
農業環境技術研究所年報 平成 23 年度 

Ⅰ．研究の実施状況 

 

１．平成 23年度の研究実施の概要 

 【平成 23 年度に係る業務実績報告書】から抜粋（p.40～69） 

 



 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき

措置 

１．試験及び研究並びに調査 

中期目標 

（１）重点研究領域 

「食料・農業・農村基本計画」に対応し、今後 10 年程度を見通した研究開発の重点目標等を示

した「農林水産研究基本計画」に即し、地球規模環境変動と農業活動の相互作用に関する研究、農

業生態系における生物多様性の変動機構及び生態機能の解明に関する研究、農業生態系における化

学物質の動態とリスク低減に関する研究及び農業環境インベントリーの高度化に関する研究を重

点的に実施する。 

 地球規模の環境問題に対応する研究については、環境問題をめぐる国際的動向等を踏まえ、関連

する研究機関や国際機関との連携・協力の下、効率的に推進する。 

 また、他の農業関係研究開発独立行政法人との連携を一層強化し、各法人の有する研究資源を活

用した共同研究等を効率的に推進する。 

 これらのことを実現するため、「別添」に示した研究を進める。 

なお、独立行政法人農業生物資源研究所がセンターバンクとして実施する農業生物資源ジーンバ

ンク事業のサブバンクとして、センターバンクとの緊密な連携の下、遺伝資源の収集、保存、特性

評価等を効率的に実施する。 

 

（２）行政ニーズへの機動的対応 

 期間中に生じる行政ニーズに機動的に対応し、必要な研究開発を着実に実施する。 

 

 
中期計画 

（１）研究の重点的推進 

 「別添」に示した研究を重点的に推進する。 

 なお、これらの研究の推進に当たっては、 

① 環境問題をめぐる国際的動向等を踏まえ、関連する研究機関や国際機関との連携・協力の下、

効率的に推進する。 

② 他の農業関係研究開発独立行政法人との連携を一層強化し、各法人の有する研究資源を活用し

た共同研究等を効率的に推進する。 

③ 独立行政法人農業生物資源研究所がセンターバンクとして実施する農業生物資源ジーンバン

ク事業のサブバンクとして、センターバンクとの緊密な連携の下、遺伝資源の収集、保存、特性

評価等を効率的に実施する。 

 

（２）行政ニーズへの機動的対応 

中期目標期間中に生じる行政ニーズに機動的に対応し、必要な研究開発を着実に実施する。 
 
 



 

（１）研究の重点的推進 

 
1 地球規模環境変動と農業活動の相互作用に関する研究 

中期目標 

地球温暖化対策として温室効果ガス排出の大幅削減に取り組んでいく中で、農業分野においては、温

室効果ガスの排出削減・吸収機能の保全・強化に資する技術や環境変動予測技術、温暖化への適応技術

の開発等、地球温暖化に対応する研究開発を総合的に推進していくことが必要である。 

このため、農業における温暖化緩和策の定量的評価や、温暖化等の環境変動に対する作物応答メカニ

ズムの解明に係る基礎的研究及び影響予測を推進する。 

（１）農耕地における総合的な温暖化緩和策の定量評価 

総合的な温暖化緩和技術の開発の基礎とするため、農耕地における土壌炭素貯留・温室効果ガス発生

機構の解明及び作物生産過程全体における温室効果ガスに関するLCAを実施し、温暖化緩和策の精緻な

定量評価を行う。 

（２）地球規模環境変動に対する作物応答メカニズムの解明及び影響予測 

温暖化がより進行した将来の環境が作物生産に及ぼす影響を精緻に予測するため、環境中の二酸化炭

素の増加や気温上昇に対する作物の応答メカニズムの解明、作期や生産適地の移動等の将来的な適応策

を評価する数理モデルの開発や、 我が国及びアジア地域における気候変動に対する脆弱性評価手法の

開発及び食料生産量の変動予測を行う。 

 

中期計画 

（１）農耕地における総合的な温暖化緩和策の定量評価 

2013年以降における気候変動対策に関する国際的枠組みの下で、農耕地における温暖化緩和策を効果

的・効率的に実施するため、総合的な温暖化緩和策を定量評価する。 

すなわち、圃場試験や室内実験から、農耕地における土壌炭素貯留と温室効果ガス発生に関与するプ

ロセスを解明するとともに、新たに得られた観測データを活用し、それらを予測するモデルを改良する。 

これらのモデルに加え、肥培管理・土地利用情報等の活動量データを整備・活用し、我が国農耕地に

おけるメタン及び一酸化二窒素の排出量と土壌炭素貯留変動量の予測を精緻化する。 

さらに、それらのトレードオフ関係、有機物資源利用可能量、作物生産過程全体のLCA等を考慮した

将来の農地管理オプションを策定するとともに、それに基づいた総合的な温暖化緩和策による温室効果

ガス排出削減可能量を定量評価する。 

加えて、モンスーンアジア地域における温室効果ガス排出等に関わる情報データベースとモニタリン

グネットワークを活用し、温暖化緩和策をこの地域に適用する場合の緩和ポテンシャルを評価する。 

（２）地球規模環境変動に対する作物応答メカニズムの解明及び影響予測 

将来予想される高CO2 濃度・高温環境に適したイネ品種や栽培管理技術の開発に資するため、イネ

の高CO2 濃度応答特性及び高温耐性メカニズムを解明するとともに、影響予測モデルを開発する。ま

た、我が国及びアジア地域において、主要作物を対象に、気候変動に対する脆弱性を評価する手法の開

発及び食料生産量の変動予測を行う。 

すなわち、イネのCO2 濃度増加に対する応答が遺伝子型や栽培環境によってどのように異なるかを、

開放系大気CO2 増加（FACE）実験やチャンバー実験等を利用して、個体、群落レベルで明らかにする



 

とともに、将来頻発することが懸念される高温ストレスに対する、イネの耐性メカニズムを実験的に解

明する。 

また、これらのことから、地球規模環境変動に適応する技術の有効性を評価するため、気候シナリオ

で予測される将来環境での作物の生育、収量、品質を予測するモデルを開発する。 

加えて、気候モデル計算結果のダウンスケーリング技術と圃場スケールでの作物の環境応答メカニズ

ム研究や地域スケールでの収量変動予測に関する成果に基づいて、気候変動とその適応技術に対応する

日本全国及びモンスーンアジアスケールでの食料生産量予測モデルを開発する。 

さらに、IPCC 等による気候シナリオの下で起こりうる極端現象の多発や水資源の変動、及び土地利

用変化も視野に入れて、気候変動に対する中長期での食料生産力の脆弱性を地域ごとに評価する手法を

開発する。 
 

大課題実績(中課題実績) 

(1) 農耕地における総合的な温暖化緩和策の定量評価 

［研究の背景］ 

近年、急速な人間活動の増大により、大気中の二酸化炭素 (CO2)、メタン (CH4)、一酸化二窒素

（N2O：亜酸化窒素）などの温室効果ガスの濃度が増加し、それが原因となって地球温暖化が進行して

いる。農耕地と農業活動は温室効果ガスの発生源となっており、特にメタン （CH4）と一酸化二窒素

（N2O）については、水田、反すう動物の消化活動、家畜排せつ物、窒素肥料の施用などが重要な発生

源と考えられている。一方、地球温暖化対策が重要性を増し、温室効果ガスの発生量の評価と排出削減

への寄与が求められている。また、堆肥などの有機資材の投入等による農耕地土壌への炭素蓄積は、地

球温暖化対策の手法として期待されている。 
本課題では、農業分野の温室効果ガスの排出を削減するため、農地からの温室効果ガス発生メカニズ

ムの解明、発生抑制技術の開発、発生量の評価や予測などの研究を実施している。 
 

［主な成果］ 
① 土壌炭素貯留及び温室効果ガス発生のプロセス解明及び定量評価 

堆肥連用区と化成肥料区の作土の土壌有機物の蓄積形態を比重分画法を用いて調べた。黒ボク土

では堆肥連用により増加した土壌炭素は、ほとんどが分解途中の植物残渣（低比重画分）として存

在していたが、非黒ボク土では一部が鉱物粒子と強く結合した形態（高比重画分）で蓄積すること

を明らかにした。また、日本各地 10 県の圃場において有機物施用からのN2O発生量を測定し、牛

糞堆肥施用におけるN2O排出係数を、窒素投入量の 0.4％と推定した。 
② 土壌炭素貯留及び温室効果ガス発生予測モデルの改良・精緻化 

DNDC-Riceモデルの検証を行い、DNDC-Riceモデルはつくばみらい市に設置した開放系大気

CO2 増加（FACE）実験水田のCH4フラックス、出穂期のCH4フラックスに対するイネ由来Cの寄

与率を概ね予測できることを明らかにした。 
N2O発生量の統計モデル開発のため、日本農耕地の温室効果ガスデータベースを構築し、観測デ

ータを格納した。また、N2Oの排出量評価を精緻化するため、肥培管理・土地利用情報等の活動量

データの整備を行い、土壌環境基礎調査(定点調査)と農林水産省統計から、家畜ふん尿堆肥及び化

学肥料Nの施用量を推定した。  



 

