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序文

研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議が研究機関に委託して推進した研究の成果を、総合的か

っ体系的にとりまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的な推進

に資することを目的として刊行するものである。

この第483集「地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応技術の開発」は、農林水産省農林

水産技術会議の委託プロジェクト研究として、 2006年度から2009年度までの 4年間にわたり、独立行政法人農

業・食品産業技術総合研究機構及び独立行政法人農業環境技術研究所を中心に実施した研究成果を取りまとめ

たものである。

2007年に公表された IPCC （気候変動に関する政府間ノtネノレ）第4次評価報告書では、地球温暖化により世

界中の白然と社会が深刻な影響を受けることが予測されている。今後、他産業と比べて特に天候・気候変動の

影響を受けやすい農林水産業においては、気候変動による悪影響が大きくなることが懸念されている。また、

我が国は、全ての主要国による公平かっ実効性のある国際的枠組の構築と、全ての主要国の参加による意欲的

な目標への合意を前提として、温室効果ガス排出量を2020年までに1990年比で2開削減するという中期目標を

掲げて、政府一丸となった取り組みを行っているところであり、農林水産分野においても、地球温暖化の緩和

策及び適応策のより一層の推進に取り組む必要がある。

本研究では、農林水産分野における総合的な温暖化対策への貢献を目的として、農林水産生態系における炭

素循環の解明、農林水産生態系からの温室効果ガスの排出削減技術及び炭素吸収機能向上技術の開発、地球温

暖化が農林水産業に与える影響評価、温暖化に伴う環境変動に対処する生産安定技術の開発を行った。

この研究の成果は、今後、農林水産分野での温暖化対策を効果的に推進する上で有益な知見を与えるもので

あり、広く関係者に供することとした次第である。

最後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。

2010年11月

農林水産省農林水産技術会議事務局長

宮坂 亘
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研究の要約

I 研究年次・予算区分

研究年次： 2006年度～2009年度

予算区分：農林水産省農林水産技術会議 地球温

暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と

緩和及び適応技術の開発

II 主任研究者

推進リーダー：独立行政法人農業環境研究所

研究コーディネータ

今川俊明（2006～2008年度）

谷山一郎（2009年度）

副推進リーダー：独立行政法人森林総合研究所

研究コーディネータ

石塚森吉（2008～2009年度）

副推進リーダー：独立行政法人水産総合研究セン

ター

西海区水産研究所東シナ海海洋環境部

長

高柳和史（2006～2007年度）

瀬戸内海区水産研究所業務推進部長

高柳和史（2008年度）

中央水産研究所海洋データ解析セン

ター長

渡漫朝生（2009年度）

チームリーダー（ 1 農林水産生態系の炭素循環

の解明と炭素循環モデ、ノレの開発）：

独立行政法人森林総合研究所

温暖化対応推進拠点温暖化対応推進室

長

松本光朗（2006～2009年度）

チームリーダー（ 2 地球温暖化の進行を緩和す

るための技術開発）：

独立行政法人農業環境技術研究所

物質循環研究領域上席研究員

八木一行（2006～2009年度）

チームリーダー（ 3 地球温暖化が農林水産業に

与える影響評価）：

独立行政法人農業環境技術研究所

大気環境研究領域主任研究員

長谷川利拡（2006～2009年度）
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チームリーダー（ 4 地球温暖化に適応するため

の技術開発）

独立行政法人農業・食品産業技術総合

研究機構

研究管理監

森永邦久（2008～2009年度）

チームリーダー：独立行政法人農業・食品産業技

術総合研究機構九州沖縄農業研究セン

ター

暖地温暖化研究チーム 主任研究員

北川｜寿（2008～2009年度）

チームリーダー：独立行政法人農業・食品産業技

術総合研究機構野菜茶業研究所

野菜ゲノム研究チーム長

本多一郎（2008～2009年度）

サブリーダー（ 1 野菜の気温上昇への適応技術

の開発）：

独立行政法人農業・食品産業技術総合

研究機構野菜茶業研究所

野菜ゲノム研究チーム長

本多一郎（2008～2009年度）

サブリーダー（ 2 花きの気温上昇への適応技術

の開発）：

独立行政法人農業・食品産業技術総合

研究機構花き研究所

生育開花制御研究チーム 主任研究員

久松完（2008～2009年度）

チームリーダー：独立行政法人農業・食品産業技

術総合研究機構果樹研究所

健康機能性研究チーム 上席研究員

生駒吉識（2008～2009年度）

サブリーダー（ 1 果樹の晩霜害・加温施設栽培

における発芽不良に対する適応技術の

開発）：

独立行政法人農業・食品産業技術総合

研究機構果樹研究所

果樹温暖化研究チーム 上席研究員

朝倉利員（2008～2009年度）

サブリーダー（ 2 果樹の果実生理障害に対する

適応技術の開発）：



独立行政法人農業・食品産業技術総合

研究機構果樹研究所

健康機能性研究チーム 上席研究員

生駒吉識（2008～2009年度）

サブリーダー（ 3 茶の気温上昇への適応技術の

開発）：

独立行政法人農業・食品産業技術総合

研究機構野菜茶業研究所

茶生産省力技術研究チーム長

松尾喜義（2008～2009年度）

チームリーダー：独立行政法人農業・食品産業技

術総合研究機構畜産草地研究所

畜産温暖化研究チーム長

永西修（2008～2009年度）

サブリーダー（ 1 畜産の気温上昇への適応技術

の開発）：

独立行政法人農業・食品産業技術総合

研究機構畜産草地研究所

畜産温暖化研究チーム長

永西修 (2008～2009年度）

サブリーダー（ 2 牧草・飼料作物の気温上昇へ

の適応技術の開発）：

独立行政法人農業・食品産業技術総合

研究機構畜産草地研究所

飼料作物育種研究チーム長

佐藤尚（2008～2009年度）

m 研究担当機関 （【】内は略称）

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中

央農業総合研究センター［農研機構・中央農研］

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果

樹研究所【農研機構・果樹研］

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構花

き研究所［農研機構・花き研］

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構野

菜茶業研究所［農研機構・野茶研］

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構畜

産草地研究所【農研機構・畜草研］

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農

村工学研究所［農研機構・農工研］

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北

海道農業研究センター［農研機構・北海道農研］

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構東

北農業研究センター【農研機構・東北農研］

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構近

畿中国四国農業研究センター【農研機構・近中四

農研］

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構九

州沖縄農業研究センター［農研機構・九沖農研］

独立行政法人農業環境技術研究所【農環研］

独立行政法人森林総合研究所【森林総研］

独立行政法人水産総合研究センタ一本部【水研セ

ンター・本部］

独立行政法人水産総合研究センター北海道区水産

研究所【水研センター・北水研］

独立行政法人水産総合研究センター東北区水産研

究所［水研センター・東北水研］

独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究

所【水研センター・中央水研］

独立行政法人水産総合研究センタ一日本海区水産

研究所［水研センター・日水研］

独立行政法人水産総合研究センター遠洋水産研究

所【水研センター・遠洋水研］

独立行政法人水産総合研究センタ一瀬戸内海区水

産研究所［水研センター・瀬戸内水研］

独立行政法人水産総合研究センター西海区水産研

究所［水研センター・西海水研］

独立行政法人水産総合研究センターさけますセン

ター［水研センター・さけますセ］

独立行政法人水産総合研究センタ一宮古栽培漁業

センター［水研センター・宮古栽培セ］
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（委託先）独立行政法人家畜改良センター宮崎牧

場

（委託先）独立行政法人家畜改良センター熊本牧

場

（委託先）独立行政法人水産大学校

（委託先）国立大学法人北海道大学

（委託先）国立大学法人弘前大学

（委託先）国立大学法人岩手大学

（委託先）国立大学法人福島大学

（委託先）国立大学法人宇都宮大学

（委託先）国立大学法人東京大学

（委託先）国立大学法人東京農工大学

（委託先）国立大学法人岐阜大学

（委託先）国立大学法人静岡大学

（委託先）国立大学法人京都大学



（委託先）国立大学法人神戸大学

（委託先）国立大学法人島根大学

（委託先）国立大学法人岡山大学

（委託先）国立大学法人広島大学

（委託先）国立大学法人鹿児島大学

（委託先）国立大学法人信州大学

（委託先）国立大学法人琉球大学

（委託先）石川県立大学

（委託先）公立大学法人滋賀県立大学

（委託先）酪農学園大学

（委託先）北海道立畜産試験場

（委託先）秋田県農林水産技術センター

（委託先）山形県農業総合研究センター

（委託先）福島県農業総合センター果樹研究所

（委託先）茨城県農業総合センター

（委託先）茨城県畜産センター

（委託先）栃木県農業試験場

（委託先）新潟県農業総合研究所

（委託先）山梨県環境科学研究所

（委託先）長野県果樹試験場

（委託先）長野県水産試験場

（委託先）静岡県農林技術研究所果樹研究セン

ター

（委託先）愛知県農業総合試験場

（委託先）滋賀県水産試験場

（委託先）兵庫県立農林水産技術総合センター

（委託先）岡山県総合畜産センター

（委託先）広島県立総合技術研究所農業技術セン

ター

（委託先）山口県農林総合技術センター

（委託先）福岡県農業総合試験場

（委託先）佐賀県農業試験研究センター

（委託先）長崎県農林技術開発センター

（委託先）熊本県農業研究センター

（委託先）沖縄県農業研究センター

（委託先）沖縄県畜産研究センター

（委託先）ウッドマイルズ、研究会

（委託先）株式会社ドットコーポレーション

（委託先）国際イネ研究所

町研究目的

1 農林水産生態系の炭素循環の解明と炭素循環

モデルの開発

農林水産系における炭素循環のモニタリングを踏
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まえ、森林、農地及び藻場における炭素循環モデル

を構築する。炭素循環モデルは、生態学的なプロセ

スモデ、ルを基盤とし、フルカーボンアカウンティン

グに対応したものであり、地理的分布を考慮、しなが

ら、 2050年までの環境変動に応じた炭素収支の予測

が可能なものとする。

( 1 ）森林生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデ

ルの開発

森林については、樹木から土壌までを対象とした

炭素循環メカニズムを解明するとともに、モニタリ

ングによる初期値、パラメータの取得を通じて、木

材生産とその流通も含めたフルカーボンアカウン

ティングモデ、ルを開発する。

( 2 ）農地生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデ

ルの開発

農地については、これまで実施された土壌環境基

礎調査等のデータを用いて土壌炭素の時系列的変動

を解明するとともに、モニタリングによる初期値、

パラメータの取得を通じて、草地や果樹園等にも対

応できる日本の農耕地土壊向けの Rotheをベースと

した炭素循環モデ、ルを開発する。

( 3 ）水産生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデ

ルの開発

藻場については、広大な海草藻場が存在する北海

道厚岸湾と健全な藻場が多数維持されている瀬戸内

海をそれぞれ寒海域、暖海域のモデル海域とし、湾

外への炭素の輸送や枯死後の藻体の分解・堆積を含

む各モデル海域での炭素循環過程の実態を把握し、

藻場生態系における炭素の循環過程を定量的に評価

することが可能な藻場生態系・炭素循環モデルを開

発する。

2 地球温暖化の進行を緩和するための技術開発

( 1 ）森林生態系からの温室効果ガスの排出削減の

ための管理技術の開発

温暖化に伴う生育環境の劣化や白然リスクの影響

が危慎される森林（高齢人工林・広葉樹混交林・冷

温帯林）における白然撹乱や気象環境が炭素固定量

へ及ぼす影響を定量的に評価し、炭素固定能力の維

持のための森林管理手法を開発する。

( 2 ）農地生態系からの温室効果ガスの排出削減の

ための管理技術の開発

既存又は新たな技術の活用による温室効果ガス



(CHG）の排出削減、吸収源機能確保技術を開発し、

その効果を検証するとともに、緩和ポテンシャルの

広域評価を行う。具体的には、各実行課題において、

畑地、草地、泥炭土農耕地における保全的耕転と有

機物管理、水田における田畑輪換管理、及び耕作放

棄地管理について、各地での圃場実証試験を行い、

CHG排出削減、吸収源機能確保技術としての有効性

を定量する。また、汚水貯留・浄化処理施設からの

CHG排出係数を算定し、その変動要因を解明する。

さらに、農耕地の土壌 作物系の炭素・窒素循環を

予測するプロセスモデル（DNDCモデル）を広域的

に適用できるように改良し、広域推定を行う。

3 地球温暖化が農林水産業に与える影響評価

( 1 ）地球温暖化が土地利用型作物に与える影響評

価

土地利用型作物については、地球温暖化により、

収量の変化、品質の低下、病害虫被害の増加が懸念

されることから、収量、品質に及ぼす温暖化影響を

総合的に考慮した温暖化影響予測モデ、ルを構築し、

気候シナリオと組み合わせた将来予測を行い、地球

温暖化の進行に適切に対応するための農業生産技術

の開発に貢献する。

( 2 ）地球温暖化が水産業に与える影響評価

地球温暖化により、水産資源生物の分布・生産量

への影響が懸念されていることから、水域環境の変

化が餌料分布や魚類の成長、再生産に及ぼす影響を

解明するとともに、将来予測を行い、水産業に与え

る影響を評価し、地球温暖化の進行に適切に対応す

るための技術開発に貢献する。

( 3 ）地球温暖化が園芸作物に与える影響評価

温暖化に対して脆弱な作物の果樹や、産地のリ

レー出荷体制を維持する必要がある野菜において、

過去の栽培記録を分析して温暖化の影響の実態を明

確にするとともに、栽培適地の変動予測や将来の気

象にも適用可能な生育予測モデ、／レを開発するO

( 4 ）地球温暖化が水資源や低平農地に与える影響

評価

水資源や低平農地の分野は、農業生産の基礎的資

源である農地・水資源の観点から、農地水利用、淡

水レンズ、高潮や沿岸農地の 3課題に分ける。農地

水利用では、流域レベルの農地水利用を考慮した水

循環モデ、ルを構築するとともに、濯蹴用水量と洪水

を考慮、した水循環変動メカニズムを明らかにしてそ

の予測手法を開発する。さらに、淡水レンズ、を持つ

モデル調査地におけるレンズ形状及び賦存量を明ら

かにする。淡水レンズ賦存量の推定手法を確立する

とともに、淡水レンズ保全手法を評価する。また、

低平農地において、水路網の農業水利施設を適切に

モデル化した詳細な氾濫解析を行い、海面上昇及び

台風勢力の増強に伴う沿岸農地及び農業水利施設へ

の影響を評価する。

4 地球温暖化に適応するための技術開発

( 1 ）土地利用型作物における適応技術の開発

水稲では、西日本を中心に広い地域で、高温年に

白未熟粒等が多発し品質低下が問題となっている。

そこで、肥培管理や栽培管理による籾数の制御、登

熟期の窒素栄養条件と水管理の適正化、高温回避の

ための遅植えや出穂期を遅らせる直播栽培、高温耐

牲に優れた品種の利用等によって、高温に適応した

栽培技術を開発する。

暖地多雨地域の小麦では、タンパク含有率の低さ

と充実不足が問題となっており、品質評価基準を確

実に満たす施肥技術と出穂が早まる暖冬年に凍霜害

の危険を回避する栽培技術を開発する。温暖地の大

豆作においては、気温上昇による分布域拡大が懸念

される帰化アサガオ類の有効な防除法を開発する。

また、寒地畑作では、取りこぼされたパレイショが

温暖化に伴う土壌の不凍結で越冬し雑草化しており、

その対策技術を開発する。

( 2 ）施設園芸における適応技術の開発

施設園芸における野菜、花きの分野では、暑熱・

高温下での安定生産、低コストで効率的な環境制御

による地球温暖化適応技術の開発を目的とする。 ト

マト栽培においては、低圧型細霧冷房と地下冷熱源

を併用して暑熱を緩和する技術、イチゴの高設栽培

装置には、培地を冷却する機構を装備する手法、ホ

ウレンソウ栽培においては、光環境を制御して品質

向上と抽台抑制を図る技術を開発する。また、高温

耐性品種のナスを育成し、果実品質の低下を防止す

る技術を開発する。さらに、夏秋ギクとトルコギキョ

ウを対象として、温暖化による光応答反応変動要因

を解析し、光環境制御による開花調節技術を開発す

る。
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( 3 ）果樹・茶における適応技術の開発

温暖化に伴い、ほとんどの樹種で発芽・開花期が

早期化している。このような状況の中、リンゴ等で

は晩霜害の発生の増加、施設栽培での低温遭遇不足

による発芽不良、ウンシュウミカンの浮皮やブドウ

の着色不良等の果実生理障害の多発のように、多く

の果樹で温暖化が原因と想定される生産や流通上問

題となる現象が報告されている。

茶では、亜熱帯の沖縄では、新芽の発芽不揃いの

ために一番茶の収量と品質が著しく低い傾向にあり、

暖冬年には同様な現象が薩南諸島でも生じているほ

か、降霜地域においては、温暖化に伴い萌芽が早期

化し、凍霜害が発生しやすくなっている。

このため、果樹では、リンゴ等の晩霜害発生防止

技術、ナシ等の加温施設栽培における発芽不良対策

技術、ミカンの浮皮やブドウの着色不良等の果実生

理障害発生軽減技術の開発を行う。さらに、茶では、

温暖化適応性の高い茶品種の選定や生産技術の開発、

耐凍性評価に応じた防霜ファン制御技術の開発を行

フ。

( 4 ）畜産・飼料作物における適応技術の開発

家畜への暑熱への適応技術として、育成牛、乳牛

及び肥育牛を対象に暑熱条件下での生産性や生産物

の品質の改善を図るための栄養管理技術を提示する

とともに、メタン発酵処理で得られたガスをエネル

ギーとしたストールスポット冷房システムを開発し、

乳牛への冷風の最適利用条件を解明する。また、気

温上昇による夏季の牧草・飼料作物の生産性低下を

改善するため、越夏牲に優れたオーチヤードグラス

系統の育成、極長期イタリアンライグラスでの刈取

り時期や施肥条件栽培管理法の開発を行う。さらに、

暖地型牧草では新規導入草種・品種の評価とそのサ

イレージ調製に最適な栽培条件を明確にする。飼料

用エンバクで、は冬枯れを防止のための耕種的適応技

術を開発する。

v 研究方法

農林水産生態系の炭素循環の解明と炭素循環

モデルの開発

(1）森林生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデ

ルの開発

森林生態系純生産量のタワー観測を実施し、群落

微気象モデルの適用によりパラメータの改良と純生
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産量の試算を行った。森林分類図作成のため、高頻

度衛星 MODIS画像を用いて、日本全国の森林タイ

プ図を作成するとともに、開葉・落葉期のマッピン

グを行った。生産力推定のため、主要樹種について

林分構造パラメータの全国規模のメッシュ地図を作

成した。土壌炭素蓄積量と地形特性値との関係をモ

デル化し、広域マッピングを行った。温室効果ガス

観測地の土壌の化学性を調べ、温室効果ガス発生吸

収量に及ぼす土壌要因の影響を明らかにした。

群落及び土壌サブモデルについてモデルの改良を

進め、統合モデルの開発を支援した。林業サブモデ

ルとして、伐採面積・素材生産量を予測する手法を

構築し、長期予測を行った。木材サブモデルについ

て、木材の輸送距離や排出低減効果の推計等を行う

とともに、モデ、ルの拡張を検討した。統合モデ、ルに

土壌サブモデ、／レ及び林業サブrモデ、／レを組み込み、森

林炭素収支の広域・長期シミュレーションを試行し

た。

( 2 ）農地生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデ

ルの開発

水田や果樹園等で渦相関法やチャンパ一法により

C02フラックスデータを収集した。また、既存の土

壌調査データを用いて日本の農耕地や草地における

土壌炭素賦存量の分布図を作成した。さらに、流域

スケール及び市町村レベルで、の土地利用・土壌等に

ついて、温室効果ガス発生量算出に必要な原単位を

収集し、流域、市町村別の炭素収支を推定した。そ

のうえで、全国の農地土壌における土壌特牲に関す

るデータや土壌の種類別の時系列的土壌炭素変動

データを収集・解析し、対策シナリオを導入した場

合の土壌炭素賦存量の変動予測を土壌炭素動態モデ

ノレによってわ二った。

( 3 ）水産生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデ

ルの開発

既存のデータを用いて、日本沿岸域の藻場におけ

る海草・海藻類の炭素現存量及び年間生産量の分布

図を作成した。また、衛星画像を用いて、アマモ群

落の面積や現存量を推定する手法を確立した。さら

に、アマモ及ひ、ノコギリモクについて、光合成速度

と光量子量との関係を明らかにするとともに、アマ

モの輸送やノコギリモク枯死藻体の分解に関する

データを収集・解析し、各過程の定量化を行った。

並行して、厚岸湖のアマモ場及び、瀬戸内海のガラモ



場を対象とした藻場炭素循環モデルを構築し、モデ

ルの改良を進めるとともに、各海域における炭素収

支を推定した。

2 地球温暖化の進行を緩和するための技術開発

( 1 ）森林生態系からの温室効果ガスの排出削減の

ための管理技術の開発

人工林の風害について、鹿児島地方における林

齢・風速と被害割合等の関係から斜面方位別の林分

の炭素固定量期待値をモデル化するとともに、大分

県由布院地域を対象に強風の傾向をモデル化し、風

況シミュレータを用いてlOkm四方区域内の強風リ

スクマップを作成した。広葉樹混交林では、北海道

の落葉広葉樹林と九州の常緑広葉樹林で台風撹乱前

後の現存量や純生産量の継続観測を行い、 j費乱が炭

素固定量に及ぼす影響を解析した。冷温帯林では、

青森のヒパ択伐林でヒパ椎樹の光強度 光合成速度

モデ、ルを作成し、土木の開葉時期の違いが椎樹の成

長に及ぼす影響を推定した。また、木曽ヒノキ成木

の光合成モデ、ル（Farquhartype）を作成し、 2001～

2050年の気象予測値に基づいて環境変動に伴う光合

成量の変化を予測した。

( 2 ）農地生態系からの温室効果ガスの排出削減の

ための管理技術の開発

畑地、草地、泥炭土農耕地における保全的耕転と

有機物管理、水田における田畑輪換管理及び耕作放

棄地管理について、各地での圃場試験を設計し、栽

培期間と非栽培期間全体での GHG発生量と土壌炭

素収支を定量調査した。計測方法として、メタン

(CH4）及び一酸化二窒素（N20）フラックスについ

てはクローズド、チャンパー法、土壌炭素収支につい

ては土壌呼吸計測を含む生態学的手法により定量す

るとともに、試験開始前と後の数年間の土壌炭素存

在量の変化を030 cmまでの等価土壌質量層につい

て計測した。同時に、作物収量についても調査する

とともに、一部の課題については作業や資材製造も

含めた LCA評価を実施した。

具体的な緩和技術として、那須の草地飼料畑にお

いては、乳牛ふん尿のスラリーを堆肥化して施用し

た場合の緩和効果を定量した。十勝の黒ボク士畑に

おいては、耕起法、施肥、有機物投入について、作

物生産と地球温暖化緩和の両立を可能とする畑地管

理技術を検討した。北海道美唄の泥炭土農耕地にお

いては、田畑輪換、施肥、残J査管理、耕起法の影響

を調査した。福島ほかの東北地域畑圃場においては、

ダイズ栽培におけるムギ類の不耕起カパークロップ

栽培体系について調査した。つくば、山形、新潟、

熊本の水田では、 4年間の田畑輪換栽培が GHG総

発生量に与える影響を水稲連作と比べて評価した。

九州の畑圃場では、窒素付加牛ふん堆肥ベレットの

N20発生抑制効果を慣行堆肥ペレットと比較した。

耕作放棄地については、中国地方の中山間地域を対

象とした耕作放棄地の広域調査と、定点試験圃場に

おける放棄前作物と放棄後の管理方法が炭素蓄積に

及ぼす影響を調査した。

家畜ふん尿汚水貯留・浄化処理施設については、

搾乳牛汚水貯留と牛舎及び、豚舎汚水浄化処理起源の

CH4及び N20発生量について、大型チャンパ一等の

測定装置を用いて計測した。

DNDCモデルによる広域評価については、モデル

を水田用に改良し（DNDCRice）、日本各地の CH1

発生量実測データによって検証した。さらに、気象、

土壌及び栽培管理に関する GISデータベースと

DNDC Riceモデ、ルを用いて広域的なC出発生量を推

定した。一方、日本各地の畑地のN20発生量実測デー

タを収集し、 DNDCモデルを検証し、非黒ボク土畑

に堆肥と減肥を組み合わせた肥培管理を行った場合

の GHG削減効果を評価した。

3 地球温暖化が農林水産業に与える影響評価

( 1 ）地球温暖化が土地利用型作物に与える影響評

価

土地利用型作物に与える影響評価では、長期間の

作況試験データと気象観測データ及び、作物モデ、ルを

活用して明らかにした。水稲で、は、寒冷地における

冷害リスクの変化、暖地における気象災害、病虫害

といった作況変動要因の分類、解析に基づき、温暖

化影響の実態解明を行った。小麦については、収量・

品質の形成過程に対する気象の影響を解析すること

により、気温上昇が作柄に及ぼしている影響を明ら

かにした。大豆では、作況変動や収量の地域的変異

に関するデータ解析と、温度勾配型チャンパーを用

いた実験的な温暖化影響の解明を組み合わせて、生

産に及ぼす影響の実態把握と、将来の作況への影響

を明らかにした。また、水稲の作付時期移動実験を

行い、食用・飼料用・原料用等多用途な水稲の作期
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条件を解明するとともに、作期条件に及ぼす温暖化

の影響を評価した。さらに、これまでに開発した土

壌 作物系の物質代謝を取り入れた作物モデ、ルを、

環境操作実験や過去の作況試験データを用いて検

証・改良し、将来環境に適用することによって、今

世紀半ば頃までを見通した温暖化、大気 C02の増加

が水稲の成長、収量、品質に及ぼす影響を定量的に

評価LfこO

( 2 ）地球温暖化が水産業に与える影響評価

海洋環境については 漁業生産に重要な 3つの海

域において、定線観測を継続し、既存のデータと併

せて各海域の物理化学デー夕、動植物プランクトン

データ等を整備し、漁業生産を支える低次生態系の

構造と変動特性を解析した。モデ、ル開発で、は、これ

らのモニタリングデータを基に低次生態系モデ、ルの

改良を行い、海洋の高解像度 3次元モデ、ルにその結

果を取り込み、我が国周辺海域の低次生態系の変化

を予測するシステムの構築を進めた。さらに、小型

浮魚類の生産にかかわる産卵場・生物特性データの

解析により魚類生産モデルの開発に取組み、低次生

態系モデ、ルにより与えられる餌料環境予測と組み合

わせることにより、温暖化の進行が魚類生産に与え

る影響を定量的に評価した。

魚類について、ニシンでは、飼育実験で卵・仔魚

の高温下での生理的影響を把握し、さらに水温条件

の異なる 2つの海域で放流実験を実施し、初期生残

過程及び産卵回帰生態を比較した。マツカワでは、

高温馴致飼育の効果を評価し、高温条件に適した飼

育方法の開発を行った。日本海を回遊するブリ・ス

ルメイカでは、海況の温暖化予測実験を行い、餌料

環境や分布・回遊の変化を予測した。さらに、既存

産地の漁獲物の商品価値の変化についても分析を

行った。日本系サケでは、水温上昇に対する生理・

生態的反応を飼育実験により分析し、温暖化による

生息海域の環境変化予測に基づき、影響を評価した。

内水面においては、全国の湖沼の水温と気象及び

湖沼形態との関係を既存データにより把握し、水温

変化の類型化を行うとともに、水深の異なる二つの

湖沼（諏訪湖と琵琶湖）において動物プランクトン

と魚類を中心とした生物生産と漁業生産を飼育実験

と資料解析により調査し、湖沼資源への温暖化の影

響を評価した。

( 3 ）地球温暖化が園芸作物に与える影響評価
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15県の各公立試験研究機関に蓄積されてきた生態

情報から、温暖化が果樹生育に影響を与える気象条

件の解析を行った。農環研作成の気候変化シナリオ

に従って、ミカンの適地移動マップを作成した。キャ

ベツ、レタス、ハクサイの作期移動圃場試験等を実

施し、データの解析を行うとともに、青果物市況情

報等をデータベース化し、気象が収穫期・収量に及

ぼす影響を解析した。

( 4 ）地球温暖化が水資源や低平農地に与える影響

評価

地球温暖化が水資源や低平農地に与える影響評価

では、研究課題を次の 3課題に分けて連携させなが

ら研究を進めた。農地水利用では、濯蹴主体流域を

対象に、農業水配分、積雪・融雪、ダム管理等の要

素を組み込んだ分布型水循環モデ、ルを開発した。さ

らに、上記モデルにより、必要濯蹴用水量や利用可

能水量の温暖化に伴う変動を分析した。淡水レンズ

に関しては、モデル調査地における地下水中の電気

伝導度鉛直分布及び地盤の導電率から淡水レンズの

形状及び賦存量を求めるとともに、塩淡境界深度と

地盤の見かけ導電率の関係及び遮水壁による淡水レ

ンズ増強効果を検証した。沿岸農地では、主要国営

干拓地を対象に、排水施設能力と水路内水位が評価

でき、水路・道路・排水樋門等も考慮した高潮氾濫

解析モデ、ルを作成した。また、対象沿岸域における

高潮脆弱性要因の分析及び現状の海岸堤防の高潮災

害危険性を評価した。

4 地球温暖化に適応するための技術開発

( 1 ）土地利用型作物における適応技術の開発

水稲では、土壌や肥料の窒素溶出モデ、ルを用いて

気温上昇に伴う発現量の変化と白未熟粒発生との関

係を解明し、最適籾数に制御する施肥技術を開発し

た。作期の広い暖地では、白未熟粒を低減する適作

期を策定するとともに、登熟期の根系活性の面から

水管理法を提示した。白未熟粒低減効果のある深水

無落水栽培法や無効分げつ抑制栽培法で、は、要因解

析と技術の高度化を図った。

畑作物の小麦で、は、秋播き型準同質遺伝子系統の

特性解明と省力施肥技術を開発し実証した。大豆の

帰化アサガオ防除では、発生生態の解明と分布拡大

予測を行い、畦間散布技術等総合防除技術を確立し

実証した。パレイショ作では土壌凍結等環境要因と



野良イモ発生との関係から最適な土壌凍結深を求め、

その制御技術を開発し実証した。

( 2 ）施設園芸における適応技術の開発

トマトの安定生産技術の開発については、疑似的

な温暖化条件のもと、地中熱交換器で生成された冷

気でトマトの根域と生長点を冷却し、低圧型細霧冷

房と地下冷熱源の有効性を検討した。また、局所冷

房によるトマト増収の要因を解明するため、生長点

付近の葉面温度と C02濃度の連続観測を実施した。

イチゴの安定生産技術の開発については、連続出

音性と収量性という二つの性質が両立する定植後の

最適培地温度を検討した。また、緩効性被覆尿素肥

料の組み合わせでイチゴの体内窒素濃度を制御し、

連続出昔牲が向上する肥培管理技術の開発を試みた。

ホウレンソウの安定生産技術の開発については、

最適な遮光時期・遮光期間を検討し、有用成分含量

等の品質変動を調査した。また、簡易短日処理装置

で栽培したホウレンソウの拍苔茎伸長を計測し、抽

台抑制に必要な短日処理時間を検討した。また、育

苗期間中に遠赤色光源を照射し、光質制御による抽

台抑制効果を検討した。

ナスの安定生産技術の開発については、高温耐牲

を付与した実用的単為結果性ナスの開発を試みた。

試交 F，を12系統育成し、高温耐性選抜条件下におけ

る結実率の評価と盛夏期ハウス栽培における収穫果

数の評価を元に、高温耐性の選抜を行った。さらに

通常と同様の管理方法で栽培を行い、実用形質が良

好な系統を選抜した。

花きの安定生産技術の開発については、夏秋ギク

及びトルコギキョウ品種群を対象として、光・温度

応答反応特性の相互作用を解析し、日長反応変動に

及ぼす温度要因の影響を評価した。

これらの安定生産技術について、産地における実

証試験と経済性の評価を行った。

( 3 ）果樹・茶における適応技術の開発

リンゴ、ナシの晩霜害に関しては、花器の生育ス

テージ予測モデルの開発 生育ステージ別の安全限

界温度の解明、最低気温予測技術の高精度化を行っ

た。さらに、防霜効果が高いと推定される多頭型防

霜ファンの現地実証試験を実施し、昇温効果や使用

電力量等を従来型ファンと比較した。

ナシ、ブドウの加温施設栽培における発芽不良に

関しては、温暖化条件下でも精度の高い、白発休眠

覚醒モデ、ルを開発し、さらに、低温遭遇不足条件下

でも白発休眠の打破を進めることが可能な冷却技術

（水の気化熱利用を利用）、高温処理技術を開発した。

また、本研究で開発した白発休眠覚醒モデ、ルと休眠

打破法の現地実証試験を行った。

ウンシュウミカンの浮皮に関しては、浮皮発生に

影響する樹体条件（内生植物ホルモンや樹体内栄養

等）、気象条件（気温等）を明らかにした。さらに、

現状では最高の浮皮軽減効果を有すると評価されて

いるジベレリン・ジャスモン酸の混用処理技術の安

定牲を、樹体・園地条件（着果負担程度や土壌水分

等）との関連で現地実証試験により検討した。

ブドウの着色不良に関しては、高温下でも着色が

進行しやすい品種・系統の選抜手法（着色開始期の

果粒を種々の温度条件下で培養する手法等）を開発

した。さらに、この評価手法によって選抜した品種・

系統の高温耐牲を人工気象器内の鉢植え樹を用いて

検証した。また、高温時期を避けて成熟させるため

の促成技術（既存ブドウ棚を改良した簡易保温）と

抑制技術（果房遮光による果房温上昇抑制）技術を

開発し、着色不良回避効果を検証した。

温暖化条件下での茶の新芽の不揃いに関しては、

萌芽・新芽斉一性等の温暖化適応牲を規定する生理

生態的特性の解明や温暖化適応’生の高い有望品種の

選定、系統の開発を進めた。また、「静一印雑131」

等の温暖化適応性の高い品種について、周年多収生

産を実現する更新時期・程度等の樹体管理法を開発

した。

茶樹の凍霜害に関しては、切り枝凍結処理による

新芽組織破壊程度と組織漏出液組成との関係解明等

から、樹体の耐凍性評価法を開発した。さらに、 2つ

の温度センサーを樹冠面及びファンの高さ付近に設

置し、それらの気温差により稼働を制御する防霜

ファン制御法を開発し、節電効果、防霜効果の現地

実証を行った。

( 4 ）畜産・飼料作物における適応技術の開発

家畜では、第一胃内での飼料の繊維及び蛋白質の

分解速度に着目し、暑熱環境下において粗飼料摂取

量を確保しながら適切な蛋白質蓄積を実現する育成

牛への給与メニューを提示した。肉用牛では暑熱条

件下での肥育牛のビタミン A の動態を明らかにし、

ビタミンA低下とシコリ発症との関係、を飼養試験に

よって解明した。また、シコリを予防するためのビ

-8-



タミンA給与法や血張中レベルのガイドラインを示

した。高温環境下で分娩する乳牛において、特に乾

乳後期のエネルギ一等の栄養充足率を改善させ、分

娩後の乳量、乳質の低下、繁殖成績の低下を防止す

る栄養管理技術を提示した。メタン発酵処理で得ら

れたガスをエネルギー源としたガスエンジンによる

牛舎内を冷房するシステムを開発した。効果的な冷

風の配風法、熱収支における牛体の生理応答の観点

から配風のタイミング（時刻、時間）を明らかにした。

飼料作物では、オーチヤードグラスで現在の栽培可

能地である九州高標高地（700m）より低い、九州｜中標

高地（300m）で栽培可能な高越夏性系統を育成した。

極長期利用イタリアンライグラス等では、寒冷地南

部で 3年間、温暖地で 2年間、安定して採草利用で

きる栽培技術を開発した。暖地型牧草では、生産性

及び栄養価等から現状より有望な新規草種・品種を

選定し、サイレージ調製に最適な栽培条件を明確に

した。エンバクでは、コスト上昇を伴わずに冬枯れ

により減収程度を現状の 4割程度を低減する耕種

的対応技術を開発するとともに、生産現場において

被害回避の指針となる判断基準を策定した。

研究計画表（研究室別年次計画）

研究課題
研究年度 担当研究機関・研究室

06 。7 08 09 機関 研究室

1 農林水産生態系の炭素循環の解明と炭素

循環モデ、ルの開発

( 1 ）森林生態系の炭素循環の解明と炭素循環

モデルの開発

① 微気象学的方法による森林生態系純 4

~ 森林総研 北海道支所・寒

生産量の評価 地環境保全研

究グループコ

~ ・． 山梨県環境科 植物生態研究可

学研究所 玉pよ三一歩

② 広域森林タイプ図の作成手法の開発て
~ 

森林総研 九州支所・森林

資源管理研究

グループ。

-岐阜大学 流域圏科学研司 ， 

究センター

③ 森林資源調査データによる林分構造で
~ 

森林総研 資源解析研究

の広域モニタリング手法の開発 室

④ 流域スケールにおける数値地形情報 ζ ， 森林総研 土壌特性研究

を用いた森林土壌炭素蓄積量推定法 玉pよ三一歩

の開発

⑤ 森林土壌における温室効果ガス吸収コ ~ 森林総研 養分環境研究~ 

－排出量の広域評価 室

- -神戸大学大学 農学研究科可 ~ 

院

- 島根大学 生物資源科学可 ~ 

部付属生物白
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然教育研究セ

ンター
~ ・．

鹿児島大学 農学部付属演~ 

習林

⑥ 森林群落動態と炭素収支モデルの植司 ．‘ 森林総研 物質生産研究~ 

生レベルへのスケールアップ技術の 室

開発

⑦ 森林土壌炭素の蓄積・放出プロセスヨ
~ 

森林総研 土壌資源研究， 

のモデル化 室

⑧ 森林施業に係る炭素収支モデ、ルの構て
~ 

森林総研 林業システム

築 研究室

- ．‘ 東京大学大学 農学生命科学可 ~ 

院 研究科

⑨ 伐採木材の利用に係る炭素収支モデヨ ．‘ 森林総研 木材特性研究~ 

ルの開発 領域

- ・． ウッドマイノレ可 . 
ズ研究会

- E東京大学大学 工学系研究科司司

院

- E ドットコーポ可

レーション

⑩森林・林業・木材を統合した炭素循て ‘森林総研 温暖化対応推

環モデルの構築 進室

( 2 ）農地生態系の炭素循環の解明と炭素

循環モデルの開発

① 作付方式（単作田と二毛作田）の違二
~ 

農環研 大気環境研究， 

いが水田の炭素収支に及ぼす影響の 領域
- " 

解明
可 . 

岡山大学大 環境科学研究

二戸三子4 ~仁YうG 科

② 果樹園生態系における炭素収支の解て ~ 農研機構・果 果樹温暖化研

明 樹研 究チーム

- ~ 

弘前大学 農学生命科学

部・生物共生教

育研究センタ

一
③ 草地における土壌炭素賦存量及びそご

・．
農研機構・ 草地多面的機. 

の地理的分布の解明 畜草研 能研究チーム

④ 農耕地土壌の炭素蓄積量の変動の解明ヨ ~ 農環研 農業環境イン， 

ベントリーセ

ンター
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⑤ 農耕地土壌の種類や肥培管理形態がコ ・． 農研機構・ 土壌作物分析

土壌炭素含量に及ぼす動態の解明 中央農研 診断手法高度

化研究チーム

⑥ 肥培管理法・気象条件の変化に伴うて
~ 

東京農工大 共生科学技術

地域別炭素循環のLCA評価 学大学院 研究院

⑦農耕地土壌における炭素循環モデ、ルコ z農環研 農業環境イン

の開発 ベントリーセ

ンター

( 3 ）水産生態系の炭素循環の解明と炭素

循環モデルの開発

① 寒海域の藻場生態系における炭素循 ~ ．‘ 水研センター 海区水産業研

環の実態解明とモデ、ル開発 －北水研 究部
~ ~ 北海道大学 水産科学研究司

大学院 院
- 東京大学 海洋研究所可 ~ 

- ~ 

静岡大学 創造科学技術司

大学院

② 暖海域の藻場生態系における炭素循コ ~ 水研センター 生産環境部， 

環の実態解明とモデル開発 －瀬戸内水研

- ・． 水産大学校 生物生産学科可

- ・． 広島大学大 生物園科学研可

一止子乙 叫陥 究科

2 地球温暖化の進行を緩和するための技術

開発

(1）森林生態系からの温室効果ガスの排出削

減のための管理技術の開発

① 間伐等の人工林管理や白然リスクの
・．
森林総研 物質生産研究可 ~ 

影響評価による最適な炭素固定技術の開 玉pよ三一歩

発 - ~ 

鹿児島大学 農学部生物環可 . 
境学科・森林計

画学研究室

② 広葉樹等異齢混交林による炭素固定 - ~ 

森林総研 植生管理研究司司 ， 

の技術の開発 室
, ・． 森林総研 北海道支所・可 . 

C02チーム、

植物土壌系研

究グループ

- E森林総研 九州支所・可

森林生態系研

究グループ

③ 冷温帯林の環境変動に対応する炭素 - エ森林総研 木曽試験地司司
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固定技術の開発
~ " 森林総研 東北支所可 ~ 

~ ~ 

森林総研 多摩森林科学司

園

- ・． 森林総研 物質生産研究可 . 
室

( 2 ）農地生態系からの温室効果ガスの排出削

減のための管理技術の開発

①草地における CH4、N20の排出削減コ
~ 農研機構・畜 草地多面的機~ 

のための有機物管理技術の開発 草研 能研究チーム

②家畜排せっ物管理における温室効 ~ ~ 農研機構・畜 畜産温暖化研司 . 
果ガス発生量の評価 草研 究チーム

- ．‘ 北海道立畜産 畜産草地部司

試験場

- ~ 岡山県総合 環境家畜部

畜産センタ

一
- 二熊本県農業 畜産研究所可

研究センタ

一- ‘酪農学園大 酪農学部・土

戸寸主2三A' 壌環境学研究

室

③ 土壌の炭素蓄積を増加させる温暖化 - ．‘ 農研機構・北 寒地温暖化研可 ， 

対策型畑作生産技術の開発とそのLCA評 海道農研 究チーム

イ面

④ 泥炭土農耕地における有機物保全・温可 . 農研機構・北 寒地温暖化研

室効果ガス発生削減技術の開発 海道農研 究チーム

⑤ 寒冷地における不耕起カパークロッ - ~ 農研機構・東 カパークロッ

プ体系の炭素吸収源としての機能を向上 北農研 プ研究チーム

させる栽培技術の開発

⑥ 田畑輪換栽培による温室効果ガスの 可 . 農環研 物質循環研究

排出削減技術の開発 領域

- ．‘ 山形県農業 食の安全環境司 ， 

総合センタ 音日

一
可 . 新潟県農業 基盤研究部

総合研究所

- " 熊本県農業 生産環境研究可 . 
研究センタ 所・土壌肥料

⑦ 堆肥ペレット施用に伴う畑地での温 一 研究室

室効果ガス発生機構の解明及び制御技術 - ~ 

農研機構・九 土壌環境指標

の開発 沖農研 研究チーム、

暖地温暖化研
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究チーム

⑧ 耕作放棄地の炭素蓄積能力を高める
~ 

E農研機構・近 暖地温暖化研

管理技術の開発 中四農研 究近中四サブ

チーム

⑨ 土壌一作物系物質循環モデルを活用し ~ E農環研 物質循環研究司

た農耕地における効果的な温室効果ガス 領域

の排出削減技術の提示
~ 

ご酪農学園大 酪農学部・土

戸寸主2三A' 壌環境学研究

室

3 地球温暖化が農林水産業に与える影響評

イ面

(1）地球温暖化が土地利用型作物に与える影

響評価

① 地球温暖化による夏季の気温変動
~ ~ 

農研機構・東 やませ気象変可 ~ 

に対応した水稲冷害リスクの評価 北農研 動研究チーム

1~ ~ 岩手大学 農学部

② 近年の温暖化が暖地における水稲
~ ・．

農研機構・九 暖地温暖化研司

の収量・品質変動に与えている影響 沖農研 究チーム

の実態解明

③ 小麦作に対する温暖化の影響解明
I~ ・． 農研機構・中 気象災害研究l司 ， 

と評価法の開発 央農研 チーム

④ ダイズ生産に及ぼす温暖化の影響
~ 

二農研機構・東 寒冷地温暖化可

評価 北農研 チーム
1~ ・． 京都大学大 農学研究科l可 ， 

会う主よこ．E竹？とE三P

⑤ 温暖化が多用途な水稲の作期条件
~ ~ 

農研機構・中 北陸大規模水司司 ~ 

におよぼす影響評価 央農研 田研究センタ

一
⑥ 温暖化・高 C02環境がイネ生産過程コ E農環研 大気環境研究

に及ぼす複合的影響の解明 領域
~ 

h 農研機構・東 寒冷地温暖化可

北農研 チーム

- ~ 岐阜大学 応用生物科学司司 ， 

部・作物栽培学

研究室

4一一惨 岩手大学 農学部

可 ，国際イネ研

究所

⑦ 温暖化・大気 C02濃度の上昇が水稲 ........ 農環研 大気環境研究

の収量・品質に及ぼす影響のモデル評 領域

イ面 ~ ．‘ 石川県立大 生物生産学科可 ~ 
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戸ゴ三l二－ 植物生産系

( 2 ）地球温暖化が水産業に与える影響評価

① 親潮域・混合域における海洋環境と 4 ．‘ 水研センター 亜寒帯海洋環

低次生態系のモニタリングと影響評 －北水研 境部

｛面
~ 

‘水研センター 混合域海洋環

－東北水研 境部

② 黒潮域・黒潮続流域における海洋環コ ．‘ 水研センター 海洋生産部~ 

境と低次生態系のモニタリングと影 －中央水研

響評価

③ 東シナ海域における海洋環境と低
~ ・． 水研センター 東シナ海海洋司

次生態系のモニタリングと影響評価 ・西海水研 環境部

④ 沖合域における海洋生態系モデ、ル ~ ・． 水研センター 混合域海洋環可 ~ 

の高度化と水産業への温暖化影響評 －東北水研 境部

価技術の開発
~ ~ 

水研センター 海洋生産部~ 

－中央水研
~ ・． 水研センター 資源評価部可 . 

－中央水研
~ 

E水研センター 海洋データ解司

－中央水研 析センター
~ ・． 水研センター 海洋研究グル司 . 

－遠洋水研 ーブ

~ ・． 北海道大学 地球環境科学司

大学院 研究院

ー一一砂 東京大学大 新領域創成科

二戸三子4 ~仁YうG 学研究科

⑤ ニシン及びマツカワを代表種としたて ．‘ 水研センター 海区水産業研

寒海性魚類の地球温暖化の影響評価 －北水研 究部

と増養殖技術の開発
~ 

E水研センター可

－宮古栽培セ

- ~ 

水研センター 研究推進部可 . 
・本部

⑥ 温暖化が与える日本海の主要回遊 - ．‘ 水研センター 日本海漁業資可 . 
性魚類の既存産地への影響予測 －日水研 源部

. 
E水研センター 日本海海洋環司

－日水研 境部

⑦ 季節的な水温変動の変化が湖沼i旬、 』 ~ 

水研センター 内水面研究部司
， 

業生産に与える影響の評価 －中央水研
~ ．‘ 信州大学 山岳科学総合司

研究所

‘一一砂 長野県水産 諏訪支場

試験場
. 

，議賀県立大 環境科学部司
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戸寸主2三A' 

滋賀県水産

試験場

⑧ 地球温暖化が日本系サケ資源に及ぼ 卜円一一す影響の評価 －さけますセ部

水研センター

－宮古栽培セ

水研センター｜調査普及課

－東北水研

( 3 ）地球温暖化が園芸作物に与える影響評価

1 ）果樹における地球温暖化の影響評価

① 過去のデータベースの解析による

目
農研機構・ 果樹温暖化研

果樹の温暖化影響の解明と温暖化影 果樹研 究チーム

響データベースの開発 青森県農林 りんご試験場

総合研究セ

ンター

山形県農業 農業生産技術

総合研究セ 試験場

ンター

茨城県農業｜園芸研究所

総合センタ

千葉県農林｜果樹研究室

総合研究セ

ンター

長野県果樹｜栽培部

試験場

静岡県農林 果樹研究セン

技術研究所 ター

福岡県農業 果樹部

総合試験場

長崎県果樹｜生産技術科

試験場

山梨県果樹｜栽培部

試験場

和歌山県農｜果樹試験場

林水産総合

技術センタ

鳥取県農林｜園芸試験場

総合研究所
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愛媛県農林 果樹研究セン

水産研究所 ター

高知県農業 果樹試験場

技術センタ

熊本県農業 果樹研究所

研究センタ

鹿児島県農｜果樹部

業開発総合

センター

② 気温、生態反応などを考慮、した果樹
トド闘機構

果樹温暖化研

の栽培適地移動予測 果樹研 究チーム

福岡県農業 果樹部

総合試験場

2）露地野菜における地球温暖化の影響評

イ面

① 長日・炭酸ガス濃度上昇条件下にお

昨
農研機構・ 業務用野菜研

ける葉菜類の生態特性の定性的評価 野茶研 究チーム

② 長日・炭酸ガス濃度上昇条件下にお 農研機構・ 業務用野菜研

ける定性的生態特性の定式化とモデ 野茶研 究チーム

ノレ化

③ 主要葉根菜類の収獲期・収量予測モ
一 農附

｜農業気象災害

デ、ルの作成と遭遇気象環境領域の調 中央農研 研究チーム

査

④ 温暖化が葉根菜類の収量、品質に及

トド

農研機構・ 農業気象災害

ぼす影響評価と作期・栽培適地の移 中央農研 研究チーム

動・産地問連携評価システムの構築

( 4 ）地球温暖化が水資源や低平農地に与える

影響評価

① 農地水利用解析に基づく濯瓶用水

卜「
農研機構・ 地球温暖化対

量と洪水への温暖化影響評価と将来 農工研 策研究チーム

予測

② 地球温暖化に起因する離島の淡水

トド

農研機構・ 地球温暖化対

レンズ地下水資源への影響評価と将 農工研 策研究チーム

来予測

③ 詳細な氾濫解析に基づく沿岸農地 卜ド農研機構・ ｜地球温暖化対

への温暖化影響の予測 農工研 策研究チーム
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4 地球温暖化に適応するための技術開発

(1）土地利用型作物における適応技術の開発

1 ）水稲の気温上昇への適応技術の開発

① 暖地における水稲の窒素管理改善

による白未熟粒低減技術の開発

② 暖地における水稲の作期分散や水

管理による白未熟粒低減技術の開発

③ 温暖地における水稲の深水無落水

栽培による白未熟粒低減技術の開発

．実証

④ 寒冷地における水稲の無効分げつ

抑制栽培による白未熟粒低減技術の

開発と実証

⑤ 温暖化や水田輪作に対応した水稲

の施肥法による高品質生産技術の開

発と実証

2 ）畑作物の気温上昇への適応技術の開発

① 温暖化や水田輪作に対応した小麦

の施肥法等による高品質生産技術の

開発と実証

② 大豆作における熱帯性帰化アサガ

オ類の分布拡大予測と防除技術の開

発と実証

③ 寒地畑作地帯における雑草化する

野良イモ対策技術の開発と実証

( 2 ）施設園芸における適応技術の開発

1 ）野菜の気温上昇への適応技術の開発

① 低圧型細霧冷房と地下冷熱源を併

用した環境制御による夏秋トマトの

安定生産技術の開発と実証

② 高温期の安定生産が可能な促成イ

チゴの低コスト高設栽培装置の開発

農研機構・九 暖地温暖化研

沖農研 究チーム

長崎県農林 作物園芸部作

技術開発セ 物科

ンター

愛知県農業 作物研究部作

総合試験場 物グループ。

秋田県農林 農業試験場作

水産技術セ 物部

ンター

福岡県農業 農産部、土壌環

総合試験場 境部、豊前分場

、筑後分場

福岡県農業 ｜農産部、土壌環

総合試験場 ｜境部、豊前分場

、筑後分場

農研機構・中｜雑草ノ〈イオタ

央農研 ｜イプ・総合防除

研究チーム

農研機構・北｜寒地温暖化研

海道農研 ｜究チーム
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③ 光環境制御によるホウレンソウの

高温下品質向上・抽台抑制技術の開発

④ 高温耐性ナスの育成と果実品質低

下防止技術の開発

⑤ 高温耐性ナスと果実品質低下防止

技術の産地実証

2 ）花きの気温上昇への適応技術の開発

① 温暖化による花き類の光応答反

応変動要因の解析ならびに光環境

調節による安定開花調節技術の開

発

② 電照施設利用による高精度開花

調節技術の開発ならびに産地実証

( 3 ）果樹・茶における適応技術の開発

1 ）果樹の晩霜害・加温施設栽培における

発芽不良に対する適応技術の開発

① リンゴ、ナシの晩霜害の危険度予測

に基づく対策技術の適応性評価と凍

結過程の基礎的解明

② リンゴ、ナシの生育ステージ別の安

全限界温度の解明とモデ、ルによる予

測

③ 高精度最低気温予測手法および

晩霜害発生予測モデ、ルの開発

④ リンゴ園における多頭型防霜ファ

ン等の現地実証

⑤ ナシ、ブドウの白発休眠覚醒期推定

モデルの高精度化

⑥ 果樹園における樹体冷却等による

ナシの休眠覚醒不良の回避・軽減技術

の開発

⑦ ナシ、ブドウの加温施設栽培下にお

ける自発休眠覚醒モデ、ル及ひ、新たな

休眠打破法を組み合わせた発芽促進

技術の産地における実証

農研機構・近｜環境保全型野

中四農研 菜研究チーム

研

究

ノ

栽

ム
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テ
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ゲ

一

育

ム

オ

一

術
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チ

菜

一

イ

ジ

技

野

究

野

チ

パ
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培

野

試

タ

i

業

ン

帰

農

セ

機

県

究

研

研

賀

研

農

茶

佐

験

農研機構・花｜生育開花調節

き研 ｜研究チーム

茨城県農業｜園芸研究所

総合センタ

農研機構果｜果樹温暖化研

樹研 究チーム

福島県農業 果樹研究所・

総合センタ 栽培科

福島大学 理工学群・共

生システム理

工学類・気圏

環境解析室

長野県果樹｜栽培部

試験場

農研機構・ 果樹温暖化研

果樹研 究チーム

宇都宮大学 農学部・生物

生産科学科・

比較農学研究

室

栃木県農業 園芸技術部・

試験場 果樹研究室
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2 ）果樹の果実生理障害に対する適応技術

の開発

① ウンシュウミカンの浮皮発生機構

の解明に基づく植物調節剤を用いた

発生軽減技術の開発

② ウンシュウミカンの浮皮等の発生

程度の品種間差と気象及び樹体要因

が発生程度に及ぼす影響の解明

③ ジベレリン・ジャスモン酸の混合処

理によるウンシュウミカンの浮皮発

生軽減技術の現地実証

④ ブドウの高温安定着色品種の簡易

評価法の確立と温暖化に適応した品

種・系統の選抜

⑤ 温暖化に対応したブドウの熟期制

御技術の開発と現地実証

3 ）茶の気温上昇への適応技術の開発

① 茶の温暖化適応性評価法の確立と

温暖化適応品種の選定及び系統の開

発・実証

② 温暖化適応性の高い茶品種の周年

安定生産体系の現地実証

③ 茶樹耐凍性の迅速な評価方法の開発

④ 茶の耐凍性評価に応じた防霜ファ

ンの省電力制御技術の開発と現地実

証

( 4 ）畜産・飼料作物における適応技術の

開発

1 ）畜産の気温上昇への適応技術の開

発

① 暑熱環境下における育成牛のエネ

ルギーおよび窒素蓄積メカニズムの

解明と適正給与技術の開発

② 暑熱環境下のビタミンA減少による

肉質低下を改善する肥育牛飼養技術

の開発

③ 周産期におけるエネルギー等栄養

素の給与水準改善による温暖化適応

飼養管理技術の開発
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農研機構・ 健康機能性研

果樹研 究チーム

農研機構・ カンキツ研究

果樹研 チーム

静岡県農林 果樹研究セン

技術研究所 ター

農研機構・ ブドウ・カキ

果樹研 研究チーム

広島県立総 農業技術セン

合技術研究 ター・果樹研

所 究部

農研機構・ 茶生産省力技

野茶研 術研究チーム

名護支所・作

沖縄県農業｜物園芸班

研究センタ

農研機構・ 茶生産省力技

野茶研 術研究チーム

農研機構・ 茶生産省力技

野茶研 術研究チーム

農研機構・畜｜畜産温暖化研

草研 ｜究チーム

農研機構・畜｜畜産研究支援

草研 ｜センター・大

家畜飼養技術

開発室

農研機構・九｜暖地温暖化研

沖農研 ｜究チーム



④ メタン発酵処理ガス利用の冷房シ

ステムと牛体熱収支に基づく暑熱改

善技術の確立

2 ）牧草・飼料作物の気温上昇への適

応技術の開発

① 暖地・温暖地の 2地域相互選抜と幼

苗検定法を利用したオーチヤードグ

ラス高越夏性・耐病性系統の育成

② 極長期利用型イタリアンライグラ

ス等の安定多収栽培のための技術確
_L.  

}L 

③ 温暖化に適応した新規草種の選定

および消化性（栄養価）を高く維持で

きる栽培法の開発

④ 暖冬条件に適応した飼料用麦類の

冬枯れ防止栽培技術の開発

農研機構・畜｜資源化システ

草研 ｜ム研究チーム

農研機構・畜｜畜産温暖化研

草研 ｜究チーム

家畜改良セ｜熊本牧場、宮

ンター ｜崎牧場

農研機構・東｜飼料作物育種

北農研 ｜研究東北サブ

チーム

茨城県畜産｜飼料研究室

センター

琉球大学 ｜農学部・家畜

生産学講座

沖縄県畜産｜育種改良班

研究センタ

農研機構・畜｜飼料作生産性

草研 ｜向上研究チー

ム

注）文中の図、表、写真に付した番号は、課題番号とその中の一連番号を組合せて表示しである。（例： 1一

( 1 ) 1 ) ①の課題の 1番目の図の場合は、図1111-1と表示）

百研究結果

農林水産生態系の炭素循環の解明と炭素循環

モデルの開発

( 1 ）森林生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデ

ルの開発

異なる森林タイプに設定した 5ヶ所のタワーサ

イトで生態系純生産量等の測定を行い、撹乱を含む

時系列的な変化、サイト聞の比較について分析した。

また、サイトバイオメトリー法等との手法問比較・

検証を行い、適切な結果が得られていることを確認

した。 MODISデータを用い500mメッシュの全国森

林タイプ分類図作成手法を開発し、森林分類図を作

成するとともに、開葉時期のマッピング技術を開発

した。森林資源モニタリングと森林簿をリンクさせ、

林分構造に関わる全国メッシュ分布図データセット

を作成し、森林炭素循環モデルの初期値とした。地

形特性値を説明変数として土壌炭素蓄積量を推定す

る重回帰予測モデ、ルを開発し、高知県全体の土壌炭

素分布図を作成した。森林土壌の温室効果ガスの吸

排出量の季節変化や時空間変動、メタンと一酸化二

窒素の植生や土壌タイプごとの吸排出特性、全国の

年間吸収・排出量を明らかにした。

林分構造のモデ、ル化、光合成及び呼吸に関する推

定法を考案し、森林群落の炭素固定に関するプロセ

スモデル（群落サブモデ、ル）を開発した。落葉リ

ター・枯死木の区分別の分解パラメー夕、植物根由

来の有機物量を把握し、森林土壌の炭素蓄積・排出

を推定するプロセスモデル（土壌サブモデ、ル）を開

発した。素材生産量等から齢級別伐採率実績を推定

する方法を開発し、将来の齢級構成の変化による伐
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採面積、伐採量の変化を試算した（林業サブ？モデ、ル）。

素材生産量と林道開設距離について排出量原単位を

把握し、 2007年の素材生産及び林道・作業道開設に

かかる総排出量を19万～22万 tC／年と推定した。木

材製品の輸送・製造に係る炭素排出量、木造代替に

よる削減量を明らかにし、木材製品炭素収支モデル

（木材サブずモデ、ル）により製材について将来予測を

行った。上記のサブモデ、ルを統合して森林炭素循環

モデルを開発し、全国スギ林を対象に2050年までの

予測を行った。その結果、現状シナリオでは吸収量

が急速に低下していくことを示した。

( 2 ）農地生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデ

ルの開発

単作田、二毛作田、果樹園で炭素収支を把握し、

焼却や鋤込み等作物残さ処理が炭素収支に及ぼす影

響を明らかにした。土壌図と土地利用図から1990年

時点の農耕地及び草地の土壌炭素賦存量の分布図を

作成し、深さ30cmまでの日本の土壌炭素賦存量を、

農耕地で4.2億 tC、草地で2.4億 tCと推定した。長

期有機物連用試験データを用いて、水田や畑の初期

土壌炭素含量、土壌特性、有機物施用量から、継続

年数による土壌炭素含量を推定する式を作成し、日

本全国の有機物管理による炭素蓄積量予測が可能と

なった。北海道幾春別川流域の温室効果ガス発生量

を推定し、土地利用や作目の組み合わせによる温室

効果ガス発生量の削減シナリオを提案した。日本の

市町村レベルで、の有機物投入量を算定し、農耕地面

積の平均値では1.25士1.42tC/ha/yrであることを明

らかにした。改良 Rothモデルでは、全国で、 25年間

に堆肥シナリオでは3,200万 tC、水田縁肥シナリオ

では1,100万tCの土壌炭素が、有機物未投入シナリ

オに比べて増加した。これは25年平均でそれぞれ

0. 30、0.10、0.4ltC/ha／年に相当し、 IPCC第 4次

報告書等既往の報告による農地管理が及ぼす土壌へ

の炭素蓄積効果（0.14～0. 24tC/ha/yr）と類似の値

であることを明らかにした。

( 3 ）水産生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデ

ルの開発

1990年代初頭の日本沿岸域における海草・海藻類

の年間最大現存量及び年間生産量の分布を炭素ベー

スで明らかにするとともに、衛星画像解析により、

厚岸湖の海草群落をマッピングすることが可能とな

り、一定の精度で湖全体の現存量を推定する手法も
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確立した。また、アマモ及びノコギリモクの光合成

速度と光量子量との関係が周年にわたり定式化され、

得られたパラメータを炭素循環モデ、ルの構築に活用

した。野外調査と実験の結果、厚岸湖内のアマモに

より固定された炭素の一部は、溶存態有機物の形で

ほとんど分解を受けずに、湖から湾、湾口へと移送

され、海水中に残存する可能性が示されるとともに、

草体のまま厚岸湖から厚岸湾を経由して湾外へ移送

され、短時間での分解を免れるサイクルに入る可能

性も示された。また、厚岸湖のアマモ群落内堆積物

の有機炭素量はかなり高く、この有機炭素の 6割が

海草起源であることが明らかになった。ノコギリモ

ク葉を用いた室内及び野外での分解実験の結果から

も、枯死藻体の一部は分解されず、比較的長期間に

わたって残存する可能性が示唆された。さらに、広

島湾内のガラモ場周辺で採集した懸濁物、沈降物、

堆積物の分析結果から、ノコギリモクの枯死藻体を

起源とする有機物が藻場及び周辺海域に未分解物と

して堆積している可能性も示唆された。

観測データや実験結果を基に、厚岸湖及び広島湾

を対象とした炭素循環モデルを構築した。また、構

築したモデルを用いて計算した結果、厚岸湖におい

て、短時間で分解されずに、湖底に堆積又は湖外へ

移送される粒状態有機炭素はアマモとアマモ葉上の

付着藻類起源のものを多く含むことが明らかになっ

た。広島湾南部海域のガラモ場においても、年平均

で海藻により吸収された炭素の約l叫が分解されず、

海底へ堆積する可能性が示唆された。

2 地球温暖化の進行を緩和するための技術開

発

( 1 ）森林生態系からの温室効果ガスの排出削減の

ための管理技術の開発

人工林の風害については、鹿児島地方の斜面方位

別のスギ人工林の炭素固定量の期待値は、高齢林に

なるほど斜面方位による差が大きくなった。湯布院

周辺を対象にした風況シミュレーション結果は、対

象地域の強風風向の偏りと地形を反映したものであ

り、このようなリスクマップの開発は長伐期化の適

地を示すものとして、有効な緩和技術になる。広葉

樹混交林については、札幌の落葉広葉樹混交林では、

台風撹乱後に林木の枯死を補うようにササの現存

量・純生産量が増加したが、ササの繁茂は林木の更



新阻害になるため、更新補助作業が必要と考えられ

た。一方、九州｜の常縁広葉樹混交林では、階層構造

が単純な萌芽二次林では壊滅的な風害を受けやすい

が、階層構造が発達した成熟した常緑広葉樹混交林

では、低木層や亜高木層が風害を免れて森林が回復

することから、複雑な階層構造に導く森林管理が炭

素固定能の維持に効果的と考えられた。冷温帯林に

ついては、ヒパ択伐林における林床のヒバ椎樹は、

土木が落葉広葉樹であれば開葉前の良好な光環境を

利用して成長が可能であることから、今後、土木の

フェノロジーに対する温暖化の影響を考慮する必要

が示唆された。一方、木曽ヒノキ成木の光合成モデ

ルを用い、同地域における2050年までの気象予測シ

ナリオに基づいた光合成の季節変化を予測した結果、

温暖化に伴い、盛夏期の光合成速度が低下する傾向

にあることが示された。

( 2 ）農地生態系からの温室効果ガスの排出削減の

ための管理技術の開発

各地における圃場試験と LCA評価から、以下の技

術について、 GHG排出緩和技術としての有効性を定

量・実証した。

草地への乳牛ふん尿を堆肥化した施用：乳牛のふ

ん尿を堆肥化して草地に散布すると、主として土壌

炭素蓄積量の増加により、スラリー散布に比べて6.6

～10. 8 t C02 eq/ha/yrに相当する GHG排出量を緩

和できることが示された。

畑作における省耕起化学肥料有機物多投入：

北海道の畑輪作農業では、堆肥だけでの栽培では土

壌の吸収源機能は確保できるが作物収量が低下する

ため、収量確保と GHG排出緩和を両立するために

は「省耕起化学肥料有機物多投入」が適してお

り、慣行栽培に比べて GHG 排出量を 5.2 t 

C02-eq/ha/yr緩和し、収量は 5九増加することが示

された。

泥炭士転換畑における不耕起栽培：泥炭土水回転

換畑圃場（秋まき小麦）において、 LCA評価により

GHG排出において土壌由来の寄与が圧倒的に大き

く、不耕起栽培区は慣行耕起区に比べ土壌由来の

GHG排出量が27%減少することが示された。

ダイズのカパークロップ不耕起栽培：メljり敷きと

して休閑期にムギ類を導入するダイズの不耕起カ

ノミークロップ栽培体系は、ダイズの増収とともに土

壌炭素蓄積が増加し、 LCA評価においても約3.6 t 

C02 eq/ha/yrの GHG排出緩和効果が認められた。

田畑輪換栽培：全国 4カ所における調査から、 CH1

発生量の多い水田では、数年間の畑転換栽培を導入

することにより、 CH4とN20の総発生量の削減が期

待できることが明らかになった。

窒素付加堆肥ぺレット：堆肥に発酵過程で揮散す

る窒素成分を吸着させた窒素付加堆肥で、作成した牛

ふん堆肥ベレットでは、飼料用トウモロコシ畑に施

用した場合、秋・夏 2作合計の N20発生量が慣行堆

肥ペレットの 1I 3以下であった。

耕作放棄地の管理による土壌とバイオマスの炭素

量の変化を調査し、耕作放棄後に単位面積当たりの

炭素量は放棄前より大幅に増加すること、管理技術

（草刈）は夏期湿潤環境下で植物体からの炭素供給

量を増加し、表層の土壌炭素量増加に寄与すること

を明らかにした。

GHGインベントリ精般化のため、スラリー貯留及

び汚水浄化処理起源の C刊と N20の発生量を測定し、

スラリー貯留では貯留物品温や貯留期間に依存し、

排出係数はそれぞれ 4九及び0.1九程度、汚水浄化処

理では浄化対象の有機物負荷が大きな変動要因で、

それぞれ0.2～0.倒及び0.03～3切であることが確

認された。また、有機質土壌からの N20排出を算定

した。これらの成果は日本国温室効果ガスインベン

トリ報告書に盛り込まれた。

水田からの CH1発生量を広域推定するため、土壌

作物系物質循環モデル（DNDC）を水田用に改良

(DNDC Rice）するとともに、気象、土壌及び栽培

管理に関するデータベースを作成した。それらによ

り8つの県の全水田からの C出発生量を推定した結

果、平均発生量は30～470kg/ha/yrの範囲にあり、

気象、土壌条件や栽培管理による差異が非常に大き

いことが示された。畑からの N20発生量について、

DNDCモデ、ルは非黒ボク土畑からの発生量を十分予

測できることを確認したが、黒ボク士では誤差は大

きかった。ただし、黒ボク士における誤差は土壌炭

素含量と関係、があることが示唆され、今後のモデル

改良のための端緒が得られた。

3 地球温暖化が農林水産業に与える影響評価

(1）地球温暖化が土地利用型作物に与える影響評

価

イネ、コムギでは過去20～30年の聞に各地で出穂
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の早期化が明らかであった一方、収量については明

瞭な趨勢は確認されなかった。ダイズでは、寒地で

は8、9月の気温が上昇傾向の地点では登熟期聞が

延長し、成熟期の全乾物重が増加した。一方、暖地

では高温年に収量が低下する傾向にあった。

大気 C02増加（+200ppm）と水・地温上昇（十 2℃）

がイネの生理に及ぼす影響を岩手県の開放系水田条

件で調べたところ、両処理の組み合わせにより、生

育初期に60～70弘もの大きな成長促進効果が現れた

が、その効果は大きく低下し、成熟期における C02

増加による増収は約20%、水温単独で、の効果は有意

ではなかった。 C02増加の影響が品種によって異な

るかを調べたところ、大粒系品種が多収で、かつ C02

応答が大きかった。チャンパーを用いた夜温上昇実

験では、夜温は乾物生産を低下させなかったが、不

稔を誘発させること、その発生温度は28～30℃程度

と開花時の高温不稔とは大きく異なることが分かつ

た。熱帯・亜熱帯の水田条件で、高温でも安定的な

受粉を得るための形質として、蔚の裂開長の大きさ

が重要な役割を果たすことを明らかにした。

これまでに開発したイネ生育モデ、ルが、施肥・年

次の違いによる収量変動だけでなく、子実タンパク

含有率の品質関連指標の予測にも適用できること、

全国 8地点の生育期間の短縮と収量の推移をほぼ

再現することが分かつた。微気象環境と栽培管理・

稲体生理要因を考慮した乳白粒と背基白粒の発生予

測モデ、ルを開発した。群落微気象モデルと生育・収

量モデルと結合することにより、乳白粒と背基白粒

の割合を算定することができるようになった。

3つの排出シナリオ（AlB,A2, Bl）に基づく 10種

類の気候モデル結果から、イネの収量・品質の将来

予測に必要な、日本全国 8地点における23種類の気

候シナリオを作成した。各シナリオ聞の差は、 2040

年ぐらいまで、は比較的小さいが、それ以降は期間の

経過とともにに拡大し、イネ生産の将来予測に関す

る不確実性が増大することが分かつた。

( 2 ）地球温暖化が水産業に与える影響評価

親i朝・混合域では厚岸沖の観測ライン（Aライン）、

黒潮域では御前崎沖の観測ライン（0 ライン）、東

シナ海では甑島沖の観測ライン（CKライン）にお

いて、季節変化を把握する年 4 5回のモニタリン

グ観測を継続して実施し、各海域の低次生態系デー

タを蓄積した。親潮・混合域では、 Aラインデー夕、
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及びその他の公開データの解析により、親潮・混合

域での1970年代以降の海洋表層の成層化の進行の実

態を明らかにするととともに、同海域における動物

プランクトンに与える影響についての理解を進めた。

また、 Aラインについては観測データのホームペー

ジでの公開を精力的に進め、国際的にも重要なモニ

タリングラインとして認識された。主に暖流域を観

測している 0 ライン、 CKラインについては、動植

物プランクトンの種組成の季節的な変化の実態を把

握し、東シナ海では、大きさが 2μ mより小さい微

細藻類が一次生産者として重要であること、水温上

昇に伴う混合層深度の浅化が表層の栄養塩濃度の低

下とともに、窒素とリン酸の供給バランスも悪化さ

せる可能性があることを示した。低次生態系モデル

開発では、衛星観測によるクロロフィルデー夕、親

潮・混合域、黒潮域、東シナ海におけるモニタリン

グ観測データとの比較により、改良を進め、世界で

も 最 高 峰 の 高 解 像 度 低 次 生 態 系モデル

(C-HOPE-eNEMURO）を構築した。サンマを対象

にした魚類モデルの高度化により、温暖化予測シナ

リオ下において、 2050年には餌料プランクトンの減

少により体重がlOg （体長 lcm）減少することを予

測した。これにより温暖化の影響によって、サンマ

は小型化し、回遊が遅れ、漁期も遅れるが、数量は

増えることが予想された。マイワシの回遊モデルに

よる温暖化予測実験により、マイワシでは温暖化に

ともなう餌不足を北上摂餌回遊を緯度 l～ 2度程

度北に移動することにより補うとともに、産卵場を

北に移動することにより再生産への悪影響を補償す

ることが予想された。

増養殖魚類について、ニシンで、は卵のふ化適水温

の上限が15℃であること、稚魚の長期生存限界水温

が22℃以下であることを明らかにするとともに、放

流試験の結果等から、温暖化が進行した場合の対策

としては小型種苗の早期放流の有効性を示唆する結

果を得た。マツカワでは水温20℃で最もよく成長し、

飼育水温上昇が22℃までであれば従来型の飼育方法

で対応可能であることを把握した。また、稚魚、期の

高温負荷試験により高温耐性を持った個体を選別す

ることが可能であること、一時的な高温への対応と

しては、絶食状態とし、異化代謝を最小限化し水温

低下を待つことも選択肢のひとつで、あることを示し

た。日本海については、温暖化の進行により暖水域



が北へ拡大すること、これにより日本海北部及び北

西部が高温化し、夏季のスルメイカの分布が大きく

北に偏り、漁場がより遠くなる可能性があることが

分かつた。ブリについては、温暖化により冷水域主

で回遊する脂質含量が多く商品価値の高いブリが少

なくなる可能性があることを示した。日本系サケに

ついては、餌が十分に存在する場合には、稚魚期で

は現在の分布水温から 5℃程度までの上昇であれ

ば生残への影響は小さいことを示唆する結果を得た。

一方、幼魚については高水温が成長を阻害する可能

性があり、また、越冬期の未成魚についても高水温

が飢餓耐牲を低下させ生残にも影響する可能性があ

ることが分かつた。

内水面については、水温上昇の観測されている湖

沼の環境条件を把握し、統計的な水温予測方法を検

討した。諏訪湖については、水温上昇により動物プ

ランクトン群集が小型化し、｛子魚の餌となるワムシ

類の出現が早期化・短期開化すること、ワカサギ｛子

魚、のふ化時期が極端化し、飢餓耐性が低下すること

が分かつた。琵琶湖のイサザの当歳魚、の資源量変動

が、親魚量、餌料量、春季の水温とともに底層の溶

存酸素量の影響を受けることが推測された。

( 3 ）地球温暖化が園芸作物に与える影響評価

カンキツやりンゴでは、開花期が前進する一方、

果実の着色開始は遅れる傾向にあった。また、リン

ゴの酸度は年々低下傾向にあり、秋季高温年ほどみ

つ入りが少ないことが分かつた。ブドウ・モモでは、

高温が原因と考えられる障害の発生事例が増加した。

ウメやオウトウでは、春季の高温による開花日への

影響が品種によって異なり、授粉樹との開花期のズ

レが頻繁に現れてきた。ダウンスケールした気候シ

ナリオを利用し、 1×1kmメッシュのミカンの適地

移動マップを作成した。

レタスでは、抽台促進における限界照度を明らか

にし、日長と高温が抽台促進に及ぼす影響を統合的

に扱える推定式を作成した。また、キャベツの地上

部・結球部乾物重、ハクサイの地上部乾物重の高温

影響評価モデ、ルを開発した。葉根菜類 4品目の生

産・市場統計のデータベース化を完了し、出荷パター

ンを再現する手法を開発した。青果物市場への入荷

量の 5年平均偏差を用いることで、短期間の収量と

気象との関係を解析する手法を開発した。青果物市

況情報の階級値から、新たな収量構成要素に基づく

収量予測モデルを開発した。

( 4 ）地球温暖化が水資源や低平農地に与える影響

評価

水資源や低平農地に対する温暖化影響評価では、

まず関川流域を対象に、受益地内での用水配分・積

雪融雪過程のモデ、ル化及び貯水池運用モデルの開発

を行い、分布型水循環モデルへの組み込みを行った。

その結果、同モデ、ルを用いて農地水利用について各

種の具体的な温暖化影響評価を行うことができるこ

とが明らかになった。一方、沖縄県多良間島におけ

る淡水レンズ形状及び賦存量が明らかになり、地下

水調査と電磁探査を組み合わせた淡水レンズ賦存形

態調査法が確立できた。また、遮水壁による淡水レ

ンズ増強効果を明らかにした。さらに、有明海及び

八代海沿岸の主要干拓農地を対象に詳細な高潮氾濫

モデ、ルの開発を行い、将来の温暖化の影響を検討し

た。そこでは、航空レーザー測量のデータを用いて

従来の氾濫解析よりも高分解能の解析を行った。将

来、有明海で強大な台風が来襲したと仮定すると、

高潮により上昇した潮位が湾奥部で反射し、本来は、

潮位上昇が大きくない島原沖に到達する可能性があ

ることが分かつた。

4 地球温暖化に適応するための技術開発

( 1 ）土地利用型作物における適応技術の開発

暖地の窒素管理改善では、分げつ期聞が高温な年

ほど籾数の多いことを明らかにするとともに、その

要因について土壌と肥料からの窒素溶出モデ、ルを

使って解析した。また、白未熟粒発生との関係、から

肥効調節型肥料の構成を見直し、適応性の高い肥料

配合を提案した。また、暖地の高温登熟条件におい

て、白未熟粒の発生を減らすには、登熟期間の稲体

窒素栄養条件を高く維持することが重要なことを明

らかにし、遅植えの効果の理由を明確にするととも

に、穂肥に緩効性肥料を使う技術を開発した。また、

作期の広い暖地では、高温耐性品種を用いて、収量、

品質、食味を満たす適作期を策定するとともに、そ

の安定栽培技術を提示した。また、登熟期の根系活

性維持の観点から最適な水管理法を提示した。白未

熟粒低減に効果の認められる温暖地の深水無落水直

播栽培法や寒冷地の無効分げつ抑制栽培法について

は、それを現地等で、実証しつつ、要因解析を行うと

ともに、施肥法技術の高度化を図った。その結果、
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温暖地の深水無落水直播栽培法で、は、登熟後半まで

葉色が濃く光合成活性が高く維持される生育相が変

わり、寒冷地の無効分げつ抑制栽培法で、は、主茎と

強勢な 1次分げつ第 3～ 6号を主体に穂数を確保

することと、登熟期の根からの出液速度の高さが高

品質の要因と考えられた。

小麦については、温暖化に対応した秋播’生小麦系

統の生育特牲を明らかにするとともに、秋播型品種

の選定を行った。また、登熟期間の多日照や少雨に

より、タンパク質含有率は低下傾向であることを明

らかにし、省力的で効率的なタンパク質含有率向上

技術を提示した。帰化アサガオ防除では、発生生態

の解明と分布拡大予測を行い、耕種的防除法の検討

や畦間散布技術等を組み合わせた総合防除技術を開

発し、効果を現地で検証した。パレイショ作では土

壌凍結深推定モデルにより算出した最適な除雪期間

を用いることで、目標とする土壌凍結深を確保する

省力的な野良イモ防除技術を開発した。

( 2 ）施設園芸における適応技術の開発

低圧型細霧冷房と地下冷熱源を併用したトマト暑

熱緩和技術開発として、地下冷気導入型局所冷房装

置による局所冷房処理により株当たりで約20%の増

収効果が認められた。また、高温処理していないハ

ウスの収量と比較しでも高かった。その要因として、

地下熱交換空気の施用により、日中のトマト生長点

付近の C02濃度が高くなることによる光合成速度の

上昇が寄与していると考えられた。さらに、シーケ

ンサと 2台の Pt抵抗体温度センサを用い、乾球温度

と湿球温度から噴霧ノミルブの制御を行う安価な細霧

冷房用噴霧コントローラ（パーツ合計約10万円）を

開発した。

現地実証試験（細霧冷房）では、 2009年は 7月か

ら8月中旬までの日照時聞が少なく、冷夏傾向の気

象であり、細霧冷房の処理効果を判定するのは難し

かった。

簡易な培地冷却機構を備えたイチゴ高設栽培装置

の開発として、下工ほっぺ’では20°C前後が、‘さち

のか’では20～23℃が連続出音性と出音性の両立に

最適であった。また、‘さちのか’では、被覆尿素肥

料の LPS60、LPSSlOO、LPS200の混合施肥が、収量

性を維持しつつ連続出昔性を高められる有効な肥培

管理法と判断された。慣行法の半量である 2L程度

の培地量でもイチゴの成育には影響がなく、効率的

-25-

な培地の昇温抑制が可能であることが明らかになっ

た。被覆尿素肥料の使用と培地量の半減により、高

設栽培の導入時に慣行法に比べてlOa当たり約26万

円のコスト削減が可能となる。培地冷却法の効果検

討及び兵庫方式への応用では、頂花房の開花期は、

現地慣行の兵庫方式（送風なし）に比べ近中四方式が

早くなり、肢花房開花も促進傾向であった。兵庫方

式へ送風を応用した場合、同一環境下の近中四方式

より冷却効果が高い傾向にあった。

光環境制御によるホウレンソウ高温下品質向上・

抽台制御技術開発として、草丈の伸長を確保するた

めには、できる限り収穫期近くまで遮光する必要が

あると考えられた。アスコルビン酸含量は実質 1日

で回復するのに対し、株重・葉色が改善するまでに

は7～10日程度を要することを明らかにした。産地

条件での遮光除去によるアスコルビン酸含量の約 2

割の増加を確認できた。アスコルビン酸含量は、収

穫前日の日射量との相関が高いことを明らかにした。

以上を総合的に考慮、して、遮光栽培したホウレンソ

ウで、収穫前の遮光除去処理の導入により、草丈の

伸長を確保した上でアスコルビン酸含量、株重・葉

色を向上させる栽培方法として、草丈20cm程度で遮

光除去し、 7～10日経過後の晴天日の翌日に収穫す

る方法が考えられた。 5～6月育苗において11時間

明期、 12時間明期の短日育苗で、白然日長育苗に対

して、 3～5日の拍台抑制効果が安定して認められ

た。また、薄暮時遮光による明期制限では、遮光に

伴う生育量減少もほとんど認められなかった。

700nm以下カット光源の照射で短日育苗と同等の抽

台抑制効果が認められ、移植栽培を前提とせず、栽

培本圃への導入作業が容易な手法として、遠赤色光

の薄暮時照射も拍台抑制に有効であることを明らか

にした。

高温耐性ナスの育成と果実品質低下防止技術の開

発として、 AEP03と単為結果性固定系統との試交

Flを12系統作出した。また、人工気象室を用いた高

温耐性選抜条件を確立し、各系統の高温耐牲を評価

したほか、ハウス栽培での結実率の評価を行い、

08SM203、204及び206が高温耐性の点で優れると評

価した。露地栽培において、収穫果数及び果形を総

合的に評価した結果、 08SM201及び203の実用形質が

比較的優れると判断した。

「あのみのり j は高温条件でも結実率が高く高温



期のハウス栽培でも収穫果数が多かったことから、

高温耐性を有すると判断した。現地試験により供試

系統の生育、商品果収量、果形等を調査するととも

に、整枝に要する時間、経済牲についても検討を加

え、供試系統の中では08SM201及び203が有望と考え

られた。

花きの気温上昇に対応する技術開発として、コギ

ク8月咲き品種はすべて18時間日長辺りに花芽分

化開始の限界日長が存在した。 7月咲き品種の中に

は限界日長を持たないタイプと持つタイプが混在し

た。再電照処理は、処理のタイミングに留意するこ

とによって、花房形状品質面の調節にも有効である

ことが示した。 トルコギキョウの花芽分化の早晩は

温度よりも日長の影響が大きく、高温条件下でも 9

時間の短日処理は花芽分化の抑制に有効で、あった。

9月彼岸出荷作型における電照を利用したキク開花

調節の現地実証では、供試した 3品種すべてで電照

により開花が抑制され、電照を利用した開花調節が

可能であることが明らかとなった。 6月中旬から電

照を行う 9月彼岸出荷作型では、 8月旧盆出荷作型

の電照施設移設により、新たに電照施設を購入する

場合に比べてコストを65%削減できることを明らか

にLfこO

( 3 ）果樹・茶における適応技術の開発

果樹の晩霜害・加温施設栽培における発芽不良に

対する適応技術の開発として、リンゴについて、地

域別・年次別の晩霜害発生の危険度をモデ、ル的に評

価する手法を開発し、温暖化により群馬県では晩霜

害危険度は低くなり、青森県では高まる傾向がある

ことを明らかにした。また、リンゴ「ふじん「つが

る」、ナシ「幸水」、「豊水」の生育ステージ別の凍霜

害安全限界温度の基準を作成した。さらに、 2次元

的に表示できる気温監視システム、最低気温予測シ

ステムを開発した。多頭型防霜ファンについては、

首振りがないため、従来型に比べて稼働中の温度変

化が少ないこと、送風効果範囲が広いこと、電気料

金は30%程度削減できることを明らかにした。

ブドウ‘巨峰’における自発休眠覚醒について

DVRモデルを試作し、従来のモデルに比べて、暖冬

年や暖地での白発休眠覚醒予測に向いていることを

明らかにした。また、 2℃の気候温暖化を想定した

低温不足条件下で、細霧冷房を利用した樹体温度低

減処理や、3233℃の短期間高温ストレス処理により、

ニホンナシの発芽・開花率を向上できることを実験

室レベルで、示した。実証レベルでは、既存発芽促進

処理のシアナミド処理が催芽卒、開花率とも高く催

芽までの日数も短かったことから最も効果があった

が、高温処理も催芽、開花を進める効果があること

を見出した。

果樹の果実生理障害に対する適応技術の開発とし

て、成熟期における果皮のアブシジン酸（ABA）の

増大抑制がウンシュウミカンの浮皮軽減に関与する

ことを見出し、 ABAの作用や含有量を低下させるこ

とで、浮皮を軽減できる可能性を示した。また、成

熟期以前からの継続的な高温状態は、着色を遅延さ

せつつ浮皮を進行させること、浮皮になりにくい品

種の果皮では、 NaとMgが多く、 Kが少ないこと、

硫酸マグネシウム散布は、着色を促進させる傾向が

あることを見出した。さらに、ジベレリン・ジャス

モン酸混用処理の着色遅延対策に関しては、処理時

期の早期化や処理濃度の低減等で浮皮を軽減しつつ

着色遅延を緩和できること、結実量が少ない樹では

処理による着色遅延の影響が強くなること、マルチ

栽培による少水分管理により着色遅延が緩和できる

ことを明らかにした。

着色開始期のブドウ果粒を30℃（明区）で10日間

培養することによって、高温安定着色品種・系統を

簡易にスクリーニングする技術を開発した。さらに、

高温安定着色品種・系統は、着色機能を有する転写

調節遺伝子のハブコロタイプを多く有する傾向がある

ことを見出した。簡易保温施設栽培では、成熟を促

進できる被覆資材の組み合わせは、側面の被覆を 2

重、 トンネル資材を不織布に農ポリ資材等を重ねた

ものが適切であること、換気については、外気の最

高気温が24℃となるまでは、無電源白動換気装置の

みの換気で可能なこと等を明らかにした。遮光袋は、

収穫期以降においても晩腐病発生程度を抑制し、着

色開始 3週間後からの遮光袋の利用で、成熟期を

1. 5ヵ月程度延長できることを明らかにした。

茶の気温上昇への適応技術の開発として、高気温

条件下では、「やぶきた」の中・晩生品種のみに新芽

の生育異常が現れ、早生品種は概ね正常に生育する

ことを見出した。さらに、早生品種の「そうふう」

を親とした場合、晩生品種をもう一方の親とすると、

大部分の交雑後代で新芽の生育異常がみられること、

中生品種をもう一方の親とすると、正常な生育を示
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す系統が分離することを確認した。さらに、極早生

品種を高気温下（沖縄県）で栽培すると、年 1回の

枝の更新処理で、連年年間収量が増加し（ 6回摘採

可能）、更新後の茶の遊離アミノ酸含有率が高く、カ

テキン含有率が低くなることを明らかにした。この

結果、更新処理を組み入れた多回数摘採法は、樹勢

低下の影響が現れず、増収部分の品質が高いことか

ら、収益性の高い生産を実現できる方法であること

を確認できた。

茶樹の耐凍性評価法について、幾つかの方法で、検

討した結果、サンブρルを減圧脱気して脱イオン水で

浸出した漏出液の EC値を測定する方法が、迅速に

凍結障害を判定できる有効な方法であることを示唆

できた。また、樹冠面と上空の気温差を考慮できる

制御法を考案し、装置を試作した結果、静岡の現地

圃場では、消費電力量は慣行制御で208kWhに対し、

温度差制御では96kWhで、削減率は53.8%となるこ

とを明らかにした。

( 4 ）畜産・飼料作物における適応技術の開発

暑熱下における育成牛の体温と中性デタージェン

ト繊維摂取量の関係を解析したところ、体温上昇に

伴い粗飼料 NDF摂取量は低下し、体感温度上昇によ

るNDF摂取量の低下割合が異なった。環境温度上昇

による NDF摂取量低下が著しかった粗飼料では、そ

のNDF分解速度が低かった。そのため、暑熱環境下

で粗飼料摂取量を確保するためには、低 NDF含量及

び高 NDF分解速度の粗飼料を給与することが有効

であることが示唆された。ビタミンAを制限した飼

養試験において通常より高い23頭中 3頭にシコリ

が発生した。発症牛は正常牛より厳しい低ビタミン

A状態を経過していた時期があった。また、ビタミ

ンA欠乏による筋肉水腫発生時と同様の低アルブミ

ン血症がシコリ牛にも観察されたため、シコリの発

生は肥育時でのビタミンA欠乏による筋肉水腫の発

生と関係があることが示唆された。血襲ビタミン A

濃度は夏季に低下することが明らかとなった。高温

環境下で分娩した乳牛は、分娩前及び分娩後におい

て適温環境下と比較し直腸温が有意に高く、乳量、

乳脂肪卒、乳蛋白質率及び乳糖率が低く乳生産性が

低いことが明らかになった。また、周産期において、

初産牛と経産牛の栄養代謝は異なることが示唆され

た。経産妊娠牛はエネルギー要求量（維持＋胎児の発

育）を満たす分の飼料を摂取できたが、育成妊娠牛は
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エネルギー要求量（育成十胎児の発育）を満たす量を

摂取できなかった。したがって、分娩前において経

産牛と育成牛は異なった飼養管理が必要であること

が示唆された。高温下で分娩する育成牛に、分娩前

に高エネルギー飼料を給与することで、栄養状態が

改善し、乳生産性も向上できる可能性が示された。

ガスエンジン（アイシン精機：GECC60A）の出力は

6kW、0.5kWのスポット冷房機（ダイキン工業：

SUASPlBS) 2台、冷房機からラインファン（テラ

ル： ALF-2 -508S）を設置した断熱ダクトによりス

トールに冷却空気を配風するストールスポット冷房

システムを開発した。このシステムを泌乳牛へ適応

した場合に、 2009年は冷夏であったが冷房区のほう

が対照区より畜体への熱の蓄積が少ないことが示さ

れた。

高越夏性育種素材の作出（「熊本エコタイプ」由来）

は、中間母本候補「K4J （第 4世代）は熊本での夏

枯れ程度が少なく被度も優れたが、収量における優

位性は見出せなかった。耐早・耐暑性幼苗選抜育種

素材の作出（「那系26号」由来）では、耐早・耐暑性

幼苗選抜系統の圃場での越夏性及び収量性は、原系

統及び標準品種と同程度であった。高越夏性・耐病

性系統の育成（「熊本エコタイプ」×「那系26号」由

来）では、熊本エコタイプ」×「那系26号」白然交

配後代から着実に選抜サイクルを進めた。近年育種

された越夏性品種「アキアオパ 3Jと「ハイフロー

ラj は従来品種「エース」と比べて格段に越夏牲が

優れ、中でも越冬牲を重視するならば「ハイフロー

ラ」、越夏牲を重視するならば温暖地で、の越夏性によ

り優れる「アキアオパ 3」が優れていることが明ら

かになった。暖地型牧草の中で発芽率が20九以下の種

子では、熱湯処理が有効であること、石垣及び今帰

仁試験地において植物成長比率（CGR:g/m2/day) 

が 7以上となった草種は、ブラキアリア属、パニカ

ム属であった。ブラキアリア属バシリスク、 MG5及

びルージーグラス、パニカム属パイカジは乾物収量

が高く、土壌環境や気象環境の適応性に優れている

ことが示唆された。暖地型イネ科草種のサイレージ

調製は、草種によっては付着乳酸菌のみで十分な乳

酸菌増殖(106108 c白／g）と乳酸発酵をもたらすが、

その発酵を確保するために、市販の各種乳酸菌（畜草

l号、 ROSO、アクレモコンク）の添加はその発酵を

確保するための技術として有用である。また、良質



サイレージ調製のための生産コストの低減のため、

白家製乳酸菌添加剤も十分活用できることが明らか

となった。 2ヶ年の播種期移動試験により、エンバ

クが獲得する積算気温が約250℃以上になると品種

によっては冬枯れが発生すること、360℃以上になる

とすべての品種で危険性が増大することが示され、

強耐性品種としてサビツヨシが選定された。

四今後 の課題

1 農林水産生態系の炭素循環の解明と炭素循環

モデルの開発

森林、農地及び藻場についてそれぞれの成果が得

られたが、炭素分布や吸排出量の把握について森林、

農地、藻場を通した統合や、さらに農林水産を一貫

した把握や管理、対策の研究の方向性が求められる。

( 1 ）森林生態系においては、林業・木材サブモデ

ルと森林炭素循環モデ、ルとの関連をより深いものと

し、政策提案に寄与するレベルまで深めることが求

められる。また、その基盤として、フラックスタワー

やリモートセンシング観測をはじめとする継続的な

モニタリングや、純生産量や森林タイプ別森林面積

といった推定値について複数の手法問での検証が不

可欠であり、そのための研究の推進が求められる。

( 2 ）温室効果ガス排出の LCAにおいては、堆肥化

過程、処理方法及び農地散布後の N20排出量の把握

と全国推計とともに、炭素・窒素同時評価手法の開

発が期待される。炭素循環モデルにおいては、土地

利用変化シナリオと温暖化予測の不確実性評価を組

み込んだ予測と土壌の作土層以下のモデ、ル開発が必

要である。

( 3 ）全国レベルで、の藻場の炭素収支を検討する際

には、汎用性の高い数理モデルや研究手法を検討す

る一方で、海域や藻場構成種の違いを考慮したデー

タの取得・整理を念頭においた研究計画をたてる必

要がある。また、枯死藻体の系外輸送や海底への堆

積過程を定量的に把握する手法が確立されれば、干

の分野でのさらなる研究の展開が期待できる。

2 地球温暖化の進行を緩和するための技術開

発

森林系においては、人工林の強風発生予測と林分

密度管理（間伐コース）を組み合わせた解析、広葉

樹混交林については台風撹乱に対する階層構造や種

組成についての修復過程を一般化するモデルの構築

を行う必要がある。また、冷温帯の青森ヒパ林にお

いては、温暖化に伴う上層木の展葉フェノロジーや

融雪時期の変化がヒパ稚樹の光合成量に与える影響、

木曽ヒノキ林においては光合成モデ、ルの林分レベル

へのスケールアップが必要である。

農地系においては、圃場試験で計画の期間（輪作

体系）を残したものがあるほか、緩和効果の広域評

価、発生緩和メカニズ、ムの解明が必要である。また、

家畜ふん尿処理施設におけるモニタリングでは、管

理条件による CH1及び、N20発生量変動要因の解明が

必要である。 DNDCモデルによる広域評価では、水

田からの CH4発生全国評価と黒ボク士畑からの N20

発生モデ、ル化が必要で、ある。

3 地球温暖化が農林水産業に与える影響評価

( 1 ）地球温暖化が土地利用型作物に与える影響評

価

土地利用型作物では、これまでに構築した作物作

況変動と気象データを有効利用し、全国的な温暖化

影響実態の定量的な評価を実施する必要がある。ま

た、各種の適応技術が、どのような条件で、どの程

度の効果を現すかについては、開発した作物モデ、ル

を用いて、客観的、定量的評価が望まれる。また、

現行の品種にとらわれずに、高 C02濃度・温暖化環

境で作物の生産ポテンシャルに関する研究、単なる

品種間差異を超えて遺伝解析材料を利用した環境応

答の遺伝的メカニズムの解明に関する研究、高温・

高 C02濃度環境における作物の水・窒素利用と利用

効率の向上に関する研究等、温暖化環境に積極的に

適応するための研究と、 C02濃度上昇と温暖化によ

る病害発生変動メカニズムの解明、高 C02濃度・温

暖化微気象要因を考慮した水稲不稔発生予測等、気

候シナリオ、モデ、ル、実験解明が一体となって、将

来の生産撹乱要因を予測するような総合的な研究に

発展させる必要がある。

( 2 ）地球温暖化が水産業に与える影響評価

亜寒帯海域の長期モニタリングデータを用いた解

析により、亜寒帯海域で、の成層化の進行、春季ブツレー

ムの早期化等の温暖化と関連する変化が明らかにさ

れた。今後も各海域でのモニタリングを継続して温

暖化の現状を把握すること、特に温暖化の影響が顕

著に現れる沿岸域のモニタリングと影響評価に取組
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むことが重要である。また、モニタリングと平行し

て低次生態系モデルの高精度化をさらに進め、温暖

化予測実験により日本周辺海域の低次生態系の変化

予測を具体的に提示することが日本周辺海域の水産

資源への定量的な影響評価のために必要である。

魚類に関して、増養殖魚、課題で得られた成果の応

用可能性を多くの増養殖対象魚種で確認するととも

に、高温に適応するための餌の開発を進める必要が

ある。また、日本海の水産資源の解析により、餌料

環境が水産物の品質に影響することが示されており、

その視点からの温暖化予測・影響評価が漁業への影

響予測のために重要になる。日本系サケについては、

これまでの成果を発展させ、低次生態系モデ、ルと連

携させた定量的な将来予測への取組みを強化する必

要がある。内水面の湖沼の漁業資源については、温

暖化の進行による餌の出現と魚類の生活史とのミス

マッチの影響を緩和する放流方法等の安定生産技術

の開発が必要である。

( 3 ）地球温暖化が園芸作物に与える影響評価

果樹では、本プロジェクトで得られたデータをも

とに、全国的な温暖化の影響解析を行う必要がある。

その際、果樹適地移動予測を発展させ、どのような

影響が現れるかという内容別の評価が重要である。

野菜では、キャベツ、レタスから、より多くの品目

を対象とした環境応答の解明、予測手法の開発が必

要である。

( 4 ）地球温暖化が水資源や低平農地に与える影響

評価

農地水利用では、開発した温暖化予測手法を精散

化するとともに、全国流域の濯蹴施設の管理情報を

モデ、ルに組み込み、全国レベルの温暖化影響評価へ

と研究を展開する。さらに、次段階で温暖化対応策

の開発を行う。淡水レンズ評価では、作成したモデ

ルを発展させ、海面上昇の影響を定量的に評価する

とともに、温度上昇が淡水レンズ水資源に及ぼす影

響及び淡水レンズの効率的な利用方法を検討する。

低平農地においては、今後、開発した空間分解能の

高い解析手法を上流剖防ミらの洪水と海域からの高潮

のリスクをともに評価できるよう発展させてし、く。

4 地球温暖化に適応するための技術開発

(1）土地利用型作物における適応技術の開発

水稲については、今回提案した被覆尿素を用いた
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施肥法や水管理、高温耐性品種の適作期等の新しい

技術に対して、高温年や低温年、異なる土壌条件等

での収量及び外観品質向上効果の検証が必要である。

また、高温処理試験においては、外気温が低い時の

高温登熟条件の作出方法や圃場で容易に使える検定

法の確立が望まれる。畑作物の帰化アサガオの課題

では再生個体もあったことから、防除技術について、

さらに検討を進める必要がある。また、課題全体を

通して、平成22年度実施予定であった開発した技術

の高精度化や現地での実証、経営評価等も研究上の

課題として残されており、技術の確立と普及のため

には、これらを解決する必要がある。

( 2 ）施設園芸における適応技術の開発

低圧型細霧冷房と地下冷熱源を併用したトマト暑

熱緩和技術開発では、低圧型細霧冷房装置の給水部、

噴霧ノズ、ル数や位置、噴霧プログラムの改良が必要

である。また、地下熱交換ノ《イプのサイズや埋設位

置の適正化が必要である。

簡易な培地冷却機構を備えたイチゴ高設栽培装置

の開発では、開発した低コスト栽培法を実証する必

要がある。また、イチゴクラウン部や培地上面の昇

温を抑制するシステムを検討する必要がある。

光環境制御によるホウレンソウの高温下品質向

上・抽台制御技術の開発では、得られた知見を総合

的に勘案した栽培方法を実証する必要がある。

高温耐性ナスの育成と果実品質低下防止技術の開

発では、有望と判断した08SM201及び203の実用性を

再確認する必要がある。

花きの気温上昇に対応する技術開発では、夏秋ギ

ク品種群の生育温度と日長反応性の相互関係のさら

なる解析、花昔径を用いた開花予測法の開発、再電

照を組み合わせたさらなる微調節開花技術の確立が

必要である。

( 3 ）果樹・茶における適応技術の開発

果樹の晩霜害・加温施設栽培における発芽不良に

対する適応技術の開発については、晩霜害危険度を

基に、地域別に有効な防霜対策を提示するため、生

育予測モデ、ルの精度向上等に関する研究を継続する

必要がある。また、安全限界温度は植物体温である

が、現場では気温を測定しているため、気温と植物

体温との関係の解明や最低気温予測手法の高精度

化・汎用化に関して研究を継続する必要がある。さ

らに、本研究で開発した高温ストレスによる自発休



眠打破技術等と既存技術のシアナミド処理の組み合

わせ効果の検証を行い、低温遭遇不足時に有効性の

高い白発休眠打破法の開発を継続する必要がある。

果樹の果実生理障害に対する適応技術の開発につ

いては、 ABA等の植物ホルモンに対する作用阻害剤

等を用いた新たなウンシュウミカンの浮皮軽減技術

の開発や、貯蔵や樹上完熟させない早生、中生ウン

シュウミカンに対するジベレリン・ジャスモン酸混

用処理技術の最適化と現地実証試験を行う必要があ

る。また、浮皮等を発生させる要因について、夏秋

季において平均気温よりも 4℃高い条件での影響

は調査したが、それ以下の温度（ 2℃程度高い温度）

での試験が必要である。ブドウの着色不良回避のた

めの成熟期調節技術については、既存の着色改善技

術の環状はく皮等との組み合わせ効果等を検証する

必要がある。

茶の気温上昇への適応技術として、温暖化適応性

の評価法として鉢植え法を開発したが、ほ場と鉢植

えによる調査結果の比較から鉢植え法の有効性を確

認する研究を継続する必要がある。さらに、温暖化

適応牲を備えた有望品種の選定若しくは系統の選抜

を進める研究が残されている。また、茶樹耐凍牲の

評価法として、枝からの漏出液を ECメーターを用

いて測定する手法が有望であることを示唆したが、

この手法の有効性の確認を継続して研究する必要が

ある。

( 4 ）畜産・飼料作物における適応技術の開発

育成牛での繊維摂取量確保のための飼料給与指標

の解明、肥育牛では効果的なビタミン A給与法の検

討、乳牛では夏季分娩牛の周産期での最適給与技術

の開発や泌乳初期の管理についての検討が必要であ

る。また、乳牛の防暑対策自体が温暖化緩和に繋が

る脱化石エネルギー型の暑熱対策技術の開発や従来

からの噴霧粒径の小さい細霧ノズルを用いた細霧冷

房と畜舎内への放射熱を遮断する方法を組み合わせ

た低コストの暑熱対策技術の開発を行うことが必要

である。オーチヤードグラスの高越夏性育種素材の

選抜を進めるほか、越夏性・永続牲を高めたイタリ

アンライグラス品種の開発及び今後、予想される気

温上昇モデルを用いて、既存・新規導入暖地型イネ

科牧草種の生産性への影響予測、エンバクの播種適

期や現在関東北部となっている冬枯れ発生地域への

影響評価を行う必要がある。
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x 研究担当者

農林水産生態系の炭素循環の解明と炭素循環

モデルの開発

(1）森林生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデル

の開発

独立行政法人森林総合研究所

山野井克己＊、溝口康子、安田幸生、大谷義一、

中井裕一郎、北村兼三、高梨聡、小南裕志、深山貴

文、荻野裕章、清水貴範、玉井幸治、青藤英樹

高橋輿明、田中真哉、家原敏郎、西園朋広ぺ石橋

聡、田中邦宏、細田和男、吉永秀一郎＊、伊藤江利

子、酒井寿夫、鳥居厚志、小林政広、今矢明宏、三

浦覚ぺ金子真司、橋本徹、森下智陽、阪田匡司、

小野賢二、石井弘明、山下多聞、＊千葉幸弘、星野

大介、石塚成宏ぺ酒井佳美、橋本昌司、溝口岳男、

平野恭弘、野口享太郎、岡裕泰ぺ久保山裕史、立
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花敏、林雅秀、田中E、山本伸幸、岡勝、陣川雅樹、

鈴木秀典、山口浩和、外崎真理雄ぺ滝口泰弘、嶋

瀬拓也、野田英志、恒次祐子、松本光朗、光田靖

鹿又秀聡

国立大学法人岐阜大学

粟屋善雄
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金津洋一

国立大学法人島根大学

橋本哲
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馬田英隆
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広嶋卓也、松野泰也、醍醐市朗
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中野隆志

