農業環境技術研究所

研究成果発表会 2014

未来につなげよう
農業と環境

主催：
（独）農業環境技術研究所
後援：農林水産省農林水産技術会議事務局

（独）農業環境技術研究所 成果発表会 2014

１１月２日に公表された IPCC（気候変動枠組み条約に関する政府間パネル）の第
5 次統合報告書では、世界の気温上昇を産業革命前に比べ２度未満に抑えることにつ
いて、（実現のための）道筋はあると明記され、各国政府に対応を強く求める内容と
なっています。この目標の達成には多くの困難が予想されます。また、たとえ達成で
きた場合でも、既に顕在化し始めている極端気象などの負の影響を農業は今後さらに
強く受けることは必至で、そのための対応が急がれます。
「環境を護るための農業イノベーション」。これは、世界のトップジャーナルとし
て定評のある学術雑誌に昨年組まれていた特集です。農業は、現在の 72 億人から 2050
年には 92 億人へと急増する世界人口を、今後養っていくために大幅な食料増産が必
要ですが、その際、資源の利用や環境負荷をどう抑えていくかが問題です。即ち、人
類は、様々な環境問題に対処しながら食糧増産を図って行くという、相反するとても
大きな課題に直面しています。
農業環境技術研究所は、様々な環境問題が顕在化し人々の環境に対する意識が急速
に高まった時期にあたる 1983 年に、わが国で初めて「環境」を冠した国の研究所と
して設立されました。以来、世界の食料問題と環境問題の克服への貢献を基本理念に、
農業と環境に関する様々な研究を展開しています。
平成 23 年から始まった第 3 期中期目標期間では、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、そ
れに、農業環境研究を支える基盤的な研究として農業環境インベントリーの高度化を、
重点的に推進しています。
成果発表会は、そうした成果の中からいくつかを選んでご紹介するもので、1 年お
きに開催しています。今年のテーマは「未来につなげよう農業と環境」です。みなさ
まとともに今後の農業と環境について考える機会となりましたら、幸甚です。

平成２６年１１月２８日

独立行政法人

農業環境技術研究所
理事長

宮下

淸貴
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生態系サービスへの支払と農業の可能性
慶應義塾大学

大沼あゆみ

今日、自然減少を食い止めようとする政策は、生態系サービスという概念を幅広
く活用しようとしている。さまざまな生態系サービスを、金銭評価するとどれほど
になるのかという試みも精力的に行われている。
そして、無償の生態系サービスを有償化する動きが始まっている。これが、
「生態
系サービスへの支払」である。これは、あたかも、
「ネイチャー氏」という人が実際
に存在すると想定し、ネイチャー氏がこれまで人々のために無料で提供してくれた
サービスに対して、これからは、ちゃんと対価を支払いましょうとするものである。
もちろん、その対価は、ネイチャー氏ではなく、生態系サービスを提供する自然資
本の所有者に支払われる。
こうした方向性は、経済学では、古くから外部経済の内部化として、その重要性
が知られており、内部化が行われればさまざまな経済効果が発生する。
農業は、伝統的経済学で言えば、林業と並んで、この外部経済をもたらす可能性
のある代表的産業ではあるが、反面では、面源汚染などでの排出者の一面もある。
しかし、生態系サービスへの支払が進展すれば、外部経済を提供する農業が拡大し、
特徴ある経営が進んでいくものと予想される。本報告では、こうした視点から、農
業の可能性を探る。

プロフィール
1960 年生まれ。1988 年東北大学大学院博士課程修了。東京外国語大学助
教授などを経て、2001 年、慶應義塾大学経済学部助教授。現在、教授。
経済学博士。専門は環境経済学。経済学の観点から持続可能な発展、とり
わけ生物多様性の側面での理論・実証分析を行っている。兵庫県豊岡市の
コウノトリ保全についての経済学的研究は、国連生物多様性条約名古屋会
議で紹介された。近著に『生物多様性保全の経済学』
（有斐閣、近刊）及び、
“An economic and ecological consideration of commercial coral
transplantation to restore the marine ecosystem in Okinawa, Japan”,
Ecosystem Services（共著、近刊）がある。
2012~14 年、環境経済・政策学会会長を務める。
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微気象学的視点で温暖化に立ち向かう
－イネの高温障害低減に向けて
大気環境研究領域

吉本真由美

１．はじめに
温室効果ガス世界資料センター（WDCGG）の解析によると、二酸化炭素（CO 2 ）の世
界の平均濃度は 2011 年に 390ppmを超えた。また、2013 年 5 月にはハワイ・マウナロア
観測所で 400ppmを超えるCO 2 濃度が初めて観測されるなど、CO 2 濃度は依然として上昇
し続けている。今後、効果的な温室効果ガスの排出削減が実現されない限り、大気CO 2 は
増加を続け、それに伴い今世紀末の世界の平均地上気温は現在より 0.3～4.8℃上昇すると
予測されている（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC 2014）。温暖化に
伴って夏の異常高温の頻度も増えると予測され、2010 年には全国各地で猛暑日や熱帯夜の
日数の記録が更新され、2013 年には高知県江川崎で 41.0℃を記録し、2007 年に埼玉県熊
谷市・岐阜県多治見市で記録された 40.9℃以来、国内観測史上最高気温が更新されるなど、
温暖化時代の到来が俄かに現実味を帯びてきた。
これらの気候変化によるコメ生産への負の影響、特に開花期や登熟期の高温による減収
や品質の低下が懸念されている。登熟期の高温による品質の低下については、近年、高温
条件での白未熟粒の発生が少ない高温耐性品種（例えば、九州や北陸などの「にこまる」
「元気つくし」「てんたかく」「つや姫」など。農林水産省平成 22 年度高温適応技術レポ
ート）が育成されてきている。一方、開花期の高温不稔については、国内では問題が顕在
化していないため、未だ具体的な対策は取られていない。しかしこれまでの多くの室内実
験から、開花時の気温が 35℃を超えると受精障害により不稔籾が多発することが知られ、
35℃以上で稔実率が温度とともにほぼ直線的に低下し、40℃以上になるとほぼすべての籾
が不稔になる等の報告例が示されている（Kim et al., 1996）。中国長江流域では 1990 年
代より既に開花期高温不稔による減収が問題となっており（Wang et al. , 2004）、現在の
気候での高温障害の実態を把握し発生要因を解明するとともに、温暖化による高温障害発
生のリスクを正しく評価し、対策技術を開発する必要がある。
本発表では、温暖化などの気候変動と植物が実際に感受する熱環境との間に介在する
“群落微気象”に焦点をあて、高温障害の温暖化影響評価とその対策に関する知見を紹介
する。
２．気温と植物体温は同じと限らない
水田群落内は、植物の蒸散や水面からの蒸発、茎葉による日射や気流の遮断などにより、
群落上とは異なる気象条件、すなわち水田特有の“群落微気象”を形成している。特に、
イネの高温障害に密接に関連する生殖器官の温度（穂温）は、群落上の気温とは異なり、
その差（ギャップ）は気候や気象条件等により変わる。この群落内外のギャップ、あるい
は群落上の気温と植物体温のギャップが、高温障害の発生要因の解明を困難なものにして
いる。例えば、前述の 1990 年代より高温不稔の発生頻度が増している中国長江流域では、
-3-

気温が 35℃を超える日は少ない一方、オーストラリアの水田では日最高気温がしばしば
40℃を超えるにも関わらず、開花時高温不稔の被害は報告されていない。これは、乾燥し
た気候のオーストラリアでは植物が盛んに蒸散し、群落や穂の温度が気温より大幅に低か
ったことが一因である（Matsui et al. , 2007; 2014）。よって、高温障害の発生メカニズム
を解明するためには、最寄りの気象観測所などでの群落上の気温ではなく、穂温もしくは
穂が曝されている群落内の気温を基準とすることが必須である。
（１）国際観測ネットワークによる群落微気象モニタリング
このような世界の水田での群落微気象のギャップと高温障害の実態を把握するため、私
たちは世界の主要なコメ生産地を対象に国際的な水田観測ネットワーク（MINCERnet）
を構築した（図 1、Yoshimoto et al. , 2012）。水田微気象の測定には、精密かつ簡便に水田
内の気温と湿度を測定できる自立型気象観測パッケージ MINCER（Fukuoka et al. , 2012a）
を用い、国により異なっていたイネの高温障害の調査方法を統一した。

ミャンマー（Yezin）
インド（Tamil Nadu）

中国 （Hubei）

スリランカ
（Ibbagamuwe）

アメリカ合衆国
（Texas）

日本（Tsukuba）
台湾（Miaoli）

ベナン（Cotonou）

セネガル（Fanae）

図1

フィリピン
（Los Banos,
Munoz）

MINCERnet 参加サイト（2014 年現在）

と、自立型気象観測パッケージ MINCER

これまでの調査から、従来高温不稔発生の指標としてよく用いられてきた日最高気温の
気候による違いは比較的小さい一方、水田での湿度レベルや気温の日較差、夜温などが気
候により大きく異なることがわかってきた（図 2）。これらはイネの穂温や生殖プロセスに
関わる重要な要素で、MINCERnet によって初めて多国間の定量的な比較が可能となった
ものである。また、現地の最寄りの気象観測点は一般に水田地帯には設置されていないた
め、水田上より気温が高く観測される場合が多いこと、さらに、群落内のイネの穂周辺の
気温は水田上の気温より低いことが多く、その差は気候により異なることもわかった（図
-4-
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3）。MINCERnet 参加国は、開始時当初アジアのコメ生産国を中心とするインド、スリラ
ンカ、ミャンマー、中国、フィリピン、台湾、アメリカ、日本の 8 カ国であったが、今年
よりアフリカのセネガルやベナン共和国が加わった。広範な気候でのデータ収集により、
温暖化による作物への負の影響が顕在化している地域の水田群落の熱環境と高温障害の実
態を把握したいと考えている。

図2

MINCERnet 参加各国のイネ出穂期の水田での気温・湿度の日変化例

最寄りの気象観測点と水田上の気温差
穂周辺と水田上の気温差

1
0

n.d.

図3

n.d.

n.d.

-1

（出穂～登熟の測定期間の平
均値、エラーバーは標準誤差）

アメリカ
合衆国

日本

台湾

中国

フィリピン

ミャンマー

スリランカ

-2

インド

日平均気温の差（℃）

2

MINCERnet 観測水田と最寄りの気象観測所との気温のギャップ
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（２）2007 年猛暑日の穂温分布と高温不稔
同じ気候である日本国内においても、日々の気象条件の違いにより、群落内外の熱環境
のギャップの差異が存在する。2007 年 8 月、関東、東海地域は、熊谷、多治見で観測史
上最高の 40.9℃を記録したほか、関東平野の埼玉県北部から群馬県南部、濃尾平野の愛知
県北部から岐阜県南部において、35℃を超える猛暑日が頻発した。2007 年 8 月の異常高
温は、これまで顕在化していなかった高温不稔を誘発する温度域であり、不稔による被害
発生が懸念された。そこで、農環研と作物研は、群馬県、埼玉県、茨城県、岐阜県、愛知
県と協力して、記録的な猛暑を観測した関東・東海地域において不稔発生の現地調査を行
った。調査水田のうち、出穂・開花日頃の日最高気温が 35℃を超えた水田は 4 割以上を占
め、不稔率は、通常の条件では 5％程度のところ、10％を超えた水田が全体の 2 割程度認
められた（図 4）。しかし、これらの不稔発生率は、これまでの室内実験での温度反応から
推定される値よりは小さい傾向にあった。

水
田
数

不稔籾の割合(%)

日最高気温（℃）
図4

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

45

日最高気温 (℃)

40
35
30
25

岐阜
埼玉
茨城

開花時（10～12時）穂温 (℃)

45

20
8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19
暦日

図5

40
35
30
25

岐阜
埼玉
茨城

20
8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19
暦日

関東・東海の 3 地点を対象とした 2007 年 8 月中旬の日最高気温（左）と
開花時間帯（10～12 時）の推定穂温（右）の推移
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2007 年の高温下の不稔率が、日最高気温から予測される不稔率を下回った要因の一つと
して、感受器官である穂の温度が気温とは異なった可能性が考えられた。フィールドにお
いては、穂温は基本的に外気温、湿度、日射量、風速といった群落上の環境条件と、葉の
茂り方、葉や穂の蒸散に関わる要素などに依存する。例えば、日射は群落や穂の温度を上
昇させる方向に働くが、蒸散は熱の持ち去りによって冷却させる方向に働く。その結果、
穂温は、群落上の気温よりも低くなることもあれば、逆に高くなることもあり得る。これ
らの熱収支プロセスを組み込んだ穂温推定モデル（IM 2 PACT, Yoshimoto et al ., 2011）を
農環研が運営する作物気象データベース（MeteoCrop DB, Kuwagata et al ., 2011）に適用
し、2007 年夏季の関東・東海地域における穂温分布を推定した（図 5）。その結果、水稲
の開花時間帯に相当する午前 10～12 時頃の穂温は最高でも 34～36℃程度で、地域分布に
ついても日最高気温の分布と必ずしも一致しないことがわかった。これは、開花時間帯の
気温が日最高気温より低いこと、開花時気温が高くても湿度が低い場合には穂の蒸散冷却
が促進され、穂温が気温より低くなること等が原因であった。さらに、穂温と不稔率との
相関は、日最高気温と不稔率との相関よりも高い傾向にあった。これらが、日最高気温が
高かった割に不稔の発生が少なかったことに関係していたことが明らかとなった。
（３）大気CO 2 濃度増加による群落温度の上昇
大気CO 2 濃度もまた、群落内外の温度のギャップを生じさせる要素の一つである。大気
CO 2 濃度が増加すると、植物の葉の気孔が閉じ気味になり、蒸散による群落冷却効果が低
下するためである。実際の水田で大気CO 2 濃度を増加させる開放系大気CO 2 増加（Free-Air
CO 2 Enrichment, FACE）実験が、2010 年より茨城県つくばみらい市で行われている。
FACEは、屋外の水田の一部に差し渡し 17mの正八角形状にチューブを設置して、風向き
に応じてCO 2 をリング内に放出し、外気より約 200ppm高い濃度に制御する。
2010 年夏季（6～8 月）の日本の平均気温は観測史上最高を記録し、つくばみらいFACE
での実験期間中の日平均気温は平年より 1.8℃高く推移した。高CO 2 濃度区では、現CO 2
濃度区と比べて整粒率が 17％低下し、多数の白未熟粒が発生した（図 6）。高CO 2 濃度区
では光合成が盛んになり、炭
素化合物の蓄積が促進される
一方、窒素の吸収の促進は大
きくなかったことから、高
CO 2 濃度区では玄米のタン
パク質含有率が低下し、窒素
栄養が不足しやすかったこと
が、整粒率低下の主な原因と
考えられた。

図6

2010 年のつくばみらい FACE において、高

CO 2 濃度がコシヒカリの玄米品質に与えた影響
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しかし、同じタンパク質含有率の条件

現CO2濃度区

で比較しても、高CO 2 濃度区の整粒率は
現CO 2 濃度区に比べて明らかに低かっ
たことから（図 7）、高CO 2 処理による整
粒率の低下には、玄米タンパク質含有率
以外の要因が関わるものと考えられた。

高CO2濃度区

群落内の気温・湿度を測定したところ、
登熟期間中の高CO 2 濃度区の群落内の
日最高気温は、現CO 2 濃度区と比べて約
0.5℃高く推移していた。
このように、高CO 2 濃度条件では、玄
米タンパク質含有率が低下したことに加
えて、群落内の気温が高く推移したこと
などにより、白未熟粒の発生が増加し、
整粒率が大きく低下したと考えられ、高
温障害の発生要因解析における群落微気
象の重要性が改めて明らかとなった。

図7

CO 2 濃度・温度・施肥水準がコシヒカ

リの整粒率に与えた影響（赤；高 CO 2 区、
青；現 CO 2 区。△；多窒素施肥区、○；標
準窒素施肥区、□；窒素無施肥区、◇；水温
上昇区）

３．微気象学的視点からの対策技術の開発
上記のとおり、群落内外の熱環境にはギャップが存在し、その大きさは気候や気象条件、
大気CO 2 濃度、植物の蒸散強度などにより異なる。現在および気候変動下のイネの高温障
害の発生要因の解析や影響評価にあたっては、群落上でなく、群落内の熱環境や生殖器官
の温度（穂温）を参照し、群落内外のギャップによる影響評価の誤差を減らすことが必須
である。一方、この群落内外のギャップを利用し、温暖化しても群落温度や穂温が上がら
ないような耕種的・育種的手法の開発の可能性が考えられる。
（１）施肥による群落熱環境の改変
窒素（N）施肥は、イネの生育や稔実など植物生理上だけでなく、葉の繁茂具合や蒸散
特性の変化を通じて群落微気象を変化させる、重要な管理技術の一つである。農業環境技
術研究所内の水田圃場においてヒノヒカリを栽培し、多肥区（12 gN/m 2 ）と少肥区（4
gN/m 2 ）を設けたところ、開花時刻の穂温は多肥区の方が 0.3～0.7℃低かった。群落内微
気象の測定と穂温推定モデル（IM 2 PACT）で、多肥区の穂温低下の要因を解析したところ、
多肥区では葉や穂の蒸散が多く、蒸散冷却を通じて群落温度や穂温が低かったこと、また、
多肥区では葉面積の増大により穂に到達する日射量が減ったことなどが明らかとなった。
ただし、葉面積の増大は同時に群落内の風通しを悪くし、穂温を上昇させる働きも有する
こと、窒素施用による穂温の冷却効果が気象条件によって変わることもわかった。
一方で、1990 年代以降の食味重視傾向により窒素施肥を低く抑える指導が普及しており
（近藤、2007）、高温障害回避に最適な窒素施肥の量と時期を明らかにし、食味と収量・
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品質の維持を両立させるような管理技術を確立させる必要がある。
（２）穂蒸散が大きい品種の開発
さらに、より積極的に蒸散冷却効果を利用する方向性の一つとして、遺伝的に穂蒸散が
大きい品種の開発が挙げられる。穂蒸散コンダクタンス（穂表面からの蒸散のしやすさ）
には品種間差異があり（Fukuoka et al. , 2012b）、開花時刻の穂蒸散コンダクタンスは 2
倍以上の違いがある（図 8）。穂温推定モデル（IM 2 PACT）で現在の日本の水田の典型的
な気象条件を与えて感度解析を行ったところ、穂蒸散コンダクタンスの最も小さい品種か
ら大きい品種へ移行することで、2℃以上穂温を下げることができると見積もられたが、
最も大きい品種からさらに穂蒸散コンダクタンスを倍にできたとしてもそれ以上の穂温の
低下はわずかであった。このことから、現在確認されている穂蒸散コンダクタンスの最高
レベルの品種程度が、当面の品種改良の目標として適当であると考えられる。

