
１．コガタシマトビケラ１齢幼虫を用いた
農薬の急性毒性試験法マニュアル

はじめに

農薬の水生生物への影響（生態影響）については、我

が国の農薬登録制度では、OECDテストガイドラインに

準拠する３種の標準試験生物種（浮遊性緑藻類・ミジン

コ類・魚類）を用いた急性毒性試験を実施することで、

評価しています。しかし我が国の水環境のうち、水稲用

農薬による汚染が最も懸念される河川では湖沼生態系の

生物である浮遊性の緑藻類やミジンコ類がほとんど生息

しておらず、必ずしも標準試験生物種が河川生態系の生

物を代表しているとは言えません。また河川に生息する

在来生物種を用いた評価法や知見は非常に少なく、我が

国特有の農業形態（特に水田稲作）や自然環境（特に流

れの速い河川環境）を考慮した、より適切な生物種を使

った新しい評価法が求められています。そこで河川生態

系の一次消費者として重要な川虫であるコガタシマトビ

ケラに着目して、農薬の急性毒性試験法を開発し、「コ

ガタシマトビケラ１齢幼虫を用いた農薬の急性毒性試験

法マニュアル」を作成し、公開しました。

川虫、コガタシマトビケラとは？

水中で生活する時期を持つ昆虫類のことを水生昆虫と

いいます。特に河川に生息する昆虫類を川虫（流水性昆

虫）と呼びます。川虫は主に付着藻類や河川に流入して

きた有機物を食べて成長し、魚などの捕食者の餌になる

ため、河川生態系の一次消費者として重要な生物です。

代表的な川虫として、トビケラ類、カゲロウ類、カワゲ

ラ類が挙げられます。我が国に広く分布するトビケラ類

の一種、コガタシマトビケラの幼虫は河川の上流から下

流にかけて生息し、個体数も多く生態系の中で特に重要

な川虫であるため、河川生態系の一次消費者に対する農

薬の影響を評価する試験生物に適しています。

１齢幼虫を用いた急性毒性試験法マニュアル

マニュアルでは、コガタシマトビケラ１齢幼虫（図１）

の性質にあわせて開発した急性毒性試験法について平易

に解説しています。また、試験事例として代表的な殺虫

剤の１齢幼虫に対する毒性データを紹介しています。マ

ニュアルの主な構成と特徴は以下の通りです。

III章では、コガタシマトビケラの生態、１齢幼虫の

特徴・性質について概説しています。

IV章では、試験生物の取り扱いを含めた急性毒性試

験法を解説しています。試験する農薬の性質（水中光分

解性や水－オクタノール分配係数）によって試験法・試

験条件を適宜、選択することができます（図２）。光分

解しやすい農薬は、非底面照射式試験法、それ以外の農

薬は底面連続光照射式試験法を適用します。後者は光に
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図１ コガタシマトビケラ１齢幼虫

図２ コガタシマトビケラ１齢幼虫を用いた急性毒性試験の流れ
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向かう幼虫の性質を利用して、幼虫が液面に浮上するの

を防止します。また急性毒性の判定は、試験液をピペッ

トで撹拌して水流刺激を１齢幼虫に与え、水流刺激に対

する幼虫の伸身開脚反応（腹部を伸ばし脚を広げる反応）

の有無で判定します（図３）。遊泳・ほふく運動してい

る幼虫や、水流刺激に対し伸身開脚反応を示す幼虫は正

常と判断します（農薬の影響なし）。死亡（全く動かな

い）や、ひん死状態（けいれん、まひ症状）で伸身開脚

反応を示さない幼虫は農薬の影響を受けたと判定しま

す。

Ｖ章では、開発した急性毒性試験法を用いた３０種類の

殺虫剤の試験事例を紹介しています。図４の４８h EC５０値

は、試験開始４８時間後に半数の個体が影響を受ける濃度

で、この値が小さいほど殺虫剤の毒性が強いことを示し

ます。既存の試験生物種であるミジンコ類と比べると、

１齢幼虫に対する殺虫剤の急性毒性は、有機リン系や

カーバメート系殺虫剤では同程度（感受性差１０倍以内）

でしたが、ネオニコチノイド系殺虫剤では１，０００～

１００，０００倍も高いことが判明しました（図４）。この結果

は、ミジンコ類だけでは川虫に対する農薬の影響を適切

に評価できないことを示唆しており、コガタシマトビケ

ラは川虫を代表する試験生物として有用であると考えら

れます。

化学物質の生態影響評価に携わる研究者ばかりでな

く、広く水環境に関心のある方々に本マニュアルを活用

していただくことによって、持続可能な農業生産活動と

環境保全の両立の一助になればと期待します。

マニュアルの公開及び印刷物配布

農業環境技術研究所のウェブサイトの技術マニュア

ル・資料のコーナーから、本マニュアルおよび室内飼育

法を詳細に解説した「コガタシマトビケラの飼育法マニ

ュアル」の電子ファイル（PDF）をダウンロードしてご

利用いただけます。

また、冊子を御希望の方には、配布いたしますので下

記にお問い合わせください。

問い合わせ先：〒３０５－８６０４ つくば市観音台３－１－３

（独）農業環境技術研究所

有機化学物質研究領域長：電話・FAX：０２９－８３８－８３０１

広報情報室（広報グループ）：電話・FAX：０２９－８３８－８１９１

（有機化学物質研究領域 横山淳史・大津和久・堀尾剛）

２．低濃度エタノールを用いた新規土壌消
毒法の開発

はじめに

我が国では、農耕地における連作に伴って発生する土

壌病害虫を防除するため、農薬による土壌消毒を初めと

する様々な防除技術を駆使して、集約的生産体系を維持

してきました。しかし、これらの技術を用いた場合にお

いても、期待した効果は必ずしも得られておらず、土壌

図４ 殺虫剤のコガタシマトビケラ１齢幼虫に対する急性毒性

●はコガタシマトビケラの４８h EC５０（４８時間半数影響濃度）、○は
ミジンコ類（文献値）の４８h EC５０、→は４８h EC５０がその値以上で
あることを示します。●と○の間隔が大きいほどコガタシマトビケ
ラとミジンコ類との感受性差が大きいことを示します。

図３ 試験個体に対する農薬の急性毒性の判定フローチャート
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消毒に関する農薬はヒトや環境への潜在的な危険性が大

