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は じ め に 

 
 人間活動が依拠する地球システムは、空間と時間の広大なスケールの中で太陽エネルギ

ーによってもたらされる生物学的、地質学的、化学的循環の複合的相互作用を中核とする

極めて頑強なシステムであり、自己修復的でした。しかし、豊かさへの欲望と人口の増大

により、人間活動は許容量を超えて拡大し、地球システムの危機が叫ばれるようになりま

した。J．ヒールのいうように「修復費無料・家賃無料の時代」は終わりを告げたようです。  

 人間の利益のためにたくさんの動植物種を制御することを本質とする農業も、地球シス

テムの自己修復性を脅かすことについて、例外ではありません。謎に満ちたイースター島

の文明の崩壊は生態系への過剰な圧力によるものであるといわれています。許容量を超え

た人口の増大は、陸鳥や海鳥の捕獲により絶滅、内海の漁業資源の捕りつくしをもたらし、

島を覆っていた椰子の森は農業によって破壊され、土壌侵食が進み、その結果、人口扶養

力が失われた、というのです。 

イースター島の悲劇は今日の私たちの社会とは異なる社会で起きたことだからといっ

て見過ごすことはできません。私たちの社会でも食料生産は本質的な問題であり、農業に

よる生態系への圧力は今日でも起きていることです。 

周知のように私たちの研究所は、農業生産の対象となる生物の生育環境の保全および改

善に関する技術の向上に寄与することを目的としています。この目的を果たすために、私

たちは、第一期中期目標期間に、１）農業生態系の持つ自然循環機能に基づいた食料と環

境の安全性の確保、２）地球規模での環境変化と農業生態系との相互作用の解明、３）生

態学、環境科学研究に関わる基礎・基盤、に関する研究を重点的に推進することを第一期

中期計画に掲げています。平成 17 年度は第一期中期計画を達成する最終年度でした。 
私たちは、これまで毎年度、成果情報をとりまとめ、刊行してきました。それと並行し

て、第一期中期計画に掲げた研究課題の成果を、専門家のみならず、広く国民に報告する

ことも重要であると考え、２年ごとに研究成果報告会を開いてきました。このような観点

から、また、第一期中期計画が完了したことでもあることから、この資料には過去５年間

における研究成果の中から主要な成果をいくつか取り上げ、取りまとめています。 
 科学には、知識を深める科学（科学のための科学）と、社会が直面する課題を理解し解

決策を提示する科学（政策のための科学）の２つがあります。地球システムの危機の度合

いが高まりつつある 21 世紀の今日、これら２つの科学の発展が望まれる状況にあり、私

たちの研究所は社会に対する責務としてこの両者に寄与することを志向しています。これ

を遂行するためには、広い意味での生態系への農業による過剰な圧力を回避・除去する知

識の創造が必要であり、それには、ギボンズらが提示するように、農業環境に関わる専門

領域を基礎とした知識生産を行うと同時に、多数の専門領域からの分野横断的な参画で行

われる知識生産を行うことが必要不可欠であると考えています。 
 本書が、「離見の見」をわれわれ自身に与える、そして、読者諸賢からの忌憚のない批判

を得る機会となり、それらを通じて研究の更なる深化が図られるとともに、本書が皆様に

とって有意義な情報になることを願っています。 
 

２００６年９月２８日 

   独立行政法人 農業環境技術研究所 理事長 
 佐藤 洋平 



農業が変えた地球の環境－環境史の視点から 

 
北海道大学公共政策大学院特任教授 

石 弘之 

 
人間が今日の高度な文明を築く礎となったのは、1 万 1000 年前の植物栽培と家畜飼養

の開始である。この「農業革命」がなかったならば、人間の歴史はまったく変わったもの

になっていただろう。だが、農業によって地球の環境はまったく違ったものに変えられて

しまった。 
私は地球の生態系を「自然生態系」「半自然生態系」「人工生態系」と、３つに分けて考

えている。「自然生態系」は人間による撹乱の程度の低い生態系であり、一度撹乱されなが

らも二次的に復活してきた生態系もこれに入れる。「半自然生態系」は、人間の利用によっ

て大きく改変された自然である。一次産業の大部分はここで行われている。 

「人工生態系」は、人間の利用のために人工化された空間であり、都市部、工場地帯、

港湾地域、道路などである。自然から切り離されえて人工構造物によって覆われた土地で

ある。 
現状をみると、「自然生態系」に全面的に依存して生活しているのは、狩猟採集だけで

暮らす先住民で、彼らの分布はアフリカ、インド、オーストラリア、北極圏、南米のごく

一部に限られている。おそらく世界で 10 万人もいないと推定され、今世紀前半には彼ら

の大部分が姿を消すことになるだろう。 
私たちの生存は、「半自然生態系」に全面的に依存しており、農業と畜産業は粗放な焼

き畑農業と放牧を除いて、95％までがここで行われている。林業は生産量からみて 8 割が

「自然生態系」、2 割が造植林という「半自然生態系」、水産業は 6 割が「自然生態系」、4
割が養殖による「半自然生態系」ということになる。 

つまり、林業は天然の樹木を切り倒し、漁業は野生の水生動物を捕獲することで成り立

つ。旧石器時代の狩猟採集を、かなりの部分引きずっている。問題は、生態系の機能も生

産量も 1 万年前とまったく変わらないのに、人間側が生態系を改変し、そこから収奪する

技術ばかりが異様に肥大化してしまったことにある。 
農業は大面積に単一植物を栽培して、自然生態系を「歪める」形で余剰生産を産み出し、

人間の生活資源を引き出してきた。つまり、本来の生態系ではありえない広大な単一種の

人工植生をつくりだし、品種改良と肥料の大量投入で大きな生産量を産み出した。 
しかし、撹乱された生態系にはつねに多様性を回復して、本来の恒常性を取り戻す復元

性がある。この過程は、人間側からみれば田畑への病害虫や雑草の侵入ということになり、

化学合成された農薬によってその復元を押さえ込んできた。だが、あらゆる種は進化によ

って対抗手段を獲得できる、という生物学の法則通り、農薬への抵抗を獲得して新農薬の

開発と抵抗遺伝子獲得のいたちごっこが続いている。 
人口と消費の急増はとどまるところがない。生産量を増やすために、「半自然生態系」

にさらなる「歪み」を強いてきた。だが、どこまで「歪める」ことができるかは、生態系

本来の「許容量」によって決まってくる。日本のような温帯モンスーン地帯は、高温期に



降雨が多いという好条件から許容量が大きいが、同じ温帯でも降雨が冬季に集中する地中

海性気候では低くなる。熱帯地方、半乾燥地、山岳斜面、海岸湿地など「許容量」はさら

に低い。 
近年、生態系崩壊を起こしているのは、アフリカ、アジア、中南米の熱帯地方、サハラ

砂漠南縁のサヘル地方、南アジア、南米などの半乾燥地帯、東アフリカ、ヒマラヤ、アン

デスなどの山岳地帯、そして各地の河口地帯に広がる低湿地である。農業生産が不安定で、

慢性的飢餓を抱える地域とも重なる。 
一昨年来の大規模な自然災害は、インド洋大津波やハリケーンカトリーナが海岸低湿地

帯で、パキスタン大地震がヒマラヤ山岳地帯で、そして南部アフリカの大規模干ばつ被害

が半乾燥地帯で、それぞれ発生した。いずれも、人口圧と開発圧で生態系が大きく歪めら

れた地域である。生態系崩壊が、自然災害という形で露呈したと考えている。 
だが、これまで生態系の「許容量」が高く、巨大な人口と生産を支えてきた日中米欧の

ような温帯の生態系でも、その「歪み」が限界を超えて生態系のほころびが目だっている。

とくに、最大の人口と急激な経済拡大を抱える中国には警戒を要する。これは、近い将来

の人類の危機に直結する可能性が高い。 
21 世紀は一次産業と環境保全との激突になるだろう。私たちは、いつの間にか一次産業

が生態系の利用で成り立っている「自然の掟」を忘れて、ひたすら「産業としての論理」

ばかりがまかり通るようになった。今回の講演では、農業の歴史を振り返りつつ、人間と

農業の将来を考えてみたい。 

 



豊かな生物相をはぐくむ農業を探る 

 
生物多様性研究領域 

山本 勝利 

 
１．はじめに 
 2002 年３月に決定された新・生物多様性国家戦略（環境省自然保護局、2002）では、わ

が国の生物多様性は、今日３つの危機に直面しているとされる。「開発・過剰利用・汚染

等の人間活動に伴うインパクト（第１の危機）」、「里山の荒廃、中山間地域環境の変化

等の人間活動の縮小や生活スタイルの変化に伴うインパクト（第２の危機）」、「移入種

等の人間活動によって新たに問題になっているインパクト（第３の危機）」である（環境

省自然保護局，2002）。農村地域では、これら３つのインパクトのいずれもが大きな問題

となっている。都市化・土地改良・化学物質使用などの影響、里山や農耕地の利用・管理

の放棄、外来種や栽培種の逸出による脅威などである。その結果、かつては農村で普通に

見られた身近な生き物、たとえば多くのほ乳類や鳥類、メダカなどの魚類、タガメ、ゲン

ジボタル、オオムラサキなどの昆虫類、キキョウやオミナエシなどの植物などが減少し、

絶滅危惧種にランクされたものも少なくない。 

このような中、農林水産省では、平成 17 年 10 月、新たな食料・農業・農村基本計画に

対応した「農地・水・環境保全向上対策」を発表し、我が国農業生産全体の在り方を環境

保全を重視したものに転換していくことを求めている。化学肥料、化学合成農薬を大幅に

低減する取組、すなわち環境保全型農業への転換を支援するとともに、農地・農業用水等

を生産資源としてだけでなく生物相保全をはじめとする環境資源として位置づけ、それら

の資源の適切な保全管理の重要性を指摘している。また、農業環境をめぐる国際的な指標

作り（OECD）において、生物多様性が重要な指標の一つとして議論されており、環境保

全型農業への転換や農地等の適切な管理が国際的にも求められつつある。 

では、農村地域において豊かな生物相をはぐくむためには、どのような考え方、どのよ

うな手法が必要なのであろうか。ここでは井手（2006）にしたがい、農村の景観構造に注

目した研究成果を通して今後の農業のあり方を考えてみたい。 

 

２．農村地域の自然と景観構造 

 「里地里山は、国土の４割を占める。水路やため池、里山林や田畑など、人間と自然の

かかわりがつくり出した変化に富んだ自然環境をもつ里地里山は、絶滅危惧種の５割が生

息する生物多様性のうえで重要な地域である。」と、2002 年３月に決定された新・生物多

様性国家戦略（環境省自然保護局，2002）で指摘している。 

里地里山、すなわち伝統的な農村地域では、水田、畑地はもとより、雑木林や植林地、

草地など、様々な緑地が各々の農村の自然条件に応じて配置されていた。例えば、関東地

方の台地農村では、かつて、集落の背後に畑地が、その背後に林野が配され、ムラ－ノラ

－ヤマという緑地配置が見られた。このような伝統的な農村における様々な景観構成要素

の配置、すなわち農村におけるビオトープの結合様式が、生物相を保全する上で望ましい



農村環境の姿ときわめて近いとされている（守山，1997a）。 

ここでいう「ヤマ」とは、地形学的な意味での「山岳」を表す言葉ではない。薪炭採取

や採草のために利用されてきた「林野」を意味し、今日盛んに用いられている「里山」に

共通する概念である。里山は、水田とならんで農村緑地の代表格として関心を集めている

が、その言葉の意味は必ずしも統一されていない。一般に「里山」と「雑木林」を同一視

するむきもあるが、本来の意味は「雑木林（落葉広葉樹二次林）」など特定の樹種を意味

する概念ではなく、「奥山」に対する空間的概念である。また、里山の利用方法は必ずし

も森林ばかりではなく、歴史的には焼き畑や採草地など非林地を含む（山本，2001）。し

たがって、里山は「人里近くにある二次林や二次草原などの二次的自然（武内，2001）」

と定義することが出来る（図１）。里山にも伝統的な配置があったことが知られている。

寒冷地の山地農村では、集落居住域から近いところには日々の飼料を採取するための夏草

場が、田畑付近には刈敷き場、集落居住域から離れた丘陵地の稜線付近には火入れによっ

て維持された広大な入会草地（冬草場）が形成されていた（上野，1955）。 

 

    

 
このような里地里山の自然の生態学的な特徴は、農林業などの人間活動により常に攪乱

されており、その攪乱からの回復を前提とした動的平衡状態にあると言われる（守山，1992）。

農村地域をみわたすと、強く攪乱された場所や攪乱されていない場所、最近攪乱を受けた

場所や攪乱からの回復途上にある場所まで、発達段階の異なるパッチがモザイク状に分布

する。こうした農村の景観構造にみられる土地利用の中の空間的なモザイク性と人間の働

きかけを背景とした時間的なモザイク性が、動的平衡状態に影響を及ぼす。空間的なモザ

イクの典型例は、小規模でパッチ状に散在する樹林地や谷津の谷頭に作られたため池など  
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図 伝統的な里地（農村）、里山の構造（山本(2001)を武内(2001)が改訂） 



都市（千葉市） 農村（下総台地） 山岳（筑波山）都市（千葉市） 農村（下総台地） 山岳（筑波山）

図２ 植生図（自然環境基礎調査）による都市，農村，山岳の空間的なモザイク性の比較 

である。農村地域では、水路やため池、里山林や田畑など様々な緑地が農業生産上の必要

性から組み合わされており、都市域や山岳部に比べて空間的なモザイク性が非常に高いと

いう特徴をもつ（図２）。一方、時間的なモザイクの典型例は、雑木林での周期的な伐採・

更新や下草刈り、採草・放牧地や水田畦畔での刈り取りや火入れ、水田での耕起、田植え、

稲刈りなどである。時間的なモザイクを形成する攪乱は、もちろん自然状態でも起こるが、

人間の働きかけによる攪乱は、周期性があり攪乱の規模も揃っているという特徴がある。  

 

３．農村の景観構造の変化と生物相 

１）農村の景観構造の変化 

井手（1995）は、伝統的な農林地利用の過程で生じる周期的な攪乱とそれに伴う景観構

造の変化が農村空間のモザイク性と生物の多様性を高めてきたが、1960 年代以降の農業・

農村の変容は、伝統的な周期的変化とは異なる側面を持つことを指摘している。その異な

る側面とは、第一に、管理放棄される場所と集約的に利用される場所の二極分化が進み、

時間的なモザイク性が失われつつあること（生息空間の均質化）であり、第二には、生物

生息空間の孤立化の程度が増して、攪乱からの回復過程で周辺から生物種が供給されにく

くなってきたこと（生息空間の消失・減少と分断化）である。農村地域において自然環境

の復元を進めるためには、このような景観構造の変化を的確に評価することが重要である。 

 

２）農村景観の変化が生物相に及ぼす影響 

こうした生物生息空間の変化は、当然のことながら、そこに生息する生物に大きな影響

を及ぼしている。生息空間の消失・減少と分断化が生物相を激減させることはもちろんで

あるが、生息空間の均質化、すなわち時間的なモザイク性の喪失は、半自然草地や若い二

次林などの遷移の途中相を利用する生物種の生息を困難にする。 

山本（2005）は、茨城県南部の谷津田地域において、水田とその周辺の緑地の組み合わ

せ、すなわち谷津環境の景観構造が生物相に及ぼす影響を解明するため、谷津田周辺の植

生調査とチョウ類のルートトランセクト調査を実施し、その結果を田面の整備状況（水路

の改修、団地単位の圃場整備、農家自身による町直し（畦を排除して複数区画を一区画に

まとめること））や、田面の土地利用、水田周辺の畦畔やのり面の管理状況などとの関係か
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図３ 谷津田における景観構造の変化が生物相に及ぼす影響の模式  
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図４ 利根川中下流域谷津田景観における水田と森林の境界長の推定  
 
