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はしがき

　わたしたちは，独立行政法人農業環境技術研究所が発足する前から新しい農業環境研究を目指し

て様々な角度から研究所の構造を改革してきました．さらに，この構造がうまく機能していくため

に様々なシステムを構築しました．

　当たり前のことですが，独立行政法人農業環境技術研究所は明確な目的のために存在する集団で

す．そのため，わたしたちはこの組織を単なる共同体ではなく機能体として捉えていかなければな

りません．したがって，この機能体の機能をさらに向上させることが，研究所の使命の1つでなけれ

ばなりません．

　そのために，研究所が忘れてならない活動に，受信（社会・専門・政策），研究（自己増殖・成長），

連携（MOU・専門・行政），討論（セミナー・啓蒙），貯蔵（インベントリー・発酵），評価（組織・

課題・運営・機関），発信（専門・一般・パブリックアセスメント），提言（リスク評価・マスタープ

ラン）および宣伝（新聞・TV・雑誌・インターネット）があります．

　ここにお届けするr農業環境研究の最前線」は，独立行政法人農業環境技術研究所が発足する1年

前の平成12年度からr農環研ニュース」に掲載されたr研究トピックス」と，これからr研究トピ

ックス」に掲載される予定の成果の一部を前倒しでまとめたもので，上に掲げた活動のうち，r評価」

とr発信」の部分に当たります．現在ではデータや内容が古くなり，訂正しなければならない部分

もありますが，研究の流れを知ることの大切さから，その当時のままの姿で載せています．

　これらのr研究トピックス」の中には，新たなr技術知」とr生態知」とr統合知」が含まれて

います．r技術知」とは目的と手段を定めたうえで，資源を活用し水平方向に新しい技術を開発して

いく知です．r生態知」とは現場で観察し，獲得してきた知です．r統合知」とは，これらの二っを

融合した知です．ここにお届けする数多くのr研究トピックス」には，これらのr知」が混在して

いますので，この研究所のもつr知」の多様さをお楽しみください．

　江戸時代の儒学者である伊藤仁斎は，彼の著書r童子問」で次のように語っています．

　　　　大抵詞（ことば）直く　理明（あきらか）に　知り易く

　　　　記し易きものは必ず正確なり

　　　　詞難しく　理遠く　知り難く

　　　　記し難きものは必ず邪説なり

　この冊子が伊藤仁斎の詞を満たしているとは努々思いませんが，できるだけ仁斎の詞に近づける

努力はしました．それでも，成果の要点のみを簡潔にまとめようとしたので，細部については不明

な点もあると思われます．不明な点，さらにはご意見やご質問があれば，当所の研究企画科にお問

い合わせください．

　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年3月

独立行政法人農業環境技術研究所理事長　　陽　捷行
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アラスカの湿地ツンドラにおけるガスフラックスの長期観測

地球環境部フラックス変動評価チーム 宮田　明

はじめに

　アラスカの北極海に面した小さな町，バローに，農業環境技術研究所の観測点がある．1999年4

月に設置されたこの観測点では，ツンドラの二酸化炭素収支，メタン放出量の測定が，現在まで継

続されている．北極域は気象の年次変動が大きく，また地球温暖化の影響が顕著に現れることが予

測されている地域でもある．ツンドラにおけるエネルギー，炭素，温室効果ガスの収支の実態とそ

の変動性を把握することは，地球温暖化に伴う北極域の陸域生態系の応答を解明する第一一歩となる．

また，陸域炭素循環の解明を目的としたフラックスネット（FLUXNET）とよばれる観測網が1990

年代後半に組織されて以降，地球上の様々な生態系で長期的な観測が実施されており，バローでの

観測はその一環に位置付けられる．

観測点の設営と保守

　農業環境技術研究所の観測点は，Central　Marshとよばれる低湿な窪地の中にある（写真1）．こ

の観測点のツンドラは湿地ツンドラ（wet　sedgetlmdra）に分類され，優占する植生はスゲ，コケ，地

衣類である．バローの夏季（6月から9月）の平均気温は2．5℃，総降水量は74mmで，7月下旬に

は日中の気温が100Cを越える日もある．活動層（夏季に融解する表層土層）の厚さは，8月下旬には

約30cmに達する．地表面から積雪が消える6月中旬から9月前半までが，植物の生育期間となる．

　バロー観測点では，他のフラックスネット観測点と同様に，年間を通した観測を行っている．通

年観測が可能となったのは，商用電源を利用できたからである．フラックス観測を行う場合に，商

用電源が利用できるか否かは，観測の内容とデータの質に決定的な差をもたらす．観測点の設営は，

共同研究者であるW．C．Oechel教授（サンディエゴ州立大）のグループの協力を得て，1999年4月

に行った．スノーモービルやそりを使用できたため，タワーや仮設橋の建設のための資材の運搬に

は好都合であった．その後，一部の測器

の更新や，測定項目の追加，測器収納箱の

改善などを経て，現在に至っている．

　測定項目の大部分は自動化されている

とはいえ，使用している測器類は研究用

のものであり，付帯設備も手作りなので，

いつ，どのようなトラブルが発生するか

わからない．とくに，植物の生育期間の

データの確保は重要なため，夏季には大

学院生が現地に常駐して，観測点の保守

を担当した．また，冬季は，1，2カ月毎に

交代で担当者が出張し，データの回収と

測器の保守にあたった．2002年夏以降

は，アラスカ州フェアバンクスにある国

際北極圏研究センター（IARC）が保守を

担当している．

写真1上空から見たバロー観測点（間野正美氏撮影）．
写真右上から下部にかかる楕円状の縁取りがCentral　Marshの土手．

中央部に見える長さ130メートルの仮設橋の先端に，高さ6メートル

の観測タワーがある，右下は農業環境技術研究所（NIAES）の観測

点であることを示す杭．
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図1バロー観測点の1999年から2001年までの二酸化炭
　　素とメタンの年問収支。夏季は6月から9月まで，冬

　　季は10月から翌年の5月までとした．

二酸化炭素とメタンの年間収支

　1999年から2001年までの3年間の，バ

ロー観測点の二酸化炭素とメタンの年間収

支を図1に示す．この結果は，30分間毎に

計算したフラックスを年間積算して求めた

ものである．総光合成量は植物が光合成に

よって固定する二酸化炭素の量であり，生

態系呼吸量は植物の呼吸と土壌有機物の分

解に伴って生態系から放出される二酸化炭

素の量である．バローの植物の生育期間は

約3カ月間と短いが，総光合成量は年間の

生態系呼吸量の2．5倍から3．8倍であり，

年間の二酸化炭素収支（純生産量）は正，す

なわちツンドラは大気中の二酸化炭素を吸

収している．また，バロー観測点の純生産

量（年間78から158gCm－2）は，これまで

報告されている他の高緯度地域の湿地の値

に比べて大きい．夏季に湛水状態となる湿地ツンドラでは，総光合成量に対する生態系呼吸量の割

合が小さいためと考えられる．3年間の結果ではあるが，総光合成量の年次変動が純生産量に及ぼす

影響は大きく，夏季に多照，高温であった1999年には，総光合成量が増加したため，純生産量は

2000年や2001年の約2倍となった．

　ツンドラからのメタンの年間放出量にも年次変動がみられ，総光合成量が多かった1999年のメタ

ン放出量は，他の年次に比べて大きかった．メタンの年間放出量は，炭素量に換算すると純生産量

の3．2％から4．5％にすぎず，炭素収支に占める割合は低い．ただし，地球温暖化指数（積算期間

100年）を用いて換算すると，メタンの年間放出量は二酸化炭素吸収量の27％から38％に相当す

る．つまり，今後100年間の積算効果を考えた場合，現在の湿地ツンドラは地球温暖化の抑制に寄

与しているものの，大気中から固定した二酸化炭素量の約1／3は，メタンの放出によって相殺され

ていることになる．3年間にわたる観測により，二酸化炭素やメタンの年間収支，気象の年次変動に

伴う収支の変動幅などが明らかになった．

おわりに

　従来のツンドラにおけるガスフラックスの観測は，そのほとんどが植物の生育期間に限定されて

おり，二酸化炭素とメタンの収支を同時に測定した例もほとんどない．この点が，本研究と従来の

研究との大きな違いである．

　バローでの観測は長期観測の基礎となっているのは，私達が1990年代に蓄積してきたフラックス

測定に関する技術と，試行錯誤しながら体得したノウハウである．これに加えて，原薗芳信前気象

特性研究室長の尽力，サンディエゴ州立大のグループの協力と援助，そして観測に携わった多くの

皆さんの努力がなければ，本研究は成しえなかっただろう．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月
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水管理と施肥管理による水田からのメタンと亜酸化窒素の発生抑制

地球環境部温室効果ガスチーム　西村誠一・秋山博子・須藤重人・八木一行

はじめに

　湛水状態の水田からは，温室効果ガスであるメタン（CH4）が発生している．CH4は，湛水状態が

続いて酸素供給が制限された還元状態の発達した土壌中で生成されるので，その発生を抑制するた

めには，一時的に排水を行って土壌に酸素を供給する水管理が有効と考えられる．実際，これまで

の研究により，水稲生育後期のCH4の発生量は，中干しとそれに引き続く間断灌概によって大幅に

削減されることが示されてきた．

　一方，別の重要な温室効果ガスである亜酸化窒素（N20）は，農耕地の中では主に畑において発生

することが知られている．N20は湛水条件下ではほとんど発生しない．しかし，最近のいくつかの

研究により，水田からのN20発生も無視できないことが明らかになってきた．特に，CH4の発生を

抑制する効果のある栽培管理技術であるr中干し・間断灌’概」は，一時的に湛水状態を解消するた

め，これに伴ってN20の発生が促進される可能性が指摘されている．

　本研究では，CH4およびN20を同時に自動連続測定することにより，わが国の水田で慣行となっ

ている水管理および施肥管理が，これらの温室効果ガスの総発生量に及ぼす影響を評価した．

CH4およびN20自動モニタリング施設
　試験は，農環研内の温室効果ガス発生制御施設において行った．この施設は，自動開閉チャンバー

を備えた圃場（図1），およびCH4，N20測定用のガスクロマトグラフ（GC）を備えた分析棟とで構

成される．一一定時間毎にチャンバーの蓋が閉じられ，チャンバー内部の空気をポンプでGCに導入す

ることにより，CH4，N20の発生量が同時に自動連続測定される。

栽培期間における水田からのCH4およびN20発生

　CH4発生は水稲生育前期の常時湛水期間に顕著に増加したが，その後，中干し・間断灌概に伴っ

て大幅に減少した（図2）．これは，これまでの研究結果と同様であり，わが国の水田における慣行

水管理（中干し・間断灌概）が水稲生育後期のCH4発生の削減に有効であることを確認した．

　一方，水稲栽培期間におけるN20発生は，代かき直後，間断灌瀧中の追肥直後，および最終落水

後（水稲収穫直前）に一時的に観測された

だけであった．施肥後の水田土壌にはN2

0の前駆体のひとつであるアンモニア態窒

素（NH4－N）が高い濃度で存在していたに

もかかわらず，顕著なN20発生はなかっ
た．

　水稲栽培期間のCH4およびN20の総発

生量は，それぞれ，3180mgCH4m－2およ

び26mgN20－N　m』2だった．本研究で得

られた水稲栽培期間のN20発生量は，これ

まで報告された世界の水田での研究例の中

でも最も少ないレベルである．多量の
図1CH4・N20フラックス自動連続測定システム
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N20発生が報告されている中国やフィリ

ピンでの試験では，比較的長期間（7日以

上）の中干しや，本試験よりはるかに多

量の窒素施肥が行われており，これらの

ことが高いN20発生の要因になったもの

と推察される（表1）．

　これらの結果から，わが国で慣行とな

っている水田の中干しおよびそれに引き

続く間断灌概と90kgN　ha－1程度の窒素

施肥（基肥および追肥）は，CH4発生量

を大幅に減少させるだけでなく，危惧さ

れていたN20発生の促進もほとんどな

く，温室効果ガス総発生量の削減技術と

して有効であることが実証された．

　図2水田からのメタン（CH4）・亜酸化窒素（N20）フラッ
　　　クス（発生量）の経日変化（上段），および，土壌中の
　　　アンモニァ態窒素（NH4－N）・硝酸態窒素（NO3一一N）の　おわりに

　　　経日変化（下段）・斜線部は湛水期間を示す・　　　　　、本研究結果は，r気候変動枠組み条約」

（1992年）に基づくわが国の温室効果ガス排出・吸収目録の基礎データとして，その改訂に寄与する

ものである．特に，水田からのN20発生量については，詳細な調査データがきわめて限られていた

ため，この部分での数値の精緻化に貢献するものである．

　また，本研究の結果，特別な費用・労力を要する措置を施さなくても，適切な栽培管理（水管理お

よび施肥管理）を行うことによって，水田からの温室効果ガス発生量を相当量削減できることが明ら

かになった．わが国およびアジア諸国においては，広い面積の水田で水稲栽培が行われている．こ

のような適切な栽培管理技術を適用・普及させることにより，わが国およびアジア諸国における温

室効果ガス総発生量を削減できるものと期待される．

表1　水稲栽培期間（移植～収穫）における水田からの亜酸化窒素（N20）発生に関する世界の研究報告

試験地　　　　土壌タイプ　　窒素施肥量　　N20発生量
（国名）　　（FAO／Unesco）（kg　N　ha｝1）　（g　N　ha－1）

排出係数

N20－N／
施肥N（％）

計測頻度 水管理 文献

封丘（中国）　　フェオゼム 365　　　　1，720－4，460　　　　0．47－1．22 　　　　　最大7日間のほぼ5日おき　　　　　　　　1）
　　　　　中干し4回

南京（中国）　　ルビソル 300 480－840 0．16－0．28
　　　　　最大10日間の
ほぼ5日おき　　　　　　　　　2）
　　　　　中干し4回

ロスバニョス
　　　　　　ノレビソル（フィリピン）

200 89－638 0．04－0，32 　　　　15日程度の自動連続　　　　　　　　3）
　　　　中干し1回

南京（中国）　　ルビソル 100 33－38 0．03－0．04 　　　　　最大10日間の
ほぼ5日おき　　　　　　　　2）
　　　　　中干し4回

竜ヶ崎（日本）　フルビソル 90 65＊ 0．07 ほぼ週1回　　慣行水管理＊＊　4）

農環研（日本）　フルビソル 90 26 0．03 自動連続　　慣行水管理＊＊本研究

＊発生はほとんどが最終落水後であり，中干し期間の発生は検出限界以下であった．

＊＊水稲移植後40－50日の常時湛水後，5－7日間の中干し．その後，3湛2落程度の間断灌概サイクル．収穫の20－30日前

　に最終落水．

1）Caiαα1．（1999）：Soil　Sci，Plant　Nutr。，45，1　　　　　　2）Cai8故1．（1997）：Plant　Soi1，196，7

3）Bronsonαα1．（1997）：Soil　Sci．Soc．Am．J。，61，981　　4）Yagi8碩乙（1996）：Global　Biogeochem．Cycles，10，255



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発表論文

1）西村誠一・須藤重人・秋山博子・澤本卓治・米村正一郎・八木一行　（2003）：第50回日本生態学会講演要

　旨集，つくば．

2）Yagi，K．，Nishimura，S．，Sawamoto，T，，Akiyama，H．，and　Sudo，S、（2003）：Nitrous　oxide　emissions　from　rice

　fields　as　affected　by　water　and　fertilizer　man＆gement、ILEAPS　：Integrated　Land　Ecosystem－Atmosphere

　Processes　Study　lntemationa10pen　Science　Conference，Helsinki．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年1月
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日本の畑土壌はCO2の吸収源になる可能性があるか？

地球環境部食料生産予測チーム 白戸康人

炭素動態モデルを用いた吸収源評価

　京都議定書において，森林などの二酸化炭素吸収量を評価し，排出削減目標から差し引くことが

決められた．農耕地土壌についても人為的活動によって炭素収支がどう変化するか定量的な評価が

求められている．土壌炭素量はゆっくり変化するため，長期にわたり炭素収支を追跡した圃場試験

結果は非常に有効であるが，様々な気候，土壌，農法においてそれを行うのは困難である．そこで，

これらの要因を含む炭素動態モデルを使った予測が，炭素収支の評価手法として不可欠となる．欧

米では既に農耕地の土壌管理を変えた場合（不耕起栽培など）の土壌炭素変動を，モデルを使い広域

で定量的に予測する研究が行われている．わが国では土壌炭素の分解，集積に関する多くの研究が

あり，その数式化も試みられてはいるが，気象や土壌要因を含まないため広域への適用や面的な評

価には不十分で，温暖化など気候変動の影響も評価できない．そこで，既存の炭素動態モデルのひ

とつであるローザムステッド・カーボン・モデル（RothC）を用い，日本の畑土壌全体の炭素量が，人

為的活動によりどう変化するか予測を試みた．

RothCモデルの概要
　RothCは，英国のローザムステッド農業試験場における150年を超える長期連用試験のデータな

どをもとに開発された炭素動態モデルで，耕地だけではなく林地や草地，またヨーロッパ以外でも

冷温帯～熱帯の広い地域で検証されており信頼性は高い．月別の気温，降水量や土壌の粘土含量，投

入される植物残渣や堆肥の炭素量，植被の有無などがわかれば土壌炭素量の変化を予測でき，他の

同様なモデルに比べてシンプルでパラメータが少なくて済むため，広域に適用するには有利である．

しかし，日本での適用例はない。

モデルの検証

　モデルを広域に適用する前に，まず代表的な地点において精度良く予測できるか検証する必要が

ある．黒ボク土畑4地点（北海道，青森長野，鹿児島），非黒ボク土畑6地点（北海道：灰色低地

土，秋田・埼玉：褐色低地土，愛知・島根：黄色土，大分：褐色森林土）における有機物など連用試

験結果をRothCに適用し，炭素量の実測値とモデルの予測値を比較することによりモデルの妥当性

を検証した．その結果，非黒ボク畑では予測値と実測値がよく一致することがわかった（図1）．有

機物投入量が少なく炭素蓄積量が減少している区や，逆に有機物を多量に投入していて土壌炭素が

増加している区いずれにおいても精度良く予測できたので，非黒ボク土畑ではRothCが問題なく使

えると判断した。しかし，黒ボク土では，ほぼ全ての地点と処理区でモデルの予測値は実測値を大
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きく下回った（図2，細線）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　黒ボク土向けの改良モデル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒ボク土は日本の畑土壌の半分を占めるうえ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　単位面積当たりの炭素量が多いためモデルの適合

　　　　　　　　　　　　　　　　　が悪いのは大きな問題である．黒ボク土では腐植

　　　　　　　　　　　　　　　　　が活性A1や鉄と安定な複合体を形成しているた

0　　10　　20　　30　　40年50めに分解が遅いと考えられるので，活性A1量など

図3全畑土壌の炭素増加量予測　　　　の土壌特性値をパラメータとして腐植画分の分解
（現在！億900万トンからの増加量）
　　　　　　　　　　　　　　　　　率が変化するようにモデルを改良した．日本全国

の林地および草地32地点のデータを用い，モデルの予測値が実測値と一致するように腐植画分の分

解率を変えるファクターFを求めた．そして各地点のFと化学特性値との回帰分析を行った結果，

Fは，ピロリン酸塩可溶A1含量（Alp）と最も相関係数が高く，F－2．50Alp（％）＋1．20の式を得

た．上記4カ所の黒ボク土畑において，この式を使って腐植の分解率を変えた改良モデルでは予測

値の精度が大幅に向上した（図2，太線）．

日本全国の畑での広域評価

　代表的な土壌タイプで北から南まで様々な処理区において精度良く予測できたので，次に，モデ

ルを日本全国に適用することを試みた．国土数値情報の地形総合データと土地利用データ，気象庁

観測平年値のメッシュ統計値および地力保全基本調査代表断面のコンパクトデータベース（織田ら，

1987）の1kmメッシュデータを用い，メッシュごとに非黒ボク土にはRothCを，黒ボク土には改良

モデルを適用した．

　日本の農耕地における炭素量は，全体でみると最近20年はそれほど変化していないことが土壌環

境基礎調査からわかっている（中井ら，2002）ので，現在の各メッシュにおける土壌の炭素量がその

メッシュの環境条件下で平衡状態にあると仮定し，各メッシュにおける現在の十壌への炭素投入量

をモデルにより計算した．現在の投入量は，ほぽ2～5tC／ha／yrの範囲であった．

　次に，全ての畑において，土壌への炭素投入量を現在よりも毎年0．5～1．O　tC／ha増やした場合の

土壌炭素量の変化を予測した．表層土壌の炭素量は10年後までに全畑土壌で220～440万トン，50

年後には560～1110万トン増加した（図3）．現在の炭素量合計は1億900万トンで，その2～10％

が増加する結果になった．

　京都議定書の第一約束期間である10年後までの日本の温室効果ガス削減目標は，1990年のCO2

排出量約12億トンの6％で，炭素量になおすと約2000万トンであり，このうち約1300万トンが，

森林などの吸収源により差し引くことができる量の上限である．上記の予測で土壌に貯留される炭

素量は，これに数10％の規模で貢献するほど大きい．また，上記の堆肥投入量は，炭素含量5％の

堆肥を現物で10アール当たり1～2トン施用に相当し，現実に不可能な量ではないことから，農耕

地土壌も管理によっては大きな吸収源になる可能性があると考えられる．

おわりに

　ローザムステッド農業試験場の長期連用試験は，継続期間の長さだけでなく，開始当時からの土

壌や植物体試料が現在も保存されており，最新の方法で再分析が可能なように備えられている点が

貴重である．日本にも50年を超える長期連用試験がいくつかあるが，試料を保存しているところは

ない．また，その価値が十分認められていないためか最近中止されたところもあるのは残念である．

わが国でも，このような長期の試験の価値が評価され，継続されることを願う．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7月
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中国の主要な水田地帯からのメタンと亜酸化窒素の発生

地球環境部温室効果ガスチーム 鶴田治雄

はじめに

　世界の水田からのメタンおよび畑地からの亜酸化窒素の大気中への放出量は，IPCC（気候変動に

関する政府間パネル）のまとめによれば，それぞれ総放出量の約12，20％を占めると推定されてい

るが，アジアでの実測データが少なくそれらの推定値の不確実性は大きい。そこで，1990年度（平

成2年度）から環境省地球環境研究総合推進費で，農耕地からの温室効果ガスの発生に関してアジア

諸国と共同研究を実施している．世界の水田面積の90％以上は，アジアモンスーン地域に存在し，

中国は世界の水田面積の約25％を占めているので，中国の水田からの温室効果ガス発生量を正確に

把握することは非常に重要である．また，水田からは亜酸化窒素も発生しており，メタンと亜酸化

窒素は地球温暖化ポテンシャルが二酸化炭素のそれぞれ21，310倍なので，メタンだけでなく亜酸

化窒素も考慮する必要がある．

中国の主要な水田からのメタン発生量

　中国科学院南京土壌科学研究所と共同で，1993～1997年の5年間，中国の主要な水稲栽培地帯の

8地点で，クローズドチャンバー法による同一手法で水稲栽培期間中のメタンフラックスを測定し

た．また，非栽培期間中でも，排水が悪く湛水していた重慶では測定を継続した．その結果，中国

での水稲栽培期間中のメタン年間発生量は地点および年によって異なり（表1），その範囲はL6～

148gCH4m－2y『1であった（日本の全国平均値は約19gCH4m－2y｝1である）．このおもな原因は，

すでに知られているように，メタンの主な発生要因である有機物の投入や水管理が異なるためであ

る．さらに，栽培体系や冬期の圃場管理もメタン発生量に大きな影響を及ぼすことが，本研究で明

らかになった．

表1　中国の8地点における水稲慣行栽培圃場でのCH4年間発生量（1993－97年の栽培期間中）

地点名（地域）　慣行栽培体系 有機物施用

　　CH4年間発生量（g　CH4m『2y－1）

1993　1994　1995　1996　1997　年平均

L広州（VI）

2．鷹潭（V）

3．長沙（V）

4．重慶（IV）

5．蘇州（V）

6．句容（V）

7．南京（V）

8．封丘（皿）

水稲一水稲一野菜

水稲一水稲一休閑

水稲一水稲一休閑

水稲一休閑

小麦一水稲

小麦一水稲

水稲一休閑

小麦一水稲

無7．524．115．8稲わら（後期作前）　148　　78．3　　　　　　　　　　　113
雑草　　　　　　　　　　　　　　　48．6　58．8　83．8　63．7

人ぷん（除1995）　　　　　　　　36．3　87．1　43．5　55．6

無　　　　　　　　　9．8　　　　　　　　　　　　　　9．8
稲わら　　　　　　　　　　　　　　1．9　6．6　　　　　4．3

無　　　　　　　　　　　　7．7　　　　　　　　　　7．7
豚ぷん　　　　　　　　1．9　　1．6　　　　　　　　　　　　1．8

冬期の土壌水分量や作物栽培が翌年のメタン発生量に及ぼす影響

　重慶では，排水状態が悪く湛水していた非栽培期間中のメタン発生量は最大36．2g　CH4m－2と大

きかった．中国の水田圃場で非栽培期間中（おもに冬期）の排水が悪い地域は長江以南に多く，その

面積は中国の全水稲栽培面積の10％強であり，その地域からの年間（栽培および非栽培期間中）メ

タン発生量が巾国全体の水田からのメタン総発生量に大きく寄与していると推測された．冬期に，

何も栽培せずに湛水および排水状態の処理区とレンゲ草を栽培した処理区において，次期の水稲栽

培期間中のメタン発生量は，レンゲ草を栽培した処理区が最小で，湛水した処理区が最大であった
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図1　冬期の水田圃場処理が水稲栽培期間中のメタン

　　発生量に及ぼす影響（長沙，1995－1997）
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■冬期
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図2　冬期の水田圃場処理が水稲栽培期間
　　中の亜酸化窒素発生量に及ぼす影響
　　（鷹潭，！999－2000）

（図1）．この関係は，ライシメータやポット実

験でも確認された．一方，亜酸化窒素につい

ては，地点も時期も異なるが，水田の冬期に何

も栽培せずに排水した処理区とレンゲ草を栽

培した処理区での冬期の発生量は，レンゲ草

栽培区のほうが少なかった（図2）．これは，植

物が窒素を吸収したためと推定される．しか

し，次期の水稲栽培期間中の亜酸化窒素発生

量は，レンゲ草栽培区のほうが約5倍であった

（鍬き込まれた緑肥の影響）。これらの2つの

実験から，冬期に緑肥を栽培すると次期の水

稲栽培期間中のメタン発生量は少なくなるが，

亜酸化窒素は逆に多くなることがわかった．

1000・

㌣
∈

Z
の

ε　1001
皿剛

劃
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懸
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鐘
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▲

▲

●封丘（Fengqiu）

▲南京（Nanjing）

■鷹潭（Yingtan）
×っく1ま1（Tsukuba）

葵

　■
■

　■

1 　　10　　　　　　　100　　　　　　1000

メタン発生量（g　CH4m｝2）

図3　中国3地域とつくばにおける水田からのメタンと

　　亜酸化窒素の発生量の関係

左上の灰色の範囲は，温暖化ポテンシャルを用いて二酸化炭素

の発生量に換算すると，亜酸化窒素の発生量がメタンよりも多

い部分である

水田からのメタンと亜酸化窒素の発生は

トレードオフの関係

　水田では，落水すればメタンは生成しなく

なるが，土壌が酸化状態になるので亜酸化窒

素が生成され大気中に放出されるので，両者

はトレードオフの関係にある．中国の3地点

（およびつくば）における水稲栽培期間中のメ

タンと亜酸化窒素の発生量は，メタンが多い

と亜酸化窒素が少なく，またその逆の関係が

見られ，両者はトレードオフの関係にあるこ

とが確認された（図3）．そこで，地球温暖化ポ

テンシャルを用いて二酸化炭素に等価な発生

量に変換して定量的に比較すると，封丘では

亜酸化窒素の発生量がメタンより多いことが

わかる．

今後の課題

　今後の研究課題として，水田ではメタンだ

けでなく亜酸化窒素のフラックスも年間を通

して測定する必要があり，また，水田からの温

室効果ガスの発生を少なくするには，メタン

と亜酸化窒素を含めて総合的に削減する技術

を開発する必要がある．

　　　　　　　　　　　　　　2002年3月
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畑地・林地土壌によるメタン，一酸化炭素，水素ガスの吸収

地球環境部気象研究グループ大気保全ユニット 米村正一郎

はじめに

　農業生態系は，温室効果ガスをはじめとして，多くのガスの吸収機能（大気浄化機能）を担ってい

る．窒素化合物，硫黄化合物，大気微粒子（エアロゾル）などは植物や土壌に乾性・湿性沈着する．ま

た，窒素化合物，硫黄化合物は植物の代謝に取り込まれる．この研究トピックスでは，温室効果気

体であるメタン，温室効果関連気体である一酸化炭素，水素ガスの土壌による吸収に着目し，これ

らのガスがいったいどの程度，畑地・林地に吸収されるかについて調べた結果について紹介する．

メタン，一酸化炭素，水素ガスの地中濃度プロファイル

　まず，3種のガスが実際に土壌で吸収されていることを確かめるために，農環研内の畑地にて土壌

中のガスを採取し濃度プロファイルを調べた．二酸化炭素は土壌呼吸により土壌から放出されるた

め，深くなればなるほど高い濃度を示す．メタンと一酸化炭素は土壌により吸収されるため，大気

中より低い濃度を示した．メタンは深くなるにしたがって緩やかに濃度が下がっているが，一酸化

炭素は深さ5cmで大気中濃度の10分の1以下の濃度になった．また，水素については深さ5cmで

検出限界以下であった．さらに一酸化炭素と水素について地表近くのプロファイルを調べたところ，

一酸化炭素は，表層2cm以内で吸収が行われていること，水素は表層3cm以内で吸収が行われて

いることがわかった．この吸収層の厚みはメタンの場合の数10cmと比べて大きく異なる．このこ

とから，土壌による一酸化炭素と水素の吸収活性は，メタンよりずっと強いことが推察される．実

際，実験室で求めた土壌単位重量当たりの吸収率は，一酸化炭素，水素の方がメタンよりも数百倍

～千倍大きかった．

畑地・林地での吸収量の経時変化

　次に，実際の畑地（農環研内圃場）および林地（農環研内生態系保存林）でメタン，一酸化炭素およ

び水素ガスの土壌による吸収量がどの程度であるかチャンバー法で調べた．畑地での測定は1996年

の9月から1997年5月までの8カ月間にわたって行った．林地での測定は，1996年の9月から

1997年9月までの13カ月間にわたって行った．また，地温や土壌水分なども同時に計測した．図1，

図2に，土壌水分，メタンおよび一酸化炭素の吸収速度（depositionvelocity，単位cms　1；沈着速度

ともいい，吸収される強度を表す．）の経時的変化を示す．水素の吸収速度は，一酸化炭素の吸収速

度と同様な変化を示したので略す．これらの観測結果から，以下のことがわかった．

（1）畑地（図1）・林地（図2）における吸収速度の大きさは，水素，一酸化炭素，メタンの順であっ

　　た．メタンについては海外などの報告（畑地：0－0．05×10－2cm　s－1，林地：0－0．5×10－2cm

　　s『1）と比べて大きめの値となった．水素，一酸化炭素については，海外の報告データと同程度

　　の値であった．

（2）メタン，一酸化炭素および水素の吸収速度は，土壌水分量（深さ2cm）が増加すると減少した

　　（図1，図2）．これは，土壌水分が多いほど，土壌中のガス拡散が妨げられることを表している．

（3）メタンの吸収速度は，林地の方が畑地より3倍程度大きかった．これは，林地と畑地の微生物吸

　　収活性の違いに因ると考えられる．メタン吸収活性は窒素肥料の施肥により低下するため，施

　　肥のある畑地で吸収速度が小さい．一方，水素と一酸化炭素の吸収速度については，畑地の方
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有機物鋤き込み量は，10a当たり，（0区），2．4t（1区），4．8t（2区）

　　がやや大きいが，この理由として林地では土壌を覆う枯葉層がガス拡散の抵抗になっているた

　　めと考えられた．

（4）吸収速度の変動幅は畑地の方が大きかった（図1，図2）．季節変化は，林地でのメタンについて

　　のみ認められ，夏季の吸収速度は冬季の2倍程度であった．

（5）一酸化炭素と水素の吸収速度は，ワラの鋤込みに伴い20％程度の増加が見られた（図1）．これ

　　はワラの鋤込み量が多いほど，体積含水率が少ないこと（1％程度）が一因として考えられる

　　（図1）．

まとめ

　農業生態系は，メタン，一酸化炭素および水素ガスのみならず多くのガスの吸収機能を担ってい

る．しかしながら，ほとんどのガスについて研究が十分に行われていない．その中には，地球環境

や地域環境で重要な役割を果たしているガスが含まれている．農業生態系における多くのガスの吸

収機能を明かにする際，これまでに得られたメタン，一酸化炭素および水素ガスの吸収についての

知見が，参考になる．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年10月
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FACE（開放系大気CO2増加）圃場では米の収量が増え，タンパク含量が減る

地球環境部気象研究グループ生態系影響ユニット 小林和彦

大気CO2濃度上昇とFACE実験
　約1万年前に氷河期が終わってから1800年代まで，大気中のCO2濃度は約280ppm（0．028％）

でほぼ一定だったが，産業革命とともに上昇し始めた．特に20世紀半ば以降の増加は著しく，2002

年現在は約370ppmで，今世紀後半には550ppmつまり産業革命以前のほぼ2倍に達するとみられ

る．地球の歴史で何億年も前には，これよりもCO2濃度が高かったというが，人類はもちろん，現

存するほとんどの動植物は，これほど高い大気CO2濃度を経験したことが無い．植物は，太陽の光

を利用して大気中のCO2から炭素を取り込んで（光合成）生長しており，CO2濃度が高まると光合

成が盛んになる．農作物についても，温室やチャンバーを用いた従来の実験結果から，高CO2濃度

下で光合成速度が高まり，生長と収量が増加すると予想される．しかし，従来の実験装置内の環境

は実際の圃場と違うので，高CO2濃度に対する農作物の応答も現実とは異なる可能性が高い．

FACE（開放系大気CO2増加）は，屋外の圃場でCO2濃度を高めて植物や生態系の変化を調べる実験

手法で，1987年にアメリカで初めて開発された．私たちは，イネを対象とした世界最初のFACE実

験を行い，大気CO2濃度上昇が実際の農家水田におけるイネの生長と収量に及ぼす影響を明らかに

した．

高CO2濃度が水稲の生長と収量に及ぼ

す影響

　岩手県雫石町の農家水田で，1998～

2000年の3年間，CO2濃度2段階（対照

区：外気CO2濃度，高CO2濃度区：外気

CO2濃度＋200～250ppm）と窒素肥料3

段階（多窒素，標準窒素，少窒素）を組み

合わせてFACE実験を行い（図1），水稲

（品種：あきたこまち）の生長，収量，品

質を調べた．高CO2濃度下では水稲の生

長が促進され，収穫時の全乾物重は，高

CO2濃度のほうがll～13％多かった．

米収量は，多窒素と標準窒素では高CO2

濃度により約15％増えたが，少窒素では

7％の増収に止まった（図2上段）．高

CO2濃度による米収量増加は，土地面積

当たりのモミ数が増加したことが原因だ

った（図2中段）．モミ数は，窒素吸収量

と密接に関係することが知られており，

FACE実験でもCO2濃度上昇によって幼

穂形成期（穂のもとができ始まる時期）

までの窒素吸収量が増えた結果，モミ数

　図1雫石町の農家水田におけるFACE実験の状況
上段＝手前の8角形の区域が高CO2濃度区，水田2枚おいて向こう側

に白い箱が見える部分の左側が対照区．

下段：高CO2濃度区内の登熟期のイネ．中央上部を横切る黒いチュー

ブからCO2が放出される．中央右手，遠くに見える白い円筒2基は，液

化CO2タンク（合計容量23トン）．
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図2　CO2濃度上昇によるモミ収量の増加（上段），面積当