また、土壌炭素動態モデル RothC の改良を進め、a)リン酸吸収係数を用いた汎用的な黒ボク土用

改良 RothC の再改良、b)田畑輪換型土地利用への適用（図 1-1）を進めた。 

 
③ モンスーンアジア地域の緩和ポテンシャルの評価 

中国の長期連用試験データで RothC を検証し、畑では現行モデルが、二毛作水田では日本版水

田用改良モデルが精度良く適合することなどを明らかにするとともに、タイ天水田における温室効

果ガスフラックスと土壌炭素量変動の比較試験を開始した。  

 

(2) 地球規模環境変動に対する作物応答メカニズムの解明及び影響予測 

ア 気候変動に対する作物応答メカニズムの解明と影響予測 

［研究の背景］ 

大気中のCO2 濃度は、産業革命頃の 280 ppm から今日までに 100 ppm 以上上昇した。今後、CO2 

図 1-1 田畑輪換への土壌炭素動態モデル RothC の適用 
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田畑輪換における３パターンのモデルと実測の比較 

2 つのモデルの併用、すなわち、夏作が水稲の年は水田用改良 RothC（RothC-26.3_p：水稲

作付月は炭素分解率を 0.2倍、他の月は 0.6倍に改変）を、夏作が大豆の年はオリジナルの

畑用 RothC（RothC-26.3）を適用した場合に、モデルと実測の一致程度が最も良いという結

果でした。図には示していませんが、短期及び中期畑転換区でも同様の結果が得られました。 



 

排出削減に向けた取り組みがなされたとしても、大気CO2は増加を続け、今世紀半ばに 470～570ppm、

今世紀の終わりには 540～970 ppm にも到達すると予測されている。CO2 濃度の上昇は、温暖化や水

資源循環といった地球規模での環境変動の原因になると同時に、それ自体が作物の光合成、水利用に影

響する。また、今後予想される温度上昇や降水量・パターンの変化が作物に及ぼす影響も高CO2 濃度環

境下で現れる。さらに、作物を含む植物の高CO2 応答は、生態系の炭素循環においても中心的な役割を

果たす。こうした気候変化の影響を予測し、温暖化に適応したり、温暖化を緩和する技術を開発するた

めには、作物や農地の物質循環が気候変化に対してどのように振る舞うかを知るとともに、その影響が

品種や栽培管理によってどの程度異なるかを明らかにすることが必要がある。 
本課題では、おもにイネを対象として、将来予想される高CO2 濃度・高温環境に適した品種や栽培管

理技術の開発に役立てるため、CO2 濃度上昇や温暖化に対する応答が品種や栽培環境によってどのよう

に異なるかを、開放系大気CO2増加（FACE）実験施設やチャンバーを用いた環境操作実験で明らかに

するとともに、環境変動に適応する技術の有効性を評価するための作物の生育、収量、品質を予測する

モデルを開発する。 
 

［主な成果］ 

① イネの収量・品質に関する高CO2濃度反応特性とその変動要因 

FACE 実験（図 1-2）から、高CO2濃度に対する収量応答が、品種によって 4～37％の違いがあ

ること、その違いは主としてシンク容量（特に一穂籾数と稔実率）の高CO2応答によることを示し

た。また、高CO2条件下でコメの外観品質も低下するが、その程度にも大きな品種間差異があり、

遺伝的改良の可能性が示唆された。 

なお、記録的な猛暑となった 22 年のFACE実験から、CO2濃度を外気よりも 200ppm高くするこ

とによってコメの収量は増加するが、白未熟粒の割合が著しく増加し、コメの品質を左右する整粒

率は大幅に低下することがわかり、温暖化によって頻発が懸念されるコメの高温障害が、CO2濃度

上昇によってさらに悪化することなどの新たな知見を得た（図 1-3）。 

図 1-2 つくばみらい FACE（開放系大気 CO2増加）実験 
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• 主区：   CO2処理 外気+200ppm 

• 副区：N施肥 3水準 0、8、 12 gm-2 

 水地温上昇2水準（＋2℃） 

  品種：コシヒカリ、あきたこまち、タカナリ、 

秋田63号、愛国、農林林8号、アキヒカリ、 

あきだわら など  

  4反復分割区法 （計21副区) 



 

図 1-4 栽培中のイネの光合成産物は FACE 水田からのメタン発生の大きな要因 

 

 
② 高温耐性に関わる穂温の変動要因の解析 

高温ストレスを軽減する管理技術として窒素施肥に着目し、窒素施肥が穂温を下げ、開花期の高

温ストレス回避策として有効であることを示した。 

③ 気候変動が水田における炭素・窒素動態に及ぼす影響 
FACE実験においてCO2添加区（13Cの少ないCO2を添加）で生育するイネの炭素同位体比が土壌

炭素と異なることを利用した同位体トレーサー法により、栽培中のイネの光合成産物がFACE水田

から発生するメタンの主要な基質の一つであることを明らかにした（図 1-4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 高 CO2 濃度はコシヒカリの玄米品質を大きく低下させる 

 

高 CO2 濃度条件では、整粒率が低下し、乳白粒や未熟粒が増加しました。整粒率  

低下の主要因は白未熟 （乳白、基部未熟、腹白未熟） によるもので、特に玄米の    

基部（胚側）に発生した白濁が原因でした。（３窒素区、２水温区の平均。縦棒は 

標準誤差。） 
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イ 地球規模環境変動下における食料生産活動の広域評価手法の開発と将来見通し 

［研究の背景］ 

将来の気候変化とそれに伴って発生する異常気象や気象災害（干ばつや洪水など）により、食料生産

供給の世界的な不安定化が懸念されている。気候変化と農業生産との関連はこれまで、主に平均的な変

化に対する応答に注目して研究が進められてきた。しかし、いうまでもなく気象は年々変動しており、

とりわけ気候変化、温暖化に伴い気象の変動も大きくなる可能性が指摘されている。気象環境の変化が

及ぼす農業への影響を考える際には、このような突発的な変化、あるいは年々の変動に着目する必要が

ある。また、わが国は多くの食料を輸入しており、世界の貿易用食料生産の動向は価格変動を通してわ

れわれの生活に密接に関連している。最近でも、オーストラリアのコムギ不作の影響で世界市場価格が

高騰したことは記憶に新しい。特にトウモロコシ、ダイズは、中国、アメリカ、ブラジルが世界総生産

量のおよそ 80％以上を生産しており、地域が偏在化している。異常気象がこれらの主要生産地域に同期

して発生すれば、食料供給の世界的な不安定化が起きる危険性も否定できない。本課題では、わが国及

びアジア地域において、主要作物を対象に、気候変動に対する脆弱性（ぜいじゃくせい）を評価する手

法の開発及び食料生産量の変動予測を行っている。 

 

［主な成果］ 

① 日本における食料生産変動評価 

コメ生産性環境応答モデルに我が国の主要 15 品種に対応した発育予測サブモデルを組み込み、

品種別生産性予測が可能なように精緻化した。このモデルに農業統計資料等から得た広域栽培管理

情報と実測値に基づく気象データを入力して計算を実行し、発育段階（出穂日）及び収量の再現性

を作柄表示地帯毎の統計値との比較により検証した。その結果、出穂日については対象地域の栽培

品種と移植時期を適切に設定することにより、妥当な値が出力されることが確認でき、また、収量

については、冷害年の収量低下は適切に再現された。このほか、気温と日射環境から県スケールの

一等米比率を予測するモデルを開発・検証した（図 1-5）。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-5 気温と日射環境を考慮した県スケールの一等米比率予測モデル 

 

 