ら解析していた。そのため調査ルートを両側の緑地配置に基づいて区分したセグメントを、

草本群落のタイプや農道のタイプによって類型し、チョウ類の出現種数を幼虫・成虫の利

用環境に着目して比較した。その結果から、広葉樹林、乾性高茎草本群落、水田（作付け）

の割合が高いセグメントでチョウ類の出現種数が多く、とくに草原性、林縁性チョウ類の



種数が顕著に異なること、水系網の改変程度に伴う水田周辺草地の管理程度の違いがチョ

ウ類の生息に強く影響していることを示した(図３)。このような水田と森林が接する谷津

田の景観構造は、チョウ類以外の動物にとっても重要な生息空間であることが示されてい

る（例えば守山，1997b）。また、草本植生の種の豊かさの意味からも、谷津田に接する下

部谷壁斜面下端が重要であることが示されている（北川ら，2004）。 
このような水田と森林が接する谷津田の景観構造は、谷底の水田と谷壁の森林並びに谷

壁下部の「のり面（草地）」が適切に管理されることによって維持されている。それらの土

地が開発により都市的土地利用などに変化したり、耕作放棄などに伴って草刈りや水稲作

が停止されると景観構造そのものが変容し、生物生息空間の均質化や消失につながる。 

図４は、こうした景観構造を指標するものとして水田と森林が接する境界長を選び、そ

れがどのように変化しているかを、利根川中下流域を対象に３次メッシュ単位で推定した

ものである。この推定は、農業環境技術研究所で構築中の RuLIS（Rural Landscape 

Information System：景観・植生調査情報システム、井手ら，2005）より「中下流域台地谷

津田景観（クラス 67）」に属するメッシュを抽出して、水田と森林の境界長を土地利用面

積から推定するモデルを作成し（図４脚注）、得られたモデルを 1976 年時点と 1997 年時点

の国土数値情報に適用したものである（楠本ら，2006）。図は各年次について統計的な手法

により３つのランクに分けて示しているが、最近の 25 年間で、チョウ類の生息に適した「水

田－のり面－森林」の組み合わせからなる景観が顕著に減少していることがわかる。 

 

４．農村景観のモザイク性を前提とした管理やゾーニング 

 農村の二次的な自然の特徴やそれを支えてきた景観のその後の変容による生物相の変化

を考慮すれば、農村での生物相保全にあたっては、時間的なモザイク性と空間的なモザイ

ク性の両方を活かす考え方、シフティングモザイクによる保全の考え方が重要である。す

なわち、先に述べたような部分的な攪乱による時間的なモザイクが、場所を移動しながら

形成され、全体としてみた場合の姿は継続されるという仕組みである。 

たとえば、急増する休耕田や放棄水田を取り込んだ希少種（タコノアシ）の保全につい

て、次のようなローテーション管理が提案できる（大黒，2000）。すなわち、水稲作付け田

や調整水田（水を張った休耕田）、放棄水田がモザイク状に分布する景観の中で、放棄水田

のタコノアシ群落（タコノアシは陽当たりがよく土壌が十分にしめっている立地に生育。

放置すればヨシやセイタカアワダチソウが優占することにより消失の危険性大）を維持す

るために、放棄水田を一定の間隔で水田に戻し、一定期間の後に休耕状態に戻すなどして、

耕作する水田を地区内でローテーションさせるというものである。そうすることで、つね

に地区内のどこかでタコノアシの生育地が出現し、埋土種子を起源とする群落が維持され

る。こうした管理やゾーニングの方法は、周期的な攪乱を背景として成立する他の生物群

集にも適用可能と思われる。 

こうした休耕・耕作放棄水田に成立する植物群落タイプについて、楠本ら（2005）は、

自然立地単位と明確な対応関係が示せない植物群落タイプの成立要因を管理履歴との関係

で明らかに出来ることを示した。とくに、休耕後の耕起の頻度と引水管理による土壌水分

レベルが群落タイプの成立に影響を与えている（図５）。このうちタコノアシが生育する群

落タイプは「①水湿植物優占タイプ」に相当し、３年に１回程度耕起される谷津田に多く  
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図５ 休耕・耕作放棄水田における植物群落タイプと管理履歴との対応模式図（楠本ら，2005） 

 

含まれる。一方、低平地の圃場整備が進んだ水田の放棄地でも、適度な引水と１～２年に

１回程度の耕起がなされていれば「③飽水適応型雑草タイプ」が成立し、多年生の湿性草

本群落が維持されることから、これを基本とした水稲作付、調整（水張り）、休耕等のロー

テーション（大黒，2000）を設定し、一定範囲の地区内で生育地の保全を目指すことが可

能と考えられる。 

 

５．おわりに 

以上のように、農村地域における豊かな生物相は、伝統的な農村の景観構造が持つ空間

的または時間的なモザイク性の高さによってはぐくまれてきたといえる。すなわち、田畑

だけではなく、水路やため池、それらの周辺の刈取り草地、採草地や里山林など様々な景

観要素が、農林業生産の必要性から組み合わされて配置され、それらが周期的に攪乱を受

ける、つまり農林業を通じた適切な管理が行われることによって農村の二次的な自然が支

えられてきた。したがって、農村の豊かな生物相を守り育てていくためには、田面や里山

林など個々の景観要素を個別に保全・管理するだけではなく、それらの組み合わせを維持

するような計画的な土地の利用・管理が求められる。しかしながら、今日、農業者人口の

減少や高齢化が進み、農村の景観や生物相を保全するための農林地の管理を農家などの土

地の所有者のみに期待することは困難である。そのため NPO など市民の参画が盛んに試み

られているが、それも大都市周辺に偏在していて遠隔地で過度に期待することは望めない

であろう。ましてや人口が減少局面を迎えた今日、伝統的な農村で行われていたような周

期的な攪乱を国土の４割を占める里地里山で実施することはできない。シフティングモザ

イクの考え方に基づき、効果的かつ効率的に時間的なモザイク性と空間的なモザイク性の

両方を活かす方策が求められる。それを実現するためには、どこを、いつ、だれが、どの



ように管理すれば農村の豊かな生物相を守り育てることが可能となるかを早急に解明する

必要がある。 
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大気中に拡がる農薬－その拡散と制御を考える－ 

 
有機化学物質研究領域 

與語 靖洋 

 
１．はじめに 

化学合成農薬（以後“農薬”とする）の安全性評価については、OECD（経済協力開発

機構）のテストガイドラインにより、国際的調和が図られている。それを受けてわが国で

も、農薬取締法が制定されており、50 項目にわたる厳しい審査をクリアできなければ、農

薬を実用化することはできない。  
この農薬にも生物と同様にライフサイクルがある。農薬の有効成分は、工場において原

料から合成、製剤化、包装され、各種流通経路を経て農家が使用する。乳剤や水和剤など

の製剤は、水で希釈して様々な散布装置を用いて農場で散布する（日本植物防疫協会，1990、
與語，2000）。大気中の挙動に焦点を絞れば、大気に直接的または間接的に移行・拡散し

ながら、分解してその生涯を閉じる。しかし、過去に農薬として使われていた化合物が９

剤含まれている POPs（難分解性有機汚染物質，Persistent Organic Pollutants）のように分解

が遅いものは、大気と地上の間を何度も行き来して、極域まで長距離を移動するといわれ

ている。 
平成 18 年 5 月 29 日にポジティブリスト制度（我々が食べる作物に対して海外で使用さ

れるものを含む全ての農薬に残留基準を設定）が導入された。このことに伴い作物生産場

面では農薬の周辺作物へのドリフト（大気中を漂流・飛散すること）問題が緊急の課題と

なり、現在様々な対策が取り組まれている。一方、昨今農業従事者や周辺住民などへの農

薬の長期暴露や、化学物質過敏症の原因物質として農薬が話題に上げられている。 
このような農薬などの大気を介したヒト、農作物、さらには環境への影響については、

食糧農業機関（FAO）、国連環境計画（UNEP）、世界保健機構（WHO）などの国際機関

や欧米諸国、さらには、わが国でも総合科学技術会議において、本年度からスタートする

第Ⅲ期科学技術基本計画の中でも重要な課題として取り上げられている。このように大気

中の農薬の挙動に関する研究は重要性が高いものの、現時点でのわが国における取り組み

は決して十分なものとはいえない。 
そこで散布された農薬が直接的または二次的（後次的）にどのように大気中に拡がるの

か、また、それらをどのように制御できるかについて、当研究所を中心とした現時点での

成果を紹介しながら、今後の課題についても合わせて概説する。 

 
２．散布した農薬の直接的影響（スプレードリフト） 

散布された農薬は、ほとんどが農場内の標的となる病害虫・雑草、作物または土壌に落

ちるが、一部は空中を漂流・揮散する。これをドリフトという。ドリフトにはスプレード

リフトとベーパードリフトの２種類がある（與語，2005）。スプレードリフトは散布時の

ドリフトのことであり、ノズルから直接飛散するもの（一次液滴）と、作物や土壌に一旦

落ちてから跳ね返ったもの（二次液滴）に分けられる。  
スプレードリフトを把握するためには、２つの取り組みがある。一つはモニタリング、



もう一つはシミュレーションモデルである。  
前者に関して、わが国では、日本植物防疫協会、農林水産航空協会、全農などで長年の

研究実績がある。また、都道府県でも行政的事業として取り組んでいる。ここにおけるド

リフト検出方法は２つある。一つはろ紙やシャーレでトラップしたものをガスクロマトグ

ラフや液体クロマトグラフなどの機器分析にかけることであり、もう一つは感水紙を使っ

て液滴の数と大きさを調べるものである。前者では分析に時間がかかるものの、薬剤ごと

のデータが出るため、農薬残留の観点からより精確である。後者では薬剤ごとの分析はで

きないものの、試験したその場で結果が判定でき、しかも安価であるので、農家段階でも

使用可能な現場対応型の技術といえる。 
当研究所では、平成 17 年度から３年間、高度化事業「農薬混用時の使用者や周辺環境

への安全性に係る調査研究」の中で、農薬を混用することによる周辺環境への拡散に対す

る影響を調べるために、スプレーノズルによって生成する噴霧粒子（一次液滴）のうち、

ドリフトへの寄与が大きいと考えられる微小粒子（<30μm）生成への影響を調べるための

試験装置を作製した（図１）。コンプレッサーとデジタル圧力調整器を組み合わせて、圧力

容器内の薬液をスプレーノズルまで一定圧力で送液し、噴霧軸方向とは直角に送風するこ

とで微小粒子を粗大粒子と分離し、レーザーパーティクルスペクトロメーターで微小粒子

の粒子径別濃度を測定するものである。現在この装置を使って、実際に各種農薬のスプレ

ードリフトを調べているが、このことにより、薬剤、特に製剤ごとのスプレードリフトの

メカニズム解明に一歩踏み出すことができると期待している。 
 

スプレーノズル

コンプレッサー
   <3.5MPaデジタル圧力調整器圧力容器

電磁式スターラー

　恒温水槽　

レーザーパーティクルサイズスペクトロメーター
TOPAS PRODUCTS, LAP-320

送風

 
図 1 スプレーノズルによる噴霧生成粒子のうち微小な粒子径（<30μm）を 

測定するための装置の概要 

 
後者について、欧米では、農薬のスプレードリフトに関するシミュレーションモデルが

ある。いずれモデルもパラメータとして、散布に関する物理的性質、散布器具、気象を入

力するだけで、ドリフトの程度がわかるとともに、ドリフトを防ぐために隣接する農場や

河川などとの距離、いわゆる「Buffer zone（緩衝帯）」の幅が評価できる（農業環境技術研

究所，2005）。しかし、欧米におけるこれらのモデルは「水」を想定したものであり、薬

剤ごとのスプレードリフトのメカニズムに対する取り組みはなされていない。また、欧米

におけるいずれのモデルも大規模な農場を想定しているため、日本のような小規模でモザ



イク状に作付けされており、水田の面積が多い環境には不向きといわれている。 
なお、わが国におけるスプレードリフト対策については、前述の日本植物防疫協会、農

林水産航空協会、全農など各種機関で提案・実施されている。詳細については、地上防除

ド リ フ ト 対 策 マ ニ ュ ア ル （ 日 本 植 物 防 疫 協 会 ， 2006 ；

http://www.jemai.or.jp/CACHE/tech_details_detailobj1816.cfm）および農薬散布時のドリフト

防止対策ガイダンス（ドリフト対策連絡協議会，2003；http://www.agdrift.com/index.htm）

を参考にしていただきたい。 
 
３．散布した農薬の二次的（後次的）影響（ベーパードリフト）  

ベーパードリフトは、一度作物や土壌などに吸着したものが、蒸気圧によって徐々に大

気中に移行・拡散する二次的（後次的）なものである。その形態には、ガス状態と粒子に

吸着した状態（以後“粒子状”とする）の２種類がある。後者の粒子としては、水滴や土

壌の細粒など様々に考えられる。この大気中挙動については、昨今話題になっている化学

物質過敏症と農薬との関連性のような人が活動する範囲（「身の丈」）の挙動から POPs
で取り上げられる地球規模の挙動まで考えられる。 

１）ベーパードリフト把握への取り組み  
Ａ）大気中農薬の測定技術の開発 

ここでは、大気中農薬を捕集する代表的方法を２つ紹介する。一つは降雨を利用する方

法である。これは、大気中に浮遊するガス状と粒子状の農薬を降雨によって洗い流し、そ

れを分析するものである。特別な道具を必要としないことから、手軽な手法ではあるもの

の、降雨の質的・量的違いによって結果が左右される。  
次に、大規模なモニタリングに適した吸着資材を活用した方法がある。それには拡散原

理を利用したパッシブサンプラーと、吸引ポンプを利用したアクティブサンプラーがある。

ここで用いる吸着資材には、抽出目的物質やその後の抽出方法によって様々ある。 
当研究所では、パッシブサ

も、国際的共同研究を実施

しているが、ここでは、農

水省委託プロジェクト「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」において、当研究所

が開発したアクティブサン

プラーの一つ、風洞を利用

した PUF（ポリウレタンフ

ォーム）サンプリングシス

テムを紹介する。 
活性炭フィルターを通

した空気を、送風機から風

ンプラーを利用した POPs の東アジアにおける挙動について

速

大気捕集大気捕集

石英フィルター：粒子吸着石英フィルター：粒子吸着

ポリウレタンフォーム製（ポリウレタンフォーム製（PUFPUF）：ガス状）：ガス状

エアサンプラーエアサンプラー

風洞風洞

送風機送風機

データデータ
ロガーロガー

風速：１ｍ風速：１ｍ

１m/s で風洞（天板：ホ

ウケイ酸ガラス）に送り込

み、そのまま排出する。吸

図２ 土壌からベーパードリフトした農薬を捕集するための 

PUF サンプリングシステム 



引ポンプで風洞の出口から一定量の空気をエアサンプラーに取り込む。取り込んだ空気中

の農薬は粒子状のものを石英フィルターで、その後 PUF でガス状のものを捕集する。また、

データロガーを用いて、外気および風洞内の環境を連続的にモニターできる（図２）。捕集

した大気中農薬はガスクロマトグラフ質量分析計（GC-MS）を用いた多成分一斉分析法に

よ

幅に違いはあるも

のの、ほぼ同様の傾向を示した。現在これらの要因を解析している。 

り分析する。 
この方法による研究結果の一部を簡単に紹介する。数種類の土壌処理型畑作除草剤の混

合剤を風洞内に均一に処理し、その後経時的に風洞内の大気を捕集した。除草剤の大気へ

の移行量は経時的に減少し、累積値で見ると処理 10 日から１ヶ月後には一定水準に達した

（図３）。しかし、移行量の減少程度の薬剤間順位は、石英フィルター（粒子状）と PUF
（ガス状）とで大きく異なり、ほとんどガス状のトリフルラリンからほとんどが粒子に吸

着しているメトラクロールまで幅広かった。このような傾向は２種類の土壌間や夏期と冬

期でほぼ同様であったが、夏期は冬期に比べてガス状になる割合が高かった。また、いず

れの場合も、日変動が大きいことも特徴であるが、薬剤間でその変動の

PUF　累積値, 灰色低地土
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図３ 除草剤の大気中移行量の違い（PUF ｖｓ 石英フィルター） 
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Ｂ）POPsや農薬の大気中挙動のシミュレーションモデル（魏ら，2006、小原，2001） 

化学物質の大気中挙動については、対象とする化学物質の種類や規模、求めるデータの

精度などによって様々なものがあるが、ここでは当研究所が開発中の POPs の挙動に関す

るマルチメディアモデル（NIAES-MMM（仮称））について紹介する（図４）。なお、マル

チメディアモデルとは、植生、陸水、海洋など、複数の環境媒体を取り扱う数理モデルの

こ

と異なり、極性を

持つ農薬にも適用できること、および水田を考慮している点である。 

により 5 度ずつに区分 
 

 壌【非農耕地と農耕地（畑地、水田）】、（森林）植生、陸水、陸

に

いては省略するが、図５にα－HCH についての NIAES-MMM の出力例を示した。 

 