　　たりモミ数の増加（中段），白米タンパク含量の低下
　　（下段）

モミ収量とモミ数は3年間の平均値，白米タンパク含量は，1999年

の結果．高CO2区のバー上部の％表示は，対照区からの変化の相
対比率．多窒素は120kg　N　ha－1（1998年）／150kg　N　ha－1（1999・

2000年），標準窒素は80kgNha－1（1998年）／90kgNha－1
（1999・2000年），少窒素は40kg　N　ha－1（1998－2000年）．

が増えて増収したと考えられた．なお，幼穂

形成期以降の窒素吸収量は，高CO2濃度の

ほうがむしろ少なく，そのために生育期間全

体を通しての窒素吸収量はCO2濃度の影響

を受けなかった．モミ数以外の稔実率やモ

ミ千粒重はCO2濃度の影響を受けなかった．

　高CO2濃度により，どの窒素施肥量でも

白米のタンパク含量が6～9gkg－1（比率で

は7～12％）低下した（図2下段）．タンパ

ク含量が低いと食味が向上することが知ら

れているので，食味試験を行ったところ，確

かに高CO2濃度では食味が向上したが，大

きな違いではなかった．

FACE実験結果が意味するもの

　FACE実験によって，大気CO2濃度が高ま

ると米の収量が増えること，その増え方が窒

素供給量によって異なることがわかった．

しかも，高CO2濃度の増収効果は，単に窒素

量が増えるほど大きくなるものではなく，穂

ができ始める時期までの窒素吸収量の増加

が重要と考えられた．なぜ窒素吸収が高

CO2濃度で増えるのか，しかも穂ができた後

は，高CO2濃度で窒素吸収量が減少するの

はなぜか，現在追究中である．米のタンパク

含量の低下も，窒素吸収の変化で説明できそ

うである．さらに進んで，高CO2濃度環境

に適した施肥法や品種を開発すれば，大気CO2濃度の上昇を食糧増産に利用できるかも知れない．

雫石では，今年（2003年）から2年間の予定でFACE実験を実施しており，また中国江蘇省無錫市

近郊でも，中国科学院南京土壌科学研究所と共同で水稲と小麦のFACE実験を進めている．それら

の実験結果も含めて解析すれば，将来の農業生産をより良く予測できるばかりか，将来の環境によ

り良く適応した農業生産にも役立つと期待している．

　本研究の大部分は，科学技術振興事業団戦略的基礎研究予算（課題名：CO2倍増時の生態系の

FACE実験とモデリング）を用いて，同事業団と農業環境技術研究所，東北農業試験場（当時）ほか

との共同研究によって実施された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7月
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生育阻害要因を考慮して水稲生産のぜい弱性を評価する

地球環境部食料生産予測チーム
地球環境部気象研究グループ大気保全ユニット
生物環境安全部昆虫研究グループ個体群動態ユニット

西森基貴
井上　聡

山村光司

はじめに

　地球温暖化の条件下で日本における水稲収量の将来予測を行うためには，単に登熟期の高温によ

る生産量の増減を評価するだけでは不十分であり，農業用水資源の不足や病害虫の分布の拡大など

生育阻害要因についても対象とする必要がある．そこで本研究では，大気中のCO2濃度が現状の約

2倍となり，日本付近の地上気温が約2℃上昇するとされる2060年代において，水稲単収，降雪水

量およびヒメトビウンカの世代交代速度

をそれぞれ10kmメッシュ単位で推定

し，温暖化によって水稲生産が負の影響

を受ける可能性のある地域，すなわちぜ

い弱な地域を検出することを試みた．

各要素に対するぜい弱度

　まず気象要素に対するぜい弱度とし

て，西森・横沢（2001）による温暖化限界

値（登熟期の平均気温を変数とする回帰

推定式により計算された最大収量が期待

される値）を採用した．この限界値が正

であれば，現在よりも気温が上昇するこ

とにより収量が増大するが，負であれば

収量が減少する．すなわちこの値が負で

ある南関東～東海，北陸，四国北部およ

び九州北西部の各地域（図1で黄緑～赤

の地域）は，現在の気候条件においてさ

え，最適な気温よりもさらに高温の条件

下で栽培されていることを示しており，

気象条件に対してぜい弱であるとした．

　次に水資源に関するぜい弱度として，

井上・横山（1998）による温暖化時の降雪

水量減少率（現在の降雪水量に対する

2060年代の降雪水量の減少比率）を使用

した．これによると東北～北陸地域の日

本海側では降雪水量減少率が0．15以上と

なり（図2），また融雪時期も早まると予

想されるため，水稲の代かき田植え期に

河川水量が減少し，農業用水が不足する

賄冠

咽”　一

1

4q執・

詞紹

薄N

ン田

要勾

M溢

’瓜．磁餅

ヌ誓輩

一嘩r
　　・○’

12震E　　　l玉【旺　　　13三ひ［　　　1図ξ　　　1〕5［　　　138［　　　1報ξ　　　梼2［　　　144E　　　掴旺

図1　最大収量となる最適気温と現在気温との差

　　　　　　　　　　　　（西森・横沢，2001）
　　一99の黒色は稲作が行われていない地域を示す

一

鬼

』

ロー“
0．0　　　　0．1　　　　0．2　　　　0、3　　　　0．4

図2　2060年代における降雪水量の減少率

　　　　　　　　　　　（井上・横山，1998）
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可能性が高まるため，水資源に対してぜい

弱な地域と考えた．

　さらに害虫に対するぜい弱度としてYa－

mamuraandYokozawa（2002）による温

暖化時のヒメトビウンカの世代交代数を

とりあげた。2060年代の予測気温を使用

し，有効積算温度則を用いて世代数を計算

した上で，水田への移植時期を6月1日と

仮定し，その時点においてその世代数の境

界域（図3で色と色との境界）となる地域

は，害虫要素に対してぜい弱であるとし

た．これら境界域では成虫が多数存在す

ることにより，イネ縞葉枯病の多発危険地

帯になるためである．そしてその危険地
図32060年輿こおける6月1日を基準としたヒメトビウンカ帯は2060年代には東北～北陸および南関
　　世代数の丁測（Yamamura　and　Yokozawa，2002）

評

、

『翻

1一脚一曄．　剃　岬州 粥鴨　ざ、、＿　　　　　哩r糟一、　　　7酬ぼ

図4　気象，水資源および害虫の3要素からみたぜい弱度の
　　分布（白：全要素，黄：水資源＋害虫，桃：気象＋水
　　資源，淡青二気象＋害虫，赤1水資源緑：害虫，濃
　　青1気象，黒：ぜい弱要素なし）

東になると予想される（図3）．

各要素を総合したぜい弱度の算出

　上記3要素を併せたぜい弱度の算定に当

たっては，各々3要素の重みは同一とし，

ぜい弱な要素の数（0～3）およびその要素

の組み合わせを図化した（図4）．これによ

ると温暖化時には，北陸地方において，気

象，水資源，害虫の全要素の変化が水稲生

産に負の影響をおよぼす，すなわちぜい弱

であると推定される．次にぜい弱な地域

は，東北日本海側地域（水資源と害虫要因

の変化にぜい弱）および南関東～東海地域

（気象と害虫要因の変化にぜい弱）と考え

られる．なおここでは品種や土壌の違い，

作付体系の変更などの要因は考慮されて

いないことには，注意が必要である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　引用文献

井上聡・横山宏太郎（1998）：地球環境変化時における降積雪の変動予測．雪氷，60，367 378

西森基貴・横沢正幸（2001）：気候変動・異常気象による日本の水稲単収変動の地域的変化。地球環境，6（2），

　149－158

Yamamura，K、and　M，Yokozawa（2002）Prediction　ofageographicalshift　intheprevalence　ofricestτipevirus

　disease　transmitted　by　the　small　brown　planthopper，乙αoゴε1ρhαx5加躍ε伽s（Fallen）（Hemiptera：Delphacidae），

　u血deτglobal　warming，。4ρpZ紹4E纏o綱010gyαη4Zoo’ogy，37（1），181－190

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年3月
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被覆資材による土壌くん蒸用臭化メチルの大気放出量削減技術の開発

化学環境部有機化学物質研究グループ農薬動態評価ユニット 小原裕三

はじめに

　臭化メチルは1950年に農薬登録され，土壌f云染性病原菌，土壌線虫，土壌害虫や雑草などの防除

に有効な土壌くん蒸剤として広く使用されてきた．特に，ピーマン，トマト，メロンなどに代表さ

れるわが国の園芸農業は，臭化メチルを用いることで連作障害を回避し，集約的生産体系を今日ま

で維持してきたといえる．しかし，モントリオール議定書締約国会議において臭化メチルはオゾン

層破壊物質として規制され，段階的削減の後，2005年に全廃されることが決定された．

　臭化メチルの代替技術として，代替薬剤による化学的防除，太陽熱，熱水や蒸気による物理的防

除および，輪作や病害虫抵抗性品種の導入による耕種的防除などの開発が鋭意進められている。し

かし，防除効果，環境への影響，経済性などから，臭化メチルに完全に代替することは困難な状況

である．そのため，臭化メチルの大気への放出量を最小限にする技術的・経済的に可能な方策が適

用を条件に，臭化メチルの不可欠用途として規制除外となる余地が残されている．

　これまで，わが国における臭化メチルの一般的な土壌くん蒸方法による大気への放出量の測定お

よび放出量削減技術の開発を目的に研究を進めてきた．その中で，新たな機能性を有した被覆資材

の検討や，処理した臭化メチルを被覆期間中にその場で光触媒を活用して分解する資材を開発する

ことによって，大気への放出量を大幅に削減することを可能とした．

臭化メチルによる土壌くん蒸方法
　欧米諸国では，専門業者が大型のくん蒸機械を用いて臭化メチルを土壌注入し，土壌くん蒸を行

なうのに対して，日本では栽培農家自身が土壌くん蒸処理を行っている。すなわち，開缶具を取り

付けた臭化メチルの小缶（500g入り）をlm2当たり！5～30gの処理量となるように畑地表面に配

置し，ポリエチレン（農ポリ）やポリ塩化ビニル（農ビ）製の被覆フィルム（幅4～6m，厚さ0，05

mm）で畑土壌表面全体を被覆し，開缶具を被覆フィルムの上から押しつけることで臭化メチルを放

出させる．くん蒸被覆期間は通常夏季3～7日，冬季7～10日を目安とし，被覆資材の撤去，ガス抜

き後，播種や定植作業を行っている．

従来法による臭化メチルの大気への放出　　　（0．6　　　　　　　　　　　　　　　（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　　　　　　　§
臭化メチルの農耕地から大気中への放出速度は・㍉．5　　　　　6％

クローズドチャンバー法とガスクロマトグラフをミ　　　　　　　　　　　　　　　　鴫
用いて測定した．従来用いられているポリエチレ∫0．4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　壁　　　　　　　　　　　　　　　　　　曇
ンやポリ塩化ビニルを用いた場合，臭化メチルに珀　　　　　　　　　　　　　　　　40舜
対するガス透過性が高いため，臭化メチルは被覆裏0・よ　　　　　　　　　　　　　　　之

輔中搬覆資材を通して比較的速やかに大気へ㍉．2　　　　　　零
放出した。被覆期間中，大気への放出速度は0。01ミ　　　　　　　　　　　　　　　　20亥
一・．59／m2／hrの範囲で観測され，放出速度の日内変・．1　　　　　諺

変動は！0倍以上に達した（図1）．臭化メチルの放尊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿　　0　　　　　　　　　　 　　　0　暴出速度は多くの要因によって支配されるが，この　　　　0　48　g6　1441g2240
測定時には気温と日射に大きく影響され，フィル　　　　　　　時間（hr）　（夏季：9月2目一）

ムの温度が10度上昇すれば放出速度は約2倍大き　図1従来のポリエチレン被覆資材（0・05mm厚）
くなっていた。　　　　　　　　とさらに遮光資材（Tyvek働DuP・nt）を組
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み合わせた土壌くん蒸からの臭化メチルの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放出速度と積算放出量の推移
各種の遮光資材による放出削減効果
　従来の被覆資材を用いた場合でも遮光などによ
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図2　ガスバリァー性被覆資材（Orgalloy⑪elf　atochem）

　　と光触媒含有被覆資材を用いた土壌くん蒸からの臭

　　化メチル積算放出量

　　　　太陽光
　　　　　　　　　　↓ガスバリアー層

・＠憩製鯉癖二酸化チタン光触媒層

　　　　CH趣　　　’ノ触媒支持層
　　　　　　　　　　　瓢　　　（ガス透過性）

碑3恥　土壌CH3物

図3　光触媒含有積層被覆資材による臭化メチルの大気放出

　　量削減技術

って初期の大きな放出が抑制できれば，

臭化メチルの土壌中への拡散浸透と分解

が促進され，放出が削減される可能性も

予想できる．種々の遮光資材を検討した

結果，高密度ポリエチレン繊維製不織

シートがフィルム温度の上昇を抑制し

て，大気への放出量を63．8％から56．2％

（夏季）に削減することを確認した（図

1）。これはポリエチレン極細繊維により

太陽光を100％近く反射したことによ
る．

ガスバリアー性フィルムによる放出削

減効果

　さらに，臭化メチルに対してバリアー

性の優れた被覆資材を用いることによっ

て，大気への放出量を一層削減すること

が期待できる．ポリアミドもしくは

EVOH（エチレンービニルアルコール共

重合体）をバリアー層に用いたフィルム

が有効と考えられ，ポリアミドフィルム

を用いて大気への放出削減効果の評価を

行なった．その結果，被覆くん蒸期間（7

日間）の処理量に対する大気への放出割

合はフィルムを通して1．4％であり，大幅

な放出量の削減となった。しかし，被覆

資材の撤去に伴い，施用量の約24％が大

気に放出した（図2）．

光触媒積層シートの開発
　くん蒸被覆期間中に臭化メチルをその場で分解する能力を有した被覆資材を新たに開発すること

で，被覆中に臭化メチルをその場で分解し，さらなる放出量削減を図った．この被覆資材は，上部

よりガスバリアー層（EVOH），二酸化チタン光触媒層（石原産業：ST－Ol：3g／m2），下部支持層（高

密度ポリエチレン繊維製不織シート）よりなる積層シートで加熱圧着により一体化した（図3）．こ

の二酸化チタン光触媒積層シートを用いることで，大気への積算放出量を，1％以下に削減できた．

　これらの新規被覆資材を用いた臭化メチルの大気への放出量削減技術は，これまで農家が行って

きた土壌くん蒸処理作業を変更する必要がなく，新たな作業機械類を要しない．また，試作した光

触媒積層シートは，繰り返しの利用が可能である．

まとめ

　臭化メチルの大気放出量は，上記の各種被覆資材を用いることで削減できることを明らかにした．

特に，土壌くん蒸用臭化メチルの代替として考えられているクロルピクリンや1，3一ジクロロプロペ

ンなどの中には臭化メチルに比べて毒性が高いものもあり，使用量が増加した場合には人や環境へ

の影響が懸念される．今回開発した技術がこれらの薬剤にも十分適用できるものと考えている．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年！月
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日本と韓国における水稲収穫量変動の特徴と推定

企画調整部地球環境研究チーム 林　陽生

　地球の平均気温は，過去120年間に0．6℃／100年の割合で上昇してきた．これが温暖化の実態で

ある．しかし，年々の気温変動の記録には，昇温傾向に比べ変動周期が短く，同時に振幅の大きな

変動が重なっている．実際に，！993年の冷夏によって大冷害が発生したことは記憶に新しい．地球

規模の温暖化を背景としながら，冷害が発生する危険性がむしろ増大しているといえよう．最近で

は温暖化と同時に，異常気象など短周期の環境変動の影響予測をさらに充実させることが求められ

るようになってきた．

　東アジア諸国における水稲収量の年々変化を図1に示す．1980年と1993年には，日本，韓国で収

量が顕著に減少した．特に1993年の日本の東北地方についてみると，作況指数57と戦後の混乱期

を除いて最悪の被害が発生した．これは，東　　6

北地方の太平洋側で，連日ヤマセ日となった　　5

ことが原因であった．　　　　　　　　　　（4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　実はこの時同時に，韓半島の日本海側でも　ミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご3
ヤマセに酷似した現象が発生し，沿岸地帯の　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．鍛
水稲の生育に大きな影響を及ぼした。この　＞2

時の天候を図2に示す．オホーツク海上のブ　　1

ロッキング高気圧から南西に吹き出す寒冷　　o
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　　ワ　　い　　ゆ　　ト　　の　　の　　ぴ　　め　　ト　　ゆ　　ド　　め　　め　　ト　　ゆ
気流は，北海道北方で分流し，一方が東北地　　　　婁婁§蚕挙婁葵婁墨婁婁婁婁墜墨墨

方の三陸沖に達してヤマセとなり，他方が日　　　　　　　　　　　Year
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図1東アジア諸国の水稲収量の年々変動図本海へ入り韓半島東岸の江陵（カンヌン）付

近に達した．このため韓半島でも日本のヤ
マセ地帯と酷似した障害型冷害力、発生した．　　　　　／　ド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オホーツク海高気圧
　韓国では，寒冷な北東気流をセッ・パラム，　　　　　　　　　　　　　／　から吹き出す饗気流

また脊梁山脈を越えて西側に吹き降ろすフ　　　　　　　　　　　　　／ざ　塾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雲バノド域　　　　　　。’
　異常気象は固有の広がりをもって発現し，　　　（8月頃の上／中層雲）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♂・　　、♂
しばしば隔離した地域に同じ災害をもたら　ノ　　　　　〆
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　　の分布

表1東北地方の気温偏差に対する水稲収穫量の

　　変動の割合

気温　　　　　収穫量変動の平年偏差の割合（％）

偏差　　日本東北地方＋韓国全国

（。C）　　　（済州道を除く）
日本全国＋韓国全国

（済州道を除く）
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東北地方：青森，岩手，秋田，山形，宮城の5県

ゐγ3．0．074肝2＋0．3唾94bO，“7，r嬉O．685

宕7

2
き6

ε5
レ
な

94曾
桐

り

5
℃13
9α
Φ　2

。2

配
＞、1
薯
£o

So毛慮簾K射e3

、一瑠一To搬伊md讐c類o肖’

、噺Toのgllv・、、．、、

2

壌

ハ邸
蕊
＼
む
　oお
の

§
蓬・1
驚
Φ
ヌ

　ー2 　τ舶τoめok縫Dls嬢c重，講節a轟
難　　So罎燃Ko総a

　一3
　　－3　　　　　－2　　　　　一爆　　　　　O　　　　　　壌　　　　　2　　　　　3

　　T＄釣懸Pε燃w¢Anomaly給t醗了o熱Q紬窃stどlc窒（℃）

図4　東北地方の気温変化と日韓両国の水稲収量との関係
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図5韓国の水稲収穫量に対する品種（統一）

　　の占有割合

いう固有地域の気温変動と，隔離した地域の

水稲収量が密接に関係することがわかる．

　以上の結果は，夏期の気温が2℃～3℃低下

すると，この地域の水稲収量は約1t／ha減少す

ることを示している．また，気温上昇に対し

ては，収量が増加する効果は大きくないこと

もわかる．この関係を基にして，気温偏差に

対し両国の収穫量がどのように変動するかを

見積もった．結果を表1に示す．

　これによると，東北地方の7月と8月の平均気温が，平年からloC，2QC，30Cとだんだん低下す

るにっれ，日本全国と韓国全国の収穫量が応じて4％，10％，17％と減少することがわかる．この

計算では，日本と韓国の推定栽培面積が1997年のレベルであること，日本の東北・北海道地方以外

は冷夏の影響が及ばないことを仮定している．なお，日本の収穫量の範囲を東北地方に限った場合

（収穫量変動の平年偏差の割合の左の欄）には，日本全国とした場合より収穫量が変動する割合が大

きくなるのは当然である．

　ところで，収穫量は気温などの気象要素の変動ばかりでなく，栽培方法や土壌条件・施肥量，品種

の変化など多様な要素の影響も受けることは言うまでもない．これを示す良い例を次に紹介する．

韓国では，ほぼ1970年以降の20年間に，収量性に優れたハイブリッド品種（統一一）が導入され，全

国的に急激に普及した．図5に，韓国全国における水稲収穫量と統一による収穫量の年々変動を示
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す．

　図5の通り，統一は1978年に全国のほぼ75％という広大な面積で栽培されるに至った．しかし，

この品種は低温に弱い特性があったため1980年の冷夏の影響を大きく被った．図1に示されている

韓国における1980年の大きな減収は，実はこうした低温に弱い品種をほぼ全国で栽培したことに原

因があった．

　幸い日本では，1980年の韓国のように固有の品種に偏った栽培は行われてこなかった．しかしこ

の例は，経済性だけを求めた栽培方法には，思いがけない落とし穴が潜んでいることを示すものと

して覚えておくべきだろう．

　表1の推定は，品種の収量性などのノイズとなる要素を削除せず解析を行った結果である．この種

のノイズの除去は今後の問題とすることとし，現時点では気温変動に対する収穫量の推定に利用価

値が高いと考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年3月
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衛星画像を用いたモンスーンアジアでの主要穀物の栽培期間の推定

地球環境部食料生産予測チーム

地球環境部気象研究グループ気候資源ユニット

地球環境部生態システム研究グループリモートセンシングユニット

　鳥谷均
石郷岡康史

大野宏之

はじめに

　地球規模の気候変化により，降雨の地域的な分布やそのパターン（雨の降り方）が変わり，全球ス

ケールで水循環が変化することが気候モデルなどで予測されている．とくに，モンスーンァジァで

は年々の降水量の変動が大きくなり，洪水と渇水が頻発することが予想され，穀物生産への影響が

懸念されている．このため，わが国の食料需給に深く関係するモンスーンアジア地域の穀物生産が，

将来に起こる気候や水循環の変化によって，どのような影響を受けるのかを予測することが重要な

課題となる．

　このような影響を予測するためには，降水量や蒸発量，土壌水分量などの気象環境要素と穀物生

産との関係を明らかにする必要がある．これらの要素の広域的な分布を把握する手段として，人工

衛星から得られる画像データを使用することが有効である．そこで，衛星画像データを用いて，気

象環境要素を明らかにするのに主要穀物の栽培期間の分布を推定する手法を考案し，これを用いて

モンスーンアジアの栽培期間の分布を解析した．

推定方法

　主要穀物の栽培期間を広域に推定するには，人工衛星から得られた植生指数（NDVI）画像データ

を用いる．植物の緑葉には青領域と赤領域の波長を吸収し，近赤外線領域の波長を強く反射すると

いう性質がある．NDVIはその性質を用いて算出された，植物の存在量と状態を示す指数である．

ここでは，このNDVI画像データの時系列を作り，主要穀物が栽培されている各画素（ピクセル）に

おけるNDVIの時間変化から栽培期間を推定する方法を採用した．しかし，モンスーンァジァ地域

には明瞭な雨季があり，そのためにNDVI画像データは雲や水蒸気などの影響を強く受ける．そこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で，雲などの影響を取り除くNRF（Noise　Reduc一
o．9
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tion　Filter）処理を施し，NDVIの時間変化を推定

した（図1）．
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0．0

43．68。N

羅壷地方）移植日1
一毛作
（水稲：きらら397）　　　　　　　出穂日

収穫日

　毒

栽培期間

峯

∫

図1NRF（Noise　Reduction　Filter）処理を施す前
　　（RawData）と施した後（ProcessedData）の　　図2

　　正規化植生指数（NDVI）の時間変化の比較．

　　1998年4月～2002年3月：四川盆地．

雪23456789101112　　　　　　　　月
NDVIの季節変化と現地調査から得られた
移植日，出穂日，収穫日．移植日から収穫
日までを栽培期間と定義する，
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　つぎに，栽培期間のデータが均質に得られ

る日本の水稲データを用いて，栽培期間と

NDVIの時間変化との関係を解析した．ここ

では，移植日から収穫日までを水稲の栽培期

間と定義し，水稲が栽培されているピクセル

のNDVIの季節変化から移植日直後と収穫日

直前のNDVIの値を抽出した（図2）．その度

数分布を示したものが図3であり，NDVIが

0．4となる頻度が高いことがわかる．さらに，

実際の水稲の栽培期間と，水稲が栽培されて

いるピクセルのNDVIが0．4以上の期間を比

較すると，両者の差はほぼ±20日の範囲にな

る（図4）．また，聞き取り調査を行った中国

黒龍江省と漸江省のいくつかの水田圃場にお

’ 　　　’●　　　●●’

　　’　　’
　ρ
ρ
4

　　80　　　　100　　　120　　　140　　　160　　　180

　　　　　　　栽培期間（目）

図4　水稲の栽培期間とNDVIが0。4以上の期間
　　とを比較．破線に囲まれた領域はその差が
　　20日以内であることを示す．
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図5栽培期間をNDVIが0．4以上の期間と定めたとき
　　の，モンスーンアジアにおける主要穀物の栽培期
　　間の分布。

いても，栽培期間とNDVIの時間変化に関して同様な関係が得られた．以上のことから，ここでは

水稲が栽培されているピクセルのNDVIの季節変化で，NDVIが0．4以上となる期間を水稲の栽培期

間とした．

　また小麦，トウモロコシ，ダイズなど他の主要穀物の生育過程とNDVIの時間変化との関係が水

稲と類似であることも知られている．そこで，これらの穀物についてもNDVIが0．4以上の期間を栽

培期間と仮定した．

推定結果

　上述の方法を用いて，モンスーンアジアの主要穀物の栽培期間を推定すると図5のようになる．こ

れによると，栽培期間は，東北日本で150日，西南日本で250～300日と推定される．また中国東北

部では100日，華北地方では150～200日，華南地方では250～300日と推定される．このように，モ

ンスーンァジアでは，地域によって主要穀物の栽培期間に大きな違いがあることがわかる．
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おわりに

　図4の推定結果と，降水量，蒸発量などの気候要素の時間変化とその分布，各穀物の水要求量の

データなどを用いることによって，穀物生産に必要となる水資源量が推定できる．気候変化によっ

て水の需給はどうなるかということを明らかにしたr21世紀のアジアの水資源変動予測」という研

究プロジェクトのなかでは，この手法を用いて，モンスーンアジア地域の農耕地の水需要を推定し

た．

　しかし，基礎データ収集上の問題から，小麦，トウモロコシ，大豆など他の主要穀物とNDVIの

関係を，水稲との関係と同様であると仮定しなければならなかったなど，いくつかの問題点を含ん

でいるのが現状であり，この手法には改良の余地はまだまだ残っている．今後の研究方向は，これ

らの問題を解決し，この手法による推定精度を高めることになる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年1月



24

航空機搭載多目的デジタル分光画像計測システム

　　　　ー農耕地生態系情報の高精細マツピングー

地球環境部生態システム研究グループ環境計測ユニット 井上吉雄

はじめに

　近年，環境保全や食糧に対する安全志向などの面から，農薬や肥料をはじめとする化学資材や資

源の適正利用・最少利用への要請が世界的に強まっている．この要請に応えるためGPSなどの衛星

センサ技術やコンピュータ技術の著しい進歩を背景とするr精密農業（precisionagriculture）」の研

究が進められており，作物の生育や圃場の状況を画像計測などによって空間的にとらえ，状態に応

じた過不足のない管理を行うことが重要な課題となっている．一方，作物の気象災害調査など突発

的な情報収集だけでなく，流域生態系における水や物質の移動，生物生息環境，植生バイオマスな

ど生態系の環境保全機能に関わる研究においても，生態系の現況を面的・定量的にとらえることが

必要である．

　農業環境技術研究所では，センシングシス

テムや計測プラットフォームの開発，評価に

有効な波長特性など基礎的関係の解明など，

光や電磁波を用いたリモートセンシング研．

究を進めている・人工衛星画像は広域計測難1毒螺

欝罐周券総論贔雛柔鐵臨
れる場合が多く濃業●環境関係研究機関が…萎欝欝1▽．磁、、

必要に応じて・適時●機動的に龍収集で鷺，1義、．．

る新たな観測システムヘの要望が高い．

こで，上記のような目的に利用できる航空機

多目的デジタル分光画像計測システム

　従来の空中写真やビデオでは，観測波長域

や信号としての定量性，位置精度問題があっ’

たため，本システムでは高解像度のデジタル㍑「’、

画像として記録する方式とした．

　システムは，センサ部およびその制御と波

長別画像の記録とを行う制御部からなる（図

1）．センサ部は干渉フィルタ付の高解像度

CCDカメラ5台と短波長赤外カメラ，および

熱赤外カメラを用いており，従来のスチル写

真やビデオ装置では不可能であった可視～

近赤外域（460nm，560nm，660nm，830

nm，950nm），短波長赤外域（1650nm），お
図1　農環研・航空用デジタル分光画像計測システム外観
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200m 裸地　　トウモロコシ圃場

＆）660nm±5nmの波長帯の画像

b）830nm±10nmの波長帯の画像

よび熱赤域（8～13μm）の波長別画像を取

得できる．可視～近赤外域の測定にはCCD

（Si）カメラを，短波長赤外域には短波長赤

外カメラ（PtSi－IRCSD）を，また，8～

13μm域には熱赤外カメラ（HgCdTe）を用

いている．また，本システムは二次元の素子

を用いているためスキャナ方式と異なり位

置精度の高い画像を取得できる．

　制御システムは大容量のメモリを内蔵し，

従来困難であった高解像度の波長別デジタ

ル画像の連続記録を可能にした（画像数：可

視～近赤外域1280×1024，短波長赤外域：

640×480，熱赤外域：512×480）．シャッ

タ速度，シャッタのインターバルと連続取得

枚数，フォーカス，絞りなどの制御は，波長

別画像のモニタ画面に触れることで行う方

式とした．また，観測域のモニタ用にビデオ

カメラにより常時連続的にビデオ画像が

テープに記録される．システム全体の電源

はバッテリにより完全に独立しているため，

機体からの電源供給を必要としない．

　図2　航空用デジタル分光画像計測システムによる波長

　　　別画像の例．　地上解像度は約35cm（2000．7．17）

との比較から，少数の校正データで反射率や表面温度を精度よく求められることを検証した．

　また，取得した画像と地上での測定データの比較解析により，分光反射率画像から水田や畑地の

バイオマス，葉面積指数，土壌炭素含有率などの空間分布を高精細度で推定できることを確認した．

検証と解析事例

　有人ヘリAS350に搭載した観測実験によ

って得られた画質はきわめて良好であった

（図2）．地上空間分解能は飛行高度と画角に

応じて数cm～数mの範囲で設定できる．地

上で同時計測した反射率や放射温度データ

おわりに

　以上，生態系スケールにおける空間情報計測を目的として新たに試作開発した分光デジタル画像

計測システムについて紹介した．

　本システムはこれまでのスチル写真やビデオ観測では不可能であった可視～熱赤外域の波長別画

像を高精細度で連続的に取得できる．そのため，精密農業，気象災害評価，環境調査をはじめ多く

の場面で，空間分布情報を必要なタイミングで，必要な空間解像度で取得することが可能である．

　なお，地上での反射率や温度の正確な絶対値が必要な場合には，地上での校正データが少なくと

も数点必要．また，応用場面に応じて適切な観測緒元を選ぶことが望ましい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年10月
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野外計測用高速ハイパースペクトル画像計測システム

　　　ー植物生体情報を非破壊・リモートでとらえる一

地球環境部生態システム研究グループ環境計測ユニット 井上吉雄

はじめに

　農薬や肥料をはじめとする化学資材や資源の適正利用・最少利用への要請が世界的に強まってい

る．それに応える方策のひとつである圃場・作物管理の精密化（精密農業：precisionfarming）では，

作物の生長を迅速・正確にとらえ，栄養状態や病状を診断し，作物生体の状態に応じた過不足のな

い管理を行うことが重要な課題となっている．一方，地球環境面でも，森林・農耕地・草地など陸

上植生の環境調節機能，あるいは水・熱の循環やCO2収支に果たす役割が注目されている．そして

ここでも，植物生体の分布量や活性を広域的・定量的に把握することが重要な課題となっている．

　これらの目的のためには，光や電波など電磁波を利用して，野外におけるありのままの植物生体

情報を高速・非破壊・リモートでとらえる方法がきわめて有効である．ここでは，われわれが試作

したハイパースペクトル画像計測装置とその応用例について紹介する．

植物生体情報とハイパースペクトル反射計測

　数ナノメートル程度の高い波長分解能での反射・透過スペクトル計測をハイパースペクトル計測

とよぶ．野外において測定した種々の地表物の

反射スペクトルを図1に例示した．植物や土壌の

可視～短波長赤外までの分光反射スペクトルに

は多くの生理生態・成分情報が反映されている．

したがって，ハイパースペクトル計測データは，

植物生体の水分，色素濃度，窒素濃度などいわゆ

る「植物生体情報」の把握に有望である．

AOTFを用いたハイパースペクトル画像計測

システムの開発

　ハイパースペクトルと画像計測という二つを

同時に満たす測定を行うことを目的に，AOTF

（Acousto－OpticTunable　Filter；音響光学フィ

ルタ）を用いたハイパーイメージングスペクト

ロメータを試作した．AOTFはTeO2結晶に周波

数の異なる振動を与えることにより，屈折率を

変化させて分光フィルタの機能を持たせるもの

である．RFドライブによって発生させた任意の

周波数の音波をピエゾトランスデューサによっ

て結晶中に伝播させ，周波数に応じた波長の光

を取り出す．したがって，干渉フィルタを回転

させるような方式と異なり，システムに機械的

70
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眠20
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審

図1　植生や水，土壌などの典型的な反射スペクト
　　ルとハイパースペクトル画像計測
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AOTFを用いた野外用ハイパースペクトル画像計
測システム

動きがないため，堅牢かつミリ秒オーダで特

定波長の画像を選択・走査できる．周波数に

応じた波長別の画像はCCDカメラで連続的

に検出する．システム全体はAOTF，

AOTFドライバ，モノクロCCDカメラ，小

型ビデオ装置，およびノートPCからなり，

小型軽量で，すべてDC駆動であるため，特

に野外計測に好適である．試作装置の測定

波長範囲は450～900nm，波長分解能（半値

幅）は可視域で3nm，近赤外域で約5nmで

ある．コンピュータ制御により取得波長，波

長数，繰返し記録数などを簡単に設定できる

プログラムとした．一連の実験では記録に

b）

騒・
團
・
麗

圏
圏 騒

國

娩圏圏

團

2R＊＝0．86

RMSE二2．17

　10　　　　　　　20　　　　　　　30　　　　　　　40

　　　　Measured　chlorophyll　index（count）

図3　パイパースペクトル計測による植物体の

　　クロロフィル濃度の重回帰推定

はHi－8VTRテープを用い，長時間の連続的記録を

可能とした．

に対して自動分類を行い，植物体領域を抽出した，

度よく分離される．たとえば，画像処理によって推定した土壌表面上の苗数の推定誤差は1～2％程

度であった．

　同期計測した画像から抽出した植物領域の反射スペクトルパターンはバイオマスと窒素濃度に応

じて大きく変化した。多波長の反射係数と各種の植物体パラメータとの相関関係を調べた結果，最

も説明力が高かったのは多波長の反射係数をそのまま用いた重回帰モデルで，5～8波長程度の反射

率を用いた重回帰モデルにより，窒素濃度，クロロフィル指数，窒素量について高い決定係数（自由

度補正済で0．8程度）が得られた（図3）．単波長や2波長間の比では明確な相関関係が得られず，多

波長を要約した主成分回帰もあまり高い説明力は得られなかった．なお，さらに細かい波長幅での

測定も行ったが，微分値やそれによって得られるレッドエッジ（緑葉植物に特異的に見られる可視～

近赤外への立ち上がりの位置）の位置変化については明瞭な関係は見出されなかった．

　個葉や群落スケールの光収支モデルとハイパースペクトルデータを結合した推定手法など，現在

さらに効果的な評価手法を検討している．

植物生体情報の計測評価

　本システムの特性を検証するため，生長量と窒素

濃度，クロロフィル濃度の異なるイネの幼植物群落

30群落を対象に連続分光画像計測を行った．波長

間隔10nm，測定バンド数は50として全波長域を

スキャンした．Hi－8テープに録画された画像は

A／D変換し，必要に応じて波長ごとのシェーディ

ングやノイズ補正，積算処理によるS／N改善，お

よび幾何補正などを行う．

　ここに示す例では，まず40バンドの反射率画像

　植物体は多波長データを用いることによって精
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おわりに

　以上のように，ハイパースペクトル画像計測装置は，その高い波長分解能と多波長連続測定のも

っ情報量の多さを生かして，成分情報や生理状態の抽出評価などに有効であることがわかった．

　われわれは，低環境負荷で持続的な農業生産管理を実現するための情報計測システムの確立，お

よび陸域植生とそれを取り巻く生態圏の広域情報を探査・利用するためのリモートセンシングを機

軸とした高度情報システムの構築をめざしている．ハイパースペクトルセンサを搭載した地球観測

衛星も近々打上げ予定であり，宇宙からのハイパースペクトル画像計測も間近い．今回紹介したハ

イパースペクトル画像計測装置は植物生理生態学研究や精密農業管理のためのリモートセンシング・

非破壊センシング手法の研究，将来衛星センサのシミュレーション検証などに応用できる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1月
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衛星SARデータ等による水稲作付け面積の推定手法

