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研究トピックス
Research Topics

全国の時別日射量の高精度推定

気象要素のなかでも、日射量は作物の生育にとっ
て最も重要な要素の一つです。ところが、私達が一
般に利用可能な日射量のデータは、全国 67 地点の地
上気象観測所（気象庁）における測定値に限られ、ア
メダス地点（約 850 地点）などでは、日照時間が測定
されています。そこで、毎時の日照時間から時別日射
量（日射量の 1 時間積算値）を高精度で推定する手法
を、新たに開発しました。

時別日射量の推定には、日照時間のほかに、日降水
量、積雪の有無を使用します。従来の方法とは異なり、
必要に応じて、大気の汚れや水蒸気量の変化の影響
を考慮することもできます。この推定法を用いれば、
日本各地の時別日射量を、高精度（推定精度は約 0.2 
MJ m-2 h-1）で推定することができます。

この方法を用いて、アメダス地点における、1991
年以降の時別日射量（推定値）のデータセットを作成
しました（平成 22 年度中に公開予定）。このデータ
セットを利用すれば、農耕地における日射環境を、今
までにない高い時間・空間分解能で把握することが
できます。また、農業以外のさまざまな分野への応
用も期待されます。

水田は温室効果ガスであるメタンの重要な人為的
発生源です。本研究では、IPCCガイドライン（2006）
と統計データを用いて、世界の水田からのメタン発生
量と緩和技術によるその発生量削減可能性を推定し
ました。

その結果、2000 年における水田からのメタン発生
量は全世界で 25.6 Tg（2560 万トン、モンテカルロシュ
ミレーションによる95% 信頼区間：14.8 ～ 41.7 Tg）
でした（図）。国別に見ると、中国とインドの合計が世
界の約半分を占め、アジア地域全体で世界の 93%を
占めることが明らかになりました。

また、世界の稲作に普及できる可能性が高いと考え
られる2 つの技術、 （A） 常時湛水の潅漑水田への間
断潅漑の導入、および（B） 稲わらすき込み時期の改
善（次の水稲耕作の 30日前以前にすき込み）につい
て、メタン発生の削減可能量を定量しました。その結
果、それぞれの技術では年間 4.1 Tg（410 万トン：二
酸化炭素換算量で 1.0 億トン）であり、両技術を併用す
ることにより7.6 Tg（760 万トン：二酸化炭素換算量
で 1.9 億トン）に達すると推定されました。

世界の水田からのメタン発生量と削減可能量

世界の水田からのメタン発生量地理分布 
（モンスーンアジアのみ）

各国、各地域について算定された水田からのメタン発生量について、緯度
経度5分の解像度にて地理分布を表しました。水稲栽培面積が多く、二（三）
期作の行われている大河川のデルタ地域などで発生量の多いことが示さ
れました。

札幌と松本における時別日射量の推定値
2005年4月と7月について、月初めの3日間の測定値と推定値の比較を示し
ます。推定値は測定値をよく再現しています。
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水稲用除草剤シメトリンの生態リスク評価事例

カドミウム高吸収イネ品種による
カドミウム汚染水田の浄化技術
（ファイトレメディエーション）

コメのカドミウム（Cd）濃度の国内基準値が大幅に
引き下げられることが決まったため、安価で広範囲に
適用可能な Cd 汚染水田の浄化技術の開発が必要と
されています。これまで、Cd の集積能力が高い超
集積植物による土壌浄化技術（ファイトレメディエー
ション）の研究が世界的に盛んでしたが、栽培が困難
なため実用化に至っておりません。そこで、実際の
Cd 汚染水田に適応可能なファイトレメディエーショ
ン技術を開発するため、逆転の発想で、機械化栽培体
系を有する作物の中からCd 吸収能力の高い「Cd 高
吸収イネ」を浄化植物として選抜しました。さらに、
選抜した「Cd 高吸収イネ」による浄化一貫体系を確立
するために、イネの Cd 吸収量を最大化する「早期落
水法」と、収穫したイネの低コスト処理法である「もみ
わら分別収穫・現場乾燥法」を開発することにより、
世界で初めてファイトレメディエーションによる浄化
一貫体系をCd 汚染水田で実証することに成功しまし
た。現在、農水省において本成果の普及に向けた実
証事業が行われており、当事業の実施が「米流通安心
確保対策事業」におけるCd 含有米の買上要件として
採用されるなど、農水省の新たな Cd 濃度低減対策技
術として採用されています。