ウッドマイルズ研究会

滝口泰弘

株式会社ドットコーポレーション

高木真由

(2）農地生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデ、ル

の開発

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中央

農業総合研究センター

太田健
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信、白戸康人ぺ矢ケ崎泰海、横沢正幸、米村正一

郎、上村真由子（現・日大）、岸本文紅、平日穎朗太

田立大学法人弘前大学

伊藤大雄
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木村園子ドロテア＊

国立大学法人岡山大学

岩田徹

(3）水産生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデル

の開発
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鈴木款
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橋本俊也

独立行政法人水産大学校

村瀬昇

2 地球温暖化の進行を緩和するための技術開発

(1）森林生態系からの温室効果ガスの排出削減の

ための管理技術の開発

独立行政法人森林総合研究所
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人、壁谷大介＊、植間岳、岩本宏二郎、韓慶民
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竹内郁雄

(2）農地生態系からの温室効果ガスの排出削減の

ための管理技術の開発

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
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熊本県農業研究センター

中山統雄、郡司掛則昭、水上浩之

3 地球温暖化が農林水産業に与える影響評価

(1）地球温暖化が土地利用型作物に与える影響評価

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中央

農業総合研究センター

中園江ぺ松村修＊

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構東北

農業研究センター

神田英司ぺ菅野洋光、鮫島良次ぺ小林隆、兼松

誠司、小泉信三

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構九州｜

沖縄農業研究センター

丸山篤志ぺ脇山恭行

独立行政法人農業環境技術研究所

長谷川利拡ぺ吉本真由美、酒井英光、福岡峰彦、

桑形恒男ぺ麓多門

国立大学法人京都大学

白岩立彦、本間香貴、 CustodioP. Tacarindua 

国立大学法人岩手大学

下野裕之、岡田益己

国立大学法人岐阜大学

松井勤

石川県立大学

中川｜博視

(2）地球温暖化が水産業に与える影響評価

独立行政法人水産総合研究センタ一本部

大河内裕之

独立行政法人水産総合研究センター北海道区水産研

究所

小埜恒夫ぺ川崎康寛、日下彰、東屋知範、葛西

広海、田中伸一、坂西芳彦ぺ安藤忠、ぺ村上直人、

白藤徳夫

独立行政法人水産総合研究センターさけますセン

ター

伴真俊ぺ加賀敏樹

独立行政法人水産総合研究センタ一宮古栽培漁業セ

ンター

長倉義智

独立行政法人水産総合研究センター東北区水産研究

所

伊藤進ーペ清水勇吾、寛茂穂、膏藤宏明、桑田

晃、高橋一生、中町美和、一宮睦雄、田所和明、岡

崎雄二、八木津功

独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所

杉崎宏哉ぺ日高清隆、豊川雅哉、森永健司、広

江豊、市川忠史、高須賀明典、亀田卓彦、奥西武、

坂野博之ぺ渡遺朝生＊

独立行政法人水産総合研究センタ一日本海区水産研

究所

木所英昭ぺ田永軍、渡遅達郎、井桁庸介、森本

晴之、藤野忠敬

独立行政法人水産総合研究センター西海区水産研究

所

長谷川徹ぺ清本容子、岡村和麿、岡慎一郎、西

内耕、山田東也、種子田雄

国立大学法人北海道大学

山中康裕

国立大学法人東京大学

小松幸生

長野県水産試験場

武居薫

国立大学法人信州大学

花里孝幸

公立大学法人滋賀県立大学

伴修平

諒賀県水産試験場

上野世司

(3）地球温暖化が園芸作物に与える影響評価

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中央

農業総合研究センター

大原班、二＊

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹

研究所

杉浦俊彦ぺ杉浦裕義

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜

茶業研究所

岡田邦彦＊

青森県農林総合研究センター

福田典明

山形県農業総合研究センター

山田広市朗

茨城県農業総合センター

門脇伸幸、栗田聡子

千葉県農林総合研究センター
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戸谷智明、佐藤三郎

長野県果樹試験場

小川秀和、岡沢克彦

静岡県農林技術研究所

後藤浩文

福岡県農業総合試験場

千々和浩幸、藤島宏之

長崎県果樹試験場

林田誠剛、松浦正

山梨県果樹試験場

萩原栄揮

和歌山県農林水産総合技術センター

森口幸宣、平日中学、萩平淳也、土田靖久、田嶋時

鳥取県農林総合研究所

角脇利彦、杉嶋至

愛媛県農林水産研究所

矢野隆、井上久雄

高知県農業技術センター

日浦直之、西本年伸、津田定広

熊本県農業研究センター

岩谷章生、川窪裕二

鹿児島県農業開発総合センター

藤川和博、松島健一、川村秀和、矢野浩平

(4）地球温暖化が水資源や低平農地に与える影響

評価

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村

工学研究所

増本隆夫ぺ工藤亮治、堀川直紀、吉田武郎、石

田聡ぺ土原健雄、吉本周平、皆川裕樹、桐博英ぺ

丹治肇

4 地球温暖化に適応するための技術開発

(1）土地利用型作物における適応技術の開発

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中央

農業総合研究センター

i佐谷知子＊、渡遺寛明、黒川俊二

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北海

道農業研究センター

E吉田矢口良、岩田幸良、白木一英＊

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構九州

沖縄農業研究センター

北川寿ぺ原嘉隆、増田欣也

長崎県農林技術開発センター
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愛知県農業総合試験場

林元樹ぺ杉浦和彦、東野敦、久野智香子、谷俊

男、遠藤征馬、田中雄一、本庄弘樹

秋田県農林水産技術センター

三浦恒子ぺ進藤勇人

福岡県農業総合試験場

岩淵哲也ぺ宮崎真行、荒木雅登、吉野稔、石塚

明子、田中浩平、石丸矢口道

(2）施設園芸における適応技術の開発

独立行政法人農業・食品産業技術研究機構野菜茶業

研究所

菊地郁＊、青藤猛雄、岡田邦彦

独立行政法人農業・食品産業技術研究機構花き研究

所

久松完ぺ福田直子、住友克彦、小田篤

独立行政法人農業・食品産業技術研究機構近畿中国

四国農業研究センター

柴田昇平ぺ吉田祐子ぺ山崎敬亮＊

茨城県農業総合センター

駒形智幸ぺ常見高士

兵庫県立農林水産技術総合センター

山本晃一＊

山口県農林総合技術センター

日高輝雄ぺ吉村美沙子

佐賀県農業試験研究センター

木下剛仁

(3）果樹．茶における適応技術の開発

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹

研究所

朝倉利員ぺ杉浦俊彦ぺ坂本大輔、生駒吉識ぺ

中嶋直子、松本光、深町浩、佐藤景子ぺ薬師寺博＊、

児下佳子、東暁史、三谷宣仁

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜

茶業研究所

岡本毅ぺ佐波哲次、松尾喜義ぺ荒木琢也＊

国立大学法人福島大学

渡j豊明＊

国立大学法人宇都宮大学

本候均＊

福島県農業総合センター果樹研究所

佐久間宣昭ぺ畠良七、額田光彦

長野県果樹試験場



玉井；告

栃木県農業試験場

大谷義夫ぺ須藤貴子、金原啓一

静岡県農林技術研究所果樹研究センター

高橋哲也

広島県立総合技術研究所農業技術セン夕一

西川｜祐司ぺ浜名洋司、山根崇嘉、須川｜瞬

沖縄県農業研究センター

平松紀士＊

(4）畜産・飼料作物における適応技術の開発

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構畜産

草地研究所

野中最子ぺ樋口浩二、小林洋介、永西修、甫立

京子

森田聡一郎＊、須永義人、佐藤節郎

独立行政法人農業・食品作業技術総合研究機構東北

農業研究センター

上山泰史＊

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構九州｜

沖縄農業研究センター

神谷裕子ぺ田中正仁、鈴木知之

国立大学法人琉球大学

川本康博＊

茨城県畜産研究センター

深沢芳隆＊

沖縄県畜産試験場

稲福政史＊

盟 取りまとめ責任者あとがき

（＊執筆者）

2007年に公表された気候変動に関する政府間パネ

ル (IPCC）の第 4次評価報告書では、人類の活動が

地球温暖化を進行させていることと、それにより深

刻な被害が生じる危険性が指摘されている。また、

人類が有効で経済的に実行可能な対策手段を有して

おり、 2030年以内に実効性のある対策を行うことで

被害を大きく減らせるであろうこと、それには現状

よりも早急かっ大規模な取り組みが必須であること

が指摘された。

このため、地球温暖化対策への国際的な取り組み

も大きな高まりを見せ、 2007年12月、パリで開催さ

れた第13回気候変動枠組条約締約国会議（COP13)

では、 2013年以降の枠組み等を議論する新たな検討

の場が立ち上げられ 2009年までに作業を終えるこ

とに合意した（バリ・ロードマップ）。さらに、 2008

年 8月に北海道で開催された第34回主要国首脳会

議（洞爺湖サミット）では、 2013年以降の「ポスト

京都」の枠組みについて、途上国を含む主要排出国

すべての参加や、 2050年までに世界の温室効果ガス

排出量を半減させることなどを宣言するなど、地球

温暖化対策が主要な議題となった。しかし、 2009年

12月にコペンハーゲンで開催された COP15におい

て、最大の焦点で、あった温室効果ガス削減目標につ

いて先進国と途上国の対立は激しく、合意には至ら

なかった。また、中固とアメリカが参加する京都議

定書に続く新たな枠組みについても採択できなかっ

た。このように、気候変動に対する国際的な取り組

みは、各国の利害が絡み合い、展望を見いだせない

状態となっている。

これに対し、日本政府は、 2009年 9月に、温室効

果ガス排出を2020年までに1990年比25%減を目標と

することを明らかにした。その達成に向けて、農林

水産省では大臣を本部長とする「地球温暖化対策本

部」を設置し、「農林水産分野における温室効果ガス

排出削減・吸収効果等についての試算（中間整理）」

を11月に公表し、森林等吸収源対策やバイオマスの

利活用をはじめとした温室効果ガス排出削減対策等、

地球温暖化対策に寄与する農林水産施策を強力に推

進していくこととしている。

このような状況の中で、地球温暖化の影響評価、

緩和及び適応技術の開発の重要性はますます高まっ

ており、本プロジェクトは平成18年（2006年）から

「地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響の評価と高

度対策技術の開発 農林水産業における温暖化対策

技術の高度化に関する研究一」として開始された。

しかし、激変する社会情勢を背景に、毎年度、課題

の再編・追加が行われるとともに、平成22年度の終

了予定が平成21年度に「地球温暖化が農林水産業に

及ぼす影響評価と緩和及び、適応技術の開発」として

終了することになり、平成22年度から新たなプロ

ジェクト研究「農林水産分野における地球温暖化対

策のための緩和及び適応技術」を開始することと

なった。このため、予定研究期間における完全な研

究結果報告とはいえないが 終了の時点で十全を尽

くした研究成果報告書で、あると認識している。

この問、国立大学法人、公立及び私立大学、公立
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試験研究機関、企業及び独立行政法人の研究機関の

研究者には多大な協力をいただいた。記して謝意を

表したい。

本研究から生まれた多くの成果が、独立行政法人

の研究機関や国公立の研究機関さらには企業や生産

者へ普及・技術移転されるとともに、日本だけでは

なく世界の行政機関や国際機関に活用されると期待

している。また、残された問題点は次の新しいプロ

ジェクト研究等で解決されると考えている。
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最後に、本プロジェクト研究の推進にあたり、評

価委員として、また学識経験者として幅広く貴重な

ご助言と激励をいただいた、北海道大学・波多野隆

介・教授、和歌山大学・井伊博行・教授、早稲田大

学・森川靖・教授、東京大学・古谷研・教授、同・

森田茂紀・教授、千葉大学・後藤英司教授、全国農

業組合連合会・大西茂志・営農総合対策部長に深甚

なる謝意を表する。

（推進リーダー谷山一郎）



第 1編 農林水産生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデルの開発

第 1章 森林生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデルの開発

( 1 ）微気象学的方法による森林生態系純生産量

の評価

ア研究目的

森林生態系純生産量（NEP）を直接的に測定できる

微気象学的方法（渦相関法）を用いて、 NEPを長期連

続測定し、森林生態系スケールで、の炭素収支量の把

握を行う。そのために、 NEP評価精度を高めるため

の解析手法の改良を行う。群落内の炭素交換 ・輸送

プロセス解明を通じて、群落スケールの炭素収支予

測モデ、ルのパラメタリゼーションを改良する。炭素

収支予測モデ、ノレやリモートセンシング手法による炭

素収支推定の比較検証に向け、精度の高いデータ

セットを整備する。

イ研究方法

（ア）観測サイトと長期観測データの蓄積

森林総合研究所フラックス観測ネットワークの

5ヶ所のサイト（図1101-1；札幌、安比、富士吉田、

山城、鹿北）は気候条件の異なる地域に位置し、そ

れぞれの地域を代表する森林で覆われている。これ

らの森林生態系において、渦相関法により炭素収支

の長期連続観測を行った（写真1101-1）。タワー観測

を開始した2000年から2008年で30分ごとに計算した

NEPについて、大谷 1）の方法で品質管理とデータ補

・蒐量広葉樹....樹
•ii宜幹

図1101-1 観測サイトの配置と樹種

聞を行い共通仕様による連続データを蓄積した。観

測した NEPの値をもとにして、生態系呼吸量（Re)

は気温や地温で、生態系総生産量（GPP）は群落で吸

収された光合成有効放射量で、パラメータ化して求め

た。30分ごとのデータを積算して、年 ・月単位での

NEP、Re、GPPを求めた。これらのデータはデータ

ベースとして公開した。

（イ）解析手法の改良

タワー観測データを用いてサイト問の比較解析を

行い、解析手法を改良して NEPの測定精度を向上さ

せた。特に、摩擦速度の関値の決定方法を共通化す

る等、品質管理やデータ補間の方法を重点的に改良

した。

（ウ）群落微気象モデル

Iくosugiet al. 2 ）の群落微気象モデ、ルを改良して富

士吉田に適用した。モデ、ルは群落構造モデ、ル、放射

伝達モデ、ノレ、乱流輸送モデ、ル、フラックス推定モデ

ル等のサブ、モデルによって構成されている。タワー

で観測された30分ごとの気象データを入力値とし、

NEP、Re、GPPを求めた。また、群落微気象モデ、ル

を用いて気象条件（気温の上昇）や群落構造（葉面

積密度）が変化した場合の炭素収支について試算し

た。

写真110ト1 渦相関法のための観測機器

超音波風速計、赤外線ガス分析計、通風

乾湿言十、サンプル空気取入口等が配置さ

れている。

-60-



（エ）炭素収支の手法問比較

生態学的方法による炭素収支の測定（小泉ら 3))

を、札幌、安比、山城の各サイトで、行った。また、

富士吉田では群落微気象モデルによる炭素収支の計

算値を求めた。これらの値と微気象学的方法で測定

した炭素収支の比較を行った。

ウ研究結果

（ア）炭素収支の季節変化

各サイトの NEPの観測値を用いて比較解析を行い、

品質管理や補間の指標となる摩擦速度の闘値を決定

した（表1101-1）。この基準をもとに NEP、Re、GPP

の30分ごとの長期データを求めた。データの一部は

データベース 4）として公開した。この内、各サイト

の NEPの季節変化のパターンは、サイトごとにかな

I~［ - J~n 6~ I 

~ I 時比
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；； 
茎

t~ 
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望。↓~ー壬 」内内内品 .....'""' 
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T よよ内門 門｜

図110ト2 NEPの季節変化

a）札幌は台風被害前2000年～
2003年の平均値 b）安比は虫
害を受けた2007年を除く

（イ）炭素収支の年々変化

年炭素収支には年々変動が見られた（図1101-5）。

観測した NEPの変動が大きいほど GPP、Reの変動も

大きくなる傾向が認められた。富士吉田では NEPの

変動はわずかで、 GPPとReは同期したような変動を

示した。その変動幅も比較的少なかった。安比は2007

り異なっていた（図1101-2）。落葉広葉樹林で積雪寒

冷地域に位置する札幌と安比は類似した季節変化を

示し、冬期はほぼ一定値で炭素を放出（負）し、 5月

から 8月の着葉期に炭素吸収量が大きな値を示した。

一方、常緑針葉樹である富士吉田や鹿北はほぼ一年

を通じて炭素を吸収していた。鹿北では、高温と梅

雨の影響で 6月から 8月に NEPが小さくなった。山

城は元々森林の成長量が小さな里山の混交林である

ため NEPは小さく、冬期はわずかの放出となった。

札幌は2004年の台風被害により、被害前に比べて夏

期の吸収量が半分になったが、冬期の放出量はほと

んど変化が無かった（図1101-3）。安比は2007年 8月

のブナアオシャチホコによる虫害を受けた後は炭素

の放出源となり、 NEPの季節変化に大きな影響が見

られた（図1101-4）。

表1101-1 品質管理の指標となる摩擦速度

の闘値

サイト名

札幌

安比

富士吉田
山城

鹿北

s ：~~雪

F M A M 

摩擁速度 （m／~）

乱12

0.35 

0.11 

0.40 
035 

J A S 0 N D 

図1101-3 NEPの季節変化

（札幌台風被害後）

nn l 
'LJ LJ LJ W''-'J 

図1101-4 NEPの季節変化

（安比虫害年）

年に虫害による森林被害を受けたが、この時の Reに

はほとんど変化が見られず、 GPPのみが減少するこ

とにより NEPが 1/3に減じた。しかし、翌年の炭素

収支への影響は見られなかった。札幌で台風被害前

後の変化を比較した（図11016）。樹冠の被害が大き

かった（タワー周辺では50%以上の樹木が幹折れや
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根返りを起こした）わりには GPPの減少は少なかっ

たのに対し、Reの増加が顕著で、あった。被害後の NEP

は負となり、森林は炭素の放出源となった。

各サイトの年炭素収支の比較を行った（図1101-7）。

山城の混交林を除けば、気候や樹種の違いが大きい

，． 

にもかかわらず、 NEPは3～4.5 tC/ha/yrの範囲で

あった。GPPとして吸収した炭素の内74～88%はRe

として森林から放出されており、残りの12～26%を

NEPとして森林が吸収していた。
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図1101-6 台風被害前後の炭素収支の変化

（札幌）

（ウ）群落微気象モデルによる炭素収支の予測

Kosugi et al. 2 lの群落微気象モデ、ルを改良して、富

士吉田に適用した。群落ノfラメータは Hanet al. 5 l 

を用い、タワーで測定した30分ごとの植生面上の気

象要素（風速 ・気温・湿度 ・日射・長波放射 ・二酸

化炭素濃度・雨量・地中熱流量）を入力した。2006

年と2007年について NEP、GPP、Reを計算し、観測

値と比較した（図1101-8）。また、 NEPの年積算値に

ついて2000年から2007年まで観測値と比較した（図

1101-9）。冬期に NEPの計算値が過大評価となること

があるが、モデ、／レ計算値はおおむね観測値と一致し

1冊

r~J o wlliWI 
？；｜円円円内門｜

n円内門内内｜
図1101-7 年炭素収支の比較

札幌は台風被害前

の値。安比は2007

年の値を除く。

た。年積算値で、はモデ、ル計算値が過大評価で、あるも

のの、年々変動の傾向は観測値と一致した。

温暖化影響や森林施業の視点から、群落微気象モ

デ、ルを用いて予測を試みた。富士吉田の2006年の観

測値をもとにして、気温と葉面積指数が変化した場

合について試算した（図1101-10）。2006年のモデ、／レ

計算値は NEP。＝4.89tC/ha/yr、Re0二 11.88tC/ha/yr、

GPP。＝16.76 tC/ha/yrで、あった。また、葉面積指数は

4. 72とした。気温と葉面積の変化による GPPへの影

響は少ないが Reへの影響が大きいため、 NEPの値は

小さくなることが示された。
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図1101-8 群落微気象モデルによる

計算値と観測値の比較（富士吉田）
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図1101-11 微気象学的方法、生態学的方法及び群落微気象モデ、ルの比較

ECは微気象学的方法、 Bioは生態学的方法、 Modelは群落微気象モデルを示す。

（エ）炭素収支の手法問比較

観測精度の検証と向上のために微気象学的方

法で求めた炭素収支と、生態学的方法及び群落

微気象モデ、ルによる炭素収支の比較を行った（図

1101 11）。生態学的方法と比較した札幌（台風

撹乱前後）、 安比及び山城では、微気象学的方法

で求めた NEPを過大評価し Reを過小評価する傾

向が認められた。一方、群落微気象モデルと比

較した富士吉田では逆の傾向が見られた。それ

ぞれの手法問の違いは±2割程度であった。

工考察

（ア）炭素収支の変化

森林生態系の NEPの季節変化は樹種の違い（落葉

広葉樹と常緑針葉樹）により全く異なることがわる。

落葉広葉樹の場合、冬期の絶対値は小さいながら炭

素の放出となる期間が長い。この期間の積算値は夏

期の Reの積算値には及ばないものの、同程度のオー

ダを示す。一方、常緑針葉樹林ではほとんど一年中

吸収となるが、その値は落葉広葉樹に比べれば季節

変化は平準化している。鹿北の NEPの季節変化（図

1101 2）では夏場に NEPの減少する時期が顕著に現

れている。大谷 I）のパラメータ化でも示されている

ように、 GPPは光合成有効放射の双曲線関数となり、

夏期の放射量の増加とともに飽和する。Reは気温に

対し指数関数となり、 夏期に気温が上昇するほど値

が大きくなる。このような生態系フ。ロセスの結果、

気温の高い地方ほど夏期のRe増加がNEPの季節変化

に影響を及ぼしやすいと考えられる。このように

NEPの季節変化の違いが有るにもかかわらず、条件

の異なるサイトで同程度の年 NEPの値を示すことを、

さらに広範囲のフラックス観測データと比較して検

討する必要がある。

札幌や2007年の安比のように、撹乱を受けた森林

の場合は炭素収支が大きく変化する。すなわち樹冠

層を形成する葉が失われることで明らかに GPPは減

少する。一方、Reは安比の場合は変化 していないが、

札幌の場合は倒木等の粗大有機物の分解等にともな
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い増加した。 GPPとReの増減の程度により変化する

が、森林撹乱により NEPは減少する。撹乱の影響期

間については継続調査する必要がある。

（イ）群落微気象モデ、ル

現在使用中の群落微気象モデ、ルは日変化の計算が

できる等、時間分解能と予測精度は改良済みである。

しかし、冬期間の再現牲の悪さ（図11018）等が年

積算値の過大評価の原因となっている。また、入力

パラメータやデータの数が多いため、多くのサイト

に容易に適用できない等の問題点が残った。温度や

葉面積指数を変えた場合の試算により温暖化を想定

した炭素収支の変化予測に利用可能では有ることは

確かめられたが、温暖化シナリオに基づく将来予測

のためには、パラメータと入力データの検討及び森

林動態への対応等で、モデ、ルの改良が必要で、ある。

（ウ）手法問比較

森林の炭素収支を求める 3つの方法を用いて手法

問比較を行うと、炭素収支に系統的な差異があるこ

とがわかる。微気象学的方法は夜間の Reを過小評価

する傾向が有ることや品質管理の行し、方により値が

変化する等の問題点がある。生態学的方法でもすべ

てのプロセスが計測されてはおらず、地下部等は不

明な点も多い。モデルのパラメータについても同様

である。それぞれの方法に不確実性はあるものの、

異なる手法聞の相互比較を行い炭素収支が一致する

ことを示すことが精度検証として重要である（図

1101 10）。比較事例をさらに増やすとともにリモー

トセンシングとの比較も同時に進めることが、森林

生態系の炭素収支の測定精度向上につながる。

力要約

様々な気候条件の 5カ所の森林生態系で、微気象

学的方法を用いて炭素収支（NEP、Re、GPP）のデー

タを蓄積した。データはデータベースとして公開し

つつあり、森林の炭素収支に関わる検証データとな

る。生態系を構成する樹種と気温や放射等の立地条

件により NEPの季節変化はサイトごとにかなり異な

るが、年 NEPではサイト聞の差異は大きくなかった。

群落微気象モデ、ルにより観測値を再現することがで

きたことから、モデ、ルの改良を進めることにより炭

素収支の将来予測が可能となる。また、生態学的方

法による炭素収支の測定値と比較することが、手法

聞の測定値の検証となった。
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( 2 ）広域森林タイプ図の作成手法の開発

ア研究目的

京都議定書の次期約束期間に向け、より高度な手

法としてモデ、ルの利用や空間的にくまなく（wallto 

wall）炭素収支を評価することが議論されている。森

林の炭素固定能力は森林タイプによって差があるこ

とから、森林生態系の炭素収支を評価するためには、

森林タイプごとの空間分布を十分な精度で、マッピン

グすることが重要である。日本全国の森林について

くまなく時系列的に情報を提供するためには、リ

モートセンシング技術の利用が効率的である。

本研究ではリモートセンシング技術を用いて、広

域における森林分布の実態を明らかにし、森林を 4

タイプ（常緑針葉樹、常緑広葉樹、落葉針葉樹、落

葉広葉樹）に分類することを目的とする。また、温

暖化の影響を把握するため、分類に利用するアルゴ

リズムを修正して森林植生の生育期間の変化をマッ

ピングする。

イ研究方法

（ア）TERRA/MO DISデータによる広域森林タイプ

図の作成

SPOT /Vegetationデータを用いて暖温帯森林を対

象に NOVI等の植生指数の季節変化の特徴を把握し、

森林タイフnの分類アルゴ、リズムを検討した。 MODIS 

データ（500m分解能）に対して雲とノイズを除去す

る効率的な前処理手法を検討し、ノイズの除去を

行った。前処理済みのマルチスペクトル情報を用い

てISODATA法によって土地被覆分類を行い、森林を

針葉樹林と広葉樹林に区分した。さらに NOVIの季節

変化ノミターンを利用して、抽出した森林を常緑と落

葉のタイプに区分した（図11021）。また、上記の土

地被覆分類で抽出した農地を対象に水田の濯水期（ 5 

月と 6月）のデータを ISODATA法で分類し、水田域

を判別した。検討の結果、 NOVIの季節変化解析では

針葉樹林を常縁・落葉に分類することが困難だった

北海道地方を対象に非積雪期のマルチスベクトル情

報を用いて分類を行い、落葉針葉樹林の抽出を試み

た。

上記によって作成されたMODISによる広域森林タ

イプ図（図1102-2(a））と、均質なエリアのみを抜き

出した森林タイプ図（図11022(b）；当該ピクセルと

周囲 8近傍が同一クラスに分類された）を対象に、

（イ）で作成された検証用データを用いて分類精度の

評価を行い、分類結果の妥当性を検証した。

（イ）多時期 ETM＋データを用いた検証用データ

セットの作成

MO DISデータから作成された土地被覆分類図は

500mメッシュのデータとなるため、対応する空間内

を代表する地上データは存在しない。そこで、

TERRA/MO DISによる広域森林タイプ図の分類精度

を評価するために、中空間分解能の衛星データ

(Landsat/ETM+; 30m分解能）を用いた分類図を整

備するとともに、作成手法についても検討した。

ETM＋データの分類において、利用するシーン数

（単時期と多時期）や大気・地形効果補正の有無に

よる分類精度の差異、分類に供するバンド数や季節

の組み合わせについて検討を行い、北海道、東北、

関東・中部、九州｜の 4地域について土地被覆分類図

を整備した（図1102-2(c））。

作成された分類図は森林資源モニタリング調査

データ（ 4 km間隔のシステマティックサンプリング

データ）を用いて精度評価を行った。モニタリング

調査データは、 GIS上で、オルソ空中写真上に各ポイン

トを中心とした直径lOOmの円バッファを発生させ、

各円バッファ内が 1種類の均質（ピュア）な土地被

覆タイプと判読できる場合にのみ、そのポイントを

精度検証用データとして採用した。

こうして作成された ETM＋データによる土地被覆

分類図は、最終的に分類クラスを MODIS分類図に合

わせて 4クラスに統合し、 MODISのピクセルサイズ

（約500m四方）に相当するメッシュ内の最頻クラス

とその面積割合を計算した。各メッシュについて、

最頻クラスの面積割合が80%以上の場合に、その

メッシュのクラスとして割当て、 MODIS分類図の検

証用データとして利用した。

（ウ）森林の生育期間の変化解析

NOAA/ AVHRR Pathfinderデータの10日間コン

ポジット NOVIの時系列変化を用いて、 NOVIの

最大上昇期と最大下降期を推定し、これに基づ

いて開葉期と生育終了期を推定し、マッピング

するアルゴリズムを開発した。

-65-



ウ研究結果

（ア）TERRA/MOD ISデータによる広域森林タイプ図

の作成

落葉針葉樹林を抽出するために北海道を対象とし

て行った非積雪期の MODISマルチスベクトル情報を

用いた分類では、落葉針葉樹林を十分な精度で抽出

することができなかった。クラスの分離の難しいエ

リアを Landsat画像や空中写真を用いて検討したと

ころ、常緑針葉樹と落葉広葉樹林の混交林となって

いることが判明した。落葉針葉樹林と混交林の分類

ではマルチスペクトノレ情報だけで、はなく、 NDVIによ

る季節変化情報との組み合わせについても検討を

行ったものの、解析に十分な時間がなく断念した。

このため MODISデータを用いた森林タイプ図の最終

版（図11022）では、分類項目を、針葉樹林、針広

混交林、落葉広葉樹林（積雪）、落葉広葉樹林、常緑

.J 

/ 

＝ 針葉樹林
針広；毘交林

．．． 蕗豪広葉樹豚（積雪〕

．．．． 落事広葉m林

．．． 常緑広葉担i綜

広葉樹林、草地とした。分類精度の評価には、分類

項目を森林 3タイプ（針葉樹林、常緑広葉樹林、落

葉広葉樹林）とその他とした分類図（図1102-2(a)) 

を用いた。全国の森林タイプ図は、（イ）において作

成された検証用データを用いて精度評価を行ったと

ころ、総合精度で0.890、Kappa係数で0.818と十分な

精度を有しており、特に広範囲で均質なエリア（図

1102-2 (b））では、総合精度で0.982、Kappa係数で

0. 963と非常に高い一致を示した。

水田抽出の結果については、西日本では田植えの

時期が大きくパラついていたため、衛星データで湛

水期を上手く捉えることが難しく、抽出することが

できなかった。これに対して東日本 ・北日本では田

植えの時期が比較的そろっており、湛水期のデータ

を用いることで水田を抽出することが可能だ、った。

コ；己S

．．針葉樹称

．．常緑広葉樹林

仁コ落葉広葉樹紳

．．その他

図1102-1空間分解能500mの土地被覆図 図1102-2MO DISによる全国森林タイプ図

（イ）多時期 ETM＋データを用いた検証用データ

セットの作成

いくつかの分類手法を検討した結果、多時期 ETM

＋画像を組み合わせて分類に供することにより、厳

密な大気・地形効果補正をすることなく、安定した

分類結果を得られることが分かつた。本課題で開発

した手法（図11023）を北海道東部及び九州南部に

適用したところ、北海道東部では、総合精度0.775、

(a)MODIS分類図 l

(b)MODIS分類図 2( 8近傍が同一クラス）

(c）検証用の ETM＋集約分類図

Kappa係数0.693、九州｜南部では総合精度0.854、Kappa

係数0.736の精度で分類図を得ることができた（図

1102-4）。この手法の特徴は、簡便に分類精度を向上

させることができることに加え、雲の影響が除去さ

れていること、また多時期の分類結果をモザイクし

て作成しているが、画像聞の境目が目立たないこと

である。分類クラスを MODISの分類図に合わせ、 4ク

ラスに統合した検証用分類図は全エリアにおいて、
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総合精度80.9札 Kappa係数で0.708の精度を有してお

り、広域の森林タイプ図を検証するために十分な

データを作成することができた。

オノレソ済み空中写真

1990年前後

! 土地被磁の目視判読
森林、非森林（J;i地、平水而など）

毎木調査によるバイオマスから

森林4タイプを決定

(75%以上が同ータイプ）

均質性の目視判官G

組み合わせの追加l 多時WI術星データのマージ (il庄t圭lOOmの円ハッアア内）

NO 

NO 

教師なし分類（50クラス）

ISO DATA法

クラスの意味づけ

モザイク処理

精度検証

ランダムに 2分

YES 土地被覆分額図

図1102-3多時期の LandsatETM＋を用いた分類のアルゴリズム

(a) 繍接融 盈勘 九 I I (b) 

毛主

？？ヤ• ~0kml I ダ伊

．． 常緑針葉樹林 仁コ 常緑広葉樹林 仁コ 落葉針葉樹林 」」 落葉広葉樹林

仁コ 非森林植生・農地怠ど ． ． 市街地怠ど ．． 水峨 仁コ 未分類（雪）

図1102-4多時期の衛星データを利用した30mメッ、ンュの土地被覆分類図

(a）北海道東部（b）九州南部
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（ウ）森林の生育期間の変化解析

NOAA/AVHRRのPathFinderのNOVIデ、ータを用い

て地上植生の季節変化パターン解析を進め、開葉期

マッピングの改良を行った。しかし十分な検証がで

きなかったため、今後、さらに改良結果の評価を行

う必要がある。フェノロジーの経年変化の解析では、

NOVIデータからノイズを取り除き、植生の季節変化

パターンを抽出することが可能となった（図1102-5）。

NOAA/ AVHRR PathFinderデータは、 1983年からの

データ蓄積があり、長期の植生変動モニタリングに

e’ 

,.,. 
., 

．開葉

1月 2月 3月 4月 5月

， 

有効なデータとされているが、 雲やへイズあるいは

火山噴火等によるエアロゾルの影響の他、複数の衛

星の長期にわたる観測に由来するセンサ聞の観測値

のばらつき等、ノイズの多いデータである。本研究

で施された時系列フィルタリングにより、地上植生

の季節変化パターンを表現できた。高精度の開葉期

マッピングのためには、 NOVIから得られる季節変化

パターンと地上でのフェノロジーとの関連について

さらに分析を進めてし、く必要があると思われる。

1.2 

全 霧轡
~ ~竿：殻

0.8 

。
--0.2 I I I I 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 
1月 3月 5月 7月 9月 11月

季節

図1102-5 NOAA/ AVHRR PathFinder NDVIデータを用いた1998年の開葉期マッピング

工考察

MOD ISデータを利用した全国森林タイプ図の作成

では、国内の森林を常緑針葉樹林、常緑広葉樹林、

落葉針葉樹林、落葉広葉樹林の 4タイプに分類する

ことを目的として解析を進めたものの、針葉樹林を

常緑林と落葉林に分類することが困難だったため、

最終成果として、国内の森林を針葉樹林、常緑広葉

樹林、落葉広葉樹林の 3タイプに区分した森林タイ

プ図となった。落葉針葉樹林（カラマツ）の反射ス

ベクトルは常緑針葉樹林と広葉樹林の中間的な特徴

を示すため（粟屋・田中 I) ）分離が難しく、また MODIS 

データでは、空間分解能が500mと粗いために 1ピク

セル内に様々な土地被覆が混在して分類を困難にす

る。北海道においては、針広混交林が多く分布して

いるため（宮脇 2））、 MODISデータでは分類できる森

林タイプがさらに限定されるものと思われた。非積

雪期の NOVIデータを用いる分類手法では、常緑林と

落葉林の反射特性に差が生じる時期が限定される上、

その時期はさらに標高、温度条件及び場所によって

異なり、これらの差異に対する十分な考慮が必要で

ある。

Landsatデータを用いた検証用データセット作成手

法については、多時期のデータを用いた分類手法が

開発され、北海道東部と九州南部等の検証用データ

セットが作成された。この手法を用いることにより、

雲の影響が除去された分類画像を大気 ・地形効果補

正なしに安定して作成できるようになった。この手

法と全国森林資源モニタリングデータを併用する手

法を開発することにより全国森林資源を簡便に把握

することが可能になると期待される。

森林の生育期間の変化解析については、

NOAA/AVHRR PathFinder NOVIデータからノイズを
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除去し、季節変化パターンを捉えることが可能と

なった。このことによって今後長期の森林生育期間

モニタリングが可能となる。マッピング、の結果につ

いて十分な検証を行うことができなかったため、今

後、実際の森林のフェノロジー観測データを用いて

検証を行う必要がある。

オ今後の課題

本課題では、針葉樹林を常緑と落葉の違いを判別

することができなかった。これは空間分解能が500m

と粗いため、常緑針葉樹林、落葉広葉樹林、針広混

交林のスペクトルが混ざり合い、落葉針葉樹のスペ

クトル特’性と類似することが主要な要因と考えられ

た。一方、 MODIS分類図の検証用データを作成する

過程において、複数季節の LandsatETM＋画像を用い

ることにより、安定した分類結果が得られる手法が

開発された。今後はこの手法を改良し、高速で実行

できるアルゴリズムを開発することにより、全国を

30mメッシュで統一された基準での森林タイプ図を

作成することが可能になると思われる。

力要約

TERRA/MO DISデータを用いて、全国の森林を針葉

樹林、落葉広葉樹林、常緑広葉樹林の 3タイプに分

けた森林分布図を作成し、その精度を評価したとこ

ろを広範囲で均質なエリアでは高い一致率が得られ

た。水田抽出では、田植え時期は比較的揃っている

北日本と東日本については、湛水期の時期の画像を

用いて水田抽出が可能であった。しかし、田植え時

期が場所ごとに異なる西日本では湛水時期を捉える

ことが難しく、水田抽出はうまくし、かなかった。検

証用データセットの作成では、多時期の ETM十データ

を用いることにより厳密な大気・地形効果補正をす

ることなく、安定した分類精度を得られる分類手法

を開発し、北海道、関東、中部、九州、｜等のエリアで

検証用データセットを作成した。森林の生育期間の

変化解析では、非常にノイズが多いデータである

NOAA/ A VHRR Pathfinderデータから、ノイズを除去

し、植生の季節変化パターンを抽出することができ

た。また季節変化を解析することにより、森林の開

葉期をマッピングすることができた。今後、衛星か

ら得られる季節変化ノミターンと地上のフェノロジー

の関連について検証作業を進める必要がある。
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研究担当者（青藤英樹ぺ粟屋善雄、高橋輿明、田

中真哉）

( 3 ）森林資源調査データによる林分構造の広域

モニタリング手法の開発

ア研究目的

京都議定書の次期約束期間に向け、 IPCC2006年ガ

イドラインでは、森林生態系のすべての炭素の動態

を把握するフルカーボン・アカウンティング、モデル

の指向が見られる。この方法では、計算を行うメッ

シュごとに初期条件として、期首の林分密度及び樹

高等の林分構造ノtラメータを与える必要がある。林

野庁の森林資源モニタリング調査は、我が国全体に

わたって林分構造ノ《ラメータを実測している。しか

し、この調査のデータは 4kmグリッドの点データで

あり、モデ、ル用の計算メッシュを作成するには、調

査された点データを面データに拡張する手法の開発

が必要である。また同調査では、同一調査区を一定

年数後、再度測定を行うので、その結果をモデルの

検証や林分成長への影響評価に利用できる。本課題

では、森林資源調査データからモデ、ル用の林分構造

に関する初期パラメータのデータセットを作成する

こと、及びモニタリング結果より林分成長の評価を

行うことを目的とする。

イ研究方法

（ア）全国の森林資源モニタリング調査データ（第

一期： 1999年度～2003年度）から、優占種構成法

(Ohsawa 1 l）を用いてスギ、ヒノキ、 トドマツ、エ

ゾマツ、カラマツ、マツ類、落葉広葉樹、常緑広葉

樹が優占するプロットを抽出した。針葉樹林として

抽出したプロットにおいて、樹高と胸高直径が上位

から20%以内の立木を上層木とし、その平均樹高、

平均胸高直径を求めた。それらと、林齢、本数密度

との関係を解析し、全国の地域別に各林分構造因子
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について林齢等との関係式を求めた。さらに、直径

と樹高の大きさに応じて、林分内の個体を 5つの階

層に分類し、階層別の平均直径と平均樹高を求めた。

上層木の平均サイズと各階層の平均サイズ聞の関係

を線形近似した。

（イ）同データと気候データを用いて、落葉広葉樹

林と常緑広葉樹林の出現確率を推定するモデ、ルを作

成し、森林簿データにおける広葉樹を常緑と落葉に

分類した。

（ウ）メッシュ化 した森林簿データの樹種区分と林

齢に基づいて、関係式を利用して、林分構造因子（針

葉樹林 ：階層別平均樹高 ・階層別平均直径 ・本数密

度、広葉樹林：断面積合計）のメッシュ地図を作製

した。

ウ研究結果

（ア）森林タイプ区分

全国の森林資源モニタリング調査データの樹種を

スギ、ヒノキ、トド、マツ、エゾマツ、カラマツ、マ

ツ類、落葉広葉樹、常緑広葉樹及びその他に再分類

した。再分類した樹種群を対象に優占種構成法を用

いて、樹種群の数と優占樹種群によって該当プロッ

トの森林タイプp区分を行った。すべてのフ。ロットの

中から、 l樹種群優占林と判別されたプロットを解

析の対象とした。対象フ。ロットの数は10,631であり、

落葉広葉樹、スギ、 ヒノキ、常緑広葉樹、カラマツ、

マツ類、トド、マツ、エゾマツの順に多かった（図

1103 1）。

落葉広葉樹

／弄ゾマツ

ドマツ
ツ類

マツ

図1103-1 1樹種群優占林における優占樹種群の割合

（イ）林齢一林分構成値関係

針葉樹種群の 1樹種群優占林のプロットデータか

らプロットごとの上層木（上位20%の個体）の平均

樹高と平均直径を求め、全国を17の気候区（農林水

産技術会議 2））に分け、気候区 ・樹種群別に上層木

の平均樹高 ・平均直径と林齢との関係を調べた。上

層木を解析の対象としたのは、人為による林分密度

の違いをなるべく除外しようと考えたからである。

なお、データ数の少ない気候区については近隣の区

域に統合した。 両関係をミッチャー リ ッ ヒ 式（ ~M( 1 

-exp (-Kt）；ここで Yと tは従属変数と説明変数、M

とKは係数である）で表現した。推定したミッチャー

リッヒ式の成長速度と最大サイズに関係する 2つの

パラメータ （Kと幼を用いて、クラスタ分析を行っ

たと ころ、樹種群と してはヒノキ ・マツ ・エゾPマツ ・

トドマツ（グケレーフ0 A）とスギ ・カラマツ（グ、ルーフ。

B）の 2つのグノレーフ。に分かれ、さらに、気候区間で

差異が認められた（図1103-2）。同様に上層木平均直

径と本数密度の関係を指数式で近似した。くわえて、

上層木の平均サイズと各階層の平均サイズ間の関係

について原点を通る一次式で近似した。

0.03 
AスギJf.！戸内

マツー東北ー太平洋 ｜ 

ゴ スギ南海‘ゴギ東山
~ ii 力ラー道東

ヒノキー南海 '¥,, 
スギF北九州

ヒノキ苧東海 i j" 
D缶 l マ：．東山 r十一東海

総 ’力ラー東山
・トドー天北 ｜ 

ヒノヰー北関東 企スギー西九州
,. * •I ；；；.ギー南関東
ヒノキ北九幽

誌に 0.04I Z伝ギー東 ~t_太平洋
ヒノキー瀬戸内 （ ・ ＊ ｜ ＆スギjt関東

工ゾ一天北 スギー北陸 生 スギ．東北ー日本海

om 

00'2 
15 25 

M 

・ エゾマy

・ 力ラマy

＆ スギ

・ トドマy

＊ ヒノキ

総マy類

＆スギー通商

35 

図1103-2 針葉樹種群の林齢上層樹高関係における

気候区 ・樹種群別のモデノレパラメータ

（ウ）針葉樹における林分構造メッシュ図の作成

関係式からメッシュ別の階層別平均樹高 ・階層別

平均直径 ・本数密度を計算し、針葉樹林における林

分構造の全国メッシュ分布図を作成した（図11033）。
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図1103-3 針葉樹種群の上層木平均樹高のメッシュ図

範囲内に含まれる林分の中で、最も面積の大きい

林分が針葉樹林である 3次メッシュのみを示す。

（エ）広葉樹における林分構造メッシュ図の作成

広葉樹種群の優占林のプロットデータ（図

1103-4A）を用いて、落葉広葉樹林と常緑広葉樹林の

(A） ~ 

写
落葉広葉樹 ～市

師
向

恒
雄

?l 

、b
e唱

出現確率を推定する樹形モデ、ルを作成した。既存モ

デル（Kikuzawa3) ; Matsui et al. 4 ）；鹿又、未発表）

を参考にして、説明変数の候補として、暖かさの指

数、最寒月の最低気温、好適期間（日平均気温が 5℃

以上の日数）、夏期降水量、冬期降水量、緯度及び経

度を用いた。気候データは気象庁 5）から得た。得ら

れたモデルには好適期間、緯度、冬期降水量が説明

変数として含まれた（図110348）。また、同プロッ

トデータに基づいて、落葉広葉樹林と常緑広葉樹林

における断面積合計 ・林分材積の値に与える上記 7

変数・林齢・樹種群の影響を樹形モデルで分析した。

得られたモデ、ルには樹種群と緯度のみが説明変数と

して含まれ、常緑広葉樹林の方が落葉広葉樹林より

も断面積合計が大きく、北海道（高緯度）の落葉広

葉樹林は他（低緯度）の落葉広葉樹林に比べて断面

積合計が小さいことを示した。針葉樹種群と異なり、

林齢は林分構造因子に対する説明力を持たなかった。

両モデ、ルを用いて、メッシュ別の断面積合計を計算

し、広葉樹林における林分構造のメッ、ンュ分布図を

作成した。

、、，，
ノ

ロ
υ

／，，、
、、

好適期間＞＝290.5 好適期間＜290.5

C0.15: 0.85) 

好適期間〉＝辺O ｜好適期間＜320

co.57: o.43) I 落葉

(0.03: 0.97) 

図1103-4 森林資源モニタリング、フOロッ トの落葉広葉樹林と常緑広葉樹林の分布（A）と樹形モデ、ル（B)

(A）森林資源モニタリングプロットの判別結果を示す。

(B）括弧内の数値は常緑広葉樹（左）と落葉広葉樹（右）に判別されたプロットの割合を示す。
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工考察

（ア）林齢林分構成値関係の樹種・地域間変異

林齢 上層木サイズ関係の近似に用いたミッ

チャーリッヒ式は、原点付近では直線（ドKMt）的

に立ち上がり、tが大きくなるにつれて飽和して Mに

漸近する（手川（篠崎 6））。クラスタ分析の結果、針

葉樹種群は大きく 2つのグループ。に分かれたO スギ

とカラマツからなるグループρAは、他の樹種群から

なるグルーフOBと比べて初期直線の傾き （KM)が大

きいといえる（図1103-2）。わが国の主要林業樹種で

あるスギ・カラマツ・ヒノキについて、スギ・カラ

マツの初期成長がヒノキのそれに比べて大なること

は一般的な見解であり、本研究の結果と合致してい

た。一方、アカマツやクロマツもスギやカラマツと

同様にヒノキと比べれば初期成長が大なることが一

般的な見解であり、マツ類がグループ。 Bに含まれた

本研究の結果と合致していないようにみえる。この

不一致は、データ数を確保するために、複数の気候

区のデータを統合したこと、あるいはアカマツ林は

天然林が多く含まれることから林齢情報が不確かで

あることに起因しているかもしれない。

最もデータ数が多く、気候区毎の特牲を反映して

いると思われるスギのみについてみてみると、緯度

が低く、太平洋岸に存在する地域で、他の地域に比

較して Kが大きく、 Mが小さい傾向があった。東北

の日本海側のスギは、九州｜等のスギと比較して初期

成長が遅いが、長期にわたって成長し続けることが

収穫表の分析等から主張されており、本研究の結果

と合致している。なお、わが国で記録されているス

ギの最大樹高（秋田： 58m）と比較すると、 Mの値が

非常に小さいが、これは各気候区のデータに一般的

には不適と見なされて除外されてしまうような立地

条件の悪い林地のデータが含まれているためであろ

うと考える。

以上まとめると、本研究の結果は、データの制約

による限界がみられるものの、定性的あるいは部分

的に主張されてきた従来の知見によっておおむね裏

付けられているといえる。このことは、本研究の手

法の妥当性を示していると考える。

（イ）常緑広葉樹と落葉広葉樹の分布

本研究で、得た樹形モデルを用いて、常緑広葉樹林

と落葉広葉樹林を分類したところ、適合度の指標で

ある Kappa係数は0.675であった。この値は、ランド

サット TMデータを用いた不成績造林地の分類結果

(Kappa=O. 71：粟屋・西園 7））やブナ林分布予測モ

デルの分類結果（Kappa=O.60-0. 65 : Matsui et al. 1 l) 

と同等であった。よって、本研究の手法は妥当な分

類精度を有していると考える。

（ウ）林分構造メッシュ図

わが国の森林統計は森林簿に基づいており、デー

タの更新には収穫表が利用されている。収穫表には、

作成された年代が古く、現状を適切に示していない

場合があること、必要な林分構造ノミラメータが算出

できない場合があること、森林を管理する行政機関

ごとに作成手法が統一されていないこと等の問題が

認識されている。本研究では、これらの収穫表の問

題を取り除き、フルカーボン・アカウンティングモ

デ、ルに必要な林分構造のメッシュ図を作成した。

オ今後の課題

（ア）直接観測に基づく林分構造の推定

本課題では、林分の成長経過をモデ、ル化する手法

を応用し、林齢に対する林分構造の推移ノ《ターンを

モデ、ル化することによって、メッシュマップを作成

した。この手法は、森林簿の広域データを用いた間

接的な手法である。森林簿は直接的な観測に基づい

て随時更新されていくデータではない。また、森林

簿の林齢と気候データは広葉樹の林分構造を推定で

きる情報をほとんど持っておらず、推定に利用でき

なかった。直接的な広域観測データに基づく手法を

とることによって、精度の向上が期待できるかもし

れない。具体的には、衛星若しくは航空機からの直

接観測データ（リモートセンシングデータ）を活用

したメッシュマップの作成を検討する必要がある。

（イ）成長量の評価

本課題で、は森林資源モニタリングの第一期データ

のみを用いて、全国の林分構造分布を解析し、横断

的データに基いて、林分成長を部分的に評価できた。

さらに森林資源モニタリングの第二期（2004年度～

2008年度）のデータを解析することにより、我が国

の林分成長量を縦断的な実測データに基づいて評価

できる。この解析に基づいて、群落プロセスモデル

の評価・精度向上を図ることが必要である

（ウ）精細化

本課題のモデルでは、マクロな気候条件と樹

種群を主要な効果として林分構造の推定に組み
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込んだが、さらに詳細なスケールの地形条件等

はランダムな効果として扱った。より詳細ス

ケールの要因を固定効果として組み込んだマル

チレベルモデルの開発も、今後の発展の方向性

の一つである。

力要約

フルカーボン・アカウンティングモデ、ルの計算に

必要な林分構造ノミラメータの初期値マップを作成す

るために、森林資源モニタリング調査の点データを

面的に拡張する手法を開発した。針葉樹林について

は、上層木の平均サイズと林齢との関係及び上層木

の平均サイズと階層別の平均サイズとの関係をモデ

ル化し、森林簿の樹種・林齢情報と併せてマッピン

グに利用した。上層木の平均サイズと林齢との関係

は既存の知見とおおむね一致しており、方法の妥当

性を示していた。広葉樹林については、気候条件や

地理条件から、落葉広葉樹林と常緑広葉樹林の出現

確率を推定する樹形モデ、ルを作成し、森林簿の広葉

樹林を落葉と常緑に切り分けた。また、落葉広葉樹

林と常緑広葉樹林における断面積合計・林分材積の

値に与える気候条件・地理条件・林齢・樹種群の影

響を樹形モデルで、分析した。得られたモデ、ルと森林

簿の樹種情報を利用して広葉樹林における林分構造

のメッシュ分布図を作成した。
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( 4 ）流域スケールにおける数値地形情報を用い

た森林土壌炭素蓄積量推定法の開発

ア研究目的

森林土壌は主として起伏のある山地に分布してお

り、地形的な位置、傾斜に応じて様々に変化する。

これに応じて、森林土壌炭素の蓄積も空間的に多様

に変化する。日本の森林土壌に蓄積している炭素量

をより正確に推定するためには、地形と土壌と炭素

量との関係を定量的に解明し、流域として面的に評

価することが必要である。本課題では、アカウント

モデルに資するため、数値地形情報（以下 DEMと略

称する）から算出される地形特性値を用い土壌炭素

量を推定する手法を、数千 haの流域を対象として開

発する。

イ研究方法

（ア）調査対象地域における土壌炭素量の検証用

データの取得

調査対象地域として、高知県四万十町の森が内流

域（以下、森が内地区）と茨城県石岡市の八郷盆地

北半分（以下、八郷地区）を選定した。森が内地区

においては 3次メッシュに対して約700mの斜格子を、

八郷地区においては 3次メッシュに合わせた約500m

格子をかけ、各格子点において土壌調査を実施し、

後述する予測モデルの検証用の30cm深並ひ、にlOOcm

深までの土壌炭素量を測定した。

（イ）調査対象地域における地形特性値の算出

両地区について、北海道地図（株）作成のlOm格

子間隔の DEM（以下、 lOmDEMと記述する）を用い

て、 Bellet al. 1 lに従って各種地形特性値を算出した。

最終的に解析に使用した地形特性値は標高、傾斜、

斜面方位、谷からの比高、集水面積、ラプラシアン、

TWI (Topographic Wetness Index）、 SP!(Stream Power 

Index）、符号付き傾向面偏差である。ラプラシアンは

3×3の窓の中の平均標高と中心点の標高の差であ

り、 TWIとSP！は以下の式で定義される。

TWI = In (A/tan (b)) 
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SPI = A×tan (b) 2 ) 

ただし、 Aは上部集水斜面の面積、 bは傾斜である。

また、符号付き傾向面偏差は沖村ら 2）で提案され

た 3×3の窓の中の 9地点に対して残差平方和が最

小となるように一次傾向面を当てはめたときの残差

平方和であり、先に示したラプラシアンの符号を付

したものである。値の絶対値は凹凸の程度を示し、

正の値は凸形、負の値は凹型の斜面形を示す。

（ウ）調査対象地域における地形特性値を用いた土

壌炭素量の推定

両地区について、算出された地形特性値と土壌炭

素量との単相関を解析するとともに、地形特性値を

説明変数、土壌炭素量を目的変数とする重回帰モデ

ルを作成した。

（エ）森が内地区における50mDEMを用いたスケー

ルアップ手法の検討

推定手法をスケーノレアップする手法を検討するた

めに、森が内地区において国土地理院によって整備

された50mDEMを用いて地形特性値を算出し、土壌

炭素量との単相関を解析するとともに、重回帰モデ

ルによる推定モデルを作成した。また、 lOmDEMに

よる結果との違いについて解析した。

ウ研究結果

（ア）森が内地区、八郷地区における土壌炭素量の

検証データの取得

10，全日占・hL.-:"

但；5

週刊 ．．． 
。
20 40 £0 80 1100 担0 1140 

土壌農素量 (tlha)

森が内地区では27地点において、 30cm深までの土

壌炭素量を計測し、最小35t/ha、最大132tC/ha、平

均70tC/haの結果を得た。また、八郷地区では87地

点において30cm深まで、の土壌炭素量について、最小

38 tC/ha、最大137tC/ha、平均83tC/haの結果を得

た（図1104-1）。これらの値は林野庁インベントリ事

業による全国平均と比べると八郷地区はやや高く、

森が内地区は同等の値、それぞれの地域の平均値と

比べると、両地域ともやや高い値を示した。

1 m 深までの土壌炭素量は森が内地区では最小

53tC/ha、最大186tC/ha、平均118tC/haであった。八

郷地区では未熟士に分類された l地点で、40tC/haと

低く、 30cmまでの土壌炭素量と同等であったが、そ

れ以外の地点で、は最小60tC/ha、最大436tC/ha、平均

152tC/haであった。これらの値は Morisadaeta!. 3）が

示した平均値188tC/haに比べると八郷地区でも低い

値であり、森が内地区では 6割程度にとどまった。

（イ） lOmDEMを用いた土壌炭素量予測モデ、ルの作

成

両地区についてlOmDEMを用いて標高、傾斜、斜

面方位、斜面位置、斜面の凹凸、物質の集積等に関

する各種地形特性値を算出した。そして、これらの

地形特性値と土壌炭素量との単相関を解析した。森

が内地区における代表的な地形特性値と土壌炭素量

との関係を図1104 2に、八郷地区における同様の関

係を図1104-3に示した。

35 1八割地区
30 

説咽: 25 20 

型 15"
1 (} 

5 。
20 40 60 80 100 12-0 140 

土寝長憲量 抑la)

図1104-1 八郷地区 ・森が内地区における30cm深までの土壌炭素量の頻度分布
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図1104-2 森が内地区における代表的な地形特性値と30cm深までの土壌炭素量の関係

森が内地区では、土壌炭素量は標高並びに谷から

の比高と有意な正の相聞が認められた。これは尾根

地形で土壌炭素量が大きい傾向を示している。また、

斜面の凹凸の度合いを表す符号付き傾向面偏差は全

体としては正の相聞が認められた。しかし、細かく

検討すると、符号付き傾向面偏差が小さい、すなわ

ち凹型度の高い谷の底に近い地点で土壌炭素量が低

いということに影響されていた。物質の集積の度合

いを示す TWIと土壌炭素量は明瞭な関係、は認められ

なかった。

一方、八郷地区では土壌炭素量と標高、谷からの

比高、 TWI並びに符号付き傾向面偏差との聞には、

明瞭な強い相関は認められなかった。ただし、標高、

谷からの比高、 TWIについては土壌炭素量と弱い正

の相聞が認められ、また、調査地点数が多いために、

標高と TWIについては、 5弘水準では有意であった。

なお、両地区ともに、傾斜並びに斜面方位と土壌炭
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素量との関係は認められなかった。

これらの地形特性値を用いて、変数増減型ステッ

プワイズ解析により赤池の情報量基準を最小とする

重回帰モデ、ルを選択した。その結果、森が内地区に

ついては、符号付き傾向面偏差、斜面方位（南北度）、

谷からの比高、集水面積の対数値が選択された。こ

の変数を用いた重回帰モデルは R2=0. 51、p=0.0028

であった（図11044）。一方、八郷地区については、

7変数によるモデル（R2二 0.38、pく0.0001）が統計的

な変数選択により採択された。しかし、類似した地

形特性値を除外したところ、標高・符号付き傾向面

偏差・SP！の対数値が選択された（R2=0.24、p<O.0001）。

予測値に対する実測値の傾向（図1104-5）は概ね良

好であることから、ある地点の土壌炭素量は標高、

斜面の凹凸の度合い、物質の集まりやすさといった

地形の特性によって支配されていることが明らかに

なった。
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図1104-3 八郷地区における代表的な地形特性値と30cm深までの土壌炭素量の関係

（ウ）森が内地区における50mDEMを用いたスケー

ルアップ手法の検討

森が内地区については、標高、傾斜、 TWI、斜面方

位が選択され、R2二 0.73、p<0.0001で、あった（図11046）。

この結果を援用し、スケールアップ手法を検討する

ために高知県において2008年度までに実施された吸

収源インベントリ調査による42地点の土壌炭素量と、

それぞれの調査地点における50mDEMから算出した

地形特性値を用いて、重回帰モデ、ルを作成した。そ

の結果、標高、尾根からの距離、ラプラシアン、 lkm 

四方の傾斜の分散、 1km四方の標高の分散の 5変数

を用い、 R2二 0.49の結果が得られた。このモデ、ルは森

が内地区27地点の土壌炭素量を良好に推定できた

（図1104-7）。このモデルを用いて、高知県内の 3次

メッシュ地点の土壌炭素量を推定した（図1104 8）。
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図1104-5森が内地区におけるlOmDEMを

用いた土壌炭素量予測モデ、ルの結果

(R2=0. 51、p=0.0028)
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工考察

（ア）両地区における土壌炭素量の違い

森が内地区の30cm深までの土壌炭素量は70士27

tC/ha (n二 27）、八郷地区の同深度までの土壌炭素量

は83土21tC/ha (n二87）であり、八郷地区の方が高い

傾向を示した。これらの値は、吸収源インベントリ

調査で明らかにされつつある四国地方の平均値並び

に関東地方の平均値と類似した値を示していた。土

壌断面形態からは森が内地区では礁が多く含まれる

のが一般的なのに対して、八郷地区では厚い火山灰

の被覆が多くの地点で認められた。このような火山

灰の被覆による厚い土層の存在と当該地域の火山灰

が有する腐植集積機構が八郷地区の土壌炭素量が高

い原因と考えられる。なお、八郷地区に比べて森が

内地区は TWIが大きい値、すなわち、集水面積が大

きい傾向を示し、また、符号付き傾向面偏差の値域

が広い、すなわち、斜面の凹凸が大きい傾向を示し

た。これらのことは森が内地区は斜面長が長く、急

峻であることを意味している。このような地形条件

とそれに規定された土壌物質の安定性も土壌炭素量

の違いに影響を与えていると考えられる。

（イ）DEMを用いた土壌炭素量の広域的推定結果の

検証

DEMを用いた重回帰モデ、ルによるlOm格子点すべ

てに対して推定した30cm深までの土壌炭素量は、森

が内地区では71士17tC/ha (n=l54, 846）、八郷地区

では86土11tC/ha (n二297,885）であった。これらの

値は実測値とよく対応しており、推定結果が妥当で

あることを示している。ただし、平面的な土壌炭素

量の分布は、特に森が内地区では変数として標高が

選択されたこともあり、尾根部で高く、沢筋で低い

傾向を示した。尾根部における実測値が少ないので、

この点についてはさらに検討が必要である。また、

吸収源インベントリ調査結果を用いた広域推定につ

いても、標高が変数として選択されたために高標高

域で土壌炭素量が多い傾向を示した。標高が選択さ

れるのは、高標高域にはしばしば緩傾斜な尾根が広

がること、また、標高が気温を代表していることか

ら、高標高域で有機物の分解が遅くなっていること

が影響していると考えられる。

ける結果であり、さらに調査地域を多くして検討す

る必要がある。また、広域の推定のためのスケール

アップ手法としての 1手法を提示しただけなので、

目的変数としての土壌炭素量の既存データの掘り起

こし、並びに説明変数の意義をさらに詳細に検討す

る必要がある。

力要約

数値地形情報から算出される地形特性値を用いて

土壌炭素量を推定する手法を開発した。数千ヘク

タールの小流域で、は、 lOmDEMを用い、標高、斜面

の凹凸の度合い並びに物質の集積度合いを示す地形

特性値を用いた重回帰モデ、ルにより、土壌炭素量の

推定が可能となった。この手法をスケールアップす

るために50mDEMを用いた 3次メッシュの地点にお

ける土壌炭素量を推定するためのモデ、ルを作成し、

充分な予測精度が得られた。
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( 5 ）森林土壌における温室効果ガス吸収・排出

量の広域評価

ア研究目的

気候変動枠組条約や京都議定書に対応するため、

二酸化炭素（C02）、メタン（CH1）、一酸化二窒素 CN20)

の吸収・発生量を明らかにする必要がある。現在、

さまざまな研究機関によって事例研究が積み上げら

れている (Ishizukaet al. 1 l、Tamaiet al. 2 l）が、我

オ今後の課題 が国の森林土壌における CH4の吸収量や N20の発生

今回の結果は関東と四国という離れた 2地区にお 量を全国評価するには至っていない。本研究では、
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C02発生速度と土壌温度や水分率の関係を明らかに

するとともに、土壌タイプ及び植生タイプの違いや

森林施業による影響を考慮して、これらの温室効果

ガス（GHGs）の吸収 ・発生量の広域評価を行うこと

を目的とする。

イ 研究方法

（ア）C02発生速度と土壌温度、水分率の関係解析

北海道札幌市羊ケ丘の札幌森林気象試験地（落葉

広葉樹林）及び岩手県二戸郡安比の安比森林気象試

験地（ブナ林）に試験地を設定した。土壌呼吸速度

(C02発生速度）は、溝口ら 3）が開発した自動開閉

チャンパー（0.4×0. 3×0. 15m) 4基を用いて 7～lOm

程度離して設置し、 1時間おきに連続測定した。チャ

ンパー近傍の深さ 5cmには温度センサー（C-Pt、

Climatec社）と水分率センサー（CS-616、Cambell社）

を設置して、 C02発生速度と同時に測定した。安比で

は自動チャンパーを設置した35×35mの調査区内に

固定チャンパー（直径0.40m×高さ0.15m、Sakataet 

al. 4 l) 49基を 5m間隔で設置し、C02発生速度、地温、

土壌水分を季節ごとに繰り返し測定した。 C02の分析

18 

16 

~ 14 、、
ぞ12
ミ3
""1日
制
廿~ 8 
~ 
o~ 6 
に2
~ 4 
8士

。

札幌

風倒被害

2003 20旧4 2005 2006 2007 2008 

西暦年

は自動チャンパーでは LトCOR社の Li-820を、固定

チャンパーでは Vaisala社の GMM222とGM70を用い

た。

（イ）GHGsの吸収・発生量への施業影響及び広域評

価

試験地は、先端技術を活用した農林水産研究高度

化事業（以下、農水高度化事業、森林総合研究所5))

から継続する全国の土壌タイプ、植生タイプの異な

る26地点及び本研究で新たに選定したコナラ等の落

葉広葉樹二次林及び竹林の 6地点に設定した。また、

施業影響評価試験地として、農水高度化事業から継

続する島根大学三瓶演習林、鹿児島大学高隈演習林

のスギ林に加えて、新たに神戸市のスギ林を皆伐施

業試験地として選定した。それぞれの試験地では、

Sakata et al. 4 lに従って固定チャンパーを設置し、

毎月 l回 GHGsの定期観測を行った。 GHGsはパイア

ル瓶で、採取し、ガスクロマトグラフ（島津、 GC8A) 

で C02、CH4、N20の分析を行った。各試験地では試

験地の表層土壌を採取し、 pH、全炭素量、全窒素量、

容積重、窒素無機化速度を測定した。

18 

16 
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伺
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尉

2 
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安比

ブナアオシャチホコ
食害

2003 2004 2005 2006 200 7 2008 

西麿年

図1105-1 風倒被害（札幌）とブナアオシャチホコ食害（安比）

前後の年間 C02発生量（誤差バーは標準偏差、 n=4)

ウ研究結果

（ア）C02発生速度と土壌温度、水分率の関係解析

a 年間 C02発生量推定値に及ぼす観測手法の

影響

本研究で採用した自動チャンパーと固定チャン

バーによる 2つの C02発生速度の測定方法について、

両者の間で年間の C02発生量の推定に誤差が生じる

可能性について検討した。固定チャンパーでの GHGs

の観測は日中に行っているため、 C02発生速度と地温

の関係、が観測時間帯によって変化すると年間 C02発

生量の推定に誤差が生じ得る。そこで札幌と安比の

自動チャンバーによる C02発生速度の連続測定デー

タを用いて、年間 C02発生量の推定に及ぼす測定時

間帯の影響を検討した。チャンパー（n=4）ごとに日

中データ（10時から14時）と24時間データから「C02

発生速度＝A×exp(B×地温）」の近似式を求めたとこ

ろ、 2つの近似式は概ね一致した。 2004年、 2005年

の各チャンパーについて得られた近似式から年間

一一79一一



広葉樹林土壌の N20発生量推定精度の向上、

施業影響試験

落葉広葉樹林土壌の N20発生量の推定精度を向上

させるために、全国に広く分布するコナラやクヌギ

を主体とする褐色森林士上に成立する落葉広葉樹林

において、東北から九州｜までの 6地点で、土壌から

の N20発生速度を観測した。その結果、広葉樹林土

壌における N20発生速度は、農水高度化事業の観測

結果に基づいて報告した 0.8 μg N20-N/m2/hr 

(Morishita et al. 9 l）と比べて、 1.4 μg N20 N/m2/hr 

に増加した。これは前事業で対象とした広葉樹林は、

グライ土、ポドゾ、ル、ハゲ山から回復した森林の未

70%程度にまで低下した。その後、 4つのチャンパー

設置地点のうち lつの地点の C02発生速度が年々大

きくなり、 2008年には 4地点平均の年間 C02発生量

は風倒前の90%程度にまで回復した（図 1105-1）。

ただ、し、残りの 3地点では回復傾向は認められず、

lOm程度の距離にもかかわらず地点間差が大きく、

撹乱からの回復過程は地点によって大きく異なって

いた。C02発生速度の温度特性を示す QlOは、札幌で

は2003～07年までは2.42.6であったが、 2008年に

4. 2, 2009年に3.8と高い値を示した（図 11052、表

1105-1）。一方、安比では、 2007年にブナアオシャチ

ホコが大発生し、ブナ生葉の大半が食害を受けて年

間リターフォール量は平年の 6割程度にまで大幅に

減少した。2007年、 2008年の年間 C02発生量は2004

～06年に比べて80九程度にまで低下した（図 1105-1）。

安比の QlOは2004～09年の観測期間を通して3.5-4.4 

の高い値を示していた（表 11051）。

（イ）GHGsの吸収・発生量への施業影響及び広域評

価

a.古
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温帯の土壌呼吸速度は、地温と土壌水分のうち地

温の影響を強く受ける。札幌や安比でも同様であっ

た（Hashimotoet al. 6 l）。札幌の落葉広葉樹林では2004

年 9月に大規模な風倒被害があり激害地では50%程

度の倒木が発生した（阪田ら 7））。安比では2007年夏

にブナアオシャチホコによる葉の食害を受けた。こ

のような森林の自然撹乱が C02発生速度に及ぼす影

響を検討した。札幌でも安比でも、 C02発生速度の季

節変動の傾向は観測年次によって変わらず、地温の

季節変化とほぼ同様に推移した。札幌では、年間の

C02発生量は2004年の風倒被害直後には風倒前の

水分率の影響

35×35mの調査区に設置 した49個の固定チャン

ノ〈ーによる C02発生速度には凹凸パターンが見られ

た。それらの空間変動のうち 1割は、 立木位置やサ

イズで表される樹木指標で説明することができた

（橋本ら 8））。C02発生速度の空間変動は土壌の体積

含水率と負の相闘が認められ、さらに、土壌の体積

含水率は樹木指標と負の相関関係があった。これら

の結果は、森林内の C02発生速度の空間変動には、

立木のサイズや分布で表される林分構造が土壌の体

積含水率を通して間接的に影響している可能性を示

唆する（橋本ら 8））。

C02発生量を推定したところ、札幌では、日中データ

と24時間データによる年間 C02発生量推定値は 1: 1 

の関係にあり観測時間帯による影響は認められな

かった。安比では、日中データによる年間 C02発生

量推定値は24時間データに比べて 8目高かった。

森林の撹乱による年間 C02発生量の変動と

札幌の C02発

生速度の QIO

図1105-2
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との聞に正の相関が認められた（図 1105-4）。

伐採施業試験に関しては、神戸市のスギ林では伐

採区が対照区に比べて C02発生速度がやや低下した

以外に顕著な変化は認められなかった。間伐施業を

行った島根県のスギ林では、間伐後に地温や土壌含

水率は変化しなかったが、伐採区の CH4吸収速度は

間伐直後から対照区に比べて低下した。N20発生速

度は間伐直後に対照区より顕著に高まり、その後

徐々に対照区との差が小さくなってきた。C02発生速

度は間伐 2年目以降から徐々に低下し、対照区との

差が大きくなってきた。皆伐を行った鹿児島県のス

ギ林伐採区では、対照区に比べて地温が上昇し、 C02

発生速度が大きくなった。

熟土等、土壌が貧栄養条件で、あったため N20発生量

が小さかったと考えられる。

全国初地点の CH4吸収速度と N20発生速度を解析

し、 CH4吸収速度は土壌タイプの影響が大きく、黒色

士で最も高く、次いで褐色森林士で高いことを明 ら

かにした。またN20発生速度は林相によって異なり、

スギで最も高く、以下ヒノキ、広葉樹、その他針葉

樹の順に大きいことを明らかにした（表 1105-2、3、

Morishita et al. 9））。GHGs発生 ・吸収速度と表層土

壌の物理的及び化学的性質の関係を解析した結果、

CH4吸収速度は表層土壌の容積重との聞に負の相関

関係が認められ（図 11053）、 N20発生速度は NH4

量や硝化率 （全窒素無機化量に対する硝化の割合）

植生タイプ別 N20発生速度表1105-3土壌タイプ別 C同吸収速度表1105-2
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図1105-3

よる一時的な撹乱を受けた安比とでは、撹乱直後の

C02発生速度への影響の大きさや撹乱後の回復に要

する時間が異なっていた。また、札幌では撹乱後 4年

目の2008年に QIOが突然急増した。 島根県の間伐試験

地でも土壌呼吸の低下が 2年目以降に現れており、

大きな撹乱の影響が GHGsの応答に現れるのには時

間を要する場合もあると考えられた。伐採等の施業

による人為撹乱の影響を検出するには最低でも数年

間の継続観測が必要である。

安比においては、自動チャンパーによる 4地点の

くり返し測定も、固定チャンパーによる49地点の多

点測定もいずれも変動が大きかった。C02発生速度の

一－81一一

考察

（ア）C02発生速度と土壌温度、水分率の関係解析

日中データと24時間データによる年間呼吸量の推

定値を比較して、日中データによる推定は過大評価

となる可能性が示唆された。ただし、

パー間の C02発生速度の変動が、札幌で、は22～110弘、

安比では16～65切であるのに比べるとそのばらつき

は小さい。 したがって、測定チャンパーの繰り返し

数を多くすることで推定精度は確保され、日中デー

タに基づく土壌呼吸量の推定に大きな問題はないと

考えられた。

台風被害により強度の撹乱を受けた札幌と食害に

4つのチャン

工



発生速度（77± 6 mg C/m2/hr）と対照区（73± 7 mg 

C/m2/hr）及び伐採区の N20発生速度（3.4±0. 9 μg 

N/m2/hr）と対照区（2.9±0. 8 μg C/m2/hr）の間で

有意な違いは認められなかった。さまざまな条件下

で行われる伐採等の施業による影響を総合的に評価

すると、施業が GHGsの吸収・発生量に及ぼす影響

は大きいものではなく、土壌や植生タイプによる影

響の方が大きいと考えられた。

（ウ）CH4、N20の吸収・発生量の全国評価

農林水産省高度化事業を含む全国17道府県33試験

地の観測結果をまとめて、我が国の森林土壌におけ

る C刊、 N20の吸収・発生量を推定した。日本の森

林土壌におけるこれら 2種類の温室効果ガスの吸

収・発生量は、年間の総 CH4吸収量が133Gg C/yr、

総 N20発生量が3.8 GgN/yと見積もられた。 これを

二酸化炭素等価量に換算すると、日本の森林土壌は

C02を除く CH4、N20によって、差引で年間188万C02

トン相当の二酸化炭素吸収効果を持つことが明らか

になった（図 11055）。我が国の森林土壌は、 C02

を除けば GHGsに対しては少なからぬ温室効果ガス

吸収効果を持っているといえる。

季節変動のトレンドは地温が決定している

(Hashimoto et al. 6 l）が、観測位置による C02発生

速度の変化も大きく、かつ、年単位で大きく変動す

ることもまれではない。また、撹乱影響の応答が出

現するまでに年単位の時間を要する こともある。こ

れらの点を考慮すれば、 C02発生速度の信頼のおける

推定には、どのような観測手法を用いる場合でも多

点で数年に渡る観測が不可欠であることを示唆して

-188万 COiトン
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日本の森林土壌の GHGs

吸収効果

オ今後の課題

（ア）施業や森林撹乱の影響は GHGsに直ちに現れ

る場合もあるが、応答が数年遅れて現れる場合も

あった。施業や撹乱影響は、それが引き起こす物理

環境や化学的性質の変化に立ち返って解析を進める

必要がある。今後は温暖化影響により積雪環境や水

分環境が変動することが予想され、これらが GHGs

の吸収・発生に及ぼす影響予測を行う必要がある。

（イ）森林土壌における CH4吸収量、 N20発生量の

し、る。

（イ）GHGsの吸収・発生速度への施業影響及び広域

評価

我が国の GHGsの吸収 ・発生量は、 CH4吸収速度に

ついては土壌タイプ、 N20発生速度については植生

タイプで区分できることを明らかにした（Morishita

et al. 9 l）。CH4は隙間の多い土壌ほどガスが拡散し

やすく土壌に吸収されやすいので、 CH4吸収と容積重

との聞に負の相関関係があったと考えられる。 一方、

N20は NH4が硝化して N03が生成する際の中間産物

として生成するので、 NH4量や硝化率と正の相関関係

があったと考えられる。このような解釈は、上述し

た黒色土で CH4吸収速度が大きいことや、スギ林土

壌で N20発生速度が大きいことと整合的である。黒

色土は細孔隙率が高く容積重が小さいので CH4を吸

収しやすく、スギは硝化率の高い斜面下部に植栽さ

れるためスギ林土壌では N20発生速度が大きいと推

定される。土壌タイプや植生タイプは、それぞれ容

積重や硝化率等の土壌特性を反映していると考えら

れた（図 1105-3、 4）。

伐採施業に対する GHGsの応答は試験地の立地条

件や林況によってさまざまであった。施業方法のみ

に基づいて GHGsの応答を単純に定式化することは

できなかった。北海道から九州まで、カラマツ、ス

ギ、ヒノキ林等の人工林16試験地で行われた伐採施

業試験地を対象に、対照区と伐採区の GHGsの吸収 ・

発生速度を施業後 2年間の平均で比較した。土壌タ

イプや植生タイプによる条件分けをせずに多様な森

林をすべて込みにして伐採施業の有無だけで評価し

た場合には、伐採区の CH4吸収速度（64± 11 μg 

C/m2/hr）は対照区（82± 12 μg C/m2/hr）より有意

に少なかった。 CH4吸収速度については施業に伴い表

層土壌が圧密されて通気性が低下することが影響し

た可能性が考えられる。しかし、 C02と N20の発生

量については施業影響が認められず、伐採区の C02
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全国評価が行われ、農林水産分野から排出される

GHGsの数弘を占めることが明らかになった。今後は、

これら 2種類のガスの変動予測に取り組む必要があ

る。特に N20については、発生過程、変動要因につ

いて依然として不明な点が多く、変動過程の解明を

進めつつ発生量予測モデ、ルを開発する必要がある。

力要約

（ア）C02発生速度と土壌温度、水分率の関係解析

札幌と安比の温帯落葉広葉樹林において、 C02発生

速度の季節変動は主に地温に支配されており、プ

ロットスケールの空間変動は樹木指標を介した土壌

水分の影響を受けていた。また、風倒や葉の食害に

よる大規模撹乱に伴い土壌呼吸速度が2030九程度低

下することを明らかにした。土壌呼吸速度の時空間

変動はきわめて大きいので、し、かなる測定手法を用

いる場合においても 信頼性のある土壌呼吸速度の

推定には多点で数年に渡る観測を続けることが不可

欠である。

（イ）GHGsの吸収・発生量への施業影響及び広域評

価

全国で森林土壌による CH4吸収量と森林土壌から

の N20発生量を見積もった。 CH4は黒色土による吸

収速度が最大で土壌タイプによる違いが認められ、

N20はスギ林での発生速度が最大で植生タイプによ

る違いが認められた。これらは容積重や硝化率等の

土壌特’生の違いを反映していると考えられた。伐採

等の施業は、森林土壌による GHGsの吸収・発生に

及ぼす影響が顕著で、はなかった。これらの点を考慮、

して、森林土壌の年聞の CH4吸収量を133Gg C/yr、

N20発生量を3.8 Gg N/yrと推定した。二酸化炭素等

価量に換算すると、日本の森林土壌は C町、 N20の

差し引きで年間188万C02トンの温室効果ガス吸収効

果を持っている。日本の森林土壌は、欧米の土壌よ

り地球温暖化緩和機能が高い。

39: 1730-1736. 

3 ）溝口康子ら（2003）.白動開閉型チャンバを用い

た林床面からの C02放出速度の長期連続測定． 日

本生態学会誌. 53: 1 12. 

4 ) Sakata T. et al. (2004). A Method for Measuring 

Fluxes of Greenhouse Gases from Forest Soils. 

Bulletin of FFPRI. 3 : 259 265. 

5 ）森林総合研究所（2005）.森林・林業・木材産業

分野における温暖化防止機能の計測・評価手法の

開発．先端技術を活用した農林水産研究高度化事
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beech forest in Appi Highlands, Japan. Journal of 

Forest Research. 14: 44 50. 
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おける土壌からの C02放出量の推定一 2004年風倒

被害前後の比較一． 日本森林学会北海道支部論文

集. 56:91 93. 

8 ）橋本徹ら（2008）.樹木指標による土壌 C02フ

ラックスの空間変動の推定． 日本森林学会誌．
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9 ) Morishita T. et al. (2007). Methane uptake and 

nitrous oxide emission in Japanese forest soils and 

their relationship to soil and vegetation types. Soil 

Science and Plant Nutrition. 53: 678 691. 

研究担当者（三浦覚ぺ金子真司、橋本徹、森下智

陽、阪田匡司、小野賢二、金津洋一、石井弘明、山

下多聞、橋本哲、馬田英隆）

( 6 ）森林群落動態と炭素収支モデルの植生レベ

ルへのスケールアップ技術の開発

ア研究目的

温暖化等の環境変動に伴って変動する森林植生の

キ引用文献 炭素吸収量を予測するためには、単位生態系の構造

1 ) Ishizuka S. et al. (2000). Methane oxidation in 及び炭素フラックスを定量化して、それらを連結さ

Japanese forest soils. Soil Biology and Biochemistry. せたプロセスモデルが不可欠で、ある。そのためには、

32: 769 777. 樹種、樹齢、施業履歴等に関する異質性を整理して

2 ) Tamai N. et al. (2007). Water soluble Al inhibits 主要な森林タイプごとに、森林生態系のフOロセスモ

methane oxidation at atmospheric concentration levels デ、ルを開発する必要がある。そこで本研究では、主

in Japanese forest soil. Soil Biology and Biochemistry. な森林群落・植生タイプについて、群落構造と成長
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過程における炭素固定プロセスに関するモデル化と

スケーリング手法を明らかにして、環境変動に伴う

森林域の炭素固定能への影響を評価・予測すること

を目的とする。

イ研究方法

（ア）光合成モデ、ルとパラメータ

微気象条件によって時々刻々変化する光合成の計

算には、 Farquharand Ceamerrer1l, Baldocchi et al. 2 l 

のモデ、ルを適用し、林冠における個葉の光環境や季

節的な気温変化等に応じて変化する光合成を計測す

るとともに、光合成パラメ一夕（Verne

を環境要因ごとに整理して、季節変化等に応じて計

算できるように定量化を進めた。こうしたパラメー

タは樹種あるいは生育環境によっても変化するが、

観測施設の制限から、比較的詳細な光合成計測が実

施できたのはヒノキ、ブナ、コナラに限定された。

（イ）木部呼吸量とパラメータ

ヒノキ、アカマツ、ブナ、コナラ、アオハダ等の

樹幹からの C02放出量（呼吸速度）は、白作チャン

パー及び LI6400 （ライカ一社製）の土壌呼吸チャン

パーによって、日変化、季節変化を計測した。ヒノ

キ、アカマツ、ブナ、コナラについては異なる地上

高での呼吸速度も合わせて計測し、同時に樹幹周囲

長の季節変化のモニターも実施し、木部呼吸速度の

日変化及び季節変化データを整理して気温等との相

互関係を解析して、温度依存性を近似した。また、

パラメータの相互関係や季節的な変化を考慮して、

個体レベルで、木部呼吸速度を推定するための定式化

を進め、最寄りの気象観測データを利用して、推定

結果の妥当性等を検討した。

（ウ）木部表面積

樹幹の呼吸速度から林分全体の木部呼吸量を推定

するため、ヒノキ、コナラ、ブナ等の木部表面積の

計算方法を次の手順で調査した。樹冠部の比較的大

きな枝（長さ 2m以上）を切断して、枝の直径階 1mm 

ごとに切断して、各直径階に属する切片の総延長を

計測・集計して、樹冠階層ごと及び 1個体あたりの

木部表面積の計算方法を検討した。

（エ）葉群構造等の簡易推定

生理生態的プロセスに基づいた森林の炭素固定量

を評価するためには、林分レベルで、の各器官（葉・

枝・幹）重量の垂直分布（プロファイル）を推定す

る必要がある。そのため、樹形モデ、ル等を応用する

ことにより、通常の毎木調査データ（胸高直径及び

樹高）から、単木ごとのプロファイルを表現する方

法を考案した（Chiba日））。伐倒調査により、個体サイ

ズ（直径、樹高等）及び層別の各器官重量のデータ

セットを整えた。プロファイルを再現するための根

拠として、分枝構造に代表される樹形モデルのほか

個体サイズと器官重量等との相対成長関係、それら

から誘導される樹幹形モデ、ルを用い、樹種ごと、個

体サイズごとに必要なパラメータを近似した。

（オ）シミュレーション

林冠光合成量及び木部呼吸量の推定モデルを構成

して、林分あたりの炭素収支を概算し、その妥当性

についてはこれまでに得られている NPP等のデータ

と比較検討した。また、長期的な気温・湿度等の変

動が光合成生産に及ぼす影響等を分析するため、過

去の気象データを収集分析して、地域的な変動ノ《

ターン等を解析して、その結果をもとに林冠光合成

速度等のシミュレーションを行った。

ウ研究結果

（ア）林分構造及び

再現

スギ、ヒノキ、ブナ等の一斉林型森林を対象に、

DBH、樹高、枝下高等の個体サイズ及び個体重と林

分密度との関係をベースにしたモデル化を行った。

樹高及び枝下高はDBHとミッチャーリッヒ式で近似

できたが、一斉人工林ではないブナ林では近似程度

はやや低下した。また、平均樹冠長（＝樹高一枝下高）

は立木密度とべき乗式で近似でき、間伐施業タイプ

を異にするスギ人工林（吉野、飲肥、西川、国有林）

でもほぼ同ーの近似式で表すことができた。スギや

ヒノキの樹幹形は、 2つの指数関数を用いた逆数式

で近似できることが明らかになっている（Chiba4l）。

伐倒データを用いてこの近似式のパラメータを整

理・分析して、個体サイズ（DBH、樹高、枝下高）

からすべてのパラメータを決定できることを確認し

た。したがって、前項の林分構造モデルで得られる

個々の林木の個体サイズに応じた樹幹形が推定可能

となった。

一方、枝葉が合流して樹幹が形成されるという樹

形モデ、ル（Shinozakiet al. 5 l、Chiba6 l）がすでに明

らかになっているので、上述した樹幹形のモデル式
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を用いることによって、幹に合流してくる枝葉量を

逆算することができる。パラメータの調整等でまだ

検討が必要な点はあるが、スギ、ヒノキ、ブナの樹

冠内の枝葉量の垂直分布を逆算したところ、実際の

伐倒データと比較してその再現性は良好であり、林

木個体ごとの樹冠及び幹の垂直分布を復元すること

が可能で、あった（Chiba3 l）。

（イ）林冠光合成の推定手順

Farquharタイプ。の光合成モデ、ルは、個葉光合成の

日変化をよく再現することができ（図1106-1）、林冠

内の光環境に応じた変化や季節変化についても、適

宜パラメータを調整することによって個葉光合成を

計算することができた。林冠各層における葉量及び

光強度を計測して、林冠透過光の減衰程度（吸光係

数）を解析し、林冠光合成の計算手順を確定した。

主要な森林タイプごとに林冠内の光環境ごとの葉量

分布を算出することによって、気象庁公表の気象

データ（気温、湿度、光）を与えれば、林冠葉群の

光合成生産、季節変化が推定できる。

（ウ）木部表面積の推定

木部呼吸量の推定にあたっては、木部表面積に呼

吸速度を乗じて計算することとした。樹幹は形状が

比較的単純であるためその表面積の計算は容易であ
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るが、枝の表面積を計算するためには枝直径階ごと

に表面積を計算する必要がある。そこで、数樹種に

ついて枝の直径 1mmごとの総延長から直径階の頻

度分布ノfターンを解析し、さらに材の比重、樹冠重

量等から樹冠木部表面積の推定式が得られた。また

樹冠下の樹幹表面積についても別途推定式を求めた。

これら推定式は、樹高及び胸高直径の入力だけで木

部表面積が得られるよう調整した。材の比重、枝と

幹の比率等については、樹種あるいは樹冠構造に

よって異なる傾向があった。樹高とともに木部表面

積は当然のことながら増加し、樹冠内の木部表面積

は林分密度の影響を受けるが、多くの場合、樹冠木

部表面積は幹の表面積と同程度若しくはそれ以上に

なるようである。

（エ）木部呼吸速度

ヒノキ、ブナ、コナラ等の木部呼吸速度の温度依

存性を近似式 Rd= exp ( C - ti Ha/R/Tk）に当てはめ

た（ただし、 Cはスケーリング定数、 ムHaは活性化

エネルギ一、Rは気体定数、 Tkは気温（絶対温度）

である）。パラメータ（C、ムHa）の気温への依存性

が認められたためその近似的な推定式を求め、木部

呼吸速度の年変動を推定した（図1106-2）。

図1106-1 個葉光合成速度の日変化の一例

光合成蒸散測定装置口－6400による光合成速度、微気象データ
の日変化を測定した（図中の丸印）個葉光合成計算値（実線）と

比較した。。
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図1106-2 アカマツ林における木部呼吸速度（単位面積あたり）の季節変化

30分間隔の気温データから、通年の変動をシミュレートした。
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また、つくば市のコナラ林を想定して林分スケー

ルの木部呼吸速度（今回は根呼吸を除いた）を試算

したところ、 2006、2007、2008年それぞれの推定値

は8.24、8.60、8.11 tC/ha/yrであり、当該林分にお

ける NPPや光合成量等と比較してほぼ妥当な値と考

えられた。木部呼吸に関する本モデ、ノレはパラメータ

数が比較的多いため、樹種特性や林分構造等に対す

る感受性が高いが、逆に推定値が安定しない可能性

もあり今後検討を要する。

（オ）剰余生産量と葉群分布

スギ人工林等に一般的に認められる林冠中央に葉

量のモー ドを持つ葉群分布パターンを想定し、年間

の林冠剰余生産量 PS（総光合成量葉群呼吸量）を

計算した結果を図11063に示す。この計算では2006

年のつくば市の気象データを適用して、平均気温及

び気温振幅（最高気温と最低気温の差）が変化した

場合の林冠光合成量を計算した。温暖化とともに PS

が低下するだけでなく、気温振幅が大きくなるとと

もに PSが低下する傾向がある。

また、過去の気象データから気候変動の傾向とし

剰余生産量 Ps
(ton DW ha・1 yr1) 

＼＼  

35 

34 ・34-35・33-34
33 

コ32-33

現状 r「 トー」ムλく弐＼ミ 「31・32
..130-31 

32 ロ29-30・28-29
31 

30 

図1106-3 平均気温の上昇及び気温変動の振幅を考

慮した林冠光合成の変動シミュレーション

て、平均気温の上昇や気温振幅の変化だけではなく

相対湿度の低下も予想される。本シミュレーション

モデ、ルで、試算 したところ、相対湿度が20ポイント低

下すると PSは10～20%低下すること（図1106-4）が

予想された。

工考察

樹種や森林の発達段階によって、林冠葉群の垂直

分布は変化する。広葉樹林では葉群は上層に偏って

分布し、針葉樹林では中層あるいは下層に偏った分

布を示すのが一般的であり、また林分密度が高いほ

ど、葉群は上層に偏寄するであろう。葉群分布パター

ンを異にする葉群 LAI分布をいくつか想定して、剰

余生産量（＝総光合成量葉群呼吸量）への影響を試

算した結果、葉層が極端に下層に偏っている場合ほ

ど、剰余生産が低下することが予想された。つまり、

個体サイズ、のバラツキが大きく小さい個体数が多い

ような森林では、 C02固定量の推定にあたって葉層プ

ロファイノレの取り扱いに特に注意が必要であろう。

[tonC/ha/yr] 

421 

40 

15% 」来、

10加必マ
活号F

や

図1106-4 気候変化に伴う林冠光合成速度の影響

現在の平均気温が上昇（温暖化）した場合、及び相

対湿度が低下（乾燥化）した場合の光合成速度への影
響を図示した。
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木部呼吸量は測定部位によって異なるが、直

径サイズだけではなく その部分の成長速度の

影響も受けるため、その推定には厄介な問題を

はらんでいる。しかも既に述べたように、樹体全体

に対して枝の表面積はかなり大きい割合を占めてい

るので、木部呼吸量の推定値は C02収支にも相当の

影響を及ぼす問題である。木部呼吸量については必

ずしも十分な研究蓄積があるわけではないが、幹の

直径成長は樹幹形に密接に関与していることが明ら

かになっており、これを加味することによって幹呼

吸速度の温度依存性及び部位別変化の定量化が可能

になるであろう。

林冠葉群による剰余生産量の試算を行ったが、温

暖化（平均気温の上昇）による効果と気温振幅によ

る効果、あるいは相対湿度の変化による効果をそれ

ぞれ分離して評価することが本研究では不十分であ

り、気候変動による剰余生産への影響を特定するこ

とができなかった。木部呼吸量は気温上昇とともに

増加するので、現在の気候変動傾向から考えて、森

林の純生産量（炭素固定量）は確実に低下すること

になる。しかし、現在認められている温暖化傾向は、

光合成や呼吸に影響するレベルとしては小さく、森

林の炭素固定量を大きく低下させる可能性は低いと

考えられた。

オ今後の課題

（ア）研究期間全体の研究目標に対する残された課

題

森林の炭素固定量を評価する上で、現存量、

林分構造、生理特性等に関するデータの蓄積が

不可欠だが、検証データが限定的であることも

問題である。木部呼吸の推定に関しては、樹冠

内の呼吸量の実態が確認できておらず、林分ス

ケールの炭素固定量に及ぼす影響も大きく、そ

のスケーリング手法も含めて早急に解明する必

要がある。林冠光合成の推定に関しては、林冠

内の光環境と葉群分布の関係が、単純な垂直分

布とは異なっており、林冠スケールの光合成量

の推定値に相当の誤差を生じている可能性があ

る。

（イ）今後の研究の展望等

樹種や林分構造によって、光合成量・呼吸量

はかなり異なる可能性があるので、群落内の個

体サイズ分布や林齢の影響を含めた構造モデル

の定量化が不可欠である。また、立地環境等に

よる生理的ストレスの影響を考慮、した炭素固定

量の評価もほとんど行われていない。森林群落に

おける炭素収支モデ、ルはすで、にいくつか提案されて

おり、本研究もそのひとつであるが、長期的な変動

予測を実効あるものとするためには、常に変化し続

ける森林そのものの種組成や構造的な特性を組み込

んだプロセスモデルが必要であり、地形や隣接群落

との相互関係や生理的な環境応答を考慮した炭素固

定能の評価が求められる。

力要約

（ア）林分構造モデル

スギ林、ブナ林等を対象に林分構造及び個体サイ

ズに関するモデル化を行い、胸高直径、樹高、枝下

高と林分密度との相互関係を定式化した。また、樹

幹形モデ、ルに関与するパラメータを整理して、林木

個体ごとの樹幹形並びに葉、枝、幹の垂直分布を推

定する手法を開発した。

（イ）林冠光合成モデ、ル

主要な樹種・森林タイプの生産構造、葉群構造を

モデ、ル化し、林冠透過光の推定方法を検討し、陽葉

～陰葉等林冠における葉の形質の空間分布を明らか

にした。一方、異なる光環境下にある個葉の光合成

パラメータと環境依存性や季節変化等を解析し、葉

群の空間分布構造との相互関係を考慮して、林冠光

合成へのスケールアップ手法を提示し、林冠スケー

ルの光合成生産や剰余生産の日変化、季節変化を計

算することができた。

（ウ）木部呼吸モデ、ル

樹種あるいは樹冠構造を反映させるパラメータを

用いて、樹高、胸高直径、枝下高、生枝下高直径か

ら木部表面積を推定する計算方法を考案した。アカ

マツ林、コナラ林、ヒノキ林における木部呼吸速度

の温度依存性等に関するモデル化を行って、各林分

の木部呼吸量の季節変化等が計算できた。

（エ）森林群落レベルの炭素収支

任意の葉群分布パターン、林分構造を想定して、

林分あたりの剰余生産量 PS（＝総光合成量葉群呼吸

量）及び、木部呼吸量を評価するモデ、ルが構築された。

葉層が極端に下層に偏っている場合ほど温暖化に

伴って PSが低下すること、平均気温の上昇とともに
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PSが低下すること、相対湿度の低下によって PSが顕

著に低下すること、等が予想、された。

また、温暖化によって木部呼吸量は確実に増加する

ため、現在の気候変動傾向から考えて、純生産量（炭

素固定量）は低下することが結論された。
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研究担当者（＊千葉幸弘、星野大介）

( 7 ）森林土壌炭素の蓄積・放出プロセスのモデ

jレ化

ア研究目的

京都議定書における炭素排出量を評価する一環と

して、森林土壌炭素の変化を推定することが求めら

れている。そのため、森林の炭素蓄積、放出に関す

る観測データの集積とともに、それらを使って炭素

フローのプロセスを再現するモデルが必要である。

グpニン・ホロセルロース量のデータセットを作成し

た。このデータセットを解析することにより、それ

ぞれの成分の分解ノミラメータを決定した。

（イ）枯死材の分解に伴う成分別分解速度の解明

スギ、ヒノキ、カラマツ、 トドマツ、アカエゾマ

ツの分解程度の異なる枯死材について、リグニン・

ホロセルロース量をクラーソン法によって定量し、

これらの成分の分解係数を算出した。これらのデー

タセットを構築し、（エ）におけるモデルパラメー

タとして提供した。

（ウ）樹木細根の枯死による炭素供給速度の解明

既存の文献を調査することにより、国内の森林に

おける細根の純一次生産量（NPP）のデータベース

を作成した。また、茨城県のスギ人工林（林齢30年）、

ヒノキ人工林（林齢10年）、落葉広葉樹林（北海道

と京都）において、林分面積当たりの細根 NPP及び

細根枯死・脱落速度を観測した。スギ人工林、ヒノ

キ人工林、落葉広葉樹林（京都）ではミニライゾト

ロン法により調査を行い、落葉広葉樹林（北海道）

では、連続コアサンプリング法により調査を行った。

スギ人工林、落葉広葉樹林（北海道と京都）につい

ては細根 NPPを地上部 NPPと比較し、これらの林

分における同化産物の地上部 地下部分配につい

て角計斤した。

（エ）土壌有機物分解モデ、ルの作成と統合モデ、ルへ

の結合

既存の土壌有機物モデルを分析し、広域に適した

モデ、ルを選定した。順次分析が終了した落葉・枯死

木の成分別データのデータセットに、気候データ
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ベースから抽出した気候値を結合し、データベース

を整備した。そのデータを用い、モデルの改良を行

いながらパラメータを推定し、日本の森林土壌に適

用可能な土壌炭素モデ、ルを構築した。構築されたモ

デ、ノレをモデ、／レ結合グループ0~こ提供した。また、その

後もパラメータのアップデート、統合モデ、ルからの

結果の妥当性についての検証を行った。

ウ研究結果

（ア）落葉リターの分解に伴う成分別分解速度の解

明

近赤外分光分析手法を用い、落葉中有機成分の簡

便定量法を開発した（図11071）。この手法を用い

て常緑針葉樹林、常緑広葉樹林、落葉広葉樹林にお

TKB TGR 

ける落葉リターに含まれるリグニンやホロセル

ロースを定量した。 Olsonの分解係数＊ 1は、ホロセ

ルロースでは0.56～0.69 y l、リグニンでは0.28～

0. 54 y lとなり、リグニンの方がホロセルロースよ

りも分解抵抗牲が高い傾向を示し、さらに地点によ

る変動幅はリグニンの方が大きかった（表11071) 0 

（イ）枯死材の分解に伴う成分別分解速度の解明

分解程度の異なる枯死木のリグニンやホロセル

ロースの定量を行い、これらの成分別分解係数を明

らかにした（表11072及び表11073）。ホロセルロー

ス及びリグニンの分解係数はそれぞれ0.036～

0. 061 y l、0.015～0.043 y lであり、ややリグニン

の分解の方が高い分解抵抗性を示した。
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図1107-1 近赤外分光分析による落葉分解試料のリグ、ニン測定の検量線

X軸：実測値、 Y軸・予測値（TKB.筑波、 TGR：天岳良、 OFR：小川）。
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表1107-1 各試験地における成分別 Olsonの分解係数

試験地名 樹種 ホロセルロース リグニン

k R2 k R2 

南明治山 イタジイ 0. 69 0. 88 0. 51 0. 81 

筑波山 スギ 0. 58 0. 83 0. 54 0. 74 

天岳良 ヒノキ 0. 69 0. 87 0. 54 0. 86 

小川｜学参林 ミズナラ 0.60 0. 89 0. 34 0. 71 

ブナ 0. 57 0. 90 0. 28 0. 64 

羊ヶE ミズナラ 0.61 0. 96 0. 38 0. 89 

シラカンバ 0.56 0.95 0.35 0.81 

重量残存率と時聞からOlsonの分解係数を算出した。
イタジイ・ヒノキについてはTAPPIの分析法に準じて定量した値を用いた。
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表1107-2 樹種毎の枯死木中ホロセルロースの分解係数＊（重量比ベース）

樹種 試料数 係数 標準誤差 係数 標準誤差 決定係数
Species n α SE k SE R2 

スギ 82 0.630 O.D18 O.D38 0.005 0.48 

ヒノキ 88 0.705 0.016 0.061 0.005 0.74 

カラマツ 64 0.712 0.027 O.Q48 0.006 0.56 

アカエゾマツ品トドマツ 15 0.707 0.036 0.036 0.009 0.52 

＊；初期重量におけるホロセルロースの比を a、時間 tにおける全重量に対するホロセルロースの比を yとした時の

y=ae ktの近似式における各種パラメータ

表1107-3 樹種毎の枯死木中リグニンの分解係数＊（重量比ベース）

樹種 試料数 係数 標準誤差 係数 標準誤差 決定係数
Species n α SE k SE R2 

スギ 82 0.319 0.008 0.031 0.004 0.45 

ヒノキ 88 0.323 0.008 0.043 0.004 0.59 

カラマツ 64 0.297 0.010 0.035 0.005 0.52 

アカエゾマツ品トドマツ 15 0.277 0.022 O.DlS 0.013 0.03 

＊；初期重量におけるリグニンの比をa、時間tにおける全重量に対するリグニンの比をyとした

時のy二 aektの近似式における各種パラメータ

表1107-4 針葉樹人工林、落葉広葉樹林の細根 NPP、地上部 NPP及びターンオーバー

林中目 都道府県細根NPP 地上部NPP 細根／地上部細根ターン
オーノくー

t C/ha／工r t C/ha／工r 回／年

スギ人工林 茨城 0. 27 

ヒノキ人工林 茨城 0.60 

落葉広葉樹林 京都 0. 71 

落葉広葉樹林 北海道 1. 25 

（ウ）樹木細根の枯死による炭素供給速度の解明

文献調査の結果、 12個の細根 NPPデータを確認し、

その範囲は0.04 tC/ha/yr （クロマツ）～3.4 tC/ha/yr 

（落葉広葉樹林）で、あった。茨城県のスギ人工林（林

齢30年）とヒノキ人工林（林齢10年）の細根伸長の

季節変動を解析した結果、年に l回～ 3回程度の伸

長ピークが見られた。林分面積当たりの細根 NPP及

び細根枯死・脱落速度は0.27 1. 25 tC/ha/yr及び

0. 21 1. 3 tC/ha/yrで、スギ人工林（茨城）で、小さ

く落葉広葉樹林（北海道）で大きかった。同様に、

細根NPP／地上部NPP比もスギ人工林で低く（0.04）、

落葉広葉樹林（北海道； 0.34）で大きかった（表

6.8 0. 04 0.90 

N. D. N. D. 0.45 

4.8 0. 15 0.42 

3. 7 0. 34 0.65 

1107 4）。

（エ）土壌有機物分解モデ、ルの作成と統合モデ、ルへ

の結合

フィンランドで開発された Yassoモデル I）を改良

し、日本の森林土壌における炭素循環をシミュレー

トできるモデルを開発した。（ア）及び（イ）にお

いて観測されたりターパックデータ・枯死木分解

データを用いてモデルのパラメータをマルコフ連

鎖モンテカルロ法（MCMC法）により推定し、これ

らのパラメータを用いたモデルによる推定値と実

測値を比較した結果、概ね良好な再現牲を示した

（図11072)0 
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の関係MCMC法で推定されたパラメータでの予測値（X軸）と実測値（Y軸）

a：落葉のホロセルロース、 b：落葉のリク、、ニン様物質、 c：枯死木のホロセルロース、

d：枯死木のリグニン様物質

図1107-2

* 1 : Olsonの分解係数とは、分解速度を表す係数であり、新鮮な有機物の質量がt年後lこyOからけに変化し

た場合の重量変化をyl=yO×ek tの式に当てはめた時のk~こ相当する。 この数値が大きいほど、分解が速い。

のモデ、ルに提供した。

（ウ）樹木細根の枯死による炭素供給速度の解明

細根の NPPは調査した林分によって大きく異な

り、スギ人工林では細根 NPPや地下部への同化産物

分配が他の林分に比べて小さい傾向にあると考え

られた。但し、土壌水分条件等に大きく影響を受け

ると考えられ、環境因子と細根への NPP配分率の関

係を明らかにするためには、さらに調査点数を増や

す必要がある。

（エ）土壌有機物分解モデ、ルの作成と統合モデルへ

の結合

考察

（ア）落葉リターの分解に伴う成分別分解速度の解

工

ホロセノレロースやりグニンの分解を良好に再現

できたことから、これらのパラメータを適用したモ

デルを統合モデ、ルの一部とした。統合後も、パラ

メータのアップデートや、統合モデ、ルから出力され

るリターフォール、純一次生産量データについて、

その妥当性の検証のため、統合グループ。にデータ供

給を行った。

一－ 91一一

明

落葉リターの重量減少率が同じ場合でも、成分別

の分解率は異なることが明らかとなった。針葉樹及

び常緑広葉樹ではホロセルロースとリグニンはい

ずれも速い分解を示すが、落葉広葉樹ではリグニン

の分解が遅い傾向が認められた。これらの性質を反

映させるため、ここで得られたデータセットを（エ）

のモデ、ルに提供した。

（イ）枯死材の分解に伴う成分別分解速度の解明

樹種によって成分別分解係数は異なったが、落葉

分解に認められたような、リグニン／ホロセルロー

スの分解率の樹種間差は認められなかった。これは、

枯死木分解において、ホロセルロースを優先的に分

解する褐色腐朽菌だけでなく、リク、、ニンを分解でき

る白色腐朽菌によっても行われていることを示唆

すると考えられる。これらの分解特性をモデルに反

映させるため、ここで得られたデータセットを（エ）



オ今後の課題

（ア）落葉リターの分解に伴う成分別分解速度の解

明

本課題では、 TAPP!（米国パノレフO技術協会）法に基

づし、た有機物分画を行い、落葉リターにおける有機

物動態の評価を行ってきた。土壌への有機物の供給、

蓄積プロセスを解明するためには、固体13c 核磁気

共鳴法等異なる手法による有機物動態評価を行い、

クロスチェックすることが必要である。

（イ）枯死材の分解に伴う成分別分解速度の解明

枯死木プールは、倒木、立枯木、根株に大まかに

分かれるが、このうち本課題で、は倒木について取り

扱った。しかし、伐採に伴う枯死木プールへの流入

のうち、かなりの割合が根株からの供給であること

が推測され、根株を通しての土壌への炭素供給量と

それらの分解についてのデータ蓄積が必要である。

（ウ）樹木細根の枯死による炭素供給速度の解明

本課題で、は新たな 3地点で細根 NPP及び地上部

NPPとの比率についてデータが得られたが、既存文

献のデータ数と合わせても 15データと結果を一般

化するには少ない。今後は、簡便な方法の開発とそ

の方法による多点調査を行い、環境ノ《ラメータとの

関係、について解析を進める必要がある。

（エ）土壌有機物分解モデ、ルの作成と統合モデ、ルへ

の結合

当該研究課題では、森林土壌における炭素循環モ

デ、ルの構築を行った。今後は、データを追加するこ

とで、炭素循環の精度向上を目指すとともに、新た

に窒素循環を組み込んでいくことが求められる。

力要約

（ア）落葉リターの分解に伴う成分別分解速度の解

明

近赤外分光分析計を用いた落葉リター中の成分分

析の簡易定量法を開発し、落葉の分解過程における

成分別分解速度を明らかにした。その結果、落葉広

葉樹のリグニンの分解が遅いことが明らかになる等、

成分別に分解速度が異なることが明らかになった。

（イ）枯死材の分解に伴う成分別分解速度の解明

枯死木の分解過程における成分別分解速度を明ら

かにした。その結果、ホロセルロースに比べてリグ

ニンの分解が遅い傾向が認められ、それぞれの成分

の分解速度には樹種聞による差が認められたが、ホ

ロセルロース／リグ、ニンの比率に樹種聞の差は認め

られなかった。

（ウ）樹木細根の枯死による炭素供給速度の解明

スギ、ヒノキ、落葉広葉樹林でそれぞれ細根の成

長量と枯死量を観測し、地上部純一次生産量との比

較を行った。細根の成長量は林分によって大きく異

なり、地上部成長量の 4～34%が細根の成長に配分さ

れる等、場所による変動が大きかった。

（エ）土壌有機物分解モデ、ルの作成と統合モデ、ルへ

の結合

既存の有機物分解モデ、ルを改変し、有機物の分解

抵抗牲を再現できるモデルを構築した。これに、落

葉の成分別分解データ及び枯死木の成分別分解デー

タを適用し、マルコフ連鎖モンテカルロ法により分

解パラメータを決定した。このモデルの予測値は実

測値を良好に再現していたため、パラメータとモデ

ル構造を統合モデ、ルに提供した。

キ引用文献

1 ) Liski ]. et al. (2005) Carbon and decomposition 

model Yasso for forest soils. Ecological Modelling. 

