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研究トピックス
Research topics

施肥量に対して発生する亜酸化窒素の量は
現在の IPCCの見積よりも低い

世界の発生量データベースの解析から推定

地球環境部

温室効果ガスである亜酸化窒素（N2O）の全発生量の

24％は、農耕地土壌から発生したものと推定されており、

その発生量の正確な評価が地球温暖化防止の施策決定上重

要です。2006 年には、国別温室効果ガス排出量の算定基準

となっている「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」の

国別温室効果ガス発生目録ガイドライン（IPCC ガイドライ

ン）が見直され、改訂が行われます。しかしながら、現在

の算定方法では、水田から直接発生するN2O の排出係数は

畑や草地の排出係数と同じとされています。また、農耕地

から溶脱により間接発生するN2O については現在の排出係

数が過大評価である可能性があります。

そこで、世界の水田における N2O 発生の実測データ 149

件を収集し、解析した結果、窒素肥料に由来する N2O の平

均発生率は施肥窒素量の 0.31% であり、現在の IPCC ガイ

ドライン値（1.25%）よりも著しく低いことが明らかにな

りました（下表）。また、間接発生についても、地下水や

表面流去水における亜酸化窒素の発生率は、硝酸態窒素量

の 0.24% と推定され、現在の推定値（1.5%）よりも著しく

低い値でした。この値に、河川および沿岸域における既存

の排出係数（それぞれ、0.75％および 0.25％）を加えた溶

脱による N2O 間接発生の排出係数は 1.24% と見積もられ

ました。

東・東南アジアでは、最近の 40 年間に人口が 2倍に増

加し、また近年の経済発展により食料需要が増大していま

す。この間、窒素肥料使用量が 20 倍に増加し、これにより

人口増加率を上回る作物生産量の増加が実現しました。し

かし、窒素肥料の多用は、一部の地域において深刻な地下

水の硝酸汚染、河川・湖沼の富栄養化をもたらしています。

私たちは、FAOなどの統計データと窒素収支モデルに基づ

いて、各国の窒素負荷量と水質汚染を推定し、また、将来

の食物需要に関する予測モデルを作成して、この地域の将

来の窒素負荷の変化を試算しました。

食料生産・消費は人口の変化に加えて経済的な変化に大

きく支配されます。東アジアの多くの国において、一人当

たりの肉消費量はGDP の増加に伴って増加し、一方米の消

費はGDP の増加と共に減少しています。これらの傾向に基

づいて、国毎、食料の種類毎に一人当たりの消費量と GDP

から推定する式を作成し、更に 2020 年までの人口の増加、

GDP成長の予測に基づいて、2020 までの窒素収支を見積も

りました。2020 年には、畜産品消費量、作物生産量が大き

く増加し、必要な窒素肥料は 1.41 ～ 1.61 倍に増加すると

推定され、深刻な汚染地域が広範囲に拡大すると予測され

ました（下図）。

食料生産・消費拡大がもたらす
東・東南アジアの水質変動の予測

世界の水田からのN2O の発生係数（%）*
水管理 平均発生率（%） データ数
常時湛水 0.22 16
中干しあり 0.37 23
すべての水管理 0.31 39
* 施肥した窒素に由来するN2O の発生割合
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地下水中窒素濃度分布の 2000 年の推定 （a）
および 2020 年の予測 （b）
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農業景観調査情報システム（RuLIS）による
農業生態系のタイプ区分（利根川流域の水田を中心とした地域）

