

6．国外（台湾，中国，インドネシア） 4 52

計 272 4，120
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（2）昭和61年度依頼同定処理成績

処理区分

目

昭　和　61　年　度　受　付　分
61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

カゲロウ類 1 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 1 2 2 2
ト　ン　ボ　類 2 10 10 3 2 10 10 3 0 0 0 0 2 10 10 3

ゴキブリ類 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

シロアリ類 2 3 19 2 2 3 19 2 0 0 0 0 2 3 19 2

カワゲラ類 1 5 5 1 0 0 0 0 1 5 5 1 0 0 0 0
直　　翅　　類 5 31 31 11 5 31 31 11 0 0 0 0 5 31 31 11

ハサミムシ類 1 2 2 1 1 2 2 1 0 0
0・

0 1 2 2 1

アザミウマ類 29 92 923 52 28 91 922 51 1 1 1 1 28 91 922 51

チャタテムシ類 4 5 5 5 3 4 4 4 1 1 1 1 3 4 4 4
半　　翅　　類 79 1071 4679 523 76 1050 4626 518 3 21 53 5 76 1050 4626 518

甲　　虫　　類 28 199 211 39 27 191 203 38 1 8 8 1 27 191 203 38

脈　　翅　　類 4 28 28 6 2 4 4 4 2 24 24 2 2 4 4 4
膜　　翅　　類 22 813 951 41 17 725 813 36 5 88 138 5 17 725 813 36

トビケラ類 2 6 6 4 1 1 1 1 1 5 5 3 1 1 1 1
鱗　　翅　　類 42 1225 1238 91 37 1146 1159 85 5 79 79 6 37 1146 1159 85

双　　翅　　類 43 611 754 155 40 593 726 152 3 18 28 3 40 593 726 152

昆　　虫　　外 6 15 15 10 6 15 15 10 0 0 0 0 6 15 15 10

合　　　　　計 272 4120 8896 948 249 3870 8554 920 23 250 342 28 249 3870 8554 920

＊研究継続中のものを含む　　＊＊61年度以前に受付のものを含む
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VI．総 務

1．機　構

昭和61年度における機構は次のとおりである。

所　長

総務部燦套嚢騰：羅1繕諜箒嬬難係〕

環境研究｛雛織：～611110301

一鴬謝縦購難濃讐慰1二1翻
　　　　　　　　　究室〕

　　　　　　　　　個体群動態研究室〕

一｛総1潔罵二∴叢翻臨1鯵
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2．人　事
（1）定　員

昭和61年度末各部定員は，次のとおりである。
（62，3．31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 4 33

部　　　　　長 1 1
庶　　務　　課 10 10

会　　計　　課 18 4 22

環境研究官 1 1
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 19 167 233

（2）受賞・表彰等（農業環境技術研究所に在職中の受賞者）

1〉　農林水産省職員功績者表彰

環境資源部　内嶋善兵衛（61．4．7〉「熱収支理論の導入による耕地気象環境予測及び気候資源の評価法の確立」

資材動態部　金沢　純（60．4．7）「農薬分析法の確立とその品質管理および環境化学への応用に関する研究」

2）科学技術庁研究功績者表彰

科学技術庁長官賞

環境資源部　小林宏信（60．4．15）「農業生産環境における人工放射性核種の挙動解析に関する研究」

3）環境賞優良賞日本環境協会／日刊工業新聞

企画連絡室　栗原　淳，環境資源部　井ノ子昭夫，環境資源部　渡辺光昭（60．6．5）「都市ゴミコンポストの品質評

価と利用指針」

4）学会賞等

①日本草地学会賞

　環境管理部　秋山　侃（62．4．3）「草地生態系の生産力のシステム分析法に関する研究」

②　日本植物病理学会賞

　環境生物部　羽柴輝良（60．4．2）「イネ紋枯病の発生生態に関する研究」

　　〃　　　浜谷悦次（62．3．30）「組織培養法によるウイルス罹病植物の無毒化に関する先駆的研究」

③　日本雑草学会賞

　資材動態部　山田忠男（59．4．7）「水田土壌中における除草剤の動態に関する研究」

④　日本土壌肥料学会賞

　資材動態部　志賀一一（60．4．7）「水稲生産に対する水田土壌肥沃度の役割に関する研究」

⑤　日本土壌肥料学会学術奨励賞

　環境資源部　南條正巳（62．4．3）「土壌成分とリン酸イオンとの化学的反応に関する土壌学研究」

⑥　日本植物病理学会学術奨励賞

　環境生物部　畔上耕児（61．4．2〉「イネ苗立枯病とその病原細菌の分類同定に関する研究」

⑦タイ国雑草学会功労賞

　資材動態部　山田忠男（61．6．6）「タイ国雑草学会に対する多大の貢献」
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（3）外国出張