189: 168-182. 

研究担当者（石塚成宏ぺ酒井住美、橋本昌司、阪

田匡司、小野賢二、溝口岳男、平野恭弘、酒井寿夫、

野口享太郎）

( 8 ）森林施業に係る炭素収支モデルの開発

ア研究目的

将来の造林・伐採面積と材積を推計し、森林施業

による立木から木材及び枯死木・リターへの炭素移

動量と林業機械による C02排出量を推計するととも

に、木材貿易による炭素移動量を推計する炭素収支

モデ、ルを開発する。

イ研究方法

（ア）樹種群別の都道府県別、林齢別の面積と主間

伐別素材生産量及び収穫表と伐採照査データをもと

に、齢級別の伐採率を推定し、将来の齢級別伐採面

積、素材生産量を推計する手法を検討した。都道府

県をクラスタリングしたうえで、伐採照査の結果を

用いて各カテゴリに属する都道府県の減反率＊＇分布

を求める方法と、伐採面積・材積の平準化を考慮、し
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て減反率分布を設定した平準減反率を用いた方法を

試みた。

（イ）岩手県、秋田県、和歌山県、熊本県、宮崎県

の森林組合員各1000名を対象に郵送法によるアン

ケート調査を行い、将来の人工林伐採・再造林に関

する意識を分析した。

（ウ）林業機械による素材生産量あたりの二酸化炭

素排出量と林道・作業道開設による開設距離当たり

の二酸化炭素排出量を推定した。

（エ）樹種別造林面積と人工林面積増分の差から主

伐面積を推定し、その間の素材生産量との関係から

長期的な樹種別人工林面積当たりの素材生産可能量

を推定した。

（オ）国内の木材需要量と用途別国産材生産量、及

び輸入木材に占める丸太比率の変動傾向から、丸太、

製材品、合板、木材チップの将来の輸入量推計方法

を才食言すした。

（カ）森林施業による立木から枯死木・リターへの

炭素移動量推定手法を検討した。

ウ研究結果

（ア）樹種群別 ・都道府県別伐採面積の推定

スギの都道府県別、林齢別の面積と主間伐別素材

生産量及び収穫表と伐採照査データをもとに、齢級

別の伐採率を推定し、2005年から2050年までの齢級

別伐採面積、素材生産量を推計した。伐採照査デー

タは多くの県で近年その信頼性が低下しているが、

多くの都道府県で 8文は 9齢級あたりから主伐率が

急速に高まることは共通して観察された。

民有林の主伐材生産量は、都道府県の素材生産量

から国有林の素材生産量を差し引き、さらに間材生
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産量（都道府県聞き取り）を差し引いて推定した。

さらに主伐材生産量と収穫表の齢級別蓄積及び齢級

別面積を用いて、齢級別の伐採率の分布について仮

定をおいた上で、初期時点（2005年）の都道府県別

スギ人工林の伐採率を推定した。

通常の減反率法による推定では、民有人工林の皆

伐を対象に、伐採照査から推定される素材生産量と、

素材生産量の統計値の誤差が相対的に小さい22の県

について、 1999-2003年の減反率分布を推定した。観

測値の得られる 1-20齢級の減反率のみを取り上げ

てクラスター分析を行い、 22道府県の減反率分布を 3

つのカテゴリに分類した。そしてカテゴリごとに森

林面積、伐採面積を合計し、各カテゴリを代表する

合成減反率分布を推定した（図1108-1）。次に、クラ

スタリングした20県（宮崎県、大分県を除く）に、 l、

2、3のカテゴリを与え、これらを従属変数とし、平

均齢級、素材生産量、人口、森林率、人工林面積を

説明変数として判別分析を行い、 47県の減反率カテ

ゴリを推定した。半lj別率は85出で、あった。上記22の県

には伐採照査から推定した減反率を与え、他の25の

県には判別分析で推定した 1-3のカテゴリに対応す

る減反率を与えたうえで、 19992003年の伐採面積を

推計した。カテゴリごとに減反率分布がかなり異な

ることから、全国一律の減反率に基づく推計よりも

推計精度を顕著に向上させることができた。次に、

この減反率分布が変化しないものとして計算すると、

2050年には主伐面積が2005年の 3倍程度になると推

定された。また、 2050年の主伐面積が2005年の面積

程度になるためは、減反率分布から計算される平均

伐期が 5年に 5%程度ずつ長くなるように減反率分

布が変化する必要があることがわかった。
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図1108-1 都道府県のカテゴリ別減反率分布の推定結果
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図1108-2 平準減反率に基づく民有林スギ生産量の推計結果

次に平準減反率を用いた方法では、伐採照査結果

を参考にして 8齢級以上を主伐対象林齢とし、 8齢

級以上、すべての生産林伐採が完了する林齢までの

減反率が一定で、かっ初期時点の観察された主伐材

生産量に一致するように平準減反率を都道府県別に

推定した。そしてそれに基づいて2050年までの主伐

面積・材積、齢級別面積、間伐材生産量を推計した。

その結果、初期には主伐対象林齢面積の増大と、間

伐材生産対象の増大によって、素材生産量が増大す

るが、その後かなり長期的に主伐面積や素材生産量

が初期時点よりも 1.5倍程度の高水準で安定化する

ことが確認された（図1108-2）。この計算方式だと、

伐採率が最も高い宮崎県で110年生までに伐採が一

巡する。その一方で、半分以上のスギ林が300年生に

なるまで伐採されずに残る計算になる県も多数ある

ことがわかった。

国有林については別途、国有林の計画を参照して

都道府県別の皆伐面積と素材生産量について、現在

の計画における 7齢級以下と 8齢級以上の主伐率と

間伐率を求め、それが将来も適用されるものとして、

2050年まで、の推計を行った。

（イ）私有林所有者の人工林伐採 ・再造林に関する

意向分析

私有林所有者である森林組合員を対象に、将来の

人工林伐採 ・造林に関する意識調査を行った。将来

を20年単位で見ると、岩手県、秋田県、和歌山県で

は人工林のうち21～40年後までに皆伐する見込みの

面積が最も大きく、宮崎県では20年以内に皆伐の見

込みが43%で最も大きかった。永久に皆伐対象とし

ない予定の人工林面積の割合は地域差が大きく、宮

崎では l害1］未満と少ないのに対して、岩手・秋田で

は15%程度、和歌山では37%と比較的大きかった（表

1108-1）。最近ほとんど皆伐を行っていない所有者が

表1108-1 調査対象森林組合員の将来の伐採見込みに関する意識

秋田・岩手 和歌山 宮崎

20年以内に皆伐する 24九 16九 43九

21年後から40年後までの聞に皆伐する 34九 25九 31九

41年後以降に皆伐する 27九 22九 17前

将来にわたって皆伐しない 15九 37% 9% 

皆伐するつもりの面積のうち、皆伐後に再造林するつもり
の面積 53% 52九 57九

有効回答者の所有人工林面積に対する面積ベースの率。各回答者が伐採時期の面積配分率を回答した。
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多いが、地域的に見れば、調査対象地域のうちもっ

とも皆伐に消極的な和歌山県でも人工林の63%、他

の県では 8割以上を最終的には皆伐の対象としたい

と考えていることがわかった。

皆伐対象地のうち、伐採後に再造林するつもりの

面積はどの地域でも 5割程度という回答が得られた

（岡ら L））。

また、回答者の属性と伐採意向との関係では、所

得水準が低いほど、また年齢階層が高いほど、皆伐

に積極的であるという傾向が確認された（田中ら 2））。

（ウ）林業機械及び林道・作業道開設による二酸化

炭素排出量の推定

林業機械による素材生産量あたりの二酸化炭素排

出量を、機械の組み合わせと林道からの距離別に推

定した（図1108-3）。機械別の時間当たり燃料消費量

と、時間当たり丸太処理量、及び伐倒から搬出まで

に要する機械の組み合わせパターンから、素材生産

量当たりの二酸化炭素排出量を推定した。その結果、

現在使われている主要な素材生産方式では、素材生

産 1m3あたりの二酸化炭素排出量が、機械の組み合

わせや林道からの距離に応じて、 l.3～3. 5 kgC/m 3 

と推定された。これは伐倒から山土場までの搬出工

程における排出量である。次に、山土場から製材工

場等までの運材にかかる二酸化炭素排出量は、平均

運材距離を30kmと想定して、 12トンのグラッフ。／レ搭

載トラックで運ぶとすると、 2.0 kgC/m 3と推定され

た。これらの合計排出量3.3～5. 5 kgC/m 3は、生産

される lm3の木材に含まれる炭素量の 2～3%で

ある。これに2007年の素材生産量1765万m 3を乗じる

炭素排出量

(kgC/m3) 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

l,5 

と、素材生産及び丸太の運材にかかわる現場での排

出量は6万～ 9万tC／年程度と推定される。

また、林道 ・作業道開設による等級別（幅員別）、

開設距離当たりの二酸化炭素排出量を、開設延長当

たりの士工量と、士工量当たりの燃料消費量から推

定した。その結果、民有林の l級、 2級、 3級の林

道ではそれぞれ開設距離当たりの二酸化炭素排出量

が50、29、19(kgC/m）、作業道では 6 (kgC/m）と

推定された（表11082）。これをもとに新規開設量の

データを用いて2007年の排出量を推定すると、民有

林林道から13,OOOtC、民有林作業道から22,OOOtCの

排出と推定され、国有林も含めると林道 ・作道開設

で4万tC程度の排出と推定された。さらに、森林・

林業基本計画における路網整備目標を達するために

は、規格別の開設割合によって、目標達成までの累

計で400～500万tCの排出になると推定された。なお、

この排出量には建設現場での排出量のみが計上され、

建設資材となるコンクリート等の製造にかかわる排

出が含まれていないが、資材製造工程での排出を含

めると、排出量は民有林でこの 5倍程度、作業道で 2

倍程度に増加すると推定される。その結果、資材製

造工程における排出を含めると、 2007年の林道・作

業道開設による排出量は13万 tC／年程度と推定され

る。

これらを合計すると2007年の素材生産及び林道 ・

作業道開設にかかる直接の排出は10万～13万tC程度、

路網建設資材製造工程を含めると 19万～22万tC程度

と推定された。
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図1108-3 林業機械による素材生産量あたりの燃料消費量

（作業仕組み別、集材距離別、炭素排出量換算）
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表1108-2 森林路網開設による土工量 ・燃料消費量及び炭素排出量

（建設資材製造工程は含まない）

士工量 燃料消費量 単位燃料あたり士 炭素排出量
(m3 /m) (L/m) 工量（m3/L) (kgC/m) 

民有林 1級林道 70. 3 70. 7 0. 99 50 

民有林 2級林道 38. 0 41. 0 0. 93 29 

民有林 3級林道 23. 0 2 7. 1 0. 85 19 

民有林作業道 7. 0 8. 3 0. 85 6 

国有林林道 30. 4 33. 8 0. 90 24 

下線は他のデータからの推定値

表1108-3 推定主伐面積と素材生産量（間伐含む）の関係

スギ

ヒノキ

1970年代

527 m3 /ha 

220 m3/ha 

1980年代

577 m3/ha 

634 m3/ha 

1990年代

662 m3 /ha 

704 m3 /ha 

1970 2005年

643 m3 /ha 

440 m3 /ha 
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図1108-4 外材製材品に占める国内加工（丸太輸入）材の比率に関する推計

1 ）製材用材73は1973年～2006年のデータに基づく、 トレンドモデルによる推定。

2 ）製材用材90は1990年～2006年までのデータに基づくトレンドモデルによる推定。

（エ）造林面積と人工林面積の増分との差から推定

された主伐面積と素材生産量（間伐材を含む）との

関係は、全国値で見るとスギで1970年 2005年まで

の35年間で、643m3 /ha、ヒノキで同じ期間に440m 3 

/haと計算された（表11083）。これらの数値はこの

期間内に収穫の対象となった生産的人工林面積あた

りの生産量の参考値となるものであり、長期的な生

産ポテンシャルを推定するための参考となる。しか

し、この計算方法でも都道府県別ではしばしば異常

値が見られた。

（オ）輸入木材の丸太 ・製品別比率の変動傾向を分

析した結果、 1990年以降、丸太比率が製材品につい

て約20年で半分になるベースで、また合板について

は約15年で半分になるベースで減少し、製品輸入の

比率がほぼ一定ベースで上昇していることがわかっ

た（立花 ・岡町。ロシア産丸太輸出の関税率上昇等

により、当分この傾向が続くか、あるいはさらに加

速化されると予想される。将来推計では、この傾向

がそのまま続くのを基本シナリオとした（図11084）。

今後は、中国等新興国の市場拡大によって外国産

地からの日本への輸出圧力が低下し、国内資源の成

熟による国産材供給圧力の高まりと相まって、木材

自給率は高まることが予想される。別課題で推定さ

れた国内林産物需要の変化と国産材供給量の増加に

よって、木材輸入総量は減少すると推定された。

（カ）森林施業による立木から枯死木 ・リターへの
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炭素移動量推定手法を検討した。人工林皆伐おいて

は、素材生産量に対して、利用対象木のうちの末木・

枝条部分と根株・地下部の合計と、林地残材になる

木のすべてがその対象となり、スギ皆伐の場合、素

材生産対象分の0.92倍程度と推定された。人工林間

伐においては、収穫表における加齢に伴う本数減少

率から推定される間伐対象候補のうち、素材として

利用対象にならない林木の全体と、利用対象木のう

ちの末木・枝条部分と根株・地下部合計が枯死木・

リターへの炭素移動量となると考えた。壮齢林以降

では高齢級になるにしたがって間伐頻度は低下し、

かつ間伐対象候補のうちの利用対象の比率が高まる

ので、期間当たりの枯死木・リターへの移動量は小

さくなると考えられる。

工考察

（ア）樹種群別・都道府県別伐採面積の推定

通常の減反率法と平準減反率による方法を試みた

が、伐採照査で比較的良好なデータがあると認めら

れる道府県でも観測された齢級別の伐採率には極端

なばらつきが見られ、齢級別の伐採率分布の信頼性

は高くないと考えられることと、通常の減反率法に

よる伐採シミュレーションでは、将来の伐採面積の

増減幅がかなり大きくなることがわかった。そのた

め、統合モデ、ルに引き渡す伐採面積将来推計値とし

ては平準減反率による推計値を採用した。この妥当

性については、今後さらに検討する必要がある。

（イ）私有林所有者の人工林伐採・再造林に関する

意向分析

最終的に皆伐対象としたいと考えられている人工

林面積の割合は、伐採シミュレーションの重要な参

考値となる。しかし、もし森林有者全体が回答通り

に20302050年ごろに主伐面積を最近の 3倍程度に

増加させると、そのときの出材量は国産材需要と比

べて大きすぎる疑いがあるので、将来推計において、

回答された伐採の時期区分は陰の参考値にとどめる

こととした。皆伐対象地のうち、伐採後に再造林す

るつもりの面積はどの地域でも 5割程度という回答

どおりになれば、人工林面積は将来ゆっくりと減少

し、天然林や野草地の面積が徐々に拡大すると予想

される。この結果は、将来の造林シナリオの参考と

して採用した。

（ウ）林業機械及び林道・作業道開設による二酸化

炭素排出量の推定

2007年の素材生産及び林道・作業道開設にかかる

直接の排出は10万～13万tC程度、路網建設資材製造

工程を含めると 19万～22万tC程度と推定された。こ

れは同じ年に生産された木材に含まれる炭素量に対

して、直接排出量で 3-4%、路網建設資材製造工程を

含めて 6 7九程度の大きさである。

オ今後の課題

（ア）スギ、ヒノキの主伐・間伐に関する分析は進

んだが、それ以外の樹種群に関する主伐、間伐の分

析は今後の課題となっている。さらに、そのために

国産材生産の総量が推計できておらず、別課題から

導かれる国内の木材総需要との関係の検討と、そこ

から導かれる木材輸入量の推定も今後の課題である。

（イ）森林所有者の意向調査については 5県の森

林組合員を対象に実施したが、全国的な評価のため

には調査範囲を拡大する必要がある。森林経営方針

の選択が、森林の炭素収支に及ぼす影響評価も今後

の課題である。

（ウ）ここでの主伐、間伐の分析は地域別・樹種別

の平均的な齢級別蓄積量をまとめた収穫表に依拠し

たものであり、同じ齢級でもばらつきのある実際の

林分の状態遷移に依拠したものとなっていない。つ

まり同じ地域・樹種・齢級ならば、伐採された林分

と、されなかった林分とが伐採前の時点で同じ状態

にあると仮定していることになる。しかし現実には

これらの 2つの群の聞には状態に顕著な差があると

予想される。伐採された林分とされなかった林分の

属性の違いに関するモニタリングのデータが使用で

きるようになれば、より現実的な分析が可能となる。

力要約

（ア）樹種群別・都道府県別伐採面積の推定

スギ、ヒノキの民有人工林について、 8齢級以上

を主伐対象林齢とし、 8齢級以上、すべての生産林

伐採が完了する林齢までの減反率が一定で、かっ初

期時点の観察された主伐材生産量に一致するように

平準化された減反率を都道府県別に推定した。それ

に基づいて、 2050年までの主伐面積・材積、齢級別

面積、間伐材生産量を推計した。その結果、初期に

は主伐対象林齢面積の増大と、間伐材生産対象の増

大によって、素材生産量が増大するが、その後かな
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り長期的に主伐面積や素材生産量が初期時点よりも

1. 5倍程度の高水準で、安定化することが確認され

た。

（イ）私有林所有者の人工林伐採・再造林に関する

意向分析

森林組合員を対象に、将来の人工林伐採・造林に

関する意識調査を行った結果、永久に皆伐対象とし

ない予定の人工林面積の割合は、宮崎では l割未満

と少ないのに対して、岩手・秋田では15%程度、和

歌山では37%と比較的大きかった。最近ほとんど皆

伐を行っていない所有者が多いが、皆伐に消極的な

和歌山県でも人工林の63% 他の県では 8割以上を

最終的には皆伐の対象としたいと考えていることが

わかった。皆伐対象地のうち、伐採後に再造林する

つもりの面積はどの地域でも 5割程度だ、った。

（ウ）林業機械及び林道・作業道開設による二酸化

炭素排出量の推定

伐採・搬出・運材にかかわる丸太生産量 1m3あた

りの二酸化炭素排出量は3.3～5. 5 kgC/m 3と推定さ

れた。これに2007年の素材生産量1765万m:iを乗じる

と、素材生産及び丸太の運材にかかわる現場での排

出量は 6万～ 9万 tC／年程度と推定される。さらに、

これに2007年の林道・作業道開設にかかる直接の排

出を加えると 10万～13万tC程度、路網建設資材製造

工程を含めると 19万～22万tC程度と推定された。こ

れは同じ年に生産された木材に含まれる炭素量に対

して、直接排出量で 3 4%、路網建設資材製造工程を

含めて 6 7九程度の大きさである。

（エ）輸入木材の丸太・製品別比率の変動傾向

1990年以降のトレンドから推定すると、輸入木材

に占める丸太の比率が製材品については約20年で半

分になるベースで、また合板については約15年で半

分になるベースで減少し、製品輸入の比率が上昇す

る傾向が今後も継続する可能性が高いと考えられた。
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するまでの期間に観測された伐採面積率をもとに
して、植林等による発生時点での面積を逆算によ
り推定し、その面積を基準にして、各齢級から次

の齢級に移行するまでの期間にどれだけの面積割
合が伐採されるかを計算した率。

研究担当者（岡裕泰ぺ久保山裕史、立花敏、林雅

秀、田中亘、山本伸幸、岡勝、陣川｜雅樹、鈴木秀典、

山口浩和、広嶋卓也）

( 9 ）伐採木材の利用に係る炭素収支モデルの開

発

ア研究目的

京都議定書が発効し、我が国は温室効果ガス削

減義務を負った。また、 2013年以降の森林吸収源

評価には、伐採木材製品を含むフルカーボンアカ

ウンティングとする国際的流れがある。我が国が

利用する国産・輸入木材の流通・加工エネルギー

及び製品炭素貯蔵に係る炭素収支モデルを開発す

る。

イ研究方法

（ア）木材流通エネルギーの解析

岐阜県・京都府・北海道・熊本県における国産

素材・製材品の輸送実態調査、全国の主要な合板

工場・製紙工場における原料・製品の輸送実態調

査、代表的な事業者における輸入製材品の輸送実

態調査を行い、各地各品目の輸送実態を把握した。

実態調査結果及び物流センサスその他の統計デー

タを基に、 8品目（素材・製材・合板・チップ・パ

ルプ－紙板紙・古紙・廃材）の園内輸送に伴う炭素

排出量について年度別推計（1990～2006年）を行っ

た。また、木材の輸送距離の算出方法及び利用デー

タについて検討を行い、その方法・データを用い

て国内木材産業の素材入荷・製品出荷に係る輸送

距離を算出した。次に、算出された輸送距離を被

説明変数とする重回帰分析を行い、その変化要因

を明らかにした。
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（イ）木材と代替材料の加工エネルギーの解析

木材製品が最終製品となるまでの加工並びに製

造 ・建設に伴う二酸化炭素排出量の評価にあたっ

ては、エネルギーにかかる統計と産業連関表に基

づいて行った。次に、エネルギー種別の二酸化炭

素排出原単位を用い、部門別に木材関連製品の加

工に伴う二酸化炭素排出量を導出した。 しかし、

建築部門や土木部門では、木材以外の素材も消費

しているため、そのうちの木材に関わる二酸化炭

素排出量を配分した。さらに、建築部門に関して

は、工法・用途別に二酸化炭素排出量を導出した。

また、評価にあたっては、 2000年を基準と したが、

経年での変化を見るため、 1990年、1995年におい

ても評価し、 比較した。産業連関表2000年表を用

い、均衡生産量決定モデルにより、 間接第 2次効

果まで考慮した木製品による代替によって生じる

他産業の生産金額の変化を評価 した。それにより、

各産業で消費される化石燃料や電力等のエネル

ギー消費量の変化量を導出し、 二酸化炭素排出量

の変化量を評価した。

（ウ）木材炭素収支モデ、ルの開発

SD手法を用いた炭素収支モデ、ルを開発した。炭

素収支の地域特性を解析するため、東日本 ・中 日

本 ・西日本の 3地域に区分したモデルとした。木

材用途による炭素収支の違いを明らかにするため、

木材利用量の大きい製材、紙 ・板紙、合板別にサ

ブモデルを作成した。建築木造率の異なる将来シ

ナリオや、 外材利用比率を変えた場合の、炭素収

（千m3)
70.000 

60.000 

50,000 

40.000 

30,000 

10,000ι4 ll=±::!t: ::!!-* ～ 1111 －~でてで

図1109-1 品目別国内輸送量（その 1)
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支等の地域別影響をシミュレーション解析した。

ウ研究結果

（ア）国産 ・輸入木材の流通エネルギーの解析

岐阜県・京都府 ・北海道 ・熊本県における国産素

材 ・製材品の輸送実態調査より、同一都道府県内の

輸送距離は府県の面積より算出する既往分析 I）より

かなり小さいことが分かつた。全国の主要な合板工

場 ・製紙工場、及び代表的な事業者の輸入製材品の

輸送実態調査結果を踏まえ物流センサスその他の統

計データを基に行った、 8品目（素材 ・製材 ・合板 ・

チップ ・パルプ ・紙板紙 ・古紙 ・廃材）の圏内輸送に

伴う炭素排出量年度別推計（1990～2006年）から、炭

素排出量は輸送量の増減に大きく影響されることが

分かつた（図1109 1、2、 3、4）。

国内木材工業の素材入荷 ・製品出荷に係る輸送距

離の推移とその変化要因については、嶋瀬2）での検討

により望ましいと考えられた算出方法及び統計デー

タを用い、国産材素材の入荷及び国産製材品 ・木材

チップの出荷に係る輸送距離の1960年代初頭から

2000年代半ばまでの推移を明らかにした。次に、こ

れらの研究から得られた製材品及び木材チップの出

荷に伴う輸送距離を被説明変数として重回帰分析を

行い、その大きさが、国内生産量の大きさに強し、影

響を受けていることを明らかにした。また、作成し

たモデ、ノレから、2008年における製材品と木材チップ

の園内交流に伴う平均輸送距離（直線距離）を、それ

ぞ、れ175km、60kmと推定した（図11095、6）。

35.000江己i
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図1109-2 品目別国内輸送量（その 2)
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図1109-5 製材品の圏内交流に伴う

輸送距離の推移（観測値と理論値）

（イ）木材と代替材料の加工エネルギーの解析

国内における木材のマテリアルフロー並びに各工

程における C02排出量を図1109-7に示した。部門別

の C02排出量のうち、建築部門と土木部門では、木

材以外の素材も消費しているため、そのうちの木材

に関わる二酸化炭素排出量を、それぞれ重量基準、

金額基準により配分した結果、図11098となった。

産業連関表2000年表を用い、均衡生産量決定モデ

ルにより、第 2次間接波及効果まで考慮、した木製品

による代替によって生じる他産業での二酸化炭素排

出量の変化量を評価した。同手法により、木造住宅

図1109-4
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図1109-6 木材チップの国内交流に伴う

輸送距離の推移（観測値と理論値）

による非木造住宅の代替及び木造非住宅による非木

造非住宅の代替による C02排出量の変化を、代替さ

れても床面積は変わらないという前提において評価

した結果を、図1109 9と図110910にそれぞれ示した。

図中で、非木造とは代替されることによって減少し

た非木造分によって各産業部門における生産量が減

少したことによる削減効果を示し、木造とは代替に

よって増加した木造分によって生産量が増加した効

果を示しており、その増減の合計値とともに示して

いる。また、住宅における代替効果と非住宅におけ

る代替効果を比較した結果を表1109-1に示した。
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図1109-10 木造非住宅により非木造非住宅の

新規着工面積10%を代替したときの

産業部門別二酸化炭素排出変化量

表1109-1 新規着工面積の10%を木造代替したときの住宅 ・非住宅の代替効果の比較

増加分 減少分 変化量 延べ床面積あたり変化量

千tC 千tC 千tC kg C/m2 

住宅

非住宅

（ウ）木材炭素収支モデルの開発

883 -1,070 

793 -1,033 

日本を東日本 ・中日本 ・西日本の 3地域に分け、

木材利用の95犯を占める製材用・合板用 ・紙板紙用木

材について、地域間交流 ・輸出入を考慮した木材利

用に伴う炭素収支モデ、ノレを作成し、 1990～2006年の

木材利用に伴う炭素収支の地域別動態を明らかにし

た（図110911、12）。製材品の炭素収支について、将

来予測可能なモデ、ルへの改良を行った。

このモデ、ルを使用したシナリオ分析として、建築

の木造率35出が2050年まで一定とする木材利用 ・現状

シナリオと、同70切に上昇してし、く木材利用 ・振興シ

-187 -31.6 

ー240 -34.9 

ナリオに基づき、製材品の建築物への炭素貯蔵量に

ついて将来予測を行った。その結果、現状シナリオ

では2015年の1.7億炭素トンをピークに以降、炭素貯

蔵量は漸減していくことがわかった。一方、木造率

を高める振興シナリオでは炭素貯蔵量は漸増し、

2050年には約1.9億炭素トンまで拡大する予測結果

となった（図1109-12）。同様に、両シナリオ別に製材

用素材需要が地域別にどの様に推移するかを解析し

た。その結果、現状シナリオでは、素材需要は東日

本では2017年の493万m3をピークに減少、西日本でも

2020年の574万dをピークに減少に転じる。また中日



本は1990年以降、 一貫して減少する。木造率を高め

る振興シナリオによると、西日本での需要が2041年

の864万 m3まで増加し、東日本は2031年の627万dを
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図1109-11 地域別にみた木材製品の炭素貯蔵量

(2004年）
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ピークに以降減少すること等がわかった（図

1109 13）。
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図1109-12 建築物への製材品炭素貯蔵量の予測
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図1109-13 製材用素材需要の推移（シナリオ別予測）

工考察

（ア）木材流通エネルギーの解析

自動車輸送の積載量を考慮した推計値（図1109-3)

は、考慮しない推計値よりも炭素排出量が若干多く

なり、運輸部門全体に占める 8品目の炭素排出量割

合（図11094）は1990～2006年ではおよそ 3%から

2%へ減少していることが分かつた。国産 ・輸入木材

の国内輸送に伴う炭素排出量は輸送量に大きく影響

されることから、木材利用拡大に伴う輸送エネル

ギー削減に対する分析が必要である。

国内木材産業の工場は、各部門とも、しだいに経

営規模を拡大させつつあり、輸送距離は、この規模

拡大に強い影響を受けて大きくなっていくものと予

想していたが、分析の結果は、その予想とは異なる

もので、あった。輸送距離は国内生産量（出荷量）の大

きさにもっとも強く影響を受けており、製材品につ

いては工場の規模との聞にも有意な相関が認められ

たが、木材チップについては有意な相関が認められ

なかった。このように、輸送距離を決める要因が明

らかになったことは、政策立案の際の判断材料とし

て有効と考える。

（イ）木材と代替材料の加工エネノレギーの解析

図1109-7に示したように、紙 ・パルフ。の製造工程

並びに建築部門と土木部門における C02排出量が大

きかった。しかし、建築部門と土木部門では、木材

以外の素材も寄与しているため、木材の寄与分を推



計した結果から 2%と小さいことが分かつた。また、

手法で記した10部門の C02排出原単位を1990年、 1995

年、 2000年において評価した結果、どの部門におい

ても、この10年間で国内生産額あたりの原単位にあ

まり変化がないことが分かつた。

均衡生産量決定モデルにより代替が評価できた産

業部門は、木造住宅による非木造住宅の代替及び木

造非住宅による非木造非住宅の代替であった。住宅

においても非住宅においても、木造に代替すること

によって産業全体から排出される C02量は減少する

ことが分かつた。また、延べ床面積あたりの削減量

は、住宅よりも非住宅の方が大きいことが分かつた。

これは、非住宅の方が床面積あたりの素材消費量が

多いためと考えられた。その他の産業部門における

代替効果の評価も試みたが、同手法では評価が困難

であることが分かつた。

（ウ）木材炭素収支モデ、ルの開発

我が国の木材炭素貯蔵量は、地域的には中日本（関

東・東海・近畿）が過半を占める（図110911）。こ

うした木材炭素貯蔵量の中日本偏在は、森林での地

域別炭素貯蔵と大きく異なる。このため、今後国産

材需給を拡大して国産材炭素ストックを高めるため

には、中日本への東・西日本からの製品供給を高め、

中日本に輸入される製品を代替することが必要であ

る。また、製材品の建築物への炭素貯蔵量予測では、

木材炭素収支モデルを使用したシナリオ分析から、

建築木造率を高めることが貯蔵量拡大に重要なこと

が確かめられた。

炭素排出原単位や外材比率を変えた場合の炭素収支

変化の感度分析等）を行うモデルとして使用できる

展望が聞けた。

力要約

実態調査・統計データを基に、木材製品 8品目の

国内輸送に伴う炭素排出量年度別推計を行った。製

材品及びパノレフOチップについて輸送距離の変動要因

を明らかにした。

10分類の木材の関与する産業部門別に、加工にか

かるエネルギー量を評価し、 C02排出量原単位を整備

した。木造代替による CO｝~rj減量を評価した。

日本を 3地域に分け製材・合板・紙製品の炭素収

支を解析するモデ、ルを開発した。また、建築物中の

製材品についてシナリオ別に将来推計を行い、建築

木造率を高めることが貯蔵量拡大に重要なことが確

かめられた。
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れているが、将来シミュレーションは行われていな

い。輸入に伴う炭素排出、国内物流の効率化やモー

ダルシフトの可能性等、輸送エネルギー削減シナリ

オが必要である。素材の入荷に伴う輸送距離の変化

要因についてはまだ解明し得ていない。

本研究で開発した均衡生産量決定モデ、ルを用いた

評価手法では、住宅及び非住宅以外の産業部門にお

ける木材製品による代替効果の評価が困難であった。

他の用途の代替効果についても、評価できる手法の

開発が今後望まれる。

将来予測可能なモデルの展望が聞けたので、今後、

様々なシミュレーション解析（各種のシナリオ実験、

(10）森林・林業・木材を統合した炭素循環モデ

ルの構築

ア研究目的

今後国際的に求められることが確定的なフルカー

ボンアカウンティングを想定し、別課題で並行して

開発される森林植生、林業、木材等に係わるサブモ

デ、ルを統合して、地理的情報を加味しながら森林・

林業・木材を一貫した炭素循環モデ、ルを構築すると

ともに、これを用いて将来の温暖化による影響や、

林業活動、木材利用及び温暖化対処施策の影響を評
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価することを目的とする。

イ研究方法

（ア）林分レベル植生炭素循環モデ、ルの開発

日本全体を対象とした2050年までの森林炭素循環

シミュレーションのための植生炭素循環プロセスモ

デル（以下、植生モデ、ル）の開発を目的として、長

期固定試験地における継続調査データを基にした時

系列炭素蓄積量動態データ及び気象データを入力と

して、ベイズ推定の手法を応用することによりモデ

ルのパラメータ推定を行った。

（イ）伐採箇所推定モデルの開発

林業モデル（第 l章（ 8 ) ）から提供される伐

採量のデータに基づき、どの林分において主伐

及び間伐が実施されるのかを推定するモデ、ルを

開発することを目的として、伐採が行われた林

分の立地条件を熊本、大分、岐阜、三重県にお

ける伐採実績データを元に地形、林道密度、人

口及び資源状況の観点から解析した。

（ウ）森林 ・林業 ・木材統合モデルを用いた炭素

循環シミュレーション

植生モデルと土壌炭素循環プロセスモデル

（以下、土壌モデル、第 l章 （7 ) ）を統合して

森林生態系炭素循環モデルを構築し、これを基

図1110-1 植生炭素循環モデルの概要

礎として温暖化予測気象シナリオによる気象予

測データ及び林業モデルから提供される主伐 ・

間伐量の予測値を入力値として、森林における

生物活動及び人為活動による炭素循環をシミュ

レートするモデル（以下、統合モデ、ル）を開発

した。 この統合モデ、ルを用いて、日本全国のス

ギ人工林を対象とした2050年までの炭素循環シ

ミュレーションを行った。 さらに、気象及び伐

採量に任意のシナリオを設定して入力値を構成

し、その入力値に基づいてシミュレーションを

行うことによってモデルの感度分析を行った。

ウ研究結果

（ア）林分レベル植生炭素循環モデ、ルの開発

諸外国において開発されているモデルを検討した

結果（光田ら l) ）を踏まえ、日本全国といった広域

を対象とすることを考慮して、林分レベル植生炭素

循環モデルとしてオーストラリアで開発された 3

-PGモデルを基礎としたモデルを設計した（図

1110-1）。モデルにおいては林分単位の葉群、枝、幹

及び根の 4部位を炭素プールとして取り扱う。
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モデルは、葉群による日射の吸収、吸収したエネ

ルギーによる光合成、気温及び大気飽差による光合

成の律速、各部位における呼吸、葉、枝及び根のっ

け替え（ターンオーバー） * I、余剰光合成産物の各

部位への分配というプコロセスからなる単純なものと

し、時間単位は月とした。スギ人工林を対象として、

気象観測点の気象データ及び国有林と森林総合研究

所が長期的に観測している固定試験地の林分炭素蓄

積量動態データを入力値として、ベイズ推定の手法

を用いたモデノレのあてはめを行ったところ、パラ

メータは妥当な範囲に収まり、単純なモデルで、ある

にもかかわらず観測された林分動態をよく再現して

いた（図11102）。ただし、モデ、ルに組み込んだ、林分

の違いによる不確実性項＊ 2の効果も大きいもので

あった。

（イ）伐採箇所推定モデ、ルの開発

林業モデ、ルより提供される県別、齢級別主伐、間

伐量を県内の 1km解像度グリッドに配分する伐採箇

所配分モデ、ルを作成した。立地条件データには、国

土数値情報の標高、斜面傾斜、道路網、平成17年国

勢調査地域メッシュ統計の人口及び林業労働者数、

森林資源データベースのスギ林面積を用いた。一方、

伐採実績データには、熊本、大分県が実施した皆伐

地調査の結果、搬出間伐については熊本、大分、岐

阜、三重県の補助金情報を使用した。その結果、主

伐・間伐ともに周辺の林業労働者が多いほど伐採が

行われやすいこと、搬出間伐の方が道路への依存牲

が高いこと、人口密度が高い地域ほど伐採が少ない

こと等が明らかになった。これらの知見を基に、ス

ギ林の 1km解像度グリッドごとの伐採確率を推定し、

主伐・間伐別にデータベース化した。

（ウ）森林・林業・木材統合モデルを用いた炭素

循環シミュレーション

林分レベルの植生炭素循環モデルにおいて算

出される部位別のっけ替え量を、土壌モデル（第

1章（ 7 ) ）への入力値とすることで両者を結合

し、森林生態系炭素循環モデルを開発した。こ

の森林生態系炭素循環モデルを 1km解像度の森

林資源データベース（第 1章（ 2 ) ）へ適用する

ことで、全国レベルでの炭素蓄積量動態を表現

する統合モデルを開発した。また、統合モデル

においては林業モデル（第 l章（ 8 ) ）より提供

される県別、樹種別及び齢級別の主伐及び間伐

量予測値を入力値として、伐採箇所推定モデル

によって伐採を受ける林分を推定することで、

林業活動による炭素蓄積量動態を表現できるよ

うに設計した。さらに、この統合モデルを用い

たシミュレーションの中では 1km解像度での木

材生産量が計算され、これを木材モデ、ル（第 1章

( 9 ) ）へと受け渡すことにより、森林における

炭素蓄積量動態だけでなく、木材製品も含めた

炭素蓄積量動態を表現できる森林・林業・木材

統合モデルを完成した（図11103）。

開発した統合モデ、ルを用い、東京大学等が開発

した気候モデ、ル「MIROC」高解像度版（Klmodel 

developers2l）を農業環境技術研究所が 1km解像

度へと内挿した2050年までの気象予測値を入力

として、日本全国のスギ林を対象としたシミュ

レーションを実行した（松本・光田 3) ）。シミュ

レーション結果によると、日本全体で見た場合

のスギ林における炭素蓄積量は2050年まで増加

を続けるものの、増加量は次第に減少していく

ことがわかった（図11104）。また、近年の気象

値データからランダムに年間データを抽出して

擬似的に構築した非温暖化気象シナリオを入力

値として同様のシミュレーションを行った結果、

非温暖化気象下では炭素蓄積増加量が小さく、

シミュレーションの後半では炭素蓄積量の減少、

すなわち炭素放出源へと転じる年度もあった。

林業活動において主伐量を半分にするシナリオ

のほか、主伐量を 2倍にするシナリオ及び主伐

量を 2倍とし再造林割合も引き上げるシナリオ

についても同様にシミュレーションを行った。

シミュレーション結果を比較したところ、主伐

量を半分とするシナリオでは、炭素蓄積量及び

その増加量が標準シナリオよりも大きくなった。

一方で、主伐量を 2倍とした 2つのシナリオで

は、炭素蓄積量及びその増加量は標準シナリオ

よりも小さくなった。しかし、主伐量 2倍に加

えて再造林率を上げたシナリオでは、シミュ

レーションの後半において炭素蓄積増加量が増

加するという、他のシナリオでは見られない結

果を示した（図1110 5）。
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図1110-5 林業シナリオを変化させたスギ林炭素蓄積量動態シミュレーション

* 1：ターンオーバーとは、各部位において古い器官を落とし、新たな器官と入れ替えるプロセスである。

* 2：不確実性項とは、統計モデルを構築する際にモデルで、考慮する説明変数以外の要因によって生じる

変動に対処するために導入するパラメータである。

工考察

（ア）林分レベル植生炭素循環モデ、／レの開発

本研究において開発した植生炭素循環モデ、ルは、

長期固定試験地の継続調査から得られた林分炭素吸

収量の時系列変動をよく説明していた。モデルの入

力値は月単位の日射量、気温及び大気飽差のみで

あったが、これらの気象因子が林分の炭素蓄積量動

態を強く決定づけると考えられる。一方で、モデル

に組み込んだプロットの違いによるパラメータの不

確実性を表現するパラメータは、大きな不確実性が

存在することを示していた。広域を対象とした長期

シミュレーションにおいて適用することを考慮した

ため、このモデ、ノレには土壌、地形及び遺伝的変異等

の要因を含んでいない。これら要因の影響がプロッ

トの違いによるパラメータの不確実性として現れた

ものであると考えられる。

（イ）伐採箇所推定モデ、ルの開発

主伐及び間伐が行われた林分の立地条件を解析し

たところ、林道密度が高く、林業労働者が多いとこ

ろで伐採が生じやすいという、極めて妥当な結果と

なった。林業労働者数は現在の林業活性をそのまま

反映したものであると考えられる。また、林道密度
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が伐採の有無に大きく影響していたことは、林道整

備の重要性を示すものであると考えられる。

（ウ）森林・林業・木材統合モデルを用いた炭素

循環シミュレーション

日本全国を対象としたスギ林の炭素蓄積量動

態を2050年までシミュレーションした結果、炭

素蓄積量そのものは増加を続けるものの、その

増加量は減少していくという結果となった。こ

の結果は現在のスギ林における齢級構成に依存

するものであると考えられる。拡大造林期に植

栽され、現在は壮齢林となっている人工林の面

積が大きく、近年の林業衰退を反映して若齢林

の面積が極端に小さいという齢級構成のスギ林

に対し、伐採量が落ち込んでいる現状に基づく

伐採シナリオを適用すると、大部分のスギ林が

伐採を受けることなく老齢林分へと移行してし

まい、成長量すなわち炭素蓄積増加量の小さい

林分が大部分を占めるようになる。同時に再造

林があまり生じないため、成長の旺盛な若齢林

がさらに少なくなる。これらを反映して、日本

全国レベルでのスギ林における炭素吸収量は減

少していくという結果となったと考えられる。

また、非温暖化シナリオ気象データを用いたシ

ミュレーションでは炭素吸収量が小さくなり、

年度によってはスギ林が炭素放出源に転じた結

果と比較すると、今回のシミュレーションでは

日本全国レベルで見ると温暖化によりスギ林の

成長が促進され、炭素吸収が大きくなるという

効果が生じていた。今回開発した植生炭素循環

モデルにおいては、光合成の律速要因として気

温と大気飽差のみを用いたが、低温によって光

合成が低下する状況が温暖化によって改善され

る効果が大きく働いたと考えられる。伐採傾向

を変えたシナリオ分析によると、伐採量を 2倍

にし、再造林率を上げたシナリオにおいて、総

炭素蓄積量及び炭素蓄積増加量は他のシナリオ

と比較して小さくなるが、シミュレーション期

間の後半で炭素蓄積増加量が上昇傾向を示す結

果となった。これは伐採及び再造林の促進に

よって成長量の旺盛な若齢林が増えたことの影

響であると考えられる。今回は2050年までのシ

ミュレーションであったが、期間をさらに延長

すると炭素蓄積増加量の増加傾向はより顕著に

なると考えられる。

オ今後の課題

（ア）林分レベル植生炭素循環モデ、ルの開発

本研究で、パラメータ推定に用いたデータは関東及

び中部地方のものであった。長期固定試験地は日本

各地に設定されているので、今後は日本全国のデー

タを使ってパラメータ推定する必要がある。

（イ）伐採箇所推定モデ、ルの開発

本研究で用いた林道密度及び林業労働者数は時

間変化するものであり、伐採箇所だけでなく伐採量

そのものにも影響する要因である。よって、伐採量

推定のモデルと連携しながら、時系列変化への対応

を考えることが必要となる。

（ウ）森林・林業・木材統合モデルを用いた炭素

循環シミュレーション

本研究においてはスギ林のみを対象としたが、ヒ

ノキ（光田ら 1））やカラマツといった主要造林樹種

及び天然生林を対象とするように拡張する必要があ

る。林業シナリオに基づくシミュレーション比較に

おいては、伐採量 2倍といった単純なシナリオにつ

いて試行したが、より詳細かっ現実的なシナリオに

よるシミュレーションを行い、政策提言へとつなげ

ていく必要がある。

力要約

（ア）林分レベル植生炭素循環モデ、ルの開発

長期固定試験地における継続調査データを元にし

た時系列炭素蓄積量動態データ及び気象データを入

力として、ベイズ推定の手法を応用することにより

植生炭素循環モデルのパラメータ推定を行った。モ

デルの構造は単純で、あるものの、モデ、ルは観測され

た炭素蓄積量動態をよく説明していた。

（イ）伐採箇所推定モデ、ルの開発

伐採実績データを主伐及び間伐が行われた林分

の立地条件を解析した。林道密度が高く、林業労働

者が多いところで伐採が生じやすいという結果と

なった。これらの知見を基に、スギ林の 1km解像度

グリッドごとの伐採確率を推定し、主伐・間伐別に

データベース化した。

（ウ）森林・林業・木材統合モデ、ルを用いた炭素

循環シミュレーション

植生炭素循環モデル、土壌炭素循環モデル及
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び林業モデルを統合し、日本全国のスギ林を対

象として2050年までの炭素循環シミュレーショ

ンを行った。スギ林の炭素蓄積量そのものは増

加を続けるものの、その増加量は減少していく

という結果となった。また、非温暖化シナリオ

気象データ及び様々な林業シナリオに基づく伐

採データを用いたシミュレーションを行った。
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第 2章 農地生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデルの開発

( 1 ）作付方式（単作田と二毛作田）の違いが水

田の炭素収支に及ぼす影響の解明

ア研究目的

フルカーボンアカウンティングに対応する農林水

産生態系の炭素循環の解明の一環として、我が国を

含むモンスーンアジアの主要な農業生態系である水

田の炭素循環の解明は重要である。現在、国内の水

田の多くは単作田として耕作されているが、西日本

や中国ではイネ ムギ二毛作田も広い面積を占めて

いる。本課題では、国内の単作田と二毛作田で炭素

フラックスの長期モニタリングを行い、作付方式の

異なる水田の炭素収支を比較することにより、それ

ぞれの水田の炭素収支の特徴と両者の差異を観測的

に明らかにする。また、水田の物質循環モデ、ルの改

良に必要なデータを提供し、作付方式や水田管理法

の違いが土壌の長期的な炭素収支に及ぼす影響のモ

デルによる評価に貢献する。

イ研究方法

（ア）観測場所

茨城県つくば市真瀬のイネ単作田と、岡山県玉野

市（児島湾干拓地内）のイネーオオムギ二毛作田を

観測点とした。両観測点では、それぞれの地域の慣

行にしたがって、生産農家による圃場管理を行った

（表1201 1）。栽培品種は、単作田がコシヒカリ、二

毛作田がヒノヒカリ（水稲）とおうみゆたか（二条

大麦）である。単作田では、 2007年の牛糞堆肥投入

を除き、長年にわたって化成肥料のみを施用した。

二毛作田では、稲作期間は無施肥で、麦作期間には

化成肥料を施用した。単作田では中干しを行い、収

穫の約 4週間前に落水した。二毛作田では、潅j慨に

よる塩分集積を防止するため、移植直後から収穫の 2

週間前まで、 4日間の潅水後 3日間排水する間断潅

j慨を行った。単作田では収穫後に作物残誼（稲わら）

を土中に鋤き込み（2006、2007、2009年は鋤き込み

前に一部を焼却した）、二毛作田では稲作、麦作とも

収穫直後に作物残j査を焼却し、その後、土中に鋤き

込んだ。

（イ）観測方法

2006年から2009年まで、両観測点でガスフラック

スの測定を中心とする生態系炭素収支の観測を実施

した。観測項目は年次によって異なるが、渦相関法

による二酸化炭素（C02）フラックスの測定に加えて、

傾度法によるメタンフラックスの測定、 j容存態炭素

収支の測定、イネ及びオオムギの生育・収量調査等

を行った。また、農業生態系の炭素収支で重要とな

る収穫及び作物残誼処理にともなう炭素フローの推

定精度を向上させるため、収穫時のサンプリング調

査を集中的に行った。すなわち、単作田では生育が

不均一な圃場から収穫時に籾として持ち出される炭

素量の圃場平均値を推定するため、一筆圃場

(0. 54ha）内の10地点で坪刈りを行い、農家からの

収量聞き取り調査に基づく推定値と比較した。二毛

作田では、作物残j査の焼却にともなう流出炭素量を

推定するため、コンパインから排出された茎葉（麦

わら、稲わら）の空間分布の不均一性を考慮して、

作物残j査の焼却前後に植物体及び燃焼残誼を採取し、

部位別の乾物重と炭素含有率を測定した。

表1201-1 2006 2009年の単作田と二毛作田の圃場管理

観測点 年・作期氷 播種・移植日 収穫日 収量（t/h日）榊
茨城県つくば市真瀬 2006 R 2006年5月 2日 2006年9月 20日 5. 26 

（イネ単作） 2007 R 2007年4月 30日 2007年9月 18日 5.00 

2008 R 2008年5月 2日 2008年9月 17日 5.36 

2009 R 2009年 5月 2日 2009年 9月 11日 5.26 

岡山県玉野市 2006 B 2005年12月 7日 2006年 5月 28日 4. 00 

（イネ オオムギ二毛作） 2006 R 2006年6月 29日 2006年10月 27日 4. 90 

2007 B 2006年12月 25日 2007年5月 31日 4. 50 

2007 R 2007年6月 26日 2007年10月 21日 5. 40 

2008 B 2007年11月 22日 2008年6月 4日 4. 63 

2008 R 2008年 6月 24日 2008年10月 27日 5. 25 

2009 B 2008年12月 13日 2009年 5月 31日 4. 63 

2009 R 2009年 6月 19日 2009年10月 27日 5. 70 

* Rは水稲作、 Bは麦作。山精玄米重（生産農家から聞き取った反当たり俵数からの換算値）。
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傾向が認められ、間断潅蹴期間のメタンの日放出量

には周期的な変動がみられた（多田ら 2））。また、間

断潅瓶の入水日と排水日の田面水中の全炭素量の分

析により、田面水中の全炭素量は湛水期間中に増加

していることが確認され、排水にともなう流出炭素

量は潅概期間全体で6.5gC／ぜと推定された（田村ら

（イ）収穫と作物残誼焼却にともなう炭素フロー

生産農家からの聞き取り調査や統計資料から得ら

れる収量は精玄米重であり、収穫による炭素持ち出

し量（粗籾重に対応する炭素量）とは異なる。今回

の調査では、単作田の10地点で実施した坪刈の結果

から求めた精玄米重の平均値と、従来法である生産

農家からの聞き取り調査に基づく精玄米重との聞に

有意な差はなかった。この結果、生産農家から聞き

取った精玄米重、粗籾重に対する精玄米重の比（調

査圃場では約75九）及び籾の炭素含有率から、過年度

分も含めて、収穫による炭素持ち出し量を推定でき

ることが確認できた。

二毛作田では、作物残j査のサンプリング調査の結

果から、収穫直前の植物体炭素量（根部を含む）の

約 1I 5が焼却によって大気中に流出し、約 1I 3が

焼却後に土壌中に鋤き込まれることが明らかになっ

た（図12012）。収穫時に茎葉に含まれる炭素量に対

する焼却による流出炭素量の割合は、大麦が49弘、水

稲が47弘であった。

ウ研究結果

（ア）二毛作田の二酸化炭素及びメタンのフラック

スの季節変化

二毛作田での C02フラックスの観測結果（図

1201 1）から、 C02フラックスの季節変化は作期間で

位相が異なる（稲作期間は移植約 1ヶ月後に最大吸

収が出現するのに対し、麦作期間は収穫の約 1ヶ月

前に最大吸収が出現する）こと、オオムギの収穫か

ら湛水開始までは高温条件下での有機物分解による

大きな C02放出が見られるのに対し、イネの収穫後

の C02放出は小さいこと、オオムギの播種後 2ヶ月

間余りは弱し、 C02放出が継続すること等の、二毛作

田の C02フラックスの季節変化の特徴が把握できた。

また、間断濯翫期間には C02フラックスの周期的変

動が観測された。田面水は土壌面からの C02放出（土

壌呼吸）を抑制するため、湛水期間は排水期間に比

べて正味の C02吸収量が増加する（Miyataet al. 1 l ) 

が、今回の観測では排水期間の土壌呼吸量が排水後

日数とともに増加することがわかった。単作田では、

長期間にわたる観測データの収集により、フラック

ス測定で得られた登熟期間の光合成による C02固定

量（GPP）の年々変動が、水稲収量の変動とよく対応

していることが石在認iできた。

二毛作田のメタンフラックスの観測結果から、間

断潅瓶のj甚水期間のメタンフラックスと気温との関

係には、入水後日数とともにフラックスが増加する
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図1201-2 二毛作田の収穫及び残漬焼却にともなう植

物体炭素量の分配（2009年）

（ウ）非作付け期間の土壌有機物量変化とフラック

スデータによる土壌炭素動態モデ、ルの改良

年間の約 2/3に及ぶ単作田の非作付け期間には、

土壌有機物の分解にともなって水田から C02が放出

される。しかし、 一般に単作田の非作付け期間は低

温のため有機物分解速度が小さく、 C02フラックス測

C02フラックスの積算値

定の技術的な難しさ（Onoet al. 4 l）もあり、研究が

遅れていた。本研究では、土壌中の粗大有機物（サ

イズ lmm以上）を定期的に採取して、その炭素量の

経時的な変化を C02フラックスの積算値と比較した。

その結果、圃場内で粗大有機物量が不均一に分布す

る収穫直後を除いて、両者は類似した経過を示し（図

1201-3）、 C02フラックスの実測データが有機物分解

速度の指標となることがわかった。しかし、非作付

け期間の C02フラックスの実測値を、 Roth-Cモデル

を水田土壌用に改良した土壌炭素動態モデ、ル（Shirato

and Yokozawa5l）の出力値と比較したところ、有機物

分解速度のピークの時期が C02フラックスの実測値

とは一致せず、高土壌水分条件下での C02フラック

スの低下も、モデ、ルで、は表現で、きなかった。そこで、

有機物（作物残誼）の投入時期と分解開始のタイミ

ングを改良するとともに、高土壌水分条件での分解

速度の低下を考慮、に入れて、有機物分解速度を定式

化した結果、 土壌炭素動態モデ、ルが C02フラックス

の実測値を再現できるようになった。
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図1201-3 単作田の非作付け期間の粗大有機物現存量の減少と C02フラックスの積算値との比較（2008～2009年）

（エ）単作田と二毛作田の作期別 ・年間炭素収支の

比較

単作田と 二毛作田の作期別の炭素フローを図

1201-4に、年間炭素収支の比較を表1201-2に示した。

図12014から、単作田、 二毛作田ともに、炭素収支

の主要項は C02フラックス（植物による光合成と呼

吸、土壌有機物の分解）と収穫時の作物残j査処理（持

ち出し、焼却、鋤き込み）で、他の構成要素の寄与

は小さいことがわかった。単作田では、作付け期間

の純生態系生産量（正味の C02吸収量、 4.2tC/ha) 

のおよそ半分（2.3tC/ha）が収穫時に持ち出され、

残りの半分（2.2tC/ha）は非作付け期間に分解によ

り大気中に還元された。 この結果、 7年間の平均で

は年間炭素収支がほぼ均衡した。つまり、単作田で

は作付け期間の炭素固定と収穫による持ち出しに加

えて、年間の 2/3を占める非作付け期間の有機物分

解量が、年間炭素収支において重要な役割を占めて

いた。一方、二毛作田では、年間の純生態系生産量

(5. 5tC/ha）は単作田の約2.6倍と大きいが、収穫に

よる持ち出しに加えて、作物残j査が焼却されるため、

土壌への総鋤き込み量（3.8tC/ha）は単作田と大差

はなかった。この結果、 二毛作田の年間炭素収支は

生態系からの流出となった。
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図1201-4 単作田と二毛作田の作期別の炭素フロー（tC/ha)

表1201-2 単作田と二毛作田の年間炭素収支の比較（tC/ha)

観測点 期間
純生態系 メタン 溶存炭 収穫物 有機質資材 焼却による 炭素収支
生産量x 放出 素流出 持ち出し料 （堆肥）投入 放出＊＊

茨城県つくば市真瀬
2002 2008 2.14±0. 69 -0.17±0. 05 -0. 06 -2. 29±0. 20 0. 21±0. 54 -0. 20±0. 32 -0. 37±0. 80 

（イネ単作）

岡山県玉野市
2007 2009 5. 46±0. 11 0.08 0. 07 4. 83±0. 12 0. 00±0. 00 2. 25±0. 06 1. 78±0. 27 

（イネ オオムギ二毛作）

＊水田による正味の C02吸収量（光合成による固定量と呼吸量 ・土壌有機物分解量の差）。

村測定を実施していない年次については、作物収量からの推定値。

工考察

単作田と二毛作田での長期観測により、単作田の

C02収支が精微化され、これまで観測データが僅少

だ、ったイネ ムギ二毛作田の C02フラックスの季節

変化や年間収支を把握できた。また、間断潅慨にと

もなう C02及ひ、メタンのフラックスの周期的な変動

も明らかになった。ガスフラックスに加えて、収穫

や作物残1査処理にともなう炭素フローを闘場でのサ

ンプリング調査により定量化し、単作田と二毛作田

の炭素収支の特徴が明らかになった。単作田と 二毛

作田との炭素収支の差異には、純生態系生産量だけ

ではなく、収穫や作物残誼処理にともなう炭素の流

出量が影響していることがわかった。作物残誼の焼

却にともなう炭素流出に関する報告は少ないが、作

物残誼の焼却は特に二毛作田では広く行われており、

水田生態系の炭素収支評価には欠かせない要素であ

る。今回の調査で得られた焼却にともなう茎葉部の

炭素流出割合（47～49九）は、既往の値（68.4%、国

立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス

6) ）に比べて小さかった。しかし、この値は稲わら・

麦わらの乾湿や圃場内での分布、火入れの方法等に

よって変わる可能性があるので、異なる年次や異な

る圃場で調査結果をさらに蓄積することが重要であ

る。

オ今後の課題

（ア）作物残誼処理の実態把握と処理の違いが水田

の炭素収支に及ぼす影響の解明

作物残溢処理は農業生態系の炭素収支の重要な構

成要素であるが、作物残j査の持ち出し、焼却、鋤き

込みの各処理の実施割合や、持ち出しの場合の刈株

の高さ等は不明な点が多く、その実態調査が望まれ

る。また、残j査処理（投入有機物量）の違いや非作

付け期間の環境が有機物分解に及ぼす影響について

は、本課題で実施したガスフラックスのモニタリン

グに加えて、異なる処理区を設けた実験的研究が有

効であろう。

（イ）フラックスデータに基づく水田生態系の炭素

循環モデ、ルの構築

本課題では非作付け期間のフラックスデータを用

いて、既往の土壌炭素動態モデルを改良した。しか

し、作付けや圃場管理が農地の炭素収支に及ぼす影

響をモデルにより評価するためには、改良した土壌

炭素動態モデ、ルに作物生育モデ、ルと微気象モデルを



組み込み、作付け期間を含めた炭素循環をモデル化

する必要がある。本課題で蓄積されたガスフラック

スの長期モニタリングデータは、作付け期間を含め

た炭素循環モデルの構築・検証に有効利用できる。

力要約

単作田とイネ オオムギ二毛作田でガスフラック

スの測定を中心とする生態系炭素収支の観測を行い、

これまで実測データが僅少であった二毛作田の C02

の年間収支を把握するとともに、収穫・作物残j査の

焼却にともなう炭素フローを定量化し、メタンや溶

存炭素の動態を含めた単作固と二毛作田の炭素収支

の特徴とその差異を明らかにした。単作田の炭素収

支は 7年間の平均で収支がほぼ均衡していたのに対

し、二毛作田では年聞の C02吸収量は単作田の約2.6 

倍だが、収穫及び作物残j査処理にともなう流出量が

多く、年間炭素収支は流出となった。
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徹）

( 2 ）果樹園生態系における炭素収支の解明

ア研究目的

果樹園は幹や太根に毎年少しずつ炭素が蓄積され、

地表面が草生・不耕起で管理される点において、他

の農耕地とは炭素収支が異なっていると考えられる。

そこで果樹園生態系において微気象学的な手法を用

いてフラックス観測を行い、大気と果樹園生態系聞

の二酸化炭素（C02）交換量の季節変動を把握する。

同時に収穫・勇定・堆肥施用に伴う炭素の移動量や

幹や根の生長量を調査し、果樹園生態系における炭

素動態を定量化する。一方、果樹園生態系の炭素収

支は果樹の生長量と土壌炭素の変動量から推定でき

る。そこで長期的な炭素収支を解明するため、果樹

園土壌の炭素変動を明らかにするとともに、既存の

土壌炭素動態モデ、ルが果樹園土壌で、適応で、きるか検

証する。

イ研究方法

（ア）茨城県下妻市ニホンナシ園及び青森県藤崎町

リンゴ園において、フラックス観測タワーを設置し、

フラックスの連続観測ができるシステムを構築した。

渦相関法で大気と果樹園生態系聞の C02交換量（純

生態系生産量）を測定し、純生態系生産量の変動の

解析により、総一次生産量及び生態系呼吸量を算出

した。

（イ）果樹園外へ移動する勇定や収穫による炭素の

持出し及び果樹園内へ移動する堆肥の投入量を調査

し、純生態系生産量との関係から果樹園の炭素収支

を解析した。また、果樹園内を移動する落葉量や下

草の刈取り量を測定し、幹周長と幹、根の乾物量と

の関係から、樹の生長量を解析した。チャンパ一法

による土壌呼吸量の測定を行い、土壌呼吸量と地温

の関係を解析した。以上より、年間の果樹園生態系

内の炭素動態を定量化した。

（ウ）栽培管理の異なる（清耕栽培、草生栽培、堆

肥施用）連用試験果樹園（山梨県山梨市モモ園及び

茨城県つくば市ブドウ園）において、土壌炭素量の

変動を調査し、土壌炭素の変動実態を解析した。ま

た、これらを土壌炭素動態モデ、ル（Rothe）の計算値

と比較して Rotheの検証を行った。



かった。リンゴ樹の幹周長と幹 ・根の乾物量との関

係を調査した結果、両者は相聞が高く、幹の周長か

ら年間の生長量を推定できるようになり、青森県リ

ンゴ園では幹に平均0.70tC/ha/yrの炭素が固定さる

ことが分かつた。また、下草の刈取り量、落葉量、

夏季第定量、摘果量、摘葉量を調査し、フラックス

観測から求めた純生態系生産量との差し引きから、

青森県リンゴ園の炭素動態を定量化できた（図

1202-2）。その結果、 リンゴ園土壌における炭素の変

動量は1.02tC/ha/yrの減少と計算された。

（ウ）果樹園土壌における炭素含量の変動の特徴と

土壌炭素モデ、ルとの比較

山梨県山梨市モモ園及び、茨城県つくば市ブドウ園

において各種栽培管理された連用試験圃場の土壌炭

素量の変動を解析した結果、両国とも堆肥を投入す

ると主に表層で土壌炭素の増加が確認できたが、下

層で、は変化が少なかった（図1202-3）。また、 山梨県

モモ園の土壌炭素量の変動の実測値と土壌炭素動態

モデル（RothC）の計算値を比較した結果、両者はよ

く一致した（図1202-4）。

ウ研究結果

（ア）果樹園生態系の純生態系生産量等の季節変化

茨城県ニホンナシ園及び青森県リンゴ園における

月別の総一次生産量、生態系呼吸量及び純生態系生

産量は明瞭な季節変化を示した（図1202-1）。総一次

生産量、生態系呼吸量は両果樹園において夏季に増

加し、冬季に減少するが、純生態系生産量は青森県

リンゴ園において盛夏期に一時的に減少したが、茨

城県ニホンナシ園ではそのような減少は見られな

かった。

（イ）果樹園における炭素動態に基づく炭素収支の

解明

年間の総一次生産量は青森県リンゴ園の方が大き

くなったが、生態系呼吸量も大きかった。純生態系

生産量は茨城県ニホンナシ園の方が大きくなった

（表1202-1）。茨城県ニホンナシ園は純生態系生産量

の大部分が新梢や田枝に分配されたが、その多くが

勢定され系外に持出された。これらの結果、果樹園

生態系の炭素収支は茨城県ニホンナシ園でわずかに

正の値（0.15tC/ha/yr）、青森県リンゴ園でわずかに

負の値（－0.lltC/ha/yr）となったが、年変動が大き
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表1202-1 茨城県ニホンナシ園及び青森県リンゴ園における炭素収支

（単位は tC/ha/yr、上段 ：平均値、下段：標準偏差、単年度のみの調査は標準偏差記載無し）

総一次 生態系
系内へ移動 系外へ移動

生産量 呼吸量
純生態系

堆肥 第定枝 果実
炭素収支

生産量

茨城県 12.22 8.73 3.49 0.41 2.60 1.15 0.15 

ニホンナシ園 0.57 0.32 0.42 0.52 0.05 0.89 

青森県 17.19 14.70 2.50 0.00 0.96 1.65 -0.11 

リンゴ園 0.65 2.15 1.50 0.28 1.79 

光合成 17.19t

呼吸
7.95t 

呼吸
6.75t 

図1202-2 青森県リンゴ園における炭素動態（単位： tC/ha/yr) 
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図1202-4 山梨県モモ園における栽培管理の異なる連用土壌炭素量実測値（フ。ロット点）

とRothCによる土壌炭素量の計算値（実線）の比較

工考 察

（ア）果樹園の炭素収支

年間の純生態系生産量は茨城県ニホンナシ園の方

が大きいが、総一次生産量及び生態系呼吸量は青森

県リンゴ園の方が大きくなった。リンゴ樹は受光体

勢が良い立木で管理され、それに伴う非同化器官が

多く、さらに草生栽培による下草の生産量が多いこ

とと草刈によるその分解が多い特徴がある。 一方、

ニホンナシ樹は非同化器官である新梢や旧枝が奥定

により多くが取り除かれるので、それらの呼吸量の

割合が少なくなるが、果樹園外への炭素の持出し量

が多くなる（平野・菊池 I) ）。結果として、両試験地

果樹園の年間の炭素収支は純生態系生産量による吸

収と果実、現定による持出しによりほぼ零となった。

（イ）果樹園の炭素動態

青森県 リンゴ園の炭素動態から土壌炭素の減少量

が1.02tC/ha/yrと算出できたが、同地域で実施され

た過去の試験では10年平均で約0.2 tC/ha/yrの土壌

炭素の減少が報告されており（加藤2））、減少量の妥

当性や土壌炭素の算出に用いた各炭素動態の構成要

素の検証が必要である。

（ウ）果樹園の土壌炭素の変動

栽培管理の異なる山梨県モモ園において、土壌炭

素動態モデル（RothC）は土壌炭素の変動に追従し、

果樹園土壌への実用性が示唆された。しかし、今回

の試験地はモデ、ル計算に必要な落葉量や下草の刈取

量等のパックデータが整理されており比較的容易に

計算できたが、まだ一地点での検証であるので、他

地点での検証をすると共に他の樹種や広域で利用す

るため入力値の整理が課題である。

オ今後の課題

（ア）果樹園生態系の長期的な炭素収支は樹体の生

長量と土壌炭素変動量のモデ、ル化により推定が可能

である。今回は幹・根の乾物重と周長の長さの相関

関係と土壌炭素動態モデ、ル（RothC）によって炭素収

支モデルの基本案を提示したが、実測との比較が十

分行えなかった。また、幹の周長や土壌炭素動態モ

デ、ルに入力する値（落葉量、刈草量等）が既知で、あっ

たが、多様な条件で炭素収支を計算するには、それ

らの値も推定できる必要がある。

（イ）果樹園の土壌炭素量の変動は，仕立て法や栽

培管理によって変動すると予想される。また、果樹

園土壌は不耕起栽培なので、土壌には炭素が蓄積さ

れ易いが、下層部分は必ずしも蓄積するとは限らず、

土壌に炭素が蓄積する条件を精査する必要がある。



そのため、様々な栽培管理条件における果樹園土壌

の炭素変動の実態解明、炭素量を増加させる条件を

検討する必要がある。

力要約

試験地（茨城県ニホンナシ園及び青森県リンゴ園）

の果樹園は大気との C02交換量の測定により、 C02

（炭素）を吸収していたが、果実や勇定枝として吸

収した炭素とほぼ同量を果樹園外に持出しており、

年間の炭素収支が均衡していた。また、青森リンゴ

固において炭素動態を定量化でき、樹体に炭素が蓄

積されている一方で土壌中の炭素が減少しているこ

とが分かつた。試験地（山梨県モモ園及び茨城県ブ

ドウ園）の果樹園に堆肥を施用すると、主に表層付

近で土壌炭素が増加した。また、土壌炭素動態モデ

ル（RothC）は山梨県モモ園の土壌炭素の変動をよく

表現した。
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研究担当者（杉浦裕義ぺ伊藤大雄）

( 3 ）草地における土壌炭素賦存量及びその地理

的分布の解明

ア研究目的

ポスト京都議定書の枠組み策定において、農業活

動に伴う二酸化炭素の排出・吸収が算入されること

となっている。我が国の草地においても、二酸化炭

素の吸収源として適切に位置づけるために、その炭

素循環や土壌炭素蓄積機能について評価を行う必要

がある。しかしながら、我が国では草地における炭

素収支、土壌炭素賦存量、その地理的な分布といっ

た情報が十分に整備されておらず、これらの情報の

整備が急務である。本研究では、二酸化炭素フラッ

クスの観測に基づいて施肥管理が採草地の炭素収支

に及ぼす影響を評価するとともに、植生、土壌、土

地分類等に関する既存のデータを用いて日本の草地

における土壌炭素賦存量及びその地理的分布を明ら

かにすることを目的とする。

イ研究方法

（ア）草地の炭素収支に及ぼす施肥管理の影響解析

化学肥料のみを施用する採草地（化学肥料区）、堆

肥と化学肥料を施用する採草地（堆肥区）において、

渦中日関法による二酸化炭素フラックスの観測を行い、

得られたフラックスデー夕、バイオマス量等を基に

炭素収支解析を行った。また、両観測草地の草地更

新を行い、草地更新前後の二酸化炭素フラックスの

観測を渦相関法及びチャンパー法により行った。

（イ）草地における土壌炭素賦存量の推定及びその

地理的分布図の作成

植生、湿地、土壌及び土地分類に関する既存のデー

タ（植生調査ベクタデー夕、湿地調査ベクタデー夕、

地力保全代表断面デー夕、土壌図ベクタデータ及び

国土数値情報土地分類メッシュデータ）を統合して、

草地の土壌炭素賦存量分布図を作成する手法を検討

した。草地の抽出は1990年前後の植生調査及び湿地

調査ベクタデータを用いて行い、草地の分布図を作

成した。地力保全代表断面データには異常値が多数

含まれているため、必要な値の修正を行った上で各

断面における表層30cmの土壌炭素量を算出し、土壌

図に組み込んだ。これらのデータと土壌図補完のた

めの土地分類メッシュデータとの統合により草地の

土壌炭素賦存量分布図を作成し、この分布図を基に

草地における表層30cmの土壌炭素賦存量を推定した。

ウ研究結果

（ア）草地の炭素収支に及ぼす施肥管理の影響

施肥管理の異なる草地における二酸化炭素フラッ

クスの連続測定値を得た。年間の純生態系生産量、

収穫による炭素持ち出し量、堆肥による炭素投入量

から草地における炭素収支を示す純生物相生産量を

計算したところ、化学肥料区ではその値が負となっ

た（表12031）。堆肥区では純生態系生産量が化学肥

料区の値を下回ったものの、堆肥による炭素投入の

ため純生物相生産量は化学肥料区の値を上回った。

草地更新直後には両区で生態系呼吸量の増大が認

められ、特に堆肥区でその程度が大きかった（図

1203 1）。生態系呼吸量はその後 1～2週間程度で急

激に減少した。草地更新後 2週間の純生態系二酸化

炭素交換量を積算すると、化学肥料区で0.6 t C/ha、

堆肥区で1.0 t C/haとなった。



年

表1203-1 年間の炭素収支（tC/ha/yr) 

化学肥料区

純生態系 旦 純生物相
収穫

生産量 星 生産量

2005/2006 2.6 4.1 -1.5 
2006/2007 0.6 3.9 -3.3 

1 ) 10月 1日から 9月30日までの 1年間の積算値

2）純生物相生産量＝純生態系生産量一収穫量＋堆肥投入量
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（イ）草地の地理的分布及び面積

植生調査及び湿地調査ベクタデータ組み合わせる

ことで、最も妥当であると考えられる草地の定義付

け及び抽出を行い、1990年時点の草地の分布図を作

成した（図12032）。抽出された草地を、植生自然度

と農業利用有無の観点から、自然草原、 二次草原、

人工草地（牧草地）、人工草地（その他）の 4つのタ

イプに分類した。 4タイプの草地のうち、牧草地の

面積が72.1万 haと最も広く草地の38.5犯を占めた（表

1203 2）。牧草地はそのほとんどが北海道に分布して

いた。次に面積が広かったのは二次草原 （61.8万 ha)

であり、全国に広く分布が認められた。自然草原は

33.0万 haの面積を占め、高山地帯及び河川沿いに特

徴的に分布が認められた。牧草地以外の人工草地（ゴ

ノレフ場、飛行場等）の面積は、 20.3万 haであった。

表1203-2 草地タイプごとの面積及びその割合

面積 全草地面積に

（万 ha) 占める割合（%）
33.0 17.6 
61.8 33.0 

自然草原

二次草原

人工草地

（牧草地）

人工草地

（その他）

計 187 100 

72.1 38.5 

20.3 10.8 



（ウ）草地の土壌炭素賦存量及びその地理的分布

草地の分布図と土壌及び土地分類に関するデータを

統合し、草地における土壌炭素賦存量分布図を作成

した（図1203-3）。土壌炭素量は、北海道東部や北部

の牧草地の分布する地域で多く、自然草原の分布す

る地域で、少なかった。全国的には土壌炭素量が80～

120 t C/haの草地が多くを占めた。土壌炭素賦存量

、
主，r

〆’

争二r

分布図を基に草地タイプごとの表層30cmの土壌炭素

賦存量を算出すると、その総量は2.36億 tC と推定

された（表1203-3）。面積当たりの炭素量は牧草地が

146 t C/haと最も多く、これに二次草原（117t C/ha）、

牧草地以外の人工草地（111t C/ha）が続き、自然

草原が110t C/haと最も少なかった。全草地の面積

あたり炭素量を平均すると、 126t C/haとなった。

表1203-3 草地における土壌炭素賦存量

炭素量 面積あたり

（億 tC) 炭素量（tC/ha) 
• 0- 40 
口 40- 80 
巴 80-120
口 120-160
圃 160-

自然草原

二次草原

人工草地

（牧草地）

人工草地

（その他）

0.37 110 
0.72 117 

1.05 146 

(t C/ha) 
。目22 111 

ー：J 計・平均 2.36 126 

表層30cmの炭素量

図1203-3 日本の草地における土壌炭素賦存量の分布（表層30cm)

工考察

（ア）草地の炭素収支に及ぼす施肥管理の影響

化学肥料区では、純生物相生産量が負となったこ

とから土壌有機物が消耗されていたことが示された。

堆肥区では施用堆肥の一部が分解されるものの、年

間の純生物相生産量は化学肥料区の値を上回り、堆

肥施用が土壌有機物消耗の抑制に一定の効果を持っ

と考えられた。草地更新後の生態系呼吸量は堆肥区

が化学肥料区を上回り、堆肥分解の影響が考えられた。

（イ）草地における土壌炭素賦存量及びその地理的

分布

本研究で分類した草地タイプは統計値の分類と完

全に一致するものではなく、また統計値によって草

地区分が一定でないこともあり、すべての草地タイ

プの面積について十分な妥当性の検証が行えなかっ

た。しかしながら、活動量が大きく土壌炭素蓄積を

評価する上で最も重要な牧草地については、本研究

で得られた面積（72.1万 ha）は統計値（64.6万 ha)

と比較して概ね妥当な値が得られていると考えられ

た。また、推定した草地表層30cmの土壌炭素量は、

これまでに日本の草地で得られている土壌炭素量と、

黒ボク土（Nakagamiet al. l）、 Ohseet al. 2）、Hayakawa

et al. 3）） 、褐色森林土（Nakagamiet al. 1 ) ）、砂丘未

熟土（Nakagamiet al. 1 l、Chowdhuryet al. 4 l）等で

一致しており、本研究で得られた値は妥当であると

考えられた。推定した草地の面積あたり炭素量（126

t C/ha）は、森林で報告されている値（90t C/ha) 

( Morisada et al. 2 l）より大きかった。 しかし、

Nakagami et al. 1）は草地と隣接する林地の土壌炭素量

に差がなかったという結果を得ており、今後さらな

るデータの蓄積と検証が必要である。

オ今後の課題

（ア）草地の炭素収支に及ぼす施肥管理の影響

今後、堆肥施用の有無だけでなく施肥や収穫スケ

ジュール等も含めた管理が草地の炭素収支に及ぼす

影響を調査する必要がある。また、より長期的な堆

肥連用が草地の炭素収支に及ぼす影響を明らかにす

-119-



る必要がある。

（イ）草地における土壌炭素賦存量及びその地理的

分布

日本の土壌炭素賦存量の把握や変動予測を行うた

めには、農耕地や森林の土壌炭素賦存量分布図との

統合が必要である。また、草地土壌に関する系統的

なデータはほとんど整備されていないのが現状であ

り、草地の土壌炭素について系統的かっ継続的な調

査が必要である。

力要約

採草地における二酸化炭素フラックス観測の結果、

草地に堆肥を投入すると、その一部は分解されるも

のの土壌有機物消耗の抑制に一定の効果を持つこと

が示された。植生、土壌、土地分類等に関する既存

のデータを用いて日本の草地における土壌炭素賦存

量の推定及びその分布図の作成を行い、得られた値

の妥当性を検証した。

キ引用文献

1) Nakaga凶 K. et al. (2009) . Soil Carbon Stock in 

Typical Grasslands in japan. Grassland Science. 

( 4 ）農耕地土壌の炭素蓄積量の変動の解明

ア研究目的

京都議定書が発効し、さらに、第 1約束期間以降

のポスト京都議定書の協議が開始される中、土壌の

炭素蓄積を活用した温室効果ガス削減技術の開発に

対する期待は大きい。しかしながら、農耕地土壌の

炭素変動の実態と炭素蓄積の予測については、十分

な知見が得られていない。そこで、これまでに実施

された土壌環境基礎調査（定点調査）等のデータを

用いて、土地利用や土壌管理の変遷が農耕地土壌の

炭素変動に及ぼした影響を時系列で解析し、マップ

として視覚化する。また、土壌タイプ毎の空間的な

炭素変動について解明する。それらのデータはデー

タベースとして構築し、データセット共有体制を整

備する。

イ研究方法

（ア）土壌炭素蓄積量算出のための基準土壌断面設

定調査

算出を精微化するための基準土壌断面設定調査を

行い、定点調査等では欠落している物理性及び層厚

のデータを整備した。すなわち、主要土壌統の既存

55: 96 103. データから、 IPCCガイドラインに準拠した土壌炭素

2 ) Ohse K. et al. (2003). Influences of Decline on 含量算出に不足している土壌統について基準断面設

Various Properties of Soils on Mt. Hirugatake, 定調査を行い、データベースに加えた。

Tanzawa Mountains, Kanto District, Japan. II. （イ）我が国の農耕地土壌の炭素蓄積量ベースライ

Changes in Some Physical and Chemical Properties of ンの算出及び変動の解明

Surface Soils. Soil Science and Plant Nutrition. 土壌統レベルの理化学性データセット、土地利用、

49(2) :171 177. 栽培管理情報を含むデータベースを構築し、炭素蓄

3 ) Hayakawa A. et al. (2006). Evaluating Stream 積量のベースラインを算出するとともに、その変動

Water Quality through Land Use Analysis in Two を解明した。すなわち、土壌環境基礎調査（定点調

Grassland Catchments: Impact of Wetlands on Stream 査）データ及び農耕地面積データについて、

Nitrogen Concentration. journal of Environmental IPCC LULUCF （土地利用・土地利用変化及び森林）

Quality. 35: 617 627. の手法を用いて、 1990年時点の我が国の農耕地土壌

4) Chowdhury M.A. H. et al. (1999). Correlation における炭素蓄積量をベースラインとして算出したo

among Microbial Biomass S, Soil Properties, and さらに、土地利用・地目別の土壌統レベルで、の土壌

Other Biomass Nutrients. Soil Science and Plant 炭素量賦存量を算出し、 1kmメッシュマップ及びべ

Nutrition. 45 (1) : 175-186. クターマップを作成した。

5 ) Morisada K. et al. (2004) . Organic Carbon Stock 

in Forest Soils in japan. Geoderma. 119: 21 32. 

研究担当者（松浦庄司＊）

ウ研究結果

（ア）土壌炭素蓄積量算出のための基準土壌断面設

定調査
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写真1204-1

腐植質普通黒ボク土

写真1204-4

普通赤色土

写真1204-2

普通灰色低地土

写真1204-5

普通岩屑土

農耕地土壌の炭素賦存量推定のため、分類単位ご

との代表的な土壌断面の調査を実施しデータベース

の拡充を行った。南関東に広く分布する腐植質普通

黒ボク士（写真1204-1）、沖積地の水田土壌として普

通灰色低地土（写真12042）、中部地方の太平洋側の

洪積台地上に分布する赤黄色士（写真 1204-3、

1204 4）、大規模な農地造成により出現した普通岩屑

土（写真1204-5）等の各土壌群の断面情報を収集し

た。また、黒ボク土水田土壌の栽培管理の差異によ

る土壌炭素蓄積量の変動を解析するため、堆肥の連

用試験を76年間継続した青森県農林総合研究セン

ターの圃場の処理区別に 6断面の調査を行った。こ

のうち、堆肥連用区の断面写真を示す （写真1204-6）。

作士層の土壌炭素量 （tC/haは、無窒素区（42）、 三要

写真1204-3

普通黄色土

写真1204-6

多腐植質厚層黒ボク土

素区（51）、堆肥区（73）の順に増加していたが、 30cm

の総量では無窒素区 (105）、 三要素区（94）、堆肥区

(108）と作土層の土壌炭素量とは異なった傾向を示

した。これは、圃場内の表層の層厚の不均ーさに起

因している可能性があり、炭素賦存量の推定時に不

確実性の生じる要因として考慮する必要が示唆され

た。

（イ）我が国の農耕地土壌の炭素蓄積量ベースライ

ンの算出及び変動の解明

土壌環境基礎調査（定点調査）データから、 IPCC

のガイドラインに準拠し、表層30cmまでの土壌統別

炭素含量を地目別の時系列変動を解析した（図

1204-1）。さらに、1990年時点での 1kmメッシュマッ

プとして作成した（図12042）。 1 kmメッ 、ンュは、



地力保全基本調査のlOOmメッシュデータから、 40回

以上が農耕地であるメッシュを抽出し、その中の最

も多い土壌統をそのメッシュの土壌統とした。土壌

炭素は、表層から 1cm刻みで仮比重と土壌炭素含量

から単位面積当たりの土壌統別平均炭素量を計算し、

30cmまでを合計して求めた。このデータはとくに下

層では欠測値が多いため、土壌統にない値は土壌統

群の値を、土壌統群にない値は土壌群の値を保管し

た。 2巡回（1984～1988）を1986年、 3巡回（1989～

1993）を1992年の測定値として、比例配分により 1990

年時点の土壌炭素含量を求めた。この値を我が国農

耕地の土壌炭素含量のベースラインとして提案した

（表1204-1）。

表1204-1 我が国の農耕地土壌の地目別炭素賦存量

地目 面積（万ha) 土壌炭素（億tC)

水田 282 2.11 

普通畑 126 1.11 

樹園地 46 0.35 

草地 65 0.65 

合計 519 4.22 

。

Period 

水田 普通畑野菜畑 樹園地茶園 草地 施設畑

地目別（1～5巡〉

図1204-1 地目別土壌炭素含量の推移



土壌炭素（tC/ha)

．
 

120-160 

圃・ 160ー

図1204-2 我が国の農耕地土壌炭素賦存量（1990年時点）

工考察

（ア）土壌炭素蓄積量算出のための基準土壌断面設

定調査

土壌炭素賦存量の推定には、国が実施した地力保

全基本調査の代表断面データ及び、土壌環境基礎調

査（定点調査）のデータを時系列で解析したが、現

在の分類法では、黒ボク土に分類されていた粗粒質

の土壌が火山放出物未熟土に移行したり、水田のグ

ライ土とされていた地点が、暗渠の敷設による排水

改良から灰色低地土へ移行した事例があった。これ

は、分類単位ごとに炭素賦存量の推計を精微化して

いく上で、既存調査データの取得時期とその後の変

化を検証することの必要性を示唆している。

（イ）我が国の農耕地土壌の炭素蓄積量ベースライ

ンの算出及び変動の解明

地目別の土壌炭素蓄積量の変動は、水田や普通畑

では変化が認められなかったのに対し、果樹園や茶

閏では増加していることが分かつた。これは、堆肥

の投入が樹閤地では進んだことを示唆している。し

かしながら、水田や普通畑の面積は大きいため、今

後、堆肥投入の促進による土壌炭素蓄積の増加を図

る上で、これらの地目における土壌管理指針の策定

が重要であると考えられる。

オ今後の課題

（ア）土壌炭素蓄積量算出のための基準土壌断面設

定調査

現行の土壌分類体系への読み替えや、国際分類へ

の対応を行い、データの追加を継続してし、く必要が

ある。また、林地や草地と連続している部分での統

一的な分類単位群の設定を行う必要がある。

（イ）我が国の農耕地土壌の炭素蓄積量ベースライ

ンの算出及び変動の解明

堆肥投入の促進による効果を検証するためのモニ

タリングが必要である。データ取得地点の密度と不

確実性の検証を行い、国際的な検証の場での議論に

備える必要がある。

力要約

（ア）土壌炭素蓄積量算出のための基準土壌断面設

定調査

算出の基本単位となる土壌分類単位群ごとの基準

断面の設定調査を行った。代表的な分類群では、黒

ボク土、灰色低地土、赤黄色土等について調査した。

土地改良等の人為や、分類法の変更により群単位で

移行する事例が認められ、データの更新が求められ

た。



（イ）我が国の農耕地土壌の炭素蓄積量ベースライ

ンの算出及び変動の解明

IPCCガイドラインに準拠した算出方法によって、

1 kmメッシュマップによる1990年時点の我が国の農

耕地土壌の炭素賦存量を推定した結果、約519万 ha

に4.22億 tCが存在することが明らかとなった。

研究担当者（大倉利明ぺ中井信）

( 5 ）農耕地土壌の種類や肥培管理形態が土壌炭

素含量に及ぼす動態の解明

ア研究目的

土壌炭素を正常な状態に保つことは土壌の物理・

化学・生物性、さらには、作物生産や水・大気を浄

化する物質循環等の土壌が持つ機能の維持・向上に

不可欠である。また、農耕地の土壌管理の改善によ

る土壌炭素の増加は、農業分野における重要な温室

効果ガス削減策のーっと期待されている。

有機物の施用や不耕起栽培等土壌撹乱の減少が土

壌炭素を維持・向上させることが、長期連用試験結

果から明らかにされている（Reeves＇）、上沢 2）、山下

:l））。有機物の連用等の肥培管理形態の違いが土壌炭

素含量に及ぼす影響を解明することは、土壌による

二酸化炭素貯留や作物生産にとって重要である。

そこで、草場・石岡 nによってデータベース化さ

れた土壌環境基礎調査基準点調査の結果を用いて、

土壌タイプ別に土壌炭素含量の動態を記述・予測で

きる帰納式を得ることを目的としている。農耕地に

おける土壌炭素変動モデルは大半が機能モデ、ルで、あ

り、多くのパラメータを必要とし、利用するには新

たにデータ計測が必要になる場合が多い。ここでは、

全国的な傾向を把握することを目的に、土壌炭素含

量の動態を士性や炭素含量、有機資材施用量等少数

の既存データで記述・予測できる簡易な帰納式を構

築する。

イ研究方法

（ア）土壌環境基礎調査基準点調査データベース

（草場・石岡 4））からデータが整っていた地点を抽

出し、次の 3つの土壌タイプ、①非黒ボク土畑（黄

色士、褐色低地士、褐色森林士等）、②黒ボク士畑、

③水田（グライ土、灰色低地土）に分けて解析した。

有機物施用量は地点によって異なるので、土壌タイ

プ毎に便宜的に決定した有機物施用量の範囲で処理

区をグルーピングした。 3つの土壌タイプについて、

各地点、各処理区ごとに全炭素（T C）含量の経時変化

を対数近似し、グルーピングした処理区毎に連用試

験の開始時の全炭素含量（初期値）と経時変化量の

関係から炭素変動を表す帰納式を作成した。また、

温度や土性、作付体系等の要因別に経時変化を解析

した。

抽出された 3土壌タイフ。の特徴及びグルーピング

した肥培管理処理区は以下のとおりである。なお、

作物残J査は基本的に持ち出されている。

非黒ボク土畑：データが整っていた18地点の処理

継続年数は11～23年で、20年前後の地点が多かった。

土牲は SL～HC、開始時の全炭素含量は 2～19.6g/kg 

で平均は11. lg/kgで、あった。処理区は、①無窒素区、

②化学肥料単用区（化成区）、③化成＋稲わら堆肥

15 30t/ha区、④化成＋畜ふん堆肥1530t/ha区、⑤化

成十畜ふん堆肥4060t/ha区とした。

黒ボク土畑：データが整っていた12地点の処理継

続年数は 9～23年で20年前後の地点が多く、士性は

SL～CL、開始時の全炭素含量は22.7～118g/kgで、

平均は61.9g/kgであった。処理区は、①無窒素区、

②化学肥料単用区（化成区）、③化成＋稲わら堆肥

15 40t/ha区、④化成＋畜ふん堆肥1540t/ha区、⑤化

成十畜ふん堆肥5080t/ha区とした。

水田：グライ土と灰色低地士、 26地点を解析した。

26地点の処理継続年数は12～23年で20年前後の地点

が多かった。士性は SL～LiC、開始時の全炭素含量は

9～30g/kgで平均は17.Sg/kgで、あった。処理区は①

無窒素区、②化学肥料単用区（化成区）、③化成＋稲

わら区、④化成＋稲わら堆肥lOt/ha区、⑤化成＋稲わ

ら堆肥20-30νhaとした。化成＋稲わら区の稲わら施

用量は 5～6t/haが大半であった。

（イ）また、データベースに収録されていない独法

（旧国立農試）等の連用試験圃場の断面調査・サン

プリングを行い、上記データベースから作成した帰

納式を検証した。採取した畑圃場は、農研機構・北

海道農研（細粒質普通灰色台地士、普通火山放出物

未熟士、腐植質厚層黒ボク士、多腐植質厚層黒ボク

土）、埼玉県農林総合研究センター（細粒質普通褐色

低地土）、農研機構・中央農研谷和原（腐植質普通黒

ボク士）である。また、水田圃場は農研機構・北海
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8. 7g/kg、②化成区10.5g/l培、③化成＋稲わら堆肥

15 30t/ha区17.Og/kg、④化成＋畜ふん堆肥1530t/ha 

区23.4g/kg、⑤化成＋畜ふん堆肥 40-60t/ha 区

24.Sg/kgとなり、有機物施用によってより高い全炭

素含量に収束する傾向を示した（図12051)0 

処理区毎に初期値と変化量との関係から、初期値

と年数を変数とする全炭素含量の経年変化量を記述

する帰納式を作成した（表1205-1）。平均値に近い初

期値lOg/kgの経年変化量は、①無窒素区ではわずか

だが減少、②化成区ではほぼ 0で現状維持、③～⑤

の有機物施用区で、は増加傾向で、あった（表12051、図

1205 2）。

また、士性と温度状況との関係は点数が少なく統

計的解析は困難であったが、壌質より粘質の方が、

また、温度が低い方が維持・増加しやすい傾向があっ

（データ省略）。

道農研（厚層腐植質多湿黒ボク土）、農研機構・東北

農研大仙（細粒質普通灰色低地土 2地点、細粒質腐

植質灰色低地土）、農研機構・中央農研北陸センター

（細粒質斑鉄型グライ低地土）、農研機構・九沖農研

筑後（細粒質普通灰色低地土）である。有機物施用

区と化成区の作土における炭素量を炭素含量と層厚、

仮比重から求め、その差から施用された有機物（炭素

量）の見かけの残存率を計算し、継続年数との関係を

解析した。

た

ウ研究結果

（ア）非黒ボク士畑

全炭素含量の経時変化は対数でよく近似できた。

各処理区において全炭素含量の変化量は開始時の全

炭素含量（初期値）に強く影響され、低い場合は増加、

高い場合は減少する傾向があった（図12051）。増減

の境となる X軸との交点（不動点）は、①無窒素区

畜ふん堆肥15-30t/ha

: y = 0.90x + ~1.1 
R2 = 0.36干

不動点＝23.4g/kg 

稲わら堆肥15-30t/ha

y = 0.74x + 12.6 

R2 = 0.68キ

不動点＝17.0g/kg 
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非黒ポク土畑における処理区毎の平均全炭素変化量図 1205-2

初期値10g/kgの場

合の経年変化
10年後 20年後

-0.6 ー0.7

0.2 0.3 

4.2 5.2 

9.7 12.1 

9.7 11.9 

非黒ボク土畑における全炭素含量の経年変化量を表す帰納式表 1205-1

地点数
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帰納式

無窒素 Z＝（ー0.164Ln(Y）ー0.073)*X+1.430Ln(Y)+0.607

化学肥料（化成）単用 Z=( 0.176Ln(Y) 0.068）叫＋1.856Ln(Y)+0.712

化成＋稲わら堆肥（15-30t/ha) Zニ（ー0.209Ln(Y）ー0.115）叫＋3.499Ln(Y)+2.0明

化成＋畜ふん堆肥（15-30t/ha) Zニ（ー0.263Ln(Y）ー0.112）叫＋6.010Ln(Y)+3.098

化成＋畜ふん堆肥（40-60t/ha) Zニ（ー0.223Ln(Y）ー0.155）叫＋5.468Ln(Y)+3.791 

z Y年後のT-C含量の変化量（g/kg) X : T -C初期値（g/kg) y：年数（yr)

非黒ボク土18地点の平均初期炭素含量は11.1g/kg 

処理区
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図 1205-3 黒ボク士畑における処理区毎の全炭素初期値と 20年連用後変化量

（イ）黒ボク土畑

非黒ボク土畑と同様に、全炭素含量の経時変化は

対数でよく近似でき、各処理区において初期値が低

い場合は増加、高い場合は減少する傾向があった（図

1205 3）。増減の境となる不動点は、①無窒素区31.5 

g/kg、②化成区37.0 g／旬、③化成十稲わら堆肥

15 40t/ha区 64.3g／旬、④化成十畜ふん堆肥1540t/ha 

区 60.9g/kg、⑤化成十畜ふん堆肥5080t/ha 区

84.3g/kg となり、有機物施用によってより高い全炭

素含量に収束する傾向を示した（図12053）。

処理区毎に初期値と変化量との関係から、初期値

と年数を変数とする全炭素含量の経年変化量を記述

する帰納式を作成した（表12052）。平均に近い初期

値60g/kgの経年変化量は、①無窒素区及び②化成区

では減少、③化成＋稲わら堆肥15-40t/ha区及び④化

成＋畜ふん堆肥1540t/ha区ではほぼ 0で現状維持、

⑤化成＋畜ふん堆肥5080t/ha区で、わずかに増加傾向

となった（表12052、図12054）。

また、士性と温度状況との関係は点数が少なく統

計的解析は困難であり、データベースの解析からは

傾向を見出せなかった（データ省略）。
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図 1205-4 黒ボク土畑における処理区毎の平均全炭素変化量

表 1205-2 黒ボク士畑土壌における全炭素含量の経年変化量を表す帰納式

初期値60g/kgの場
不動点地点数

合の経年変化量
(g／同） 10年後 20年後

31.5 12 -3.4 -4.5 
37.0 12 3.2 4.2 
64.3 11 0.8 1.1 
60.9 10 0.1 0.2 
84.3 5 2.9 3.8 

処理区 経年変化量

無窒素 Z二一0.052Ln(Y）州＋1.649Ln(Y)
化学肥料（化成）単用 Z=-0.060Ln(Y)*X+2.237Ln(Y) 
化成＋稲わら堆肥（1540t/ha) Z= 0.0852Ln(Y)*X+5.4716Ln(Y) 
化成＋家畜ふん堆肥（15-4仇／ha) Z=-0.0667Ln(Y)*X+4.0592Ln(Y) 
化成＋家畜ふん堆肥（50-80t/ha) Z二一0.0521Ln(Y)*X+4.3929Ln(Y) 
z Y年後のT-C含量の変化量（g/kg) X : T -C初期値（g/kg) y：年数（yr)

黒ボク土12地点の平均初期炭素含量は61.9g／トg

一一 126一一



（ウ）水田（灰色低地土、グライ土） 稲わら 5～6t/haの施用は稲わら堆肥lOt/haと同程

度の炭素貯留効果があると推定された（図1205-5）。非黒ボク土畑及び黒ボク土畑と同様に全炭素含量

の経時変化は対数でよく近似でき、初期値と変化量

の関係をみると、各処理区において初期値が低い場

合は増加、高い場合は減少する傾向があった（図

1205 5）。増減の境となる不動点は、①無窒素区

14. 9g/kg、②化成区16.6g/kg、③化成＋稲わら区

23. 2g/kg、④化成＋稲わら堆肥lOt/ha区25.9g/l培、⑤

化成＋稲わら堆肥2030t/ha区25.0g/kgと有機物施用

によってより高い全炭素含量に収束する傾向を示し、

また、処理区毎に初期値と変化量との関係から、

初期値と年数を変数とする全炭素含量の経年変化量

を記述する帰納式を作成した（表12053）。平均に近

い初期値20g/kgの経年変化量は、①無窒素区及び②

化成区ではわずかに減少、③化成＋稲わら区及び④化

成＋稲わら堆肥lOt/ha区では現状維持あるいはわずか

に増加傾向、⑤化成＋稲わら堆肥20-30t/ha区で増加

傾向となった（表12053、図12056）。
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図 1205-5 水田における処理区毎の全炭素初期値と20年連用後変化量
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表 1205-3 水田土壌における全炭素含量の経年変化量を表す帰納式

処理区 帰納式

無窒素 Z=-0.113Ln(Y)*X+1.684Ln(Y) 
化学肥料（化成）単用 Z= 0.099Ln(Y)*X+1.642Ln(Y) 
化成＋稲わら Z=-0.118Ln(Y)*X+2.747Ln(Y) 
化成＋稲わら堆肥10t/ha Z= 0.099Ln(Y)*X+2.564Ln(Y) 
化成＋稲わら堆肥20-30t/ha Z=-0.217Ln(Y)*X +5.418Ln(Y) 
z Y年後のTC含量の変化量（g/kg) X:T C初期値（g/kg) y：年数（yr)
水田26地点の平均初期炭素含量は17.8g／トg

初期値20g/I《gの場
不動点地点数 A.~-.0. ル旦

合の変化量
(g/kg) 10年後 20年後

14.9 26 -1.3 -1.7 
16.6 26 -0.8 1.0 

23.2 20 0.9 1.1 
25.9 7 1.4 1.8 
25.0 7 2.5 3.3 

。

20 
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図 1205-7 水田土壌における全炭素の変動要因（化成肥料単用区）

水田土壌では、全炭素含量の変化に対する温度の

影響は小さいと推定された。壌質以下に比べ粘質以

上の方が維持・増加される傾向があった。また、二

毛作に比べ水田単作の方が維持・増加される傾向が

あったが、残j査が持ち出されていること、耕転回数

が増加したことによる影響と推定された（図12057)0 

工考察

（ア）中井 5）は1979～2003年に行われた土壌環境基

礎調査定点調査、全国 2万地点 5年毎の調査の結果

から、全炭素含量は黒ボク土、多湿黒ボク士、泥炭

土等元々全炭素含量が高い土壌では減少傾向にある

こと、水田利用の多い灰色低地土やグライ土では全

炭素含量はほとんど変化していないことを報告して

いる。また、 Bellamyet al. 6 lは1978～2003年に調査

されたイングランドとウエールズの土壌有機態炭素

の12～25年間の変化を調べ、変化速度は初期の土壌

炭素含量と負の相聞があること、すなわち、初期の

炭素含量が多いほど減少が大きいことを示した。こ

れらの試験結果は、基準点調査データベースから得

られた本試験結果と一致しており、化学肥料単用区

で比較した場合、炭素含量の高い黒ボク士畑では減

少する傾向にあり、逆に、全炭素含量の低い非黒ボ

ク土畑、水田（灰色低地士、グライ土）では炭素含

量は維持される傾向にあった（図12052、 4、 6）。

得られた帰納式から連用時の全炭素変化量を求め

ると、黒ボク土畑では平均に近い初期値60g/kgの場

合、稲わら堆肥あるいは家畜ふん堆肥1540t/haの20

年連用では、それぞれ、 1.lg/kg及び0.2g/kgと維持

される程度と推定される（表1205-2）。一方、非黒ボ

ク土畑の平均に近い初期値lOg/kgの場合、稲わら堆

肥1530t/haの20年連用により 5.2g/kgの増加、また、

家畜ふん堆肥1530t/haの20年連用の場合は12.lg/kg 

増加すると推定され、黒ボク土畑に比べ、同じ有機

物施用量でも増加率は高い（表1205-1）。

水田では平均全炭素量変化量を見ると、無窒素区

でも維持される傾向を示し、平均に近い初期値

20g/kgの場合、帰納式から求められる稲わら堆肥

20 30t/haを20年連用した場合の増加は3.3g/kgと小

さし、（表1205-3）。水田では非黒ボク土畑に比べ肥培

管理の違いによる全炭素含量の変動の差は小さく、

全炭素含量は増減しにくいと考える。

（イ）サンプリングした連用畑圃場では継続年数が

長くなると施用炭素の推定残存率が低下する傾向を

示した。また、全炭素含量の高い黒ボク土では非黒

ボク土に比べ推定残存率が低くなっていた（図

1205 8）。これは、基準点データベースから得られた

結果、①全炭素含量の経時変化は対数で良く近似で

きること、②全炭素含量の高い黒ボク土畑では非黒

ボク土畑や水田に比べ全炭素含量が減少しやすいこ

と、と一致していた。

また、連用水田圃場では施用年数と残存率の関係

は明らかな傾向が認められなかった。全炭素含量が

高い多湿黒ボク士や腐植質灰色低地土では残存率が

他の土壌タイプに比べ低い傾向にあり、基準点デー

タベースから得られた結果と一致していた（図

1205-9）。
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オ今後の課題

基準点データベースから作成した帰納式は、肥培

管理ごとの土壌炭素含量の初期値と年数を変数とす

る単純な式であるが、全国的な土壌炭素量の変化の

傾向や大まかな変化量の把握に利用可能と考える。

また、 RothC等モデルの改良にも基礎的知見として

活用が考えられる。

今後、土壌炭素の蓄積促進技術の開発等の基礎と

して、基準点における全炭素含量変動の要因の詳細

な解析、土壌炭素蓄積のメカニズムの解明が必要と

考える。

力要約

土壌環境基礎調査基準点調査データベースを活用し、

非黒ボク土畑、黒ボク土畑、水田の 3つの土壌タイフ。に

ついて肥培管理ごとの土壌炭素含量の変動を表す帰納

式を作成した。全炭素の変化量は連用開始時の全炭素

含量（初期値）に強く影響され、初期値が低い場合は増

加、高い場合は減少する傾向があったO 黒ボク土畑の全

炭素含量は他の土壌タイプに比べ減少しやすく、非黒ボ

ク土畑では有機物施用により全炭素含量が増加しやすく、

水田では肥培管理の違いによる全炭素含量の変動の差

が小さい、すなわち、増加減少しにくし、傾向が認められた。
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ならびに理化学的諸性質に及ぼす影響．九州｜農業

試験場葉報. 13 ( 1 ' 2 ) : 113 156. 