導入天敵昆虫等の生態系影響評価 1次基準

生物環境安全部

農業景観調査情報システム
生物多様性を客観的に評価するためのフレーム

都市近郊における農林地の改廃や、過疎化・高齢化・兼

業化による里山や水田など二次的自然の管理放棄など、農

林業の衰退によって多くの生物種が絶滅に瀕していると言

われ、生物多様性の保全という視点から適切な農林業のあ

り方が模索されています。すなわち、国土全体を対象に、

農林業と生物多様性の関係を、その変化に基づいて包括的

かつ客観的に評価する必要があります。しかし、わが国の

国土は南北に長く、多様な風土のもと様々な動植物が見ら

れるため、国土全体の生物多様性を評価することが難しく、

個別の地域、個別の生物種を対象とした検討が進められて

いるに過ぎません。

このような問題意識に基づいて、農林業と生物多様性

の関係を包括的かつ客観的に評価するためのフレームとし

て、農業景観調査情報システム RuLIS（Rural Landscape 

Information System）を構築しました。RuLIS は、国土全体

の生態系を統計的な手法により 60 の景観タイプ（クラス）

に区分し、各景観タイプの代表的な地点を統計的に抽出し

てモニタリング地区を定め、各地区において種、生態系、

景観にわたる詳細なデータを体系的、効果的に収集・蓄積・

利用するための枠組みです。現在、利根川流域の水田を中

心とした生態系を対象に RuLIS を用いた調査・解析を進め

ています。その結果、例えば、利根川下流の台地谷津田景

観（クラス 67）では、最近の約 25 年間で、チョウ類の生

息に重要な「水田－のり面（草地）ー森林」の組み合わせ

からなる景観構造が顕著に減少していることなどがわかっ

てきました。

近年、外来生物の生態系に与える影響が問題となってい

ますが、外来生物の中には、多くの農作物やミツバチなど

のように、私たちの生活に必要な生物がいます。導入天敵

昆虫等（ダニ類を含む）も、海外からの侵入害虫を防除す

るために輸入・利用していますが、外来生物であることから、

わが国の生態系影響を評価すべきです。そこで、導入天敵

昆虫類の生態系影響の定量的評価法を開発し、輸入の判断

基準を提示しました。

生態系影響を評価するため、「定着、分散性、寄主範囲」

の評価項目からなる 1次基準と、「稀少種や地域固有種への

直接影響、近縁天敵との競争、近似種との交雑」の項目か

らなる 2次基準を作成しました。各項目は、可能性（L）と

程度（M）に分割した 5段階評価です。1次基準による L×

Mの和が 1次指標、 2 次基準による L×Mとの総和が総合

指標です。各種導入天敵の指標を計算すると、生態系影響

の報告がない種は、1次指標が 40 以下で、影響がある種は

総合指標が 80 を超えていました。そこで、1次指標が 40

以下の種は、輸入可能とする、1次指標が 40 を超える種に

ついては、2次基準に従い評価を行い、総合指標が 80 以下

の種は、注意して使用し、80 を超える種は、輸入禁止か、

野外に逃げない対策を取るとの判断を提示します。

導入天敵昆虫等の新たな生態系影響評価方法
と導入判断基準

導入天敵昆虫等の輸入・利用の判断基準を提示

クラス64 内陸部水田景観

クラス66 下流域低地水田景観

クラス67 下流域台地谷津田景観

クラス68 下流域台地市街化景観

凡例

導入天敵昆虫等の生態系影響評価 2次基準

L:生態系影響の可能性
L 定着（可能性） 分散性（導入ステージの余命） 寄主範囲（天敵の摂取量 体長）
1 越冬、越夏不能 1週間未満 1mm未満
2 年 1化、休眠性なし 1週間以上 2週間未満 1mm以上 3mm未満
3 年 2化以上、休眠性なし 2週間以上 3週未満 3mm以上 5mm未満
4 年 1化。休眠性有り 3週間以上 4週間未満 5mm以上 10mm未満
5 年 2化以上。休眠性有り 1ヶ月以上 10mm以上
M: 生態系影響の程度
M 定着 分散性（導入ステージの移動速度） 寄主範囲（標的種との関係）
1 ごく限られた地域だけ 10cm/s 未満（無風、以下同じ） 同属の種
2 10%未満の地域 10cm/s 以上 50cm/s 未満 同科の種
3 10 以上 25%未満の地域 50cm/s 以上 1m/s 未満 同目の種
4 25 以上 50%未満の地域 1m/s 以上 2m/s 未満 同綱の種
5 50%以上の地域 2m/s 以上 門内あるいは門をまたがる