環境管理部計測情報科隔測研究室 小川茂男

はじめに

　農作物の作付面積は現地調査など多くの労力をかけて毎年推定し公表されている．現行の方法で

は，高い推定精度を維持するために，母集団の整備や実地調査に多くの労力を必要とする．もし，こ

れを衛星データから精度良く推定できるならば，作業の効率化が図れる．また，市町村単位でなく，

任意の地域を対象に集計することも可能であり，様々な目的で利用可能である．

　Landsat／TMなどの高解像度光学センサデータが得られれば，水稲作付面積を高精度で推定する

ことが可能である．しかし，アジアモンスーン地帯に位置する日本では，水稲作付地の推定に有効

な田植後の光学センサデータの取得確率が極端に低くなる．

　一方で，天候に左右されず夜間でも観測可能

な合成開ロレーダ（SAR）データがあるが，　　　　　　　　　RAD醸SATデ＿タ観測
SAR特有のスペックルノイズ，標高が高くな　　　　　　　　　　　　　石狩（6／5）　　梅木〈6！27〉

るにつれて歪むフォアショートニング歪みな

どにより，SARデータ単独では推定精度が低

い．

　そこで従来の光学センサデータとSARデー

タを併用することにより，毎年早期に高精度で

水稲作付面積推定が可能な手法を開発した．

遡
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筋灘嬢難灘
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梅響

擁木操

華
北海道石狩
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使用データと解析対象地域

　SARデータの一つであるRADARSATデー
タを用いて，水田単作地帯である北海道の石狩

川流域（16市町）と関東平野で一部二毛作が行

われている栃木県中南部（21市町村）を対象に

水稲作付面積を推定した．石狩川流域では5月

下旬の短期間に水稲が移植されるため，移植が

終了した6月5日観測のRADARSATデータを

用いた．栃木県では，水田単作の水田は5月上

旬に水稲が移植され，麦刈り取り後の水田は6

月上～中旬に移植されるため，2回の水稲移植

のピークが終了した2時期のRADARSATデー

タ（5月17日，6月27日）を使用して解析した

（図1）．

噸

解析の原理と方法

　ここで用いたRADARSATは雲を透過する

マイクロ波のCバンド（波長5．6cm）を地上に

送信し，その反射（後方散乱）を観測する．河

川や湖沼のような水面では斜めに放射された

マイクロ波が水面で鏡面反射するため，放出し

違月下旬　5月上旬　中旬　　下旬　　6月上旬　中旬　　下旬

図1　水稲の移植時期と衛星データ観測
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図2　農地の表面状態とSARデータ観測状況
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図3　水稲作付面積の推定フロー
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騒
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た方向には電波が戻らない（後方散乱がな

い）．生育初期の水稲でも同様な理由で後方

散乱が小さい．これに対し，生育の進んだ水

稲や田畑，生育した小麦では後方散乱があ

り，水面や生育初期の水稲とは区別できる

（図2）．

　したがって，過去の光学センサデータから

水稲を栽培した部分と畑を抽出しておき，

RADARSATデータから後方散乱の小さい部

分を重ね合わせることによって水稲作付地を

決定できる（図3）．抽出された水稲作付地を

別途作成した市町村界ファイルと重ね合わせ

集計することにより，市町村単位で水稲作付

面積を推定できる．実際には図4に示すよう

な手順で推定した．

独立点の除査

水穏作付地

の

水穏俸付飯穫集
謙（霧町村単位）

図4　マイクロ波データなどによる水稲作付面積の

　　推定フロー
8，000

7，000

6，000

（　　5，000　』
お

δ
選沸ooo
蟹
製1
　3，000

2，000

1，000

o

』
◇
i

◇　．

．團，

懲

　O　｛，OGO2，0003，0004，0005，0006，0007ρQO8，0GO

　　　　銃繋植〈ha〉

統計値と推定値の比較（石狩川流域，市町村単位）

水稲作付面積の推定結果

　北海道石狩川流域を対象に上記のような方

法で推定した値は，地上調査に基づいた統計

値に対し16市町平均で98．5％（標高データを

用いた補正）と高い値で推定できた（図5）．

また，標高データを用いてSAR画像を補正す

ることにより幾何学的な歪みが減少し，さら

に推定精度が高くなると推察できる．

　栃木エリアの水稲作付面積を市町村単位で

集計すると，地上調査に基づいた統計値と比

較して101．1％とほぼ一致した（図6）．石狩

川流域の結果に比べ，市町村単位での誤差が

やや大きい．ここでは2時期のRADARSAT

データを用いていることや土地利用が石狩川

流域より複雑であることが原因と思われる．

図5
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図6　統計値と推定値の比較（栃木エリア，市町村単位）

おわりに

　Landsat／TMデータでは雲に覆われた地区

の水田を抽出できないが，RADARSATデー

タでは雲に関係なく取得できる．以上のよう

に，水田分類に適した田植え直後にRADAR－

SATなどのCバンドSARデータを取得し，

標高に由来する歪みなどを補正後，光学セン

サの画像と併用する方法はきわめて実用性の

高い推定手法である．水稲以外の作物につい

ては今後の課題である．

　　　　　　　　　　　　　　2000年7月
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わが国における1980年代以降の窒素収支の変遷

地球環境部生態システム研究グループ物質循環ユニット 織田健次郎

はじめに

　わが国では食料自給率の低下が懸念されて久しく，食生活の洋風化とともに食飼料の輸入が増大

し，90年代後半には，自給率はカロリーベースで約40％まで落ち込んでいる．このことの問題点は，

食料の安定的確保という直接的な側面にとどまらず，結果として，海外から持ち込まれた膨大な養

分が生態系の自然循環に対するかく乱要因となり，近年，湖沼の富栄養化をはじめ，環境に対する

様々な悪影響として現われている．

　農業環境技術研究所は，これらの環境に対する窒素負荷をマクロな観点から把握するため，r全国

版養分収支算定システム」を開発し，これまでに，1992年までの窒素収支を公表してきた．しかし，

その後，依然として食飼料の輸入増加は続いている．そこで，1997年の窒素収支を算定し，1982年，

1987年，1992年の算定結果と併せて，近年における窒素収支の変遷を明らかにした．

全国版養分収支算定システム

　全国版養分収支算定システムは，以下に示す既存の農業関連統計資料・文献から，約70種の食飼

料品目に関する，年間の生産，流通（食用，加工用，飼料用など），消費などの物流量のデータを収

集・加工し，品目ごとの窒素含有率を乗じて窒素量に換算して，その流れを示すことができる．

①食飼料：食料需給表，飼料月報，農林水産物輸入実績

②補足情報1肥料要覧，食品産業統計年報

③養分換算：日本食品標準成分表，日本標準飼料成分表

窒素収支の変遷と算定精度

　1982年から1997年までの5年毎の窒素収支の変遷を図1に示す．この間の変遷を概括すると次の

とおりである．

①環境への総排出量（年間の総消費量）は，1992年の1，708千tNをピークとして，1997年は，若干

　減少している．一方，供給面からみると，1987年からの国内生産の減少と一貫した輸入の増加が

　顕著である．

②輸入物の増加を，畜産業の場合でみると，飼料としての輸入はむしろ減少し，枝肉や乳製品向け

　牛乳など，原料より製品に近い形態の輸入物が増加している．また，加工業への供給量の輸入割

　合の増加，国内生産における作物残渣の減少など，いずれも，食料の海外依存の増加傾向を示し

　ている．

　次に，算定精度を1997年のr環境」への総排出量の約85％を占めるr食生活」とr畜産業」の

排出量について，既存の関連データとの適合度から検討した．

①r食生活」からの排出量（643千tN）は，生ごみと生活排水（し尿・台所排水，風呂など）とみな

　すことができる．生ごみは，品目別の食品廃棄・食べ残し率から，42千tNと推測され，残りの

　601千tNを生活排水分とすると，生活下水基本原単位を用いた見積量の543千tN（lL8gN／人・

　日×12，600万人×365日）とは約10％の違いであった．

②r畜産業」から環境への排出量は802千tNと推測された．このうち，家畜糞尿の量は，牛・豚・

　鶏の飼養家畜全体に供給された飼料の総窒素量から，と畜体と畜産物（鶏卵，牛乳）に含まれる窒
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素量を差し引き，約730千tNと推測された．本量は，1999年における飼養家畜に対し，1日1頭

羽当たりの糞尿中の窒素原単位を用いた算定値721千tN（原田靖生，2001）とほぼ同等であっ

た．
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　　　　　　　　図1　わが国の食料供給システムにおける窒素収支の変遷（単位：千tN）
注）

・4っ組の数値は，上から順に，1982年，1987年，1992年，1997年のフローおよび現存量などに対応する．

・「輸入食飼料」の内部に示した「輸入畜産物」は，製品形態の輸入畜産物であり，「輸入食飼料」の生産量の内数である．

・「畜産業」への入量は，「輸入畜産物」以外は家畜の飼料であり，これらによって「国産畜産物」が生産される．

・「国内生産食飼料」と「輸入食飼料」からの環境への排出量は，主に，養魚用の魚粉などの消費によるものであり，また，こ

れらと，「穀類保管」，r加工業」，「畜産業」，「食生活」の各排出量との合計が，「環境（農地を含む）」への総排出量である．

・現存量は，「穀類保管」と「加工業」ではストック，「畜産業」と「食生活」では，家畜と人間の体内に含有される窒素量で

ある．

・「化学肥料」と「作物残さ」は，システムの系外からの入量として示してあり，本収支算定には含めていない．
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おわりに

　食飼料の輸入増と国内生産の落ち込みによって生じた食料自給率の低下は，本窒素収支の算定で

は，輸入と国産由来の窒素量の経年的変化に顕著に示されている．また，環境への負荷は，1992年

をピークに総排出量が減少に転じたが量としてはわずかである．今後は，食べ残しなどの減少を含

めた食生活の見直し，家畜ふん尿や食品加工残さの堆肥化と飼料米などの生産への利用など，負荷

軽減と国産食飼料の利用拡大を導くための取り組みが，より一層重要になると考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月
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黒ボク土畑における水と硝酸性窒素の地下水到達時間と流出経路

化学環境部栄養塩類研究グループ土壌物理ユニット 江口定夫

はじめに

　農地への過剰な窒素肥料の投与が硝酸性窒素（NO3一一N）による地下水汚染を引き起こすことは既

によく知られているが，実際の土壌中でのNOガの具体的な移動経路や地下水汚染を引き起こすまで

の時間については，未解明の部分が多い．本、

研究では，まずNO3』の輸送媒体である水の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篇撚｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝鷺土層内移動時間と移動経路を求め，液相中

NO3『濃度変化との関係から，NO3一の地下

水到達時間と流出経路を明らかにした．

土壌水分状態と浅層地下水位の長期観測

　土壌中での水移動経路と移動速度を明ら

かにするため，1995年より農環研内の黒ボ

ク土畑圃場において，降水量，土壌の深さ別

の水分状態（体積含水率と圧力ポテンシャ

ル）と浅層地下水位分布の長期観測を行って

いる（図1）．これらの実測値とこの土壌の基

本的な水理学的性質（間隙率，圧力と体積含

水率の関係，飽和および不飽和透水係数）を

用いれば，深さ別の水フラックスと保水量が

求まり（図2），さらに土壌中を流れる水の深

さ別移動時間τ（表1）や任意の時期に任意の

深さから移動し始めた水が任意の期間後にど

の深さまで到達したか（到達深さZp）を求め

ることができる（図3（a））．

地表浸入水の地下水到達時間

　地表から浅層地下水面hまでの不飽和土層

について見ると，地表浸入水が作物根群域を

通過する時間τo、1は0．8－2．5年，浅層地下水面

hへの到達時間τo、1＋τ1一んは1．6－6．0年と大き

く変動し，多雨年ほど短かった（表1）．これ

に対して，浅層地下水面hから難透水層下の

第二帯水層までの飽和土層中の移動時間τん、2，6

＋τa6．48は，興味深いことに8。2－8．3年とほぼ

　E
ロ
N
杓
腿

図1土壌水分状態と浅層地下水位の観測圃場

0
0

間隙率Φ，体積含水率0

　　　　ヨ　　つ　　　（m　m）
0．2　　　　　0，4　　　　　0．6　　　　　0．8 1

1

2

3

浸透水
フラックス

　0
保水量

　3

浅層地下水
水平フラックス

Φ

0

　浅層地下水位
▽

θh

　浅層地下水
’
鉛
直 フラックスθV

h

難透水層

2．6m

　　　　　図2　浅層地下水を通じた水平方向および鉛直方向への流出フラックスの模式図
Dは作物根群域（深さ0－1m）からの浸透水フラックス，5は土壌の保水量，σ．とσhはそれぞれ浅層地下水流出フラック

スの鉛直成分と水平成分を表す．鉛直下方への流れσ、，は厚さ2．2mの難透水層を通過し，深さ4．8mにある第二帯水層を

洒養する．
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一定に保たれていることがわかった．

浅層地下水流出経路の変化

　浅層地下水の流出経路もまた，年降水量により大きく変化した（表1），すなわち，少雨年は浅層地

下水流出の9割以上が難透水層下の第二帯水層へ向かう流れσVであったのに対し，多雨年には難透

水層上の横流れGhが浅層地下水流出の7割以上を占めた．また，Ghは22－549mm　y－1と年降水量

により非常に大きく変動したが，σVは208－226mmジ1と変動が小さかった．これらより，難透水

表1年降水量の違いによる水フラックス，浅層　層は，第二帯水層の地下水酒養フラックスσVを年降

　　　地下水位と深さ別の水移動時間の変化　　水量の多少に関わらずほぼ一定に保つと共に，地表

　　　　　　　　1997　1998　1995－2003　からの汚染物質が難透水層下の第二帯水層へ容易に
　　　　　　　　小雨　　　多雨　　　　平均
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　侵入するのを防ぐ役割を果たしていると言える．
　　　　　　　　　　　　mmy－1水フラックスa

P
D
σ．

σ且

浅層地下水位

h
深さ別移動時間b

τ0－1

τ1一苑

τれ一2．6

τ2．6－4．8

987　　　1531
227　　　760
208　　　226
22　　　549

m

1211

469

213

254

2．12　　　　　1．88

y

2．04

2．54　　　　　0。79

3．41　　　　0．83

1．49　　　　　2．09

6．72　　　　　6．18

1．24

1．56

1．68

6．54

apは降水フラックス，Dは深さ1mからの浸透水フラ
ックス，G．とq、はそれぞれ鉛直下方および水平方向
への浅層地下水流出フラックスを示す．

b深さ別移動時間τの下付き文字は，対象とする土層の

深さ（m）を示す。0，1，h，2．6および4．8は，それぞれ，

地表面，根群域下端，浅層地下水位，難透水層上端およ

び難透水層下の第二帯水層の深さに相当する．
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硝酸性窒素の地下水到達時間

　NO3一はどのくらいの速さで土壌中を動くのだろう

か．1995年秋から1996年秋（施肥窒素量が特に多か

った時期）に施肥深さから移動し始めた水の到達深

さちを求めたところ，1997年夏には深さl　m，1998

年夏には深さL5mに到達し（図3（a）），各々の深さ

へのZp到達時期は，各々の深さの液相中NO3一濃度

ピーク（図3（b））とほぼ一致した．このことは，見か

け上，NO3一が水とほぼ同じ速さで土壌中を下方移動

したことを示している．したがってこの圃場では，

水とNO3一の地下水到達時間および帯水層を通じた流

出経路はほぼ等しいと考えてよい．すなわち，表1よ

りNO3一の浅層地下水到達時間は1．6－6．0年，第二帯

　　　　　水層へは9．9－14．2年であり，NO3一の流

　　　　　出経路は年降水量により大きく変化する

　　　　　ことが明らかとなった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おわりに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地下水汚染を引き起こすのはNO3一だ

1995 薯996 1997 1998 1999

図3　農環研内の黒ボク土畑圃場における（a）浸透水の施肥深

　　さ（7．5cm）からの到達深さZpと浅層地下水位hの変動
　　および（b）土壌の深さ別の液相中NO3一濃度の変化．

到達深さZpは，1995年秋から1996年秋に行われた計4回の施肥を対象
に求めた．

水汚染問題解決の鍵を握っている．本研

究の成果は，様々な土壌における水と物

質の移動についての研究の基礎となる．

　　　　　　　　　　　　2004年7月
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水質モニタリングデータの図形表示・データ集約システム

化学環境部栄養塩類研究グループ水質保全ユニット
企画調整部研究企画科

竹内　誠・板橋　直
駒田充生

はじめに

　水環境保全の立場から各種水質調査が実施され，膨大な量の水質データが蓄積されている．しか

し，これらの多くは年度ごとの数値データとしてまとめられているだけであり，流域内の水質保全・

評価のために利活用されているとは言い難い．

　そこで，既存水質データベースのハンドリングを簡易操作で実行可能とし，地域水質の実体や変

動を容易に把握でき，指定地点について正確な対象成分の流出負荷量の算定が可能なシステムを開

発した．

現状と問題点

　水質保全を指向した効率的な地域水質管理法の策定のためには，開発された個別水質浄化技術の

導入効果の予測評価並びに，対象地点の濃度変動がその集水域の流域特性（気象，地形，地質，土

壌，営農実態など）とどのような関連があるかを明らかとし，その流域の水質を決定する各種要因

の大きさから水質を高精度で推定可能としておく必要がある．そのため，当ユニットでは，流出ま

での時間的な遅れや水田などの湛水面の有する自然浄化機能の発現量をも評価可能な地域水質解析

評価システムを作成し，解析を進めている．さらに当システムの精度向上のためには，流域特性の

異なる多くの流域について解析を実施し，各種パラメータの妥当性について検討する必要があり，そ

のためには，特にモニタリングデータを基とした正確な実流出負荷量の算定が必須となる。長期間

にわたるモニタリングデータは，測定間隔内

の平均濃度ではなく，数秒という短期間内に

採水された水についての成分濃度でしかな

い．そのため，1連の測定データを多変量解析

し，年，季節，先行降水量などの要因でどの程

度変動するかをあらかじめ定量的に明らかに

し，その定量式によって流出負荷量を推測す

る方が精度が向上する．

開発したシステムの内容と特徴

　水質データベース例として，モニタリング

地点数，期間，水質項目数とも最大規模の環

境省水環境部企画課の有する全国公共用水域

水質データを用い，これら水質データを簡易

に表示・検索し，対象成分濃度変動の他項目お

よび気象要因依存性を解析するデータベース

管理システムを作製した．

　検索結果とオンラインで入手したアメダス

データとを組み合わすことにより，対象とす

、説黛漆轟！
　　　ロじロ　　　ぼ　　　　　　　　　　　　　　ゆナ

　　　　　滅　．切　粋
　　　　　　　／　F　㌍隊
　　　　　　　／＝　、　　げ方

　　　　図1　検索後の画面への表示例

（検索結果の画面表示は，この他に成分濃度の経時的な変動を

見るための棒グラフ，数値表を選択できる）
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年度別全国対象
水質水量
データベース

餓藩指建

検鷺地蒔
承質填爵

朗騰磐定』

年・県別に抽出

オンライン

AMeDASデータ取込

県別・全期間

チェック，他地点参照で

　欠測で直ネ甫間

全晦簾量須麟乍蔵の
労めの爺眺襲瞬撫窟

画像表示

検索実行
Hamon，Thomthwaite

法による蒸発散位の算出

（年・月・目）

る水質成分の年・季節変動，他水質項目（含，水

量）および気象項目との関連を解析・把握でき

る．また，検索地点を流下する対象成分負荷量

を算出できる（図1）．特に降雨量との関連が簡

易操作で解析できる（図2，図3）．

　本システムは地図情報の取り込みやデータ形

式を整えることにより，環境省のデータベース

対象地域以外や対象水質項目以外にも容易に適

用できる．

　なお，本システムには重回帰・直交多項式・分

散分析を統合したデータ集約機能が組み込まれ

ており，説明変数が非線形の場合や交互作用が

存在する場合でも容易にデータを集約すること

ができる．

擾規甕動賜奪灘変動霞

　魯項目の嚢蔑凍数
項鑓襯葦轄爆項の叉寵

（採水日単位）

（日単位）

汎用データ集約機能による

最良不偏推定式の算出

各項目の偏回帰係数とそのF検定値，
基本統計量，感度分析，予測値の算出・等

画像表示

No
結果は妥当か？

Yes

検索地点を流下する対象成分負荷量
　　　（年・季節・日単位）

図2水質モニタリングデータ表示・解析フロー

　　3）卜、“、！三RZ三舜○匡NごM三⊇C△、一D、ヘ A
一 鵬．矢作ダム

〉劉de3†rr紅50〉
z⊃oo

16 りC

’200

100C

o809

0、600

C40D
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おわりに

　本システムの使用により，目的とする水質項

目の濃度変動を特定県内全域の調査地点につい

て，長期的な変動も含めて図形で見ることがで

きる．そのため，水質の現況のみならず，過去に

取られた水質改善対策の効果などの評価も可能

である．

　また，研究面では，水質解析のための調査対象

地域の選定などにも利用できるし，調査，分析さ

れたデータを本システムに登録しておくことで，

随時，その結果を一元的に見ることが可能とな

る。

　さらに本システムに組み込まれている特定モ

ニタリング地点における正確な実流出負荷量の

　　　算定機能を利用して，汎用の地域水質評

　　　価システムで使用する対応パラメータ値

ト

l　 　 　1　1　： 　l　 　 　l　l　l　

　l　　　　 　 　 　I　［　 　 　 　Il　l

1雄曇瀞撫魑、響幽樋雛Il惣1

197919801981198219831984198519861987 1988 1989199019911992199319941995199619971998

　　Fig　Changes　in　Source∂nd　Estimated　Vaiues　ofT－N［：y］

の高精度化を図り得る．

2004年3月

　　図3全窒素濃度変動解析例
（実測全窒素濃度［黒線］と年，季節，水質懸濁

物質濃度を要因とした全窒素濃度最良不偏推
定値［赤線］との一致性から，突発的な全窒素

濃度上昇が，懸濁物質濃度に依存したことがわ
かる）
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酸性雨による土壌化学性変化を予測するモデルの開発

企画調整部地球環境研究チーム 新藤純子

はじめに

　化石燃料の燃焼に起因する酸性物質，農業や畜産からの窒素，また火山から発生する硫黄化合物

などが酸性降下物として地上に降り注いでいる。生態系内では，土壌の化学的な反応や，動植物の

作用により，酸を吸収，中和する様々な緩衝機構が働いて，急激な変化を防いでいる．しかし北欧

や北米で問題となった湖沼の酸性化は，緩衝能の小さい土壌が酸性雨により負荷された酸を十分中

和できなかったことが一因であり，pHの低下とそれによって溶出したアルミニウムが魚類に被害を

及ぼしたと考えられている．

　酸性雨によってもたらされる酸に対して土壌の中和能力が十分であるのか，また酸性雨により土

壌の性質はどのように変化するのかを知ることは，生態系への影響を評価するために重要である．

酸の中和は土壌の特性や酸性化の段階によって関与する反応機構や寄与の大きさが異なり，また土

壌の性質の変化は非常に緩慢であるため検出が難しい．このため，いろいろな反応機構を取り入れ

たモデルによる推定が有用であると考えられる．本研究では，日本の土壌の酸中和機構として重要

と思われる反応を含んだモデルを作成し，1年間にわたる野外調査に適用して，土壌水中イオン濃度

変化を予測することにより，どのような反応過程が土壌の化学性の変化を支配しているかについて

検討した．

モデルの概要

　図1にモデルの概念図を示した．土壌水を中心に考えると，そこには，物質が降水と共に流入す

る．また鉱物風化や有機物分解により土壌固体からイオンが溶出し，一方，植物による吸収などに

より消費される．モデルでは，これらの過程による，土壌中での各イオンの正味変化量（刀）をイン

プットデータとして与える．さらに，土壌水中および粘土鉱物や土壌有機物の表面に吸着している

イオンが係わる，図に示したような化学反応を平衡反応として導入した．

野外調査

　農業環境研究所の自然土壌保存圃場（観音台），および茨城県新治郡八郷町の国有林（八郷）にお

いて，林外雨，林内雨，Ao層浸透水および土壌水を定期的に採取した．観音台は，淡色黒ボク土で，

30年生のアカマツ林である．八郷は花嵩岩母材であるが，火山灰の影響もかなり受けた褐色森林土

で，20～30年生の落葉広葉樹林である．各調査地で林外雨2地点，林内雨とAo層浸透水を3地点で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　採取し，土壌水も各3地点においてA層の下部（深

化
解

辮

ゲイナミックプ鷲セスとして

　敗り搬った亀学過程

　繊酸一雛戯酸単櫛
　アメレミニニウム鍍き水分解

騰イオン交換、醗酸級蕊

　　禽機酸解離
アルミ．ニウム酸紀鞠薄解など

△雛吸収～鉱物風化牽…

漉患↓

図1　モデルの概念と考慮した化学過程

　　さ20cm）とB層の中（深さ50cm）からポーラスカ

　　ップを用いて採取した．

　　　図2に，いくつかのイオンについて，林外雨によ

　　る沈着量から土壌B層内（50cm）からの流出量ま

　　で，1m2，1年間（1997年10月～）当たりの移動量

童　　を示した．乾性沈着や樹冠溶脱により，降水は樹冠

　　を通過することによりイオン濃度を増し，さらに

　　Ao層でイオンが大量に負荷される．この際水素イ

　　オンが消費されpHも高くなった．ナトリウムを除

　　く塩基性陽イオンや硝酸イオンは，Ao層から土壌

　　への流入量よりも土壌からの流出量の方が小さい．

　　即ち，鉱物風化などによる供給量よりも植物吸収な
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どによる消費量の方が大きいことが示された．特にカリウムイオン（アンモニウムイオンも）の減少

率が大きく，これらのイオンは土壌層からほとんど流出せず，植物などに効率的に利用されていた．

土壌の化学性変化を支配している過程の検討

　モデルの上記野外調査への適用において，Ao層からの流入量を土壌へのイオンのインプットとし

て用い，A層（20cm）とB層（30cm）を対象にした．モデルによるイオンの各土壌層からの1年当

たりの流出量が測定値（図2）とほぼ等しくなるように土壌層での正味の生成速度（∠）を与えた．

　図3に∠を年間一定値とした時の観音台の推定結果を示した．十壌水pH，土壌水中の硝酸イオン

や塩基性陽イオンの濃度の変化が比較的よく再現されている．養分吸収による消費や鉱物風化など

による供給は，いずれも温度に依存して季節変化をする．観音台では変化がお互いに相殺された結

果，年間を通してほぼ一一定の生成（消費）速度となり，土壌水中イオン濃度は，Ao層を通して大気か

ら土壌層へ負荷される物質の量に依存して変化している．落葉広葉樹林である八郷の場合，∠が年間

一定値であるとすると，モデルによる推定結果は測定値と大きく異なる．図4（a）は，∠に図4（b）の

ような季節変化を仮定した時の推定である．八郷では植物による養分吸収の季節変化が有機物分解

や鉱物風化の季節変化に比べて大きく，植物吸収が土壌水濃度へ与える影響が大きいと考えられた．

また，図3に示したように，陽イオン交換反応が機能しないと仮定した場合には，土壌水のpHの予

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測値は大きく変動し，酸性雨による酸や土壌内で生

．脳　　　　　　　　　　　　　　　　　成した酸を迅速に中和して系のpHを一定に保つた
嵐9。3　　　　　観脅台
讃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めに，陽イオン交換反応の役割が大きい．
尾§・2

　欝o．1
　厳
　　髄　　　彗　　　　　　　　　　　　　　終わりに
　奪。墨
』o．3　　　八郷　　　　　　　　　　　　　　酸性雨として大気からもたらされる窒素や硫黄

、競　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は，長期的に土壌pHや栄養塩濃度などの土壌特性
葛0’i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を変化させ，それは土壌微生物や土壌動物の活性に

　　§　　　鰯　・
　　　　鎌　　甑　　銭　　灘　　聯　　影響を与え，栄養塩循環の変化を引き起こす可能性

翻林外雨　　　　一　　’　翻林内爾
灘鱒履からの流出　　　　　鐙み層下（馨融c驚〉からの濾慮
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図2　林外雨，林内雨や土壌浸透などによるイオ

　　ンの下方へのフロー
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がある．さらに植物の生育にも影響を及ぼすこと

も考えられる．本文でも紹介したような観測は，生

態系における物質循環に関する情報を与える．物

質循環や土壌の特性を支配しているメカニズムを

　　　　　　　推定することにより，その変化の
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図4　落葉広葉樹林（八郷）の土壌水中イオン濃度変化の推定結果（a）と土壌内イオン生成速度∠（b）
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日本産珪藻および藍藻を用いたOECD藻類生長阻害試験法の改良

化学環境部有機化学物質研究グループ農薬動態評価ユニット 石原　悟

はじめに

　現在わが国では，農薬など化学物質の使用に当たってのリスク評価において，水域生態系の一次

生産者である藻類に対する影響評価に単細胞の緑藻P3εμ40ん∫7chnε7’εllα3めcαp加∫α（旧名Sε18nαs一

鰍〃～c叩漉07ημ溜n）（図1一①）が代表的試験生物種として定められている．また，この緑藻P

釧わcα1ρ’∫α∫αはOECDなどにおける藻類生長阻害試験法の推奨種の一つでもある．一方，農薬など化

学物質の使用に当たっての水生生物に対するリスク評価において，より実環境を反映した試験およ

び評価法の開発が検討課題となっている．日本の河川では珪藻および藍藻を中心とした付着性藻類

が一次生産の主役であり，緑藻P。s酌c卿鰯αは日本にはほとんど分布していないことなどの理由か

ら，緑藻P　sめ⑩ρ加厩を用いた試験結果のみで日本の水域生態系における藻類に対する影響評価を

進めることには疑問が残る．そこで，OECDなどの推奨試験法を基本に日本産珪藻および藍藻を用

いた日本に適した精度の高い評価手法を開発した．

OECD推奨試験法に適合する珪藻および藍藻

　水系には様々な藻類が生息しているが，試験生物に適した種類，すなわち，人工培地中で安定し

て培養できる種類は限られている．培養の容易さ，増殖力などを考慮しOECD推奨試験法に適合す

る珪藻および藍藻の探索を行ったところ，藍藻のMε7’3〃2ρρε4’α∫εn配’∬∫〃1α（MES－230株）（図1一

③）および珪藻のオchn召n‘hεs〃伽厩∫∬∫〃3α（NIES－71株）（図1一④）が供試生物として有用である

ことを確認した（表1）．

水田除草剤の有害性評価

　現行の推奨試験法に適

合する藍藻のM．∫εnμ応

3伽αおよび珪藻．4．加n砕

∫∫ss珈αとOECD試験法推

奨種であるP　sめcαp吻如

およびChlo7εllαv配lgαrごs

（図1一②）の計4種類の

藻類を用い，現在日本で

主に使用されている水田

除草剤14種を被検物質と

して生長阻害試験を行っ

た（図2）．72時間後の生

存細胞数に基づく半数生

長阻害濃度（72h－EC50：

対照区に比べて細胞数が

半数になる暴露濃度）を

指標にして，14種の水田

旺C廼にお嬢ゴ懸害翻碗雛

　撫む蕪謡懸離懸竈翻慧婁繍聾緯輪麟叢撫鑛瓢趨無　　　　　轡鰍“鱗←

　　虻胤撫輩離蝋轍　　爵　　’

②繍’耀流鷹き、。．鑛購萎

煙　　　　　　　　　　　　　懸N「欝・

撫騒撫燦麟翻顯　　　　　　　　　　嚢繋

図1試験生物種

　　　　細輪警∈襲噸　』

　鼠勘　棚軸㌧瑠・

蕪魁　　　　 、艶議羅

鰹艦構ピ声、纂、鴇

羅姦鋤嵐播



41

表1　藻類生長阻害試験における試験生物としての適合性
P，訓わ6αρ∫砿如

　　　　　（緑藻）C，v配Zgαγ∫s

（OECD推奨種）

M．Tεn廊訪nα（藍藻） 質，’n∫n厩∫SS’〃2α（珪藻）

培養・試験培地 OECD培地・C培地など
OECD培地・C培地など

（緑藻の飼育培地での培養が可能）

OECD培地＋珪酸ナトリウム
C培地＋珪酸ナトリウム　など

（緑藻の飼育培地に珪酸ナトリウムを

加えることにより培養が可能）

固形寒天培地上

での培養＊
○ ○ O

培養・試験条件
光度　約40001ux

温度23±2。C
緑凛と同条件で可 緑凛と同条件で可

初期細胞濃度 約1×104cells／ml 約3×104cells／ml 約5×103cells／ml

72時間後の

細胞数

　　　約100～150倍
（C培地・40001ux・23℃・振とう培養）

（試験成立条件は対照、区の細胞濃度が

　3日以内に16倍以上に増加）

　　約1000～2000倍
（C培地・40001ux・23℃・振とう培養）

　　　約30倍
（C培地＋珪酸ナトリウム・

40001ux・23℃・振とう培養）

＊固形培地上で培養が可能な種類は，無菌状態での継代培養が容易である．

10，000．0

重1・ooO・0

Aト
ゴ　 100．0

注
と
6　10・0
国

　　1．0

0．1

雲＊

a

象

費！

1◆P5製勘～鰭
1ワ：σ嘘謝5
1盆：驚器凱

図2

・プジカシベメベエキイモジダぐく

　　　　　ル
　　　　　　除草剤名

14種水田除草剤に対する4種藻類の72h－EC50の比較

rli鞭継繁繍號示す1

除草剤の藻類に対する有害性を比較すると，

感受性が高いとされている緑藻P。sめcαp一

加砂が必ずしも感受性が最も高い種でない

ことがわかる．スルホニルウレア系除草剤

（ベンスルフロンメチル，イマゾスルフロン）

およびトリアジン系除草剤（シメトリン，ジ

メタメトリン）に対する藍藻M．∫εnμ∫ss加α

の感受性は緑藻P。躍加αp加∫αに比べ高く，

また，除草剤キノクラミンに対する藍藻掘．

‘εnμ∫∬∫1nαおよび珪藻孟．〃3∫n厩∫∬∫〃2αの感受

性は緑藻P餌加αp加砂に比べて高い．すな

わち緑藻P　sめ⑩ρ吻厩を代表的生物種とし

た試験法の場合，これらの除草剤に対する他

の藻類の高感受性が見落とされてしまう危

険性がある．

　珪藻オ．〃3’n顔∬珈αと藍藻κ．∫8澱∫s3∫〃2α

はいずれも日本産であり，保存株化されてい

るので入手が容易である．また長期継代培養も容易であり，培養は単細胞緑藻の場合と同様に実施

できる．これらのことから現行の緑藻P3めcαp加砂を用いた試験法に加え，珪藻オ．而n副∬珈αお

よび藍藻M．ごε砿∫s3珈αを追加生物種とすることにより，藻類に対する有害性評価の信頼性を高める

ことが可能となる．

おわりに

　藻類に対する影響評価を含め，現在，わが国では農薬の生態系全般に対する影響を評価するシス

テムを確立することが重要な課題となっている．その検討に当たっては，欧米諸国の考え方や採用

されている方式を機械的にそのまま導入するのではなく，気候条件，地形条件，生息する生物の違

いなど，日本特有の生態系の成立条件を十分踏まえた上で，日本に適した評価システムを確立して

いく必要がある．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年3月
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一粒の玄米中のカドミウムを測定する