品種

IR72
銀坊主
シルキーパール
ひとめぼれ
IR65598-112-2
あきたこまち
武香粳14号
農林8号
RM645
みやかおり
秋田63号
ヒノヒカリ
コシヒカリ
ゆめのはたもち
タカナリ
はぎのかおり
つくばはたもち
初星
水野黒糯
IR67966-44-2-3-2
Dular

シリーズ1 (2005)
シリーズ2 (2006)
シリーズ3 (2006)
シリーズ間平均

0.2
図8

0.4
0.6
穂蒸散コンダクタンス (インタクト) (cm s-1)

0.8

開花時刻における穂蒸散コンダクタンスの品種間差異

４．おわりに
以上、高温障害の温暖化影響評価とその対策について、“群落微気象”に焦点を当てて
紹介したが、微気象学的視点からの対策技術は、これまでの温暖化対策技術の主流であっ
た、スクリーニングによる高温耐性品種の選定や、植物栄養学的視点からの肥培管理等と
両立しうる技術である。今後、それらを組み合わせ相補することによって、気候変動下で
より頑健かつ効果的な対策技術の開発につながると期待される。
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昆虫の情報化学物質等の機能を活用した農業技術開発
生物多様性研究領域

田端 純

１．はじめに
昆虫が人に知覚できない「何か」によってコミュニケーションをとり、しかもそれはど
うやら「匂い」のようなものである、ということは、ファーブルの『昆虫記』にも記述が
あるほど古くからよく知られた現象である。この「匂い」の本体は化学物質であることが
カイコガで証明されると、すぐに農業害虫防除への応用の期待がよせられた（Wright,
1964a,b）。フェロモンと名付けられたこれらの情報化学物質は、それほど強烈で劇的な活
性をもつ天然化合物であった。
我が国ではじめて農業害虫のフェロモンの化学構造解明に成功したのは、すでに４０年
以上も前のことである。農業環境技術研究所の前身にあたる当時の農林省・農業技術研究
所で行われたチャノコカクモンハマキの性フェロモンに関する研究（Tamaki et al. 1971）
を皮切りに，多くの害虫のフェロモン物質の構造が明らかにされ、すでに一部の成果は実
際に農業害虫管理に役立てられている。また、フェロモン以外にも、食草の代謝産物を含
む様々な天然化合物が昆虫の情報利用に欠かせないものであることが明らかにされ、これ
らの機能を利用した害虫管理・農業技術開発の試みも進められている。ここでは、昆虫の
情報化学物質等を活用した農業技術開発の現状について最近の話題も含めて紹介するとと
もに、今後の課題について議論したい。
２．昆虫のフェロモンとその利用
前述の通り、昆虫が利用する情報化学物質のなかでもフェロモンは際立った活性をもつ。
フェロモンとはギリシア語の pherein（運ぶ）と hormao （刺激する）に由来する述語で
あり、体外に放出され同種他個体に作用する物質として定義される。空気中を伝わる「匂
い」として働くものだけでなく、接触によって「味」として作用するものも存在する。機
能としても個体の行動を制御するものから生理や成長の変化を促すものまで様々なタイプ
のフェロモンが知られているが、ここでは農業害虫管理に応用されている性フェロモンに
注目したい。性フェロモンは、多くの場合、成熟したメス成虫が交尾相手のオス成虫を誘
引するために放出するフェロモンで、配偶行動という昆虫の生涯で最も重要なイベントの
オープニングを飾る現象を制御する。
性フェロモンの現在の農業害虫管理への活用法は、主として以下のふたつに大別され
る。ひとつはフェロモントラップとしての使用法である（田端, 2009）。性フェロモンは強
力な誘引性を発揮するので、トラップと組み合わせることで周囲の害虫の発生状況を簡単
に把握することができる。労力がかからない上に、標的とした害虫を狙って捕獲可能なの
で、誰でも容易に定量的な発生調査を行うことができる。現時点での圃場内の害虫発生量
を正しく知ることができれば、次の発生時期や量を予測（発生予察）することができるの
で、殺虫剤散布の効率化が期待できる。さらに、空港や港で害虫の侵入検疫にも活用でき
る。もうひとつは、交信かく乱剤としての用途である。交信かく乱とは、工業的に合成し
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た大量の性フェロモンで農地内を満たし、害虫のメスが放出する天然の性フェロモンによ
る情報伝達を阻害して交尾を抑制する方法である（田端ほか, 2007）。前述のフェロモント
ラップよりもはるかに大量の性フェロモンを必要とするので、それなりにコストがかかる
が、性フェロモンの封入された徐放性のチューブを果樹等にぶら下げるだけなので設置に
かかる労力はそれほどでもない。国内だけでもすでに２万ヘクタールを超える農地で使用
されている（福本・望月, 2007）。
これまでの昆虫の性フェロモンの基礎・応用研究はガ類を中心に行われてきた。視覚情
報に乏しい夜間に行動するガ類では特に性フェロモンによる配偶行動システムが発達して
おり、これまでに 600 以上の種で性フェロモン成分の構造が明らかにされている。ガ類の
性フェロモンを構成する化合物は大半が直鎖脂肪酸の誘導体であり、官能基は水酸基・ア
ルデヒド基・アセトキシル基のいずれかである（Tamaki, 1985）。また、直鎖を構成する
炭素の数は通常偶数個（10～18）であり、1 つまたは 2 つの二重結合を有する。つまり、
全体としてみれば，ガ類の性フェロモン成分は比較的単純な構造で互いによく似た類縁体
であり，非常に収斂性が高い．一方で、ガ類の性フェロモンは一般にはいくつかの成分の
混合物として生産・放出される（Ando, T.: Sex Pheromones of Moths.
http://www.tuat.ac.jp/~antets
u/LepiPheroList.htm）。この成
分の組合せや混合比の違いによ

(Z)-11-tetradecenyl acetate
O

(Z)-9-tetradecenyl acetate

フキノメイガ
内標

O

O

O

(15ng)

って、限られた分子種であって

(E)-11-tetradecenyl acetate

も種毎に異なる情報信号を生み
出すことができるのである。例

O

O

♂

♀

えば、フキノメイガとツワブキ
ノメイガはいずれも共通した３

ツワブキノメイガ
内標
(15ng)

つの化合物を性フェロモンとし
て用いるが、それぞれの混合比
が種によって異なっており、そ

♂

♀

の違いで互いの交尾相手を見分
けることができる（図 1；Tabata
et al. 2006, 2008）。
単純な構造でしかも互いに

保持時間

図 1 フキノメイガとツワブキノメイガの性フェロモンのガス
クロマトグラム

よく似た類縁体であるというガ類の性フェロモンの化学構造的な特性は、農業への応用を
考慮した場合に非常に好ましいものであった。直鎖脂肪酸の類は工業合成に比較的向いて
おり、出発物質を変えるだけでいくつもの類縁体を作ることが可能である。さらに、いく
つかの害虫種に共通したフェロモン成分を使用すれば、複数の害虫を同時にターゲットと
することもできる。例えば、多くのハマキガ類の性フェロモンには (Z )-11-テトラデセニ
ルアセテートという物質が含まれる。このひとつの成分だけで、茶樹の主要な２種のハマ
キガ（チャノコカクモンハマキとチャハマキ）の性フェロモンによる交信を同時にかく乱
することができる（玉木ほか, 1983）。現在では、いくつかの性フェロモン成分を混ぜ合わ
せ、リンゴやモモを加害する主要なガ類すべてに有効性が確認された製剤（複合交信かく
乱剤）が開発され、すでに市販されている。
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ガ類とは全く異なる分類群の昆虫でもしばしば強力な誘引活性を持つ性フェロモンの
存在が認められる。コナカイガラムシ類はそのひとつである。コナカイガラムシ類はアブ
ラムシやセミと同じくカメムシの仲間で、植物の篩管液を吸汁し、農作物に甚大な被害を
与える種も少なくない。ガ類のように夜
間行動するわけではないが、コナカイガ
ラムシ類のオスは非常に小さく脆い上に、
成虫になると水や餌を摂ることができず、
短時間しか生きることができない。一方
で、メスは成虫になっても翅をもたず、
脚も退化しており、ほとんど動くことが
できない（図 2）。つまり、両者が出会う
にはオスが限られた時間とエネルギーの
なかでメスを見つけ出すしかなく、その
ために性フェロモンという匂いのメッセ

図 2 コナカイガラムシの成 虫 ．オスとメスで全 く
形態が異なる（性的二型）

ージで居場所を伝える繁殖システムを発
達させている。

これまでに１４種のコナカイガラムシの性フェロモンの構造が明らかにされているが、
ガ類と同様にやはり共通性がみられる。すなわち、テルペン系アルコールとカルボン酸の
エステルである（図 3；Tabata et al. 2012）。しかも、これらのテルペン部位は、イソプ
レン単位の頭部と尾部が結合する一般的なテルペンとは異なる特殊な骨格から構築されて
いる。このような共通した化学特性を持っているにも関わらず、これまでに報告された性
フェロモン成分は互いに構造的に異なっており、幾何異性体も含め、ひとつとして重複し
ていない。別種であってもしばしば同じ成分を（異なる比率で）性フェロモンとして使用
するガ類とは対照的である。この事実は、それぞれの種で独自の性フェロモン生合成経路
が進化してきたことを示唆しており、コナカイガラムシの生活史・生態において性フェロ
モンがいかに重要な形質であるかを物語っている（田端, 2012）。
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(Bierl-Leonhardt et al. 1981)

Passionvine mealybug
Planococcus minor
(Ho et al. 2007)
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(Hinkens et al. 2001)
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(Sugie et al. 2008)
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(Arai et al. 2003)
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(Negishi et al. 1980)
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Citrophilous mealybug
Pseudococcus calceolariae
(El-Sayed et al. 2010)
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Obscure mealybug
Pseudococcus viburni
(Millar et al. 2005)

Grape mealybug
Pseudococcus maritimus
(Figadère et al. 2007)

Longitailed mealybug
Pseudococcus longispinus
(Millar et al. 2009)
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Pink hibiscus mealybug
Maconellicoccus hirsutus
(Zhang et al. 2004)

(No common name)
Dysmicoccus grassii
(De Alfonso et al. 2012)

Matsumoto mealybug
Crisicoccus matsumotoi
(Tabata et al. 2012)

図 3 コナカイガラムシの性フェロモンにみられる構造の多様性
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Madeira mealybug
Phenacoccus madeirensis
(Ho et al. 2009)

一方で、このような化学構造的特徴はコナカイガラムシ類の性フェロモンを害虫管理
技術として応用する上で大きな障壁となっている。テルペンを構成するイソプレン単位は
イレギュラーに結合しているし、その結合の仕方も種によって異なる。そのため、工業合
成ルートを個別に検討しなければならない。それぞれに固有の成分であるため、特定の成
分を同時に作用させることもできない。その反面、農業害虫となっているコナカイガラム
シ類の種類はガ類に比べれば限られている。例えば、国内の落葉果樹で問題となるコナカ
イガラムシは主としてクワコナカイガラムシ、フジコナカイガラムシ、マツモトカイガラ
ムシの３種である。いずれの性フェロモンも農業環境技術研究所と共同研究機関で化学構
造が解明され（Negishi et al. 1980, Sugie et al. 2008, Tabata et al. 2012）、簡便な合成
方法も開発された（Tabata 2013）。各論的な研究を地道に続ければ、技術化・実用化への
道が拓けるかもしれない。実際に、これら３種についてはフェロモントラップの実用化が
検討されつつあるだけでなく、フジコナカイガラムシについては交信かく乱法の試験が開
始され、高い防除効果が期待できることが実証されている（手柴ほか, 2009）。
３．情報化学物質で天敵を制御する
農業害虫管理への応用が期待されるもうひとつの情報化学物質は天敵相の行動・生態
に関わるものである。テントウムシやクモのような捕食性天敵、あるいは寄生性のハチや
ハエ等を対象として、これらの行動を制御して害虫防除に使役しようとする研究は数多く
行われてきた。前述したフェロモンベースの技術は本質的に殺虫剤の使用量を減らすもの
であり、殺虫剤の使用量が減れば必然的に天敵相の活性が上昇するため、これらの技術に
は相乗的な効果が見込まれる。
最も古くから知られる天敵関連の情報化学物質はカイロモンである。カイロモンとは
別の種（天敵）に作用する害虫由来の天然化合物である。同種に宛てたメッセージ（フェ
ロモン）がカイロモンとして作用して逆に天敵を呼び寄せることもある。先に例を挙げた
コナカイガラムシ類の性フェロモンにはしばしば天敵の寄生バチが誘引される。フジコナ
カイガラムシでは、このような物質で土着天敵を農作物周辺まで「招へい」して、その密
度を抑えられることが示されている（Tabata et al. 2011; Teshiba et al. 2012）。
さらに、天敵類は餌となる害虫の食草由来の情報化学物質も利用することが知られて
いる。例えば、コナガの食害を受けたアブラナは、ベンジルシアニド等の特有の匂い成分
を放出する（Kugimiya et al. 2010）。コナガの寄生者であるコナガサムライコマユバチは
このような植物由来の揮発性成分を手掛かりとして餌を探しているようである。寄生バエ
も同様に寄主の食草の匂いを活用するが、より複雑な反応行動が観察されている。例えば、
農耕地周辺によく見られるブランコヤドリバエは、チョウ目幼虫の体表に直接白い卵を産
み付けて寄生するが、寄主の加害した食草由来の匂い（嗅覚情報）に加え、植物の色（視
覚情報）を認識して寄主探索を行う（Ichiki et al. 2008）。一方で、同じくチョウ目害虫に
寄生するカイコノクロウジバエ等は寄主の食草に微小な卵を産み付け，それを寄主が摂食
することにより寄生が成立するが、このタイプのヤドリバエは視覚情報をほとんど利用し
ない。そのかわり、寄主の食害を受けた食草の匂い成分の変化を敏感に察知し、それぞれ
の種に最適な寄生成功率が得られるような食害状況の植物株を選択できる（図 4；Ichiki et
al. 2012）。すなわち、寄主そのものを狙って産卵する必要がある直接産卵型では視覚への
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依存性が高いのに対し、寄主に「摂食される」必要がある微小卵型（間接産卵型）の種は
むしろ食草の匂いを識別する嗅覚情報を重視しているようだ。 このような植物－植食者－
天敵の三者間の相互作用は学際的な話題でもあり、様々な研究者の興味をひいているが、
天敵の行動には化学的情報以外にも複数の要因が複雑に関与しているらしく、それが応用
への進展の障害となっているのかもしれない。
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4

9

Intact
健全
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図 4 寄主の食草の匂いに対する寄生バエの反応．寄主の食害痕に産卵する種（ Zenillia dolosa ）
は葉が傷つくとすぐに放出される匂いに誘引されるが、葉の中央部に産卵する種（カイコノクロウジ
バエ Pales pavida ）は寄主の食害を十分に受けることで誘導的に生産される匂いでないと誘引され
ない．

４．おわりに
性フェロモン剤をはじめとする情報化学物質を利用した害虫管理資材は、日本の応用
昆虫学分野のなかでもはやくから応用研究が進められ、実用化に成功した成果のひとつで
ある。主要な農作物の害虫のフェロモンはほとんどすべて研究されたと言ってよいだろう。
しかし、当然のことながらすべての問題が解決されたわけではない。すでに述べたように、
種毎に異なる特性を持つフェロモンは、標的害虫だけに選択的に作用させることが期待で
きるので、環境調和型害虫管理資材としての大きなメリットをもつ。だが、裏を返せばす
べての害虫種について個別に各論的な研究を行う必要があることを意味している。化学構
造だけでなく、機能や生物活性も害虫や天敵種によって様々である。産業としてもマーケ
ットの広い「万能薬」を作り出しにくい。要するに、多様な昆虫それぞれと向き合うこと
が求められる。
しかし、それは農業や農業研究に携わる以上、避けて通れない課題でもある。言うまで
もなく、農作物は昆虫を含む生物多様性の恩恵の一部である。農業において「生産性」と
「環境調和」が対立概念であった時代は過ぎ、環境調和型技術でなければ生産性が上がら
ないという時代に突入しつつある。ネオニコチノイド系農薬との因果関係が示唆されてい
る蜂群崩壊症候群（Henry et al. 2012）の多発はその兆候と言えるかもしれない。その意
味で、 情報化学物質等に注目した害虫防除技術の真価が問われるようになるであろうし、
その研究はまだ始まったばかりとも言える。
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農業分野における先進リモートセンシングの高度利用
生態系計測研究領域