きいことが懸念されています。このような状況下、ヒト

への影響や環境負荷のより小さな新規土壌消毒技術の開

発が求められています。

新規土壌消毒用薬剤のスクリーニング

新規土壌消毒用薬剤として多くの物質のスクリーニン

グを行いました。病原菌が対象ではありませんが、各種

有機溶媒処理による土壌中のバクテリア数および活性へ

の影響に関しては、すでに１９０９年に Russellらにより報

告されており、エタノールは有機溶媒の中でも硝化と生

物活性への影響が小さいものとして報告されていまし

た。我々の実験結果でも、エタノールは土壌消毒効果が

小さく、土壌中での拡散性も小さいため、必ずしも有望

な土壌消毒用薬剤ではありませんでした。しかし、ヒト

への毒性に関する情報の豊富さ（低い毒性）や、環境中

で容易に分解され消失する（環境残留性が小さい）こと

等、エタノールは多くの利点を有しているため、処理方

法の改良によって土壌消毒効果の改善が可能か検討を行

いました。

処理方法の改良による土壌消毒効果の改善

当初、土壌消毒効果を評価するために、風乾土を用い

て候補薬剤を直接処理する方法で実験を行っていました

が、十分な土壌消毒効果は得られませんでした。このた

め処理方法の改良の検討を行った結果、エタノールを水

で最大でも２％程度、もしくはそれ以下に希釈した（こ

の濃度は消毒用途では考えられない濃度ですが）溶液を

灌水装置により消毒を目的とする深さまで土壌を湿潤状

態にする方法を開発しました（写真１）。その後、農業

用ポリエチレンフィルム（農ポリ）で土壌表面を１週間

以上覆う（写真２）という簡便な方法で、十分に効果が

得られることが分かりました。また、エタノールは容易

に水中で均一化し、プラスチック等の資材の劣化の影響

もないため、あらかじめ散水チューブを土壌表面に設置

して、農ポリで被覆した後、液肥混入器を用いて処理す

るなど、手順の変更は容易です。農ポリで被覆する目的

は、空気（酸素）を遮断するためと、エタノールと水の

蒸発を防ぐためです。また、土壌を十分に低濃度エタノー

ルで湿潤状態にするための処理量を把握する必要があり

ます。

本土壌消毒方法で用いる最大でも２％程度の低濃度エ

タノール水溶液では、エタノールによる直接的な殺菌・

殺虫効果は期待できません。しかし、低濃度のエタノー

ルを畑土壌に処理した場合、細菌、糸状菌、線虫、土壌

害虫、雑草に至る広い範囲の土壌病害虫・雑草に、十分

な防除効果が得られています（表）。

本技術が、土壌病害虫等の防除に有効な理由について

は、今後、詳細な検討が必要ですが、土壌中の環境が酸

化（好気的）状態から還元（嫌気的）状態に変化するこ

と、有機酸濃度が増加することなどが主な要因として考

えられます。

どんなエタノールを用いるの？

用いるエタノールは、原料アルコール（濃度約９５％、

５０～６０円／Ｌ）、もしくは、原料アルコールの蒸留精製過

程で生じる安価な副産物（副生アルコール、濃度約９０％）

の使用を考えています。例えば、原料アルコールを用い

て１％エタノールを１００Ｌ／ｍ２で処理した場合、エタノー

ルの費用は６０，０００円／１０ａです。副生アルコールは、ま

だ一般には入手できませんが、今後有効に利用すること

ができれば、さらに経費の削減は可能で、他の土壌消毒

写真１ エタノール水溶液を湛水状態になるまで灌水処理

写真２ 土壌表面を農業用ポリエチレンフィルム等で被覆する
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技術と比較しても、経済的にも十分に利点が生じます。

エタノールの処理量を減らすことが可能であれば、さら

に経費の削減は可能です。

本土壌消毒技術の今後の展開

エタノールは、土壌中では数日で分解消失し、環境へ

の負荷も小さく、また、ヒトに対する毒性データも十分

に得られており、安全性の高い技術です。しかし、本土

壌消毒技術には、技術的にも、法律・制度的にも解決し

なければならないことが多く残されています。技術的に

は、処理するエタノール濃度・処理量の最適化、処理方

法の簡素化、防除・作用機構の解明、適用を目的とする

病害虫への効果、薬害の確認、持続性の評価等がありま

す。これらの課題については、平成２０年度から始まった

「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」に

採択されましたので、この中で解決していきます。また、

これらの技術的課題が解決された際に、現行の法律・制

度のもとで使用できるよう、関係機関と相談を行ってい

るところです。

最後になりますが、本技術は、（独）農業環境技術研究

所、千葉県農林総合研究センター、日本アルコール産業

株式会社で取り組んだ成果です。

（有機化学物質研究領域 小原裕三）

３．ゼロエミッションを目指したもみ殻ガ
ス化残渣の有効利用

はじめに

稲作は我が国における農業の根幹を成し、主食である

コメの生産を担っているだけでなく、近年では、地球温

暖化を背景としたバイオマス資源のエネルギー利用も検

討されています。そんな中、稲作由来の稲わらやもみ殻

についても資材として注目されています。そのため、食

糧自給率の向上、あるいは資源作物生産という観点から、

休耕田の活用を含め、水田を生産基盤とした稲作に対す

る重要度は一層高まって行くものと考えられます。また、

そのような稲作の新しい展開を考える上で、環境への配

慮も不可欠です。これまでの調査の中で、水田から河川

に流出する農薬（特に水稲用除草剤）の実態（挙動と生

態毒性）が徐々に明らかになっています。農業環境技術

研究所では、その対策の一つとして、もみ殻成形炭（成

形もみ殻の炭化物で、もみ殻燻炭とは異なる物性を有す

る）を用いた水稲用除草剤の系外流出防止技術を検討し、

河川環境保全型の稲作技術として確立させています（農

業環境研究成果情報、第１９集、２００３）。

バイオマス資源のエネルギー利用を目的とした技術の

一つに、小規模で発電効率が極めて高い固定床ガス化発

電が実用化段階にあります。水稲栽培の結果として、も

み殻が国内で年間２００万ｔ近く生成されています。この

うちの約６０％は、畜舎敷料や堆肥として有効利用されて

いますが、約４０％は焼却・廃棄等で利用されていません。

近年、このもみ殻をガス化発電に利用することが検討さ

れていますが、この技術では、エネルギー回収後の残渣

として大量の炭化物（もみ殻ガス化残渣）が排出され、

その処理が大きな課題となっています。そこで、この残

渣を、農薬吸着資材として水稲用農薬の系外流出防止技

術に利用することができれば、稲作を機軸としたリサイ

クル可能なバイオマス利用技術としての展開が期待され

ます。

もみ殻ガス化残渣を用いた循環型水田農業の概念

バイオマスエネルギー利用後に従来は廃棄していたも

み殻ガス化残渣を、水田に施用（リサイクル）すること

防除方法 ウイルス 細菌 糸状菌 線虫 土壌害虫 雑草 使用料／１０ａ 資材費用／１０ａ

低濃度エタノール － ○ ○ ○ ○ ○ １kL ６０，０００円＊２

太陽熱消毒 × ○ ○ ○ ○ △ － －

熱水・蒸気消毒 △～× ○ ○ ○ ○ ○～△ １５０kL（蒸気） ８０，０００円（灯油）

抵抗性品種（台木）＊１ （○） （○） （○） （○） × × － －

対抗植物 × × × △ × × － －

ダゾメット剤 × ○ ○ ○ ○ ○ ３０kg ３０，０００円

カーバム Na剤 × ○ ○ ○ ○ ○ ４０～６０Ｌ ２１，０００～３１，５００円

Ｄ－Ｄ剤 × × × ○ ○ × ３０Ｌ １０，０００円

クロルピクリン剤 × ○ ○ ○ ○ △ ３０Ｌ ３０，０００円

臭化メチル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３０Ｌ ６５，０００円

表 土壌病害虫防除効果と資材費用の比較

○：効果がある、△：やや効果がある、×：効果なし
＊１ 一部作物（品種）に限られる。また、全てに有効でない。
＊２ 原料アルコールの輸入価格（平成１８年通関統計実績）、副生アルコールの利用によって資材費用の削減が可能。
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により、農薬の系外流出防止技術に活用できるだけでな