L: 生態系影響の可能性
L 稀少種や地域固有種への直接影響 近縁天敵との競争 近似種との交雑
1 生息場所・時期が異なる 寄主範囲が重ならない なし
2 生息場所・時期が重なることがある 寄主範囲が一部重複 種間交雑率が低い
3 生息場所・時期が常に一部重なる 寄主範囲が 50％程度重複 種間交雑率高、雑種性比が偏る
4 生息場所・時期が 5割程度重なる 寄主範囲が大部分重複 種間交雑率高、雑種性比は 1：1
5 生息場所・時期が完全に一致する 寄主範囲がほぼ一致 種間雑種は、親より強勢
M: 生態系影響の程度
M 稀少種や地域固有種への直接影響 近縁天敵との競争 近似種との交雑
1 希少種等は寄主となりえない 常に勝敗に優劣なし /劣勢 形態的な差が大きい
2 希少種等の近縁種+30 種以上が寄主 寄主の存在下で共存 雌雄交信信号に種間差がある
3 希少種等の近縁種+10 以上 30 種未満が寄主 1-2 種に対しては勝利 近似種の雌が多回交尾可能
4 希少種等の近縁種+10 種未満が寄主 数種の相手に勝利 近似種の雌が 1世代に 2-3 回交尾
5 標的種より希少種の近縁種を好む 広い範囲の相手に勝利可 近似種の雌は 1世代に 1回交尾
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化学環境部