とで、多媒体モデルともいう。  
農薬や POPs はその使用地域からはるかに遠い極地域でも検出され、地球的規模の拡散

移動による広範な環境汚染が問題となっている。開発中のマルチメディアモデルの主な特

徴は従来のマルチメディアモデル（無極性の化学物質にのみ適用可能）

 評価対象規模：全地球規模 
 評価単位領域：緯度と経度

環境媒体（全部で９つ） 
 大気層：上層大気と下層大気（気圧 850hPa で 2 層に分割） 

地上層：陸域土

水底質、海洋 
このモデルの基本的な考え方として、「フガシティー（Fugacity）」という等価圧力、す

なわち熱力学における逸散性の概念を扱っていること、媒体間の移動は非平衡状態で検討

していること、環境媒体との相互作用や分解消失速度の温度依存性を反映していること、

海洋の塩析効果や水田におけるイネの成長を考慮していることなどの特徴がある。詳細

つ

 

図４ 開発するマルチメディアモデルの概念図 



 

 
図５ NIAES-MMM の出力例（対象化合物：α－HCH） 

 
 

２）ベーパードリフト対策への取り組み  
ここでは土壌からの農薬や POPs のベーパードリフト対策について述べる。これには２

つの考え方があり、一つは大気中への移行を抑制すること、もう一つは土壌中に長期残留

したものを分解・除去することである。 
前者の大気中への移行抑制に関する具体例としては、第一に使用量の削減がある。この

場合、求められる農薬の効果（ベネフィット）が低下しないように留意する必要がある。  
第二に土壌に表面処理する農薬を土壌混和処理に変更する方法がある。しかし、この変

更により、効果・薬害の程度が変化したり、土壌残留性が高まって後作への影響が増大す

る危険性があるので、実用化にあたっては十分注意する必要がある。 
第三に土壌くん蒸剤については、高分子フィルムを用いた被覆がある。このことに関す

る当研究所における成果については後述する。 
一方、後者の分解・除去に関する具体例としては、埋設された農薬や POPs の除去があ

る。これらは「点源汚染」であり、現在まで効率的な物理化学的な分解・除去技術が様々

に開発されており、その処理は計画通り進行している。しかし、それらが土壌環境中に薄

く拡がった場合、いわゆる「面源汚染」における分解・除去は困難を極める。これらを物

理化学的な方法で処理した場合、そのコストは、重量比で換算して POPs は金ほどの価値

があるといわれている。そこで、当研究所を含む複数の研究機関で微生物を使ったバイオ

レメディエーション（平成 14・16・17 年度主要研究成果）や、植物を使ったファイトレメ

ディエーションに対する研究開発が進められている。ここでは詳細を省略する。 



土壌くん蒸剤に話を戻す。臭化メチルは土壌病害虫および雑草に有効な土壌くん蒸剤と

して広く使用されてきたが、モントリオール議定書締約国会議における決議に従って、2005
年に全廃された。臭化メチル対策は様々考えられるが、ここでは当研究所で行った被覆フ

ィルムの改良に焦点を絞った研究（平成 13 年度主要研究成果）（小原，2005）を紹介する。

臭化メチルを含む各種土壌くん蒸剤の使用時には、効果の持続・安定性維持のために通常

ポリエチレンやポリ塩化ビニルフィルムによって被覆される。しかし、これらの資材はガ

スバリアー性が高くないため、被覆期間中も被覆資材を透過して比較的速やかに大気へ放

出される。また、大気への放出速度の温度依存性も高い。そこでいくつかの改良を試みた。 
第一に高密度ポリエチレン繊維製不織シートによるフィルム温度の上昇抑制である。こ

の資材は、拡散反射により太陽光を 100%近く反射する効率を有する。そのため、臭化メ

チルの累積放出量（被覆資材撤去後も含む）を 44％から 34%まで抑制できた（図６）。ま

た、この資材は繰り返し利用ができ、廃棄が容易であり、なおかつ農業資材として容易に

入手できる。 
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図６ 遮光資材を用いた臭化メチルの放出量削減 

 
第二にガスバリアー性の優れた被覆資材による大気への放出量の抑制である。我々はガ

スバリアー性に優れたポリアミドフィルムを用いた臭化メチルの大気放出量の低減化を試

みた。被覆期間の処理量に対する大気への放出割合は、被覆資材の撤去後でも、24％まで

削減できた（図７）。ガスバリアー性フィルムは高価なため、土壌くん蒸への適用は現在で

も普及していないが、臭化メチルの末端価格の高騰とフィルムの土壌くん蒸剤保持力との

費用対効果の関係から、わが国においても徐々に利用可能になってきている。  
第三に光触媒を利用した土壌くん蒸剤の分解促進である。光触媒としては、アナターゼ

型二酸化チタン、酸化亜鉛、三酸化タングステン、炭化ケイ素および二三酸化鉄がある。

土壌くん蒸剤がこれらの光触媒層を通過する際に、太陽光線のエネルギーにより分解され

る。さらに、上層や下層にガス透過性の異なるフィルムまたはシートを組み合わせると効

果的である（図８）。この資材により、臭化メチルの累積放出量（被覆資材撤去後も含む）

を１%まで抑制できた（図７）。 
本発明の資材は、ことに農業分野および輸入品検疫におけるくん蒸剤の放出の防止に極

めて有用である。 
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図７  ガスバリアーおよび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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図８ 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 

 
 
５．今後の課題 

はじめにも述べたが、昨今、作物生産場面では農薬の周辺作物への薬害、農業従事者や

周辺住民への健康被害、また、一般生活の場面では化学物質過敏症と農薬との関連性が取

り上げられている。前者はスプレードリフトとベーパードリフト、後者は主にベーパード

リフトに起因する問題である。しかし何れに対しても取り組むべき研究課題が山積してい

る。そこで今後の課題について以下に整理する。 

第一に大気を介した農薬などへの暴露評価については、その流動性の高さゆえに、他の

環境媒体に比べて高い不確実性をどのようにして小さくするかが課題である。大気の挙動

は天候、時間、土壌条件、風速・風向など、様々な要因で変動する。 
スプレードリフトについては、産業技術総合研究所では、これらの変動を考慮した煙突

や排気ガスから発生する点源・線源汚染を評価するための、発生源周辺における大気汚染

物質の拡散予測モデル（METI-LIS）を開発し、Web 上で公開している。しかし、この数理

モデルでは、散布液を下に強く吹き付けること、散布粒子のやせ細り、エアロゾル、農薬



の分解などについては要因に含めていない。したがって、 も懸念されているドリフトリ

スクの評価など、農業場面に利用するには更なる工夫が必要である。さらに、作物栽培場

面では、栽培作物群落内で大気は複雑に挙動するため、人が活動する範囲における挙動予

測は特に難しいであろう。また欧米で開発されたスプレードリフトにおけるシミュレーシ

ョンモデルが水を対象としていることが不確実性の原因である。今後は有効成分や製剤の

違いを反映した薬剤ごとのメカニズム解明が求められる（農業環境技術研究所，2005）。  
一方、ベーパードリフトについては、ガス状と粒子状の農薬がどのように形成され、形

成後どのように挙動するか、さらにはそれらがどのような環境要因によってどのように変

動するかについて、詳細な解析が求められる。また地球規模のマルチメディアモデルでは、

前述の温度依存性、海洋における塩析効果以外にも、各媒体におけるシナリオ（環境条件

など）のモデルへの導入や農薬の物性データセットの整備などが必要であり、モデルの公

開に向けて多くの課題が残っている。 
第二に大気中の農薬におけるリスク評価については、暴露される部位や暴露形態が様々

にあるとともに、長期暴露との関連性があり、それらによって有害性も違ってくるため、

終的にリスク評価の方法にも影響することが課題である。これらについて、農薬の有効

成分や製剤、さらにガス状と粒子状における違いを明らかにする必要がある。  
なお、有害性評価については、現在の農薬取締法で調べられている有用生物や水生生物

に対する影響だけでなく、農薬の大気を介した非標的、すなわち防除対象としていない環

境生物への影響についても検討する必要がある。 
第三に大気中に広がる農薬をどのようにリスク管理するかである。これまで述べてきて

わかるように、農薬は一旦大気中に拡散すると、スプレードリフトの一部を除いて、それ

を人為的に制御することは不可能に近い。したがって、拡散する前の予防的対策の重要性

が高い。といっても、農薬は本来環境中に散布（放出）することで、始めて作物栽培にお

ける病害虫・雑草に対して安定的な効果を示すのも事実である。その意味で、農薬の大気

中での挙動について、 大の効果を求めつつ、人や環境へのマイナス影響を 小にするに

は何が必要か、要因解析も含めて詳細に検討する必要がある。 
 

６．おわりに 
この研究発表会のテーマである「農業と環境を考える」際に、農薬はどうしてもマイナ

スイメージで捉えられやすい。しかし、農薬は読んで字のごとく、農作物に対する薬であ

り、結果として作物の高い品質や安定した収量を確保するだけでなく、食の安全や人の健

康に結びつけることができる道具である。 
世の中のどんな化学物質にも言えることだが、その使用に際して科学的には「ゼロリス

ク」はありえない。したがって、リスクを 小限にして、ベネフィットを 大限にする技

術開発が求められるとともに、そのための要因解析やデータベースの構築や公開は欠かせ

ない。当研究所でも、今後とも省庁横断的に他法人、大学、都道府県試験研究期間と協力

して、このニーズに応えていきたいと考えている。 
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東アジアの食料の生産と消費拡大が水質を変える 

 
物質循環研究領域 

新藤 純子 

 
１．はじめに 
 化学肥料が使用される以前、生物が利用できる窒素は、共生菌などによる大気中窒素の

固定にほとんど依存しており、陸域にもたらされる窒素は 120 ×106 tN y-1程度であったと

考えられる(Galloway and Cowling, 2002)。20 世紀初頭にハーバーボッシュ法により大気中

の窒素（窒素分子）を人工的に固定することが可能になり状況は大きく変化した。現在毎

年化学肥料として 85×106 tNが使用され、また豆類などの栽培により 33×106 tNが大気中

から固定され、更に化石燃料の燃焼により 21×106 tNの窒素酸化物が生成されている。従

って、生物が利用できる窒素は以前の約 2 倍となった。化学肥料の利用は、作物の品種や

生産方法の改良とともに、反収の増大をもたらした。例えば 20 世紀初頭まで面積当たり小

麦の収量は 1 t/ha前後で推移していたが、その後急激な増加を示し、現在アメリカでは約 3 

t/ha、イギリス、フランスなどでは 7 t/haを上回っている。 

アジアは最近の 40 年間に化学肥料の使用量の増加が最も著しい地域である（図１，FAO

統計に基づいて作図）。1961 年にはわずか 2.1×106 tNの使用量であったが、2002 年は 49.821

×106 tNと 20 倍以上に増加し、全世界の使用量の 59%を占めるに至っている。本発表では

特に日本、中国、韓国および東南アジア 10 カ国（ここでは、これらをあわせて東アジアと

呼ぶ）に注目する。東アジアでは 1961 年からの約 40 年間に人口が 2 倍に増加したが、こ

の間に穀物生産量は 3.2 倍となり、一人当たりの食料は約 1.5 倍に増加したことになる。

この地域の窒素肥料消費量の増大は特に顕著である。 

一方、これまで窒素が制限要因であった陸上生態系において、人為的な窒素負荷が増大

することにより、地下水の硝酸汚染や河川・湖沼・海岸域の富栄養化を引き起こすなど環

境悪化の原因ともなっている。例えば、ミシシッピ川流域から流れ込む汚濁負荷や窒素に

より、メキシコ湾で広域にわたる低酸素現象が発生することが大きな問題となり（Beardsley, 

1997; Rabalais et al., 1999 など）、東アジアにおいても地下水の深刻な硝酸汚染や湖沼の富

栄養化について報告されている（Zhang 

et al., 1996; Jin et al., 1990）。本発表では、

東アジアを対象に、公表されている統計

データに基づいて主として食料生産と消

費の変化、それによる窒素負荷が環境に

与える影響、特に水質の変化について検

討する。 
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図１ 世界の窒素肥料消費量の推移 

 

２．食料生産・消費に関わる窒素循環 

１）窒素循環モデル 

 図２に窒素循環モデルのスキームを示



した。図に示した窒素のフローのうち、ある国・地域の陸域生態系への外界からの流入（イ

ンプット）は、窒素肥料の投入、窒素固定（農地、牧草地）、海産物の供給、および作物

と畜産品の正味の輸入であり(青矢印)、これらが食料、飼料として循環し、最終的に環境

中へ排出される。各矢印で表された窒素のフローを FAO や各国の統計データを用いて推定

し、環境への負荷を農地からの流出、家畜からの排出、人からの排出に分けて見積もった。

なお、農地における窒素固定量は、豆類は収穫窒素量の３倍、米は 30 kgN/ha として計算

し、他の作物では考慮していない。また、家畜の飼料量は統計から十分に把握することは

困難であるので、畜産品の種類毎の飼料効率と生産量とに基づいて必要な飼料の量を推計

 ２）窒素のインプットと窒素負荷の経年変化 

し、一部は作物や食物の残渣が利用されているとした。  

2002 年まで

の

域によって大きく異なっている。中国、タイ、ベトナムなどは東アジ

ア

人

図３に、東アジア全域の窒素収支（インプットと環境負荷）の 1961 年から

変化を示した。窒素のインプット（＝環境への負荷）はこの 40 年間に著しい増加を示し

た。1960 年代には窒素固定が窒素源として重要な役割を果たしていたが、1970 年代半ばか

ら化学肥料が急激に増加し現在、全窒素インプットの 74％を占める。食料の貿易や魚の供

給の寄与は小さいが、1990 年代半ばから作物輸入の増加が見られることがわかる。化学肥

料の使用量の増加に伴って、環境への負荷のうち農地からの流出の割合が増加し、現在 5

～6 割を占める。また一人当たりの肉消費量が 1961 年の 5 kg/yから 2002 年の 43 kg/yへと

増加するなど畜産製品の消費拡大に伴い、家畜からの排出の増加も顕著である。供給され

た作物は、1960 年代には大部分が食料として用いられていたが、現在は約半分が家畜の飼

料となっている。これに対して、人からの排出は人口の増加率（2.0 倍）を多少上回る程

度の増加（2.4 倍）であった。これらの合計の負荷は、単位陸地面積当たり約 3.0 tN/km2

と見積もられた。 

窒素収支は国・地

全域の変化と似た変化を示した。しかし日本の場合、窒素のインプット（＝環境への負

荷）は 1961 年で既に 3.2 tN/km2であり、1990 年頃までに 5.0 tN/km2まで増加したが、その

後減少傾向にある。現在インプットのうち作物の輸入が最も寄与が大きく（2002 年は 42%）、

図２ 食料生産・消費に関わる窒素循環モデルのスキーム 
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化学肥料（30%）、魚の供給（15%）が続く。環境への負荷は畜産からの排出が最大で(41%)、

農地からが最も少ない(23%)。一方、カンボジアやラオスでは現在でもほとんど化学肥料が

使用されていないため、農地からの負荷がマイナスとなり、また人や家畜からの排出を含

めた総負荷量も増加傾向にはあるが、極めて小さい（2002 年で各々0.28 と 0.11 tN/km2）。  
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図３ 東アジアの窒素収支の経年変化：(a)外からのインプットと(b)環境への負荷 