氏 名　　所 属　　出張先 期 間 目 的 経 費

山　田忠男資材動態部　タ

藤井国博環境資源部コロンビア61．4．9～6L4．25

浜崎忠雄環境資源部フィリピン61．6．8～61．6．30

桐谷圭治環境生物部中　　　国61。
早野恒　環境資源部西ドイツ61．

上路雅子資材動態部カナダ61．8．9～61．8．17

山田昌雄環境生物部中

日高輝展環境生物部ケニヤ61．8．31～61．9．5

畔上耕児環境生物部英

林陽生環境資源部中　国61．
西沢　務環境生物部フランス61．

玉木佳男環境生物部ニュージーランド61．9．15～61．12．14

井磧 昭環境管理部タンザニア6L10．2～61．12．25

内　嶋　善兵衛　環境資源部　中

日高輝展環境生物部インドネシア61．11．16～61．11．29

加藤 肇環境生物部インドネシア61．1L16～61．1L29

五十嵐　孝　典　環境資源部　インドネシア　61．12．24～61．12．25

秋山 侃環境管理部タ

山　形　与志樹　環境管理部　タ

井上君夫環境資源部韓

今井秀夫環境管理部台

加藤英孝環境資源部
加藤　　 肇環境生物部

　　　イ　61．4．8～61．6．14　タイ雑草研究計画に係る専門家として

　　　　　　　　　　　　　　　その任に当たる。

　　　　　　　　　　　　　　　コロンビア・キンディオ盆地の総合農

　　　　　　　　　　　　　　　業開発計画コンタクトミッションに係

　　　　　　　　　　　　　　　る調査団員としてその任に当たる。

　　　　　　　　　　　　　　　フィリピンにおける赤黄色土壌の生成

　　　　　　　　　　　　　　　と特性に関する研究

　　　　　　　　19～61．　　7　イネ害虫（ウンカ類）の標識放虫実験

　　　　　　　　11～61．　　21　国際土壌学会大会に出席し，「土壌から

　　　　　　　　　　　　　　　抽出された金属プロティナーゼ成分の

　　　　　　　　　　　　　　　特徴づけ」について発表する。

　　　　　　　　　　　　　　　国際農薬化学会議に出席し，イソフェ

　　　　　　　　　　　　　　　ンホスの生体内活性化について発表す

　　　　　　　　　　　　　　　る。
　　　国　61．8．26～61．9．8　原生遺伝資源利用共同研究のための研

　　　　　　　　　　　　　　　究管理調査
　　　　　　　　　　　　　　　国際熱帯昆虫学会議に出席し，イネノ

　　　　　　　　　　　　　　　シンタマバエの防除戦略について発表

　　　　　　　　　　　　　　　する。
　　　　国　61．9．5～61．9．15第14回国際微生物会議に出席，発表す

　　　　　　　　　　　　　　　る。
　　　　　　　　25～61．　　6　北京国際放射シンポジウムに出席。

　　　　　　　　　5～61．　　25　植物寄生性線虫及び天敵微生物に関す

　　　　　　　　　　　　　　　る研究交流並びに第18回国際線虫学シ

　　　　　　　　　　　　　　　ンポジウムに参加する。

　　　　　　　　　　　　　　　単食性鱗翅目昆虫の人工飼育法ならび

　　　　　　　　　　　　　　　に一化性甲虫類の誘引物質の効果的抽

　　　　　　　　　　　　　　　出法についての技術供与

　　　　　　　　　　　　　　　タンザニアキリマンジャロ農業開発計

　　　　　　　　　　　　　　　画短期専門家としてその任に当たる。

　　　　国　61。10．28～61．11。21　中国三江平原農業総合試験場計画に係

　　　　　　　　　　　　　　　る専門家としてその任に当たる。

　　　　　　　　　　　　　　　作物保護強化計画のエバリュエーショ

　　　　　　　　　　　　　　　ンと延長計画の検討

　　　　　　　　　　　　　　　作物保護強化計画のエバリュエーショ

　　　　　　　　　　　　　　　ンと延長計画の検討

　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア農業研究強化計画に係る

　　　　　　　　　　　　　　　専門家としてその任に当たる。

　　　　イ　62．1．4～62．1．17　熱帯地域における農業環境特性に関す

　　　　　　　　　　　　　　　る研究
　　　　イ　62．1．4～62．1。17　熱帯地域における農業環境特性に関す

　　　　　　　　　　　　　　　る研究
　　　　国　62。1．9～62．2．24　韓国農業気象災害研究計画にかかる専

　　　　　　　　　　　　　　　門家としてその任に当たる。

　　　　湾　6L2．4～62．2．3　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。（再延長）

ブラ　ジル　62．　　24～62．　　24熱帯畑作制限因子の解析

フィリピン　62。　　15～62．　　21健全稲種子に関するワークショップに

　　　　　　　　　　　　　　　出席し講演する。

JICA

JICA

熱研

熱研

科技庁　」

科技庁　、ノ

熱研

科技庁

科技庁

科技庁

科技庁
　　　　○

オールギヤ

フンアイ

JICA

JICA

JICA

JICA

JICA

科技庁

科技庁

JICA

JICA
（派遣職員）

熱研

IRRI
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3．会　計
（1）予　算

歳　入