石塚直樹

１．農環研におけるリモートセンシング研究
リモートセンシングと言う言葉は、まだまだ一般的に馴染みのある言葉ではないと思わ
れる。日本語では「遠隔探査」と訳されている。この訳だと一部の方には、逆にわからな
いと言われそうであるが、要は、
「離れて（触らずに、壊さずに）」
「何かを知る（探る、情
報を得る）」ということである。リモートセンシングという言葉は知らなくても、気象衛星
「ひまわり」による雲画像や、自動車に搭載されたアシスト機能、レンジやクーラーの温
度センサなど、実は知らないうちに日常で利用している技術である。
農環研では、このリモートセンシング技術を農業分野で利用するための研究を、研究所
が発足した 1983 年以来、継続して行ってきている。ここで、農環研の研究成果情報とし
て刊行された報告書からリモートセンシングに関係する研究成果を列挙してみた(表１)。
このリストは題名だけから判断して抜き出したため、多少の抜けがあると思われるが、
農環研でリモートセンシングに関する研究が継続して行われてきたことは理解して頂ける
はずである。また、これは主要成果として採択されたものだけであるため、ここに挙がっ
ていない成果や論文もまだまだ数多くある。この 30 年の農環研のリモートセンシングを
用いた農業情報計測手法の開発歴史について、現在の生態系計測研究領域長である鳥谷が
「農業環境技術研究所の３０年 （７）生態系計測研究の系譜」の中で「農業環境技術研究
所設立からの３０年間は、まさに技術革新の時代のまっただなかであった。これに伴って
起きた IC 技術の発展により、センサーからコンピュータまで、あらゆる研究機材が高機
能化、高精度化、小型化、低廉化した。この結果、取り扱うデータも多種・多様化・大量
となった。
（中略）そして、この間の研究機材の発達に伴って、モニタリング手法や分析方
法の開発とその精緻化を行い、農業環境に関する多くの知見を得ることに貢献した。」（鳥
谷，2014）と紹介している。
２．リモートセンシング技術の応用
これらの研究の成果のうち、先ほどの自動車やレンジのように、社会の中で、さらに絞
って農業分野で直接的に使われているものは何かと問われると、これと具体的に答えるの
は難しい。確かに研究としては先進技術を取り入れ、新たな知見や手法の開発を行ってき
た。農環研が公表した先導的な知見や手法は非常に多く引用・参照され、農業場面での応
用に貢献してきている。しかしながら、農業分野の中で日常的に使われている技術に、直
接的に適用されている例は限定的である。
そもそも、農業分野において社会実装されているリモートセンシング技術は、食品セン
サなど近接（あるいは接触）のものはあるものの、衛星リモートセンシングとなると少な
いのが現状である。例えば、農林水産省の HP には、「IT 関連情報（農山漁村における IT
活用事例等）」
（農水省，2014）というページがあるが、そこに衛星リモートセンシングに
関する例は 2 件しかない。もちろん、応用しようとした事例は数多くあり、現在、社会実
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表１

農環研におけるリモートセンシングに関係する主要成果リスト

S59 リモートセンシングによる景域調査法の開発－セラード地域の解析例－
S60 群落内葉層構造推定のための超音波作物レーダの開発
S62 ランドサットＴＭデータによる水稲の洪水被害推定法
ランドサット情報による土壌腐植区分図の作製手法
航空写真による干ばつ被害解析法
S63 ランドサットデータによる水田表土腐植含量の評価
H01 熱赤外画像による作物生理ストレスの隔測モニタリング手法
H02 ランドサットＴＭデータによる畑表土の土壌水分特性の評価
ＮＯＡＡデータを用いたファジィクラスタリングによる水田・森林面積の推定
ランドサットＴＭによるキャベツ根こぶ病発生圃場の検出手法
H03 コスモス衛星写真による畑土壌特性の識別と根こぶ病発生危険地帯の推定法
多時期衛星データによる乾期・雨期のある地帯での土地利用判別手法の開発
ランドサットＴＭデータによる沖縄北部サンゴ礁の赤土砂の堆積分布の評価
H04 リモートセンシングデータによる地表被覆分類へのニューラルネットワークの利用
衛星データを用いた釧路湿原の植生・水環境及び周辺の土地利用の解析
H05 リモートセンシングを利用した畑地における炭素収支の推定手法
ランドサットデータを用いた中国東部における砂漠化域の抽出方法
ノアデータによる日本植生指数データセットの作成
画像テクスチャ解析による水稲倒伏程度の判定手法
ランドサット情報利用による土壌特性区分図の作成手法
H06 衛星データを利用した草地更新年次マップの作成
気球からの低空スペクトル画像計測による作物生育情報の画的評価
H07 反射スペクトル計測による水稲生育量のモニタ手法
H08 リモートセンシングに基づいた水稲生育収量のシミュレーション手法
偏光度計測による草型の異なる牧草の混生率の推定
H09 衛星データを利用した草地利用形態および牧草収穫時期の把握
飛行船型低層巡航リモートセンシングシステム
H10 衛星ＳＡＲデ－タによる水稲作付け面積の推定手法
H11 野外計測用高速ハイパースペクトル画像計測システム
H12 衛星データの組み合わせによる農地の土地利用変化の抽出法
時系列衛星画像による水稲の広域的な作付け分布及び作付け時期の解明
H13 航空機搭載多目的デジタル分光画像計測システム
短波長赤外反射特性に基づいた作物収穫残渣の土壌被覆率計測手法
H15 多周波マイクロ波は全天候下で作物群落特性のリモートセンシングを可能にする
熱赤外リモートセンシングによる表面温度は土壌面CO2フラックスの広域評価に有効であ
る
H16 リモートセンシングと生態プロセスモデルの協働によるCO2フラックスの動的評価手法
水稲作付地を衛星搭載レーダと地理情報を用いて確実に精度良く検出する技術
H17 反射光の偏光特性を利用した作物個体群情報の計測方法
高頻度観測衛星センサー（ＭＯＤＩＳ／Ｔｅｒｒａ）を活用してメコンデルタの洪水と稲作を動的
H18
に捉える
H19 空間情報技術による山岳アジア焼畑生態系の 土地利用履歴と炭素ストックの広域評価
群落光吸収率・光利用効率の遠隔評価 のための新反射スペクトル指数
東アジアの土地被覆・土地利用の時間的変化を広範囲で捉えるための植生指数データ
H20
セット
H23 高頻度観測衛星データ（MODIS）を用いて作物生育の時空間変化を評価する
H24 デジタルカメラを活用した作物生育モニタリング
ハイパースペクトルリモートセンシングによる作物特性評価法とその水稲生育診断・収穫
管理への応用
H25 リモートセンシングによる植物群落クロロフィル量の高精度汎用評価モデル
衛星画像による “世界の農業環境” 閲覧システム
衛星リモートセンシング技術を用いて米国トウモロコシ単位収量を広域把握する
衛星搭載合成開口レーダによる水稲生育・収量特性の広域評価手法
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装に向け走り出している事例もある。しかし、費用対効果的に経済性が成り立ち、定常的
に利用が継続していく本当の意味で「社会実装された事例」は非常に限られている。そう
した中、近年は基礎的な研究も行いつつ、応用技術として貢献できる成果を出そうと努力
をしており、その例について、いくつか紹介する。
（1）空間情報技術による山岳アジア焼畑生態系の土地利用履歴と炭素ストックの広域評価
近年の地球温暖化に関係し、土壌中の炭素貯留量の定量的把握は重要な課題の一つとな
っている。農環研でも、日本全国の炭素貯留量を正確に把握し、将来予測を行うことを行
っている。衛星リモートセンシングによる成果をそこで活用する研究も行われているが、
現時点ではまだ取組中であるため、海外での事例を紹介する。
焼畑はアジア山岳地帯の広範な地域で重要な食糧生産システムである。しかし、面積の
拡大と休閑期間の短縮が急速に進み、土地生産性・労働生産性の低下だけでなく、森林資
源の劣化と CO 2 の放出、土壌浸食、生物多様性の損耗等が懸念されている。食糧生産、地
域植生資源の涵養と生態系炭素ストックの増強を総合的に考慮した新しい生態系管理指針
を導くため、空間情報技術に基づいた広域的な土地利用・生態系炭素ストックの定量的解
明が不可欠である。
井上（2008）では、ラオスの山岳地帯において、30 年以上の期間にわたる Landsat 衛
星および最新の高解像度衛星（QuickBird/IKONOS）の多波長データを用いて焼畑パッチ
を高精度で検出し、経年的に重ねあわせることで、焼畑面積の詳細な年々変動を把握した。
過去 10 年の年増加率は 3～5 %で、いまだ減少する傾向は認められなかった。焼畑利用地
の約 77％が 1 年利用後放棄され、約 94％程度が 2 年以下の利用で放棄されており、また、
短期休閑地が顕著に増加して、休閑 10 年以内が約 60％を占めることがわかった。
さらに、群落齢の面積分布から焼畑-休閑利用パターンごとの面積比率（図１左）を求め、
現地調査に基づいた土壌炭素・休閑群落炭素の評価モデルと統合して、生態系炭素ストッ
クのシナリオ間比較を可能にした（図１右）。現状の短期休閑主体の生態系管理を続行する
シナリオの場合、生態系炭素ストックは作付開始直前レベルに対して 5.9 tCha-1 程度と低
く、2 年作付+10 年休閑のシナリオに移行することで、生態系炭素ストックは約 1.67
tCha-1yr-1（20 年間平均値）増加すると算定された。これらの結果は類似焼畑生態系で進
行しつつある資源劣化問題に対する現地対策、および国際的な炭素固定対応策等を支援す
土地利用パターンごとの長期平均値

るための基礎情報として役立つ。
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図１

休閑年数別の面積比率と焼畑-休閑サイクルの違いによる炭素貯留量の長期変化
（井上（H19 成果情報より））
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（2）衛星リモートセンシング技術を用いて米国トウモロコシ単位収量を広域把握する
2012 年に米国コーンベルトで発生した干ばつは、記録的なトウモロコシの不作(生産量
前年比 12.8%減)を引き起こした。日本は、加工食品原料・家畜飼料用のトウモロコシの
大半を米国から輸入しており、我が国の食料安全保障を強化する上で、米国産トウモロコ
シの作況を独自に監視・評価するための衛星情報分析技術の重要性が高まっている。
坂本（2014）では、高頻度観測衛星センサ(MODIS)から得られた時系列植生指数
(WDRVI)とトウモロコシ子実収量を比較し、栄養生長末期（絹糸抽出期 7～10 日前, 収
穫の約 3 か月前）の値と単位収量の間に最も高い線形相関関係があることを見出した。こ
れから、この時点の衛星観測データを用いてトウモロコシ単位収量を予測可能であること
明らかにした。
トウモロコシ作付地の判定にはアメリカ農務省統計局公開の作物分類図を利用し、アメ
リカ農務省統計データを用いて郡別収量推定モデル式を作成することにより、トウモロコ
シ単位収量の州レベル年次変動や画素～郡レベルの空間分布特性を評価することができる
ようになった(図２)。なお、絹糸抽出期は、同じ MODIS から得られた WDRVI に「Shape
model fitting 法」を用いることで求めた。
コーンベルトを含む主要トウモロコシ生産州(18 州)については、MODIS の低い地上分
解能(250m)に起因するバイアス誤差が少ないことから、高い精度（二乗平均平方誤差：
0.81t/ha)で推定することができた。また、干ばつによる不作となった 2002 年と 2012 年
においても、統計値と良く一致していた。
この手法に基づいた、米国産トウモロコシの作況状況把握の結果は、農林水産省大臣官
房食料安全保障課に参考データとして提供されているものの、残念ながら現時点で定常的
に解析結果を提供するという仕組みまでは構築できていない。

図２

トウモロコシ単収の広域推定結果と統計値との比較（坂本（H25 成果情報より））
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（3）衛星画像を用いた水稲作付面積の把握
衛星リモートセンシングで水稲の作付面積を把握する技術の開発に、農林水産省大臣官
房統計部からの要望に応じて農環研では継続的に取り組んできた。当初は Landsat 画像な
どを用いた手法の開発を行ってきたものの、雲があると観測できないため、毎年確実に値
を出さなければならない統計に使う手法として到達することが困難であった。そこで雲を
透過するマイクロ波センサ（合成開口レーダ（SAR））を利用する手法の開発が試みられ、
一定の目処がついた（石塚ら，2003）。しかしながら安定的で客観的な閾値決定方法がな
く、また、レーダ画像の敷居が高いため、実際に導入されるまでには至らなかった。
一方、GIS（地理情報システム）を初めとした電子的な地理情報の整備が進み、全国的
に農地一筆一筆単位のデジタル情報が整備されることとなった。そこで、この GIS データ
と SAR 技術を組み合わせることで、いよいよ実利用化への目処が立ったと判断し、統計
部が平成 21 年度に「水稲作付面積調査における衛星活用事業」を立ち上げた。ここでは、
農環研が開発した手法をベースとして、官民一体となって手法開発を行った。その結果、
毎年確実に結果を出すことができ、また、自動閾値決定方法の採用により誰が解析しても
同じ結果が出る非常に客観性の高い、さらに、複数年の試験によって手法的な頑強性も確
認された手法が完成した。しかしながら、費用対効果
などの問題もあり、統計調査への導入は進んでいない。

RADARSAT-2 Data and Products (c)MacDONALD,
DETTWILER AND ASSOCIATES LTD. 2011- All
Rights Reserved

手法開発の際に費用対効果の評価も行いつつ開発をし
たものの、海外の高価な衛星を利用する以上、価格は
技術だけでは如何ともし難い外因的障壁であり、国産
の高分解能衛星が打ち上がるのを期待して待つ以外な
い状況であった。
一方、東日本大震災への対応において、農環研では
開発したシステムを借り受け、2011 年の湛水地マップ
を広域で作成し（図３）、東京電力福島第１原発事故に
ともなう農地の放射性物質による汚染の広域評価・
マップ作りに応用した。また、統計部では、
「東日本
RADARSAT-2 Data and Products (c)MacDONALD,
DETTWILER AND ASSOCIATES LTD. 2011- All
Rights Reserved

図４

図３

© 2012 DLR, Distribution Airbus DS / Infoterra
GmbH, Sub-Distribution [PASCO]

2011 年広域湛水地マップ
Cosmo-SkyMed Product © ASI 2013

津波被災地における水稲作付け復旧モニタリングの例
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大震災に伴う被災地域の農作物復興状況の把握」業務に開発したシステムを応用すること
を決め、活用を図っている（図４）。今年、高空間分解能国産 SAR 衛星（ALOS-2）が無
事に打ち上がったため、今後、これによる水稲作付地の検出能力の検証を行う予定である。
また、本手法については、JAXA が窓口となり 2011 年の G20 農業大臣会合で採択され
た Geo-GLAM（Group on Earth Observations - Global Agricultural Monitoring）への技
術的な貢献として、稲作を行っている東南アジアへの適用・技術移転が進行中である。
（4）UA（Unmanned Aircraft：無人航空機）を用いた放射線量詳細調査の試行
農業環境技術研究所において、東京電力福島第１原発事故による農地の放射性物質汚染
の広域評価・マップ作りを行った際に、一部リモートセンシング技術を応用したことを上
記で紹介した。一方、圃場一つ一つの中のムラなど詳細な分布を把握する方法が求められ
ていた。そこで、近年、非常に開発が活発となっていた UA に市販の線量計を取り付け、
空中より面的に農地の放射性物質の汚染状況を把握する技術を日本大学と共同で開発した
（Oyama et al. 2013）。
結果として、水田、普通畑、牧草畑などについては、空間線量の分布を面的に把握する
手法の開発に成功した。福島県の農業試験場の協力により、2011 年末には最初の実験を行
うなど、先駆けて研究を始めたものの、墜落事故の発生などもあり研究が停滞した時期が
あったが、農地に関しては農環研の研究蓄積を活かすことで為しえることができた。また、
低コスト作成可能なシステム開発に心がけた。