３．窒素負荷の増大による水質の変化の推定 

量を基に、土地利用（耕地面積）、人口分

は有機物

 国毎および中国の省ごとに推計した窒素負荷

布などに関するGISデータに基づいて、0.5°グリッド或いは 1kmグリッドスケールで空間

分布を求めた。更に、自然生態系からの負荷および窒素酸化物の負荷もグリッドごとに加

えた。自然生態系からの負荷は、森林と草地に関して各々のグリッド内の面積と窒素固定

の原単位（単位面積当たりの窒素固定速度、Burns and Hardy，1975）を用い、草地の場合

は年間固定量の全てが、森林の場合は 1/3 が負荷となると仮定して推定した。また窒素酸

化物に関しては、総合地球環境学研究所と地球環境フロンティア研究センターにより推定

された化石燃料とバイオ燃料の燃焼に伴う 0.5°グリッドごとの発生量（大原ら , 2005、

FRCGC, 2005）を用いた。東アジア全域でのこれら 2 種類の起源の 2002 年における窒素負

荷量は各々6000×103 tN程度であり、食料に関わる窒素負荷が圧倒的に大きい。  

 各グリッドへの窒素負荷は土壌及び地下水層中で、脱窒により除去され、或い

として不動化され、残りが河川へ流出し、河川中で更に浄化されて海へ流出すると考える。

土壌中及び地下水層中では、負荷された窒素は降水と共に上部から下部へと押し出され、

その過程で、反応速度係数が温度にのみ依存する１次反応により窒素が除去されると仮定



した。土壌層厚、地下水層の深さは場所によらず一定と仮定したので、水の滞留時間は各

グリッドにおける流速（＝降水量－蒸発散量；m/y）のみに依存する。地下水の横方向へ

の移動は考量せずに、グリッド毎に地下水層の鉛直方向の平均濃度を各グリッドの地下水

濃度と仮定し、その平均濃度の地下水が河川へ流出し、流路に従って海へ流出すると仮定

した。実際の計算に当たっては、土壌層厚（土壌の保水容量）を 30cm、地下水層は 3mと

仮定し、土壌中及び地下水層中での反応速度係数(k20,S、k20,G、単位：/y）の値及び河川中

での除去割合 kR は、推定結果の濃度レベルが東アジアの既存の水質データ（ UN 

GEMS/WATER, 2003）とほぼ一致する様に設定した（k20,S=0.8、k20,G=0.05、kR=0.5）。 

 図 4 に、1961 年、1980 年および 2000 年の地下水中濃度分布の推定結果を示した。河川

．将来の食料生産・消費による窒素負荷の予測 

的な変化に大きく支配される。前述の

通

中窒素イオン濃度も、地下水と似た分布となったが、上流からの水による希釈と河川中で

窒素の半量が除去されると仮定したため濃度は図 4 に比べるとかなり低い結果となった。

1961 年には対象地域のほとんどで低濃度を維持し、硝酸態窒素に関する WHO の飲料水基

準（11.3 mgN/L）を超えるのは日本、韓国の一部の地域および中国東北地方に見られるの

みであったが、1980 年以降特に中国の華北地域、東北地域で著しく濃度が上昇し、2000

年には基準超過の地域が広範囲に広がっていると推定された。一方、東南アジアでは、ベ

トナムやタイで窒素負荷量が急増しているにもかかわらず、濃度の上昇は顕著ではない。  

 地下水の硝酸汚染や湖沼の富栄養化が黄河や長江の河口域で深刻であるといわれ、また

渤海湾や黄海の沿岸部で赤潮発生回数が近年増加しているとの報告があるが、その実態は

明らかではない。著者らも中国各地や東南アジアにおいて地下水、河川水の採取・分析を

行った。特に地下水中濃度は地点によるばらつきが大きいが、平均的には山東省で非常に

高濃度、内モンゴルや雲南省でもかなり高濃度の地点があるのに対して、東南アジアは低

濃度であるなどモデルによる推定分布と符合する結果が得られた。  

 

４

将来の食料生産・消費は人口の変化に加えて経済

り東アジアでは肉の消費量が急増したが、これはこの地域の急激な経済成長によって可

能となったと考えられる。図 5(a)に示すように、一人当たりの肉消費量は国によって大き

な違いがあるものの、ほとんどの国で一人当たり GDP の増加に伴って増加してきたことが

1961 1980 2000

0    10 20 30 40 50 60 (mg N/L)

1961 1980 200019611961 19801980 20002000

0    10 20 30 40 50 60 (mg N/L)0    10 20 30 40 50 60 (mg N/L)

図４ 地下水中窒素濃度分布の推定結果 
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わかる（Shidno et al., 2006）。東アジアで最も一人当たりの消費量が多いシンガポールは

1980 年以降増加が停滞し最近は減少傾向にある。日本も最近の 10 年はほとんど変化がな

い。一方米の消費量は一人当たり GDP が 1000 ドルを超えた当たりから減少に転じている

ように見える（図 5(b)）。 

 国連による推計では、東アジアの 2020 年の人口は 21.6~23.4 億人（中位推計 22.5 億人）、

    

見

５．おわりに 

去から現在、そして将来の食料生産と環境の変化を窒素収支を通して概観

し

2002 年の 1.08~1.17 倍と推計されている（United Nation, 2006）。経済成長率に関しては妥

当な推計値を得ることは困難であるが、ここでは OECD による代表的な国、地域に関する

2020 までの平均成長率（OECD, 1997）を参考にして設定した。また、図 5 に示したような

関係に基づいて、一人当たりの食料消費量を次式で表し、食料の種類毎、また国毎にパラ

メータ a, b を決定して、食料需要を推計した。 

 

                                                                  

図５ 一人当たりの食料消費量と GDP との関係 (1970-2002) 

10

これらに基づいて 2020 までの窒素収支を

積もった（人口の高位推計は実現可能性が

低いと考えられたので、低位と中位推計に基

づいた）。2020 年には、畜産品の消費量が窒

素換算で 2002 年の 1.36~1.45 倍、飼料用作物

も含んだ作物生産量が 1.35~1.46 倍、必要な

窒素肥料は 1.41~1.61 倍に増加すると推定さ

れた。食料生産・消費による全窒素負荷量も

2002 年の 1.37~1.54 倍となり、図 6 に示すよ

うに極めて深刻な汚染の地域が広範囲に拡大

すると予測された。 

 

東アジアの過

た。狭い陸地に多数の人間が居住する東アジアにおける急激な経済発展は、食生活の変

化、特に肉の消費の急増を招いた。食生活は明らかに改善されたが、肉の生産にはその数

ba)(GDP/capitlogaaFood/capit +⋅=

202020202020
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(mg N/L)
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0    10 20 30 40 50 60
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図６ 2020 年の地下水中窒素濃度の予測 



倍から十数倍の飼料作物が必要とされ、その生産のために多量の化学肥料が使用され、中

国東部などで既に水質汚染が深刻であろうことが示された。しかし東アジアでは観測やデ

ータの整備が不十分で、その実態は明らかではない。将来に関しては更に不確定要素が多

い。食料貿易は窒素収支に大きな影響を与える。現在日本などを除くと貿易の割合はわず

かであるが、近年飼料作物の輸入量増加の傾向が見られる。また、最近東アジア地域に於

いてもバイオマスエネルギーのための作物生産の可能性が議論されているが、これも窒素

負荷の増大につながる。東アジアでは欧米や我が国と比較して窒素の利用効率が悪く、施

肥した窒素が有効に使われていないと指摘されている。今後肥料や畜産などの効率の改善

がどの程度可能で、窒素負荷の軽減にどの程度寄与するのかなど、更に検討が必要である。  
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大気ＣＯ２増加、温暖化で水稲の生育、収量はどうなる 
 

大気環境研究領域 

長谷川 利拡 

 
１．はじめに 
 産業革命以降、大気中のCO2濃度は 280ppmvから約 100ppmvも上昇した。今後、CO2排

出削減に向けた取り組みがなされたとしても、大気CO2濃度は増加を続け、今世紀半ばに

は 470〜570ppmv、今世紀の終わりには 540〜970ppmvにも到達するものと予測されている

（IPCC，2001）。CO2を始めとする温室効果ガスの濃度上昇は、温暖化や水資源循環の変

動などを通じて、世界の農作物生産に大きな影響を及ぼすことが懸念されている。特に世

界人口のおおよそ半数が主食とするコメの生産変動は、今後のアジアの食料事情に甚大な

影響を及ぼす恐れがある。そのため、今後予想される環境の変化に対して水稲がどのよう

に応答するかを明らかにし、その影響を的確に予測することが重要である。 

 温暖化は寒地における低温ストレスの発生頻度を低下させるものの、生育期間の短縮、

高温や水ストレスの増加により、農作物生産を減少させることが懸念される。一方、大気

CO2濃度の上昇は、光合成を促進して農作物の成長と収量を増加させる。しかしながら、

その程度は、品種、栽培条件、地域によって異なる可能性がある。さらに、異常な低温や

高温、あるいは病害虫など、実際の圃場で頻繁に発生する減収要因が、CO2濃度上昇に伴

ってどのように変化するかは十分に解明されていない。地球環境変化が農作物生産に及ぼ

す影響を的確に予測し、適応するための新しい栽培体系を提示するためには、高CO2濃度

による増収効果と主要な減収要因への影響を実験的に明らかにする必要がある。 

 ここでは農業環境技術研究所、東北農業研究センター、中国農業科学院南京土壌研究所

が共同で進めてきたCO2増加実験結果を中心に、高CO2濃度と温暖化環境が水稲の成長、

収量に及ぼす影響について最近の成果を紹介する。 

 

２．研究の内容・成果  

１）大気CO2増加の影響 

 植物の成長におけるCO2の重要性が明らかになったのは、19 世紀になってからである（ホ

ール・ラオ，1980）。20 世紀初頭からは植物を高CO2濃度環境にさらすCO2増加実験が、

温室や人工気象室などを利用して実施されるようになった。Kimball (1983)は、過去に実施

された多くのCO2増加実験の結果（37 作物種，430 データセット）をとりまとめ、CO2倍

増による作物の増収効果は平均すると 33％程度であると推定した。これらの主にポットを

用いた室内実験から、CO2濃度に対する植物の生理的応答が明らかにされてきたが、地球

規模の気候変化に対する食料生産や炭素循環の応答を明らかにするためには、増加し続け

る大気中のCO2濃度に対する作物群落や自然植生の応答をできる限り実際の圃場に近い条

件で明らかにする必要性が高まった。 

 このような背景から、1970 年代半ばから圃場栽培用のチャンバー実験が、1980 年代後半

からは圃場条件で高CO2環境を囲いなしで実現する開放系大気CO2増加（Free-Air CO2 



Enrichment, FACE）実験が始められ、植物生理や収量だけではなく、土壌－植物―大気系

におけるエネルギー、物質循環を対象とした研究も展開されるようになった（Allen et al, 

1992）。水稲を対象としたFACE実験は、1998 年に農業環境技術研究所と東北農業研究セ

ンターが岩手県雫石町で開始した。イネFACE実験装置は、図 1 に示すように農家水田の

一角にCO2放出用のチューブを正八角形状（差し渡し 12m）に設置し、コンピューター制

御で中央部のCO2濃度を外気よりも 200ppmv高くするように風上側からCO2を放出するシ

ステムである（詳しくは小林（2001）を参照）。2001 年からは同様のシステムを用いて中

国江蘇省における水稲―コムギFACE実験が実施されている。一方、FACE実験では測定が

難しい群落レベルのCO2ガス交換の測定が可能な大型人工気象室（図 2）や、温度とCO2

の相互作用を解明するためのCO2制御型温度勾配チャンバーなども開発され、研究目的に

応じた使い分けがなされている。  

図１ 岩手県岩手郡雫石町の農家水田における開放系大気CO2増加実験風景 

正八角形状（差し渡し 12ｍ）に設置されたチューブから、風向きに応じてCO2を放出

し、正八角形内のCO2濃度を外気よりも約 200ppmv高める装置 

図２ 大型の自然光型人工気象室，クライマトン（茨城県つくば市農業環境技術研究所）

における実験風景 

環境制御ならびに群落ガス交換の測定が可能  



 これまでの水稲FACE実験の結果から、大気CO2濃度の上昇は、圃場条件においても乾物

生産を促進することによって子実収量を増加させることが確認された。その増収程度（標

準窒素施肥条件）は、岩手県雫石町および中国江蘇省ともに 14％前後（図 3）であった。

また、コムギ、ダイズなどの他の主要C3作物におけるFACE実験においても 15％前後の類

似した増収率が報告されている。これらイネを含む主要作物の高CO2濃度による増収率は、 

C3植物のFACE実験をとりまとめたメタ解析 1（平均約 24％、Long et al., 2004）や多くのチ

ャンバー実験における増収率よりも低かったことから、食料生産の将来予測においてCO2

施肥効果が過大評価されているとの指摘もある（Long et al, 2006）。一方、バレイショや

ワタにおいては、極めて大きな収量応答が認められるなど、高CO2濃度に対する応答には

大きな種間差が存在することも明らかになってきた。異なる地域で実施されたFACE実験

データをさらに詳細に解析することによって、将来の作物生産予測の精度を向上するだけ

ではなく、高CO2濃度環境に適した品種・栽培技術を開発する上でも重要な知見が得られ

るものと考えられる。  

CO2濃度による乾物や収量の増加のドライビング・フォースである群落光合成の促進程

度について、その生育期間中の推移をクライマトロン・チャンバーにて測定した。群落光

C3植物メタ解析結果

イネ（雫石）

イネ（中国無錫）

C3植物メタ解析結果
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図３ FACE実験における収穫期乾物重および子実収量の高CO2濃度（外気+約
200ppmv）処理による増加率の比較 

 
Hasegawa et al. (2005)の総説にMorgan et al. (2005)によるダイズのデータを加え

た．メタ解析はC3 植物のFACE実験についてLong et al (2004)が行った結果．コム
ギ，バレイショ，ワタのデータはKimball et al (2002)による．これらのデータは水
や窒素を十分に与えた条件の結果． 

1  これまでの論文結果を集めて、処理の効果を統計的に表すための解析。 



合成は、分げつ期には高CO2濃度（外気＋300ppm）処理によって約 20-30％増加したのに

対して、登熟期には対照区と大きな違いはみられなくなった(図 4、Sakai et al., 2006)。こ

うしたいわゆる環境に対する応答の低下（“ダウンレギュレーション”）は、FACE実験

の個葉光合成でも認められている（Seneweera et al., 2002）。言い換えれば、高CO2濃度環

境における乾物生産や収量を予測するためには、生育期間中に生じる作物応答の変化を考

慮することが重要である。高CO2濃度による窒素濃度の低下、老化の加速などがダウンレ

ギュレーションの重要な要因と考えられており、現在それらを考慮した水稲の成長・収量

予測モデルの開発を進めている段階である。  

-10

0

10

20

30

分げつ期 幼穂形成期 出穂期 登熟期

高
C

O
2に

よ
る
群

落
純

光
合

成
の

増
加

率
(％

）

1998

1999

図４ クライマトロン・チャンバーのCO2交換速度から求めた群落純光合成速度の高
CO2濃度（+300ppmv）による増加率の季節変化 

Sakai et al (2006) の 1998，1999 年の結果から作図 . 