環境化学分析センター環境化学物質分析研究室 馬場浩司

はじめに

　現在，国際食品規格委員会において米中のカドミウム濃度の基準値策定作業が進められており，基

準値の案は0。4ppmとされている．平成9，10年に非汚染地域を対象に行なわれた37000点以上にお

よぶ玄米試料の全国実態調査において，0．4ppmを超える試料が約0．2％に達することから，今後も

広範囲・継続的な調査が求められている．しかしながら，現在一般に用いられている分析法は玄米

を強酸分解し溶液化するなどの前処理が必要なため，分析結果を得るまでに長時間を要し多検体処

理には向いていない．そこで前処理を省略し，玄米粒のままの状態で含まれるカドミウムを分析す

る方法を開発した．

分析原理

　短波長のレーザー（213nm）を玄米表面に照射すると，その微小領域に集中された高エネルギーに

より玄米を構成する様々な元素が蒸発す

る．この元素をアルゴンガス気流と共に

誘導結合プラズマ質量分析装置（ICP－

MS）へと導入することにより，微小領域

に含まれているカドミウムを検出するこ

とができる（図1）．

一粒の玄米中のカドミウム分布

　玄米を半分に切断し，その断面に300

μmの径のレーザーを照射しカドミウム

分布を調べた（図2，図3）．胚乳におけ

るカドミウムは表層より内部に多く，また胚

芽部分には少ないことが明らかになった．こ

のことから，玄米一粒を用いてカドミウムを

分析する際には，分析する部位によって含ま

れるカドミウム量が異なることに注意しなけ

ればならない．

玄米一粒の直接分析

　玄米表面のカドミウム濃度は平均に比べ半

分程度であったが，試料前処理を可能な限り

省略する目的のため，玄米一粒の分析では

レーザー照射位置として表面中央を選択し
た．

　レーザーによる直接分析で得られた111Cd

のシグナル強度と従来の溶液化ICP－MSによ

lCPトーチ

　　　　　→
　　　　質量分析部へ

レーザー発振器（213nm　NdlYAGレーザー）

『翻　　　　←アルゴン気流

サンプルセル

図1　玄米直接分析装置

胚芽

OOOOOOOOOOOOOOOOOO⑭○○
○○○○○○○○
　　　OOOO

O平均値x（o．4～o．6〉
O平均イ直x（o．6～o、8〉

O平均値x（o．8～1．o〉

O平均値x（1．0～1。2〉

O平均値x（1．2～1．4）
㊥平均値x（1、4～1。6）

図2　玄米断面中のカドミウムの分布
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図3　カドミウム分布測定後の玄米断面

る分析から得られた定量値との相関を図4に

示した．レーザー照射部位の不均一性による

試料蒸発量の変動およびそれに伴うシグナル

強度変化を補正するために，mCdと同時に分

析された13Cのシグナルを内部標準として補正

に利用した．その結果，両値は優れた相関を

示した．実際の分析では，このような検量線

を一度作成することにより，直接分析におけ

るピーク強度からカドミウム濃度を換算する

ことができる．ただし，0．3ppm未満の玄米に

ついては現段階では直接分析が不可能であっ

た．このレーザー照射による玄米一粒の分析

時間は約1分であり，極めて短時間に玄米中の

カドミウム濃度を評価することができた．

4

ゆ
結　　3
旦

馨

象竃2鰻評
魍9

e趣1
蘂幅
1寒

来10
柄』

y＝26500x－7900
　R2＝0．994

0 　　0、5　　　　　　　1　　　　　　　1．5

溶液化ICP－MSによる定量結果（ppm〉

図4　玄米一粒中の直接分析と溶液化ICP－MSによる

　　分析との比較

今後の展開

　今回の直接分析法に関しては0．3ppm以上の

濃度の試料に対してのみ定量が可能であるが，

レーザー径が1ミリ程度の装置を利用すれば，

基準値案の1／10（0．04ppm）の検出限界に達

することが可能であると考えられる．また本

実験では213nmのレーザー波長を用いたが，

266nmのレーザー波長を用いると，レーザー

出力が大きいため感度上昇が期待できる．

レーザー技術は産業技術としての幅広い用途

から目覚ましい進歩を遂げつつあり，より高

出力，高性能，廉価になっていくことから，今

後もレーザーを利用した簡便・高感度な分析法

を開発していく予定である．

　　　　　　　　　　　　　　2005年3月
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カドミウム高吸収特性を示すイネ品種を利用した汚染水田土壌の修復技術

化学環境部重金属研究グループ土壌生化学ユニット 村上政治

はじめに

　カドミウムは非汚染土壌中にも微量ながら存在する重金属である．ところが，かつて鉱山開発な

どにより地中からカドミウムが掘り出された地域においては，鉱山周辺や下流域の水田等に高濃度

に汚染された土壌が存在する．高濃度汚染水田で栽培された玄米の慢性的な摂取がイタイイタイ病

の主要な原因とされ，1970年厚生省（当時）は食品衛生法を改正し玄米中のカドミウム許容濃度を

1ppm（mgkg－1）以下と設定した。また，食糧庁（当時）はlppmを超過する玄米を政府買い入れの

対象としない方針を決めた．翌年には農用地土壌汚染防止法によりlppm以上の玄米を産出する水

田を対策指定地域とし，客土などの土木工法による吸収抑制対策がとられてきた．また，1ppm以下

であっても高めの玄米は非食用に処理され，それらを産出する水田に対しては湛水処理や資材投入

といった営農技術による吸収抑制対策がとられている．しかし，近年FAO／WHO合同食品規格委員

会（CODEX委員会）により食品中のカドミウム濃度に関するさらに厳しい国際基準値が検討されて

いることや，消費者の間で食品の安全性についての関心が高まっていることなどから，農作物中の

カドミウム濃度をより一層低減させる必要が生じている．新基準値を超えるおそれがある水田に対

する改善対策として，植物を用いた汚染土壌修復技術（ファイトレメディエーション）がコストなど

の面から有望であると考えられる．しかし，これまでに水田を修復対象としたファイトレメディ

エーション研究はほとんどない．そこで，汚染水田土壌での栽培に適する修復植物を選定した．

植物を用いた汚染土壌修復技術（ファイトレメディエーション）とは？

　高濃度の重金属を吸収する植物が存在することは以前から知られていた．このような植物は重金

属に対する耐1生機構を備えており，超集積植物（Hyperaccumulator）とよばれている．これらの植物

を栽培して重金属を吸収させることにより汚染土壌を修復する方法をファイトレメディエーション

（Phytoremediation）という．欧米でのファイトレメディエーション研究の多くが，工場跡地のよう

な高濃度の重金属汚染地を修復対象地としており，亜鉛やカドミウムの超集積植物であるグンバイ

ナズナなどを修復植物として利用している．

汚染水田土壌に適した修復植物の選定

　今回われわれが主要な修復対象としている水田土壌のカドミウム汚染レベルは比較的低い。一方，

超集積植物であるグンバイナズナなどの野生植物種の栽培管理技術はまだ確立されておらず，乾物

生産量が低いため面積当たりのカドミウム収奪量はそれほど大きくならない．したがって，超集積

植物を現地圃場において普及することは困難と判断した．そこで，栽培の容易な修復作物として実

際に水田転換畑で栽培されているイネ，ダイズ，トウモロコシに着目し，ポットによるカドミウム

吸収試験を2年間畑条件下で行った．畑状態で栽培したのは，土壌が酸化的に保たれることにより，

カドミウムが可溶化し作物に吸収されやすくなるためである．イネはカドミウム高吸収特性を示す

r密陽23号」（日・印交雑品種），ダイズはrスズユタカ」，トウモロコシはrゴールドデント」を用

いた．汚染土壌は，灰色低地土と黒ボク土を使用した．

　各作物地上部のカドミウム吸収量は，両土壌においてトウモロコシ《ダイズくイネの順位であっ

た（図1）．また，土壌のカドミウム濃度（0．1M塩酸抽出）は，栽培前後の比較からイネ栽培区にお
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図2　栽培に伴う土壌カドミウム濃度（0．1N塩酸抽出）の変化

いて最も減少した（図2）．したがって，

土壌のカドミウムを最も吸収するのはカ

ドミウム高吸収特性を示すイネ品種であ

ることが認められた．これらポット試験

の結果を踏まえ，九州地方の現地圃場に

おいてr密陽23号」によるカドミウム吸

収試験を行った（図3）．この試験から，1

作で1ha当たり約200gのカドミウムを吸

収することが可能という結果を得た．以

上の栽培試験の結果から，カドミウム汚

染水田土壌の修復作物としてはカドミウ

ム高吸収特性を示すイネ品種を畑状態で

栽培することが最適であると考えられ
た．

　現在，各地域の気象特性に適し，カド

ミウム高吸収特性を示すイネ品種の選抜

や，カドミウムのファイトレメディエー

ション効率を向上させるための栽培技術

に関する圃場レベルの試験が全国規模で

進行中である．また，土壌浄化の終点を

簡易に判定するための検定作物の選定や

測定法の開発も行っている．収穫したイ

ネは，搬出後焼却処理を行い焼却灰中の

カドミウムを回収する．このようにし

て，最終的には，イネを用いたカドミウ

ム汚染土壌修復一貫システムを開発する

予定である．

　　　　　　　　　　　2004年10月

図3　現地圃場におけるカドミウム高吸収イネ栽培試験

＼
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メダカを使って化学物質の内分泌かく乱作用を簡易に検出する

化学環境部有機化学物質研究グループ農薬動態評価ユニット 堀尾　剛

はじめに

近年，農薬など化学物質の内分泌かく乱作用が問題になっており，ヒトに対する影響だけではな

く，野生生物，特に農薬などに曝露される機会が多い水生生物への影響が心配されている．

　淡水性魚類に対する内分泌かく乱作用の中で，女性ホルモン様作用については，細胞・生体を用

いた数多くの細胞・組織学的試験法や，化学物質を生育過程の数カ月間あるいは全生育期間を通し

て魚類に曝露する個体試験法が開発されているが，いずれの方法も多くの労力と長い期間を要する．

そのため，生物個体を使った簡易な試験法の開発が望まれていた．われわれは卿化したばかりのメ

ダカに化学物質を2週間曝露させ，卿化後2カ月以内にその内分泌かく乱作用を簡易に判定する試験

法を開発した．

試験法の原理

　試験生物として用いたメダカ（4ザR系統）

のオスの体色は黄色，メスは白色で遺伝的に

決定され不変である．一方，本メダカでは，

遺伝的な性別とは無関係に，性ホルモンの強

さによって生殖器官における性分化の方向や

尻ひれの形が変化するため，体色とこれらの

変化をもとに性転換した個体を容易に検出す

ることができる（図1）．

　メダカ仔魚を流水式の曝露装置内で試験物

質に2週間曝露して，その後試験物質を含ま

ない飼育水に移し，外見的に雌雄が判別でき

るまで40日間飼育する．そして体色と尻ひれ

の形状などの観察を行い，オスからメスに性

転換した個体を調査し，性転換率により内分

泌かく乱の程度を判定する（図2）．

正常オス

翼ヤ

メスに性転換したオス

正常メス

◎
，

（a）

試験法の実際

　まず，弱い女性ホルモン様作用と，内分泌

かく乱作用があるとされる4一ノニルフェ

ノールを用いて，本試験法を検証した．そ

の結果，300μg／1濃度区でオスからメスヘ

の性転換率は75％であった（図3）．これ以

下の濃度では性転換は観察されなかった．

また，全ての濃度区において体重および体

長の有意差が見られなかった．したがって，

300μg／1濃度区で観察された性転換は一般

ヤ

（b）

ヤ

図14ザR系統メダカを用いた性転換個体検出方法の
　　原理
（a）体色からわかる遺伝的性別と尻ひれ（矢印）の形状からわ

　かる性別が一致している．

（b）体色から遺伝的性別はオスであるが，尻ひれ（矢印）の形

　状からメスになったことがわかる．

④
受精卵 仔魚 成魚

0 14 54

（卿化後日数）

清水飼育

　　■試験期間中の死亡個体数■成長（体重・体長）
　　　　　　　　　　　ロニ次性徴（尻ひれの形状等）
　　　　　　　　　　　■体色による遺伝的性別
　　　　　　　　　　　　　弓
　　　　　　　　　　　　　性転換率

図2　メダカを使った化学物質の内分泌かく乱作用簡易

　　検定法
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メダカ仔魚に対するノニルフェノールおよび
各種除草剤の内分泌かく乱作用

横軸は被検物質とそれらの曝露濃度（μg／Z）

毒性によるものではなく，ノニルフェノール

の内分泌かく乱作用によるものと結論できた．

さらに，水田で使用されることが多い除草剤，

メフェナセット，シメトリン，ベンチオカー

ブ，イマゾスルフロン，プレチラクロールにつ

いて試験を行った．曝露濃度は仔魚に対する

72時間半数致死濃度の約1／20に設定した．

試験の結果，いづれの化合物においても性転

換した個体は検出されず，これらの除草剤に

は女性ホルモン様内分泌かく乱作用がないこ

とが確認された（図3）．

　図3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おわりに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新しく開発した試験法により，これまで多

くの労力を要していた生殖組織の顕微鏡観察の作業を省くことができ，また，これまで2ヵ月以上必

要であった曝露期間を2週間に短縮することができ，簡易な検定が可能となる．さらに本試験法は，

ここで紹介したオスのメス化（女性ホルモン様作用）だけでなく，逆のケース（男性ホルモン様作用）

の検定にも使える．

　内分泌かく乱作用の解明に関する研究は，本研究のような生体を用いた研究のみでなく，生物体

内における化学物質の動態や作用機構の解明など細胞・分子レベルでの研究との連携が不可欠であ

る．しかしながら，超微量の化学物質による反応であるため，内分泌かく乱作用を解明するに十分

な知見が揃っていないのが現状であり，さらなる知見の蓄積が必要であると考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年1月
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イネは土壌からダイオキシン類を吸収しない

化学環境部ダイオキシンチーム 大谷　卓

はじめに

　ダイオキシン類は，廃棄物などを燃やす過程で発生するほか，過去に製造された一部の農薬に不

純物として含まれていたこともあり，様々な経路で農耕地に混入してきた．ダイオキシン類は物理・

化学・生物的に極めて安定で，熱や酸・アルカリ，微生物などによって容易に分解されない．その

ため，ひとたび混入したものは土壌中で長期にわたって蓄積される．このような農耕地で作物を栽

培した場合，ダイオキシン類の農作物汚染が懸念されるが，その軽減対策を進める上で作物への汚

染経路を明らかにすることが必要である．そこで，ダイオキシン類の組成および濃度が異なる土壌

でイネの栽培実験を行い，土壌およびイネ各部位における濃度分布や組成を比較することにより，イ

ネにおけるダイオキシン類の主要な汚染経路について検討した．

栽培土壌中のダイオキシン類とイネのダイオキシン類の関係は？

　蓄積しているダイオキシン類の種類（異性体組成）が著しく異なる二種類の土壌（図1下段）を用

いて，ガラス室内でイネを栽培した．

　イネを完熟期に収穫し，イネ体のダイオキシン類を分析した．その結果，葉およびモミガラ中の

ダイオキシン類の濃度と異性体組成は，A，Bいずれの土壌で栽培した場合においてもほぼ同じで

　　20
七

3
の
＼　10
匿

　一　100
遡婁
照・D
葦茄　50
翠」q
畔

30000

あ
も20000

き
の
Ω咽10000

一
モミガラ

葉

土壌
「

餌：A土壌

∈鉦B土壊

1　　受　　『　　7　　0　　“　　1り

一

135791113151719212325272931
　ダイオキシン類異性体（番号は右表の異性体番号に対応）

ダイオキシン類異性体

一1
寡，、　2
’、いλ　3

ズ拝　4
3λ督
　　　翠㌻λ

甥1卜　6
＝、。1　　7

渠｝　8

一9

1368－TeCDD

B79－TeCDD
2378－TeCDD

I2378－PeCDD

l23478－HxCDD
123678－HxCDD
l23789－HxCDD
l234678－HpCDD

OCDD

「
　　10　　1368－TeCDF
　　l　I　　2378－TeCDF

　　l2　　12378－PeCDF
　’、　　13　　23478雪PeCDF
』1卜｝「＼　　14　　123478－HxCDF
鱒、　　15　　123678．HxCDF

⊃A　l6123789、HxCDF渠て
　㌻♪、　17　　234678－HxCDF

L
　　l8　　1234678－HpCDF
　　19　　1234789－HpCDF

　　20　0CDF

「
　　21　　33’44’一TeCB
　　22　　344’5－TeCB
　ゐ　　23　　33’44’5－PeCB

　へ　l　l　　24　　33’44’55’一HxCB

l　H　　25　　233’44’一PeCB

もハ262344・5．PeCB
I「、勿

ト翠　　27　　23’44’5－PeCB

〔想　　28　　2’344’5－PeCB
　＝卜　　　29　　　233’44’5－HxCB

　饗　　30　　233’44’5㌧HxCB

L　　31　　23’44’55’一HxCB

　　32　　233’44’55㌧HpCB

　　　　　　　　図1栽培土壌およびイネ体各部位のダイオキシン類異性体組成
A土壌はダイオキシン類濃度が2100pg－TEQ／g乾土で，七，八塩化ジベンゾーパラージオキシン（HpCDD，OCDD），お

よび六～八塩化ジベンゾフラン（HxCDF，HpCDF，OCDF）が多く，B土壌はダイオキシン類濃度が36pg－TEQ／g乾土で，

四，八塩化ジベンゾーパラージオキシン（TeCDD，OCDD）がその大部分を占めた．なお，TEQ（毒性当量）はWHO－TEF

（毒性等価係数）により各異性体の毒性に応じて2，3，7，8－TeCDD濃度に換算し，その合計で表したものである．
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ぬ：蚤＝0．045pg－TEQ／g　wet

葉14．1P9－TEQ／gwet

曾
．

モミガラ＝0．38pg－TEQ／g　wet

維管束液＝

〈0．0001pg－TEQ／mL

玄米＝0．0011pg－TEQ／gwet

。翼

土壌：120P9－TEQ／gdry

　　　　　　・謝　　孚観．燦廻． 騨羅、・齢．

　　　　　　　　　　　図2　イネ体各部位におけるダイオキシン類濃度
わが国におけるダイオキシン類の耐容1日摂取量（TDI：その量までは人が生涯にわたり摂取しても健康影響が現れないと

判断される1日体重1kg当たりの摂取量）は4pg－TEQと設定されている．

あり，栽培土壌の違いは反映されなかった（図1，上中段）．また，イネ体から検出されるダイオキシ

ン類は，土壌中にほとんど存在せず，大気中にガス態として多く存在するコプラナーポリ塩化ビフ

ェニルが主体だった．

イネのどの部位からダイオキシン類が検出されるか？

　汚染土壌を加えてダイオキシン類濃度を120P9－TEQ／9乾土に調製した土壌を用いガラス室内で

栽培したイネを完熟期に収穫し，各部位別のダイオキシン類を分析した．その結果，イネ体のダイ

オキシン類濃度は，葉＞モミガラ＞茎＞玄米の順になり，大気にさらされている部位ほど濃度が高

い傾向となった．モミガラに被覆されているため大気の影響を受けない玄米では，ダイオキシン類

は非常に低い濃度だった（図2）．

　また，分けつ最盛期に採取した維管束液中のダイオキシン類濃度は検出限界値以下（＜0．0001pg

－TEQ／mL）であった．このことから，根から地上部へと蒸散流とともに移行するダイオキシン類は

ないか，あったとしても極めて少ないと言える．

作物から検出されるダイオキシン類の起源と今後の予測

　今回得られた結果から，イネはダイオキシン類を土壌からほとんど吸収せず，イネ体から検出さ

れるダイオキシン類の主な汚染源は大気であると判断された．今までに，一部のウリ科作物で根か

らダイオキシン類を吸収する可能性が指摘されているが，多くの研究報告から，大部分の作物では

土壌からダイオキシン類をほとんど吸収しないと考えられている．したがって，異なる栽培環境で

生育した作物体のダイオキシン類汚染は，栽培土壌との関係ではなく，曝露大気中のダイオキシン

類との関係から解析することが適当である．わが国では，様々な規制強化によりダイオキシン類の

排出量は年々減少しており，大気中の濃度も減少していることから，作物中のダイオキシン類濃度

も今後減少していくことが予想される．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年10月



50

ダイズのカドミウム吸収特性解明のための113Cdトレーサー試験法

化学環境部重金属研究グル～プ重金属動態ユニット 織田久男・川崎　晃

はじめに

　食品中のカドミウム（Cd）濃度に関する国際基準値設定の動きを受けて，ダイズなど主要畑作物に

よるCdの吸収と可食部への移行・蓄積過程の解明が急務である．というのは，かつて，水稲体中の

Cdの動態研究から玄米へのCd吸収抑制技術が開発され，農家個人で行える普及技術につながった

経緯があったからである．水稲体中のCdの動態研究は，日本で多く実施されてきたが，畑作物，特

にダイズについては国内外でも未着手の状態であった．

　作物によるCdなどの吸収・移行は，土壌や気象などの環境要因および品種特性により左右される

ため，現地圃場での試験が望ましい．そこで，ダイズ（品種：エンレイ）によるCdの吸収・蓄積過

程を明らかにするため，安定同位体Cd（113Cd）を直接，土壌中にトレーサーとして投与する圃場試

験法の開発を試みた．

考案した手法とその特徴

113Cdトレーサーの投与：株元の中心から10cm離れた円上の10箇所に，中空の外針と内針からなる

特製の注入針を表土から10cmの深さに差し込む．内針を抜き外針上端のジョイント部に注射筒を

取り付け，Cdトレーサー溶液（10mgL－1）10mlを土壌中に注入する（図1）．投与は生育期間中に

1区5連で6回それぞれ異なる株と時期に行った（表1）．

定量分析：誘導結合プラズマ質量分析法（ICP－MS法）により113Cdと114Cdを定量し，トレーサー

由来および土壌由来のCd濃度を算出した．

王幽：従来，Cdのトレーサーとして使用し
てきた放射性同位体の109Cd（半減期：470日）や

115mCd（半減期：45日）と比較すると，放射線使用

安全管理（野外利用申請を含む）や半減期に制約さ

れることなく使える利点がある．本実験では1株当

たりCd　l　mgを使ったが，全試料においてトレー

サー由来のCd濃度を十分な感度で測定できた．こ

表1　圃場試験の概要

月日　　　生育時期　　　トレーサー投与

5／25
6／5
6／29
7／26
7／28
8／10
8／18
8／24
9／13
9／29

10／22

10／27

播種

出芽期

開花期

最大繁茂期

葉・英抜取り

成熟期

収穫

O
O

○

○

○

○ 　　　　図1　トレーサーの投与作業
左：土壌に挿入した注射針から内針を抜いている様子

右：注射筒を取り付けてトレーサー液を注入している様子
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の添加量は深さ30cmまでの土壌に対する平均濃度にしてCdO．009mgkg－1以下で，この濃度は非汚

染土壌のCd濃度（約0．3mgkg－1）の30分の1程度に過ぎない．

本手法を用いて解明した新事実

生云初期に吸収したCdが葉に蓄積：8月24日の葉中のトレーサー濃度は，6／29投与区（本葉2～

3葉期）では0．06mgkg－1まで達したが，7／26（開花期直前）以降は0．Olmgkg－1以下まで急減した．

また，6／29投与区の位置別トレーサー濃度分布は，土壌由来Cdの吸収パターンと一致した（図2）．

すなわち，葉中Cdの大半は開花期までの生育初期に吸収されることがわかった．

ダイズ子実中のカドミウム濃度は生云前半にほぼ決まる：収穫時の子実中のトレーサー由来Cd濃度

は，8／10と8／24投与の間の最大繁茂期を境として，8／24以降に急減することがわかった（図3）．

子実へのCd移行過程の解明は，さらに詳細な検討を要するが，おそらく，栄養生長期に茎葉部に蓄

積されたCdが生殖生長期に子実に移行するものと考えられる。

　明らかになったことは，子実中のCd濃度を最も決定づける生育時期は，水稲の場合は開花期から

乳熟期の後半期であるのに対して，ダイズの場合は生育初期から最大繁茂期までの生育前半期にあ

る点である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おわりに
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x
の
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騨
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o
仔
蘇
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0．08

0．06
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0．00

□土壌由来　　團トレーサー由来

上中下上中下上中下
6／29投与　7／26投与　8／10投与

図2　位置別葉中カドミウム濃度（8月24日採取）

　　上：第1位葉，中：第5位葉，下：第8位葉

　本法におけるトレーサーの投与を平面的か

つ深さ別に行うことによって，例えばr客土事

業における事前事後のカドミウム吸収評価試

験」などに適用可能である．

　本手法を用いて得られた新事実から，どの

ようなカドミウム対策に結びつくであろうか．

ダイズ子実中のCd濃度は生育前半期に決定づ

けられるので，生育初期から土壌pHを中性付

近に保ち，土壌中でCdを水酸化物として難溶

化させることが肝要である．その具体的な普

及技術の開発は緒についたばかりである．

　　　　　　　　　　　　　2003年3月
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上中下　上中下　上中下　上中下
7／26投与　　8／10投与　　　8／24投与　　　9／13投与

収穫時の子実中トレーサー由来カドミウム濃度と標準偏差

　上：第1位枝着粒，中：第5位枝着粒，下：第8位枝着粒

上中下
9／29投与
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ダイオキシン類の水田からの流出・流下特性

化学環境部栄養塩類研究グループ 芝野和夫・竹内誠・駒田充生

調査研究の背景と対象

　水田除草剤などに不純物として含まれていたダイオキシン類は，長年にわたり水田土壌中に蓄積

されてきた．ダイオキシン類は水に溶けないため，代かきや洪水時に土壌粒子など懸濁物質に付着

して水田から流出し，排水路や小河川を流下しながら水生生物や生態系に影響を及ぼすと考えられ

る．そこで，水田からのダイオキシン類の流出・流下を抑制する技術を開発するため，効果的な代

かき方法や小河川におけるダイオキシン類流下の特性を解明しようとした．

　始めに，灰色低地土を用いて造成した研究用小区画水田を研究対象とした．その作土におけるダ

イオキシン類濃度（毒性等量）は76pg－TEQ／g，ダイオキシン類の異性体である1，3，6，8－TeCDDの

ダイオキシン類総量に対する比は24％であった．

　次に研究対象とした小河川集水域（46km2）は，谷津地形を形成し，小河川に沿って水田，その上

位面の台地上に林地，畑地，集落が存在し，水田との境界域は急勾配の林地となっている．水の流

出量は降雨時に急増するが，降雨後5時間程度で半減し，約1日経つと平常時の流量（基底流量）に

戻る．

ダイオキシン類の水田からの流出

　ダイオキシン類は水に溶けないため，湛水代

かき・水稲移植期に水田から流出する懸濁物質濃

度と極めて高い相関が得られた（図1）．この結

果は，節水または無代かきが水田からのダイオ

キシン類の流出抑制に極めて効果的であること

を示している（図2）．
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図3　調査地点を通過する河川水流出量，懸濁物質流出量，ダイオキシン類流出量（毒性等量）
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図4　調査地点における懸濁物質当たりダイオキシン類毒性等量（□；pg－TEQ／g）およびダイオキシン類

　　に占める1，3，6，8－TeCDDの重量割合（○；％）

の流下量を高精度で算定した結果は，代かき・水稲移植期だけでなく，強降雨時にも，懸濁物質の

流下に伴いダイオキシン類が流下していることを示している（図3）．また，灌概期と落水後の懸濁

物質中のダイオキシン類濃度は約40pg－TEQ／gで，水田作土中のダイオキシン濃度とほぼ同じであ

った．さらに，1，3，6，8－TeCDDのダイオキシン類総量に対する比は，水田灌瀧期には約12％と高く

水田排水路に蓄積した懸濁物質中の値に近いが，落水後はこの比が約8％に低下した（図4）．

　代かき・水稲移植期だけでなく，強降雨時にも懸濁物質の流下に伴ってダイオキシン類が流下する

ため，水田から小河川にいたる排水路に蓄積したダイオキシン類の流下抑制対策が必要である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年10月



54

土壌中のダイオキシン類の農作物への吸収・移行

環境化学分析センター環境化学物質分析研究室 般　煕沫

農作物のダイオキシン類による汚染メカニズム

　環境中に排出されたダイオキシン類は大気や水などを介して土壌中に蓄積されやすく，農地土壌

や作物の汚染を引き起こすおそれがある．しかし，土壌中ダイオキシン類の農作物への影響に関す

る研究事例は不十分であり，農作物におけるダイオキシン類の吸収，移行などによる汚染機構を明

らかにすることが緊要な課題である．

　農作物におけるダイオキシン類の汚染のメカニズムは次の3点に要約することができる（図1）．

　①大気降下物の作物体への付着による汚染

　②土壌の付着や土壌中ダイオキシン類の蒸発・付着による汚染

　③土壌中のダイオキシン類が根から吸収され地上部へ移行

　これらのメカニズム中，農作物への土壌の付着が重要な原因として作用する可能性があると考え

られる．環境中のダイオキシン類の濃度は一般的に土壌＞大気＞水の順であり，農作物に土壌が付

着すると土壌中のダイオキシン類を計測するため，ダイオキシン類の濃度が見かけ上高くなること

がある．したがって，土壌の付着による農作物中のダイオキシン類濃度の見かけの変動を正確に検

証することは極めて重要である．

　われわれは平成11年度から13年度にかけ，野菜など農作物のダイオキシン類による汚染メカニズ

ムを埼玉県農林総合研究センターと共同で研究し，農作物中の

ダイオキシン類における付着土壌の影響を明らかにした． 圏ホウレンソウ圏大気□土壌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　80農作物への付着土壌の影響
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祷60
　土壌の付着による農作物中のダイオキシン類濃度の増大を正　坤40

確に検証するために，同じ圃場内で高さが異なる3種類の作物　僚20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むを露地栽培し，大気およ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　6　6　6　0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　墨上部からホウレンソウ　　　　　　　　　　　　　　　　　880

は約30cm，シュンギク　　　　　　　　　癬60
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坤40
は約50cmまでのもの　　　　　　　　　　　　　　　　怖20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　揚を採集した．エゴマは　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　の　　　の　　　の　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　婁釜釜婁§
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　山　　　＝　　　国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　團エゴマ葉圏大気□土壌

塩化ダイオキシン　　　　　　　　　　　　　880
（OCDD）が相対的に多　　　　　　　　　　　　　　　　　語6Q
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坤4G
く，総ダイオキシン類の　　　　　　　　　　　　　　　　怖20
約85％を占めた（図　　　　　　　根から移行　　　　　　・　鴛　．，　．　．　。

2）．エゴマ葉，シュン　　　　　　　　釜釜釜貧§
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　ふ　　　　　　　　さギクおよびホウレンソ　図1農作物へのダイオキシン類の移　　図2葉菜類作物に及ぼす栽培環境

ウにおけるダイオキシ　　　　行（予想図）　　　　　　　　　　　　　中のダイオキシン類の影響
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図3　ホウレンソウ表面の付着土壌粒子

ホ　ン’01

図5　ニンジン根部表面の付着土壌粒子
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　　　　　　　　　　　㎏V　　　　　　　　　ン類は大気パターンとほぼ類似しており，大気か
　　図4ホウレンソウ表面付着物のx線元素分析　　らの影響を主に受けている結果を示した．この

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結果は葉菜類で一般的に見られる傾向である．

　しかし，作物中の8塩化ダイオキシン（OCDD）の寄与率（図2の矢印）は，高さが低い作物の方が

比較的に高いことがわかった（エゴマ葉：17％，シュンギク：21％，ホウレンソウ：43％）．高さ

が低い作物ほど土壌の影響を受けやすいと考えられる．

　エゴマ，シュンギクおよびホウレンソウの葉表面を走査電子顕微鏡（SEM）を用いて観察した結

果，図3に示したように水洗浄したものにもかかわらず，ホウレンソウの表面には粒子状のものが付

着していることが観察された．これらの成分についてX線成分分析を行った結果，アルミ（Al）や珪

素（Si）が多く検出され，土壌粒子であることが明らかになった（図4）．エゴマ葉やシュンギクでも

同様に土壌粒子の付着は見られたが，ホウレンソウに比べ，土壌粒子の付着密度は低かった．これ

らの結果から，作物中のダイオキシン類濃度に対する8塩化ダイオキシン（OCDD）の寄与率の差は

作物の高さによる土壌粒子の影響であることが明らかになった．このような土壌粒子の付着は葉菜

類作物だけでなく，根菜類でも確認された．図5，6で示すように，たわしを用いて洗浄しても表面

に強く付着している土壌粒子がニンジンやダイコンでも観察された．ニンジンの根では根部の皮を

むくことでダイオキシン類の濃度が大幅に減少した．

　以上のことより，洗浄しても除去されなかった土壌粒子に含まれるダイオキシン類が作物中のダ

イオキシン類濃度を増加させていることが判明した．さらに，これらのことから試料採集位置や前

処理方法の重要性が明らかになり，今後の農作物におけるダイオキシン類測定方法の改善に大いに

役立つ情報が得られた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年10月
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除草剤抵抗性雑草の抵抗性遺伝子はどう拡散するのか

生物環境安全部植生研究グループ植生生態ユニット 伊藤一幸

はじめに

　ここ数年の間に，水田に除草剤を散布しても枯れない雑草が，全国で10種類も出現している（伊

藤2000）．その中でも，アゼトウガラシの集団中には，スルホニルウレア系水田除草剤（SU除草剤）

に対する抵抗性型（写真1）が存在し，その除草剤抵抗性は，感受性型に比べて100倍も強い（伊藤ら

1999）．このような抵抗性型は，SU除草剤が繰り返し散布される条件下において，特定の抵抗性遺

伝子を獲得することによって出現する．本研究では，除草剤抵抗性の遺伝子がどのように遺伝する

かを明らかにすることを目的とした．

アゼトウガラシにおける交配の方法

　水田雑草の多くは，自分の花粉で種子を作る自殖性である．これに対して，アゼトウガラシやミ

ズアオイは，他の株からの花粉で結実する他殖性が高い水田雑草である．こうした他植性雑草の受

粉には小型のハナバチ類が関わっており，花粉をよく運ぶのは後肢に密毛のある雌蜂である（松村ら

1999）．

　このハナバチ類の代わりを自分でやってみようと，水を張った鉢でアゼトウガラシを育て，花が

咲く前の日に，つぼみの花びらをそっと破って，雄しべ4本をていねいに除き，翌日に別の花の花粉

を柱頭に人工授粉してみた．交配した組み合わせは抵抗性型（Rと略す）と感受性型（S）の総当たり

交配とし，胚珠がRの花にはRとSの花粉を，胚珠がSの花にもRとSの花粉をそれぞれ交配した．

そして，交配した花ごとに小さな袋を掛けて1カ月待ち，成熟した種子を採取後乾燥させた．その

後，発芽試験に向けて休眠を覚醒するため，約5℃の冷蔵庫中で水に浸した種子を3カ月の間放置し

た．休眠が覚醒した種子を鉢の湛水土壌に播き，芽が出揃ったところで発芽数を数え，SU除草剤の

一種であるピラゾスルフロンエチルを水田使用時と同じ表1スルホニルウレア系除草剤抵抗性

濃度で散布した．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と感受性生物型アゼトウガラシの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総当たり交配によるFl実生の出芽
　　　　　　　　　　　，’灘≦　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数と除草剤処理後の生存数