低
図５

高

試験に利用したドイツ製 UA および計測装置（左）、計測結果の一例（右）

３．農業分野で実利用されているリモートセンシング技術
ここまで、農環研のリモートセンシング研究において、成果が直接的に比較的実利用に
近いところまで到達した事例を紹介した。これで全てというわけではなく、また、国内外
の実用化を目指した他の事例において知見としては活用されているというような例もある。
しかしながら、今回紹介した事例においては、あと一歩というところで実利用に到達した
とは言い難い。では、実際に社会実装に到達しているリモートセンシング技術にはどのよ
うなものがあるか、紹介する。
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（1）衛星リモートセンシングを用いた小麦収穫支援システムの構築【北海道】
背景として、従来は麦作組合の役員がほ場の共同収穫作業の順番や毎日の収穫面積を決
定していたが、それらは客観的なものではなく、多くが過去の経験に基づいた主観的な判
断で行われており、観察作業の労力や精度への疑問が生じるほか、順番を決定するという
精神的な負担も掛かっていた｡また共同収穫作業における責任者～コンバイン～輸送トラ
ック～乾燥施設間の情報伝達方法として、従来は紙媒体（地図・伝票）や無線、携帯電話
などを利用していたが伝達ミスが起きやすく、大きな課題となっていた。
そこで、衛星リモートセンシング技術を使い客観的な小麦の生育早晩マップを作成し、
共同利用の収穫機械および乾燥調整施設の有効利用を図るシステムが、JA めむろと北海
道農業研究センター畑作研究部の共同研究で 2005 年確立した（奥野，2007）。この成果に
より乾燥費が 3 割程度削減できたという。この成功を受け、現在では周辺市町村での導入
が進んでいる。
JA 士幌町では、平成 17～18 年度に基礎試験として、衛星写真の NDVI 解析画像による
小麦成熟早晩マップが作成された。平成 18 年度に農業情報管理システムを導入し、GIS
を活用した農地情報の統合管理を開始され、平成 19 年度に麦価関連対策事業として、作
成対象を麦連協に加盟する町内全 11 集団に拡大し、実用化された。平成 21 年度からは十
勝農協連が広域写真の共同購入を開始し、平成 24 年度から「農作業管理システム」を新
規導入して実証を開始した。システムの概要としては、衛星リモートセンシング技術によ
る成熟予測マップの作成及び配付を行い、GPS・携帯データ通信技術によるコンバイン運
行状況の集中管理、メールによる作業指示、現在位置の小麦成熟度表示、輸送伝票印刷な
どを行っているという（農水省，2014）。
衛星リモートセンシングによる成熟早晩マップの精度は実用可能なレベルに達してお
り、品質低下の原因である「高水分での収穫」を低減することが可能と評価されている。
これにより､乾燥にかかる燃料のコストを大幅に削減することができ、費用対効果が十分に
得られている。一方、衛星写真の撮影時期や範囲が天候に左右、撮影時期が早いほど予測
精度が低下するという課題もある。
（2）衛星画像から選抜した優良園地の高品質茶をブランド化【佐賀】
佐賀県嬉野市嬉野町は、盆地で霧が深く昼夜の温度差もあり、古くからお茶の栽培適地
として知られている。しかし、園地は急勾配で機械化は難しく、生産者の高齢化が進むに
つれお茶生産者は徐々に減少している。そのため、付加価値（ブランド化）をつけて茶の
価格を安定させることが必要だった。
そこで、茶葉の収穫後整枝を終えた 11 月から 3 月に、人工衛星に搭載した近赤外セン
サを使って嬉野町の園地を撮影し（ラジコンヘリでも撮影）、近赤外線の反射率から窒素含
有量を調べ、定点調査園地を基準として樹勢が良いと思われる地帯を推定（3 年間の調査
で衛星撮影時点（成葉）と摘採期（新芽）の窒素含有量の相関を検証）している。GIS を
用いて衛星画像を地図上に表示し、樹勢診断時点で優良園地を特定し、園地に①パンチル
トズームカメラを設置し、インターネットで茶葉の窒素含有量等を随時計測して、②気象
モニターシステムを設置し、気温や土壌・茶葉の水分を把握する（新井，2012）。①及び
②により生産者は、園地のカメラで詳しい状態を把握し、適期に高品質な茶葉の収穫が可
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能となっている。優良園地で収穫した茶葉は、大型製茶工場で他とは別に製茶され、さら
に専用の機械で窒素含有量等を検証した上、｢衛星の恵み・うれしの茶｣としてインターネ
ットで販売されている（農水省，2014）。
効果として、高品質なお茶の生産が可能となりブランド茶となることで生産者の生産意
欲が向上した。また、生産者に対して樹勢診断の結果を基に栽培管理方法を指導すること
により、高品質の茶葉の生産が可能な優良園地が増加した。現在、ブランド茶を生産する
優良園地は全体の 5 分の 1 となっているが、今後その比率を上げることが課題となってい
る。
一方で、お茶以外にも、もち米（ヒヨクモチ）の品質を上げブランド化するために、佐
賀県試験研究センターにおいて、カメラを搭載したラジコンヘリで取得したデータと化学
分析結果（葉の窒素含有率と玄米のタンパク含有率を計測）を解析し、栽培管理方法の試
験を行っているそうである。
（3）衛星画像を活用した損害評価【全国】
コメを対象とした水稲共済については、平成 23 年産の加入戸数が約 160 万戸、加入面
積が約 150 万 ha となっており、農業経営の再建、地域経済の安定に寄与している。水稲
共済における損害査定（損害評価）については、現在、農家から被害の申告があった全圃
場について、損害評価員（農家の代表）が目視の方法（検見）等により収量把握を行い、
更にそのうちの一部圃場について農業共済組合等及び連合会が坪刈りによりサンプル調査
（実測調査） を行って、検見調査の結果を修正するという手法が一般的である。このうち、
検見調査については、目視を中心に圃場毎の単収を推測することから、十分な経験や知識
等が必要になる。しかし、農家数の減少や高齢化が進む中で、それらの評価技術を有した
損害評価員の確保が難しくなりつつある。
現行の損害評価方法の代替手法あるいは新たな損害評価手法の確立が必要であり、その
1 つとして、衛星画像の損害評価への活用が始められた。平成 17 年度に JAXA オープン
ラボ共同研究事業に採択され、3 年間の検討・研究を経て、20 年度から 5 年間は農林水産
省補助事業「衛星画像を活用した損害評価方法の確立事業」により一部実用化を図るとと
もに（伊東ら，2008）、平成 25 年度からは農業共済団体独自の事業として実用化の拡大に
向けて取り組んでいる。なお、「衛星画像を活用した水稲推計収穫量の利用要領」が平成
25 年 6 月 12 日付で農林水産省経営局長より通知されている。
衛星画像を活用した収量推計手法の概略は、圃場ごとの収量（単収）推計を行うことを
基本に、そのための収量推計式の策定し、策定した収量推計式を利用して圃場ごとの収量
（単収）を推計する。特定の地域で、
「冷害」の場合には、安定して一定の推計精度が得ら
れることが確認され、一部実用化を開始している。今後の課題としては、
「冷害」の推計精
度の向上と実用化対象地域の拡大に加えて、現在、安定的に一定の推計精度を得られてい
るケースでは災害の種類、地域や圃場規模などの条件に制約があるため、損害評価の活用
条件範囲の拡大があげられる。また、適期に有効な衛星画像を取得することが現状では難
しく、撮影機会の向上も将来に向けては大きな課題とされている。
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（4）コメの高品質化【青森】
コメは、タンパク質の含有量が多いと、粘りが少なく硬いご飯になり食味が低下するこ
とから、タンパク含有量の把握が重要である。これを圃場毎に衛星リモートセンシングで
把握する技術が、平成 12 年頃に国内で初めて北海道で開発された。その後、全国のコメ
産地が導入を試み、
「衛星によるコメの食味マップ」が注目された。しかしながら、精度が
十分に得られない、ある程度傾向が分かった時点で止めるなどの事例が多く見られた。
そのような状況の中、青森県では精力的な取組みが進み、精度低下の原因究明・解決を
農環研と共同で行った結果（境谷ら，2013）、平成 19 年から「おいしさキャッチ米」とい
うネーミングで付加価値をつけることに成功している。当初は補助金によって衛星画像を
購入していたが、現在は付加価値米（平成 24 年産の小売り価格で 100 円/10kg 上乗せ）
の販売収益で衛星画像代金を賄える状況になっている。
さらに、タンパクマップによる食味評価にとどまらず、胴割米の比率を低くするための
収穫適期マップの作成にも取り組み、平成 25 年産米より全国に先駆けて導入している。

図６

航空機による水稲窒素含有量マップ
（井上（H24 成果情報より））

４．農業分野での先進リモートセンシングの高度利用にむけて
ここまで、農環研におけるリモートセンシング研究の歴史、実利用にむけての動向、そ
して他機関を含めての成功事例を紹介してきた。今後の農環研におけるリモートセンシン
グ研究には、従来同様の基礎的な研究成果とともに、より実際に役立つための研究開発も
求められていくことになると思われる。
- 27 -

農業を取り巻く環境は大きく変わろうとしている。高齢化・後継者不足による農業人口
の減少は、喫緊の課題である。このような状況の中、攻めの農林水産業を実現するため、
大規模経営での省力・低コスト生産体系の確立、民間の技術力や ICT・ロボット技術等異
分野の先端技術の活用などにより、従来の限界を打破する生産体系への転換を進めること
が急務とされている。一方、総合科学技術会議が司令塔機能を発揮して、科学技術イノベ
ーションを実現するために新たに創設するプログラム、
「 戦略的イノベーション創造プログ
ラム（SIP：エスアイピー）」が平成 26 年度からスタートすることとなり、農業分野もこ
の SIP の 1 課題として取り上げられ、「次世代農林水産業創造技術（アグリイノベーショ
ン創出）」の研究開発計画が平成 26 年 5 月 23 日に策定された（内閣府，2014）。
この課題では、従来技術では成し得なかった、①農業のスマート化、②画期的な商品の
提供、③新たな機能・価値の創造の 3 つの技術革新を実現することを目指す。ここでの新
技術や成果を、政策と一体的に現場や市場に展開することにより、新規就農者の増大、農
業・農村全体の所得増大を図るとともに、農山漁村の維持・発展に貢献する。また、食生
活等を通じた国民生活の質の向上を図る。さらに、企業との連携により、関連産業の海外
展開を含めた事業拡大を図るとともに、世界の食料問題解決に寄与することも目標とされ
ている。
リモートセンシングは、この「①農業のスマート化」に資する先進技術として位置付け
られている。さらに農業のスマート化における具体的な技術的目標として、
「強い農業の実
現を技術で支えるため、これまで実現できなかった省力・低コスト化、高品質化、環境負
荷軽減を同時に達成する世界に類を見ない栽培技術体系を構築（生産コスト 2 割減、水管
理に係る労働時間の 50％削減、肥量の 30％削減、気象被害の 5%削減）。」が掲げられてい
る。この目標は、リモートセンシング技術のみで達成することではなく、農業機械や他の
開発技術と組み合わせることで達成を目指すことになる。
数百筆からなる分散圃場の大規模経営においては、高温障害等による品質劣化や適期の
追肥・病害防除ができないことによる減収などの様々な要因を左右する生産環境情報を把
握することは容易ではないため、適期・適量かつ省力的な圃場管理を広域的に実現する技
術の開発が必要である。また、一区画 1ha を超える大規模圃場の経営においては、1 つの
圃場内でも生育状況や病害の発生状況に大きなムラが生じることに加え、ごく初期の各種
生産環境変化を把握して、限られた範囲に先手を打つような施肥・防除などができる技術
の開発が必要である。そこで、適時・適量かつ省力的な圃場管理を産地スケールで広域的
に実現するために、各種の光学センサ搭載衛星等を用いた作物情報及び各種生産環境情報
のリモートセンシング技術を開発するとともに、それらのデータを施肥・防除等の作物管
理及び水管理等の農地管理に活用するための技術を開発する。
農環研は今までもリモートセンシング研究をリードしてきており、基礎的な研究知見の
蓄積を多く有している。さらに、ここにおける最終目標となる内容は、ここまで紹介して
きたリモートセンシング技術の実利用における内容の延長線上にあり、先に紹介したとお
り農環研も青森県と共同で行ってきた実績がある。そこで、この SIP 課題「農業のスマー
ト化を実現する革新的な生産システム」のうち「高品質・省力化を同時に達成するシステ
ム」に対して、農環研を中心に、
（地独）青森県産業技術センター農林総合研究所、山形県、
福井県農業試験場、茨城県農業総合センター農業研究所の農業試験場、農水省所管の独法
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として（独）農研機構 中央農業総合研究センター、
（独）農研機構 九州沖縄農業研究セン
ター、衛星画像等を取り扱う民間企業として（一財）リモート・センシング技術センター、
宇宙技術開発（株）、農機具メーカとして（株）クボタおよびみのる産業（株）、大学とし
て（国）千葉大学と研究チーム（コンソーシアム）を組んで、社会実装を目指した研究開
発を進める予定である。
シャルトルのベルナールやニュートンの言葉として「私がより遠くまで見渡せたとすれ
ば、それは巨人の肩の上に乗ることによってである。」というフレーズがよく知られている。
SIP では、コンソーシアムの皆で巨人の肩に乗り、さらにラジコンヘリを飛ばし、宇宙か
らも科学の目で見る。これだけ高く、多くの目を有して研究開発を行うのであるから、し
っかりと未来の農業を見据え、日本の農業に役立つものを確実に創出したい。
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農耕地 eDNA データベース（eDDASs）の開発とその活用の方向性
生物生態機能研究領域

吉田重信

１．はじめに
作物の生育には、土壌の様々な要因が複雑に関係している。そのため、地力を確保しつ
つ、土壌病害の発生や連作障害等を回避して安定的な作物生産を実現するためには、土壌
の物理性や化学性だけでなく、土壌に生息する微生物相等に代表される生物性も併せた総
合的な診断・評価が必要である。土壌の物理性、化学性については、これまで多くの知見
が得られており、土壌診断の項目にも取り入れられているが、生物性については、その解
析の困難さから評価法の開発が遅れていた。そうした背景のもと、当研究所では、農林水
産省の支援を受け、土壌の生物性を解明するための基盤技術として、微生物相の解析等に
よる土壌生物性の評価手法を開発するプロジェクト研究に取り組んだ。この中で、土壌中
の DNA の解析に基づく土壌微生物相の標準的解析法を開発するとともに、その解析法に
よって明らかにした各土壌の生物性の情報を、理化学性情報や栽培履歴等とともに蓄積す
るデータベースを構築した。これらの成果を基に、現在は様々な応用に向けた研究開発が
進められている。また、本データベースに対しては、利用登録者や問い合わせ内容等から、
様々な分野からのニーズがあることも分かってきた。本稿では、こうした土壌の生物性解
析に関する研究成果を紹介するとともに、本データベースの活用に関する今後の展望につ
いて概説したい。
２．標準的な土壌の生物性の解析技術の開発、活用に対するニーズ
土壌の微生物相に代表される土壌の生物性は、土壌の物理性、化学性に比べ解析技術の
開発が遅れていたこともあり、作物生産上の役割については未解明な部分が多い。これは、
土壌中の微生物の大半は培養が困難であるとされており、その全体像を解明出来なかった
ことに起因している。このため、培養困難な微生物をも網羅できる土壌微生物相の解析技
術を開発することを目的に、当研究所では、全国の総勢 46 名の研究者らと共に、農林水産
省プロジェクト研究「土壌微生物相の解析による土壌微生物の解析技術の開発」に取り組
んだ。その結果、変性剤濃度勾配ゲル電気泳動（PCR-DGGE）法による土壌DNAの解析に
基づく土壌微生物相の標準的解析法が開発され、マニュアルとして公開された（森本･星野
（高田），2008；大場･岡田， 2008）
（http://www.niaes.affrc.go.jp /project/edna/edna_jp/manual_pdf.html）
（図１）。本標準解析法の最大の特徴は、日本の農耕地の約 47%を占め（高田ら，2009）、
DNAの回収が困難とされる「黒ボク土」においても解析を可能としたこと（Hoshino and
Matsumoto，2004）にあり、これにより全国の農耕地土壌から同じ条件でDNAの抽出およ
び生物相の解析を行うことが可能となった。この標準的な解析法のマニュアルが一般に公
開されたことにより、民間の分析会社でも本解析法に基づく受託解析が開始される等、土
壌生物性の解析事例が急速に蓄積され始めた（對馬，2010；浅川ら，2011）。なお、DNA
解析に基づく各種環境中の微生物群集の解析手法は、現在までの間に日々進化し、多くの
新たな手法が次々に開発されてきているが、そうした中で、本解析法のベースとなってい
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図 1．土壌細菌・糸状菌相および土壌線虫相の標準的解析法マニュアルの表紙
るPCR-DGGE法は、解析コストや解析結果の視認性の点でのメリットがあり、本標準解析
法の利用可能性は高いと考える。事実、本マニュアルの開発者メンバーである森本や星野
らは、農林水産省主催の農林交流センターワークショップで、本標準解析法に関する講習
会をこれまでに毎年計 5 回実施してきたが、いずれの回も、大学や公設試験研究機関はも
とより、環境、食品関連企業等様々な技術分野からの応募者が殺到し、受講者の絞り込み
に毎回苦労している状況にある。このことは、本解析法の利用可能性が高く、その利用に
対するニーズが、現在でも確実に存在していることを裏付けているといえよう。
３．土壌の生物性の作物生産に与えるインパクト
上述の標準解析法の開発により、微生物相解析に基づく土壌の生物性は、様々な現象と
関係していることが見出されるとともに、その解析結果を応用に繋げられる可能性が明ら
かになってきた。特に、土壌病害との発生の関連についての知見は、多く蓄積されてきて
いる。例えば、長瀬ら（2014）は、ハクサイ産地でしばしば激発し、減収を引き起こすハ
クサイ黄化病を対象に、群馬県内の発生程度の異なる圃場の非根圏土壌を経時的に採取し、
PCR-DGGE 法による土壌の細菌相、糸状菌相および一般線虫相の多様性、さらに本病の病
原菌である Verticillium dahliae、V. longisporum および発病を助長するとされるキタネグサ
レセンチュウ（Pratylenchus penetrans）の土壌中の存在程度を解析し、それらと発病程度
との関連性を調べた。その結果、前作収穫後の時期の土壌の一般線虫相の多様性や、病原
菌の DGGE バンドの存在割合が当該年の圃場での本病の発生程度と関係性が高いことを見
出し、これらを予め調べておくことで、本病の発生しやすさを事前に評価できることを提
案している。その他に、セルリー萎黄病（藤永ら，2012）、トマト褐色根腐病（関口，2011）、
アスパラガス立枯病（（独）農研機構野菜茶業研究所，2014）等についても、病害の発生に
土壌の生物性が関連していることが本標準解析法の活用によって明らかにされている。さ
らに、こうした病害発生との関連性の知見を踏まえ、土壌の生物性の評価を土壌病害の発
生しやすさの診断に活用し、診断結果に基づき土壌病害管理に役立てる仕組みも開発され
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図２．ヘソディムの概念図
ている。この診断に基づく土壌病害の管理技術の考えは、予防医学の発想に基づいている
こ と か ら 、 對 馬 ら は 、 こ の 概 念 を 「 畑 の 健 康 診 断 に 基 づ く 土 壌 病 害 の 管 理 」 の 英 語 表記
（ Health checkup based Soil-borne Disease Management）の頭文字部分を取って、HeSoDiM
（ヘソディム）と名付けている（Tsushima and Yoshida, 2012；（独）農業環境技術研究所，
2014b；吉田，2014）
（図２）。すなわち、ヘソディムは「診断」、
「評価」、
「対策」が一つの
パッケージとなっており、複数の診断項目に基づき評価される圃場の発病しやすさの程度
に応じて病害対策を講じようとする概念である。これにより、例えば、栽培前の圃場にお
いて土壌くん蒸剤の使用の要否判断を診断し、土壌くん蒸剤の「過剰な使用」の回避等を
図ることが可能となる。ヘソディムに基づく土壌病害管理は、幾つかの代表的病害を対象
に既にマニュアル化され（図３）、その有効性が現地圃場
で確認されている（鈴木，2014）。こうしたヘソディムに
基づく土壌病害管理を、様々な作物病害に適用していく
上でも、PCR-DGGE法による土壌の生物性の評価は、診
断項目（診断ツール）の一つとして活用されうる重要な
技術になっている。
また、本標準解析法は、他にも様々な土壌管理のため
の基礎知見の解明に役立っている。宮丸（2012）は、緑
肥すき込みによって微生物相が変遷することを明らかに
し、その変遷パターンに基づき、緑肥すき込み後の次作
の播種適期の推定が可能であることを見出している。ま
た、土壌消毒剤の土壌中の残存効果についても、本解析
法によって評価でき、その結果に基づき薬剤投入時期の
推定に役立てられる可能性も示唆されている（村上，
2011）。以上のように、標準解析法によって得られる土壌

