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全球作物収量データベース
世界の主要生産地域における過去 25 年間の

主要作物の推定収量をデータベース化

気候変化が世界の作物収量に及ぼす影響の評価
や、気象情報を利用した作物収量の世界規模での予
測手法の開発のためには、高解像度でのメッシュ化
が進む気象データと対応付けが可能な、作物収量の
詳細な地理分布の情報が不可欠です。これまで、世
界規模の作物収量データは、国際連合食糧農業機関

（FAO）の国別統計値に限られ、より詳細な空間解像
度で世界（全球）を網羅したデータはありませんでし
た。そこで、FAO の国別収量統計値と衛星観測で得
られた作物別の植生指数（純一次生産量に対応する）
などを組み合わせて、気象庁の長期再解析気象デー
タと同じ約 120km のメッシュごとに、主要 4 作物（イ
ネ、コムギ、トウモロコシ、ダイズ）の 1982～2006 年
の収量を推定し、「全球作物収量データベース」とし
て整備しました。本データベースを利用することで、
一つの国の中でも収量に地域差があることや、近年、
いくつかの地域で収量の年々変動が増大し、収量が
不安定化していることが明らかになりました（図）。本
データベースの推定収量は、主要生産地域では収量
統計値と比較し、その信頼性を確認済みです。しかし、
対象作物の栽培面積が小さい地域（メッシュ）につい
ては、推定収量の信頼性をさらに検証したうえで使用
する必要があります。

メタンは水田から排出される温室効果ガスです。
現在土壌タイプ等によって定める排出係数を用いて
推定されているメタン排出量は、圃場の排水条件や
気象の影響を反映できていません。

そこで、全国の水田について、新たに作成した土
壌、気象および栽培管理のデータベースを数理モデ
ル（DNDC-Rice）に入力してコンピュータで計算させ、
圃場条件や気象の影響を反映したメタン排出量を詳
細に推定しました。その結果、水田 10～20 枚程度を
単位とするメタン排出量の詳細な分布が推定され、地
域による傾向も明らかになりました。また、北海道の
水田において水管理改良による排出削減効果を計算
すると、中干し日数を増やすことでメタン排出量を最
大 37%（総量として1 万 8 千トン）削減できると推定
されました。

このように、詳細なデータベースと数理モデルによ
り、全国の水田から排出されるメタンの精緻な推定が
できます。さらに、水管理の改良によるメタン排出削
減効果や将来の気候変動がメタン排出量に及ぼす影
響を予測することもでき、農業分野からの温室効果ガ
ス排出量の削減に貢献します。

全国のメタン排出量を詳細に推定
水田のデータベースと数理モデルにより計算

数理モデルによるメタン排出量推定の概要（上）と
水田での中干しの効果（下）

（ただし、中干し日数を増やす場合は、気象との関係により低温障害、高温
障害等のリスクに留意する必要があります。）

近年のコメ収量の不安定性
コメの年間収量について、1982～1993年の変動係数（標準偏差÷平均値
×100）と1994～2006年の変動係数の差を示す。正値（暖色）は、近年、収量
の年々変動が増大（収量が不安定化）した地域。薄い灰色はデータがない
地域、濃い灰色はほとんど生産されていない地域。

赤い円の大きさは、1人の調査員が10分間に採集した個体数を表す。2006
年には湖岸の45.6%、2012年には湖岸の83.2%でカワヒバリガイの生息が
確認された。

図1（上）A: カワヒバリガイ、B: 霞ヶ
浦湖岸で採集されたカワヒバリガ
イ集団
図2（右）霞ヶ浦湖岸におけるカワ
ヒバリガイの調査地点別生息密度

霞ヶ浦におけるカワヒバリガイの分布拡大

カワヒバリガイ（図 1）は 1990 年代に西日本に侵入
した中国・朝鮮半島原産の付着性二枚貝で、環境省
により特定外来生物に指定されています。関東地方
では 2005 年に初めて生息が確認され、霞ヶ浦では
2006 年の調査で湖岸の約 1/2 にまで分布が広がって
いることが判明しました。しかしその後は広範囲の
定量調査は十分行われておらず、分布や密度が拡大
傾向にあるのかどうかは不明のままでした。そこで、
2012 年 5月～6月に霞ヶ浦の湖岸全域でカワヒバリ
ガイの生息状況を調査したところ、調査 125 地点のう
ち104 地点（83.2%）で見つかり、採集個体数は 2006
年と比較すると平均 3.8 倍に増加していました（図 2）。
また、6 年間の分布拡大距離は推定約 10kmとなり、
これを元に計算すると、6 年後の 2018 年には霞ヶ浦
の湖岸すべてで 99%以上の確率でカワヒバリガイが
定着すると予測されました。