く、ケイ酸肥料としての水稲の登熟歩合や食味の向上に

もつながります。さらに、二酸化炭素を固定炭素として

水田に還元することから、地球温暖化防止への寄与も期

待されます。（図１）。

試験区
資材散布量（ｇ／ｍ２）

ノビエ タマガヤツリ コナギ アゼナ類 キカシグサ イヌホタルイ ウリカワ
水稲への影響

（経時的に観察）除草剤 ガス化残渣

慣行区 １ ０ １００ １００ １００ １００ １００ １００ ９７ 微

半量＋ガス
化残渣区

０．５ ３０ １００ １００ １００ １００ １００ １００ ９３ 無

図１ バイオマスエネルギーの活用と環境保全型高付加価値米の生産システム

もみ殻ガス化技術に、開発した技術（右側赤点線内）を組み込むことで、環境負荷が極めて小さく、CO２削減に寄与する循環型
水田農業システムを構築できます。

図２ もみ殻ガス化残渣施用による田面水中の除草剤（左）及び殺菌剤（右）濃度の低下

もみ殻ガス化残渣を水田に施用すると田面水中の農薬の濃度を大幅に低下させることがわかりました。これにより、水稲用農薬の系外流出量を大幅に削
減することができます。

表１ もみ殻ガス化残渣施用による除草剤殺草効果の変動（除草剤処理後３５日目）

注１）除草剤としてシェリフ１kg 粒剤（プレチラクロ－ル、シハロホップブチル、イマゾスルフロン、ジメタメトリンの混合剤）を使用した。
注２）ガス化残渣（比表面積：２３５ｍ２／ｇ、粒径：１．２～２．５mm）は除草剤散布１日後に散布した。
注３）除草効果および薬害の程度は、調査時の地上部生育量より１０１点法（０：無処理区同等～１００：完全枯死）で表示した。
もみ殻ガス化残渣の施用は除草効果や水稲生育に悪影響を与えないことがわかりました。
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もみ殻ガス化残渣の特徴

もみ殻を燃料としたガス化残渣（炭化物）は、従来の

もみ殻成形炭（炭素分：５０％、ケイ酸（SiO２）分：４０％、

比表面積：１４０～１５０ｍ２／ｇ）に比べて炭素分が２０～２５％

と少なく、ケイ酸（SiO２）の割合が７０～７５％と高いこと、

更に、比表面積（１７０～２４０ｍ２／ｇ）が大きく、細孔直径

４０Å付近の細孔容量が大きいという特徴を有していま

す。特に、比表面積と細孔容量の分布は、農薬の吸着に

大きな影響を与えます。

水稲用除草剤の殺草効果と水稲生育に及ぼす影響

このような特徴を有したもみ殻ガス化残渣の粒子を

１．２～２．５mmに調整し、施用量を３０ｇ／ｍ２にして、除草

剤散布１日後に水田に施用した場合、除草剤の処理量を

半減しても、除草効果はほとんど低下せず、水稲の生育

にも悪影響を及ぼさないことが分かりました（表１）。

農薬の系外流出防止

この条件で、田面水中の除草剤濃度を大幅に低下（慣

行区の７０％減）させることができるとともに、除草剤に

続いて施用された茎葉処理型殺菌剤も吸着し、田面水に

落下した殺菌剤の濃度を大幅に低下（約４０％減）させま

した（図２）。これらの結果から、もみ殻ガス化残渣の

利用により農薬の水田系外流出を大幅に防止できること

が明らかになりました。

（有機化学物質研究領域 �木和広）

４．スズメノナスビを台木としてナス果実
中カドミウム濃度を低減

はじめに

平成１７年７月に開催された第２８回コーデックス委員会

（FAO/WHO合同食品規格委員会）総会において、野菜

のカドミウム濃度国際基準値が採択され、果菜類は０．０５

mg kg－１FW（新鮮物重）とされました。日本国内にお

いても食品中カドミウム濃度の基準値設定に向けた準備

が進められています。農林水産省の実態調査では、ナス

Solanum melongenaでは約７％が国際基準値を超過して

おり、カドミウム低減技術を早急に確立する必要があり

ます。

我が国のナス品種には、全国各地で形、大きさ、色あ

い、食感などが異なる地方色豊かな在来品種が多数存在

し、生食用、加工用など用途に応じて使い分けされてい

ます。また、ナス栽培の特徴の一つとして、土壌病害の

回避や生産性の向上などを目的に、接ぎ木栽培が広く普

及していることが上げられます。国内のナスの接ぎ木栽

培の普及率は６０％以上に達しており、一般的な技術とし

て定着しています。そこで、ナス用台木品種の中にカド

ミウム吸収を低く抑えることができる品種が存在すれ

ば、多様なナス品種のカドミウム吸収抑制対策に活用が

可能となると考えられます。

台木によるナス果実カドミウム濃度の違い

スズメノナスビ Solanum torvumを台木としてナス穂

木を接ぎ木した場合、土壌の種類（沖積土壌：褐色低地

土および灰色低地土、火山灰土壌：黒ボク土）、作型（６

月定植７～９月収穫、９月定植１０～５月収穫）、穂木の

種類（千両二号ほか３種類）によらず、自根栽培および

その他の台木（ヒラナス、台太郎、カレヘン、耐病ＶＦ、

ミート、アシスト）に接ぎ木した場合に比較して果実中

カドミウム濃度を約１／２～１／４のレベルに低減できました

（図１にはその一部の結果を示します）。スズメノナス

ビの市販台木品種はトルバム・ビガー（図２）、トナシ

ム、トレロがあり、いずれも同様のカドミウム濃度低減

効果を示します。

図１ ナスの果実カドミウム濃度に及ぼす台木の効果（ポット試験）

カドミウム汚染土壌を用いた夏作ポット試験では、土壌の違いによらず、果実カドミウム濃度が１／３以下に低減しました。
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スズメノナスビ台木のカドミウム吸収特性