図３．ヘソディムマニュアル
の表紙

の生物性の解析結果は、農耕地土壌における様々な管理技術の開発に繋げられる可能性が
ある。
４．栽培管理・土壌理化学性情報と土壌 DNA 情報を蓄積した「農耕地 eDNA データベース
（eDDASs）」の開発
標準解析法によって解明された土壌の生物性の特徴は、様々な応用への展開が期待でき
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るものの、その応用の可能性をより広範に展開させるためには、共通の手法で解析された
土壌の生物性データを蓄積し、それを多くの人が自由に閲覧･利用できるシステム作りが必
要であると考えた（對馬，2010a,b）。すなわち、土壌という複雑系の中から応用に結びつ
く特徴を多く見出し、これらを活用するためには、多くの関係者の英知を集積することが
重要であり、そのためには、相互比較可能な数多くのデータを多くの関係者が利用できる
仕組み作りが必要である。こうした戦略のもと、当研究所では、土壌中の DNA（eDNA：
environmental DNA）に基づく土壌の生物性と、土壌理化学性の情報とを併せて蓄積し、誰
でも利用できる「農耕地 eDNA データベース（eDDASs: eDNA Database for Agricultural Soils）」
を開発した（（独）農業環境技術研究所，2014a）（図４）。

図４．農耕地 eDNA データベース（eDDASs）のトップ画面
eDDASs は、以下に示す 3 つの特徴を持っている。すなわち、①各採取土壌の標準解析
法に基づく土壌糸状菌・細菌・線虫相の生物性情報の他に、採取地、採取者名、土壌理化
学性（炭素・窒素・可給体リン量等）、栽培条件（作物名、肥培管理）等最大で 68 項目の
情報が蓄積可能なデータベースとなっており、2014 年 10 月現在で、全国 31 地点 22 県の
約 3,900 件の土壌サンプルに関する情報が登録され、これらの閲覧が可能となっている。
ここで強調したいことは、各土壌において、生物性情報と理化学性情報を併せ持つことで
あり、こうした両情報を併せ持つ農耕地のデータベースは世界的にも類のないものである。
また、②生物性情報は、PCR-DGGE 法による DNA バンドの生画像としてだけでなく、他
サンプルとの比較が出来るようにデジタル化された DNA バンド画像も見ることもでき、
その多様性指数も併せて表示される。さらに、③全国の農耕地土壌に関する登録情報の蓄
積を図るため、eDDASs では誰でも登録できるシステムとして設計されている。
具体的な eDDASs の利用法としては、トップ画面から簡易検索画面（図５）に入ると、
土壌の由来や土壌群等を指定することで、興味のある土壌サンプルデータを絞り込んで検
索することが可能となる。さらに、詳細検索として、キーワード検索機能も付いており、
興味のあるキーワードに該当する土壌サンプルデータだけを抽出することも出来る。検索
結果一覧画面は、簡易検索画面の下部に現れ、各土壌サンプルのアクセッション番号、生
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図５．簡易検索および検索結果一覧画面
物性情報（DGGE 標準ゲル画像および反復解析画像データ情報）のリスト、採取者、採取
年月日等が表示される。その中で、DGGE 標準ゲル画像データと反復解析画像データ欄の
指定部分をクリックすると、それぞれの詳細データが閲覧できるようになっている（図６）。

図６．詳細データ閲覧画面の一部（検索対象サンプ ルの DGGE バン
ドの生データ[赤枠]とともに、そのデジタル画像[青枠]が閲覧できる）
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詳細データ画面には、DGGE プロファイルに基づく多様性指数の他に、土壌サンプルの理
化学性および栽培管理情報も併せて示されおり、サンプル採取地点もグーグルマップ上で
表示される仕組みとなっている。これらの検索結果の一覧や各サンプルの詳細データは、
ダウンロードすることが可能で、各データの更なる解析や活用に役立てることが可能であ
る。また、データベースには、第三者が自身のサンプルデータを登録することも可能にし
ており、登録申請時にデータの一定の精度が確認された後に、データが登録されるシステ
ムとなっている。これにより、全国各地の農耕地土壌サンプルの情報が効率的に蓄積され
ることが期待できる。
５．eDDASs の期待される活用場面
では、eDDASs はどのような場面での活用が想定されるであろうか？土壌の生物性が、
土壌病害の発生程度や土壌消毒剤の残効性等と関係することはすでに記したが、eDDASs
には、こうした関係性を調べた根拠となる土壌サンプルデータが蓄積されている。そこで、
これらのデータとユーザーが調べたい土壌サンプルデータとを比較検討することにより、
関心のある圃場でも同様の関係性を持つかどうかを推定できるようになり、土壌病害の発
生しやすさの診断や、土壌消毒剤の効率的利用等に活用出来る可能性がある。また、長年
作物を連作しても病害発生が少ない、いわゆる発病抑止土壌（村上, 2014；豊田，2011）
が存在していることが経験的に知られているが、こうした特徴を持つ土壌サンプルデータ
をさらに eDDASs に蓄積し、その特徴を解明することで、発病抑止土壌であるかどうかの
判別だけでなく、これらの情報を抑止土壌の作出にも活用出来る可能性がある。また、実
際に農業生産に携わる民間の関係者からも、eDDASs の発展･充実への期待の声が寄せられ
ている。例えば、野菜加工品製造企業の普及担当者との議論では、契約野菜栽培圃場の土
壌の健全性（ここでの興味は、土壌病害の発生しにくさ）を圃場毎に評価するシステムを
eDDASs の活用により独自に開発し、安定的野菜生産に活かしたい、という期待が寄せら
れている。さらに、土壌病害対策以外のニーズとして、農業生産法人の担当者からは、圃
場における土壌の理化学性および生物性の性質が、対象作物の有名産地の土壌の性質と同
等であることを eDDASs の活用により科学的に裏付けられれば、生産物の PR 材料となり、
生産物のブランド化や付加価値化につながるだけでなく、いわゆる GAP の観点に基づく適
正な農業生産活動における適正な土壌管理の実践のアピールにもなりうる、という期待が
寄せられている。なお、そのためには、有名産地の代表的な土壌の生物性および理化学性
情報を eDDASs に蓄積しておく必要があることはいうまでもない。
さらに、上述のような開発当初に想定していたユーザーからの期待の他に、全く予想だ
にしなかった産業界からも eDDASs への関心が寄せられていることもわかってきた。従来
までの eDDASs の利用には登録申請が必要であった（現在は不要）が、その登録者の所属
を見ると、公設試験研究機関や大学関係者以外に、民間企業関係者も数多く登録している
ことがわかった。さらに、その業種内訳を見ると、農薬肥料や農業資材メーカーだけでな
く、食品メーカー、IT 企業、水処理メーカー、環境コンサルタント、家電メーカー等、当
初 は 予 想 し て い な か っ た 業 種 か ら の 閲 覧 お よ び 利 用 の 申 し 込 み が 来 て い た 。 各 申 請 者の
eDDASs の利用目的は不明であるが、何らかの活用の意図があることは間違いない。この
ことは、eDDASs が農業分野とは異なる産業においても活用されうるものであり、その活
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用に伴い、当初予想できなかったイノベーティブなビジネスが創出される可能性があるこ
とを示唆するものである。
おわりに
以上のように、eDDASs は様々な活用の可能性を秘めていると考えているが、eDDASs
を一人でも多くのユーザーに利用してもらうとともに、こうした可能性の実現を図るため
には、土壌サンプルデータの更なる集積が最も重要である。演者らのグループでは、関連
研究事業等を通じて収集された全国の農耕地の土壌サンプルについて、順次データを解析
し、eDDASs に登録する作業を行っている。また、eDDASs のプレゼンスを高める PR 活動
も、その利用促進やデータの蓄積に結びつける上で極めて重要であり、今後は宣伝活動に
もより一層傾注すべきであるとも考えている。さらに、近年急速な進歩を遂げている新た
な土壌生物性解析技術については、近い将来にはその解析に係る各種コストの低減や技術
の成熟化が予想される。そのような成熟化された新技術も柔軟に組み入れられるようなプ
ラットフォームの整備も、eDDASs には近々に求められる課題となってくるであろう。以
上のような課題を念頭に、今後も引き続き eDDASs の利用促進に向けた取り組みに邁進し
ていきたい。
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農作物の重金属吸収低減に向けた土壌のリスクマネージメント
－コメのヒ素・カドミウム吸収のトレードオフ関係を中心に－
研究コーディネータ

荒尾知人

１.はじめに
過去に行われた鉱山開発等の影響で、わが国には カドミウム 濃度の高いコメが生産
される可能性の高い地域が存在し、国民がそのコメを摂取することが懸念されている。 ま
た、平成 23 年 2 月、食品衛生法に基づいて、コメ中の カドミウム 基準値が、1.0 mg/kg
未満から 0.4 mg/kg 以下に改正された (厚生労働省、2009)。 農林水産省が講じてきたコ
メ中 カドミウム 濃度低減対策のうち、土壌中のカドミウム濃度低減策の中心的なものに
「客土工法」があるが、コストが高く、汚染されていない土壌が大量に必要となるため、
周辺の自然環境を破壊することになる。 そこで客土工法を代替する安価で環境負荷が少な
く、広範囲に適用できる土壌浄化技術の開発が望まれている。そこで、農業環境技術研究
所（農環研）ではカドミウム汚染水田土壌の植物（高吸収イネ）または化学物質（塩化鉄）
を利用した浄化技術を開発してきた（農業環境技術研究所、2011）。一方、コメ以外の品
目は基準値が設定されておらず、農産物の低減対策の推進及び汚染実態把握が進められて
いる。農林水産省の実態調査においては、コムギ、ホウレンソウ、サトイモ、ゴボウ、ニ
ンジン、ネギ、タマネギ、ナス、オクラなどで国際基準値を超過した割合が 1%以上であ
り、低減対策が必要と考えられる。
現在、0.4 mg/kg を超える濃度のカドミウムを含むコメが生産されたことのあるほ場
やその周辺のほ場などでは、基本的な低減対策として出穂前後各 3 週間にわたる湛水管理
による吸収抑制対策を実施することを推進している(農林水産省消費・安全局)。水田に水
を張った状態（湛水管理）を維持すると土壌は還元状態となり、土壌中のカドミウムはイ
オウと結合して不溶性の硫化カドミウムが形成されると考えられており、水稲のカドミウ
ム吸収は抑制され、玄米中のカドミウム濃度を 60-90%程度引き下げることが可能である。
湛水管理の問題点としては、農業用水の不足等から湛水状態の維持ができない場合がある
こと、収穫時のほ場が乾燥しきらずコンバイン収穫に困難が生じる場合があること、土壌
中のカドミウム濃度は低減しないので稲以外の作物を栽培した場合は低減効果がないこと、
そしてコメ中無機ヒ素増加の可能性があることなどがある。本年（2014 年）7 月のコーデ
ックス委員会総会で精米中の無機ヒ素の最大基準値が 0.2 mg/kg として採択された。
このような状況の中、農作物の土壌由来の重金属吸収低減方法について農環研の成果
を中心に紹介する。
２.カドミウム汚染土壌浄化技術
（１）塩化鉄を利用した化学洗浄法
化学洗浄によるカドミウム汚染土壌浄化技術では、水稲を対象に、
・カドミウム の除去効率が高い化学物質の中から、土壌への影響の少ない塩化鉄を選抜。
・塩化鉄溶液を投入して、土壌に吸着している カドミウム を水中に溶出させて除去する
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ことによって、水田土壌の カドミウム 濃度が約 60～80 ％、洗浄処理後に栽培した水
稲では 70～90 ％減少。
・排水処理装置を通った処理水の カドミウム 濃度は、環境基準値の 10 分の 1 以下。
・本法に必要なコストは間接経費を含めても約 300 万円となり、客土工法と比べて安価で、
所要日数は約 80 日と短期間。
といった成果を上げてきた。
これらに続き、転換畑における土壌洗浄による カドミウム 汚染土壌の修復技術の開
発を行った(牧野ら、 2014a、牧野ら、 2014b)。転換畑において、土壌 カドミウム、作
物体 カドミウム ともに土壌洗浄による低減効果は維持され、最長で 6 年間持続性が確
認された。洗浄後オクラ出芽率が低下し物理性劣化との関連が示唆されたが、オクラの出
芽率は、物理性の改善を反映して経年的に良化傾向にある。苦土石灰の施用に伴い増収効
果や品質の向上が認められた。現地洗浄試験で、ベントナイトを漏水田に適用して漏水防
止施工が可能な事を示した。洗浄処理水は２倍希釈で生物影響が無い事を確認し、排水の
生態系リスクは限定的と推察した。下層土の カドミウム 吸着は強く、浸透はほとんど認
められなかった。洗浄強度上昇で、土壌 カドミウム 除去率と可給態窒素上昇、全炭素変
化無し、交換性塩基減少、施肥で矯正可能であった。土壌カドミウム 除去率とダイズ・コ
ムギの可食部 カドミウム 濃度に強い相関関係を確認、修復目標の基礎データとして利用
が期待される。礫質・細粒質灰色低地土転換畑圃場で洗浄による易耕性の悪化を確認し、
粗土塊は耕うん後に多量に存在するが、念入り耕うんで改善した。
（２）カドミウム 高吸収イネによるファイトレメディエーション
ファイトレメディエーションによるカドミウム汚染土壌浄化技術では、水稲を対象に
・カドミウム をよく吸収する複数のインディカ米の中から長香穀、IR8、モーれつを選抜。
・中干し後、落水を継続して土壌を酸化状態にすると、カドミウム が根から吸収されやす
くなり、 そのようにして カドミウム 高吸収イネ品種を 2～3 作栽培し、収穫した地上
部をその都度水田の外へ持ち出すことで、対照区と比較して、水田土壌の カドミウム
濃度が 20～40 ％、浄化後に栽培した玄米中の カドミウム 濃度が 40～50 ％減少。
・最初にイネのもみだけを収穫し、稲わらを数日間水田に放置して天日乾燥させると、収
穫直後の稲わらの水分（70～80 ％）が 40～50 ％まで減少。 その後ロールベーラー
で収穫した稲わらをパレットに載せて上部を透湿防水シートでおおって約 2 ヶ月間放
置すると、水分がさらに 20～40 ％まで減少。
・稲わらやもみを乾燥によって減量することにより、運搬や焼却のコストを大幅に低減で
き、本技術（3 作栽培）の総コストは、客土工法の１/７程度。
といった成果を上げてきた。
これらに続き、各種畑土壌におけるファイトレメディエーションによるカドミウム汚
染土壌修復技術の開発を行った(村上､2014、助清ら、 2014、 村上ら、 2014)。カドミウ
ム 高吸収イネおよびソルガムによる修復栽培４作後にダイズ、コムギ、コマツナによる
検定栽培を行い、検定作物可食部 カドミウム 濃度と各種抽出法による栽培前土壌 カド
ミウム 濃度との相関分析を行った。検定作物と最も相関の高かった栽培前土壌抽出法は、
酢安法か塩酸法であり、それぞれについてコーデックス基準値をクリア可能な土壌修復目
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標値を把握することができた。転換畑修復植物としてソルガムを中心に回収農業機械の適
性評価、作業効率、輸送コスト低減策として、透湿防水シートを使用した屋外在庫 乾燥 、
減容化としてロールの圧縮、ペレット加工の検討を行い、修復植物の効率的収穫回収処理
の一貫技術を開発した。修復植物栽培で問題となった初期生育、除草剤、倒伏、鳥害に対
する対応策を明らかにした。4 作修復後の土壌カドミウム 濃度は、平均で 25 ～ 32％低
下した。その跡地でダイズ、コムギ、コマツナによる検定栽培を行った結果、４作修復後
のダイズとコムギは平均で約４割、同コマツナは平均で約３割、３作修復後のサトイモは
約２割可食部の カドミウム 濃度が低下した。
現在ファイトレメディエーションに利用されている水稲品種は易脱粒性、易倒伏性と
いった栽培上の問題点を有する。このため、難脱粒・耐倒伏性を有する実用性の高い植物
浄化用のカドミウム高吸収稲品種・系統の開発を進めている。これまでに、カドミウム高
吸収品種である「ジャルジャン」や「アンジャナダーン」にガンマ線を照射し、難脱粒性
が付与された変異体「MJ3」と「MA22」を開発した（安部ら、2013）。また、それらの品
種が持つカドミウム高吸収遺伝子を多収の飼料イネ品種である「たちすがた」に導 入し 、
DNA マーカー選抜を行い、難脱粒性と耐倒伏性が付与されたカドミウム高吸収性を有す
る 4 系統を育成した。さらに、
「ネパール 555」が持つ別のカドミウム吸収遺伝子も「たち
すがた」に導入し、カドミウム吸収量の増大を目指した系統（7 系統）も育成中である。
３.カドミウム低蓄積性を利用した農作物中カドミウムの低減
（１）コシヒカリ環 1 号
農環研を中心とする研究グループは、イオンビーム照射の手法を使ってカドミウムを
土壌からほとんど吸収しないコシヒカリの突然変異体を選抜することに成功した
（Ishikawa et al.、 2012）。変異体の玄米中カドミウム濃度は、
「 コシヒカリ」 が 0.4 mg/kg
を超える条件で栽培しても、定量限界値未満になる 。この変異体の実用性を、カドミウ
ム吸収性試験、各種生育調査、病害等の特性検定試験、食味官能試験等により確認し、
「コ
シヒカリ環１号」 (図１)として品種登録出願した（出願番号 第 28455 号、平成２５年８
月２３日）。「コシヒカリ環 1 号」は遺伝子組換え植物ではないので、栽培するのに手続き
は不要であり、日本各地で栽培実証試験が実施中である。また、農林水産省の「農業技術
の基本指針（26 年 3 月）」にコメのカドミウム対策として「コシヒカリ環 1 号」の導入や、
各県の主力品種及び有望品種へ「コシヒカリ環 1 号」が有するカドミウム低吸収性形質の
導入に取り組むことが記載され、その実用化が大きく進展しようとしている。「コシヒカ
リ環 1 号」のカドミウム低吸収性原因遺伝子は OsNRAMP5 遺伝子であることがわかって
いる。DNA マーカーも既に開発されており、効率的な交配育種ができると期待されてい
る。