交配組合わせ　　出芽数＊　　生存数＊＊

　♀×♂　　　　　（個）　　　　　（個）

S×S
S×S
S×S

303
184

107

0
0
0

S×R
S×R
S×R
S×R

23

67

66

107

21

27
14

27

R×S
R×S
R×S

51

36
127

49

35

3
R×R
R×R
R×R

58

53
56

33
11

4

写真1　スルホニルウレア系除草剤抵抗性の

　　　アゼトウガラシ（秋田県南外村）

＊：1998年2月6日播種，2月19日出芽数調査

＊＊：2月20日ピラゾスルフロンエチル21ga．i．

　／ha散布4月7日残草調査
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表2　スルホニルウレア抵抗性アゼトウガラシ花粉親の戻し交雑に

　　おけるFlB1の分離比

交配組合わせ出芽数＊生存数＊＊死亡数＊＊期待値＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　κ2値　　P　♀×♂　　　　　（イ固）　　　　（イ固）　　　　（イ固）　　　　（R：S）

S×Fl
S×Fl
S×Fl
S×Fl
S×FI
S×Fl
S×IFl

246
165

97

187

168

317
351

107

85

43
104

87
138

116

139

80

54
83

81

179

235

4．163　〉0．01

0．152　＞0．05

1．247　＞0．05

2．356　〉0．05

0．214　＞0．05

5．303　＞0．01

40。345　＜0．001

　＊：1998年10月30日播種，11月14日出芽数調査
　＊＊：11月15日にベンスルフロンメチルを75g　a．i，／ha散布12月25日生存数

　　調査
＊＊＊：優性1遺伝子に支配される場合の期待値

粉を取り，それらを前述したように再びSの胚珠の柱頭に受粉した．

取し，休眠覚醒後，水を張った鉢に播種して2週間後に出芽数を数えた．

あるベンスルフロンメチルを水田の標準使用量で散布し，生存個体数を調査した（表2）．

　アゼトウガラシ種子は非常に小さいため，芽生えてから代かきをした表土と一緒に剥離して水面

に漂ったり，遅れて発芽するものがあった．また，水中に発生したミジンコなどによる食害を受け

たり，定着が不良であった．これらのため，RとSの個体分離比としては満足できる結果とはいえな

いが，抵抗性の遺伝が優性の1遺伝子に支配されるとした仮説を統計的にも認めることができた（伊

藤ら1999，伊藤2001）．なお，筆者らは，ミズアオイのSU除草剤抵抗性の遺伝様式についても，

アゼトウガラシと同様に，単因子優性であるという結果を得ている（注ら1998）．

総当たり交配の結果

　SU除草剤を散布後45日目に，ア

ゼトウガラシ個体の生死を判別し

た（表1）．通常の感受性同士の交

配からの幼植物は，当然ながらすべ

て枯死した．S×R，R×S，およ

びR×Rの交配組み合わせの幼植

物では，いずれも生存個体と枯死個

体とに分かれた．

　この生存個体（抵抗性型R）を育

成し，開花期にそれぞれの花から花

　　　その後結実した成熟種子を採

　　　　今度は，同じSU除草剤で

まとめ

　以上の結果から，アゼトウガラシやミズアオイのSU除草剤抵抗性の遺伝様式は，単因子優性であ

り，その遺伝子は種子散布による拡散だけでなく，訪花昆虫を介した受粉によっても広域に拡散す

ることが明らかとなった．こうした他殖性の水田雑草におけるSU除草剤抵抗性型は，短期間に周辺

水田へ抵抗性遺伝子を拡散するため，注意を要する．
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ホウ素およびストロンチウムの安定同位体比によるコメの生産国の判別

化学環境部重金属研究グループ重金属動態ユニット 織田久男

なぜ産地判別なのか

　新食糧法（改正JAS法）が施行され，野菜などについては平成12年度から，コメについては平成

13年4月1日より品種，産地，産年の表示が義務づけられた．法施行以前，国内の米販売形態の多

様化に伴い，コメの品種および産地についてのブランド化が進んだ．一部の高級ブランド米ではそ

の市場価格の高騰とともに，市場出荷量が産地出荷量を大幅に越える事態にまで発展し虚偽表示の

実態とその対策が問われるに至った．この対策措置として，品種と産地を科学的に判別する技術開

発が求められ，農水省パイオニア特別研究r穀粒の一粒判定技術の開発」（平成9－11年度）が実施

されることになった．産地判別の科学については，その研究領域は法科学に含まれようが，当時の

担当者にとっては，全くの処女地であって，手探り状態で研究手法からのスタートとなった．

産地判別の方法は

　1996年以前に農産物の産地判別技術に関する報告’はほとんど見かけなかった．参考とする方法

を地球化学における資源探査法に求めた．この方法は，大別して以下の三つの方法すなわち①元素

組成解析（多数の元素についてその濃度組成を求め，特定産地ごとのパターンと照合する），②富化

係数法（動きやすい元素と動きにくい元素のそれぞれの濃度比を求め，特定産地ごとの濃度比と照合

するエンリッチメントファクター法），そして本研究で用いた③元素同位体法がある．この三つの

方法の中では③が最も信頼性が高いが，分析法に難しさがある．

ホウ素とストロンチウムの同位体

　元素同位体法に決めたが，同時に指標とする元素とその分析法を考えなければならない．水田環

境の土壌母材あるいは水系水質を反映し，水稲用の肥料や農薬などの資材中に含まれず，かつ，農

産物中に分析可能なレベルで存在する元素を選択することが肝要である．結局，以下の情報からホ

ウ素とストロンチウムを選択した．①国内外の水質中のホウ素同位体比（11B／10B）が3．46～4．41と

比較的広い範囲に分布していること，オーストラリアの陸水中のホウ素同位体比は，海水のホウ素

同位体比ほど高いものがあり，わが国に比べて高い傾向にあること（Kawasaki　andOda，1999）．②

アジア大陸起源の風成塵（黄砂：ストロンチウム同位体比（87Sr／86Sr≒0．720）の影響は，伊豆・小

笠原一マリアナ島弧（0．703～0．705）まで漸減すること，わが国のストロンチウム同位体比は地質年

代の古い中国より低いこと（As⑳araε∫α1．，1995）などであった。

　こうして，この特別研究に参画し，産地を異にする玄米（主としてジャポニカ種）中のホウ素お

よびストロンチウムそれぞれについて，同位体比の測定法の開発を行いながら，玄米試料の測定を

行い，2元素同位体分析による産地判定解析を実施した．

ホウ素とストロンチウム同位体比による産地判別

　分析に用いた試料は，国内産コシヒカリ44点，中国産米4点，オーストラリア産米3点，カリフ

ォルニァ産米とべトナム産米各1点，であった．ホウ素同位体比およびストロンチウム同位体比の両

方を測定した玄米について，それぞれの同位体比を散布図の形にプロットしたのが図1である．散布

図で右上に位置するのは，ホウ素同位体比およびストロンチウム同位体比の両方が高いオーストラ
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リア産米であり，ストロンチウム同位体比が国内

産米よりも高い中国・ベトナム産米は，国内産米

が分布している直上にプロットが集まっている．

カリフォルニア産米は1点のみであるが，ホウ素

同位体比は国内産米より高い方に最頻値がずれ

ていて国内産米の右下にプロットされ，国内産米

をそれぞれの外国産米から判別可能であること

を明らかにできた．

　図1から国内産米だけを取り出し，これらを糸

魚川一静岡構造線を境にして東日本産米と西日

本産米とに大別してプロットしたものが図2であ

る．この図をみれば明らかであるが，西日本産米

が図中の上部に分布し，東日本産米が図の下部に

分布する傾向が認められた．ただし，東日本産で

も茨城農業研修所産米のぷうに同位体比が高い

場合と西日本産でも九州農試と熊本農研セン

ター産米のように同位体比が低い場合がみられ

た．わが国のストロンチウム同位体比の分布に

ついて，倉沢（1986）は糸魚川一静岡構造線を境

にして東日本側で低く西日本側で高い，ただし，

東日本でも北関東の一部には同位体比の値の高

い地域があり，また，西日本でも阿蘇火山地域は

同位体比が低いことを報告している．このよう

にここで得られた玄米中のストロンチウム同位

体比は地質学で求められたストロンチウム同位

体比分布データを反映したものであることが明らかになった．

　ホウ素同位体比については，わが国の同位体分布データが，ストロンチウムの場合のように得られ

ていないこともあって，現在のところ産地判別への有効性はストロンチウムに比べて低い．しかし，

図2のホウ素同位体が高い種子島産米は明らかに同位体比の高い海水（11B／10B≒4．22）の影響を受

けていることを示しており，分析精度が高められれば，国内での産地判別に有効な手段となること

が想定される．

おわりに

　現在，農産物の産地判別に関する論文は散見されるようになった．茶，ジャガイモ，玄米，ニン

ニク，朝鮮人参について，また農産加工品ではワインについて報告されるまでになった．農業研究

に新たな研究分野が誕生したといってよかろう．この誕生の背景に農産物のグローバル化があるこ

とは否めない．今年度からまた新たな行政対応特別研究r微量元素分析及び分子マーカーの利用に

よる農産物の品種・原産地判別手法の開発」が始まり，当ユニットは先のパイオニア特別研究の場

合と替わって，対象農産物が玄米からネギに，元素同位体はホウ素とストロンチウムからストロン

チウムと鉛にそれぞれ替えることになった．3年後の成果を楽しみに研究してゆくが，同時に読者に

は本研究へのご理解とご支援を期待したい．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年10月
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水系における農薬の挙動とそのリスク指標

資材動態部農薬動態科農薬管理研究室 石井康雄

はじめに

　わが国の水稲栽培時期の夏期は高温多湿で，稲の生育を害する多種多様な害虫，病菌，雑草が発

生します．現状では，それらを防除するために農薬使用は避けられません．水田で使用された農薬

が河川へ流出する現象が観察されています．河川水中の農薬濃度が十分に低ければそこに棲息する

生物に悪影響を与えることはありません．農薬使用の結果起こるかもしれない環境への悪影響を未

然に防止する対策を立てることが必要です．ここでは，河川中の農薬濃度を予測し，農薬の生態影

響を評価する一つの方法を紹介します．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農薬散布　　　　蒸散水田中の農薬濃度の変化

　水田に農薬が散布された時の様子を図1に示します．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流出　農薬が水に溶け出し，徐々に水田土壌の表面に吸着され，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田水
水田水中の農薬濃度は下がります．水田の水深は5cm程度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溶解　　　　脱着　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分解
ですが，水田水は地下浸透し，あるいは畦から漏れて減少す

る分を補うために水を供給します．水位の減少率は1日に　．工壌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分解
数mm～数十mmに達します．雨が降れば田面水量が増え，　舞　　　　吸着

日が照れば水が蒸発して水量が減ります．水中の農薬濃度　　　　．　　　　　　　灘・．灘轟

が減少してくると土壌表面に吸着されていた農薬が再び水
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溶脱
へ溶け出してきて水中濃度が上昇します・水中と土壌中で　　図1水田に散布された農薬の挙動

の農薬は，微生物により分解されます．この他，酸化や加水

分解などの化学的分解により分解されます．蒸気圧の大きい農薬は大気中への蒸散が無視できませ

ん．水中では太陽光線による分解が起こります．このように，農薬の水中濃度は増減を繰り返しな

がら減少します．多くの農薬の水中濃度は3～7日で最大濃度の半分の濃度に下がります．3週間も

経つと水中からほぼ消失します．

　数式は避けたいですが，この様子を説明するためには数式の助けが必要です．次式は水田水中に

農薬製剤が落下した瞬間から農薬が水中や土壌中へ拡散していく様子を三つの微分方程式で表した

ものです．

ゴw
πニー阪（cパcω）

4Cw
V読一卿C郷一ら）一鯨一99転M兎伽（鱗耽q）一畑Cビ険伽ら

　ゴCs

塩折臨（砿’／n－q）一M楓

（1）

（2）

（3）

擁：水田面積（m2）C、1土壌中農薬濃度（mg／kg）Cω：水田水中農薬濃度（mg／L）Cω、：農薬の

水溶解度（mg／L）蒋：フロインドリッヒ吸着係数（L／kg）丸：農薬の揮発速度定数（m／day）

勺，、1農薬の脱着速度定数（1／day）㌔、：農薬の土壌中での一次分解速度定数（1／day）ん伽：農薬

の水中での一次分解速度定数（1／day）丸、：農薬製剤からの有効成分溶出速度定数（1／day）M：土
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の結果が図中の実線です．実測値と計算値はよく一致しています。

ら流出する農薬量を計算します．次に，水田群について考えます．

異なるため流出する農薬量と時期がばらつきます．このため，数学モデルで計算するには水田群に

おける水管理方法，気象情報，農薬使用時期や使用量の情報などが必要です．図3に茨城県南部のあ

る集水域におけるメフェナセットの河川水中濃度を実測し，河川水量，雨量，農薬使用量などの情

報から集水域の農薬濃度を算出した結果を示します．この間の計算方法は省略しますが，実測値と

計算値はよい一致を示しています．

　壌固相重量（kg）　1／n：フロインドリッヒ吸着平衡の非線形

　度　9，：水田の浸透水量（m3／day）9，1水田水の流出水量

　（m3／day）‘：時間（day）V二水田水量（m3）研：製剤中の

　成分量（mg）

　　式（1）は農薬製剤から成分が水中に溶け出す様を，式（2）

　は水中農薬量の変化を，式（3）は土壌中の農薬量の変化を表

　します．

　　実例としてメフェナセット除草剤の例を図2－1および2に

　示します．この図で実線は前述の微分方程式をコンピュー

　ターで計算し，その数値をグラフ上に描いたものです．丸印

　は水田水と土壌を分析して得た値をグラフ上に示したもので

60す．普通，この連立微分方程式を紙と鉛筆で解くことはでき

　ません．解くとは微分式を含まない方程式の形にすることで

　す．したがって，農薬の物性，気象情報などの数値を微分式

　に代入してコンピューターを使って数値計算を行います．そ

　　　　　　　　　　　　　　この方程式により1筆の水田か

　　　　　　　　　　　　　水田ごとに農薬散布時期が多少

農薬の河川水中濃度と生物影響指標

　動態予測モデルを用いて一定のシナリオの下に個々の農薬の野生生物リスクを次式により相対的

に比較することができます．

　　　　PEC
　－R9－
　　　　TOX

ここでR（2はリスク指数，PECは予測環境濃度，TOXは対象生物に対する毒性です．農薬の毒性
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は生物種により異なります．R9が大きいほどリスクが大きいことになりますが，リスクが無視でき

るのはどの位と考えたらよいでしょうか．急性毒性の場合R9が0．1以下ならば急性リスクは小さい

と考えられます．河川水中農薬濃度は数理モデルや実測値などで求めることができます．問題は野

生生物に対する毒性値です．現在は，魚類，甲殻類および藻類を実験生物として急性毒性試験が行

われています．今後はより長期の毒性試験成績が整備されることとなっています．全農薬のR9合

計値の変化を年単位で観察すると農薬の野生生物リスクの増減傾向を観察できます．ただし，リス

ク指数が50％減少したから現実のリスクも50％減少したかどうかの量的関係は未解明です．しか

し，数年間のリスク増減傾向を見るためには有効な方法であると思います．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年3月
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薬剤解毒酵素遺伝子の構造解析およびその発現量比較による

　　　　　　　　抵抗性ワタアブラムシの識別

　　　　　　資材動態部農薬動態科殺虫剤動態研究室　鈴木健
はじめに

　農作物に付く害虫を殺すために同じ殺虫剤を使い続けるとだんだんと効かなくなってくる場合が

あります．この現象をr抵抗性がつく」といいます．害虫に抵抗性がつくと防除が難しくなり農作

物に対する被害が大きくなったり，防除のコストが高く付いたりするので農家の人たちやわれわれ

消費者が直接的に困るのはもちろんなのですが，近頃とみに危倶されているのは，抵抗性の発達が

農薬使用量の低減化を阻害する大きな要因の一つになっているという点です．殺虫剤が効かなくな

ってくれば当然散布する量や回数，殺虫剤の種類が増えてきます．ある殺虫剤に対して抵抗性がっ

いた場合，タイプの違う殺虫剤に変えたりして対抗してきましたが，最近では複数のタイプの殺虫

剤に抵抗性のついた害虫も少なくなくなり，従来の対抗策も限界が近づいてきました．地球環境問

題に対する社会的関心が高まる中，農業においてもr環境に優しい農業」やr安全な食料の供給」と

いったことが強く求められており，さらに，最近ではいわゆる「環境ホルモン」問題がにわかにク

ローズァップされているのはご存知の通りです．環境庁がリストアップした環境ホルモン様作用を

持つことが疑われる化合物中にも農薬が多数含まれており，農薬に対する社会的不安，反発は日増

しに高まるばかりです．r無農薬」は誰が考えても理想です．しかし，無農薬で今の地球上の人口を

支えていくことは現在の技術ではまず不可能です．抵抗性がつく原因を科学的に解明して最小限の

農薬投入量で最大限の効果を生み出す防除技術を早急に開発することが望まれます．

抵抗性と遺伝子

　殺虫剤抵抗性はWHOによってr昆虫の正常な集団の大多数を殺す薬量に対して耐える能力がそ
　　　　　　

の系統に発達したこと」（傍点著者）と定義されています。すなわち，抵抗性は遺伝する性質であり，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

抵抗性に関連する遺伝子（以下r抵抗性遺伝子」と略）が存在するということです．このr抵抗性遺

伝子」はどこから来るのでしょうか．これまでのところ，殺虫剤が虫の遺伝子を変化させて抵抗性

遺伝子を生じさせたという例は一つも発見されていません．抵抗性遺伝子は極々小さい割合の虫が

殺虫剤と接する以前から既に持っていたというのが定説です．それを持っていた虫がたまたま殺虫

剤散布にあった際に生き残って抵抗性遺伝子を子孫に伝える…というサイクルを重ねることで，っ

いにはほとんどの虫が抵抗性遺伝子を持つものになってしまうわけです．殺虫剤に強くなるという

こと以外には役に立っているとは思えない遺伝子を殺虫剤なんかが出現する以前から持っていたな

んて改めて遺伝子の多様性のすごさを思い知らされるような気がします．

　害虫に殺虫剤抵抗性がつくのを避けるということは抵抗性遺伝子を持った虫の割合が経済的に許

しがたいほどの被害を与えるまでに増えないように管理するということです．そのためには，抵抗

性遺伝子の構造や性質を詳しく調べて，正確に高感度で，しかも簡便に抵抗性遺伝子の頻度を把握

する技術（モニタリング技術といいます）を開発する必要があります．

ワタアブラムシの抵抗性遺伝子

　ワタァブラムシ（図1，ゴキブリの仲間ではありません．いわゆるアリマキの一種です）は1．5mm

ほどの小さな虫ですが，大変多くの種類の農作物に被害を与える大害虫です．最近有機リン系，カー

バメート系，ピレスロイド系など各種の殺虫剤に対して抵抗性がついて，防除が非常に困難になっ
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　私たちはワタアブラムシが有機リン系の殺虫剤（例　　1、・＼，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・簸鏡性を持たなひ喪　　抵航姓の虫
えばスミチオンとかマラソンとかが含まれます）に強
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図3　PCR法による抵抗性虫の識別
くなった原因を調べてみました．その結果，体内にカ

ルボキシルエステラーゼ（以下rCE」と略）という殺虫剤を壊す酵素の一種をたくさん持っているも

のほど強いことがわかりました．一番強いものは一番弱いものの30倍以上ものCEを持っていまし

た．酵素というのはタンパク質でできていて，タンパク質の設計図が遺伝子です．つまり，ワタア

ブラムシの有機リン剤に対する抵抗性遺伝子はCEの遺伝子ということになります．わたしたちは，

このCE遺伝子の構造を明らかにすることに成功しました．遺伝子は，A，C，G，Tと略される4

種類のr塩基（えんき）」という成分が長く一列に並んでいて，その並び方がタンパク質の材料のア

ミノ酸の並び方を決めています．ワタアブラムシのCE遺伝子は2，228個の塩基が並んでいて526個

のアミノ酸の並び方を決めていることがわかりました（図2）．

CE遺伝子量の比較による抵抗性虫の識別

　次に，遺伝子の一部を2～3時間で100万倍にも増幅し，高感度で検出できる方法（PCR法といい

ます）を用いて，抵抗性の虫とそうでない虫とをCE遺伝子の量の違いで識別できないか試してみま

した．図3を見てください．抵抗性の虫では矢印で示したところにはっきりとバンドが見られます．

二のバンドはPCR法によって増幅されたCE遺伝子の一部です．ところが，抵抗性を持たない虫で

はバンドがほとんど見えません。つまり，抵抗性を持たない虫は100万倍に増やしてやってもまだ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検出できないほど元々持っていたCE遺
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誰灘鷺躍嵩窓窪窓灘濃1瓢譲擁畿窟箪騨琴1鰐轡簿拳馨華伝子が少ないということです。このよう

罵離罵職1麟鱗叢購韓難1讐1・・PCR法でCE遺伝子量を比較するこ
滅野哩鷺勲警塑轡讐しt響轡讐彗讐越弊鷺㌣聾曹望磐騨轡稗．1鰻とで抵抗性の虫とそうでない虫が明確に
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撃鵯欝讐警轡Ψ轡鰹町1鰹警縞悟瞬讐警．騨，暫幣瞥鷺鰹聾　では，即実用化…とはいきません．

鱗濃難灘羅隅驚鐸罪欝等麟爆正確なモニタリングにはヲ旨常にたくさん

畳轡↑1醗聾寧瓢響甲響讐華惣響警し蹄響㌣瞥響轡嬰署騰朧の虫を検定する必要がありますが，この

難聯羅騨黙騨器黙1輩灘欝羅：霧方法は今の段階では手間的，コスト的に
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トウモロコシ花粉飛散量の連続的自動計測

地球環境部気象研究グループ大気保全ユニット 川島茂人

　遺伝子組換え技術を用いて作られた作物の安全性や環境への影響が懸念される中，害虫抵抗性ト

ウモロコシ花粉が標的外の昆虫を傷つけてしまう可能性や，花粉の飛散による別品種との交雑など

が問題となっている．トウモロコシ群落から放出された花粉の周辺空間への飛散数は，群落からの

距離に従って指数関数的に減少するとされている．しかしながら，どこまで飛散するかは，気象条

件や植物の開花状態などによって大きく左右される．このような問題に適切に対応するためには，

風媒花作物の空中花粉の飛散動態を詳しく知る必要がある．飛散動態調査には，まず，問題となる

作物に適した空中花粉自動測定手法の開発が必要である．そこでわれわれは，トウモロコシを対象

として，簡易かつ連続的に自動計測が可能な

空中花粉の測定装置（トウモロコシ花粉モニ

ター）を開発した（図1）．

トウモロコシ花粉モニターの概要

　図2a）に光学系のブロック図を示す．

オートパワーコントロールされた波長780

nm，出力3mWの半導体レーザーから出た光

は，コリメートレンズおよびかまぼこ型のシ

リンドリカルレンズを通して，大気吸引ノズ

ル部において厚さ約30μmのシート状の

ビームにする．そこにノズルから粒子が入

り込むと，粒径に応じた散乱光を生じ，その

散乱光を受光素子（PIN－PD）で検知する．

この信号は粒子がシート状の光を通過する

時間だけ出力する為にパルス状の信号とな

る．そのパルス幅と前方および側方散乱光

量を検知することにより，球形に近い粒子を

検出できるように設計した．

　図2b）に花粉モニターのエアーフロー系

を示す．大気吸引口には垂直にロートを取

り付け，風向きに影響されないようになって

いる．吸引口は砂抜き容器に直結しており，

砂は比重差で落下し，除去される．花粉を含

んだ大気は光学系に入り，半導体レーザー光

に照射され，花粉などの粒子が存在すると散

乱により検知する．その後，大気はフィル

ターを通り，花粉などの粒子を除去し，ポン

プ脈流を軽減する緩衝タンクを経てポンプ

に吸引される．ポンプから排出された一部

　　図1　トウモロコシ花粉モニターの外観

a）光学系

大気
も

つ

整流管

■、
属■亀 『’…

1’ 、照””””ロ””唇 一

（立面図）

b）気流系

前方散乱検出器
　　　　空気流路光収束レンズ

　　　　　　　半導体レーザー

（平面覇　1　調　シリンダーレンズ

　　側方散乱検出器

　，＿。添氣吸弘9

ガ屡ス製一i

砂塵総適蓑遭

空気排出口

流量計

バルブ

1濡・．．

謄、1

　　　　　←循環気流　フィルター

薫縣撚蓋：二三　　㊥

フィルター　緩衝タンク

図2　トウモロコシ花粉モニターの光学系と気流系
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の大気は，フィルターを通して光学系内に戻る．この気流は花粉を含んだ吸引空気を包み込むよう

にして光学系内を通過する（エアージャケット方式）．この方式は，光学系内の汚れを防ぐだけでな

く，花粉濃度の変化に対する応答性を改善する，測定流量は，ポンプの大きさと光学系の特性など

を考慮した結果，毎分4．11（4時間で1m3）とした．

トウモロコシ花粉モニターの計測値

　トウモロコシ花粉モニターによる花粉飛散量を，花粉モニターに近接して設置したダーラム型捕

集器による花粉飛散数と比較した．ダーラム法は，空中花粉の基準的測定法として広く用いられて

いる手法であるが，顕微鏡での花粉計数に多大の労力を要するなどの問題点がある．花粉モニター

（吸引口大）による飛散量とダーラム法による飛散数の間の相関係数は0．949，花粉モニター（吸引口

小）による飛散量とダーラム法による飛散数の間の相関係数は0．928となった．いずれの組み合わせ

でも，花粉モニターの飛散量は，ダーラム法の飛散数と非常に高い相関が認められた．図3に，ダー

ラム法による花粉飛散数と，花粉モニターによる花粉飛散量の関係を散布図で示す．回帰直線の寄

与率から，トウモロコシ花粉モニター（吸引口大）は，ダーラム法で測定した変動の89％を説明する

ことがわかる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花粉飛散量の経時変化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図4に，トウモロコシ花粉モニターで
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計測された花粉飛散量の経時変化を示

す．この図から，花粉飛散量の多い日も

少ない日も，飛散量の日内変動がきわめ

て大きいことがわかる．日中に最大とな

り，夜間にほぼゼロとなること，ピーク

は鋭く尖っており，滑らかな変化ではな

く不連続で間欠的であることなどがわか

る．午前中にピークがあり，正午には

ピークの半分以下に減少している．日の

出後の増加は急であるが，ピーク後から

夜にかけての減少は緩やかである．

　本装置は，さらに高精度で空間的代表

性の高い値が得られるように改良する予

定である．そのため，今後は，データの
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中に含まれている目的花粉以外のミスカウントやノイズを詳しく分析し，検出に用いるレーザー光

源の波長や計数時の判別アルゴリズムについて検討する計画である．また，本装置で得られたデー

タをもとに，気象条件と植物生育ステージなどから合理的かつ簡易に，トウモロコシ花粉飛散量を

予測できる手法を開発していく予定である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年3月
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ショウガ科植物に寄生する青枯病菌の新規系統は外来性である

生物環境安全部微生物・小動物研究グループ微生物機能ユニ．ット　土屋健一

はじめに

　近年，高知県内で栽培されている3種のショウガ科植物（ショウガ，ミョウガ，クルクマ）に，わ

が国では未報告の青枯病が相次いで発生し，現在もその被害拡大が危惧されている．青枯病はナス

科植物やバナナなど200余種の経済的に重要な植物に発生し，Rαls‘on如solαnαcεα趨〃～という細菌

によって引き起こされることが知られている．高知県で新たに発生した青枯病の原因菌はわが国の

農業環境への海外からの侵入微生物である可能性がある．そこで，原因菌について分子生態学的見

地から検討を行い，侵入・伝搬経路を推定した．

病原細菌の同定

　1995年から2000年にかけて，青枯病に罹病したショウガ，ミョウガ，およびクルクマからそれぞ

れ分離した病原細菌について，各種生理生化学的性質を調査した結果，いずれもR．soZα照cεαrμ7nと

同定された．

　青枯病菌には多くの系統があり，その性質は多様性に富んでいる．分離した病原細菌について，ナ

ス科，ショウガ科などの植物に対する接種試験を行った結果，これらの分離菌株は，ショウガ科植

物のほかジャガイモなど数種植物に萎凋や導管褐変を引き起こすが，トマトやナスに対しては病原

性が弱いかまたは非病原性であり，在来系統（レース1，レース3）とは寄生性で異なっていた．これ

らの知見を，海外における研究結果と比較した結果，今回の分離株は，わが国では初めて確認され

るレース4系統であることが明らかになった．

新規系統の分子生態学的解析

　わが国で初めて確認された青枯病菌系統の由来を明らかにするため，分子生態学的解析を行った．

細菌ゲノム中に存在する反復配列（BOX，REP，ERIC）におけるDNA多型を検出するrep－PCR解

析に基づいて，外国産ショウガ青枯病菌との比較試験を行った．

　新規系統のrep－PCRによるDNAパターンは，トマトやナスを犯す在来系統のパターンと異なって

いた。新規系統には2種のDNAパターン（1　　　　　　　　　　　　　オ＿スト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネ型，II型）が認められ（図1の日本），1型は　　　　　　日本　　　シァ　ラ1’ア　中国タィ

タイ産菌株のパターンと類似し，II型は中

国およびオーストラリア産菌株のパターン

と類似していた（図1）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，1　さらに，rep－PCRによるDNAパターン

に基づいて作成されたデンドログラムから，　ω

ショウガ科植物青枯病菌の遺伝的類縁関係

が明らかになった（図2）．すなわち，タイ

産および日本産のショウガ科植物由来菌株　α3

からなるA群と，中国産，オーストラリア

産・インドネシア産・タイ産および日本産の　図1rep－PCR解析（BOXプラィマー）による各国産

ショウガ由来菌株からなるB群の2つに大　　　ショウガ科植物青枯病菌のDNAパターン
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別された，

　以上より，高知県に発生したショウガ科植物青枯病は，遺伝的に異なる2種の病原菌系統に起因す

ることが明らかになった．
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図2　各国産ショウガ科植物青枯病菌の遺伝的類縁関係

　　を示すデンドログラム

新規系統の侵入・伝搬経路の推定

　以上の分子生態学的解析結果と新規青枯

病発生状況をもとに，当該株の起源とわが国

への侵入経路および高知県内における伝搬

経路を推定した（図3）．

　1型系統（A群に含まれる）はタイに由来

し，1995年以前にクルクマを通じて侵入し，

その後，ショウガおよびミョウガヘと伝搬，

拡大したと推定される．なお，クルクマは，

！989年の万国博覧会にタイから導入されて

以来，切り花用としてわが国で栽培されるよ

うになっナこ．

　一方，II型系統（B群に含まれる）は，

1997年以降に中国経由でショウガを通じて

侵入し，ショウガだけを宿主として，1型系

統とは異なる経路で，定着を果たしたものと

㈱クルクマ

○ショウガ』・

㊥ミョウガ

　　晋一血樗　　

　　　1　勝屯門

　　＞
　　峯　　　．1ふ鯉

　メ　ノ　鳴脳　∵
　ま

£　　　ユ　　　　
　　　）’レ＼、
　　　　　　ヤ　　　　　　’　　　　　　し　　　　　　（

“3毎！
．’き鰹

飼属《
1
、
　 携75、
＼　　　　　　　、
1　　中国由来

）1

　　　　　　／、…　、1』、』　『＼

　　　　　　　　　　　　　　ぶのリ　コド　　　　』lr駕 ド［置 …：’．…＼，
　　　　　　　　　轡．』　．．．、－一　　、．　』一、
』T、＼　　　　　　距』『曽圃・　㌧生．n諄』1
　　一　＝㌧．．．　　 ・一芒『富’1豊璽　　1

…」一つ下∴一鰹』1響シ噴〆＼、

．イ』夢”　　　　　碍、…γ
　一麻ド姥醜学　　　　　　　類ぐ、．／

⊂）BOX－PCRI型

㊥BOX－PCRII型

、
　、　　　、
　　　　、　　　　　　、　　iτ＝；査瓶メ、』rニエ
　　　　　　　　、1　　　｝
　　　　　　　　　。、

，／

！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i鷺｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　ー1一㌧ノ　　　モ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　電～≡

図3　高知県におけるショウガ科植物青枯病の発生地と推定される外来系統の侵入・伝搬経路



70

推定される．

おわりに

　ショウガ科植物の新規青枯病菌について分子生態学的に検討して，病原菌の系統を解明し，侵入・

伝搬経路を推定した．得られた結果は病原菌の侵入防止や侵入した病原菌の監視に活用できる．こ

れまでに，2種の系統をそれぞれ特異的に検出できるPCR用DNAプライマーの作製に成功してい

る．高知県内の青枯病未発生地域および隣県への新規系統の分布拡大を監視するためには，これら

のプライマーを用いた分子生態学的モニタリング調査が有効である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年1月



71

ひと目でわかるトウモロコシの交雑一キセニアを利用した交雑率の簡易調査法一

生物環境安全部組換え体チーム 松尾和人

はじめに

　トウモロコシ花粉の飛散距離と交雑率に関する調査研究のきっかけは，米国で栽培されていた飼

料用の遺伝子組換えトウモロコシ品種

rスターリンク」の種子が食品材料用種

子に混入していた問題に端を発してい

る．その後，トウモロコシ花粉は何メー

トルまで飛ぶのか？交雑する確率は？

などの疑問があがり，トウモロコシ花粉

の飛散距離と交雑率調査手法の開発およ

び両者の関係を明らかにする目的で調査

研究を実施した．

交雑率の簡易調査法と調査結果

　試験に用いた材料は，開花期がほぼ同

調する市販のトウモロコシ品種を選択

し，花粉親（花粉源）として，雌穂に黄色

粒をつけるハニーバンタム，種子親（受

粉側）には白色粒のシルバーハニーバン

タムを用いた．種子親の交雑の有無は，

キセニア現象により種子親の白色粒中に

現れる黄色粒によって判定した（図1）．

キセニアとは，受精した際に花粉親の優

性形質が直ちに種子の胚乳に現れる現象

で，ここで注目したトウモロコシ粒色の

ほか，イネの濡（モチ）と糎（ウルチ）と

の関係がキセニアの現象として広く知ら

れている．

　種子は農業環境技術研究所構内の試験

圃場に，畝間70cm，株間30cmで播種し

た．種子親のシルバーハニーバンタム

は，開花までの日数（約65日）が花粉親

のハニーバンタムと比べて数日遅い．こ

のため開花期を出来るだけ揃える目的

で，種子親の播種日に対して花粉親では

播種日を同日および後ろに3日づつずら

しながら3回に分けて播種した。

　収穫期に，10本の畝を選び，花粉親と

嚇』』一し・、

　謄

望』i1ビ

ご

　　花粉親　　α3m　O．9m　　2．lm　　3．9m　　6．Om　12m　　46m

図1　トウモロコシ雌穂中のキセニアによる交雑種子の分布

　　　　　　　　　　　　（数字は花粉源からの距離）

　　　畝畝畝畝畝畝畝畝畝畝
距離（m）4　71013161922252830
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図2　種子親個体群における交雑率の分布
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図3　花粉親からの距離と交雑率との関係