スズメノナスビ台木に接ぎ木したナスの果実や穂木の

茎葉ではカドミウム以外の金属元素濃度にはヒラナスを

台木とした場合と比べて大きな違いはありません（表

１）。

カドミウムを添加した水耕栽培において、地上部（穂

木の茎葉、台木の茎）のカドミウム濃度はスズメノナス

ビ台木で低くなりますが、根の濃度には差がありません

でした（図３）。

また、自根植物の導管液で、スズメノナスビは台太郎

と比べてカドミウム以外の金属濃度には大きな違いはあ

りません（表２）。

これらのことから、スズメノナスビには根から地上部

へのカドミウムの移行を特異的に抑制する何らかの機能

が備わっていると考えられます。このことについては現

在研究を進めています。

台木利用によるナス果実カドミウム濃度の低減

国内のナス用台木調査（野菜・茶業試験場研究資料、

９、２００１）ではトルバム・ビガーは寒地・暖地によらず

広く使用されており、トルバム・ビガーの使用割合の少

ない県でもスズメノナスビのトナシムまたはトレロが多

く使用されていました。これらのことから、スズメノナ

スビを台木とした接ぎ木栽培でナスのカドミウム濃度を

低減することは全国的に普及可能と考えられます。

本研究の一部は、農林水産省委託プロジェクト研究「農

林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開

発」による成果です。

（土壌環境研究領域 荒尾知人）

５．土壌ＤＮＡによる土壌生物相解析マニ
ュアルの作成

はじめに

作物の生育、病害発生や温室効果ガス発生などの農業

生産に関わる諸現象と、微生物や線虫など土壌生物相と

の関連性を明らかにするためには、多くの土壌サンプル

についてその中の生物相の種構成などの情報を蓄積し、

相互に比較することが必要です。そのためには、各生物

群の群集構造（種構成や密度など）を分析するための標

準的な手法の開発が不可欠です。９０年代以降、DNA情

報に基づいて微生物群集の構造を分析する PCR－DGGE

法（PCR増幅－変性剤濃度勾配ゲル電気泳動法）が普

及しています。しかし、実験条件が研究者によって異な

台木 Cd Ca Cu Fe K Mg Mn Zn

果実濃度（mg kg－１FW）

ヒラナス ０．４６ａ １１２ａ ０．７７ａ ２．５ａ １６５５ａ １５１ａ １．８ａ ２．０ａ

トルバム・ビガー ０．１５ｂ １１８ａ ０．８７ａ ２．６ａ １６４１ａ １４６ａ １．９ａ ２．１ａ

トナシム ０．１６ｂ １２３ａ ０．８６ａ ２．７ａ １５６３ａ １３７ａ ２．０ａ ２．０ａ

茎葉濃度（mg kg－１DW）

ヒラナス ２１ａ １７７７３ａ １６ａ １５３ａ ２５５５２ａ ６７４２ａ ３００ａ １１９ａ

トルバム・ビガー ６．６ｂ １８５９９ａ ２７ｂ ２０７ａ ３１０９３ｂ ５３０３ａ ２９１ａ １３２ａ

トナシム ６．６ｂ １８４７４ａ ２６ａｂ ２２５ａ ２６１０９ａｂ ４７７０ａ ３４９ａ １２３ａ

Cd Ca Cu Fe K Mg Mn Zn

台太郎 ０．９５＊ ４０５ ０．５８ １．１ ４１０ １１１ １０ ６．２

トルバム・ビガー ０．２１＊ ３８５ ０．７２ １．７ ２８１ １２１ １１ ５．４

表１ 台木の異なるナス果実・茎葉の金属元素濃度

同じ英字（ａｂ）同志は１％レベルで有意差無し

図３ 台木の異なる接ぎ木苗のカドミウム濃度（水耕試験）
水耕液カドミウム濃度 ０．０９μmol L－１

地上部（穂木の茎葉、台木の茎）のカドミウム濃度はスズメノナス
ビ台木で低くなりますが、根の濃度には差がありませんでした。

図２ トルバム・ビガー

表２ 自根植物の導管液金属元素濃度mgL－１

＊１％レベルで有意差有り
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るため、サンプルを相互に比較するための情報の蓄積が

進んでいません。そこで、手法の共通化、標準化を図る

ことを目的とし、農耕地土壌の細菌、糸状菌、線虫各々

について土壌生物相解析法のマニュアル（図１）を作成

しました。

解析条件の標準化

解析条件の中で最も重要なプライマーセット（DNA

の増幅範囲を決める試薬のセット）の選択については、

糸状菌および細菌用セットの場合、サンプル土壌から抽

出した鋳型 DNAをいくつかのセットで PCR増幅し、

図１ PCR－DGGEによる土壌生物相解析マニュアルの概要

土壌または線虫から抽出したDNAをもとに、対象とする生物群のリボソームRNA遺伝子断片を PCRによって選択的に増幅します。得られた産物を
変性濃度勾配ゲル電気泳動（DGGE）にかけることで、土壌中の多様な生物種を個々のバンドとして検出することができます。

図２ プライマーセット（１）、（２）、（３）を用いたDGGEのバンドパターンによる
糸状菌群集の多様度。カラムの模様は土壌の種類を示す。より多様で再現
性が高いバンドパターンが得られることなどから（１）を選択。

図３ PCR－DGGEによる土壌生物相解析の例。各レーンには異なる土壌に由来するDNAを泳動し、それぞれの生物相をバンドパターンとして検出。
「Ｍ」はサンプル間の比較を行うためのマーカ。
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電気泳動して得られた DGGEバンドの数や、バンドパ

ターンに基づいて算出した群集の多様度をセット間で比

較するなどして検討しました（図２）。線虫用プライマー

の場合、電気泳動像の鮮明さなどを検討してあらかじめ

１つに絞りました。このような検討により、細菌、糸状

菌、線虫各々について最適のプライマーセットを選択し

ました。また、各々に適した PCR増幅条件や電気泳動

条件なども検討し、マニュアルに記載しました。さらに、

ゲル間のバンドパターンの相互比較を可能にするための

マーカ（既知の生物種の DNA断片のセットで、バンド

の位置の基準になる）も開発しました。このマーカは製

品化され既に市販されています。このようにして確立し

た標準的な手法により図３のような鮮明な DGGEバン

ドパターンが得られます。

おわりに

今後、本マニュアルに基づいて得られた相互に比較可

能な土壌生物相の DNA情報が蓄積されることにより、

農業生産活動において土壌生物が主因となる、あるいは

土壌生物が影響を及ぼす様々な現象と、土壌生物相との

関連がより明らかにされることが期待されます。現在当

研究所では、北海道から九州に至る全国の様々な栽培管

理条件下の農耕地の土壌、あるいはそれから抽出した

DNAを収集し、このマニュアルに基づいた解析で得た

DGGEバンドパターンを生物相の情報として蓄積、デー

タベース化し、土壌の理化学性や栽培管理条件とこれら

の情報との関係を解明する作業を進めています。

（生物生態機能研究領域 岡田浩明・森本 晶・

星野（高田）裕子）

６．イネなどの葉の表面から生分解性プラ
スチック分解菌を発見

はじめに

使用済みのプラスチックは、自然界で分解を受けにく

く、かさばるため、廃棄処理が問題になっています。プ

ラスチック廃棄物の量は、国内で約１千万ｔ（環境省

Ｈ１６）、そのうち農業用途のものは、年間１８万ｔ程度（農

林水産省 Ｈ１７）あります。全体の半量が再生処理され

ていますが、原油価格の高騰により、最近、適切な回収・

処理が難しい状況になっています。廃棄物削減と地球温

暖化防止のために、５年程前から政府やプラスチック産

業界により、生分解性プラスチック（生プラ）の導入が

図られてきました。生プラが分解しやすいという特徴を

生かして、ゴミ袋、ワンウェイ食器、食品包装材料など

に用いると、コンポスト化前に分別をする手間を省くこ

とができます。また、農林水産・土木資材（たとえば、

マルチフィルム、育苗ポット、杭、シート、紐、土嚢、

袋、テープ）など自然環境下で用いた後で回収が困難な

物にも生プラを用いる利点が大きくなります。生プラ製

品には、使用中は壊れない強度を保ち、使用後には速や

かに分解することが求められます。しかし、生プラの分

解は温度と湿度に依存するため、分解制御は難しく、分

解が容易な農業用生プラマルチフィルムでも、栽培過程

で必要な強度を保つように製造すると、春の作付け時に

残存している場合があります。したがって、生プラの普

及促進のためには、生プラの化学構造を改変するだけで

なく、簡便で確実な分解技術が必要となります。

生プラ分解菌はどこにいるか？

生プラ分解制御には、分解能力が高い菌を手に入れる

必要があります。生プラ分解菌の分離は、乳化状の生プ

ラを混ぜた培地上で、乳化生プラを分解して透明な領域

を作る菌を選び出し、これらが膜状やチップ状をした固

体生プラを分解するか調べることから始まります（図

１）。今まで多くの研究者が土壌中から分解菌の分離を

試みてきましたが、固体生プラ分解活性を示す菌の分離

効率は、乳化生プラを分解する菌の１－２％と非常に低い

レベルです。

マルチフィルムなどで良く用いられる生プラは、ポリ

ブチレンサクシネート（PBS）やポリブチレンサクシネー

トアジピン酸（PBSA）など、ジオールとジカルボン酸

の重縮合によって得られる、常温で固体のエステル化合

物です。一方、植物の表面を覆うクチクラ層はクチンで

構成されていいますが、クチンは、常温で固体の長鎖脂

肪酸エステル化合物で、生プラと構造がよく似ています。

植物病原菌のクチン分解酵素（クチナーゼ）は古くから

図１ 自然界から生プラ分解菌を分離する方法
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知られています。しかし、植物の葉の表面には、植物病