福岡県での予測例 

破線は統計値、実線はモデル推

定値、灰色領域の幅はモデル推

定値の標準偏差。白抜き菱形の

年は台風被害による年で対象

外。ある年のデータを取り除い

てモデルを作成し、取り除いた

年のデータを予測することを繰

り返してモデルの検証を行いま

した。相関係数は 0.86、平均自

乗誤差の平方根は 12.33％でし

た。 

年 

一

等

米

比

率 
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② 気候変化シナリオのダウンスケール 

気候変化が日本の食料生産に及ぼす影響ならびにその適応策の検討に利用可能な地点別・日別気

候変化シナリオデータセット（ELPIS-JP）を開発・整備した。このデータセットは、最大 938 地点

における日平均・最高・最低気温、降水量、積算日射量、相対湿度及び地上風速の 7 要素の時系列

データを含んでおり、各地点において 1,300 もの気候変化シナリオが利用可能である。これを用い

ることにより、単一のシナリオでは描き出すことができない気候要素の将来変化の不確実性につい

ての情報が得られる（図 1-6）ほか、水稲の開花期といった作物の特定の生育ステージにおける高

温の発生リスクを推定するなどの応用も可能である。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 世界における食料生産変動評価 

世界の主要穀物生産地域を対象とした主要作物の生産性環境応答モデルを作成する基礎データ

として、コメ、トウモロコシ、ダイズ、コムギについて、世界の主要生産・輸出国 14 ヶ国におい

て農業統計資料の収集を行い、気象データ（JRA25）と同じ解像度（緯度経度 1.125°）のグリッド

に割り付け、作物生産性データセットを整備した。また、生産性環境応答モデルの高CO2応答性を

高度化し、水資源モデルと結合して収量、河川流量からモデルを較正する手順（キャリブレーショ

ン手法）を提案し、中国東北部に適用し妥当性を検討した。 

 

図 1-6 地点・日別気候変化シナリオデータセット（ELPIS-JP）の活用例 

 
 
 

気候変化シナリオの例 

北海道・札幌を例に、ELPIS-JPデータセットから年平均気温・降水量を 1981～2091

年について計算しました。 

 灰色の領域は7種類の気候要素が揃っている10個の全球気候モデルにウェザージェ

ネレーターを適用して作成した 50個の時系列の最大値と最小値の幅、黒線は各気候モ

デルの中央値を表します。（参考として、赤線は MIROC-Hという特定のモデルによる予

測の中央値と 90％信頼区間を表します。） 

 この地点では、予測の不確実性を考慮しても将来的に年平均気温が上昇すると言え

ますが、降水量が長期的に増加すると言うには不確実性が大き過ぎると示唆されます。 

 



 

 

自己評価 
大課題 1 
 

評価ランク コメント  

A 
（1(1)：A ） 
（1(2)：A ） 

農耕地における総合的な温暖化緩和策の定量評価では、土壌炭素貯留及び温

室効果ガス発生のプロセス解明、予測モデルの改良・精緻化、モンスーンア

ジア地域の緩和ポテンシャルの評価など個々の課題は順調に進んでおり、評

価できる。今後は、プロセス解明とモデル・広域評価の連動に留意しながら

推進するとともに、緩和策導入の付加費用を考慮した経済的効果性についても

検討してもらいたい。 

気候変動に対する作物応答メカニズムの解明と影響予測では、イネのCO2

濃度に対する収量応答の品種間差異の要因を解明するとともに、高CO2濃度に

よってコメの品質が低下し、その程度にも大きな品種間差があることを明らか

にするなど、CO2濃度上昇や温暖化に対する応答についての重要な知見が得ら

れており評価できる。さらに研究を進め、高CO2濃度・温暖化環境への適応技

術の開発等に繋げてもらいたい。 

地球規模環境変動下における食料生産活動の広域評価手法の開発と将来見

通しでは、わが国のコメ生産性を広域かつ品種間差異も含めて評価できるモ

デルならびにデータセットが整備できたことは評価できる。また、世界にお

ける食料生産変動評価に向け、生産性の影響評価で最も重要な高CO2濃度へ

の応答をモデルに取り込むとともに、さらに安定的な生産に重要な水資源量

の評価モデルとの結合も進んでいる。 

いずれも社会的にインパクトの大きいテーマを扱っていることから、プレ

スリリースや論文発表を通じた積極的な成果の公表を期待する。 



 

2 農業生態系における生物多様性の変動機構及び生態機能の解明に関する研究 

中期目標 

環境保全型農業の推進等生物多様性に配慮した施策に貢献するため、農業活動により形成された生態

系において、農業技術が生物多様性に与える影響を科学的に評価し、生産性と生物多様性が両立し得る

農業生産体系が求められている。 

このため、農業生態系における生物多様性の変動メカニズムを解明し、農業に有用な生物多様性を保

全する技術を開発するとともに、環境負荷の少ない環境調和型・持続的農業技術等に利用するための生

物・生態機能の解明を行う。 

（１）農業生態系における生物多様性の変動メカニズムの解明と適正管理技術の開発 

生産性と生物多様性が両立した持続的な農業の発展を図るため、農業活動の変化による生態系の構造

や生物種群間の相互関係等に与える影響のメカニズムの解明及び農業に有用な生物多様性の評価・管理

手法の開発並びに遺伝子組換え作物等の生態系影響評価・管理手法の開発を実施する。 

（２）環境調和型・持続的農業に役立つ生物・生態機能の解明 

環境負荷の少ない持続的農業技術に資する基礎技術を開発するため、他の植物の生育等に影響を与え

る植物生理活性物質や昆虫フェロモン等に関する化学物質、農業資材等を分解する微生物や土壌微生物

の機能等、農業生態系における生物・生態機能を解明する。 

 
中期計画 

（１）農業生態系における生物多様性の変動メカニズムの解明と適正管理技術の開発 

農業生態系における生物多様性の保全と農業生産との両立を図るため、農業活動が変化した時の生態

系の構造及び代表的な生物群集の応答反応を解明し、生物多様性変化の予測手法を開発する。 

すなわち、耕作放棄地の拡大等による生態系撹乱のパターンの変化が植物－昆虫類－鳥類の相互関係

等に及ぼす影響を解明するとともに、環境保全型農業等の取り組みの効果を評価できる生物多様性指標

とそれを利用した評価・管理手法を開発する。さらに、これらと生物多様性保全のための景観・植生調

査情報システム（RuLIS）等を用いた広域での生物多様性の評価・予測手法を開発する。 

また、不良環境耐性作物等の遺伝子組換え作物や外来生物が生物多様性に及ぼす影響の評価手法を開

発するとともに、遺伝子組換え作物と非組換え作物の共存のための管理手法を開発する。 

（２）環境調和型・持続的農業に役立つ生物・生態機能の解明 

環境調和型・持続的農業技術の開発に資するため、農業生態系に生息する生物の有用機能を利活用す

るための基礎技術を開発する。 

すなわち、雑草管理等への応用が期待できるマメ科植物等が生産するアレロケミカルの作用機構や生

態系における機能を明らかにすることにより、農薬のリード化合物等の新規農業資材の開発につながる

化合物を選抜する。 

また、昆虫－昆虫間や、昆虫－植物間、昆虫－植物－天敵三者間の生物間相互作用に関わる情報化学

物質を同定し、生態機能を解明するとともに、それらの利用法を開発する。 

さらに、メタゲノム解析等を用い、物質循環等に関与する土壌微生物代謝の解明や土壌生物性評価技

術の開発を行う。加えて、生分解性プラスチック等を分解する微生物や酵素及びその遺伝子の機能と発

現機構を解明し、生分解性プラスチック製農業資材の分解制御技術等を開発する。 



 