4）草場敬・石岡厳（2008）.土壌環境基礎調査基準

点調査データベースの概要とデータ群の特徴．中

央農研研究資料． 8 : 1 -87. 

5 ）中井信（2006）.農耕地土壌調査の現状と課題．

農業. 1487:31-41. 

6 ) Bellamy P. H. et al. (2005). Carbon losses from 

all soils across England and Wales 1978 2003. Nature. 

437: 245 248. 

研究担当者（太田健ぺ測山律子、草場敬）

( 6 ）肥培管理法・気象条件の変化に伴う地域別

炭素循環の LCA評価

ア研究目的

日本の農耕地における地球温暖化ポテンシャル

を削減するため、どのような土壌環境条件下で吸

収源あるいは放出源となるかについて GISマップ

を用いて解析し、土壌の炭素ストック減少を防ぎ、

炭素隔離を最大にする方策を提言する。

イ研究方法

（ア）日本の市町村レベルにおける炭素・窒素循環

量の見積もり

対象年次を2005年とし、炭素循環にかかわる市町

村別の活動量を統計データより調査した。農林水産

統計情報総合データベースを用い、家畜種及び頭数、
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農地利用面積及び収穫量といった活動量のデータ

ベースを作成した。公開されていない項目について

は農林水産省大臣官房統計部センサス統計室の協力

をいただいた。家畜のふん尿排世量は家畜糞尿処理

の手引き（財団法人畜産環境整備機構 I) ）より、堆肥

化過程のロスは Sandarset al. 2 lより、収穫物と残j査

の比率は松本 3）より原単位を得た。また、残J査や堆

肥の農耕地への還元量については、地域レベルで、行

われたアンケート調査報告（農林水産省 1））より得

た。現状の残j査の利用、堆肥の発生量を元に、残j査

の利用、堆肥の再分配にについてシナリオを作成し、

炭素投入量の変化の可能性について解析を行った。

地目（水田、普通畑、飼料作物）別の炭素の投入量

は、平成14年度持続的生産環境に関する実態調査（農

林水産省 4））より算出した。そして、地目ごとでの

炭素投入量の再分配、都道府県内における炭素投入

量の再分配を行い、投入量がどのように分布するか

を解析した。

農耕地における地表面窒素収支は、化学肥料

(Mishima5l）、有機物資材施用量（本課題見積もり）、

窒素固定（Kimuraet al.自））、大気沈着（環境省 7))

の和から持ち出し量（本課題見積もり）を差し引し、

たものとして求めた。また、地球温暖化ポテンシヤ

ルを一酸化二窒素（N20）放出量とメタン（CH4）放

出量の和から農耕地への炭素投入量を差し引し、たも

のとした。放出源として考慮したのは、農耕地から

の N20放出量、水田からの CH1放出量、反縄動物の

CH4放出量、堆肥化過程における N20、CH4放出量で、

ある（温室効果ガスインベントリオフィス自））。以上

の値を市町村レベルで、見積もった。

（イ）幾春別川｜流域における土地利用変化の解析

幾春別川｜流域について、過去からの土壌炭素量の

変化、農耕地土壌からの温室効果ガスフラックスの

面的把握を行った。調査対象地の幾春別川流域は、

札幌より北東に42kmの北海道中央部に位置し、全面

積は約36,000haである。土壌炭素量の変化は、 1976

年の地力保全基本調査成績書（北字毎道立中央農業試

験場9））の調査地点14箇所と、 2005年に行った多点

調査51箇所の値を比較することによって解析した。

2002年から2007年にかけて、この流域内において22

の圃場（11種の土地利用、延べ51地点・年）におい

て、クローズドチャンパ一法により N20、CH4及ひ、二

酸化炭素（C02）フラックスを測定した。その結果を

用い、土壌環境因子の回帰モデルを作成した。草地

及び耕作放棄地以外の土地利用の土壌有機物分解量

は下記の回帰式より求めた。

土壌有機物分解量（kg C/ha／年）二 49.7× 

(WFPS(%)) +217. 0×（ 5 cmの地j且（℃）) -144. 8 

×（CN比） 58. 7×（粘土含有率（九））十2807.3 (P 

=O. 012) 

草地及び耕作放棄地の土壌有機物分解量は、現地

における測定結果の平均値を用いた（Muet al.川）。

畑地における N20フラックスは、化学肥料由来、投

入有機物N由来、土壌有機物由来の起源に分けて推

定した（Tomaet al. 11l）。水田の C02、CH1及び、 N20

放出量は、投入残j査に依存する結果を用いて推定し

た（Naseret al. 12l）。耕作放棄地の N20放出量は

IPCC1日）のデフォルト値を用いた。

2002～2007年の土地利用変化は、 2002年、 2005年

及び2007年に踏査によって把握した。土地利用は、

水田、麦類、豆類、タマネギ、野菜、草地、休耕地

及び耕作放棄の 8種に分類した。以上の結果を用い、

温室効果ガス放出量、農耕地余剰窒素、収量の関係

を、異なる土地利用の組み合わせに解析した。 7種

の土地利用をそれぞれ 0から 100%まで10%単位で

増減させると8008通りの土地利用の組合せが可能で

ある。それぞれの組合せで GWP、農地余剰窒素量、

生産量を算出し、各年の値より地球温暖化ポテン

シヤル (IPCC11l）及び農地余剰窒素を現状以下にし

たものを2002年、 2005年、 2007年について抽出した。

幾春別川流域について1976年及び2005年の肥培管理

法と土地利用から土壌炭素含有量の変化ファクター

(F: IPCC1的）を算出し、変化率と土壌炭素の変化量

を比較した。

（ウ）十勝地方における炭素隔離ポテンシャルの解析

十勝地方についての活動量を（ア）の日本全体の

市町村レベルに関する方法と同様に2005年について

収集した。このデータを基に市町村レベルにおける

炭素資源の分布を調べ、再分配による炭素隔離のポ

テンシヤルについて Fを用いて考察した。

ウ研究結果

（ア）日本の市町村レベルにおける炭素・窒素循環

量の見積り

2005年について、日本のすべての農耕地における

収穫物中の炭素量は640万 tC/yr、残差中の炭素量は
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600万tC/yr、家畜堆肥中の炭素量は250万tC/yrと見

積もられた。このうち、農耕地へ投入される量は610

万 tC/yrと見積もられた。農耕地面積の平均値では

1. 25土1.42tC/ha/yrで、あった（図12061）。堆肥量が

2 tC/ha/yrを超える分を隣接する市町村に分配する

シ ナリオでは全国平均の投入量は 1.24土

1. 31tC/ha/yrであり、現状に対して大きな改善は見

られなかったが、残j査量を増やすシナリオでは1.61 

士1.26tC/ha/yrと農耕地あたりの投入量は有意に改

善された。

地目別の炭素投入量（tC/ha/yr）は加重平均、中央値、

標準偏差それぞれ水田で1.27、1.18、15.4、普通畑

で1.33、0.74、41.4、飼料作物で1.00、0.89、5.40

だ、った（表12061）。水田で1.6tC/ha/yr以上、普通

畑・飼料作物で2.4tC/ha/yr以上の市町村の有機物を

同じ都道府県内での前述の値以下の圃場に分配する

シナリオを想定した（表1206-1）。現状に比べて平均

値の減少した理由は、極端に大きい値が小さくなっ

たためである。分配を均一化したことにより炭素投

入量が改善したことは、中央値が大きくなり標準偏

差が小さくなったことで示された。

地表面窒素収支は、農地表面窒素収支は堆肥の投

入に大きく影響されていた（図12062a）。農耕地面

積あたりの日本全国の平均は188土223kgN/ha/yrで

あった。地球温暖化ポテンシャルは圃場に還元され

る残j査量が多く、堆肥の発生及び投入量が少ない地

方で負の値（吸収）を示し、堆肥の発生量及び投入

量が多い地方で高い正の値（放出）を示した（図

1206 2b）。炭素の投入後の分解は解析に含まれてい

ないため、実際の放出量は本解析よりも大きい。堆

肥の投入による炭素隔離以上に、堆肥化過程におけ

る N20放出量による温暖化の促進の方が大きいこと

が示唆された。日本全国の平均は農耕地面積あたり

で4.0土6.8tC02 eq/ha/yrと見積もられた。

（イ）幾春別川流域における土地利用変化の解析

幾春別川流域の農耕地の炭素含有率は1976年では

平均34.3士6.78gC／旬、 2007年では28.1士6.13gC/kg 

で、あった（表12062）。 1976年の Fは1.27、2005年の

Fは1.00と見積もられ、土壌炭素含有率の変化と類似

した（表12062）。不耕起及び投入量の増加によって

Fは1.29まで増加した。

0 -30cmの炭素蓄積量は1976年では87.5 (34.0～ 

207. 0) tC/ha、2007年では83.0 (21. 5～159. 8) tC/ha 

と見積もられた。水田、麦類、豆類、タマネギ、野

菜、草地、休耕地の 7種の土地利用について、収量

を維持し、農耕地余剰窒素と温室効果ポテンシヤル

を現状より削減する土地利用は土地利用を10%単位

で組み合わせると2002～2007年で692～936通りの組

み合わせが存在した（表12063）。平均して粗収入は

現状の1.17～1. 26倍、地球温暖化ポテンシャルは

0.67～0. 79倍、余剰窒素は0.72～0. 77倍に削減され

た。調査年次に共通して上記の条件を満たす土地利

用の組み合わせば290組存在した。 262組の組合せに

は休耕地が1040%で含まれ、麦類は288組で含まれ

た存在した。

（ウ）十勝地方における炭素隔離ポテンシャルの解

析

十勝は残j査及び堆肥ともに多いため、炭素投入ポ

テンシャル量は2.2～4. 3tC/haであった。市町村ごと

で残j査と堆肥の寄与は異なった。堆肥施肥の実態か

ら土地利用ごとの堆肥の施用量を算出すると、草地

を除く土地利用で 1tC/ha/yr以下、草地については

市町村ごとで1.1～8. 3tC/ha/yrの聞きがあった。草

地への堆肥施用量を 3tC/ha/yr以下とし他の土地利

用へ配分した場合、Fは0.03ポイント増加すると推定

された。
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表1206-1 現状及び都道府県内で投入量を再 表1206-2 幾春別川｜流域の農地における炭素ス

分配した時の地目別の炭素投入量 トックの変化率

水田 普通畑 飼料作物
LU MG F 

土場炭素

加重平均 1.27 1.33 1.00 
(g c kg.1) 

現状 中央値 1.18 0.74 0.89 1976 0.94 51% 1.00 20% 1.35 32% 1.27 63% 34.3 42% 

SD 15.4 41.4 5.40 
2005 0.87 51% 1.00 20% 1.15 38% 1.00 67% 28.1 35% 

加重平吻 1.33 1.00 1.06 
年間変化率 0.014 0.006 

都道府県内で 中央値 1.25 0.89 1.05 
鼠差 92% 55% 

配分
LU：土地利用ファクタ一、MG：管理ファクタ一、I投入資材ファクタ一、

SD 0.56 0.57 0.73 
F有機物投入ファクター（F=LU×MG×I)、%表示は誤差

表1206-3 幾春別川流域において温室効果ポテンシャル及び、余剰窒素をそれぞれの年次より削減し、かっ収益を維

持した場合の土地利用の組み合わせ

流域平均 シナリオ結果 シナリオ／流域平均

粗収入 GWP 
余剰 粗収入 GWP 

余剰
窒素

組
窒素

粗収入 GWP 
余剰窒

（千円ha" (CO，等量 (kg N ha" （千円 ha' (CO，等量 (kgN ha" 素
年＇） ha・＇年.，） 年＇） 年＇） ha＂年 ー＇） 年＇）

2002年 422.7 7.6 58.0 936 524.1 6.0 41.7 1.24 0.79 0.72 

2005年 448.1 5.9 59.3 9Jl 562.4 4.4 44.1 1.26 0.75 0.74 

2007年 535.9 4.5 67.4 692 627.4 3.0 52.2 1.17 0.67 0.77 

エ考察

（ア）日本の市町村レベルにおける炭素 ・窒素循環

量の見積もり

本研究で、日本の農耕地への炭素投入量は610万

tC/yrと見積もられた。残誼及び堆肥の炭素隔離割合

( 1年後分解せずに土壌に残る割合）がそれぞれ 5

-10%及び40-95犯で、あった場合（Dendonckeret al. t5））、

炭素隔離ポテンシャルは110250万 tC/yrで、日本の

1990年の温室効果ガス放出量の（温室効果ガスイン

ベントリオフィス日））の0.3-0.8%に相当する。この

値は、ヨーロッパ諸国の値より低いが、日本の農耕

地が占める面積が小さいことを考えると、必ずしも

小さいとは言えない。炭素投入量の分配や他の肥培

管理法により、農耕地への炭素隔離はさらに増やす

ことができると考えられる。

農耕地における余剰窒素量は炭素の投入量と高い

相闘があった。農耕地余剰窒素の増加は地下水質の

汚染につながることが知られている。炭素投入量が

高い地域は、地下水の硝酸態窒素濃度が高い地域で

もあり、炭素投入量の拡大による炭素隔離とともに、

余剰窒素量の削減による富栄養化を防止する必要が

あると指摘された。

（イ）幾春別川｜流域における土地利用変化の解析

土地利用の組合せの結果より、休耕地がすべての



組み合わせで含まれることが示された。これは、水

田、豆類では単位面積あたりの温室効果ポテンシャ

ルが大きく、タマネギ、野菜、草地では農地の余剰

窒素量が大きい傾向にあったため、温室効果ポテン

シャルと余剰窒素量がともに小さい休耕地によって、

環境負荷を軽減させる必要があることを示している。

休耕地の導入による生産性の減少は、高収量牲の土

地利用を組み入れることで、回避させている。

（ウ）十勝地方における炭素隔離ポテンシャルの解

析

土壌炭素含有量の変化ファクターは、イ）の幾春

別川｜流域の解析により、現実の炭素変化量と類似し

た値であるということが示された。十勝地方の市町

村レベルで、行った本解析では、既存の炭素資源の再

分配だけでも、土壌炭素含有量の変化ファクターが

変化し得ることを示した。

オ今後の課題

日本の市町村レベルにおける炭素・窒素循環量で

は、ふん尿の取り扱いが、推定結果に大きく影響す

ることが示唆された。本研究では損失割合は豚糞処

理に関する論文 1つのよって解析しており、異なる

処理状況の影響を正しく反映していない。ふん尿の

処理過程の違いによる損失の違いの推定及びふん尿

や残j査の使用の実態把握が求められている。

幾春別川、十勝地方の解析結果により、土壌炭素変

化ファクターを用いることが、炭素循環の推定に非

常に有効であることが示された。各対象地また、日

本全国における地域（日本）独自の土壌炭素変化ファ

クターを用いた炭素隔離ポテンシャルの評価をする

ことが、炭素資源の管理に大きく貢献し得ると考え

られる。

力要約

本研究では、日本の市町村レベル、幾春別川｜流域

及び十勝地方において、土地利用と炭素・窒素循環

量を見積もり、農耕地における地球温暖化ポテン

シヤルを削減するためのシナリオを解析した。日本

の市町村レベルでは、発生する堆肥の分配を市町村

間で均一化することにより炭素投入量の偏りがある

程度解消されることが示された。また、残j査の処理

法を変えることにより、炭素投入量が増加すること

が示された。幾春別川流域では、土地利用の組み合

わせを変えることにより、生産性を維持しつつ環境

負荷を削減できる可能性を解析した。十勝地方では

地目別の堆肥投入量を均一化することにより、土壌

炭素含有量の変化ファクターを増加できることが示

された。
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( 7 ）農耕地土壌における炭素循環モデルの開発

ア研究目的

農耕地における炭素貯留量の大部分を占める土壌

炭素の動態の現状及び将来予測を広域で行うための

機能的モデ、ノレを開発するO 既存の土壌モニタリング

データを活用して土壌炭素動態モデ、ル RothCの検証

を行うとともに、気候変化時のモデ、ルの性能改善に

つなげるため、土壌の加温実験を行う。検証・改良

されたモデ、ルを用いて、我が国の農耕地土壌炭素量

の変化を時空間的に示す。特に、気候変動、土地利

用変化あるいは栽培管理方法の変化（堆肥施用、緑

肥作物導入、作物種の変更等）により、土壌炭素収

支・貯留量が、どこで、どれだけ変化するかについ

ての定量的予測を行う。

イ研究方法

（ア）土壌環境基礎調査（基準点調査）のデータを

利用して、 RothC の各画分における分解率関数

(Arrhenius関数あるいは指数関数を仮定）のパラ

メータ（活性化エネルギ－Eoあるいは QlO）を、マル

コフ連鎖モンテカルロ（MCMC）法を利用して推定

した。また、土壌環境基礎調査（定点調査）から抽

出した水田5070点のデータを用いて、RothCの多点検

証を行った。 1979年から1997年までの 4巡分につい

て、各巡で、モデ、ルとデータとの比較を残差二乗和の

平方根（RMSE）及び平均残差（ME）により行った。さ

らに、RothCモデルの水田用改良版の有機物分解速度

係数（水稲作付期間0.2、非作付期間以外0.6倍）に

ついて、基準点調査の47地点254処理区の多点データ

を用いて検証した。

（イ）農環研内の Dl畑圃場（小麦（冬夏）及びコ

マツナ又は大豆（夏秋）の輪作）において、深さ 2

cmにおける土壌温度をプラス 2土0.2℃に制御する

システムを開発し、加温区及び対照区を各 3反復で

設置し、 2008年夏作から加温を開始した。また、

MCMC法により、フラックスデータから RothCの温

度依存性パラメータを推定する手法を開発し、 2009

年夏作まで 3作分の加温実験データの C02フラック

スデータから、加温区と対照区における有機物分解

の温度依存性の違いを解析した。

（ウ）RothCを 1km解像度で適用し、堆肥や作物残

誼の投入量を増やす仮想、のシナリオによる土壌炭素

の増加量を全国推定した。農耕地が含まれる各 1km 

メッシュを、メッシュ内で最大面積を占める土壌統

で代表し、 0-30cmの単位面積当たり土壌炭素量

(tC/ha）の変化を、 1990年を初期値として 4つのシ

ナリオに基づき RothCで25年間計算し、各メッシュ

の農地面積をかけて土壌炭素量（ t C）を全国集計し

た（図12071）。シナリオは、 A （有機物未投入シナ

リオ：最低限の作物残j査である根と刈株だけを投入）、

B （堆肥シナリオ：堆肥としてすべての水田に1.0 

tC/ha/yr、水田以外の農地に1.5 tC/ha/yrを投入）、

c （水田二毛作シナリオ：現在の水田が全て水稲単作

と仮定したうえで、すべての水田で裏作に麦を作付

し、麦の残j査として0.7 tC/ha/yrを投入）、 D (Bと

Cの両方を実施）の 4つを用いた（図12072）。
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メッシュ内で最大面積の土壊統

60 ト｜のデータでそのメッシュを代表 炭素投入量（tC/ha／年）

シナリオ
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図1207-1 lkm解像度全国計算の方法

（エ）全国推定に向けた活動量データとして、単位

面積当たりの土壌への炭素投入量 （作物残j査、堆肥）

を、水田、畑、樹園地、草地の 4つの土地利用別、

47都道府県別に1970～2020各年の値を整備した。作

物残誼の投入量は、作物栽培面積、収量、残涯の発

生割合、残j査の土壌へのすき込み率等から、堆肥の

投入量は、家畜飼養頭数、発生した排世物の仕分け

先、堆肥化時の損失、土壌へのすき込み率等から計

算した。2008年までは統計等に基づいて作成し、 2009

年以降は、最近のトレンドを延長した BAU(Business 

as usual)と、土壌炭素を増加させる緩和シナリオの 2

つを作成した。入力する面的データの精微化のため、

地力保全基本調査のlOOmメッシュ土壌図の土壌名と

地目から、 1kmメッシュ内を土壌と地目の組み合わ

せで細分して計算の基本単位とし、土壌の入力デー

タは、県別 ・地目別 ・土壌統群レベルの中央値を用

いることとした。この 0-30cm単位面積当たり土壌炭

素量を1970年時点の炭素蓄積量として平衡を仮定し

て初期値とし、土地利用変化は考慮せず毎年の活動

量を入力して51年間計算した。

（オ）IPCCガイドラインにおける、簡易な算定方法

である Tier2（国独自の排出係数を用いた原単位法）

で土壌炭素を計算する際の有機物投入量に応じた係

数を算出するため、国土数値情報の土地利用デー夕、

アメダス観測値を利用したメッシュ気象デー夕、地

力保全基本調査データ等から lkmメッシュの解像度

で入力データを揃え、全国の農耕地に Rotheを適用

した。 1990年時点での炭素量を初期値とし、堆肥と

作物残j査をそれぞれ炭素として O、 l、 5、 10 

（根＋刈株）／収量 ｜根＋）ll］株（tC/ha)

0.230 

0.473 

0.162 

0.46 

0.70 

0.11 

平問0.41tC/ha 

図1207-2 全国推定に使った4つの仮想的なシナリオ

tC/ha/yr投入する条件で20年間の計算を行い、堆肥

と作物残I査それぞれについて、年間投入炭素量と20

年間の土壌炭素量変化率との回帰式を求めた。

ウ研究結果

（ア）異なる施肥条件ごとに、 RPM （難分解性リ

ター）及び HUM （腐植）画分のパラメータ E。と QIO

の推定事後分布の幅を示したところ、両画分のパラ

メータには明瞭な差は見られなかったが、施肥量が

多いほど活性化エネルギーは小さくなる傾向が見出

された。すなわち、施肥によって分解活性、温度感

受性が異なる可能性が示唆された。定点調査データ

の実測値と Rotheの推定値を比較すると残差二乗和

の平方根（RMSE）の平均は25.7%、平均誤差 （ME)

は十12.8%で、あった（図1207-3）。環境要因と誤差分

布には系統的傾向はなく、堆肥投入量が多いと誤差

が大きい傾向があった。また、基準点調査の47地点

254処理区において、 RMSEの最小｛直、平均値及び最

大値はそれぞれ 4、20及び150犯となり、予測値と観

測値が比較的良く 一致した例と大きく事離した例が

あった。RMSEの値が12%未満、 15%未満となった例

は、それぞれ全体の26%、43%を占めた。平均誤差

(M）の平均値は 0.1となったものの依然不離の程度

が大きい例があり、予測性能の改善が依然として課

題として挙げられた。水田用の分解率係数0.2と0.6

は、それなりに妥当であると判断された（図1207-4）。
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図1207-4 基準点調査データを用いた RothC水

田用改良版における分解率調整係数の

最適値の検証
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（イ）2008年、土壌有機炭素の分解量の指標となる

土壌表面からの二酸化炭素フラックスは、加温前に

は、対照区と加温区で差はなかったが、加温後は、

予想、に反して枠有り区、枠無し区ともに、加温区の

方が土壌呼吸が下がる傾向が見られた。2008冬～

2009春のコムギでは、生育前～中期に加温区のフ

ラックスが若干大きく、 2009年夏のダイズでは、昨

年同様、加温区の C02フラックスが対照区よりも小

さかった（図12075）が、いずれも有意で、はなかっ

た。 MCMC法で推定した Rothe温度依存性は、加温

区の方が対照区よりも温度応答が小さかったが、全

国計算に向けモデルを改変する根拠とはならなかっ

た。以上から、オリジナルの Rotheモデ、ル及び、黒

ボク土用、水田用それぞれの改良モデ、ルの 3つを併

用して広域評価を行うこととした。
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（ウ）仮想的なシナリオのもとでの Rothe全国計算

では、 25年間に堆肥シナリオでは3,200万 tC、水因縁

肥シナリオでは1,100万 tCの土壌炭素が、有機物未

投入シナリオに比べて増加した。（図12076）。これ

を単位面積あたり、 1年あたりの量でみると、 B～C

シナリオは25年平均でそれぞれ0.30、0.10、

0. 41tC/ha/yrで、 IPCC第 4次報告書等既往の報告に

よる農地管理が及ぼす土壌への炭素蓄積効果（0.14 

～0. 24tC/ha/yr）と類似の値となった。

（エ）Rotheにより算出した単位面積当たり土壌炭

素量について、定点調査のデータと比較した結果、

水田、普通畑、樹園地については妥当な結果であっ

た。定点調査の対象農家は平均よりも有機物投入量

が多いため、平均的な管理を想定したモデルよりも

若干増加傾向にあると考えられた。牧草地について

は、有機物投入量を現実よりも大きく見積もってし

まったため、モデルと実測が大きくずれている可能

性が高いと考えられた。

（オ）Tier2に向けた係数を算定する回帰式は、各メッ

シュの置かれている気象、土壌条件により異なった。

例えば作物残濯について全国をまとめて l本の回帰

式であらわすと、 Y=O.07X+O. 75 (Y: 20年間の土壌炭

素変化率、 X：年間 C投入量（tC/ha））となり、作物

残誼として3.6tC/ha/yrの投入で20年間の土壌炭素

が変化せず、 2.OtC/ha/yrでは20年で約10九減少する

という結果になった。地域・地目・土壌タイプごと

等に分けた回帰式が実用的であろうと考えられるた

め、県別、地目 ・土壌別（水田 ・黒ボク土畑 ・非黒

ボク土畑）に回帰式の傾きと Y切片の一覧表を作成

した（表1207-1）。

50 

45 

回I30 

醐 l2s

F町土壌炭素 ｜話I,
蓄積効果 ほJ。

ーー・堆肥＋二毛作

ーー・堆肥

－ー・水田二毛作

2~警i可の土壌炭素蓄積効果（未投入との三百万トンC)
水田 ｜畑 ｜合計

堆肥（水白比知l.St) I 18 I 14 132 

水田二毛作（全水田に麦の根＋メ帰投入）I 11 I I 11 

堆肥＋水田二毛作 129 114 I 43 

図1207-6 堆肥・水田二毛作が及ぼす土壌への炭

素蓄積効果

表1207-1 20年間の土壌炭素変化係数を算出する回帰式の傾きと Y切片（県別、地目 ・土壌別）

傾きA（作物残澄） Y切片B（作物残澄）

県名

北海道

青森県

岩手県

県全体 水田 黒ボク畑非黒ボク畑県全体 水田 黒ボク畑非黒ボク畑

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

工考察

0.075 0.127 

0.065 0.088 

0.072 0.090 

0.048 0.064 

0.046 0.069 

0.057 

0.045 

0.039 

0.040 

0.027 

0.030 

MCMC法を利用した、 Rothe各画分の分解率関数

のパラメータ推定では、両画分のパラメータには明

瞭な差は見られなかったが、施肥量が多いほど活性

イヒエネルギーは小さくなる傾向が見出され、施肥に

よって分解活性、温度感受性が異なる可能性が示唆

された。現行の Rotheモデルにおいても、その他の

主要な土壌有機物動態モデルにおいても、農地管理

によりモデルの中の温度依存性パラメータを変化さ

0.088 

0.066 

0.060 

0.072 

0.054 

0.057 

0.791 0.850 

0.806 0.809 

0.802 0.807 

0.730 0.710 

0.673 0.706 

0.400 

0.860 

0.826 

0.841 

0.771 

0.737 

0.714 

0.653 

0.659 

0.504 

0.469 

0.400 

結果は、今後のモデルのあり方に変化をもたらすひ

とつの考え方を示した点で貴重である。

基準点調査のデータを用いた Rotheの多点検証で

は、水田用改良モデ、ノレの妥当性がある程度示された。

今後もモデ、ルの改良は継続されるべきではあるが、

この成果はモデ、ルを広域に適用して全国計算を行う

際の結果の信頼性を保証する成果と言える。

閏場において土壌を加温する黒ボク土畑での世界

初の実験は、装置の開発からはじめ、実験を軌道に

せるような考え方は取り入れられていないが、この 乗せることができた。現時点で得られた成果から、



即、現行のモデルを改良すべき知見は得られていな

いが、将来の温暖化時の有機物動態が現在と異なり、

従って現行のモデ、ルで、は精度よく将来予測できない

可能性があるため、このような圃場での実験を継続

することにより、今後も貴重なデータを提供するこ

とが期待される。

圃場レベルで、検証を重ねてきた Rotheモデ、ルを、 l

km解像度、あるいはそれ以上の解像度で全国に適用

し、日本の農耕地の土壌炭素量の変化を計算するシ

ステムを完成させたことは大きな意義があると考え

られる。今後、活動量の推定を精散化する必要があ

り、さらに、土地利用変化や農地の中での地目（水

田、畑、樹園地、牧草地）聞の転換を計算に反映さ

せるために、土地利用や地目の履歴を過去数十年に

渡って整備する必要があるが、現時点ではそれが可

能になるようなデータが整備されていない。このよ

うな問題点はあるが、少なくとも地目転換が無かっ

たと仮定できる面積部分については、過去から将来

にわたる炭素投入量の変化を反映した土壌炭素量の

変化や京都議定書上の各年の炭素吸収（又は排出）

量を算出できるシステムが完成した。このシステム

は、今後、農地への有機物投入量等の農地管理にか

かわる活動量データを精微化し、土地利用変化等の

空間情報と組み合わせることにより、京都議定書第 1

約束期間以降の我が固における農地管理による炭素

の吸収量を算定する際に活用されることが期待され

る。さらに、より簡易な算定のため作成した、土壌

炭素変化係数を県別に求める一覧表も、国や白治体

レベルで、の簡易な算定に活用が期待される。

オ今後の課題

Rotheモデ、ルを広域に適用することによる土壌炭

素の全国計算の精度をあげるためには、プロットス

ケールで、のモデルの性能向上と、入力データに関す

る面的情報の精散化の 2つの方向性があり、両者と

もに必要である。

モデ、／レの性能向上には、これまでのような圃場ス

ケールの長期連用試験の実測値を用いた検証が基本

となるが、鉛直方向への炭素の移動や深さにともな

う有機物分解率の変化等を考慮した、モデ、ルの多層

化も視野に入れる必要がある。さらに、今回行った

野外加温実験等新しい観測結果のモデルへの反映も

考えられる。

プロットスケールで、性能が向上しでも、広域展開

する際に、気象、土壌、土地利用、農地管理等の入

力データに関する面的情報の精度が悪ければ、最終

的な計算結果の不確実性が大きくなる。特に、人間

の活動による有機部投入量等農地管理にかかわる活

動量については、もっとも不確実性が大きいと考え

られるため、さらなる精微化が必要である。また、

土地利用あるいは地目の変化の履歴を反映した計算

を可能にするため、土地利用や土地被覆の履歴を過

去数十年にわたって面的に整備することも求められ

る。

精度を上げる努力をすることとは別に、いずれに

しても不確実性を評価することは必須になるため、

それを実行できる準備を早急に整える必要がある。

力要約

気候変動や農地管理の変化により、我が国の農耕

地土壌炭素量がどのように変化するかを時空間的に

示すため、土壌炭素動態モデル Rotheの検証・改良

及びその基礎となり得る野外加温実験を行うととも

に、全国の農耕地に 1km解像度で、モデ、ルを適用して

農地管理の変化による温暖化緩和ポテンシャルを推

定した。

土壌環境基礎調査（基準点調査）のデータを利用

して、Rotheの各画分における分解率関数のパラメー

タを、 MCMC法を利用して推定したところ、施肥量

が多いほど、活性化エネルギーは小さくなる傾向が見

いだされ、施肥によって分解活性、温度感受性が異

なる可能性が示唆された。土壌環境基礎調査（定点

調査）から抽出した水田5070点のデータを用いて、

Rotheの多点検証を行った結果、実測値と Rotheの

推定値を比較すると残差二乗和の平方根（RMSE）の

平均は25.7%、平均誤差（ME）は＋12.8%で、あった。

さらに、Rotheモデルの水田用改良版の有機物分解速

度係数（水稲作付期間0.2、非作付期間以外0.6倍）

について、基準点調査の47地点254処理区の多点デー

タを用いて検証したところ、水田用の分解率係数0.2 

と0.6は、それなりに妥当であると判断された。農環

研内の畑圃場において、土壌加温システムを開発し、

野外加温実験を開始した。土壌表面からの二酸化炭

素フラックスは、対照区と加温区で有意な差がない

場合が多く、モデ、ルを改変する根拠とはならなかっ

た。以上から、オリジナルの Rotheモデル及び、黒
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ボク土用、水田用それぞれの改良モデ、ルの 3つを併

用して広域評価を行うこととした。

Rotheを 1km解像度で適用し、堆肥や作物残j査の

投入量を増やす仮想、のシナリオによる土壌炭素の増

加量を全国推定したところ、 25年間に堆肥シナリオ

では3,200万tC、水田緑肥シナリオでは1,100万tCの

土壌炭素が、有機物未投入シナリオに比べて増加し

た。さらに、現実的な活動量データとして、単位面

積当たりの土壌への炭素投入量（作物残濯、堆肥）

を、水田、畑、樹園地、草地の 4つの土地利用別、

47都道府県別に1970～2020各年の値を整備し、全国

計算を行ったが、活動量データの精散化、及び土地

利用変化の履歴を計算に取り入れるためのデータ整

備が課題として残された。さらに、モデルを活用し

て、 IPCCガイドラインにおける、簡易な算定方法

である Tier2で、土壌炭素を計算する際の有機物投入量

に応じた係数を算出した。

研究担当者（白戸康人ぺ矢ケ崎泰海、横沢正幸、

米村正一郎、上村真由子、岸本文紅、干口穎朗太）
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第 3章 水産生態系の炭素循環の解明と炭素循環モデルの開発

( 1 ）寒海域の藻場生態系における炭素循環の実

態解明とモデル開発

ア研究目的

一般に海藻・海草の分解速度は森林の樹木に比べ

て大きいため、藻場生態系で炭素は循環するがほと

んど蓄積しないと考えられている。しかし、枯死・

脱落した体は沖合・海底等系外へ移送され、短時間

での分解を免れる長期サイクルに入ることも考えら

れるほか、海草群落については、ある程度の炭素蓄

積効果が知られている（Duarteand Cebrian 1 l）。本

研究ではフィールド及び、数値モデ、ル研究により、湾

外への炭素の移送を含む厚岸湾における藻場の炭素

循環の実態把握を行い、それを基にしたモデルによ

り「寒海域の藻場が沿岸の炭素収支に果たす役割j

を明らかにし、寒海域の藻場の炭素吸収能を評価す

る。

イ研究方法

生態系モデルの生物生化学過程の定式化・パラ

メータ値として必要なことから、対象水域の主要な

炭素リザーパーで、あるアマモ及びアマモに付着する

微細藻類の現存量とアマモの光合成 光曲線を求め

た。アマモと付着藻類の現存量は、 SCUBA潜水を用

いたコドラート採集により求めた。光合成 光曲線

は、酸素電極法により種々の光強度下で測定したア

マモの光合成（酸素発生）速度をもとに作成した（坂

西 2））。既往知見を基に、日本沿岸における藻場の炭

素循環を検討する基礎資料として東日本沿岸（北主毎

道から太平洋側は三重県、日本海側は福井県まで）

における藻場の現存量の分布を炭素ベースで明らか

にした。

厚岸湖の高解像度マルチスベクトル画像を教師付

き分類により解析し、アマモ高密度生育域、アマモ

低密度生育域、砂泥域、干潟、濁水に分けてマッピ

ングした 3）。また、野外調査で多くの位置情報を取

得し、マッピングの分類精度を評価した。マッピン

グの結果とアマモの現存量の値（実測値）から、湖

全体の現存量を推定した。

アマモ場とその周辺水域の炭素系物質の挙動を明

らかにするために、厚岸湖中央部、厚岸湖口におい

て海水及びアマモを採取し、海水中の懸濁態有機物

及びアマモの炭素・窒素含量を調べた。また、 SCUBA

潜水により厚岸湖のアマモ群落内で、採取した堆積物

（底泥）を分析し、有機炭素量を求めた。対象水域

の様々な場所から採集した試料の分析から、種々の

起源が想定される海水中の粒子状有機炭素や湖底に

堆積した有機炭素に対するアマモの寄与率を検討し

た（小川ら 1））。

藻場生態系内における短時間での分解を免れ、沖

合深層へ移送されるアマモ草体の量や湖底に堆積物

として蓄積される炭素量を明らかにするため、厚岸

湖口における野外調査で流出・流入するアマモ草体

を定量し、厚岸湖から厚岸湾へ移送されるアマモの

量を試算するとともに、野外水槽を使った実験によ

り、厚岸湾から湾外へアマモ草体が移送される可能

性についても検討した。

モデルをより厚岸湖の実態に合わせたものに改良

するため、従来の生態系モデルに「アサリ」と「ア

マモの付着藻類」を新たな構成要素として加え、水

平格子を500m、鉛直方向を 5層とした物理モデ、ルに、

アマモ、付着藻類、カキ、アサリ等の要素を含む生

物モデ、ルを組み込んだ厚岸湖の炭素循環モデルを作

成した（大島ら .s) ）。この炭素循環モデ、ルを用いて、

粒子状有機炭素の起源や湖から湾へ移送される粒子

状有機炭素の挙動を計算した。

ウ研究結果

藻場生態系内において最大の炭素リザーパーで、あ

るアマモの光合成速度と光強度との関係が定式化さ

れた（図13011）。曲線近似により得られた光合成

光曲線における光飽和純光合成速度、暗呼吸速度、 Ik

値（光飽和に関するパラメータ）が明らかになった。

厚岸湖におけるアマモ及び、アマモ葉面に付着する微

細藻類の現存量は、それぞれ48～168g(DW) mヘ28

～425 mg (chi. a) m 2で、あった（DW：乾燥重量、 chi.a : 

クロロフィル a）。既往知見を基に、日本沿岸におけ

る藻場の炭素循環を検討する基礎資料として、東日

本沿岸（北海道から太平洋側は三重県、日本海側は

福井県まで）における藻場の現存量の分布を炭素

ベースで明らかにした（図1301-2）。
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図130ト1 厚岸湖産アマモの光合成光曲線

図1301-3 厚岸湖の衛星画像解析濃緑，高

密度アマモ群落，薄緑，低密度群

落；白，群落なし；濃茶，干潟；
薄茶，濁水（河川水）

画像解析により厚岸湖のアマモ群落等の面積を求

めたところ、アマモの高密度生育域は3.68km2、ア

マモの低密度生育域は12.38 km2、それ以外の面積は

15. 95 km2となった（図1301-3）。生育密度に対応し

た現存量データを用いて計算した厚岸湖全体のアマ

モの現存量は950ton C であった。現場の位置情報

データと画像解析による分類結果をもとに、誤差行

列による分類精度の評価を行ったところ、分類精度

は90%であった。一般にマッピングに要求される分

類精度は80%以上であることから、画像解析による

アマモ群落のマッピングは十分な精度で、行われたこ

とが示された。

厚岸湖中央部、厚岸湖口（厚岸湾側）における POM

（粒子状有機物）の炭素 ・窒素含量、植物プランク

トン現存量（Chi.a）を定量した結果、濃密な海草群

落が形成される厚岸湖中心部から湖外へ懸濁態有機
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図1301-2 東日本沿岸の現存量の分布
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図130ト4 厚岸湖と厚岸湾の DOC濃度の分布

アマモ群落が発達した厚岸湖の中央
(C）と東側（E）では濃度が高い。

物として炭素が輸送されている可能性が示された。

また、 C/N比の違いから、厚岸湖中心部から湖外へ

輸送される POMには海草の分解物が含まれている可

能性が示された。

DOC （溶存態有機炭素）濃度を測定し、以下の結

果を得た。①湖のアマモ群落で、は、繁茂期（ 9月）

に高く（329 μ molC L L）、衰退期（12月）に低かっ

た（79μ molC L-L）。② 8月の観測では、引き潮時に

湖から湾へ高濃度の DOC (228 μ molC L 1）が流出す

ることがわかった。同時に行った DOCの分解実験で

は、 DOC濃度はほとんど減少しなかった。また、湖

中央のアマモ群落における DOC濃度の経時変化から

求めた単位時間あたりの DOC増加量は23.9 mmolC 

m 2 h lであった。③湾奥から湾口にかけての DOC濃

度は、湖由来の汽水と湾の海水の希釈混合曲線から

大きくはずれることはなかった。以上の結果は、湖



内のアマモにより固定された炭素の一部は、 DOCの

形で殆ど分解を受けずに、湖から湾、さらには湾口

へと移送される（図1301-4）ことを示すと同時に、

他の海域で報告されているように、アマモ群落によ

り固定された炭素が、難分解性の有機炭素として、

海水中に残存していく可能性を示唆するものである。

厚岸湖のアマモ群落内堆積物の有機炭素量は

4.2%であり、亜熱帯の海草群落で報告されている堆

積物中の有機炭素量の値に比べてかなり高い（3.5～ 

8倍）ことが明らかになった。藻場の炭素循環を考え

る際、場の違いを考慮する必要性が示唆された。様々

な起源が想定される海水中の粒子状有機物や湖底の

堆積物を分析した結果、粒子状有機炭素の40%、湖

底に堆積した有機物の60%が海草起源で、あることが

推定された。

干満差が異なる日に行った野外調査結果をもとに、

アマモ草体として厚岸湖から厚岸湾に移送される炭

；胡外へのアマモ移送量と潮汐との関係
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図130ト5 潮汐の異なる日のアマモ移送量

の日周変動（左）とアマモ移送量と

潮汐との関係（右）
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図1301-7 起源の異なる粒子状有機炭素の

厚岸湖外への移送量の季節変化

素量を推定したところ、干満差の大きな潮まわりの

日では80kg C day-1だ、ったのに対し、干満差の小

さな潮まわりの 日では、草体としての炭素は殆ど移

送されないことがわかった。以上の結果から、厚岸

湖内でアマモの光合成により固定された炭素のうち、

一定量の炭素が枯死 ・脱落したアマモ草体として系

外（厚岸湖外）へ移送され、その炭素移送量は潮汐

の影響を強く受けることが明らかになった（図

1301 5）。野外水槽を使った実験から脱落したアマモ

草体の浮遊期間を推定したところ、約20日間であっ

た。この浮遊期間は、厚岸湖から厚岸湾に移送され

たアマモ草体がさらに厚岸湾外へ移送されるのに十

分な時間と考えられることから、厚岸湖でアマモに

固定された炭素の一部は、草体のまま厚岸湖から厚

岸湾を経由して湾外へ移送される可能性が具体的

データによって示された。

図130ト6 厚岸湖の炭素循環モデ、ル．数値

は4月の平均的な1日の炭素の出入
り（kgCday1) 

AKKESHILAKE 

図130ト8 厚岸湖における粒子状有機炭素の

生産、堆積、分解、移送
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従来の生態系モデ、ルの構成要素として新たに加え

た「アサリ j が植物プランクトン、懸濁態有機物の

濃度分布や物質循環に大きな影響をあたえているこ

と、「付着藻類」が植物プランクトンと競合関係にあ

ることが明らかになった。 4月の厚岸湖の炭素循環

をモデ、ル計算した結果、 1日あたりのアマモの光合

成量は、プランクトンのそれのおよそ3.6倍と見積も

られた。亜寒帯藻場のモデ、ル海域としての厚岸湖の

炭素循環モデ、ル（ 3次元物理 生物結合モデ、ル）を

作成した（図1301-6）。炭素循環モデルを用いて計算

した結果、粒子状有機炭素の約 8害｜｜がアマモやその

付着藻類及び懸濁した底生藻類起源であること、湖

から湾へと移送される粒子状有機炭素の約 7～ 8割

はアマモやその付着藻類及び懸濁した底生藻類起源

であることがわかった（図13017）。同じくモデ、ル計

算の結果、湖で、生産される粒子状有機炭素の 4害｜｜が

湖底に堆積、 2害｜｜が湾に移送、残りの 4害｜｜が分解さ

れて溶存態炭素となることが示された（図13018）。

工考察

厚岸湖産アマモについて得られた光合成一光

曲線のパラメータ（光飽和光合成速度、暗呼吸

速度、 Ik、光補償点）は、温帯域の海草について

報告されているもの（Dennisonand Alberte 6 l, 

Marsh et al. 7 l）とほぼ同様であった。水温が概

ね10℃低いにもかかわらず、厚岸湖産のアマモ

が温帯域のアマモとほぼ同様な光合成活性を有

することは興味深く、亜寒帯海域における藻場

の高い生産力を裏付ける特性の一つである。

沿岸浅海域において、藻場は DOCの大きな供給源

になると予想されていたが、具体的なデータは乏し

く、亜寒帯海域の藻場については殆ど、情報が無かっ

た（鈴木8））。したがって、今回、野外調査や室内実

験の結果から厚岸湖内の「アマモ群落に固定された

炭素の一部が難分解性のDOCとして海水中に残存し

てし、く可能性」（小川ら 4））が示されたことは意義深

い。また、厚岸湖のアマモ群落内堆積物の有機炭素

含量が極めて高い値（亜熱帯海草群落の3.5～8倍）

を示したことも興味深い結果であり、藻場の炭素収

支を考える際「場（海域）の違し、」を考慮する必要

性を示唆している。

モデ、ル計算の結果は、厚岸湖の炭素固定における

アマモ群落（アマモとアマモ葉上の付着藻類）の重

要性を示しているが、計算結果のすべてについて観

測結果との比較検証がなされたわけではない。今後、

検証のための更なる野外観測データの取得と観測結

果のフィード、パックによるモデ、ルの改良により、対

象水域の炭素収支における藻場の役割を高い精度で

評価することが可能になるであろう。

オ今後の課題

対象とする海域や藻場構成種（植物群）により、

藻場生態系の炭素循環・炭素収支の実態は大きく異

なることが明らかになってきた。したがって、全国

レベルでの藻場の炭素収支を検討する際には、汎用

性の高い数理モデ、ルや研究手法を検討する一方で、

海域や藻場構成種（植物群）の違いを考慮したデー

タの取得・整理を念頭においた研究計画を立てる必

要がある。

力要約

（ア）対象水域の藻場生態系内において最大の炭素

リザーパーで、あるアマモとアマモ葉上の付着藻類の

現存量（炭素ベース）の季節変化が明らかになった。

アマモの光合成一光曲線が定式化され、光合成と光

強度の関係についての周年にわたるパラメータが明

らかになった。

（イ）東日本沿岸（北海道から太平洋側は三重県、

日本海側は福井県まで）における藻場の現存量の分

布を炭素ベースで明らかにした。

（ウ）対象水域の衛星画像解析により厚岸湖の海草

群落のマッピングが可能になり、一定の精度で湖全

体の現存量を推定する手法を確立した。

（エ）野外調査と室内実験の結果、厚岸湖内のアマ

モにより固定された炭素の一部は、 DOCの形で殆ど

分解を受けずに、湖から湾、さらには湾口へと移送

され、難分解性の有機炭素として、海水中に残存す

る可能性が示された。また、同じく野外調査と野外

実験からアマモに固定された炭素の一部は、草体の

まま厚岸湖から厚岸湾を経由して湾外へ移送され、

短時間での分解を免れるサイクルに入る可能性も示

された。厚岸湖のアマモ群落内堆積物の有機炭素量

はかなり高く（亜熱帯海草群落内堆積物の3.5～8 

倍）、この有機炭素の 6害｜｜が海草起源であることが明

らかになった。

（オ）観測データを基に厚岸湖の炭素循環モデ、ルを
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構築し、モデルを用いて計算した結果、短時間で分

解されずに、湖底に堆積又は湖外へ移送される POC

はアマモとアマモ葉上の付着藻類起源のものを多く

含むことが明らかになった。

（カ）野外調査、室内実験、モデ、ル計算の結果、短

時間での分解を免れる可能性が高い海水中の POC、

DOC、堆積物中の有機炭素にはアマモとアマモ葉上

の付着藻類起源のものが多く含まれることが明らか

になった。これらの結果は、寒海域沿岸の炭素収支

において海草群落が重要な役割を演じていることを

示唆している。
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研究担当者（坂西芳彦ぺ岸道郎、小松輝久、鈴木

款）

( 2 ）暖海域の藻場生態系における炭素循環の実

態解明とモデル開発

ア研究目的

藻場を構成する海藻・海草類は、地球温暖化の原

因とされている二酸化炭素の吸収・固定に寄与して

いることから、炭素のシンクとしての藻場の機能が

注目されている。しかしながら、藻・草体の流出、

枯死後の分解・堆積等、藻場における炭素循環に係

る諸過程については未解明の部分が多い。そこで、

本課題では、健全な藻場が多数維持されている瀬戸

内海を暖海域のモデル海域とし、藻場生態系におけ

る炭素の循環過程を定量的に評価することが可能な

「藻場炭素循環モデ、ル」を開発する。また、現場調

査及び開発したモデ、ルによる解析から、枯死後の藻

体の分解を含む瀬戸内海（広島湾）における炭素収

支を推定するとともに、炭素の循環過程に果たす藻

場の役割を定量的に評価する。

イ研究方法

（ア）西日本海域における海藻・海草類の現存量及

び生産量の分布図の作成

環境庁が実施した「第 4目白然環境保全基礎調査」

データ（環境庁 I) ）を基に、京都府及び和歌山県以

西の西日本沿岸域に存在する藻場の面積をタイプ別

に整理するとともに、既往知見（各藻場タイプの単

位面積あたり現存量、現存量と生産量の比等）を活

用することで、西日本海域における海藻・海草類の

最大炭素現存量及び年間生産量の分布図を作成した。

（イ）広島湾における現場観測調査

広島湾内の屋代島において、瀬戸内海のガラモ場

で優占するアカモク（一年生）及びノコギリモク（多

年生）の現存量の季節変化を層別刈り取り法によっ

て調査した。また、広島湾に設けた複数の定点にお

いて、海洋環境調査を定期的に実施し、水温、塩分、

栄養塩濃度、粒状態及び溶存態有機炭素濃度等の時

空間的変動の特徴を把握した。

（ウ）主要な海藻類の光合成速度と光量子量及び水

温との関係の定量的把握

野外調査で採集したアカモク（先端葉茎部）及び

ノコギリモク（先端葉部）を、複数の光量子量条件

下で培養し、プロダクトメータによって、現場水温

条件下における光合成及び呼吸速度を周年にわたり

測定した。また、ホンダワラ類以外の主要な海藻類
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（クロメ、アナアオサ）についても、光合成及び呼

吸速度と光量子量との関係を定量的に把握した。

（エ）ホンダワラ類の枯死分解に伴う炭素の挙動の

定量的把握

ノコギリモクの主枝及び葉を洗浄後冷凍したもの

をj慮過海水中に入れ、通気・暗条件下で60日間培養

を行った。実験開始後、不定期に試料の一部を回収

し、残存している藻体の重量及び炭素含有量と海水

中の溶存態有機炭素及び粒状態有機炭素濃度を測定

した。同様の実験は、 4段階の温度条件下（10、15、

20、25℃）においても実施した。また、凍結乾燥後

に粉末状としたノコギリモク葉の分解過程を同様に

観察することで、砕片化が藻体の分解過程に及ぼす

影響についても検討した。さらに、目合い30μmの

メッシュバッグにノコギリモク冷凍葉を収容して海

中に投入し、試料の一部を不定期に回収することで、

残存した炭素の量的、質的な変化を追跡するととも

に、現場海域から採取した懸濁物、沈降物及び堆積

物の性状分析を進めることで、野外環境条件下での

藻体を起源とする難分解性物質の検出、定量を試み

た。

（オ）藻場生態系を対象とした炭素循環モデ、ルの構

築と炭素収支の推定

ノコギリモクの生産過程について、群落の形成に

よる光の自己遮蔽効果を考慮、したモデ、ノレを構築し、

瀬戸内海のガラモ場における年間生産量を試算した。

A）現存量

また、藻体の枯死（脱落）及び分解過程についても

モデ、ル化することによって、広島湾南部海域におけ

るノコギリモク群落の生産量、現存量及び枯死（脱

落）量の季節変動を推定するとともに、ボックスモ

デ、ルを基礎とした低次生態系モデ、ルに組み込み、藻

場生態系における炭素循環モデ、ルのフ。ロトタイプを

作製した。さらに、現場観測で得られた一連のデー

タを用いて計算結果の再現性を検証するとともに、

これまでに得られた実験結果を組み込むことでモデ

ノレの改良を図った。また、改良されたモデ、ルを用い

て、広島湾南部海域の藻場生態系における炭素収支

を推定した。

ウ研究結果

（ア）西日本海域における海藻・海草類の現存量及

び生産量の分布

1990年代前半の西日本沿岸域における藻場の総面

積（藻場タイプ別面積の総計）は108,184 haであり、

アマモ場（14. 1出）とガラモ場（33.0九）で全体の

約47拡を占めていた。既往知見を基に、日本沿岸域

における海藻・海草類の最大炭素現存量及び年間生

産量を推定したところ、それぞれ399,801 ton C及び

458, 194 ton C yr ！と見積もられ、両者ともに九州、｜西

岸及び山口県の日本海側で高い分布域が見られた

（図1302-1）。

B）生産量

図1302-1 西日本沿岸の藻場における海藻 ・海草類の A）年間最大炭素現存量及び B）年間生産量の分布。

し、ずれも lメッシュ（約24×19km）あたりの値。
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（イ）広島湾におけるアカモク及びノコギリモクの

現存量の季節変動

2006～2007年の屋代島におけるアカモクの最大現

存量は、 2007年 3月に記録した7.08 kg DW m 2であ

り、最大平均全長は翌4月の302cmで、あった。 5月

に成熟率が100%となり、その後 6月までには全個体

が枯死した。一方、ノコギリモクについては 2月に

最大現存量（1.61 kg DW m 2）に達し、 4～5月に

成熟期を迎えた。成熟主枝は 4月以降徐々に枯死・

流失が進み、現存量は 6月に0.52 kg DW m 2 ~年間

最低となった。

（ウ）主要な海藻類の光合成速度と光量子量及び水

温との関係

ノコギリモク葉の光合成速度は光量子量の上昇

に伴い増加し、両者の関係は周年にわたり、半飽和

型のモデ、ル式で、表すことが可能であった。また、最

大光量子量下における光合成速度及び呼吸速度は、

最高水温を記録した 8月に最大となり、最低水温を

記録した 2月に最小となった（図13022）。ただし、

成熟部位（生殖器床）が認められた主枝に展開した

葉の光合成速度は、水温が上昇しでも小さい値を示

す傾向にあった。また、アカモク（周年）、クロメ

( 7～12月）、アナアオサ（ 9、12月）についても、

同様に光合成及び呼吸速度と光量子量との関係を

明らかにした。

（エ）ノコギリモクの枯死分解に伴う炭素の挙動

ノコギリモクの主枝及び葉を用いた室内での分解

実験の結果、実験開始60日後においても、主枝で実

験開始時の藻体中炭素量の47見、葉で37%/J＇＞分解され

ずに残存していた。また、枯死藻体を砕片化しでも

分解は促進されなかった。

メッ、ンュバッグを用いた野外での分解実験におい

ても、約 1年後に重量で実験開始時の2側、炭素量で

17犯が未分解物として残存した（図13023）。また、

残存した未分解物中の糖類組成について分析を行っ

たところ、主にアルギン酸や粗繊維を構成する多糖

類が検出された。

広島湾中央部に位置する阿多田島周辺の藻場から

2 kmまでの海域に設けた複数の定点で堆積物の採集

を行い、試料中の炭素安定同位体比を測定した。そ

の結果、藻場に近い定点ほど海藻（ノコギリモク）

の値に近づき、藻場から離れるほど、水中懸濁物（植

物プランクトン）の値に近づく傾向を示した（図

1302 4）。

（オ）藻場生態系を対象とした炭素循環モデルの構

築と炭素収支の推定

ノコギリモクの生産過程について、群落構造の形

成による光の白己遮蔽効果を考慮したモデ、ルを構築

し、瀬戸内海のガラモ場における年間生産量を試算

したところ、瀬戸内海のガラモ場をすべてノコギリ

モクと仮定した場合の年間生産量は40,653 tone yr 1 

と見積もられた。同様のモデルを広島湾南部海域に

適用し、ノコギリモク群落の純光合成速度を見積も

ると、これまでに報告されている値とほぼ同程度の

値（年平均で2.64 gC m 2 d 1）が得られた。また、

枯死（脱落）率が 4～ 5月の成熟期に最大値を取る

ように設定し、ノコギリモク現存量を推定したとこ

ろ、冬季に極大、春季に極小となる季節変動を示し、

本海域での観測結果を概ね再現していた。さらに、

野外で実施した分解実験の結果を基に枯死藻体の分

解過程をモデ、ル化し、上記モデ、ルとともに既往の低

次生態系モデルに組み込むことによって、藻場生態

系における炭素循環モデルを構築した。また、広島

湾南部海域におけるガラモ場がすべてノコギリモク

によって構成されているものと仮定し、本モデ、ルを

用いて、同海域の藻場生態系における炭素循環過程

を推定したところ、海藻類によって 1年間に吸収さ

れる炭素の約17%が未分解物として残存するものと

見積もられた（図1302-5）。
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図1302-2 最高水温時（27℃、 8月）及び最低水温時

(10℃、 2月）に採集したノコギリモクの光合

成速度（酸素放出量で表記）と光量子量との関係。
実線は実測値に半飽和型のモデ、ル式をあては

めた時の推定値を示す。
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図1302-3 メッシュバッグ（30μ mサイズ）に封入し、

海底に設置したノコギリモクの未分解藻体の

重量 （・）及び炭素量 （・）の経時変化（初期
量に対する相対値）。写真は1ヵ月後（a）及び

320日後（b）の未分解残存物を示す。
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図1302-4 広島湾内に位置する阿多田島周辺海域で採

取したノコギリモク、葉上沈積物及び堆積物の

炭素安定同位体比。堆積物は藻場から 2kmの

範囲内に設けた各定点で採取した（各定点は藻

場からの距離で示した）。
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図1302-5 藻場炭素循環モデ、ルを用いて推定した広島

湾南部の藻場（ガラモ場）海域における炭素の

循環過程（年平均値）。

工考察

（ア）西日本海域における海藻・海草類の現存量及

び生産量の分布

西日本沿岸では、ホンダワラ類によるガラモ場や、

アラメ ・カジメ類によるアラメ場が多く分布し、海

藻・海草類の現存量 ・生産量においてもこれらの貢
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献が大きい。これらの大型褐藻は、魚類や磯根生物

の育成にも大きく貢献しており、沿岸漁業において

極めて重要である。 しかし、本研究において作成し

た分布図のもととなった環境庁（現 ・環境省）によ

る藻場調査は、 1990年前後に実施されたものである。

瀬戸内海域を除き暖流の影響が強し、西日本沿岸域で

は、その後水温の上昇とともに、磯焼けによる藻場

の衰退 ・消失が進行し、藻場に依拠した漁業に影響

が出始めている地域もある（水産庁 2））。西日本沿岸

域の藻場の現状把握と、変化の実態・機構解明を進

め、変化しつつある海洋環境に対する沿岸漁業の適

応策を早急に講じる必要がある。

（イ）ガラモ場における炭素の貯留効果

国連環境計画（UNEP）によるレポート（” Blue

Carbon”） 3）では、塩性湿地やマングロープ、海草類

藻場では、植物体の系内堆積と長期残留による炭素

吸収能が極めて大きいとされ、温室効果ガスの吸収

源として、その保全の必要性が指摘されている。一

方、ホンダワラ類をはじめとする大型海藻類の藻場

では、海草藻場と比較して流動が大きいため、枯死

藻体の藻場内の堆積作用はなく、炭素のシンクとし

ては評価されていなし、。

ホンダワラ類をはじめとする海藻藻場は、単位面

積当たりの現存量 ・生産量が極めて大きいため、藻

体の成長 ・枯死にともなう物質の挙動が、沿岸域の

物質循環に大きく影響することが本研究で示唆され

た。一方で、ある条件下においては、生産量のうち

17%の炭素が 1年間に未分解で残存することも明ら

かとなり、ガラモ場も貯留炭素の供給源となってい

る可能性が示唆された。藻場周辺海域の底泥中に、

実際に相当量の未分解物が残存しているとするなら

ば、水産資源育成以外の新たな機能をガラモ場に付

加できることとなる。より長期の分解 ・残存の実態

把握や現場海域における残存物の検出、堆積作用の

有無の確認等が必要である。

オ今後の課題

本研究で、ホンダワラ類の藻場においても、ある

程度の炭素吸収が期待できることが明らかになった

が、好気的環境下に長期間置かれると、藻体の分解

は比較的速やかに進み、数年でほとんどが C02に回

帰する可能性も否定できない。前述した水生植物群

落の炭素吸収機能も、底質への埋没とその後の安定



的な堆積が前提となっており、海藻類においても枯

死藻体が海底泥中に埋没し、嫌気的条件への隔離が

行われれば、炭素シンクとして機能することが予想

される。本研究期間で必ずしも全貌を明らかにでき

なかった枯死藻体の系外輸送や海底への堆積状況の

定量的な把握手法が確立されれば、この分野でのさ

らなる研究の展開が大いに期待できる。

また、本研究課題では細菌以外の枯死藻体を利用

する生物については考慮に入れず研究を進めた。枯

死藻体に依拠した腐食連鎖網が海域の高次生物生産

に与える影響を評価することは、藻場の漁業への貢

献を明らかにする上でも今後取り組むべき課題であ

る。

力要約

（ア） 1990年代初頭の西日本沿岸域における海藻・

海草類の最大炭素現存量及び年間生産量の分布を

可視化した。

（イ）野外調査で採集したノコギリモク等の光合

成速度と光量子量との関係、を周年にわたり明らか

にするとともに、得られたパラメータを炭素循環モ

デ、ルの構築に活用した。

（ウ）ノコギリモク葉を用いた室内及び野外での

分解実験の結果、枯死藻体の一部は分解されず、比

較的長期間にわたって残存する可能性が示唆され

た。また、広島湾内に存在するガラモ場周辺で採集

した懸濁物、沈降物、堆積物の分析結果から、ノコ

ギリモクの枯死藻体を起源とする有機物が藻場及

び周辺海域に未分解物として堆積している可能性

が示唆された。

（エ）炭素循環モデ、ルを用いて計算した結果、広島

湾南部海域のガラモ場において、年平均で海藻によ

り吸収された炭素の約17協が分解されず、海底へ堆

積する可能性が示唆された。
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第 2編 地球温暖化の進行を緩和するための技術開発

第 1章 森林生態系からの温室効果ガスの排出削減のための管理技術の

開発

( 1 ）間伐等の人工林管理や自然リスクの影響評

価による最適な炭素固定技術の開発

ア研究目的

近年、省力的な木材生産を目的に伐期の長期化傾

向が強まっている。伐期の長期化により、林分の高

齢化がすすみ、それは高い蓄積量が期待できる反面、

台風などの白然災害を受けるリスク（白然リスク）

も高まり、一挙に炭素蓄積量を失う可能性も否定で

きない。このため、適当な頻度での間伐により適切

な密度管理を行うことが重要である。本研究では、

人工林における、間伐等管理と自然リスクによる林

分炭素固定能の影響を評価して、最適な炭素固定能

維持技術の開発を目的とする。

イ研究方法

（ア）林分の成長や台風被害に及ぼす間伐や林齢の

影響

間伐の林分への影響評価では、異なる間伐率のス

ギ林分（鹿児島県 3林分、高知県 2林分）を対象と

し、間伐後 7～10年間の成長を解析した。直径成長

量を目的変数とし、説明変数に間伐率と林齢を用い

てGLM解析を行った。実際の台風被害林分の解析は、

2004年台風23号の島原半島における被害データ（長

崎県島原振興局取りまとめ）を用い、最近 3年間に

間伐を実施した林分と、未実施林分との被害割合を

比較した。

炭素固定期待値の解析では、まずこれまで報告さ

れている文献データを基に林齢と被害割合の関係を

求め、それに風速と被害割合の関係（杏藤・佐藤 1))

を加えて、確率的な斜面方位別林分の炭素固定期待

値をモデ、ル化した。対象地域は鹿児島地方とし、こ

こでは周辺地形の影響がない単独峰の山腹に位置す

る斜面のようなケースを想定した。気象データは鹿

児島地方気象台の記録（広域的強風発生確率は最大

風速年最大値、強風風向偏りは最大風速上位32デー

タ）を、また林分成長量の解析には鹿児島県林務水

産部 2）の収穫表を用いる。

（イ）林分レベルの強風リスク評価

林分レベルの強風リスク評価は大分県由布院地域

のlOkm四方の区域を解析対象とした。まず、最寄り

の日団地方気象台の最大風速年最大値の頻度分布に

対数正規分布をあてはめ、この地方の広域的な強風

発生確率を求めた（膏藤・小南 3））。次に、最大風速

上位32データから強風風向の偏りの特徴をまとめた。

そして風況シミュレータ RIAM-COMPACTを用い（内

田・大屋町、この区域に東西南北の 4方向から強風

を当てた場合の強風の当たりやすさをそれぞれ計算

した。それぞれの方位の計算結果に広域的強風発生

確率と強風風向偏りを考慮、して重みづけをし、一枚

の図に表示したものを林分レベルの強風リスクとし

た。ここで得られたモデルを用い、将来的な地球温

暖化の影響により強風頻度が増大する場合（強風頻

度が 5m/s強い方向にずれる場合）と強風風向の偏り

が変化する場合（強風風向の偏りが90° 反時計回り

の方向にずれる場合）の林分レベルの強風リスクの

変化を予測した。

ウ研究結果

（ア）林分の成長や台風被害に及ぼす間伐や林齢の

影響

若齢林分、高齢林分ともに間伐率が大きいプロッ

トほど個体あたりの平均直径成長量やその成長率が

大きく（表2101-1、－2）、残存木の成長への間伐の効

果がみられた。高齢林分と若齢林分を比較すると、

平均直径成長量、成長率ともに若齢林分が大きい値

を示した。

GLM解析の結果、年間の胸高直径成長量平均値（y)

を予測するのに間伐率 Cx1）、間伐時の林齢 Cx2）と

も有効な因子として採択され、下記式のモデ、ルが得

られた。

y = 6. OOE-03*x1 3. 98E-03*x2 + 5. OSE-01 

(R2 = 0. 837) 
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らつきはあるが、若齢林より高齢林の方が大きい被

害を受けている傾向がみられた。図21012の結果と

風速と被害割合の関係、及び確率的な強風 ・風向頻

度を組み合わせて斜面方位別林分の炭素固定期待値

を比較すると、斜面方位により炭素固定期待値は大

きく異なった（図2101-3）。しかも、それは高齢期ほ

ど斜面方位別の較差が大きくなるシミュレーション

結果となった。

変数を標準化した場合、xぃX2の係数はそれぞれ0.536、

0. 522とほぼ等しい結果であった。

2004年台風23号の長崎県島原半島全域における被

害状況をみると、過去 4年のうちに間伐を実施した

林分の被害面積割合は間伐していない林分に比べ約

7倍で有意 （pく0.01）に大きかった（図2101-1）。

過去に報告されている風害の記録から、林齢と被

害割合の関係は図2101-2のように表せた。大きなば

及表21012.若齢林4プロット（P4～6）の26年生時間伐率
びその後 7年間の平均直径成長量と成長率

間伐率 平均直径成長
（見） (cm/yr) 

10.8 0.41 
36.4 0.57 
63. 7 0.84 
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表21011. 高齢林3プロット（Pl～3）の90年生時間伐率
及びその後10年間の平均直径成長量と成長率

間伐率 平均直径成長
（九） (cm/yr) 

0 0. 21 
10. 6 0. 3 
17.2 0. 36 

成長率
〔柏

0. 58 
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るが、由布院の場合は南～南西からの強風割合が高

く、図2101-6a）の結果もその方向からのシミュレー

ション結果に大きく影響されたものとなった。温暖

化の影響による台風頻度やコースの変化の一事例と

して全体的に風速が 5m/s強くなると仮定した場合、

強風のあたりやすい場所の分布パターンには大きな

変化はないが、全体的にリクスが高まる結果となっ

た（図21016b）。また、風向偏りがこれまでと比べ

て90°反時計回りにずれると仮定した場合、全く異

なる分布パターンになると予測された（図21016c）。

（イ）林分レベルの強風リスク＊ l評価

対象地域の最大風速年最大値の頻度分布とそれに

合わせた確率密度曲線を図2101-41こ示した。この確

率密度曲線から風速20m/s以上の風の発生確率は

0.0428、つまり約23年に一度の頻度と推定された。

また、この地域の強風の風向は南南東から南西にか

けての範囲で最も顕著に偏りがみられた（図21025）。

風況シミュレータによる各向きから強風が吹いた場

合の地形の影響の計算結果に重み付けをし、 一枚に

統合した結果を図2101-6a）に示した。強風のあたり

やすい場所は吹き込む風の向きによって大きく異な
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b）強風頻度増加の場合
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* 1：本報告でいう林分レベルの強風リスクとは、林分レベルの強風の当たりやすさ・当たりにくさ

を数値化した指標のことを指し、地域の広域的強風発生確率、強風風向の偏りと周辺地形の影響を

総合的に考慮して推定する。これに対し、風害リスクとは強風リスクと林分の状態などから決まる

森林の風害の受けやすさ・受けにくさを表す。

工考察

（ア）林分の成長や台風被害に及ぼす間伐や林齢の

影響

幹の形状比（樹高／幹直径）は風害への耐性度（耐

風性）を示す普遍牲の高い指標であることから、表

2101 1、 2にみられたような間伐による肥大成長促

進は耐風性の増大の効果が期待できる。一方で間伐

直後は被害を受けやすい結果（図21011）でもあっ

た。これらの結果から、風害リスクにおける間伐の

影響を考える場合は、間伐直後の一時的な被害の受

けやすさとその後の耐風性増大プロセスの両面から

評価する必要が示された。

また、耐風牲を高めるための間伐はそのやり方も

重要になる。 GLM解析では、説明変数の係数の符号

から判断して、間伐率が大きいほど、間伐時の林齢

が小さいほど間伐効果が大きいと考えられた。標準

化した変数の係数がほぼ等しいことから、間伐率と

間伐時林齢の影響の度合いはほぼ同程度であると推

察できる。つまり、高齢期においても間伐後の直径

成長の増大はみられるものの（表21011、 2）、若齢

期に比べその効果は小さい。したがって、耐風性を

高めるための間伐は若齢時が効果的と考えられる。

図21013に示すように長伐期に化した際の炭素固

定能力には、場所により大きな較差が生じる。この

結果は、強風が当たりやすい場所や当たりにくい場

所の的確な見極めが重要であることを示唆する。図

2101 3では周辺地形の影響がない単独峰の斜面にお

けるシミュレーション結果であるが、実際の林分は

複雑な周辺地形の影響を受けている。広域的強風発

生確率と強風風向の偏りに加え、周辺地形の影響も

組込んだ強風リスクの評価が重要となる。

（イ）林分レベルの強風リスク評価

風害のリスクは、強風リスクと林分状態によって

決まる。そのうち、強風リスクは地域や周辺地形な

ど人為的コントロールが利かない要因によって決ま

るため、強風リスクの高いところでは、無理な木材

生産林造成を避けるといった考え方が重要であろう。

強風リスク分布を的確に把握し、適正な林分配置を

することが有効な対処技術のひとつと考えられる。

本報告では、数 kmから十 km程度のスケールで、あれ

ば比較的現実を反映させた強風リスク分布を明らか

にできる予測モデルを提示した（図2101-6）。これは、

木材生産のための経営指針や適正な林分配置に有用

な情報を提供できるだろう。

本研究で構築されたモデ、ルは現在の気象条件にお

ける強風リスクを予測するだけでなく、温暖化によ

る将来的な台風強度や進路の変化にも対応し得る。

図21016b）、 c）では単純化された風況変化の事例に

対する予測であるが、より複雑な風況に対しても予

測可能である。将来的に台風シミュレーションなど

により台風発生頻度や通過コースが定量的に示され

れば、それに応じた強風発生確率や強風風向の偏り

も予測可能となる。そうした風況に合わせた強風リ

スク分布も示すことができる。

オ今後の課題

（ア）林分の成長や台風被害に及ぼす間伐や林齢の

影響

今後は、林分成長モデ、ル、風倒力学モデ、ルや林内

風況モデルを応用した林分風害リスク評価モデルを

構築し、林分の成長段階や施業体系に応じた風害リ

スクを評価するシステムを開発する必要がある。

（イ）林分レベルの強風リスク評価

本報告で示した強風リスク分布は、一回の解析で

対象となる範囲も十 km程度と限定的である。一回の

解析の空間スケールを大きくすれば広域的な表示が

可能となるが、地形の影響評価が不十分になる。一

回の解析対象とすべき適切な空間スケールの検討が、

今後の課題となる。また、広域的な強風リスク評価

へどのように拡張すべきかなど、今後検討すべき課

題である。

力要約

（ア）林分の成長や台風被害に及ぼす間伐や林齢の

影響

風害リスクにおける間伐の影響を考える場合は、



間伐直後の一時的な被害の受けやすさとその後の耐

風性増大プロセスの両面から評価する必要が示され

た。耐風牲を高めるための間伐はそのやり方も重要

で、若齢時に実施した方が効果的と考えられた。

（イ）林分レベルの強風リスク評価

強風リスクは人為的コントロールが効かない自然

条件で決まるものである。それゆえに、強風リスク

分布を的確に把握し、リスクの高いところを避ける

などの適正な林分配置をすることが風害に対する有

効な対処技術のひとつと考えられる。本研究で示し

た予測モデルは、現在の風況条件による強風リスク

分布を表すだけでなく、将来的な温暖化による台風

頻度や進路の変化にも対応しうるものである。
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( 2 ）広葉樹等異齢混交林による炭素固定の技術

の開発

ア研究目的

台風などの白然撹乱は、森林の破壊とその後の回

復過程において、炭素の固定・蓄積機能に大きな影

響を及ぼす。スギ人工林などの針葉樹一斉林は、炭

素固定能が高い反面、大規模な風倒を起こすなど撹

乱に対し脆弱な側面がある。一方、樹種や樹齢を異

にし、階層構造が発達した混交林は、撹乱に対して

構造的に安定しており、炭素固定能が維持されるこ

とが明らかになりつつある。本研究では、このよう

な混交林の撹乱に対する構造的安定性の解明により、

森林の炭素固定能の維持方策を開発することを目的

とする。

イ研究方法

（ア）台風撹乱と炭素固定量の観点から見た落葉広

葉樹林の安定性の評価

森林総合研究所北海道支所実験林（落葉広葉樹林）

は2004年 9月の台風14号で大きな撹乱を受けた。実

験林の土壌は Bl(d）型、標高は170m 214 m、北西の

緩斜面で、林床はササ群落、低木層はノリウツギが

主である。この林分は山火再生二次林で、 2004年 4月

の林齢は92年生、木本種の立木密度は672本／haであ

る。主要構成樹種はシラカンパ、ミズナラ、ハリギ

リ、シナノキ、 ドロノキであり、群落としてはシラ

カンパの枯死が目立ち、林冠がミズナラ・ハリギリ

等に置き換わりつつある林分である。

本試験地で主要構成樹種の光合成速度、葉幹枝呼

吸速度、土壌呼吸速度を撹乱の前後に測定した。林

冠総光合成生産量（GPP）の推定は、 Farquhar型光合成

モデル（Farquharet al. 1））に BallBerry型気干しコン

ダクタンスモデル（Ballet al. 2 l）を統合した個葉生

理モデ、ル（Amthor日））、群落内の光透過確率は葉群の

垂直分布と楕円対角度分布を組み合わせたモデ、ル

(Utsugi et al. 4 l）を用いた。タワーフラックスは渦

相関法を用い（Nakaiet al. 5 l）、撹乱の前後で継続的

に観測を行った。タワーは台風で倒壊したが、翌年

同じ場所にタワーを再建し、 2005年 8月よりタワー

フラックスの観測を再開した。

また、台風撹乱前後に LIDARを飛ばし、撹乱後の

撹乱強度の推定を20m×20mのメッシュ単位で、行っ

た（鷹尾ら自））。そして、撹乱後にプロットを新設し、

計2.8haの毎木調査を実施した。撹乱後の粗大有機物

(CWD）の分解速度を、ライントランセクト法を用い

て測定した。撹乱強度に応じてササ群落の刈り取り

調査を行い、光環境条件とササ群落の純一次生産量

(NPP）の関係、を調べた。 LIDARによる撹乱強度と、サ

サ群落直上の光等環境条件の対応関係を調べた。

（イ）台風撹乱と炭素固定量の観点から見た常緑広

葉樹林の安定性の評価

南九州｜の常緑広葉樹林の遷移系列の異なる二つの

固定プロットにて、台風撹乱後の炭素固定に係る諸

量（現存量や NPPなど）を継続観測した。台風撹乱



後の成長量の差を林冠層の状態及び種ごとに比較す

るために、綾試験地（九州｜森林管理局宮崎森林管理

署竹野国有林2093林班） (Sato et al. 7 l）の1.2haプ

ロットを使用した。綾試験地は過去100年に伐採など

の人為撹乱の記録が見られない成熟した常緑広葉樹

林である。二つ目の試験地である立田山試験地（森

林総合研究所九州支所実験林）は薪炭林由来の二次

林であり、照葉樹萌芽林の遷移進行に伴う炭素固定

量の変動を解析することを目的としている。主要な

構成樹種は、綾試験地ではイスノキ、タブノキ、ア

カガシ、ウラジロガシなど（Satoet al. 7 l）、立田山

試験地ではコジイである（Sato 8 l ）。いずれの試験

地も対象とするサイズ以上の木本個体の樹種を識別

の上、 DBHや階層構造などを計る毎木調査を行った。

ウ研究結果

（ア）台風撹乱と炭素固定量の観点から見た落葉広

葉樹林の安定性の評価

タワーフラックス観測による研究では、台風撹乱

以前の NEPは3.4士0.3 tC/ha/yrで、あったが、撹舌L以

降NEPは 1.6士0.4 tC/ha/yrとマイナスに転じ、台

風撹乱によって森林生態系は炭素の吸収源から放出

源になったことが観測された。台風撹乱以前のモデ

ルによる GPPの推定値は、 15.1土0.06 tC/ha/yrと

推定された。同時に地上部の幹、枝からの呼吸量は

2. 3土0.05 tC/ha/yr （宇都木ら 9））、葉群からの呼吸量

は3.2土0.11 tC/ha/yrと推定されている。また、地

上部地下部を含めた積み上げ法からの NPPは6.3士

0. 28 tC/ha/yrであった。

20mメッシュ単位で LIDARによって抽出した撹乱

強度と撹乱地の光条件の聞に、強い正の相関関係が

認められた。また、 20mメッ、ンュ単位で撹乱強度と

メッシュ内残存木合計 NPPも負の相関関係を示した

（宇都木ら川）。撹乱後にチシマザサを中心としたサ

サ群落の繁茂が著しく、群落直上の光環境改善につ

れてその現存量が増加した。具体的には、閉鎖林冠

下で7.5 t/haほどの現存量が、撹乱後 2年間で最大

40 t/ha（相対照度で60%の場所）になった。撹乱以前

のターンオーバーを撹乱後も適用した場合、ササ群

落の NPPは明るさに応じて1.6 tC/ha/yrから4.8 

tC/ha/yrまで変化した。 20mメッシュ単位で撹乱後

の残存木の NPPとササ NPPを合計した場合、各メッ

シュで撹乱前後において大きな差異がなくなった

（図21011）。 NPPとGPPの比が同ーの生態系では大

きく変わらないと仮定した場合、 GPPは撹乱前後で

大きく変化しないと考えることができる。

撹乱により生じた粗大有機物の分解量を、撹乱 5

年後に調査した。 5年間の分解率は平均で18.95土

2.問、分解定数（日は0.0445土0.007で、あった（宇都木

ら lI））。特に、分解定数kは Chamberset al. 12）に

よる平均気温と kの関係、の調査結果とほぼ一致した。

また、撹乱強度によらず、分解率は一定であった。

ここですべての樹木が倒壊した場合の放出炭素量は

3. 57 tC/ha/yrであり、幹・枝の呼吸量より 159弘増大

すると推定された。次に、フラックス観測タワーか

ら100m 以内の場所について、地上部からの炭素放

出量を計算した。ここで残存木は撹乱以前と同様な

幹枝呼吸を行い、倒壊樹木の呼吸量はササ群落が補

｛賞すると考えた。計算の結果、台風後の炭素放出量

は台風以前の炭素放出量（呼吸量）の144切である3.22 

tC/ha/yrと計算された。生物体由来の土壌呼吸速度

は変化しなかったが、非生物由来の土壌呼吸速度は

4. 1 tC/ha/yrから6.8 tC/ha/yrに増加した。台風撹

乱後、生態系全体の呼吸量（RE）が増加した結果、 NEP

は 1.77 tC/ha/yrになった推定され、この値はタワー

フラックスによる観測結果とほぼ一致した（図

2101 2）。

一一 154一一
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図2102-2 台風撹乱前（B一）後（A－）の炭素収支

FluxTはフラックスタワー観測、 Modelは各コンパー
トメントモデ、ル結果を積算した値であるの
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図2102-1 LIDARによる撹乱強度と NPPの関係

大きな撹乱地でも（LIDARDisturbance INDEXが高い
場所）、ササの NPPにより全体の NPPは維持されるn

20 40 60 80 

LIDAR Disturbance INDEX (%) 

小径木を中心に成長量の増加がみられ、上記個体群

の損失を相殺し、 NPPの回復に貢献していた。

綾試験地の稚樹個体群（DBH 5 cm未満）の成長

量を比較すると、ギャップ区では閉鎖林冠区の約 4

倍の値を示した。ギャップ区では、カラスザンショ

ウなど、のパイオニア樹種の定着が見られたが、その

割合はあまり大きくなく、成長量の増加には主にヤ

ブニッケイを中心としたクスノキ科の個体群が大き

く寄与していた（図21014）。

（イ）台風撹乱と炭素固定量の観点から見た常緑広

葉樹林の安定性の評価

成熟常緑広葉樹林である綾試験地では、台風撹乱

後の閉鎖林冠下とギャップ下での NPPの差は撹乱後

4年程度で最大となっており、その値は 1 tC/ha/yr 

程度で、あった（図2101-3）。閉鎖林冠区では、林冠層

を構成する個体群が現存量や成長量に大きな割合を

示していたが、ギャップ区ではこれら個体群が台風

撹乱により損傷若しくは枯死しており、その結果、

NPPの低下を招いていた。 しかし、ギャップ区では

ギャップ区
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異なる撹乱強度での成熟常緑広葉樹林（綾試験

地）の稚樹個体群の成長量の比較

ここで稚樹とは DBH5cm未満の個体を対象としている。計測

期間は2004～2007年であり、台風撹乱後約14年である。

図2102-4 

異なる撹乱強度での成熟常緑

広葉樹林（綾試験地）の NPPの

年々変動

1993年9月に大型台風による撹乱が発生。

1993～1997年の計測期間が大型台風によ

る撹乱後初めての計測となる。

図2102-3 

キは台風撹乱の被害を受けにくい階層、すなわち最

表層の下にある階層に多く生育していた。地上部現

存量を基準にすると、最表層の階層（階層 1）には

わずか 6%ほどであるが、その下の階層（階層 2) 

立田山試験地では、萌芽由来のコジイが主体であ

り、葉群が林冠層に集中している単純な階層構造を

呈していた。一方、成熟林である綾試験地では、高

木層の中でもすみ分けがあり、最も優占するイスノ



により生態系炭素収支がマイナスになっているもの

と考えられた。

（イ）台風撹乱と炭素固定量の観点から見た常緑広

葉樹林の安定性の評価

遷移系列の異なる二つの常緑広葉樹林試験地にお

いて、台風撹乱後の NPPには大きな変化は認められ

なかった。これまでに台風撹乱前後の枯死率などの

比較研究から、東アジアの常緑広葉樹林は台風に高

い耐性を示す種が多いことが示されている（脊藤 ・

佐藤13））。台風撹乱後の階層構造ごとのイスノキは台

風撹乱による被害も少なく、安定した現存量の推移

を示しており 、亜高木層のツバキ科（サカキ ・ヒサ

カキなど）やクスノキ科（ヤブ、ニッケイ ・ホ ソパタ

ブなど）の種とともに炭素固定能の維持に寄与して

いると考えられた。複雑な階層構造と多様な種組成

は、台風撹乱に対する耐性を維持するためにも重要

であると考えられた。

では50%を占めていた。また、立田山試験地では1990

年から18年間の計測期間中に2回の大きな台風撹乱

を受けたが、被害の形態は若干異なっていた。すな

わち1991年の台風（T9119）では脱葉が中心で、あった

が、 2004年の台風（T0418）では幹折れが顕著であり、

加えて現存量の低下も認められた （図2101-5）。

考察

（ア）台風撹乱と炭素固定量の観点から見た落葉広

葉樹林の安定性の評価

台風撹乱によって倒壊した落葉広葉樹林は、ササ

群落を中心とした下層植生により速やかに炭素の取

り込み機能を回復させ、また同時に生物体からの呼

吸による炭素放出機能も速やかに回復させたと考え

られる。 一方、 CWDからの分解呼吸が生態系からの

炭素放出にプラスされた。土壌からの非生物的土壌

呼吸量の増加については、その原因が明らかではな

いが、 CWDの分解及び非生物由来の土壌呼吸の増加
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灰色部分で示した年は台風による撹乱があったことを示す。
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立田山試験地の NPPは平均12Mg/ha/yrであり、同

一林分の幼齢林時（11～16年生）の平均13.4Mg/ha/yr 

（只木11））に比べてやや低く推移していた。壮齢林で

は台風撹乱による群落成長量の増加が見られたが、

幹への腐朽が進行した50年生以降で、は、幹折れによ

る現存量の低下と相まって NPPも減少していた。コ

ジイ壮齢林分では、幹の腐朽により台風撹乱での幹

折れが多く発生することが指摘されている（Kusunoki

et al. is））。すなわち、コジイ壮齢林では台風撹乱へ

の感受性が高くなり、幼齢林分よりも NPPの年々変

動が大きくなる可能性が高くなると考えられた。こ

のような時系列の変化から、種組成が単純化したコ

ジイ二次林では、台風撹乱による炭素固定能への負

の影響が成熟林よりも大きくなると推察された。

炭素固定能の維持という観点からは、台風撹乱に

よる大幅な減少や回復の遅延を避ける森林の形成及

び管理が必要である。常縁広葉樹林の場合、コジイ

老齢林は種組成及び階層構造が単純なため、台風撹

乱に対する耐性が高くない（Sato8）、 Satoet al. 16））。

周辺を天然林で固まれたコジイ二次林では、伐採後

にコジイの割合が増加するものの、他の広葉樹の更

新も認められており、炭素固定能の維持という観点

から周辺に種子供給源を確保してコジイの単純林を

避ける方策も必要と考えられる。また、台風撹乱後

の耐性が高い種（たとえばイスノキ）や回復が早い

種（たとえばヤブニッケイ）が複数にわたる階層に

生育していることが炭素固定能の維持に有効である

ことからも、上記の組合せを損なわない管理が必要

である。

オ今後の課題

（ア）台風撹乱と炭素固定量の観点から見た落葉広

葉樹林の安定性の評価

今後、ササ群落を中心とした下層植生の生産量が

定常状態に達し、地上部への炭素の蓄積速度が低下

すると考えられる。リターとして多くの生体が土壌

へ供給し続けられるが、土壌及びA。層の呼吸が増大

しNEPのマイナス傾向が維持されるのか、さらなる

観測を続ける必要がある。

（イ）台風撹乱と炭素固定量の観点から見た常緑広

葉樹林の安定性の評価

広葉樹林における炭素固定能を維持するためには、

更新が期待できる環境にあることが必要であり、孤

立・断片化を避ける林分配置が必要となってくる。

一方で、成熟林に見られるような多様な種による複

雑な階層構造を維持するために必要最低限の林分面

積やその形状など不明な点が多い。今後は、広域で

の比較研究により、林分面積と多様性の関係解析か

ら管理方策（面積と配置手法）などに取り組む必要

がある。

力要約

（ア）台風撹乱と炭素固定量の観点から見た落葉広

葉樹林の安定性の評価

台風撹乱によって落葉広葉樹の林冠が崩壊した場

合、速やかな下層植生の発達で総生産量は維持され

ることが明らかとなった。また森林生態系としての

純生産量（NEP）は、生態系呼吸量（RE）の如何によっ

ていた。従って REのコントロールにより、落葉広葉

樹林の炭素蓄積機能を発揮させることが可能である

と考えられる。

（イ）台風撹乱と炭素固定量の観点から見た常緑広

葉樹林の安定性の評価

台風撹乱によって成熟した常縁広葉樹の林冠が崩

壊した場合、林冠優占種の低い枯死率や速やかな亜

高木層種の発達で純一次生産量は維持されることが

明らかとなった。一方で、種組成及び階層構造が単

純な薪炭林由来の二次林では、高齢化に伴い台風撹

乱への感受性が高くなる可能性が示唆された。炭素

固定の観点から、複雑な階層構造と多様な種組成は、

台風撹乱に対する耐牲を維持するために重要である

と考えられた。
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( 3 ）冷温帯林の環境変動に対応する炭素固定技

術の開発

ア研究目的

高緯度・高海抜地域に成立する冷温帯林は、冷涼

な気候の影響による微妙なバランスの上に成り立っ

ており、環境の変動に対しては脆弱であると考えら

れる。冷温帯林は日本の森林において無視できない

面積を占めるものの、その特徴である低温・温度不

足が林分単位の物質生産にどのような影響を与えて

いるか解明されているとは言えない。本研究では、

冷温帯林において、低温・温度不足に由来する生育

環境要因（短い成長可能期間・成長期の低温・貧栄

養など）が生産過程に及ぼす影響を明らかにして、

環境因子の影響を考慮した冷温帯林の炭素固定管理

技術を開発する。

イ研究方法

本研究は、本州｜に位置する 3つの冷温帯林針葉樹

林（下北ヒパ林、八ヶ岳シラベ・オオシラビソ天然

林、木曽ヒノキ林）を対象として扱う。なお成長モ

デル・光合成モデ、ルの構築については、人工林（下

北ヒバ林・木曽ヒノキ林）を対象として扱う。

（ア）個体成長量と環境因子との関係、の解明

八ヶ岳シラベ・オオシラビソ林及び木曽ヒノキ林

において、伐倒木から得られた年輪データ及び近傍

のアメダスデーターから、 Yonenobu and Eckstein 1 l 

の方法に従って年輪成長量と気象要素の関係につい

て解析を行った。

（イ）個葉レベルの光合成特性の定量化

光合成モデル構築のために、異なる樹冠タイプの

下に生育するヒパ稚樹の光合成速度の季節変化を測

定した。木曽ヒノキにおいては、葉の生理特性（最

大カルボキシレーション速度 V::max＇最大電子伝達速

度lmaJの季節変化を定量化し、葉の窒素濃度との関



係を評価した。

（ウ）光合成量の環境応答予測

稚樹の定着率促進が林分維持の鍵となると考

えられる青森ヒパ林においては、林床の光環境

変化に伴う光合成量の変化を推定する光合成モ

デ、／レを構築した。一方、現存する林分の将来に

おける環境応答が課題となる木曽地方のヒノキ

林においては、成木を対象とした Farquhar-type

の光合成モデルを構築し、将来の環境変動に対

0.5 

0.0 

事誕
嵯 －0.5
:&jg 

卑 0.5

0.0 

＜木曽ヒノキ＞

する光合成量の応答を推定した。

ウ研究結果

（ア）個体の成長量と環境因子との関係の解明

シラベ ・オオシラビソはおお属）及びヒノキ

の年輪成長は、同年の生育シーズン初期の日射

量と正の相関を示した（図2103-1）。また、 Abies

属においては同時期の気温と正の相関を、ヒノ

キでは前年盛夏期の積算気温と負の相関をもつ

ことが明らかになった。

-0.5 
ー前年－ . : －当年ー

4月 8月 12月 4月 8月 12月

図2103-1 年輪成長量と気象要素の関係

八ヶ岳 Abiθ5属および木曽ヒノキの年輪成長と月毎の気象要素の相関関係。シンボルは、 。 ：積算

日射量、企 ：降水量、． ：平均気温、 V ：最高気温5°C以上日数積算で、中塗りは p く0.05、白抜

きは p < 0. 1で相関係数が有意なことを表す。

（イ）個葉レベルの光合成特性の定量化

ヒパ稚樹の飽和光合成速度は、関空度に差の

生じる 8月 ・10月に上層の樹冠タイプ問で大き

なバリエーションが生じていた（図21032）。 2

つの地形（尾根・斜面中間）に生育するヒノキ

成木においては、 vcmax及び、 lmaxはいずれの時期

でも尾根生育の個体の方が高く（図2103-3）、そ

の変動は、生育地の栄養条件に依存する葉の窒

素濃度で説明できた。
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図2103-2 ヒパ稚樹の光合成特性

異なる樹冠タイプの下に生育するヒパ稚樹の光一光合成曲線の季節変化。 4月の段階では、展葉期間

の短い落葉樹は未展葉。エラーパーは標準誤差。
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図2103-3 ヒノキの光合成特性

二つの地形に生育する木曽ヒノキにおける単位葉面積あたりの最大カルボキシレーション速度

（ ~ma）、および最大電子伝達速度（んJ の季節変化。エラーパーは標準誤差。
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業環境技術研究所が 3次メッシュへと内挿した

もの）を用いて、木曽ヒノキ成木における月毎

の日光合成量の経年変動を推定 した結果、木曽

ヒノキの日光合成量は、早春一初夏にかけて最大

となることが推定された。 しかしながら、この

時期の日光合成量は、 50年間で大きな変化はみ

せず、 一方で、盛夏期の日光合成量は将来にわ

たり低下する傾向にあることが予測された（図

2103 5）。

（ウ）光合成量の環境応答予測モデ、／レの構築

ヒパ稚樹の光合成量を光一光合成モデルから

推定した結果、林冠が閉鎖していても上層の構

成種が落葉樹であれば、年間の光合成収支はプ

ラスになることが明らかになった（図2103-4）。

ただし、展葉期間の長い落葉樹下においては、

展葉期の残雪の存在を考慮、した場合には光合成

収支がマイナスとなり得ることも示された。

2001年～2050年の気象予測値（東京大学等が

開発した気候モデル「MIROC」高解像度版を農

ギャップ
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光光合成モデ、ルを用いたヒパ稚樹個体の月光合成量推定

異なる樹冠タイプの下に生育するヒパ稚樹の月光合成量の推定値。展葉期間の長い落葉広葉樹下にお

いて、展葉期の残雪を考慮した場合には（中塗り・実線）、残雪を考慮しない場合（白抜き ・破線）

と比較して光合成量が大きく低下する（赤矢印）。
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Farquhar-typeモデルを用いた木曽ヒノキの月別の日光合成量の推定

気象予測値に基づいて計算した木曽ヒノキの単位葉面積あたりの日光合成速度の季節

変化。異なる色の線は、それぞれ10年ごとの平均値を表す。エラーパーは標準偏差。
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工考察

（ア）個体成長量と環境因子との関係の解明

冷温帯林における針葉樹の年輪成長量の長期

トレンドは、主に当年の春ー初夏にかけての光合

成量が重要な要素となることが示唆された。こ

れは、光合成モデ、ルの予測とも一致する。

（イ）個葉レベルの光合成特性の定量化

ヒパ椎樹の光合成能力は、上層の樹冠タイプ

（＝林床の光環境）に強く依存しているため、

個体ベースの光合成モデルを構築する場合には

生育光環境の季節変化を把握する必要があるこ

とが示唆された。また、木曽ヒノキの veil聞は、

主に生育地の栄養条件に依存しているものの、

その変動幅は、 Hanand Chiba 2 lが示した低標

高域の個体の値と大きな違いはみられなかった。

このことから、冷温帯林におけるヒノキの成長

低下は、よりマクロな次元で生じていることが

示唆された。

（ウ）光合成量の環境応答予測モデルの構築

落葉広葉樹の樹冠下では、上層木の展葉前に

十分な光量と気温が揃うフェノロジカル・

ギャップが形成されており、この時期の光合成

がヒパ稚樹の更新に重要であることが示された。

ただし、落葉樹下の光合成は、展葉期の残雪の

有無に影響を受けるため、将来の環境変動の影

響を予測する際には、上層木の展葉フェノロ

ジーの変化と降雪量・融雪時期の変化の相互作

立をめざす。木曽ヒノキにおいては、環境変動

が炭素固定に与える影響の定量的な予測のため

に葉レベルの光合成モデルの改良に加え、個

体・林分レベルへの拡張が必要となる。

力要約

（ア）個体成長量と環境因子との関係の解明

八ヶ岳の Abiθ5属及び木曽のヒノキにおいて、

春一初夏の日照条件が年幹肥大成長量のトレン

ドと関係の深いことを明らかにした。

（イ）個葉レベルの光合成特性の定量化

ヒパ椎樹の光合成能力は、上層木の展葉フヱ

ノロジーの影響を強く受けていた。また、木曽

ヒノキの光合成特性の変動は、生育地の栄養条

件に起因する葉の窒素濃度の違いを反映してい

た。ただし、他の地域と比較した場合は、光合

成特性の変動幅は大きな違いはみられなかった。

（ウ）光合成量の環境応答予測モデルの構築

構築した光合成モデ、ルから、ヒパ稚樹におい

ては、将来にわたる上層木の展葉フェノロジー

と春先の残雪量変化の相互作用が、稚樹の更新

可能性に影響を与える可能性が示された。木曽

地方においては、温暖化に伴う夏期の光合成速

度の低下の可能性が示唆された。

キ引用文献

1 ) Yonenobu H. and Eckstein D. (2006). 

用を考慮する必要がある。また、木曽ヒノキ林 Reconstruction of ear廿 springtemperature for 

の将来にわたる夏期の光合成量低下は、気温上 central Japan from the tree ring widths of Hinoki 

昇にともなう呼吸量の増加に因ると考えられる。 cypress and its verification by other proxy 

一方で、今回のモデルでは考慮していない要因 records. Geophysical Research Letters. 33. 

（光合成の温度順化など）を含めた場合には、 2 ) Han Q. M. and Chiba Y. (2009). Leaf 

より穏やかな経年変化をすることも予想される photosynthetic responses and related nitrogen 

ことから、さらなるモデルの改良が必要である。 changes associated with crown reclosure after 

thinning in a young Chamδθcyparis obtusa stand. 

オ今後の課題

下北のヒパ林においては、土木層だけでなく、

林床の光環境に対する中低木層の影響にも注目

して研究を進め、科学的に裏打ちされた、将来

の環境変動に対応可能なヒバ林の更新技術の確

Journal of Forest Research. 14: 349 357. 