２）温度の影響 

 温度は作物の成長、収量形成に関わるほぼすべての過程に大きな影響を及ぼす環境要因

である。したがって、その変動はコメ生産に大きな被害をもたらすことがある。特に、開

花前約 2 週間から開花期頃の異常温度は、稔実障害を通じて収量を激減させる。実際、寒

冷地においては夏季の異常低温に起因する冷温障害が収量変動の最大の要因である。また、

開花期頃の異常高温も稔実障害を引き起こす。これまでのチャンバー実験の結果から、開

花期頃の温度が 34～35℃以上になると稔実歩合が低下し、40℃以上になるとほぼすべての

穎花が不稔になることが明らかにされ（Satake & Yoshida,1978、Matsui et al., 2001）、今後

予想される温暖化が、高温不稔を多発させ、収量変動を著しくするのではないかと懸念さ

れている。  

実際の圃場条件における高温不稔には、種々の要因が関与するために、単純に気温のみ

から不稔歩合を推定することは容易ではない。たとえば、圃場の水稲群落の微気象環境は

チャンバーとは大きく異なり、気温と感受器官である穂の温度に著しい差が生じる場合が

ある。たとえば、Yoshimoto et al（2005b）による中国江蘇省の水田の観測例では、穂温が



気温よりも 0.4〜1℃程度低かったのに対し、オーストラリアニューサウスウェールズ州の

水田では、約 6℃以上も低くなる事例が観測された（Matsui et al.，2007）。これらの違い

は、水稲群落の蒸散特性に加えて、日射、湿度、風速といった環境要因の違いに起因する。

さらに、将来想定される高CO2濃度環境においては、葉の気孔は閉じ気味になることが 60

年以上も前から知られている（Morrison (1998)による総説）。これによって群落の蒸散は

約 8％程度低下することがFACE実験の結果から推定されているが、一方群落温度は高CO2

濃度環境で上昇する(Yoshimoto et al., 2005a)。すなわち、外気温が同様でもCO2濃度が上昇

すると穂の温度は高くなり、高温不稔の発生を助長する恐れがある。したがって、現在お

よび将来環境下における水稲の稔実を予測するためには、こうした環境条件の影響を考慮

して、開花期頃の穂温を推定することが極めて重要である。 

そこで、日本と中国のFACE実験水田における微気象観測結果から、CO2濃度、日射、風

速、大気湿度といった微気象要素および穂、葉の蒸散特性を取り入れた穂周辺の群落熱収

支モデルを開発した（Yoshimoto et al., 2005b；平成 17 年度主要成果）。さらに、本モデル

を中国FACE水田に適用したところ、高CO2濃度による穂温の上昇効果は、開花日頃に 0.5

〜1℃で、その後日数の経過に伴い、より顕著になることがわかった。また、高CO2濃度は、

穂温の上昇に加えて群落内の湿度を低下させる結果、穂の蒸散も促進した。高CO2濃度に

よる穂温上昇と蒸散促進効果は登熟期間全体に及ぶと考えられ、開花時の高温不稔だけで

はなく、品質にも影響を及ぼす可能性が示唆された。 

温暖化により高温障害が激化する一方で、低温障害の発生頻度は軽減するとの見方もあ

る。しかし、今後年々の気象変動が増大すれば、低温障害の発生確率は変わらない可能性

もあり、寒冷地で頻発する夏季の異常低温による低温障害は、今後も主要な生産制限要因

になると考えられる。近年では、2003 年に北海道で作況指数 73、東北で 80 を記録した大

きな冷害が発生した。同年に実施した岩手県雫石町のFACE実験でも、障害不稔が発生し

たが、その程度はFACE区の方が対照区よりも高かった（Okada et al., 2005）。この原因に

ついては不明な点が多いが、この結果は、高CO2濃度環境が低温障害をも助長するする可

能性を示唆している。すなわち、高CO2濃度環境においては、不稔が発生しない安全な温

度範囲が狭くなるかもしれない。したがって、耐暑性、耐冷性品種の育成や、異常温度に

対するストレスを回避するような栽培技術の開発が今後も重要である。 

 

３．おわりに 

 大気CO2濃度の上昇、温暖化によって水稲の生産環境は大きく変化する。それらの生育・

収量に及ぼす影響は、高CO2による増収効果と各種ストレスによる減収要因との差し引き

で決定される。これまでのFACE実験から、水稲の高CO2濃度に対する応答が必ずしも大き

くないこと、異常温度に起因する稔実障害が高CO2濃度によって助長される可能性がある

こと、さらに本稿では示さなかったが、イネいもち病、紋枯病といった主要病害の発生も

高CO2濃度によって高まることなど（Kobayashi et al, 2006）、CO2濃度と各種ストレス要因

との相互作用の存在が明らかになってきた。将来のコメ生産を予測し、適応技術を開発す

る上では、これらのメカニズムを実験的に解明するとともに、水稲を取り巻く土壌・大気

環境と生産との関係を総合的に捉えたモデル化研究を強く推進する必要がある。そのため

に、第II期中期計画においては、水田土壌―作物系における炭素、窒素代謝、水稲の成長、



収量成立過程の環境応答を包括的に取り扱うモデルの開発に取り組んでいる。 
 なお、本研究は、農業環境技術研究所が東北農業研究センターなどとの共同研究として

実施したものである。  
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農業を巡る環境の情報を発信する 

 
農業環境インベントリーセンター 

谷山 一郎 

 
１．はじめに 
 農業環境技術研究所（農環研）では 2001 年 4 月に、農業環境に関わるさまざまな情報

を利用・提供できる全所的なセンターとして農業環境インベントリーセンター（センタ

ー）を設置した。インベントリーとは、一般には商品や財産などの目録などを意味する

が、最近では自然資源の目録や目録に記された物品の意味にも使われるようになり、二

酸化炭素やメタンガスの発生量を示す「温暖化ガスインベントリー」といった用語が使

用されている。農環研では、農業環境インベントリーを「①土壌、水、大気、昆虫、微

生物および植生など農業環境資源の過去から現在にわたって採取された各種の標本や試

料の現物、②これらに関連するデータ、手法、知見および技術などの有用情報を集積し、

分類整理した情報、③これらの情報を発信・利用し、さらに発信した情報が新たな情報

を生んで増殖するデータベースシステムなど」（上田，2005）と広く定義している。   

このようなインベントリーを扱うため、組織としては、土壌、昆虫、微生物の分類・

同定とそれぞれのインベントリー構築のために、土壌分類研究室、昆虫分類研究室、微

生物分類研究室が配置されるとともに、2004 年 10 月から農業環境インベントリーのシス

テム構築と管理のためにインベントリー研究官を置いて、研究・普及の強化を図ってい

る。また、所内のインベントリー研究を広く紹介するため雑誌「インベントリー」を年 1

回発行するとともに、農業環境関係の標本

や資料を展示するため 2005 年 4 月所内に

「インベントリー展示館」（図１）を開館

し、広報にも力を入れている。  

 ここでは、センターにおける土壌、昆虫、

微生物の標本や試・資料およびデータベー

スシステムの整備状況とその活用につい

て概説する。   

 

図１ インベントリー展示館 ２．土壌 

１）土壌モノリス 

 土壌調査土壌断面標本（土壌モノリス）は、土壌断面をそのままの姿で採取した標本

を樹脂で固定したものである。この土壌モノリスは、農業生産や環境保全の基盤として

の土壌断面の構造や色などの情報を写真やデータではなく現物として観察することがで

き、研究者の情報交換、農家や一般の人々に対する土壌についての知識の普及および学

生の学習などの資料として欠かせないものである。農環研では、インベントリー展示館

内に土壌モノリス展示室を設置し、年間約 2,000 人の来訪者を迎えるとともに、多くの機

関へモノリスの貸し出しをおこなっている（図２）。現在、登録され保存展示されてい



るモノリスは、国内の断面約 200 点および

外国の断面 32 点である。日本国内でのモ

ノリスの収集・保存・展示は、大学、研究

機関および博物館でおこなわれているが、

当所ほどの数を所有する機関はわが国で

は他にはない。  

 

２）土壌情報 

 農業生産の基本的情報把握のため、わが

国で国の事業として土壌図作成が開始され

たのは 1870 年代である。明治政府は、1882

年にドイツから農林地質学者マックス・フ

ェスカを招き、農商務省地質調査所で「土

性調査」を開始した。その結果をとりまとめて、1885 年に最初の縮尺 10 万分の 1 の土壌

図「大日本甲斐国土性図」を発行した（図３）。その後、この事業は当所の母体である農

事試験場に引き継がれ、最後の陸奥国が完成したのは 1948 年であった。この土壌図には土

壌断面や分析データ、調査地域の農業事情および施肥指導などを記載した説明書が付属し

ており、当時を知る貴重な資料となっている（浜崎ら，2002a）。センターでは、所蔵して

いない一部の土性図と説明書を除いて画像情

性図」については近々公開を予定している。 

次いで、第二次大戦後、連合軍最高司令

部自然資

図２ インベントリー展示館内の土壌モノリス 

報としてデジタル化に取り組んでおり、「土

源部門（NRS）は、食糧不足の中

で

調査事業として「地力保全基本調査」が実施

万 ha を対象に、約 25ha に 1 土壌断面調査を

食糧生産の増加を図るために、日本の土

壌の性質や潜在能力、そして制限要因に関

する基本情報を得ようとして実施した土壌

調査「偵察土壌調査（Reconnaissance Soil 

Survey）」の結果を、1948～1951 年にかけ

て 25万分の 1の土壌図としてとりまとめた。

農環研にはこの全 48 葉の土壌図が収蔵さ

れており、図面のデジタル画像入力は終了

し、解説書の入力に取りかかっている（小

原，2003）。 
図３ 大日本甲斐国土性図 

NRS の土壌調査の後、1959～78 年に国の

され、都道府県農業試験場は、農耕地 512

行った。その調査断面総数は約 22 万点に及び、そのうち土壌断面記載と理化学性データ

をセットした代表土壌断面約 3,343 点についてはデジタル化され、とりまとめが行われて

いる（織田ら，1987）。また、同時に全国をカバーする 5 万分の 1 および 20 万分の 1 の

土壌図が作成されたほか、都道府県ごとの総合成績書が発行され、農業生産における土

壌特性の把握が容易となった。その後、全国約 2 万地点の定点を設定し、5 年に一度のモ

ニタリングにより土壌の理化学性の変化と農家のほ場管理の実態について把握するため



の「土壌環境基礎調査」が 1979～1998 年に公立農業試験場で実施された。1998 年以降は、

定点を約 5 分の 1 に厳選するとともに、モニタリング項目を減らした「土壌機能実態モ

ニタリング調査」を実施され、全国的なデータについては、農環研で取りまとめをおこ

なっている。これらのデータ利用については、制限があるが、土壌の基本的特性に関す

る項目については公開に向けて準備をしている（中井ら，2004a）。今後、これらのデー

タ解析によって、例えば地球温暖化に伴う全国的な土壌特性の変化や二酸化炭素吸収源

としての土壌の役割の解明などが期待される。  

また、WebGIS（インターネットの Web

を

万分の 1 地形

図

ら調査地

点を検索し、調査結果を表示するとともに、この画面からデータの修正が可能である。集

や測定値を書き込むことで入力する

か

土壌分類プログラムが付属して

お

に ID とパスワードを発

行

ベー

ス

．昆虫 

本 

験場に昆虫部が設けられて以来、昆虫標本の収集・保存が農環研昆虫標本

図４ 土壌資源情報インベントリーシステムで表

示された土壌図と調査地点 

介してサーバーの地理情報システム

〔GIS〕機能を利用する技術）の機能を

使ったデータベースシステム「土壌資源

情報インベントリーシステム」の開発を

行い、「定点調査」の結果のデータベー

スを構築し、オンラインでアクセスして

以下のことができる。   

①GIS 機能を使って、5

の上に「地力基本調査」における農耕

地土壌図と「定点調査」地点を表示でき、

土壌図または調査地点を画面上から選定

することにより、土壌または調査地点の

情報を表示できる（図４）。 

②調査年次や都道府県などか

計については、調査年次、都道府県および層位を指定して、地目別、土壌群別または土壌

統別に最小値、最大値および平均値を表示できる。 

③新しいデータは、画面上で項目ごとにコード選択

、別途エクセルファイルを作成し一括して入力する。  

④本システムには、農耕地土壌分類第三次改訂版による

り、調査地点を選択すると土壌名が表示できる。新たな調査地点については、データ入

力後、このプログラムで第３次改訂版による分類ができる。  

現在、このシステムは土壌調査を行っている公立試験研究機関

して利用され、土壌調査やデータ整備の効率化が期待される（中井ら，2004b）。 

このほか、モノリスの断面形態や化学分析の結果については土壌モノリスデータ

として一部を公開するとともに、現在も蓄積中である（小原ら，2002、中井ら，2006）。

また、モノリス作成法についても改訂版を Web サイトに公開し、利用者の利便を図って

いる(浜崎ら，2002b)。  

 

３

１）昆虫標

1899 年農事試



館

た

もののほか外部の研究者から当標本館に寄贈されたコレクションが多く含まれる。これ

て

記載された際に指定された単一の標本で

２）昆虫情報 

究を進めるためにタイプ標本の参照が必要となることがある

が、他機関

でおこなわれている。標本箱に整理され

た乾燥標本は約 100 万点、身体の柔らかい

チョウ目やハエ目を主体とする幼虫や水生

昆虫を保存するためのアルコール液浸標本

も多数保管されているが、その正確な数は

把握できていない。また、アブラムシ、カ

イガラムシおよびアザミウマなどの微小昆

虫は、顕微鏡で検鏡するためのプレパラー

ト標本として約 62,000 点保管されている。

さらに、三角紙に入った状態の標本も多数

あり、以上のすべてを合わせると所蔵標本

の数は約 120 万点にのぼると推定され、毎年約 2 万点ずつ増加している（図５）。 

この所蔵標本は、歴代のスタッフが自ら研究対象とする昆虫を長年にわたって収集し

a)a) b)b)

c)c) d)d)

図５ 虫標本 a)乾燥標本，b)液浸標本，c)プレパ
ラート標本，d)三角紙標本 

ら

のコレクションは、それぞれの研究者が自らの専門分野を中心として特定の目的を持って

集めたもの、あるいは特定地域の昆虫相を反映したものが多く、研究材料としてよくまと

まっており、学術的にも価値の高いものである。 

また、これらの所蔵標本にはタイプ標本が含まれている。タイプ標本とは新種が初め

、その種の種小名を担うと定められたものである。

分類研究を進める上では必ず参照しなければならない重要な標本であり、それぞれの種に

ただ１個体しか存在しない極めて貴重な標本である。昆虫標本館には、現在 500 種あまり

のタイプ標本が整理されている。それらは、不慮の災害から守るため耐火・耐震構造をも

つタイプ標本室の頑丈な標本ロッカーに入れられて保管されている。 

 

種の同定作業や分類研

が所蔵しているタイプ標本を参照するには、その機関を直接訪問するか、借

用を依頼する以外に方法が無い。これらは煩雑な手続きや時間と労力を必要し、研究を

進める上での大きな障害となっている。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などにも気を遣う必要がある。しかし、所

蔵タイプ標本の様々な画像がインターネットを通じて公開されれば、利用者は容易にタ

イプ標本の形態情報を手に入れることができ、種の同定や分類研究の資料として役立て

ることができる。タイプ標本の貸し出し機会が減少するため、標本の破損や紛失などの

心配も解消される。さらに将来、各機関の所蔵タイプ標本画像が連結され、それらが一

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利用も

増加することが期待される。このような利用を目的として、所蔵しているタイプ標本の

データベース化を進め、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

どの情報とタイプ標本の画像情報を合わせた、「タイプ標本画像データベース」をコウ

チュウ目やハチ目など 8 目 363 種について、Web サイトで公開している（図６）。その



他のものについても順次公開していく予定

である（中谷ら，2003）。  

また、農環研には、農事試験場に籍を置い

ていたこともある故三橋信治氏が作成した

文

生状況の変遷などを調べるうえで今日にお

スミカメムシ科の中でも特に同定が困難なヒョウタンカスミカメ族の図説検

）微生物さく葉標本 

物標本館では 1880 年代から現在に至るまで約 120 年間にわたり寄贈・採集

に感染した状態で押し葉として乾燥したさく葉標本約 5,000 点、

ま

ては国際細菌命名規約

に

献目録「三橋ノート」（全 474 冊、推定

50,000 頁）が保管されている。この目録は、

明治時代から 1950 年代までの昆虫に関する

国内の主要な文献を対象とし、それぞれの文

献中に現れた昆虫の学名および和名と当該

文献の書誌情報を昆虫の分類群毎に整理し

たものである。かつては昆虫研究者や昆虫愛

好家の間で広く知られ、有用な情報源として

活用されていた。最近のデータベースでは入

手することができない明治期以来の情報を

得ることができるので、昆虫の生息分布や発

いても有用であり、また古い文献情報を必要とする分類研究においては特に利用価値は

高い。長年にわたって蓄積されてきたこれらの情報は、わが国の昆虫研究の土台となっ

た貴重なものであり、その有効活用を図るため、トンボ目（７冊，1,223 頁）とチョウ目

（118 冊，18,521 頁）の合計約 20,000 頁のデジタル画像から成るデータベースを Web 上

で公開し、現在も入力を続けている（安田ら，2006）。  

 このほか、害虫を捕食する肉食性で、互いに類似した種が多く、一般に同定が難しい

とされるカ

図６ タイプ標本画像データベースの検索結

果画面 

索表を Web 上で公開することによって、分類の専門家以外でも同定が容易となった（中

谷，2006）。  

 