水田で使用される農薬は、そこに直結する河川に
生息する水生生物に影響する恐れがあるため、その
リスクを適切に評価することが必要です。環境リスク
は曝露と毒性のバランスで決まります。しかし、曝露
濃度は地域によって、毒性値は生物種によって異なる
ため、安全か危険かを一概に決めることはできませ
ん。

本研究では、水稲用除草剤シメトリンを対象とし
て、曝露と毒性の二つの要素のバラツキの程度を示
す確率分布を推定することで、リスクの大きさを計算
しました。

まず、河川水中濃度を計算するシミュレーションモ
デルを基に、水田面積や河川流量、農薬の普及率など
の地域的なバラツキを考慮して曝露濃度の確率分布
を推定しました（図中茶色の曲線）。次に、文献から
毒性試験結果を収集し、そのバラツキを確率分布とし
て表しました（図中青色の曲線）。これらの分布曲線
の重なりの大きさが影響を受ける確率（リスクの大き
さ）となり、ここでは 0.3％と計算されました。この数
字は、全国平均的に0.3% の生物種が農薬によって影
響を受けるという意味であり、農薬の生物多様性影響
の指標となります。

農薬による環境リスクの大きさを計算する

Cd高吸収イネを用いたファイト 
レメディエーションによる浄化一貫体系

搬送
焼却

Cd高吸収イネ
早期落水栽培 もみわら

分別収穫

現場乾燥
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茶草場は貴重な二次的自然の宝庫

東海地方の茶産地では、茶園に敷草として施すス
スキを得るための「茶草場」と呼ばれる採草地が大面
積で維持されています。茶草場の特徴を明らかにす
るため、茶草場 50 地点、比較として造成跡地等 10 地
点において植生調査し、統計的手法により種組成を
分類した結果、5 つのタイプに分けられました。ス
スキが優占するGr.1、ネサザが優占するGr.2 は主に
共有地として維持された面積の広い採草地にみら
れ、在来の草原性草本が豊富で多様度指数が高く、キ
キョウやノウルシなどの絶滅危惧種や希少種も確認
されました。Gr.3 は造成跡地、Gr.4 は水田跡地にみ
られ、多くの外来植物が侵入していました。Gr.5 は茶
園脇のススキ草地でした。

全ての調査地点で、土壌や光環境等を調べ、土地改
変履歴や管理実態についても確認したところ、多様度
の高い Gr.1 や Gr.2 が現れる場所は土壌 pH が低く、土
地改変が行われていないところでした。さらに複数
の環境要因の影響を解析した結果でも、在来種の多
様性に最も影響を与える要因は土地改変の有無でし
た。すなわち、農地に転用されることなく長年にわた
り採草地として継続的に利用されてきたことが、茶草
場における在来植物の多様性の維持に結びついてい
る実態が明らかになりました。

セルロース系バイオマスを原料としたエタノール
生産技術の開発が求められていますが、その実用化
のためには、原料となるバイオマスの収集と貯蔵、効
率よい分解技術の開発、エタノール蒸留コストの低
減、分解と蒸留の過程で生じる大量の廃液と廃棄物の
処理といった克服すべき課題が多々あります。農環
研では、バイオエタノールと家畜飼料を同時に生産す
ると、こうした課題を克服できると考え「固体発酵法」
を考案しました。