研究担当者（壁谷大介＊、橿間岳、岩本宏二郎、

韓慶民）
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第 2章 農地生態系からの温室効果ガスの排出削減のための管理技術の

開発

( 1 ）草地における C刷、 N20の排出削減のための

有機物管理技術の開発

ア研究目的

生ふん尿や堆肥などの家畜せつ物に対して、窒素

やリンによる水質汚染の観点から多くの研究が行わ

れ対策がとられてきた。しかし、有機物施用が CHぃ

N20の発生量に及ぼす影響については実測値が少な

く、草地飼料畑においても情報が不足している。本

研究は、堆肥施用量の違いが、 CH4、N20の吸収量・

発生量に及ぼす影響を解析し、施用有機物の理化学

性の違いが、温室効果ガス収支に及ぼす影響を LCA

で評価することを目的とする。

イ研究方法

（ア）堆肥散布量が草地からの C町、 N20の発生量

に及ぼす影響

農研機構・畜草研（那須）のオーチヤードグラス

(Dact；カ注 glomθ•rata L.）単播草地（2005年 8月更新）

を供試した。下記 5処理区（ 4 m×5 m）を 3反復乱

かい法で配置した。近隣の民間牧場から採取した乳

牛パーク堆肥又は乳牛おがくず堆肥を供試した（表

2201 1)0 2006年 4、11月、 2007年4、11月に、上記

堆肥を 0、25、50、100、150νhaずつ表面散布し、

年間散布量を 0、50、100、200、300t/ha/yrの5段

階とした。

ステンレス製チャンパー（直径約40cm×高さ

30cm）を密封してから 0、30分後にガス試料

(20mL) を採取し、真空パイアル瓶（lOmL）に

加圧保存した。 FID GC （島津製作所 GC8A）、

ECD GC （島津製作所 GC 14B）で CH4、N20を

分析し、フラックスを台形法で積算し、 CH4、N20発

生量を求めた。堆肥散布から l、 3、 5、7、10日

後にフラックスを測定し、その後は、約 1週間に l回

の頻度でフラックスを測定した。

表2201-1 供試堆肥の理化学性

散布時期
N NHcN 

（乾物目）

2006/4/24 1. 30 0.005 

2006/11/22 1. 49 0.002 

2007/4/23 1. 90 0. 001 

2007/11/26 1. 74 0.006 

（イ）スラリー、堆肥を散布した草地の温室効果ガ

スの収支

農研機構・畜草研（那須）のオーチヤードグラス

(Dact川：げ；！omθrataL. ）単播草地（2006年 8月更新）

を供試した。下記 3処理区（ 4 m×4 m）を 3反復乱

かい法で配置した。各処理区の一部に裸地（ 1 m×l 

m）を設置した。標準的と判断された那須地域の酪農

家から、スラリー、堆肥を収集した。供試有機物の

理化学性、投入量は表22012、 3の通りである。各

処理区の窒素供給量が210kgN/ha/yrとなるよう化学

肥料を補填した（表22014）。

CH4、N20発生量は（ア）と同様にして求めた。裸

地では、同じ大きさのチャンパーを密封してから 1

N03-N 
C/N 

含水率

（現物出）

0. 008 27. 2 71. 7 

0. 027 23. 4 66. 5 

0. 147 19. 9 63. 7 

0. 013 21. 2 48. 0 

～3分後の C02濃度変化を拡散型の C02プロープ

(VAISALA GMP 343）で測定した。フラックスを台

形法で積算し C02発生量を求めたO

各処理区の草地表面にコドラート（50cm×50cm)

を設置した。コドラート内のリターをあらかじめ除

去し、 2008、2009年の 5, 7, 9, 11月の収量調査

時に、コドラート内の収穫残誼を回収した。寒冷紗

で製作した網袋（15cm×20cm）に、風乾したオー

チヤードグラスの収穫残誼を約 8g封入し、 2008/3 

/25に針金で地表面に密着させ固定した。約 1ヶ月間

に l回の頻度で網袋を回収し、収穫残j査の乾物重を

測定した。

草地における温室効果ガス収支に、堆肥化過程の
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エネルギー消費（伊藤 1) ）、排せっ物管理からの C町、

N20の発生量（温室効果ガスインベントリオフィス

2））、化学肥料の生産過程からの温室効果ガスの発生

量（SimaPro7.1）、機械作業（堆肥の積み込み・運搬・

表2201-2 供試有機物の理化学性

散布時期
N 

堆肥T 2008/3/25 1. 99 

スラリーキ 2008/3/25 3. 79 

スラリーキ 2008/5/28 4. 85 
堆肥T 2009/3/26 2. 29 

スラリーキ 2009/3/26 4. 30 

スラリーキ 2009/5/28 4. 35 

T乳牛おがくず堆肥．宇乳牛スラリー

表2201-3 有機物投入量

散布時期

2008/3/25 
2008/3/25 
2008/5/28 
2009/3/26 
2009/3/26 
2009/5/28 

種類

乳牛おがくず堆肥

乳牛スラリー

乳牛スラリー

乳牛おがくず堆肥

乳牛スラリー

乳牛スラリー

表2201-4 施肥設計

生重

Ct/ha) 
36. 5 
32. 8 
33. 6 
39. 2 
31. 7 
34. 1 

散布、スラリーの運搬・散布、肥料散布、刈り取り、

反転集草、ラップサイレージ梱包・密封・運搬）の

エネルギー消費（佐々木 3））を加え、スラリー区と

堆肥区からの温室効果ガス発生量を比較した。

NHcN N03-N 
C/N 

含水率

乾物目 現物情

0.09 0. 01 20. 1 65. 4 

1. 92 0. 00 8. 2 87. 9 

2. 39 0. 00 9. 6 90. 8 

0. 14 0. 01 15. 5 71 9 

2.07 0. 00 9. 8 89. 0 

1. 67 0. 00 9. 1 89. 9 

乾物重 炭素投入量 窒素投入量
Ct/ha) CtC/ha) (kgN/ha) 
12. 6 5. 07 252 
3. 97 1 24 150 
3. 09 1. 43 150 
11. 0 3. 92 252 
3. 49 1. 47 150 
3.44 1. 36 150 

2008年 2009年
処理区 施用窒素

3/25 5/28 7 /10 9/1 3/26 5/28 7 /13 9/1 

無窒素区 硫安（kgN/ha)

スラリー区
硫安（kgN/ha) 一 一 60 30 一 一 60 30 
スラリー（kgN/ha) t 150 150 一 一 150 150 
硫安 CkgN/ha) 40 4 7 60 30 29 40 60 30 

堆肥区 <:> 

堆肥 Ck訓／ha）宇 252 一 一 一 252 

Tスラリーの窒素肥効率を1年目40弘、キ堆肥の窒素肥効率を1年目 13.2目、 2年目 7.0怖と、見
積もった。両区とも、年間の窒素供給量が210kgN/ha/yrとなるように窒素不足分を硫安

で補填した。また、各処理区ともリン酸の不足分を過石で補填した。無窒素区には過石

(100 kgP205/ha/yr）と硫加（200kgK20/ha/yr）のみ施用した。

ウ研究結 果

（ア）堆肥散布量が草地からの C町、 N20の発生量

に及ぼす影響

堆肥散布量の増加は CH4発生量を変化させなかっ

た（表22015）。堆肥散布量の増加に伴い N20年開発

生量が増加した（p<O.001）。乾物収量は、 2.6～11. 0 

t/ha/yrの範囲に分布し、乾物収量当たりの N20年開

発生量は0.15～0. 32 kg N/tで、堆肥散布量との関係

は認められなかった（図22011）。堆肥由来の N20排

出係数は0.01～0.13協の範囲に分布し、堆肥散布量

とN20排出係数の聞に明確な関係は認められなかっ

fこO
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表220ト5 各処理区からの C刊、 N20の年開発生量

堆肥散布量 2006/4/17～ 2007/4/16 2007/4/17～ 2008/4/16 

(t/ha/yr) 

0 
(kgCHcC/ha/y r) 

-1.1 ± 0.2 

(kgN20-N/ha/y r) (kgCHcC/ha/y r) (kgN20-N/ha/y r) 

0.47 ± 0.14 -0.46 ± 1.43 0.86 ± 0.23 

50 

100 

200 

300 

-1 0 ± 0. 9 

-0. 59 ± 0. 43 

-1 0 ± 0. 7 

-0. 93 ± 0. 48 

0. 51 ± 0. 33 

0. 53 ± 0. 05 

1 1 ± 0. 5 

1. 2 ± 0. 4 

0.01 ± 1.18 

-0. 78 ± 0. 92 

-0. 63 ± 0. 69 

-0. 05 ± 0. 28 

1. 1 ± 0. 1 

1 9 ± 0. 4 

2. 4 ± 0. 3 

3. 0 ± 0. 6 

0.4 
ml副
制

ぎ 0.3
:z f「

コ、戸
~」毒 0.2
叩き
目｜制

堅 0.1 
辱

説 0.0 。 50 100 200 300 

• 2006 

・2007

堆肥散布量 Ct/ha/yr)

図220ト1 堆肥散布量と乾物収量当たり N20発生量の関係

（イ）スラリー、堆肥を散布した草地の温室効果ガ

スの収支

CH4年開発生量は、スラリー区で0.21～1.8 kg 

C/ha/yr、堆肥区で－ 1. 7～－ 0. 27 kg C/ha/yrの範囲

に分布した（表2201-6）。N20年開発生量は、スラリー

区で1.8～7. 6 kg N/ha/yr、堆肥区で2.2～7. 6 kg 

N/ha/yrの範囲に分布した（表2201-6）。施用窒素由

来の N20排出係数は、スラリー区が0.36～1. 7潟、堆

肥区が0.46～1.聞の範聞に分布し、処理問差は認め

られなかった。

C02発生量は、スラリー区＞堆肥区＞無窒素区の順

で前者ほど多く（表2201-6）、 2008～2009年に施用し

たスラリー（5.50 t C/ha）の約84%、堆肥（8.99 t C/ha) 

の約23協が、 2008/3 /22～2010/ 3 /21の2年間に分解

された。スラリー散布後のN20とC02フラックスは、

定性的に類似した経時変化を示した。

スラリー区の乾物収量は7.7～9. 9 t/ha/yr、堆肥区

の乾物収量は8.5～10. 5 t/ha/yrの範囲に分布し、地

域の標準収量が得られた。スラリー区、堆肥区の収

穫残誼量は、 1.2～1. 4 t/ha/yrの範囲に分布し、乾物

収量の12～l慨が、収穫残j賓として草地に還元された。

草地表面に2008/3 /25に設置 した収穫残誼（リ

ターパック）の分解率は、 2009/3 /25までの 1年間

で約73弘、 2010/3 /25までの 2年間で約92%であった。

スラリー区、堆肥区からの温室効果ガスの発生量

をLCAで比較した結果、乳牛生ふん尿におがくずを

添加し堆肥化して草地に散布すれば、温室効果ガス

の発生量を6.7～10. 8 tC02-eq/ha/yr抑制できること

が示された（図22012）。

施肥時期の土壌水分と施肥直後から10日間の降水

量が多いほど、 N20 フラックスの番草ごとの積算値

が多かった（図2201-3）。



2009/3/22～2010/3/21 

(kgCHcC/ha/yr) 

-1.2±1.3 
1 8 ± 0. 9 

-1. 7 ± 0. 2 

(kgN20-N/ha/yr) 

0. 35 ± 0. 11 
1. 8 ± 0.4 
2.2 ± 0. 2 
(tC02-C/ha/y r) 

4.0 ± 0. 5 
6.0 ± 0.2 
4. 7 ± 1. 5 

2008/3/22～2009/3/21 

(kgCHcC/ha/y r) 

-1.2 ±1.1 
0. 21 ± 0. 97 

-0. 27 ± 2. 79 

(kgN20-N/ha/y r) 

0. 81 ± 0. 33 
7. 6 ± 4.0 
7. 6 ± 5. 5 

(tC02-C/ha/y r) 

4. 2 ± 1.0 
6. 8 ± 0.0 
5. 6 ± 0. 9 
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N20発生量の年次変動の要因解析

いずれの処理区でも CH4吸収が観測されたと推察さ

れた。この結果は、 15～30t/ha/yrの乳牛パーク堆肥

が散布された草地で既に報告された結果と同じであ

り（Moriet al. 4 ) ）、堆肥散布量の増加は草地の CH4

吸収量をほとんど変化させないと推察された。堆肥
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考察

（ア）堆肥散布量が草地からの C州、

に及ぼす影響

堆肥散布直後の CH4フラックスの増加は僅かで

あったため、 CH4発生量は堆肥散布量の影響を受けず、

図2201-3

N20 の発生量

工



に対する0.1日以下の比較的小さな N20排出係数は、

乾燥牛ふん、牛おがくず堆肥で既に報告された値

(0. 05～0.0側、 Akiyamaand Tsuruta・s））と同等で、

牛ふん堆肥の分解特性に起因すると推察された。

Firestone et al. 6）は、脱窒由来の N20/Nの値は、土

壌中の硝酸態窒素の濃度増加に伴い増加することを

示したが、本研究では、牧草生育期間中に、土壌中

の硝酸態窒素の濃度が比較的低い値に抑制されたた

め、 N20排出係数は堆肥散布量の影響を受けなかっ

たと推察された。

（イ）スラリー、堆肥を散布した草地の温室効果ガ

スの収支

堆肥区はスラリー区より施用有機物からの炭素投

入量が多く（表22013）、有機物分解量が少なかった

（表22016）。供試堆肥は敷料として添加されたオガ

クズを含むため、分解速度が比較的遅く、草地にお

ける炭素収支の改善効果が比較的大きかったと推察

された。 LCAの結果から、温室効果ガスの発生量を

総合的に抑制するためには、草地の炭素収支を改善

し、草地からの N20発生量を抑制するとともに、堆

肥化とスラリー貯留の過程の CH4、N20の発生量を

抑制することが重要と推察された（図22012）。 N20

発生量の年次間差は、施肥時期の降雨パターンの年

次間差に起因すると推察された。 2009年は2008年よ

り、施肥時期の土壌水分が低く、施肥直後 (lo日間）

の降水量が少なかった（図22013）。このため、 2009

年は、地温が高くなる夏期に土壌水分が律速となり、

N20発生量が大きく増加しなかったと推察された。

オ今後の課題

（ア）堆肥熟度と温室効果ガス発生量の関係解明

堆肥化から草地への堆肥散布を含めた温室効果ガ

ス収支を堆肥熟度に焦点を置いて整理し、温室効果

ガス発生量が少ない生産体系を明らかにする必要が

ある。

（イ）堆肥連用に伴う温室効果ガス削減ポテンシャ

ルの解明

当該緩和技術の適用可能範囲を把握し、温室

効果ガスの削減ポテンシャルの広域評価が必要

である。また、堆肥連用を行う草地で、土壌有

機物分解量、 N20発生量の経時変化を調査し、

堆肥連用年数を踏まえた温室効果ガスの削減ポ

テンシャルを明らかにする必要がある。

力要約

（ア）堆肥散布量が草地からの C町、 N20の発生量

に及ぼす影響

CH4発生量は、 1. 1～0. 01 kg C/ha/yrの範囲に

分布した。草地からの CH4年開発生量は、堆肥散布

量（ 0～300 t/ha/yr）の影響を受けず、いずれの処

理区でも C同吸収が観測された。N20年開発生量は、

0.47～3. 0 kgN/ha/yrの範囲に分布した。堆肥散布量

( 0～300 t/ha/yr）が多いほど N20発生量が多かっ

たが、 N20排出係数は0.15%以下で、堆肥散布量の違

いは、 N20排出係数を変化させなかった。

（イ）スラリー、堆肥を散布した草地の温室効果ガ

スの収支

乳牛スラリーの約84%、乳牛おがくず堆肥の約

23%/J）、 2年間の測定期間に分解され、堆肥散布

は草地の土壌炭素の消耗を抑制する効果が大き

かった。スラリーを散布した草地、堆肥を散布

した草地からの CH1発生量は僅かで、 N20発生

量は同等であった。生ふん尿にオガクズを添加し、

堆肥化して散布すれば、温室効果ガス発生量を6.7～ 

10. 8 tC02 eq/ha/yr抑制できることが、草地の温室

効果ガス収支、排せつ物管理、飼料生産の機械作業

などを含む LCAで示された。
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研究担当者（森昭憲＊）

( 2 ）家畜排せつ物管理における温室効果ガス発

生量の評価

ア研究目的

家畜ふん尿起源の温室効果ガス（GHG）の総排出量

720万トンのうち汚水浄化処理やスラリー貯留など

液状ふん尿管理からの排出は200万トン以上と算定

され、削減効果が高いとされている。しかし、液状

のふん尿混合物からのGHG排出に関しては測定手法

が確立されておらず、国内の排出係数を欧州｜の類似

処理のデータから換算している。

本研究では、家畜ふん尿起源の GHG排出量を、畜

産農家の実施設において実測する手法を確立し、こ

の手法に基づく測定調査により、我が国の温室効果

ガス排出係数（インベントリー）を明らかにするこ

とを目的とする。

イ研究方法

（ア）搾乳牛及び豚の汚水貯留処理起源GHG測定手

法開発と排出係数の算定

a 地上開放式スラリー貯留槽からのガス発生

(a)GHG測定チャンパーシステムの開発

スラリー上に浮かべて連続測定が可能なオープン

チャンバーシステム（実容積530L、評価対象面積

1. 17m2）を作製した。本システムの測定精度を検証す

るため、水中でメタンガスを発生させてその回収率

を求めた。また、貯留槽内の測定地点によるガス発

生の変動をみるために、任意の 2地点に 2つのチャ

ンパーを同時に設置してガス発生量を比較した。

( b）農家施設での実測

2008年夏～2009年冬にかけて、 2戸の酪農家の地

上開放式スラリー貯留槽A （搾乳牛150頭分のふん尿

が毎日投入）及びB（搾乳牛98頭分のふん尿が不定期

に投入。 1時間間隔で20分間撹杵）において、約 3週

間の連続測定を各 2ないし 3期間で実施した。 GHG

発生量は、スラリー上に浮かべたチャンバー内の空

気を一定速度で換気しながら、排気ガス中メタン、

二酸化炭素、一酸化二窒素、アンモニア濃度をマル

チガスモニタ（！PD、INNOVA社製）により 10分間隔

で測定して求めた。スラリーの液温、 pH及び酸化還

元電位（ORP）を同時に測定した。

b 地下式のスラリー貯留槽からのガス発生

(a ）地下式スラリー貯留槽からのガス測定試験

地下式スラリー貯留槽からのガス発生について、

処理方法が異なる熊本県内 2戸の酪農家（固液分離

方式とふん尿混合方式）において貯留槽開口音防ミら

一定量の吸引換気を行う方法で、夏季又は秋季と冬

季にマルチガスモニタによりガス濃度測定を行い、

あわせて貯留排せっ物の TS、vs及び TNを分析調

査した。

( b）スラリー等液状貯留物実態調査

スラリー等液状貯留物の貯留実態を明らかにす

るため、熊本県内酪農家53戸において夏季（ 7/7

9/15）にスラリー等のサンプリングを行い、 TS、vs
及び TNを分析調査した。

c 乳牛スラリー貯留物性状とメタンガス発生

の関係

スラリー貯留中に発生するメタンガスに関し、現

地における測定は別項で紹介されているとおりであ

る。スラリーの’生状は施設ごとに異なり一定ではな

く、スラリー貯留の環境も時々刻々と変化している

のが通常である。現地測定の結果を補完するために、

メタン発生とスラリー性状・環境因子の関係を得る

ことを目的とした。 5つの施設（北海道酪農大（RGU）、

北海道芽室（MMR）、北海道新得（SNT）、岡山（OKY）、

熊本（KMT））において、現地で貯留されているスラ

リーを採取し、それらを凍結させ輸送・保存した。

メタンガス発生を調べるための培養装置を、

Hansen et al. 6 lを参考にして作成した。すなわち、

市販のネジ口ガラスピン（内容積約2.3 L）に内蓋と

してブチルゴムシートを用い、ネジ口の外蓋を用い

て密閉した。外ふたには直径20mmの穴を聞けておき、

ブチルゴムシートに注射針を刺すことを可能とした。

スラリーを解凍後、 1日間室温で静置させた後、

300 mLのスラリーをビンに分注入した。ヘッドス

ペースを窒素ガスで満たし、上記の内蓋と外蓋で密

閉した。これを、 25° C及び15° Cの恒温器に入れ培

養を開始した。ビン内のメタンガス濃度、内圧を定

期的に測定した。内圧が大気圧よりも高い場合、注

射針を経由して陽圧分を逃がした。以上より、発生

したメタンを計算した。なお、培養は各 3反復で実
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施した。

（イ）牛舎及ひ、豚舎汚水浄化処理起源GHG測定手法

開発と排出係数の算定

a 酪農雑排水浄化処理起源の GHG発生

(a ）酪農家処理施設での測定

酪農家の活性汚泥浄化処理施設全体から揮散する

アンモニア、メタン、 一酸化二窒素等を曝気槽上部

で、マルチガスモニタにより連続的に測定した。

( b ）連続式活性汚泥処理試験施設での測定

曝気槽24m3と沈殿槽からなる連続式活性汚泥処理

試験施設を用いて酪農雑排水浄化処理試験を行った。

本施設の曝気槽部分をビ、ニールハウスで覆い、ハウ

ス内からブロアを用いて一定風量で換気（242m3/h)

を行って揮散するメタン、 一酸化二窒素等をマルチ

ガスモニタにより連続的に測定した。投入汚水はふ

ん尿分離後の牛尿と雑排水で、 BOD容積負荷を0.55

から0.20kg/m3/dayと段階的に変更して試験を行っ

た。

b 豚舎汚水浄化処理起源の GHG発生

肥育豚換算4,000頭規模の養豚農家に設置されて

いる膜分離活性汚泥浄化施設（曝気槽 8槽、曝気槽

合計270m3）を用い、曝気槽 l槽の開口部をチャン

ノくーで、覆い一定量の換気状態で、対象ガスの濃度変

化を温暖期と寒冷期の計 2回各 1ヶ月程度測定し

Tこ。

ウ研究結果

（ア）搾乳牛及び豚の汚水貯留処理起源GHG測定手

法開発と排出係数の算定

a 地上開放式スラリー貯留槽からのガス発生

スラリー上に浮かべて連続測定が可能なオープン

図2202-1 ガス揮散測定オープンチャン

ノ〈ーシステム

チャンパーシステムを開発した（図2202-1）。メタン

回収率実験においては、 98%以上の回収率が得られ

た。また、貯留槽内の任意の 2地点問で GHG発生量

に有意な差は認められなかった。

貯留槽Aのスラリー平均液温（約lOcm深）は、各

調査期間、 A-08夏、秋及び A-09春でそれぞれ22℃、

17℃及び15℃であった。メタン発生量は A 08夏では

平均50gCH4/m2/day、A-09春で、は平均31gCH4/m2/day 

で、概ね安定した発生がみられた。一方、 A 08秋に

おいては、調査期間前半は A-08夏と同等のメタン発

生がみられたが、散布により貯留量が減少した第 2

週を境にメタン発生量は減少傾向を示した（図

2202-2）。 一酸化二窒素は A-08夏及び秋では20～50

mg N20 N/m2/dayの発生を認めたが、 A 09春の調査

では、 一酸化二窒素の発生は顕著でなかった （図

2202 2）。調査期間中の投入スラリー量から算出した

ガス排出係数は、メタンは A-08夏、秋、 A-09春でそ

れぞれ4.1、3.2及び2.4% (gCHigVS）、 一酸化二窒

素はそれぞれ、 0.04、0.05、0.00九（gN20-N/gN）と

なった。

貯留槽 Bのスラリー平均液温は、 B← 09夏で20℃、

B-09冬で 2°Cで、あった。メタン発生量は B-09夏、冬

で、それぞ、れ20～60g、 2g CHim2/day、一酸化二窒素

発生量は B-09夏、冬でそれぞれ平均 0mg、 6mg

N20 N/m2/day （図22022）で、あった。スラリー撹枠

時にはメタン及びアンモニアの発生量が増加する傾

向が見られた。 B09夏のガス排出係数は、メタン及

び一酸化二窒素でそれぞれ平均2.0九（gCH/gVS）、

0.00九（N20-Ng/gN）と算出された。
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図2202-2 地上開放式貯留槽A及び Bにおけるメ

タン及び一酸化三窒素発生量
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スラリー培養実験から

算定された暫定的メタン排出係数

(40日間培養）

図2202-6スラリー培養実験における

強熱減量と発生したメタン量の関係

(25° c培養で315日間）

図2202-5

2202 5）、メタン排出係数は高温の方で上昇すること

が認められた（図2202-6）。しかし、同じ温度でも排

出係数はスラリーによって変動が認められた。

（イ）牛舎及び豚舎汚水浄化処理起源GHG測定手法

開発と排出係数の算定

酪農雑排水浄化処理起源の GHG発生

酪農家の浄化処理施設からはアンモニア、メタン、

一酸化二窒素すべての測定対象ガスが普遍的に発生

していることが確認された。

連続式活性汚泥処理試験施設（図22027）での投

入汚水はふん尿分離後の牛尿と雑排水で、 BOD容積

負荷を0.55から0.20kg/m3/dayと徐々に低下させて

試験を行ったところ BOD容積負荷低下に伴いメタン

濃度は減少し、一酸化二窒素濃度は逆に高くなるこ

とが確認された。そこで、 BOD容積負荷を0.25～

0. 50kg/m3/dayと段階的に変えて試験を行った結果、

一酸化二窒素の最大濃度は0.25kg/m3/dayで33.4ppm 

( 21. 5gN20-N/kgTN）、 0.30kg/m3/day で62.8ppm 

(31. lgN20 N/kgTN）で、あったが、 0.50kg/m3/dayで

は0.5ppm (0. 3gN20-N/kgTN) （図2202-8）メタン濃

地下式のスラリー貯留槽からのガス発生

地下式スラリー貯留槽からのガス排出係数を日間

投入スラリー量から算定したところ、メタン排出係

数は固液分離方式の A牧場で夏季0.5%程度、冬季は

算定されず、ふん尿混合処理の B牧場で夏季17.0目、

冬季4.7九程度（gCH4/gVS）であった。また、一酸化二

窒素排出係数は A牧場で夏季、冬季ともにほとんど

算定されず、B牧場で秋季0.07札 冬 季0.04%程度

(gN20-N/ gTN）と算定された（図2202-3）。スラリー

等液状貯留物実態調査では53戸の調査農家を排せっ

物の処理方法別に区分し、分析項目ごとに集計した

ところ、それぞれの項目において処理方法別の特徴

が認められた（図2202-4）。

乳牛スラリー貯留物性状とメタンガス発生

の関係

5種類のスラリー性状を分析した結果、TS(105° C 

蒸発残留物）は0.44～9.00%、vs(550° C強熱減量）

は0.23～7. 10%の範囲を示し、施設によって大きな

バラツキがあった。

メタンの発生量は強熱減量が多いほど増加し

b 

a 

（図
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度106ppm (10. 6gCH/kgVS）となり、浄化処理の悪

化によりメタンの増加と一酸化二窒素の減少が確認

された（図2202-8）。

b 豚舎汚水浄化処理起源の GHG発生

豚舎汚水浄化処理試験では、投入汚水 BOD濃度は

3, 300ppm 程度であり、 BOD 容積負荷も 0.2-

0. 3kg/m3/dayと豚舎汚水浄化では比較的低負荷条件

図2202-7 牛舎排水浄化処理試験施設

工考察

（ア）搾乳牛及び豚の汚水貯留処理起源GHG測定手

法開発と排出係数の算定

a 地上開放式スラリー貯留槽からのガス発生

本試験で開発したチャンパーシステムは、地上開

放式のスラリー貯留槽実施設において、貯留スラ

リーからのガス発生量を連続的に測定することがで

きる。本システムを使用するには、電源及び計測機

器の収納小屋の設置場所を貯留槽の側に確保する必

要がある。なお、チャンバ一本体は PVC製のゴムボー

トであるため、スラリー表層が厚いスカムで覆われ

ている場合は、チャンバーとスカムの聞に隙聞が生

じることが予想され、改良若しくは別途検討が必要

になる可能性がある。

日本国温室効果ガスインベントリ報告書（2009年 4

月）では、乳牛スラリー貯留時の CH4及ひ、 N20排出

係数をそれぞれ3.側（gCH4/gVS）、 0.1九（gN20-N/gN) 

としている。本調査結果をそれらの現行値と比較す

ると、メタンの排出係数は貯留槽 Aの夏が現行と同

等でその他は現行よりも低い値、 一酸化二窒素の排

出係数はいずれも現行の半分以下の値を示した。ふ

ん尿からのメタン発生は温度が低いほど減少する

(Steed and Hashimotot）、Zeeman2l）。貯留槽Aの3回

で行われた。また、曝気槽の pHは中性、酸化還元電

位（ORP）は酸化傾向で、あった。窒素の除去率は93犯

と安定した運転管理が行われていたが、曝気槽から

はわずかながらメタンが発生しており、最も発生し

ていた時点でのメタン濃度は4.4ppmであった。一方、

一酸化二窒素の発生濃度は高く、最大91.6ppm、BG

の300倍程度の値で推移していた。

40 

30 

20 

10 

。

NH3(gNH~N/l<gTN) ・N20(gN2仁川ll<gTN)・CH4(gCH4/l<gVS) 

0.25kglm3/d 0.3kglm3/d 0.5kglm3/d 

図2202-8 牛舎排水浄化処理試験におけ

る排出量

のメタン排出係数はスラリー液温が低い調査時ほど

低く、温度の影響を反映した結果と考えられた。 一

方、貯留槽 Bでは、夏のメタン排出係数が現行値の

半分程度と低かった。貯留槽 Bでは、ふん尿投入間

隔が不定期であったために、調査期間中のガス発生

量に対して投入量が過大に見積もられ、排出係数が

過小評価されている可能性がある。

一酸化二窒素の発生はスラ リー表層のスカムの存

在により増加することが報告されている（Sommer

and Peterson3）、 Amon4l）。今回調査した貯留槽におい

ては、いずれも目立ったスカムは観察されなかった

が、 一酸化二窒素が定常的に検出された貯留槽 Aの

夏と秋の調査時では、スラリー表面に固形物が多少

浮遊していた。その他の影響因子として、温度の影

響が考えられるが、 Sommerand Peterson3）やWillerset 

al. 5）はー酸化二窒素発生に温度条件は影響しないこ

とを報告している。本調査結果においても一酸化二

窒素の発生と温度に関連は認められず、既往の報告

を支持するもので、あった。

b 地下式のスラリー貯留槽からのガス発生

地下式スラリー貯留槽からのガス測定試験では、2

事例とも、現行の日本国インベントリの搾乳牛貯留

の3.9% (gCH/ gVS）、 0.1% (gN20-N/gTト¥J）とは事離し



た結果となった。 A牧場の低い排出係数は、貯留ス

ラリーの TSが希薄であり、貯留期間も短いことが

要因と考えられた。また、 B牧場の夏季の高いメタ

ン排出係数は、液温が30°C前後で推移していたこと

から、中温メタン菌群にとって活躍しやすい環境で

あったことが要因と考えられる。以上のことから、

ガス排出係数はスラリーの成分、貯留期間、気温や

液温など要因によって変動する可能性が示唆された。

c 乳牛スラリー貯留物性状とメタンガス発生

の関係

スラリーの性状（強熱減量）に施設問で大きなバ

ラツキが認められた 強熱減量とメタン発生には強

い相聞があったため、スラリー性状の実態を正確に

把握することが、広域的なメタン発生推定に重要で

あると思われる。また、排出係数の変動には、メタ

ンの基質となる有機物の多寡や質が重要かもしれな

し、。

（イ）牛舎及び豚舎汚水浄化処理起源GHG測定手法

開発と排出係数の算定

牛舎及び豚舎汚水浄化処理起源 GHGの定量測定

が可能となった。しかし、発生の変動は各浄化施設

の管理工程で大きく日間変動し、また施設聞の変動

も多いことが推察された。特に、容積負荷の低下に

伴いメタン濃度が減少し、一酸化二窒素濃度が増加

したが、これは投入汚水の BODと窒素の比（BOD/N)

が低くなった（7.9→3. 5）ことが原因と考えられた。

そのため、一酸化二窒素の発生抑制には BOD/Nのコ

ントロールが必要と考えられた。また、浄化処理が

悪化すればメタン発生が増加するとともに、硝酸・

亜硝酸態窒素の低下とアンモニア態窒素の残存によ

りアンモニアの揮散が増加し、一酸化二窒素が減少

することが確認された。

オ今後の課題

（ア）搾乳牛及び豚の汚水貯留処理起源 GHG測定手

法開発と排出係数の算定

地上開放式スラリー貯留槽からのガス発生では本

調査の結果、メタンや一酸化二窒素の発生はふん尿

管理法の違いやスカム等の影響を受けることが示唆

され、排出係数の精般化にはより多くの実施設での

データの蓄積が必要であると考えられた。

地下式のスラリー貯留槽からのガス発生では、精

度の高い排出係数を提案するため、調査事例を増や

すとともに、ガス発生とスラリー成分、飼養頭数及

び貯留槽の大きさ等貯留状態との関連調査を深め、

これらの関係を解明する必要がある。

乳牛スラリー貯留物性状とメタンガス発生の関

係では、培養温度 50 C及び35° Cを実施し、温度

と強熱減量がメタン発生と排出係数に与える詳細な

関係を明らかにし、発生予測式を作成することであ

る。

（イ）牛舎及び豚舎汚水浄化処理起源GHG測定手法

開発と排出係数の算定

汚水浄化処理からの発生は各浄化施設の管理等で

変動し、また施設問の変動も多いことから、実施設で

のデータ蓄積を行うとともに、排出係数の精般化が

必要である。

力要約

（ア）搾乳牛及び豚の汚水貯留処理起源GHG測定手

法開発と排出係数の算定

地上開放式のスラリー貯留槽の実施設において、

連続測定が可能なオープンチャンバーシステムを開

発した。本システムを使い、外気温の異なる季節に

行った 3回の調査の結果、メタン排出係数は夏季

4. 1路、秋季3.2%，春季2.4% (gCH/ gVS）、一酸化二窒

素排出係数は夏季0.04%、秋季0.0問、春季0.00九

(gN20 N/gN）と算出された。地下式スラリー貯留槽

からのガス測定試験及びスラリー等液状貯留物実態

調査の結果から、ガス排出係数はスラリーの成分、

貯留期間、気温や液温など要因によって変動する可

能性が示唆された。また、文献等を参考に培養装置

を試作し、実際の貯留物を用いて培養試験を行った。

その結果、スラリーの強熱減量と温度がメタン発生

と排出係数に影響することを明らかにした。

（イ）牛舎及び豚舎汚水浄化処理起源GHG測定手法

開発と排出係数の算定

牛舎及び豚舎汚水浄化処理施設から発生する GHG

定量測定の結果、浄化処理施設からはすべての GHG

発生が確認された。特に、一酸化二窒素の発生は

BOD/Nに依存し、 7.9 (0. 3gN20 N/kgTN）から3.5 

(21. 5gN20-N/kgTN）に低下すると発生量が増加し

たため、BOD/Nのコントロールが必要と考えられた。
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( 3 ）土壌の炭素蓄積を増加させる温暖化対策型

畑作生産技術の開発とその LCA評価

ア研究目的

農耕地土壌は、温室効果ガスである C02の重要な

発生源又は吸収源であり、その量は土壌管理法の影

響を大きく受ける。本研究では、北海道の畑作地帯

において土壌炭素の蓄積に有効とされる 1）省耕起、

2 ）有機肥料の施用、 3）有機物の多投入（残さ発生

量が大きい作物の輪作体系への導入、コムギ収穫後

の無作付け期間における縁肥の栽培など）を組み合

わせた 4年輪作の圃場試験を実施することにより、

土壌の炭素蓄積機能を最大限に発揮し、地球温暖化

の防止に貢献する土壌管理体系を明らかにする。し

かしながら、土壌管理体系の変更は、その他の発生

源（化石燃料消費に伴う C02や土壌表面から発生す

るする N20の排出など）や作物の生産性に影響を及

ぼす可能性がある。したがって、本研究では、温暖

化防止効果や持続的作物生産について、 LCA （ライ

フサイクルアセスメント）による土壌管理体系の有

効性評価を同時に実施する。

イ研究方法

（ア）4年輪作試験の実施と温室効果ガスフラック

ス、土壌炭素蓄積量及びバイオマス生産量の評

価

a 耕起法（慣行耕起又は省耕起）、肥料（化成

肥料又は堆肥）、有機物投入（堆肥を除く有機物の通

常投入又は多投入）を組み合わせた土壌管理処理を

設け、耕起法を第一要因とする分割区法（ 3反復）

により、試験区を配置した。本試験における土壌管

理処理の詳細、輪作試験に用いた作物及び作付け順

序を表22031に示す。

(a ）密閉式チャンバ一法により 5日～10日間隔

で土壌表面から放出されるガス試料を採取し、 C02、

N20、CH4濃度の変化からそれらのガスフラックス

を算出した。 C02フラックスについては、鉄板を土

壌の深さ30cmまで埋設し、根呼吸を排除した土壌

呼吸も同時に測定した。

( b）深さ30cm( 0 5、5 10、1020、2030 cm) 

まで、の土壌について、各年 6月に容積重及び土壌

炭素含有率を測定し、土壌炭素蓄積量を算出した。

土壌炭素含有率の測定に使用した土壌は、各処理

区から 5点採取した後コンポジット試料とし、 2

mmの百品、を通した。約 1ヶ月間風乾後、土壌試料

の微粉砕を行い、 NCアナライザー（Sumigraph

NC 900）を用いた乾式燃焼法により全炭素含有率

を測定した。

( c）作物ごとの収量、バイオマス（収穫部、地上

部残さ、根）生産量を求めた。

b 作物残さ、堆肥、緑肥投入量と根呼吸を排

除した土壌呼吸量の差から純生物相生産量（Net

Biome Production、NBP）を求めた。

（イ）温室効果ガス排出量のライフサイクルアセス

メント

a 土壌管理体系ごとに異なる機械作業体系を

調査し、 トラクタ一作業、収穫物や堆肥（堆肥施用

時のみ）のトラック輸送に伴う化石燃料消費量及び

C021Jド出量を算出した。

b 化石燃料消費に伴う C02排出、土壌炭素蓄

積量の増加（減少）に伴う C02の吸収（排出）、土壌

表面における N20排出及び CH4吸収量を C02等価

(C02二 1、N20二298、CH4二25）に換算し、これらの

積算排出量を基準として地球温暖化防止効果の高い

土壌管理技術を特定した。



表2203-1 4年輪作試験における土壌管理処理及び栽培作物

（北海道農業研究センター・芽室研究拠点、淡色黒ボク土）

処理 栽培作物および栽培期間

耕起1) 肥料2) 有機物投入3) 2007年4月ー9月 2007年9月～2008年年7月 2008年8月～ 10月 2009年5月～ 10月 2010年5月～ 10月

化学肥料
慣行耕起（プ (CF) 
ラウ耕起）

(CT) 堆肥

(MF) 

化学肥料

通常（Nり パレイシヨ

多（HI} スイートコーン

通常（NI) パレイシヨ

多（HI} スイートコーン

通常（NI) パレイショ

秋まきコムギ（わら持ち出し）

秋まきコムギ（わらすき込み）

秋まきコムギ（わら持ち出し）

秋まきコムギ（わらすき込み）

秋まきコムギ（わら持ち出し）

無作付け

緑肥工ン麦

無作付け

緑肥工ン麦

無作付け

テンサイ

テンサイ

テンサイ

テンサイ

テンサイ

ダイズ

ダイズ

ダイズ

ダイズ

ダイズ

省耕起 (CF) 多（HI) スイートコーン 秋まきコムギ（わらすき込み） 緑肥工ン麦 テンサイ ダイズ

(RT} 堆肥 通常（Nり ハiレイシヨ 秋まきコムギ（わら持ち出し） 無作付け テンサイ ダイズ

(MF) 多（HI) スイートコーン 秋まきコムギ（わらすき込み） 緑肥工ン麦 テンサイ ダイズ

1）北海道の畑作における一般的な耕起法である慣行耕起（CT｝では、春に砕土・整地を行い、収穫後にプラウによる深耕（耕起深約25cm）を行った。省耕起

(RT｝では、春に浅い耕起（耕起深10～15cm）による整地のみを行った。2）化学肥料（CF）では，化成肥料（ N、P、K、Mgを含む）を施用し ，作物ごとの施

肥量は北海道施肥標準に従った。堆肥（MF）でI;!:，化成肥料の施用を一切行わず、麦わら牛糞堆肥を年間40t FW/ha施用した。 CTでは、収穫後のプラウと同

時に、 RTでI;!:、春の整地と同時に堆肥をすき込んだ 3）有機物の通常投入（NI｝は、パレイシヨ秋まきコムギテンサイマメから構成される典型的な輪作

体系における、堆肥を除く、主に収穫残さからなる有機物の投入である。多投入（HI｝は、①収穫残さ量が少ないパレイシヨに代わり、収穫残さ量が多いス

イートコーンの輪作体系への導入、②通常、家畜用敷料として持ち出される秋まきコムギわらの全量圃場還元、 ③秋まきコムギ後の無作付け期間における

緑肥工ン麦の栽培および全量すき込みにより、有機物投入量を増加させた処理である。

140 
・ パレイシヨ／ ・ スイートコーン（2007年）

圃 秋まきコムギ（2008年）

120 ・ テンサイ（2009年）

旨史

画100

塁手 80 

寂
W! 60 

20 

。
有機物投入 NI NI HI HI NI NI HI HI 

肥料 CF MF CF MF CF MF CF MF 

耕起 CT CT CT CT RT RT RT RT 

図2203-1 耕起、肥料、有機物投入が作物収量に与える影響（慣行栽培 CT-CF-NIに対する相対
収量、ただし、スイートコーンのみCT-CF-HIに対する相対収量）

ウ研究結果

（ア）2007年から3年間の栽培試験における慣行栽

培（CT-CF-NI) に対する各処理区の相対収量を

図22031に示す。分散分析の結果、パレイショ（品

種キタアカリ）、秋まきコムギ（品種ホクシン）及

びテンサイ（品種アセンド）ともに、麦わら牛ふん

堆肥の施用において収量が有意に低下した（慣行区

に対して、パレイショ、秋まきコムギ及びテンサイ

において、それぞれ30%、60～70%、25%の収量低

下）。秋まきコムギでは、有機物多投入（前作がス

イートコーンであること）によって有意に収量が増

加した。

（イ）2007年から2009年までの 3年間の土壌への積

算有機物（作物残さ、作物根、緑肥及び堆肥）投入

量は、MF-HIで最大となり （CT及び RTでは、そ

れぞれ15.3、15.4 t C/ha）、この量は慣行栽培 （CT

-CF-NI、5.51 t C/ha）の2.8倍であった（図2203-2、

左側のパー）。続いて、 MF NI (CT及び RTで、そ

れぞれ11.3、10.5 t C/ha）、 CF-HI(CT及び RT

で、それぞれ9.34、8.80 t C/ha）の順に大きくなっ

た。

（ウ）2007年 4月から2009年 8月までの根排除区積

算土壌呼吸量（土壌中での有機物分解量）は、裸地

区（表2203-1の処理区群とは別に設けた無施肥・無

- 174-



N20の発生原因は、①プラウによるスイートコーン

（品種ゆめのコーン）残さのすき込み（2007年）、

②プラウによる堆肥のすき込み（2008年秋から2009

年春）であった。

（カ）慣行栽培（CT-CF-NI)におけるトラクタ一

作業（堆肥施用時には、堆肥散布作業も含む）、収

穫物輸送、堆肥輸送に伴う C02排出量（ 4年間の積

算値）は、1.81 t C02/ha （図2203-5）であったO

RT-CF-HIでは、 化石燃料消費量が小さいスイー

トコーンの導入、省耕起の導入によるプラウの省略、

整地作業の簡素化により、燃料消費に伴う C02排出

量は最も小さかった（慣行栽培に対して34%削減） 0 

作付け区）では、 2.8 t C/haであり、 CTでは、 MF

HI (9. 63 t C/ha) >CF HI (8. 66 t C/ha) 

MF-NI (6. 77 t C/ha) >CF-NI (5. 00 t C/ha) 

の順に大きくなった（図2203-2、右側のパー）。一方、

RTでは、その処理問差が小さかった（5.46～7. 56 t 

＞ 

C/ha）。

（エ）土壌炭素蓄積量（ 0 -30cm）は、慣行栽培（CT

-CF-NI)において急激に減少した（図22033）。分

散分析の結果、肥料（MF>CF、Pく0.001）、耕起（RT

>CT、Pく0.1）、有機物投入（HI>NI、P<O.1）に有意

な効果が認められた。

（オ）2007年 4月から2009年 8月までの積算N20発

生量は、 CT>RTの傾向があった（図2203-4）。主な
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（キ）C02等価に換算した 1年あたりの総温室効果

ガス排出量（土壌炭素蓄積量の変化量、 N20、CH

算フラツクス及び化石燃料j白費に伴う C02排出量の

積算量）は、慣行栽培（CT CF NI)で、は、 5.39 t co 2 

eq/ha/yrで、あり、土壌炭素蓄積量の減少に伴う co,2 

排出が全体の約 9割を占めた（図22036) 0 CTで、は、

堆肥施用及び有機物多投入により、土壌炭素蓄積量

の減少が緩和され、総温室効果ガス排出量は大きく

減少した。 RTでは、堆肥施用及び有機物多投入によ

り、土壌炭素蓄積量は維持又は増加となり、総温室

効果ガス排出量はさらに減少した。

工考察

（ア）本試験では、毎年40t/haの牛ふん堆肥を施用

し、約200kg/haの窒素が投入されたが、パレイショ、

秋まきコムギ及びテンサイの収量は、化学肥料区の

収量よりも低かった（図2203-1）。化学肥料は条施用

であったのに対し、堆肥の施用は全面施用であった。

堆肥施用では、窒素放出の緩慢さに加え、全面施用

による肥料成分の利用率の低下が低収の原因として

考えられた。しかし、本試験での堆肥施用期間は 3年

間と短く、堆肥に由来する可給態養分の土壌への蓄

積が十分でないと推察され、堆肥の施用期聞が長く

なれば、減収の幅は小さくなる可能性があると考え

られた。

（イ）裸地区を除き、 NBPはすべてプラスの値を示

した（図22032）。しかし、根呼吸を含まない土壌呼

吸量は、 2009年 8月までの値であり、 9月以降の土

壌呼吸量を考慮すると、わずかなプラスの NBPを示

した CT CF NI、CT CF HI、RT CF NIなど

の処理区では、NBPはマイナスになると予測された。

NBPは、堆肥施用によって大きなプラスの値を示し

た。

（ウ）土壌炭素蓄積量の減少は、慣行栽培区（CT

CF NI) で最も大きく、減少率は年間1.34 t C/ha 

で、あった（図2203-3）。分散分析の結果、土壌炭素量

年変化率に対しては、堆肥施用に強し、効果（Pく0.001) 

が認められ、 2003年～2006年に農研機構・北海道農

研・芽室研究拠点で実施された試験と同じ結果で

あった（Kogaand Tsuji1l）。本試験では、省耕起と有

機物多投入に弱し、効果（Pく0.1）が確認された。 NBP

及び土壌炭素蓄積量の調査結果から、堆肥施用によ

る有機物投入の増大が北海道の畑土壌における土壌

炭素蓄積のための最も有効な手段であることが示さ

れた。

（エ）スイートコーン残さや堆肥のすき込み後に、

N20フラックスの増加が確認されたが（図22034）、

化学肥料、堆肥ともに N20排出係数（投入窒素量に

対する N20態窒素放出量の割合）は小さかった。 C02

等価に換算した場合、 CH1とともに、 N20の積算フ

ラックスが温室効果ガス排出量全体に与える影響は

小さかった。

（オ）総温室効果ガス排出量は、 RT MF NI、RT

CF HI、RT MF HIで小さかった（図22036）。

しかしながら、堆肥施用では、収量の低下が総じて

顕著であり、 RT MF NI、RT MF HIでも大きな

減収が確認された。作物生産の維持及び温室効果ガ

ス排出量削減の観点から、 RT CF HIが最も適した

農地管理技術であると考えられた。

オ今後の課題

（ア）麦わら牛ふん堆肥の単独施用では、主に土壌

炭素蓄積により温室効果ガス排出の抑制効果が高い

ことが示されたが、作物の収量が低下した。特に、

秋まきコムギの収量低下は顕著であった。堆肥施用

期聞が長ければ、土壌中に養分の蓄積がおこり、将

来的には収量低下が緩和される可能性も考えられる

が、土壌炭素蓄積と収量確保を両立する土壌管理法

の確立のためには、堆肥と化学肥料を併用した施肥

の検討が今後必要である。

（イ）本試験では、土壌炭素蓄積に対して省耕起は

弱い正の効果（Pく0.1）が認められたが、同じく農研

機構・北海道農研・芽室研究拠点で実施した過去の

試験例（Kogaand Tsuji 1 l）ではその効果は有意で

なかった。さらに試験事例を増やし、わが国の黒ボ

ク土畑における省耕起の土壌炭素蓄積効果を検証す

る必要があると考えられた。

力要約

（ア）NBP及び土壌炭素蓄積量の調査結果から、堆

肥施用は土壌炭素蓄積に有効であり、 LCAにおいて

も地球温暖化緩和効果が高い土壌管理技術であるこ

とが明らかとなった。しかしながら、堆肥単独での

栽培（化学肥料施用なし）では、収量の低下が顕著

であった。

（イ）LCAの結果、北海道の畑輪作農業において、
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作物生産量を維持し、地球温暖化防止に寄与する土

壌管理技術は、省耕起化学肥料有機物多投入で

あった。

キ引用文献
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sequestration on an Andisol in northern Japan. Soil 

Sci. Plant Nutr. 55: 546-557. 

研究担当者（古賀伸久＊）

( 4 ）泥炭土農耕地における有機物保全・温室効

果ガス発生削減技術の開発

ア研究目的

北海道の耕地面積は約120万haで日本の耕地面積

の25%を占めるが、その8.2%は泥炭土である。泥炭

土は、植物遺体が堆積して生成され、泥炭中の有機

物は炭素の莫大なプールで、あり、それらの分解によ

り、地盤沈下、また、二酸化炭素（C02）、メタン（CH4）、

一酸化二窒素（N20）といった温室効果ガス（GHG)

の発生による環境への影響が危慎される。本研究で

は、現地圃場におけるモニタリング調査等から、圃

場レベルでの GHG排出・吸収量を定量的に明らかに

するとともに、泥炭土農耕地における広域的なレベ

ルで、の排出量、吸収（固定）量の評価を行う。さら

に、得られた物質収支データから泥炭土圃場におけ

る有機物の適切な管理法や温室効果ガス発生抑制法

を提示する。

イ研究方法

（ア）直播水稲栽培圃場（乾田・湛水）における GHG

モニタリング調査を行った。

（イ）転換初年目の大豆圃場に、施肥・無施肥、堆

肥施与・無施与の処理を組み合わせた処理区を設け

GHGのモニタリング調査を行った。

（ウ）水回転換畑圃場（秋まき小麦）で、耕起法（慣

行耕起区、省耕起区、不耕起区）、肥料（施与、無施

与）、有機物（麦わら施与・無施与）を組み合わせた

試験圃場を設定し、 GHGのモニタリング調査を行っ

fこO

（エ）隣接する水田圃場を用い、連作目、復元田を

設定し、さらに、稲ワラ残誼量の処理を加えた試験

区を設定し、 GHGモニタリング調査を行った。

（オ）転換畑においては、 LCA手法による温室効果

ガス排出量の評価を、水田圃場については、三つの

ガス（C02、CH1、N20）を統合した温室効果ガス排

出量の評価を行った。

ウ研究結果

（ア）直播水稲栽培圃場におけるメタン発生量

直播水稲栽培圃場の CH1フラックスは、湛水直播

に比べ乾田直播で高く推移した。栽培期間における

積算 CH4発生量は、乾田直播圃場で、50gC/m2、湛水直

播圃場で、3lgC/m2と、同じ泥炭士の移植水稲栽培圃場

での文献値（76gC／ぽ）に比べ、 40%～70%程度の値

であった（図2204-1）。

~ 120 

ぞ100
0 

~ 80 

~ 60 

I~ 40 

~ 20 
0 。

乾田直播湛水直播 移植

図2204-1 栽培方法による水田からのメタン発生量の

比較

1 ）乾回、湛水直播は各 2圃場の、移植は 6圃場の平均

値。

2）エラーパーは標準偏差を示す。

（イ）初年度水回転換畑大豆圃場における N20発生

量

初年度水回転換畑大豆圃場からの N20発生量は、

施肥を行った区で大きくなる傾向が見られたが、施

肥区、無施肥区でみると、稲わら堆肥を施与した区

の方で N20発生量が低くなる傾向が見られた（図

2204 2）。対象とした大豆圃場は転換初年目で、あった

が、同じ泥炭土の大豆圃場での文献値に比べると、

顕著に低い値で、あった（図22042）。
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転換畑として使用している Naseret al.(2005), 
, Phyton,45(4), 285-283 

圃場（2002年のデータ）
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（ウ）連作目、復元田における C町、 N20発生量

連作田、復元固とも CH1フラックスは 7月から急

増し、落水後に最高値を示した（図22043 (a））。 N20

フラックスは、落水後に及び、収穫後に高くなる傾

向が見られた（図22043 ( b) ）。 CH4フラックス

(gC／ぽ／yr）、 N20フラックスとも、稲わら残j査量が

多くなるにつれ大きくなる傾向にあった（図2204-4）。

CH1フラックスは復元田で低くなる傾向があったが、

2000 
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N20は復元田で高くなる傾向が示された（図2204-4）。

（エ）水回転換畑小麦圃場における N20発生量

小麦転換畑（秋まき小麦）における N20フラック

スは、播種前後で顕著に高くなる傾向が見られ、年

によっては、融雪後にも比較的高いフラックスも観

測された。一酸化二窒素年開発生量は、各処理で不

耕起栽培により高くなる傾向が示され（図22045）、

分散分析の結果でも有意な差で、あった。
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図2204-5 水回転換畑小麦圃場における N20発生量

nu 
nu 

nu 轍

造

J

＋

製

業

機

造

造

作

業

製

製

場

作

薬

料

圃

農

農

肥

図
園
田
園

(a）化石燃料使用由来

。

．出 荷

国乾燥調整

(b）土壌由来

20000 

• NzO 

圏 C02

慣行耕起省耕起 不耕起

10000 

企
干
E
E
E
E
E
E
E』
咽
E
E
E
E占
V

阪
ペ

守

f
q
L
 

5000 

0 
慣行耕起省耕起不耕起

図2204-6 水回転換畑小麦圃場における化石燃料使用由来（a）及び土壌由来（b）による総温室効果ガス発生量

施肥及び耕起慣行、麦わら残j査鋤込み
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図2204-7 水回転換畑における小麦生産体系における総温室効果ガス発生量

施肥及び耕起慣行、麦わら残誼鋤込み
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（オ）初年度水回転換畑大豆圃場における一酸化二

窒素発生量

水回転換畑圃場（秋まき小麦）において、 LCA手

法を用いた温室効果ガス排出量の評価の結果、化石

燃料消費由来の排出量は1600～2000kgC02/haで、あっ

た（図2204-6(a））。不耕起栽培区の排出量は、慣行

耕起区に比べ18%減少した（図22046 (a））。土壌由

来の排出量は、 9300～18000kgC 02/haに達した（図

2204 6 (b））。土壌由来の排出量をガス別に見ると、

C027J:¥50～70%を占めたが、 N20も30～50%の割合を

占めた（図22046 (b））。不耕起栽培区は慣行耕起区

に比べ土壌由来の排出量が27弘減少した（図22046 

(b））。小麦生産における温室効果ガス排出量は、土

壌由来の寄与が圧倒的に大きいことが示され、不耕

起栽培区は慣行耕起区に比べ26%、排出量が減少し

た（図22047）。

工考察

（ア）水田形態と稲わら残j査が温室効果ガス発生に

およぼす影響

三つのガスを統合し、連作田、復元田において施

与した稲わら残j査量と温室効果ガス発生量の関係を

見ると、 C02は、稲わら施与量が多くなるにつれて、

土壌に吸収される傾向にあったが、一方、 CH1r土、稲

わら残j査量が多くなると発生量が増加するというト

レードオフの関係にある。水田においては、 C刊を発

生させずに土壌に有機物（C）を蓄積させる技術開発

の重要性が示唆された。

（イ）水回転換畑における不耕起栽培の効果

小麦生産における温室効果ガス排出量は、土壌由
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来の寄与が圧倒的に大きいことが示され、これを削

減、また、吸収させることが農業生産全体からの温

室効果ガス削減にとって重要であることが示唆され

た。

オ今後の課題

（ア）泥炭土農耕地における CHG広域評価及び削減

技術を用いた場合の削減ポテンシャルの算定が必要

である。

（イ）どの様な有機物管理（有機物の種類、投入時

期等）が温室効果ガス発生緩和策として適切かを関

する検討する必要がある。

力要約

（ア）泥炭土転換畑小麦栽培における、化石燃料消

費由来の温室効果ガス排出量は、約 2tC02/ha/yr、土

壌由来の排出量は、 9～1.8tC02 eq/ha/yrで土壌由

来の排出が圧倒的に多い。土壌由来についてガス別

に見ると、 C02が50～70%、N20が30～50%の割合を

占めた。不耕起栽培体系は慣行耕起栽培体系に比べ

26%、総温室効果ガス排出量が減少した。

キ引用文献

1 ) Naser H. M. et al. (2005). Greenhouse Gas Fluxes 

and Global Warming Potentials in Crop Fields on 

Soil-Dressed Peatland in Hokkaido, Japan. Phyton. 

45:285 293 

研究担当者（永田修＊）



( 5 ）寒冷地における不耕起力パークロ ップ体系

の炭素吸収源としての機能を向上させる栽培

技術の開発

ア研究目的

東北地方では多くの農地が単作となっているが、

冬作物の栽培期聞が限られる条件であってもカパー

クロップの導入は可能であり、地力維持、雑草防除

など様々な観点から技術の確立と普及が期待されて

いる（小林・小柳 l）、小林ら 2））。さらに、単作となっ

ている農地にカパークロップを導入することで新た

な炭素吸収源が創出されることが期待される。本研

究は、農研機構・東北農研で開発した具体的なカパー

クロップ不耕起栽培体系（ムギ類／タγズ体系、写

真22051）の炭素吸収源機能の評価を行なうことに

より、付加価値の高い技術としての魅力を高め、普

及技術の促進に資するとともに、機能を向上させる

ための栽培技術を開発する。

写真2205-1 麦類を利用した不耕起カパークロップダイズ栽培

（上左）秋にムギ類を耕起播種。（上右）ダイズ播種時に全量刈り敷き。

（下）ダイズの聞に刈り敷かれたムギの残濯が見える。



イ研究方法

（ア）継続試験（福島市普通畑圃場）

2005年10月から2009年10月まで農研機構・東北農

研の場内で圃場試験を行った。 1年目はカパーク

ロップの有無、ムギ播種時の施肥の有無の 2要因か

らなる圃場試験を行った。 2年目は前年からの継続

試験（ 2作目）と 1作目の年次反復（ 2回目）を行っ

た。 3年目は前年からの継続試験（ 3作目）と l作

目の年次反復（ 3回目）を行った。ただし、年次反

復はカバークロップ無・秋施肥有区に代わって、ダ

イズ耕起播種と中耕培土を行う慣行栽培を行った。 4

年目は前年からの継続試験（ 4作目）を行った。

カパークロップとして用いたのはオオムギ（品

種：べんけいむぎ）で2005～2008年10月中旬に

lOOkg/haを播種した。施肥量は60kgN/haである。 3・

4年目のカバークロップあり・秋施肥なし区のみ 4月

上旬に30kgN/ha追肥した。ダイズの品種はふくいぶ

きで、オオムギを2006～2009年ともに 5月下旬に刈

敷き、その直後に50kg/haを不耕起播種した。ただし、

慣行栽培区のみ耕起播種を行った。施肥量は

30kgN/haで、 3反復の乱塊法とした。雑草防除は除

草剤施用及び手取り除草を行った。ただし、慣行栽

培区のみ中耕培土を併用した。オオムギの刈り敷き

量、ダイズの生育、収量のほか、土壌炭素含量、土

壌呼吸速度、 N20ガスフラックスなどを経時的に調

査した。土壌炭素蓄積量と N20排出量に農作業や燃

料消費や圃場外での肥料・農薬・機械製造を加えた

栽培全体の温室効果ガス排出量のライフサイクルア

セスメント（LCA）を行った。

（イ）圃場の種類の拡張（福島市転換畑圃場）及び

地域の拡張（北上市普通畑圃場）

2007年10月から2009年10月まで福島市場外の転換

畑及び北上市現地農家の普通畑で、実証試験を行った。

福島市の転換畑ではオオムギ（品種：べんけいむぎ）

とコムギ（品種：ナンブコムギ）を10月下旬にlOOkg/ha

を播種した。施肥量は60kgN/haとした。ダイズの品

種はふくいぶきで、ムギ類を2009年 5月下旬に刈敷

き、その直後に50kg/haを不耕起播種したが、慣行栽

培で、は耕起播種を行った。施肥量は30kgN/haで、 2反

復とした。

北上市の畑圃場でカパークロップとして用いたの

はコムギ（2007年品種：ネノtリゴシ、 2008年品種：

ナンブコムギ）で、 2008年11月下旬に150～180kg/ha

を播種し、施肥は行わなかった。ダイズの品種は黒

千石を用いた。コムギを2009年 6月上～中旬に刈敷

き、その直後に播種量40kg/haで、不耕起播種を行った。

施肥量は鶏糞で、20kgN/haを散布した。カパークロッ

プ体系及び不耕起栽培（カパークロップなし）が各 1

圃場で反復は設けなかった。以上の畑で、ムギ類の

刈り敷き量、ダイズの生育、収量のほか、土壌炭素

含量、土壌呼吸速度、 N20ガスフラックスなどを経

時的に調査した。

ウ研究結果

（ア）継続試験（福島市普通畑圃場）

すべての年次と反復でカパークロップの導入によ

りダイズが増収した。カパークロップ導入の方がム

ギ類播種時の施肥よりも増収効果が高いことが明ら

かとなった。ただし、カバークロップへの施肥がな

い場合、刈敷量やダイズ収量が減少する傾向がある

ため、カパークロップへの施肥は必要であると考え

られた。

カパークロップ体系における土壌呼吸は不耕起栽

培に比べて速くなったが、根を排除した区では同程

度であったため、カパークロップ体系では根呼吸に

よって土壌呼吸が速くなったと考えられた（図

2205 1）。 N20フラックスはダイズ播種後と開花後に

ピークが見られたが、土壌炭素蓄積量に比べると低

し吋直であった（図22052）。

福島普通畑のカバークロップ体系における深

さ0 30cmの土壌炭素含量は 4年間で0.15九増加

した（図22053）。カパークロップの有無による

土壌炭素量の差は有意であり、土壌炭素量は N20

排出量を差し引いてもおおよそ1.0 tC/ha/yrの

増加となった。純一次生産量、純生態系生産量、

収穫量からの炭素固定量の試算は、ダイズ収穫

時における土壌炭素蓄積量に各種有機物の炭素

量を足した値とおおよそ一致し、土壌炭素蓄積

量は妥当であると考えられた。カパークロップ

導入による土壌炭素蓄積量は農作業における燃

料消費や肥料・農薬・農業機械の製造を含めた

温室効果ガス排出量の合計値よりも大きく、ライ

フサイクルアセスメント（LCA）においてもカパー

クロップによる炭素吸収源機能が確認された。
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図2205-1 福島普通畑における土壌呼吸の推移
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図2205-3 福島普通畑のカパークロップ体系における土壌炭素含量の推移

1 ）深さ 0 30crn、ただし白抜きの印は深さ 0 20crnの値からの推定値を示す。
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（イ）圃場の種類の拡張（福島市転換畑圃場）及び 畑では試験年数が少なくカパークロップの炭素

地域の拡張（北上市普通畑圃場） 吸収源機能は明確でなかったが（図22054）、次

福島転換畑及び北上市普通畑においても カバ一 年度以降にカパークロップによって土壌炭素が

クロップの導入によりダイズが増収した。福島転換 増加していく可能性が示唆された。

1.5 ・オオムギカバークロップO

〆’－、

ぎ
υ1.4 

・コムギカバークロップ。
・耕起（慣F・カバクロ無）
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図2205-4 福島転換畑のカパークロップ体系における土壌炭素含量の推移

1 ）深さ 0 30crn、ただし白抜きの印は深さ 0 15crnの値からの推定値を示す。

2）エラーパーは標準誤差を示す。

工考察

（ア）ムギ類カパークロップ 不耕起ダイズ栽培体

系の増収効果

4年間の福島普通畑、 3年間の福島転換畑及び 2

年間の北上の普通畑におけるダイズの収量は不耕起

カパークロップなし区及び慣行区と比較して、いず

れもムギ類カバークロップ区で増加した。福島普通

畑はオオムギ、福島転換畑はオオムギ、コムギ、北

上はコムギでのカパークロップ体系を実施し、北上

では流通に乗らない屑コムギを種子として用いた。

この増収効果はムギ類カパークロップ体系技術を普

及するための第一の必要条件であると考えており、

コムギを用いたのは東北ではコムギを栽培している

農家が多いため、屑コムギをカバークロップに用い

ることができれば種子代が安価で済むからである。

（イ）オオムギカパークロップー不耕起ダイズ栽培

体系の炭素貯留機能

本研究では、オオムギカパークロップ ダイズ栽

培体系の炭素貯留効果の検証とその貯留量の推定を

二つのアプローチから行った。一つ目は、土壌炭素

の実測値から土壌への炭素貯留量を推定する方法で、

福島では 4年間継続されたことにより土壌炭素含率

が直線的な推移が見られた（図22053）。福島普通畑

の土壌炭素量の傾きから、不耕起カバークロップに

より年間およそ1.0 tC/haの炭素が土壌に貯留される

と推定された。

もう一つの方法は、収穫作物及びカパークロップ

作物の生産量から微生物呼吸（有機物分解量）を差

し引く方法で、年間2.8-3. 5 tC/haと推定された。

この二つの方法から推定した土壌炭素蓄積量が大き

く聞いた原因として、可能性が高いのは土壌呼吸を

細分化した微生物呼吸の過小評価が考えられる。本

研究において微生物呼吸は根排除区を設けて求めた

が、根排除区内が過湿になり、過小評価するとの報

告もあるので、根排除区及び根呼吸の測定方法は検

討の余地がある。また、根排除区は面積が小さく、

カパークロップ残さが移動してしまい、正確な残さ

の分解量を C02排出として検知できなかった可能性

もある。カパークロップ残さ分解量をさらに差し引

くことで炭素貯留量の推定値は 1-2 t C ha lとな

り、土壌炭素実測値からの推定値に近づく。

（ウ）オオムギカバークロップ 不耕起ダイズ栽培

体系の温室効果ガス（GHG)

N20排出量はいずれもカパークロップ体系で高

かったが、炭素換算の N20排出量を土壌炭素蓄積量

から差し引きしてもカパークロップ体系では炭素が

蓄積される結果となった。それに対し、不耕起栽培

では N20排出量は低かったが、炭素蓄積量がマイナ



スとなり炭素吸収源機能は負となった。

（エ）オオムギカバークロップ 不耕起ダイズ栽培

体系におけるライフサイクルアセスメント

(LCA) 

カパークロップ栽培及び不耕起栽培における土壌

炭素実測値から推定した炭素蓄積量に農作業にかか

る農薬、機械、燃料等を炭素換算したものを用いて

LCAを行ったところ、慣行栽培では圧倒的に炭素排

出となったが、カパークロップ栽培では炭素吸収と

なり、カバークロップ栽培での土壌炭素蓄積量が大

きく効いていることが示唆された。

（オ）普及可能な栽培体系としてのカバークロップ

体系

広大な土地で粗放的な農業が発展しているアメリ

カ合衆国等では不耕起播種機が普及しており、本研

究で提唱した栽培体系を実用化するのはあまり難し

い問題ではなし、かもしれない。しかし、日本国内で

は不耕起播種機を使用している農家はわずかで、一

般的ではない。また、永年不耕起という栽培管理は

収量性や品目等に問題があるが、オオムギカパーク

ロップーダイズ栽培体系はダイズ作のみが不耕起で

あることにより炭素貯留と増収を両立できる。

オ今後の課題

（ア）不耕起播種機の開発

麦類カパークロップダイズ栽培において最も改善

が求められるのは、不耕起播種機の問題である。不

耕起で播種すると麦梓がダイズの苗立ちの障害と

なってしまい、ダイズの個体密度の低下を招く。カ

ノtークロップ残さがあっても、苗立ちに遜色のない

不耕起播種機の開発が望まれる。

（イ）作付体系のバリエーションの拡大

本研究で炭素吸収源機能を評価したのは、夏作が

ダイズの場合に冬期にカパークロップを導入する栽

培体系であった。しかし、今後麦類も国内白給率を

高めるため麦類の作付の拡大も見込まれることから、

麦類を収穫作物として新たなカパークロップ体系の

構築が望まれる。

力要約

（ア）ムギ類カバークロップ ダイズ栽培体系試験

を福島普通畑での 4年間（オオムギ）、福島転換畑（オ

オムギ、コムギ）で 3年間、北上普通畑（コムギ）

で行い、いずれもダイズはダイズ単作と比較してカ

パークロップ体系で増収した。

（イ）福島圃普通畑の 4年間の試験で1.0 tC/haの炭

素が土壌に貯留されると推定され、年間炭素換算 N20

排出量を差し引し、ても、土壌炭素吸収効果があるこ

とが検証された。

（ウ）オオムギカパークロップ ダイズ栽培体系試

験を福島普通畑での 4年間土壌炭素蓄積量を用いて

農作業時の肥料、燃料消費等の LCAを行ったところ、

慣行栽培では圧倒的に炭素排出となったが、カパー

クロップでは炭素吸収となり、カパークロップ体系

での土壌炭素蓄積量が大きく効いていることが示唆

された。

キ引用文献

1 ）小林浩幸・小柳敦史（2005）.冬作オオムギをカ

ノtークロップとして用いた不耕起ダイズ栽培にお

いて狭畦化と除草処理が雑草量とダイズの収量に

及ぼす影響．雑草研究. 50: 284 291. 

2 ）小林浩幸ら（2007）.前作のカパークロップ効果

で大豆が増収．農及園. 82: 1267 1272. 

研究担当者（好野奈美子ぺ内田智子、小林浩幸）

( 6 ）田畑輪換栽培による温室効果ガスの排出削

減技術の開発

ア研究目的

田畑輪換栽培が温室効果ガス総排出量及び土壌炭

素収支に与える影響を、詳細な圃場試験に基づいて、

その年々変動及び地域間差を含めて総合的に解明し、

その広域評価のためのデータを供する。

イ研究方法

（ア）つくば・山形・新潟・熊本の各試験圃場に

おいて、各々、水稲連作栽培（ 4年間）及び畑転

換導入栽培（転換畑栽培 2年十復元田栽培 2年）

を行った。

（イ）同試験圃場において密閉チャンパ一法に

より、連作水田、転換畑及び復元田におけるメタ

ン（CH4）及び一酸化二窒素（N20）フラックス

を 4年間継続して測定した。

（ウ）同試験圃場において 試験開始時（2006
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圃場に設置し、水田圃場の土壌からの C02フラッ

クスを、湛水期間を含めて通年測定した。

研究結果ウ

年春）及び 2年後（2008年春）

土壌炭素含有量を測定 した。

（エ）土壌 C02フラックス連続測定システムを

開発するとともに、開発 したシステムをつくば

に土壌を採取 し、
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及び新潟圃場で、は大豆の開花期以降で、あった。

2)2007年の N20 フラックスの季節変化は、2006年と同様であった。
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図2206-6 つくば水田圃場における土壌 C02フラックスの通年変化（2008年）

（ア）つくば・山形・新潟・熊本各県の試験圃場

において、水田及び転換畑・ 復元田における 4年

間の CH4及び N20 フラックスの季節変化及び総

発生量を明らかにした。

a 転換畑の N20 フラックスに関しては、

圃場によって季節変化が異なり 、高いフラック

スが施肥直後に観測 される圃場（山形、熊本）

及び夏期の作物開花期以降に観測 される 圃場（新

潟、つくば）の 2種類があった（図22061）。

b 復元初年目の復元田における CH4発生

量は、連作水田と同等である 圃場と、連作水田

よりも顕著に減少する圃場の 2種類があった

（図22062）。なお、復元 2年目の復元田におけ

る CH4発生量は、いずれの圃場においても連作

水田と有意な差は認められなかった（データ省

略）。

（イ）4年間の CH4・N20 総発生量は、つくば及

び熊本の圃場においては、連作水 田区と畑転換

区（ 2年間の転換畑＋ 2年間の復元田）とで同

等であったが、山形及び新潟の圃場において は、

連作水田区の方が畑転換区よりも顕著に高く

なった（図22063）。連作水田区で CH4・N20 総



発生量が高くなる圃場では、水田における CH1

発生量が顕著に高い年次があった。このことか

ら、 C刊の発生ポテンシャルの高い圃場において

は、畑転換栽培の導入によって CH4・N20総発

生量の低減が期待される。

（ウ）土壌炭素含有率は、 2年間の転換畑栽培に

よって、水稲連作と比べて減少する傾向が認め

られた。しかしながら、データの差は概ね小さ

く、統計的な有意差が検出されない圃場もあっ

た（図22064）。

（エ）湛水期間を含めた通年測定の結果、水田圃

場の土壌からの二酸化炭素（C02）フラックスの

通年変化及び総 C02発生量を明らかにした。湛水

期間中の田面 C02フラックスの絶対値は低く、

夜間には概ね正の値（弱し、 C02放出）であった

が、日中にはしばしば負の値（弱い C02吸収）

に転じていた（図22065）。一方、中干し期間に

は顕著に高い C02放出が観測された（図2206-6）。

2008年の年間総 C02発生量は、 3.5～ 5. 9 tC/ha 

であった。

工考察

（ア）転換畑における N20発生については、先行プ

ロジェクト研究によるつくば圃場での測定の結果、

夏期の作物開花期以降に高いフラックスが観測

されることが示されていた（Nishimuraet al. 1 l) 

が、本研究の結果、 N20発生の季節変化がそれ

ぞれの圃場に固有のパターンを示したことから、

土壌中での N20の生成メカニズムが圃場によっ

て異なることが示唆された。

（イ）復元田における C同発生量については、先行

プロジェクト研究によるつくば圃場での測定の結果、

連作水田よりも減少することが示されていたが、本

研究の結果、普遍牲は認められなかったものの、他

の圃場においても同様の削減効果が認められる場合

があることが明らかになった。

（ウ）土壌炭素含有率については、先行プロジェク

ト研究によるつくば圃場での測定の結果、転換畑に

おいて連作水田と比べて有意に低下することが示唆

されていた（Nishimuraet al. 2 ) ）が、本研究の結

果、 2年という短い期間では土壌炭素含有率の微

少な変化を有意に検出することが困難な場合も多く

あると考えられた。

オ今後の課題

（ア）CH1• N20の発生量及びフラックスの季節変化

には圃場開で大きな差があったが、その詳細な要因

解析は現段階では困難であり、今後の研究の発展に

委ねることとなった。

（イ）畑転換栽培の積極的な推進のために、さらに

CH1 • N20削減効果の広域評価及び土壌炭素蓄積量変

動とのトレードオフ効果について、慎重に検証する

必要がある。

力要約

本研究により、 CH1発生量の高い水田圃場において

は畑転換栽培の導入によって CH4・N20総発生量の

削減が期待されることが明らかになった。

キ引用文献

1 ) Nishimura S. et al. (2005). Continuous, 

automated nitrous oxide measurements from 

paddy soils converted to upland crops. Soil Sci. 

Soc. Am. ]. 69: 1977 1986. 

2 ) Nishimura S. et al. (2008). Effect of land use 

change from paddy rice cultivation to upland crop 

cultivation on soil carbon budget of a cropland 

in Japan. Agric. Ecosyst. Environ. 125: 9 20. 

研究担当者（八木一行、西村誠一ぺ熊谷勝己、塩

野宏之、白鳥豊、郡司推則昭、水上浩之）

( 7 ）堆肥ペレット施用に伴う畑地での温室効果

ガス発生機構の解明及び制御技術の開発

ア研究目的

堆肥のベレット化は堆肥の広域流通や一般管理機

での施用を可能とし、家畜排世物の有効利用や環境

負荷の軽減に有効な技術である。しかし、堆肥ベレツ

トを施用した畑土壌からの温室効果ガス N20の多量

発生が確認された（山根・山田 I）、井上・渋川 2））。

そこで本課題では特に、堆肥ペレットからの N20発

生を軽減するため、施用された牛ふん堆肥ベレット

と土壌の微生物、化学組成、形態の変化と、温室効

果ガス N20とC02発生機構を室内実験並びに圃場試

験で解明するとともに、 N20発生を抑制する技術を

開発する。
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イ研究方法

（ア）N20発生抑制技術の候補素材である窒素付加

堆肥ペレット及び慣行堆肥ペレット（ともに牛ふん

堆肥。形状は径 5mm、長さ 8mmの円柱状。ディ

スクペレッター装置で製造）からの N20フラックス

を、畑条件（培養温度： 30℃、土壌水分：最大容水

量の60%）での培養実験により測定した。

（イ）培養実験で窒素付加堆肥ペレットからの N20

発生量が慣行堆肥ベレットより低減される効果が確

認されたので、圃場試験（飼料用トウモロコシ栽培、

2008年秋作及び2009年夏作。概要は表22072を参照）

により、窒素付加及び慣行のベレット並びにパラ（非

ベレット）堆肥施用による N20及び C02のフラック

スをチャンバ一法で測定し、窒素付加堆肥ベレット

のN20発生低減効果を現場レベルで検証した。

（ウ）慣行及び窒素付加堆肥ぺレットの微細形態観

察手法を検討し、両ベレットの微細形態と施用後の

経時変化を解析した。

ウ研究結果

（ア）窒素付加堆肥ペレットの N20低減効果の検討

（培養実験）

農研機構・九沖農研で開発した窒素付加堆肥は、

堆肥製造の一次発酵過程で生じるアンモニアなど悪

臭成分を吸着させた堆肥である（田中 :l））。窒素付加

堆肥は、無機態窒素（その大部分は硝酸態）含量が

高いなど慣行堆肥と成分が異なっており（表2207-1）、

施用時のガス発生も慣行堆肥と異なることが予想さ

れた。畑条件で培養した窒素付加及び慣行の牛ふん

堆肥ベレットからの N20フラックスは、パラ堆肥に

比べ顕著に大きかった（図22071）。ベレットからの

N20フラックスは培養開始後 3～4日目にピークと

なり、以後は低下した。窒素付加堆肥ベレットから

の N20フラックスは慣行堆肥ベレットと比べて小さ

く、培養期間中の総発生量は窒素付加堆肥ぺレット

が慣行堆肥ぺレットの約35%の値で、窒素付加堆肥

の利用によりぺレットからの N20発生が低減される

可能性が示唆された。

表2207-1 供試堆肥の成分（乾物あたり%）

慣行ベレッ卜

窒素付加ベレッ卜

慣行バラ

窒素付加バラ

T-C 

35.29 

32.49 

36.95 

36.10 

3.5 

主 3
＼＼ 

b.O 

主2.5
b.O 

:::i. 2 

長1.5

~ 1 

~ 0.5 
。

T-N 

2.04 

3.65 

2.02 

3.87 

。

無機態

N 

0.11 

2.17 

0.11 

2.06 

有機成分組成（Waksman法）

エタ／ール・ヘツ 熱水ヘミセルセル
ゼン抽出物 抽出物ロースロース

1.18 

3.82 

0.86 

3.38 

15.91 4.40 

6.41 5.99 

14.82 3.34 

5.41 5.28 

--0一慣行堆肥ペレツト

一合一窒素付加堆肥ペレット

－・－，慣行堆H巴パラ

－－...－窒素付加堆肥バラ

ー※一対照区

15.66 

13.98 

13.08 

12.91 

7 14 21 28 

培養開始からの日数

図2207-1 ペレット及びパラ堆肥からの N20発生（培養実験）
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（イ）窒素付加堆肥ペレットの温室効果ガス削減効

果の検証（圃場試験）

表2207-2の設計で圃場試験を行い、 N20及び C02

フラックスを測定した。 N20フラックスは秋作、夏

作とも堆肥施用の直後に増大し、特に慣行堆肥ベ

レット区で著しいN20発生がみられた（図22072）。

発生のピークは秋作では施用 1～ 3日後、夏作では

5～10日後であった。秋作では施用直後の多量発生

以降、全区で N20フラックスが低下、収束した。こ

れに対し夏作では施用30日後以降にも窒素付加堆

肥ペレット区及び慣行堆肥ベレット区で発生が変動

しながら継続した。栽培期間中の N20総発生量は、

秋作では慣行堆肥ベレット区が1.658 kgN/haと処理

区で最も大きかったのに対し、窒素付加堆肥ぺレッ

ト区は0.157 kgN/ha とパラ堆肥区と同等で、慣行

堆肥ベレット区と比べ著しく少なかった（表

2207-3）。夏作では、慣行堆肥ペレット区は N20総

発生量が0.867 kgN/ha と処理区で最も大きかった

が、秋作に比べると顕著に少なかった。窒素付加堆

肥ベレット区では N20総発生量が0.599 kgN/haと

パラ堆肥区より多く、また同区の秋作より多かった

が、慣行堆肥ベレット区との比較では秋作同様に少

なかった。秋作期間と夏作期間を合計した総発生量

は、慣行堆肥ぺレット区の2.519 kgN/haに対し窒素

付加堆肥ペレット区は0.755 kgN/haと1I 3以下に

抑えられた。 C02発生は地温とともに土壌水分の影

響を強く受け、 2作と休閑期を通じた C02フラック

スは各区に顕著な差がなく、年開発生量は慣行堆肥

ペレット区が60.0 t/ha 窒素付加堆肥ペレット区が

68. 3 t/haとなった（図22073）。なお、 トウモロコ

シの生育は、播種94日目の地上部乾物重が慣行堆肥

ぺレット区で16.8 t/ha、窒素付加堆肥ベレット区で

16. 2 t/ha、慣行堆肥パラ区で16.1 t/ha、窒素付加

堆肥パラ区で17.0 t/ha、無窒素区で9.9 t/haであり、

窒素付加堆肥施用区は慣行堆肥施用区と同等で

あった。

表2207-2 圃場試験概要

九沖農研合志本所 15号固場（多腐植質厚層黒ボク土）

飼料用トウモロコシ

2008年秋作 9月3日堆肥施用、 9月 11日播種
2009年夏作 4月 16日堆肥施用、 4月24日播種

各 2m×6m、2反復

・慣行堆肥バラ区

場

物

培

固

作

栽

処理区：

・窒素付加堆肥バラ区

・慣行堆肥ベレツ卜区

・窒素付加堆肥ペレッ卜区

・無窒素区

－堆肥施用量（無窒素区は除く）目約10t/ha 

（乾物あたりの炭素量はすべての堆肥区で閉じ）

－無機態窒素投入量（無窒素区は除く） : 247 kg/ha 

（不足する場合、化学肥料（原素）で上記の値となるよう調

整。全窒素量は415～449kg/ha) 

・全区でリン酸 160kg P205/haを施用。無窒素区ではさら

にカリウム 160kg K20/haを施用。

調査内容： N20および C02のガスフラックス測定、ベレツ卜の有機組成および微細形態解析
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図2207-2 圃場からの N20フラックス

測定は 3連で行った（各区 2反復のうち 1区画にはチャンパー 2基、他の l

区画には 1基を設置）。

圃場からの N20総発生量表2207-3

2作計

施用窒素に対

TるN20由来

窒素の割合
（九） 2) 

0. 264 

2009年夏作

施用窒素に対

する N20由来

窒素の割合
（弘）2) 

0. 171 

2008年秋作

施用窒素に対

する ¥l,O由来

窒素の割合
（九） 2) 

0. 357 

処理区 XっO発生量
(kg¥l/ha) t) 

N20発生量
(kgN/ha) o 

N20発生量
(kgN/ha) o 

2. 519 0. 860 a 1. 658 a 慣行堆肥ベレット

0. 073 0. 755 0. 122 0. 599 a 0. 024 0. 157 b 窒素付力昨糊巴ペレット

0. 033 0.441 0. 050 0. 311 b 0. 017 0. 130 b 慣行堆肥バラ

窒素付加堆肥バラ 0. 016 0.287 0. 022 0. 190 b 0. 009 0. 096 b 

0. 150 

1）表中の異なるアルファベットは Tukey検定の同水準で有意差があることを示す。

2）施用窒素に対する N20由来窒素の割合（出）

0. 093 b 0. 056 b 無窒素区

（各処理区の N20発生量無窒素区の N20発生量）／施用した窒
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図2207-3 圃場からの C02フラックス
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15 

10 窒素付加ペレット

5 

。
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施用後回数

※孔隙は薄片写真中の面積割合を画像解析で測定した。
値は各25視野の平均。誤差線は標準誤差。

図2207-4 ベレット内部の微細形態と施用後の変化

パーは0.5mm

図2207-5 ベレット内部の孔隙量と施用後

の変化

（ウ）堆肥ペレットの微細形態特性

土壌の微細形態観察に用いられる樹脂固化法によ

り、堆肥ペレットの薄片を作成して顕微鏡観察する

手法を確立した。施用前の慣行堆肥ベレットは、固

相部分は主に植物繊維の細長い外形を残した黄色

の物質からなり 、その聞に多くの面状孔隙が見られ

たのに対し、窒素付加堆肥ベレットは赤みの強し、不

定形物質が黄色物質の聞を充填し、面状孔隙は少な

かった（図2207-4）。施用後の日数経過に伴い、慣

行堆肥ペレットは孔隙が増大し、固相物質の細長い

形が崩れて分離した団粒が生成したのに対し、 窒素

付加堆肥ペレッ トで、は形態の変化が少なかった。画

像解析で孔隙割合を測定すると施用前の慣行堆肥

ベ レットは12.2%、窒素付加堆肥ベレットは4.6%

（ともに写真中の面積割合、各40視野の平均値）で

あった（図22075）。施用後の孔隙割合は両堆肥べ

レットとも経時的に増大したが、慣行堆肥ぺレット

の方が増大の度合いが大きく、 31日後の孔隙割合は

慣行ペレットが18.0%、窒素付加ベレットが8.1%

になった。

工考 察

窒素付加堆肥ベレットは慣行堆肥ベレットに比べ

て施用初期の N20発生が少なく、特に秋作でその低

減効果が顕著で、あった。堆肥べレッ トを用いた同様

の圃場試験の結果（山根・山田 I) ）によると、堆肥

ペレット中の脱窒菌数は施用後に大きく増加し、土

壌中のそれと比べ極めて大きいこと、また、ベレッ

トの水分は土壌水分と比べて高く、ペレット内部が

嫌気的になる ことから、N20 発生の大部分はペレツ

トでの脱窒によると考えられる。窒素付加堆肥ベ

レットでは、脱窒の基質のうち硝酸態窒素の含量は

大きいが、 脱窒に利用されやすい易分解性有機物で

ある熱水抽出物（坂本 ・大羽 4) ）は少なく、 これが
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施用直後の脱窒を低減させた可能性がある。この点

については今後、ベレットに脱窒の基質を添加した

培養試験等により解析する必要がある。また、ペレッ

トの微細形態、微生物、 pHなどの要因も脱窒低減に

関与している可能性があるが、詳細は今後検討する

必要がある。また、秋作に比べ夏作で両ベレット区

の発生量差が小さかったのは、施用初期の時点での

気温が低く慣行堆肥ベレットからの N20発生が少な

かったことと、栽培後期の高気温時期に窒素付加堆

肥ベレットでの N20発生が継続したことが原因と考

えられる。

オ今後の課題

（ア）堆肥ベレットからの N20多量発生及び抑制に

関与する要因と機構の詳細な解析

堆肥ベレットからのN20の多量発生につながる要

因（堆肥ペレットの成分や形態、微生物、温度や水

分など）と、窒素付加堆肥ペレットで、のN20発生抑制

に関与する要因を詳細に解析し、ベレットからのN20

発生とその抑制のメカニズムを解明する必要がある。

（イ）堆肥ベレットの利用に伴う温暖化ガス収支の

評価

土壌への炭素収蔵効果や作物生産、堆肥の運搬等

におけるガス収支を含めた、堆肥ベレットの利用に

関わる全過程での温暖化ガス収支を評価する必要が

ある。

力要約

培養実験と圃場試験により、牛ふん堆肥ぺレット

の施用に伴う温室効果ガス N20の多量発生（とくに

施用直後）の実態と、窒素付加堆肥ベレットでは N20

発生が慣行の堆肥ペレットの 1I 3以下（秋作期間と

夏作期間の合計）に抑制される効果を明らかにした。

両ぺレットで C02フラックスに明瞭な差はなく、作

物収量も同等で、あった。易分解性有機物量の差が、

両ぺレットの N20発生に影響している可能性が示唆

された。
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研究担当者（久保寺秀夫ぺ山根剛、脇山恭行）

( 8 ）耕作放棄地の炭素蓄積能力を高める管理技

術の開発

ア研究目的

耕作放棄地を適切に管理することによって炭素

蓄積機能を向上させる技術の開発を目的とする。耕

作放棄地の多くは遷移により、半白然草原から森林

へ生物相が変わる。半白然草原は森林より地下部炭

素蓄積量が大きく、高い生産性により枯死後の土壌

への有機物供給量が増加することから、遷移の停止

により炭素蓄積機能が向上する可能性がある。定期

的な草刈により管理された耕作放棄地において、植

生の分布状況の調査や炭素動態測定を行い、炭素蓄

積機能を高める管理技術を決定する。また、耕作放

棄地の炭素蓄積量に大きな影響を与える要因を特

定して、開発された管理手法による耕作放棄地の炭

素固定能力を広域に評価する。

イ研究方法

（ア）多点調査

平成19年から、岡山県西部・広島県東部瀬戸内地

域の中山間地域を対象として、耕作放棄地の調査を

千了った。圃場 1区画単位の (I)放棄後の年数・（II)

放棄前の作目・（皿）放棄後の管理方法について聞

き取り調査を行い、 1圃場 4カ所で優占種調査、表

層 5cm土壌の採取を行った。土壌サンプロルは、 2mm

ふるいにかけて磯等を除去した後、根・枯死植物体

などを除去し、温度80℃で 2日間乾燥した。その後、

土壌粉砕器にて粒状にし、質量分析計（Thermo

Finnigan製、 DELTAplus Advantage）で、炭素含有率・

炭素安定同位体比を測定した。



（イ）定点調査

広島県福山市の試験圃場において、平成18年まで

作物栽培を行っていた圃場（水田 8a・畑跡18a）を

平成19年から非耕作状態にし、植生動態 ・土壌炭素

量を調査した。 SmからlOm四方で、メlj取管理区を設

定し、その中に lm×lmの植生調査コドラートを、

水田跡40区 ・畑跡64区設置し、それぞれの区で土壌

採取を行った。草刈は一回目を 5月、二回目を 8月

に実施し、草刈後に刈った草本を地面に残す区（草

刈＋残し）と、圃場外へ取出す区（草刈＋取出）を

設定した。植生調査を月 l回行い、調査区の植物

種 ・植被率 ・草丈、 代表区のバイオマス刈り取り調

査を行った。植被率×草丈とバイオマス量の相関を

調べた結果、イネ科雑草群落では線形回帰の場合に

相闘が高く（R2=0.86）、キク科雑草 ・マメ科雑草群落

では累乗近似を行った場合に相関が高く（R2=0.83と

0. 90）、これらの回帰式を基にバイオマス量を推定

した。地下部バイオマス量は 2ヶ月に 1度、代表区

の地上部 ・地下部のバイオマス量を測定し、科ごと

の地上部／地下部比を算出した。土壌の採取は年に

一度行い、採土器（ダイキ理化 ・DIK110）を用いて 0

0. 05m、0.05 0. lOm、0.10 0. 20m、0.20 0. 30mの

8 

． 
時 5 ． 
:4  

κ〉

眠 3
1出2
掛
判 1。
。 10 20 30 

4層に分けて、土壌炭素 ・炭素安定同位体比（813c)

の測定を行った。本報告では、 2007年 2月と2008年

2月に採取した土壌の炭素量について比較を行った。

地下部 C02放出量は、C02フ。ローブ（Vaisala社 ・

GMP343）と自動開閉式チャンパー（アキツ計測

DSC-0-250）を組み合わせ、 1時間おきに10分の閉

鎖を行い、 C02濃度上昇速度から C02放出量を推定

した。

ウ研究結果

（ア）表層多点調査

岡山県西部・広島県東部瀬戸内地域の多点調査の

結果、非耕作期間10年までは、非耕作年数が長い圃

場ほど土壌炭素含有率が大きく、約0.2九／年の増加と

なるが、それ以降は地点によりばらつきが見られた

（図22081）。地上部の優占種は、ササ群落で最大で、

ほとんどが刈取りにより維持されたススキ・広葉雑

草群落で小さくなった（図22082）。定期的な草刈に

よって維持されている草地型の耕作放棄地の方が、

完全に放棄された農地より土壌炭素含有率が小さく

なった。

． 
・ 水田跡

y = 1.53 XO 27 0畑跡

R2 = 0.38 
ーー回帰曲線（水田跡）

－ーー圃．．．．． ーーー回帰曲線（畑跡）

40 50 

放棄後年数（年）

図2208-1 放棄年数と表層 5cmの土壌炭素含有率の関係
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図2208-3 管理の異なる圃場の層位別の土壌炭素量（T地区）

（イ）層別多点調査

表層 5cm以下の土壌炭素含有量は放棄年数が長

くなるに従い、減少する可能性がある。 H地区の水

田跡では土壌の乾燥により、雑草有機物由来の炭素

供給量より、水稲栽培時に貯留された炭素の減少量

の方が大きくなった可能性がある（Shimoda 1l）。ま

た、休耕時に湛水を行い、嫌気性を高める管理を行っ

た T地区の水田跡では、下層の土壌炭素の減少が抑

えられた（図22083）。多点調査から、休耕管理方法

の違いにより土壌炭素量の増減は変化し、層位ごと

に傾向は異なることが明らかになった。

（ウ）定点調査

広島県福山市の定点調査では、管理により炭素供

給の元となる雑草の生長量が大きく異なった。水田

跡では、草刈りにより生産量の有意な増加が見られ

た。梅雨明けが早く乾燥した2008年は草刈り後の増

産効果が低く、夏季に湿潤だ、った2009年は草刈り後

に雑草の繁茂が見られた（図22084）。これは主にイ

ネ科雑草の増産によるもので、生産量が大きく増大

した（図22085）。草刈り管理には、セイタカアワダ

チソウの進行を食い止め、イネ科雑草の生育を補助

する役割があると考えられる。地上部・地下部合わ

せて、 3年間の総計で水田跡では草刈区で11.0 tC/ha、

放棄区で8.1 tC/haの炭素が供給されたと推定される。

畑跡でも草刈りによる増産効果が見られた。土壌

C02放出量の測定の結果、畑跡では水田跡より炭素

放出量が多くなることが分かつた。連続測定から周

辺の水田の湛水時期に水田跡の炭素放出量が小さ

いことが分かつており、土壌の乾湿性の違いが土壌

炭素放出量に影響していると考えられる。また、裸

地区・根＋土壌区・葉＋根＋土壌区の 3区からの C02

放出を測定し推定した結果、枯死葉の分解に伴う炭

素放出がほとんど見られなかった。土壌炭素含有率

は、水田跡・畑跡ともに草刈十残し区の表層 0 5cm 

でのみ増加したが、その他は減少した（図22086）。

特に畑跡では減少幅が大きく、表層30cmの土壌炭素



量はどの区でも－lMgC/ha以上であった。前歴の緑 としては減少する一方、炭素現存量としては大幅な

肥導入時の投入炭素が、放出された可能性がある。 増加が見られた（図22087）。

枯死地上部が地表面へ供給されるため、土壌炭素量

a) 2008年8月（梅雨明け早い） b) 2009年 8月（梅雨明け無し）

日
草刈区

図2208-4 2008年と2009年8月の水田跡放棄地の植生の対比

1) a）は2008年 8月、 b）は2009年 8月に水田跡放棄地40地点の植生被覆を撮影し、 一つの図とした。

2) 四角で固まれているのが草刈区、それ以外は放棄区。
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風車

少量

工考察

（ア）草刈管理は、地上部炭素供給増を導き土壌炭

素増加に繋がる可能性がある。しかし、 3年間の放

棄の結果は、土壌炭素として固定される量より、表

層に積み重なって存在する地上部残j査の炭素量の方

が圧倒的に大きいため、現時点では土壌炭素量が増

加しているとは言えない。

（イ）表層 5cmまでの土壌炭素含有量は放棄年数が

長くなるに従い、増加する傾向が見られる一方、表

層 5cm以下の土壌炭素含有量は放棄年数が長くなる

に従い、減少する可能性がある。多点調査・定点調

査ともに、同様の傾向が見られた。

（ウ） 3年間の草刈管理によって土壌炭素蓄積能力

が向上したとは言えないが、草刈－卜持出区では、表

層 5cmの土壌炭素含有量が減少するのに対し、草刈

＋残し区では増加している。地上部残j査が土壌へ供

給されて炭素量増加へ繋がっていると考えられ、そ

の増加量は放棄の場合よりは大きい。

オ今後の課題

（ア）多点データに関して、広域の土壌炭素変動を

考察するため、地点数を増やして管理手法や地点の

環境要素ごとに整理する予定だ、った。しかし、解析

にはデータが不足しており、更なる試料の取得と分

析が必要である。

（イ）年次変動に関して、植生調査・地上部地下部

乾物重調査は放棄後 3年間分、土壌炭素量の調査回

数は 3回（丸 2年間分）しかない。しかし、草刈管

一一 199一一

理が長期に及ぶ場合、土壌炭素量の増加に繋がる可

能性があり（Shimodaand Takahashi2l)、管理された場

合と放棄された場合の炭素動態の違いについて検討

する必要がある。より長期の変動データの取得が求

められる。

（ウ）雑草由来の地上部・地下部炭素量が、土壌炭

素量の増加に結びつくか不明である。地上部残t査が

どの程度土壌炭素量の増加に寄与するか不明であり、

地下部残j査の供給量の定量化が難しい。土壌化学的

手法により、雑草由来炭素の土壌炭素への寄与を評

価する必要がある。

力要約

（ア）特定地域の多点調査からは、表層 5cmでは放

棄期聞が長い圃場ほど、土壌炭素量が大きいことが

分かつた。

（イ）耕作放棄後は、雑草の地上部・地下部残j査炭

素量を含めると炭素量は放棄前より大幅に増加する。

深さ 0-30cmの土壌炭素量は減少するが、管理技術

（草刈）により雑草からの炭素供給量が増加し、減

少量を縮減できた。
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1 ) Shimoda S. (2008). Soil carbon content and 
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fields: land use change from paddy to upland 
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Agricultural Meteorology. 64: 289 293. 



2 ) Shirnoda S. and Takahashi Y. (2009). 01協 rences 水稲品種の栽培管理を推定した。さらに、 AMEDAS

in soil carbon storage due to mowing, burning, and から l次細分区域の代表地点の日別気象データを

uncontrolled management practices of a grassland 入手し、気象、土壌及び栽培管理のデータベースを

at the foot of Mount Sanbe, japan. Grassland 作成した。このデータベースと DNDCRiceモデ、ル

Science. 55: 175 180. によって各県の C出発生を推定し、日本国温室効果

ガスインベントリ（野尻ら日））の排出係数で推定さ

研究担当者（下回星児＊） れる値と比較した。

( 9 ）土壌一作物系物質循環モデルを活用した農耕

地における効果的な温室効果ガスの排出削減

技術の提示

ア研究目的

現在、農耕地からの温室効果ガス（C02、CH4、

N20）の広域的な発生量は、水管理や施肥法などに

よって定める排出係数を用いて推定されている。た

だし、これらの排出係数は限られた圃場での観測結

果から経験的に導いたものであるため、土壌特性や

気象条件が異なる農耕地に適用する場合は不確実

性が大きい。本課題では、土壌一作物系の炭素・窒

素循環を予測するプロセスモデ、ルを広域的に適用

できるように改良し、温室効果ガス発生インベント

リを精微化するとともに、発生量削減技術の評価を

行い、効果的な温室効果ガス削減技術を提示する。

イ研究方法

（ア）水田の物質循環モデ、ルの開発

a モデルの開発と検証：畑や草地を対象とし

た物質循環モデ、ル DNDC (Li et al. 1 l）を基にし、

水稲から土壌への有機物供給、土壌有機物の分解、

土壌の酸化還元などのプロセスについて改良を加

え、水田からの CH1発生を予測できるモデル

DNDC-Riceとした（Fumotoet al. 2 ) ）。文献調査等

により 8道県17地点の CH4発生実測データを収集し、

モデ、ルによる推定値と比較することにより、 CH4発

生予測能力を検証した。

b CH1発生の広域評価：気象庁の l次細分区

域毎に、地力保全基本調査と基盤整備基本調査（第

4次）のデジタルデータを GISによって結合し、土

壌群及ひ

境基礎調査（第 4巡）のデ一夕から、土壌群毎に理

化学性データの平均値を求めた。また、公開されて

いる栽培暦などを調査し、県毎に栽培面積が大きい

（イ）畑地の物質循環モデルの開発

a N20発生の実測データの収集：表22091に

示すように、全国のべ11地点（黒ボク土 6地点、非

黒ボク土 5地点）における畑地 N20発生の実測デー

タや肥培管理データを収集した。N20実測期間は 4ヶ

月間～ 6年間である。土壌 pHは5.6～6.4の範囲にあ

り、黒ボク士と非黒ボク土に違いはなかった。一方、

容積重と土壌有機炭素濃度（SOC）はそれぞれ、非

黒ボク土では0.93～1. 53 g/cm3と1.1～3.4%、黒ボ

ク土では0.60～0.92 g/ cm3と1.6～7.4%の範囲にあ

り違いが認められた。

b 土壌微生物バイオマス炭素の測定： lnubushi

et al. 4）によると、黒ボク士では他の土壌に比べ微生

物画分（SOCに占める土壌微生物炭素（SMC）の割

合： SMC/SOC二F値）が低いとされている。 DNDCモ

デ、ルで、は土壌微生物バイオマスは炭素・窒素動態を

制御する重要な因子であるため、全地点の土壌微生

物バイオマスをクロロホルム慎蒸法で、測定し F値を

求めた。

c N20発生予測の解析： DNDCモデ、／レ（version

8. 9）を用いて N20発生を予測し、実測との比較に

よって解析した。結果で後述するが、黒ボク土では

予測精度を改善するために、モデル中のパラメータ

である土壌微生物インデックス SMI=O.1とする改良

をf了った。

d 効果的な発生削減技術の提示：非黒ボク土

畑の N20発生に関して、効果的な発生削減技術を提

示するため、「堆肥と減肥を組み合わせた肥培管理」

による削減効果と、さらに soc等による影響を、

DNDCモデルによるシミュレーションで検討した。

具体的には、非黒ボク土の地点 No.06と09において、

「現状J、「現状に堆肥10t/ha/y追加と 10kg N/ha/y 

減肥」及び「現状に堆肥20t/ha/y追加と20kg N/ha/y 

減肥」のシナリオを設定した。
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表2209-1

No. 地点・施設等

01 芽室・北海道農業研究センター

02 芽室・北海道農業研究センター

畑地 N20発生量の実測データの概要

土壌 栽培作物

黒ボク士 ばれいしょ

黒ボク士 冬小麦

03 札幌・北海道農業研究センター 黒ボク土 デントコーン

04 二笠・北海道二笠市 灰色低地土 タマネギ

05 つくば・農業環境技術研究所 黒ボク士 野菜及び冬小麦

06 美唄・北海道農業研究センター 泥炭土（非黒ボク士客土） 冬小麦

07 山形・山形県農業総合研究センター 灰色低地士 大旦（転換畑）

08 福島・東北農業研究センター 黒ボク土（淡色） 大旦冬作

09 つくば・農業環境技術研究所 灰色低地土 大旦ーコムギ二毛作（転換畑）

10 長岡・新潟県農業総合研究所 細粒グライ土 大旦（転換畑）

11 合志・熊本県農業研究センター 黒ボク土（厚層多腐植質） キャベツ

同一地点の実測発生量が
年次により大きく変動。
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ウ 研究結果と考察

（ア）水田の物質循環モデ、ルの開発

a モデルの開発と検証：栽培管理と年次の変

化を含む 8道県17地点の CH4発生実測データと

DNDC Riceモデルによる予測値を比較した結果、特

に誤差の大きい宮城県の 2地点のデータを除いて、

平均誤差（RMSE)55kg/ha/yrで年間 C同発生量を予

測できた（図2209-1）。この結果から、 DNDC-Riceモ

デルを用いて水田からの C同発生を広域的に推定可

能と判断した。なお、推定誤差が大きくなったのは、

同一地点で実測した CH4発生量が年次によって大き

く変動した場合だ、った。これより、モデルがまだ考

慮していない C同発生の年次変動を起こすメカニズ、

ムがあることが示唆される。

b メタン発生の広域評価：気象、土壌及び栽

培管理のデータベースに基づき、 DNDCRiceモデル

を用いて、本州、四国及び九州の 8県（山形、福島、

新潟、岐阜、愛知、徳島、熊本、鹿児島）からの CH4

発生を推定した。その結果、各県の全水田からの平

均 CH1発生量はおよそ30～470kg/ha/yrとなり、気

象、土壌及び栽培管理に起因する差異が非常に大き

かった。なお、 8県平均の CH4発生量は213kg/ha/yr 

となり、現在のインベントリによる値（168 kg/ha/yr) 

より大きかった（図22092）。ただし、 CH4発生量は

地域による差異が大きいことから、全国の水田の CH1

発生量を推定するためには、より多くの都道府県に

ついてデータベースを整備し、 DNDCRiceモデルに

よるシミュレーションを行う必要がある。

（イ）畑地の物質循環モデ、ルの開発

a 土壌微生物バイオマス炭素： lnubushiet al. 