昭和61年度農業環境技術研究所の歳入予算は，総額5，477千円であり，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207号）に基づく受託調査及び試験収入（3，564千円），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（235千円），及び試験場製品等売払

代（446千円）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 5，477，000

国有財産利用収入 819，000

国有財産貸付収入 582，000

国有財産使用収入 237，000

諸　　　　収 入 4，658，000

受託調査試験及役務収入 3，799，000

弁　償　及　返　納 金 117，000

物　品　売　払　収 入 586，000

雑 入 156，000

歳　出
昭和61年度における農業環境研究所の歳出予算（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：農林水産省試験研究機関，項：農林水産本省試験研究所）を人件費（5日まで）と事業費に分

　けると，次のとおりである。

人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1，463，878．000円

事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　564，960，000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：農林水産省誠験機関，項：

　農林水産本省試験研究所に移用）は，358，568，000円であり，その内容は，つぎのとおりである。

①特別研究費

②機械整備費

③受託研究

④研究者等研修および流動研究員経費

⑤一般力砕研究

⑥農林水産研究計算センターの運営に要する経費

⑦農林水産業技術の動向は握及及び普及促進に要する経費

⑧侵入病害虫の防除に関する研究推進に要する研究

⑨転換畑を主体とする高度畑作技術の確立に関する総合的開発研究

⑩超多収作物の開発と栽培技術の確立に関する研究

⑪農林水産業のもつ国土資源と環境の保全機能及びその維持増進に関係する研究

⑫大型別枠研究

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

⑭バイオテクノロジー関係

⑮その他

20，315，000円

51，482，000円

2，200，000円

3，219，000円

66，773，000円

2，121，000円

　24，000円

　580，000円

1，199，000円

1，444，000円

74，313，000円

73，185，000用

23，971，000円

26，534，000円

11，208，000円

3）科学技術庁関係費（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
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振興調整費より組織：農林水産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）　　　　　　　　　　49，208，000円

②放射能汚染調査研究費（項：放射能調査研究費〉　　　　　　　　　　　7，573，000円

③その他（項：科学技術振興調整費）　　　　　　　　　　　　　54，580，000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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　106，736，000円

　（項）　環境保全総合調査研究促進調整費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，862，000円

昭和61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
（項） 農林水産本省試験研究所 2，391，842，000

人　　　　　件 費 1，463，378，000

事　　　　　業 費 927，964，500

（項〉 国立機関原子力試験研究費 49，208，000

（項） 放　射　能　調　査　研　究　費 7，573，000

（項）

科学技術振興調整費 54，580，000

（項） 国立機関公害防止等試験研究費 106，736，000

（項） 環境保全総合調査研究促進調整費 2，862，000

ム
ロ 計 2，612，801，000

（2〉国有財産

　　区
所在地

分 　　土
庁舎敷地　　宿舎敷地

地

計

　　建物（延面積）
庁　　舎　　宿　　舎 計

筑 波 Om2　　　　　0m2 0㎡ 55，102㎡　　　0㎡ 55，102㎡

計 0　　　　　　0 0 55，102　　　　0 55，102

総　計

筑 波 計

16，615，513，701 16，615，513，701
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（3）特許権等