これらの結果は霞ヶ浦全域にカワヒバリガイが急
速に拡大・増加しつつあることを示しています。霞ヶ
浦の水は茨城県南部を中心とする広い範囲で利用さ
れており、一部地域ではすでにカワヒバリガイの発生
に伴う通水障害などが発生しています。水利用の現
場においては、新たな侵入を監視するとともに、既に
定着している地域では密度に応じた被害対策が必要
になると考えられます。

微生物農薬を用いた植物病害の生物的防除は、化
学合成農薬の使用量削減につながり、環境保全型農
業の推進に役立ちますが、防除が困難とされる土壌
病害に対して開発された微生物農薬の種類は少な
く、更なる開発が求められています。

当研究所では、保有する作物生息微生物インベント
リーの健全トマト生息微生物群の中から、トマトの重
要土壌病害である根腐萎凋病に対して抑制効果を示
すPaenibacillus 属細菌 2 菌株を選抜することに成功
しました。これら細菌株を定植前のトマト苗の根部
に灌注しておくことで、根腐萎凋病の特徴である根部
の褐変が軽減され、圃場でも本病の発生を有意に抑
制できることが確認されました（図）。これら2 菌株の
特徴は、①病原菌に直接的な抗菌活性を示さないこ
と、②根面への定着能が高いこと、③処理した根部で
低分子抗菌性成分の蓄積が見られること、さらに、④
根部処理で植物体の根や葉における病害抵抗性関連
タンパク質遺伝子の発現が有意に高まること等から、
細菌が根部に定着することで、丁度免疫力が高まった
かのように植物の病害抵抗性が全身的に誘導され、
発病が抑制されると考えられました。また、これらの
菌株は、生存性が優れ大量培養も容易なことから、適
用がある農薬の種類が少ない土壌病害に対する新
たな微生物農薬の開発に役立つ可能性が期待され
ます。

植物の抵抗性を高め土壌病害を防ぐ細菌株

 

～気候変動対策に貢献する研究～ ～生物多様性および生態機能の解明～

微生物インベントリ- 保存菌株（Paenibacillus  sp. 12HD2 株）
の処理（右側）によるトマト根部の褐変の抑制。左側は対照発
病根
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水稲根を覆う鉄プラーク上では、 
ヒ素の不溶化が促進される

植物群落のクロロフィル量の広域評価
リモートセンシングによる高精度汎用評価モデルを開発

日本人が摂取するヒ素のうち、農作物に関してはコ
メの寄与が高いことから、ヒ素摂取量を下げるには、
水稲のヒ素吸収低減が有効です。そこで、ヒ素を吸着
する水稲根の鉄プラークに着目しました。鉄プラーク
は、土壌から溶け出した鉄が根の周りに沈着して形成
されます。ヒ素は、水田の水管理によって形態が変化
するため、湛水期間中（還元状態）と落水後（還元から
酸化への移行時期）の根周辺のヒ素の形態を比較し、
鉄プラークの働きを調べました。

水田から、水稲根を含むように土壌を採取し、土壌
薄片を作成しました。シンクロトロン放射光源マイク
ロビーム蛍光 X 線分析装置を利用し、土壌薄片のヒ素
と鉄の分布を調べました。また、X 線吸収スペクトル
微細構造から、ヒ素の形態を解析しました。

湛水期間中、土壌中のヒ素は、土壌溶液に溶けやす
い「亜ヒ酸」が主体です。鉄プラーク上にも亜ヒ酸の
形態で存在しますが、鉄プラークの亜ヒ酸の吸着力が
弱いため、根の先端から亜ヒ酸が吸収されていること
が確認されました。

落水後もヒ素は鉄プラーク上に集積していました
が、その多くは水に溶けにくい「ヒ酸」の形態に変化し
ていました。この変化は土壌中より速く進み、鉄プラー
ク上ではヒ素の不溶化が促進されることがわかりまし
た。本成果は水稲根圏におけるヒ素動態の詳細を解
明したものであり、今後のコメ中ヒ素低減技術開発へ
の活用が期待されます。