原菌だけでなく、植物の健康を維持する葉面常在菌も棲

息しています。葉面常在菌は、風雨があっても数が変わ

らないほど強く葉に付着していることから、筆者らは、

常在菌には葉の表層のクチンを分解する能力が備わって

いるのではないか、それならば、生プラも分解するかも

しれないと考えました。常在菌であれば、農業環境中に

散布しても安全性が高いと考えられます。

植物常在菌の中に生プラ分解菌がいる

農業環境技術研究所で採集したイネの葉から生プラ分

解菌の分離を試みたところ、乳化状の生プラを分解する

微生物（酵母株）が分離され、いずれの株も固体状の PBS

や PBSAフィルムを分解しました（図２）。国内各所で

栽培されたイネ種子（農業生物資源研究所ジーンバンク

由来）１１品種のうち８品種から乳化した生プラを分解す

る菌が分離され、このうち７株は PBSや PBSAフィル

ムを分解し、土壌細菌に比べて効率よく、固体の生プラ

を分解する株を分離することができました。イネ葉およ

び種子から分離した分解菌は、全て酵母 Pseudozyma

antarcticaと同定されました。Pseudozyma属酵母は、植

物からよく分離される植物表面常在菌です。また、カリフ

ラワーやアブラガヤから分離された各種の Pseudozyma

属酵母株（理化学研究所バイオリソースセンター由来）

のうち、４割が PBSAおよび PBSフィルムを分解しま

した。

葉面棲息酵母は、各種の生プラを分解する

PBS、PBSA、ポリカプロラクトン（PCL）などは、

軟質系プラスチックに分類され、常温で酵素的に分解さ

れますが、育苗ポットなどに用いられるポリ乳酸（PLA）

は、常温では生分解されず、６０℃程度の高温・高湿度下

で物理的に低分子化された後、はじめて生分解を受ける

ようになります。筆者らがイネから分離した P. antarctica

の生プラ分解基質特異性を調べたところ、常温下で固体

の PCLを分解し、時間はかかりますが PLAも分解しま

した（図２）。

P. antarcticaは新規の生プラ分解酵素を生産する

P. antarcticaから生プラ分解活性を示す単一の酵素を

精製し、同定したところ、今までに報告がない新しい酵

素であることが明らかになりました。精製した酵素は、

PBS、PBSA、PCL、PLA各々を分解する広い生プラ分

解基質特異性を持っていました（図３）。

このように、植物表面から多様な生プラを強力に分解

する微生物を簡単かつ高頻度に分離できるようになった

ため、今後はこれらの微生物や酵素を用いて、あたらし

い生プラ分解制御技術を開発する予定です。

＊本研究は、（独）産総研、筑波大学との共同で行ったも

のです。

（生物生態機能研究領域 北本宏子）

７．水稲の温暖化影響評価のための「モデ
ル結合型作物気象データベース」

温暖化はコメ生産に影響するのか？

地球温暖化の進行が、コメの生産性や品質に大きな影

響を及ぼすことが懸念されています。温暖化や異常気象

にともなうコメの生産変動を正確に予測し、将来の収量

低下のリスクを評価するためには、近年の気候変動が実

際のコメ生産に及ぼしている影響や要因を総合的に解析

する必要があります。そこで、私たちは日本各地の水稲

生産の変動要因を調べる目的で、アメダス地点ならびに

気象官署における気象データに物理環境モデルと生育モ

図３ イネから分離した P. antarcticaから抽出した分解酵素による各種
の生プラ（乳化状）分解活性

図２ イネから分離した P. antarcticaによる各種の生プラ製フィルム分
解活性
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デルを組み合わせた、「モデル結合型作物気象データベー

ス」を開発しました。

データベースの構造

データベースには、全国のアメダス地点（約８５０地点）

における１９８０年以降（地域によっては１９７６年以降）の日

別気象データが収納されています。アメダスでは気温、

風速、降水量、日照時間の４つの基本要素のみが測定さ

れていますが、これに加えて各アメダス地点における、

日射量と湿度の推定値と、蒸散要求量の計算値も収納し

ました。後者はいずれも作物生産に重要な影響を与える

要素です。ここで日射量は日照時間を用いた実験式より、

湿度については近隣の気象官署のデータを利用して推定

されています。また気象データの収納された各地点にお

ける、地力保全基本調査による土壌データ（日本土壌協

会）も付加しました（図１）。

データベースには「物理環境モデル」と「生育モデル」

が組み込まれており、水稲の生育期間における水田水温

（日別）の推移、稔実や登熟に影響を及ぼす出穂・開花

期における穂温（時別）、主要品種の生育ステージや LAI

（葉面積指数）などの評価が可能です（図１）。これら

のモデルは、実測データに基づく詳細な検証がすでにな

されています。

データベースの利用法

データベース上のメニュー画面、もしくは Google

Earthの地図上から、任意のアメダスもしくは気象官署

地点を選ぶことによって、気象データを容易に取り出す

ことができます（図２）。また選択した地点を対象とし

て、特定品種に対する出穂日や生育状況、出穂日におけ

る穂温、葉温などの日変化を気象データから推定するこ

とができます（図３）。本データベースは Excel上で動

図１ 「モデル結合型作物気象データベース」の
構造

赤枠で囲んだ中央部分（黄色）がデータベース本
体に該当し、アメダス全地点（約８５０地点）にお
ける日別気象データが収納されています。各地点
における日射量と湿度は、日照時間や近隣の気象
官署（全国に約１５０地点）のデータを利用して推
定されています。

図２ 気象データの表示例 （Google Earth の地図上からの選択）

データベース上のメニュー画面もしくはGoogle Earth の地図上から、任意のアメダス地点を選ぶことによって、日本各地の日別の気象データを容易に
取り出すことができます。
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作するようになっていますが、日別気象データに関して