種子親の境界より，種子親側に0．3m，1．2m，

2．1m，以降2．lmごとに生育する株の成熟した

雌穂を採取し，1畝当たり26本，合計260本の

雌穂を採取した．収穫した雌穂は，包皮を剥

いだ後，縦列数，縦列粒数および穂中の黄色の

粒数を数えた．交雑率は全粒数に対する黄色

粒数の割合（％）で示した．また，全粒数は縦

列数と縦列粒数との積を補正して推定した．

　これらの調査の結果，花粉親株に隣接する

種子親株（0．3mの距離）の平均交雑率は23％

と高く，花粉親からの距離にともなって急激

に低下するが，連続した交雑帯は花粉親株か

ら約5mの範囲である．さらに10mから50m

までの風下では，0。3％から0．1％までの範囲

で極めて低く推移することがわかる（図2，図

3）．

本調査法の特徴と今後の活用

　この調査法では，市販のトウモロコシ品種を使用するため，一般圃場で多数の植物個体を対象に，

簡易にまた正確に交雑率を推定することができる．また，当世代で，交雑の有無を判別できるので，

他の手法と比較して短期間に結果を得ることが可能である．

　本調査法は，遺伝学的な根拠に基づく簡便な手法で，条件の異なる各地での適用が可能であり，ま

た交雑の有無が視覚的に判別できるので，一般市民の理解を得やすい利点がある．この研究課題に

ついては，平成14年度から種苗管理センター嬬恋農場と共同して取り組んでおり，ここで開発した

手法を広域圃場（約4．5ha）に適用して，さらに花粉飛散と交雑率との関係を明らかにする計画であ

る．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月
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雑種タンポポの識別と全国分布

生物環境安全部組換え体チーム 芝池博幸

昔から日本列島に生育している在来のタンポポとは別に，わが国には明治初期に侵入したセイヨ

ウタンポポやアカミタンポポが帰化している．帰化タンポポはいずれも外総苞片が反り返り，それ

が直立する日本産タンポポとは簡単に識別できることになっている．しかし，近年，日本産タンポ

ポと帰化タンポポの交雑による雑種タンポポが報告され，外総苞片によるタンポポ類の識別法が揺

らいでいる．実際，雑種タンポポの頭花は外総苞片が反り返り，帰化タンポポに似ているものが多

い（図1）．そのため，これまで形態的特徴に基づいて明らかにされてきたセイヨウタンポポなどの

分布域には，雑種タンポポが紛れ込んでいる可能性があり，その分布域や生育環境を再検討しなけ

ればならない状況にある．ここでは，形態的特徴に依存しないタンポポ類の識別法と雑種タンポポ

の全国分布について，最新の研究成果から紹介する．

遺伝的特徴による雑種タンポポの識別

　DNAの塩基配列やその集合体である染色体は，毎世代，正確に親から子へと受け継がれる．雑種

タンポポも日本産タンポポと帰化タンポポが持つ遺伝的特徴を受け継いでいるはずである。そこで，

日本産タンポポとセイヨウタンポポ間で，核DNAや葉緑体DNAの塩基配列，染色体数やDNA含

量などの特性を比較し，両者を遺伝的に識別するためのマーカーを作成した後，それらのマーカー

を合わせ持つ個体を雑種タンポポとして認識することにした，

　解析の結果，雑種タンポポは両親の遺伝的特徴の組み合わせによって，4倍体雑種，3倍体雑種，雄

核単為生殖雑種の3種類に分類することができた（図2）．そのうち4倍体雑種と3倍体雑種では，日

本産タンポポとセイヨウタンポポのそれぞれに特徴的な核DNAの塩基配列が検出され，両親からの

遺伝情報の伝わった雑種個体であることが確認できた．一方，これら雑種個体の葉緑体DNAから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は，日本産タンポポに由来する塩基配列

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のみが検出された．タンポポ類の葉緑体

一

図1　雑種タンポポの頭花の変異

外総苞片

染色体数　　　核DNA

匝］［コ

　　　　　　圃

が卵細胞経由で遺伝することをふまえる

と，雑種タンポポは日本産タンポポの卵

細胞とセイヨウタンポポの花粉の受精に

より成立したものと考えることができ
る．

　雄核単為生殖雑種は，核DNAの塩基配

日本産タンポポ

　4倍体雑種

　3倍体雑種

　雄核単為生殖雑種

セイヨウタンポポ

葉緑体DNA　DNA含量（pg）

」脚

Jp織

」陣

」“

図2　日本産タン

　ポポ，セイヨ
　ウタンポポと
　雑種タンポポ
　の遺伝的特徴

注〉，ll）n　l口本産タンポポのホモ接合体、Eu；セイヨウタンポポのホモ接合体、Jpn／Eu；日本産タンポポとセイヨウタンポポのヘテロ接合体
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列はセイヨウタンポポと同一で，葉緑体DNAは日本産タンポポと同一というユニークな遺伝的特徴

を持っ．雄核単為生殖雑種は，4倍体雑種や3倍体雑種のように核DNAから両親のそれぞれに特徴

的な塩基配列が検出されなかったものの，両親から受け継いだ遺伝情報を合わせ持つ点からは雑種

タンポポと見なすことが可能である．まだ仮説の域を出ないが，このタイプの雑種タンポポは，セ

イヨウタンポポの花粉に含まれる精核が，日本産タンポポの卵核と合体することなく，単独で分裂

増殖することにより形成された個体ではないかと推察している．このような生殖様式がr雄核単為

生殖」として知られていることから，この型の雑種タンポポを雄核単為生殖雑種と命名した．

雑種タンポポの出現頻度と全国分布

　平成13年度に環境省が実施したr身近な生きもの調査」では，日本全国からタンポポ類の頭花と

種子が収集され，それらの分布図が作成された．しかし，この調査では雑種タンポポは研究対象か

ら除外されていた．幸い，環境省・生物多様性センターの協力により，調査後のサンプルを無償で

提供してもらうことが実現し，調査票から取りはずした種子を育成することで，雑種タンポポの識

別とその全国分布図の作成が可能となった．

　形態的にセイヨウタンポポと見なされた844個体のうち，純粋なセイヨウタンポポとして識別さ

れた個体はわずか13！個体（！5％）で，残り713個体（85％）が雑種タンポポであることが判明した。

雑種タンポポの内訳は，4倍体雑種が463個体（55％），3倍体雑種が174個体（21％），雄核単為生

殖雑種が76個体（9％）であった．

　新たに識別されたセイヨウタンポポや雑種タンポポの分布域を明らかにするために，サンプルの

採集地点を日本地図上にプロットした（図3）．4倍体雑種と3倍体雑種は，北海道や東北北部には分

布せず，首都圏，名古屋，京阪神などの都市部に集中的に分布すると共に，関東・甲信越以南から

九州北部にかけて分布する日本産タンポポ（低地生2倍体）の分布域とよく一致していることが明ら

かとなった．一方，雄核単為生殖雑種は，北海道から九州まで概ね一様な分布を示し，九州南部や

沖縄に分布が見られないものの，セイヨウタンポポの分布域とほぼ一致していることが明らかとな
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図3　セイヨウタンポポと雑種タンポポの全国分布
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った．

　雑種タンポポの分布域について，核DNAの構成に着目して整理する．と，日本産タンポポの核

DNAを含む4倍体雑種と3倍体雑種の分布域は，比較的日本産タンポポに近い分布域を示したのに

対して，日本産タンポポの核DNAを含まない雄核単為生殖雑種はセイヨウタンポポとよく似た分布

域を示した．以上の結果から，雑種タンポポは日本産タンポポの核ゲノムを保有することにより，そ

の分布拡大が制限されている可能性が示唆された．現在，この仮説を検証するために，種子の発芽

や実生の定着などを解析し，雑種タンポポの分布拡大を制限する要因について検討している．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1月
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チャノコカクモンハマキの交信撹乱剤に対する抵抗性系統の確立

生物環境安全部昆虫研究グループ昆虫生態ユニット 野口浩・杉江元

はじめに

　チャノコカクモンハマキ孟40xρρhy6shon〃吻（鱗翅目：ハマキガ科）の幼虫は，葉を食べたり，葉

を巻いて作った住み場所に糞を残したりして茶葉の生産量や品質に悪影響を与える重要害虫である

（写真！）．この害虫の性フェロモンは4成分からなっている．この性フェロモンの1成分である（Z）

一ll一テトラデセニルアセタート（略：Zl1－TDA）はハマキガの仲間に共通的な性フェロモンの成

分である．この成分を含む交信撹乱剤を茶園に設定すると，チャノコカクモンハマキの雄雌間の情

報伝達が阻害され，交尾の機会が減ることにより幼虫の発生を少なくすることができる．性フェロ

モンを用いる防除法はフェロモン自体に

殺虫活性がないことから，天敵に影響が

少なく，環境に影響の少ない防除法とし

て注目されている．

　性フェロモンの研究・開発は，当研究所

の前身である農業技術研究所で始められ，

1985年にZl1－TDAを用いた交信撹乱剤

が日本ではじめて市販された．しかし，

1996年頃から一部の地域で，このフェロ

モン製剤の効果が低下した．フェロモン

製剤に対して昆虫の抵抗性が生じたこの

ような例は世界的にも珍しい．そこで，

チャノコカクモンハマキの抵抗性系統を

確立して，抵抗性の特徴を検討した．

写真1チャノコカクモンハマキ雄（左）雌（右）

効果の低下した茶園のチャノコカクモンハマキの抵抗性

　静岡県金谷の茶園でチャノコカクモンハマキを採集

し，これと，農業環境技術研究所で40年以上飼育を続け

ている系統を比較した．雄雌を容器に入れ，Zl1－TDA

が存在する条件で交尾した数を調べた結果，効果の低下

した園から採集した個体と保存累代系統との違いは認

められなかった（図1）．これは，金谷採取系統に交信撹

乱抵抗性の虫の割合が少ないためと推測した．

交
羅
割
合

動
）

壌20

壌oo

80

60

憩

20

0
抵抗性系統の確立

　抵抗性個体群発生地から6，000頭のチャノコカクモン

ハマキを採集し，Zll－TDAの存在する条件下で交尾

した虫に産卵させて，Zll－TDAに対する抵抗性系統
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図！
を選抜することを試みた．フェロモンの処理量を次第

に増やしていき，採卵，飼育を繰り返し，約5年間にわ

0　　　喋　　　3　　　葉0　　30

　　撹乱剤の量（μ9〉

膨感難系統醗鉛採取系統

感受性系統（保存累代系統）と金谷採

取系統（初世代）における交信撹乱剤

量と交尾割合の関係
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たって44回の選抜を行った．この結果，感受性系

統である保存累代系統ではlLの容器中で100μgの

Z11－TDAを処理することで完全に交尾を阻害でき

たが，選抜後には1000μgを処理しても半数が交尾

する抵抗性系統が得られた（図2）．

霧感受性系統圏抵抗性系統

図2　感受性系統（保存累代系統）と抵抗性系統

　　における交信撹乱剤量と交尾割合の関係

どこが変わったのか？

　フェロモンは触角にある感覚器で認識されてい

る．抵抗性系統でも触角が重要であることを確認

するために，雄の触角を切除して交尾させる試験を

行った．触角一本を半分切除，一本を全切除，両方

を半分切除した場合に，切除しない場合と変わらず

71）％が交尾したが，二本を全切除した雄は交尾で

きなかった．したがって，触角の重要性は変わって

いないことが明らかとなった．また，感受性と抵抗性系統の雌雄の行動を撹乱剤処理下で経時的に観

察したところ，歩行活動，求愛行動には差異がなかった．しかし，感受性系雄は求愛行動を行って

いる雌と接触しても交尾行動を行わなかった．次に，雄と雌のどちらが変わったのかを検討するた

め1000μgと10000μgの撹乱剤を処理したlLの容器中で交尾試験を行った．抵抗性系統の雄を用

いた場合にはどちらの系統の雌とも交尾が行われた．一方，感受性系統の雄を用いた場合にはどち

らの系統の雌とも交尾は行われなかった．したがって，抵抗性は雄に生じていると考えられる．

他のフェロモン成分に対する反応は？

　チャノコカクモンハマキ性フェロモンの4成分のうちZIl－TDA以外に交信撹乱活性があるのは

最も量の多い（Z）一9一テトラデセニルアセタート（略：Z9－TDA）だけで，El1－TDA，10一メチル

ドデシルアセタート（略：！0Me－DDA）には活性がない．Z9－TDAは抵抗性が生じた撹乱剤に含ま

れていないが，抵抗性系統はこの成分に対しても抵抗性であることが明らかとなった．また，他の

2成分には感受性系統と同様に交信撹乱活性がなかった．

　このように抵抗性系統はフェロモンの1成分では交尾を阻害されないが，4成分を混合した場合は

どうだろうか．性フェロモン組成（Z9－TDA：Zl1－TDA：El1－TDA：10Me－DDA63：31：4：2）

の混合物を用いて交尾阻害効果を検討した結果，抵抗性系統でも抵抗性を示さなかった．このこと

から，防除にはフェロモンの1成分でなく4成分からなる撹乱剤を使えばよいことが明らかとなった．

おわりに

　抵抗性の原因については，雌の性フェロモンの変化，雄の感覚器官の麻痺からの回避，さらには

種の変化など多くの仮説が提唱されている．環境に影響の少ない害虫防除法としてフェロモン利用

の将来を考える上で，この原因の解明は重要である．チャノコカクモンハマキに対してはフェロモ

ン4成分を用いることで抵抗性に打ち勝つことができたが，抵抗性の機構については，ほとんどわか

ってない。今後，確立した抵抗性系統を用いて，さらに，撹乱剤の抵抗性発現要因の解明をめざし

て検討を行っていくことが，フェロモンを用いた防除法の開発のために必要である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月
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根圏土壌を用いた他感作用の検定手法の開発

生物環境安全部植生研究グループ化学生態ユニット　　藤井義晴・平舘俊太郎・荒谷　博

はじめに

　これまで，農業環境技術研究所において，他感作用（アレロパシー）の三つの作用経路（揮発性物

質による揮散，根からの浸出，茎葉や残さからの溶脱）に特異的な検定法として，それぞれ，ディッ

シュパック法，プラントボックス法，サンドイッチ法を開発してきた．その中で，根から出る物質

による活性を寒天培地を用いて評価するrプラントボックス法」は，生きた植物の根から浸出する

物質の作用を評価し，プラントボックス内の条件で他感作用を証明することができる．しかし，他

感物質の土壌中での作用を実証する検定手法はなかった．そこで，根から根圏土壌中に放出される

物質による作用を検定する新たな手法の開発を試みた．

根圏の定義

　根圏は根と土壌の接点の領域であり，植物からも土壌からも影響を受けている両方の境界領域（フ

ロンティァ）である．例えば植物は土壌の状態に応じて有機酸や酵素などを根圏に分泌することが

知られている．一方，根圏の土壌は植物からの働きかけによって周辺の土とは物理的，化学的に異

なる性質を持つようになる．

　しかし，根圏の厳密な定義は容易ではない．そこで，根圏土壌をできるだけ破壊しないように気

をつけながら根を掘り出して軽くほぐした後，手首を軽く振ることによって落とした土壌をr根域

土壌」（Root　Zone　Soil）とし，根の表面に付着している土を刷毛で拭き落とした土壌をr根圏土壌」

（Rhizosphere　Soi1）と定義するr空中振とう法」（図1）（岡島・松中，1973）で土壌を採取した．

根圏土壌法の開発

　淡色黒ボク土（つくば市伊奈表土）と園芸用育苗培土

（呉羽化学）を5：1で混合した土壌を入れた7．5cm角の
黒ビニーノレポットで，植物を1－2カ月栽培した．根圏　　　　ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試
土壌の採取は，r空中振とう法」で行った（図1）。植物　　　　　　　　■手首で振る

を栽培しない土壌を対照土壌とした．各土壌は根毛を　　！
除去するために1mmの箭を通した後，組織培養用6穴／　　．　　　　　根圏土壌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　，ノ　　　　　　、マルチデイツシユに生土を乾土換算で39秤量した（図●　〆　　　＼　　根域土壌
2）．続し、て住75％の低温ゲノレ化寒天5mlを添加し混合　・　、b／

して固まらせた後，3．2mlの寒天を重層し，その上に検

定植物としてレタス種子5粒を置床した・その後マルチ　　図1根圏土壌の採取法（空中振とう法）

ディッシュにフタをしてテープで密封
　　　　　　　　　　　　　　　　　←劇　　　　　　　　　　　　レタス種子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　£βc隈し，暗黒下25℃で3日間培養後，幼根と

下胚軸長を測定した．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢繍，

根圏土壌法による他感作用の検定

　ヘアリーベッチ，アルファルファ，セ

イタカアワダチソウの根圏土壌は対照土

土を3繧秤量

y　　　7

　鎌

寒天を5ml添触混合寒天を3．2m腫膚

図2根圏土壌法におけるバイオアッセイの流れ
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　　　図3　根圏土壌法による検定結果
対照土壌に対する％，一は阻害活性を＋は促進活性を示す．

棒は標準偏差（n－5）

壌に対して50％以上の強い生育阻害活性

が認められた（図3）．セイタカアワダチ

ソウの他感作用が強いことは良く知られ

ており，ヘアリーベッチは現場で雑草抑

制作用が強いこと，作用物質としてシア

ナミドを含むことを明らかにしている

（農環研ニュース58号）．今回開発した根

圏土壌法はこれらの結果と矛盾しない．

ほとんどの植物で根圏土壌の方が根域土

壌より生育阻害は強く，根からの距離が

遠くなるにつれて生育阻害活性が弱くな

ることが示された．根の形態が根圏土壌

法に及ぼす影響を評価するため，根圏土

壌／根重比を計算してみると，この値は植

物種によって10倍程度変動したが，根圏

土壌法による活性との間には関係がなく

（図4），活性は根の形態を反映していない

ことが判明した．生きている植物の根か

ら出る物質による活性を検定するプラントボックス法と根圏土壌法の結果を比較すると，土壌を用

いないプラントボックス法の方が強い阻害活性を検出することが多く，根圏土壌法は土壌による影

響を強く反映することが示された（図5）．

根圏土壌法の活用面と留意点

　本手法は，現地圃場で生育する植物の根から出る他感作用を直接評価する手法となりうる．圃場

に生育している植物の根圏土壌を特別に考案した装置で採取して検定することも可能であり，また，

植物根から土壌に放出される物質による他感作用の評価法として実用性が高いと考えられる．

　本法によって，現地で雑草抑制作用が知られているヘアリだベッチやセイタカアワダチソウから

強い生育阻害が検出されたことは，本法が現地圃場における他感作用を簡便に識別することができ

150

（100
ま
レ
辮
略
督
　50

0

●

●

●

●

●
●

●
●

●

　y＝2．4292x＋64．075
●　　　　　R2＝0、1395　ns

●

15

ハ邑

総

肺
匪

ゆ
舶
旦

挺

蝉
刊

團

騨

100

50

5　　　　　　10

根圏土壌／根重

0

0

図4　検定植物の「根圏土壌／根重」比と根圏土

　　壌法による活性の関係

●

．．！！●●

　　　　　　●

－　　㌘
　　●　　　　　　●
　　　　●

0　　　　　　　50　　　　　　　100

プラントボックス法による阻害率（％）

図5根圏土壌法とプラントボックス法による

　　他感作用の検定結果の比較



80

る可能性を示している．

　ただし，この方法による活性の評価には，微生物による影響や土壌養分や土壌物理性による影響

が含まれている可能性があることに注意する必要がある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発表論文

1）Iqba1，Z．，A．Furubayashi　and　Y，Fujii（2004）Weed　BioL　Manage．4（！），43－48．

2004年7月
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　DNAを吸着してしまう土から微生物のDNAを抽出するには？
一スキムミルクを用いた黒ボク土からの微生物DNA抽出法の確立一

生物環境安全部微生物・小動物研究グループ微生物生態ユニット　星野（高田）裕子

はじめに

　土壌や水など環境中に存在する微生物は，実験室で簡単に培養できないものが多い．このような

培養困難な微生物を調べるためには，微生物の培養を経ずに環境中から直接DNAを抽出して解析す

る手法が用いられる．この手法は，遺伝子組換え体などの特定遺伝子の検出にも用いられ，環境微

生物研究においては基盤となる技術である．

　土壌から微生物のDNAを直接抽出する方法は様々な方法が検討されている．ビーズ振とうによ

る微生物細胞の物理的破壊を基本とした手法が，簡便で多量のDNAの抽出が可能であるために幅広

く適用されている．しかし，日本ではこのビーズ法など従来の方法が充分に効果を発しない場合が

散見される．これは日本の畑地面積の大部分を占める黒ボク土でDNAの抽出が困難であるからで

あり，このことは黒ボク土における微生物生態研究の大きな妨げとなっている．そこで，ビーズ法

を応用し，黒ボク土から微生物DNAを直接抽出する方法の確立を試みた．

DNAが抽出できない原因の究明

　市販されている土壌からのDNA抽出キット（Fast　DNASPINKitforsoi1（Q－BIOgene））は，ビー

ズ法によるキットで，一般的に広く使用されている．しかし，本キットを用いた標準法では，日本

各地から採取した黒ボク土の7試料の中で5試料から微生物DNAは抽出されなかった．すなわち，

図1のように，これらの試料からの抽出液中にはアガロース電気泳動でゲノムDNAが検出されず，

また，高感度な遺伝子検出が可能なPCR（ポリメラーゼ連鎖反応）法によっても，この抽出液からは

細菌に普遍的に存在する16S　rDNAの検出が困難であった．

　しかし，これらの土壌には，一般的に知られている密度の土壌微生物が含まれていることが顕微

鏡による直接計数法および培養法で確認されたので，何らかの原因により微生物DNAの抽出が阻害

されていることが推測された．そこで，黒ボク十ズ）・らのDNA抽出が困難な原因を明らかにしようと

　農環研農環研　青森　福島　福島　熊本　熊本
　　（畑）（保存林）（果樹園）（畑i）（畑2）（水田）（畑）

kb

23．

9．4
6。7

　　ゲノム
＜］DNA

　　　　　　　　　図1スキムミルク添加による黒ボク土からのDNA抽出
日本各地の黒ボク土の抽出液をアガロース電気泳動後，エチジウムブロマイド染色し，DNAを検出した．白色の部分が

DNAの検出を示す．

＋：スキムミルク添加（土壌1g当たり40mg）　一：スキムミルク無添加　　M：DNAサイズマーカー
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表1　スキムミルクまたはRNA添加による農環研畑黒ボク土からのDNA抽出とこれらの抽出液

　　を用いた細菌16S　rDNAPCR増幅

土壌
　　　　スキムミルク添加
無添加　　　（mg／g　土壌）

RNA添加
（mg／9土壌）

スキムミルク　　　　RNA
（50mg／ml）　　（20mg／ml）

10　　　　40　　　100　　　　4　　　　10　　　　40

ゲノムDNA抽出　　nd　　一／＋　＋　　＋　　nd　＋＋　　＋ nd nd

16SrDNA
PCR増幅

nd nd　　　＋＋　　　　＋　　　　nd　　　　＋　　　　nd nd nd

アガロース電気泳動後のエチジウムブロマイド染色でDNAバンドが検出されなかったものをnd，検出された
ものを＋で示した．

した．まず，より強力な微生物の破砕方法を検討したが，DNAの抽出効率はまったく向上しなかっ

た．また，顕微鏡観察では標準法においても微生物細胞は十分破砕されていることが確認された．

これらのことから，破砕効率以外の要因が主原因であることが明確になった．

一方，黒ボク土はリン酸を強く吸着することが知られており，同様にDNAも吸着することが想定

された．上記の黒ボク土に人為的にDNAを添加し，その後，ビーズ法により抽出を試みたが，添加

したDNA，あるいはその分解産物は抽出液中に検出されず，黒ボク土がDNAを強く吸着すること

が示唆され，それが微生物DNA抽出を困難にしている原因と考えられた．

土壌へのDNA吸着阻害の試み
　DNAの土壌への吸着を阻害する方法として，抽出用溶液のpHの変更，リン酸濃度の上昇，塩濃

度の上昇，さらにキレート剤の使用を検討した．しかし，いずれの条件でも農環研畑圃場の黒ボク

ニヒからはDNAは抽出されなかった．一方，核酸の生化学研究においてはスキムミルクなど核酸の吸

着や分解を阻害する物質がよく使用されている．また，DNAと構造の類似したRNAは，DNAの土

壌への吸着を阻害することが知られている．そこで，スキムミルク，あるいはRNAを抽出用溶液に

添加してみたところ，土壌微生物由来と考えられるDNAが検出された（表1），他に供試した黒ボク

土についても，スキムミルクを添加することによりDNAの抽出が可能になった（図1）．スキムミル

ク無添加でもDNAを抽出できる黒ボク土については，スキムミルク添加により抽出DNA量が増大

した（図1）．RNAの添加ではスキムミルクより多くのDNAが抽出されるが，スキムミルク添加に

よる抽出液の方がPCRに適しており（表1），またスキムミルクは安価なこともあり利用しやすい．

　一方，スキムミルクのような複合物の添加はDNAを用いた土壌中の微生物群集の解析に影響を与

えることが懸念されるが，スキムミルクそのものからはゲノムDNAが検出されず，PCRで細菌の

16SrDNAの増幅は認められなかった（表1）．さらに，スキムミルクの添加は土壌の細菌群集構造を

示すDGGE（変性剤勾配ゲル電気泳動）パターンにも影響がないことが確認された．

改良された微生物DNA抽出法の活用

　以上のように，黒ボク土のようにDNAを強く吸着する土壌では，スキムミルクの添加が土壌から

の微生物DNAの直接抽出に有効である．抽出されたDNAは，1）環境撹乱による土壌微生物群集変

動の解析，2）組換え遺伝子や病原菌の遺伝子など特定遺伝子のPCR検出，3）土壌微生物DNA中

の有用遺伝子の探索などに適用できる．なお，砂質土など従来の方法でDNAが多く抽出される土壌

では，スキムミルクの添加が抽出DNA量を減少させることがあり，土壌の種類によってその適用に

留意する必要がある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年1月
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発生調査に有効な，キャベツなどを加害する

ハイマダラノメイガの雄成虫誘引物質の発見

生物環境安全部昆虫研究グループ昆虫生態ユニット 杉江　元

はじめに

　ハイマダラノメイガ，πεllμ1側n4α1∫3Fabricius（鱗翅目：メイガ科）（図1）は，キャベツなどのア

ブラナ科作物を加害し，コナガとともに東南アジアで重要な害虫となっている．この虫は，芯や葉

柄の内部に食入して成長を阻害する．日本でも関西を中心に被害が出ているが，最近では関東でも

被害が見られるようになった．

発生を調べるには

　野外でこの虫の発生を調べるには，どのような方法が使われるのであろうか．誘蛾灯を使う方法

は，虫の調査でよく使われるが，この虫は光に集まらないのでこの方法は使えない．兵庫県では加

害が見つけやすいクレオメという植物を使って調査している．また，生きた雌蛾を網かごに入れて

おくと雄蛾が集まってくるので，それを粘着物質で捕まえるトラップも使われている．

性フェロモンの利用

　雌蛾を使うには虫を飼育しなければならないうえ，数日で死んでしまうので定期的に交換する必

要もある．雌蛾が雄蛾を集めるのは，それぞれの蛾の種類に特有の性フェロモンという化学物質を

出しているからである．この性フェロモンは多くの蛾で既に明らかにされ，日本でもいくつかの虫

で，発生を調べるための誘引源として市販されている．この誘引源を使うと，1カ月の間，調べたい

特定の種類の蛾だけを捕まえるので，その数を定期的に調査するだけで，簡単に発生状況を調べる

ことができる．

性フェロモン成分の再検討

　ハイマダラノメイガの性フェロモンは，以前に研究され，一つの物質が報告された．しかし，こ

の物質はあまり誘引力がないために発生調査には使われなかった．生きた雌蛾を使うのは非常に大

雀甑幣憲灘篇藤雛無認疑二㌧△◇
間の特定の時刻に出す・そこで・その時刻に拶韓，

処女雌を有機溶媒に浸けて性フエロモンを抽』1毒！　　　』△』・

学構造の情報が得られるガスクロマトグラフ図1　トラップに捕獲されたハィマダラノメィガ雄成虫
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表1　5μ9の主成分（E，E）一11，13一ヘキサデカジエナールに50ngの　表2　（Z）一11一ヘキサデセナールの添

　　各物質を添加した試料の誘引活性　　　　　　　　　　　　　　　　　加量を変えた試料の誘引活性

試料
捕獲雄数／トラップ／日（平均±　標準誤差）

10月8日～10日，2001　10月11日～13日，2001
試料

捕獲雄数／トラップ／日

　（平均±標準誤差）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EE　　　　　　　　　　O　　　　　cEE　　　　　　　　　　　　　　　　O．7±0．3　　b
EE＋Z11　　　　　　　　　　7．0±2．l　　a　　　　　　　　5．0±0．8　　a　　　　　　　EE＋0・1％Z11　　　　　0・3±0・3　　bc

EE＋E11　　　　　　　　　　　1．0±1．O　　b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EE＋0・3％Zl1　　　　　0・5±0・3　　abc

EE＋Z9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　c　　　　　　　　EE＋1％Z11　　　　　　4・0±1・2　　a

EE＋E9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．3±0．3　　bc　　　　　　EE＋3％ZI　l　　　　　　4．5±L2　　a

EE＋Z13　　　　　　　　　　　0　　　　　　　b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EE＋10％Z11　　　　　2，8±1。9　　ab

EE＋E13　　　　　　　0．3±0．3　b　　　　　　　　　　　　　　　　　処女雌（1頭）　　　　2．9±L2　a

EE＋Z11＋Zl3　　　　　　　0．7±0．7　　b　　　　　　　　　3．3±1．2　　ab
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同じアルファベットのついた数値には有意
EE＋Z11＋E11　　　　　　　　　　　　　　　5・0±L5　a　　　　　差がない．
EE＋Zl1＋El3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．0±1．2　　a

Z11のみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　　　c

処女雌1頭　　　　　Ll±0・6b　　　　L4±0・9bc　　質量分析装置で分析した．その結

EE：（距）．11，13．ヘキサデヵジェナ＿ノレ，zg：（z）一g．ヘキサデセナ＿ノレ　果，（賜E）一ll，13一ヘキサデカジエ

E9：（E）一9一ヘキサデセナール，Z11：（Z）一11一ヘキサデセナール・　　　ナール（以下EEと略記）が主成分と
E11：（E）一11一ヘキサデセナール，Z13：（Z）一13一ヘキサデセナール，
E13：（EH3．ヘキサデセナ＿ル．同じ列で同じアルファベットのっいた数して含まれ，以前の報告が正しいこ

値には有意差がない・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とが確認でき，ほかに性フェロモン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物質に類似の物質は検出できなかっ

た．これは強い活性のある物質が非常に少量のためとも考えられる．

性フェロモンの誘引性を強める成分の検討

　雌蛾から新たなフェロモン物質は発見できなかったが，野外試験で，この性フェロモン成分EEだ

けで弱いながら誘引力が認められたので，これに微量成分を加えると，誘引力が強まることがある

かもしれないと考えた．蛾の性フェロモンは，比較的似た化学構造の物質がいくつか組み合わされ

ていることが多いと報告されている．EEの場合には，アルデヒドがアルコールに変わってエステル

になった物質や，二重結合が1箇所の物質などにその可能性があると考えられる．このような主成分

に似た物質を加えることで，主成分の誘引力を強めることを期待して，数種の物質を合成して添加

し，その活性を調べてみた．野外での誘引力の調査には，粘着式の屋根型トラップを使った．候補

物質と主成分とを混合した試料をろ紙に含浸したものを誘引源とし，この虫が反応する時刻前の夜

の10時頃にトラップを設置し，翌朝，捕殺されている雄蛾の数を数えた．その結果，誘引力は，主

成分だけでは弱いが，（Z）一ll一ヘキサデセナール（以下Z11と略記）を加えた場合に強くなることを

確認した（表1：10月8～10日の結果）．一方，（E）一11一ヘキサデセナール，（Z）一13一ヘキサデセナー

ル，（E）一13一ヘキサデセナールをEE－Z刀混合物に添加しても誘引活性の増強は認められなかった

（表1110月ll～13日の結果）．なお，Z11のみでは誘引活性が認められなかった（表1）．EE－Z11

混合物の誘引力は処女雌に匹敵し，種特異的な誘引源として用いることが可能と考えられた．次に

Z11の濃度を変えてその誘引力を野外で検討したところ，0．3～10％程度の添加が最適であることが

分かった（表2）．

おわりに

　Z11が雌蛾から検出されないために，EE－Z11混合物は性フェロモンとは言えない．しかし，この

混合物は種特異的にハイマダラノメイガを誘引する性誘引物質であり，処女雌と同程度の誘引力を

持っので，今後，発生調査への利用が期待される．　　　　　　　　　　　　　　　2003年10月
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ヘアリーベッチに含まれる植物生長阻害物質シアナミドの発見

生物環境安全部植生研究グループ化学生態ユニット 藤井義晴

ヘアリーベッチとは
　ヘアリーベッチ（V∫c∫αv’llo詔Roth）（写真1）は，ソラマメやカラスノエンドウの仲間で，明治時

代に牧草として導入された．花がフジに似ているのでシラゲクサフジ，あるいはナヨクサフジの和

名がある．マイナス200Cまで耐え，日本では北海道以外の各地で越冬が可能な越年草である．農業

環境技術研究所で1990年ころから研究を開始し，他感作用（アレロパシー）が強いことを見出した．

秋播種で春先～初夏に圃場を全面被覆して雑草をほぼ完全に抑制し，開花後一斉に枯れて敷き藁状

になる．10アール当たり10～20kgの窒素固定をして緑肥となることから，遊休農地や果樹園の粗放

管理に適していることを報告したが，他感物質は明らかでなかった．

遊休農地管理への利用

　ヘアリーベッチは，レンゲよりも雑草

抑制力が強く，耐虫性にも優れるので，全

国各地でレンゲに替わって休耕田管理に

徐々に普及し始めている．播種は，暖地

では10月～11月，北海道や東北の寒地で

は4月～5月が良い．播種量は，10アール

当たり3～4kgが適当である．散播するだ

けで雨を待って発芽するが，軽く覆土を

することで発芽率が向上する．種子は大

手の種苗会社で販売され，農協などを介

して入手可能である．秋まきした場合，
写真1ヘアリーベッチ

冬期の生育は緩慢であるが，春先に急速に成長して圃場全面を覆うようになる．5～6月に開花し，7

月上旬頃，最高気温が30℃になると一斉に枯れて敷き藁状になる．乾燥草重は10アール当たり300

～700kgである．花はたくさん咲くが，自然条件では種子による再生は少ないので，遊休農地の管理

のために毎年播種する必要がある．逆に，この性質のため，雑草化しにくい．

果樹園管理への利用

　ヘアリーベッチは落葉する果樹の下草管理に最適である．年1回の播種で雑草をほぼ抑制し，緑肥

としての効果も高い．ヘアリーベッチの被覆は，裸地に比べ，夏期・昼間の地温上昇を2～5℃抑え，

夜間・冬季の低温を緩和する傾向があり，降雨後の土壌水分を保持する能力がある．

　ヘアリーベッチはカキのような落葉果樹の管理に適しており，岐阜県本巣地方の富有柿産地では

栽培面積の8割の600haに普及している．また，キウイ，ミカン，ナシ，ウメなどで導入され始めて

いる．愛媛県ではミカン園に導入された結果，除草回数を年4回から1回に減らすことができ，経費

が3分の1になったと報告されている．小田原市のキウイ農家では導入後10年を経過して，年々樹

勢が良くなり，年間6～7回行っていた除草作業を1回に軽減することができ，病害も出にくくなっ

たという．この他にも，トマト，スイカ，カボチャなどのビニルマルチ代替に利用する技術が開発

されている．
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H＼　　響款蕩糠許、黙、，，特異的な．、．オア．セ
！N－C≡Nイ手法であるプラントボ．クス法サンドイ．チ法轟こより証明さ

H　　　　　れていたが，その作用物質に関する研究は困難であった。牌度

　　　　　　　　　　　　ようやく作用成分の同定に成功した．作用物質の単離は，ヘア
図1　シアナミド（Cyanamide）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　リーベッチの茎葉部より得た粗抽出液から，レタス

　　100　　　　　　　　　　　　　　　　伸長阻害活性を指標として，各種カラムクロマトグ
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ヘアリーベッチの粗抽出液中濃度（○）とシ

