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2007 年夏季異常高温下で水稲不稔率の
増加を確認

室内実験では、水稲の開花時の気温が 35℃を超
えると、受精障害により不稔籾（もみ）が増加するこ
とが知られています。2007 年 8 月には、埼玉県熊
谷や岐阜県多治見での 40.9℃など、関東・東海地域
の広い範囲で異常高温が観測されたことから、圃場
でも不稔による水稲被害の発生が懸念されました。
そこで、埼玉・岐阜の両県を含む関東・東海地域の
５県で現地調査を実施したところ、両地域で出穂・
開花時期の最高気温が 35℃を越えた水田があり、通
常は 5％程度の不稔率（不稔籾の割合）が 10％を越
えた水田が確認されました。研究所内の実験水田
でも、日最高気温の高い時期に出穂した区画では、
20％を超える不稔率が記録され、不稔率は出穂・開
花時期の気温とともに増加することがわかりまし
た。ただし、高温不稔の原因となる穂の温度（穂温）
は気温とは一致せず、水稲が開花する午前 10 ～ 12
時頃の穂温は日最高気温よりも低かったと推定さ
れます。また、関東・東海地域全体としては、出穂・
開花時期に高温に遭遇した水稲の割合が低かった
こともあり、作況に影響するような大きな被害には
至りませんでした。

農耕地から発生する温室効果ガスのフラックス
は季節変動が大きいため、それを精度良く定量す
るためには、高頻度・通年測定することが必要と
されています。これまで主流であった手動のサン
プリング方法には多大な労力がかかるため、測定
頻度や期間を十分にとることは困難な状況でした。

新たに開発したサンプリング装置（特許出願中）
を用いると、ほ場に設置した自動開閉チャンバー
内のガスを設定時刻にサンプリングし、真空バイ
アル瓶に自動的に注入することができ、大幅な労
力削減となります。例えば、6 つのチャンバーで毎
日 1 回の割合でサンプリングを行ったとすると、手
動サンプリングでは 10 日間でのべ 10 時間以上必要
であるのに対し、自動サンプリングではバイアル
瓶の設置と回収に要する約 1 時間のみとなり、1/10
以下の作業時間となります。

本装置を用いることにより、農耕地から発生す
る温室効果ガスの高頻度・通年のフラックスを測
定できます。さらに、本装置と温室効果ガス 3 成分
同時自動分析計を組み合わせることにより、より
効率的な温室効果ガスフラックスのモニタリング
が可能になります。

温室効果ガスの可搬型自動サンプリング装置

温室効果ガス自動サンプリング装置の概要図

農業環境技術研究所内の実験水田の 
日最高気温と開花日ごとの不稔率

猛暑に見舞われた8月15日前後に開花した穂
では、不稔率が高い。
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ディルドリンのキュウリの茎葉中と土壌からの 
50%メタノール抽出液中の濃度比較（ポット試験）

玄米カドミウム濃度の低い品種の開発

食品を通じて一定の量を超えるカドミウムを長
年にわたり摂取し続けると、人体に有害な影響を
引き起こす可能性があります。特に日本人の場合、
お米から摂取されるカドミウムは全摂取量の約半
分を占めるため、コメのカドミウム濃度をできる
限り減らす必要があります。そこで、玄米カドミ
ウム濃度の低い品種を開発することに取り組みま
した。

まず、育種の出発材料となるカドミウム低蓄積
の品種を探しました。世界各地の稲品種をカドミ
ウム汚染土壌で栽培したところ、玄米のカドミウ
ム濃度は品種によって大きく異なることがわかり
ました。その中で、アフリカ原産の熱帯ジャポニ
カ品種「LAC23」は、玄米カドミウム濃度が「コシヒ
カリ」など日本の品種の約半分でした。ただし、こ
の品種は、草丈が高く出穂が遅い、長粒で収量が
低い等、実用的な栽培には向いていません。そこ
で、国内で栽培されている多収性品種「ふくひびき」
と交雑させ、多数の系統を作りました。その中から、
玄米カドミウム濃度が「ひとめぼれ」等の約半分で、
栽培しやすくなった５系統を選抜しました。これ
ら系統の鉄や亜鉛などのミネラル含量は、一般品
種と同程度です。しかし、食味や収量性などを含め、
まだ改良の余地があり、実用的な品種を目指した
研究が続いている段階です。

