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農地の蒸発散量とCO2フラックスを監視
遠隔地の観測データをオンラインで収集、処理、公開

農地の蒸発散量や作物の光合成・呼吸に伴う二酸
化炭素（CO2）の吸収・発生量（フラックス）は、作物生
産に関わる基本的な情報です。渦相関法というフラッ
クス計測手法が普及した現在では、水田、畑地、牧草
地等のさまざまな農地で、蒸発散量や CO2フラックス
の観測が行われています。一方、データ通信技術の
進歩により、遠隔地で得られた多量の観測データを、
インターネット経由で迅速に収集することが容易にな
りました。そこで、モンスーンアジアに点在する農地
観測点で得られた観測データを収集して一括演算処
理し、各地点の蒸発散量とCO2フラックスをその不確
実性や気象データとともにインターネット上で公開す
る、オンライン処理システム「FluxPro」を開発しました

（図）。これにより、遠隔地の農地の蒸発散量や CO2

フラックスをオンラインで監視したり、気候や作付が
異なる農地の蒸発散量や CO2フラックスをリアルタイ
ムで比較したりすることが可能となりました。また、
計測からデータ公開までに要する時間と労力が大幅
に削減され、観測地点のネットワーク化やデータ統合
の促進も期待されます。本システムは、タイのチャオ
プラヤ川の流域蒸発散量の予報や数値モデルの検証
に活用されています。今後は、データ同化手法を組
み込んだ蒸発散モデルによる農地の水需給の短期予
報機能を、本システムに追加する計画です。

畜産事業場は農業地域の主要な点汚染源の一つ
ですが、排水による亜鉛と銅の排出の実態、および水
生生物に対して生態リスクのある亜鉛による農業河
川の汚濁実態は分かっていませんでした。

まず、国内の畜産事業場で標準的な活性汚泥処理
による浄化処理前後の排水（それぞれ「原汚水」と「処
理水」）を全国各地から収集して分析しました。その
結果、飼料に亜鉛・銅が添加される養豚事業場の排
水には、乳牛飼養施設に比べてそれらが高濃度で含
まれること、そして、原汚水中の高濃度は浄化処理に
より大きく低減できることが明らかになり、これを基
に、わが国の畜産事業場排水に対する亜鉛と銅の排
出原単位を推定しました。

さらに、農地河川における亜鉛の生態リスクを明
らかにするため、2 戸の養豚事業場の排水が流入す
る農地河川の水質調査を実施しました。その結果、
流域最下流地点の亜鉛濃度は水質環境基準値（0.03 
mg/L）を上回る場合があり、このとき、水生生物に対し
て無視できない生態リスクがあると判定されました。
この汚濁の原因は、1 戸の事業場からの処理不十分
な排水の放流と推定され、浄化処理の改善等によりこ
の排水の水質を適正化することで河川の汚濁と生態
リスクは改善されると予測されました。

農地河川での亜鉛の生態リスク評価
畜産事業場の亜鉛排出原単位調査から

2戸の養豚事業場（1と2）のあるA川における水質亜鉛
濃度分布と水生生物に対する生態リスクの評価事例

FluxProの運用ウェブサイト
計18の観測地点のうち、10地点をオンラインで、8地点をオフラインで運用
している（2015年3月末現在）。オンライン運用の場合は、1時間毎にデータ
を回収し、5分後から17分後に処理結果をウェブサイトに表示する。

調査地点 項目 現状 ⇒ 排水処理改良後
（予測値）

①流域の最下流地点
生態リスク（％） 9.1 0.3

0.037 0.008

②養豚事業場１の下流地点 亜鉛濃度（mg/L） 0.17 ‒

③養豚事業場２の下流地点 0.02 ‒
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ヒ素をメチル化する根圏微生物の単離と
その分子機構の解明