大課題実績 

(1) 農業生態系における生物多様性の変動メカニズムの解明と適正管理技術の開発 
ア 農業活動の変化が生物多様性に及ぼす影響の解明とその評価手法の開発 

［研究の背景］ 

農業は、自然界における生物を介在する物質の循環（光合成、有機物の分解、水資源のかん養と供給

など）に依存して食料その他の有用生物を生産する人間活動である。そのため農業は、生物の多様性や

生態系によってもたらされる恩恵（生態系サービス）を直接的に享受している。また逆に、農業は生物

多様性にさまざまな影響を与えている。毎年同じ農作業がくり返される場所では、水田に広がる浅い水

辺のように特有の生態系が形成・維持され、多くの野生生物に貴重な生息・生育環境を提供している。

しかしその一方で、急激な農地の拡大や、不適切な農薬・肥料の使用、経済性や効率性を優先した農地・

水路の整備により、農業が生物多様性に負の影響を及ぼしていることも否定できない。このように、農

業と生物多様性は相互に密接な関係を持っている。このため、生物多様性や生態系の保全と調和した持

続的な農作物の生産または農村環境の管理を確立することが必要となっている。本課題では、農業生態

系における生物多様性の保全と農業生産との両立を図るため、農業活動が変化した時の生態系の構造や

代表的な生物群集の応答反応を解明し、生物多様性の変化を予測する手法の開発を行っている。 
 
［主な成果］ 

① 農業生態系における生物多様性の統合的評価と広域的予測手法の開発 

水田放牧地周辺で調査した複数の生物種群の相互関係を解析し、放牧地、耕作放棄地を含む周辺

景観構造に対応した種群間関係を抽出した。また、調査情報システムRuLISに農環研保有の生物多

様性観測データを格納し（現在約 6 万件）、公開可能な約 2 万件についてRuLIS-WEBを通じて公

開した。 
 

② 農地周辺の景観構造が生物多様性に及ぼす影響の解明とその指標の開発 

環境保全型農業等の取組効果を表す指標候補種群を栃木県内の農法の異なる水田で調査し、農法

の違い（慣行、減農薬、有機）による個体数の相違を検討した結果、アシナガグモ類、コモリグモ

類、アカネ類、イトトンボ類、水生昆虫類（水生コウチュウ類と水生カメムシ類）が指標生物とし

て妥当であると判断した。また、有機・減農薬水田と慣行水田の個体数の平均値に基づいて、農法

を分ける基準値を決定し、それに基づいて環境保全型農業の効果を評価する方法を考案した。具体

的には、5 種類の指標生物それぞれの個体数からスコアを求め（表 2-1）、それを合計して総スコア

を算出する。本手法を調査ほ場に適用した結果、慣行農法（総スコア 1～3）、減農薬農法（同 5～6）、
有機農法（同 8～10）で異なる総スコアを示し、本手法による評価結果が農法の違いを明瞭に反映

することが示された。 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

また、全国 12 県 230 ヶ所の水田圃場の調査結果から、指標生物候補であるアシナガグモ類の個

体数に及ぼす環境要因を統計的に解析し、農薬削減の効果が自然環境の影響を受けて地域間で異な

ることを明らかにした（図 2-1）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 環境保全型農業の生物多様性に及ぼす効果は自然環境によって異なる 

 

本田施用殺虫剤 1回
育苗箱施用剤 1回
除草剤 3回

本田施用殺虫剤 0回
育苗箱施用剤 0回
除草剤 0回

（A）
通常の農薬使用

（B）
農薬使用無し

（A）と（B)の差掬い取り１回当た
り個体数推定値 掬い取り１回当た

り個体数推定値

推定対象外の範囲（山岳部等
の水田非分布域及び北海道）  

階層線形モデルにより統計的に推定したアシナガグモ属個体数 

通常の農薬使用の場合と農薬使用無しの場合を想定して全国のアシナガグモ類個体数を統計

モデルから推定すると、その差は自然環境の違いを反映して地域により異なりました。 

表 2-1 指標生物とその個体数に基づくスコア表 

0 1 2

アシナガグモ類
捕虫網による
すくい取り

20回振り×2か所
の合計個体数

5未満 5～15注） 15以上

コモリグモ類 イネ株見取り
イネ株5株×4か所
の合計個体数

4未満 4～12 12以上

アカネ類羽化殻または
イトトンボ類成虫

畦畔際見取り
畦畔際10m×4か所

の合計個体数
1未満 1～3 3以上

ダルマガエル類
またはアカガエル類

畦畔見取り
畦畔10m×4か所
の合計個体数

3未満 3～9 9以上

水生コウチュウ類と
水生カメムシ類の合計

たも網による
水中すくい取り

畦畔際5m×4か所
の合計個体数

1未満 1～3 3以上

注）5以上、15未満を示す

指標生物名 調査法 単位
スコア

 

 

5 種類の指標生物それぞれの個体数からスコアを求め、それを合計して総スコアを算出します。本

手法を調査ほ場に適用した結果、慣行農法（総スコア 1～3）、減農薬農法（同 5～6）、有機農法（同 8

～10）で異なる総スコアを示し、本手法による評価結果が農法の違いを明瞭に反映することが示され

ました。 

 

 



 

   

③ 耕作放棄地の拡大等による生物多様性の変動メカニズムの解明 

長期放棄地における植物の動態等を解析した結果、多年生草本の動態にはつる植物との競争が、

樹木実生の定着には野生動物による選択的採食と萌芽能力の違いが影響することを解明した。 

 

 

イ 遺伝子組換え作物や外来生物の生物多様性影響を評価する手法と遺伝子組換え作物の交雑や混入

を管理する手法の開発 

 

［研究の背景］ 

遺伝子組換え生物の使用に関しては、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保

に関する法律（カルタヘナ法）」により生物多様性への影響を防止することとされている。世界的に遺

伝子組換え作物が栽培される中、現在は栽培されていない我が国においても、商業栽培に向けた科学的

知見の集積が求められている。また、海外との貿易や交流により外来生物の侵入が急増しており、その

蔓延が生態系を攪乱し、農林水産業に悪影響を及ぼすことが懸念されている。平成 16 年に「特定外来

生物被害防止法」が制定され対策が講じられる中、対策を効果的に推進するための科学的知見が求めら

れている。このようなことから、本課題では、遺伝子組換え作物や外来生物が生物多様性に及ぼす影響

の評価手法を開発するとともに、遺伝子組換え作物と非組換え作物の共存のための管理手法の開発を行

っている。 
 

［主な成果］ 

① 遺伝子組換え作物や外来植物の生物多様性影響評価手法の開発 

遺伝子組換え(GM）ダイズがほ場外へこぼれ落ち、それらが野生化するシナリオについて推移行

列モデルを用いて解析した。解析の結果、こぼれ落ちたダイズ種子は越冬できずに消滅することが

示され、ダイズが野生化するためには休眠性あるいは越冬性を獲得することや、種子生産量を増加

させることが必要であると推察された。また、近縁野生種ツルマメのバイオロジードキュメント作

成に貢献するため、(独)農業生物資源研究所のジーンバンクに登録されているツルマメの採集地情

報と RuLISより得られた採集地の気象条件を解析し、ツルマメが生育可能な気象条件を把握した。 

外来植物セイタカアワダチソウが土壌 pH が高く富栄養な環境に分布することを明らかにすると

ともに、それが蔓延する果樹園跡地において土壌特性の制御（塩化アルミニウム粉末を土壌表面に

処理）によりチガヤが優占種となりかつ在来植物が多数出現する草地に誘導できることを確認した

（図 2-2）。 

 

 

 

 



 

 

粒状の塩化アルミニウム資材等の散布によって 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

緑化法面から逸出した外来緑化植物について管理優先度評価のために、コヌカグサ、シロツメク

サ、カモガヤ、オニウシノケグサの 4 種について各国立公園内の生育可能面積を指数化し、日本版

オーストラリア式雑草リスク評価法（JWRA）による評点（影響度）を乗じて雑草リスクを算出し

た。 

 

② 遺伝子組換え作物による交雑や混入を管理する手法の開発 

遺伝子組換え（GM）水稲と非 GM 水稲間で生じる交雑について、地域スケールの平均交雑率を

推定するために GIS データベースを構築するとともに、GM 水稲と非 GM 水稲を栽培する圃場の

接線長と非 GM 水稲の圃場面積を用いた平均交雑率推定指標を考案した（図 2-3）。この指標は市

町村の GIS データがあれば平均交雑率の目安が得られ、これまで行われてきた開花期の気象条件

等のデータセットに基づく平均交雑率のシミュレーション結果とも高い相関があり、指標がシミ

ュレーションの代替となることが示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 塩化アルミニウム散布によるセイタカアワダチソウの制御 

現地試験圃場における相対植被率の推移 

処理区では、セイタカアワダチソウが長期間にわたって抑制され、代わりにチガヤなど在

来植物が優占する多様な植生になりました。 
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異なる面積の圃場が混在する条件下で GM 種子のサンプリング検査を行う際の最適サンプリン

グ法を開発した。圃場（荷口）の大きさと最適サンプル数の関係式を導いたところ、従来型のサン

プリング理論に反して、大きな圃場からより多くの種子を採集すべきことが示された。全ての圃場

から集められた種子全体のリスクを管理する場合、大きな圃場における検査に失敗すると、小さな

圃場における検査に失敗するよりも多くの混入種子が流通するために、このような関係式が成立し

ていると解釈された。 

 