4）は非黒ボク士の F値は0.02程度であり、この値が

DNDCモデルでデフォルトとして用いられている。

一方、黒ボク土ではその10分の lである0.002である。

分析の結果、 F値は非黒ボク土では0.009士0.005、黒

ボク土では0.004土0.002で、あった。土壌採取は N20発

生量の実測時と一致していないことも勘案し、黒ボ

ク土では SM！二0.1 (F値が非黒ボク士の10分の lで

ある）として改良 DNDCモデルとした。

b N20発生予測の解析：表22092~こ結果を示

す。作物の N吸収は実測値と比較して0.75～1. 12倍

の範囲にあり、改良 DNDCでもほとんど変化しな

かった。これは、主要な N動態は DNDCで良く予測

されていることを示している。 N20発生量は非黒ボ

ク土では実測値の0.70～1. 7倍の範囲にあり、予測と

実測が比較的よく一致した。しかし、黒ボク土では

実測値の0.49～59倍の範囲を示し、予測誤差が大き

かった。改良 DNDCでは誤差が減少したものの、非

黒ボク土ほどの予測精度は得られなかった。この誤

差の原因として、土壌有機物の量とその特性による

可能性が高いと推察した（具体的データは省略）。



c 効果的な発生削減技術の提示：シナリオに

そった DNDCモデ、ル予測の結果、両地点とも「堆肥＋

減肥」で N20発生が増加し、この増加は socが高い

ほど増幅した。また、岡地点とも「堆肥＋減肥」で土

壌炭素が増加（C02吸収）し、これは socが低いほ

ど増幅した。「堆肥十減肥」によって正味の発生量

(N20発生＋C02吸収）は、両地点とも socが低い

ほど減少することが分かつた（具体的データは省略）。

この結果から、「堆肥＋減肥」と土壌炭素（及び他因

子）の交互作用があることが明らかになった。

表2209-2 初期 DNDCと改良 DNDCモデルによる作物 N

吸収及び N20発生の結果。値は実測値との比

で示した。改良 DNDCは黒ボク土地点のみ実

施した。

No. 作物 N吸収 N20発生

初期 改 良 初期 DNDC 改良 DNDC

DNDC DNDC 

01 1. 02 1. 00 36 2. 8 

02 0. 75 0.93 4. 8 0. 33 

03 0.80 0.80 0.49 0. 085 

04 0. 83 1. 7 

05 0. 99 0.99 59 8. 1 

06 1. 02 0. 70 

07 0.94 1. 6 

08 1. 12 1. 12 8. 8 1. 9 

09 1. 05 1. 1 

10 1. 07 1. 5 

11 1. 08 1. 12 58 23 

工今後の課題

本研究によって、わが国の水田からの CH1発生イ

ンベントリを推定できるプロセスモデルを開発し、

また広域推定のためのデータベースを構築する手法

を確立した。今後はデータベースを完成させ全国の

CH4発生インベントリを推定するとともに、水管理等

の技術による C同発生削減ポテンシヤノレを評価するO

また、土壌データの空間変動等による推定の不確実

性を評価することが重要である。

畑地からの温室効果ガス発生予測については、黒

ボク士に対するモデ、ルを改良する必要がある。また、

正味の温室効果ガス発生（N20十C02）については、

シナリオ分析で、支配因子と削減方策を明らかにす

る必要がある。

オ要約

（ア）水田の物質循環モデ、ルの開発

主に畑地を対象とした物質循環モデル（DNDC）を

改良し、水田からの CH4発生を予測できるモデル

(DNDC Rice）を開発した。さらに、気象、土壌及

び栽培管理に関する既存のデータから、 DNDCRice 

モデ、ルで、広域的に CH1発生を推定するためのデータ

ベースを作成した。それらにより、本州、四国及び

九州の 8県について CH1発生を推定した結果、各県

の平均 CH1発生量には大きな差異があることが示さ

れた。以上の成果により、わが国の水田からの CH1

発生量を IPCCの定義による Tier 3の手法で推定す

ることを可能にした。

（イ）畑地の物質循環モデ、ルの開発

のべ11地点における畑地からの N20発生実測デー

タを収集し、これを用いて DNDCモデルによる N20

発生予測の検証とモデル改良を検討した。非黒ボク

土では、初期 DNDCモデルを用いて N20発生を概ね

予測できた。土壌微生物バイオマスの実測に基づい

て改良した DNDCモデルでは、黒ボク土の N20発生

予測がある程度改善されたものの、十分な予測精度

を得るまでに到達しなかった。非黒ボク土でのシ

ミュレーションによって、正味の温室効果ガス排出

(N20十C02）に対して、「堆肥十減肥」処理と土壌炭

素（及び他因子）の交互作用があることを明らかに

した。
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第 3編 地球温暖化が農林水産業に与える影響評価

第 1章 地球温暖化が土地利用型作物に与える影響評価

( 1 ）地球温暖化による夏季の気温変動に対応し

た水稲冷害リスクの評価

ア研究目的

長期的なトレンドでは北日本でも年平均気温が上

昇傾向にあるが、各季節一様に上昇するのではなく、

夏季気温については上昇が明瞭でない。また、近年

(1980年代以降）は夏季天候の年々変動が大きく、暑

夏と冷夏が交互にかつおおむね周期的に発生してい

る。さらに、温暖化の進行により梅雨明けが遅くな

ると予想され、 7月中下旬に冷温感受牲を持つ北日

本の水稲にとり、今後もますます冷害が問題となる

可能性が高い。

そこで、このような温暖化による気温変動下での

水稲の冷害リスクを評価するためには、気象及び水

稲の両面から評価を行う必要がある。気象面では、

気候シナリオからやませの発生パターン及び時期を

解明する。水稲については、冷温感受性時期の的確

な予測のための発育予測モデ、ルとともに、温暖化に

よる水稲の冷温感受’生への影響評価を行う必要があ

る。これらの気象と水稲に関する知見を統合し、寒

冷地における気候温暖化による夏季の気温変動に対

応した水稲の冷害リスクを評価することを研究の目

的とする。

イ研究方法

（ア）気候シナリオモデルデータを入手し、 1km 

メッ、ンュにダウンサイジングした。気候モデ、ルの出

力値は、現在気候値と若干の差（バイアス）がみら

れるため、バイアスを補正し、 lkmメッシュ気温デー

タを整備した。気圧データから気圧差インデックス

を作成し、将来気候下での変動について解析した。

（イ）温度勾配温室での栽培及び作期移動試験での

栽培データを基に、高温に対応した発育予測モデ、ル

を作成した。気候シナリオモデルの 1kmメッシュ気

温データを用い、移植早限、登熟限界、障害型冷害

の危険期を算出した。

（ウ）穂ばらみ期耐冷性に栄養成長期の水温が及ぼ

す影響を定量化するとともに、栄養成長期の中で穂

ばらみ期耐冷牲に作用する感受性時期を特定し、そ

の時期の水温の影響を定量化した。

ウ研究結果

（ア）冷温発生パターンと時期の解明

東京大学等が開発した気候モデ、ル IMIROC」高解

像度版、気象研究所が開発した地域気候モデル

IRCM20」による a)2031 50年と b)20812100年の夏

季気温 (JJA）昇温量を示した（図 3101-1）。 a）の場合

は、 RCM20は海岸部が低い局地的な分布を示し、

MIROCは東西コントラストを示していた。 b）の場合

は、両モデ、ルとも東西のコントラストを示したが、

昇温量は MIROCが倍程度大きかった。 C02排出シナ

リオでは、 MIROCが AlB、RCM20が A2で、 RCM20

の方が多かったが、昇温量は MIROCの方が大きかっ

fこO

気候シナリオモデルデータについて、やませの影

響を最も受ける八戸の気温を示した（図 3101-2）。

MIROCはほぼ一定割合での昇温を示したが、 RCM20

では昇温量はそれほど大きくなく、年々の変動が大

きかった。 2050年までしばしば現在の平年値並みの

値まで下降した。

現在観測値による PDWS （稚内と仙台の気圧差、

Kanno 1 ））の時間変化（1950～2008年）は、北高型の

気圧配置の卓越を示し、 1980年代以降については周

期的な変動がみられ、冷夏とおおむね一致していた

（図3101-3）。 MIROCについて PDWSの2010～2100

年までの時間変化をみると、夏季に値が高いのは現

在気候と同様だが、 6月の値が低めに、 9月が高め

にシフトしているようにみえた（図31014）。
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図3101-1 夏季気温の2031 50年と2081 2100年における昇温量

2081-2100年では MIROCのスケールが2倍になっており、昇温量はMIROCの方が大きい
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図3101-2 青森県八戸における夏季気温 (JJA）の時間変化（2010～2100年）
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図310ト3 現在観測値による PDWS （稚内と仙台

の気圧差）の時間変化 （1950～2008年）

横軸は月を示す。
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図3101-4 MIROCによる PDWSの時間変

化 （2010～2100年）

表3101-1 水稲の生育指標の時間経過

平均気温13°C初日 日平均気温14°C終日 日平均気温22°C初日

1979～2008 2081～2100 1979～2008 2081～2100 1979～2008 2081～2100 

MIROC 4月16日 10月29日 7月3日
八戸 5月11日 10月9日 7月26日

RCM20 4月14日 10月9日 7月12日

秋田
MIROC 4月13日 11月3日 6月14日

5月8日 10月13日 7月13日
RCM20 4月13日 10月12日 7月1日

MIROC 4月7日 11月13日 6月23日
仙台 5月2日 10月20日 7月18日

RCM20 4月4日 10月23日 7月4日



た。このとき、主稗総葉数は「コシヒカリ」で減少

したのみであった。そこで、「あきたこまち」、「ひと

めぼれ」については日長感応性を考慮しない発育モ

デ、／レを作成した。しかし、 Yinet aし2）の手法で気温

と発育速度（DVR）の関係を求めると、最適温度（TO)

が「あきたこまち」で23.9℃と堀江 ・中川 3）の「日

本晴」の30℃よりも明らかに小さくなった。これは、

上限での栽培データがないためであると考え、 TOを

30℃に設定し、 Nakagawaet al. 4）の手法で関係式を

求めた（図3101-5）。

水温の発育速度への影響をみると、 20～27℃の問

では、水温 l℃の上昇で約 3日の前進がみられたが、

それ以上の水温では早まらなかった。主稗総葉数に

ついては水温の上昇 1℃につれ0.2葉、増加した（図

3101-6）。

（イ）温暖化条件で、の水稲発育モデ、ルの作成

気候シナリオモデルの 1kmメッシュ気温データを

用い、移植早限、遅延型冷害を評価するための登熟

限界、障害型冷害の危険期について算出した。最低

気温を使用する指標についても、系統的な差のある

最低気温でなく日平均を用い、現在気候値と将来気

候値との指標の差（日数）を平年値データに加えて

算出した（表31011）。いずれの気候シナリオも移植

可能を示す日平均気温13℃初日が前進したが、登熟

限界を示す日平均気温14°C終日はMIROCで後進した

が、 RCM20ではあまり変化しなかった。障害型冷害

と関係する日平均気温22℃初日はいずれの気候シナ

リオでも前進した。

作期移動試験の結果から水稲の発育予測モデルを

作成した。播種又は移植時期を遅らせると、盛岡で

の通常作期の平均気温より 3°C高いデータは得られ
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（ウ）高温条件下でのイネの冷温感受性の評価

穂ばらみ期耐冷性への影響について、まず、栄養

成長期の長期（移植から幼穂形成）の水温が及ぼす

影響をみると、年次を超えて負の直線関係がみられ、

高水温ほど耐冷性を高めることが明らかとなった

（図3101-7）。

また、移植期から幼穂形成期の中でも、幼穂、形成3

週間前～ 1週間前の感受性が高いことが明らかとし

た（表3101-2）。

栄養成長の感受性時期である幼穂形成 3週間前～

1週間前の水温との関係をみると、水温の20°Cからわ

ずか 3℃の上昇で30%も不稔歩合が低下することを

明らかとした（図3101-8）。
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図310ト7 幼穂形成以前の長期水温（移植～幼穂

形成）と不稔歩合の関係
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図3101-8 幼穂形成3週間前～ 1週間前の水温が不稔

歩合に及ぼす影響

移植から幼穂形成前3週間前まで，幼穂形成

前1週間前から幼穂形成までの期間を20°Cに

制御し，幼穂形成3週間前から 1週間前の 2
週間を4段階の水温条件とした。

表3101-2 前前歴処理水温と不稔歩合

6/13～ 6/19～ 6/25～ 7/5～ 
6/18 6/24 7/4 7/10 

対照区
22.9 22.1 22.6 22.8 

22.9 22.1 22.6 22.8 

前前歴3

前前歴2

工考察

（ア）冷温発生パターンと時期の解明

MIROCにおける PDWSの2010～2100年までの時間

変化が、 6月の値が低めに、 9月が高めにシフトし

ているように見えることは、遠藤5）が指摘している

やませ型気圧配置の出現が 8月にシフトすることと

対応している可能性がある。RCM20については、現

在気候のパターンとあまり 一致していないように見

える。気圧データに関しては、今後面的なパターン

を精査する必要がある。

（イ）温暖化条件で、の水稲発育モデ、ルの作成

2081～2100年においては移植可能日の前進により

発育可能期間が延長されるため、遅延型冷害に遭遇

する危険性は少なくなると思われる。障害型冷害に

7/11～ 幼形期～
7/16 穂揃い期 幼形期穂揃い期不稔歩合

21.4 19.3 7/15 8/25 26.1 

22.5 22.9 7/15 8/16 5.5 

19.4 7/21 8/31 64.4 

22.9 7/21 8/18 9.7 

19.4 7/21 8/31 51.5 

22.9 7/21 8/16 10.7 

19.4 7/21 9/1 34.5 

22.9 7/21 8/18 16.1 

関しては、発育ステージの前進及び PDWSのシフト

とあわせ今後検討する必要がある。

栄養成長期の気温上昇と水温上昇では、幼穂形成

期の変動及び主稗総葉数の増減に与える影響が異

なっていた。これは、水温上昇と気温上昇で生育に

およぼす影響に違いがあることを示唆し、今後精査

する必要がある。

（ウ）高温条件下でのイネの冷温感受性の評価

栄養成長期の水温上昇は穂ばらみ期耐冷性を高め

ることが期待された。ただ、その効果は幼穂形成前2

週間を中心とする時期であり、その時期の温度条件

により、耐冷性が変動することが予測され、今後、

将来に予測される気候シナリオ下での影響を予測す

る必要があると考えられた。
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オ今後の課題

（ア）冷温発生パターンと時期の解明

気候シナリオモデルデータの気温以外の要素に関

するバイアス補正を行い、将来の気圧分布パターン

等について解析し、冷夏の発生及びやませの出現可

能性について検討する。

（イ）温暖化条件で、の水稲発育モデルの作成

高温に対応した水稲発育モデルを作成し、気候変

動シナリオを用いて水稲発育及び冷害危険期の変動

を予測する。また、栄養生長期の穂ばらみ期耐冷性

への作用、気温上昇、危険期の変動とあわせ、水稲

冷害リスクを評価する。

（ウ）高温条件下でのイネの冷温感受性の評価

栄養成長期の温度の耐冷性への影響を組み込んだ

モデルにより、将来に予測される気候シナリオ下で

の影響を予測する必要がある。

力要約

（ア）冷温発生パターンと時期の解明

気候シナリオデータを統計的にダウンスケーリン

グ及びバイアス補正を行い解析した結果、やませ型

の気圧配置は現在観測値と類似した季節変化が見ら

れることを明らかにした。

（イ）温暖化条件で、の水稲発育モデルの作成

気候シナリオデータを用い解析した結果、生育可

能期間の延長により遅延型冷害の危険性が少なくな

ることを明らかにした。また、作期移動試験を行い

水稲の発育予測モデ、ルを作成した。

（ウ）高温条件下でのイネの冷温感受性の評価

幼穂形成前 2週間の水温の変動が、水稲の穂ばら

み期耐冷牲に強く作用することを明らかにした。

構造とパラメータの推定法および出穂予測への適

用． 日作紀. 59.687 695. 

4 ) Nakagawa H. et al. (2005). Flowering response of 

rice to photoperiod and temperature: a QTL analysis 

using a phonological model. Theor. Appl Genet. 

110:778 786. 

5 ）遠藤洋和（2008）.現象別の再現性検証と将来予

測 ヤマセ ． 気象研究所技術報告. 52号．

p27 48. 

研究担当者（神田英司ぺ菅野洋光、下野裕之）

( 2 ）近年の温暖化が暖地における水稲の収量・

品質変動に与えている影響の実態解明

ア研究目的

気候変動に関するこれまでの研究から、 20世紀後

半に全球平均気温が上昇傾向にあり、国内でも地上

気温が上昇傾向にあったことが報告されている（気

象庁 I) ）。一方で、西日本では近年、水稲の品質低下

が続いていることから経験的に温暖化の影響が指摘

されているが、両者の関係を定量的に検証した例は

ない。長期間の気温上昇は、水稲の発育（出穂、成

熟等）に影響を与えることから、水稲の登熟時期が

シフトするなど、様々な形で収量・品質に影響を与

えていることが予想される。本課題では、試験圃場

における長期間の作況データとアメダス等の地上気

象観測データを用いて長期的な変動解析を行い、近

年の気温上昇が暖地水稲の発育の変化、及び収量・

品質にどのような影響を与えているのか実態を解明

することを目的とした。

イ研究方法

キ 引用文献 （ア）発育モデ、ルによる長期作況試験データの解析

1 ) Kanno H. (2004) . Five year cycle of north south 九州｜の複数地点における過去30年間の作況データ

pressure difference as an index of summer weather in を整理収集し、水稲発育の長期的な変化を解析した。

Northern Japan fr司om1982 onwards. Jour. Met. Soc. 継続的な奨決試験の行われている地点として、宮崎

Japan. 82: 711 724. 県総合農業試験場（宮崎）、鹿児島県農業開発総合セ

2) Yin X. et al. (1995). A nonlinear model for crop ンター（薩摩）、福岡県農業総合試験場（筑紫）の 3地

development as a function of temperature. Agric. For. 点を選定し、早期品種（コシヒカリ）と普通期品種

Meteorol. 77: 1 16. （日本晴、ヒノヒカリ）を対象に解析を行った。各

3 ）堀江武・中川博視(1990）.イネの発育過程のモ 地点・品種における発育の温度反応の特牲を把握す

デ、ル化と予測に関する研究．第1報モデルの基本 るため、気温と日長に対する Beta関数を用いた発育
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速度の推定モデル（Yinet al. 2 ) ）への当てはめを行っ

た。出穂以降の発育速度は Maruyamaet al. 3 ）と同様

に気温のみの関数とした（図3102-1）。パラメータの

決定方法は Nakagawaet al. 4）に従い、解析に必要な

気温には近隣の AMeDAS観測点における日平均値を

用いた。

（イ）水稲発育の長期的な変化の評価

奨決試験における移植日の変化の影響を除去する

ため、上記の発育速度のモデルと決定されたパラ

メータを用いて長期の発育データを補間し、過去の

移植日を統ーした場合（早期は4月10日、普通期は6

月20日）の発育日数を決定した。補間ではモデ、ルに

よる推定を最小限に留めるため、実際の移植日から

統一移植日までの発育速度の積算値を計算し、実際

の出穂日からの発育速度の積算値がその値を初めて

上回った日を出穂日とした。登熟についても同様の

補聞を行い、各地点・品種ごとに過去30年間の出穂

日数と登熟日数の変化を定量化し、 MannKendall法

による長期的な変化トレンド、の検定を行った。

（ウ）登熟気温の長期的な変化の評価

品質に影響を与える登熟期間中の気温が、長期間

の発育のタイミングの変化（登熟期のシフト）によっ

てどのような影響を受けているのか、その間接的な

影響を定量化した。各地点のパックグラウンドの気

温上昇について、 AMeDAS観測地点のデータを用い

て、早期水稲と普通期水稲の登熟期に相当する 7月

と9月の平均気温の過去30年間の上昇傾向を解析し

移植出穂相 DVR=f（乃×G(L)

出穂一成熟相 DVR= f（η 

(T TVT  Tl［社r
気温の影響 nn =Iム」ム｜｜二」＿＿＿＿＇.＿ I 

一、 ， l'Ia-Ti, Jl ~－ Ta) 

( T-T ¥( Iー T1［出P

日長の影響 a(L) =I~二ι ｜｜一二」」：＇.＿ I
~＂ ~ι － ι AL，－ ιj 

DVR：発育速度 T：気温 L：日長

気温と日長に関する以下のパラメータを固定

九＝8°C Ta= 30℃ス＝ 42℃ 

Lb =Oh ι＝lOh L《＝ 24h 

図3102-1 解析に用いた発育モデ、ル

た。一方で、発育の変化による登熟期のシフトも含

めた場合の登熟期間中の平均気温について過去30年

間の上昇傾向を解析し、両者を比較することで、温

暖化による発育の変化が品質に与えている間接的な

影響の分離評価を試みた。

ウ研究結果

（ア）温度と日長に対する反応の品種間差

各地点・品種に対して得られた発育モデ、ルのパラ

メータの値を表3102 1と表31022に示した。移植一

出穂相では最短発育日数 Cが43～48日、気温に対す

る感度係数αが1.4～2. 1、日長に対する感度係数βが

1. 3～3. 1の範囲で、品種による違いが主にβの値に反

映されていた。すなわち、コシヒカリはβの値が小さ

く日長変化に対する発育速度の変化が緩やかである

のに対し、日本晴とヒノヒカリはβの値が大きく日長

変化に対する発育速度の変化が急勾配で、あった。ま

た、 αの値にも比較的差は小さいが同様の傾向がみら

れた。一方で出穂成熟相では、品種による違いが

主に Cの値に反映されており、コシヒカリが30～31

日と短いのに対して、日本晴とヒノヒカリでは34～

40日と比較的長かった。移植一出穂相では各パラ

メータの値に地域間差がほとんどみられなかったの

に対し、出穂一成熟相では同じ品種でも地域によっ

てパラメータの値に違いがみられ、特に日本晴にお

ける C とαの値に宮崎と筑紫で大きな違いがみられ

fこO

表3102-1 移植 出穂相における各パラメータの値

移植一出穂 コシヒカリ 日本晴 ヒノヒカリ

パラメータ 宮崎 薩摩 宮崎 筑紫 宮崎筑紫

G(day) 46.0 43.8 44.1 45.0 47.6 45.6 

α 1.44 1.49 1.72 1.79 1.76 2.07 

β 1.34 1.45 2.34 2.45 2.83 3.03 

RMSE (day) 2.3 2.3 2.3 1.7 2.4 1.5 

表3102-2 出穂成熟相における各パラメータの値

出穂一成熟 コシヒカリ 日本晴 ヒノヒカリ
パラメータ 宮崎 薩摩 宮崎 筑紫 宮崎 筑紫

σ（day) 30.1 31.4 34.4 39.2 35.9 38.9 

α 1.54 1.99 1.31 0.60 0.70 0.74 

RMSE (day) 2.1 1.8 3.3 2.6 3.7 1.9 
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（イ）出穂、日数及び登熟日数の長期的変化

宮崎、薩摩、筑紫の各地点において、過去30年間

の移植日を統ーした場合の出穂日数（移植から出穂

までの日数）と登熟日数（出穂から成熟までの日数）

の変化を図3102 2と図3102 3に示した。発育期間中

の気温は、早期と普通期ともに過去30年間で上昇し

ている傾向がみられた。それにともない、すべての

地点において出穂日数は全体的に短期化している傾

向がみられた。特に普通期よりも早期でその傾向が

顕著にみられ、コシヒカリの出穂日数の 5年間平均

値は 7～9日短期化していた。 一方で登熟日数は、

筑紫で短期化している傾向がみられたものの、それ

以外の地点での変化傾向は明確で、なかった。また、

コシヒカリは90年代に登熟日数が一旦やや短期化し、

その後に再び長期化している傾向がみられた。

6~975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

（ウ）登熟気温の長期的変化

暖地水稲の登熟期に相当する 7月（早期）と 9月

（普通期）の月平均気温及び発育の年々変動も考慮

した登熟期間（出穂から成熟まで）の平均気温の変

化を図31024に示した。また、表3102 3には全地点

における両気温の1977～2007年での 5年間平均値の

変化量を示した。登熟期のパックグラウンドの月平

均気温は過去30年で、早期では0.8～1. 0℃、普通期

では1.3～2. 1℃上昇していた。登熟期間中の平均気

温は、普通期では1.4～3. 1℃の上昇でパックグラ ウ

ンドの変化よりも急激に上昇している傾向がみられ

た。 一方で、早期の登熟期間中の平均気温は0.5℃の

上昇で、パックグラウンドの 7月の平均気温の変化

よりも緩やかな傾向がみられた。
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図3102-2 過去30年間の気候変動による出穂日数（移植から出穂までの日数）の変化
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図3102-3 過去30年間の気候変動による登熟日数（出穂から成熟までの日数）の変化
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図3102-4 登熟期間中の気温の長期的な変化

工考察

（ア）温暖化が出穂日数に与えている影響

発育モデ、ルを用いた解析では、移植から出穂、まで

の気温に対する感度を表すパラメータは早期品種の

コシヒカリで、小さく、普通期品種の日本晴とヒノヒ

カリで大きかった。この結果からは、温暖化等の気

候変動に対する発育の変化は（最適温度の付近で日

長の制限が無い場合には）普通期品種の日本晴とヒ

ノヒカリで大きいことが示唆された。しかしながら、

過去30年間の発育日数の解析結果では、早期・ 普通

期ともに移植から出穂までの日数が短期化している

ものの、その傾向は早期品種のコシヒカリでより顕

著であった。生育期間中の平均気温の上昇量には早

期と普通期との間にあまり違いがなかったことから、

この理由として、早期では生育期間中（特に出穂前）

の日長が比較的長いために発育速度に対する気温の

寄与が大きいことが考えられた。いずれにしても、

過去30年間において暖地の各地点の平均気温は有意

に上昇しており、それにともない早期と普通期とも

に出穂、日数が短期化している実態が明らかにされた。

（イ）温暖化が登熟日数に与えている影響

発育日数の長期的な変化の解析結果では、出穂か

ら成熟までの日数には複数地点に共通する明確な変

化傾向が認められなかった。一方で、発育モデルの

解析結果では、気温に対する感度を表すパラメータ

は移植 出穂相と同程度の値を示しており、発育速

度そのものは（最適温度の付近で日長の制限が無い

場合には）気温の影響を受けていることが示唆され

た。宮崎の各品種では90年代に登熟日数が－Jiやや

短期化している傾向がみられたことから、 2000年以

表3102-3 発育日数と登熟気温の変化傾向

（ホ P<0.05、＊ * pく0.01) 

項目 コシヒカリ 日本晴 ヒノヒカリ

宮 崎 薩 摩 宮 崎 筑 紫 宮 崎 筑 紫

出穂回数（日） ー7.5柿 －8.8紳ー0.1 -4.3柿 ー2.5* -4.0材

登熟回数（日） +1.0 ー1.0 -0.8 -3.0特＋1.5 ー1.5紳

月平均気温（。C)+0.8 +1.0柿＋1.3柿＋2.1* +1.3帥＋2.1*

登熟期気温（。C) +0.5 +0.5 +1.4紳 ＋3.0紳 ＋1.5紳＋3.1紳

降のさらなる高温によって発育が遅延し、結果的に

登熟日数の短期化の傾向が緩和された可能性もある。

ただ、し、作況調査における成熟日の観察は誤差が比

較的大きいことから、温暖化によって登熟日数が変

化しているかどうかは明らかで、なかった。また、実

際の水稲栽培では天候や作業等の都合によって成熟

期と収穫期は異なるため、温暖化によって登熟日数

が変化している場合でも、それが品質や収量に与え

ている影響は比較的軽微であるものと考えられた。

（ウ）温暖化が登熟気温と品質・収量に与えている

影響

登熟気温の長期的な変化の解析結果では、出穂か

ら成熟まで、の平均気温は早期で、はバックグラウンド

の 7月の平均気温の変化よりも緩やかに上昇してお

り、普通期では 9月の平均気温の変化以上に上昇し

ている傾向がみられた。これは、発育の変化によっ

て登熟期がシフトすることによる間接的な影響によ

るものであった。すなわち、早期では出穂日数の短

期化によって登熟期が早まることが登熟気温の上昇

を緩和しており、逆に普通期では登熟気温をさらに

上昇させていると考えられた。普通期では、 5年間

平均値を基にした過去30年間の登熟気温の上昇量は

1. 4～3. 1℃と大きく、暖地における 9月の平均気温

は高温不稔の発生する32～36℃（Weerakoonet al. 5 l) 

までは達しないものの、白未熟粒が発生する26°C前

後（森田 6l) に多くの地域で達していた。このこと

から、近年の温暖化が暖地の普通期の水稲に与えて

いる影響では、出穂日数が短期化していることも間

接的に登熟気温を上昇させ、品質を低下させる方向

に作用しているものと考えられた。



オ今後の課題

（ア）特異的なイベントの影響評価

暖地における水稲の品質・収量の変動には、高温

の影響以外にも大規模な病虫害の発生あるいは大型

台風の上陸にともなう強風害や潮風害の発生など、

特異的なイベントの影響が無視できない。これらイ

ベントの発生頻度と温暖化との関係は不明であるが、

それらの影響を定量化していくことで、暖地におけ

る品質・収量の変動（特に空間的変動）の要因を明

らかにできることが期待される。

（イ）高温域における気温と水稲発育との関係解明

宮崎の各品種では、高温によって発育が遅延して

いる可能性を示唆する結果が得られた。高温域にお

ける温度と発育速度との関係については研究事例が

少ないことから、チャンパ一等を活用した実験に

よって、暖地で、の気温上昇が水稲生産に与えている

影響をより詳細に評価できるものと考えられる。

力要約

近年の温暖化が暖地の水稲生産に及ぼしている影

響の実態を解明するため、試験圃場における長期作

況データと AMeDAS観測点の気温観測値を用いて、

過去30年間の水稲発育の長期的な変化を解析した。

その結果、発育期間中の平均気温の上昇にともない、

複数地点（宮崎、薩摩、筑紫）で出穂日数が短期化

している傾向が明らかにされた。特に早期水稲でそ

の傾向が顕著で、短期化日数は日本晴とヒノヒカリ

で0～5日、コシヒカリで 7～9日であった。一方

で、登熟日数の変化には複数地域に共通する明確な

傾向がみられなかった。また、登熟期に相当する 7月

と9月の平均気温は上昇傾向にあったが、さらに出

穂日数の短期化で登熟期が早まることの影響がみら

れた。登熟期間中の平均気温は、早期ではパックグ

ラウンドの 7月の平均気温の変化よりも緩やかに、

普通期では 9月の平均気温の変化よりも急激に上昇

している傾向が明らかにされた。すなわち、近年の

温暖化が西南暖地の普通期水稲に与えている影響で

は、出穂日数が短期化していることも間接的に登熟

気温を上昇させ、品質を低下させる方向に作用して

いると考えられた。

キ引用文献

1 ）気象庁（2002). 20世紀の日本の気候．財務省印

刷局. pl 116. 

2) Yin X. et al. (1997). A model for photothermal 

responses of旺oweringin rice I. Model description and 

parameterization. Field Crops Res. 51: 189 200. 

3) Maruyama A. et al. (2010). Modeling of 

phenological development in winter wheat to estimate 

the timing of heading and maturity based on daily mean 

air temperature and photoperiod. ]. Agric. Meteorol. 

66:41 50. 

4 ) Nakagawa H. et al. (2005). Floweri時 responseof 

rice to photoperiod and temperature: A QTL analysis 

using a phenological model. Theor. Appl. Genet. 

ll 0: 778 786. 

5 ) Weerakoon W. M. W. et al. (2008). Impact of 

humidity on temperature induced grain sterility in rice. 

]. Agron. Crop Sci. 194:135 140. 

6）森田敏（2009）.水稲高温登熟障害の生理生態学

的解析．九州｜沖縄農研報告. 52: 1 78. 

研究担当者（丸山篤志ぺ脇山恭行）

( 3 ）小麦作に対する温暖化の影響解明と評価法

の開発

ア研究目的

日本の小麦の自給率は約14%であり、大部分を輸

入に依存しているため温暖化及び気象変動の拡大に

よる生産国の豊凶の影響が大きく、国内白給の向上

が望まれている。国内でも従来問題視されている作

況・品質の変動が温暖化により顕著になることが懸

念されており、凍霜害の増加や登熟期間の短縮等が

予測されている（農林水産省 I) ）。水稲で、はすでに温

暖化時の収量予測地図が提示されているが、小麦に

おいても同様に定量的な影響評価とそれに基づく具

体的な適応技術を提示する必要がある。近年の小麦

作期の気温は上昇傾向にあることから、これまでの

収量・品質データを解析することにより今後の温暖

化による影響を予測し、その影響を回避あるいは緩

和するための適応技術の開発に必要な知見を得るこ

とができるものと考えられる。本課題では、主に統

計データを用いて小麦の作期や収量・品質に対する



気象の影響を解析することにより、近年の気温上昇

が小麦の作柄に及ぼしている影響を把握することを

目的として実施した。

イ研究方法

（ア）作況データの収集と解析

農林水産省統計情報部の「 4麦の作柄及び被害状

況」、「作物統計」、「麦の検査結果j より、 1983年か

ら2005年（産）の都道府県別の播種期、出穂期、収

穫期のデータ及び収量、作況、品質に関するデータ

を抽出した。このうち、期間中のデータがすべて揃っ

ている県のデータを解析対象とした（北海道： 4地

区、東北： 2県、関東： 5県、東海・近畿： 6県、

九州、I: 4県。以下、“産地”とする）。産地内の中心

地を特定するために、 2005年の市町村別作況データ

より各産地の収穫量上位 3市町村を抽出し、該当市

町村の内部若しくは近傍のアメダス 1～ 3地点の気

象データを解析に用いた。複数のアメダス地点を採

用した場合の気象値は平均値を用いて、発育段階別

の気象条件と収量等との関係を解析した。

（イ）品種の変化による出穂期変動の数値化

都道府県毎の品種別作付面積のデータより 1983年

のシェア最大の品種を基準品種として、その他の品

種と基準品種との出穂期の差を作物研究所提供の農

林品種データベース、育種試験成績書により調査し

た。品種のシェアを考慮して、 1983年と比較した出

穂の早まりを示す“早生化日数”として2005年まで

の各年について算出した。

（ウ）収量の変動及び収量構成要素の解析

作物研究所、九州沖縄農業研究センターの「新品

種候補参考成績書」より、対象品種として長期間使

われている農林61号のデータを抽出し、作期の変動、

収量構成要素聞の関係を解析した。また全国のデー

タを対象に、水稲で潜在的な収量を示す指標として

使用されている気候登熟量示数を算出した（村田 2））。

ただし、登熟期間は出穂期から50日間とした。

ウ研究結果

（ア）作期の変動とそれに関与する要因

対象とした22の産地のうち16産地で、播種から出

穂日数の短縮が認められた（表31031）。この短縮の

要因には、①温暖化によるもの②播種期の遅れによ

るもの③品種の変化によるものの 3つが考えられる。

播種から出穂日数の短縮を各要因別に試算したとこ

ろ、特に関東から近畿にかけての産地では、播種の

遅れと気温の上昇による出穂の前進により、生育期

間が短縮していることが示された（図31031）。出穂

から収穫までの期間については短縮している産地は

なく、関東・東海では登熟日数が増加していた。

（イ）収量の変動と収量構成要素聞の関係

収量が有意に増加している産地は 3、減少してい

る産地は 2であり、作期の短縮と同様の全国共通の

傾向は認められなかった。品質を表す一等比率は、

九州で有意に向上していることが認められた（表

3103 1)0穂数と千粒重には負の相聞があり、登熟期

間の積算日射量を穂数で、割ったものと千粒重には正

の相聞が認められた（図31032）。

（ウ）登熟に関与する気象要因

気候登熟量示数には気温及び登熟期間の降水量と

負の相関が認められた。全国のデータに対して得ら

れた相関係数は降水量の方が大きく、降水量50mm毎

に分級した場合の気候登熟量示数の最大値は上に凸

の曲線となった（図31033）。
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表3103-1 小麦作期の経年変化 （1983～2005年）

地域 鑓穫期 出穏期 収直期
熔種～出穂出穂～収穫

収量 一等比率
日数 日数

.:It措置 札幌 0.唱 -033 --0.38 -0.77 
酉聞 0.却 --0.38 -0.52 
帯広 -<144 --043 -0.57 1Q風

北見 -0.田 --0.49 -0.78 
東北 青森 --0.49 

岩手 --0.36 -5.72 1.回
関東 震場 0.67 -0.44 -1.11 0.41 -1.曲

街木 0.49 4 国 -0.98 0.34 3.31 
群馬 -o却 --032 -0.51 
埼王 0.47 -0.75 
千華 0.担 -o描 -0.66 0.27 

東海 崎阜 a1a 
僻同 0.46 -0.59 0.33 
愛知 0.笛 -0.82 
三重 0.27 -041 -D.68 0.39 

近揖 滋賀 -044 
兵庫 0.16 -o窃 -0.51 -4.15 

九州 福岡 0.21 -0.52 2.34 
佐賀 --030 
民暗 0.釦 -0.47 --0.38 -0.77 
館本 --0.20 -0.49 --0.40 2掴

大分 0.49 -0.75 2.担

1 ）年次に対する一次回帰式が有意な産地について、式の傾きを示す。太字は pく0.01、細字はが0.05

2 ）播種期、出穂期、収穫期の正の値は遅れ、負の値は前進を表す。

3 ）日数の正の値は増加、 負の値は減少を表す。
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工考察

（ア）作期の変動とそれに関与する要因

1980年代後半より冬季、春季ともに平均気温の上

昇傾向がみられるが、小麦作で、の播種から出穂まで

の日数の短縮には、気温の上昇以外の要因も関与し

ていることが示された。北海道、九州｜では早生品種

の普及による出穂期の前進が 3～4日であると試算

された。また、生育期間短縮の要因の一つである全

国的な種期の遅れについては、早生品種の普及に加

えて暖冬年が増えていることから、凍霜害を回避す

るために早播きを避けるよう産地で指導されている

ことも考えられた。関東から東海の産地では品種の

変化が少なく、気温上昇による生育期間の短縮は 7

日間前後であると試算された。温暖化の影響のーっ

として予測されている登熟期間の短縮は現在のとこ

ろ認められず、この理由として、冬季の気温の上昇

や品種の早生化により出穂期が前進し、登熟期聞が

前倒しになったことが考えられた。

（イ）収量構成要素のうち年次変動が大きいのは穂

数であり、一定値までは穂数の増加に伴い収量は増

加するが、それ以上では減収する傾向が認められた

（データ省略）。過剰な穂数は粒重を低下させること

から、適切な穂数を確保するための播種期、播種量

の提示が適応技術として考えられた。

（ウ）降水量は発育時期全般にわたり収量と負の相

聞があり、特に後半の登熟期で影響が大きい（中国

ら3））。水稲の気候登熟量示数は登熟期間の気温と日

射の 2要因で求められるが、小麦で、は降水量も関与

し潜在的な収量を最大にする登熟期間の降水量は約

150mmであることが示された。また九州での一等比

率の上昇は、登熟期間の降水量の減少が一要因と推

察され、日本の小麦作においては過剰な降水が収量

や品質に及ぼす影響を的確に評価する必要があると

考えられた。

オ今後の課題

小麦は凍霜害や収穫期の降雨、後作との作業競合

など、水稲以上に発育相の変化が重要な情報となる。

適応技術の開発のためには、気候シナリオと発育モ

デルにより温暖化時の作型の変化を栽培や育種等の

分野に提示する必要がある。収量の予測については、

日本の小麦作の特徴である多雨条件の影響を評価す

るために、統計モデルだけで、はなく過湿に対する生

理・生態反応を取り入れたプロセスモデルの開発が

必要である。

力要約

小麦の播種から出穂までの生育期間は全国的に短

縮しており、関東から近畿の産地では気温の上昇に

より過去23年間で 7日前後の短縮が起きていること、

登熟期間の短縮は出穂期の前進により現時点では認

められないことが明らかになった。収量・品質に対

する温暖化の影響は明らかではないが、今後の対策

として作期や出穂期までの生育量を最適化する技術

が必要であることが示唆された。気候登熟量示数で

表される潜在的な収量は、登熟期間の気温だけでは

なく降水量にも依存し、約150mmが最適値であるこ

とが示された。

キ引用文献

1 ）農林水産省（2002). 「近年の気候変動の状況と

気候変動が農作物の生育等に及ぼす影響に関する

資料集J

2 ）村田吉男 (1964）.わが国の水稲収量の地域性に

及ぼす日射と温度の影響について． 日作紀．

33: 59 63. 

3 ）中園江ら（2008）.小麦登熟期の降雨の年次変動

と品質への影響． 日作紀. 77（別 2): 218-219. 

研究担当者（中園江＊）

( 4 ）ダイズ生産に及ぼす温暖化の影響評価

ア研究目的

ダイズの収量が気温の上昇により減少することは

知られているが（Sameshimaり、近年の著しい温暖化

傾向が、ダイズの作況に及ぼす影響は十分には解析

されていなし、。将来の温暖化環境に適応するための

技術を開発するためには、温暖化影響の実態を定量

的に評価した上で、主要なメカニズ、ムを解明するこ

とが重要である。そのため、本研究では、過去の長

期作況データの解析と、温度勾配チャンパーを用い

た実験を実施した。なお、わが国の寒冷地と暖地で

は温度域が異なるため、温暖化がダイズの生育・収

量におよぼす影響の様相が異なる。そこで、寒冷地

（盛岡）と暖地（京都）それぞれにおいて温暖化影
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響を評価した。

イ研究方法

（ア）長期データ解析

寒冷地においては、東北地方 5地点における奨励

品種決定試験及び最寄りのアメダス気象データを用

いた。特に秋田県大仙市刈和野における1979年から

2006年までの試験データに注目し、これと農業環境

技術研究所の「モデ、ル結合型作物気象 DB」に収納さ

れているアメダス大曲のデータ（日射量の推定値も

含まれている）を使用して解析した。暖地において

は、佐賀県、福岡県、広島県、岡山県及び諒賀県に

おける13品種の奨励品種決定試験データと作物統計

にある大豆平均収量、及び近傍のアメダス気象デー

タを｛吏用した。

（イ）TGC実験

TGC装置とは、棟方向に 5～6℃の気温勾配を創

出できる農業ハウスである。これにより、ハウスの

中で、現在～将来に至る気温の状況を模擬再現でき

る。この中で3品種の大豆（エンレイ、スズ、ユタカ、

リュウホウ）を供試した実験を行った。

寒冷地（盛岡市の東北農業研究センター）では、

TGC装置の 3位置（L区：気温は概ね外気＋0.4℃、 M

区：同十 2℃、日区：同十3.4℃）に、培士を詰めた 5Q

バケツを置き、 2009年 6月 5日に播種した。生育ス

テージ（開花期、出英期）を記録し、出英後に 3日

に1回の頻度で、子実粒重、英重を計測した。また、

各区各品種 3個体の全複葉の中央葉の長さを週 2回

計測し、葉長と葉面積の経験式から葉面積に換算し

た。

暖地（京都大学附属農場）では、 TGC内の土耕栽

培枠（ 1 m×25m）に、 2008年 7月8日及び2009年 7月

2日に播種した。ほぼ外気温に等しい Tl区から、外

気温＋ 4℃となる T4区までの 4温度区で栽培された

サンフ。ルの子実生長過程、収量構成要素、乾物及び

窒素蓄積過程を調査した。

ウ研究結果

（ア）長期データ解析

a 寒冷地について

まず、刈和野のデータに注目すると、 1979年から

の28年間に、全重、子実重ともに増加した（図3104-1）。

播種から開花までの日数は増減が見られなかったが、

開花から成熟期までの日数は増加傾向であった。こ

の問、 8月と 9月の平均気温も上昇傾向で、あった。 8、

9月の気温とこれら日数の聞には関係は認められな

かった。子実重は、 6月16日から 6月30日までの気

温の影響を受けた。この期間の気温は、年々上昇傾

向にあった。子実重は、 8月15日から 8月29日まで

の降水量の影響も受けた。この期間は概ね開花後10

日からの期間である。シンク容量の決定に水分が影

響したとも考えられたが、収穫指数には降水量との

関係は認められなかった。影響はやや小さいが、収

量に対して、 7月 1日から 7月15日までの気温が負、

降水量が正に影響していた。日射量の影響は認めら

れなかった。

Y市も全重及び子実重が増加傾向であった。 K市

は全重のみ増加した。一方、 T市と A町では全重と

子実重ともに減少傾向であった。
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図3104-1 全重と子実重の推移

（メlj和野）

b 暖地について

奨励品種決定試験データの中から、フクユタカと

同時期に栽培された他の品種のデータを選び、フク

ユタカと収量を比較したところ、密接な関係、が見ら

れた。そこで、フクユタカ以外の品種の収量を、フ

クユタカの収量に換算し、それぞれの地点における 8

月の平均気温と換算収量の関係を見たところ、有意

な負の相聞があった（図3104-2）。次に、作物統計デー

タから、 8、9月の平均全天日射量あたりの収量と

気象要因の関係を調べたところ、 9月の日最高気温

（図31043）と 8月の日平均気温の影響が有意で

あった。

（イ）TGC実験

a 寒冷地について

日区の開花期は、 L区よりエンレイで 8日、スズユ

タカで 6日、リュウホウで 6日早かった。以下にエ



て、高温による初期生育の大きさが考えられた。

た、いずれの品種とも、 H～L区間の開花期の差に較

べて出爽期の差が小であった。子実肥大の終了時期

（図3104-5の上図の a点）は、 H区は L区より早い

が、その差は子実肥大開始時期（ b点）の差より短

縮しており、 H 区は L区より子実肥大期聞が長い傾

向があった。H区と M区では、子実生長時期に相違

が認められなかった。なお、子実生長の RGR （図

3104 5の下図の傾き）、 CGR （上図の傾き）とも、区

間で、大差なかった。

まンレイの結果を述べるが、スズユタカ、リュウホウ

からも同様の結果が得られた。H区と L区の葉面拡

大の終了時期の差は、開花期の差より短かった（図

3104-4）。図の直線部分の傾きから葉面積拡大速度を

求めると H区で、大で、あった。高温条件では、葉面積

拡大の終了時時期が前進して葉面積が拡大する期聞

が短縮するが、高温による大きな葉面積拡大速度の

ために、最大繁茂量は高温で大となった。また、出

芽10日頃の初期段階で既に葉面積が L区＜M 区＜H

区の順になっていた。このことから、長期データ解

析で見られた 6月の気温と収量の正相関の一因とし

16 

~ 14 
~ 
注12

•I刊 10

雲8

者6

誌
m 

・フクユタカ（R2=0.60*)
0タマホマレ（R2二0.23)
.サチユタカ（R2二0.33)． 

# 0 ..• 

も鎗務 o~ oも

何時，
。総可。？ら

o ’ 

60 

n
u
n
u
n
u
n
u
 

z
u
a
u守
内

J

内
正

（
問
、
￥
）
酬
阿
一
司 。． 

y = -0.5172x + 23.844 

R~ ＝ 0.179.9 

4 

2 

0 

23 
30 29 27 28 

8月平均気温
26 

10 

0 
25 

33 

8、9の平均全天日射量あたりの収量と

9月の日最高気温平均値との関係

31 27 29 

気温（℃）

25 

図3104-3
奨励品種決定試験における収量図3104-2

寸一一千一寸201・ γー ァ ー

（川← EnreiH 
'I:: I:;. Enrei M 
色151:--・Enreiし

、、
bl) 

+"' 10 
」＝
凶

Cl> 
$; 

~ 
0 

5 

3500 
区
区
区

U
H
U
W
E」

イ
イ
イ

レ
レ
レ

ン
ン
ン

ヱ
エ
ヱ

仁
戸
ト

n
u
n
u
n
u
n
u
n
u
 

n
u
n
u
n
u
n
u
n
u
 

n
u
q
u
n
U

R
u
n
u
 

内

d

内

4

9
』

1

・・
1

（経
恩
＼
刷E
U）
燦
庖
鰍

OO;.... 'Enrei H 
1r• Enrei M 

O ~－－ En問 ile. c ·~ 

・’

・1/ / 

bー；vb

.，..、吋。

·~も
。d
c: 
Ill 

a 、、
国

+-' 

t元
副

~ 0.1 
0 

500 

葉面積の推移図3104-4

0 0 0 0 0 0 
M 句司r LO 《o r、 。3
N N N N N N 

1月1日からの日数

グI:

ダI!
fJ I ~ 

gaa"' I: 
O＇岨・－' ' ＇ ・I"
000000000  
r、 cx>O>O~N 円守的
伊』，－ ~ ＂、ae、J c、J ＂、＇c、J c可

1月1日からの日数

。NN
0.01 

Cコ
N 

図3104-5 子実乾物重の推移

（上図と下図は同じデータを縦軸を換えて

表示）



表3104-1 エンレイの子実肥大に及ぼす温度の影響（TGC実験2008年）

Date of 
Total Seed Effective 

Final 
Mean Date of b . 

Stem single eg1nrnng 
node growth seed filling Treatment tempera- flowe「 f d 

length seed o seee 
number period** tu re 1n g filli rate* 

weight I 1ng 

。C DAS*** DAS C町1 /plant 
mg/d/ 

d mg 
seed 

T1 27.2 33 51 60.9 26.8 7.8 41.0 320 
T2 29.1 33 54 64.6 26.3 6.7 36.6 243 
T3 29.9 33 59 65.3 27.0 6.9 32.8 226 
T4 30.6 33 59 61.0 26.4 5.1 44.4 226 

l.s.d. n s. 6.5 n.s n s. 1.3 7.3 58 

＊子実肥大速度は、毎日の子実重の増加を直線回帰した係数。
**Effective seed filling periodま、成熟期における粒重を子実肥大速度で除して算出。
＊料婿種後の日数。

表3104-2 品種エンレイの収量および子実肥大に及ぼす温度の影響（2009)

T吋 Temperatu「巴 Plant Total F巴rtil巴 Numb巴「 EFP* SGR** 5巴ed Yield 
Day/night Mean height nodes pods of seeds mg/d/ size Biomass Seed 

｛。C) (QC) (cm) (LQlant) (LQlant) LQod d seed (mgLseed) (gLm2) (gLm2) 

Tl 28.2/23.7 25.9 87.0 28.1 55.0 1.9 28.4 8.5 248 722 403 
T2 29.3/25 27.1 76.0 27.6 45.8 1.8 28.9 8.0 236 654 305 

T3 30.2/25.7 28.0 69.8 29.8 40.9 1.7 29.6 7.6 227 515 249 
T4 31.2/26.2 28.7 81.6 34.9 39.3 1.7 31.6 7.1 227 525 241 

EFP*: eff巴ctiveseed filling p巴riod.SGR**:se巴dgrowth rat巴

b 暖地について

2008年の実験から、出芽後から子実肥大後期の 9

月25日までの平均気温は26.3℃、 Tl、T2、T3及びT4

における平均気温は、外気温に比べてそれぞれ0.9、

2.9, 3.6及び4.3℃高かった（表31041）。子実肥大

始期（RS）は高温区で明らかに遅延した。生育量は、

主茎長と総節数に関する限り高温の影響を明確には

受けなかった。ただし、高温区で英先熟がやや顕著

に発生した。子実の直線的肥大期間について直線回

帰して求めた子実肥大速度は T4区で低くなった。子

実肥大速度で最終 1粒重（乾物重）を除して推定し

た有効子実肥大期間は、 T2区と T3区で短くなった。

これらにより最終子実重は、外気温に近い Tl区に対

して T2～T4区で小さくなった。

2009年の実験からは、出芽後から子実肥大後期ま

での Tl区における平均気温は26.3℃、 T2、T3及び

T4における平均気温はTllこ比べてそれぞれ1.2、2.1、

2. 8℃高かった（表3104-2）。高温処理に対する反応

は、草丈や総節数ではあまり見られないが英数及び

乾物重で明瞭に認められた。高温により l粒重も低

下したが、 2008年と同様に粒肥大期間の長さよりも

粒肥大速度の影響が大きかった。高温による粒肥大

速度の低下は、スズユタカとリュウホウでも認めら

れた。高温区では HI（粒重／全重比）の増加率が低

下した（図31046）。子実肥大途中の日Iが低いこと

は、子実への炭水化物供給の制限すなわちソース制

限が起こりにくいことを示している。にもかかわら

ず子実肥大速度が高温で低下していることから、高

温が子実の生長活’生若しくは子実への乾物分配にマ

イナスに作用していることがうかがわれた。高温区

では乾物生産に及ぼす温度の影響は、開花期（30DAS)

以降成熟期にいたるまで顕著に認められた（表

3104 2）。しかし、これには処理開始期（ 8月 6日～

10日）に生じた TGC高温区の湿度上昇の影響が出た

可能性がある。結論を得るには、環境制御に改良を

加えた上でさらに実験データを蓄積する必要がある。

一一219一一
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図3104-6 子実肥大期間中の（粒重／全重比）の増加過程（2009年）

工考察

（ア）長期データ解析

寒冷地では、調査 5地点のうち 3地点で成熟期の

全重、子実重が長期的な増加傾向を示した。北海道

においても、高温で収量が多い傾向が報告されてい

る（鮫島・演寄 2））。刈和野では調査期間を通して 8、

9月平均気温に上昇傾向が認められた。寒冷地におい

ては、温度上昇により収量が増加する可能性があり、

温暖化条件を活用する栽培スケジュールを策定する

必要がある。

暖地では、収集したデータには複数品種が含まれ

ているが、いずれもフクユタカの収量と相関関係が

あることを利用して、複数品種のデータを、フクユ

タカの推定相当収量に揃えて解析したところ、 8月

平均気温と負の相関が見出された。また、日射当た

りの収量が 8月及び 9月の平均気温と負の関係に

あった。このことから、暖地においては、温度上昇

により収量が減少する危倶があるが、その一因が日

射利用効率の低下であると推察された。

（イ）TGC実験

寒冷地における現在気温より 3℃程度までの高温

の影響について、開花期は前進するが、葉面積の拡

大収量時期、子実生長開始時期は開花期ほどには前

進しない。また、高温で葉面積拡大速度が増大する。

これらにより高温で繁茂量は増加し、スズ、ユタカと

エンレイでは子実肥大期聞がわずかに延長した。同

様の傾向を示す報告もあるが（鮫島 3））、さらに実験

を重ねて確認する必要がある。リュウホウでは、 L区

の葉面積と子実肥大速度が小さい以外には、温度差

の影響がほとんど認められなかった。寒地では、温

暖化により、葉面積拡大速度が増大し、しかも葉面

積拡大期聞がそれほど短縮せず、結局繁茂量が増大

した。このことから、寒冷地においては、温暖化に

よる気温レベル上昇（ 1～ 3℃）に対する適応とし

て、晩生品種を導入する必要は大きくない可能性が

ある。この件に関して、子実肥大開始に着目してさ

らに調査を進める必要がある。もちろん収穫指数が

下がってはいけないので、これについても検討を要

する。

暖地では、温暖化により、子実肥大などの収量形

成が阻害され減収する可能性がある。ただし、その

影響を量的に明らかにするためには、さらに広範で

詳細な過去データの解析と実験的検証が必要と思わ

れる。

オ今後の課題

気候変動の影響を量的に予測し、かっ地域・品種・

作期組合せの変更すなわち適応を支援するには、温

度と日長の組合せがダイズの生育期間に及ぼす影響

を予測するモデルの構築が不可欠だが、広範に適用

可能なモデ、ルはまだ整備されていなし、。新品種を含

む全国の要栽培品種について、開花期と成熟期の過

去データの掘り起こしと地域連絡試験を実施し、モ

デ、ルの構築と各品種の発育特性パラメータの決定を

行い、上述の温暖化影響の予測と適応に必要な基盤

を構築することが必要であろう。

ダイズ生産では、用途に応じて品質面での実需の

要求を満たす生産物の安定的供給が課題になってい

る。本研究では高温による小粒化が顕著に認められ

たように、また成分品質が温度の影響を受けること

が指摘されているように、高温は品質特牲に影響を



及ぼすことが懸念されるが未解明の部分が多い。収

量だけでなく品質特牲にも着目した高温影響の解明

が必要と思われる。高温環境がダイズ子実のタンパ

ク含量とその組成に及ぼす影響の解明が必要であろ

フ。

力要約

温暖化による気温の上昇が、ダイズの生育・収量に

及ぼす影響を、寒冷地と暖地においてそれぞれ評価

した。既存のデータの解析から、寒冷地においては、

高温（特に生育初期）により生育・収量が促進する可

能性が示された。暖地においては、 8月、 9月の気

温と収量には負の相関があり、温暖化による収量低

下が示唆された。温度勾配チャンパー（TGC）実験

から、寒冷地では気温の上昇により発育（開花期）

が早まるものの、子実肥大開始時期は大きく前進せ

ず、子実肥大期間はわずかに延長する傾向があるこ

と、葉面積拡大速度は増大することが明らかとなっ

た。これらにより、気温の上昇が、生育・収量の増大

の方向に働いていた。暖地では気温の上昇により、

子実肥大速度、英数が減少し、収量低下した。
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( 5 ）温暖化が多用途な水稲の作期条件に及ぼす

影響評価

ア研究目的

多用途な水稲の作期条件を解明するとともに、温

暖化の影響を評価し、適正な作期設定の基礎資料を

得ることを目的とする。このため、異なる移植時期

での収量・生育・用途別品質の比較を行い、最適な

作期条件を明らかにするとともに、今後の温暖化の

影響を検討する。対象水稲は食用水稲と飼料・原料

用水稲の 2種類で、食用水稲では品質（玄米外観品

質）と収量、飼料・原料用水稲で、は収量について作

期条件の影響を解明する。

イ研究方法

（ア）食用水稲の玄米外観品質と収量に及ぼす作期

条件の影響解明

作期試験により異なる登熟温度が食用水稲品種の

玄米外観品質と収量におよぼす影響を検討した。品

種は「ハナエチゼ、ン」、「あきたこまち」、「ひとめぼ

れ」、「コシヒカリ」の 4品種を供試した。移植時期

は； 4月15日、 5月 1日、 5月15日、 5月30日、 6月

16日の 5固とし、中苗を22.2株Inf、1株 3本植えで

手植えした。試験は2008年に実施したが、 2007年に

同一条件で 5月15日、 5月31日、 6月15日の移植時

期で予備試験を実施したので、これを含めて解析し

た。施肥条件は基肥として 3要素を各 3g/nf、窒素

を穂肥で 2g/nf施用した。その他の管理は地域慣行

に従った。縦目選1.8mm玄米粒を収量とし整粒率を

目視調査した。試験は場内圃場で、 1区面積36nfで2

反復で実施した（以下同じ）。

（イ）飼料・原料用等水稲の収量に及ぼす作期条件

の影響解明

作期試験により異なる登熟温度が飼料・原料用等

水稲品種の収量におよぼす影響を検討した。試験は

2008年と2009年に実施し、 2008年は「アキチカラ」、

「夢あおぱ」、「ホシアオノミ」、「北陸218号」、「北陸

193号J、「リーフスター」の 6品種を用い、移植時期

を4月15日、 5月 1日、 5月15日、 5月30日、 6月

16日の 5固とした。 2009年は「北陸飼209号J、「夢あ

おぱ」、「北陸184号」、「ホシアオパ」、「北陸218号」、

「北陸193号」、「モミロマン」、「リーフスター」の 8

品種を用い、移植時期は 4月初日、 5月15日、 5月

30日の 3固とした。稲発酵粗飼料専用の「リーフス



出穂期判定は50見出穂を基準とした。

ウ研究結果

（ア）食用水稲の玄米外観品質と収量に及ぼす作期

条件の影響

移植時期の違いによる玄米収量の変化を図31051 

に示した。2008年の結果では、 5月15日移植までの

各品種の収量差は比較的小さかったが、 5月30日以

降は移植時期の遅れにつれて全般に収量が低下する

傾向が認められた。玄米整粒率について、 2007年と

2008年の 2カ年の結果を反復を込みにして登熟温度

との関係で示した（図31052）。出穂後の日平均気温

が26℃を超えた場合、「あきたこまち」 と 「ひとめぼ

れ」では玄米整粒率が急激に低下し、県等が目標と

する80目水準を下回り、「ひとめぼれ」では l等米基

準の70九よりも低くなった。一方、「ハナエチゼン」

でも同様の傾向はみられたものの、その程度ははる

かに小さかった。「コシヒカリ」では日平均気温が

26℃以上になることはなかった。

ター」を除き、すべて玄米利用と稲発酵粗飼料利用

がともに可能な多用途向け品種である。苗種類や株

密度等の栽植条件は食用水稲と同様とした。施肥条

件として、 「北陸193号」と「モミロマン」は、基肥

として 3要素を各 6g/rrf、窒素を分げつ肥と穂肥で

各 4 g/ rrf施用し、「夢あおば」、「ホシアオノ〈」、

「リーフスター」、 「北陸218号」は基肥に 3要素を各

4 g／ぱ、 窒素を分げつ肥と穂肥で各 4 g/ rrf施用し、

「アキ ヒカリ 」、「北陸飼209号」、「北陸184号」は基

肥に 3要素を各 3g/ rrf、窒素を分げつ肥と穂肥で各

3 g/ rrf施用した。その他栽培管理は地域慣行に従っ

た。2009年の登熟期に「北陸193号」、「モミロマン」、

「夢あおば」及び「ホシアオパ」の穂を100穂づっ採

取し、不稔粒数を計測した。

（ウ）食用水稲と飼料・原料用水稲の出穂期に及ぼ

す作期条件の影響

上記の試験において、 2008年と2009年の 2カ年、

各品種の出穂期に及ぼす移植時期の影響を検討した。
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2007年

食用水稲品種の移植時期と玄米収量の変化

1)2007年食用品種の遅植えは 5月31日と 6月15日に実施

2）エラーパーは標準偏差を示し、以下の図についても同じ

2008年

図3105-1



なるにつれ減収したが、とり わけインディカ系の「北

陸193号」、「北陸218号J、「モミロマンj ではその傾

向が顕著で、 5月30日以降の移植時期では大幅に減

収した。2008年について粗玄米収量と登熟歩合の関

係をみたところ、両者の間に密接な相闘が認められ

た（図3105-4）。品種別では、ジャポニカ系の「夢あ

おば」や「アキチカラ」は登熟歩合の変動幅が小さ

く収量が比較的安定していたのに対し、イ ンディカ

系品種の「北陸193号」と「北陸218号」では登熟歩

合の変動が大きく、収量低下の大きな要因になった

と考えられた。登熟歩合の低下は移植時期が遅く出

穂期が 8月下旬以降となった場合に顕著であった。

2009年に出穂期と不稔率の関係を調べたと ころ、

「夢あおばJや 「ホシアオパ」では一定の傾向は認

められなかったものの、「1ヒ陸193号Jと「モミロマ

で移植時期が遅く 出穂が遅れるほど不稔率が高
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まる傾向が認められた（図3105-5）。両品種とも出穂、

が8月末の場合、不稔率は10泊以上となった。2008年

のデータについて移植時期と別に出穂後30日間の積

算平均気温を計算したと ころ、「北陸193号」と「北

陸218号」で、収量が700g/rrf以上の多収となった条件

は700℃以上が確保された場合であった。

ン」登熟期の気温と玄米整粒率の関係

図中の破線は 1等米基準の整粒率70九並びに県等

の掲げる目標値80犯を示す
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（イ）飼料 ・原料用等水稲の収量に及ぼす作期条件

の影響

移植時期の違いによる粗玄米収量の変化を図

3105-3に示した。ほとんどの品種で移植時期が遅く
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飼料 ・原料用品種の移植時期と粗玄米収量

2009年の移植時期 5月 1日は4月30日に実施
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移植時期による品種の出穂期変化

初日8年

食用品種

移植時期＂ 出穂期の

4月15日 5月1日 5月15日 5月30日 6月16日最大較差2)

ハナエチゼン 7月26日 8月3日 8月13日 18日

あきたこまち 7月29日 8月5日 8月15日 17日

ひとめぼれ 8月1日 8月7日 8月18日 17日

コシヒ力リ 8月5日 8月9日 8月17日 12日

J、ナエチゼン 7月16日 7月19日 7月24日 8月1日 8月11日 26日

あきたこまち 7月17日 7月20日 7月27日 8月3日 8月14日 28日

ひとめぼれ 7月21日 7月23日 7月28日 8月7日 8月17日 27日

コシヒカリ 7月26日 7月27日 8月5日 8月13日 8月20日 25日

アキチ力ラ 7月15日 7月20日 7月26日 8月5日 8月16日 32日

夢あおば 7月19日 7月22日 7月31日 8月11日 8月22日 34日

ホシア才パ 8月2日 8月4日 8月7日 8月14日 8月22日 20日

北陸218号 7月31日 8月3日 8月7日 8月15日 8月31日 31日

北陸193号 8月4日 8月9日 8月17日 8月29日 9月13日 40日

リフス告 9月2日 9月3日 9月4日 9月9日 9月14日 12日

北陸飼209号 7月23日 7月29日 8月7日 15日

夢あおば 7月27日 8月4日 8月13日 17日

北陸184号 ー 7月31日 8月6日 8月15日 - 15日

ホシア才バ － 8月7日 8月10日 8月18日 - 11日

北陸218号 － 8月7日 8月12日 8月19日 - 12日

モミロマン - 8月11日 8月20日 8月29日 ー 18日

北陸193号 - 8月10日 8月20日 8月29日 ー 19日

リフス告 9月2日 9月4日 9月9日 7日

供試品種

表3105-1

初日8年
飼料・原料用品種

却09年
飼料・原料用品種

年次と水稲種類

初日7年
食用品種

1) 2007年食用品種は 5I 31と6/15、2009年飼料・原料用品種は 4/30fこ移植。

2）出穂期の最大較差は最早出穂日と最遅出穂日の日数差を示す。

から 9月中旬まで広範囲に及び、出穂期最大較差の

品種間差も大きかった。出穂期変動が大きい品種は

「北陸193号j で、小さい品種は「リーフスターj

で、あった。「北陸193号」

マン」は 5月30日移植では出穂期が 8月末となるこ

とが、極晩生品種の「リーフスター」は早植え条件

でも出穂は 9月初めとなることが確認された。

と

「モミロと「ホシアオパ」

（ウ）食用水稲と飼料・原料用水稲の出穂期に及ぼ

す作期条件の影響

出穂期変動について表31050-1に示した。 4月15日

から 6月15日までの移植時期において、食用品種の

出穂期は 7月中旬～ 8月中旬の範囲に収まり、出穂

期の最大較差は2008年結果では品種間で大差はな

かった。飼料・原料用品種では、出穂期は 7月中旬



工考察

（ア）食用水稲の玄米外観品質と収量の確保に必要

な作期条件

登熟温度が高い場合、白未熟粒等が多発し玄米外

観品質が低下する（長戸らL））。本研究においても、

出穂期が早まり 登熟温度が高くなった早生品種「あ

きたこまち」と「ひとめぼれ」で玄米整粒率が低下

する傾向が認められた。「ハナエチゼ、ン」は高温登熟

耐性が強いことが明らかにされており（笹原ら 2））、

このため整粒率低下が比較的小さかったのであろう。

品質低下が顕著となる温度条件は、出穂後30日間の

平均気温でおよそ26℃以上、詳しくは25.7℃以上で

あった。したがって、これを上回らないような作期

の設定が望ましく、本試験の移植時期では 4月15日

や 5月 1日は明らかに不適で、 5月15日以降が適し

ていた。一方で、収量は5月30日以降の移植で顕著

に低下したので、これを考慮すると、最適な移植時

期は 5月中旬であると言える。

（イ）飼料・原料用等水稲の収量確保に必要な作期

条件

「北陸193号J等のインディカ系品種では、移植時

期が遅いと低温登熟となり登熟歩合が低下し減収す

ることが明らかになった。登熟歩合低下の一因とし

て、出穂期の遅れに伴う不稔率増加が示唆された。

観察では移植時期が遅いと開花受粉が多いように見

受けられたが、この場合、蔚裂聞が不充分で受精率

が低下するのかもしれない。飼料 ・原料用品種の主

流であるインディカ系品種では、収量確保の作期条

件として出穂期が 8月中旬までとなる早い移植時期

が望ましいと判断された。粗玄米収量が700g/rrf程度

以上確保できる登熟条件として、出穂後30日間の積

算平均気温が最低限700℃以上必要であった。このた

めには 5月上旬までに移植を終える作期が適する。

（ウ）作期条件と出穂期から考えられる食用稲と飼

料・原料用稲の合理的な作期設定

以上から、水稲の合理的な作期体系として、「飼

料 ・原料稲の早植え（ 5月上旬まで）」と「食用稲の

遅植え（ 5月中旬）」の組み合わせが適すると判断さ

れた。この組み合わせは移植時期が異なり分散され

るため、作業上からも好都合である。ただし、品種

組み合わせによっては収穫時期の競合が予想される。

そこで、得られたデータに基づき、 5月 1日移植の

飼料 ・原料用稲と 5月15日移植の食用稲の収穫競合

について簡単なシミュレーションを行った（図

3105-6）。図で、収穫競合は 8月末から始まり 9月中

旬過ぎまで続く 。この期間中に収穫を行うような飼

料 ・原料用稲の作期設定は避けねばならず、例では

「夢あおばJ籾収穫と「ホシアオパ」サイレージ用

収穫と籾収穫、「北陸193号」サイレージ用収穫が実

用的でないと判断できる。一方で、 「夢あおばJのサ

イレージ用収穫は時期が早く可能で、 「北陸193号J

の籾収穫も可能である。刈り遅れ等による品質低下

を考慮する必要の無い飼料・原料用で10日間収穫期

が延長できると仮定すると、「ホシアオパ」の籾収穫

も充分可能となる。このように、用途ごとの収穫方

法と収穫時期を勘案することで、食用稲と飼料 ・原

料用稲の収穫時期分離は実現可能である。現在、北

陸地域では高温登熟による品質被害を避けるため、

食用品種の移植時期を全般に遅くする技術指導が進

められており（松村3））、今回提案した作期体系は充

分受け入れられるであろう。

J、ナ工チゼン
5月15日 - I 

あきたこまち
移植

コシヒカリ

夢あおぱ

5月1日 ホシアオバ
移植 北陸193号

・－ I ・・・・・・・固
しー食用稲と飼料・原料用稲の収穫競合期間 .-.1 

リーブス9ー（WCS専用）

8/11 8/20 8/31 9/10 9/20 10/1～ 

．．．．籾収穫期 ※出穂後積算気温から惣定される食用品種収穫時期（収穫始から10日間）

匝匝回籾収穫期（非主食用追加）※食用品質が問題とならない飼料・原料用稲で＋10日間想定）

仁二コサイトジ用の収穫期 ※黄熟期（出穂前10日）～籾収穫までとした場合

図3105-6 食用稲と飼料 ・原料用稲との収穫競合シミュレーション



オ今後の課題

（ア）温暖化条件の進行にともなう作期条件の変化

温暖化が進行した場合、多くの品種で現状より出

穂が早まると考えられ、全般に、食用稲での作期幅

縮小と飼料・原料用稲での作期幅拡大が同時に進む

と予想される。こうした条件下での合理的な水稲作

期のあり方を模索する必要がある。

（イ）異なる栽培様式を組み合わせた作期体系の検

討

本試験では栽培様式として移植栽培を検討したが、

収穫時期が遅くなる直播栽培を組み込んだ作期設定

についても検討する必要がある。

（ウ）インディカ系品種の登熟歩合低下要因の詳細

な検討

不稔：率増加などの登熟歩合低下要因について、よ

り詳細な検討が必要である。

力要約

（ア）食用水稲の玄米外観品質と収量の確保に必要

な作期条件

食用品種において、品質と収量を考慮、した最適移

植時期は 5月中旬と判断された。

（イ）飼料・原料用等水稲の収量確保に必要な作期

条件

インディカ系品種では、移植時期が遅い場合、低

温登熟条件となり登熟歩合が低下し減収する。収量

確保のためには 8月中旬までに出穂させ、出穂後30

日間の積算平均気温700℃以上を得る必要があり、こ

のため 5月上旬までの移植が適する。

（ウ）食用稲と飼料・原料用稲の合理的な作期設定

合理的な作期体系として、「飼料・原料稲の早植え

( 5月上旬まで）」と「食用稲の遅植え（ 5月中旬）」

の組み合わせが適する。用途ごとの収穫方法、収穫

時期を勘案することで、両者の収穫時期分離が可能

である。温暖化条件下で、の合理的な水稲作期のあり

方をさらに模索する必要がある。
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研究担当者（松村修＊）

( 6 ）温暖化・高 C02環境がイネ生産過程に及ぼす

複合的影響の解明

ア研究目的

本研究は、イネの成長・収量に及ぼす高温・高 C02

濃度と品種・栽培条件の相互作用を、個体レベルか

ら圃場生態系レベルで、明らかにすることを目的とす

る。そのために、環境制御チャンパ一、開放系大気

C02増加（FACE）実験、開放系水地温上昇実験など

を行い、温度と C02濃度の上昇がイネの乾物生産、

収量、水、窒素利用効率、さらに病害や高温障害と

いった生物的、非生物的ストレスに及ぼす影響を解

析する。得られた結果を基に、品種選択、施肥、有

機物施用、水管理などの耕種的手法による温暖化適

応技術の方向性を定め、今後予想される環境変化に

適応できる生産技術体系の確立に資する。

イ研究方法

（ア）温度・C02濃度の上昇がイネの生理、乾物生産、

収量に及ぼす影響の解明

a 開放系大気 C02増加・温暖化実験による影

響解明

2006年に雫石実験圃場に水温上昇装置を設置し、

その特性、制御性を調査した。加温処理は、塩ビ製

の波板で、囲った区画内の各畝問中央土壌表面に設置

したケーブルヒーター (150W、 Sm長）により行っ

た。対照区の水温を測定しながらデータロガーを用

いてヒーターを onoffして水温を制御した。 2007、

08年には、水・地温上昇装置を純 C02放出型の FACE

装置に導入した。 C02濃度処理は、差し渡し12mの八

角形状の区画を対象として、外気 C02濃度区（Ambient、

以下 Amb区）と外気＋200ppmに設定した高 C02濃度

区（以下、 FACE区）の 2段階とした。各 C02処理区

には、対照温度区と水地温を 2℃上昇させる加温区

(5. Sm×2. 7m）を設置した。区制は C02濃度を主区、

水地温を副区とする 3反復分割区法である。品種あ

きたこまちを供試し、イネの生育、ガス交換速度、

窒素関連の生理形質、収量・収量構成要素などを調



査した。また、高 C02応答に関しては、あきたこま

ちと多収品種との比較も行った。

b 環境制御チャンパーを利用した高 C02、高

温応答生理の解明

環境制御チャンパーでは、屋外では実現が難しい

高 C02濃度と高夜温の組み合わせがイネの子実形成

に及ぼす影響、気温、 C02制御条件での光合成、呼吸

応答など生理形質を調査した。なお、開花期の32℃

の高夜温条件で著しい不稔増加が観察されたために、

夜温による不稔発生の闇値を決めるための実験を追

加した。また、 2007、08年の雫石 FACE実験に供試

した水稲品種の収量応答の比較を行った。また、こ

れまでの FACE実験で生育応答に違いがあった品種

をチャンパ一実験に供試し、高 C02 (680ppm）に対

する光合成の応答低下や高 C02条件で、の窒素利用効

率に遺伝的変異があるかを調査した。

（イ）稔実・登熟過程に及ぼす高温ストレスの影響

の解明

高温ストレスを回避する形質として、穂の冷却能

力に着目し、形態や生態型の異なるイネ18品種を圃

場栽培し、穂の温度と水・熱収支特性を調査した。

また、高温でも安定的に高温・多湿な屋外圃場条件

で開花したイネ品種の花器形態及び受粉状況などを

圃場条件で調査し、稔実の高温耐牲に有効な形質を

調査した。また、雫石 FACE実験では群落熱画像を

撮影し、 FACE・水温上昇による群落温度への影響と

高 C02条件における群落温度の品種間差異を解析し

た。さらに、熱帯環境も含む広範な環境条件におい

て、穂温の特性や受粉の安定牲に関する形質を屋外

条件で評価した。また、高温条件での登熟特牲を解

明するために、開花・受精後の子実肥大に及ぼす温

度・ C02濃度の影響を調査した。イネの穂温に影響す

る気候要因を明らかにするために、日本とフィリピ

ンの水田において群落微気象、穂蒸散、穂温を測定

した。また、これまでに高温条件下での受粉安定牲

に寄与することわかってきた蔚の基部裂開長の大き

さが、異なる環境条件でも有効かについてフィリピ

ン乾季作条件で調査した。登熟に及ぼす温度の影響

を明らかにするために、高温での登熟特牲に大きな

違いがある 3品種を供試し、開花・受精から成熟期

にかけて 2水準の一定温度（35℃、 27℃）で栽培し

（チャンパ一実験）、粒重分布を調査した。

（ウ）温度・C02濃度の上昇がイネいもち病の発生に

及ぼす影響の解明

気候変動下の耐病牲の変化について、 C02濃度と温

度の影響を明らかにするために、 C02濃度制御型の温

度勾配チャンパーと雫石における FACE・温暖化実験

で、接種試験を行った。高 C02条件による葉身ケイ素

濃度の低下が、いもち菌侵入抵抗性低下させるかを

明らかにするために、温度勾配型C02制御チャンバー

において接種実験を行い、菌糸の侵入頻度に及ぼす

高濃度 C02の影響を調査した。また、過去の FACE

実験から、高 C02によるいもち耐病’生の増加は、ケ

イ酸の不足に起因することが一因と考えられたため、

「コシヒカリ」及びそのケイ酸吸収変異系統「085」

（ケイ酸トランスポータ遺伝子 Lsi2変異系統）も実験

材料として導入した。また、温度勾配チャンパーで

は、 3つの気温条件（低温区：外気 0.2℃、中温区：

外気＋2.5℃、高温区：外気＋4.5℃）で生育した「コシ

ヒカリ」及びそのケイ酸吸収変異系統「085」にいも

ち病菌を接種し、 2週間後に葉いもち病斑あるいは

被害程度を調査した。

ウ研究結果

（ア）温度・C02濃度の上昇がイネの生理、乾物生産、

収量に及ぼす影響の解明

a 開放系実験系における C02濃度及び水・地

温の影響

ラインヒーターによる水地温上昇装置の制御精度

は極めて高く（10分平均の日変化で、昇温2.00土

0.02℃）、 FACE試験区内に導入することで、 C02と

温度の相互作用を開放系で評価することが可能に

なった。 2008、09年に実施した FACE、水温上昇実験

から、両処理は出穂までの日数を対照区に比べて 5

日（水温効果4日、 FACE効果 1日）も早めるが、乾

物重は増加させたることがわかった。ただ、し、乾物

重の増加程度は生育ステージとともに低下した（図

3106 1）。 C02と水温の効果は概して相加的で、あった

が、 FACEによる光合成関連形質の応答低下は、登熟

中期に水温上昇区で、顕著になった。これらの応答低

下の処理問差は、主として光合成関連タンパクの減

少を介したものであることが示唆された。また、暗

呼吸速度は高C02、水温上昇処理区で、高い傾向にあっ

たが、この違いは主として成長量の違いに依存する

ものであった。 2ヵ年の FACE・加温実験が収量・収



量構成要素に及ぼす影響を統計解析したところ、収

量は高 C02によって有意に増加するが、水温の効果

は年次によって異なることがわかった（図3106-2）。

高 C02による増収効果は平均19%で、過去の FACE

実験よりもやや高い傾向にあった。増収の主因は正

当りの籾数増加で、これには穂数、一穂籾数が同程

度寄与した。加温処理は、 2007年にはほとんど収量

に影響しなかったが、 2008年には7.同程度の増収効

果があった。加温は、初期生育への影響は大きかっ

たものの、穂数、籾数への有意な影響は認められな

かった。一方、登熟歩合はわずかであるが、有意に

増加した。ただし、登熟歩合に及ぼす加温の影響は

年次によって有意に異なり、 8月に低温に遭遇した

2008年における加温効果が大きかったことから、加

温区では出穂の早期化によって低温危険期を回避し

たものと考えられる。

2007、2008年に実施した FACE実験であきたこま

ち、秋田63号、タカナリ、コシヒカリの収量応答を

比較した。その結果、大粒品種の秋田63号が両年と

も最多収で C02応答も大きいことがわかった。秋田

63号とタカナリの光合成特性をチャンパ一実験で、調

査したところ、秋田63号は、登熟中期の光合成窒素

利用効率が高C02条件で、顕著に高いことがわかった。

また、チャンパ一実験で、は、 C02濃度と夜気温の上昇
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図3106-1 標準 C02無加温区に対する FACEと水温

上昇（ET）の地上部乾物重促進効果（増加

率）の経時変化（2008年）

縦棒は標準誤差

の影響を、生育後期に焦点をあてて調査した。高 C02

(680ppm）、高夜温（32℃）処理は、対照区（C02濃

度、 380ppm；夜温22℃）に比べ、イネの乾物生産を

増加させた。ただし、子実収量は高 C02処理によっ

て増加したのに対し、高夜温処理では有意に減少し

た。また、 C02と夜温処理に有意な相互作用が認めら

れ、高 C02による増収効果は高夜温処理区（＋ 9 %) 

が対照区（十27九）に比べて小さかった。高夜温処理

による減収は、主として不稔籾の増加であることが

明らかになった。さらに、開花期頃の夜温がイネの

受精過程に及ぼす影響を調査した。過去のチャン

ノt一実験から、開花時の温度が35°Cを超えると不稔

が発生することが知られている（ Satake and 

Yoshida1l) が、本研究では昼の温度が32℃程度でも、

高夜温に遭遇すると、蔚が裂開しにくくなって不稔

が多発すること、その発生闘値が夜温で28℃～30℃

にあること、高夜温条件での不稔率に顕著な品種間

差異があることを明らかにした（図31063）。夜温上

昇が栄養成長期の生育に及ぼす影響を調査した。夜

温はバイオマスに有意な影響を与えず、むしろ高夜

温下で増加する傾向のある品種もあった。夜温に

よって呼吸は増加したが、葉面積は大きくなる品種

があった。これは、 Penget al. 2 lが長期圃場試験の

統計解析から得た結論とは異なる結果で、あった。
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図3106-2 2ヵ年の FACE、水温上昇（ET）実験に

よる収量及び収量構成要素の増加率

それぞれ、標準 C02区（Amb）あるい

は無加温区に対する相対値。横棒は

95%信頼区間。



（イ）稔実・登熟過程に及ぼす高温ストレスの影響

とその遺伝的変異の解明

穂の冷却能力（蒸散コンダクタンス）には大きな

品種間差異が認められた。また、 FACE実験では、

FACE区のイネ群落温度が周囲に比べて顕著に高い

ことを確認した。また、 FACE区内でタカナリとコシ

ヒカリの群落温度を比較したところ、タカナリの群

落温度はコシヒカリに比べて0.5～1. 5℃低かった。

タカナリの蒸散能力の高さは過去に報告されている

（徐ら 3））が、本結果から、高 C02条件で、も、群落

冷却能力の高さが明らかになった。また、穂温気

温差が環境要因によってどの程度変動するかを、つ

くば、中国、フィリピンにおける測定結果と穂温予

測モデ、ルで、解析したところ、穂温は気温よりも低く

なる場合もあるが、中国湖北省荊州では、気温が約

33℃でも、相対湿度77%、風速0.6m/s、日射650W/m2

前後の条件では、開花時の穂温が気温よりも約 4°C 

も高くなることがわかった。

屋外の枠水田において、高気温（34～36℃）条件

で開花したイネ 6品種（japonica3、indica3 ）の荷の

裂開程度、柱頭花粉数、稔実率を調査したところ、

いずれの形質にも有意な品種間差異が認められ、蔚

の基部裂開長が大きいほど稔実率が高く、基部裂聞

の大きさが高温下での安定的な受粉に有効であるこ

とが屋外条件ではじめて確認できた。さらに、中国

湖北省荊州の屋外水田において、同時期開花した F1

インディカ品種について、開花時の穂温、花器形態、

荷の裂開程度、柱頭花粉数、稔実率を調査したとこ

ろ、稔実率は品種間で52～85%もの大きな違いが認

められた。不稔多発は、柱頭への花粉付着数の少な

さによるもので、品種の稔実率は蔚の基部裂開長と

有意な正の相関関係にあった（図31064）。以上から、

気温が35℃以下の条件でも、多湿、微風条件下では

不稔が多発すること、蔚の基部裂聞の大きさは、そ

のような条件においても安定的な受粉に寄与する重

要な形質であることがわかった。さらに、フィリピ

ンの乾季に高温耐性の異なる品種を試験栽培し、荷

の形態と稔実の指標となる柱頭上の花粉との関連を

調べた。その結果、これまで着目してきた開花時の

蔚基部裂開長だけでなく、頂部の裂聞が大きい品種

も柱頭に付着した花粉が多かった。これまでの解析

では、下部裂開長の大きさが安定的な受粉に寄与す

ることがわかっていたが、本年度の結果から、荷の

頂部・下部の裂開程度も安定受粉に寄与することが

示された。

チャンバ一実験で、は、登熟に及ぼす気温の影響をモ

デル化するために、環境制御チャンバーで開花・受

精後に 2温度条件で栽培された水稲 3品種の玄米粒

重分布を調査した。その結果、高温での登熟が良い

品種は、 1穂内の開花時期のばらつきが大きいこと

がわかった。また、開花時期の分布データと炭水化

物の籾からの需要と茎葉からの供給のバランスに基

づく単純なモデ、ルが、異なる温度条件や品種の粒重

分布を再現できる可能性が示された。

（ウ）温度・C02濃度の上昇がイネいもち病の発生に

及ぼす影響の解明

いもち病菌接種試験では、接種による葉いもちの

発生は、温度勾配施設、 FACE試験ともに C02高濃度

区と対照区の聞で、有意な差はなかった。しかし、温

度勾配チャンパーでは上位 3葉のケイ酸含有率は

C02高濃度区で、低く、病斑面積率は同区で高い傾向が

あった。また、温度勾配施設では加温によりケイ酸

含量が増加し、葉いもちの発生は低下する傾向に

あった。生育温度が高いほどいもち病抵抗性は大き

くなる傾向は2008、2009年の実験で同様であった。

2ヵ年の接種試験から、葉いもちの発生はケイ酸濃度

の著しく低い D85で多いことを確認したが、 C02~こ対

する応答では必ずしも明瞭な傾向が認められなかっ

た。
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33°C、相対湿度77%、風速約0.6msl、日
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ディカ F17品種の稔実率と荊の基部裂開

長の関係
＊は回帰直線が5%水準で有意であるこ

とを示す
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開花期の高温不稔に関しては、これまで知られて

いなかった夜温応答、環境の違いによる穂、一気温差

など、影響評価には大きな影響を与える現象が明ら

かになった。また、開花期不稔耐性に関与する蔚形

態、穂冷却能力などに品種間差異が認められたこと

は、適応シーズとして有望であるし、荷形態に関し

ては、効果の実証が重ねられつつある。今後、どの

程度被害を緩和できるかについて、定量的な評価を

行う必要がある。

（ウ）温度・C02濃度の上昇がイネいもち病の発生に

及ぼす影響の解明

いもち病接種実験では、ケイ酸濃度が低い系統で

病斑が多発したが、高 C02応答との観点からは、必

ずしも明瞭な傾向が認められなかった。いもち病の

感受性には、温度と C02濃度の相互作用にケイ酸、

窒素、生育ステージなどの影響が複雑に関連するこ

とが考えられる。今後、メカニズム解明に加えて窒

素、珪素などの動態を含めたモデル化研究に発展さ

せる必要がある。

オ今後の課題

今後の展望としては、現行の品種にとらわれずに、

高 C02濃度 ・温暖化環境で作物の生産ポテンシヤノレ

考察

（ア）温度・C02濃度の上昇がイネの生理、乾物生産、

収量に及ぼす影響の解明

C02濃度と水温上昇の組み合わせは、相加的に発育

を促進した。水温上昇処理は、高 C02の光合成、成

長応答低下を早める傾向にあったが、生育初期の成

長促進効果が大きく 、その結果、収量に負の影響を

与えなかった。ただし、本結果は低温が問題となる

寒冷地における結果であり、温暖な地域において温

度上昇が正の影響を与えるかは今後検証が必要であ

る。高 C02に対する生育 ・収量応答が品種間で異な

ることを開放系実験で確認することができた。今後

高 C02による増収効果を高めるために有用な知見で

ある。

チャンパーを利用した夜温と C02濃度の上昇実験

では、高夜温によって呼吸は明らかに増加すること

が確認されたが、そのことが必ずしも乾物生産に負

の影響を与えないことが新たに示唆された。このこ

とは温度の影響に関 しては、単に器官、組織レベル

だけではなく 、個体や群落レベルで、捉える ことの重

要性を示唆するものである。

（イ）稔実 ・登熟過程に及ぼす高温ストレスの影響

の解明

工



に関する研究、単なる品種間差異を超えて遺伝解析 福岡峰彦、岡田益己、鮫島良次、小泉信三、小林隆、

材料などを利用した環境応答の遺伝的メカニズ、ムの 兼松誠司、松井勤）

解明に関する研究、高温・高 C02濃度環境における

作物の水・窒素利用と利用効率の向上に関する研究、

など温暖化環境に積極的に適応するための研究と、

C02濃度上昇と温暖化による病害発生変動メカニズ

ムの解明、高 C02濃度・温暖化微気象要因を考慮、し

た水稲不稔発生予測など、気候シナリオ、モデル化

グループ3との連携によって、将来の生産撹乱要因を

予測するような総合的な研究に発展させることが期

待される。

力要約

大気 C02増加（十200ppm）と水・地温上昇（十 2℃）

がイネの生理に及ぼす影響を岩手県雫石町の開放系

水田条件で調べたところ、両処理ともに生育初期に

60～70九もの大きな成長促進効果が現れた。生育とと

もにその効果は低下したが、穂数や一穂籾数の増加

を通して平均で19九増収した。ただ、し、水温単独では

有意な増収効果は認められなかった。また、 C02増加

の影響が品種によって異なるかを調べたところ、シ

ンク要領の大きい品種が多収で、かつ C02応答が大き

いことがわかった。チャンパ一実験で、夜温上昇の影

響を調べたところ、高夜温は乾物生産を低下させな

かったが、不稔を誘発させること、その発生温度は

28～30℃程度と開花時の高温不稔とは大きく異なる

ことがわかった。高温でも安定的な受粉を得るため

の形質として、蔚の裂開長（頂部と基部）の大きさ

が重要な役割をはたすことを、熱帯を含む水田条件

で確認した。温暖化影響評価、適応技術のシーズと

して重要な情報である。
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研究担当者（長谷川利拡ぺ吉本真由美、酒井英光、

( 7 ）温暖化・大気 C02濃度の上昇が水稲の収量・

品質に及ぼす影響のモデル評価

ア研究目的

地球温暖化、社会構造の変化に伴う農耕地面積の

減少、穀物価格の高騰などが進行する中、主食の安

定生産は極めて重要な課題である。これまで気候変

化がコメ生産に及ぼす影響は、主にイネの気象応答

を考慮したモデルで、評価されてきた。しかし、作物

の気象応答は、栽培管理や品種に大きく依存する。

したがって、今後予想される気候変化がイネの収

量・品質に及ぼす影響を的確に評価し、適応に向け

た技術開発を行うためには、気象要素だけではなく、

品種や栽培管理を含む包括的な作物成長モデ、ルが必

要である。そこで本研究では、これまでに開発した

土壌一作物系の物質代謝を取り入れた作物モデ、ルを、

環境操作実験や過去の作況試験データを用いて検

証・改良する。本モデルを将来環境に適用すること

によって、今世紀半ば頃までを見通した温暖化、大

気 C02の増加が、イネの成長、収量、品質に及ぼす

影響を定量的に評価し、適応のための技術の方向を

提示する。

イ研究方法

（ア）既存の成長・収量予測モデ、ルの検証・改良

土壌一作物系の物質代謝を取り入れた成長・収量

モデル（DNDCRice、Fumotoet al. 1 lなど）が有機

物連用試験における土壌窒素動態を再現できるか調

査した。この中で、これまで十分考慮されていなかっ

た水田における窒素固定過程に関して簡易モデルを

導入し、その妥当性を評価した。これまで開発した

成長・収量モデ、ルを、様々な窒素施肥試験結果に適

用し、収量ならび子実タンパク含有率の再現牲を調

査した。日本各地における水稲品種の長期圃場試験

結果を用いて、近年の C02増加と温暖化傾向がイネ

生産に及ぼしている影響を調べ、これまで開発した

成長・収量予測モデ、ルが、それらの影響を正しく再

現できるかどうかを調査した。 2007年異常高温時の

緊急不稔調査結果にもとづいて、不稔率と気象条件

との関係を解析し、高温ストレスの定量化、指標化



を試みた。

（イ）品質予測モデ、ル（白未熟粒発生予測モデル）

の開発

白未熟粒発生予測モデ、／レの高度化のために必要な

基礎データを取得した。それらのデータを用いて、

微気象環境と栽培管理 ・稲体生理要因を考慮した乳

自粒と背基白粒の発生予測モデルを開発した。白未

熟粒発生予測モデルとの結合のための群落熱収支モ

デルの改良と、それらのモデル計算に必要な入力気

象データの整備を行った。

（ウ）収量 ・品質モデルの広域適用と将来予測

イネの収量 ・品質の将来予測（モデ、ル計算）に必

要な複数の気候シナリオを作成した。気候シナリオ

間の違いを調べることで、イネ生産の将来予測に関

する不確実要因について検討した。また近年のコメ

生産に影響をおよぼしている気象要因について、実

測データにもとづいて検討した。

（イネ成長・収量モデル）

葉身窒素量

土壌モデル(DNDC)

ウ研究結果

（ア）既存の成長・収量予測モデルの検証・改良

本研究で構築したモデルの構造を図31071に示し

た。

DNDC-Riceを雫石における FACE・水温上昇実験

に適用したところ、モデノレは加温による窒素無機化

や窒素吸収応答を過小評価する傾向にあった。

DNDC Riceに水田の簡易的窒素固定モデ、ルを導入し

たところ、水田土壌の窒素供給力の予測が改善され

た（図31072）。 加温による影響についてはまだ十

分に反映されていないが、今後のモデ、ルの改良方向

が明らかになった。

これまでに開発された成長 ・収量モデ、ルを、様々

な窒素施肥実験結果に適用した。その結果、本モデ

ルは、施肥・年次の違いによる収量変動だけでなく、

子実タンパク含有率などの品質関連指標の予測にも

適用できることがわかった（図3107-3）。

／ 
気温、 C02混度

目射量、湿度、風速、
（群落微気象モデル）

（品質予測モデル）

乳白粒発生率

図3107-1 本研究で構築したモデ、ルの構造

品質予測モデ、ル（白未熟粒発生予測モデ、／レ）と群落微気象モデ、ルは、イネ成長 ・収量モデ、ル

と結合して計算を実施することができる。
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図3107-2 簡易窒素固定モデルを導入する前（左図）と導入後（右図）の DNDC-Riceによる水稲窒

素吸収量（NUptake）の計算結果（島根、富山、秋田の有機物連用 ・無窒素試験）

赤が有機物連用区、青が無窒素区におけるデータ。実線並びに破線はモデ、ル計算結果に

対応し、測定結果はマークで示されている。
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近年の気候変化傾向が、日本各地のイネ生育に及

ぼしている影響について、全国 8地点の水稲品種の

長期圃場試験結果を解析した。その結果、移植～出

穂日までの日数は、ほぼ全国的に顕著に短縮してい

ることがわかった（図31074）。一方、イネ収量に関

しては、有意な低下傾向は認められなかった（図

3107 5）。これまで開発した成長 ・収量予測モデ、ルは、

この 8地点における生育期間の短縮と収量の推移を

ほぼ再現することができた。また、近年のイネ収量

の維持に C02濃度増加による増収効果が貢献してい

ることが、モデ、ル計算により示された。

2007年の異常高温下で関東・東海地域で実施した

緊急不稔調査結果と気象要素との関係について解析

した（長谷川ら 2）、3））。その結果、不稔発生率は、

出穂頃の穂温 Heatdose （開花ピークの前後 5日のあ

る闘温度以上の穂温の積算値）が最高気温よりも高

い相関を示すことがわかり、不稔発生予測モデノレの

入力パラメータとして利用できることがわかった。

（イ）品質予測モデ、ル（白未夢紳立発生予測モデ、／しうの開発

白未熟粒発生予測モデルの高度化を目的として、

0.2 

旭川

秋田

水戸

富山

松本

松江

佐賀

鹿児島

移植～出穂日数の変化率（日／年）

ns 

＋ 

＋ 

ns 

ns 

ns 

ns 

。 ー0.2 ー0.4 -0.6 

・実測値

口推定値

図3107-4 移植～出穂日数の年変化率の実測値

(1980年頃～2005年、水稲奨励品種決

定試験）と成長・収量モデルによる推

定値

旭川はきらら、秋田はあきたこまち、

その他はコシヒカリの標準肥料区。佐

賀は普通期作、鹿児島は早期作。＊＊＊，

* *, *, ＋は変化率の有意性（有意水準、

0.1, 1, 5, 10%）で、 nsは有意性なし。

白未熟粒のうち背白・基白粒の発生予測に必要な

データを、温度勾配チャンパーを用いた実験により

取得した。これらのデータを用いて、微気象環境と

栽培管理 ・稲体生理要因を考慮した乳白粒と背基白

粒の発生予測モデルを開発した（図31076、31077）。

群落微気象モデ、ルと成長 ・収量モデ、ルを結合するこ

とにより、乳白粒と背基白粒の割合を算定すること

ができる。

モデ、／レ結合型作物気象データベース「MeteoCrop

DB」（桑形ら 4）、5））を活用して、群落熱収支モデ、ル

の計算に必要な時別の入力気象データを整備した。

その結果、全国の地上気象観測地点（約150地点）に

おいて、出穂から登熟期間における穂温や群落温度

（日変化を含む）の推定が可能となり、成長 ・収量

モデ、ルならひ、品質予測モデ、ル（白未熟粒発生予測モ

デ、／レ）と結合して、コメの品質が評価できるように

なった。開花時の穂温は必ずしも日最高気温とは一

致せず（図31078、吉本ら 6））、群落熱収支モデ、ルを

利用すれば、より高精度で白未熟粒の発生を予測で

きることが確認できた。
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図3107-5 秋田、松江、鹿児島における収量（Yield）の実測

値（自丸）と成長・収量モデルによる推定値（黒丸）
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（西森低下要因の lつになっていることがわかった

ら7））。

考察

（ア）既存の成長・収量予測モデルの検証・改良

本研究において構築した成長 ・収量モデルには、

土壌 作物系の物質代謝が考慮、されており、水田土

壌の窒素供給力も適切に評価することができる。

のモデルでは、近年の温暖化傾向による生育期間の

短縮や収量の推移や、肥培管理に依存した子実タン

パク含有率などを正しく再現することができ、地球

温暖化が水稲生産に与える影響を評価する上で有力

なツールとなる。

~ 

」

工

（ウ）収量・品質モデルの広域適用と将来予測

3つの排出シナリオ（AlB、A2、Bl）に基づく 10

種類の気候モデル（GCM）の結果を用いて、イネの収

量 ・品質の将来予測に必要な、日本全国 8地点にお

ける23種類の気候シナリオ（2000～2100年の 日別

データ）を作成した。作成した気候シナリオは

MeteoCrop DBの日別気象データに基づいて最新の

バイアス補正がなされている。各シナリオ間の差は、

2040年ぐらいまでは比較的小さいが、それ以降は期

間の経過と共に拡大し、コメ生産の将来予測に関す

る不確実性が増大する。

また、 1980年以降の夏季の気象条件とイネ作況の

聞の関係について調べた結果、低日照が近年の作況



（イ）品質予測モデル（白未熟粒発生予測モデ、ル）

の開発

微気象環境と栽培管理・稲体生理要因を考慮、した

乳白粒と背基白粒の発生予測モデ、ル（品質予測モデ

ノレ）が開発されたことで、白未熟粒の発生予測への

見通しがついた。品質予測モデルを群落微気象モデ、

ルならび成長・収量モデ、ルと結合させることによっ

て、白未熟粒の発生が定量的に評価できる。

（ウ）収量・品質モデ、ルの広域適用と将来予測

今回作成された、日本全国 8地点における23種類

の気候シナリオ（ 3つの排出シナリオと複数の気候

モデルに基づく、 2000～2100年の日別データ）は、

コメ生産の将来予測を実施する上で必要なばかりで

はなく、他の作物の温暖化影響評価などにも利用す

ることができる。また、低日照が近年の作況低下要

因の 1つで、あることから、これから実施するコメ生

産の将来予測においては、気温と日射量の相互関係

について慎重に検討する必要がある。

オ今後の課題

（ア）本研究フOロジェクトで構築したイネ生育モデ

ルについては、土壌窒素動態、微気象要因、品種特

性などに着目した検証・改良によって、さらに信頼

性の高いモデルへと進化させていく必要がある。

（イ）ここで構築されたイネ生育モデルを用いて、

今後は以下のような研究に取り組む必要がある。

温暖化・大気 C02濃度の上昇が2050年ぐらいまで

のコメ生産に与える影響を、都府県～作柄表示地帯

の空間スケールで、評価するO ここでは複数の気候シ

ナリオを用いることで、シナリオの不確実性が考慮

できるようにする。このようにして得られた結果は、

次期 IPCC報告への貢献が期待される。

温暖化・大気 C02濃度の上昇が、水稲の成長・収

量・品質、生産ポテンシャル、水・窒素利用などに

与える影響を総合的に評価し、適応に必要な技術の

方向を提示する。

温暖化環境での栽培技術と環境要因・品種特性の

相互作用を定量化し、気候変動に対応した安定生産

技術のマニュアル作成を支援する。

力要約

土壌 作物系の物質代謝に加えて、群落微気象並

びに栽培管理・稲体生理要因を取り入れたイネの成

長・収量・品質モデ、ルを構築した。このモデ、ル用い

ることで、これまで十分考慮、できなかった窒素管理

の影響を含めたイネの成長・収量・品質予測が可能

となった。環境操作実験の研究成果などを取り込む

ことで、環境応答の遺伝的変異を考慮できるモデル

に発展させることができる。

また、温暖化・大気 C02濃度の上昇がイネの収量・

品質に及ぼす影響を評価するために必要な複数の気

候シナリオを作成し モデ、ル計算を実施する上での

不確実要因について検討した。
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第 2章 地球温暖化が水産業に与える影響評価

( 1 ）親潮域・混合域における海洋環境と低次生

態系のモニタリングと影響評価

ア 研究目的

親潮・混合域はサンマ・イワシ類等重要多獲性浮

魚類の摂餌場であり、その餌料生産力を支える親潮

域の冬期鉛直混合に伴う栄養塩供給と光環境変動の

際どいバランスは、温暖化に伴う海洋環境変化によ

り大きく変化する可能性がある。本課題は技術会議

委託プロジェクト研究「地球温暖化が農林水産業に

与える影響の評価及び対策技術の開発」で確立され

た同海域のモニタリングを継続し、①より長期の時

系列データのモデ、ル課題への提供、②実測データに

基づくモデ、ル出力の評価と改良点の提案、③データ

解析による同海域の海洋環境・低次生態系要素の季

節・経年変動特性及び長期変動の特性解明とその変

動要素の特定等を行う事を目的として研究を行う。

イ 研究方法

（ア）モニタリングの継続と拡充

2002年度～2005年度に実施された技会委託フOロジ

ェクト研究「地球温暖化が農林水産業に与える影響

の評価及び対策技術の開発」でも実施されてきた、

親潮域・混合域を縦断する観測定線Aライン（図

3201-1）における海洋モニタリングを継続し、それ

までのデータも合わせた長期の観測データをモデ、ル

課題へ提供した。また、観測項目を拡充するととも

に、基本的な観測データをデータベースとして一般

公開した。

（イ）モデル出力の評価と改善点の提案

並行する実行課題「沖合域における海洋生態系モ

デ、ルの高度化と水産業への温暖化影響評価技術の開

発」によるモデ、ル計算結果を、モニタリング観測結

果と比較することにより、モデ、ルの再現性評価を行

った。また解析結果を基に、再現精度向上の為に必

要な改善点を提案した。

（ウ）親潮・混合域低次生態系の経年変動の特性把

握

Aラインにおけるモニタリングデータに合わせて、

水研センターが保有する既存観測デー夕、 JODC（日

本海洋データセンター）等のパブリックデータベー

スから取得可能な過去の海洋観測データを収集して

時系列解析を実施し、親潮・混合域の海洋環境と低

次生態系の構造、経年変動特性並びに長周期変動の

特牲と駆動要因について調査した。

ウ研究結果

（ア）モニタリングの継続と拡充

モデ、ル課題が開発している低次生態系モデル

C HOPE* 1-eNEMURO * 2の各コンパートメントに

対応した観測データが取得できるように、Aラインに

おけるモニタリング実施項目の再検討を行った。こ

の結果、新たにサイズ別クロロフィル aと微小動物

プランクトンの検鏡サンプρルが観測項目として追加

された。このうえで、 2006年度から各年度 5回、計

20回の A ライン観測を実施し、モニタリングデータ

の蓄積を行った。この結果最終年度には、水温、塩

分、栄養塩、クロロフィルa、動物プランクトン現存

量などの主要な観測項目のデータ長は、 1987年から

の北水研による独自観測データも含めれば22年に達

し、北太平洋で卓越すると言われている20年周期の

海洋環境変動を単独で解析することが可能になった。

Aラインにおける観測データは、従来から IAライ

ンデータベース」ホームページ

(http: I /hnf. fra. affrc. go. jp/ a line/ 図32012）を通

じて一般公開を行ってきたが、本課題期間中に取得

データを公開するまでのタイムラグの短縮（ほぼ一

年程度）、データ利用規約の明文化などの環境整備を

千了った。また、温暖化関連海洋研究プロジェクトの

国際ネットワークである IOCCP＊日、及び動物プラン

クトンモニタリングの国際メタデータベース

COPEPOD* 1に本データベースをそれぞれ登録し、国

際的な普及を図った。これらの結果、 2005年から2009

年までの A ラインホームページへの総アクセス数は

155, 069件、データダウンロード総数は65,304件に達

し、観測結果の効率的なアウトリーチに寄与した。

* 1 : C HOPE (Hamburg Ocean Primitive Equation 

Model) ドイツのマックスプランク研究所で開発

された海洋モデ、ル

* 2: eNEMURO (extended North Paci五cEcosystem Model 

for Understanding Regional Oceanography）北太平



洋亜寒帯海域を対象に開発された低次生態系モ

デル NEMUROの拡張版

* 3 : IOCCP ( The International Ocean Carbon 

Coordination Project、 http:I /www. ioccp. org/) 

海洋炭素観測調査に関する国際的なネットワー

ク

* 4 : COPEPOD (Coastal and Oceanic Plankton Ecology, 

Production and Observation Database: 

http: I /www. st. nmfs. noaa. gov /plankton／）米国

NOAAが構築している動植物プランクトンに関

する観測データベース
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図3201-1 観測定線 A ラインの測点図及び周辺海底地

形
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図3201-2 Aラインホームページ

（イ）モデ、ノレ出力の評価と改善点の提案

Aラインにおける観測結果を基に、海洋環境と低次

生態系の主要パラメータについて、親潮域 ・混合域

それぞれの海域における季節変動・経年変動が算出

された。特に沿岸親潮域については、これまで水温 ・

塩分構造といった非常に基本的な項目についても平

年値が不明だったが、本課題の解析によって初めて

平年値と経年変動が記述された（日下ら 1））。また外

洋域についても、これまで明らかではなかった親潮

絶対流量の季節 ・経年変動（図3201-3）が明らかと

なったこと、また、これまで、水柱積算量の季節変動

のみが明らかだったケイ藻や微小植物フOランクトン

について、種組成毎の鉛直分布の季節 ・経年変動が

明らかとなった（図3201-4）こと等が特筆される。

これらの観測データの季節 ・経年変動と、モデ、ルに

よって算出された海洋 ・低次生態系パラメータの季

節 ・経年変動を比較する課題横断型のワークショッ

プを毎年定期的に開催し、各年度の低次生態系モデ

ル出力のパフォーマンス評価と、出力の改善に必要

と思われるモデルパラメータの調整についての提案

を行った。この結果、モデル出力の観測データへの

整合性が大幅に向上し、温暖化予測精度の向上に寄

与した。

‘司
30 

・30 

幡40 ．‘g瞳
ー 四

相

30 ． 
〆

－aF
S

‘，E
F1aEd

－－〉

四

帽

。

刊

叩

三旦
I 

ぐ担

－岨---- ..... ..._ 

図320ト3 A ライン断面における親潮の係留系準拠絶

対流量 （赤が北東向き、 青が南西向き）と、傾圧流量 （黒

丸）の時系列（図中の数値は流量 （Sv))
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図3201-4 上から A ラインの測点 A4 ( 42°15.0' N、

145°07.5.E）におけるピコ真核植物、シネココッカス属、

クリプト藻類の鉛直分布の季節変動（2003年3月～2005

年11月間の試料のフローサイトメトリーによる分析結

果）



（ウ）親潮 ・混合域低次生態系の経年変動の特性把

握

Aラインデー夕、及び収集した親潮域・混合域の既

存観測データを統合した経年変動解析によって、

1970年代から90年代にかけて親潮域で進行していた

海洋の成層化とそれによる冬期の表層栄養塩濃度の

低下傾向が、 2000年代にも変わらず進行していたこ

とが明らかにされた（Onoet al. 2 ) ）。さらにこの表

層栄養塩濃度の低下に伴って、親潮域の春期におけ

る群集一次生産量と、春期の水柱クロロフィル a現

存量が共に1970年代以降低下している事が確認され

た (Chiba et al. 3 ) ）。さらに春期のケイ藻群集中に

占める、ブルーム主要構成ケイ藻種の割合も、 1970

年代以降ケイ藻現存量の減少と共に低下していたこ

とが判明した（図3201-5）。これらの結果は成層化に

｛半って親潮域の春期の一次生産力が減少しているこ

とを示唆するが、 一方で親潮域 ・混合域における主

要カイアシ類の夏期現存量の経年変動は、混合域に

おいては植物プランクトンと同様の減少傾向を示し

たものの、親潮域では 3種のうち 2種までが逆に経

年的な増加傾向を示し、残りの一種も明確な減少傾

向は示さなかった（Tadokoroet al. 4））。この原因を

探るため、親潮域における春期ブ？ルーム開始時期の

経年的な変動に着目して更に解析を行ったところ、

春期ブ？ルーム開始の引き金となる、浅い季節混合層

の形成時期が、 1980年代から現在にかけて 6日から 9

日ほど早まっていることが判明した（図32016）。さ

らに、主要カイアシ類のステージ別現存量の経年変

動解析から、成体及びcs期の現存量が経年的に減少

している種についても、幼生期である C2期の現存量

は経年的に増加している場合が多いことが明らかに

なった（図32017）。これらの解析結果から、 1970年

代以降現在までの親潮域 ・混合域の海洋環境変動に

対する主要カイアシ類の応答について、以下のよう

な説明が可能となった（図3201-8）。

－親潮域では海洋の成層化によって春期ブルームの

規模が縮小するとともに、季節混合層の形成時期が

早まったことによってブルーム開始時期が早期化し

た。

・このため、早春期の動物プランクトンの餌料環境

は、ブルーム開始時期の早期化によってむしろ向上

した。その一方、晩春期の動物プランクトンの餌料

環境は、春期ブルーム規模の縮小とブダルーム開始時

期の早期化の相乗効果によって極めて悪化した。

－親j朝域の主要カイアシ類のうち、早春期にほぼ幼

生の季節的鉛直移動が完了する Nθocala刀us~θminge刀’

と Nθocala刀uscri.statusは、好転した早春期の餌料環

境によって C2期生残率が向上し、結果として成体の

夏期現存量も増加した。一方 Neocalanusplumchrus 

は季節的鉛直移動が前2種に比べて比較的遅いため、

晩春期の餌料環境悪化の影響を受けて C2期から cs
期にかけての生残率が大幅に低下した。このため C2

期の現存量は経年的に増加しているにも関わらず、

cs期及び成体の夏期現存量は増加しなかった。

－混合域でも同じように春期ブルームの早期化は起

きていたと考えられ、種によっては C2期の現存量は

経年的に増加している。しかしながら、元々のブルー

ム規模が親潮域に比べて小さいため、季節的鉛直移

動の時期の違いに無関係に、すべての種が晩春期の

餌料環境悪化の影響を強く受け、すべての種におい

て夏期の水柱現存量が低下した。
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図320ト5 親潮域ケイ藻群集中における「春期ブ、ルーム

構成種」の占有率の経年変動を数値化して示したグラフ

（ケイ藻種の経年変動の主成分分析結果のうち春期ブ

ノレーム構成種の変動を強く反映する第 l主成分（PCl)の

季節毎の時係数（緑が春期の時系列））
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春期ブルーム（上段）は1970年代（before）から現在（now）にかけて規模が縮小し、かっ早期化する。Neocalanus

f1eming.θn・と Neocalanuscristatusは季節鉛直移動時期が早いため、早期化の影響を強く受け、逆に季節鉛直移

動時期が遅い Neocalanusplumchrusはブソレーム縮小の影響を強く受ける。
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形成時期の早期化は、それぞれ地球温暖化が生じた