－稲に含まれるメチル化ヒ素の謎に迫る－

GSRB54株から単離したarsMをヒ素感受性大腸菌で高発現さ
せた時のヒ素形態の経時的変化（左図）とGSRB54株の無菌イ
ネへの接種試験（右図）

コメに含まれるヒ素化合物の主要な形態は、無機
ヒ素（亜ヒ酸、ヒ酸）とメチル化ヒ素の一種であるジ
メチルアルシン酸（DMA）です。DMA は水稲根圏に
生息する土壌微生物の代謝によって生成され、それ
を稲が直接吸収すると考えられていますが、その機
構は明らかになっていません。そこで、水稲根圏から
ヒ素をメチル化する微生物を単離し、その作用機構
を分子レベルで明らかにすることで、玄米に含まれる
DMA の由来を解明しました。

高ヒ素土壌で栽培した水稲根圏から、亜ヒ酸（As
（III））をメチル化してDMA に変換する機能を有する

Streptomyces 属の新種（GSRB54 株）を単離すること
に成功しました。さらに GSRB54 株からAs（III）に S-
アデノシル－ L-メチオニン（SAM）のメチル基を転位
する酵素遺伝子（arsM）も特定しました。本遺伝子を
亜ヒ酸感受性の大腸菌で高発現させたところ、ヒ素
耐性を示し、さらに DMA やトリメチルアルシンオキ
サイド（TMAO）が生産されることから、本遺伝子は As

（III）をメチル化する能力があることが立証されまし
た（左図）。As（III）を含む培地で無菌栽培した水稲根

（播種後 2 週齢）に GSRB54 株を接種すると、茎葉部
からDMA が検出されました（右図）。これは GSRB54
株によって生産された DMAを水稲が吸収したため
と考えられます。本成果は稲に含まれるDMA の起
源が、根圏微生物由来であることを初めて立証した
研究で、今後のコメ中ヒ素低減技術開発への活用が
期待されます。

ニホンアマガエルは水田やその周辺域で普通に見
られるカエルで、害虫の天敵やヘビ・鳥など高次捕
食者の餌として重要な生物です。水田で農薬が使用
される5～7月に幼生（オタマジャクシ）の時期を過ご
すため、暴露の可能性が高い水稲用農薬 11 製剤につ
いて、室内実験で幼生の感受性を調べました。

各製剤に対する幼生の感受性を96 時間 LC50（半
数致死濃度）値で検定したところ、除草剤 E・F・Iで
10～30 mg/Lと低濃度で影響が認められ（表）、さら
に、これら3 製剤の各有効成分について同様に調べ
たところ、インダノファン、エスプロカルブ、プレチラク
ロール、ジメタメトリンの LC50 値が 0.5～3 mg/Lと低
く、これらの成分の寄与が考えられました。

そこで、数理モデルにより田面水中の 3 製剤有効成
分濃度を計算したところ、どの成分でも推定最高濃度
は各々の LC50 値を下回ったことから（図）、水田におい
て製剤ごとに定められた施用量であれば、ニホンアマ
ガエル幼生の個体数に重篤な影響を与える可能性は
低いものと思われます。本成果は、水田を生息域とす
る生物に対する農業活動の影響を評価する際の一知
見として、活用が期待されます。

ニホンアマガエル幼生の
水稲用農薬に対する感受性

各種水稲用農薬製剤に対する
ニホンアマガエル幼生の半数致死濃度（LC50）

数理モデル PADDY による
3 種除草剤製剤有効成分の田面水中濃度の推定

製剤名 有効成分1 有効成分2 有効成分3 有効成分4 LC50(mg/L)