 
(2) 環境調和型・持続的農業に役立つ生物・生態機能の解明 

［研究の背景］ 

多くの生物は、自然界で同じ種の中や、別の種との間で、「化学物質」 という信号を使って対話して

いる。生物が放出する様々な 「化学物質」 は、繁殖パートナーを見つけたり、競争相手を排除したり、

食物を探したりと、いろいろなことに利用されている。このような働きがある物質は、「情報化学物質」 
と呼ばれている。この情報化学物質を明らかにし、その機能を解明することは、農業生態系の適切な管

理及び生態系の機能を活用した持続的生産技術を確立する上で重要である。本課題では、環境調和型・

持続的農業技術の開発に資するため、農業生態系に生息する生物の情報化学物質の有用機能を利活用す

るための基礎技術の開発を行っている。 

現地試験圃場における相対植被率の推移 

処理区では、セイタカアワダチソウが長期間にわたって抑制され、代わりにチガヤなど在

来植物が優占する多様な植生になりました。 

図 2-3 遺伝子組換え(GM)水稲と非 GM水稲の交雑率を簡便に推定する指標 

交雑率推定指標算出の概念図 

緑色が GM圃場、黄色が非 GM圃場、白はその他の土地利用を表します。この圃場の接してい

る線（赤線）の長さを、非 GM 圃場の面積で割ったものが交雑率推定指標です。この図の様

に非 GM圃場が複数の GM圃場と接している場合には、全ての線長の合計を用います。この指

標は GM 圃場に接する非 GM 圃場毎に算出されるので、複数の非 GM 圃場を対象とする場合に

は指標の平均値を計算します。 



 

 

［主な成果］ 

① アレロケミカルの除草剤への応用 
新規農業資材の開発につながる化合物の選抜に向け、アレロパシー活性が高い植物のスクリーニ

ングで最上位グループの活性を示したマレーシア原産の植物である Goniothalamus andersonii につい

て、アレロケミカルを単離し、その化学構造が goniothalamin であることを明らかにした。また、こ

の化合物がシロイヌナズナの遺伝子発現に及ぼす影響を DNA マイクロアレイにより調べた結果、強

力な酸化剤として作用することによって生育阻害活性を示していると考えられた。 

 

②  昆虫の行動を制御する情報化学物質の活用                   

 野菜・果樹類の重要害虫であるコナカイガラムシについて、雌の性フェロモンを用いたトラップで

オス成虫の発生消長を調査（発生予察）することで、殺虫剤の散布適期（薬効が高い若齢幼虫期）を

高精度かつ簡単に把握できることを確認した。本成果の関連特許を民間企業に実施許諾し、日本初の

コナカイガラムシ類に対する発生予察用誘引剤の実用化に貢献した。また、同時にフジコナカイガラ

ムシ類の土着天敵である寄生蜂を誘引する物質を発見した(図 2-4)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 
③ 使いやすくゴミが出ない農業資材の利用 

生分解性プラスチック（生プラ）分解酵素の至適条件を明らかにし、酵母由来の酵素の大量生産法

を開発した。加えて、カビ由来の酵素とともに農地での生プラマルチ急速分解も実証した。(図 2-5)
これらは、世界初の人為的な分解促進技術として関連特許を 3 件出願した。 

 
 

図 2-4 コナカイガラムシ類の寄生蜂を強力に誘引する物質を発見 

発見した誘因物質（シクロラバンデュリルブチレート）の含浸量と寄生蜂誘引活性の関係 

誘引数は 2008 年 10 月 6 日から 21 日にかけてそれぞれ 3 台のトラップに捕獲された総個体数を示し

ます。異なる文字を付した値は有意に異なります（Tukey-Kramer HSD検定、P < 0.05）。 

シクロラバンデュリルブチレートの含浸量（mg） 
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自己評価 
大課題 2 
 

評価ランク コメント  

A 
（2(1)：A ） 
（2(2)：S ） 

 農業活動の変化が生物多様性に及ぼす影響の解明とその評価手法の開発

については、広域評価に向けた RuLIS-WEB の一般公開とデータ集積、環境

保全型農業の効果を評価できる生物多様性指標と評価手法の開発、長期耕作

放棄が植物群落に及ぼす影響の解明など個別の課題が順調に進捗している。

特に、生物多様性指標の開発は、環境保全型農業の消費者への啓発において大

きな意義があり評価できる。今後は、全体計画における課題の位置づけをよ

り明確にしながら推進していくことが期待される。 
 遺伝子組換え作物や外来生物の生物多様性影響評価手法の開発については、

GM ダイズの野生化の可能性に関する研究、土壌特性の制御によってセイタカ

アワダチソウから在来植物へ誘導する技術の開発などが順調に進められてお

り、評価できる。また、GM 作物の交雑や混入を管理する手法の開発では、

GM と非 GM 作物の平均交雑率を簡単に推計推定する指標を考案するなど順

調に進んでいる。 
環境調和型・持続的農業に役立つ生物・生態機能の解明では、難防除害虫で

あるコナカイガラムシの性フェロモンが発生予察に有効であることを確認し、

関連特許を民間企業に実施許諾して日本初のコナカイガラムシ類に対する発

生予察用誘引剤の実用化に貢献するとともに、このフェロモンの有機合成の副

産物中から寄生蜂誘引成分を発見・同定し野外での誘因効果を確認したこと、

また、生プラ分解酵素の大量生産法を開発するとともに、圃場レベルで急速分

解を実証し、世界初の人為的な分解促進技術として 3 件の特許出願を行ったこ

となど、年度計画を大幅に上回って研究が進捗するとともに、農業現場で活用

可能な成果が得られており高く評価できる。 
 

図 2-5 生物機能を利用した生分解性プラスチックの急速分解技術を開発 

フラスコ培養 培養装置 連続培養

100倍濃度の酵素 毎日生産

1日あたりの酵素生産量

1 １万倍
４万倍

 
 

   酵母由来酵素の大量生産方法      カビ由来酵素による圃場での生プラマルチ分解促進 



 

3 農業生態系における化学物質の動態とリスク低減に関する研究 

中期目標 

農産物の安全性を向上させるため、水田土壌におけるカドミウムを低減させる技術等が開発された

が、依然として、水田におけるカドミウム以外の重金属や畑作における重金属、残留性有機汚染物質

（POPs）等危害要因について、適切なリスク管理が課題となっている。また、環境負荷の少ない持続

的かつ安定的な農業生産を行うため、農業生態系における物質循環機能を解明するとともに、肥料や農

薬等の農業生産活動に由来する化学物質が生態系に与える影響を解明することも求められている。 

このため、有害化学物質による農作物汚染リスク低減技術の高度化及び環境中における農業生産由来

の化学物質の動態予測技術・影響評価手法の開発を行う。 

（１）有害化学物質による農作物汚染リスクの低減化技術の開発 

農業環境におけるカドミウム、ヒ素、残留性有機汚染物質（POPs）等の有害化学物質による農作物

汚染リスクを低減するため、土壌－作物系におけるそれらの動態を解明し、汚染リスク予測技術及び植

物を利用した手法や物理・化学的手法によるリスク低減技術の高度化を図る。 

（２）化学物質の環境動態予測技術と生態系影響評価手法の開発 

農業環境における硝酸性窒素やリン酸等の栄養塩類、農薬等の有機化学物質の動態について、数理モ

デルによる環境負荷の予測技術を開発し、農業生産由来の化学物質の生態系影響評価手法を開発する。 
 
中期計画 

（１）有害化学物質による農作物汚染リスクの低減化技術の高度化 

農業環境におけるカドミウム、ヒ素、残留性有機汚染物質（POPs）等の有害化学物質による農作物

汚染リスクを低減するため、これら有害化学物質の土壌－作物系における動態及び植物による吸収機構

を解明し、汚染リスク予測技術及び植物を利用した手法や物理・化学的手法等によるリスク低減技術 

の高度化を図る。 

すなわち、野菜ではPOPs、主要な畑作物についてはカドミウムを対象に土壌の汚染程度から作物の

汚染リスクを予測する技術を開発する。 

また、畑作物中のカドミウムや水稲中のヒ素、野菜中のPOPsの濃度を低減するため、植物の機能や

物理・化学的手法を用いた土壌浄化技術、吸収抑制栽培技術を開発する。 

（２）化学物質の環境動態予測技術と生態系影響評価手法の開発 

農業環境中での農薬等の有機化学物質、硝酸性窒素、リン等の栄養塩類の動態を数理モデル化し、流

域レベルの環境負荷を予測する技術を開発するとともに、それらの環境負荷が生物に及ぼす影響を評価

する手法を開発する。 

すなわち、水田を有する流域レベルにおける農薬、栄養塩類等の動態を包括的かつ定量的に記述する

数理モデルを開発するとともに、面源汚染について、負荷量及びその対策技術の評価法を開発する。 

また、水生動物、植物等の生物群集に農薬等が及ぼす影響を評価する手法を開発し、確率論を導入し

た農薬等の生態系影響評価法を開発する。 
 
 
 