際に西部北太平洋域に引き起こされる現象として、

数値モデルにより予測されている（Hashiokaet al. 5 l）。

1970年代から現在までに観測された海洋環境の変動

が温暖化によるものか否かについては、未だ精査が

必要だが、少なくともこの間に観測された低次生態

系の変動は、温暖化によって引き起こされるであろ

う同海域の環境変化に対応するモデルケースとして

取り扱うことが可能だと考えられる。

本課題の解析結果から類推される、将来の温暖化

に伴う親潮域 ・混合域の低次生態系の変動は下記の

ようなものである。

－初めに海洋の成層化と季節混合層形成時期の早期

化により、混合域では直ちに植物プランクトンと動

物プランクトン双方の現存量の低下が起こる。

・一方親潮域では、植物プランクトンの現存量は低

下するものの、動物プランクトンの現存量は温暖化

初期には種によって異なった傾向を示す。大まかに

言って、早春期の餌料環境が重要となる動物種は現

存量がむしろ増大し、晩春期の餌料環境が重要な種

は減少する。これにより、動物プランクトンの種組

成に変動が生じる可能性がある。

－温暖化が継続し、成層化が更に進行すると、親潮

域でも早春期・晩春期の餌料依存性に関わらず、す

べての動物プランクトンが現存量を低下させるよう
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考察

（ア）海洋環境変動に対する動物プランクトンの応

答特性

本課題の解析により、海洋環境変動に対する動物

プランクトンの応答特性は、通常同じ機能群と考え

られるものの中でも種毎に大きく異なり、それらを

明らかにするためには単なる現存量の経年変動だけ

でなく、季節性の変動やステージ毎の経年変動等の

細部のモニタリングデータが非常に重要であること

が示された。こうしたデータは衛星やアルゴフロー

ト等を用いたセンサー観測では得ることが難しく、

本課題で実施されてきたような、船舶を利用して実

際に生物サンフ。ルを採取するモニタリング観測が、

今後も維持されていくことが必要である。

海洋環境変動に対する応答が種毎に異なるという

事実は、環境変動に応じて動物プランクトンのバル

ク現存量だけでなく、種構成やサイズ組成も変化す

るであろうことを示唆している。このことは魚類の

餌料選好性を通じて、高次生態系の種組成変動にま

でつながっていく可能性がある。こうした現象の解

明は今後の研究課題のーっとして挙げられる。

（イ）モニタリングデータに基づく、温暖化後の低

次生態系変動予測

親潮域 ・混合域において1970年代から現在までに

観察された、海洋表層の成層化と春期の季節混合層

工



になる。

このような動物プランクトン現存量の変動に対応

して、魚類の種組成及び現存量の変動も順次進行す

ると予想される。

オ今後の課題

本課題では、春期ブルームの規模及び発現タイミ

ングの変遷と、それに伴う大型カイアシ類の長期変

動傾向について解明してきたが、今後は人匂ocala刀us

属以外の小型カイアシ類や肉食性動物プランクト

ンの変動や、それに対応するポストブルーム期の一

次生産力の長期変動傾向についても解析を行い、一

年を通じた低次生態系の変動予測を実施していく

必要がある。

また現存量の変動だけでなく、親潮・混合域内部

での面的な餌料動物プランクトン分布パターンの

変動も、将来予測の上では重要である。このために

は衛星データ等を用いた面的なデータ解析を実施

するとともに、同海域内の面的な水塊構造やプラン

クトンの水平移流に関する知見の収集が今後は必

要である。

力要約

（ア）モニタリングの継続と拡充

Aライン観測は各年5回、 4年間で計20回実施され、

これらのデータはモデ、ル課題の境界条件として使用

されたほか、ホームページを通じて多くの外部研究

者に利用され、観測結果の迅速なアウトリーチを達

成した。

（イ）モデ、ル出力の評価と改善点の提案

モデルの出力評価に関連して、親潮絶対流量と親

潮南限緯度、沿岸親潮水出現頻度、親潮・混合域そ

れぞれの表層水温、塩分、混合層深度、栄養塩濃度、

水柱積算クロロフィル a量（総量及びサイズ分画）、

ケイ藻現存量及び種組成、微小植物現存量及び種組

成、色素組成、大型動物プランクトン現存量及び種

組成（総量及びステージ別）、微小動物プランクトン

現存量、オキアミ現存量についての季節変動平年値

と経年変動データが初めて作成され、公表された。

これらを用いたモデル出力評価と改善提案のための

ワークショップを毎年開催し、モデル出力の向上に

寄与した。

（ウ）親潮・混合域低次生態系の経年変動の特性把

握

モニタリングデータと既存観測データを統合した

時系列解析により、 1970年代以降の親潮域・混合域

において海洋表層の成層化と、季節混合層形成時期

の早期化が同時に進行していること、またこの両者

の複合効果により、親潮域の春期一次生産力と植物

プランクトン現存量は経年的に低下し、また動物プ

ランクトンは早春期の餌料環境が重要な種について

は経年的な現存量増大、晩春期の餌料環境が重要な

種については経年的な現存量の減少が生じているこ

とが判った。一方混合域では、植物プランクトンと

動物プランクトン双方に経年的な現存量の減少が観

察された。
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( 2 ）黒潮域・黒潮続流域における海洋環境と低

次生態系のモニタリングと影響評価

ア研究目的

御前崎沖観測ライン（0ライン；東経138度線）に

おける定線観測を各季節（年 4回）継続して行い、

黒潮域低次生態系の季節 ・経年変動を把握する。こ

れまでの観測結果や既往資料を解析し、黒潮域 ・黒

潮続流域における海洋構造（水温、密度、流れ等）

と栄養塩等の物質循環や低次生態系の季節変動 ・経

年変動を把握する。特にこの海域で重要と考えられ

る微小プランクトンについて、組成を詳細に分けて

精査し、それぞれの生物群の季節及び経年変動パ

ターンを明らかにする。上記モニタリング観測に加

え、周辺データなどの既往資料の解析を行い、季節

変動等についてモデル計算結果との比較を行い、モ

デ、／レの再現性を評価する。

イ研究方法
オー

中央水産研究所の蒼鷹丸を用い、 0ライン上の定

点において毎年度、春季、夏季、秋季、冬季及び初

春季の観測を行った。主な観測項目は水温、塩分、

栄養塩、クロロフィル、植物プランクトン、バクテ

リア、微小動物プランクトン、ネット動物プランク

トンであるが、特に微小生物による生産が重要な海

域と考えられるため、グルタール、ヘキサミンホル

マリン、ルゴール、ボラックスホルマリンによる固

定試料、フローサイトメトリー分析用凍結試料を作

成し、分析を行った。モニタリング観測の結果を解

析し、この海域の季節変動、実施期間中の経年変動

の特徴を把握するとともに、観測データを低次生態

系モデ、ル課題に提供し、モデ、ル再現性の向上をめざ

してモデル課題と連携して解析を行った。

ウ研究結果

（ア）現場観測データと低次生態系モデル

(C-HOPE-eNEMURO）との比較検討を行った。観

測されたクロロフィル濃度とモデルから得られた植

物プランクトンコンパートメント（PS,PM、PLc、PLp)

の総和の混合層平均値を比較すると、観測で高い値

を示す冬季に、モデルで、は過小となったこと、内側

域でピークの季節にモデ、ルと実測値でずれが見られ

る（2004年以降では観測値は冬季に高く春季に低い

が、モデ、ルで、は冬季に低く春季に高くなっている）

ことなどいくつかの特徴的な相違点は見られたが、

総じてかなりよく再現されていた（図32021）。

宅 0.6~

5：ト九九九州Vψ〉
図3202ー1 低次生態系モデ、ル CHOPE eNEMUROで得

A・ー

られたOライン上の黒潮内側点（34° N；上）と外側点

(30° N；下）の植物プランクトンコンパートメント（郎、

PM、PLc、PLp）の総和から得られた混合層内クロロフィ

ル濃度の平均値と観測値の経時変化

オー

（イ）当該課題以前より継続して行われている 0ラ

イン観測の成果として、黒潮内側の代表点（34°N) 

と外側の代表点（30° N）における10年間に及ぶ栄養

塩濃度（図32022）とクロロフィル濃度（図32023) 

の経時変化のフ。ロファイルを得た。また、課題期間

中に行われた植物フ。ランクトンから微小動物プラン

クトンまで（モデ、ルの PS、PM、PLc、PLp、ZS、ZM

のコンパートメントに相当）の現存量の経時変化の

ブ。ロファイルを得た（図32024、3202-5）。特に、微

小動物プランクトンは組成を詳細に分析した。

栄養塩、クロロフィル濃度とも調査期間中に顕著

な変動のトレンドは見られなかった。栄養塩濃度は

冬季の混合層厚の拡大（図32026）に応じて表層付

近まで栄養塩が高くなる傾向が見られたが、 2004年

末～2005年初頭の冬季には特に黒潮内側域で表層付

近の栄養塩濃度は他の年に比べて高くなかった（図

3202 2）。この時期は調査期間中唯一の黒潮大蛇行期

であった。クロロフィルも栄養塩濃度に応じて冬季

～初春季に高い濃度を示したが、黒潮内側域で栄養

塩濃度はそれほど高くないにもかかわらず、夏季に

クロロフィル濃度が低くならない年（2002年、 2007

年）もあった。植物プランクトンは、 PMの現存量が

観測期間を通じて高く、クロロフィノレの変動と同様

に冬季から初春季に比較的高い傾向が見られた。ま

た、珪藻（PLc、PLp）は突発的に高くなることがあっ
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た（2006年；図3202-4）。微小動物フ。ランクトンは春

季に高い傾向が見られ、どの動物群も2005年と2007

年に比較的高く、年による変動が見られた（図

3202-5）。これらの観測結果は、航海終了後に随時低

次生態系モデノレ課題に提供された。
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側点（30° N；下）の混合層厚の経時変化

工考察

当該課題の観測データを基にして改良が進められ

た生態系モデ、ル（C HOPE eNEMURO）で、栄養塩や

クロロフィルの変動はよく再現され、黒潮域におい

て精度が高いモデルが構築されたことが示された。

長期間の現場観測データを整理した結果、明瞭な

生物生産の季節変動が認められ、これは冬季に鉛直

混合に起因する深層からの栄養塩供給がもたらすと

考えられた。本課題の観測期間では長期変動のトレ

ンドなどは明瞭で、なかったが、観測期間中唯一の黒

潮大蛇行期で、あった2004年～2005年を境に栄養塩濃

度などにギャップが見られ、黒潮の流路パターンの

変化が生態系変動に影響を与えている可能性が示唆

された。

オ今後の課題

この海域は現行の研究以前より継続して行われて

いる環境モニタリングデータが少なく、長期にわた

る温暖化との対応を考慮するためには更に観測を継

続する必要がある。また、黒潮水そのものの水温や

塩分の経年変動は小さく、黒潮の流路パターンや流

量の変化などにより周辺海域の生態系変動に影響を

もたらしている可能’生が高いことがわかってきたた

め、現行課題で、行ってきた外洋域の定線観測だけで

は、生態系への影響を把握しにくい。そこで、さら

に黒潮及びその周辺海域を広く調査対象とした解析

を進める必要がある。

また、長期的な視点で観測する必要のある温暖化

の生態系変動への影響を評価してその適応策を検

討するために、黒潮の影響を強く受ける地域の中で、

特に温暖化の影響が顕著に現れると考えられる大

陸棚及び沿岸域の生物生産過程を明らかにするこ

とが必須となる。そのために、現行の海洋観測を継

続するとともに、温暖化が沿岸資源変動にもたらす

影響に着目した沿岸（陸棚上）環境のモニタリング

を行い、特に大陸棚域の漁業資源や物質輸送の変動

と温暖化との関連を評価することなどがこの海域の

今後の重要な研究となる。

力要約

御前崎沖の黒潮縦断観測定線（0ライン；東経138

度線）において低次生態系調査を定期的に継続して

行い、黒潮域における各季節の物理化学生物生産

モニタリングデータを取得した。観測データを基に、

黒潮域低次生産の季節変動の実態を明らかにすると

ともに、黒潮の流路ノミターンの変化などが生態系の

年々変動に影響を与えている可能性があることを示

した。これらの観測データを、生態系モデル課題に

提供し日本周辺における精度の高いモデルの構築に

貢献するとともに、作成されたモデルと観測データ

を比較してモデ、ルの再現性を検証した結果、栄養塩

やクロロフィル濃度の季節変動をよく再現したモデ

ノレであることを存在I忍した。

研究担当者（杉崎宏哉ぺ日高清隆、広江豊、市川

忠史、森永健司、豊川雅哉）

( 3 ）東シナ海域における海洋環境と低次生態系

のモニタリングと影響評価

ア研究目的

東シナ海域は生産性が高く、年間900万トンに上る

漁獲を人類にもたらす豊龍の海である。東シナ海域

は、海水温の上昇、降水パターンの変化に伴う陸域

からの栄養塩負荷量の変動の両面から温暖化の影響

を受けることが予測される。このため、温暖化の海

洋生態系への影響評価に資するため、東シナ海域に

おける海洋環境と低次生態系のモニタリングを行い、

それらの短・中期的変動を把握する。さらに、モニ

タリングにより得られたデータをモデ、ル課題に提供

し影響予測モデ、ルの構築に貢献する。
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イ研究方法

（ア）鹿児島県甑島西方の北緯31度45分線に沿って

設定した東シナ海温暖化観測線（CKライン）におい

て、微細藻類を含めた海洋環境と低次生態系のモニ

タリングを実施した（図32031）。 CKライン上の全

点でCTD観測を実施し、水温・塩分のデータを得た。

36' N 

35 N 

J.f N 

JJ' N 

32 N 

Jf N 

JO N 

また、奇数点では、表層水のバケツ採水、及び 5-liter 

のニスキンボトルを備えたロゼットシステムによる

各層採水を行い、栄養塩（硝酸・亜硝酸・リン酸・

ケイ酸）、クロロフィル a( Chl. a）、植物プランクト

ン組成について分析を行った。また、ノルパックネッ

トによる動物プランクトンの採集も奇数点で、行った。

Ill' E 122' E 123' E 124' E 125' E 126' E 127' E 128' E 129' E 130' E 131' E 

図3203-1 CKライン上の観測点にKl～CK21)

（イ）CKラインモニタリングにより取得された観

測データを用いて東シナ海域の海洋環境及び低次生

態系について解析を行うとともに、 CKラインモニタ

リングにより取得された観測データと低次生態系モ

デ、ル出力との比較検討を行った。

ウ研究結果

（ア）2006年 4月から2010年 3月までの聞に16回の

調査航海で CKラインにおけるモニタリングを実施

した（内 4航海は CKl～CK13についてモニタリング

を実施した）。また、それ以外の 4航海で CKライン

の一部についてモニタリングを実施した。

（イ）2007年秋～2008年夏に CK5、11、21で得られ

たサンプノレについて Chl.aのサイズ分画を行ったと

ころ、微細藻類（ 2 μm＞）が全 Chl.aに占める割

合が50%を超える場合が大部分であり、東シナ海域

の一次生産者として微細藻類が重要であることが

示された（図3203-2）。また、フローサイトメーター

を利用して微細藻類の組成について調べた結果、

Synechococcusは夏と秋に CK21で他の観測点よりも

高い細胞数を示し、逆に丹ochrolococcusは低い細胞

数を示した。 Picoeukaryotesは3点すべてで春に細胞

数が高かった。
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図3203-3 観測点 CKl～CK11の冬季の混合層水深（Mixedlayer depth(m）：横軸）と水深lOmのリン酸（PQ43－）及び硝

酸：リン酸比（N:Pratio）との関係

（図

ライン観測データと低次生態系モデ、ル

eNEMUROの出力との比較検討を行い、Chi.aの季節

変動パターンの再現性の向上に貢献した（図

3203 4）。2002～2006年の CK5における観測データと

C-HOPE-eNEMURO ver. 2及び ver.3の出力との比

較検討を行ったところ、水温 ・塩分については両者

とも良い再現性を示した。栄養塩についてみると、

硝酸塩の再現性は ver.3で向上したが（図32035）、

ケイ酸塩については両者とも全体的に過大評価に

なっていた。
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リン酸塩濃度が低下することが示された

3203 3）。

（ウ）Clく

次いで、 2004～2008年冬季に CKl～CK13において

観測された水質データについて解析したところ、

2004～2006年と比較して2007、2008年は水深lOm層

の水温が高いことが明らかとなった。塩分について

は観測期間中、低下傾向が認められたことから、水

温の上昇は黒潮水の流入量の変化によるものではな

いことが示唆された。一方、表層混合層深度と水深

lOm層の水温との聞に逆相聞が認められた。2004～

2008年の冬季に CKl～CKllの奇数点で観測された

データについて解析したところ、水温の高い2007、

2008年は表層混合層深度の浅化が認められた。表層

混合層深度の浅化に応じて海洋表層に供給される
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図3203-5

また、冬季のモニタリングデータを解析したとこ

ろ、海洋表層の水温の上昇は混合層深度の浅化、及

び表層への栄養塩供給弱化による栄養塩濃度の低

下をもたらすだけでなく、窒素とリン酸の供給比

例：P比）の低下とも関係することが認められた。

一般に植物プランクトンによる窒素とリン酸の要

求比は16程度であり（Redfieldet al. 4 ＞）、東シナ海

では混合層深度の深い場合でもリン律速の海域と

考えることができる（図3203-3）。このため、温暖

化にともなう混合層深度の浅化は窒素と リン酸の

供給のバランスをさ らに悪化させることを示唆す

る。このため、表層への栄養塩供給の低下と栄養塩

の供給のバランスの悪化は東シナ海における一次

生産力の低下と 一次生産者の優占種の変化をもた

らす可能性があると考えられる。混合層深度の浅化

が海洋表層に供給される窒素とリン酸のバランス

を悪化させる現象は、北太平洋亜熱帯循環における

研究でも指摘されている（Karlet al. 5 l）。
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それ

考察

（ア）ピコ植物プランクトンの細胞数の季節変化に

ついては、丹ochlorococcusは夏と秋、冬、春の順で

高く 、Synechococcusは秋、夏、春、冬、 Picoeukaryotes

は春、冬、秋、夏の順で、高かった。これはJiaoet al. 

l）が東シナ海においてピコ植物プランク トンの細胞

数について夏と冬で比較した結果と矛盾しない結果

であった。

植物プランクトンの生物量を比較するため、

ぞれの分類群の炭素量を求めた。丹ochlorococcus、

Synechococcus、Picoeukaryotesは細胞数から炭素量を

求め、変換係数は Campbellet al. 2 lによるそれぞれ

53、250、2100fg C ceU-L (fgはフェムトグラム： io-L5))

を使用した。中 ・大型植物プランクトンについては

50 mg C I mg Chi. a (Cho and Azam3））を利用し

た。その結果、 SynθchococcusとPicoeukaryotesが一

次生産者として重要であることが示された

3203-6）。

（図

工
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図3203-6 観測点 CK5、CKll、CK21における植物プランクトン（Pro：丹ochlorococcus、Syne:Synechococcus、Pico:

Picoeukaryotes、NanoMicro：中 ・大型植物プランクトン）の炭素濃度の季節変化（2007年秋季～2008年夏季

のデー夕、 CK21の冬季は欠測）
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図3203-7 冬季～春季の中 ・大型植物プランクトンの現存量と大型動物プランクトンの現存量との関係

（イ）C HOPE eNEMURO ver. 3の出力について

1998年から2006年まで解析したところ、冬季～春季

には水産資源の餌料として重要な大型動物プランク

トンの現存量は大型 ・中型植物プランクトンの現存

量と良い相関を示し（R2=0.61、pく0.01、n=27）、大型

動物プランクトンが大型 ・中型植物プランクトンに

より支えられるボトムアップコントロールを受けて

いることが示唆された（図32037）。一方、 4月の植

物プランクトンの現存量は、 2003年を除いて冬季に

供給された栄養塩濃度と良い相関が認められた

(R2=0. 65、pく0.05、n=8）。これらの結果は、温暖化

に伴う海洋表層への栄養塩供給の低下が、春季の東

シナ海域の生物生産全体の低下を招くことを示唆す

るものである。

オ今後の課題

東シナ海域は気象庁等により過去100年間に約

1. 3℃の昇温傾向があることが報告されているが、

それに伴う生態系の遷移については理解が進んで

いなし、。冬季の水温上昇は表層に供給される栄養塩

の量だけでなく、供給比にも影響を及ぼすことが示

唆されたことから、今後の東シナ海の一次生産力及

び植物プランクトンの優占種について変動を把握し

ていくことが望まれる。

力要約

（ア）2006年 4月から2010年 3月までの聞に16回の

調査航海で鹿児島県甑島西方に設定した東シナ海温

暖化観測線（CKライン）において、微細藻類を含め



た海洋環境と低次生態系のモニタリングを実施した。

（イ）東シナ海域の一次生産者としては微細藻類

( 2 μm＞）、特に Synθchococcusと Picoeukarγotes

が重要であることが示された。また、冬季に観測さ

れたデータについて解析したところ、表層混合層深

度と水深lOm層の水温との聞に逆相聞が認められ、

混合層深度の低下は表層に供給される栄養塩濃度

を低下させるだけでなく、窒素とリン酸の供給バラ

ンスを悪化させることが示唆された。

（ウ）2002～2006年の CK5における観測データと

C-HOPE-eNEMURO ver. 3の出力との比較検討を

行ったところ、水温・塩分、硝酸塩については比較

的良い再現牲を示した。また、 C HOPE eNEMURO 

ver. 3の出力について解析を行ったところ、冬季～春

季には大型動物プラントンの生産は大型及び中型植

物プランクトンの生産に支えられていることが示唆

された。一方、植物プランクトンの生産には冬季に

表層に供給される栄養塩量が重要であることが示唆

された。
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研究担当者（長谷川徹ぺ清本容子、岡村和麿、岡

慎一郎、西内耕、山田東也、種子田雄）

( 4 ）沖合域における海洋生態系モデルの高度化

と水産業への温暖化影響評価技術の開発

ア研究目的

沖合域における現場観測結果、衛星観測結果を利

用し、これまで開発してきた海洋生態系モデ、ルの精

度向上を図り、過去数十年間の変動の再現性を高め

る。魚類成長モデ、ル、魚類生産モデ、ルの開発を進め、

低次生態系モデ、ルから出力される餌料と組み合わせ、

温暖化シナリオを用いた魚類生産への影響予測を行

つ。

イ研究方法

（ア）日本周辺の亜寒帯から亜熱帯までの低次生態

系を表現することができるモデル eNEMUROのボッ

クス型モデルを用いて、モニタリング課題から得ら

れた観測データとモデルとの比較解析を行い、低次

生態系モデルの精度検証を行った。また、感度実験

を実施してモデ、ルの改良方針を示し、改良を進めた。

（イ）日本周辺高解像度大循環モデ、ル C-HOPEを衛

星海面水温・海面高度データに 4次元データ同化さ

せ、現実に極めて近い物理環境場を再現するととも

に、上記の低次生態系モデル eNEMUROと結合させ、

日本周辺高解像度低次生態系モデル

C HOPE eNEMUROの開発を行った。この出力結果

を、モニタリング課題から得られた観測データや衛

星データと比較し、精度検証をするとともに、改良

方針を示し、改良を進めた。

（ウ）衛星海面クロロフィル（SeaWiFS）データから

植物プランクトンの春季フ、ルームを検知するアルゴ

リズムを開発し、 A、0、CKラインの各観測点で海

面クロロフィルの時系列から、ブずルーム時期を示す

指標（ブルームの開始、ピーク、終了、強度）を導

出した。同様の指標を上記の日本周辺高解像度低次

生態系モデ、ルC HOPE eNEMUROの出力結果からも

導出し、両者の比較を行い、モデルの精度検証を行っ

た。

（エ）サンマを対象として魚類成長モデ、ルを個体数

動態モデ、ルと結合させ、資源変動を表現できるモデ

ルの開発を試みた。また、上記の日本周辺高解像度

低次生態系モデ、ルC HOPE eNEMUROに魚類成長

回遊モデルを結合させ、物理餌料プランクトン

魚類生産を結ぶ日本周辺高解像度 モデル

C-HOPE-eNEMURO. FISHの開発を試みた。



（図3204-1）。

0.0 。

図3204-1 ボックス型モデ、ル eNEMUROの ver.3.2 （太

実線）、プロジェクト開始以前の生態系モデ、ル NEMURO

（細線）、観測値（丸印）の小型植物プランクトン之ロ

ロフィル量の季節変化の比較（亜熱帯域に相当する 0ラ

イン上の観測点 BOl （北緯30度）における値（ μ

gChl a/L)) 

して表現できるモデ、ルが構築された

。
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（オ）資源変動メカニズムの解明を行うために、過

去の魚類生産に関わるデータとして、小型浮魚類の

産卵場及び卵豊度の時空間重複を解析した。また、

過去の調査データの整備・解析によって、サンマの

体長一体重曲線の再決定、サンマの体長別分布水温

特性の明確化を行い、成長 田遊モデ、ノレの改良に活

かした。

（カ）中規模渦解像度海洋生態系モデル COCO*t 

NEMURO（水平解像度 1I 4 xl/ 6 ° ）の温暖化状態

（大気中二酸化炭素濃度 2倍の状態）予備実験のデー

タ解析を行い、将来の低次生態系応答メカニズムの

解析を行った。

（キ）サンマの成長 田遊モデ、ルを用いた温暖化応

答実験を行い、地球温暖化に対するサンマの応答メ

カニズ、ムを解析した。

（ク）上記の中規模渦解像度海洋生態系モデ、ルの温

暖化予測予備実験データを用いて、マイワシ回遊モ

デル（他プロ研で開発したモデ、／レを使用）を駆動し、

マイワシの温暖化応答メカニズ‘ムの解析を行った。
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（イ）日本周辺高解像度大循環モデ、ルの精度検証と

改良

日本周辺高解像度低次生態系モデル

C HOPE eNEMUROが開発され、モニタリングデー

タ等との比較を通し精度検証が進み（Komatsuet al. 

2））、上記の改良された eNEMUROver.3. 0が搭載され

たことによって、極めて現実に近い植物プランクト

ン現存量変動を表現できるモデルが完成した（図

3204-2）。植物プラントンの組成や動物プランクトン

現存量の再現性にはまだ問題が残されているが、現

時点で世界最高峰とも言えるモデ、ルまで進化した。

* 1 : COCO ( CCSR Ocean Component Model)東京大学

気候システム研究センターにより開発された海
洋大循環モデル

ウ研究結果

（ア）低次生態系モデルの精度検証と改良

ボックス型 eNEMUROの出力結果と、モニタリン

グデータとの詳細な比較によって、モデ、／レの改良方

針が次々と明らかになり、飛躍的に改良（ver.2. 0、

ver. 3. 0、ver3.2）が進んだ（吉江ら I) ）。これによっ

て、亜寒帯から亜熱帯までを含む日本周辺域を統一

O A17 obs噂 1Dm
fl A17 SeaWiFS 
ー－eNEMUROv210m 
皿ー－eNEMUROv310m 
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手 2
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図3204-2 C HOPE eNEMUROのver.2.0（青線）、 ver3.0（赤線）、船舶観測値（白丸）、海色衛星観測値（三角）の

表層クロロフィル量（ μ gChl-a/L) の経年変化の比較（亜寒帯と亜熱帯の聞に位置する混合域に相当する

Aライン上の観測点 Al7における値）



という回遊アルゴリズムを用いて、 日本周辺高解像

度生態系モデ、ル C HOPE eNEMURO上で、サンマの

成長と回遊を計算するモデ

C-HOPE-eNEMURO. FISHを開発した（図3204-4）。

（オ）魚類生産に関わるデータの整備

モデ、ルの中で使われているサンマの体長 体重曲

線は文献値を使用していたが、過去のデータの再解

析によって、再決定された。過去のサンマ採集デー

タから体長別の分布水温、分布緯度、分布経度、出

現月を整理し、 20cm以上のサンマは体長によらずほ

ぼ同じ海域まで北上することがわかった。また、 20

～25cmのサンマが最も低い水温帯に分布モードを持

つことがわかった。これらの解析結果はサンマ回遊

モデ、ノレの改良に使用された。

ノレ

（ウ）植物プランクトン春季ブルームの特性解析

衛星データから求めたブルームの開始、

ク、終了の指標には、顕著なトレンドは検出さ

れなかった。C-HOPE-eNEMUROの出力結果と

比較すると、親潮から混合水域でのブ〉ルームの

再現性が良いことが示された（図3204-3）。一方

で、東シナ海でのブルーム時期の再現性はそれ

ほど高くないことが判明した。 この原因は境界

条件にあると推定された。

（エ）サンマ成長一回遊一資源変動モデ、ルの開発

サンマを対象として魚類成長モデ、ルを個体数動態

モデルと結合させ、資源変動を表現できるモデルを

開発し、そのモデ、／レを 2次元回遊モデルに発展させ

た。また、索餌期には最大成長方向へ回遊し、産卵

期には卵の鮮化時聞が最も短くなる海域へ回避する
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図3204-3 C-HOPE-eNEMUROのver3.0（青線）及び海色衛星観測値（赤線）の春季ブノレームの開始（左）、ピーク

（左から 2番目）、終了（左から 3番目）の時期の比較（縦軸は亜寒帯域に相当する Aライン上 A04におけ

る各年 1月1日を起算日とした日数 (Julianday）、右図は、春季ブノレームピーク時の表層クロロフィル量の

散布図）
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図3204-4 日本周辺高解像度生態系モデ、ルー魚類成長田遊結合モデ、ル C-HOPE-eNEMURO.FISH上で計算されたサ

ンマ回遊ノミターンの一例（カラーはサンマ経験水温）
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（カ）将来の低次生態系応答メカニズ、ムの解析

中規模渦解像度海洋生態系モデル coco-
NEMUROを用いた温暖化予備実験結果の解析から、

温暖化時に亜熱帯と亜寒帯海域の広範囲な海域にお

いて見られる10～20日の春季ブρルームの早期化は、

経年変動や中規模渦に伴う変動と比べて、 5九有意水

準で温暖化の影響と見なされることが判明した。ま

た、春季ブルームに伴う生物量の増加傾向が見られ

る海域が見出された。これは、水温上昇の効果が、

栄養塩低下の効果を一時的に上回るために引き起こ

されていた（年間生物量は低下する）。ただし、現在

及び温暖化状態、それぞれ10年間の実験データから

は、 5偽有意水準で増加が見られる海域はごく限られ

たものであった（Hashiokaet al. 3））。

（キ）将来のサンマの応答解析

サンマを対象とした魚類モデノレの高精度化を図り

Oto et al. 4 ＞）、温暖化予測シナリオ下での実験結果

，・、
1岨

lZ> 

占sl田

正 副
t.t 
・c; 回

:t 岨
’d 
－~ 却
- 0 

から、 2050年で、体重lOg（体長 lcm）の減少が予測さ

れた（図32045）。これは、主に餌料プランクトンの

減少による影響であった。一方、回遊範囲も変化し、

産卵回遊が遅れ、産卵期にはより北の海域で過ごす

期聞が長くなることから、餌条件が良くなり、産卵

量が現在よりも増える結果が得られた（伊藤 5）、Itoet 

al. 6 ＞）。イ子魚の成長は高水温の方が有利なため、総合

的に判断すると、温暖化の影響によって、サンマは

小型化し、回遊が遅れ、漁期も遅れるが、数量は増

えると予想された。

（ク）将来のマイワシの応答解析

マイワシ回遊モデ、ルを用いた温暖化予測実験に

よって、温暖化影響下では、マイワシは不足した餌

を北上回遊を緯度で 1～ 20程度北に移動すること

によって補い、産卵場を北に移動することによって

再生産への悪影響も補償することが予想された

3204-6) 
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図3204-5 サンマ成長一回遊モデルで、計算された現在と温暖化条件下2050年でのサンマの体重 （g)
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図3204-6 マイワシ成長一回遊モデルで、計算された現在（左）

は分布密度を示し、暖色系ほど多いことを示す）

T輯 110' ’脚

と温暖化条件下（右） でのマイワシの分布（カラー



工考察

餌料プランクトン、魚類の地球温暖化に対する影

響評価を行うために、低次生態系モデ、ル、魚類成長

回遊モデ、ルの改良・開発を行い、地球温暖化の影

響として、春季ブ、ルームの早期化、餌料プランクト

ンの減少が示唆された。さらに、魚類の応答として、

サンマの小型化と尾数の増大が示唆された。また、

マイワシにおいては、産卵場及び分布が北に移動す

るが、成長には影響がないことが示唆された。これ

らのモデルは、世界的にみても先鋭的なモデ、ルで、あ

るが、精度や不確実性についてはまだまだ改良の余

地がある。今後の改良及び外力として用いる気候シ

ナリオによっては、結果が全く異なる可能性もあり

得ることに注意すべきである。

オ今後の課題

（ア）モデルの精度評価

世界でも最高峰の高解像かっ高性能な低次生態系

モデ、ルの構築はで、きたが、プランクトン種組成、動

物プランクトン現存量、沿岸域の再現牲については、

まだ改良の余地がある。植物プランクトン現存量に

おいても、春季ブ、ルームの指標に成功したが、それ

以外の季節での指標化とモデルとの比較は課題とし

て残されている。

（イ）将来予測

温暖化予測実験については、 22年度に実施を予定

していたため、予備実験までとなっている。特に排

出シナリオが大気中二酸化炭素濃度年 1弘増加のも

とでの温暖化の70～80年目の大気中二酸化炭素濃度

2倍の状態のみを行った状態であり、 IPCC第 3次・

第 4次報告書で用いられた SRESシナリオ AlBに基

づく実験を未実施である。また、第 5次報告書で用

いられる RCPシナリオに基づくデータセットの作成

も急務と言える。魚類モデ、ルについては、予定より

も早く温暖化実験を試み、多くの知見を残した。し

かし、日本周辺高解像度モデルと結合させたモデル

を用いての実験は未実施である。

力要約

（ア）餌料プランクトンへの影響評価

餌料プランクトンの影響を調べるため、高精度な

低次生態系モデ、ルを開発した。また、温暖化実験に

よって、春季ブルームの早期化と餌料の減少が示唆

された。

（イ）小型浮魚類への影響評価

サンマは小型化するが尾数が増加することが予想

された。マイワシは産卵場およぶ分布が北に移動す

るが、成長の変化はないことが予想された。しかし

これらの予想の不確実性は高いままとなった。
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研究担当者（伊藤進ーペ亀田卓彦、奥西武、高須

賀明典、審藤宏明、小松幸生、山中康裕）

( 5 ）ニシン及びマツ力ワを代表種とした寒海性

魚類の地球温暖化の影響評価と増養殖技術の

開発

ア研究目的

地球温暖化による海水温の上昇は、寒海性魚類の

漁獲量や育成効率の低下を招く可能性が指摘されて

いる。そこで、本課題では寒海性魚類の代表種とし



て地域性ニシン及びマツカワを取り上げ、温暖化に

対応した寒海性魚類の放流技術及び養殖技術を開発

する。ニシンについては、飼育実験で卵・仔魚への

高水温の生理的影響を明らかにし、さらに水温条件

が異なる 2海域で放流実験を実施し、初期生残過程

を比較して、温暖化が生活史に与える影響を評価し、

高水温化に適応した放流技術を開発する。マツカワ

で、は高温側の成長限界温度の決定を行った上で、高

温馴致飼育の効果、給餌方法や餌料成分等の検討に

より高水温化に対応可能な養殖技術を開発する。

イ研究方法

（ア）高水温がニシンの初期生活期に及ぼす影響の

評価

受精卵、仔魚、稚魚を10℃から21℃の温度範囲の

数段階の温度で育成管理し、ふ化卒、成長、生残に

与える影響を調査した。

（イ）温暖化に適応したニシンの放流技術の開発

水温上昇による回帰量の変化を解析する目的で

実験群を設定した。すなわち、厚岸湾では同一ロッ

トの種苗群を蛍光色素の耳石標識で識別して早期

小型群（ 7月上旬／全長：60mm）、中期中型群（ 7月

下旬／全長：70mm）及び後期大型群（ 8月上旬／全

長：80mm）の 3群に分けて、宮古湾では、過去の時

期別放流試験の結果を対照として小型群（ 4月下旬

～ 5月上旬／全長：50mm）のみを放流した（表3205 1）。

そして、それぞれの産卵場で、ある厚岸湾、宮古湾に

おいて 2、3歳での産卵回帰時の回収率を、年齢別

漁獲量調査及び標識魚の混入率調査により推定し、

水温条件が異なる 2つの海域での放流効果を比較

した。

表3205-1 ニシン種苗放流試験の実施概要（2006、2007年度）

2006年
放流
海域 放流 尾数 平均全長

年員己 L瓦量j £mm2 

厚岸 7月10日 8.9 60.3 

II 7月24日 9.3 78.4 

II 8月8日 9.3 87.4 

宮古 5月2日 29.4 52.7 

（ウ）マツカワの高温耐性の評価と高温化による成

長遅滞の最小限化技術の開発

17℃から25℃の温度範囲でマツカワを飽食条件に

より飼育し、最高成長を示す温度を決定した。次に、

マツカワを同温度範囲で絶食飼育し水温毎の体重減

少率を比較するとともに、酸素消費量の変化を測定

した。高温馴致効果を評価するため15℃で育成した

マツカワを高速温度上昇区（15℃から25℃まで1.4℃ 

／日で上昇）、低速温度上昇区（0.5℃／日で上昇）、 20℃

区 (15℃から20℃まで0.7℃／｜ヨで上昇）に分割し、

水温上昇が終了してから 4週間飼育し、成長特牲を

比較した。また、マツカワにおける高温下での成長

遅滞や致死と溶存酸素濃度の関係を明らかにするた

めに、 15℃で育成したマツカワ稚魚を90九酸素供給区

と100九空気供給区（21%酸素供給に相当）に分割し、

水温を l℃／｜ヨの速度で上昇させ致死温度を比較し

2007年

放流 尾数 平均全長 放流群

年員己 L瓦量〉
7月4日 29.0 57.0早期小型群

7月18日 24.9 69.4 中期中型群

8月1日 23.2 78.6後期大型群

4月23日 29.4 54.0早期小型群

た。さらに、稚魚、を高水温で長期間飼育し個体ごと

に成長を追跡するとともに、配合飼料の消化速度を

測定した。

ウ研究結果

（ア）高水温がニシンの初期生活期に及ぼす影響の

評価

卵のふ化率は10～15℃の範囲では変化しないが、

17℃では有意に低下し、 19℃以上ではふ化しなかっ

た（図32051）。次に、ふ化｛子魚（全長： 8.5mm）を水

温と給餌密度を変えて飼育したところ、成長量は餌

料（シオミズツボワムシ）密度が 2個体／mlでは水

温が高いほど低下したが、 15個体／ml（餌の探索が不

要なほど多い状況）では水温による成長差が認めら

れなかった。その一方、 20℃では餌料密度に関係な

く生残率が低下した（図32052）。次に、稚魚、を水温
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と給餌率を変えて飼育した結果、水温が高いほど体

重増加率が低く、体重維持に必要な最低給餌率（給

餌率： 1日あたりの給餌量と体重の比、%）は10℃

で0.問、 15℃で 1%、20°Cでは 2%と見積られた（図

3205 3）。また、稚魚は21℃以上では長期間生存で

きないことが示された（図3205-4）。

100 

4 1 2 3 

給餌率（%体重）

-4 

0 
80 

図3205-3 ニシン稚魚の水温別飼育試験における

給餌率と体重増加率の関係

100 

80 

ま 60

綬ト
程泉
州 40 

20 

21 

ニシン卵のふ化率に及ぼす水温の影響

19 

100 。。 80 60 40 

回数（日）

20 

ー・－21°C --0-22°C －・－23°C一口－24°Cー＋－25°C

図3205-4 ニシン稚魚の高水温耐性（高水温での長期飼

育実験における生残率の時間変化）
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（イ）温暖化に適応したニシンの放流技術の開発

厚岸湾では2008年10月～2009年 5月に厚岸魚市場

に水揚げされた索餌期及び産卵期のニシン 1～ 3歳

魚を2,244尾、宮古湾では2009年 l～4月に宮古魚市

場に水揚げされた産卵期のニシン 2～ 3歳魚を
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1, 679尾サンプリングした。標識魚の混入率は厚岸湾

19. 7%、宮古湾1.1%で、あった。

年齢別漁獲尾数に年齢別混入率を乗じて各群の回

収率を推定した結果、厚岸放流群の 2歳までの回収

率は18～35%であった。群別回収率の比較では、厚

岸湾の2007年放流群の中ではこれまで同様に後期大

型群の回収率が高かったが、 2006年放流群では後期

大型群の回収率が低かった（図3205-5）。

図3205-2 ニシン仔魚の水温別飼育試験における

給餌率別成長（棒）と生残率（0)
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産卵期まで）

（ウ）マツカワの高温耐性の評価と高温化による成

長遅滞の最小限化技術の開発

マツカワの成長は20℃で最高速度に達し、これ以

上の温度では低下した（図3205-6）。ただし、22℃で

の餌料転換効率は20℃よりも若干低下する程度だ、っ

た。未成魚のマツカワを42日間絶食飼育したところ、

体重減少率、肥満度に温度が異なる水槽間で有意差

は認められないことが明らかになった。さらに、絶

食下ではいずれの温度でも呼吸量（＝異化活性の指

図3205-6 マツカワの成長と温度の関係

（多段階の水温条件を設定するため A とBの2回の実

験を実施）

標）が温度に関係なく同レベルにまで低下した（図

3205-7）。また、マツカワの高温期｜｜致飼育において成

長率を高速温度上昇区と低速温度上昇区間で比較し

たところ、実験区間に有意差が認められなかった。

さらに酸素供給が高温側の致死温度に与える効果を

調べたところ、空気供給区と酸素供給区間で有意差

は認められなかった。

98日間にわたる長期高温馴致飼育を行ったとこ

ろ、実験終了時の平均体重は20℃がもっとも高く、

温度の上昇とともに低下した（図32058）。各温度

実験区ごと に成長を追跡したところ、いずれの実験

区においても経時的に成長速度が上昇する現象は

見られなかった。その一方、個体ごとの体重に着目

すると、22°Cと23.5℃において20℃の平均体重より

も高い体重を示す個体が存在することが明らかに

なった（図32059）。さらに各個体の体重変化に着

目すると、初期の各実験区内の体重序列は実験期間

を通じてほとんど変化しないことが明らかになっ

た（図3205-10）。

配合飼料をマツカワに給餌し、消化管内での飼料

の移動、形態の変化を追跡した。その結果、温度の

上昇に伴って餌の消化管内での移動速度が速くな

ることが明らかになった（表3205-2）。しかし、 25℃

飼育の場合でも 11時間後の時点で多くの飼料が胃

と腸に残存していた。

! 
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図3205-7 マツカワの呼吸量と温度の関係（赤：飽食給

餌条件 ・各温度設定直後、青：絶食10日後、

絶食すると呼吸量と温度は関係がなくなる）
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エ考察

（ア）高水温化に対応したニシン放流技術の開発

温度毎のふ化率の比較結果から 15°Cがふ化適水

温の上限であると考えられる。そして、ふ化仔魚の

餌量と成長量や生残率の関係解析から、餌量を増加

させることによって高温下でも仔魚を成長させる

ことは可能であるが、生残率の低下を抑制すること

はできないと考えられる。そして、稚魚における同

様の実験結果と併せると、高水温下の仔稚魚の育成

3, 
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図3205-9 各温度で98日間飼育後の体重の変化（点は各

個体の体重、黒パーは平均値と標準誤差）

表3205-2 マツカワにおける給餌後の配合飼料の消化

管内での残存状況

温度 話語後両問
〈℃ 〉 。 3 5 11 23 27 31 54 
15 ＋＋＋ ＋＋＋＋＋＋＋ 土

胃 20 ＋＋＋＋＋＋＋＋＋ ＋＋ 
25 ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ ± 
15 ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

腸 20 ＋ 
25 ± ＋＋＋＋＋＋＋ 土

注）＋＋＋：餌ベレット数が21粒以上残存、＋＋・ 11～20粒、

+ : 3～10粒、±・ 1～2粒、 ：残存餌無し、

無印：未調査

には、代謝によるエネルギー損失の増加を補償する

ために餌密度を増加させるのみならず、吸収されや

すい餌を開発する、あるいは吸収されやすい餌が存

在する海域を稚魚が育成される場所として選定す

ることが重要と考えられる。さらに長期間の稚魚の

飼育実験の結果から、高温条件下での育成環境及び

放流海域の水温は21°C以下であることが必要と考

えられる。このことは放流実験で得られた回収率の

結果と良く 一致する。厚岸湾の水温をみると2007年



は平年同様であったが、 2006年は平年より 5℃以上

高く推移しており（図3205-11）、南方の比較海域で

ある宮古湾に近い水温環境であった（図320512）。

すなわち、 2007年は例年と同程度の水温環境で、あっ

たため2007年放流群では過去の放流結果と一致し

て後期大型群の回収率が高く、 2006年の後期大型群

は放流時に高温に曝されたため過去の放流結果と

異なったと考えられる。水温が高かった2006年の厚

岸湾では、後期大型群の放流時の水温環境が、放流

稚魚の初期生残に悪影響を及ぼす水準に達してい

たと推察される。
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図3205-12 宮古湾及び厚岸湾の月別平均水温の推移

以上のことから、厚岸湾など冷水域では大型サイ

ズでの後期放流が、宮古湾などの高水温域では早期

放流が初期生残率を高める上で有利と考えられる。

そして、仔稚魚の水温別飼育試験では、水温が高い

ほど成長率及び生残率が低下することが示され、水

温上昇に伴ってエネルギー損失が増加するためと

考えられた。したがって、高水温化に伴ってニシン

放流事業の効率が低下した場合には、高水温化によ

る初期生残率の低下を抑制するために冷水域でも

サイズよりも放流時期を重要視し早期放流へ移行

することが有効と考えられる。

なお、宮古湾海域においては放流魚の回収率の低

さから海域間比較を実施するには至らなかった。宮

古湾へ産卵回帰する放流魚の混入率は、湾内漁獲量

の増加に伴って近年急激に低下しており、放流魚の

産卵場が他海域へ拡大し、宮古湾のみの調査では放

流効果を捕捉しきれなかった可能性が考えられる。

（イ）マツカワの高温耐性の評価と高温化による成

長遅滞の最小限化技術の開発

各温度における成長速度を比較した結果、最高成

長速度は20°Cであるが、 22℃でも成長速度の低下は

小さかったことから22℃までは従来型の飼育方法で

対応可能と考えられる。また、絶食条件下で異化活

性の変化を調査したところ、高温側で異化活性は温

度にかかわらず一定になることから、マツカワは高

温時には環境温度の影響を受けずに異化活性を低下

させる生理的適応能力を有すると考えられる。

成長速度を個体毎に追跡した結果、 22℃以上でも

20℃の平均成長速度よりも早く成長する個体が存

在し、そして、高温条件下での稚魚期初期からの体

重序列は維持されたことが明らかになった。これら

のことから、稚魚期に短期間の高温負荷飼育を行う

ことにより高成長を示す個体を選別すれば高温耐

性を有する個体群の作製が可能になると考えられ

る。ただし、 25°Cではすべての個体が20℃よりも大

きく成長速度が低下しており、高温負荷飼育による

高温耐性個体の選別効果は低いと考えられる。

以上のことから、マツカワの高水温条件に適応し

た飼育方法として、 22℃までならば従来の方法で対

応し、 23.5℃までが長期間にわたることが予想され

る場合には、稚魚期に高温負荷状態で高成長個体を

選別することが有効であると考えられる。 23.5℃以

上が予想される場合には給餌して低効率で成長させ

るよりも絶食状態で、異化代謝を最小限化した状態で

水温低下を待つ選択肢がある。このように高温期の

期間長や温度によって適切な対処方法を選択すれば、

高温化に適応した養殖が可能になると考えられる。

なお、水温上昇速度を遅くすることにより成長にお

ける高温馴致効果を期待したが、低速温度上昇区で

成長の高温馴致効果は認められなかったことから、

高温馴致方法としての低速温度上昇の効果を期待す



ることはできないと考えられる。また、高濃度酸素

の供給についても効果が特に認められなかったこと

から高温化対策の一方法としての発展を期待できな

し、。

期の高温負荷条件下で成長優良個体を選別し、さら

に高温になる場合には絶食で水温低下を待つことが

現場対応可能な対策として提案された。

温度毎の消化速度を測定した結果は、 2回／日以上 研究担当者（安藤忠ぺ村上直人、白藤徳夫、長倉

の多目給餌で、高温時のエネルギー消費を補償する 義智、大河内裕之）

ことが困難であることを示している。従来型の配合

飼料に比較し高速で消化吸収される飼料の開発が

高温による成長速度低下を軽減させる上で重要と

考えられる。

オ今後の課題

本課題では、ニシンを栽培漁業、マツカワを養殖

の対象のモデ、ル魚種として選択した。温暖化に適応

した栽培漁業や養殖業に関する技術の開発例はほと

んど認められず、ほほ初めてとなる本課題の研究成

果はきわめて重要である。今後、さらに多くの魚種

について本課題で得られた成果の応用可能性を確認

することが重要である。特に、絶食下での異化活性

の制御機構の解明や稚魚期の高温負荷条件下での選

別による高温耐性群の作製効果や高温化に適応した

新規飼料などについて研究開発を進めることが重要

である。

力要約

（ア）ニシンの仔稚魚の高温耐性を調査した結果、

15℃までが健全な成長に理想的であり、高温条件下

では異化活性の増大によるエネルギー損失が増大す

ることが明らかになった。そして、種苗の放流実験

の結果から、放流時の水温が15℃以上の年には通常

年と異なって後期大型群が早期小型群よりも低い回

収率を示した。したがって、放流時の水温が高温化

した場合、サイズよりも時期を優先し、早期小型群

を放流することが有効と考えられる。

（イ）マツカワにおいて最大成長速度を示す温度は

20℃だが、 22℃でも成長速度の低下は許容範囲内で

あった。また、絶食時には異化活性が温度に関係な

く低下することが明らかになった。さらに、個体ご

とに成長を追跡すると23.5℃でも20℃の平均温度と

同程度以上の成長速度を示す個体が存在し、実験開

始時の体重序列は98日間の実験終了時までほとんど

変化しなかった。したがって、 22℃までは従来の飼

育方法による対応が可能で、 23.5℃までならば稚魚

( 6 ）温暖化が与える日本海の主要回遊性魚類の

既存産地への影響予測

ア研究目的

地球温暖化による水温上昇によって魚類の分布団

遊が変化し、既存産地における漁期・漁場に影響を

与えることが予想される。さらに、餌料環境や水温

条件によって漁獲物の体成分が変化し、既存産地に

おける商品価値にも影響を与えることも懸念される。

例えば、寒ブリは北陸地方の特産品として商品価値

が高いが、温暖化によって環境が変化することに

よって、特産品としての商品価値が変化する可能性

が考えられる。本課題では日本海を対象として、地

球温暖化による主要回遊性魚類の分布回遊及び漁期

漁場の変化を予測するとともに既存産地における漁

獲物の量的・質的変化を予測し、地球温暖化による

影響を評価する。

イ研究方法

（ア）日本海の海洋物理環境（水温・流動場）の予

測

MIROC (K 1 Model Developers1l）による IPCCの

温暖化シナリオ AlBに基づいた地球温暖化計算結果

を初期条件・境界条件として、日本海の渦解像海洋

大循環モデルRIAMOM*1 (Lee et al. 2 l 1 /12度グリッ

ド）を10年間計算し、定常場を算出することにより、

2025年、 2050年、 2075年及び2100年における変動予

測を行った。

（イ）低次生産モデ、ル構築に向けたモニタリング調

査

低次生産モデル構築のための基礎資料として、日

本海青森県沖（41°N、 140°E）で、ノルパックネット

（目合0.33mm）による動物プランクトン採集と、ク

ロロフィル採水のモニタリングを実施した。これら

のうち、過去に実施した2005年10月から2007年 6月

まで、の試料について、動物群別の個体数計数、重量・

-261-



種別の体長及びクロロフィル a量の測定を行い、そ

の結果を1997年 4月から構築しているデータベース

に追加した。

（ウ）温暖化による主要回遊性資源の分布団遊の変

化予測

既存の調査船調査結果によるスルメイカの分布密

度と水温の関係（木所3））と、 RIAMOMによる日本

海の物理環境の予測結果を用いて、日本海における

スルメイカの温暖化による分布状況の変化を予測し

た。

（エ）分布団遊域による栄養段階と体成分の違い

7月の日本海沿岸域及び沖合域で採集したスルメ

イカを試料に用い、スルメイカの分布水温と体成分

（基本 5成分：水分、タンパク質、脂質、エネルギ一、

灰分）及び窒素安定同位体比（ 8 tsN）の関係を調べ

た。また、 12月～ 1月に対馬及び佐渡の定置網で漁

獲したブリを用い、分布団遊域による体成分（主に

脂質含量）と窒素安定同位体比（ 8 15N）の違いを検

言すした。

（オ）既存産地における漁獲物の質的影響予測

日本海の暖水域におけるスノレメイカの重要な餌生

物であり、主要なマイクロネクトンであるキュウリ

エソの分布範囲を、これまでの卵稚仔分布調査で得

られたキュウリエソの採集結果をもとに水温で指標

化するとともに、 RIAMOMによる温暖化予測結果か

持

らキュウリエソの分布範囲を（暖水域の生態系の範

囲として）予測した。

* 1 : RIAMOM (RIAM-Ocean Model)九州大学応用力

学研究所（RIAM）で開発された日本海を対象に
した高解像度海洋モデ、ル

ウ研究結果

（ア）日本海の水温は北部～北西海域を中心に高温

化し、 2100年には2.5m深で平均3.8度、 lOOm深で2.9

度昇温したが、南部では低温化するところも見られ

た。2050年までは、対馬暖流第 3分枝が強まり、極

前線（亜寒帯フロント）が大きく北上した一方で、

2075年、 2100年では、極前線が明確ではなくなり、

渦構造が顕著に現れるようになった（図3206-1）。な

お、対馬暖流域は水平的には広がるが、鉛直的には

薄くなる様子が見られた。

（イ）青森沖の動物プランクトン密度は2002年に急

減し、低水準状態となった。オキアミ類の密度とク

ロロフィル現存量との聞に正相関が認められたほか、

全カイアシ類密度の経年変動は、キクロプス目とカ

ラヌス自に依存していた（図3206-2）。

図3206-1 日本海の渦解像海洋大循環モデ、ル（RIAMOM、 1/12度グリッド）で予測されたlOOrn深における10月の

水温場（(a)2025年、（b)2050年、（c)2075年、（d)2100年）
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図3206-2 青森県沿岸域におけるカイアシ類（カラヌス目、キクロプス目）の分布密度の変化
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図3206-3 温暖化による水温予測結果を用いた2000年、 2050年及び2100年の 7月の日本海におけるスルメイカの分

布密度予測図

（ウ）RIAMOMを用いた日本海の温暖化による水温

予測をもとにすると、 2050年には本州北部沿岸域、

2100年には北海道沿岸域で、スノレメイカの分布密度が

低い海域が拡大すると予測された。なお、日本海沿

岸域ばかりでなく、亜寒帯冷水域にあたる日本海の

中央部でもスルメイカの分布密度が夏季には分布密

度が低下すると予測された（図3206-3）。

（エ）スルメイカの体成分は、分布水温による変化

は少なかったが、表面水温l6°C以上では、水温が高

い海域で採集した個体ほどタンパク質が少なく、水

分が多い傾向が見られた（図3206-4）。また、肝重量

指数（HI：肝臓重量／体重、%）も表面水温16℃以上

の海域では水温が高いほど低下する傾向が見られた。

ブリの体成分は体長が大きいほど脂質含量が高かっ

たが、漁獲海域によって脂質含量は大きく異なり、

同じ大きさでも佐渡で漁獲したブリの方が約10見高

かった（図32065）。また、窒素安定同位体比分析の

結果、佐渡で漁獲したブリのほうが、 otsNが約 2%。

低かった（図32065）。
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図3206-5 12月～ 1月に佐渡及び対馬の定置網で漁獲したブリの脂質含量（左図）及び安定同位体比（ 8 t5N) （右図）

の分析結果

（オ）キュウリエソ卵は、水深lOOmの水温 7℃以上

の海域で採集数が多くなっており、水深lOOmの水温

7 °Cが分布の指標となっていた。そこで、水深lOOm

の水温 7℃の範囲をもとにキュウリエソの分布範囲
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を推定すると、 2000年及び2025年では北緯40度付近

までであったのが、2100年には北緯46度付近まで

キュウリエソの分布域が拡大し、日本海のほぼ全域

にまで広がると予測された（図3206-6）。



Oct 
10.0 

8.0 

6.0 

•. 0 

2.0 

（同

E
「

F
O

F
）

g」
〈

lOOm 
.. 

l4 

0.0 
2025 . 2050 

Year 
図3206-6 キュウリエソの分布条件（水深lOOmの水温 7℃）を基にした10月の日本海におけるキュウリエソの分布

範囲（左図）及び分布海域面積（右図）の変化予測

の主発生時期が変化することも予測されており（桜

井ら 4））、精度の高い予測には、主発生時期の変化も

含めた検討も必要である。

冬季の佐渡や富山湾で漁獲されるブリは寒ブリと

称され、他の海域で漁獲されたブテリと比較して商品

価値が高い。今回、冬季に佐渡と対馬で漁獲したブ

リを用いた分析により、佐渡で漁獲したブリの方が

脂質含量が高く、商品価値が高いことと整合する結

果が得られた。また、窒素安定同位体比（ 8 tsN）は、

佐渡で漁獲したブリの方が対馬で漁獲したブリより

も約 2%。低く、栄養段階で 1段階低かったと判断さ

れる。一般に、冷水域や湧昇域は生態構造が単純で

あり、高次捕食者の栄養段階が低く、エネルギーの

効率が高い傾向がある。日本海においてブリは、北

海道まで回避する北部型と、能登半島以西までしか

回遊しない中 ・西部型に区分される（井野ら 5））。佐

渡で漁獲されたブリは、北海道付近まで回遊するこ

とから、冷水域の餌生物を利用していたため、栄養

段階が低かったのに対し、対馬で漁獲したブリは、

能登半島以西の暖水域の餌生物のみを利用していた

ため、栄養段階が高くなったと考えられる。なお、

佐渡で漁獲したブリの脂質含量がより高かったのは、

栄養段階が低く、エネルギーの利用効率が高いこと

と関係があると思われる。

日本海の暖水域では、冷水域と異なり、動物プラ

ンクトンを直接、スルメイカやブリ等の高次捕食者

が利用するのではなく、動物プランクトンをマイク

察

MIROCによる地球温暖化計算結果では解像度が低

く、日本海における海洋構造（極前線や中規模渦）

の変化は示されてこなかった（図3206-7）。その状況

の下、本課題では、高解像度な海洋物理モデ、ルで、あ

るRIAMOMを用いることによって中規模渦の再現が

可能になり、極前線の構造の変化を含めた日本海の

物理環境の温暖化による現実的な推定を行うことが

可能となった。 しかし、今回実施した日本海の海洋

環境の変化予測では、対馬・津軽 ・宗谷海峡を通し

た海水の流入出量の温暖化に伴う変化は考慮してい

ない。そのため、 2100年に対馬暖流域の鉛直方向の

厚みが薄くなる予測結果、及び日本海南部では温暖

化後においても低温化する領域が見られた結果は、

流入出量を一定とした影響が懸念される。よって、

今回得られた結果については、今後、対馬暖流の鉛

直構造の変化の把握や貯熱量の見積もり等、計算結

果に対するより詳細な解析をもとに精査する必要が

ある。

過去の水温と分布密度の関係（木所3））を用いて、

スルメイカの分布域の変化を予測した結果、日本の

沿岸域ばかりでなく、水温の低い沖合域まで分布密

度が低下する結果が得られた。現在、日本海では主

に秋に生まれたスノレメイカが分布しており、主な漁

獲対象となっており、今回用いた手法（木所 3））で

は秋に生まれたスルメイカが予測の主対象となって

いる。温暖化によって 日本海に分布するスルメイカ

考工



ルの開発を進めることが重要である。同時に、

物理環境の温暖化予測を基に、主要な魚種毎と

産卵時期・海域の変化と卵稚仔魚の輸送拡散及

び生残に関する影響予測にも取り組む必要があ

要約

（ア）MIROCによる IPCCの温暖化シナリオAlBに

基づいた地球温暖化計算結果を初期条件 ・境界条件

として、日本海の渦解像海洋大循環モデル（RIAMOM、

1 /12度グリッド）で予測した結果、日本海の水温は

北部～北西海域を中心に高温化し、 2100年には2.5m 

深で平均3.8度、 lOOm深で2.9度昇温した。

（イ）低次生産モデ、ル構築のための基礎資料として、

日本海青森沖（41°N、 140°E）で、ノルパックネッ ト

（目合0.33mm）による動物プランクトン採集と、ク

ロロフィノレ採水のモニタリングを実施し、データ

ベースに追加した。

（ワ）RIAMOMを用いた日本海の温暖化による水温

予測をもとにすると、スルメイカの分布は2050年に

は本州北部沿岸域、 2100年には北海道沿岸域まで分

布密度が低い海域が拡大すると予測された。

（エ）佐渡で漁獲したブリ（冷水域も回遊）の方が

対馬で漁獲したブリ（暖水域のみ回遊）よりも脂質

含量が高く 、商品価値が高いと判断された。また、

窒素安定同位体比分析の結果では、佐渡で漁獲され

たブ？りのほうが、 8tsNが約 2%。低く 、栄養段階が 1段

階低いと推定された。

る。

力

ロネクトン（キュウリエソ）が捕食し、その後、マ

イクロネクトンを高次捕食者が利用する（例えば沖

山6））。そのため、暖水域のブりやスノレメイカは一般

的傾向から判断されるように冷水域よりも栄養段階

が高くなると考えられる。

本研究課題では、キュウリエソの分布域は温暖化

によって拡大すると予測され、暖水域の生産構造の

海域が拡大することを示唆した。この結果は、栄養

段階の高い（結果的に商品価値が低下する可能性が

ある）ブリの分布範囲が拡大することを示唆してい

る。つまり、温暖化によって、既存産地で漁獲され

るブリの品質が低下することが想定される。ただし、

今回の検討では暖水域の主要マイクロネクトンであ

るキュウリエソの分布のみからの類推であり、温暖

化によって生態系の構造がどのように応答するかは

未検討であることから、低次生態系モデ、ル及び、種間

関係モデ、ルを用いた応答を精査する必要が残されて

いる。

オ今後の課題

本課題では、日本海の海洋物理モデルを利用

して、物理環境への温暖化の影響予測を行うと

ともに、ブリ、スルメイカへの温暖化の影響を

検討した。今後に残された課題として、物理環

境（水温・流動場）の温暖化予測では、対馬・

津軽・宗谷海峡を通した日本海への海水の流入

出量の温暖化に伴う変化予測を含めた計算に発

展させ、影響を精査する必要がある。そして、

日本海の水産資源へ定量的な温暖化の影響評価

を行うため、物理環境予測を基盤とした低次生

態系モデル及び主要な生物を含む種間関係モデ

(d)Current Oct 2000 

R!Af¥JOM ilAIROC 

絹

鍋

刷

白

酎

．．． 
“w
a
－－“細川輔舗司・
a
a
m
M
a

－－
u
u

海面付近における2000年10月の水温場（（a)MIROC、（b)RIAMOM）と流速場（（c)MIROC、（d)RIAMOM)
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（オ）既存産地における温暖化による影響として、

スルメイカでは漁獲量が減少する可能性が、ブリで

は脂質含量が低下（商品価値が低下）する可能性が

推察された。
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( 7 ）季節的な水温変動の変化が湖沼漁業生産に

与える影響の評価

ア研究目的

湖沼は海洋に比べ浅く小さいため、温暖化による

気候変化によって、より劇的な影響を受けると考え

られる。特に温暖化による気温の上昇は、水温躍層

の形成や全循環などの物理過程を介して季節的な水

温変動の変化をもたらし、さらには繁殖スケジュー

ルやプランクトンブルームなどの生物季節にも影響

する。物理環境の変化は水深などの湖沼形態にも影

響されるため、水深の違いにより生物生産や漁業生

産への影響は異なると予想される。本課題では、湖

沼の生物生産や漁業生産に与える影響を明らかにす

とともに、全国71湖沼の近隣に位置する複数のアメ

ダス地点・気象官署からデータを収集し、気温と各

湖沼の水温の関係について解析した。

（イ）既存データと野外調査による動物プランクト

ン、ワカサギ及びイサザへの影響評価

a 動物プランクトンへの影響評価

琵琶湖動物プランクトン群集への捕食影響を検討

するため、滋賀県水産試験場が保有するアユ試料を

用いて餌選択度指数を求めた。 1964～2008年の琵琶

湖動物プランクトン試料を用いて、主要甲殻類動物

プランクトン個体数の計数及び体長の測定を行うと

ともに生物量を算出した。優占種であるヤマトヒゲ

ナガケンミジンコ （Eodiaptomusjaponicus）について

は卵数を計数し、体長と卵数の関係の経年変化を解

析した。

諏訪湖では、 1996～2005年の10年間にわたって隔

週に湖心で採集された動物プランクトンのサンプル

を用い、水温変化と動物プランクトン群集構造の変

化の関係を解析した。

b ワカサギへの影響評価

既存データ（諏訪湖旬別水温、流入河川｜水温、ワ

カサギ遡上ピーク日、ワカサギ放流卵数及びワカサ

ギ加入尾数（ 8月の資源尾数））を用い、ワカサギ仔

魚、の生き残りに対する水温の影響を検討した。

c イサザへの影響評価

イサザの分布調査を琵琶湖北湖の 17地点（水

深：30m、50m、70m、90m、西岸のかけ上がり）で2008

年10月から2009年 3月と2009年 8月から12月に行っ

た。滋賀県水産試験場の調査船と用船した漁船を用

いて各調査地点で底曳き網を湖底から揚網し、 l曳

網あたりの採集個体数を求めた。各採集地点では、



表層から底層までの水温と湖底上約 lmの溶存酸素

量を測定した。

1952年から実施されているヒウオ曳き調査により

混獲されたイサザ当歳魚の採集尾数を解析し、年毎

のイサザ親魚量の指標、琵琶湖の環境条件、競合関

係等にあるとされる他魚種（アユ）との関係につい

て検討し、イサザ当歳魚生息数と関連のある要因の

抽出を行った。

（ウ）飼育実験によるワカサギとイサザへの影響評

価

a ワカサギ仔魚への影響評価

ワカサギ受精卵を 6℃、 8°C及び13℃で飼養し、

ふ化までの日数とふ化の継続期間を求めた。ふ化後

の水温の影響を求めるため、飢餓に耐えうる日数

(PNR: Point of No Return）と水温の関係を求めた。

PNRを求めるため、ふ化翌日の｛子魚を200尾ずつ採集

し、 12℃区ではlOL水槽8個に、 16℃区では 7個にそ

れぞれ投入し、各水槽の給餌開始日を変えることに

より飢餓状態の日数を変え、三週間後の生残尾数を

計数した。

異なる水温で形成される動物プランクトン群集が

ワカサギ仔魚、に与える影響を検討するため、水温

20℃と24℃で動物プランクトンを培養し、それぞれ

の環境でのワカサギ仔魚の成長・生残を調べた。実

験では容量20Lのトスロンバケツに上水18Lと諏訪湖

湖心で採取した底泥約1.5kgを入れて動物プランク

トンの培養を行い、泥を加えてから 7日目にそれぞ

れのバケツの水温を20℃と24℃に設定した後、ワカ

サギ仔魚、の飼育を行った。

b イサザ等への貧溶存酸素濃度の影響評価

琵琶湖北湖において、 2009年 1月にイサザ、及び

2009年 4月に同所的に生息するウツセミカジカとス

ジエビを採集し、貧j容存酸素濃度の影響評価実験を

千了った。水温約7.5℃に設定したウォーターパスに実

験水槽を収容し、飽和区と貧酸素区 I～IV（溶存酸

素濃度は 4段階）の計 5つの実験区を設定した。定

時的に横転個体数（正常な姿勢保持ができない状態）

を計数するとともに、吹き込み終了後には生死の判

定を行い、横転個体率と弊死率を算出した。

ウ研究結果

（ア）湖沼水温の変化傾向と水温予測経験式の作成

71湖沼の月別水温経年変化データを収集した。こ

れらの経年的な水温変化から、 49湖沼で有意な水温

上昇傾向の認められる月が存在した。この水温上昇

が認められる湖沼は標高、水深、流域人口などで特

徴づけられた。近隣に位置する137地点の月別平均気

温と各湖沼の月別水温との関係を解析したところ、

約63%の組合せ（各湖沼における各月の水温と気温

の組合せ）で有意な一次式が得られた。その決定係

数の平均値は0.36と低かったが、気温観測地点との

距離、貯水量、滞留時間などを一次式に組み込むこ

とにより、湖沼水温を予測する一次式を12個に統合

でき、その決定係数の平均値を0.64まで向上できた。

（イ）既存データと野外調査による動物プランクト

ン、ワカサギ及びイサザへの影響

諏訪湖の湖心で10年間にわたって隔週で採集され

た動物プランクトン群集構造では、経年的な一定の

変化傾向は認められなかった。しかし、季節変動と

水温との関係を解析したところ、ワムシ類が水温と

比較的強い負の相聞をもっていることが示された

（図3207-1）。

琵琶湖アユの餌選択度指数を算出したところ、水

柱で最も卓越するヤマトヒゲナガケンミジンコはほ

とんど選択されなかった（図32072）。 1964～2008年

の琵琶湖動物プランクトン試料を検討したところ、

ヤマトヒゲナガケンミジンコの頭胸部長については

成体雌雄で1964年から2008年に向けて若干大きくな

る傾向が見られた。生物量では、研究期間を通して

ヤマトヒゲナガケンミジンコが最も高かった。その

変動は、ヤマトヒゲナガケンミジンコでは一定の傾

向を検出できなかったが、ミジンコ属 （Daph刀iaspp.) 

では増加傾向が認められた。ヤマトヒゲナガケンミ

ジンコの一腹卵数は成体雌の体サイズ変化に大きく

依存して、 70年代以降増加し2000年以降減少傾向を

示した。この一腹卵数の変動のうち6叫が餌濃度など

環境変動によって影響されていた。

諏訪湖ワカサギ仔魚、の資源量調査結果に基づく生

残率と旬別の湖水温との相聞をみると、ふ化直後の

湖水温との聞に相聞が認められた（図3207-3）。

琵琶湖のイサザの分布調査の結果では、イサザが

北湖の広範囲に分布することがわかった。水深90m

地点では死亡個体がまとまって採集され、深層の溶

存酸素量が低いほど、死亡個体が採集される率が高

かった。イサザ当歳魚、 CPUE(1971～2006年）に関係

する要因について検討した結果、全期間を通して、



は、前半（イサザの多い時期）では、選択される変

数はないものの、後半（イサザの少ない時期）では、

餌の量、親魚量及び底層溶存酸素量が選択された。

親魚量、春水温、餌の量及び底層溶存酸素量が関係

していた。長期的に見るとイサザの多い時期と少な

い時期があることから時期を分けて検討した結果で
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図3207-2 琵琶湖の主要な動物プランクトン捕食魚ア

ユの動物プランクトン選択度指数の経年変化（対象動物

プランクトン D.galeata：カブトミジンコ、 D.pulicana:

オオビワミジンコ、 Bosminaspp.：ゾウミジンコ類、

Chydorus：マノレミジンコ、L.kindtii：ノロ、E.japonicus.ヤ

マトヒゲナガケンミジンコ、 Cyclopoids・ケンミジ

ンコ類）

第 1主成分

図3207-1 諏訪湖10年間の動物プランクトン個体数の

主成分分析結果と環境要因の関係（横軸は第 1主成分、

縦軸は第 2主成分、 TN：全窒素、 TP：全リン、 CHL：ク

ロロフィル、 WT：水温）
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図3207-3 諏訪湖ワカサギの卵から未成魚までの生き

残りとふ化直後に経験した水温の関係（横軸は産卵日か

ら3旬後（ふ化した稚魚が諏訪湖に入る時期）の諏訪湖

表面水温）
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中で仔魚を飼育すると、高い水温で形成された群集

ほど餌サイズが小さいため仔魚の初期生残はよいが、

現存量が少ないため仔魚の成長とともに生残率が低

下することが示された。また、水温20°Cと水温25°C

で、行った実験では、 20℃区のワカサギ仔魚がワムシ

個体群に強い捕食影響を及ぼすのに対し、 25℃区の

仔魚は小型ミジンコに強し1捕食影響を与えた。

実験水槽の溶存酸素濃度を徐々に低下させたとこ

ろ、イサザは急激な遊泳 ・浮上といった異常行動を

起こした後に横転し死亡した。琵琶湖水深90m水域

で確認される溶存酸素濃度を用いた実験でのへい死

率は、約12時間暴露の2.5mg/L区で 8弘、1.3mg/L区

で3側、 0.8mg/L区で88免であった（図32075）。

考察

（ア）湖沼水温の変化傾向と水温予測経験式の作成

経年的な水温上昇傾向の現れる湖沼を特徴づける

因子として、湖沼の標高、水深及び流域人口が抽出

された。特に水深については、それぞれの湖沼の生

物生産構造を決める重要な要素であるとともに、温

暖化の影響を受け止める熱容量の大きさを決める基

本因子である ことから、温暖化の影響の現れ方を予

測する上で、湖沼の水温変化との関係をさらに精査

する必要がある。温暖化の影響予測のため、統計的

な湖沼水温予測経験式を気温、湖沼と気温観測地点

エ
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。

図3207-5 窒素ガス吹き込みによるイサザ、ウツセミカ

ジカ、スジエビについての低酸素耐性実験結

果（溶存酸素濃度（横軸： DO(mg/L)）と艶死

率等（縦軸 ．%）との関係）

（ウ）飼育実験によるワカサギとイサザへの影響評

価

飼養水温が高くなるにつれてワカサギ卵のふ化ま

での日数は減少し、ふ化継続期間は短期化 した。ま

た、水温が高いほどふ化サイズは大きく、ふ化仔魚

の利用可能な残存卵黄は少なくなり 、ふ化仔魚の飢

餓に耐えうる日数は、水温が高いほど短くなった（図

3207-4）。水温を変えた飼育実験により形成された動

物プランクトン群集は、水温が高いほど、小型の種が

優占し、現存量が少なくなった。形成された群集の
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との距離、貯水量、滞留時間などを予測変数として

構築し、平均の決定係数0.64の精度での予測式を得

たが、湖沼の水温は気温などの顕熱だけでなく日射

等による放射収支などが大きく影響する（Wetze[1l)

ことから、新たに日射量等の気象データを組み込む

ことにより、精度向上が期待される。

（イ）動物プランクトン、ワカサギ及びイサザへの

影響評価

諏訪湖の動物プランクトン群集の解析では、ワカ

サギ｛子魚の餌として重要なワムシが、温暖化の進行

に伴い、春の出現時期が早くなり、さらにより早い

時期に湖から姿を消すことが示唆された。ワカサギ

については、一般に、卵の発生は水温が高くなるほ

ど早く進み、ふ化までに要する日数と水温には累乗

的な関係が認められ（井塚2））、ふ化の継続期間も短

くなることが指摘されており（久下ら 3））、本研究で

の諏訪湖のワカサギに関する飼育実験においても同

様の結果が得られた。さらには、高水温下では仔魚

の飢餓に耐えられる日数が低下する傾向があること

も示された。また、ワカサギ仔魚、は口の大きさが小

さく、餌動物プランクトンの強いサイズ選択性（山

岸 4）、浅見 5））を示し、種苗生産現場においてはふ化

後30日以内では被甲長140.um （マイクロメートル）

以下の S型ワムシが給餌されている（井塚 2））。これ

らの知見を総合すると、温暖化により産卵期の河川｜

や湖の沿岸域の水温上昇により、ワカサギ仔魚の発

生時期は早期化、短期集中化し、同様に早期化、短

期化する餌のワムシの発生との聞でミスマッチが生

じ、これに仔魚、期の高水温による飢餓耐性の低下が

加わり初期生残が悪化し、ワカサギの資源量減少が

もたらされる可能性がある 諏訪湖のワカサギ仔魚

の初期生残と水温との負の相関関係は、このシナリ

オの存在を示唆する。

琵琶湖でのイサザ分布調査では採集されたイサザ

の死亡個体には、産卵を終えたイサザの親魚、の一部

が秋まで生き伸びた後に死亡した個体（名越 6））と

ともに、それに該当しない当歳魚が多く含まれてい

た。飼育実験からは琵琶湖湖底での低溶存酸素が当

歳魚死亡の要因になりうると考えられた。一方、イ

サザ資源が少ない時期のイサザ当歳魚、の CPUEの変

動の分析により、 CPUE変動要因として餌の量、親魚、

量及び底層溶存酸素量が抽出された。餌の量とは正

の相聞を示し、イサザの初期餌料環境が資源の増減

に大きく関わっている可能性があることが示唆され

た。なお、琵琶湖の大型の動物プランクトンに関し

ては、アユの餌料選択度指数の解析及び、選択的に

捕食されるミジンコ属にアユの減少に伴う経年的な

増加傾向が認められたことから、個体群の変動がア

ユの捕食の影響を受けている種があることが示唆さ

れた。この結果は、動物プランクトンへの温暖化の

影響については、種によっては捕食の影響を考慮す

る必要があることを意味している。

オ今後の課題

湖沼水温の経年変化については、水深や標高など

の湖沼環境以外に流域人口などの人為的要因も検出

されたことから、流域の利用形態なども考慮する必

要があると考えられた。また、水温予測経験式の予

測精度は64%程度であり、今後、他の気象要素を組

み込むことにより予測精度を高める必要がある。琵

琶湖固有種イサザにおいては、既存データ解析から

初期餌料との関係が推察されたため、今後、餌動物

プランクトンとの関係についても検討する必要があ

る。

力要約

（ア）湖沼水温の変化傾向と水温予測経験式の作成

全国71湖沼の水温データを整備し、 49湖沼で、水温

上昇の傾向があることを明らかにした。湖の物理的

な特性、周辺の環境条件、湖沼近傍の気温データを

組み込むことにより、水温変動の64%（平均）を説明

する水温変動予測式を作成した。

（イ）動物プランクトン、ワカサギ及びイサザへの

影響評価

水温上昇にともないワムシ類発生の早期化・短期

化が示唆されること、ワカサギ仔魚、の発生時期が早

期化・極端化するとともに、飢餓耐性が低下するこ

とが示唆された。諏訪湖ワカサギ｛子魚の生き残りは

仔魚期の湖水温と有意な負の相関が認められている

ことから、温暖化はワカサギ仔魚、の餌料となるワム

シ類発生とのミスマッチ頻度を高め、仔魚の生き残

りのための環境を悪化させている可能性が示唆され

た。

琵琶湖の動物プランクトン群集に対する優占動物

プランクトン食魚類であるアユはヤマトヒゲナガケ

ンミジンコをほとんど捕食していなかった。このこ



とから、環境変化の指標種としてヤマトヒゲナガケ

ンミジンコが利用でき、その一腹卵数の変動は環境

変動によって6同が説明された。湖底の低酸素化が湖

底に生息する琵琶湖固有種イサザにあたえる影響を

検討した。分布調査により、夏季から秋季、琵琶湖

水深90m水域周辺にイサザは多く生息し、低酸素化し

た90m水域に分散・移動した個体が影響を受けている

可能性が考えられた。飼育実験の結果、琵琶湖水深

90m水域で、確認された溶存酸素レベルで、の艶死率は、

2. 5mg/Lで、 8弘、 1.3mg/Lで、36弘、 0.8mg/Lで、88弘で、あっ

た。
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研究担当者（坂野博之ぺ花里孝幸、伴修平、武居

薫、上野世司）

( 8 ）地球温暖化が日本系サケ資源に及ぼす影響

の評価

ア研究目的

日本系サケは生息域の南限に分布することから、

地球温暖化の影響が顕著に現れる可能性が高く、そ

の評価が急務となっている。そのためには、わが国

沿岸から北太平洋に至る日本系サケの海洋生活期全

体を通じた影響評価が必要となる。本研究課題では、

サケの海洋生活期を降海期（稚魚）、沖合移動期（幼

魚）、越冬期（未成魚）に分け、それぞれの生活期に

水温が与える影響を飼育実験で明らかにすることを

目的とする。影響評価は主要な減耗期と考えられる

稚魚期、幼魚期、未成魚の越冬期の 3期について行

い、稚魚の海水適応能、幼魚の体成長、及び未成魚

の飢餓耐性と水温の関係について調べる。また、水

温の上昇は体成長を促進し、成熟年齢も早めること

が予想されることから、高水温環境下で飼育した魚

に成熟の若齢化が起きる可能性についても調べる。

これらの結果に基づき、地球温暖化にともなう生息

海域の環境変化が日本系サケ資源に与える影響を検

討する。

イ研究方法

（ア）稚魚、の海水適応能と水温の関係

降海期の稚魚をサケの分布水温範囲内の10℃と分

布水温範囲上限の13℃、及び分布水温範囲外の16℃

で6～8週間飼育し、生残率を算出するとともに、

海水適応能の指標である血中ナトリウム濃度の変化

を比較した。

（イ）幼魚、の体成長と水温の関係

平均尾文長が7080 mm ( 5月）、80100 mm ( 6月）、

100-120 mm (7月）の幼魚を、それぞれ12℃と 17℃

( 5月）、 13℃と 18℃（ 6月）、 16℃と21℃（ 7月）

の水温条件で 2週間飼育し、その聞の体成長と脂質

代謝量を比較した。脂質量はクロロフオルム・メタ

ノール抽出法を用いて求めた。

（ウ）未成魚の飢餓耐性と水温の関係

平均体重約100gの未成魚を25尾ずつの 2群に分け、

それぞれを水温5℃と 10℃の水温条件下で、 2009年 3

月 3日から 4月30日までの約 2ヶ月間にEり絶食飼

育を行い、その聞の生残率を算出するとともに、筋

肉中のカロリー量を両群間で比較した。また、 2009

年11月から 1月にかけて、ピットタグ（体内埋め込

み型の個体識別用電子タグ）による個体識別を施し

た魚で同様の試験を行い、各個体の脂質減少率を水

温区毎に比較した。

（エ）水温が成熟年齢に与える影響

稚魚、を異なる水温条件で 2歳魚、になるまで飼育し、

それまでに成熟する個体が現れる割合を比較するこ

とで、高水温が成熟年齢の若齢化を起こす可能性を

確かめた。水温条件を周年にEって 5～10℃と 8～

13℃に調整した群、周年に亘って宮古栽培センター

の地先水温で飼育した群、及び20℃を上限に地先水

温を 5°C昇温した群の 4区を設けて飼育実験を行い、



120 定期的 （3～5ヶ月毎）に魚を採集し、各群の生殖

腺重量の変化から成熟状態を把握した。
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ウ研究結果

（ア）稚魚の海水適応能と水温の関係

稚魚を分布水温範囲内の10°Cと分布水温範囲外の

16°Cで、 8週間に亘り 十分に給餌して飼育し、その

聞の死亡数、及び尾叉長と血中ナトリウム濃度（血

中Na濃度）の変化を調べた。何れの群も実験期間中

の血中 Na濃度は170mM （ミリモノレ）以下を示し（図

3208-1）、十分に海水へ適応していることがわかった。

また、実験期間中に死亡した個体は認められなかっ

た。さらに、高水温群ほど尾文長の伸びは大きかっ

たが、両群ともに一定の成長を示した。
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図3208-3 3種の成長段階の幼魚を低水温と高水温で、

飼育した際の尾叉長の増加量 （棒グラフのシロ、灰色、

黒はそれぞれ尾叉長7080mm、80lOOmm、100120mm 

の成長段階）

（ウ）未成魚の飢餓耐性と水温の関係

2009年 3月の試験では、 実験期間中の死亡個体は

認められなかった。実験終了時における筋肉中のカ

ロリー消費量は、 10℃飼育群の方が 5°C飼育群に比

べて1.5～2.0倍多かった。2009年11月の試験におい

ても実験期間中の死亡個体は認められなかった。ま

た、実験期間中のカロリー減少率は小型の個体ほど

大きく、その影響は高水温区ほど顕著になる傾向を

示した。

（エ）水温が成熟年齢に与える影響

飼育水温を 5～10℃、 8～13℃、 5～20℃及び宮

（イ）幼魚の体成長と水温の関係

実験期間中の脂質の増加率を比較したところ、尾

文長が70-80 mmの魚は低水温で飼育した群が高水

温で飼育した群より顕著に高かった（図3208 2）。

しかし、尾文長が80-120 mmの魚ではその差が不明

瞭であった。一方、魚の成長量を尾叉長で比較した

結果、 実験開始時の尾又長が70-80 mmの魚では高

水温条件ほど高い成長を示したのに対し、実験開始

時の尾叉長が80 120 mmの魚では低水温条件ほど高

い成長を示した（図3208- 3）。



古の地先水温として 2年間の飼育を行った。 5～

20℃飼育群と地先水温飼育群は、水温が20°Cに達し

た時点で急激に艶死個体が増えた。 2年目の10月ま

で、生き残った個体を取り上げて生殖腺体指数を調べ

たところ、何れの群においても雌が0.1～0.4%、雄が

0. 1～0. 2%となり、性成熟の兆候は認められなかった。

工考察

本研究課題で、は高水温が稚魚の海水適応能、幼魚

の体成長、未成魚、の飢餓耐性、及び性成熟に与える

影響を把握した。

稚魚を分布水温範囲内の10℃及び分布水温範囲外

の16℃で 8週間に亘り飼育した試験では、両群とも

に死亡個体は現れず、血中 Na濃度を指標に判断した

海水適応能も十分に高い状態で、あった。また、両群

とも一定した体成長を示したことから、十分に餌が

ある場合、稚魚の海水適応能にとって少なくとも

16℃までの水温は影響がないと考えられる。

幼魚、を成長段階毎に分け、低水温と高水温で 2週

間の飼育を行った結果、尾叉長が70 80 mmの魚、で

は高水温群ほど高い成長を示す反面、脂質の増加率

は低かった。これに対し、尾叉長が80 120 mmの魚、

で、は低水温群ほど高い成長を示すとともに、水温と

脂質増加率の関係は不明瞭であった。この結果は、

幼魚に対する水温の影響が尾叉長80mmを境に変化

し、特に大型の幼魚にとって分布水温を超える高水

温は体成長を阻害する要因となる可能性を示してい

る。

未成魚で、行った 2回の飢餓耐性実験では、高水温

群と低水温群ともに死亡個体が認められなかった。

しかし、筋肉内カロリーの減少量と減少率が高水温

群ほど、高かったことから、水温の上昇は越冬期の未

成魚、の生残にとって不利であると予想される。さら

に、カロリーの減少率と尾文長の聞には負の相関関

係が認められたことから、小型の個体ほど、水温上昇

にともなう悪影響が顕在化すると考えられる。

水温が性成熟に与える影響を把握するために、異

なる水温条件下で 2年間の飼育を行った結果、何れ

の群においても成熟個体は認められなかった。野生

のサケには 2歳魚として成熟する個体も現れるが、

実験魚は野生の成熟魚に比べて小型であった。実験

魚が成熟しなかったのは、魚が成熟サイズに達しな

かったためであると考えられる。今回の結果は、水

温の上昇が必ずしも成熟年齢の若齢化に直結しない

ことを示している。また、実験期間中の累積死亡率

をみると、飼育水温の上限が10℃の区では約 l切だっ

たのに対し、最高水温が20℃を超えた区では95切に達

した。特に水温が20°Cを超えた後の死亡率が急増し

たことから、 20℃はサケにとって生存を左右する水

温であると考えられる。

以上の結果から、サケの生存にとって、分布上限

水温から 5℃程度上昇した環境は大きな影響を与え

ないと推察される。しかし、成長段階が進んだ幼魚、

あるいは越冬期の未成魚にとって、水温上昇は不利

な要因であると考えられる。

オ今後の課題

本研究では、地球温暖化が海洋生活期のサケに与

える影響を調べた。しかし、日本系サケの資源が増

殖事業により維持されていることを考慮すると、増

殖用水を含めた陸水の水温上昇が親魚、から放流種苗

に与える影響についても調べて、問題がある場合は

対応策を検討する必要がある。また、今回得た資料

はサケの生活史を断片的に区切って調べたものであ

る。日本系サケの分布と生残が温暖化した海洋環境

で受ける影響をより明確にするためには、本試験で

得た資料や調査船調査資料等に基づき、生態系モデ

ルを用いたサケの生活史全体を通した総合的評価が

必要である。

力要約

本研究では、水温の上昇が海洋生活期のサケに与

える影響を、飼育実験を通じて生理学的、生化学的

見地から評価することを目的とした。そのため、約 4

年の海洋生活を送るサケの生活史を、降海期（稚魚）、

沖合移動期（幼魚）、越冬期（未成魚）に分け、各期

の主要な減耗要因と考えられる海水適応能、体成長、

飢餓耐牲に水温が与える影響を調べた。また、水温

上昇は体成長を促進し、成熟年齢も早めることが予

想されるため、高水温環境下における成熟年齢の若

齢化についても調べた。その結果、水温の上昇がサ

ケの分布水温から 5℃程度までであれば、調査した

要因については大きな影響を受けないことが推察さ

れた。しかし、成長段階が進んだ幼魚や越冬期の未

成魚にとって、エネルギー消費量が大きくなる水温

上昇は不利な要因であると考えられた。特に、 20℃

-274-



はサケにとって生存を左右する水温であることが予

想された。また、海水温の上昇は、必ずしも成熟年

齢の若齢化を若、起しないことがわかった。

研究担当者（伴真俊ぺ加賀敏樹、長倉義智、八木

津功）



第 3章 地球温暖化が園芸作物に与える影響評価

果樹における地球温暖化の影響評価

( 1 ）過去のデータベースの解析による果樹の温暖

化影響の解明と温暖化影響データベースの開発

ア研究目的

果樹の主産県における過去の気象要素と生育・作

況データの解析により、生育、品質への温暖化によ

る影響について調査する。複数の地域を同時に解析

することにより、気候と生育・品質等の関係を広い

範囲で明らかにする。また、各地で集積されている

生育状況や被害状況の観測結果を集約し、温暖化影

響データベースを構築する。

イ研究方法

20年度は青森県、山形県、茨城県、千葉県、長野

県、静岡県、福岡県、長崎県、山梨県、 21年度は和

歌山県、鳥取県、愛媛県、高知県、熊本県、鹿児島

県の各公立試験研究機関に、これまで蓄積されてき

た気象データと生態情報から温暖化の果樹生育・果

実品質等に影響を与える気象条件や障害の発生程度、

発生限界条件の解析を行った。対象樹種は主として

ウンシュウミカン、中晩生カンキツ、リンゴ、ニホ

ンナシ、核果類、ブドウ、カキ、クリ、ビワとした。

参画機関から寄せられたデータは、温暖化影響デー

タベースとして取りまとめた。

ウ研究結果

（ア）ウンシュウミカン

過去30年以上の発芽期、開花期を解析すると、年

を追うごとに前進する傾向が明らかで、あった（和歌

山県：‘興津早生’.＇林温少｜、｜’、愛媛県：‘宮川早生’、

熊本県：‘興津早生’・‘青島’）。一方、果実の着色開

始は遅れる傾向にあった（図33111）。減酸も早期化

傾向で、あった（図33112）。生理落果は 5月の高温と

の関係が見られ（図33113）、特に裏年の高温による

生理落果は隔年結果を助長した。浮皮が発生しやす

い‘向山温州｜’では後期肥大量と地温との相関が高

いが（図33114）、後期肥大量が多いと、果肉に比べ

て果皮が大きくなる傾向が顕著であり（和歌山県）、

浮皮につながりやすかった。浮皮は開花期が早く、

秋季が高温多雨となるなどの条件が複合的に関与す

る可能性が指摘された（愛媛県）。

（イ）中晩生カンキツ

ポンカンでは、発芽日・開花日の前進傾向が顕著

であることにともない、果実着色も早期化する傾向

にあった（図33115）。ポンカンの水腐れ症が近年、

多発傾向にあり、 12月上旬の高温が原因のひとつと

考えられる（高知県）。また、土佐文旦では収穫期の

酸含量（図33116）、糖度とも低下傾向である。

（ウ）リンゴ

開花日は前進傾向であり、酸度は年々低下する傾

向にあった（図33117) 0 ＇ふじ’のみつ入りの遅延傾

向が認められた（図33118）。秋季の高温年ほど酸含

量（図33119）と果肉硬度（図331110）が低下しや

すく、みつ入りが少なく遅れることが明らかとなっ

た。青森県では冬季から早春の気温は上昇している

ものの、夏季の気温は低下傾向にあった。内部褐変

は、このように春先（ 3～4月）の気温が高く、夏季（ 6 

～ 8月）の気温が低い年に多い傾向であった（図

3311-11）。ただし、内部褐変の発生頻度が増加して

いるかは、判然としなかった。表面色は収穫30日前

平均気温と負の相関があり、‘つがる’で相関が高

かった（図3311-12）。

（エ）ニホンナシ

開花期の前進に伴い、糖度の上昇や果色の進行が

早まる傾向があった（図331113）一方、凍害発生の

危険性増加の可能性が示された（千葉県）。‘二十世

紀’の果肉水浸状褐変（アンコナシ）は夏季の高温

と小雨が関係すると考えられた（鳥取県）。暖地では

低温要求性の大きい‘新高’では低温積算が早い年

ほど早く開花する傾向が現れていた（高知県）。‘新

高’は夏季の高温で収穫期が早まる傾向にあるため、

開花から収穫期までの日数が短縮傾向にあった（図

3311-14) 0 ‘新高’のみつ症は増加傾向にあり、 4月

下旬と 9月中旬の高温で発生が増加する傾向にあっ

た（図3311-15）。

（オ）ブドウ

1990年以降はそれ以前と比べ、着色不良など高温

が原因と考えられる障害の発生事例が増加した（山

梨県）。‘ピオーネ’の着色不良の発生は 6月下旬～ 7



月下旬の日照時聞が短い年に、その期聞が高温ある

いは日照が多くても極端な高温年に発生していた

（愛媛県）。また、標高が高い園ほど着色が優れる傾

向が認められた（図331116)0 

（カ）モモ

果実成熟期間と生育初期の気温に負の相聞がある

ため（長野県）、開花期の前進と成熟期間の短縮によ

り、収穫期が前進傾向であるが（図331117）、 7月

の高温による晩生品種の成熟遅延（長野県）も見ら

れた。‘白鳳’でも夏季に30℃以上に100時間以上遭

遇するような高温年は成熟遅延も認められた（山梨

県）。 1990年以降はそれ以前と比べ、過熟、成熟遅延

など高温が原因と考えられる障害の発生事例が増加

した（山梨県）。

（キ）ウメ

満開期は1990年代の平均気温が高くなった時期か

ら前進し、‘南高’の授粉樹である‘小梅’との開花

期のズレが1999年頃から頻繁に現れてきた。さらに、

近年は開花期間についても短くなる傾向で（図

3311 18）、授粉樹との開花日のズレと相まって結実

不良のリスクが高まってきた。

（ク）オウトウ

発芽日・開花日は、年々早まる傾向がみられたが、

収穫日の早晩に長期的な変動はみられなかった（山

形県）。 3～4月の平均気温が低い年は品種聞の開花

日の差が小さく、高い年は品種聞の開花日の較差が

拡大する傾向がみられた（図331119）。 6月の最高

気温が高いほど果実の糖度、酸度が高い傾向がみら

れた（山形県）。発芽日以降の－1℃以下観測日数は、

2000年以降は 1日程度増加しており、発芽日以降の

霜害危険日数もやや増える傾向がみられた（図

3311 20）。

（ケ）カキ

開花盛期が早まり、収穫盛期は遅くなり、果実生

育期間は長くなった（図3311-21）。 8～10月の平均

気温と果皮色に負の相関（図3311-22）があり、着色

が年々遅延する傾向（図331123）がみられた。‘万

根早生’の 9月の出荷割合は 9月上旬が高温である

と減少する傾向にあった（図331124) 0一方、糖度

は 6～8月が高温であると高くなる傾向にあった

（和歌山県）。

（コ）クリ

クリは需要期に安定的に出荷する必要があるが、 5

月の平均気温が高いと収穫始期が早まった（図

3311-25）。暖地では、発芽期は前進傾向であるが、

発芽から収穫までの期間は長くなる傾向にあった

（図3311-26）。これは高温が生育を遅延させるため

と推定された。腐敗果発生率は1990年頃から増加し

ており、 1995～2000年頃に最も多くなっていた。腐

敗果発生率に対しては、‘丹沢’‘筑波’ともに満開

後20日間の降雨日数と相聞が高く（図331127）、‘丹

沢’では収穫前20日間の平均気温とも相聞が認めら

れた。

（サ）ビワ

出昔期及び収穫盛期は徐々に前進化し開花期間は

短くなる傾向にあった（図331128）。 5年ごとに平

均した寒害発生程度は、 12～ 3月における 3℃以下

の日数が多いほど、高かった（図331129) 0着花房率

は、 7、 8月の平均気温が高いほど多かった（千葉

県）。

工 考 察

開花期の前進、着色の遅延、減酸の早期化、果肉

の軟化、みつ症の増加、霜害の増加など温暖化に伴

うさまざまな変化はこれまでアンケート調査等（杉

浦ら 1））によって明らかにされてきたが、統計的に

裏付けられていたものは少なく、本研究により、温

暖化がすでに果樹生産に影響を及ぼしていることを

初めて数値として裏付けることができた。
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要 約

果樹の主産県15県における各公立試験研究機関に、

これまで蓄積されてきた生態情報から温暖化の果樹

生育・果実品質等に影響を与える気象条件の解析を

行った。開花期の前進、着色の遅延、減酸の早期化、

果肉の軟化、みつ症の増加、霜害の増加など温暖化

に伴うさまざまな変化が、初めて統計的に裏付けら

れた。

力



( 2 ）気温、生態反応などを考慮した果樹の栽培適

地移動予測

ア研究目的

これまでに、ウンシュウミカンやりンゴにおいて、

年平均気温からみた栽培適地の変動予測マップが開

発されているが、今後の適応策を計画的に進めるた

めには、地形や果実品質など他の要因も考慮した、

より精搬な予測が必要である。そこで、ウンシュウ

ミカンにおいて、地形の影響も反映可能な精微な適

地移動予測マップを開発する。

また、ブドウの果実品質（特に着色）はこれまで

の研究の中で着色期の高温によって大きく低下する

ことが知られている。しかしながら、これらの研究

の多くは処理区の温度差が極端（10℃程度）な設定

で、地球温暖化の進行で予測されている気温上昇 l

～ 3℃といった範囲での影響は不明である。した

がって、温暖化の影響を適正に評価するためには、

より実態に近い温度帯での影響を考慮する必要があ

る。ブドウについて果実着色を考慮、した栽培適地の

移動を予測するために、着色と気象条件との関係解

明を行う。

イ研究方法

（ア）福岡県農業総合試験場における 1992年から

2008年までの‘巨峰’の着色程度 （達観調査）と気

象要因（太宰府アメダス）との関係について調査し

た（2001、2002年欠測）。

（イ）福岡県農業総合試験場でポット栽培されてい

る ‘巨峰’を供試し、温度処理時期を着色開始期か

ら0～25日及び26～50日の各25日間温度処理を行っ

た。温度処理は3530℃区（昼温35℃夜温30℃）、

30-25℃区 （昼温30℃夜温25℃）、 25-20℃区（昼温25℃

夜温20℃）の 3区を設定し、 8月24日（2009年）に

収穫し果実品質を調査した。

（ウ）福岡県内における気温条件の異なる 9地域に

おける‘ピオーネ’の果実品質と気温の関係を調査

した（2008、2009年）。

（エ）ミカンの適地移動マップは、農環研作成の気

候変化シナリオに従って2040年代、 2050年代のマッ

プを作成する。空間解像度は 3次メッシュ、 GCMは

MIROC3. 2-HIRES、バイアス補正法は累積密度関数

(CDF）法で、ウンシュウミカンの適地は年平均気

温15～18°Cとした。

ウ研究結果

（ア）福岡の気象条件と着色程度との関係では、 7

月～ 8月上旬の平均気温が平年より l℃程度高く、

日照時聞が160 （平年並）～220時間程度だった年に

着色不良が発生しやすい傾向にあった。また、平均

気温が平年値より l℃以上低くても日照時間が50%

以下の場合、 着色不良が発生した（図33121）。
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7～8月上旬の平均気温（℃）

図3312-1 7～8月上旬の気象条件と着色程度の関係

（イ）着色開始期から25日間の温度処理試験では

25-20℃区で果皮色が顕著に向上し、昼温30°C夜温

25℃以上では着色は著しく抑制された（表33121、

図3312-2）。また、糖度は温度が低い区ほど高くなり、

酸含量も温度が低い区ほど高い傾向にあった。着色

開始後26～50日の温度処理試験でも25-20°C区で果

皮色が向上したが、全体的に着色開始期から25日間

の温度処理試験に比べて着色は不良であった（表

3312-2、図3312-3）。



図3312-2 温度条件の違いと‘巨峰’の着色状況

1 ）上：（着色開始期から25日間処理）：

左から25-20℃区、 30-25℃区、 35-30℃区

2 ）下：（着色開始後26～50日処理）：

左から2520℃区、 3025℃区、 3530℃区
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図3312-3 気温条件の異なる地域における糖度と

果皮色の関係の平均気温と酸含量の関係

（ウ） 9地域の収穫前50日間の平均気温は最も高い

ところと低いところとの差は 2年と 1.5°C程度で

あった。収穫前50日間の平均気温にかかわらず、糖

度が高いほど果皮色が良好となる傾向にあり、果皮

色は栽培管理による影響が大きいことが示唆された

（図3312-3）。一方、収穫前50日間の平均気温と酸含

量との聞には負の相関があり、収穫前50日間の平均

気温が高いと酸含量は低くなる傾向にあった（図

3312-4）。

（エ）従来の予測マップ（杉浦・横沢 I））、は排出シ

ナリオが IPCC第 2次報告書（1995）で使用された

IS92aに準拠していたが、今回は最新の第4次報告書

(2007）などで採用されている SRESシナリオのう

ち中庸な AlBシナリオに従った予測と なった。

表3312-1 着骨』開始後から25日間の温度と果実品雷

試験区

35 30'℃ 
30-2ゲC

25-20°C 

果皮色 糖度 酸含量
(CC憤 ） (B川 ） (g/10Chil) 

4.5b 15.6c 0.51 b 
4.2b 17.0b 0.57a 

8.2a 18.3a 0.62a 
本 本本 ＊＊ 

注）温度処理はファイトトロン肉で実施（昼温7:0ト 19畑一夜ili¥19:00～100)

温度処理終了後はピニルハウス肉（平均昼温30.3℃、平均夜温24.3℃）で管理

T山eyの多重検定により、異文字聞は部水準で有意差有り

F検定により、料、村立それぞれ1%. 5%水準で有意差有り

表3312-2着色開始後26～50日の温度と果実品質

詰験区

35-3ぴC
30-2 5'C 
25 2ぴC

果皮色 精度 酸含量
(CC！直l (Brix〕（.，／1Qfrnl)

0.4b 15.0 0.62 
0.4b 15.5 066 
2.9a 15.7 Q71 

場＊ ns r芭
注）温度処理はファイトトロン肉で実施（昼温7:00～19:00一夜温19:00～7:00) 

着色開始～25日間は、ファイトトロン内（昼温30℃夜温25℃）で管理

Tu出yの多重検定により、異文字聞は市水準で有意差有り

F績定により、特はそれぞれ1%水準で有意差有り
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図3312-4 収穫前50日間の平均気温と酸含量の

関係

工 考 察

ブドウの着色に関する実験では、糖度が高くなる

条件で、着色がよくなる ことが明らかとなり、温度

の影響よりも糖度の影響が大きかったことから、着

色は温度だけでは決まらないということが明らかに

された。過去のデータ分析でも温度と日照時間の両

方が着色に影響していることが示され、 日照時聞が

多いと高温でも着色が良く 、光合成が増加して糖度

が高まっていることが推測された。以上のことから、

ブドウの適地を着色から判断するには、温度の他に、

光合成と気象の関係を明確にする必要が示唆された。

今回開発 したウンシュウミカンの予測マップは、

従来の地図（杉浦・横沢 I) ）と比較すると 、高温に

よる不適地、低温による不適地ともに増え、適地が



少ない傾向があったものの、全体的には従来の予測

との差はわずかであった。従来の10×10k mメッ

シュから 1×1kmメッシュになったことで、空間解

像度が飛躍的に向上し、地形の影響が反映できるも

のとなった。

オ今後の課題

適地予測では、不適地とされた地域は生産をあき

らめ、適地とされた地域は適応策を検討しない可能

性があった。また、詳細な予測図の公表方法も難し

い。そこで、適地予測を進化させ、例えば着色不良

が発生しやすくなる地域を予測するような影響内容

別予測マップの開発を進める必要がある。

力要約

ブドウの実験から昼温30℃夜温25℃以上では着色

は著しく抑制されることを示した。また、温度以外

でも、糖度が高くなる条件で、着色がよくなること

が明らかとなった。収穫前50日間の平均気温が高い

と酸含量は低くなる傾向にあった。

ミカンの適地移動マップを作成した。 AlBシナリ

オに従った予測で、空間解像度を 1×1kmメッシュ

としたことで、地形の影響が反映できるものとなっ

た。

キ引用文献

1）杉浦俊彦・横沢正幸（2004）.年平均気温の変動

から推定したリンゴおよびウンシュウミカンの栽

培環境に対する地球温暖化の影響．園学雑．

73: 72 78. 