- 41 -

コシヒカリ環 1 号
図１

コシヒカリ

コシヒカリ環１号とコシヒカリのほ場での生育ともみ・玄米の外観形質

（２）スズメナスビを台木としてナス果実中カドミウム濃度を低減
農林水産省が行った国内実態調査の結果によるとナスはカドミウム濃度が比較的高い
ため、カドミウム吸収抑制技術を確立することが必要である。ナスは接木栽培されること
が多いので、台木の違いによる果実カドミウム濃度の差を検討した。スズメナスビの台木
に接ぎ木した場合、土壌の種類、作型、穂木の種類によらず、自根栽培およびその他の台
木に接木した場合に比較して果実中カドミウム濃度を約１／２～１／４のレベルに低減で
きた(竹田ら、2007、Arao et al.、 2008)。スズメナスビの市販台木品種はトルバム・ビガ
ー、トナシム、トレロがあり、いずれも同様のカドミウム濃度低減効果を示した。その集
積の違いを決定する生理的要因を解析したところ、根に取り込まれたカドミウムを導管に
輸送する能力の差異が決め手であることがわかった(Mori et al.、 2009)。シンクロトロン
放射光源マイクロビーム蛍光 X 線分析法を使って、この台木種の根の内皮近傍でカドミウ
ムが高蓄積していることをマイクロメータースケールで可視化した(Yamaguchi、 et al.、
2010)。
４.コメ中無機ヒ素最大基準値、カドミウム吸収とのトレードオフ
2010 年に The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives（2011） で
リスク評価が行われ、「肺がんの発生に係る BMDL 0.5 （がんの発生率が 0.5 ％増加する
無機ヒ素の摂取量の安全側の 95 ％信頼下限値）を飲料水中の無機ヒ素濃度と肺がんに関
する疫学調査をもとに推定したところ、3.0 μg/kg体重／日（ 2.0－7.0 μg/kg体重／日）と
なった。従来の PTWI（暫定耐用週間摂取量） 15 μg/kg体重／週（2.1 μg/kg体重／日に
相当）は、今回推定した BMDL 0.5 の範囲内にあることから、 PTWIとしてもはや適当で
なく、取り下げる」というものであった。
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本年（2014 年）7 月のコーデックス委員会総会で精米中の無機ヒ素の最大基準値が 0.2
mg/kg として採択された(Codex Alimentarius Commission, 2014)。これは健康リスクの
低減効果を考慮した上で、国際的に流通しているコメ中の無機ヒ素濃度のデータに基づい
て合理的に達成可能な範囲で低い値を設定（ALARA の原則）されたものである。最大基
準値を 0.1 mg/kg とすると、約 40%のコメが超過すると見積もられるので、合理的に達成
可能ではないと考えられる。
コメについては、総ヒ素含有量とそれに占める無機ヒ素（亜ヒ酸、ヒ酸）とメチル化
ヒ素（おもにジメチルアルシン酸）の割合は、栽培地域、イネ品種、栽培方法などによっ
て異なることが知られている（Zhao et al. 2013）。コメ中のジメチルアルシン酸について
は、それが、稲体内で無機ヒ素がメチル化されたものに由来するのか、または土壌から吸
収されたものに由来するのかについて、これまで議論されてきたが、以下の研究から、コ
メ中のジメチルアルシン酸は、土壌から吸収されたものに由来することが明らかとなって
きた。イネの水耕栽培で水耕液に無機ヒ素、モノメチルアルソン酸を添加するとコメにジ
メチルアルシン酸が蓄積するが、水耕液中にもジメチルアルシン酸が検出された。抗生物
質を水耕液に添加すると水耕液中のジメチルアルシン酸は劇的に減少した（Arao et al.、
2011）。イネを無菌栽培した場合、無機ヒ素やモノメチルアルシン酸を培地に添加しても
稲体にジメチルアルシン酸は検出されなかった(Lomax、 et al. 2012)。イネを無菌栽培し、
無機ヒ素・モノメチルアルソン酸・ジメチルアルシン酸を培地に添加してもトリメチルア
ルシンの揮散は認められなかった(Jia、 et al. 2012)。イネ根圏から新規の ArsM 遺伝子
を持つジメチルアルシン酸合成菌が単離され、無菌イネに接種してイネ体内にジメチルア
ルシン酸が検出されることが実証された (Kuramata

et al. 2014)．

現在、ヒ素の摂取がヒトの健康に及ぼす影響については、無機ヒ素に対する評価が先
行し、ジメチルアルシン酸の摂取がヒトの健康に及ぼす影響については、その毒性に関す
る情報が乏しいことから、詳細はまだ明らかになっていない。
湛水管理によるカドミウム吸収抑制対策が水稲で行われているが、湛水管理はコメの
ヒ素濃度を増加させる可能性がある。還元状態の発達に伴うヒ素の可溶化には、ヒ素を吸
着した鉄（III）酸化水酸化物およびマンガン酸化物の還元溶解のほか、吸着態ヒ酸の亜ヒ
酸への還元による脱離が関わる。山根(1989)によれば、土壌の湛水培養によって溶液中に
溶出する二価鉄（鉄（II））濃度とヒ素濃度の間には高い相関があり、溶出したヒ素の大部
分（86～91%）が亜ヒ酸であった。水田圃場作土の溶存ヒ素濃度が高いのは、気相率がヒ
素不溶化の閾値（0.03～ 0.10 m 3 m – 3 ）より低い場合に限られたのに対し、溶存カドミウ
ム濃度は気相率にほぼ比例して増加した。気相率をヒ素不溶化の閾値よりやや高めに保て
ば、溶存ヒ素濃度と カドミウム 濃度をともに低く維持できることが示唆された(加藤ら、
2014)。湛水期間を変えて水稲をポット栽培、ほ場栽培した結果、湛水期間が長いほど玄
米カドミウム濃度は減少したが、玄米総ヒ素濃度は高まった。また、湛水期間が長いほど
玄米総ヒ素中のジメチルアルシン酸の割合が高まった（Arao et al.、 2009、 川崎ら、2012）。
日本の栽培品種における玄米ヒ素濃度の変異は小さいため、品種選択による汚染リス
クの増大は考慮する必要はなく、湛水管理等の栽培管理が大きくヒ素濃度に影響すること
がわかった。
（ 独）農業生物資源研究所が保有する世界のイネコアコレクション（World Rice
Core Collection）の玄米ヒ素濃度には最大で３倍程度の差異が認められた。３年間の調査
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を通して安定して玄米ヒ素濃度の低い品種及びジメチルアルシン酸の割合が高い品種を選
抜した(Kuramata et al.、 2013、 石川、2014)。
平成 25 年度から農林水産省委託プロジェクト「水稲におけるヒ素のリスクを低減する
栽培管理技術の開発」が開始され、水管理、資材、品種を利用したコメのヒ素低減を目指
している。農環研の開発した「コシヒカリ環１号」は落水条件で栽培した場合にもカドミ
ウムの吸収が増えることはないため、この品種を用いてコメ中無機ヒ素の低減がどこまで
できるか、日本各地でほ場試験が行われている。水稲を落水条件で栽培した場合、特に夏
場の気温が高いとコメの収量・品質が低下する懸念があること、コメ中無機ヒ素を低減可
能な水田の水管理が現場で実行可能かどうか考える必要があることなどの課題がある。現
在、カドミウムのみでなく無機ヒ素のコメへの蓄積が少ない稲品種の開発も進められてい
る。
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農地からの温室効果ガスの排出を減らす
Mitigating greenhouse gases from agricultural soils

温暖化緩和策リサーチプロジェクト
Global Warming Mitigation Research Project
温暖化緩和策RPは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の３つの温室効果ガス排出量を総合的に減らし、かつ農業生産を落と
さないような農地管理法を提示するとともに、我が国の農地全体の温室効果ガス発生量および温暖化緩和策の導入効果を推
定します。
Showing agricultural management practices which can reduce GHGs without reducing productivities, and estimating
GHGs emissions and mitigation potential at country scale.

温室効果ガスの排出削減技術
Mitigation of greenhouse gas (GHG) emission from agriculture

H24年度 主要研究成果

中干し期間の延長により水田からのメタン発生の削減 Mitigating CH4 by extending Mid-season Drainage in Rice Paddy Field
水田から発生するメタンを削減する実証実験を、全国８県９カ所で2年にわたり行いました。その結果、中干し期間を慣行からさらに１週間程度延長すれば、コメ
収量への影響を抑えつつメタンの発生量を約30％削減できることがわかりました。

水田から出る温室効果ガス
水田に水を張ると土壌が嫌気的になり、わら
などの有機物が微生物により分解されるとき
にメタンが生成します。

品質・食味

メタンの発生量
収量

（対慣行比）

18～72％削減
前年に稲わらなどの有機物を
すき込んだ水田で効果がある。

同等か
わずかに減少

向上
登熟歩合（対慣行比 98～108％）
タンパク質含有率（同 94～104％）

下部の二色の横棒は湛水期間で、7月付近の空白期間が中干しを示します。
水色の部分の面積が減少したメタン量に相当します。

（対慣行比 86～110％）

農地土壌における炭素貯留量算定システムの開発
Soil Carbon Calculation System for Japanese Agricultural Soils

H25年度 主要研究成果

農地における炭素循環と土壌の炭素貯留
Soil Carbon Dynamics and Soil Carbon Sequestration
炭素は土壌～植物～大気の間を循環していますが、土壌炭素（有機物）は、もともと植
物が光合成で大気から吸収した炭素に由来するので、土壌中の炭素の量が増えると、
その分だけ大気中のCO2が減少した勘定になります。これを「土壌の炭素貯留」と呼び
ます。

農地土壌の炭素貯留量の算定システムと計算結果
Soil Carbon Calculation System for Japanese Agricultural Soils
気象・土壌・土地利用変化などの環境情報を「改良RothCモデル」に入力し、農業
活動などのシナリオに応じて将来の土壌炭素量の増減を、100mの解像度で全国
の農地について計算するシステムを開発しました。

全国の水田、畑、樹園地、牧草地における、表層0～30cmの土壌炭素量。2005
年以降は、現在の農地管理を継続した場合と有機物投入量を増大させた場合の
2つの農地管理シナリオについて計算しました。細い直線は、基準年と約束期間
における、それぞれの土壌炭素の変化量（グラフの線の傾き）を示しています。

独立行政法人農業環境技術研究所 温暖化緩和策リサーチ・プロジェクト
National Institute for Agro-Environmental Sciences
Global Warming Mitigation Research Project
（tel: 029-838-8235, E-mail : yshirato@affrc.go.jp)
プロジェクトリーダー(Leader) ： 白戸 康人 Yasuhito SHIRATO
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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
Mechanisms and impacts of global environmental change on crop production

作物応答影響予測リサーチプロジェクト
Research Project for Agroecosystem Response and Adaptation to Climate Change
作物応答影響予測RP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、ほ場やチャン
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します。
Research Project for Agro-ecosystem response and adaptation to climate change aims to determine the response
characteristics of rice plants to high CO2 concentrations and their mechanisms of tolerance to high-temperatures, and to
develop an impact prediction model. These will aid in the development of rice cultivars and cultivation management
techniques suited to the high CO2 concentrations and warmer environments predicted for the future.

開放系⽔⽥実験で気候変化の影響を調べる

Testing the climate change impacts in the open field
茨城県つくばみらい市の農家水田で大気CO2濃度を高める開放系大気CO2増加
（Free-Air CO2 Enrichment, FACE）実験施設を設置し、気候変動研究の実験拠
点として多くの連携研究を展開しています。イネの生育・品質・収量への影響に加
え、土壌－作物－大気における温室効果ガスなどの物質循環も調査し、それら
が将来どうなるかを予測します。

⾼CO2濃度によるコメの増収効果は、温暖化で抑制される
Rice yield enhancement by elevated CO2 is limited
under high temperature

岩手県雫石町と茨城県つくばみらい市の２地点のFACE実験で、基幹品種とした「あき
たこまち」の収量を比較したところ、高CO2濃度により平均で13%増収しました。しかし、
増収効果は高温条件で低下することがわかりました。このことから、温暖化条件では、
高CO2濃度による増収が期待されるほど大きくならない可能性が示されました。

茨城県つくばみらい市

外気CO2濃度
（対照区）
高CO2濃度
（FACE区）

風向・風速センサー

岩手県雫石町
高CO2による変化率（%）

液化CO2タンク

（風上）
風向・風速や試験区中央のCO
試験区内には、様々な品種や異なる水温、施肥条件など
2濃度に応じて、風上
を設定しています。同じ試験区配置を対照区にも設けて、
側３辺からCO
2ガスを放出し、試験区内のCO2濃度を
CO 濃度との相互作用を調べます（各４反復）。
対照区よりも200ppm高く制御します。
2

試験区内には様々な品種や異なる水温、施肥条件
などを設定し、CO2濃度との相互作用を調べます。

玄米収量（Y）

地上部全重（W）

収穫指数（Y/W）

生育期間中の平均温度（℃）

国際的な研究ネットワークで気候変動に⽴ち向かう

温暖化影響研究のための作物気象情報を提供する

World research network for climate change
impacts/adaptation studies

Agro-meteorological databases for studying climate
change impacts
日本の近年の気候変動やそれによる生産変動の実態を解明するため、作物の生育
モデルや微気象モデルを組み込んだ作物気象データベース（MeteoCrop DB）を公開
したり、農環研1kmメッシュ気象データを整備して提供したりしています。
↓ 8月前後半における全国各地の出穂時刻（10～
12時）の平均穂温分布

世界で温暖化による被害が顕在化しつつあるイネの高温障害に対処するため国際観
測ネットワーク（MINCERnet）を構築しました。ここでは、イネの高温不稔の問題に危
機感を共有する各国の研究者が連携して、幅広い気象条件に同一の群落微気象観
測装置を適用して発生条件を比較し、高温不稔発生のメカニズムを解明しています。
ミャンマー（Yezin）

2013年の8月前半の穂温は、猛暑年の2010年より
高く、高温障害リスクが高かったことが示されました。

インド
（Tamil Nadu）

中国 （Hubei）

スリランカ
（Ibbagamuwe）

アメリカ合衆国
（Texas）

日本（Tsukuba）
台湾（Miaoli）

ベナン
（Cotonou）
↑ 水稲の出穂日から20日間の
平均気温分布（2013年）
登熟初期の平均気温が 26 ℃
を超える地域が、関東、北陸か
ら北九州に至る広範囲の平野
部に分布していました。

独立行政法人 農業環境技術研究所

セネガル
（Fanae）

自立型微気象測定システム
（MINCER）

フィリピン
（Los Banos,
Munoz）

2014年からアフリカの２カ国を加え、アジア、アフリカ、アメリカ
を横断する広範囲な気候・地域でモニタリングを進めています。

この他に、世界の作物FACE研究グループ間の連携や、収量予測の不確実性評価の
ための農業モデル相互比較・改良に関する国際プロジェクト（AgMIP）も進めています。

作物応答影響予測リサーチ・プロジェクト

National Institute for Agro-Environmental Sciences Research Project for Agroecosystem Response and Adaptation to Climate Change
（tel: 029-838-8205, E-mail : yoshimot@affrc.go.jp）
プロジェクトリーダー(Leader) ： 吉本 真由美 Yoshimoto Mayumi
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気候変動が主要作物生産の安定性に及ぼす影響を評価
Evaluating of how climate change will affect the stability of major crop production

食料生産変動予測リサーチプロジェクト
Research Project for Global Risk Assessment toward Stable Production of Food (GRASP)
将来予想される気候・気象の変化と変動は、主要作物（コメ、トウモロコシ、ダイス、コムギ）の生産性にどのような影響を及ぼす
のか？今後も安定した食料供給は可能なのか？本RPは、最新の気候変化予測データと作物生育・収量の環境応答モデルを
用いて、気候変動が広域スケールの主要作物生産に作用するメカニズムの解明とその影響評価の研究を進めています。
This research aims to elucidate the mechanisms how climate change will affect the major crop production and project
the impacts on the instability in food supply at large scale, based on the current climate change scenarios and
numerical models that simulate the responses of crop growth and yield to environmental change.