４．微生物  

１

農環研微生

された、微生物が植物葉

た菌類をシャーレで培養し、そのまま凍結乾燥してシリカゲルを入れた状態で密封し

た乾燥標本約 2,000 点を、標本室内で安定的に保管している。さらに、細菌および糸状菌

の凍結乾燥アンプル、凍結チューブ、継代培養試験管など合わせて約 4,000 点を低温室に

おいて保存しており、その収集は現在も続いている（図７）。  

ｚｚ昆虫と同様に微生物においても、新しい分類群（新種や新変種）の学名をつけて

発表する際には、菌類においては国際植物命名規約、細菌におい

従って命名する必要がある。例えば国際植物命名規約においては、その学名の証拠と

なるただ一つの標本（タイプ標本）を指定し、公共の標本館に永久に保存することが求

められている。農環研の微生物標本館は、農林水産省傘下の独立行政法人としては唯一

の微生物さく葉標本及び菌類標本の保存施設で、多くの研究者から寄託された微生物タ

イプ標本に NIAES 番号を付けて保管している。  



２）微生物情報 

これらの農環研所蔵微生物標本や環境修

復などの機能を有する微生物に関する複数

のデータベースについて、一つのキーワード

的に情報を検索できる分散

型

ース」、

「

化合物として取り上げられてきている 2,4-

況 1

は、人畜や

解菌としても知られる Burkholderia 属細菌

して検索する

と 、 ４ つ の デ ー タ ベ ー ス か ら

により同時・網羅

データベース「microForce」にとりまとめ

て公開している（對馬ら，2006）。  

本データベースは、「農業環境技術研究所

微生物標本館所蔵標本の画像データベース」、

「除草剤 2,4-D 分解菌データベース」、

「Burkholderia cepacia 近縁菌データベ

バイオセーフティレベル（日本細菌学会作

成）」から構成されている。「農業環境技術

研究所微生物標本館所蔵標本の画像データ

ベース」は、農環研が所蔵するサビ菌やクロ

ボ菌などの微生物標本画像を中心に、寄主植

物や採集場所などに関わる情報（448 件）が

入力されている。「除草剤 2,4-D 分解菌デー

タベース」は、微生物分解や生物毒性のモデル

Ｄの分解菌の分解遺伝子の塩基配列や研究状

「Burkholderia cepacia 近縁菌データベース」

含む一方で、農薬などの化学合成化合物の分

に関する情報（49 件）が収められている。「バイオセーフティレベル」は細菌を取り扱

う時の注意を喚起するために、日本細菌学会のバイオセーフティ委員会が作成した「病

原細菌に関するバイオセーフティ指針」にある「付表：病原菌のバイオセーフティレベ

ル分類」を日本細菌学会の許可を得て掲載している。  

「microForce」では、一つのキー

ワードを入力するだけで、指定した

複数のデータベースから関連情報

を一度に検索することが可能であ

る。例えば、検索画面で “Genus＝

Burkholderia”を入力

a)a) b)b)

c)c)

d)d)

図７ 微生物標本 a)さく葉標本，b)培養乾燥

標本，c)凍結チューブ標本，d)冷蔵庫内

の培養試験管標本 

などの文献情報（ 61 件）を公開している。

植物に病気を起こす有害系統を

Burkholderia 属細菌に関連する情報

が画面に表示される（図８）。これ

により、４つのデータベースのいず

れにもキーワードに該当する情報

があることが瞬時にわかるように

なっている。  
図８ microForce の検索結果画面 



この他、農環研が所蔵する微生物感染さく葉を中心とするタイプ標本類（46 点）、Sydow

氏

５．今後の整備 

ントリーセンターでは、インベントリーを拡充にあったて、試料・資料

ト

ることにより、農業環境指標やリスク評価などに活

ベース化することには限界があり、

イ

らの採集標本（254 点）、一般標本（6,611 点）、日野氏ブラジル採集標本（196 点）、

およびキノコ類標本（97 点）の計 7,204 点の微生物種名、異名、病名、寄主植物和名・

学名、採集地、採集年月日、採集者の基本標本情報を５つに分類して収録した「微生物

さく葉標本目録」を Web 上で公開している（小板橋ら，2006）。  

 

 農業環境インベ

保存のための、温度、湿度、遮光などの環境条件の整えられたスペースまたは保管装置の

確保を図っている。また、資料の整理、修復、標本作製、標本分類、試料分析および標本

や資料などの文字・画像情報をデジタル化する作業については、どの試・資料の整理やデ

ジタル化を優先させるかが課題である。しかしながら、それらのデジタル情報を集積・制

御するサーバーの整備とサーバーに集積されたデジタル情報を容易に取り出すためのプロ

グラムの開発に着手している（大倉，2006）。 

そうした中で、農業環境インベン

リーセンターでは、GIS を土台と

して、土壌や昆虫・微生物に関する

標本やデータベースを結合して図

示でき、所外の多数の利用者が特別

なソフトウェアを用意することな

くインターネットを介して利用で

きる、WebGIS を用いたシステムを

開発中である（上田，2006）。図９

に示したのは、2 万 5 千分の１の地

形図の数値地図データを格納した

プロトタイプシステムであり、土

壌・昆虫・微生物標本の情報をデジ

タル地図上に登録・検索・閲覧・編

集・削除できる機能を有している。

今後、GIS の高度な分析機能を生か

した情報の利用や外部データベー

スとの連携など高度な機能を付加す

用できるシステムとしていくことが課題である。  

今後、一つの研究機関で多数の関連情報をデータ

a)a)

d)d)

c)c)

b)b)

図９ WebGIS インベントリーシステム a)検索画面，b)地

点情報画面，c)検索結果まとめ画面，d)個別結果

表示画面 

ンベントリーの定義にある「発信した情報が新たな情報を生んで増殖するデータベー

スシステム」構築のため、今後は農業環境資源情報収集システムの開発にも取り組むこ

とにしている。  
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有機化学物質研究領域 大谷 卓・清家伸康

日本では，過去に投入された農薬由来のPOPs が現在でも一部の農耕地に残留しています。

そこで私たちは，土壌からのPOPs 吸収能力に植物間差があることを明らかにし，この能力を

利用して作物汚染のリスクを低減するための技術開発に取り組んでいます。

ディルドリン汚染土壌では，①ウリ科以外の作物に転換する，②キュウリを栽培する際は低

吸収性台木を選定する，ことにより，作物汚染のリスクを低減することができます。

現在，ウリ科の中で最も吸収能力が高いズッキーニを用い

て，土壌からディルドリンを吸い上げ，浄化するファイトレメ

ディエーションの効果を検討中です。

植物の力で農耕地のPOPsリスクを低減する

残留性有機汚染物質（Persistent Organic Pollutants) の略

称で，①残留性（難分解性），②生物蓄積性，③長距離移動性，

④毒性，の全ての特性を有する物質と定義されています。

2004年5月，「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条

約（POPs条約）」 が発効し，国際的な協調のもと，排出削減，

および管理のための対策が義務づけられています。

日本では，過去にダイオキシン類を不純物として含む除草

剤や，ドリン類・DDT・クロルデン・ヘプタクロルを有効成分と

する殺虫剤が使用されるなど，農耕地にPOPs が投入されま

した（いずれの農薬も現在は使用禁止）。

過去に採取された農耕地土壌を用いて POPs の濃度推移を

調べたところ，POPs は土壌中での消失が極めて遅く，現在で

も農耕地に残留していることが明らかになりました。

昨今，国内のいくつかの地域で，キュウリ果実から残留基

準値を超えたディルドリンが検出され，現地では大きな問題

になっています。

POPs は水に溶けにくい性質があり，土壌に残っていても

ほとんどの作物は吸収することができません。

しかし，キュウリをはじめとするウリ科植物だけは，土壌に

残留する POPs を特異的に吸収します。

国内のキュウリ生産は接木栽培が主流です。

そこで，台木と穂木の組合せによる接木キュウリのディルド

リン吸収量を比較したところ，穂木品種とは無関係で，台木

品種の吸収能力が決め手となっていることがわかりました。

低吸収性台木を用いることにより，キュウリ果実のディルド

リン濃度を低レベルに抑えることができました。
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* 日本での製造・使用実績なし
POPs 条約対象１２物質POPs とは？

農耕地土壌における POPs の汚染実態は？

POPs の吸収は作物によって違う？

POPs の吸収を抑えるには？

土をきれいにすることはできない？
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5 % 水準で有意差あり（Tukey 法，n = 3）



GISデータ

河川観測データ

集水域内での
窒素発生負荷量の算出

河川流量と水質の解析

環境への
窒素負荷量算定

河川を流下する
窒素負荷量の算定

土地利用図
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流域区界図
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行政単位データの
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物質循環研究領域 板橋 直

農業と畜産の盛んな集水域では、特に畜産が河川水質に大きな影響を及ぼ
すこと、また、窒素負荷が河川水質に影響を及ぼすまでの時間とその影響の
大きさは、集水域によって異なることが分かってきました。

以上の結果から、河川・湖沼の水質を維持・保全するためには、個々の集水域の特性に基づ
いて適切に対策を立てる必要があります。そのためには、集水域によってこのような違いが生
じる原因を明らかにすることが重要です。

農業・畜産により生じる窒素負荷の
河川水質への影響は集水域によって異なる

日本大韓民国

霞ヶ浦流域（茨城県）

(140゜E, 36゜N)

槐山地域（忠清北道）

(128゜E, 37゜N)

中国

500 km

太平洋

日本の霞ヶ浦流域と韓国の槐山地域の中から、農
業と畜産が盛んな集水域を選択して比較しました。こ
れらの集水域の間には、地質、土壌、気候、農業体
系などに大きな違いがあります。

GISを使って行政単位の統計情報を集水域単位に読

み替えて、作物や家畜の種類ごとに窒素発生負荷量を
計算しました。さらに、面積あたりの環境への負荷量を
算定しました。

面
積
あ
た
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環
境
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 h
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1 )

年

霞ヶ浦流域では、畜産による窒素負荷量の増
減は10年以上たっても河川における観測値の増

減として現れていません。また、これまでのところ
河川に流出したのは全窒素負荷の約４割でした。

韓国・槐山地域では、集水域内の畜産による窒
素負荷量の増減が、速やかに河川における観測
値の増減となって現れました。また、全窒素負荷
の約７割が河川に流出しました。

農地へ投入された肥料や家畜排せつ物中の窒素は、水に溶けて土壌や地下水中を移動します。作物に利用されな
い窒素は、地下水を汚染し、河川に流出して、湖沼の富栄養化の原因となります。日本の霞ヶ浦流域と大韓民国（韓
国）の槐山地域について、地理情報システム（GIS)を使って集水域内で発生した窒素負荷量を詳しく調べました。

選択した２つの集水域について、過去から現在まで集水域内で発生した農業・畜産、人の生活、降
雨や窒素固定による窒素負荷量を計算し、河川における観測値と比較しました。

韓国・槐山地域
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土壌環境研究領域 前島勇治・牧野知之

カドミウムで汚染された水田を塩化第二鉄で洗浄し、カドミウムを除去する方法を開発しました。
この方法を用いると、玄米収量を低下させずに玄米のカドミウム含量を大幅に低減できます。

カドミウムで汚染された水田の浄化・修復に活用して国産米生産における安全な環境を確立する
とともに、食の安全・安心確保に寄与します。

塩化第二鉄を用いた化学洗浄法による
カドミウム汚染水田の修復

農作物など食品中のカドミウム含量の国際的な基準値が決定され、わが国では、カドミウム汚染
水田を修復して米のカドミウム含量を低減することが要望されています。しかし、これまでの客土
工事では対応が困難な場合があるため、カドミウム汚染水田の修復に適用可能な土壌洗浄技術
の開発を目指しています。

①洗浄剤には安価で環境負荷が少なく、カドミウム抽出効率の高い塩化第二鉄が適する。
②水田をプラスチック板で囲み漏水を防止後、洗浄剤（塩化第二鉄）を施用して代掻き（しろか
き）を行い、カドミウムを溶出して排水する。残存している溶出カドミウムと洗浄剤は、用水で繰
り返し洗浄して除去する（図１と写真）。
③現場設置型の排水処理装置は、キレート資材を内蔵し、排水中のカドミウムを選択的に回収
する。処理後の排水中のカドミウム濃度は環境基準（0.01mg/L）以下に低下する（図１と写真）。

①洗浄剤での溶出工程 ②水洗浄工程 ③排水処理工程
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図2 洗浄処理に伴う土壌カドミウム含量の変化

(0.1モル/L塩酸抽出，固液比1:5)
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図3 洗浄処理に伴う水稲のカドミウム含量の変化

洗浄水田と排水処理装置

洗浄水田洗浄水田

排水処理装置排水処理装置

④洗浄処理によって、土壌のカドミウムは無洗浄区の半分程度まで大きく低下する（図2） 。

⑤洗浄処理後に栽培した水稲「あきたこまち」に収量減少はなく、玄米および稲わら中のカドミ
ウム含量は半分から３分の１程度まで大幅に低下する（図3）。

図1 水田土壌洗浄法

本研究は、太平洋セメント（株）と長野県農業総合試験場との共同研究として行われています。



土壌環境研究領域 村上政治

カドミウム汚染土壌の修復技術として、安価で環境にやさしいファイトレメディエーションが注
目されています。栽培植物の中から修復植物としてカドミウム高吸収イネを選抜し、実用化
に向けた研究を進めています。

ファイトレメディエーションは、カドミウムで汚染された土壌を安価に修復します。

カドミウム汚染土壌のファイトレメディエーション

精米に含まれるカドミウムの国際基準値案が0.4 mg kg-1として最終採択されました。このため

基準値以上のカドミウムを含んだコメを産出する汚染水田土壌に対する新たな修復技術の開
発が必要とされています。従来はコストの高い「客土」という土木工学的手法が用いられてき
ました。
一方、環境負荷が少なく安価な修復技術として、グンバイナズナ等の超集積植物を用いたファ
イトレメディエーションが海外では注目されています。しかし、超集積植物には体系化された栽
培方法がないため大面積を対象とした実用化は困難であると考えられます。

我々は、トウモロコシ、ダイズ、イネといった栽培
植物を用いてポット試験を行い、最も実用化の
見込まれる修復植物としてカドミウム高吸収イ
ネを選択しました（図１，２）。

また、全国各地での圃場試験の結果、地域に適
応したカドミウム高吸収かつ難脱粒性のイネ品
種を選抜しました。

現在、実用化に向けて、水田だけでなく畑にお
いてもカドミウム高吸収イネを用いた圃場試験
を展開しています。 現地水田圃場におけるカドミウム高吸収イネ（密陽２３号）

の栽培風景です。カドミウムをより多く吸収させるため、写
真のように落水条件で栽培します。

特性の異なる土壌においても、トウモロコシやダイズと比
較してカドミウム高吸収イネのカドミウム吸収量が高いこ
とがわかります。

土壌中のカドミウム濃度についても、トウモロコシやダ
イズと比較してカドミウム高吸収イネの栽培跡が最も
減少しています。

図１．各作物地上部のカドミウム吸収量
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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
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環境ホルモン(内分泌かく乱物質)による人や野生生物の健康や生態系への影響が危惧されていま
す。当研究グル-プでは、有害化学物質の環境リスクを減らすため、微生物と特殊な木炭を組み合わ
せたバイオレメディエ－ション(汚染環境の浄化・修復)技術の研究開発を行っています。

分解菌集積木質炭化素材を用いた難分解性有機汚染物質の
原位置バイオレメディエ－ション

除草剤シマジンを分解する細菌群を木質炭化素材A-100に集積させることに成功しました。

この複合素材（分解菌集積木質炭化素材）をゴルフ場の下層土に敷き詰めることで、ゴルフ
場に散布されたシマジンは素材に吸着され、そこで分解されます。この技術によりゴルフ場
下層土や地下水及び河川水のシマジンによる汚染が長期間、大幅に軽減されます。

ゴルフ場浸透水中のシマ
ジン濃度と木質炭化素材
中のシマジン分解菌数

の経時変化：

浸透水中の農薬は木質炭
化素材に吸着され、そこに生
息するシマジン分解細菌群
により分解除去され、浸透水
中のシマジン濃度は大幅に
低下した。

炭化素材中の分解菌数は
高密度（105 cfu/g 乾物)を約2
年間維持した。

1) 分解細菌のすみかとなり、有害化学物質を吸
着する特殊な木炭（木質炭化素材A-100)を
開発しました。

2) この木質炭化素材の細孔中に分解細菌(群)
を集積させる方法(還流法)を開発しました。

3)分解菌集積木質炭化素材をゴルフ場の下層
に敷きつめることにより、散布されたシマジン
による下層土、地下水、河川水の汚染を大
幅に軽減できます。

ゴルフ場下層に敷き詰められた分解菌集積木質炭化素材

木質炭化素材の細孔に集積したシマジン分解細菌群

有害化学物質

分解菌

～化学物質を食べる微生物～
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<分解菌集積木質炭化素材層の特徴>
• 粒径 :      5～10mm
• 比表面積:   99.9 m2/g
• 細孔分布:    直径5- 20μm の細孔の容積が