発明の名称 発　明　者 出願年月日 特許番号 備　　　　考

オキナワカンシャクメッキ用性誘引剤 玉木佳男，杉江元外2
名

59，6．28 特願昭59－133836号

（E）一4，（Z）一10一テトラデカンジェニル
アセテート，その製造法及びその化合物
と（Z〉一10一テトラデセニルアセタートを
有効成分とする昆虫誘引剤

玉木佳男，杉江元，川
崎健次郎外6名

59．12．3 特願昭59－255201号

5一テトラデセン酸メチル，その製造法
及びに化合物を有効成分とする昆虫誘引
剤

玉木佳男，杉江元，野
口浩

59．12．3 特願昭59－255202号

土壌水分測定装置 粕渕辰昭 60．4．9 特願昭60－073538号 実施許諾有

糖度測定装置 60．7．3 特願昭60－166881号 委託（日立製作所）

ジメチルカーバイトよりなる殺虫協力剤 宍戸孝・昆野安彦 61．5．23 特願昭61－117538号

土壌熱伝導率表示装置 速水和彦，久保田徹，

粕渕辰昭外3名
61．11．8 特願昭61－266342号 共同研究による共同出願

カンシャノシンクイハマキ回性誘引剤 玉木佳男，杉江元外1名 62．2．28 特願昭62－046253号

（外国）

リゾキシンを有効成分とする抗腫瘍剤 佐藤善司，松田泉外5名 59．10．16 カナダNo．465539
ノノ

〃 59．10．17 欧州No．84307118．4

4．図　書

昭和61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61年度図書・資料受入冊数

区分購入寄贈計
単行書モ

資料

雑誌

難
靡
健

117冊
25冊

0冊

0冊

77種

205種

　64冊
　14冊

573冊
145冊

1，352種

455種

181冊
　39冊

573冊
145冊

1，429種

660種

5．刊　行

昭和61年度中に当所から出版された刊行物は次のとおりである。なお，報告，資料に収録された論文題名は「IV　研

究成果の発表及び広報」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

農業環境技術研所報告第2号

　　　〃　　　第3号
農業環境技術研究所資料第1号

　　　〃　　　第2号
農業環境技術研究所年報昭和60年度

農業環境研究叢書第2号
農業環境研究成果情報第2集
農環研ニュースNo．7

　　ノノ　　No．8
　　ノノ　　No．9
　　〃　　　No．10

日召61．7　　　　120

〃61．10

ノノ61．8

ノノ62．3

〃61．11

ノノ62．3

ノノ61．9

ノノ61．5

ノノ61．9

〃61．11

〃62．2

86

71

85

98

288

56

8
4
8
6

2，000

2，000

1，500

1，300

2，000

600

1，000

1，500

1，500

1，500

1，500

行政部局，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
　　　　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，各部門の研究・連絡調整・研究施設の運営及び

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

委員会一覧表

委　員
委員会名 審　諾　内　容 開催日　　備　考

所　属人員

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　　〃

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

　　　　　　　　所外学識経
　　　　　　　　験者
図書委員会各部関係者

職務発明審査会各部長等
所報告・資料掲載論文審査会　　　〃

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

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

　スサービス等にすする事項

　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権利厚　　　〃

　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　　　ノノ

　び調査に関する事項

門部会を置く

　　ノノ

　　ノノ

下部機関として専

門会を置く

　　〃

　　ノノ

下部機関として専

門機関として専門

部会を置く

下部機関として専

門部会置く



案内図
土浦学園線 至土浦

至水海道

至東京

点磐自勧卑慈

土浦野田線

禽

農業土木試験場

農業生物資源研究所

蚕糸試験場
熱帯農業研究センター

果樹試験場

食品総合研究所

農業石升究センター

農業環境技術研究所 9

農林水産技術会議

　事務局　筑波嘉務戸 至土浦

家畜衛生試験場

畜産試験場
至水戸

林業試験場

夢
408

凌
繁
ダ

荒川沖駅

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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