国産家畜飼料の大部分は、飼料作物を乳酸発酵さ
せた、サイレージと呼ばれる牛のための飼料です。
我々はこのサイレージ調製の工程に、糖化酵素とエタ
ノール発酵用酵母を添加するだけで、エタノール発
酵も誘導されることを明らかにしました。この「固体
発酵物」からエタノールを回収し、バイオエタノールと
して利用し、回収後の残さを牛の飼料として利用すれ
ば、貯蔵している間にバイオマスが分解・発酵し、廃
液や廃棄物は生じません。飼料稲を用いた場合、現
物中 8％のエタノール（213Lエタノール /t 乾物換算）
が蓄積しました。休耕田で栽培した飼料稲を家畜に
給餌し、家畜排泄物を田に還元する資源循環系に取
り組む農村地域で、エネルギーと飼料を自給する新し
い技術の基盤になります。

（特開 2009-213440　アルコールの製造方法）

飼料作物から牛の餌とバイオエタノールを作る

茶草場の分類（TWINSPAN）と各群落タイプの特徴

農業地域資源循環過程で自給エネルギーと飼料を生産する
固体発酵法

ワレモコウ、ヤマハギ、アキカラマツが出現するGr.1とGr.2は多様度指数が
高く、面積の広い共有地の採草地に分布し、土壌pHが低いことから、大規模
な土地改変を受けず、維持されてきた半自然草地であることが分かります。
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農耕地土壌に関する情報をWEB 上で閲覧する
システムの公開

農作物の生育状態を自動的に追跡
作物からの分光反射率画像を長期間自動的に 

観測し記録するシステムを開発

水田や畑で育つ農作物は常に生長を続けており、
その生育量や栄養状態は時々刻々と変化しています。
このような農作物の生育状態の変化を経常的に把握
することは、現場における農業生産において有効であ
るだけでなく、農業技術の開発研究においても極め
て重要な課題です。しかし、これまで行なわれていた
草丈・乾物・葉面積などの生育調査法は、多大な労
力を要し、そのためサンプリング回数も限られていま
した。そこで、リモートセンシング技術を利用して、作
物の生育状態を長期間自動的に追跡するシステムを
開発しました。

この装置は、次のような特徴をもっています。（1）
圃場の上空数メートルに設置し、継続的に撮影しま
す。（2）完全防水であり、天候にかかわらず観測を続
けることができます。（3）近赤外などを含めた波長
フィルタを簡単に交換できるので、目的に応じた特性
値を観測できます。（4）入射光に対する反射光の比率

（反射率）を計算するため、撮影時の明るさに依存し
ない安定した値が得られます。

実験の結果、葉面積指数などを精度よく推定できる
ことが確かめられました。今後、各種の農業研究に利
用されるとともに、衛星データに対する地上検証デー
タとしての活用が期待されます。

安全な食料の安定供給、地球温暖化の緩和、生物
多様性の保全などの観点から土壌が有する公益的機
能に関心が集まってきました。これまで当研究所が
日本全国の土壌を研究して蓄積してきた土壌情報を
体系化して一般に公開することで、農作物の栽培や施
肥管理、研究開発、教育活動等への寄与が期待されま
す。そこで、誰でも利用可能な土壌情報閲覧システム

（http://www.niaes.affrc.go.jp/）を公開しました。
本システムには、（ⅰ）土壌の分布が分かる情報と

してデジタル農耕地土壌図、（ⅱ）土壌の種類毎の
説明と土壌の写真や模式図（土壌解説資料）、および

（ⅲ）土壌を現地で調査する際に記入する断面記載
表と理化学性分析データ（基準土壌断面データベー
ス基準を説明する）を収録しています。

このシステムにより、私たちの地域の田畑には、ど
のような土壌が分布しているのかをWEB 上で調べる
ことができます（図）。また、このシステムでは誰でも
土壌図と土壌の種類毎の写真やその性質などを見る
ことができます。

農耕地土壌図閲覧ページ
土壌図から土壌解説資料が見られるため、誰でも自分の田畑の土壌を調べ
ることができます。

全天候反射率画像撮影装置
カメラヘッドは2～3波長の分光反射率画像を捉えることができます。