 

大課題実績 

(1) 有害化学物質による農作物汚染リスクの低減化技術の高度化 

［研究の背景］ 

農業環境中には、鉱山や製錬所などが原因となって生じたカドミウム(Cd)やヒ素汚染、過去に施用さ

れた農薬など農業用資材や大気降下物からの混入などによって、さまざまな化学物質が入り、その一部

が土壌に残留し、作物によって吸収されて食品安全上の基準値を超えることがある。本課題では、有害

化学物質から食の安全を確保するために、作物による有害物質の吸収程度を予測する「リスク評価」や

吸収を減らす「リスク低減」の研究を行っている。 
 

［主な成果］ 

① 作物の汚染リスク予測技術の開発 

活性炭を施用した土壌からの 50％メタノール・水抽出法によるディルドリン抽出率とキュウリにおける

残留率が概ね一致することを明らかにした。この抽出法を用いることにより、事前に活性炭施用時のディル

ドリン残留率が予測でき、必要な活性炭の施用量を決定できる。 

② 汚染土壌修復技術の開発 

汚染土壌修復技術の開発では、土壌洗浄強度（洗浄薬剤濃度）を変えて段階的に土壌Cd が低減している

土壌を作出し、小麦及び大豆を栽培したところ、子実 Cd 濃度と土壌 Cd(塩鉄濃度)の間には高い相関が認

められ、土壌洗浄修復目標値の設定に必要な知見を得た。また、植物浄化の実用化に向け突然変異育種法を

用いて難脱粒性を付与したCd 高集積イネ系統の生産力検定を行い、稲わら収量及び土壌Cd 収奪量が原種

同等で、難脱粒性を確保し、短稈の耐倒伏性系統も選抜した。 

③ 吸収抑制栽培技術の開発 

コシヒカリ種子にイオンビーム照射して得られたCd低吸収コシヒカリ（lcd-kmt1）をCd汚染圃場で栽培

したところ、玄米Cd濃度は 0.03mg kg-1以下と極低レベルとなった（図 3-1）。通常のコシヒカリと比較し

て、草姿や玄米の外観品質が同等であり、精玄米重に有意な差は認められず、米粒食味計による食味値もコ

シヒカリ並みの「良」であった。lcd-kmt1 の変異が挿入された部位の塩基情報を基に、コシヒカリとlcd-kmt1

を識別できるDNAマーカーを開発した。このDNAマーカーを利用することで、新たなCd低吸収イネを選抜

することができる。これらは、国際的に高い日本人のCd摂取量の大幅な低減を可能とするだけでなく、Cd

濃度が高い土壌で必要な湛水管理が不要になることで、湛水管理で吸収が増加するヒ素の摂取量低減も可能

とする、行政施策上も極めて重要な成果である。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

また、ポジトロン核種である107Cdを用いて、カドミウムのイネ体内の移行をリアルタイムで可視化して

解析することに成功した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

また、癌の早期診断等で使われているボジトロン断層診断のイメージングの原理を植物に応用し、ポ

ジトロン放出核種である107Cdを用いて、イネ体内のカドミウムの移行をリアルタイムで可視化して解

析することに成功した。 

 

 

(2) 化学物質の環境動態予測技術と生態系影響評価手法の開発 

［研究の背景］ 

農業では、農薬や肥料など、さまざまな化学物質が使用されている。それは、作物生産を高い水準で

維持するために必要なものであるが、一方で、化学物質の一部は農地系外へ流出し、地下水・表面水の

水質や、河川生態系などに影響を及ぼす。生産現場では、減肥や減農薬をめざした取り組みが進められ

ているが、実際にどのようにすれば、現在の作物生産の水準を落とすことなく、より環境保全型の農業

を実践できるのか。化学肥料や堆肥をどのように利用すれば、集水域内の地下水・表面水の水質をどれ

だけ改善することができるのか。同じような効き目を持つ農薬がいくつもあるとき、どれを選べば、河

川生態系への影響をどれだけ抑えることができるのか。これらに対する答えを科学的手法に基づいて提

示するためには、農地へ投入された化学物質が、農地系外の水質や生態系に及ぼす影響を定量的に評価

できるような手法の開発が必要となる。本課題では、農業活動に由来する化学物質（農薬や栄養塩類）

が農地系外の水質や生態系に及ぼす影響の定量的評価手法、栄養塩類の面源負荷軽減対策技術の評価方

法を開発している。 

図 3-1 Cd 低吸収コシヒカリを高 Cd 土壌で栽培した時の玄米中の Cd 濃度 

 
注）LOQ：定量限界値（0.01 mg/kg）未満 

 

Cd 低吸収コシヒカリ（lcd-kmt1）とコシヒカリを、土壌中の Cd 濃度が高い 3 箇所のほ場（土壌中

のカドミウム濃度：0.35～1.4 mg/kg）において、間断灌漑もしくは出穂期前後に落水するといった

カドミウムが吸収されやすい条件で栽培し、玄米のカドミウム濃度を測定しました。コシヒカリの玄

米中のカドミウム濃度は、どのほ場でも基準値を大幅に超過しましたが、lcd-kmt1 では最大でも 0.03 
mg/kg であり、極めて低い値でした 。 



 

［主な成果］ 

① 農薬等の環境動態予測技術と生態系影響評価手法の開発 

農薬等の生態系影響予測手法の開発に向け、OECD テストガイドライン標準種である緑藻

Pseudokirchneriella subcapitata の除草剤曝露による増殖阻害と致死率に関する濃度反応関係を求める

と共に、その後の回復性試験を行った。その結果を用いて藻類個体群モデルを構築し、予測値と実測

値がほぼ合うこと、異なる除草剤に対して同一モデルが適用できることを示した。 

② 硝酸性窒素等の環境動態予測技術と負荷軽減対策技術評価手法の開発 

土壌中の水・炭素・窒素動態予測モデル LEACHM の有機物分解過程に関わるソースコードを Roth-C

に準じて改良するとともに、各種反応速度定数等のパラメタリゼーションを行った。異なる土壌（砂

丘未熟土、表層腐植質黒ボク土、淡色黒ボク土、中粗粒黄色土）、施肥（化学肥料、豚糞堆肥、牛糞

堆肥、稲わら堆肥）、地目（野菜畑、果樹園）条件下でモデル予測し、長期観測データとの比較・検

証を進めた。 

また、土地利用の異なる 6 流域地域（十勝川、雄物川、那珂川［栃木県のみ］、利根川支流［栃木

県、茨城県］、矢作川・豊川、大淀川・肝属川）を対象に、小流域単位で窒素負荷ポテンシャル濃度

（PNC）（＝余剰窒素量／有効降雨量）を算出した。これらの流域地域を、異なる 10 の土地利用型に

区分し、土地利用型と流域サイズが、PNC と窒素流出量の関係に及ぼす影響を調べた。その結果、流

域の窒素負荷発生量－流出量関係は、流域面積によらず、土地利用型により一定の関係にあることを

示した。 

③ リン等の環境動態予測技術と負荷軽減対策技術評価手法の開発 

農業活動に由来する広域でのリン動態を把握するため、土壌環境基礎調査・定点調査データの土壌

特性データ及び農家アンケート調査結果に基づき、定点調査の 1巡目（1979～1983年）から 5巡目（1999

～2003 年）まで、7 地方別・16 土壌群別・7 作物別に、リンの施用量、収奪量及び地表面収支、土壌

第一層中の可給態含量（Truog 法）の実態把握等を行い、データベース化を行った。これにより、農

地へのリン施用量は年々減少傾向にあるが、野菜畑では特にリン施用量が多く、リン収奪量の 10～30

倍もの極めて過剰量のリンが施用されている実態が示された。 

2003 年に亜鉛の水質環境基準が河川・湖沼で 0.03 mg L–1と定められたが、農業由来亜鉛の点源・面

源からの排出実態は未解明である。そこで、養豚事業所からの排出実態を各地で調査すると共に、家

畜糞堆肥施用畑からの亜鉛流出を観測した結果、畜産事業所で浄化処理後に水系へ流出する亜鉛は主

に溶存態、畑からの流出は主に懸濁態であった。さらに、畜産及び畑作の盛んな農業集水域（阿羅田

川、3.2 km2）を対象に、亜鉛流出観測結果及びそれに基づく広域モデル推定手法等により、流域内の

亜鉛フローを算出した（図 3-2）。この農業集水域から公共用水域への亜鉛移動量は 0.1~0.6 kg ha–1 yr–1

と見積もられた。本研究により、農業由来亜鉛の流出実態が初めて明らかとなった。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己評価 
大課題３ 