は、テキスト形式で取り出すこともできます。

データベースの活用法

本データベースを既存の作物データベースや栽培試験

データと組み合わせることによって、近年の温暖化傾向

や気象変動が水稲に及ぼしている影響を解明する上で必

要なデータセットを、きわめて容易に作成することがで

きます。そして、これらデータを解析することによって、

水稲生産の将来予測や収量低下のリスク評価、温暖化や

気候変動に対する適応技術の開発などに大きく貢献する

ことが期待されます。

現在、本データベースのWeb公開版の準備を進めて

おり、平成２１年３月までには公開できる予定です。また、

DVD版についても同時に配布を予定していますので下

記にお問い合わせください。

問い合わせ先：〒３０５－８６０４ つくば市観音台３－１－３

（独）農業環境技術研究所

広報情報室（広報グループ）：電話・FAX：０２９－８３８－８１９１

（大気環境研究領域 桑形恒男・吉本真由美・

石郷岡康史・長谷川利拡）

８．温室効果ガス３成分自動同時分析シス
テムの開発

農地からの温室効果ガスの発生

京都議定書において我が国は、２００８年から２０１２年まで

の第一約束期間の５年間で６種類の温室効果ガスに対し

て１９９０年当時の排出量の６％削減が求められています。

温室効果の大きい温室効果ガス、二酸化炭素（CO２）、

メタン（CH４）、亜酸化窒素（N２O）の濃度は、現在でも

上昇の一途であり、排出量削減対策は正念場を迎えてい

ます。農業生産活動の基幹である作物は光合成によって、

生長し、水と CO２（大気中濃度約３８０ppm）から酸素と

炭水化物を生み出しており、農業は CO２の吸収源として

の機能があります。しかし夜間は作物と土壌微生物の呼

吸によって農耕地は CO２を発生します。さらに、CH４は

大気中濃度が約１．８ppmですが、CO２を１とした場合の

温暖化影響力（GWP）は２３で、CO２に換算した大気中濃

度は４０ppm程度です。人による CH４の最大の発生源は水

田です。CH４生成菌である嫌気性細菌は、湿地を好み、

水田では、土壌中の炭素を分解して、CH４が多量に発生

します。暑夏の水田は、水稲の光合成も最盛期で、CO２

を大量に吸収しますが、CH４発生によるプラスの温室効

果は、CO２の吸収によるマイナスの効果を上回るため、

その差し引きで、GWPはプラス（つまり、地球が暖ま

る）になります。一方、畑土壌は好気的環境であり、CH４

の発生は少ないか、逆にわずかに吸収しますが、N２Oが

発生します。N２Oは大気中濃度が０．３ppmと極めて微量

ですが、GWPは約３００と極めて高く、CO２に換算した大

気中濃度は９０ppmとなります。この N２Oはアンモニア

態（尿素肥料など）や硝酸態窒素の微生物分解によって

発生します。

従来の測定方法

このように、農業活動にともなう温暖化影響は、CH４、

CO２、N２Oの３成分の効果の差し引きで評価する必要が

図３ データベース上での計算例

任意の観測地点を選択し、特定品種に対する出
穂日や生育状況を生育モデルによって予測する
ことができます（上の表）。出穂日における穂
温、葉温などの日変化は、物理環境モデルによ
って推定することができます（下の表、グラフ
は穂温の計算例）。
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あります。温室効果ガス３成分の発生量をそれぞれ単独