作物の安全性確保には残留農薬分析が不可欠で
す。しかし、厚生労働省通知試験法（以下通知試験法）
など通常の分析法では、試料調製過程に大量の有機
溶媒を必要とし、分析作業者の健康影響や環境への
負荷が懸念されます。そこで、有機溶媒使用量を削
減した作物の残留農薬分析法として、水溶性農薬
を対象とした水抽出による作物試料調製法を検討
しました。

この方法では、磨砕均一化した試料を水で抽出し、
2 種類の市販固相抽出カートリッジでクリーンアップ
します（図）。圃場で農薬散布して得られた作物試料
を水抽出法および通知試験法で分析したところ、双方
の分析値はほぼ同等となり、水溶性農薬の抽出に水
が有効であることが示されました。水抽出法では農
薬の水溶解度が小さくなるに従って回収率が著しく低
下するため、その適用範囲は農薬の水溶解度が 200 
mg/L以上であると考えられました。

今回確立した方法では、通知試験法と比較して試
料当たりの有機溶媒消費量が約 70% 削減され、分析
に掛かるコスト削減にも寄与すると考えられます。こ
の方法は、出荷前検査等、残留農薬の一次スクリーニ
ング検査法としての活用が見込まれます。

有機溶媒量を削減した作物の残留農薬分析 耕作放棄地のメッシュ地図化及び活用法

植物群落のクロロフィルは、作物の生産力や植物
群落と大気の CO2 交換を支配する重要な物質のひと
つです。この研究では、この群落クロロフィル量をリ
モートセンシングによって高精度に広域評価する、汎
用性の高いモデルを開発しました。
この評価モデルは、リモートセンシングによって得
られる広範囲の波長域の群落反射光のうち、クロロ
フィル量と最も密接に関係する2 つの波長（704nmと
815nm）を選定し、各波長の反射率を組み合わせた
指数によって、群落クロロフィル量 CCC（gm-2）を評
価する簡易なモデルです。

CCsp = 0.325*RSI（R815,R704）-0.358
ここで、RSI（R815,R704）=（815nmの反射率）/（704nm
の反射率）です。

この評価モデルは、異なる国・地域で取得された 6
種類の植物（イネ、コムギ、トウモロコシ、ダイズ、テン
サイ、自然草地）のデータを用いた比較検証によって、
その精度と汎用性の高さが確認されています（図）。

現在、植物からの反射光を広範囲の波長帯で連続
的に取得するセンサを搭載した衛星の打ち上げが、
世界各国で計画されており、本研究で得られた推定
モデルは、今後、衛星からのリモートセンシングによ
る作物生産性や自然植生の劣化などの広域評価に幅
広く活用されることが期待されます。

現在、国内では耕作放棄地が年々増加しています。
耕作放棄地の増加は、農業上の大きな問題ですが、具
体的な対策を講じるためには、耕作放棄地の分布を地
図上に表示し、他の情報と重ねられるような規格化し
た基盤地図を作成する必要があります。

そこで、統計情報である農林業センサスと、農環研で
すでに開発済の不定形ポリゴンデータを方形ポリゴ
ンデータ化する技術を用いて、2005年時点における
耕作放棄面積を10km単位のメッシュ地図化しました

（図）。規格化された地図は、同様に規格化された様々
な情報と重ね合わせることができます。例として、環境
省生物多様性センターが公開している10kmメッシュ
単位の絶滅危惧植物の分布情報を重ねたところ、全国
的に重なっていることが明らかになりました。つまり、
耕作放棄地の広がりが、生物多様性の減少に対して何
らかの影響を及ぼしていることが示唆されました。

耕作放棄地の分布をメッシュ地図化したことによっ
て、様々な他の地図を重ねてその関係を定量的に評価
することが容易になりました。作成した地図は、基盤情
報として耕作放棄に関連する様々な研究に貢献するこ
とが期待されます。

水溶性農薬の残留農薬試験における
水抽出法と通知試験法との比較

湛水期間（左）と落水後（右）に採取した鉄プラークを持つ根の 
周囲におけるヒ素と鉄の分布とヒ素の形態

湛水期間は、鉄プラーク上と土壌で亜ヒ酸、ヒ酸の存在割合は同じでした
（左図）が、落水後は、鉄プラーク上の方が土壌よりもヒ酸存在割合が高く
（右図）、ヒ酸への変化が速く進んでいました。

群落クロロフィル量実測値とCCCspによる推定値との比較

耕作放棄地のメッシュ地図
単位は10kmの方形で、色が赤いほど、放棄面積が大きいことを意味しま
す。同じ大きさの方形メッシュ単位にすることで、放棄が進んでいる場所を
直感的に見つけることができます。
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