 

評価ランク コメント  

S 
（3(1)：S ） 
（3(2)：A ） 

有害化学物質による農作物汚染リスクの低減化技術の開発では、汚染リスク

予測技術、汚染土壌修復技術、吸収抑制栽培技術のいずれも順調に進んでいる。

特に、Cd 極低吸収性イネの開発は、国際的に高い日本人のカドミウム摂取量の大

幅な低減を可能とするだけでなく、落水管理が可能となることでヒ素の摂取量低減

も可能とする、行政施策上も極めて重要な成果であるとともに、リスク対策費用

の軽減にも結びつく優れた研究であり、高く評価できる。今後、育種素材とし

て活用できるよう、種苗登録に向けた取組の推進を期待する。また、ポジトロ

ンを用いて各種イネ体内での Cd の移行を可視化する技術を開発し、Cd 移行性の

イネ品種間差を動的に示したことは、世界初の成果であり、学術的価値が高い。 

化学物質の環境動態予測技術と生態系影響評価手法の開発では、農薬等の生

態系影響予測手法の開発に向けたモデルの開発、圃場～流域での栄養塩類動態

予測モデル構築に向けて、現場モニタリング、数理モデリング、広域統計デー

タ整備の 3 本柱による水・炭素・窒素動態予測モデル開発、リン施肥量実態解

明、農業集水域から公共用水域への亜鉛移動量の初の推定等の研究が進んでお

り、評価できる。なお、科学的モデルには適用の範囲と限界があるので、この

点をモデルを活用する第三者に分かりやすく伝える努力をしてもらいたい。 
 
 

図 3-2 農業由来亜鉛の流出実態の解明 
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4 農業環境インベントリーの高度化 

中期目標 

農業分野の地球温暖化への対応、生物多様性の保全や、農産物の安全性確保に向けた研究を推進する

観点から、農業環境分野の研究基盤の強化を図るため農業環境インベントリー（農業環境に関するデー

タ、研究成果等の情報や試料を体系的に保存・活用・提供する仕組み）の高度化を推進する。 

このため、農業環境の高度なモニタリングシステムの構築や新たなリモートセンシング技術の開発、

各種農業環境情報の整備・拡充等を行う。また、それらの個別情報を一元的に提供できる統合データベ

ースを構築する。さらに、主要な環境保全上の観点と、農業生産性の観点も考慮した総合的環境影響評

価手法を開発する。 
 
中期計画 

（１）農業空間情報とガスフラックスモニタリングによる環境動態の監視・予測 

農業環境資源の情報化と広域的評価に資するため、ハイパースペクトルやこれまで未利用の波長域を利

用したリモートセンシングデータの解析技術を開発するとともに、作物生産性、土地利用、植被、土壌

特性等環境動態の高精度・広域評価手法を開発する。 

これらの広域評価手法と、地上観測によるガスフラックスの経時的変動や、植物・土壌のガス交換の

動的特性に関する成果を結合し、温室効果ガスフラックス、水・炭素動態、作物生産等を広域的に監視・

予測するシステムを開発する。 

（２）農業環境情報の整備と統合データベースの構築 

農業環境資源及びこれらに係る情報の活用を促進するため、土壌、昆虫、気象等の個別のデータベー

スの整備・拡充を行い、データ活用手法を開発する。また、農業環境中の放射性物質については、モニ

タリングにより経時的推移を把握する。 

また、全国的な土壌、気象、生物、土地利用、衛星画像、農業統計などの農業環境情報を一元的に提

供できる農業環境情報統合データベースを構築する。 

さらに、高い農業生産性と環境保全の両立に向けた農業生態系管理シナリオの策定に資するため、多

様な空間情報、モデル、LCA 手法、統計手法等を活用し、温室効果ガスの排出、土壌炭素の貯留、生物

多様性、地下水への硝酸性窒素の溶脱、窒素の広域フロー等並びに生産性を考慮した総合的環境影響評

価（エコバランス評価）手法を開発する。 
 
大課題実績（中課題実績） 

(1) 農業空間情報とガスフラックスモニタリングによる環境動態の監視・予測 

［研究の背景］ 

近年、気候変動にともなう食料生産への影響、農業生態系や農業生産活動が水や大気に与える負荷の

影響が懸念されており、実際に土地利用や作物成長がどう変動しているか、また農業生態系からの水・

炭酸ガスなどがどう変動しているかを正確に把握し情報化することがますます重要になっている。本課

題では、農業と環境のこうした変化をリアルタイムで正確かつ広域的にとらえるため、宇宙から地上を

観測する地球観測衛星などを用いるリモートセンシング（遠隔計測）と、生態系スケールで炭酸ガスな

どの微量ガスの流れを連続的に定量するフラックス観測のネットワークによって観測し、解析し、情報



 

化するための先進的な手法や監視・予測システムの開発を行っている。 

 

［主な成果］ 

① 農業生態系情報の広域評価法の開発 

高頻度観測衛星データ（MODIS）を用いて作物生育過程を広域的に評価する手法を開発・検証する

とともに、同手法で推定した発育ステージに基づいて植生指数と短波放射量の積からトウモロコシの

光合成量の日変化を推定する簡易手法を開発・検証した（図 4-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 農業生態系のガスフラックス動態の定量評価 

つくば市真瀬の水田フラックスサイト（日本長期生態学研究ネットワークの準サイト）を中心に、

国内外のサイトで渦相関法を主体としたCO2・蒸発散フラックス等の観測を継続し良好なデータを収

集した。また、気象データのみを用いて、正味のCO2フラックスをその構成要素である光合成量や植

物呼吸量、微生物呼吸量に分離評価する方法を考案し、その妥当性を実測データで検証した。これに

より、水田のCO2収支の年々変動の要因解析やモデル化が容易になった。 

 

③ 広域的監視・予測システムの構築 

生態系動態情報の広域的な監視・予測システムの基本的な機能と構造を策定した（図 4-2）。同シス

テムのコアとなる、多地点のCO2等フラックス・微気象・映像・地上スペクトル・衛星画像等のデー

タを準リアルタイムでオンライン収集し体系的に管理するネットワークデータシステムの基本型を

設計・製作した。また、地上センサネットワークによりオンライン収集される渦相関データを用いて

農業生態系のCO2・蒸発散フラックスデータを準リアルタイムで高速処理・解析し、多地点の変動と

品質情報を連続的に出力することを可能にした。 

 

図 4-1 高頻度観測衛星データを用いたトウモロコシの光合成量の日変化の推定 
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(2) 農業環境情報の整備と統合データベースの構築 

［研究の背景］ 

本研究所が実施する、地球規模の環境変動と農業活動との相互作用に関する研究や、農業生態系にお

ける化学物質の動態とリスク低減に関する研究などを進める上で、これらの研究を支える基盤的な研究

の高度化が必要となっている。本課題では、農業環境を構成する重要な要素である土壌、昆虫、微生物、

気象などを対象として、個別のデータベースの整備・拡充とデータの活用手法の開発、農業環境中の放

射性物質の長期モニタリング、農業環境情報を一元的に提供できる農業環境情報統合データベースの構

築などを行っている。 

［主な成果］ 

① 土壌、昆虫、気象等の個別データベースの整備・拡充及びデータ活用手法の開発 

個別データベースの拡充を進め、さく葉標本の画像 209 点の登録、昆虫文献情報の追加等を行

うとともに、昆虫分類研究では、近似種と混同されていた畑ワサビの害虫ゾウムシを新種として

命名・記載した。（図 4-3）。 

 

 

 

図 4-2 広域的な監視・予測システムの基本的な機能と構造 
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図 4-3 畑ワサビを食害する新種ゾウムシ：ワサビルリイロサルゾウムシ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国土調査（20 万分の 1）のデータに包括的土壌分類第 1 次試案を適用し、関東全域及び福島県の  

各種土壌情報を整備し、茨城県の土壌図を作成した。また、年平均土壌温度（表層下 30～50cm）

を高精度で地図化する手法を開発し、土壌情報閲覧システム上で全国土壌温度図を閲覧できるよう

にした。 

 