で計測するには、１地点あたり３回のガス試料採取が必

要です。データの信頼性のために、同じ肥培処理条件で

複数（通常３回）の繰り返し（反復）計測を行います。

温室効果ガスの発生には互いに関係があるので、成分を

同時に計らなければなりません。このため、最低でも、

一度に９試料を測定します。さらに、たとえば、化成肥

料、鶏糞堆肥、豚糞堆肥の３種の肥料を比較するには、

合計で３ガス×３反復×３条件＝２７試料の計測を要しま

す。分析には、１試料１成分あたり５分以上の計測時間

を要するので、３成分合計で、４０５分、すなわち６．７５時

間が必要です。さらにこれまでは、人の手で試料を注入

して計測していましたので、こうしたことが制約となっ

て、温室効果ガス発生量の評価データ収集には、多くの

労力と時間を要してきました。

新たな自動同時分析システム

そこで、これらのガスの計測効率を上げるために、温

室効果ガス３成分を同時かつ自動で計測できる分析シス

テムを開発しました。気体物質を分離・検出する装置（ガ

スクロマトグラフ）を２台組み合わせ、分離・検出に関

していくつかの新たな改良を加えて、同時・自動で計測

することを可能にしました。

図は装置流路図、写真はシステムの外観です。具体的

には、３成分同時分析のために、２つの改良をしていま

す。１つはガスの分離、もう１つはキャリアガスです。

前者は、３段階のガス分離の第２段目に分離能の極めて

高い充填剤を採用することで、これまで困難とされた

CH４、CO２と N２Oの完全分離を実現しました。後者につ

いては、CO２のキャリアガスにはヘリウム、N２Oにはア

ルゴン（５％CH４混合）ガスが必要でした。本システム

では、ヘリウムに窒素と CH４の混合ガスを ECD検出器

内で添加することで、低コストで従来法と同等の検出感

度を可能にしました。１回のガス試料注入で３成分を同

時に計測できるので、３成分測定値の注入量による誤差

が生じないこともメリットの１つです。

自動分析については、既存のヘッドスペース型自動試

図 温室効果ガス３成分自動同時分析計概念図

写真 温室効果ガス３成分自動同時分析計

Ｉ．主な研究トピック １３



料注入器を、高精度ガスタイトシリンジ（２ml）を装

着した自動注入器に改造しました。結果として、シリン

ジ針を高気密性のブチルゴム栓に貫通させるために、円

錐形のガイドラインを新たに製作しました。また、最大

４０試料を、１試料あたり１０分で自動分析できます。なお、

写真では特定メーカーの検出器およびガスクロマトグラ

フを使用していますが、他社の製品についても利用可能

です。

おわりに

このように、温室効果の削減の試験研究には、本装置

を用いることが極めて効果的です。本分析計の普及によ

り、温室効果ガス計測頻度と精度が大幅に向上し、温室

効果ガス削減へ対策への大きな貢献が期待されます。本

発明は、２００６年１０月に特許公開されました。

（物質循環研究領域 須藤重人）

９．広域的な栽培暦情報を集積・共有する
ためのＷｅｂデータベース

はじめに

栽培暦は、農作物の生育を栽培法などとともに時間を

追って記録したもので、新しい栽培技術の普及や産地形

成のための働きかけの手段として、栽培試験結果のとり

まとめとして、また、地域研究の一環としてなど、様々

な目的で作成されてきました。これは、見方を変えれば、

その場所で作物が実際に生長した、あるいは、しうるこ

とを示しており、農業活動のファクトデータ（実践記録

データ）といえます。したがって、これを有効活用すれ

ば、リモートセンシング画像などの解釈を助けたり、気

象データと組み合わせて作物成長モデルを高度化するう

えで大変役立ちます。

ところが、栽培暦はそれぞれの目的にあうように多様

な書式で記載され、それぞれの使命を終えた後は、保存

にも特段の配慮がされてこなかったので、収集や再利用

には多大な労力が必要でした。そこで、インターネット

技術を利用して、栽培暦を広く収集・保存し、利用しや

すい形で提供するデータベースを構築しました。

多様な栽培暦とその数値化

作成する目的や、対象とする作物が多様であるため、

栽培暦の記載方法や記載内容はきわめて多様です。この

ような栽培暦をデータベース化するために、このデータ

ベースでは、栽培暦を、作物名や年次などを記載した「概

要」、記載事項や書式などを定めた「数値化規約」、およ

びそれに基づいて記される「数値化された暦」の３つの

テーブルに分離して、保存します（図１）。この保存方

式をとると、様々な書式の栽培暦を統一的に記録するこ

とが可能となり、しかも栽培暦の本体は単純な数値の表

とすることができます。したがって、同一書式の栽培暦

同士は、直接的に内容を数値として比較することができ、

異なる書式であっても、比較的単純な数値処理を介在さ

せることにより、対応する栽培暦の要素を比較すること

ができます。栽培暦データベースには、この他に、暦が

対象とする領域の輪郭や現地の写真なども保存すること

ができます。

栽培暦の集積と共有

栽培暦は、数多く収集され様々な人に利用されて初め

て新たな価値を生みます。そこで、この栽培暦データベー

スは、インターネット上に構築して広く一般に公開する

ことにしました（図２）。利用者は、http://dccw.dc.affrc.go.jp

にアクセスすることで、登録などの手続きなしに公開さ

れている栽培暦の検索や取得をすることができます。

そして、広く栽培暦を収集するため、栽培暦の共有に

賛同する研究者や研究機関自らが、所有する栽培暦を登

録できるよう、登録作業もインターネット上から実行で

きようにしました。研究者や研究機関にとっても、デー

タベースに登録することは貴重な栽培暦を散逸すること

なく保持できるとともに、広く社会に還元することにつ

ながります。

このようなオープンなデータの利用のほかに、この

データベースには、特定の栽培暦を特定の利用者に限定

して公開する機能があります。この機能を利用すると、

研究遂行上の理由などから、将来的には公開可能ながら

現時点では一般公開できない栽培暦を所有する研究グ

ループが、大切な栽培暦をグループ内に限定して共有で

き、効率的に研究を推進することができます。そして、

研究終了後はそれを全世界で有効に再利用することがで

きます。

栽培暦データベースの利用例

MODISや AMSR－Eなどのように、観測頻度が高い

衛星センサーで水田を観測し、植生を示す指数や、濡れ

た地表面に反応する指数を計算して観測時刻順に重ね合

わせると、水稲におけるこれら指数の季節変化を観測す

ることができます。栽培暦データベースから中国黒竜江
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省の栽培暦をダウンロードし、これと比較しました（図

３）。

すると、AMSR－E画像から計算される NDPI３６とよば

れる指数の示す特徴的な変化が、移植時期と収穫時期に

対応していることがわかりました。これを利用すると、こ

れまで衛星画像では困難とされていた水稲の移植や収穫

時期の把握が衛星画像で可能となることが期待されます。

（生態系計測研究領域 大野宏之＊・石塚直樹・

坂本利弘）

（＊現農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研
究センター 農業気象災害研究チーム）

図１ 栽培暦の記録方式の模式図

２００３年に調査された香川県香川地域の水稲の栽培暦を例に、データベー
スが栽培暦を記録する方法を示しました。栽培暦は、「概要」、「数値化
規約」、「数値化された暦」の３つのテーブルに分割して記録されます。

図２ 栽培暦データベースの画面

栽培暦データはインターネット上に公開され、Webブラウザから利用
することができます（上段）。キーワード（作物名など）や地理範囲を
指定して検索すると、条件に合致した栽培暦が対象範囲の地図とともに
リストアップされます（下段）。検索結果は、表示だけでなくダウンロー
ドすることもできます。

図３ 中国黒竜江省の水田（北緯４６．９４度、東経１３０．２８度）における衛星データから導出された指数と栽培暦の重ね合せ

２００５～２００７年の毎日の衛星データを処理し、平均的な季節変化を計算して栽培暦と重ねて示しました。MODIS 画像から計算された植生に反応する指数
（NDVI）、濡れた地表面に反応する指数（LSWI）は水稲栽培の季節変化を表わしています。またAMSR－E画像から計算されるNDPI３６指数も水分条
件に反応し、移植の時期に顕著に増加した後低い値となり、収穫期より再び増加を示しています。
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１０．谷津田が植物の多様性を高めるしくみ
を解明 －水田周辺の草刈りがさまざま
な植物を保全－

はじめに

農村地域にはかつて肥料源や飼料を採取する場とし

て、ススキを主体とする多様な草原性植物から構成され

る定期的に草が刈られる半自然草地が広く見られまし

た。このような半自然草地は、生活・生産様式の変化に

より著しく減少しました。その結果、生物多様性国家戦

略が指摘するように今日、多くの草原性の動植物が絶滅

の危機に瀕しています。ススキを主体とした植物群落は、

現在でも畑の放棄地や造成跡地に多く見られますが、そ

こには草原性の動植物がいないと言われています。一方、

谷津田（台地や丘陵に囲まれた谷底にある水田）周辺で

は、水田を取り囲む斜面林の下部で田面が日陰になるの

を防ぐために定期的に草刈りが行われる場所（「裾刈り

草地」と呼ぶ）があり、ススキを主体とした草地が形成

されています。そこで、裾刈り草地における植物の多様

性を、造成跡地や過去に調査された半自然草地と比較し、

谷津田が植物の多様性を高めるしくみの解明を試みまし

た。

植生データの解析

茨城県南部（筑波・稲敷台地）の谷津田周囲の裾刈り

草地（図１）、台地上の放棄畑、宅地開発地や土砂採取

地などの造成地、アカマツ林の林床（過去の採草地跡で

現在も下草刈りが行われている場所）を対象に、ススキ

が優占する場所を選んで植物社会学的手法による植生調

査を実施し、各地点に生育する全ての植物種について被

度と群度と草高を記載しました（合計６６地点）。調査資

料を多変量解析により分類した結果、谷津型（Ｃ１：主

に谷津田の裾刈り草地を中心としたタイプ）、松林型

（Ｃ２：主にアカマツ林の林床タイプ）、平地型（Ｃ３：

その他の台地上の耕作放棄地や造成地のタイプ）に区分

できました（表１）。

各タイプにおける植物群落の種組成（各地点の全出現

種と種ごとの被度の組み合わせ）を、多変量解析の序列

化手法により比較しました。また、採草地において肥料

や飼料が採取されていた時代と比べるため、関東平野の

草地についての過去の植生調査のデータ（１９７０～１９８０年

代の採草地跡地のデータ）との比較も行いました。その

結果、谷津型（Ｃ１）と松林型（Ｃ２）では、ワレモコウ

など在来の多年生草本植物の多様性を示す値が高く、過

去に調査された草地での多様性の値と同程度だったのに

対し、平地型（Ｃ３）ではその値が低いことが明らかに

なりました（図２）。また、松林型では木本種が多いた

めに多様性が高いのに対し、谷津田の裾刈り草地では、

過去の半自然草地と同様に、秋の七草の一つであるフジ

バカマをはじめとする希少植物が多く見られるために多

様性が高いことが示されました。これらのことから、谷

津田での農作業の一つとして定期的に行われる隣接斜面

の草刈りが植物の多様性を維持していることが明らかに

図１ 谷津田周囲の裾刈り草地－茨城県阿見町

図２ 現存と過去の草地の植生比較（DCA）

図３ RuLIS により推定した谷津田と斜面林の境界長の変化
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なりました。