殺虫殺菌剤 A
（箱粒剤）

イミダクロプリド
2.0％

カルプロパミド
4.0％ ≧ 200

殺虫殺菌剤 B
（箱粒剤）

チアクロプリド
1.5%

カルプロパミド
4.0％ ≧ 200

殺虫剤 C
（箱粒剤）

ベンフラカルブ
5.0％ ≧ 200

殺虫剤 D
（箱粒剤）

カルボスルファン
3.0% ≧ 200

除草剤 E
（1キロ粒剤）

インダノファン
1.5％

ピラゾスルフロンエチル
0.3% 30

除草剤 F
（1キロ粒剤）

インダノファン
1.2％

ピラゾスルフロンエチル
0.3%

ベンゾビシクロン
2.0% 25

除草剤 G
（1キロ粒剤）

ビリミノバックメチル
0.45％

ベンスルフロンメチル
0.51％

ブロモブチド
9.0％

ベントキサゾン
2.0％ 159

除草剤 H
（1キロ粒剤）

カフェンストロール
2.1％

ベンゾビシクロン
2.0% 119

除草剤 I
（1キロ粒剤）

エスプロカルブ
15.0％

ビラゾスルフロンエチル
0.3％

プレチラクロール
4.5％

ジメタメトリン
0.6％ 10

除草剤 J
（1キロ粒剤）

オキサジクロメホン
0.8％

ビラゾスルフロンエチル
0.3%

クロメプロップ
3.5％ ≧ 200

除草剤 K
（フロアブル）

ビリミノバックメチル
0.56％

ベンスルフロンメチル
0.9351％

ブロモブチド
17.0％

ベントキサゾン
2.08％ 127

除草剤E

インダノファン インダノファン エスプロカルブ

ジメタメトリン

ピラゾスルフロンエチル

プレチラクロール

ピラゾスルフロンエチル ピラゾスルフロンエチル

ベンゾビシクロン
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外来生物の侵入地環境への
急速な適応の例

外来生物の分布拡大や被害リスクを予測するため
には、新たな環境への適応過程やその機構を明らか
にすることが重要です。そこで、近年わが国に侵入し
分布を拡大した外来昆虫ブタクサハムシが、侵入地の
環境にどのように適応したかを調べました。

ブタクサハムシの成虫（図1）は短日で休眠します。
1999 年と2005～2012 年の採集系統をさまざまな
日長で飼育して調べると、2005～2012 年系統では
1999 年系統より休眠率が低く、臨界日長（50％の個体
が休眠する日長）は約 2 時間短縮していました（図 2）。
これは1999 年から2005 年までの期間に本虫の日長
反応が変化し、休眠する季節が遅くなったことを意味
します。この変化が侵入地の環境への適応によるも
のか否かを明らかにするため、全国18 地点で採集し
た個体の日長 13 時間での休眠率を調べた結果、緯度
が高いほど、また標高が高いほど休眠率が高いことが
わかりました。このことは、寄主植物が早く枯れる地
域ほど早く休眠に入ることを意味し、本虫が侵入地の
環境に適応していることを示します。外来生物は侵入
地環境に適応するのに比較的長い期間を要するとさ
れていますが、本虫では 6 年以内の短期間で適応した
と言えます。このことから、昆虫の中には環境に適応
するように生理生態的特性が急速に変化するものが
いることがわかりました。

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効率的な収集・
貯蔵と分解・発酵法の開発、エタノール蒸留コストの
低減、バイオマス分解と蒸留の過程で生じる大量の廃
液の処理といった多くの課題があります。当研究所
では、これらの課題を解決する手段として、飼料イネ
から家畜の餌（サイレージ）を作る工程を利用して、エ
タノールを省力的かつ大量に生産する技術を開発し
ました。

この技術は、飼料イネロールベールを調製する際
に、バイオマス分解酵素とエタノール生産酵母を同時
に加えて密封し、野外で温度管理をせずに静置する
と、ロールベール内部でエタノールが生産されるとい
うものです（図）。大型処理施設が不要で、収穫地近く
で行うため、省エネ型の生産技術です。複数の飼料
イネ品種を用いて試験した結果、品種「リーフスター」
では、試験開始 6ヶ月後に（99.5%エタノール濃度換
算で）乾物重量 1 tあたり最大 175 L のエタノールが
生産できました。ロールベール内に蓄積したエタノー
ルは、パイロット規模の蒸留装置を用いて最大 9 割程
度を回収できました。エタノール回収後の残さは、飼
料イネから作られるサイレージとほぼ同程度の組成
であり、通常の餌としての利用が期待されます。