ラフィーにより植物生育阻害物質を単離・精製し，

核磁気共鳴法（NMR），質量分析法（MS），赤外分

光分析法（IR）などにより化学構造を解析した．そ

の結果，雑草抑制作用の主成分はシアナミド（cya－

namide，図1）であった．ヘアリーベッチ粗抽出液

に含まれるレタス下胚軸伸長阻害活性は，シアナミ

ドによりほぼ完全に説明できた．レタス幼根伸長

成長阻害活性には，シアナミド以外の成分も寄与し

ている可能性が残されたが，8割以上の阻害活性は

シアナミドで説明できた（図2）．シアナミドは肥

料である石灰窒素の成分であることから，合成化学

肥料からの混入が懸念されたので，シアナミドが実

際に植物体内で合成されるのか否かを調べた．す

なわち，無施肥で9日間栽培したヘアリーベッチの

茎葉部に含まれるシアナミド含量を測定したとこ
図2
　　アナミド標品（●）が，レタスの下胚軸伸長ろ・種子に含まれるシアナミド含量の40倍に増加

　　（A）と幼根伸長（B）に及ぼす影響の比較　　していたことから，シアナミドはヘアリーベッチに

より生合成されていることが確認され，肥料成分の混入ではないことが明らかとなった．

　シアナミドは，約100年前の1901年に，ドイツで開発された人工化学肥料第一号である石灰窒素

の有効成分として知られている．しかし，これまで天然成分として自然界に存在することは知られ

ていなかった．本研究は，生物からのシアナミドの最初の発見である．シアナミドはこれまで天然

に存在することは知られていなかったが，土壌微生物には，シアナミドに特異的に作用して尿素に

変換する活性を持つものが報告されていた．シアナミドは化学構造が極めて簡単で，通常の機器分

析で検出が困難なので，これまで見落とされてきたものと思われる．

シアナミドの意義と今後の展開

　ヘアリーベッチの作用成分がシアナミドであることが解明されたことによって，これまでに知ら

れているヘアリーベッチの耐虫・耐病・抑草作用，あるいは過剰摂取した場合の家畜毒性もシアナ

ミドで説明できる可能性が高い．現在，マメ科を中心に，いろいろな植物を対象に，シアナミドの

存在と分布について，精査している．今後，植物体内でシアナミドを合成する酵素とその遺伝子を

明らかにしたい．また，本研究は，これまで合成化学肥料ではあるが，殺虫・殺菌・除草活性がある

ために環境にやさしい肥料とされてきた石灰窒素の新たな意義付けをするものとなる可能性がある．
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土壌線虫の多様度を利用した環境影響評価に向けて

生物環境安全部微生物・小動物研究グループ線虫・小動物ユニット　　荒城雅昭

はじめに

　土壌中には各種の土壌動物が棲息するが，中でも線虫類の生息密度は著しく高く，その値は土壌

20g当たり数千頭に達することが珍しくない．土壌線虫は多様性も高く，農業環境技術研究所構内の

不耕起堆肥連用圃場（図1）からは，これまで48属55種以上におよぶ線虫が検出されている（図2）．

　土壌中に生息する線虫の多くは細菌食性や糸状菌食性などの種で，土壌微生物と同様に土壌生態

系における物質循環機能を持つ．畑地では季節を問わず多様な土壌線虫を多数検出できることから，

農業活動などによる環境影響を知る指標生物としても注目を集めている．本研究では，耕起が土壌

線虫の多様性に及ぼす影響を調査し，農業環境影響評価のための指標生物として利用の可能性を検

討した．

方　法

　当研究所構内には，1981年以来不耕起で，堆肥を連用して，夏季にダイズ，冬季にオオムギを継

続して栽培する圃場，およびこれに隣接

した慣行栽培圃場がある．これらの耕起

など人的撹乱が異なる圃場における線虫

の多様性を調査した．各調査地の5カ所

から土壌を採取し，その20gからベルマ

ン法で土壌線虫を分離した．

　分離された線虫は，格子線・枠付きス

ライドグラスを使用して計数頭数が500

を越えるまで属レベルで分類しながら計

数し，観察した格子の数から総線虫数を

推定した（以下多様性計数法という）．

この結果から，属数および各種の多様度

指数などを算出して，相互に比較検討し

た．

結果および考察

　検出された土壌線虫の総数は，不耕起

堆肥連用圃場で3，504頭，慣行栽培圃場

は1，275頭であった（表1）．土壌線虫の

多様性計数法による計数は，本研究にお

いてわが国で初めて適用したものであ

る．

　生物多様性の数値比較には，種数とと

もに各種の多様度指数が用いられる．本

研究では属数（属が異なれば種は異な

，　陣　’

講

図1　不耕起堆肥連用圃場での土壌採取
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図2　不耕起堆肥連用圃場から分離された各種線虫
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る）および多様度指数の森下のβ指数やShannon
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表1農環研不耕起栽培圃場および慣行栽培圃場にのH1指数（両指数とも数値が大きいほど多様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おける土壌線虫の多様度
性が高い），オランダで土壌の撹乱の多少を判断

する指標として開発されたMaturityIndex　　　　　　総線属数森下のShannon　Maturity
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　虫数　　　　β指数のH’指数　Index
（Bongers，T．；数値が大きいほど撹乱が小さく安

定した環境）を算出して多様性の程度を比較し　不耕起栽培圃場3504　37　8・69　α76　a46
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慣行栽培圃場　　1275　35　5．Ol　　O．65　　2．40
た（表1）．その結果，土壌20g当たりの検出属数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5サンプルの平均値；1サンプルは土壌20g
および森下のβ指数やShannonのH’指数，

Maturity　Indexは，不耕起堆肥連用圃場の方が慣行栽培圃場より高くなった（表1）．

　不耕起堆肥連用圃場では耕起されないため，慣行栽培圃場に比べ土壌の撹乱は明らかに小さい．

土壌線虫の多様度は，土壌の撹乱の程度が大きくなると低下しており，年次や季節に関係なく同様

の傾向を示した．以上の結果から，耕起などによる農耕地撹乱の程度の評価に，土壌線虫を指標と

して，その属数，多様度指数（森下のβ指数やShannonのH1指数）およびMaturity　Indexを利用で

きると考えられた．

おわりに

　本研究では，農耕地の撹乱程度と土壌線虫の多様性に注目して，その多様性を示す属数や多様度

指数から撹乱程度を判定可能であることを示唆した．今後は，今回調査を実施した黒ボク土以外の

土壌での調査や，撹乱の程度が高いと考えられるより集約的な栽培が行われている圃場や，撹乱の

程度が低いと考えられる林地などで土壌線虫の多様性を調査し，土壌線虫の多様度で農耕地の撹乱

程度を評価する方法を確立することが重要である．また，農耕地の撹乱要因としてあげられる，作

付体系，農薬散布，湛水など，各種の農業活動に伴う十壌線虫の多様性の変化をさらに拡大して調

査し，土壌線虫の多様度を指標とした農耕地における環境影響の評価法を確立して行くことが求め

られる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　引用文献
Bongers，T．（1990）The　maturity　index：anecological　measure　of　environmental　disturbance　based　on　nematode

　species　composition，Oecologia83，14－19．

森下正明（1962）生物統計．ln：現代統計学大辞典，東洋経済新報社，東京，p．528－535．

Shannon，C．E．＆Weaver，W．（1949）The　Mathema毛ical　Thcory　of　Communications．University　of　Illinois　Press，

　Urbana，117pp。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1月
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ミトコンドリアDNAで識別される高度耐凍性の雪腐黒色小粒菌核病菌

生物環境安全部微生物・小動物研究グループ微生物生態ユニット 松本直幸

積雪下のみで蔓延する雪腐黒色小粒菌核病菌は低温に耐性であるが，そのなかでも特定のグルー

プは一40℃の低温に耐えることができる．このような高度耐凍性は遺伝的に異なる二つのグループ

に見られるが，これら高度耐凍性菌のミトコンドリアDNAには共通部分が見られた．

雪腐黒色小粒菌核病菌

　積雪下で秋まき小麦や牧草を加害する病原菌を総称して雪腐病菌という．雪腐病菌としては数種

の病原菌が記載されているが，もっとも重要な種は雪腐黒色小粒菌核病菌（7ンρ加1α∫sh∫んα7∫εns∫3）で

ある．本種は，非常に変異に富み，多様な積雪条件下に適応している．そのため，種以下の分類群

については世界的に様々な名称が使われている（表1）．日本産生物型Aと生物型Bのテスターモノ

カリオンの交配反応パターンにより，世界各地の分類群は以下の4つに分けることができた．

①生物型Aと生物型Bの両方に和合性のもの：ノルウェー産group　Iと北米産未同定菌

②生物型Aとのみ和合性のもの：生物型A，ノルウェー産group　I，北米産未同定菌およびロシア産

　var．∫sh’丸α7’8ns’3

③生物型Bとのみ和合性のもの：生物型B，ノルウェー産group　H，北米産var．∫伽hoεn3∫sおよび

　var．Cαnα4εn3∫5

④両方の生物型に対し不和合性のもの：ノルウェー産group皿

　これらの菌群は交配パターン，培養形態やrDNA－ITS　RFLPにより二つに大別された．すなわち，

菌群①②および④を含む生物種1の菌核は茶色で，その直径はほぼ等しく，気中菌糸は少なめであ

る（図la）．また，北米のvar．i伽ho6ns∫sは，培養形態やrDNA－ITS　RFLPについては，生物種1の

特徴を備えていたが，日本の生物型Aとは交配しないので③とした．しかし，生物種1に属す他の

菌群（var．∫3h∫んα7iεnsごsやgroup　I）とは交配可能である．生物種Hは交配パターン③を示し，その菌

核は黒く，大きさに菌株変異が著しく，気中菌糸は多い（図lb）．以上のように，雪腐黒色小粒菌核

病菌は基本的にはこの二つの生物種よりなると考えられる．

耐凍性

　ノルウェー産group皿や北米産丁∫3h∫んα7’εns∫s　var．6伽確εn3’sは非常に耐凍性に優れている．

Hoshinoら（1998）はgroup皿の菌糸を一40℃に処理し，その耐凍性を近縁のgroup　Iと比較した．

group　I菌株の培養菌を，凍結処理の後生育適温である100Cにおいても菌糸成長は著しく低下した

が，group皿菌株を生育適温の2℃に戻すと正

常に生育を再開した．

　group皿菌株は10℃以上のr高温」では生育

が異常になり，菌糸伸長が異常になり，複数の

菌核が癒着し不定型となる（図2，Matsumoto

6∫α1．，1996）．r高温」での菌糸生育異常は細胞

質可溶性蛋白の変性を伴い（Hoshinoε‘認，

1997），カロチンなどのフリーラジカルスカベ

ンジャー（活性酸素捕捉剤）の添加により改善

図1雪腐黒色小粒菌核病菌生物種1（a）と生物種H
　　（b）の培養形態
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分類群

　産地

培養形態

　交配

ITS－RFLP

mtDNA

生物型A

　日本

②

表1

groupI

ノルウェー

雪腐黒色小粒菌核病複合体を形成する分類群の特徴

　　生物種I

var．∫5h∫んα7’εns’s

北米・ロシア

　A
①②

　a

　α

北米

生物種H

hoθn3i5 group皿 var．Cαnα4θn5∫S 生物型B group　H

米 ノルウェー 北米 日本 ノルウェー
Aラ B　　　　　　B’ B　　B”

③ ④ ③
a，

b
γ　　　　　　　　　　β

それぞれの特徴にっいて，分類群間で境界線のある場合は違いが明瞭で，境界線のない分類群間では違いがないことを示す．

A’：高温で生育異常を示す。B’：菌核が大きい．B”：菌核の表面が菌糸で覆われている．　aラ：group　Iとの雑種あり．

交配パターンについては本文参照．

される（Hoshinoε∫α1．，2000）．このことから，

group皿は高温による呼吸増大が生育異常を引き

起こし，高度耐凍性菌群のミトコンドリアには

他の菌群と異なる可能性が高いと考えられた．

　group皿の分布するノルウェー沿岸部では，真

冬にしばしば融雪がおこり，その後の急速な気

温の低下で，牧草は凍結し枯死する．また，カナ

ダやロシァの大陸内陸部でも植物は凍害をうけ

る．このようなところにはvar．Cαnα46ns’3（サス

カッーン）やvar．∫3h∫肋舵ns∫s（シベリア）が分

布している．これらも同様な性質をもつものと

考えられる．

　図2高度耐凍性菌群（group皿）の培養形態
0。C（右）で培養すると正常に生育するが，10。C（左側）で

は生育が異常になる．

mtDNA解析
　日本，ノルウェー，および北米産の雪腐黒色小粒菌核病菌29菌株よりDNAを抽出し，プライマー

ML5とML6を用いてミトコンドリア（mt）DNA配列の一部をPCRにより増幅した．その結果，生

物型Aが含まれる生物種1からは約600～650bpのバンドが検出され，生物型Bを中心とする生物

種Hのバンドの大きさは約470bpであった．耐凍性の高いgroup皿とvar．c伽裾8ns’3は生物種を異

にするが，バンドサイズは両方とも約530bpであった．塩基配列を比較したところ，塩基対数の違

いは欠失・挿入による違いであり，それ以外の部分の配列はほぼ一致していた．

結　論

　雪腐黒色小粒菌核病菌に属す八つの分類群は種々の特徴により二つの生物種に大別される．両生

物種にそれぞれ高度耐凍性を有する分類群が存在するが，これらの高度耐凍性菌群は二っの生物種

と異なる独自のmtDNAをもっていた．高度耐凍性菌群が高温で生育異常を示し，その影響はフリー

ラジカルスカベンジャーにより軽減されることは，呼吸に関わる器官であるミトコンドリアが関与

していることを示唆する．しかし，ミトコンドリアと耐凍性がどのように関わっているかは不明で

あるが，プライマーML5とプライマーML6の組合せで増幅されるmtDNAにより，高度耐凍性分

類群を特異的に識別することは可能である．mtDNAの特徴は，高度耐凍性がどのように発達したか

を今後研究するための指標となるだろう．
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クレオメ（セイヨウフウチョウソウ）に含まれる他感作用の強い揮発性物質の同定

生物環境安全部植生研究グループ化学生態ユニット 藤井義晴

はじめに

　合成農薬を削減して休耕地や果樹園の雑草や病害虫の密度を制御し，安全な食糧作りに役立てる

ためには，他感物質を含む被覆植物の利用が有望である．他感物質は，植物に含まれる天然の生理

活性物質であり，他の植物，昆虫，微生物の成育に阻害や促進などの何らかの影響を及ぼす物質を

いう．被覆植物は，草丈が低く，速やかに地表面を覆う植物であり，光や養分・水分の競合で雑草

を抑制する能力が強いものであるが，他感物質を含んでいると，その作用がさらに増強されると期

待される．また，花や葉が美しい被覆植物は，景観形成にも役立ち，農地のみならず，畦畔やのり

面，住宅の庭や都市の緑地，ビルの屋上の緑化などに重要な役割を果たし，今後ますます需要が増

えると見られている．そこで被覆植物約40種について，これまでに開発したバイオアッセイによっ

て根や葉から放出される物質による他感作用を検索し，それらに含まれる植物生育阻害物質の同定

を行った．

方　法

　自然界における他感作用の作用経路は，大きく分けて，1）根からの滲出（exudation），2）葉やリ

ターからの溶脱（1eaching），3）葉などからの揮散（evaporation）の三つに分けられる．これまでに，

農環研において，経路1）の根からの滲出について検定するrプラントボックス法」，経路2）の葉か

らの溶脱を特異的に検出する「サンドイッチ法」の開発を行ってきた．また，その作用をガラス室

や圃場規模で検定するr無影日長温室栽培法」，r置換栽培法」，r根滲出液循環栽培法」などの手法

を開発して作用を確認してきた．今回，経路3）の葉から揮散する揮発性物質による作用を検定する

手法としてrディッシュパック法」を開発し，これらの手法を用いて雑草抑制能の高い被覆植物の

検索を行った．

ディッシュパック法の開発

　今回，新たに葉から出る揮発性物質による作用を検定する手法を開発した．通常，葉から出る揮

発性物質は，風により速やかに拡散してしまい，高濃度にはならないので，森林や群落内部のよう

な環境以外では，その植物間相互作用に及ぼす影響は小さいと考えられてきた．しかし，被覆植物

のように地表面を密に覆う場合，あるいは，これらに由来する落ち葉が地表面を密に覆う場合，そ

の閉鎖された空間では揮発性物質が充満して，他の植物の発芽や生育に大きな影響を及ぼす可能性

がある．そこで，実際の被覆環境から換算して生葉を2gとり，揮発性物質の発生を促すためにハサ

ミで切断して，サンドイッチ法に用いたのと同じ6穴マルチディッシュ（ヌンク社製，各穴は直径3．5

cm）の一つの穴（セル）に入れ，他の五つの穴（セル）には，ろ紙の上に検定植物の種子を置き，非

接触で揮発性物質による作用を検定する手法を開発した．

　揮発性物質を発生させる穴は左下隅とし，この穴からの距離と各穴の関係から，揮発性物質の移

動速度や活性の強さを推定した．また，作用成分を検定するため，各穴の真上に，ガスクロマトグ

ラフィー用のシリコンゴムセプタムを設置し，3日間置いた後，内部の揮発性物質をガスタイトシリ

ンジで採取し，直接ガスクロマトグラフ質量分析計にて成分を同定した．

　　　　＼
他感作用の強い被覆植物の検索

　根から滲出する他感物質はプラントボックス法で，葉から溶脱する物質はサンドイッチ法で，揮発
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表1 被覆植物の他感作用の検定結果

　（表中の数字は成長率（％）で値が小さいほど活性が強いことを示す）

植物名 科名 学名

揮・サ
発　ン
性　ド
物　イ
質　ッ
検　チ
定　法
法　2）

1）

フ

ラ

ン

ト

ボ

ツ

ク

ス

法
3）

主な揮発性物質

クレオメ　　　　　　フウチョウソウ
ヒナゲシ　　　　　　　ケシ

クズ　　　　　　　　マメ

ヘアリーベッチ　　　マメ
クロタラリア　　　　　マメ

ヨモギ　　　　　　　キク
ビンカマジョール　　 キョウチクトウ

ムクナ　　　　　　　　マメ

ソバ　　　　　　　　タデ
ァークトセカ　　　　　キク

シバザクラ　　　　ハナシノブ
ハゼリソウ　　　　　ハゼリソウ
クリーピングタイム　　シソ

イモカタバミ　　　　カタバミ
ローマンカモミール　　キク
ナギナタガヤ　　　　　　　イネ

ハルシャギク　　　　　　キク

ペニーロイヤルミント　シソ

バジリコ　　　　　　　シソ

αεo’neSμnosα　　　　　0　0
PαPαvθ77hoεα3　　　　　　　　　16　　39

P配87αr∫α診hμnわθ7g∫αn4　　　22　　65

レ1諺cめv’llo50　　　　　　　　　　34　　15

C70∫α1α7如ごz9αオヴ107α　　　　39　　36

／1πε“π5∫αpγ’nc印s　　　　　　41　　85

レ7ncα〃zαノ07　　　　　　　　　　　45　　34

M「μc配nαp剛7∫εns　　　　60　10

Fα90」ワ』ソ7μ〃2ε3cμ1εnオμ〃2　　66　　19

ノ｛γαo∫hεαzαz1εn4μZ‘z　　　　66　　68

Phlox5μわ配1α∫α　　　　　　　　　68　　23

Phαcθ1～αオαnαcε∫ヴbZ∫α　　　　71　　26

Tみy〃刎33θηphyllμ〃2　　　　　74　　44

0xα1’5（2π’cμ1α∫‘z　　　　　　　　75　　23

Chα“20〃2ill召noわ∫1∫s　　　　　　79　　83

Fεsごμαz〃2』ソμ705　　　　　　　　82　　27

Co7εop部s涯ncオ07如　　　　　　83　　81

Mεn∫hαpμ18g彪ηz　　　　　　　87　　50

0c∫η3㍑η2わ‘zs’箆cμ〃3　　　　　　97　　83

57
10

20

30
23

11

74

29
32

28

Methyl　Isothiocyanate

2－Hexena1

2－Hexenal，Hexenalフ4－Pentena1

2－Hexena1

2－Hexena1，trans－3－Hexeno1

β一Pinene，Cineo1，2－Octenal

cis－3－Hexenyl　Acetate，trans－3－Hexenol

Hexena1，2－Hexena1，3－Hexena1

2－Hexena1，3－Hexenal

β一Pinene，2－Hexenal

Limonene
Myrcene，Limonene，2－Hexenal
Terpinen，Cymene，Isocaryophyllene

3－Hexen－1－01，acetate

60　0cimene，Cyclopropanecarboxylic　acid

27　cis－3－Hexenyl　Acetate

93　Limonene，α一Phellandrene，α一Pinene

66　Pulegone，Myrcene，Limonene

83　Linalo1，Cineole

1）今回開発した，葉から放出される揮発性物質によるレタスの成長阻害活性を調べる方法

2）サンドイッチ法は葉から浸出する物質による他感作用を検定する手法（農業環境研究成果情報，第14集）．

3）プラントボックス法は根から放出される物質による他感作用を検定する手法（農業環境研究成果情報，第8集）

H　　　　　N＝＝C＝S　＼　／
　　CH／＼
　　　　H

Methyl　Isothiocyanate

図1　クレオメ茎葉から放

　　出されるメチルイソ
　　チオシアネート

表2　クレオメ各部位における

メチルイソチオシアネート濃度

Methyl　isothiocyanate濃度　（ppm）

茎葉

さや

根

種子（＋水）

種子（磨砕＋水）

39
16

　5

14

133

性物質による作用は，今回開発したデ

ィッシュパック法で，農耕地での利用

が考えられる被覆植物40種を対象に検

定した（表1）．その結果，根や葉から

出る物質の作用ではムクナ，クズ，ヘア

リーベッチなど，これまでに報告して

きたマメ科の被覆作物の活性が強かっ

たが，葉や葉から出る揮発性物質によ

る作用では，クレオメ（Clεo〃3ε3pレ

nosα，あるいはC加sslε7伽σ．C．3ρε6io3α，和名はセイヨウフウチョウソウ，フウチョウソウ科）の

活性が極めて強いことが明かとなった．

クレオメから放出される揮発性物質の同定とその作用

　これらの被覆植物から放出される揮発性物質をガスクロマトグラフ質量分析計（CG－MS）にて分

析した結果，クレオメからはメチルイソチオシアネート（Methylisothiocyanate，MITC）（図1）が同

定された．一方，クズ，ヘアリーベッチ，ヒナゲシなどからは∫7伽s－2－Hexenalなどのカルボニル

化合物が，ハゼリソウ，ドクダミ，レモングラスなどからはMyrceneなどのテルペン類が同定され

た．

　クレオメに含まれるMITCは，キカラシやワサビに含まれるアリルイソチオシアネートの関連物

質であり，すでに合成農薬として登録されている物質である．しかし，クレオメに含まれるMITCは
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天然物であり，酵素反応によって前駆体から生成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120
すると推定される．

　傷つけたときにクレオメ各部位から放出される　翁100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レメチルイソチオシアネート量を調べた結果，茎葉総80
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　節からの放出量が多く，根からは少なかった．種子謹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蝋を磨砕した場合は特に多量に放出された（表2）。　奪

　MITCは18ppm（V／V）の濃度でレタスの発讐

芽・生育を完全に阻害した．この活性は，天然物

としては最も強い．クレオメ各部位からの揮発性

物質による生育阻害作用は含まれるMITCの濃度

で説明できた（図2）．

60

40

20

十茎葉
→≡トーさや

十根

0

・◇・種子（＋水）

・×一種子（磨砕＋水）

　41　　　　58　　　 82　　　　92

検定部位からレタスまでの距離（mm）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図2　クレオメの部位とレタス幼根伸長阻害活性
クレオメとその他感物質の活用

クレオメは南アメリカ原産の草花である・熱帯1麹諜露

地方では多年生となるが，日本のような温帯では

と景観形成への利用が期待される．

その作用成分であるMITCは・抗菌離・殺虫i嬢、1葦

活性が知られており，特に殺線虫剤としても登録il翻

されている。この物質の安全性については，すで鞭、

に農薬登録する際に検定されているので，人体や㌔り’”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真1　クレオメの花と葉
環境に及ぼす影響が少ない物質であることがわか

っている．また，揮発性物質なので，作用は強いが，働いたあとは速やかに分解したり，揮散する

ので残留性の心配が少ない．クレオメの植物体を雑草・線虫・病害虫抑制に利用できる可能性がある．

おわりに

　今回見出したクレオメのような，体内に他感物質を含む被覆植物を農耕地，休耕地，果樹園，花

壇などの被覆植物として雑草や病害虫の制御へ利用することが期待される．ただし，東南アジアで

オジギソウを被覆作物として導入した結果，農地周辺や路傍に逸脱して雑草化し，トゲがあるので

動物や手取り除草が困難であり，他感作用も強いので大群落を形成している事例があり，導入植物

が侵入植物になる危険性が指摘されている．今後，有望な被覆植物の探索が望まれるが，同時にこ

のような植物を導入する場合，農業生態系を構成する多くの生物への影響を事前に評価しておく必

要がある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　引用文献

1）藤井義晴・松山　稔・平舘俊太郎・中谷敬子：揮発性物質の検定法と作用成分の分析法の開発，雑草研究

　45巻（別）p．80－81（2000）

2）藤井義晴・松山　稔・下澤秀樹・平舘俊太郎・中谷敬子：クレオメの他感作用と作用物質メチルイソチオシ

　ァネートの同定，雑草研究45巻（別）p．78－79（2000）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年7月
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アジアの稲作地帯に発生するテヌイウイルスのゲノム構造の解析

　　　　　環境生物部微生物管理科寄生菌動態研究室　　高橋　真実

　　　　　元環境生物部微生物管理科上席研究官　　　　鳥山　重光

はじめに

　イネ縞葉枯病は，時に稲を枯死させることもある，日本の稲作における重要な病害の一つです．こ

の病害は，ヒメトビウンカが媒介するイネ縞葉枯ウイルス（RSV）によって引き起こされるもので，

ロシア，中国，台湾などで発生が認められます．RSVは，4分節の一本鎖RNAからなる糸状の粒子

で，テヌイウイルス属を代表する標準種となっています．同じくテヌイウイルスに属するイネの病

原ウイルスの一つに，イネグラッシースタントウイルス（RGSV）があります．このウイルスは，ト

ビイロウンカによって媒介され，主に東南アジア，南アジアで発生が認められますが，日本でも九

州地方で発生し，被害がでたことがあります（図1）．この二つのウイルスの核酸を解析し，遺伝子を

比較した結果を紹介します．

RSVとRGSVのゲノム構造
　RSVのゲノムは，4本の分節RNAから構成されていますが，このうち一番長いRNA1には，ウイ

ルスRNAの複製酵素であるRNAポリメラーゼがコードされています．このRNA！を除く3分節に

は，それぞれ二つの蛋白質の遺伝子が存

在しており，遺伝子の一つはウイルス

RNAの配列上に，もう一つはウイルス

RNAの相補的配列上にコードされてい

ます．このようなコード様式を持つ

RNAは，アンビセンスRNAとよばれて

おり，テヌイウイルスのゲノムに共通す

る特徴の一つです．テヌイウイルス以外

でアンビセンスRNAを持つウイルスは，

　　　　　　　　　　　　　　曽．ワ
　　　　　　　　　　　　　套

　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　一
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　　図2RSVおよびRGSVゲノム構造の模式図
左の数字は，RNAの番号を示す．ウイルス鎖のRNAは，黒色線で，

ウイルス相補鎖は，灰白色で示す．右端の数字はRNAの塩基数．各

RNA分子上の蛋白質の遺伝子を長方形で示し，同色の長方形は対応

する遺伝子であることを示す．

　PohRNAポリメラーゼ
　N：核酸を包む外皮蛋白質

　NSmajor：感染特異蛋白質
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BUNV

80

IOG

100

　　　MS麟VIO

　　　段SV

　　Rト｛BV

90

RGSV

100

TSWV

UUKV

PUTV

RVFV

図3最大節約法によるテヌイウイルス，フレボウイルス，ト

　　スポウイルスの系統樹
外皮蛋白質，膜蛋白質（フレボウイルス，トスポウイルス），RNA2の

3’端にコードされる蛋白質（テヌイウイルス）の配列から作成した．

PUTV，RVFV，UUKV：いずれもフレボウイルス属の一種
TSWV：トマト黄化えそウイルス（ブニヤウイルス科トスポウイルス属）

ブニヤウイルス科とアレナウイルス科の

ウイルスに限られており，かなり特殊な

コード様式といえます（図2）．

　RSV，RGSV以外にトウモロコシスト

ライプウイルス（MSpV），イネオーハー

ブランカウイルス（RHBV）の二つがテ

ヌイウイルスとして分類されています

が，いずれのウイルスのゲノム構造も

RSVとよく似通っています．RHBVは，

4分節からなり，ゲノム構造はRSVと同

じですし，MSpVは5分節ですが，蛋白

質の遺伝子を一つコードする低分子量の

RNA5を除くとRSVと類似の構造を持

うています．対応する蛋白質のアミノ酸

配列の相同性（一致するアミノ酸の割合）

でもRSV，RHBV，MSpV間では，40～

70％と高く，これら3種は近縁のウイルスであることがわかります．

　RGSVは，6分節のRNAをゲノムとして持っています．このうち，RNA3とRNA4は，他のテ

ヌイウイルスには存在しない固有の分節RNAです．RGSVの6分節はすべて，アンビセンスRNA

であり，RSVと比較して，5種類も多くの蛋白質の遺伝子をコードしています（図2）．RNAポリメ

ラーゼは，RNA1にコードされており，RSVのポリメラーゼとの相同性は38％と比較的高い値を

示します．しかし，RGSVと他の3種テヌイウイルス間の，ポリメラーゼ以外の蛋白質の相同性は，

20～30％とかなり低く，RGSVは，他の3種のテヌイウイルスとは類縁1生が低いと考えられます．

現在RGSVは，RSV，MSpV，RHBVの3種と同じテヌイウイルス属として分類されています．し

かし，RGSVは他の3種のウイルスとゲノム構造が大きく異なり，遺伝子の類似性も低いことから，

RGSVの分類については，再度検討する必要があると考えています．

テヌイウイルスの進化

　テヌイウイルスは，植物ウイルスですが，動物ウイルスであるフレボウイルスとの間で，ゲノム

にコードされている蛋白質に相同性が見られます．特にRNAポリメラーゼの相同性は，非常に高

く，テヌイウイルスとフレボウイルスは，同じ祖先から進化したものと考えられています．RSVと

RGSVのRNA2にコードされている分子量の大きい蛋白質は，フレボウイルスの粒子の膜構造の蛋

白質と類似しています．しかし，テヌイウイルスの粒子は，膜構造を持っていません．この蛋白質

の遺伝子の役割は今のところ不明ですが，テヌイウイルスの祖先ウイルスは膜構造を持っており，そ

の膜蛋白質遺伝子が何らかの必要性から保持し続けられたものだと考えられます．

　図3は，ゲノムにコードされている2種類の蛋白質の相同性をもとに作成した系統樹です．祖先ウ

イルスからフレボウイルスとテヌイウイルスに分岐した後，4種のテヌイウイルスのなかでRGSVは

早くに分岐し，他のテヌイウイルスとは異なる独特のゲノムを持つように進化したものと思われま

す．

　RGSVの媒介虫であるトビイロウンカは，イネ単食性で他の植物では生育することができません．

これに対して，RSVを媒介するヒメトビウンカは，イネの他，麦類やイネ科雑草なども寄主として
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おり，RSV自体も20種以上のイネ科植物に感染，増殖することができます　RGSVが独自のゲノム

構造を持つように進化を遂げたことには，トビイロウンカーイネという，閉じられた環境下に置か

れたことが関係しているかもしれません．

おわりに

　これまでRSV，RGSVのゲノム解析を進めてきましたが，遺伝子のコード様式やウイルス粒子を

構成する蛋白質の遺伝子については明らかにできたものの，その他の蛋白質の機能についてはよく

わかっていません．RSVの場合，ゲノムにコードされている7種の蛋白質の内，機能などの情報が

あるものは，わずか3種にすぎません．今後は，これら蛋白質のウイルスの感染・増殖における役割

についても検討を行っていく予定です．

系統分析は，調査計画研究室の三中信宏氏の協力によりおこなわれました．

2001年1月



99

土壌中に蓄積するタンパク様窒素化合物のチンゲンサイによる直接吸収

環境資源部土壌管理科土壌生化学研究室 阿江教治

はじめに

　リーヴィッヒの無機栄養説以来，植物は無機元素を吸収して，光合成によって植物の組織を形成

していることは，作物栄養学の常識である（無機栄養説）．この原理を利用して化学肥料が作られ，

また，実際に作物生産が著しく増大した．これに対して，最近，r健康」への希求から，r有機物」や

r堆肥」を利用するr有機農業」への関心が高まっているが，r食」を通してのr健康」管理が見直

されている証でもある．そのため，各地の農業試験場では野菜類に対する有機物の施用実験が行わ

れている．その結果を詳細に検討すると，リーヴィッヒの無機栄養説では説明できない場合に出く

わす．ローザムステッドで行われた長期有機物連用試験結果からも，テンサイは有機物の施用に著

しく反応する作物であると指摘されている（Mattingly，1973）．日本でも，稲ワラ米ヌカを有機態窒

素として施用したところ，陸稲の生育は硫安施肥区よりも優ったとする山縣ら（1999）の報告があ

る．筆者らの研究では，チンゲンサイやニンジンが有機物施用で土壌中に生成したタンパク様窒素

化合物を直接吸収している証拠が得られた．ここに，その結果の概要を示す．

有機態窒素に対するニンジンやチンゲンサイの窒素吸収反応

　有機物として菜種油粕を，化学肥料として硫安を施用し，播種後28日目のチンゲンサイ，ピーマ

ン，レタス（リーフレタス），ニンジンの生育を窒素吸収量で示した（図1）．また生育期間中の無機

態窒素，アミノ酸態窒素，タンパク様窒素（リン酸緩衝液で抽出した）の推移を表1に示した．実験

期間中の無機態窒素量が最も多いのは，硫安区，次いで菜種油粕区，最も少ない区は無窒素区であ

り，それに対応して，ピーマンやレタス

の生育および窒素吸収量は，硫安区＞菜

種油粕区＞無窒素区となった．しかし，

ニンジンやチンゲンサイでは菜種油粕区

での窒素吸収量が多く，ついで硫安区，

最も劣る区は無窒素区であった．アミノ

酸を吸収すると考えると，土壌での生成

量はせいぜい0．6mgN／kgであり，とう

ていニンジンやチンゲンサイの旺盛な生

育を説明できる量ではない．ニンジンや

チンゲンサイは，表1に示したタンパク

様窒素に対して反応するものと考えられ

た．植物がタンパク様窒素を利用できる

とすると，2つの方法が考えられる．1）

根圏における無機化の促進，および2）タ

ンパク様窒素の直接吸収，である．1）に

ついては，根圏微生物によるタンパク様

物質の分解であるが，作物根圏土壌のタ

ンパク分解活性には差が認められなかっ

　30

ぢ25
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r×　10

餐
懸
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■硫安区
目菜種油粕区

ピーマン　　　リーフレタス　　　＿ンジン　　　　チンゲンサイ　　ホウレンソウ

図1菜種油粕の施用がピーマン，リーフレタス，ニンジン，

　　チンゲンサイ，ホウレンソウの窒素吸収量に及ぼす影

　　響（移植28日後の生育）

表1　栽培期間中の無機態窒素，アミノ酸およびタンパク

　　様窒素の変化

施用窒素
無機態窒素
（mg　N／kg）

アミノ酸態窒素タンパク様窒素
（mg　N／kg）　　（mg　N／kg）

無窒素　　　　　　27．5～50．0＊

化学肥料（硫安）　90．5～133．0

菜種油粕　　　　　41．0～82．5

0．1～0．2

0．3～0．4

0．4～O．6

18，7～35
18。9～31．0

34．6～56

＊値は最小値～最大値を示す．
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図3菜種油粕を窒素源として栽培したチンゲンサイとピー
　　マンの導管液のサイズ排除HPLCカラムクロマトグラ
　　ム（同時に無機態窒素を窒素源として水耕栽培した時
　　の導管液のクロマトグラムと，土壌をリン酸緩衝液で
　　抽出した液のクロマトグラムも参照されたい）