全細孔容積の10%以上
• pH(H2O) :         7.8
•水分含量:          62%
•厚さ :           約1 cm
•分解菌数:        7.5x107 cfu / g乾物

<分解菌集積木質炭化素材層の特徴>
• 粒径 :      5～10mm
• 比表面積:   99.9 m2/g
• 細孔分布:    直径5- 20μm の細孔の容積が

全細孔容積の10%以上
• pH(H2O) :         7.8
•水分含量:          62%
•厚さ :           約1 cm
•分解菌数:        7.5x107 cfu / g乾物

有機化学物質研究領域 高木和広

reirock
長方形

reirock
長方形



<水生昆虫> コガタシマトビケラ

<魚類>

有機化学物質研究領域 堀尾 剛・石原 悟・横山淳史

わが国の法律においては，農薬の生態系への影響，特に水生生物への影響を調べる方法として，
世界で共通して用いられている魚類，ミジンコ，藻類の３種の毒性試験を行うことが義務づけられて
います。当研究所では，日本の環境への影響を調べるのにより適した試験法の開発を目指して，試
験生物の選定，試験方法の開発に関する研究を行っています。

農薬の河川生態系への影響を
調べるための試験法開発

<藻類> <ミジンコ>

1mm20μm 10μm

オオミジンコセネデスムスセレナストラム

ゼブラフィッシュコイ

農薬登録の際に使われている試験生物

現在研究を進めている試験生物
<藻類>

珪藻は河川の石などに付着し
ている藻類です。日本の河川
生態系における主要な生産者
であり，水生昆虫や魚のエサに
もなるため，生態的に重要な役
目を果たしています。

珪藻

このようにトビケラは河川に生息する生物，特に昆虫と
しては重要性が高いと考えられます。

室内飼育の難しいトビケラの飼育法の確立，また農薬

の毒性を調べるための試験法開発を行っています。

これまで研究を行った試験生物

10mm

化学物質の中には，泥に吸着され
やすい物質もあります。
ユスリカの幼虫は泥の中に住み，泥
や腐植物を食べるので，化学物質
が体内に蓄積され，高次の生物に
濃縮されます。そのためユスリカを
用いて農薬の濃縮性を調べました。

化学物質の中には，生物の性
決定の仕組みをかく乱する物
質もあります。
オスとメスとで体色が異なる性
質を持つ系統のメダカを使って，
内分泌かく乱作用の有無を検
定する試験法を開発しました。

セスジユスリカ メダカ

10μm

我が国は，水田が多く，そこでの農薬の使用も
多いため，水田から直接繋がる河川に生息す
る生物への影響をよく調べる必要があります。

法律の上では，農薬登録の際に水生生物への
毒性が義務づけられています。しかし，現在用
いられている生物には，湖や沼など水が流れな
い環境に住んでいたり，我が国ではあまり見か
けないものがいます。

そこで，より実際の環境に近い状態で影響を調
べるためには，我が国の河川に生息していて，
生態系の中でも重要な役割を果たしている生物
を使用することが望ましいと考えられます。

当研究領域では，このような生物の試験生物化
や試験法の開発法を目指しています。

研究の背景と目的

１齢幼虫
５齢幼虫

蛹

成虫

卵

5mm

10mm

トビケラは日本各地
の河川に広く分布し
ていて，流されてく
る藻類などを食べ
ています。またトビ
ケラは，魚や大型
の水生昆虫のエサ
になっています。

河川の中で藻類はたくさんの種類が塊になってお互
いに影響し合いながら生活しています。そこでより実
際の環境に近い影響を知るために，それらがまとまっ
た状態で農薬の藻類に対する影響を調べる試験法
の開発を行っています。

10mm

確立した試験法を農薬の生態系影響の高次評価手法として，我が国における農薬行政に活用で
きます。
農薬の河川生態系におけるリスク評価の観点から，水管理を中心とした農薬の使用方法の指導
に生かせます。

reirock
長方形

reirock
長方形



生物多様性研究領域 吉村泰幸

現在、日本では遺伝子組換え作物の商業栽培は行われていませんが、遺伝子組換えダイズが広
く普及した場合、その花粉によりわが国に自生するツルマメと交雑する可能性があります。そこで両
者を野外で栽培し、どのくらいの距離でどのくらい自然に交雑するかを調べています。

遺伝子組換えダイズは近縁の野生種ツルマメと交雑するか？

遺伝子組換えダイズからツルマメへの遺伝子の流動を防ぎ、安心して組換えダイズを栽培する

ために、組換えダイズを栽培する畑からどのくらいの範囲で雑草を管理すれば良いのか、また、

開花期をずらすためにいつ種まきをすればよいのかがわかります。

一般に、ダイズやツルマメ（ダイズの近縁
野生種）は自殖性（同一花の中で受精する
性質）が高く、他殖する可能性は極めて低
いことが知られています。このために遺伝子
組換えダイズとツルマメとの自然交雑率は
低いと考えられますが、両者の自然交雑に
ついての知見をさらに収集することを目的と
しています。

遺伝子組換えダイズ
ツルマメ

（ダイズの近縁野生種）

当研究所内の一般試験ほ場(20a)で、
除草剤グリホサート耐性組換えダイズと
ツルマメを右図のように栽培します。組換
えダイズから５段階（2､4､6､8､10m）の距
離ごとに植え付けたツルマメから種子を
採取して、両者間の距離と自然交雑率と
の関係を明らかにします。

交雑個体の検定は
閉鎖系温室の中で
行います（右図） ツルマメ区 組換えダイズ区

2m

10m
8m

6m
4m

圃場配置 25m

混植区

除草剤グリホサート耐性遺伝
子組換えダイズ（Glycine max）

ツルマメ（ Glycine soja 日本、

韓国など東アジアに自生）

75m

2006年度の実験

ツルマメ

遺伝子組換え
ダイズ

ツルマメと組換えダイズの開花時期の比較

開花期 最盛期

8/1 8/10 8/20 9/1 9/10 9/20

播種日

組換えダイズとツ
ルマメを隣接して
栽培し（左図）、ツ
ルマメ種子約3万
個を収穫、検定し
たところ1固体の交

雑固体が見つかり
ました。

アカガネコハナバチ→

←ヒラズハナアザミウマ

2005年度の結果

ツルマメ自生地で訪花
する昆虫を調べると、
左図のような昆虫が多
く見られました。

ツルマメ 5/27
6/13
6/24

組換えダイズ 6/20
7/5
7/20

移植日ツルマメの開花
期は組換えダイ
ズより遅く、最盛
期は移植日を変
えても揃う傾向
がありました（右
図）。

reirock
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生物生態機能研究領域 星野（高田）裕子

環境中から直接抽出したDNA(環境DNA)を用いて、培養困難な微生物を含め
た微生物群集を解析し、臭化メチル代替薬剤として幅広く使われている土壌く
ん蒸剤の非標的微生物に対する影響を明らかにしました。

環境環境DNADNAを用いる解析法は、農業現場における土壌微生物相の変化をとらえるを用いる解析法は、農業現場における土壌微生物相の変化をとらえる
ことができることができるため、ため、化学物質や有機物施用などが環境に及ぼす影響化学物質や有機物施用などが環境に及ぼす影響のの評価に利評価に利
用できると期待され用できると期待されます。ます。

環境DNAで土壌くん蒸処理の微生物への影響を見る

近年、様々な環境汚染の生物に対する影響が懸念されており、その評価が求められています。
環境中の生物のうち、微生物は物質循環など生態系で基礎となる重要な役割を果たしています
が、土壌などに生息する微生物は、大部分が従来の培養法では培養できず、環境影響を測る
上で手法上の問題がありました。そこで、培養という作業を経ず、環境DNAを用いて、病害虫防
除のための土壌くん蒸剤が防除対象以外の土壌微生物に与える影響について検討しました。

★影響の大きさ クロルピクリン＞D-D
★クロルピクリン処理 微生物群の多様性が低下

土壌中の微生物群集構造の中身が変化
★D-D処理 微生物群集構造に大きな影響なし

土壌から直接DNAを抽出

環境環境DNADNA（（eDNAeDNA）の解析）の解析

土壌くん蒸処理による細菌16S rDNA DGGEパターンの変化
ホウレンソウ畑で土壌くん蒸剤を1年に一度処理しており、2年目の処理から1ヶ月後の土壌を解析

PCR-DGGE解析
電気泳動のバンドパターンで
微生物群集の構造が示され
ます。

＜クロルピクリン処理区＞
・バンドパターンが単純化。
・培養できない細菌由来の
バンドが消失、培養可能な
細菌由来のバンドが増大。

無処理
D-D
処理

クロル
ピクリン

処理

＜無処理区＞
培養できない未知の細菌の
DNAと推定されるバンドが
数多く検出。

＜D-D処理区＞
パターンに大きな変化なし。

reirock
長方形

reirock
長方形



生物多様性研究領域 杉江 元・田端 純

ハマキガ類の防除を目的とした交信撹乱剤（ハマキコンＬ）処理によりチャノコカ
クモンハマキに抵抗性が生じた茶園から本種を採集し，撹乱剤処理下で採卵，
飼育を繰り返し，抵抗性系統を確立した。感受性，抵抗性両系統を調査し，両
系統の雄の触角に違いが生じていることを明らかにした。

フェロモンを利用した交信撹乱剤に対する抵抗性は雄の電気生理的
応答を調べることで明らかにできる。

チャノコカクモンハマキの交信撹乱剤に対する
抵抗性系統の確立と反応性
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最初の世代

感受性系統 抵抗性系統
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44世代後

昆虫が子孫を残すために、自然界で相手を見つけることは
容易ではない。蛾の仲間では、雌蛾が性フェロモンと呼ばれ
る、雄蛾を誘引する物質を放出して同種の雄蛾を誘引する。
誘引された雄蛾は雌蛾を同種と確認する（図１）。

抵抗性個体群発生地から採集した6000頭のチャノコカクモ

ンハマキを撹乱剤処理下で飼育を繰り返した。最初は１Ｌの
容器中で30μｇの性フェロモン成分であるZ11-TDA((Z)-11-
tetradececyl acetate)の処理により交尾を阻害できた。44世
代後には1mgを処理しても半数が交尾する抵抗性系統を確
立した（図2）。

チャノコカクモンハマキの交信撹乱剤に対する感受性、抵抗性両系統の雄成虫のZ11-TDAに
対する電気生理的（EAG）応答に違いはなかった。しかし， Z11-TDAを連続的に流した交信撹

乱状態に近い条件では，交信撹乱剤に対する抵抗性系統は、感受性系統に比べ，合成性フェ
ロモンに対する触覚のEAG応答が有意に大きく，性フェロモンを検知する能力が高いことが示
された（図3） 。

図2 交信撹乱剤濃度を変えた時の感受性系統と抵抗性系統での交尾割合の比較

図3 合成性フェロモンに対する

感受性と交信撹乱剤抵抗性
系統との電気生理的（EAG）

応答の比較

図１ チャノコカクモンハマキ
雄蛾の雌蛾に対する確認行動



生物多様性研究領域 藤井義晴・山本勝利・池田浩明・田中幸一
平舘俊太郎・楠本良延・小沼明弘・芝池博幸

生物多様性へ悪影響を及ぼす外来植物の蔓延要因と実態を把握し、外来植
物に対するわが国独自の生態系影響リスク評価法を策定します。防除・忌
避すべき植物を特定し、「特定外来生物被害防止法」に貢献します。防除
すべき植物の駆除法・本来の植生への復元技術を開発しています。

①生態系に悪影響を及ぼす外来植物は何か、なぜ悪いのかが明らかとなる。
②日本各地で問題となっている外来植物を駆除する方法が明らかになる。
成果の詳細は：http://www.niaes.affrc.go.jp/project/plant_alien/ を参照下さい

外来植物のリスク評価と蔓延防止策

爆発的な繁殖

外来植物のリスク

意図的な導入
（牧草・園芸・新作物）

非意図的な導入
（輸入飼料・貿易）

定着分布
拡大要因

小笠原諸島や琉球列島のような独立島，河川の氾濫原，里地
里山，湿原や国立公園，農耕地樹園地周辺，都市公園緑地，
遊休地・荒廃地，空き地，道路法面，水路周辺，湖沼周辺

日本固有の植生と交替

遺伝子汚染

希少固有種の絶滅

昆虫・動物・微生物～人間にも影響
どのような場所で問題になるか

日本に定着している外来種は、
脊椎動物108種、昆虫類246種、
維管束植物1,553種

気象・土壌条件適合性、
種子生産性、生長速度、
病害虫の欠如、他感作用

アレロパシー（他感作用） Allelopathy

農環研では、これまでに、３６００種の植物のアレロパシーを検定
→ データベースに蓄積。 １２個の新規生理活性物質を同定
→ ４件の特許を取得 （生物検定→物質同定→特許）

植物から放出される天然化学物質が、
他の植物・微生物・昆虫・動物等に、

阻害・促進、あるいはその他の
何らかの影響、を及ぼす現象
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Ｒ＝α-L-Rha-(1→3)-β-D-Xyl-(1→4)-α-L-Rha-
    (1→2)-β-L-Ara　  (Durantanin III)

Ｒ＝α-L-Rha-(1→3)-β-D-Xyl-[β-D-Api(1→3)]
    -α-L-Rha-(1→2)-β-L-Ara (Durantanin II)
     

Ｒ＝α-L-Rha-(1→3')-β-D-Api-(1→4)-α-L-Rha-
    (1→2)-β-L-Ara　 (Durantanin I)
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ムクナ (Mucuna),
ソラマメ (Vicia)

ギンネム (Leaucaena)、
オジギソウ (Mimosa)

1-O-cis-Cinnamoyl-β-D-glucopyranose

O

O

O

OH

HO
HO OH

小笠原の植物のアレロパシー活性（ＳＷ法による）
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根元には他の植
物が生えない

L-Mimosine
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（藤井ら、２００５）

小笠原の天然林の多様性に脅威を与えるアカギ

小笠原で採取
した植物の
アレロパシー活
性のSW法によ

る比較

アレロパシー活性の強い
外来植物の侵略性が高い
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セイヨウタンポポだと思われていたもののうち
８５％ は雑種だった（葉緑体ＤＮＡ）
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セイヨウタンポポ

（井手・芝池ら、２００４）

外来植物は近縁の在来植物と交雑し
遺伝子浸透を引き起こしやすい

セイヨウタンポポにおける遺伝子汚染の事例 研究の出口：現地実証試験（例）

オオブタクサ・オオブタクサ・キクイモ等の外来植物キクイモ等の外来植物が繁茂した荒廃地が繁茂した荒廃地

被覆植物
（ソバ）によ
る現地での
外来植物
抑制試験

被覆植物
（ソバ）によ
る現地での
外来植物
抑制試験

刈り払い技術、除草剤の
スポット使用も検討する

本来の植生へ誘導する
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有毒成分を含む植物は動物や昆虫の
食害を免れ繁茂しやすい

キンポウゲ科

チョウセンアサガオ

ドクニンジン

ガレガ（ゴーツ・ルー）

有毒物質を含む外来植物の問題

有毒物質は、ごく少量でも、
生態系における他の生物や
人間への影響が大きい
→有毒物質の同定を行う

チョウセンアサガオの類 ヨウシュヤマゴボウ

ドクニンジン カラクサナズナ
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生物多様性研究領域 山村光司

イネ害虫のニカメイガとツマグロヨコバイは，秋～春の気温が高い年に
多発生することが明らかになりました。温暖化が進むと，2050年頃には
ニカメイガによるイネ被害が1.6倍程度に増加すると予測されます。

温暖化により，イネ害虫による被害量は潜在的に増加します。この状況に対処するため，
事前に防除対策をたてておくことが大切だと考えられます。

戦後から今日までの約50年間にわたって，害虫の発生量が「誘殺灯」により全国各
地で記録されてきました。水戸での時系列データを最新の分析手法（LOWESS平滑
化 + 多変量ARIMAX時系列分析 + カルマンフィルター + AIC選択）により分析した

ところ，ニカメイガとツマグロヨコバイは，秋～春の気温が高い年に多発生してい
ることが明らかになりました。

温暖化によるイネ害虫発生量の増加

ニカメイガ ツマグロヨコバイ

ツマグロヨコバイ
個体数増加倍率

ニカメイガ
被害率増加倍率

対
数
個
体
数

2050年頃には，ニカメイガによる被害が2000年頃と比べて1.6倍程度に増加すると予測
されます。また，ツマグロヨコバイの個体数は3倍程度に増加すると予測されます。
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長方形