近年、キュウリから残留基準値を上回る濃度で
ディルドリンが検出され、産地では、生産の自粛
等の対応を余儀なくされています。

ディルドリンのキュウリ茎葉部への移行率と土
壌中の全炭素含量（T-C）には負の相関関係があり、
T-C が多い土壌ではディルドリンが強く吸着され、
キュウリへ移行しにくいと考えられました。そこ
で、比率の異なるメタノール・水の混液で土壌か
らディルドリンを抽出したところ、ディルドリン
の抽出率と T-C との間にも負の相関関係があり、
T-C が多い土壌ほど抽出されにくいことが分かりま
したました。

異なる比率のメタノール・水の混液で抽出され
る土壌中ディルドリン濃度と、キュウリ茎葉中ディ
ルドリン残留濃度との関連から、50% メタノール・
水による土壌からの抽出によって、土壌の種類が
違ってもキュウリ中のディルドリン残留濃度を予
測できることがわかりました。

本法をキュウリ栽培の適否を判定する方法とし
て活用するため、現在、地域の農業研究機関と共
同で実証試験を行っています。

キュウリのディルドリン濃度を予測する
土壌からの 50%メタノール抽出法

選抜系統および対照品種の玄米カドミウム濃度
各系統に育成地［東北農業研究センター］の地方
番号を付与しました。
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ナシ害虫 ナシマダラメイガの誘引剤
性フェロモンを利用した発生予察用誘引剤の開発

ナシマダラメイガ Acrobasis pyrivorella はナシの花
芽や幼果を加害する重要害虫です。この虫の発生
を効率的に予察するため、メスがオスを誘引する時
に分泌する性フェロモンを利用した誘引剤を開発
しました。

最初に、ナシ被害果から羽化したナシマダラメイ
ガのメス成虫から性フェロモンを抽出し、ガスクロ
マトグラフと質量分析計を用いて分析したところ、

（Z）-9- ペンタデセニルアセテート（Z9-15：OAc）と
ペンタデシルアセテート（15：OAc）が主成分とし
て含まれていることがわかりました。次にこれら
の成分で実際に野外の雄成虫を誘引できるかどう
かを確認するため、化学的に合成した Z9-15：OAc
と 15：OAc を誘引源として野外トラップ調査を実
施したところ、0.3 mg の Z9-15：OAc では 18 日間
で 27 頭のオス成虫をトラップで捕獲することがで
きました。またこれに 7% の割合で 15：OAc を混
合すると誘引力が増加しました。さらに全体の混
合物の量が多いほど誘引数も増加しました。以上
のことから、Z9-15：OAc に 7% の割合で 15：OAc
を加えた混合物は、ナシマダラメイガの雄成虫を効
率良く誘引でき（特許出願中）、誘引剤として本種の
発生予察に利用することができます。

プラスチック廃棄物の量と農作業の労力を減ら
すために、生分解性プラスチック（生プラ）の開発
が行われています。地温保持や雑草防除のために
農業現場で使われるマルチフィルムにも生プラ製
品の導入が検討され始めていますが、分解性を高
めると資材としての強度が落ちて使いづらく、逆
に強度を高めるとほとんど分解されないという問
題が生じて、現場への普及はほとんど進んでいま
せん。