RuLIS による刈取り草地の変化

谷津田は森林に囲まれて耕作条件が厳しいため、近年、

耕作放棄田の増加が危惧されています。そこで、農環研

で開発中の調査・情報システム RuLIS※を用いて国土地

理院が作成している国土数値情報の土地利用データ（国

土全体を一辺約１kmのメッシュに区分し、各メッシュ

内の土地利用別面積を数値化したもの）から、関東地方

東部の台地地域（千葉～茨城県）の谷津田について、水

田と森林とが接している長さを推定し、その変化を比較

しました（図３）。その結果、１９７６年から１９９７年までの

間に、水田と森林が隣接した部分を多く含むメッシュの

数が顕著に減少していることが明らかになりました。こ

のことは、谷津田周辺で植物の多様性を維持している草

刈りが行われうる場所が減少したことを示しています。

おわりに

谷津田における植物群落の多様性の保全には、谷津田

での耕作の継続によって水田と森林とが隣接する場所を

維持すること、そして水田耕作にともなう作業として周

辺の定期的な草刈りを適切に実施することが重要である

ことが明らかになりました。

（生物多様性研究領域 楠本良延・山本勝利）

※ 楠本ら（２００５）：生物多様性保全のための景観・植生調
査解析システム．農業環境研究成果情報、第２３集、３２－３３

１１．地球温暖化が水稲栽培におよぼす影響
を研究する －２００７年夏の記録的猛暑で
の水稲不稔率の考察から－

２００７年の夏季異常高温下での水稲の稔実は？

今後予想される地球温暖化は水稲の生育、収量・品質

に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。特に、

開花期頃の異常高温は、たとえ短時間でも受精の失敗を

通じて子実収量を激減させます。これまで多くの室内実

験から、水稲の開花時の温度が３５℃を超えると、受精障

害により不稔籾（もみ）が多発することが知られていま

すが、実際の水田における発生実態については十分調査

されてきませんでした。

昨年（２００７年）８月、関東・東海地域は、熊谷、多治

見で観測史上最高の４０．９℃を記録するなど、広い範囲で

異常高温に見舞われました。こうした異常高温は、これ

まで顕在化していなかった高温不稔を誘発しうる温度域

であり、被害発生が懸念されるとともに、温暖化が水稲

に及ぼす影響を検証するためにも、実態解明が望まれま

した。そこで、農業環境技術研究所（農環研）と農業・

食品産業技術総合研究機構作物研究所（作物研）は、群

馬県、埼玉県、茨城県、岐阜県、愛知県の５県で、７月

下旬から８月下旬までに出穂した１３２水田を対象に不稔

発生を調査し、被害実態の解明を試みました。

高温の影響とみられる不稔を現場で確認

調査水田における気温を、近隣の気象官署、AMeDAS

観測地点の気象データから調べたところ、出穂・開花日

頃の最高気温が３５℃を越えた水田は４割以上を占めまし

た。不稔率は、通常の条件では５％程度のところ、１０％

を越えた水田が全体の２割程度認められました（図１）。

農環研内の実験水田で、さまざまな時期に出穂・開花

した試験区を対象に不稔率を調査したところ、比較的気

温が低かった８月１０日以前、および８月２０日に開花した

区では、不稔率が１０％以下であったのに対し、最高気温

３８．６℃の猛暑を観測した８月１６日頃に開花した区では、

２０％を超える不稔率を記録しました（図２）。ただし、

猛暑日頃に開花した区でも、窒素施肥量や品種によって、

不稔率には１０～２３％と極めて大きな違いが認められまし

た。このことは、施肥や品種によって、影響を緩和でき

現在の草本群落の分類
（群落タイプ）

調査地点数（立地別） 毎年の
草刈り

出現種数（生活形別） 帰化植物
被覆率％

主な指標種（識別種を含む）
合計 谷津 平地 松林 合計 一年 多年 木本

Ｃ１（谷津型） ２３ ２０ ３ － 有り ４５．８ ９．０ ２６．７ ９．９ ７．１
ワレモコウ、アズマネザサ、ヤマノイモ
キツネノマゴ、アキカラマツ、チガヤ
ヤマハッカ

Ｃ２（松林型） ２０ ２ ３ １５ 有り ５１．３ ４．７ ２７．６ １８．９ １０．９
ワレモコウ、アズマネザサ、シラヤマギク
ヤマノイモ、アカマツ、サルトリイバラ
トダシバ、アキノキリンソウ

Ｃ３（平地型） ２３ － ２３ － 無し １９．５ ７．１ ９．９ ２．４ ２３．０
アキノエノコログサ、メリケンカルカヤ
セイヨウタンポポ、メマツヨイグサ
ヒメムカシヨモギ、メドハギ

過去の半自然草地
（1970～1980年代） Ｐ １９ － － － 有り ３１．２ ０．７ １３．５ １７．０ ０．１

ワレモコウ、アズマネザサ、ミツバツチグリ
アキカラマツ、ツリガネニンジン、エビヅル

表１ 筑波・稲敷台地における草地の類型化と、その特徴
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る可能性を示すものです。

５県の調査地点の中から同じ品種の不稔率のみを取り

上げると、出穂・開花時期の温度が高くなるほど不稔率

は増加する傾向にありましたが、気温が３８℃に及んだ場

合でも、不稔率が高くない地点もありました（図３）。

また、これまでの室内実験では、開花期の温度が３５℃以

上になると不稔率が温度とともにほぼ直線的に増加し、

４０℃以上になるとほぼすべての籾が不稔になることが示

されていましたが、昨夏に水田で観察された不稔率は、

こうした室内実験の温度反応から推定される値よりも小

さい傾向にありました（図１、３）。

室内実験と実際の水田との違い

２００７年の高温下の不稔率が、最高気温から予測される

不稔率を下回った要因の一つとして、感受器官である穂

の温度が気温とは異なった可能性が考えられます。そこ

で、これまでに開発した穂温推定モデルを用いて、８月

中旬の関東・東海地域における穂温を推定したところ、

水稲の開花時間帯（午前１０～１２時頃）の穂温の地域分布

は、日最高気温の分布と必ずしも一致しないことがわか

りました（図４）。これは、開花時間帯の気温が日最高

気温より低かったことに加え、穂温には気温だけでなく

日射、風速、湿度といった気象要素も関連するからです。

さらに、穂温と不稔率との相関は、日最高気温と不稔率

との相関よりも高い傾向にありました。これらが最高気

温が高かった割に不稔の発生が少なかったことに関係し

ていると考えられます。さらに、地域全体では出穂・開

花の時期に高温に遭遇した水稲が少なかったこともあ

り、作況に影響するような大きな被害は認められません

でした。

高温不稔の発生予測と回避技術の開発にむけて

これまで、将来の温暖化影響は、気温の変化を基に予

測されてきましたが、本調査結果から、気温の変化だけ

では影響を正確に評価することができないことがわかり

ました。また、２００７年の関東・東海地域の事例では、気

温が高くても穂温は必ずしも高くないと推定されました

が、多湿や微風条件では、気温以上に穂温が高くなるこ

ともあり得ます。したがって、今後、さまざまな条件で

穂温を推定し、不稔発生リスクを評価する予定です。ま

た、品種や施肥といった管理条件が不稔発生に影響する

図１ 調査水田における出穂・開花時期（５日間）の最高気温と不稔籾割合の頻度分布（関東・東海地域をあわせて表示）

図２ 農環研実験水田における最高気温と開花日ごとにみたイネの不稔
籾の割合

図３ 出穂・開花時期の最高気温と不稔籾割合の関係（図１の調査水田
のうちで、広域に栽培されていた品種の一例。異なるシンボルは
調査対象市町村の違いを示す）
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ことがわかり、栽培手法によって高温による被害を軽減

できる可能性も出てきました。これらのメカニズムを解

明することによって、高温障害軽減技術の開発に役立て

たいと考えています。

圃場選定や試料採取の調査にご協力いただいた群馬県

農業技術センター、埼玉県農林総合研究センター、茨城

県農業総合センター、愛知県農業総合試験場、岐阜県農

業技術センター、岐阜県農業技術センター東濃地域土岐

農業改良普及センターの関係各位に厚く御礼申しあげま

す。また、緊急調査にも関わらず、約７０万籾の稔実調査

とデータ解析に協力いただいた農環研と作物研の職員諸

氏に謝意を表します。

（大気環境研究領域 長谷川利拡・吉本真由美・

桑形恒男・石郷岡康史

農研機構・作物研究所 稲収量性チーム 近藤始彦・

石丸 努）

図４ ２００７年８月１６日の最高気温の分布（左）と穂温推定モデルによる同日午前１０～１２時（開花時間帯）の推定穂温の分布（右）
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