珪藻の除草剤感受性検定のための従来法と
開発した方法の所要期間の比較

トリアジン系除草剤の無毒化の模式図

珪藻の除草剤感受性を簡単に検定する技術
珪藻の群集をそのまま使う

農薬は、農業において病害虫や雑草を防除するために、

とても大切な道具です。しかし、それが一旦農地から自然

生態系に流れ出ると、そこに住んでいる生物たちに悪い影

響を与える危険性があります。このように自然環境を汚染

する農薬をどのようにしたら無害化（環境修復）できるで

しょうか。このため、土壌中の微生物（細菌）を利用した

環境修復技術の開発に取り組みました。

除草剤として使われているトリアジン系農薬にはいくつ

かの種類があります。この農薬を連続的に土壌に添加する

「土壌環流法」を利用して、メチルチオトリアジンを分解す

る細菌（FJ 株）とクロロトリアジンを分解する細菌（CDB21

株）を単離しました。FJ 株は、メチルチオトリアジンを 2-

ヒドロキシ体にまで分解できます。しかし、二酸化炭素な

どの無機化合物まで分解できませんし、クロロトリアジン

も分解できません。一方、CDB21 株は、クロロトリアジン

系除草剤を無機化合物まで分解できます。そこで、それら

2つ細菌を、特殊に加工した木炭の中に一緒に住まわせて、

これら 2種類のトリアジン系農薬を同時に分解・無機化す

ることができるようにしました。今後は、さらに有効な細

菌の探索とともに、実用場面での環境修復技術として確立

していきます。

農薬の河川や湖沼などの生態系への影響は、世界共通の

単一の藻類（緑藻）を用いた急性毒性試験で評価しています。

しかし、水田と直結したわが国の河川における重要な藻類

は、緑藻ではなく珪藻であり、複数の種（群集）が住んで

います。また、その群集も河川によって大きく異なります

ので、現在の方法では、実際の生態系への農薬の影響を正

しく判断するのは難しいと考えられます。さらに、単一の

藻類を使うためには、単離や培養のための複数の作業が必

要なので、多大な労力と時間が必要です。そこで、河川や

水田の珪藻を群集のまま使って、除草剤感受性を簡単に検

定する技術を開発しました。

河川の場合は、珪藻の群集を石の表面からこすり取って、

遠心分離や洗浄をした後、直接除草剤感受性を検定します。

水田の場合は、土壌中の珪藻を短期間前培養してから、同

様に感受性を検定します。除草剤の感受性検定は、処理し

て 1~3 日後の珪藻の生長速度の阻害をクロロフィル aの吸

光度で測定します。この方法により、従来法の試験期間が、

1~2 ヶ月以上かかっていたのに対して、河川では 1週間、

水田でも 2週間以内であり、労力も合わせて大幅に効率化

できるとともに、簡単に検定することができます。また、

この方法によって得られた結果は、従来法で得られたもの

と同様の傾向を示すこともわかりました。

トリアジン系農薬を完全分解できる
微生物の組み合わせ

土壌中の微生物の力で農薬を無害なものにする

培養株の調整
（1～2ヶ月）

採集 感受性検定

感受性検定

採集 前培養 感受性検定
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ページ表示画面

農業環境インベントリーセンター 環境化学分析センター

「三橋ノート」の画像データベースの作成と公開
明治時代から昭和20年代までの昆虫文献情報のWeb公開

農業環境インベントリーセンターには、故三橋信治氏 *

がその生涯をかけて作成した文献目録「三橋ノート」（全

474 冊、推定 50,000 ページ）が保管されています。この目

録は、明治時代から昭和 20 年代後半までの昆虫に関する

国内の主要な文献中に記載され昆虫の学名および和名と文

献の書誌情報を、昆虫の分類群毎に整理したものです。最

近のデータベースでは入手することができない明治期以来

の情報を得ることができるので、昆虫の分布や発生状況の

変遷などを調べるうえで今日においても有用です。また、

古い文献情報を必要とする分類研究においては特に利用価

値は高いものです。その有効活用を図るため、トンボ類約

300 種、チョウ類約 650 種、ガ類約 5,300 種について、明

治時代から昭和 20 年代後半までの文献書誌情報（著者名、

タイトル、書名、巻、号、頁、発行年など）の画像データベー

スを作成し、キーワードによる検索機能を付加してWeb上

（http://mitsuhashi.niaes.affrc.go.jp）に公開しました。今後、

残りの情報を順次公開する予定です。

*三橋信治（1878~1952）: 明治 32 年 6 月札幌農学校入学、同校に勤務、同 40

年青森県農事試験場技手、大正元年から昭和 24 年まで東大農学部に勤務し、昆

虫分類の研究に従事。その間、農商務省農事試験場（現 農業環境技術研究所）

に嘱託として一時籍を置いたことがある。

 放射性ヨウ素は甲状腺に蓄積し、人体に放射線障害をも

たらす最も危険な放射性同位元素のひとつです。水田土壌

では畑や森林に比べ、ヨウ素濃度が低い傾向にあります。

ヨウ素は存在形態によって挙動が大きく異なることから、

水田では動きやすい形態になっている可能性が考えられま

す。そこで大型放射光施設 SPring-8 で X 線吸収スペクトル

近傍構造（X-ray absorption near-edge structure, XANES）

という手法を使い、水田土壌にヨウ素酸イオンとして添加

したヨウ素が形態変化するかを調べました。ヨウ素の酸化

数が異なると、吸収スペクトルの形が異なるので、スペク

トルの形から土壌中ヨウ素がどの形態で存在しているかが

わかります。

 水田土壌でヨウ素濃度が低いのは、湛水期に微生物活動

によって酸素が消費され、土壌が還元状態になることが原

因であることがわかりました。土壌が還元状態になると、

ヨウ素酸イオン（IO3-）が土壌に保持されにくいヨウ化物イ

オン（I-）の形態となることから、ヨウ素が土壌水に溶脱し

てしまうのです。このような形態変化は、土壌を滅菌する

とおこりません。以上の結果は、原子力施設の事故等の緊

急時に放射性ヨウ素が環境をどのように汚染していくかを

予測するための基礎データとして活用できます。

XANESを用いた非破壊形態分析による
水田土壌中ヨウ素溶脱機構の解明

IO3- I2
+土壌有機物

水系に流出

I-

Eh低下

IO3-
ヨウ素の降下

I-
（蓄積）

有機態ヨウ素

湛水状態の水田土壌におけるヨウ素の形態変化