大気環境研究領域 鳥谷 均，西森基貴，長谷川利拡
生態系計測研究領域 岡本勝男

二酸化炭素，メタン，窒素酸化物など，大気中の温室効果ガスの濃度が上昇することで引き起こされ
る温暖化によって，今世紀の食料生産がどのような影響をうけるのか懸念されています。

温暖化によって、イネの栽培環境と同時にイネ自体の生理機能も変化します。今後は、これらのこと
を総合的に評価した予測手法の開発が期待されます。

温暖化したら食料生産はどうなる？

大気CO2の影響を考慮した新たなイネ生長・収量予測
モデルは、開放系大気CO2増加実験の結果を精度よく
再現できるようになりました。

FACE実験
（岩手県雫石町）

気温、降水量をもとに、現在と温暖

化時のイネ栽培適地・可能地を予

測しました。その結果、東・東南アジ

アではそれらの面積が約15％増加

することを明らかにしました。

気温と降水量から見た栽培適地
気温または降水量からみた栽培適地
気温と降水量から見た栽培可能地
気温から見た栽培可能地
降水量から栽培可能地

温暖化による食料生産への影響は、気候シナリオと大気CO2増加実験（FACE)に基づいて作成され
たイネ成長・収量予測モデルから明らかにされます。

新たに開発した統計モデルと気候シナ
リオを用いて、温暖化時の夏季の降水
量を明らかにしました。その結果、北太
平洋高気圧が強まることにより、太平
洋側で減少し、北日本と日本海側で増
加傾向にあります。

降水量が増加する地域を暖色系で、減少する地域を
寒色系で示した。また，等値線は気圧の変化を示す

温暖化時の夏季の降水量

乾物重

イネ生長・収量予測モデルによ
る推定（線）と、FACE実験結果
（シンボル）との比較。

リング内は200ppmほど
CO2濃度が高い

イネ栽培適地・可能地の変化予測

1961～90年の栽培適地・可能地と、東京大学/国立環境研究所気候
モデル（CCSR/NIES）による2099年の推定栽培適地・可能地との比較

開放系大気CO2増加実験による収量予測

1961-90 mean1961-90 mean
2099

CCSR/NIES

2099

CCSR/NIES



蒸発散

降水

流出 灌漑

農業水利用を考慮した新しい大陸スケールの水循環モデルの開発

大気環境研究領域 石郷岡康史

農業における安定かつ持続可能な水利用を目指して，農業における水の需要
量と，農業に供給可能な水資源量との関係を，大陸スケールで評価できる水循
環モデルを開発しました。

小流域
(13480個)

対象領域 (ユーラシア大陸東部)
緑色中の濃色の領域は農耕地

河道
(18422本)

60 80 100 120 140 160 180

0

20

40

60

80

流域流出モデル
（鉛直方向の水の動き）

河道流下モデル
（水平方向の水の動き）

このモデルは，鉛直方向の水
収支を小流域毎に計算するた
めの「流域流出モデル」と，
各々の小流域からの流出量を
流路網に従い下流へ流下させ
る「河道流下モデル」の2つで
構成されます。
このモデルでは，農耕地にお
ける作物が十分に生育できる
ために必要な水の量（灌漑要
水量）と，農耕地に供給するこ
とが可能な水資源量を算定し
ます。

開発した水循環モデルは，食料の安定供給や環境保全のための水利用技
術開発・政策決定に役立ちます。

水循環推定モデルの概念図

農耕地における灌漑要水量と利用可能水資源量の比の分布
（ 1961-1990年の累年平均値）

農耕地における灌漑要水量の分布（1961-1990年の累年平均値）
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（黒色の領域は，農耕地以外の土地利用）

0
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（黒色の領域は，農耕地以外の土地利用）

農業における水の需給関係を表しています。

この値が１を超える地域では，作物の生育

に必要な最低限の水が，その地域に存在

する水資源のみではまかなえないことにな

ります。

値が高い地域では，作物を水ストレスなく

生育させるために，多量の水を供給する必

要があります。乾燥地域である中央アジア

やインド西部などでは，値が非常に高くなっ

ています。



農耕地からの亜酸化窒素の排出係数は

現在のIPCCデフォルト値よりも低い

世界の農耕地における亜酸化窒素発生量のデータベースを作成し解析した結果から，

水田からの直接発生および農耕地からの溶脱による間接発生の排出係数は，それぞれ

0.31%および1.24%と推定されました。

物質循環研究領域 八木一行・秋山博子・中島泰弘・須藤重人・西村誠一

世界各国において温室効果ガス排出量の算定に用いられている，気候変動に関する
政府間パネル（IPCC）の国別温室効果ガスインベントリーガイドライン（IPCCガイ
ドライン）において、亜酸化窒素（N2O）排出量の算定に用いられる基準となる排出
係数（デフォルト値）には以下の問題がありました。

（1）水田から直接発生するN2O排出係数（EF1-RICE）は畑や草地の排出係数（EF1）と同
じとされていました。

（2）農耕地から溶脱により間接発生するN2Oの排出係数（EF5）は過大評価である可能
性が高いとされていました。

水田から直接発生するN2O排出係数（EF1-RICE）の改訂
N2O発生量の圃場実測データを収集し解析

（ 4カ国、17地点、113測定）．

水管理（常時堪水；中干しあり；天水田）の検討．
中干しあり水田では施肥量と発生量に弱い相関．
一部のデータを除いて，投入窒素量に対応した

発生量（=排出係数）として考えられました．
N2O排出係数には水管理の違いによる統計的な

差はみられず，その平均値(±標準偏差)は施肥窒
素量の0.31(±0.31)%でした．
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d. Rain-fed, wet season

本研究で得られた２つの排出係数（ EF1-RICEおよびEF5 ）は、2006年改訂IPCCガイドラインに
おいて デフォルト値として採用されました。

今後もモニタリングとデータベース構築・解析を継続し、将来実測データが充実してきた場合
にはさらなる改訂を行う必要があります。

排出係数 改訂前（GPG2000） 改訂後（GLs2006）

水田からの直接排出

溶脱による間接排出

EF1-RICE 1.25% 0.31%

EF5 2.50% 1.24%

溶脱により間接発生するN2O排出係数（EF5g）の改訂
地下水中N2O濃度の実測データを収集し解析

（ 4カ国、66地点）．
N2O濃度と硝酸態窒素濃度の関係を求めました．
N2O排出係数は窒素溶脱量の0.24%（95%信頼区間

：0.18%-0.29%）と推定されました．
この地下水の値に河川（0.75%）および沿岸（0.25%）

の値を加えた排出係数全体（EF5）の値は1.24%となりま

した．

●各地点における実測値を示す（畑お
よび草地：53地点）。

○一地点で多数の実測値がある場合
にはその平均値を示す（畑および草
地12地点、水田1地点）。

合計：4カ国、66地点

現在のIPCCデフォルト値（1.5%）
1.5%

0.24%

本研究による解析結果（0.24%）
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生態系計測研究領域 デイビッド スプレイグ・岩崎亘典

農地周辺の野生生物の保護と管理の両立のために、どの様な環境を利用しているかを把
握することが必要です。そこで、日本国内に生息する野生生物の調査に適たGPS（全地球
測位システム）テレメトリステムを開発しました。

本システムにより、生態調査や獣害防除など、様々な場面での野生生物の行動調査が効率的
に行われることが期待されます。

ＧＰＳと無線通信で農地周辺の野生動物の行動を調べる

○開発により解決した問題
☆サイズ・重量の問題

大きく、重いため日本の野生生物には使えない
→200g以下に小型化

☆データ取得が煩雑
リアルタイムでのデータの取得が困難

→データ回収のための無線通信機能を内蔵

☆電波法への対応
外国製の場合、電波法に適合しない場合がある

→特定小電力方式を採用

☆高度な測位パターンの実現
一定間隔の測位しかできない

→高機能制御基盤およびファームウェアの開発

☆長距離通信の実現
特定小電力方式を用いるため通信範囲が狭い

→多段階中継機能を実装

☆長期間運用の実現
小型の電池を使用するため、寿命が短い

→無線通信機器・制御基盤の省電力化、
省電力の測位パターンを開発

○開発により解決した問題
☆サイズ・重量の問題

大きく、重いため日本の野生生物には使えない
→200g以下に小型化

☆データ取得が煩雑
リアルタイムでのデータの取得が困難

→データ回収のための無線通信機能を内蔵

☆電波法への対応
外国製の場合、電波法に適合しない場合がある

→特定小電力方式を採用

☆高度な測位パターンの実現
一定間隔の測位しかできない

→高機能制御基盤およびファームウェアの開発

☆長距離通信の実現
特定小電力方式を用いるため通信範囲が狭い

→多段階中継機能を実装

☆長期間運用の実現
小型の電池を使用するため、寿命が短い

→無線通信機器・制御基盤の省電力化、
省電力の測位パターンを開発

○開発した機器
☆首輪型子機

・大きさ：18 × 12×x 3.5 cm
・重さ：約170g
・GPSを搭載
・三時間ごとに５分間測位で60日の寿命

☆中継器
・大きさ：2.4×3.6×1.5cm
・重さ：約10g（外装、電池は除く）

・最大10個の機器を接続可
（アナログ入力5ch、ディジタル入出力5ch）

☆親機
・大きさ：11.5 x 7.5x 2.5cm
・重さ：約130g
・USBでパソコンに接続
・通信範囲：500～700m（障害物の無い場合）

○開発した機器
☆首輪型子機

・大きさ：18 × 12×x 3.5 cm
・重さ：約170g
・GPSを搭載
・三時間ごとに５分間測位で60日の寿命

☆中継器
・大きさ：2.4×3.6×1.5cm
・重さ：約10g（外装、電池は除く）

・最大10個の機器を接続可
（アナログ入力5ch、ディジタル入出力5ch）

☆親機
・大きさ：11.5 x 7.5x 2.5cm
・重さ：約130g
・USBでパソコンに接続
・通信範囲：500～700m（障害物の無い場合）

首輪型子機

中継器

親機

○本システムを用いた運用例
☆使用目的に応じて方法を変更

○生態調査のためのGPSテレメトリ
調査の目的により、プログラムを変更

☆精度優先：一定時間GPSが駆動し、もっとも
精度の良いデータを記録する

☆寿命優先：GPSのデータを取得後に、待機状
態になる

☆バランス重視：一定の精度のデータを取得後に、
待機状態になる

○農林業被害軽減のための早期警戒システム
☆接近警報システム

無線通信機能を生かし、長期間の運用が可能
☆精密警報システム

接近した際にGPSが自動的に起動するシステム
より詳細な警報の発令が可能

☆農地環境監視システム
電気柵の電圧監視、温度計等と併用出来る

○本システムを用いた運用例
☆使用目的に応じて方法を変更

○生態調査のためのGPSテレメトリ
調査の目的により、プログラムを変更

☆精度優先：一定時間GPSが駆動し、もっとも
精度の良いデータを記録する

☆寿命優先：GPSのデータを取得後に、待機状
態になる

☆バランス重視：一定の精度のデータを取得後に、
待機状態になる

○農林業被害軽減のための早期警戒システム
☆接近警報システム

無線通信機能を生かし、長期間の運用が可能
☆精密警報システム

接近した際にGPSが自動的に起動するシステム
より詳細な警報の発令が可能

☆農地環境監視システム
電気柵の電圧監視、温度計等と併用出来る

無線通信で
接近を探知

位置や電圧データの
回収と中継

GPSで
サルの位置確認
GPSで
サルの位置確認

無線通信

無線通信

子機で電気柵の
電圧監視
子機で電気柵の
電圧監視

無線通信

位置情報と電圧情報の回収

測位命令
の送信

確認信号
の送信

位置情報
の送信

GPSテレメトリによる取得データの例（京都・嵐山にて）

首輪型子機を装着
したニホンザル

（京都・嵐山にて）

GPSと無線通信を用いた農地環境監視システムの運用イメージ

○開発の背景
近年、野生生物の行動を把握する方法として、GPS（Global Positioning System、全地球測位システム）を用いたテレメ

トリシステムが進歩しています。しかし、既存のGPSテレメトリは主に欧米製であるため、日本国内に生息する野生生物の行
動を調査するには適していません。そこで、日本国内での調査に適し、同時に野生生物の保護管理、農林業や人的被害の軽減
に用いることが出来るGPSテレメトリステムの開発が求められています。

○開発の背景
近年、野生生物の行動を把握する方法として、GPS（Global Positioning System、全地球測位システム）を用いたテレメ

トリシステムが進歩しています。しかし、既存のGPSテレメトリは主に欧米製であるため、日本国内に生息する野生生物の行
動を調査するには適していません。そこで、日本国内での調査に適し、同時に野生生物の保護管理、農林業や人的被害の軽減
に用いることが出来るGPSテレメトリステムの開発が求められています。
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生態系計測研究領域 石塚直樹・大野宏之

人工衛星に搭載された合成開口レーダ(SAR)の2時期の画像から、水稲の作付地を検出
し、さらに、地理情報を重ね合わせて誤検出を除くことにより、確実に精度良く水稲
作付地を検出する技術を開発しました。

日本では、標本調査によって水稲作付面積が求められており、その算出には多大な労力
が必要なために、衛星リモートセンシングを用いて省力化することが期待されています。
調整水田を正しく識別でき、雲の影響も受けないこの技術によって、水稲作付面積を毎
年確実に精度良く求めることができます。

衛星搭載レーダと地理情報を用いて
確実に精度良く水稲作付地を検出する

図1 田植期に鏡面反射をして後方散乱強度が極
端に弱く(暗い部分)、かつ、生長期に大きい後
方散乱強度を示す部分を水稲作付地(赤い部分)
とします。雑草対策に水を張っておくが作付け
を行わない「調整水田」と呼ばれる水田(画像右
下)は両期とも暗くなっています(佐賀平野)。

図2 水稲が作付けされる可能性がほとんどない地域を
示す地理情報を作成しておきます。衛星より抽出した
水田をこれに重ね合わせることで、原理的に避けられ
ない傾斜地における誤検出を除き精度を向上させます
。

図3 本技術で求めた作付面積と統計値による作付面積
を比較しました。佐賀平野の26市町村で比較した結果
は総面積比102.1%、平均二乗誤差85haであり、統計的
手法と同等の精度です。

現行の統計的手法による水稲作付面積(ha)

マイクロ波はレーダなどに用いられる電磁波で雲を透過します。SARは衛星からマイクロ波を照射し、地表面
にぶつかって散乱したもののうち、衛星に戻ってきた強さ（後方散乱強度）を観測するセンサです。

田植期の水田
（水面：鏡面反射）

水稲の生長した水田
（表面散乱・体積散乱）

RADARSAT 2000/07/02 RADARSAT 2000/07/27

0 0.5 1km 0 0.5 1km

0 0.5 1km

平均二乗誤差：85ha

地理情報衛星データ



30年以上も昔に大気圏内核実験によって放出された人工放射性核種が、
現在でも米や麦から検出されています。

137Csや90Srは寿命が長く、まだ土壌中に多く残留しています。米や麦に含まれるこれら
人工放射性核種の濃度を把握することは、食品の安全を守るために重要であり、継続的
な測定が必要とされています。

主要穀物に含まれる人工放射性核種

137Cs（セシウム137）および90Sr（ストロンチウム90）は核分裂反応によって生成す
る人工放射性核種で、半減期は約30年です。これらは1950年代から70年代にかけて
頻繁に実施された大気圏内核実験や、大規模な原子力発電所事故によって、大気中
へ多量に放出されました。

農業環境技術研究所では、全国各地の試験研究機関で栽培された米および麦に含ま
れる人工放射性核種の分析を、これまで40年以上にわたり続けてきました。

大気圏内核実験の最盛期であった1960年代前半には、白米や玄麦から高濃度の137Cs
および90Srが検出されました。以後水準は低下していますが、現在でも検出されて
います。これは、過去に降下した137Csおよび90Srが土壌中に残留しており、わずか
ながら土壌から作物への吸収移行があるためと考えられます。

1986年には玄麦中137Cs濃度が一時的に増大しました。これはチェルノブイリ原子力
発電所事故の影響です。この事故に由来する降下物には、137Csが多く含まれ90Srは
少なかったことが判明しています。また降下の時期は麦の子実形成時期と一致し、
付着した137Csが子実に取り込まれやすい状況にあったとみられます。

玄麦中137Csおよび90Sr濃度の推移
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