日本のコメ生産における適応策（作期移動）

水田農地の改変による周辺環境の変化

Moving of cultivation schedule as an adaptation to reduce
impact of climate change on rice production & quality

Surface environmental changes deduced by
the land-use change for paddy fields

日本における
最適なダウン
スケーリング
気候変化シナ
リオの情報

1987年に水田のあった「稲作地域」と、それ以外の
「非稲作地域」の、過去20年間の土地利用変化による
気温上昇を、領域気候モデルにより比較しました。

多数の気候ｼﾅﾘｵを入力した、日本全国での20年平均収穫量（ﾒｯ
ｼｭごと単収×水田面積）で、上は現行品種と移植日を用いた高
温による品質低下ﾘｽｸが少ない収穫量、下は同じ品種により、品
質低下ﾘｽｸを回避する最適移植日による収穫量です。

今後は気候変化シナリオに加え、病害虫発生、水資源量の変動、土
地利用分布の変化などの環境要因を取り込んだ影響評価を行います

複数手法による世界気候シナリオ作成と
温室効果気体の濃度変化（下図）を決め
る社会・経済シナリオの空間詳細化

大気CO2濃度上昇を含む気候の変化・変動による作物生産性影響
Impact assessments of climate change & variability for major crop
productivities with increasing of atmospherics CO2 concentration

＊作物生産性の変化は、気温･降水量などの気候要素のほか、大気CO2濃度上昇に伴う光合成の促進、気
温上昇よる呼吸量増加ならびに生育期間短縮による積算日射量の減少などの複合作用によるものです。

↑飯泉らによる世界収量データベース
（図はダイズの生産地域分布）
←1980-2006年の間の大気中CO2濃度増加によ
り、ダイズ主要生産国では5.8%の増収となったこ
と、その効果はブラジル北部など乾燥・好天で元
来、収量が低い地域で大きいことを示しました。

↑エルニーニョ・ラニーニャ年のコムギ収量を、通常年と比較しま
した。エルニーニョ年には豪州などで有意な減収となり、ラニー
ニャ年には有意でないが減収する地域が多くなっています。

長期的な気候変化の影響だけでなく、農業現場や政策立案者に関心の高い、
数年程度の気候気象現象とそれに関連した収量影響の見通しも行っています
独立行政法人 農業環境技術研究所

食料生産変動予測リサーチ・プロジェクト

National Institute for Agro-Environmental Sciences
Research Project for Global Risk Assessment toward Stable Production of Food
（tel: 029-838-8236, E-mail : mnishi@affrc.go.jp)
プロジェクトリーダー(Leader) ： 西森 基貴 NISHIMORI Motoki
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耕作放棄が生物多様性に及ぼす影響を評価する
Evaluating the Effects of Farmland Abandonment on Biodiversity

生物多様性評価リサーチ・プロジェクト
Research Project for Agrobiodiversity Assessment
わが国では1980年代後半より耕作放棄地が拡大しています。この耕作放棄は、鳥獣被害だけでなく、生物多様性の危機をもたらす要
因の一つとなっています。そこで、耕作放棄地を調査し、耕作放棄が生物多様性に及ぼす影響を評価する研究に取り組んでいます。
In Japan, farmlands has been increasingly abandoned since the late 1980s, resulting in damage caused by wild birds and animals as well as a threat to
farmland biodiversity. Therefore, we investigate abandoned farmlands and evaluate the effects of farmland abandonment on biodiversity.

耕作放棄水田の植生タイプと経年変化

Vegetation types of abandoned rice paddy fields and their yearly changes

利根川流域においてモニタリング調査を3回（2002年、2007年、2012年）行い、不作付け水田の植生タイプを分類し、10年間の植生変化を明らかに解析しました。そ
の結果、不作付け水田には4タイプの植生が認められ、2007年以降、長期的に放棄された水田が増加していることがわかりました。
We surveyed vegetation in and around rice paddy fields of Tonegawa Basin in 2002, 2007, and 2012, classified vegetation types in paddy fields without cultivation, and
elucidated 10-year vegetation changes. We found that the number of fields, in which cultivation had been abandoned in the long term, increased during 2007-2012.

調査地

不作付け水田の植生タイプ

Study sites

Vegetation types in paddy fields without cultivation

10年間の植生変化
Ten-year vegetation changes

2002年から2007年の変化
植生の推移はあるが増減は少

2007年から2012年の変化
放棄水田型→長期放棄型が増

調査区：利根川中下流域の32地区（ ３次メッシュ）
調査コドラート：761地点（草本 1 m×1 m、木本20 m×20
m）
2002年、2007年、2012年のモニタリング調査データのうち、
3時期を通して不作付け水田であったデータを利用

※データは当研究所のホームページ
（http://rulis.dc.affrc.go.jp/rulisweb/）に
公開されています。

耕作放棄が長期化した畑地の生物多様性 Biodiversity in crop fields that have been abandoned in the long term
耕作放棄が長期化した畑地でクズやササ類が優占した群落を調査した結果、種多様性が低い状態のまま長期的に持続し、植生遷移が停滞することがわかりました。
We investigated crop fields which had been abandoned in the long term and were dominated by kudzu (Pueraria lobata) and/or dwarf bamboos (Pleioblastus spp.), and
found that plant species diversity in the fields was kept low, and plant succession to forest vegetation did not proceed, being deflected from its normal course of succession.

耕作放棄に伴う種多様性の変化

耕作放棄が長期化した畑地における植生遷移の停滞

Species diversity with cropland abandonment

Stagnation of plant succession in croplands that have been abandoned in the long term

クズが優占した長期耕作放棄畑
（農環研内）

種数はクズの優占に伴い低下し、そのまま
多様性の低い群落が長期間持続します。

ササ類とクズが優占した長期耕作放棄畑

地上植生の除去とリターの除去を組合わせた試験区を
設置し、高木種3種の種子・実生を播種・移植

ササ類とクズが優占した長期耕作放棄畑では、高木種の実生のほとんどが死亡しましたが、
地上植生・リターを除去するとよく生残しました。したがって、ササやクズが出現した耕作放棄
地を自然林へ再生させる場合は刈取り等の管理が必要です。

独立行政法人 農業環境技術研究所

生物多様性評価リサーチ・プロジェクト

National Institute for Agro-Environmental Sciences Research Project for Agrobiodiversity Assessment
プロジェクトリーダー(Leader)： 池田浩明 Hiroaki IKEDA （tel: 029-838-8312, E-mail : ikedah@affrc.go.jp)
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遺伝子組換え作物と外来生物の生態影響に関する研究
Studies for Ecological Impact Assessment on Genetically Modified Crops and Alien Species

遺伝子組換え生物・外来生物影響評価リサーチプロジェクト
Research Project for Ecological Assessment on Genetically Modified Organisms and Alien Species
遺伝子組換え作物や外来生物による在来の生態系に対する影響を評価し、影響がある場合については管理手法を開発します。
We evaluate the ecological impacts of genetically modified crops and alien species on the native ecosystem. We also develop
the control measures to avoid their negative effects on the native wild species.

①現在の分布域と生育環境の見える化

②将来の分布域と管理指針の見える化

Current distribution and habitat environments

Future distribution and control guideline

遺伝子組換え（GM）ダイズ（Glycine max）を国内で栽培・流通する場合、事前
に在来の生態系に対する影響を評価しなければなりません。わが国にはダイズ
の近縁種であるツルマメ（G. soya）が分布するため、GMダイズに導入した遺伝
子が花粉を経由してツルマメに拡散することが懸念されます。

特定外来生物のカワヒバリガイ（Limnoperna fortunei）は中国原産の二枚貝で、
1990年代に西日本に侵入し、在来生物の生息地を圧迫したり、利水施設の配
管を詰まらせるなどの被害をもたらしています（左下図）。
2006年と2012年に茨城県霞ヶ浦におけるカワヒバリ
ガイを調査し、その分布拡大速度を推定した結果、
2018年には湖岸全域にカワヒバリガイが定着する可
能性が示されました（下図）。

農業生物資源ジーンバンクや農業景観・
調査情報システム（RuLIS）等に登録され
ているツルマメの採集地情報を活用して、
その潜在分布域を評価しました（右図）。
ダイズの生産量が第1位の北海道
（21.1%）ではツルマメの潜在分布確率は
低い一方で、第2位の佐賀県（9.1%）での
潜在分布確率は高いことが示されました。

ツルマメ
カワヒバリガイ

赤色が濃いほど潜在
分布確率が高い

日本植生誌からツルマメ
を含む群落を抽出し、そ
の生育環境を評価しまし
た（左図）。ツルマメは湿
性草本群落を中心に生
育し、ダイズが栽培され
る排水設備の整った転換
畑周辺には生育しない可
能性が示されました。

2010年6月

河川や水路などの水系の連続性を考慮し
て、茨城県南部の利根川流域におけるカ
ワヒバリガイの分布拡大も予測しました
（下図左と右）。
2010年時点の
カワヒバリガイの
分布域

県内初記録地点（2006）

将来、赤丸内で分
布域が連続する
可能性がある

分布拡大を阻止する
ためには、ザックリで
もいいので「指針」が
必要じゃ！

要注意地区

③外来緑化植物の逃げ出しと管理優先度の見える化
Escape pattern and control priority of introduced grass
2010年に名古屋で開催された生物多様性条約締約国会議（COP10）では、2020年を目途に管理優先度の高い外来種の制御や根絶、また、それらの導入や定
着を防止するための対策を講じることが目標として掲げられました。一方、外来種の中には、家畜飼料として用いられる牧草や、道路の法面等に吹き付けられる
緑化植物のように、国民の生活を支える役割を持つものがあり、その位置づけについては検討すべき点が残されています。

植被率 (%)

尾瀬国立公園や中部山岳国立公園などで問題となっている外来緑化植物について
逃げ出しの実態を調査しました。いずれの緑化植物も公園内の道路端のみで植被
率が高く、林内にはほとんど侵入しないことが示されました（下図）。
コヌカグサ
オニウシノケグサ
オオアワガエリ
ハリエンジュ

18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
0m

5m

10m

15m

カモガヤ
シロツメクサ
イタチハギ

20m

25m

緑化に使用された植物を「逃げ出しやすさ」と「防除にかかる費用」の観点から評価
し、どの植物から防除すべきかを検討しました（下表）。各緑化植物が国立公園内で
潜在的に生育可能な環境や面積や、防除に必要となる作業期間なども加味した分
析の結果、ムラサキツメクサやイタチハギから防除すべきであることが示されました。

30m

道路からの距離 （道路 → 林内）
0.40
0.35
Relative Photon Flux Density

道路から林内に入ると木
本植物が優占し（左図）、
相対光量子密度が低下
するため（右図）、緑化植
物の生育には不適な環
境となる。

a

0.30
0.25
0.20

b

b

0.15

b

0.10

b

b

20m

25m

b

0.05
0.00
0m

5m

10m

15m

30m

シロツメクサなどのマメ科牧草には、根粒細菌に
よる空中窒素の固定能力があり、土壌の富栄養
化を促し、さらなる外来植物の定着の引き金とな
る可能性があります。

Distance from Road

このほか、Btダイズの非標的昆虫への影響や、外来植物が蔓延しやすい土壌環境の解明、外来緑化植物の導入による遺伝的攪乱、
緊急防除における根絶確認手順の理論化などの研究も進めています。

独立行政法人 農業環境技術研究所

遺伝子組換え生物・外来生物生態影響リサーチ・プロジェクト

National Institute for Agro-Environmental Sciences

Research Project for Ecological Assessment on Genetically Modified Organisms and
Alien Species
（tel: 029-838-8271, E-mail：shibaike@affrc.go.jp)
プロジェクトリーダー（Leader）：芝池 博幸 SHIBAIKE Hiroyuki
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環境調和型・持続的農業技術に資する生物機能
Investigation of environmental biofunctions for eco-friendly and sustainable agriculture

情報化学物質・生態機能リサーチプロジェクト
Research Project for Biological Interactions and Infochemicals
昆虫

微生
物

植物

生物の生態機能や情報化学物質による生物間相互作用を解明し、農業生態系の維持・向上に役立てます。
We aimed to elucidate biofunctions and interactions among environmental organisms via
semiochemicals and to apply these "eco-friendly" materials to agriculture for
conservation/improvement of agro-environment.

情報化学物質を用いた昆虫行動の操作
Manipulations of insect behavior by semiochemicals

土壌

多くの昆虫は、特殊なフェロモンや匂い成分、味覚成分などを手掛かりにして、
交尾相手や餌などを探しています。
昆虫が利用するそのような情報化学物質を化学分析で明らかにし、
これらを模倣して昆虫の行動を操ることで殺虫剤だけに依存せずに害虫を防
除できる技術の開発を行っています。
フジコナカイガラムシのフェロモンをラベンダーオイルから安価に効率よく作る
方法を開発し、野外での誘引トラップ効果を確認しました。

寄生蜂を寄主幼虫近くに留めておくために
花の香りを利用する手法の開発をしています。

酵素処理による生分解性農業資材の分解制御
Controlling the degradation speed of biodegradable
plastic agricultural materials by enzyme treatment
作物の常在菌の酵素を用いて、
農業用生分解性プラスチック製マルチフィルムを使用後に、
酵素で速やかに分解する技術開発を行っています。

アレロケミカルの探索と新規除草剤候補物質の開発
Screening of allelochemicals and development of
new bioactive chemicals
ヒマラヤシーダーの下では、雑草の繁殖が抑えられることに着目し、
落葉に含まれる植物生育阻害物質がアブシシン酸であることを明らかにし
ました。アブシシン酸は、土壌中でも植物生育阻害活性を保つため、
除草剤としての効果が期待できます。

ヒマラヤシーダー

環境DNAで
農地の温室効果ガス発生に関わる微生物を探索

Identification of microorganisms involved in greenhouse gas
production from agricultural field by metagenomic analysis

土壌には、温室効果ガスを発生する
微生物がいます。
土壌環境中から抽出したDNAを用いて、
畑の窒素肥料中のアンモニアの硝化に、
アンモニア酸化古細菌とアンモニア酸化
細菌が大きく関与することがわかりまし
た。

独立行政法人 農業環境技術研究所

情報化学物質・生態機能リサーチ・プロジェクト

National Institute for Agro-Environmental Sciences
Research Project for Biological Interactions and Infochemicals
（tel: 029-838-8355, E-mail : kitamoto@affrc.go.jp)
プロジェクトリーダー(Leader) ： 北本 宏子 Kitamoto Hiroko
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農耕地における有害化学物質汚染の対策技術
Countermeasures against hazardous chemicals in agricultural soils

有害化学物質リスク管理リサーチプロジェクト
Research Project for Risk Management of Hazardous Chemicals
カドミウム・ヒ素や残留性有機汚染物質等の有害化学物質によるリスクを軽減するため、様々な対策技術を開発しています。
For mitigating the influences of hazardous chemicals including Cd, As and POPs, the measures for minimizing the
absorption of hazardous chemicals by agricultural corps are necessary.

有害化学物質の吸収抑制

Mitigating absorption of hazardous chemicals

玄米にカドミウムを蓄積しないコシヒカリを開発
●低カドミウムコシヒカリ（lcd-kmt1）は玄米に
カドミウムを蓄積しません

活性炭によるPOPｓの吸収抑制

●lcd-kmt1はコシヒカリと同等の
精玄米重、食味値を示しています

A

精玄米重

玄米カドミウム濃度

B

●活性炭を土壌に施用・混和し、POPs残留が少ないウリ科作物を生産します

食味値

LOQ:定量限界値
(<0.01mg kg-1)

活性炭

●POPsの汚染度に応じた最適な
活性炭の施用量を決定します

●DNAマーカーの増幅バンドの
違いから識別できます

草姿

活性炭

少

多

A:lcd-kmt1
B:コシヒカリ
C:lcd-kmt1 x
コシヒカリのF1個体

玄米外観形質

●活性炭によるPOPs吸収抑制効果の
持続性を確認します
活性炭施用による果実中濃度の残留率
（無添加区を100％としたときの相対値）

●lcd-kmt1はコシヒカリと同等の草姿、
玄米外観形質を示しています

ウリ科作物の生産

土壌への施用・混和

120%
1年目

100%

汚染農用地の土壌修復

40%
20%
0%
少量区

中量区

植物を利用したPOPsの浄化（ファイトレメディエーション）

カドミウム回収

ディルドリン吸収量
（µg / pot）

玄米カドミウム濃度

40～50％低減

カドミウム濃度 (mg/kg)

20～40％低減

根
茎葉

30
20
10
0

ラ

ック

水田の外へ
持ち出す
対称区 品種A
3作後

対称区 品種A
3作後

対称区 品種B
2作後

ブ

焼却
中干し後落水を継続し、
カドミウムの吸収を促進します

対称区 品種B
2作後

60日間栽培したズッキーニ
（ブラックトスカ）

POPs吸収能の品種間差

※ コストは、3作栽培して10aあたり約75万円。客土の1/7程度です。

土壌撹拌-排水処理による放射性セシウムの浄化

微生物を利用したPOPsの浄化（バイオレメディエーション）

●水と分散剤を水田に加え、放射性セシウムを高濃度に含む微細土壌粒子を分散
させて、土壌粒子と共に排水除去します
玄米の放射性セシウムは42％低減
除染前

除染後

●分解菌を集積した炭により土壌残留したHCHsを分解します
40
35

除染後ゼオライト施用

HCHs

80
60

分解菌集積炭
分解菌浸漬炭化素
材 1.5g(乾物相当・ HCHs汚染土壌 30g(乾土相当)
水分含率30%に調整
土壌に対して5%)

40
20

混和
0

土壌Cs‐137
⑤加圧ろ過装置による
水と粘土の分離

⑥排出された粘土

玄米Cs‐137

25℃、暗所で
２週間静置培養
(毎週撹拌後に水分調整）

玄米収量

※ 浄化後に栽培した水稲の収量への影響は軽微です。

カドミウムや放射性セシウムで汚染された水田を浄化する新しい二つの
技術を開発しました。これらは、安価で後作への影響が少なく、
幅広い汚染状況に適用できる実用的な技術です。
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各HCH濃度(mg/kg 乾土)

①ﾚｰｻﾞｰﾚﾍﾞﾙｾﾝｻｰ付き ②水の導入、分散剤散布、 ③ポンプによる濁水の排水
ﾄﾗｸﾀｰによる土壌解砕
土壌撹拌

除染効果 （非除染＝100）

100

④濁水の貯留、凝集剤
添加による粘土の沈殿

（1000g‐DW / m2）

●POPs吸収能の高い品種を選抜し、選抜された品種を栽培して土壌を浄化します
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土壌カドミウム濃度

乾燥

多量区

（300g‐DW / m2）

Remediation of contaminated agricultural soils

植物を利用したカドミウムの浄化（ファイトレメディエーション）
収穫

4年目

活性炭を土壌に施用することで、ウリ科作物によるPOPs
（残留性有機汚染物質）の吸収を抑制することが出来ます。

●カドミウム高吸収イネを連作して土壌を浄化します。汚染が広範囲に広がっている場合
に効果的です
カドミウム
高吸収イネ

3年目

60%

（100g‐DW / m2）

イオンビーム照射したコシヒカリから、玄米にカドミウムを蓄積しない個体
lcd-kmt1を選抜しました。玄米収量や食味値はコシヒカリ同等です。
DNAマーカーにより、新たな低カドミウムイネをデザインできます。

2年目

80%

36.30
32.06

初期濃度
control
treatment

n=3

30
67.1%

25

25℃, 静置

20

18.5%

13.56

15
1 0 .56

10

34.6%

10.76
10.78 76.1%
9.11
8.77

10.87 10.25
6 .71

5

2 .18

0
α

β

γ

δ

POPsが残留している土壌を浄化する新しい二つの技術を開発しました。
これらは、今後汚染現場への適用が見込まれる有望な技術です。

有害化学物質リスク管理リサーチ・プロジェクト

National Institute for Agro-Environmental Sciences
Research Project for Risk Management of Hazardous Chemicals
プロジェクトリーダー（Leader) ： 牧野知之 Makino Tomoyuki （tel ： 029-838-8314, E-mail ： t_makino@affrc.go.jp)
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農薬の毒性試験法および窒素溶脱予測モデルの開発
Developing a new method for toxicity assay and a model for predicting nitrogen leaching

化学物質環境動態・影響評価リサーチプロジェクト
Research Project (RP) for Environmental Risk Assessment of Nutrients and Organochemicals
本RPは、農業活動由来の様々な化学物質（農薬、栄養塩類など）を対象として、環境中におけるこれらの動態を予測する技術
を開発すると共に、これらの環境負荷が生態系に及ぼす影響を評価する手法を開発します。
This RP aims to develop techniques for predicting the environmental dynamics of agricultural activity–derived various
chemicals such as agro-chemicals, nutrients, and other substances, and develop methods for assessing the impact of
environmental loads of these chemicals on ecosystems.