農環研では、生プラを分解する微生物を葉面か
ら効率よく分離する手法を開発し、その中から強
力な生プラ分解酵素を生産する糸状菌（カビ）を選
抜しました。

この菌は新規の生プラ分解酵素を生産し、培地
上に置いた生プラマルチフィルムであるポリブチ
レンサクシネート／アジペート（PBSA）やポリブチ
レンサクシネート（PBS）を強力に分解しました。さ
らに、育苗培土に置いた生プラマルチフィルムに、
この菌が生産する酵素液を散布処理すると、６日
間で無処理区は全く分解されないのに対して、処
理区では重量にして 91.2% が分解されました（図）。
PBSA 以外にも PBS や市販の PBSA と PBS を混合した
フィルムも分解することができました（図）。現在、
このカビと生プラ分解酵素の特許を出願中です。

葉面のカビによるマルチフィルムの強力分解

トラップに捕獲されたナシマダラメイガの雄
トラップに捕獲された虫の数を調べることで、成虫の発生の有無や時期
がわかり、殺虫剤散布等の防除を効率的に行うことができます。

酵素処理による各種生プラマルチ
フィルムの分解（処理6日後）

上はマルチフィルムの分解の様子。
下は土からはがして計測した後のフィル
ム。

PBSAフィルム PBSフィルム BSA/PBS混合フィルム

PBSAフィルムの分解（拡大図）
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北海道で新害虫ヘリキスジノメイガを確認
歴史的農業環境閲覧システム

明治時代初期の関東地方の土地利用を
インターネットで閲覧できるシステムを開発

「迅速測図」は、明治時代の初期に作製された地
図です。特に関東地方を対象に作製されたものは
土地利用の地目ごとに彩色されており、樹種等も
書かれているので、120 年前の土地利用や景観を知
るための貴重な資料となります。迅速測図は紙に
印刷されており、全部で約 900 枚あります。まず
この地図をデジタル化し、一枚の大きな画像に合
成する方法を開発しました。さらに地理情報シス
テム（GIS）というソフトウェアを使って位置情報を
与え、電子的地図にしました。

次に、この電子的地図をインターネットで公開
するために、無料で入手でき、改良が可能なオー
プンソース GIS ソフトを使用して、「歴史的農業環
境閲覧システム」（Historical Agro-Environmental 
Browsing System、略称 :HABS）を構築しました。こ
のシステムは、インターネットに接続していれば
誰でも利用できます（http://habs.dc.affrc.go.jp/）。

このシステムは、過去の土地利用と現在の生物
多様性の関係の研究や、農耕地の特性評価の基礎
的資料としての活用が期待されます。

2008 年 8 月中旬から 9 月にかけて、北海道内の
広域においてダイズやニンジンなど多種類の作物
を加害する見慣れないチョウ目幼虫が多発生しま
した。羽化させた成虫を農環研で詳細に調べたと
ころ、これまでわが国では害虫としての記録がな
いツトガ科ヘリキスジノメイガ Margaritia sticticalis

と同定することができました。
本種は、ヨーロッパからロシア、中国、アメリカ、

カナダなどの広域に分布する移動性の害虫で、様々
な種類の作物に被害を与えることが報告されてい
ます。わが国では、2007 年まで成虫の採集記録し
かなく、幼虫の発生や作物への加害の記録はあり
ませんでしたが、2008 年夏、北海道で初めて多く
の作物や牧草などへの幼虫による加害が確認され
ました。幼虫は老熟すると体長約 25 mm になりま
す。頭部は黒褐色、胴部は黒色で、胴部側方には
乳白色の幅広い帯を持ちます。成虫の翅（はね）は
全体的に茶褐色で、前翅の外縁部に沿って縦長の
黄色い斑紋があるのが特徴です。

2008 年の北海道における幼虫の多発生は、春以
降に大陸から飛来した成虫の後世代が増殖したこ
とによると考えられます。成虫は、これまで本州
や九州でも採集されていますので、今後は北海道
以外においても本種の発生に十分注意する必要が
あります。

ヘリキスジノメイガの幼虫（左）と成虫（右）
歴史的農業環境閲覧システムによる 

茨城県土浦市周辺の表示
現在の道路を赤線で、現在の水涯線を水色線で表示しています。