② 放射性物質のモニタリング 

東京電力福島第一原発事故後、3～8 月に福島県を中心に宮城県から千葉県までの 6 県 579 地点

の農地土壌を各県の農業試験研究機関の協力を得て採取し（写真 4-1）、放射性セシウム濃度を測

定して地図に表示し、汚染状況を明らかにした。その後、汚染状況の面的な分布を広域的かつ詳細

に把握するため、11 月～12 月に岩手県から静岡県までの 15 都県 3,420 地点の農地土壌を各都県の

農業試験研究機関の協力を得て採取し、放射性セシウム濃度を測定して地図に表示した。また、農

地土壌調査の際に測定した 1ｍ高さでの空間線量率と土壌中の放射性 Cs 濃度との間には一定の相

関関係が見出された（図 4-4）ことから、空間線量率から農地土壌の放射性セシウム濃度を推計

する回帰式を土壌や土地利用ごとに 10 に類型化して作成した。この回帰式、放射性セシウム濃

度の実測値データ、本研究所が 2001 年の土地利用にもとづいて作成したデジタル農耕地土壌図

及び文部科学省が作成した航空機による空間線量率分布図を用いて、調査地点以外の農地土壌

の放射性セシウム濃度分布を推定した（図 4-5）。 
その結果、農地土壌の放射性セシウムは福島第一原発から北西へ向かって 10,000Bq/kg を超

える高い濃度が分布し、さらに福島県中通りの南西部から栃木県中～北部と宮城県南部へ向か

って 1,000Bq/kg を超える濃度の広がりを見せるとともに、ホットスポットと呼ばれる局所的に

放射能濃度の高い場所が散在し、単純な同心円状を示していないことが明らかとなった。また、

岩手県南部、宮城県中部～北部、茨城県、栃木県南部、群馬県及び千葉県においては概ね

500Bq/kg 未満であるが、山間部や平野部で部分的に濃度の高いところがあることが明らかとな

った。（図 4-6） 
以上の成果については、平成 23 年 8 月 30 日及び平成 24 年 3 月 23 日に農林水産省からプレ

スリリースされ、除染の一つの目安となる農地土壌の放射性セシウム濃度 5,000Bq/kg 以上の農

地面積は約 8,900ha と算定されるなど、濃度の分布の傾向把握、作物の吸収抑制対策や除染を

（左）葉上の成虫、（中央）茎内に産みつけられた卵、（右）茎内部を食害する幼虫 



 

必要とする市町村別の農地面積の推定、また土壌分類ごとの放射性セシウム濃度の分布といっ

た除染方法の適用範囲の推定などが可能となり、農林水産省や環境省で活用された。  

 

農地土壌の放射性物質濃度分布の把握 

   

写真 4-1：警戒区域での土壌調査・サンプリング  図 4-4 空間線量率と土壌中の放射性 Cs濃度 

理事長以下 28人を警戒区域へ派遣しました。    との関係。 

 

  

図 4-5 調査地点の A)農地土壌の放射性セシウム濃度、B)デジタル農耕地土壌図、C)空間線量率分布図 

  

それぞれの図及び図 4-4の回帰式から、放射性セシウム濃度の分布推定図を作成します。 



 

 

図 4-6 農地土壌の放射性セシウム濃度の実測値と分布推定図   

 

 

 

 

 

作土中の放射性セシウム濃度 5,000Bq/kg 以上の農地が福島第一原発から北西方向に

広がり、福島県中通りから栃木県北部、また宮城県南部にかけて 1,000Bq/kg 以上の

農地が連続していることが分かりました。 



 

1959 年から継続して、北海道～九州の公設農業試験研究機関の水田及び畑で栽培された水稲ま

たは小麦及び作土の提供を受け、玄米、白米、玄麦、小麦粉及び土壌のCs-137 とSr-90 の放射能

濃度について、ゲルマニウム半導体検出器などを用いて公定法により分析を実施している。平成

22 年度産の全国の白米、小麦、作土の137Csと90Srの放射能濃度は、平常時レベルであった。平成 23
年度試料について、現在分析途中であるが、137Csは東北・関東地域で 1960 年代の濃度レベルに匹敵

するかそれ以上の値を示す試料が認められた。（図 4-7） 
 

図 4-7 日本における主要穀類及び栽培土壌の平均137Cs濃度の経年変化 

  

 
③ 農業環境情報統合データベースの構築 

標本ラベル、植生調査票を対象に、生物の分布情報を統一的に記述でき、かつ国際規格フォーマ

ットに互換するデータ記述フォーマットを確立した。 

④ 総合的環境影響評価手法の開発 

総合的環境影響評価手法の開発に必要なフレームワークについて検討委員会、外部有識者との懇

談等をふまえて検討を行った。環境影響に関するインベントリー分析とその特性化については LCA

のライフサイクル環境影響評価手法（LCIA）である LIME2 を準用することが効率的であるが、農

業分野におけるアプローチに不十分な点があることが明らかになった。一方、ベネフィットに関す

るインベントリー分析については、収益、作業時間、多面的機能を特性化することが有望と考えら

れた。 

 

 

 



 

自己評価 
大課題４ 

 

評価ランク コメント  

S 
（4(1)：A ） 
（4(2)：S ） 

農業空間情報とガスフラックスモニタリングによる環境動態の監視・予測で

は、高頻度観測衛星を用いて作物生育経過を広域的に評価する手法の開発・

検証を進めるとともに、農業生態系のガスフラックス動態の定量評価に向けて

データ蓄積を進め、そのデータセットを用いた新たな評価手法の開発も進ん

でおり、評価できる。また、広域的監視・予測システムの機能と構造が策定

され、コアとなるネットワークデータシステムが試作された。これらの成果

が他の RP に活用されるよう、他との連携を一層進めることを期待する。 
農業環境情報の整備と統合データベースの構築では、東京電力福島第一原子

力発電所事故後、早期に作成し公表した「放射性セシウム濃度分布図」によ

って、除染の一つの目安となる農地土壌の放射性セシウム濃度 5,000Bq/kg
以上の農地面積が約 8,900ha と算定されるなど、濃度の分布の傾向把握、作

物吸収抑制対策や除染を必要とする市町村別の農地面積の推定、また土壌分

類ごとの放射性セシウム濃度の分布といった除染方法の適用範囲の推定な

どが可能となり、農林水産省や環境省で活用されたことは高く評価できる。

これらは、長年の放射性物質のモニタリングにより蓄積された知見やノウハウ

が無ければなし得なかったことであり、今後も放射能汚染の学術的解明に腰を

据えて取り組むとともに、より高精度で迅速性に優れたモニタリング手法の開

発や成果の活用方法等の研究を深化させ、汚染実態の変化や除染に有用な知見

を提供するなど、安全な農作物生産へ貢献することを期待する。また、国土調

査（20 万分の 1）のデータに包括的土壌分類第 1 次試案を適用して関東全域

及び福島県の各種土壌情報を整備し、茨城県の土壌図を作成するなど、各種デ

ータベースの拡充・構築等が順調に進むとともに、エコバランス研究も研究

体制を整えることができ、全体として目標以上の業績が上がっている。 
 
（２）行政ニーズへの機動的対応 
東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に対応して、農林水産省の依頼を受け、穀類、葉菜、根菜、

果菜、牛乳、土壌、用水、地下水等（3,500 点以上）の試料について放射性物質濃度を分析・報告し、

その結果が農作物の出荷制限や作付け制限に活用された。 
また、3～8 月に福島県など 6 県 579 地点、11～12 月には岩手県から静岡県までの 15 都県 3,420 地

点の農地土壌の放射性セシウム濃度を実測し、これらをもとに農地土壌の放射性セシウム濃度分布を

推定した地図を作成した。こうして作成された地図は、平成 23 年 8 月 30 日及び平成 24 年 3 月 23
日に農林水産省からプレスリリースされるとともに、濃度の分布の傾向把握、作物の吸収抑制対策

や除染を必要とする市町村別の農地面積の推定、また土壌分類ごとの放射性セシウム濃度の分布と

いった除染方法の適用範囲の推定などが可能となり、農林水産省や環境省で活用された。さらに、

福島県の一部地域において暫定規制値である 500 Bq/kg を超える玄米が検出されたことについて、福島

県が実施した要因解析への協力を行った。このほか、POPs 問題への緊急対応については、石灰窒素（水

和造粒品）におけるメラミン含有問題について、土壌中のメラミン含量、溶脱量の検証試験を担うなど、

常に行政部局と連携して進めている。 
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