河川水中の付着藻類5種同時毒性試験法
A method for 5 species simultaneous toxicity assay using riverine periphytic algae
わが国の河川生態系の一次生産者として優占
する付着藻類の代表種5種を選定し、効率的に
農薬の毒性試験を行うための新たな試験法を
開発しました。この試験法の詳細をマニュアル
にまとめて公開しました。
Achnanthidium

459

Amphora
Coccoreis
Cymbella

172
339
620

Cosmarium

77

Diatoma
Frustulia

317
164

密度 (cells/cm2)

分類群

属名

緑藻

Ankistrodesmus

279

Coleochaete
Desmodesmus
Stigeoclonium

470
836
295

シアノバクテリア

Lyngbya

221

Homoeothrix
Pseudanabaena

38
1572

Gomphonema

1312

全合計

17223

Navicula

4748

標準5種合計

10551

Nitzschia

2936

% 標準5種

Melosira
Meridion
Surirella
Synedra
Pinnularia
Rhoicosphenia

三角フラスコを用いた試験法を、マイクロプレートを用いた試験法に改変
藻類がフラスコ壁面に付着するため、付着藻類への適用が困難だったの
に対して、新試験法では、マイクロプレート底面に付着させた状態で生物
量の測定を行います。
1
影響を受ける種の割合

密度 (cells/cm2)

分類群 属名
珪藻

61%

470
90
372
604
312
519

長野県広井川における付着藻類調査結果
2012年の7月に行った調査では、選定した5種を含む属が
全藻類個体密度の6割以上を占めていました。

D. subspicatus

0.8

マニュアル表紙
農業環境技術研究所WEBサイトからPDFファイルが
ダウンロードできます。

N. palea

0.6

N. pelliculosa

0.4
P. galeata

0.2

A. minutissimum

0
1

10

100

1000

濃度 (µg/L)

種の感受性分布の解析例
3,5-ジクロロフェノールを用いた毒性試験データによる解析例を
10000 示します。この曲線から、例えば濃度が1000 µg/Lのとき54%の
種が影響を受けるなど、生態リスクの大きさを定量化できます。

黒ボク土畑からの窒素溶脱予測モデル
Predicting nitrogen leaching from upland Andisol fields
日本の畑面積の約半分を占める黒ボク土からの窒素溶脱を定量的に評価するため、土壌有機物の
中長期的な動態や硝酸イオン吸着などを考慮したモデル（改良LEACHM）を開発しました。
1987/04/13

1 – fe

μH

CO2

腐植C

fe

μR

1988/05/17

1988/12/03

1989/06/21

1990/01/07

1990/07/26

1991/02/11

1 – fe

fefh
fe (1 – fh)

μR_D
μR_R

μH

0

腐植C 不活性C
fefh

fe

fe (1 – fh)
易分解性C
作物残渣
難分解性C

作物残渣C
微生物バイオマスC

改良後

NO3– 水

水 NO3–
作土層
のKd
耕盤層
のKd
下層土
のKd

微生物バイオマスC
作物残渣（地上部 + 根）C

オリジナル

作物残渣（地上部 + 根）C

μR及びμH：作物残渣炭素（C）プール及び腐植Cプールの無機化速度定数
fe及びfh ：作物残渣Cの分解生成物を、CO2-C : 微生物バイオマスC : 腐
植C = 1 – fe : fe (1 – fh) : fefhの割合で分配する定数

Kd, 硝酸イオン（NO3–）
の固液分配係数

＜硝酸イオン吸着＞
黒ボク土中の水移動に対
するNO3–の遅れを表現（文
献値に基づく重回帰分析に
よりNO3–移動の遅延を推
定する経験式を作成し、こ
の式から層別に異なるKd
値を設定）

独立行政法人 農業環境技術研究所

‐50
50

100
100

‐100
100
腐植質黒ボク土畑
化学肥料連用
長期ライシメータ試験

実測値
改良版 (RMSE = 7.5)
オリジナル版 (RMSE = 20.4)

80
80

‐150
150

60
60

200
‐200

40
40
20
20
00
0
1987/04/13
50 30

LEACHM内のモデル基本構造の改良及びパラメータ設定の概要
有機物動態及び硝酸イオン吸着に関わるモデル改良とパラメータ設定を行いました。
＜土壌有機物動態＞
1) 作物残渣炭素（C）プール内に、易分解性及び難分解性プー
ルを作成し、それぞれ、異なる無機化速度定数（μR_D及び
μR_R）を設定; 2) 非黒ボク土の腐植Cプール内に、分解されな
い不活性Cプールを作成; 3) 腐植Cプールについて、黒ボク土
と非黒ボク土で異なるμHを設定; 4) 土壌の粘土含量の関数と
してfeを設定; 5) 作物残渣根のC/N比は、作物毎に異なる値を
入力できるように改良

120
120

日降水量 (mm)

CO2

1987/10/30

改良後
浸透水中の窒素 (NO3-N + NH4-N) 濃度 (mg L−1)

オリジナル

陸稲

200
1987/10/30
300
キャベツ

400
1988/05/17
50 180

75
サトイモ

600
800
1988/12/03
1989/06/21
積算日数

1000
1990/01/07

70 30 210 60 60
陸稲

キャベツ

1200
1990/07/26
100 50

1400
1991/02/11

（施肥N量 kg ha–1）

陸稲

黒ボク土畑からの浸透水中の無機態窒素濃度の実測値とオリジナル及び改良
LEACHMモデルによる予測値の比較
改良LEACHMによる予測誤差の大きさ（RMSE）は、オリジナル版と比べて約3分
の1となり、予測精度が大きく向上しました。なお、非黒ボク土（砂丘未熟土）畑にお
けるモデル改良前後のRMSE値がほぼ同じであることも別途確認しています。改
良LEACHMは、黒ボク土と非黒ボク土を共に含むような農業流域内において、圃
場レベルでの窒素溶脱を定量的に評価するツールとしての利用が期待されます。

化学物質環境動態・影響評価リサーチ・プロジェクト

National Institute for Agro-Environmental Sciences
Research Project for Environmental Risk Assessment of Nutrients and Organochemicals
（tel: 029-838-8326, E-mail : sadao@affrc.go.jp)
プロジェクトリーダー(Leader) ： 江口 定夫 EGUCHI Sadao
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リモートセンシングとフラックス観測による農業生態系
の広域的監視と予測
Assessing agro-ecosystem dynamics using remote sensing and flux measurements

農業空間情報・ガスフラックスモニタリングリサーチプロジェクト
Research Project for Ecosystem Monitoring
地球観測衛星データや地上でのフラックス観測ネットワークを用いて農業生態系の動態を広域的に監視・予測するための
先進的な手法やシステムの開発を進めています。 This RP develops advanced methods and systems for monitoring
and predicting the spatio-temporal changes in ecosystem dynamics using remote sensing and flux measurements.

農業の変動を広域監視するリモートセンシング・GIS手法を開発
Innovative Remote Sensing・GIS for Agro-Informatics
地球観測衛星等を用いて土地利用、作物成長、土壌特性等の農業生態系情報を精度よく広域的に評価するための新規リモートセンシング手法を開発して
います。主要作物の生育状況や地球規模で環境動態を把握するためには、地球観測衛星等を利用した広域的な地理情報解析（GIS）が役立ちます。

MODIS

MODIS衛星は空間解像度は粗いものの、10年以上にわたって地球全体を毎日観測しています。
8月3日時点での予測
MODIS Prediction as of DOY215

MODIS 衛 星 の
画像による植生
指数からトウモ
ロコシの成長を
分析

干ばつ年

9月20日時点での予測

USDA 統計データ

Prediction as of DOY263

USDA/NASS Statistical data

2011

2011

2011

2012

2012

2012

http://gaenview.dc.affrc.go.jp/hp_public/html/

タイの雨季と乾季が一目瞭然
2000年から
8日毎に世界
の環境を閲
覧できます

ＰＣからだれでも見られる、MODIS衛星による「世界の農業環境閲覧システム： GAEN-View。全世界
を対象に8日毎に新しい画像データが追加されていきます。「GAEN-View」で検索、または農環研ＨＰ
にあるリンクからアクセスしてください。
千葉県北部
植生地図
データの水田：
1980年ごろ

豊作年

2013

2013

高解像度
人工衛星画像：
2014年5月

なくなっている
建物
狭い水田

2013

Percent change from average yield (%)

Percent change from average yield (%)

水を張った
水田

Percent change from average yield (%)

2003～2011年の平均単位を平年値とした場合の作況マップ
Percent change from average yield (%)

植生は赤で
表示しています

狭い水田（幅約100m以内）
広い水田

MODIS衛星の画像の解析によるアメリカのトウモロコシ収量予測：毎年のアメリカ農務省による統計データ
の発表より前に収量を予測します。

地理情報解析（GIS）により検出した狭い水田（左）の耕作放棄を人工衛星画像（右）で確認し、谷津田
のように狭いながらも広く分布する水田の存続を広域的にモニタリングする技術を開発しています。

地上観測・衛星データを連携して生態系動態を監視

Dynamic Ecosystem Monitoring System

ガスフラックス等の実験測定及び地上観測ネットワークによるデータを体系的に収集し、農業生態系の変動や作物の生産性を広域的かつ動的に監視・予測
するシステムを構築しています。衛星画像と合わせ炭素収支やガスフラックス変化の解明と、広域的評価につなげるためのモデル開発を進めています。
←Skye

分光放射計 ↑
←WiFi

EC・気象
センサー→
80˚

90˚

100˚

110˚

120˚

130˚

140˚

150˚

50˚

EC・気象
センサー→

160˚
50˚

40˚

pnk
tjk

ddk

pmj

水田サイト（つくば市/農家圃場） 畑地サイト（九州沖縄農業研究
センター構内圃場）

ckj

30˚

30˚

pmb
dpt
dtt pst
ctt
prt stt
Realtime: 10
Manual:
3
Available: 3

0˚
80˚

90˚

100˚

草地サイト（畜産草地研究
所那須研究拠点）

20˚

10˚

110˚

120˚

130˚

140˚

150˚

マイナス値
はＣＯ2吸収

10˚

0˚
160˚

蒸発散量
lE(W m-2)
AR (%)
時間 (Time of day)

CO2吸収量
Fc(mg m-2s-1)
AR (%)
時間 (Time of day)

生態系CO2フラックス

20˚

分光放射計
↓

モデム・
←Wifi
antenn
ルータ→
a
↑
ロガー

dmj,mmj
ghj
40˚

WEB
カメラ→

野外でガスフラックスを測る
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日本：水田

冬

夏

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
バングラデシュ：水田

Aerodyne for CO2
13 CO2, CO 18 O , CO

17 O

研究室での土壌・植物からの
ガス交換測定
二期作

アジア各地から農環研に送信されてくるガスフラックス等の準リアルタイム継続
モニタリングデータと測定誤差の評価 （２０１４年１０月１６日時点）

● 農業生態系のCO2フラックスや蒸発散量、植物生産性等の即時・連続評価やそ
の広域評価を実現し、水資源、作物生育・収量などの診断や予報に貢献します。
● CO2等のフラックス、微気象、地上リモートセンシング、衛星画像、観察画像等の
データを、多地点からオンラインで、準リアルタイムかつ連続的に収集し、体系的
に管理しデータベース化し、共同研究者に配布しています。
● アジアの主要な農業生態系である水田や気候変動に対して脆弱性の高い生態
系に着目して、渦相関法や精密連続チェンバ法等を駆使して、ガスフラックスの
動態、プロセス、メカニズムを明らかにしています。
● また、それを広域評価に結びつけるためのモデル開発を進めています。

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

高解像度衛星画像 （緑、赤、近赤外の波長を
農地からのガスフラックスの継続モニタリング 青、緑、赤に割りつけて表示。植物量が多い
ほど赤く見える）。
データ（２００８年～２０１３年）
黄から赤く表示されて
いる圃場は水稲がよく
成長していてＣＯ2を吸
収しています

GPP(gC m-2d-1)

ガスフラックス測定値と高解像度衛星画像データのモデル化に基づく水田の植物総生産量（ＧＰＰ）推定図

独立行政法人 農業環境技術研究所

農業空間情報・ガスフラックスモニタリングリサーチ・プロジェクト

National Institute for Agro-Environmental Sciences
Research Project for Ecosystem Monitoring
プロジェクトリーダー(Leader) ：Ｄ．スプレイグ David Sprague
（tel: 029-838-8226, E-mail : sprague@niaes.affrc.go.jp)
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農業環境資源情報の蓄積とその発信
Storage of Information concerning Natural Resources in Agriculture and Public Announcement

農業環境情報・資源分類リサーチプロジェクト
Research Project for Agro-Environmental Information and Classification of Environmental Resources
農業環境情報・資源分類RPは、農業環境資源の個別データベース整備とそのデータ活用手法の開発、農業環境中の放射性物
質のモニタリング、統合データベースの構築、総合的環境影響評価（エコバランス評価）手法の開発の研究を行います。
We are strategically collecting various kinds of agro-environmental information and developing an integrated database.

包括的土壌分類に基づく土壌図の作成

野外でスマートフォンを用い土壌情報を簡単利用

Soil Mapping for Every Land Use

Brief Use of Soil Information by Smartphone outside

e-土壌図”の操作画面とアプリロゴ
A；一般地図を背景図とした土壌図とアプリ機能の表示
B；衛星画像を背景図とした土壌図の表示
C；土壌情報閲覧システムへの接続画面
D；位置情報付きのメモや写真の編集画面

我々は農地や森林など様々な土地利用を対象とした「包括的土壌
分類体系第１次試案」を2011年に出版しました。本試案を用いた
日本全国の土壌図作成の完成が近づいてきました。全国の土壌
を統一的に対象にした環境問題などに対応可能な土壌データの
提供ができます。

フィールドで土壌情報を利活用するため、iOS/Android用アプリ“e-土壌
図”を開発しました。“e-土壌図”はiOS/Android用タブレット端末搭載GPS
により、土壌図を簡単に検索・表示できます。

農耕地eDNAデータベース（eDDASs）

農業環境中の放射性物質のモニタリング

eDNA Database for Agricultural Soils

Monitoring Substances in Agro-Environment

検索したサンプルのPCR-DGGE画像の表示
左上：PCR-DGGE画像の生データの写真およびレーン7のデジタル化表示
右上：サンプル採取地点の表示
下 ：サンプル関連情報とバンドパターンに基づく多様性指数も表示

全国の農耕地土壌の理化学性に生物性の情報を加え、簡単に利用でき
る「農耕地eDNAデータベース（eDDASs）」を開発しました。eDDASsでは、
これまで解析が困難とされてきた土壌中の生物に関する情報をDNAバー
コード情報としてみることができます。

独立行政法人 農業環境技術研究所

農環研では、米、小麦、農耕地土壌における全国の90Srと137Csの濃度を、
1959年より継続して、長期にわたって調査しています。また、福島県周辺
の原発事故由来の放射性物質の濃度を測定し、農地土壌の放射性物質
濃度分布図を作成しました。これらの結果は、当初の米栽培の指針や除
染計画の策定などに活用され、高く評価されました。

農業環境情報・資源分類リサーチ・プロジェクト

National Institute for Agro-Environmental Sciences Research Project for Agro-Environmental Information and Classification of Environmental Resources
（tel: 029-838-8348, E-mail : yosimatu@affrc.go.jp)
プロジェクトリーダー(Leader) ： 吉松 慎一 Shin-ichi Yoshimatsu
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National Institute for Agro-Environmental Sciences

独立行政法人

農業環境技術研究所

〒305-8604 茨城県つくば市観音台 3-1-3 Tel. 029-838-8148 Fax. 029-838-8199
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