た．2）については，15N標識有機態窒素

で生育させた植物体の15N　atom％を比較

した結果，作物間にかなりの差が認めら

れた．すなわち，有機物として直接吸収

できる作物と，無機化したアンモニア態

あるいは硝酸態窒素のみを吸収できる作

物に二分された．したがって，われわれ

はこの2）の要因と，タンパク様窒素化合

物の存在状態について，さらに詳しく検

討した．

有機物の施用に伴い出現する土壌中の

タンパク様窒素化合物

　土壌を培養し，そこで生じる無機態窒

素量で可給態窒素量が判定されている．

この培養で生じる無期態窒素はリン酸緩

衝液で抽出されるタンパク様窒素化合物

と極めて高い相関がある．すなわち，土

壌に添加された有機物は最終的には無機

化されるため，リン酸緩衝液で抽出され

るタンパク様窒素化合物を経過すると推

定される．

　少量の土壌を砂に添加した培地を用い

て，各種の有機物を施用した場合のタン

パク様窒素化合物がどのように変化する

のかを経時的に分子鯖カラムクロマトグ

ラフィーで測定した（図2）．検出には

280nmの吸光度を用いた．A）にはグル

コース（ブドウ糖）と硫安（窒素源），B）

稲ワラと米ヌカの混合物およびC）卵白

アルブミンである．横軸はタンパク様窒

素化合物が排出される時間（保持時間）

であり，化合物の分子量が大きいほど早

くカラムから排出される．したがって，同じ保持時間であれば，分子量はほぼ等しいと考えられる．

図1の結果は，どのような有機物が土壌に添加されても，培養時間の経過と共に，8。4分に排出され

るタンパク様物質に収敏していく様子が観察された．この物質は，分子量が8000ダルトンの分子量

を持つタンパク様窒素化合物であり，土壌細菌の増殖を抑制する抗生物質を添加すると，この8000

ダルトンの物質の生成が遅れることから，この物質が微生物由来であると推察された．すなわち，土

壌へ施用された有機物は一旦微生物に取り込まれ，その菌体が死滅した後，細胞質は分解し無機態

窒素へ速やかに移行するが，微生物菌体の細胞壁成分は分解に対して抵抗力を示し，最終的には

8000ダルトンの物質へと移行する．これが土壌中に蓄積し，あるいは一部，徐々に無機化するもの
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と思われる．先に示した，ホウレンソウやニンジンが菜種油粕施用で旺盛な生育を示すのも，この

8000ダルトンの物質が関与するものと推定した．

ニンジンやチンゲンサイによるタンパク様物質の直接吸収

　有機物の直接吸収機構については，無菌の水耕実験の結果，20万一30万以上もある巨大分子をエ

ンドサイトシスによって取り込むことができるとの報告がある（NishizawaandMori，1980）．われ

われは，有機態窒素に反応する作物としてチンゲンサイを，無機態窒素にしか反応しない作物とし

てピーマンを用いて実験した．栽培途中でこれらの茎を切除し導管から出てくる溢泌液を分子箭ク

ロマトグラフィーで分析した．その結果，チンゲンサイの溢泌液には』8000ダルトンの物質と同じ

保持時間を持つ物質が検出された．ピーマンにはこの物質は検出されなかった．タンパク様物質を

含まない水耕栽培で育てたチンゲンサイの導管液には8000ダルトンの物質が検出されなかった（図

3）．この結果はチンゲンサイが土壌中に存在する8000ダルトンの土壌有機物を直接吸収利用してい

ることを示唆している．

終わりに

　土壌のリン酸緩衝液抽出物を窒素源として，ニンジン，チンゲンサイ，レタスを無菌栽培したと

ころ，ニンジンやチンゲンサイはその乾物重が増大した．一方，レタスでは生育しなかった．この

ことからも，ニンジンやチンゲンサイには特異的な有機態窒素吸収能力の存在することが明らかに

なった．

　アラスカのツンドラに生育するスゲは酸性で低温，かつ有機物に富んだ条件を好む特異的な植物

である．ホウレンソウやチンゲンサイも比較的低温を好む秋冬野菜である．r冬ニンジンには堆肥が

効く」と言われているが，低温時に施用された有機物は，その無機化が抑制され，その結果，タン

パク様窒素が多く蓄積し，それをニンジンが積極的に吸収するものと思われる．地温が比較的高い

場合，タンパク様窒素が蓄積しても，速やかに土壌微生物に分解され，タンパク様窒素の吸収が見

かけ上，反映されにくいと考えられる．したがって，過去に行われた多くの有機物施用実験では，あ

い矛盾するデータが得られたに違いない．有機物に対する作物反応の解析は端緒についたばかりで

ある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年1月
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畦畔管理におけるヒガンバナの意義とその他感物質リコリンおよびクリニンの同定

環境生物部植生管理科他感物質研究室 藤井義晴

はじめに

　畦畔は，田畑を仕切るあぜであり，水田の周囲をとりまいて所有権を明確にする意義がある．農

作業面から見ると，畦畔は作業のために人や農業のための機械が通過する道路であり，米・麦など

の収穫物が運搬されるための通路である．一方，畦畔は圃場内の作業において発生する雑草などの

残さの捨て場としての役目もあった．畦畔は，一定の土地を周囲の自然環境から切り離して，稲の

ような均一な作物を栽培するための防波堤の役目も果たしている．日本のような温暖多雨の環境で

は，雑木・雑草の生育が旺盛であり，このような自然環境の中で農作物を生産する農業生態系を維

持するために畦畔が持つ機能は重要である．畦畔は外界からの雑草雑木，害獣や害虫の侵入から農

地を守るための防御ゾーンであり，自然生態系と農耕地との境界をなすフロンティアであるともい

える．

　畦畔は，放置すれば雑草が繁茂する．雑草の中には病害虫のすみかとなり，越冬や冬ごもりに適

した場所を提供するものがある．また，大きな草が農作業のじゃまになったり，雑草種子が収穫物

に混入するおそれがあり，農地への雑草の侵入源となることもある．そこで，農家は畦畔の維持管

理に農作業に劣らぬ労力を投入してきた．このように，畦畔管理は農業生産とは直結しないが，農

業環境にとって重要である．

　このような畦畔を管理する新たな被覆植物も試行されているが，伝統的にヒガンバナとリュウノ

ヒゲが植え付けられてきた。特にヒガンバナは重要な畦畔管理植物であった．

　ヒガンバナはお彼岸に正確に咲くこと，別名，曼珠沙華，死人花ともよばれ，1000以上の地方名

をもつ身近な植物であった．しかし，墓場の周辺に見いだされることが多いため不吉なイメージが

強く，また，有毒物質を含むので，子供達が誤って食べないように，昔から危険な植物と教えられ

てきた．現在，ヒガンバナは一部の地方で嫌われ，畦畔を守る植物としての意義は忘れられている．

そこで，ヒガンバナの持つ雑草抑制作用について，他感作用の観点から調べた．

ヒガンバナに含まれる雑草抑制成分

　ヒガンバナの雑草抑制作用については，四国学院大学の高橋道彦教授の研究が端緒である．ヒガ

ンバナの鱗茎には雑草の生育を強く阻害する物質が含まれており，特にセイタカアワダチソウなど

のキク科雑草を強く阻害するが，イネやイネ科植物への阻害は弱く，したがって畦畔管理に最適な

性質を持っていることが明らかにされている．

　そこで，農環研において，根から滲出する他感物質の検定手法として開発したプラントボックス

法（農業環境研究成果情報，第8集）と，葉から溶脱する物質の検定法であるサンドイッチ法（同，第

14集）により，農地周辺植物の他感作用を検定した．その結果，根や無傷の鱗茎からは強い植物生

長阻害物質は出ないが，葉から出る物質による作用では，ヒガンバナには，カタバミやベゴニァに

匹敵する強い植物生長阻害作用があった．

　ヒガンバナ栽培ポットに雑草を播種すると，キク科などの発生は強く抑制されるが，イネ科など

に対する抑制効果はやや劣った．この結果は，ヒガンバナが多く生育する現地の畦畔ではセイタカ

アワダチソウのようなキク科の雑草が少なく，メヒシバやエノコログサなどのイネ科の雑草が多い

という観察と一致している．
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である．同じメチレンジオキシ構造をもち，キハダから単離されたベルベリンもリコリンと同程度

の阻害活性があることから，メチレンジオキシ骨格が活性発現に重要であると推定される．

　ヒガンバナ中のリコリンの濃度は，生の鱗茎中には0．5mg／g，生葉中には0．3mg／gと，二次代

謝物質としてはかなり高濃度であった．クリニンがリコリンに次いで多い成分であったが，0．02mg

／g程度であった．また，リコリンは水溶性が高い．以上のように，含有量，活性の強さ，イネ科と

キク科に対する作用特性などから，リコリンがヒガンバナの他感作用の本体であると推定される．

　そこで，他感作用に関与する物質を明ら

かにする目的で，80％エタノールを用い

てヒガンバナの葉と鱗茎から植物生育阻

害物質を活性を指標に抽出精製した．そ

の結果，阻害活性のある10種のアルカロ

イドを単離した．

　これらのアルカロイド成分の中で，含有

量が最大で阻害活性が最強の成分を，各種

NMR，マススペクトルを用いて分析した

結果，図1に示す構造を持つ化合物リコリ

ンとその誘導体クリニンを同定した．

　リコリンは，15ppmでレタス（キク科）

の根や地上部の生育を完全に阻害し，50

％阻害濃度（EC50）は2ppmであった．こ

の活性は天然物質最強のアブシジン酸に

匹敵する．イネに対しては活性が弱まり，

EC50は15ppmである。クリニンのレタス

根伸長阻害に対するEC50は20ppmであ

り，他のアルカロイドでメチレンジオキシ

構造をもたない化合物は活性が弱かった．

ヒガンバナ鱗茎中の植物生育阻害物質と

して，既にリコリシジノールが報告されて

いるが，その活性はリコリンの10％程度

おわりに

　ヒガンバナは秋に開花したあと葉が出て，冬から初春にかけて，幅8mm，長さ40cmの多肉質の

葉をつけるが，初夏には枯れる．したがって，イネが小さい春先から初夏に畦畔雑草を抑制し，イ

ネの生育時期には葉がなくイネの生長を妨害しないので，畦畔管理植物として理想的な性質を持っ

ている．

　ヒガンバナは地下部の鱗茎の分裂によって容易に増殖可能である．この鱗茎は土質を問わず再生

し，過湿にも乾燥にも強く，畦畔や土手で繁殖する．ただし，リコリンなどの他感物質は，イネ科

植物を阻害しないので，メヒシバなどのイネ科雑草が残ることがあり，ヒガンバナで畦畔が埋め尽

くされるまでは雑草管理が必要である．

　ヒガンバナに含まれるリコリンには，哺乳動物の中枢神経麻痺作用が，また，真菌類の殺菌作用，

ウジムシなどの殺虫作用，細胞分裂阻害作用などがある．墓場の周りに植えられたのは，このよう
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な作用を利用して墓を清潔に保つ知恵であったのかもしれない．ネズミなどの忌避，防虫や抗菌性

なども広い意味での他感作用である．それで，ヒガンバナは伝統的に畦畔に植えてモグラによる穴

を防ぎ畦畔が崩れるのを防ぐために用いられていたと考えられる．飢鮭の時には鱗茎を掘り上げ有

毒アルカロイドを十分に水洗し除去した後に約30％も含まれるデンプンを食用にしていた．現在わ

が国の畦畔や野山に自生するヒガンバナは3倍体であるため種子ができないことから，人間が広めた

もので，縄文時代に中国大陸から持ち込まれたものと考えられている．

　かつて，日本の水田畦畔を彩ったヒガンバナも，近年めっきりその姿を消している．ヒガンバナ

は農民が畦畔を守る目的で植えていた植物であり，人の維持管理なしには繁殖できないためであろ

う．秋に畦畔一面に咲いたヒガンバナは美しい．子孫のために，景観形成，雑草抑制，モグラによ

る穴あけ防止，非常食糧という多面的な機能を持ったこの有用植物を畦畔に復活し，維持すること

が望まれる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引用文献

1）藤井義晴・Zahida　IQBAL・平舘俊太郎・中嶋直子・中谷敬子・高橋道彦：ヒガンバナの他感作用と作用物質

　リコリン・クリニンの同定，雑草研究44巻（別）P．182－183（1999）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年10月
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農業環境技術研究所が所蔵する昆虫タイプ標本一覧表ならびに画像のWeb公開

農業環境インベントリーセンター昆虫分類研究室 中谷至伸

はじめに

　生物種の学名はr属名」＋「種小名」で構成される．タイプ標本はこの種小名がどの種を指すか

具体的に示す参照標本であり，基本的に生物1種につき世界に1個体しか存在しない貴重な標本であ

る．酷似する種を正確に同定する場合や近似種との関係に疑問が生じた場合には，タイプ標本の参

照が必要になることがある．しかし，タイプ標本は世界中の博物館や研究機関に散在していること

から，所蔵機関を直接訪問したり，借用を依頼するためには多大な労力と時間，煩雑な手続きを必

要とする．また，標本の借用には常に破損や紛失の危険が伴うため，それらを防止するための取り

扱いにも気を遣う必要がある．また，タイプ標本の重要性から，機関によっては貸出に対し必ずし

も協力的ではないなど，標本参照の困難さが研究を進める上で大きな障害となっている．

　世界各地の研究機関が所蔵するタイプ標本の画像がWeb上に公開されれば，形態情報の入手が飛

躍的に容易になり，分類学はもとより，生物学全体の発展に大いに貢献すると思われる．また，貸

し出し機会の減少によって，1個体しか存在しないタイプ標本の破損や紛失の危険の軽減にも寄与す

るものと考えられる．そこで農業環境技術研究所では，所蔵している昆虫タイプ標本の一覧と，各

タイプ標本の画像などをWeb公開し，タイプ標本を外部から容易に参照できるようにした．

農業環境技術研究所の昆虫タイプ標本

　農業環境技術研究所昆虫標本館には現在508種のタイプ標本を

所蔵している．これらは昆虫分類研究室歴代のスタッフが新種を

発表した際に指定したものに加え，外部の研究者から保管を委託

されたものも多く含まれている．これらのタイプ標本の学名，和

名，採集日時や場所などのラベルデータ，記載文献などの情報は

データベース化して管理している．分類群別に見ると，コウチュ

ウ目が最も多く，次いでハエ目，ハチ目，カメムシ目の順に多く

所蔵されている（表1）．タイプ標本は他の一般標本と区別して，

耐火・耐震構造をもったタイプ標本室に保管されている（図1）．

表1　農業環境技術研究所所蔵タ
　イプ標本の分類群ごとの内訳

目 標本数

コウチュウ（鞘翅）目

ハェ（双翅目）

ハチ（膜翅）目

カメムシ（半翅）目

アザミウマ（総翅）目

アミメカゲロウ（脈翅）目

チョウ（鱗翅）目

トビケラ（毛翅）目

237
83

83
59
24
10

　9

　3

計 508

タイプ標本一覧および標本情報のWeb公

開

　農業環境技術研究所で所蔵しているタイプ

標本の一覧表を以下のURLで公開した一

http：／／www．niaes．affrc．gojp／inventry／in－

sect／inssys／typelst．htm（図2）。このうちア

ミメカゲロウ目10種，コウチュウ目233種，

ハチ目36種の計279種について，全体，頭部，

翅といったいくっかの部位の画像を前述のタ

イプ標本データベースに含まれる情報ととも

にWeb上に公開した．これらのことで，利用

羅噸隔

、蕊，

図1　タイプ標本室，手前は防火扉
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鞠麦敵涌謡礁一　　毒．桑鋤轍繍ボ’雛　・愚灘“

農業羅墳披纈瞬寵辮膿本鰯薩タイプ緩本》スト

輸鷺懇騒繍ウ亜ユウ麟

繍オサ舞鰯麟臨編撫，油，澁

瞭瓢置憾壌　　　　　　騰
馳　　　　　　　騨榊癒繋融業懸
　　　　麓麟麟鰹蹴帆葦搬
　　　　騰繍翻瞬晦鐘澱
　　　　灘鋤徽臆欄皇
　　　　臨戯醜苫戦
細鰍　　　　　　　晦舳幽醜蜘盗贈醤

　　　　鰍編撒難懸
　　　　騨r謝f隔奪禦撃
轍　　　　　　 隔蜘撫偲臓蟹搬
　　　　轟麟齢繍臨董、離1
　　　　轟繭懸欄軸㎏麗馳帆狸越

　　　　臆晦臨葬鱒
　　　　舳細鮒繊釜轍
　　　　㈱翠細臨烈鰯
撫　　辮圏　蜘魔繊灘4

　　輪
タ雛野馨》馬タ軽ゴゑ必か　　　雌

ヂ紀讐轟夢ピ薯竃島撃　　F購

慰コサンマ畠ク螺冨義轟憂　　　騰

馨藤登慧一騰蕗愛　　　　　　繍

聖畢槻v轟ウぜ謬亀血ツ　　　灘

蕊塗鍾転メ敏簑尊タン誘…麟襲　鋤墜

　　　　　継轟塵蘇ン夢寒無議肇禽歴雌舞轟翌繍

転メ箪レ夢認桑蹴蜜　　　　　　麩

ずイ穿箪レ釜薯煮轟蔚　　　　灘臨

動讐タ灘γダ罪レ夢．義血黎　　灘

麗サタデ轡ン箪む影認亀蹴飾　　髄

サト學ヌレ墜ゴ髭紳　　　　　継

　　　　　継欝撃イ翻蔽粛吸欝銀血勲　　　　戯

図2　タイプ標本一覧表の一部

　　　の　　ゑ
繍纒脚謙鷺鎌鞠欝難
　　ぎイ璽ンナ露慧駿為爵

　　　撫聯

鞠懸躍鰹
晦繍　　　　　等繍　　　　　編騨　　　・蜘輪　　　　搬

繭1隷漉誌織蟹鞭欝騨灘
鐘繍　　舞卜￥撒欝鱒

轍凱灘韓
触ε　濾
謙鍮　　撫瓠義，蓋鱒翫鞭欝蟹蹴纈薩轍騨騰避襯軸峯鰍顯舞灘

　　緯鰍幽蜘蜘藤レ綿纈灘赫猛
警轍麟

図3　タイプ標本情報の一例

者はタイプ標本の所蔵状況およびタイプ

標本の形態やラベル情報を外部からも容

易に手に入れることができるようになっ

た（図3）．ただし，タイプ標本1点につき

公開できる画像ゐ枚数には限りがあり，

必要な形態情報に対応しきれない場合が

ある．より詳細な形態情報が必要な場合

は，従来どおり，タイプ標本を直接観察

する必要がある．

　今後の予定として，平成16年度にハエ

目，カメムシ目について公開，17年度に

全てのタイプ標本について公開を完了す

る予定である．

　今後，所蔵しているタイプ標本画像を

Web公開する研究機関は増加するものと

考えられる．将来，多くのタイプ標本

データベースが連結され，画像が一覧で

きるようになれば，簡易な同定参照資料

として専門の分類研究者以外による図鑑

的な活用も期待される．

　　　　　　　　　　　2005年1月
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わが国における小麦の放射能汚染一1959年以来42年間の長期観測とその解析一

環境化学分析センター放射性同位体分析研究室 駒村美佐子

はじめに

　わが国における環境放射能の本格的な調査研究は，1954年のビキニ環礁における米国の核爆発実

験による放射能まぐろ事件を契機に，緊急を要する課題として国家的規模で大学や行政機関などの

幅広い分野で行われるようになった．当研究所では，全国公立農業試験研究機関の圃場で採取され

た土壌および米，小麦のストロンチウムー90（90Sr）とセシウムー137（137Cs）の放射能調査・研究

を分担し今日に至っている．90Srと137Csは，核爆発実験や原子炉事故などにより放出される人工放

射性核種で，人体にとって最も危険性が高いとされている．定点観測圃場を対象とした米，小麦の

このような長期にわたる放射能調査が継続して実施されている例は世界的にみても類がない．ここ

では，小麦（玄麦と一部小麦粉）の90Srと137Csの放射能調査結果について紹介する．

玄麦の90Srと137Cs汚染の経年変化

　玄麦の90Srと137Cs含量の経年推移を図1に示した．玄麦の90Srと137Cs汚染は，大気圏内での核

爆発実験の規模を反映して増減をくり返す形で推移している．玄麦汚染の最大ピークは米の汚染と

同様に1963年に記録され，この年に90Srと137Csの大気からの年間最大降下量が観測された。しか

し3年後の！966年には核爆発実験の減少を反映して玄麦汚染は90Srで19％，137Csで7％の相対値

にまでそれぞれ急減した．その後緩やかな減少傾向を示しながら推移している．1986年には，チェ

ルノブイリ原子炉事故の影響を強く受けて137Csの大きいピークが観測されたが，翌年には事故前年

の平常レベルにまで激減した．食品として重要な小麦粉は玄麦に対して濃度べ一スで比較すれば

90Srで0．34倍，137Csで0．52倍程度であった．

玄麦の90Srと137Csによる直接・間接汚染

　農作物の放射能汚染形態として，大気から降下した90Srや137Csなどが茎葉や穂に付着して取り込

まれる直接汚染と土壌を介して根から吸収される間接汚染経路が知られている．本調査結果を解析
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して，過去における玄麦の両汚染経路の割合を算

出した（図2）．直接汚染の割合は，90Srと137Csと

もに玄麦汚染が最大の1963年前後（90Srと137Cs最

多量降下期）では50～90％と高いが，それ以降の

少量降下期では数％から50％と減少した．1987

年以降では降下が殆ど認められないため約100％

が間接汚染となっており，それらの汚染レベルも

極めて低い．なお，137Csは90Srより直接汚染の割

合が高いことが明らかになった．これらの汚染形

態は米でも共通する．チェルノブイリ原子炉事故

年では，137Csによる直接汚染の割合がほぼ100％

を占め，1963年頃の汚染形態と類似したものであ

った．

　20　　　　　　　　　　　　　　　　間接汚染

　0　　　1960　1970　1980　1990　2000年チェルノブイリ原子炉事故に伴う137Cs汚染

　　　　　　　　　　　匿錘の　　1986年4月26日に起きたチェノレノブイリ原子炉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事故により，わが国の玄麦で137Csによる強い汚染
図2　玄麦の90Srと137Cs汚染経路別割合とその経

　　年変化　　　　　　　　　　　　　　　　が記録された（図1）．このような強い汚染の原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　について解析を試みた．

　25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事故により放出された137Csがわが国へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　降下したのは事故年5月上旬に集中した．

　20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　137Csによる玄麦の汚染は，小麦生育中の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　137Cs降下量の影響を強く受けて降下量の
秘
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團　図3　小麦出穂日と玄麦中の137Cs含量の関係

1986年産玄麦：137Cs

立川

y＝2葉x一α62

　r＝0．897榊
　n二10
y：玄麦中の！3℃s

X　l事故から経過田数
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熊谷

　●水戸
　　　　1
　　山陽町

岩沼

●盛岡

長岡
札幌

多い時ほど増大し，直接汚染による大量

汚染につながる．降下した5月頃は，小

麦の出穂期に相当し，穂に付着した137Cs

は体内に最も効率よく取り込まれて玄麦

に移行する時期とされている．地域別の

玄麦の137Cs汚染と小麦の出穂日の関係を

図3に示した．玄麦中の137Cs含量は，そ

の降下量の最も多い5月上旬に出穂が重

なった立川，つくば，熊谷，水戸，双葉

町，山陽町で高い値が，この頃未出穂の

岩沼，盛岡，長岡，札幌で低い値がそれぞ

れ観測された．チェルノブイリ原子炉事

故年でこのように玄麦の特異的な137Cs汚染が生じた重要条件として，137Csの降下量の多かった時

期に出穂日が重なったことがあげられる．

玄麦の90Srと137Cs汚染の予測

　核爆発実験を起源とする環境放射能の長期間の調査データを解析して，玄麦の90Srと137Cs含量

を，小麦生育期間中における90Srと137Csの積算降下量から推定するための下記汚染推定式を提案し
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た．その推定式の有用性を検証するため，チェルノブイリ原子炉事故年の玄麦の137Cs含量を，気象

研究所で観測された137Csの積算降下量から求めたところ，推定値と実測値がよく一致した．なお，

白米，玄米の90Srと137Csの汚染推定式も別途提案している．

　玄麦汚染推定式

　　　　90Sr：y－123xα71，137Cs二y－47xo・92

　式中yは玄麦の放射能濃度（mBq／kg），xは小麦栽培期間中の90Srおよび137Cs積算降下量（Bq／

m2）である．

おわりに

　長期間にわたる本放射能調査・研究成果は多くの論文や資料としてとりまとめられ各分野で活用

されている．最近では，90Srや137Csなど放射性降下物の降下量の激減などにより，この種の仕事の

重要性が忘れられがちである．しかし，主要食料である米，小麦の90Srと137Csの調査・研究は，人

類に対する放射線の影響評価，不測の核事故時のバックグラウンド値としての役割などを果たすも

ので，今後とも継続することが重要である，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年10月



110

九州以北で新たに確認されたヤガ科害虫3種

農業環境インベントリーセンター昆虫分類研究室 吉松慎一・安田耕司

ヤガ科新害虫3種の確認
　ガ類の中で最も種数の多いヤガ科は，現在わが国で1，300種以上が報告されており，その約1割に

当たる126種が害虫としてr農林有害動物・昆虫名鑑」（1987）に記録されている．しかし，環境変

動や作物栽培方法の変化など様々な要因により，これまで記録のないヤガ科新害虫が発生する可能

性がある．今回，主に都道府県の農業試験場や病害虫防除所などからの同定依頼により，以下のヤ

ガ科害虫3種を新たに確認した．

クシナシスジキリヨトウ勘04ρρ∫ε規c’1加〃3（図1：A）

　静岡県でヤガ科昆虫の初発生を確認し，同定したところ本種であることが確認できた．また，

1999年頃以降，本種が静岡県内ゴルフ場のシバを激しく食害していたことを確認した．本種は亜熱

帯・熱帯地域に分布し，九州以北では1994年に熊本県と兵庫県で成虫採集の記録があるが，発生記

録はない．幼虫はシバの在来害虫スジキリヨトウ助040μεrα礎p7αV磁に酷似している．

イラクサギンウワバT7∫chgρ1μs∫αn∫（図1：B）

　兵庫県で本種の広域的多発生とアブラナ科野菜など

多種作物の被害を初めて確認した．海外では重要害虫

として知られるが，九州以北においては僅かな発生はあ

ったものの害虫としての認識はなかった．野菜類を食

害するウワバ類としてはタマナギンウワバ渥厩og規p加

nごg7醜gnαが主に知られていたが，この幼虫が本種と酷

似していることから識別には注意が必要である．農薬

に対する感受性は両種ではかなり異なる．農薬があま

り効かないウワバ類幼虫の発生報告が契機となって，本

種が発見された．

ムラサキアツバD∫o規εαc7ε〃3碗α（図1：C）

　愛媛県で本種がシイタケ菌床を食害することを初め

て確認した．また，神奈川県，高知県でも同様な被害を

確認した．従来，シイタケは原木栽培が主流であった

が，近年の菌床栽培の普及によって，本種が新たなシイ

タケの害虫となったと考えられる．

　これら3種のヤガ科害虫は，既に他地域でも発生して

いる可能性もあり，特に近隣の自治体では注意する必要

がある．また，熱帯・亜熱帯原産の害虫が日本本土で新

たに問題となる事例や作物の栽培方法の変化に伴う新

害虫の発生事例は，今後も増加する可能性がある．3種

A

B

図1　ヤガ科新害虫3種の成虫

A：クシナシスジキリヨトウ

B：イラクサギンウワバ

　C：ムラサキアツバ

c
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幼虫についてのより詳細な情報は，農業環境インベントリーセンター昆虫分類研究室のホームペー

ジ（http：／／www．niaes．affrc．gojp／inventry／insect／index．htm）で公開しているので参照して欲し

い．

昆虫同定依頼への対応

　昆虫分類研究室は，長年にわたり都道府県の農業試験場や民間などからの昆虫同定依頼（昆虫の名

前を調べて欲しいという依頼）に無料で対応してきた．ここ数年では，年平均で約100件，2，000個

体程度の標本が，同定依頼として研究室宛に送られてきたり直接持ち込まれたりする．これら同定

依頼された標本は，依頼者の指示が特にない限り証拠標本として昆虫標本館で保管され，寄主植物

名や発生状況などのデータは1件ずつ個別に台帳に登録される．このようにして古くから蓄積され

てきた標本や情報は，農業環境昆虫インベントリーの貴重な財産となる．

　昆虫は種数が膨大で，現在世界で約95万種が知られているが，推定生息種数は500～5，000万種と

言われている．日本に限ると約2万9，000種の記録があるが，実際は10万種が分布すると推測され

ている．種の解明度が低いので持ち込まれた標本の同定は必ずしも簡単ではない．また，近年依頼

がとみに増加してきた食品混入昆虫では，体の破損や加熱による変形などにより，同定が困難な場

合も多い．現在の研究室のスタッフ3名はそれぞれ専門とする昆虫のグループが異なるが，全ての昆

虫のグループをカバーしきれない．専門外の標本が持ち込まれた際には退職したOB，大学や博物館

の先生などの協力を仰いでいる．また，逆に協力を依頼されることも多い．

おわりに

　農業の現場においてはしばしば新しい害虫が発生する。都道府県では害虫が新しく確認されると

病害虫発生予察特殊報を出したり，多発生が予測される害虫の場合は病害虫発生予察注意報を出し

たりすることによって農家に注意を喚起している．昆虫分類研究室は同定依頼に対応することで，

農業環境の変動にともなう新害虫の発生をいち早く検出するアンテナとして機能し，農業の現場に

大きく貢献している．また，今後も同定依頼に積極的に協力し，農業の基盤を支えると同時に，昆

虫を環境指標として農業環境の変動を評価していきたい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7月
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ヤガ科害虫4グループ類似種の幼生期の識別法

農業環境インベントリーセンター昆虫分類研究室 吉松慎一

はじめに

　チョウ目（鱗翅目）昆虫は，生長とともに幼虫，蠕，成虫と激しく形態を変化（完全変態）する。チ

ョウ目昆虫の内，最大の科がヤガ科で，現在わが国から1β00種以上が報告されており，その約1割

の126種がr農林有害動物・昆虫名鑑」（1987）に害虫として記録されている．

　しかし，それらの害虫においてさえ，幼生期の識別法はほとんどなく，正確な識別法の確立が求

められていた。都道府県の農業試験場や病害虫防除所などの実際の現場ではチョウ目昆虫の幼虫や

蜻による同定が困難であることから，これらを飼育して羽化させた成虫により種を同定する場合が

多かった．ところがその様な方法だと，迅速な種の同定ができず，また飼育に失敗しうまく成虫が

得られないこともある．

　そこで，ヤガ科害虫の中でも幼生期が最も酷似して識別の難しいタバコガ類，キョトウ類，ネキ

リムシ類，ヨトウ類4グループの類似種について，幼虫や蠕の段階で識別するための形質を調べた．

幼虫の体色の個体変異

　チョウ目昆虫の幼虫の体色には個体変異が

ある場合も多い．最も顕著な例として，タバ

コガ類のキタバコガの終齢幼虫の体色の個体

変異を図1に示した．これらの幼虫は同じ母

蛾の卵から生まれたものである。

　また，今回扱った同じタバコガ類害虫のタ

バコガ，オオタバコガ，ツメクサガでも終齢

幼虫の体色に個体変異が認められ，これら4

種の色彩に基づく識別は困難である．

　このような体色の変異以外に，ヤガ科幼虫
図1　キタバコガ終齢幼虫の体色の個体変異

には，相変異という現象で体色が変化することが知られている。これは，幼虫を高密度条件下で飼

育した場合に，体色が黒化する現象で，ここで扱った種では，アワヨトウとヨトウガがこれに当て

はまる．野外で大発生した場合も黒色の幼虫が見つかる．

　このように，幼虫の体色は，種の識別形質として必ずしも適切ではない。そこで幼虫の各部形態

を詳細に比較検討し，種の識別に利用できる形質を見つける必要がある．

幼生期の識別法

　（1）タバコガ類のタバコガ，オオタバコガ，ツメクサガ，キタバコガ4種について，農業環境技術

研究所昆虫標本館所蔵の幼虫の標本および今回新たに飼育して得た標本を用いて終齢幼虫の形態を

詳細に調査し，大臆（たいさい一大あごの意味）内側の歯の状態，前胸の棘（とげ）や頭部の斑紋の有

無（図2，3）などにより，種を識別できることがわかった。それらの種の同定のための検索表を作

成した（表1）。

　（2）キョトウ類ではアワヨトウとクサシロキョトウ，ネキリムシ類ではカブラヤガ，タマナヤガ，

シロモンヤガ，ヨトウ類ではヨトウガ，シロシタヨトウについて，（1）と同様の方法で幼虫の識別形
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表1　タバコガ類終齢幼虫の検索表

1

2

3

大臆（図2）内側には大きく目立つ内歯がある（図3C，D）．前胸（図2）背楯には細長い棘を備える．…………2へ進む
大臆内側には鋸歯はないか，あっても稜線上に小さく目立たない鋸歯がある程度である（図3A，B）．

前胸背楯には棘はない．・………　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・3へ進む
頭部に黒褐色の小さな斑紋を多数備える．・……………・…巾・………・………・・………………・…………………・……ッメクサガ

頭部に斑紋はない．…・…………・…・・………………・・…………・…・一・…………・・……・…………・・……・…………・・キタバコガ

気門の長さに対するSD1刺毛基板の縦の直径の比は第7腹節（図2）では0．97～L19程度，第8腹節では0．63
～0．76程度である．腹部末端節の肛上板には小さい棘を備える．……………・一・……………・…・・………………オタバコガ

気門の長さに対するSD1刺毛基板の縦の直径の比は第7腹節ではL40～2．00程度，第8腹節では0．86～1．10
程度である．腹部末端節の肛上板に棘はない．…・……………・・…・…・…………・……………・…・・……・・…………・タバコガ

前胸

　　　　　　　／

頭部　　ノノ。
大月思現¢ノ1

（黒塗り部分〉

マ
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　　　　　　　　　↓
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図2　ヤガ科の一般的な幼虫

～
　　D

図3　タバコガ類終齢幼虫の左大肥内面図

A：タバコガB：オオタバコガC：ツメクサガ，

D：キタバコガ　目盛，1mm．矢印は内歯，斜線は

体腔内を示す

質を見出し，検索表を作成した．

　（3）これらヤガ科害虫4グループ類似種の終齢幼虫の

識別には，頭部斑紋の状態，大月思鋸歯の形態，特定の棘

毛間距離，刺毛基板の形状，背楯や肛上板上の刺の状態，

気門長，皮膚の穎粒の有無などが利用できることがわか

った．また，これまで情報が少なかった卵，若齢・中齢

幼虫についても出来るだけ特徴を記載した．蠕について

も尾突起や尾刺の形状，点刻の状態などが識別形質とな

ることを見出し，検索表を作成した（吉松，2001）．

おわりに

　一般に幼生期の形態形質は成虫に比べて研究が遅れて

おり，害虫であっても十分な調査が行われていないこと

が多い．今回扱ったヤガ科害虫4グループ11種について

は，終齢幼虫および蝋で識別できるようになったが，こ

れらはヤガ科害虫の一部に過ぎず，今後は他の害虫種に

ついても幼生期での識別法の確立が望まれる．また，農

業環境インベントリーの構築に向けて害虫以外の種についても同様の情報を整理することが重要で，

そのためには研究対象とする種の幼虫や蠕のアルコール液浸標本をさらに収集・整理する必要があ

る．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引用文献

吉松慎一（2001），植物防疫基礎講座：ヤガ類の見分け方（1～4），植物防疫，55（2～4，6）

2002年7月
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