飼料イネロールベールを用いた
エタノール生産

飼料イネロールベールを用いた
エタノールと家畜の餌の同時生産

図1  ブタクサハムシの成虫
北米原産。体長3.5～5mm。わが国
では1996年に発見後、沖縄県を除
く都道府県に定着。寄主植物：ブタ
クサ、オオブタクサなど。

図2 各日長における休眠率
（茨城県つくば市）

1999年採集個体群と2005年以降の
採集個体群との間で、休眠率および
臨界日長（矢印）が異なることがわか
ります。

0

20

40

60

80

100

11 12 13 14 15 16 17

休

眠

率

％

日 長 （時間）

1999

2005-2012

飼料イネ エタノール発酵分解酵素、酵母の
添加

エタノール
回収蒸留装置

家畜
の餌

回収エタノール残さ

刈取り
ロール
ベール



16

土壌中 CO2 発生量鉛直分布の推定方法の開発
どの深さからCO2 がどの程度出ているのか？

日米とその島嶼間の外来昆虫相比較
侵入パターンが映し出す歴史的・地理的要因

土壌から発生するCO2 は、大気中の CO2 濃度の増
加において非常に大きな割合を占めており、地球温
暖化に関わる非常に重要な要素です。土壌は幾層も
の異なる性質の土壌の重ねあわせで構成されている
ため、土壌からの CO2 発生量を正確に予測するため
には、土壌のどの深さからどの程度の CO2 が発生して
いるのかを理解する必要があります。しかしながら、
経時的に、非破壊的に、その推定精度の評価も含め
て、土壌中 CO2 発生量鉛直分布を推定することは難し
く、新たな手法の開発が望まれていました。

本研究では、粒子フィルター法と呼ばれる統計学
手法を用いて土壌中 CO2 発生量の鉛直分布を推定す
る手法（VCEP-PF 法）を開発しました。この手法では、
土壌鉛直方向の数点において測定された CO2 濃度及
び、ガスの拡散の程度の推定に重要な土壌水分・温
度の時系列データを元に、CO2 発生量の鉛直分布と
時間変化、及びその信頼区間を推定します。近年、比
較的簡易に土壌 CO2 濃度を測定できるようになった
ため、VCEP-PF 法と組み合わせることで、今後、多点
においてCO2 発生量の鉛直分布を得ることができま
す。多点において土壌の各層の性質とCO2 発生ダイ
ナミクスの関係が明らかになることによって、土壌か
ら発生するCO2 のより精緻な予測ができるようになる
ことが期待されます。

日本国内にどのような外来昆虫が定着しているかリ
ストを作り、これを他国のリストと比較することによっ
て、日本の外来昆虫相の特徴が明らかになり、検疫業
務においてどのような害虫を特に警戒すべきか、大ま
かな傾向がつかめると考えられます。

そこで、これまで当研究所で蓄積されてきた日本国
内の外来昆虫種リストを日本本島、沖縄、小笠原に分け
て再構築し、米国農務省で作成された北米の外来昆虫
種リストと、ハワイ・ビショップ博物館で公開されてい
る外来昆虫種リストと比較しました。外来昆虫の種数
を比較したところ、北米（3,540 種）が最も多く、次いでハ
ワイ（2,651種）、日本本島（471種）、沖縄（349 種）、小笠
原（168種）の順でした（図）。外来昆虫の分類群別の
構成比を、各地域の在来昆虫と比較したところ、アザミ
ウマ目、カメムシ目のような小型施設害虫や、ゴキブリ
目、ノミ目のような全世界的衛生害虫が、外来昆虫とな
りやすい傾向がありました。それぞれの地域の外来昆
虫の原産地の推定を行ったところ、移民や貿易など歴
史的な背景によって説明される傾向と、気候的な類似
性によって説明できる傾向とが示されました。

日本、沖縄、小笠原、北米、ハワイ、
5地域での外来昆虫数の分類群構成
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