研究担当者（杉浦俊彦ぺ杉浦裕義、藤島宏之）

2 露地野菜における地球温暖化の影響評価

( 1 ）長日・炭酸ガス濃度上昇条件下における葉菜

類の生態特性の定性的評価

ア研究目的

現在確立されている産地のリレー出荷体制による

野菜の全国的な安定供給を将来的にも維持するため

には、温暖化による影響評価に基づく将来予測に基

づく計画的な栽培体制構築が必要である。その際に、

温暖化に伴う産地北上に伴う長日化や炭酸ガス濃度

上昇による影響も高温影響とともに評価しておく必

要がある。そこで、長日や炭酸ガス濃度上昇により

影響を受ける生態特牲を抽出し、その影響程度を定

量化・モデ、／レ化するO

イ研究方法

（ア）高 C02濃度が受光体勢に及ぼす影響を明らか

にするため、 C02施用が可能な閉鎖型育苗装置内で

128穴セルトレイ上でキャベツ・レタスの幼植物につ

いて C02濃度 380ppm、420ppm、480ppmと濃度を変

えた液肥潅水処理を組み合わせた実験を行った。

（イ）既存のグロースキャビネットで炭酸ガス濃度

を可能とするシステムを試作し、キャベツやレタス

のポット栽培試験を行い、高温と炭酸ガス濃度が生

育に及ぼす影響を調査した。

（ウ）ガラス室内ベンチの 1端に16時間明期となる

ように点灯させた蛍光灯を設置し、光源からの距離

を調節し、照度が20lux、lOlux、5lux, 4 lux、3lux、

2luxとなる位置に、レタス個体を定置し、観察され

た拍台茎伸長から、日長反応に必要な限界照度を明

らかにした。ここで得られたレタス抽台の限界照度

を高温処理育苗などを含む2005～2006年のレタス作

期移動試験に適用し、日長（明期時間）が拍台に及ぼ

す影響を定式化した。

ウ研究結果

（ア）高炭酸ガス濃度条件下で、キャベツ・レタス

とも成長が促進されたが、窒素栄養ストレス下では

高炭酸ガス濃度による生育促進程度が小さく、キャ

ベツにおいてより顕著であった（図33211）。

（イ）面積重（葉重÷葉面積）などからみた受光体

勢などの再生産過程に C02の影響はほとんど見られ

ないこと、窒素栄養ストレス下では全般に面積重が

-284-
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図332ト1 炭酸ガス濃度及び窒素栄養条件によるキャベツ・レタスの地上部乾物重及び面積重
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増加するが、高 C02濃度で、面積重の増加がより大き

いことを明らかにした（図3321-1）。すなわち、 窒素

栄養ストレスを余り考慮しなくて済む一般的な経済

栽培条件であれば、炭酸ガス濃度上昇による受光体

勢への影響は、考慮する必要が低いことが示唆され

た。

（ウ）レタスの限界照度として、 5～lOluxを得て、

これに基いて、 2カ年の作期移動試験データを解析

した結果、葉齢 5以降の14℃基準有効積算温度によ

る抽台長モデル式を限界日長12時間、日長温度変換

係数0.625（℃／時間）（抽台長計算時に12時間以上の

明期時間に対して、時間あたり、 0.625℃を日平均気

温に加える）で拡充し、特に初夏及び初秋時の推定

誤差を改善した（図3321-2）。

エ考察

野菜類、特に葉根菜類については、高温条件下に

おける生育反応が一部の特徴的な生理傷害などにつ

いての知見しかなく、物質生産と関連づけて解析さ

れたものはほとんど存在せず、高炭酸ガス濃度に

至つては、断片的な知見すらほとんど存在しない。

特に、炭酸ガス濃度上昇時の葉菜類の振る舞いにつ

いては、個葉の炭酸ガス濃度計測データを除くと、

レタスについては炭酸ガス施用を想定したlOOOppm

レベルの知見はあるものの、温暖化を想定した

+lOOppm未満の炭酸ガス濃度水準での知見はなく、

キャベツに至っては、し、かなる知見も存在しない。

こうした中で、この成果の持つ意味は小さくないと

考える。

オ今後の課題

今回、キャベツとレタスについて、 一定の知見が

得られたが、当然ながら品目による違いも小さくな

く、より広範な品目について、高温・高炭酸ガス濃

度条件下での基本的な生育反応についての知見を早

急に得ることが、今後の対策の構築を考える上でき

わめて重要である。



力要約

面積重（葉重÷葉面積）などからみた受光体勢な

どの再生産過程に C02の影響はほとんど見られない

こと、窒素栄養ス トレス下では全般に面積重が増加

するが、高 C02濃度で、面積重の増加がより大きいこ

とを明らかにした。また、レタス抽台の限界照度を

明らかにし、日長（明期時間）が抽台に及ぼす影響

を定式化した。

キ引用文献

1 ）岡田邦彦（2008）.短日育苗によるホウレンソウ

抽台抑制効果．園芸学研究.7 （別 2):259.

2 ）岡田邦彦（2009）.人工光条件下で検討した高炭

酸ガFス濃度条件がキャベツ・レタスの生態特性に及

ぼす影響園芸学研究 8（別 2): 223. 

研究担当者 （岡田邦彦）

( 2 ）長日・炭酸ガス濃度上昇条件下における定性

的生態特性の定式化とモデル化

ア研究目的

現在確立されている産地のリレー出荷体制による

野菜の全国的な安定供給を将来的にも維持するため

には、温暖化による影響評価に基づく将来予測に基

づく計画的な栽培体制構築が必要である。そのため

に、来るべき温暖化条件下での生育に対する影響を

推定する必要があるほか、温暖化に伴う産地北上に

伴う長日化や炭酸ガス濃度上昇による影響も高温影
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響とあわせて推定する必要がある。そこで、このよ

うな影響を評価・推定できる生育モデ、ルをキャベツ、

レタス、ハクサイについて開発する。

イ研究方法

（ア）高温影響評価モデ、ルの開発は、順調な生育が

期待できる時期から、高温により生産がほとんど不

可能と思われる時期までの期間に一定程度の間隔を

あけてキャベツ（品種：いろどり） ・ハクサイ（品種：

黄ごころ65）の作付けを行う作期移動試験を実施し、

適宜行った生育調査データの結果と生育期間中の日

平均気温 ・日日射量などの気象条件との関係を解析

することにより行った。

（イ）さらに、 高炭酸ガス濃度条件による影響評価

は、ヒマニルハウスの天頂部を lm幅で、開放し、炭酸

ガス施用を行うオープントップチャンパシステムを

製作し、炭酸ガス施用区と無施用区を設け、その中

で、キャベツ（品種：いろどり） ・レタス（品種：V

レタス）を 2作期作付けすることにより得られた

データと環境条件との関係と（1）長日・炭酸ガス濃度

上昇条件下における葉菜類の生態特性の定性的評価

で得られた結果とをあわせて検討し、モデ、ル開発を

行った。

ウ研究結果

（ア）キャベツ ・ハクサイとも、 RUE（日射利用係数）

を高温により低下する日平均気温の関数として地上

部乾物重のモデ、／レ化を行い、良好なシミュレーショ

ン結果が得られた（図33221）。
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図3322-1 キャベツ地上部乾物重のシミュレーション値と実測値

（左 ：2008年度、右： 2009年度）

（イ）キャベツ ・ハクサイとも高温期において顕著

な結球葉数の減少と結球肥大の抑制が見られ、高温

による物質生産の抑制は比較的小さかった。また、

キャベツの場合、一定程度結球が進んでからの高温

遭遇では結球肥大抑制程度がごく小さくなることも

見られた（図3322-2）。
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（ウ）キャベツ結球肥大に対する高温影響を 1）結

球葉数増加が高温により抑制、 2）結球への乾物分配

率が結球葉数増加の伴い増大、としてモデル化し、

特徴的な結球肥大抑制パターンをシミュレーション

により再現することができた（図33223）。

（エ）炭酸ガス濃度上昇による影響は日射利用係数

が炭酸ガス濃度に比例するとして、モデ、ル化を行い、

オープントップチャンパで、の炭酸ガス濃度処理試験

の結果に対して適用したところ、キャベツについて

は、概ね、実測値と一致するシミュレーション値が

得られた（図3322-4）。 しかし、レタスでは高炭酸ガ

ス濃度による影響が予想より小さかったため、炭酸

ガス濃度に関するパラメータを修正したが（図

3322-5）、パラメータ修正の根拠となるデータは現時

点では不足しており、信頼性に問題があった。

図3322-2 日平均気温の推移とキャベツ地上部増加及び結球部肥大パターン
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結球部乾物重（g) 2009年度

図3322-3 キャベツ結球部乾物重のシミュレーション値と実測値

（左： 2008年度、右： 2009年度）
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モデルのシミュレーション値と実測値

1)0、ム：高炭酸ガス濃度区実測値

2）・、企：炭酸ガス非施用区実測値

3）点線：高炭酸ガス濃度区シミュレーション値

4）実線：炭酸ガス非施用区シミュレーション値）
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工考察

これまでに、レタスでは高温による物質生産低下

はほとんど見られず、ホウレンソウでは高温により

物質生産が顕著に低下することを示してきたが、

キャベツ、ハクサイは、物質生産については、レタ

スに近い反応をすること、高温による減収も、レタ

ス同様、結球過程の撹乱によるものであることが示

された。一方で、炭酸ガス濃度上昇については、キャ

ベツとレタスで異なる反応が見られており、キャベ

ツについては、 1次近似としては十分なモデ、ル化が

出来たと考えているが、レタスについては、高炭酸

ガス濃度条件下における気孔閉鎖なども考慮する必

要があった。

オ今後の課題

キャベツについては、 一定程度の高温 ・炭酸ガス

影響評価モデ、ルが作成されたが、レタスについては、

炭酸ガス濃度影響評価モジュールの改良が必要で

図3322-5 レタスの高温 ・炭酸ガス濃度影響評価

モデルのシミュレーション値と実測値

1)0、ム：高炭酸ガス濃度区実測値

2）・、企：炭酸ガス非施用区実測値

3）点線：高炭酸ガス濃度区シミュレーション値

4）実線：炭酸ガス非施用区シミュレーション値）

あった。また、いずれにせよ、 1年 2作のデータに

依っているため、さらにデータを蓄積し、モデノレの

蓋然性を高める必要があった。さらには、ホウレン

ソウのように物質生産が大きく影響を受ける品目に

ついても影響評価を行う必要があった。

力要約

キャベツ ・ハクサイとも高温期において顕著な結

球葉数の減少と結球肥大の抑制が見られたが、高温

による物質生産の抑制は比較的小さかった。また、

キャベツの場合、 一定程度結球が進んでからの高温

遭遇では結球肥大抑制程度がごく 小さくなることを

明らかにした。以上より、キャベツの RUE（日射利

用係数）を高温により緩やかに低下、結球葉数増加

が高温により 抑制、 結球への乾物分配率が結球葉数

増加の伴い増大、としてモデ、ル化し、特徴的な結球

肥大抑制パターンをシミュレーションにより再現す

ることができた。また、 RUEが炭酸ガス濃度に比例



するとした場合、キャベツではオープントップチャ

ンパで、の炭酸ガス濃度処理試験の結果と概ね一致す

るシミュレーション結果が得られたが、レタスでは

炭酸ガス濃度上昇区で過大評価となった。

キ引用文献

1 ）岡田邦彦（2009）.作期移動試験によるキャベツ

生育に及ぼす高温影響解析．農業環境工学関連学

会2009年合同大会．

研究担当者（岡田邦彦）

( 3 ）主要葉根菜類の収穫期・収量予測モデルの作

成と遭遇気象環境領域の調査

ア研究目的

主要露地葉根菜類の収穫期予測並びに収量予測を

可能とすることを目的とする。そのため、長期にわ

たって継続的に利用可能な既存の統計資料等から、

産地の位置と作期を特定し、なおかっ収穫期・収量

に及ぼす栽培期間中の気象の影響を解析できるデー

タセットを整備し、さらに季節別に集計されている

統計資料からより短期間の収量変動を解析できる手

法を開発する。これによって、温暖化時や気象変動

増大時でも、市場への高品質・安定供給を実現する

産地問連携システム開発の基礎技術とする。対象品

目は、着目度の高いキャベツ、ハクサイ、ダイコン

とレタスとする。

イ研究方法

（ア）県単位の日別出荷状況が分かる青果物市況情

報並びに季節単位の生産状況が分かる県別・市町村

別青果物生産統計をデータベース化した。そして、

青果物市況情報から週別の出荷量を算定し、産地の

位置を市町村別青果物生産統計で特定した。その後、

青果物市況情報と市町村別青果物生産統計を県別青

果物生産統計の季節別集計に一致するように補正し

て、産地の位置と週別出荷量を特定できるか調査し

た。

（イ）産地の位置を出荷量の最も多い市町村役場の

位置で代表させ、町役場を中心とするllkm四方の平

均値を産地の気象とした。そして、品目毎の気温

発育速度予測モデ、ル（大原 I) ）を用いて、市場出荷

日から定植日を逆算し、定植日から出荷日までの気

象環境の平均値を算定して、栽培時に遭遇する気象

環境とした。さらに、 lOa当たり収量（以後単に収量

という）と週毎の出荷量から週別の収穫面積を算定

し、季節全体について加重平均して季節別の遭遇気

象環境とした。その後、収量を遭遇した日射量の積

算値で除して、定植期から収穫期までを対象とする

気候登熟量指数と収量の関係について解析した。

（ウ）算定した年度毎の定植面積を暦日毎に平均し

て、平年の定植面積の推移を表す作付けパターンを

推定した。その後、年々の気温の日別値と気温発

育速度予測モデ、ルから収穫期を予測し、平年収量を

乗ずることで、平年の作付けパターンに従って定植

した場合の収穫ノ三ターンを予測した。これによって、

収穫期予測の可能性を調べた。

（エ）季節別統計の 3～ 5ヶ月という集計期間は、

主要露地葉根菜類の生育期間と比べて長すぎ、短期

的な気象変動の影響を解析不能とした。そのため、

短い期間、例えば 1ヶ月というような期間で気象が

収量に及ぼす影響を解析して、収量予測を可能にす

ることが求められる。そこで、高温による出荷量の

減少が予測される熊本県の夏秋どりキャベツを対象

として、月単位での収量予測の可能性について調査

した。青果物市況情報の入荷量の 5年平均偏差と生

産統計の収量の 5年平均偏差を比較して、両者がよ

く一致することを確認後、月別の市場入荷量の 5年

平均偏差で収量の変動状態を代替して、収量に及ぼ

す気象の影響を解析した。

ウ研究結果

（ア）主要卸売市場への日別入荷量が記録されてい

る青果物市況情報(1985～2007年）を農林水産研究情

報総合センターから、県別の季節別出荷量・収穫量・

作付面積・収量が記載されている県別青果物生産統

計 (1989～2006年）を農水省ホームページの統計情

報から、市町村別の季節別出荷量・収穫量・作付面

積・収量が記載されている市町村別青果物生産統計

(1989～2006年）を県毎に設置されている農政事務

所から入手した。さらに、日別の気温、日射、降水

量を 1kmメッシュで推定したメッシュ気象値を農環

研から入手し、データベース化した。

市町村別収穫量の一例（平成18年産春どりキャベ

ツ）を示した図33231から分かるように、北海道等

の例外的な産地を除くと、産地は多くの県で特定の



（イ）キャベツの65の作型 ・産地について、定植か

ら収穫までの期間を対象とする気候登熟量示数を調

査した結果、産地・作型でばらつきが大きく、登熟

期の水稲とは異なって栽培適温が存在しないことが

明らかになった。水稲と異なり栽培法の均一化が進

んでおらず、産地・作型で栽培設計 ・管理法が大きく

異なることが最大の理由と推察された。野菜栽培で

は、収量の最大化より、生育の均一化に重点が置か

れることが聞き取り調査等から浮かび上がってきた。

販売可能な収穫物のサイズに下限があるのに一個体

に一個しか収穫部がなく、個体問競争で生育が不均

ーになりやすいことに加え、作業効率の向上という

観点からも生育の均一化の重要性は高いと考えられ

た。水稲とのこのような差異が、明確な栽培適温の

存在を示さない理由と考えられた。

市町村又は隣接する特定地域に集中していた。

ため、産地の位置は特定市町村で代表できると判断

された。さらに、青果物市況情報で補足される中央

卸売市場への出荷量を県別生産統計との比で補正す

ることで、産地の週別出荷量や収穫量を推定するこ

とも可能と判断された。また、産地の位置と収穫期

が特定できると、後述するように定植期も推定可能

であった。これらの結果、従来と異なり、栽培時に

遭遇する気象環境を詳細に把握できるようになった。

週別の市場出荷量の一例（キャベツ、 1985～2006年

産平均）を図33232に示した。夏秋季には群馬県や北

海道を主産地とし、冬季は愛知県や千葉県、春は神

奈川県、千葉県、茨城県と季節によって産地が移動

することで、全体としては連携して市場への安定供

給を実現していることが分かつた。

その
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図3323-5 収量に及ぼす気温の影響

熊本産夏秋どりキャベツ、 1983-2006年の5年移動平

均

（ウ）市場入荷量と気温発育速度予測モデ、ルから

算定された千葉県の1989～2005年産の定植面積の

年々変動は図3323-3に示されるように比較的小さ

かった。各産地で毎年ほぼ同様に作付けられるため

と考えられた。そこで、これらを暦日毎に平均化し

て平年の作付けパターンとした。そして、平年の作

付けパターンと年度毎の気温経過から、 収穫期を予

測し、平年収量を乗じて、週別の収穫量を予測した。

予測された結果は、図33234に示されるように実際

の市場への出荷状態とよく一致して、収穫期の予測

法として有用であることが示された。

（エ）季節別の青果物市場入荷量の 5年平均偏差と

収量の 5年平均偏差はよく 一致した。また、年々の

作付けパターンはほぼ同ーと考えられた。そこで、

月別の青果物市場入荷量の 5年平均偏差と月別収量

の 5年平均偏差もほぼ一致すると仮定して気象の影

響を調査した。収量に対する気温の影響は図33235 

に示されるように小さく、降水量の影響は図33236 

に示されるように大きいことが明らかになった。ま

た、日射量の影響は降水量ほど大きくなく、 7月と

10月の収量の聞には労力競合によると推定される負

の相関が認められた。これらの結果は、現地や市場

関係者の聞き取り結果とよく 一致したことから、 1 

ヶ月程度の短期間で収量に及ぼす気象の影響を解析

することが可能になったと判断した。

工考察

これまで、野菜類の収量予測は、県別季節別収量

を目的変数、各県毎の気象台あるいは測候所の気象

観測値の月平均値を説明変数とする重回帰分析でな

500 叫 JO 1500 2000 2500 3印加 3500 

3月間積算降水量（mm)

図3323-6 収量に及ぼす降水量の影響

熊本産夏秋どりキャベツ、 1983-2006年の5年移動

平均

されてきた。しかしながら、産地の位置や作期が特

定されていない解析結果は問題点が多く、結局実用

的に利用されるには至らなかった。

これらの問題点を考慮して、市町村別の生産統計

から産地の位置を、また青果物市況情報から週別の

収穫面積を特定するだけでなく、 DVR-DVI予測モデ

ノレを用いて定植期を推定することで、栽培期間中に

遭遇する気象環境を特定した。そして、従来の収量

予測を収穫期予測と単位面積当たりの収量予測に分

けて、それぞれを解決することを試みた。その結果、

経目的な定植面積の推移を表す平年の作付けパター

ンが推定でき、年度毎の気象環境と平年収量とから

推定した出荷ノミターンは青果物市況情報の入荷量と

よく 一致することを示せた。また、栽培時の気象環

境によって収穫期が集中したり、分散したりするこ

とで豊凶が生じる場合もあることが明らかになった。

さらに、青果物市場への入荷量の月別の平均偏差を

用いて、気象環境が収量に及ぼす影響を解析した。

その結果、降水量の影響は大きいが、気温の影響は

ほとんどないことが判明し、栽培指導機関 ・流通関

係者が経験的に感じていることと一致した。これら

の結果、今回開発した方法は有効性が高いと評価さ

れたが、収量の変動を気象だけで十分に説明するに

は至らなかった。

オ今後の課題

キャベツ、ダイコン、ハクサイ、レタスの産地位

置 ・出荷量 ・収穫量 ・作付面積等のデータベース化

は行えたが、その解析はキャベツが主体で、対象産

地も限られた。今後、全国の産地を対象として、気



象と収量の関係について解析を進めることが大きな

課題で、あった。収穫期の予測は相当の精度で可能と

なりつつあり、収量予測については 1ヶ月程度の期

間で解析が行えるようになったが、さらに検討が必

要と考えられた。

力要約

公表されている市町村別季節別生産統計と青果物

市況情報とを用いることで、産地の位置を市町村規

模で、また収穫面積を一週間という単位で特定して、

栽培時に遭遇する気象環境を把握可能とした。さら

に、 DVRDVI予測モデルを用いることで、平年の作

付けパターンを推定し、年々の気象環境から収穫期

を精度良く再現することも可能とした。そして、一

月程度の期間で収量変動を推定することも可能とし、

従来と比較して空間的・時間的に詳細な収量と気象

の関係を解析する方法を確立したが、単位面積当た

りの収量予測についてはさらなる検討が必要と判断

された。

キ引用文献

1）大原源二（2007）.発育速度の多品種同時評価お

よび品種特性解析の試み．日本農業気象学会2007年

春季大会講演要旨 p32.

2）大原源二ら（2008）.青果物市町村別生産統計と

青果物市況データを用いたキャベツ出荷予測の可

能性の検討．農業気象学会関東支部会講演要旨.5 : 

7 

3）大原源二・中園江（2008）.温暖化・気象変動が露

地野菜の安定供給に及ぼすリスク解析の枠組みの

構築． 日本農業気象学会講演要要旨. *:so 

4）大原源二ら（2009）.青果物市況情報と市町村別

生産統計に基づくキャベツ日別作付面積の平年値

の推定値と平年収量からの週別市場入荷量の推定．

農業環境工学関連 学 会 2009年合同大会．

CD ROM:00316. pdf 

5）大原源二（2009). Effects of Global Warming on 

Vegetable Production and its Countermeasures. 

International Symposium Strategies for Agricultural 

Adaptation to Climate Change. p39 68. 

研究担当者（大原源二）

( 4 ）温暖化が葉根菜類の収量、品質に及ぼす影響

評価と作期・栽培適地の移動・産地間連携評価

システムの構築

ア研究目的

野菜は、播種期を変えて生育期をずらせば、温暖

化に適応することが相当程度可能であるが、個々の

産地毎に播種期を代えた場合、全体の供給がどのよ

うに変化するのか予測がつかない。多数の産地の連

携で成立している高品質安定供給という体制を今後

とも維持するには、全体の動向予測が極めて重要で

あり、温暖化に伴う産地毎の供給分担時期の見直し

ゃ新たな産地形成の支援が大きな課題である。その

ため、温暖化シナリオに基づく全国の産地の作型・

収量への影響評価と産地問連携とし、う適応策の策定

支援が強く要請される。こうした社会的・行政的要

請に応えることを目的とする。

イ研究方法

（ア）主要葉根菜類の産地毎の出荷状況は青果物市

況情報(1985～2007年）を使用した。そして、市町村

別生産統計に基づき、県毎に産地の中心となる市町

村を特定し、 DVR-DVI予測モデルで定植期～収穫期

を推定して、役場所在地を中心とするllkm四方の気

象環境を平均化して、栽培時の遭遇気象環境とした。

気象環境には、 1 kmメッシュの日別メッシュ気象値

を用いた。キャベツの在圃期間は低温期を除けば 3

ヶ月間程度と短いにもかかわらず、生産統計の集計

期間は 3～ 5ヶ月間と長いので、遭遇気象環境は収

穫週毎に収穫面積で加重平均した。こうして定植～

収穫の気候登熟量示数を算定し、気温の影響を調査

した。

（イ）熊本県の夏秋どりキャベツを対象として、青

果物市場統計情報に記載される階級情報から月別の

収穫球数と一球重を算定して、豊凶との関係を調査

した。その結果に基づき、公表され、なおかっ継続

的かつ網羅的に収集されている既存情報に基づく新

たな収量構成要素による収量予測モデルについて検

討した。

（ウ）温暖化シナリオに基づいて収穫期・収穫量を

予測して、既存産地の作型変更や新産地の立地ある

いは作期・導入適品種等の決定を対話的に支援する

産地間連携支援システム開発のプロトタイプを、既

存の成果を活用しつつ設計した。



ウ研究結果

（ア）キャベツの単位面積当たり出荷量を栽培期間

中の積算日射量で除した気候登熟量示数と気温の関

係を図33241に示した。冷涼な気候を好むといわれ

るキャベツであるが、水稲と異なって気温に対する

最適値をもたず、気温が上昇するに従い徐々に上昇

する傾向を示した。栽培設計や栽培管理といった人

為的要素の影響が大きいことに加えて、野菜類では

多収よりも生育の均一化に力点を置いた栽培がなさ

れることが大きな原因と考えられた。また、収集さ

れた事例は15～20℃といわれる適温域から極端には

気温が高くはなっておらず、気温上昇による生育期

間の短縮は早生化と同様に病虫害等による減収を抑

える効果をもたらした可能性も想定された。

（イ）階級情報が付与された1998～2007年の青果物

市場統計情報を用いて、年々の収穫面積の変動が小

さいと想定された熊本県の 9月どりキャベツの一球

重の階級値毎の出荷球数を、 一球重の大きい方から
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図3324-3 産地間連携支援システムのプロトタイ

プの概念図

積算して得た累積出現頻度分布を図33242に示した。

図には、対象とした10年間で最も豊作の年と最も不

作の年の結果だけを示した。豊作年は一球重が大き

いだけでなく、球揃いがよかった。凶作年は、逆に

一球重が小さいだけでなく、玉揃い極めて悪かった。

こうした傾向は、現地の指導者や流通関係者も認め

るところで、豊作年でも、凶作年でも市場に出荷さ

れる一球重の平均値はあまり変わらないことも指摘

されている。一個体に収穫部が一個しかなく、市場

出荷可能なー球重に下限値が存在するキャベツの収

量は、圃場全体の一球重の分布を、平均値と標準偏

差で表す分布を想定して、大きな球から収穫限界と

なるサイズまで積分する収量予測モデルを想定する

のが適切と判断された。気象環境は、 一球重の平均

値と標準偏差に影響すると想定されるが、関係者の

聞き取り調査結果や図33242等の結果からは標準偏

差により大きく影響していると考えられ、標準偏差

が重要な指標と考えられた。
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図3324-2 キャベツの一球重と単位面積当たりの

出荷球数の積算値

熊本県産9月どりキャベツ、 1998～2007年



（ウ）産地問連携支援システムが解決すべき課題は、 フ。の概念設計を行ったが、さらに検討を要した。

現在の市場への出荷量とその変動量が温暖化や気象

変動の増大に伴ってどのように変化するのかを提示

しつつ、問題となる端境期や大きな出荷量の変動を

解消するように既存産地の適切な作期や新産地の位

置と作期を提示して、将来の市場出荷をより安定化

させることと考えられた。そこで、現状や将来の予

測値を提示しつつ、問題の解決を対話的に探る図

3324 3のようなシステムをプロトタイプとして概念

的に設計した。端境期や出荷量が変動しやすい時期

に着目して、収穫希望時期や新産地の形成を希望す

る概略の地域を指定して対話的に行うのであれば、

既開発の適地適作判定支援システム

(http: I /www. tekisaku. jp／、 Oharaet al. 1 l）を相当

程度利用可能である。

工考察

キャベツの栽培期間を対象として気候登熟量示数

と気温の関係を調査すると、産地・作型でばらつき

が大きく、登熟期の水稲とは異なって栽培適温が存

在しないことが明らかになった。水稲と異なり栽培

法の均一化が進んでおらず、産地・作型で栽培設計・

管理法が大きく異なるだけでなく、栽培の目的が収

量の最大化でなく、生育の均一化にあることが大き

な原因と考えられた。キャベツは、一個体に収穫部

が一個しかなく、販売可能な収穫物のサイズに下限

があることが大きく影響しており、作業効率の向上

という観点からも生育の均一化は重要と考えられた。

生育のばらつきが極めて重要な指標と考えられるこ

とから、生育のばらつきと気象の関係について解析

をさらに進めることが急務と考えられた。また、個

体聞の生育の非均一性を気象環境との関係で表せる

収量予測モデルの開発が急務と考えられた。

産地移動や作型の変更、産地問連携については、

既存の適地適作判定システムを活用するプロトタイ

オ今後の課題

栽培指導機関・流通関係者が収量に及ぼす気象の

影響について定性的に把握している関係を定量的に

示せる新しい収量予測モデ、ルの概略を提示で、きたが、

気象の影響を定量的に解析するには至らなかった。

今後、モデルの構造をさらに検討し、解析を進めて、

その有用性を実証し、収量予測に応用することが大

きな課題であった。また、産地間連携支援システム

のプロトタイプの概念設計はできたが、既開発の適

地適作判定システムを活用して実用化することが今

後の大きな課題で、あった。

力要約

市場入荷量の変動原因である収量の年々変動は、

一球重のばらつきが不良気象条件で増大し、なおか

つ出荷可能な一球重に下限があることが大きな原因

であることを明らかにした。こうしたぱらつきの原

因として、病虫害や生育異常、生育の不揃いの激化

等が考えられ、産地関係者・市場関係者の聞き取り

調査でも指摘される現象であった。また、端境期等

を対象として、対話的に栽培適地を探索する産地間

連携支援システムのプロトタイプを概念設計した。

キ引用文献

1 ) Ohara G. et al. (2005). A new method for 

determining the planting season based on the regional 

climatic environment of crop locality. Journal of 

Agricultural Meteolology. 60 ( 5) : 1081 84. 

2）大原源二（2010）.キャベツ等の新たな収量予測

モデルについて． 日本農業気象学会講演要旨. p61. 

研究担当者（大原源二）
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第 4章 地球温暖化が水資源や低平農地に与える影響評価

( 1 ）農地水利用解析に基づく濯澗用水量と洪水

への温暖化影響評価と将来予測

ア研究目的

地球温暖化に伴う農業用水への影響は、水丈・水

循環モデ、ルを通して各種分野への影響評価が行われ

るが、これまで利用されてきたモデルには水田を主

体とする農業水循環や洪水過程の組み込みが行われ

ていなし、。そこで農業用水利用に関する予測精度を

向上させるためには、これらの影響を組み込んだモ

デ、ルの開発が必要である。一方、地球温暖化の影響

は、アジアモンスーン地域では、年間降水量は増加

するが、集中豪雨の頻発による洪水と、厳しい渇水

の両者が同じ地域で発生する可能性が高まると予測

されている。すなわち、両極端現象の顕在化に対応

するためには、それらを別々なものとして扱うので

はなく、一体に取り扱う必要がある。さらに、温暖

化実験の結果として全球気候モデルから提示される

諸量に関しては、流域レベルで、の解析や影響評価の

ために、空間的な情報をどのように取り入れるかの

詳細検討が必要である。また、予測手法を汎用化す

るには、全球気候モデ、ル等で、得られる気候情報を解

析に入力するための汎用的なインターフェイスの開

発も必要となる。そこで、本研究課題では流域レベ

ルの農地水利用を考慮、した水循環モデ、ルを構築する

とともに、統計的ダウンスケーリング手法等を用い

た気象予測データに対応した入力インターフェイス

の開発を行い、濯j既用水量と洪水を考慮した水循環

変動メカニズムを明らかにしてその予測手法を開発

する。

イ研究方法

（ア）検討対象流域として関川流域（長野県・新潟

県）を選定し、基礎資料の収集と土地利用・作付状

況のモデ、ル化と流域モデ、ル・流路網モデルの作成を

行った。次に、濯概と発電のダム管理と農業用水利

用実態の把握を行い、農業水利用システムを水利用

モデルにどのように取り組むかの検討を行った。ま

た、収集した地形・水丈等の基礎資料並びに農業水

利用情報を加工するとともに、農業水配分、積雪・

融雪、施設（ダム）管理等の要素を組み込んだ分布

型水循環モデ、ルを開発した。

（イ）統計的ダウンスケーリング手法等を用いた気

象予測値の特性の把握とそれらデータに対応した入

力インターフェイスの開発を行った。さらに、本プ

ロジェクトで定められた共通気候シナリオと上記の

開発モデ、ルを用いて、長期的な気候変動に伴う必要

濯概用水量並びに利用可能水量の変動をシミュレー

トした。

ウ研究結果

（ア）地区の選定と収集資料並びに流域・流路網モ

デ、ルの作成

選定した関川流域は、流路長64km、面積1,140km2 

からなる河川流域である（図34011）。流域は上流の

急峻な山地部と下流の低平地を有し、土地利用は山

地が中心であるが、下流には中山間地の天水田、さ

らには野尻湖や笹ヶ峰ダムを水源とする濯慨が行わ

れる低平水田が広がっている（表34011）。冬季は海

岸部を除く平野や山岳部に多量降雪があり、地域は

日本有数の豪雪地帯である。

基礎資料として気象庁アメダスより降水量、蒸発

散量推定に必要な気象データ (1980年～現在）、国交

省河川｜局より降水量（2002年～現在）、国土数値情報

から土地利用（地目）、標高、河川網、ダムの各諸元、

日本水土図鑑から土地利用（地目、濯概）、水利施設、

水路網、土地改良区の各諸元（図3401-2参照）、ダム

管理年報から笹ヶ峰ダム管理記録（1988～1997年、

1999～2003年）を収集した。

流域モデ、ルの作成にあたっては、まずメッシュサ

イズを検討し、 1kmメッシュを基本とすることを決

定した。それに従い、国土数値情報、日本水土図鑑

のデータを 1kmメッシュで集計し、メッ、ンュ毎に地

目別の面積割合を決定し、農地土地利用に主眼をお

いた流域モデ、ルを完成させた。さらに、現地調査を

行い、主要濯j既施設（ダム、頭首工、幹線用水路等）

の機能確認と幹線取水量の実測、関川流域土地改良

区で聞き取り調査による本流域内で、の代表的な水稲

作付暦の確認を行った。

次に、標高データ（国土数値情報、 lOOm単位）か

ら1km2メッシュの平均標高を算出し、最急勾配に基



表3401-1 関川流域の土地利用（面積率）

新潟県

図340ト1 対象流域の概要（関川流域）

［図中の色分けは、異なる土地改

良区の区分け］
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図340ト2 日本水土図鑑に登録され (a）受益地（赤丸は取水地点） (b）配水順序

ている情報（水利施設、用水路系統、 図3401-3 濯蹴受益地と配水の計算順序の決定

土地改良区等）［図中の色分けは、異 ［図中の色分けは、異なる土地改良区の区分け］

なる土地改良区の区分け］

づく仮想流路網を自動発生させた。同時に、気象デ一 範囲、取水施設地点と最大取水量、幹線水路と取水

タに関しても、 1km単位のメッシュ化を行って、分 施設（地点）の位置）から特に用水路（第 l段）と

布型水循環モデ、ルへの入力とした。 土地改良区範囲（第 2段）をメッシュ化し、それら

（イ）農業水利用サブモデ、ル（用水配分部分）の検 を関係づけることで受益地を自動的に決定する手順

討 （図34013 (a））、さらに上流から配水する手順（同

分布型水循環モデル（谷口ら l）、Masumotoet al. 2)) 図（b））を決定した（谷口ら 3））。同時に、関川｜土地

の主要要素である農業水利用モデ、ルに導入すべき大 改良区内主要地点における用水量の現地観測も行つ

規模濯概施設による用水配分過程のモデノレ化を行っ た。

た。まず、日本水土図鑑の登録情報（土地改良区の



ハU
n

u

n

u

n

u

 

n

u

n

U

 

2

1

 

（

E
E
）
主

ω
－ezコU

凶
出
話
〉
〉

E
OC凶

ID=2726 

calculated 2003 
口 obser四 d

calculated 2006 
o observed 

calculated 2007 . 
• obseued 

。
。

~~＇ーも＼
－－♂』 ＼

円 ー ＼ 
／】 ＼

,.---" ¥ 
J’ 

／ A ・・－－・－－－－－ －・ ． ＼ O'-"'" .プ J・...- ' ,・ .... ・・・・. ' 
12 1 2 3 4 5 month 

図340ト4 積雪融雪モデ、ルによる積雪等水量の

再現性（濁池地点）
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図3401-5 分布型水循環モデルによる流量の再現性（高田観測地点）

表3401-2 ダム管理モデ、／レに用いた貯水池の諸元

有効貯水量 流域面積 都市用水計画給 最大発電放流量

(m3) 蜘n2) 水量（m3/d) (ni3/d) 
貯水池の目的

笹ヶ峰ダム 9.2×106 55.8 。 0.28x106 濯i既・発電

野尻湖 9.8×106 13.0 。 0.36xl06 ；甚i既・発電

正善寺ダム 2.7x106 6.3 0.04×106 。 洪水調節・不特定

利水・上水道

（ウ）積雪 ・融雪及びダム管理モデ、ルの開発と分布

型水循環モデ、ルへの組み込み

熱収支法に基づく積雪融雪モデルを分布型水循環

モデルに導入した（吉田ら 4)) （図34014）。顕熱 ・

潜熱輸送量を推定するためのパラメー夕、地形を考

慮、した受光係数を考慮、しそのモデルを水循環モデ、ル

に導入したところ、高田地点（支配面積703km2）に

おける冬季の観測流量の再現性が向上した（図

3401 5）。

関川流域内の 3つの貯水池（表3401-2）を対象に

分布型水循環モデ、ルに組み込むダム管理モデ、ルの開

発を行い、分布型水循環モデ、ルに組み込みを行った。

さらに、 日本の貯水池濯概の特徴を考慮し、補給的

に放流を行う管理モデ、ルを構築した。そこでは濯概

放流のみではなく発電放流や余水吐越流量、都市用

水などの放流についても考慮している。ダム管理モ

デ、ルの組み込みにより、融雪期の貯留、夏場の渇水

期における補給的な放流などの水資源管理の過程が

表現可能となった（図340ト6）。

（エ）気候シナリオの入力と気候変動に伴う濯翫へ

の影響予測

気候モデ、ル（GCM、東京大学が開発した気候モデ

ル「MIROC」高解像度版）に対するバイアス補正法

として、確率分布を用いたバイアス補正法を採用し、

日降水量、日平均風速、日平均気温、日平均湿度の 4

要素についてバイアス補正を行った。また、補正し



減少しており、頭首工における取水に影響を与える

ことが予測された（図34017）。さらに、洪水時の影

響として、高田流量観測点における確率日流量を

Gumbel分布で推定した結果、確率日流量は近未来、

21世紀末ともに増加している（図34018）。また、農

地水利用についての影響評価では、融雪流出の減少

による代かき期の実取水量の減少（図34019）や代

かき日数の変化、さらに少雨年における濯蹴水田の

作付面積が減少することなどが予測できた。

た日流量の中から更に月ごとに最大日降水量を抽出

し、 極値分布の一つで、ある Gumbel分布を適用するこ

とにより、極値のみのバイアス補正も併用した。極

値のバイアス補正を併用することで、月最大の日降

水量も実測値に近い値に補正された（工藤ら 5））。

バイアス補正を行った温暖化予測実験結果を分布

型水循環モデ、ルに入力し、気候変動が洪水や濯概へ

与える影響について評価を行った（工藤ら 5））。河川

流量についてみると、 気温上昇により融雪流出量が

板倉頭首工地点
1000 
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ぜ、

E 

酬
輔さ
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2000 1000 
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図3401-8 確率日流量の変化
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図340ト7 板倉頭首工地点における流量の温暖化

影響評価
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21世紀末（20812100）。

と最低日流量。
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図3401-9 各メッシュにおける実取水量の変化 （現在と21世

紀末の取水量の比）



工考察

本研究で開発されたモデルは、 GIS情報の利用を含

め、現在利用できる最も詳細な情報を利用すると同

時に、多様な水利用や食料生産に関係する作物の作

付パターンや収量を組み込んだ分布型水循環モデ、ル

である。本研究の最大の特徴は、水田水利用の多様

性とそれぞれの水利用パターンを考慮することに

よって、蒸発散量や流量の推定を行うことに加えて、

流域内における利用可能水量、取水量、土壌水分量、

河川｜反復循環量、作物（特に水稲）の作付時期・面

積、収量等の諸量が任意の時間と場所において予測

できる点である。さらに、モデルの応用として人間

活動の農業水循環への影響や地球温暖化影響評価へ

と展開できることや、将来的には温暖化に伴う水田

作付時期の変化や水不足地域発生の予測などに利用

可能と考えられ、高い応用的価値を持つものと考え

られる。

特に、上記モデルの高度化をめざし、受益地内で

の用水配分過程や積雪融雪過程のモデ、ル化並び、に貯

水池運用モデルの開発を行い分布型水循環モデ、ルへ

の組み込みを行った。その結果、関川流域を対象に、

農地水利用を考慮した分布型水循環モデルを用いる

ことで、従来の流出モデルのような河川流量の影響

評価だけではなく、農地水利用について各種の具体

的な温暖化影響評価を行うことができることを明ら

かにした。

オ今後の課題

今後は、開発した温暖化予測手法を精般化すると

ともに、全国流域の擢蹴施設の管理情報をモデルに

組み込み、全国レベルの温暖化影響評価へと研究を

展開させる。さらに、次段階では水田の洪水防止機

能や農業用施設の運用管理を積極的に利活用した温

暖化対応策の開発を行う必要がある。

力要約

流域レベルの農地水利用を考慮した分布型の水循

環モデ、ルを構築した。次に、統計的ダウンスケーリ

ング並びにバイアス補正を行った将来の気候変動予

測データをそのモデ、ルに入力することで、 j藍蹴用水

量と洪水を考慮した水循環変動メカニズムを明らか

にするとともに、農地水利用への具体的な温暖化影

響評価を行った。
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( 2）地球温暖化に起因する離島の淡水レンズ地

下水資源への影響評価と将来予測

ア研究目的

淡水レンズは島や半島において海水を含む帯水層

の上部に、密度差によってレンズ状に浮いている淡

水域を指し、カリブ海、太平洋、インド洋などの低

平な島l興や、南西諸島（例：沖縄県大東島や多良間

島）などに分布している。淡水レンズは降雨浸透水

と海水の圧力バランスによって形成されていること

から、地球温暖化に起因する海面上昇が起こるとそ

の賦存量が減少するとされている (IPCC 1l）。一方

で、我が国では沖縄県を対象として淡水レンズを水

源として保全・開発する予定であること（内閣府2))

などから、淡水レンズ水資源への関心は高まりつつ

ある。

このような中、本研究課題では地球温暖化に起因

する離島の淡水レンズ、地下水資源への影響評価と将

来予測に資することを目的とし、モデル調査地にお

ける淡水レンズ賦存量の算定、淡水レンズ賦存量の



推定手法の確立及び淡水レンズ保全手法の検討を 石灰質砂から成る砂正砂層（層厚10～20m）、石灰藻

f了った。 球・サンゴなどを起源とする琉球石灰岩層（層厚50～

イ研究方法

（ア）モデ、ル調査地を琉球石灰岩分布地域において

淡水レンズが存在する沖縄県多良間島に選定し、水

理地質資料を収集した。また、モデル調査地におけ

る淡水レンズ賦存量の算定のため、地下水観測孔及

び既存井戸19箇所（図3402-1）において地下水位観

測、電気伝導度深度別測定を実施し、地下水中の電

気伝導度鉛直分布を把握した。また、同じ地点にお

いて電磁探査（使用機材：カナダ Geonics社製 EM34）、

標高測量等を行い、 3層逆解析によって地盤中の塩

淡境界深度を推定した。解析にはアメリカ Interpex

Limited社製！XlD(v3. 42）を用いた。さらに、調査結

果よりモデル調査地における塩淡境界面深度を分布

的に推定し、淡水レンズ形状と賦存量を求めた。

また、調査結果をもとに、地下水の塩淡境界深度

と、電磁探査における複数のコイル間隔によるデー

タから、従来法（ 3層逆解析）によって推定される

塩淡境界深度及び測定によって得られるそれぞれの

見かけ導電率を比較し、地下水観測と電磁探査法を

併用した効率的な淡水レンズ賦存量の推定手法を検

言すした。

（イ）密度流解析コード SEAWAT2000を用い、現地

の水理地質情報を入力してモデ、ル化するとともに、

島内に遮水壁を設けた場合についての淡水レンズ保

全効果を検討した。

ウ研究結果

（ア）図34022に収集した資料から作成した多良間

島の地質平面図・断面図を示した。地質は上位から

60m）、石英質砂岩から成る多良間砂層が分布してい

た。多良間島では難透水性基盤（透水係数107m/sec 

オーダー）の多良間砂層の上面深度が50m以上と深

く、石灰岩帯水層中に淡水レンズが形成されている。

揚水試験より求めた琉球石灰岩の透水係数は島の各

部で異なり、島の西部では8.8×10 2m/s、北部では2.5 

×10 1m/s、東部では8.0×103m/sの値が報告されて

いた（長田ら 3））。

図34023に主な観測孔における地下水の電気伝導

度鉛直分布を示した。本研究では淡水の定義を、か

んがい用水として利用可能な電気伝導度200mS/m以

下とした。電気伝導度の鉛直分布は島内の観測孔の

位置により異なった。島の中心部よりやや西に位置

する18Tl（海岸線までの距離約1.5km）の電気伝導度

は、地下水面から標高－6mまで、200mS/m以下を推移

し、それ以深で、は深度が増すにつれて徐々に値が上

昇した。島のほぼ中心に位置する19T4（海岸線まで

の距離約1.8km）で、は電気伝導度が200mS/m以下の領

域は地下水面から標高 7mまでと、 18Tlに比べてや

や大きかった。これらの観測結果は、島の中央部で

淡水レンズは一定の厚さを持って存在していること

を示した。海岸寄りに位置する19T10（~毎岸線までの

距離約0.9km）で、は200mS/m以下の値を示したのは地

下水面付近の l点だけであり、電気伝導度が200mS/m

以下の領域の厚さは0.4mで、あった。さらに、海岸線

に近い 19T8 （海岸線までの距離約0.7km）では

200mS/m以下の電気伝導度は観測されなかった。こ

れらの観測結果は、海岸線に近づくにつれて淡水レ

ンズが薄くなることを示した。

-300-



・地下水観測孔
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図3402-1 調査地点位置図
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図3402-3 観測孔における地下水の電気伝導度鉛直分布

電磁探査によって測定された地盤の見かけ導電率

はすべての測定地点においてコイル間隔40mで最も

大きく、コイル間隔20m、lOmの順に小さくなった。

得られたみかけ導電率を 3層の導電率構造を仮定し

た逆解析を行い、初期値として 1層目（不飽和帯十

淡水域） : lOmS/m、lOm、2層目（汽水域） : 1, OOOmS/m、

lOm、 3属目（塩水域） : 4 OOOmS/mの値を与え、塩

淡境界標高を推定した。その結果、推定塩淡境界標

高を x とし、地下水測定によって求められた特定の

電気伝導度を示す標高を y とし、両者の差の二乗和

を最小とするような電気伝導度を求めると、おおよ

そ1,840mS/m で、あった。図34024に電磁探査結果よ

り求めた推定塩淡境界標高と、実測による1,840mS/m 

標高との関係を示した。電磁探査結果と電気伝導度
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図3402-5 電気伝導度の違いと淡水レンズ厚さ

の関係

人間活動の影響）、を挙げていた。本調査地において

淡水レンズ、の分布がやや偏っている原因は、島の東

部の透水係数が西部より小さいことによると考えら

れた。

ここで島の縁辺部の淡水レンズ厚を 0とし、図

3402 6に示す等層厚線を用いて淡水レンズを含む帯

水層の体積を計算すると約4,500万m3で、あった。多良

間島における石灰岩の貯留係数は揚水試験結果等よ

り概ね0.15と見積もられており、これを用いると淡

水地下水の賦存量は約680万ぱとなった。ただし、こ

の賦存量は19地点における実測及び推定値に基づい

ており、電磁探査結果による推定値を士 σの範囲で

変化させた場合の淡水レンズ賦存量は最大で730万

m3、最小で640万m3で、あった。

図34027に今回の調査結果を Whitakerand Smart6l 

が島l興における淡水レンズ賦存量、島の面積、年間

降水量との関係についてまとめた図にプロットした

ものを示した。調査結果（図の黒点）はWhitakerand 

Smart引が示した降水量1500mmのラインより淡水レ

ンズ体積が大きい側にプロットされるが、多良間島

における年間降水量は2,036mmであるので、今回の

研究結果は、他の島岨における研究例と整合的であ

ると考えられた。

（イ）モデルのメッシュ区分は X方向： 200m×31グ

x逆解析によって求められた推定塩淡境界標高（m)

図3402-4 電磁探査結果と電気伝導度実測値の

比較

実測値の聞には正の相聞が見られ、相関係数は

R2=0. 92と高いことから、本調査地においては電磁探

査によって地下水が一定の電気伝導度を示す標高

（又は深度）を推定することが可能であると考えら

れた。ただし、電磁探査によって推定されるのは電

気伝導度1,840mS/mの標高で、あった。このため、観

測干しにおける電気伝導度1,840mS/m以下の領域の厚

さと、電気伝導度200mS/m以下の領域の厚さとの関

係を求めた（図34025）。両者の聞には正の相関があ

り、相関係数は R2二 0.91で、あった。また、図34025に

示す近似式における実測値との残差の標準偏差 σ

=O. 82であった。この式を用いて、電気伝導度200mS/m

標高が未知の地点について、電磁探査で得られた推

定塩淡境界標高から淡水レンズの厚さを推定した。

図3402 6~こ実測及び推定によって求めた各地点の

淡水レンズの厚さと等層厚線図を示した。淡水レン

ズの厚さは島の中央部で最大 7mに達し、縁辺部ほ

ど薄くなった。また分布の中心がやや北東に偏って

いた。淡水レンズ形状を非対称とする要因として

(Ruppel et al. 5 l）は、（1）透水係数の不均質性（透

水係数が小さいほど淡水レンズは厚くなる）、（2）平

均海面標高の違い、（3）粘土等の透水性が著しく異な

る層の挟在、（4）調査地点固有の変則的な性質（降水

量や蒸発散量の偏在、滑走路等の人工構造物の存在、



リッド、 Y方向： 200m×24グリッド、 Z方向： 1.5m 

～15m×13層とした。石灰岩の透水係数は0.44cm/s、

貯留係数は0.15、多良間砂層の透水係数は1.0× 

10 7m/sを初期値とし、現地調査における淡水レンズ

形状（図34028）に近づけた。このモデ、／レを用いて、

遮水壁を設けた場合の淡水レンズ保全効果について、

島の周囲に遮水壁（厚さ lm、透水係数0.Olm／日王子

図3402-6 淡水レンズ等層厚線図

図3402-8 多良間島における淡水レンズ形状

l×10 7m/s）を構築し、その深度を変化（海面下 EL-10、

12、 15、 30m）させたケースで計算を実施した。

計算の結果、基盤まで挿入しない不完全貫入の遮水

壁については、遮水壁先端深度を EL-12mより深くす

ると現況に比べて淡水レンズを増強できるという結

果となった。
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工考察

（ア）本研究においては地下水測定と電磁探査（ 3 

層逆解析）によって各調査地点の淡水レンズ厚を求

めたが、本研究で用いた電磁探査は、塩淡境界が地

表面に近い調査地では、データが取得できない、あ

るいは見かけ導電率が真の導電率に対応しない等の

問題があった（McNeil!り。このため、逆解析に必要

な 3つのコイル間隔によるデータの取得が困難な場

合について塩淡境界を推定する方法を検討した。

ここで電磁探査によって得られる地盤の見かけ導

電率に影響を及ぼす要素は、地質構造が同ーの調査

地内では地下水位と塩淡境界深度である。今回、地

下水位は調査地点によって大きく変化しないので、

それぞれのコイル間隔によって得られた地盤の見か

け導電率は、塩淡境界深度と相関を持つことが考え

られた。そこでコイル間隔別の見かけ導電率と、観

測干しで実測された電気伝導度1,840mS/m深度を比較

した。両者の関係を図34029に示した。図34029よ

りいずれのコイル間隔においても見かけ導電率と、

観測孔で実測された電気伝導度1,840mS/m深度との

聞には相関が見られた。コイル間隔lOm、20m、40m

に対する相関係数はそれぞれ R2二 0.38、0.92、0.91で

あった。 McNeill7lによると、電磁探査における探査深

度はコイル間隔が大きくなるほど深くなるので、コ

イル間隔がlOmの場合の相関係数が小さい理由は、

コイル間隔lOmで、は深度14～24mの塩淡境界を検知

することができないためであると考えられた。これ

に対してコイル間隔20m、40mの場合の相聞は高く、

一つのコイル間隔によって塩淡境界深度を一定の精

度で推定できることを示していた。適用する調査地

の条件によって、塩淡境界深度推定に適するコイル

間隔は異なると予想されるが、 3つのコイル間隔に

よる見かけ導電率が得られない場合でも、地下水観

測結果によってみかけ導電率を塩淡境界深度に換算

する近似式を作成することによって、淡水レンズ形

状の把握や賦存量の推定が可能となることが明らか

になった。

（イ）計算結果より基盤まで挿入しない不完全貫入

の遮水壁であっても、現況に比べて大きく淡水レン

ズを増強できる可能性が見出せた。また遮水壁の根

入れが深くなるほど遮水壁内の地下水位が上昇し、

遮水壁内部の塩水が遮水壁の外に吐き出される

ウオツ、ンュアウトが生じていると考えられた。

オ今後の課題

今後の課題としては、海面上昇の影響を定量的に

評価するため、本研究で作成したモデルについてさ

らにパラメータ調整を行い、海水面が上昇した場合

の淡水レンズ形状を予測することが挙げられる。ま

た温暖化が淡水レンズに与える影響要因として、本

研究では海面上昇を対象としていたが、地下水の温

度が上昇することによる粘性の変化も無視し得ない

影響を及ぼすと考えられるので、この影響も定量評

価する必要がある。さらに対応策としての遮水壁は

施工深度によって効果が大きく異なることが明らか

になったので、遮水壁以外の対応策（塩淡境界を乱

さない揚水法など）も今後の検討を要すると考えら

れる。

力要約

淡水レンズが分布する沖縄県多良間島において、

淡水地下水の賦存量を明らかにするため、島内にお

いて地下水の電気伝導度深度別測定及び電磁探査を

f了った。電磁探査結果の解析により推定された塩淡

境界深度は、電気伝導度1,840mS/mを示す深度に対

応していた。この結果と、観測孔における電気伝導

度が1,840mS/mを示す深度と、 200mS/mを示す深度

との相関関係（R2二 0.9以上）等より島内の淡水レンズ

の厚さを推定し、淡水地下水賦存量を求めたところ

約680万 m3で、あった。また、電磁探査のみかけ導電率

と観測干しにおいて実測した塩淡境界深度は高い相聞

を持ち、近似曲線を作成することによって簡便に塩

淡境界深度を推定できることが明らかになった。さ

らに島内に遮水壁を施工した場合についてモデ、ル計

算を行ったところ、先端標高を EL.-12m以下で淡水

レンズ増強効果が認められた。
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研究担当者（石田聡ぺ土原健雄、吉本周平、皆 （ウ）有明海・八代海沿岸域における高潮脆弱性要

川裕樹、増本隆夫） 因の分析

( 3 ）詳細な氾濫解析に基づ、く沿岸農地への温暖

化影響の予測

ア研究目的

沿岸域に位置する農地の多くは地盤標高が低く、

洪水や高潮による浸水被害を受けやすい。地球温暖

化に伴う海面上昇や台風勢力の変化により、海岸堤

防の余裕高の減少や排水施設の排水能力の低下が進

み、沿岸農地の浸水被害に対する脆弱性は今後さら

に高まると予想されている（桐ら I) ）ほか、実際に

高潮による被害が生じている（丹治ら 2l)。高潮など

による浸水被害を受けた農地は、被害域を適切に予

測し、被害が見込まれる箇所に対し予め減災対策を

講じるのが重要である。実際の現場における浸水被

害対策を念頭においた影響評価には、詳細な氾濫解

析モデ、ルを導入した精度の高い被害予測を行う必要

がある。本研究では、水路網などの農業水利施設を

適切にモデル化した詳細な氾濫解析を行い、海面上

昇及び台風勢力の増強に伴う沿岸農地及び農業水利

施設への影響を評価する。

イ研究方法

（ア）沿岸農地の高潮氾濫被害及び農業水利施設の

排水能力評価モデ、ルの開発

桐ら 3）は、排水路網が整備された沿岸部の農地に

有明海及び隣接する八代海の海岸堤防の現状を現

地調査し、高潮災害に対する脆弱性の要因を分析し

た。

（エ）気象モデ、ルの導入

李ら 5）によるメソスケール気象モデ、ルによる九州、｜

近海を襲った過去の気象擾乱（台風及び低気圧）の

再解析データをもとに高潮シミュレーションを行い、

現状の海岸堤防の高潮災害危険性を評価した。

ウ研究結果

（ア）沿岸農地の高潮氾濫被害及ひ、農業水利施設の

排水能力評価モデ、ルの開発

高潮災害では、河川等を遡上した高潮が上流部で

浸水し被害を拡大するため、氾濫解析において水路

における流況の正確な予測は重要である。本研究で

は、排水施設を詳細にモデル化できるよう、排水機

場近傍で発生する局所的な水位上昇を適切に評価す

るため、非線形分散波モデ、ルを導入した排水路系の

モデ、ルを構築した。

海域における潮位分布を精度よく解析するため、

気泡関数要素を用いた潮流解析モデ、ルを構築し、解

析精度を検証した（桐ら 6））。本モデルの構築により、

詳細な沿岸潮位分布を再現することが可能になった。

（イ）対象沿岸農地の詳細モデ、ル化

有明海沿岸域の排水系統図及び地形図などから解

析対象領域（図3403-1）を290のブロック（幹線水路
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や道路によって区分される領域）に分割し（図

3403 2）、解析データを作成した。ここで、地形標高

データには、 一般に入手が容易な国土地理院発行の

50mメッシュ標高値（50mDEM）ではなく、一級河川｜

周辺域の航空レーザー測量の結果を適用した（図

3403-3）。これは、 50mDEMの標高精度が lmと低い

ため、起伏の少ない沿岸部の農地では地形形状が十

車

司、

fむがd

。『‘
。J

<J' 

I' 

。d
Scale: km 

0 120 240 480 720 

図3403-1 高潮解析エリア

赤枠が高潮の再現計算に使用した解析領域。有明海内部の

現象が解析対象であるが、台風の接近から通過までを再現

しなければならず、広範囲の解析領域が必要となる。

図3403-3 航空レーザー測量データを用いた陸域標高

データの例（筑後川河口地点）

航空レーザー測量による標高データの解析で得られた標高分

布である。従来用いられていた50mメッシュ標高データでは

表すことのできない平坦な沿岸農地においても、標高分布を

再現することができるようになり、詳細な高潮氾濫解析が可

能となった。

分に再現されないためである。航空レーザー測量結

果の入手は、研究計画時は想定していなかったもの

である。地形データは、氾濫解析の精度に最も影響

を及ぼすものであり、航空レーザー測量の結果を用

いることで、通常の氾濫解析で用いられている地形

データよりも遥かに高い精度で地形形状を再現でき

るようになった。

図3403-2 有明海 ・八代海沿岸域のブロック分割状況

有明海および八代海沿岸を290のブロックで分割した結果で

ある。一つのブロックは、幹線水路または主要道路で固まれ

た領域のことであり、氾濫解析は、各々のブロック毎に行わ

れる。

． 、 ． ． ． ． 

＼ 

図3403-4 検討した台風の経路

有明海における高潮シミュレーションで、解析を行った台風の

経路である。本解析では、 1951～2004年の聞に九州近海を通

過した台風を抽出して解析を行った。



図3403-5 1991年19号台風来襲時の風速分布の例

1999年19号台風来襲時の有明海及び八代海近海の北方風速成

分の計算例である。有明海内部で生じている風速の空間変動

は、雲仙普賢岳等の陸域地形の影響を受けて生じたものであ

る。従来の経験的台風モデ‘ルで、解析した風速分布では、陸域

地形の影響を評価することができなかった。本解析で得られ

た風速分布を用いることで有明海内部の局所的な高潮偏差の

評価が可能になった。

（ウ）対象沿岸農地の高潮災害危険度及び温暖化影

響の評価

有明海における高潮シミュレーションで考慮した

台風の経路を図34034に示す。このうち、 1991年19

号台風来襲時の風速分布を示したのが図3403-5であ

る。高潮シミュレーションの結果、有明海では、湾

奥部が最も潮位が上昇する傾向がある。しかし、本

研究では、西岸の島原においても潮位上昇が見られ

た。日本における台風では、進行方向の東側の風速

が強し、ため、 一般に湾の西岸は高潮の危険性が低く、

この結果は意外であった。島原における潮位上昇メ

カニズムを分析した結果、湾奥部での潮位上昇が台

風通過後に伝搬し、島原沖に到達したものと考えら

れた。この結果は、現状は高潮対策が十分でない地

域における防御の必要性を認識させるもので、重要

な知見となる。

工考察

本研究では、沿岸部の農地における高潮被害リス

クの温暖化影響を評価するため、従来と比較して空

間分解能が高いデータを用いた詳細な氾濫解析の導

入を検討した。氾濫解析では、地盤標高データの精

度が解析結果に大きく影響を及ぼすため、航空レー

ザー測量の成果の活用を試みた。航空レーザー測量

のデータは、日本全国の一級河川沿いで整備が進め

られているところである。今回の研究では、地表の

起伏が少ない沿岸部の農地の標高だけでなく、実測

データの収集に多大な労力を要する堤防天端高デー

タを航空レーザー測量結果から読み取ることができ、

今後の氾濫解析の高分解能化への道筋が示されたと

いえる。

有明海沿岸域における海岸堤防の現状では、本州

を中心と した一般的な海岸堤防には見られないほど

大きな沈下の状況が観察された（図3403-6）。海岸堤

防の維持管理では、コンクリートの亀裂が検討対象

になる場合が多い。有明海 ・八代海沿岸の干拓地に

おける堤防の沈下速度は、コンクリートの劣化と比

較して、遥かに早いため、温暖化を想定した将来の
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八代海の農地海岸における海岸堤防の沈下状況の例である。この海岸では、堤防の計画天端高標高が T.P. 6. 2mであるのに対し、

沈下等により 0.2～0. 5mの不足が認められる。なお、海岸堤防始点（距離Om）で天端高標高が T.P. 5. 6mと低くなっているの

は、河川堤防との計画基準との違いによって生じた天端高の差である。

海岸堤防の維持管理では、堤防の沈下速度と維持管

理コストのバランスを十分に検討した対策が必要で

あることが明らかとなった（丹治 7））。

オ今後の課題

本研究では、高潮による氾濫を主な解析対象とし、

従来と比較して空間分解能の高い解析手法のプロト

タイプが完成した。今後は、今回開発したモデノレを、

上流部からの洪水と海域からの高潮のリスクをとも

に評価できるよう発展させていきたし、と考えている。

力要約

本研究では、有明海及び八代海沿岸の主要干拓農

地を対象に詳細な高潮氾濫モデルの開発を行い、将

来の温暖化の影響を検討した。詳細な氾濫解析モデ

ル化には、航空レーザー測量のデータを用いること

で、従来の氾濫解析よりも高分解能の解析を行える

ように解析手法のシステム化を図った。有明海で高

潮では、強大な台風が来襲した場合は、高潮により

上昇した潮位が湾奥部で反射し、本来は、潮位上昇

が大きくない島原沖に到達する可能性があることが

わかった。
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第 4編 地球温暖化に適応するための技術開発

第 1章 土地利用型作物における適応技術の開発

水稲の気温上昇への適応技術の開発

( 1 ）暖地における水稲の窒素管理改善による白未

熟粒低減技術の開発

ア研究目的

暖地水稲の収量・品質は低迷しており、登熟期の

高温や寡照が主因と考えられているが、気象的因子

の他に施肥管理や水管理など慣行の栽培管理の問題

点も指摘されている。そのため収量や品質が低下す

る機構の解明と、それに基づく対策技術の確立が課

題である。

本研究では、高温耐性品種‘にこまる’と普及品

種‘ヒノヒカリ’を用いて、緩効性肥料施用等の栽

培管理条件の違いが、暖地水稲の収量や白未熟粒発

生など品質に及ぼす影響を、土壌及び被覆尿素から

の窒素発現様式の面から明らかにして、最適籾数に

制御する施肥管理技術を確立するとともに、登熟後

期の窒素栄養条件を最適化することで、気候変動に

対応した高品質安定栽培技術を確立する。

イ研究方法

（ア）全量元肥施肥の被覆尿素入り肥料の種類や施

用時期が収量、品質に及ぼす影響

供言式品種として‘ヒノヒカリ’と高温耐性品種‘に

こまる’を用い、 2008年は 6月25日に2009年は 6月

24日に、 18.5株／niの裁植密度で

たO 施肥は、被覆尿素（CFと記載）入り肥料を用いた

全量元肥施肥とし、 CFにはシグモイド100日（SlOO)

とシグモイド120日（S120）の 2種類を供試して、施

用量は2008年はlOa当たり CF4kgN：化成 4kgN、2009

年は CF4.8kgN：化成3.2kgNのそれぞれ 8kgNとし

た。施用時期は、田植え日の20日前（2008年で、 2009

は22日前）、 10日前（同12日前）、 2日前（同 5日前）と

し、施用直後に捷枠を行った。なお、対照区として

化成肥料のみで、 lOa当たり元肥 5kgNと出穂3週間

前に穂肥を 3kgN施用する区を設けた。 PKについて

は、全区 5kg/lOaを元肥として窒素と一緒に施用し

た。また、同種類の被覆尿素を水田に埋設し、定期

的に抜き取り、残存する窒素量を調査した。

（イ）気温や日照時間の違いが籾数成立や収量に及

ぼす影響

筑後研究拠点の有機物連用圃場（有機物無施用

区： 19742007）の収量と気象観測データを用い、気

温や日照時間と収量との関係について検討した。

（ウ）気温上昇が土壌と被覆尿素からの窒素発現に

及ぼす影響の解明

筑後水田土壌（2008年 6点、 2009年 7点）の培養試

験を実施し、土壌の窒素無機化量の推定式を杉原ら

1 ）の方法に従い作成した。被覆尿素からの窒素溶出量

は、 Richards関数（原 2））を用いて推定した。地温の

推定は、水・地温の簡易計測法（丸山ら 3））を用い、

2008年（高温年：平年値＋1. 1℃）とそれよりも気温が

土 1℃での窒素無機化量や被覆尿素からの窒素溶出

量を算出した。また、出穂期などの予測には、 DYi

法（堀江・中川 4））を用いた。

（エ）温暖化に対応した全量元肥施肥の被覆尿素入

り肥料の窒素構成の最適化

2008、2009年に行った圃場試験アの結果から、化成

肥料及び被覆尿素の施肥効率を算出した。また、気

温が2008年土 1℃の条件下での土壌窒素無機化量と

被覆尿素からの窒素溶出量を計算し、各肥料の構成

量を変えた時の水稲の窒素吸収量を推定した。その

吸収量と、別に求めた理想的な窒素吸収量との差が

各生育ステージを通して最小となる組合わせを求め

た。

ウ研究結果

（ア）全量元肥施肥の被覆尿素入り肥料の種類や施

用時期が収量、品質に及ぼす影響

2008年は高温年で、近年（1994 2009）の稲作期間

( 6 /25 10/15）の平均気温（(26. 1℃二平年値十

0. 8℃）よりさらに＋O.3℃高かった。それに比べて

2009年はやや低温（近年の平均気温 0. 2℃）で、分

げつ期間の天候も悪かった。両年を通して、品種間
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差が認められ、「ヒノヒカリ」に比べて‘にこまる’

は、籾数が多く千粒重も重く収量は高く、検査等級

も優れた。一方、施肥処理の影響をみると、高温年

の2008年は全体に籾数が多く、処理聞に差はなかっ

たが、 20日前施肥では登熟歩合や玄米千粒重が劣り

収量が下がった（表4111 1）。これに対し2009年は、

20日前施肥や溶出の遅い Sl20で、籾数が少なく低収

となり、傾向が異なった。品質は、化成肥料区に対

し被覆尿素区は同等かやや勝る傾向で、差がやや大

きかった2008（高温）年の検査等級を見ると、被覆尿

素の SlOOでは、 10日前施用と 2日前施用でやや優り、

一方溶出の遅れる Sl20では、 20日前の早い施用で良

い傾向を示した。等級が良好な場合には、被覆尿素

からの窒素溶出パターンがほぼ一致した（図4111 1）。

表4111 1. 肥効調節型肥料の種類や施用時期の違いが収量・品質に及ぼす影響（2008年）

J'dl'重 煙区名 収量g/rd)，籾数×l山／凶l圭諒坂長合＼%）1二内立重耳） 支》長蛋白（%） 杉誼事汲l基耐熱）

SlOO S1201 SlOO S1201 SlOO Sl泊四100S120 SlOO S120 s100 s12o:s100 s120 

ヒノヒカリ C回 0日前 日3 550: 278 279: 87.9 87.8 :22.3 22.5 5.8 6.1 5.0 4.3 : 1.9 1.5 

CFlO日吉な 5回 566: 283 275: 88.8 90.3 :22.4 22.9 6.2 6.3 3.8 5.3 : 1.3 1. 7 

CF2日吉な 与86_5!)6_: -2_9? 2型： 89.0 90.5 :22.6 23.3 6.3 6.2 3.8 5.3 ~ 1.7 2.3 
（参考）化成 558 260 90.8 23.7 6.1 4.9 2.9 

にとまる C目 O日前 599 597' 304 296' 86.0 87.7 123.0 23.0 5.3 5.6 3.5 2.5 I 0.8 0. 7 

CFlO日吉な 618 6311 296 2991 90.5 89.1123.1 23.7 5.4 5.8 3.0 2.5 I 0.6 0.4 

CF2日吉な 622 6321 299 2971 88.9 89.9123.4 23.7 5.5 5.7 3.0 3.0 I 0.6 0.8 
l 寸 l 寸

（参考）化成 642 I 292 I 91.3 I 24.2 5.5 2.9 I 0.6 

（分背匂き杉17旦弄重 〉持ド 〉持ド 〉持ド 〉持ド 〉持ド 斗＇＊

H日$.JO)干謬須 ｜ 培ヰ

施用時期 2日日 10日 斗ヰ 持ヰ 持ヰ

2n日－2日 〉持ド 斗＇＊ 斗＇＊

10日 2日 持ヰ 牢

基噛土SlOO2 3日開包月1最同号室差詰：林判明治有意、玄米蛋白含童扶同士18陥模算低
検査等細え 1事』ク～等外在1～10て衰ーに
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出率（2008埋設試験。肥料は表lの銘柄と異なる）

表4111 2. 有機物連用圃場の収量と作況指数を説明する
重回帰直線の係数と決定係数

目的 l説明変数の標準偏回帰係数 l 決定 n 

変数 l日最低気温（℃） 1日照時間（h／日） l係数

日長l干ヲ幼形期登熟期7分可う功雨期亘熟扇l
収量 l0.51 0.53 : 0.36 0.37: 0.543** 27 

作況 l0.47 -0.35: 0.11 0.40 o.3o: o.686料 27
収量は、有機物連用圃場試験の化学肥料区（19742007，｛旦し台風年と’93（著し
い低収年）を除く）と福岡県の作況指数を、気象データは筑後の気象観測地（分
げつ期（6/257/31），幼形期（8/19/5），登熟期（9/610/15））の平均値を使用。

（×千粒） y二 2.6032x 32. 702 
35 r rrf I R2 = 0.6446* 
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図4111-2.移植から最高分げつ

期までの最低気温と籾数の関係
1995 2003年の有機物無施用区のデータ

(98年除く，ヒノヒカリ）
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（イ）気温や日照時間の違いが籾数成立や収量に及

ぼす影響

生育ステージを 3つに分けて、収量や作況指数に

ついて気象要素で説明する重回帰式を求めた。なお、

気温については日照時間と相関のない日最低気温を

用い、変数選択はステップワイズ（変数増減）法で行

い、その係数を表4111 2に示した。収量、作況の共

通項を見ると、幼穂形成期～登熟期間の日照時間だ

けでなく、分げつ期間の最低気温の影響も大きかっ

た。そこで、収量と密接な関係のある籾数について、

分げつ期間の最低気温との関係を検討すると、両者

には正の相聞が求められた（図4111-2）。

（ウ）気温上昇が土壌と被覆尿素からの窒素発現に

及ぼす影響の解明

被覆尿素からの窒素溶出は、気温が高いほど早く

なると予測された（図4111 3）。気温が高いと水稲の

生育も促進されるため、DVI法で出穂、期を推定すると、

士 1°Cの気温差では、 8月26日＋1～－ 2日と なり 、
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図4111 3.気温の違いが被覆尿素から
の窒素溶出に及ぼす影響予測（CU100)

表 4111-4.土壌の窒素無機化量計算に用いた式とパラ
メータ

単純型モデル： N=No[ 1 - exp ( - ks×ts）］、
ts=exp(Ea(T Ts)/RTTs）・t

(N：窒素無機化量（mgN/gds）、 No.推定可給態窒素量（mgN/gds）、
ks：標準温度速度定数（／d）、 ts：標準温度（25℃）変換日数
Ea活性化エネルギー（kJ/mol)、T絶対温度（K）、
Ts：標準温度（25℃＝298K）、
R気体定数（8.3U/mol/K）、 t：絶対温度Tにおける日数（d))

筑後土壌； Ea:82.1 kJ /mol、ks3.18×10-3 /dで、
No=0.148N 0.118(r=0.95）で算出できる。

表 41115.有機物連周囲場での土壌窒素無機化量の推定値（g／『nl
気温条件 l生育予測 ；有機物無施用 ；稲わら堆肥（2νlOa）連用

l出穂成熟l最分幼形出穂成熟 l最分幼形出穂成熟

2008+1℃：8/25 9;29: 3.o 3.8 5.1 6.6: 4.9 6.2 8.3 10.8 

2008並：8/261012: 2.9 3.6 4.8 6.3: 4.7 5.9 7.8 10.2 

2008-1℃：8/28 10/5: 2.8 3.5 4.6 5.9 : 4.6 5. 7 7.4 9.6 

差（（Ng／ぱ）／1℃） : 0.1 0.2 0.3 0.4 : 0.1 0.3 0.5 0.6 

上じ（%/1℃） : 3.0 4. 7 6.0 5.8 : 3.0 4. 7 6.0 5.8 
差と比は、2008+1℃と20081℃の窒素無機化量の差（比）の平均値で気温l℃変化に伴う
値。最高分げつ期と幼穂形成期は出穂期の30日前、20日前とし宇供試品種ヒノヒカリ、
6/25移種、計算、土壌窒素含量（mg/dgs）：有機物無施用区：2.0丸私わら堆肥連用区：2.80.

出穂期の窒素量では±8九（0.3gN／ぱ）の差となった。

しかし、その時期の窒素溶出量は急激に変化するた

め、溶出パターンのずれを算出すると、 50%溶出日

は8月21日を中心とする＋ 4～－ 5日となり、出穂日

との差は 3日～＋ 3日と推定された（表4111-3）。

次に、土壌からの窒素無機化量を推定するためパ

ラメータを求めた。筑後の水田土壌では、活性化エ

ネノレギーと標準温度速度定数を定数で与えることが

でき、可給態窒素量 Noは土壌の全窒素量から推定が

可能であった。このため、すべての土壌について統

一的な式を作ることができた（表4111-4）。土壌から

の窒素無機化量の推定値は、気温が高いほど多く、

l℃上昇による増加量は出穂期以降では0.3～0. 6gN/ 

ばであった（表4111-5）。全体の無機化量や施肥量と

比較すると大きな値で、はなかったが、増加の仕方は

一様でなく、最高分げつ期から幼穂形成期頃の増加

量が大きく、その後は低下する傾向を示した（図

4111-4）。

表 4111-3 気温上昇による生育予測と被覆原素からの窒
素溶出の推定

気温条件 ；生育予測 ；窒素溶出率（CFSlOO）；出穂と
l出穂期 差 l出穂期の 50%溶差：50%溶出
: （日） ：溶出率（%）出日 （日）：の差（日）

2008+1℃： 8/25 + 1 : 69 8/17 +4 : +3 

2008年並 ：8/26 0 : 61 8/21 0 : 0 

_29Q里づ－0~- ~ _8／~~ －二三J一一月 一一一一号l'._2§一二三L一一三 一一一
差（1℃） : 2 : 8 5: 3 
種まきは5/29（出芽6/2）、移植6/25、施肥は移植2目前に施用したとして算
出，ヒノヒカリ。差（日）は、2008年の気温条件と±1℃違う気温条件との差で、
＋は早い、 は遅いを示す。差（1℃）は l℃変化による差。

(Ng/rrf/日）
窒 0.010

素
無

機 0.005
化

増
力日

量 0.000

(11.0) 

移植ー最 最分一幼 幼形ー出 出穂一成
分期 形期 穂、期 熟期

図4111 4.気温1°C上昇に伴う土壌の窒
素無機化量の1日当たり増加量
（）は全無機化量に対する増加量の割合（%），有機物無施用区



表 4111-6.窒素吸収量モデル式と肥料の窒素利用率
の算出値

（水稲の窒素吸収量）＝
（土壌の窒素無機化量）×（土壌Nの利用率）
＋（元肥化成窒素量）×（化成肥料の早期施用に
よるN残存率）×（元肥 N利用効率）

＋（被覆尿素窒素量）×（被覆尿素の溶出率）
×（被覆尿素 N利用率）

土壌窒素の利用率 1.00 

元肥化成肥料の窒素利用率 0.45 

化成肥料の早期施用による移植 3週前施用 0.25 
窒素残存率 移植 10日前施用 0.80

移植直前施用＊ 1.00 

被覆尿素肥料の窒素利用率 0.80 
＊化成肥料の移植直前施用は残存率1.0とした

表 41117.各品種の最適生育相と生育時期別最適窒
素保有量

耳雇一寸目標 穂数 m'当り；最適窒素保有量
l収量 籾数 ：CgN/m') 
:cg/rrfl C本 InD (xlOO) ：幼形期出穂期成熟期

ヒノヒカリ ：580 360 290 : 5.5 8.8 11.5 

にこまる ：620 300 300 : 5.5 8.8 11.5 

（エ）温暖化に対応した全量元肥施肥の被覆尿素入

り肥料の窒素構成の最適化

水稲の窒素吸収量は、表4111-6によると考え、そ

の推定値と実測値との差を最小にするように窒素利

用率を求めると、化成肥料については45弘被覆尿素

については80切と推察された。‘ヒノヒカリ＼‘にこ

まる’とも、生育に伴 う窒素吸収量は類似しており

（図41115）、圃場試験で安定収量で高品質であった

最適生育相と最適窒素保有量について表4111-7に示

した。気温が2008年の値と ± 1℃変化しても施用時

期を10日位早くしても、この最適窒素保有量に近く

なるように肥料の混合量について、水稲の窒素吸収

量モデ、ルを用いて計算した結果を表41118には示し

た。慣行の施肥では、 高温年には初期の窒素発現量

が多くなり、化成を半減し被覆尿素も一部遅いもの

に置き変えた減肥 2が最適と判断された。

工考察

（ア）全量元肥施肥の被覆尿素入り 肥料の種類や施

用時期が収量、 品質に及ぼす影響

品種の効果は、試験を行った両年とも安定してお

り、‘にこまる’は‘ヒノヒカリ’に比べて、収量や

(xlOO車'ft.)

rrf 300 

当

た

り 250

籾
数

200 

ぞやJ。
企 . ~.企・ ， 
ペコ8・．

6 8 10 12 
穂揃期窒素吸収量（g/rrf) 

図4111-5.穂揃期の窒素吸収量

と籾数の関係

表 4111-8 被覆原素入り肥料の窒素成分とモデルから
算出した環境条件に対する安定性

種類 ；窒素成分量（kg/lOa) ；残差 ；安定性

；化成 CFSlOOCFS120；合計； ； 

慣行 l 4 4 I 81 6454 I×高温年

改良1: 3 5 : s: 5879 ：×高温年
一一一一一l一一一一一一一一一一一一一一寸一一一守一一一一－・一一一一一一一一一
減肥1: 2 4 I 6: 1697；ム高温早期

2 ~ 2 2 21 配 1812~ 0 
』 I ~』

3: 1 4 l 1 6: 1734；ム高温早期

4: 1 3 2: 6: 1938 ：× 低温年
安残差と安定性残差が小さい方が安定性は高く、×ムOの順に異常気
象年の安定性も高い。高温は高温年（’08+1℃）で、低温は低温年（’081 
℃）で、早期は早期（移植 12目前）施用で劣ることを表す。

検査等級が優れていた。一方、被覆尿素入り肥料の

種類や施用時期の影響は、年次により傾向が異なっ

たが、 20日前の早い施用時期では、収量が下がる傾

向で、品質も2008（高温）年には低下した。これは、

早い施用では、化成肥料の溶脱と被覆尿素の溶出が

前倒しとなり後半の窒素不足が起きたためと考えら

れた。 一方、圃場試験と被覆尿素の埋設試験の結果

から、品質がよい場合には、窒素の溶出様相がほぼ

一致しており、理想的な窒素溶出パターンの存在が

示唆された。また、2009年の結果からは収量が高く

なると品質が低下する傾向も伺われ、必要以上に籾

数を付けない生育前半の籾数制御が重要と考えられ

た。

（イ）気温や日照時間の違いが籾数成立や収量に及

ぼす影響

全国の水稲作柄の解析結果より、品質低下のー要

因として、乳白粒とも関係の深い籾数の増加傾向が、

暖地の麦跡など遅い作期の水稲作では問題点として

指摘されている（農林水産省 5））。暖地水稲の有機物

連用試験の1974年からの結果について気象条件との

関係について解析した結果、分げつ期間の気温上昇

に伴う籾数増加が重回帰分析と相関分析のデータか



ら裏付けられた。その増加程度は、最低気温 1℃上

昇で 3～ 9%と推定された。

（ウ）気温上昇が土壌と被覆尿素からの窒素発現に

及ぼす影響の解明

高温は、分げつ発生を促進するため、穂数や籾数

確保の上から有利と考えられるが、ここでは、籾数

増加の要因について、土壌の窒素無機化モデ、ルを作

成して検討した。その結果、気温上昇による窒素無

機化量の増大は、幼穂形成期頃に大きくなっていた。

この時期は籾数増加に最も敏感な時期であり、両者

の関連が示唆された。

一方、施肥の省力化のため元肥全量施肥も普及し

ているが、気温上昇に対する被覆尿素の溶出パター

ンの変化が生育に影響することも考えられる。そこ

で、被覆尿素の窒素溶出様相を評価したところ、 1℃

上昇で 3日程度早まると推定された。被覆尿素の施

用時期を変えた試験アでは、時期が10日間程度違っ

ても収量や品質に大きな影響がないことが判かって

いる。このことから、現在温暖化で問題となってい

る十 1℃の気温上昇の影響は、そう大きくない可能

性が高いと判断された。

（エ）温暖化に対応した全量元肥施肥の被覆尿素入

り肥料の窒素構成の最適化

やや高温年であった2008年の値より土 1℃変化し

た条件などで、好適な窒素吸収パタ ンになるよう

に全量元肥肥料の窒素構成見直しをモデ、ルを作って

検討した。この結果、初期の過繁茂による籾数過多

を抑え、登熟期の窒素栄養維持を図る、速効性の化

成肥料を半減し、かっ、緩効性の被覆尿素のうち半

量を溶出の遅いものに置き換えた配合が最適と判断

された。

オ今後の課題

土壌からの窒素発現モデ、ルや‘ヒノヒカリ’の生

育時期別の最適窒素保有量については、値がやや小

さい傾向にあり、さらに試験を行い、精度向上を図

る必要がある。また、今回提案した最適生育相や生

育時期別の最適窒素保有量及び温暖化に対応した全

量元肥施肥の被覆尿素入り肥料の窒素構成について

は、高温年や低温年など気象条件が異なっても適合

できるか、圃場での試験を重ねるとともに、モデル

の精度向上を図る。

力要約

有機物連用圃場の1974年からの結果について気象

条件との関係について解析した結果、分げつ期間の

気温上昇に伴う籾数増加がデータの上からも裏付け

られた。この要因について、土壌の窒素無機化モデ

ルを作成して解析したところ、気温上昇による窒素

無機化量の増大は、幼穂形成期頃に大きくなってお

り、両者の関連が示唆された。一方、気温上昇に対

する被覆尿素の溶出様相を評価したところ、 1℃上

昇で 3日程度早まると推定されたが、この程度の差

は収量品質への影響はそう大きくなく許容範囲内と

見られた。また、やや高温年であった2008年の値よ

り士 1℃変化した条件などでも、好適な窒素吸収パ

タ ンになるように全量元肥肥料の窒素構成見直し

をモデルにより、提案した。
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( 2 ）暖地における水稲の作期分散や水管理による

白未熟粒低減技術の開発

ア研究目的

近年、温暖化により登熟期間の気温が上昇し、白

未熟粒の発生や充実不足などの高温登熟障害が大き

な問題となっている。特に2007年は、 9月の気温が

非常に高く、移植時期を 6月末に遅らせても、白未

熟の発生や充実不足により品質が低下した。そこで

このような温暖化気象条件を踏まえ、更に遅い時期
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( 7月 l半旬以降）の移植による高温回避技術の可

能性を探るとともに、晩植において白未熟粒を軽減

しかっ収量や食味を低下させない施肥法や、登熟期

の水管理の違いが白未熟粒発生に及ぼす影響を明ら

かにすることを目的に試験を実施した。

登熟期の水管理法は、①間断潅水短：入水後、止水し

土壌表面が乾燥する前に入水（およそ止水 3日後）、

②間断潅水長：入水後、止水し土壌表面にひびがかな

り入ったのち入水（およそ止水 7日後）、③登熟中期

落水処理（中期落水）：出穂後15～25日落水処理、④常

時湛水の 4処理を設け、各区において出液速度、葉

イ研究方法 色の推移、収量、玄米品質を調査した。出液速度の

（ア）高温耐性品種利用による作期分散技術の開発 測定は森田・阿部 1）に準じた。また、 2009年は、各

供試品種に‘ヒノヒカリ’と高温登熟に比較的強 処理に深耕区（耕転深：約18crn、標準耕：約lOcrn)

い‘にこまる’を用い、移植時期を2007年は 6月 1日、 を設けた。 2008年は 6月20日、 2009年は 6月12日に

6月15日、 6月21日、 6月29日、 7月 6日、 7月13 機械移植し、栽植密度は18.5株／ばとした。

日、 2008年は 6月 5日、 6月27日、 7月11日、 7月

18日、 7月25日、 2009年は 6月19日、 7月 1日、 7月

10日、 7月17日に移植し、生育、収量、玄米品質、

食味等の作期移動に伴う変化を比較検討した。なお、

試験は、機械移植で行い、栽植密度は18.5株Irrf、施

肥量は窒素成分で、lOa当たり基肥 5kg、穂肥 4kg ( 2 

kgずつ分施、 2007年は 3kgの 1回施用）、計 9kg (2007 

年は 8kg）とした。

（イ）作期に応じた施肥管理技術の開発

供試品種に‘ヒノヒカリ’を用い 7月10日前後の

遅植で、施肥法の違いが生育、収量、玄米品質、食

味等に及ぼす影響について検討した。 2008年は 7月

11日に移植し、施肥量（10当たり窒素成分量：基肥

穂肥 l回目一穂肥 2回目）を、① 5-0-2、② 5-4-0、

③ 7 2 2、④LP5:5 (LPSSlOO : 50桁硫安50札 窒素

成分計 9kg）、⑤LP3:7 (LPSSlOO: 70桁硫安30%，窒

素成分計 9kg）、⑥ 5 2 2 （標準）、⑦無窒素の 7水

準、 2009年は、 7月10日に移植し、① 3 2 2、② 3 4 0、

③ 3 0 4、④ 5 4 0、⑤ 5 0 4、⑥LP5:5 (LPSSlOO : 

50九＋硫安 5側、窒素成分計 9kg）、⑦ LP3: 7 

(LPSS100:70九＋硫安30%，窒素成分計 9kg）、⑧ 5

2 2 （標準）、⑨無窒素の 9水準で実施した。試験は、

機械移植で栽植密度は18.5株Irrfとした。

（ウ）登熟期の水管理が白未熟粒発生に及ぼす影響

供試品種は‘ヒノヒカリ＼‘にこまる’を用いた。

ウ研究結果

（ア）高温耐性品種利用による作期分散技術の開発

移植時期を遅らせていくと、‘ヒノヒカリ＼‘に

こまる’とも穂数が増加し、その結果、 rrf当たりの

総籾数も増加する傾向にあり、 7月10日の移植で最

大となった（図41121）。‘ヒノヒカリ’ではぱ当たり

籾数が33,000粒を超えると 7月10日の遅植でも乳白

粒が増加し、‘にこまる’においても35,000粒以上で

は明らかに増加した（図41122) 0 

出穂後20日間の平均気温が27℃を超える高温年

(2007年）において、白未熟粒を10%以下に抑制できる

移植時期は、‘ヒノヒカリ’では 6月 6半旬以降で

あったが、‘にこまる’は 6月中旬移植でも抑制でき

た（図4112-3）。

収量は、 7月10日移植と 6月下旬移植を比較する

と‘ヒノヒカリ’では10目以上減収する事例が認めら

れたが、‘にこまる’では同等以上の収量が確保され

た（図4112-4）。

玄米タンパク含有率は、‘にこまる’より‘ヒノヒ

カリ’がいずれの移植時期においても高かった（図

4112 5）。食味官能試験の総合評価は、‘ヒノヒカリ’

では移植時期が遅いと低下する傾向が認められたが、

‘にこまる’において差は認められなかった（図

4112-5）。
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（イ）作期に応じた施肥管理技術の開発

2008年はいもち病の多発により登熟に対する影響

が大きく検討できなかった。

表4112-1に2009年の結果を示した。基肥をlOa当た

り5kgから40%削減し 3kgとした場合、穂数は約 5潟、

総籾数は約 7九減少した。品質は総籾数の減少により

施肥体系 3 2 2及び 3 0 4がやや良好で、収量は 3
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6月下旬に移植した‘ヒノヒカリ’の収量に対す

る比率
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-2-2と5-2-2を比較すると前者が 4弘程度少なかっ

た。穂肥時期では幼穂形成期に穂肥量の全量を施用

した場合、減数分裂期に穂肥量の全量を施用場合と

比較して、籾数が増加し、 登熟歩合、千粒重とも低

下した。しかし、白未熟粒との関係は、白未熟粒の

発生量が少なく差は認められなかった。



表4112-1 施肥法と収量構成要素及び品質（2009年）
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i 2.0 
起1.5
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* 自0.5
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辛6.0
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bJl 

画4.0

姻
模 2.0
召

0.。

穂 m当 1穂 登熟 干

区 総籾 申立
数 数 籾数歩合 重

名 *100粒
本Im Im 粒 % !?; 

3-2-2 421 297 70.6 86.8 24.7 
3-4-0 430 308 71.6 83.9 24.7 
3-0-4 401 266 66.5 89.7 25.1 
5-2-2 438 312 71.1 85.0 24.8 
5-4-0 448 330 73.5 81.0 24.3 
5-0-4 433 294 67.8 89.5 24.9 
LP5:5 447 310 69.5 83.5 24.1 
LP3:7 425 298 70.2 85.7 24.2 
0 0 0 303 193 63.9 85.4 23.5 

移植期： 7月10日

ロヒノヒカリ：2008
回ヒノヒカリ：2009

ロにこまる2008
固にこまる2009

常時湛水 間断短 間断長 中期落水

水管理法

図4112-6 水管理法と基部未熟粒発生率
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図4112-8 出液速度の品種間差

（ウ）登熟期の水管理が白未熟粒発生に及ぼす影響

登熟期間、常時湛水で、水管理を行った場合、基部

未熟粒が他の水管理法に比べ多くなった（図4112-6）。

一方、白未熟粒や青未熟粒を除いた「その他未熟粒」

は、常時湛水した場合が最も少なく、また、深耕す

ると「その他未熟粒」は減少した（図41127）。

登熟初・中期の出液速度は、白未熟粒の発生が少

ない‘にこまる’より‘ヒノヒカリ’が多く、品種

間差が認められた（図41128）。

収 玄米品質粒数歩合（%）
整

量
申立

kg/a 
63.3 92.5 
63.8 91.8 
60.0 93.9 
65.6 91.5 
64.8 90.8 
65.3 93.5 
62.3 93.5 
61.8 93.8 
38.9 95.3 
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図4112-7 水管理法とその他未熟粒発生率

工考察

（ア）高温耐性品種利用による作期分散技術の開発

遅植では収量の低下や玄米タンパク質含有率が高

くなることによる食味の低下が問題であるが、 1こ

こまる’は‘ヒノヒカリ’と比較して 7月10日の遅

植においても、慣行移植並の収量が確保でき、食味

低下も少ないことから遅植に適する品種であると推

察された。

2007年及び2009年では、移植時期を 7月上旬まで

遅くすると登熟前半の高温を回避でき、白未熟粒を

-316-



低減できたが、 2008年は登熟期の高温は回避できた

もの、ぱ当たりの総籾数が多くなり、その結果、白

未熟粒発生率が高くなり、品質が低下した。

7月上旬の遅植では、年次、品種と間わず、穂数

が多くなりその結果、 rrイ当たりの総籾数も増加した。

これは、移植直後から気温が高く、そのため地力窒

素の発現が多く稲体の生育が旺盛であったことによ

るものと考えられる。籾数が過剰になった場合、乳

白粒の発生が促進されること（高橋 2））が知られて

いる。遅植においては、白未熟の発生による品質低

下を避けるため、基肥を少なくするなど初期生育が

過剰にならないように制御する必要性があると考え

られる。

（イ）作期に応じた施肥管理技術の開発

7月10日の遅植では、基肥を慣行移植より 40%程

度削減した場合、総籾数は約 7九減少したが、外観品

質はやや向上し、収量低下は 4九程度あった。これは、

地力窒素の発現が移植初期から多く、稲｛本が吸収で

きる窒素量に限界があるため基肥を削減しでも、籾

数の低下が少なく、その結果、減収程度も小さくなっ

たと考えられた。

このことから、遅植では基肥を慣行より削減する

ことで、籾数過剰による品質低下を軽減効果が期待

できる。

（ウ）登熟期の水管理が白未熟粒発生に及ぼす影響

登熟期の水管理においては、常時湛水を行った場

合、間断擢水に比べ基部未熟粒が多くなった。これ

は湛水により昼間に水温が上昇し、夜間は気温より

水温が高く維持されるため稲体の温度が、間断潅水

した場合より高くなったことによるものと推察され

るが、今後詳細な検討が必要であろう。

一方、白未熟粒や青未熟粒を除いた「その他未熟

粒」は常時湛水した場合が少なかった。

登熟初・中期の出液速度は、 1ここまる’より‘ヒ

ノヒカリ’が高かった。出液速度は、水稲根系の活

力の評価手法であり、充実が良い‘にこまる’が‘ヒ

ノヒカリ’より高いと予想していたが、結果は逆で

あった。このことから、玄米品質と出液速度の関係

について今後さらに検討が必要であると考えられる。

オ今後の課題

高温を回避するため 7月10日に移植した場合、慣

行移植に比べ穂数が多くなるなど、生育が大きく異

なった。籾数過多になると品質は低下し、高温下で

はより品質が低下する。そのため、高温下でも収量、

品質（特に充実不足）に影響が少ない稲体の構成（時

期別の生育量、窒素吸収量等）を作期毎に明らかに

する必要があり、栄養成長期や生殖成長期の生育を

水管理、施肥等でコントロールし、高温でも品質・

収量に対する影響を軽減する技術を開発する必要が

ある。加えて、本県のような地形が複雑な地域では、

気温のほか、日照時間も異なるため、日照時間（日

射量）が品質に及ぼす影響等についても明らかにし

ていく必要がある。

力要約

高温登熟回避のため、 7月10日に遅植した場合、

‘にこまる’は‘ヒノヒカリ’と比較して、慣行移

植並の収量が確保でき、食味低下も少ないことから

遅植に適する品種であると推察された。また、遅植

では基肥を慣行より削減することで、籾数過剰によ

る品質低下を軽減できると考えられた。

登熟期の水管理は、常時湛水を行った場合、間断

擢水に比べ基部未熟粒が多くなり、一方、白未熟粒

や青未熟粒を除いた「その他未熟粒」は間断湛水に

比べ常時湛水することで減少した。
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( 3 ）温暖地における水稲の深水無落水栽培による

白未熟粒低減技術の開発・実証

ア研究目的

近年、夏季の異常高温を要因とする、玄米外観品

質（以下、外観品質と略する）の低下が問題視されて

いる。愛知県でも極早生品種‘コシヒカリ’で、特

に外観品質の低下が著しく、米価の低迷と相まって

生産者の経営を圧迫している。



一方、愛知県農業総合試験場が提唱した不耕起 V

溝直播栽培（以下、V直）の入水時から深水かんがいと

する「深水無落水栽培（以下、深水栽培）」は、慣行

の水深での栽培と同程度の収量で外観品質が向上す

ることが半lj明した。

そこで、‘コシヒカリ’を対象に、深水栽培の安定

した栽培体系を開発するとともに、外観品質向上効

果の要因を解明する。

イ研究方法

（ア）温暖地での夏季高温による玄米外観品質低下

の要因分析

愛知県内の現地水田ほ場で、実態調査を行った。

調査地点：愛知県内水田（2008年：20、2009年：11カ

所）。調査項目：収量、外観品質、植物体窒素濃度。

（イ）深水無落水栽培法の確立

V直で、たん水深が水稲の生育及び収量に与える影

響を調査した。併せて、深水栽培に最適な施肥体系

の確立を目指し、肥料の比較試験を行った。試験処

理は、たん水深 2水準（lOcm（以下、慣行）、 20cm（以

下、深水））と施肥法 3水準（表4113-1)とした。

施肥法

表4113-1 施肥法試験の構成

窒素
肥料種類

施肥量

kg/lOa 

肥料配合

慣行区 8 

型軽王写 6 
慣行 LP70:LPlOO:LPS80=3:2:5 

試験2区 試験 LP70：目LPlOO：・LPSS100=40：・ 15:45
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図4113-1 6コシヒカリ’出穂後20日

間の平均気温（2008、2009 安城）
1）平年値は、1980～2000年の平均値。

（ウ）深水無落水栽培法における外観品質向上効果

の解明

たん水深が光合成活性に与える影響を検討した。

（エ）深水無落水栽培における温室効果ガス発生状

況

深水条件が、メタンガス発生要因（土壌溶液中の

溶存有機態炭素（DOC）、地温、酸化還元電位、 2008

年）、メタンフラックスに与える影響（2009年）につい

て検討した。

ウ研究結果

（ア）温暖地での夏季高温による玄米外観品質低下

の要因分析

出穂後20日間の平均気温は、高温年であった2008

年（27.3℃）に比較して、 2009年（260 6℃）では0.7℃ 

低かった（図4113-1）。

2008年に比較して2009年は、整粒歩合が高かった

（図4113-2）。未熟粒発生の内訳は、両年とも乳白粒

に比べ基部未熟粒が多かった。

玄米蛋白質含量と外観品質には、両年とも整粒歩

合と正、基部未熟粒と負の相関が認められた（図

4113-3）。また、出穂期以降における葉窒素濃度と基

部未熟粒に負の相関が認められた（図4113-4）。
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図4113-2 障害粒の発生程度

玄米外観品質は穀粒判別機S社製

RGQilOで計測
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度と基部未熟粒との関係

(2009) 

図4113-3 玄米蛋白質含量と玄米外観品質との関係

l)Oは2008年、 ・は2009年。玄米蛋白質含量は N社製近赤外線分光光度
計 HON6500 玄米外観品質は図4113-2と同じ

2）玄米外観品質は図4113-2と同じ

表4113-2 肥料試験の結果

施肥 精玄 収量構成要素 外観品質（免） 玄米

年次水深
法 米重

登熟 千粒 ni当も
整粒

手L白 基部未 蛋白質

歩合 重 み数 粒 熟粒 含量
kg/lOa 見 g 千粒 % 

慣行 601 85. 2 21. 8 32. 5 69.9 4. 5 9.6 6.64 
20 試験1 548 82. 8 21. 7 30. 5 65.8 4. 0 10. 5 6. 52 

2008 
試験2 586 84. 5 22. 1 31. 3 71. 1 3.8 9.9 6.64 
慣行 575 80. 7 21. 8 32. 7 51. 4 7. 2 18. 1 6.61 

10 試験1 559 87. 5 21. 7 29.4 52. 2 5. 5 20. 3 6.40 
試験2 577 85. 7 22. 0 30. 7 57. 3 4.8 15.9 6.82 

慣行 575 84. 3 22. 2 30. 8 67. 1 3. 4 9.0 6. 30 
20 試験1 503 87.4 22. 6 25.5 69. 5 2. 7 8.8 6. 33 

2009 
試験2 543 86.6 23. 2 26.9 70.4 2. 7 7. 5 6.49 
慣行 564 78. 1 22. 0 32.9 66. 0 5. 3 6. 1 6.93 

10 試験1 564 81. 3 21. 7 32.0 65. 5 3. 1 9.2 6.48 
試験2 558 84. 1 22. 3 29.8 65. 1 3. 0 13. 1 6. 74 

分散
年次 ＊ ns ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ キ＊ ns 

分析
水深 ns ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
肥料 ＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ns ＊＊ ns ＊＊ 

1）収量と千粒重は水分量14.5見換算値

2）玄米蛋白質含量、玄米外観品質は図41132, 3と同じ
3）料、＊はl旬、同水準有意差有り、 nsは無し

（イ）深水無落水栽培法の確立

収量と外観品質に関する項目を年次間で比較する

と、 2009年は、 ni当たりもみ数の少なさから収量が

低かった。また、乳白粒と基部未熟粒が少なかった

ことから、整粒歩合は高かった。

深水は、慣行と比較して、収量が同等で整粒歩合

が 5～10ポイント高かった。

深水条件下で、慣行肥料の施肥量を減じた試験 l

は、大きく減収した。配合を変えた試験 2は、減収

程度が小さく、整粒歩合が高かったものの、玄米蛋

白質含量が増加した（表4113-2）。

（ウ）深水無落水栽培法における玄米外観品質向上

効果の解明

慣行に比較して深水の葉の気孔抵抗値は、幼穂形

成期から成熟期にかけて低く推移した（図41135）。

一方、成熟期の光合成速度と気孔コンダクタンスは、

深水が有意に高かった（表41133）。

成熟期における葉の窒素濃度は、深水が高かった

（表41133）。



表4113-3 たん水深が登熟期間の光合成速度、窒素濃

度及び窒素吸収量に与える影響（2008)

光合成速度 窒素濃度（見） 窒素吸収量（g／ぱ）

光合成 気孔コン
茎葉

速度 ゲクダンス
cm μmol m's' μmol .-' s' 

20 21.6 0.99 0.74 2.25 4.27 6.35 

10 15.2 0.49 0.77 2.08 4.50 6.24 

t検定料料 ns 料 ns ns 

1）出穂期は8/4。光合成速度の測定は8/22の11: 15～11 42 

に実施。 サンプリングは8/8~こ実施。

2) * ＊はl協の水準で有意差が有ることを、 nsは有意差が無い

ことを示す。
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図4113-5 たん水深が葉の気孔開度に与える

影響（2009)

1）出穂期は8/5。気孔抵抗値はD社製リーフポロメー

タで言十測した

2）計測位置は、 7/15では展開上位2葉、それ以降は

止葉で、行った

3）エラーパーは標準誤差。すべての調査日で5潟水準

の有意差が認められた（t一検定）

深水

口慣行

70 

ハU

ハU

ハU

ハU

ハU

ハ
υ

ハU

G

U

Z

υ

A

せ

q
J

ワム

1
4

（

－

Z

N
E

d

u
l
同
居
）
代

km
h

れ
れ
入
hm
vヘ

『＠ー深水

一0-慣行

90 

80 

70 

営60

性4

~ 50 

40 

図4113-7 たん水深がメタン77ックスに与える影響

(2009) 

チャンパ一法により計測した。

30 

図4113-6 土壌溶液中の DOC濃度の推移

(2008) 

の発生であること、②高温年でその傾向が顕著とな

ることが判明した。これらは、外観品質向上を図る

ために、基部未熟粒の低減が必要であることを示唆

している。

若松ら l）は、玄米蛋白質含量と背白粒及び基白粒

の発生に負の相聞があることを報告している。今回

の研究からも、基部未熟粒の発生と、出穂期以降の

葉の窒素濃度及び玄米蛋白質含量とに負の相闘が認

められた。

これらのことから、外観品質向上には、登熟期の

植物体窒素濃度を高めることが有効と考えられた。

（イ）深水無落水栽培法の確立

高温年、低温年とも、深水は慣行に比較して、減

収せず整粒歩合が 5～10ポイント高かったことから、

深水栽培は安定した外観品質向上技術であると考え

（エ）深水無落水栽培における温室効果ガス発生状

況

DOCと酸化還元電位（データ省略）は深水と慣行で

差は認められなかった（図4113-6）。一方、 地温は深

水が生育期間を通し、やや高めに推移した（データ省

略）。

また、

（図

考察

（ア）温暖地での夏季高温による玄米外観品質低下

の要因分析

今回の研究から、①愛知県での外観品質低下要因

は乳白粒ではなく背白粒と基白粒を含む基部未熟粒

最高分げつ期以降の 2週間毎のメタンフ

ラックスは、深水が慣行と同等かやや低かった

工

4113 7）。



られた。収量構成要素を比較すると、深水は穂数が

少ないものの一穂もみ数が増加しており、これが収

量に差が無かった要因であった。一般に、一穂もみ

数が増加すると登塾歩合が低下する場合が多いが、

今回の試験で、はなかった。これは、深水条件化で、

一穂当たりでの乾物生産が大きいことを示唆してい

る。大江・三本 2）は深水処理により、主茎の乾物増

加速度が向上することを示している。 V直は、移植栽

培に比較して主茎に依存する栽培法であることから

（小出ら 3））、主茎の乾物生産を向上させる深水かん

がいとの高い親和牲が示唆された。

一方、場内試験の結果から、試験2肥料は、施肥

量を慣行栽培より減じても、収量と外観品質が同等

で、有望だ、った。しかし、 2ヵ年のみの検討結果であ

り、施肥法については、年次や地域による変動を検

討するため、継続検討する必要があると考えられた。

（ウ）深水無落水栽培法における玄米外観品質向上

効果の解明

若松ら I）は、背白と基白粒の発生と窒素施用量と

の関係を指摘している。また、石原ら 4）、 5）は、水稲

で葉の窒素濃度と光合成速度とに正の相関があるこ

とを示している。これらのことは、植物体の窒素濃

度を上げ、ソース能を高めることで障害粒の発生が

抑制できることを示唆している。

一方、今回の研究で、深水栽培は、幼穂形成期から

成熟期にかけて慣行区より高い光合成能を有するこ

とが示唆された。さらに、出穂期において葉の窒素

濃度が高かったことから、深水栽培の外観品質が良

好であるメカニズムとして、①葉の窒素濃度が高く

維持されること、②光合成が活発となること、③ソー

ス能が高くなることが考えられた。

（エ）総合考察

深水かんがいは、新たな資材や技術を必要としな

いことから、生産者が容易に取り組むことが可能で

あると考えられる。しかし、慣行の移植栽培で深水

かんがいを実施するためには以下の欠点が考えられ

る。一つ目は、生育に合わせた水深制御が必要で、

これに拠らないと減収してしまう可能性があること

である（大江ら日）、菅井ら 7）、菅井ら 8））。このことは、

収量を下げることなく栽培するにはこまめな水管理

が必要であることを示している。二つ目は、移植栽

培では中干しが必要であり、その際にかんがい水を

すべて水田外へ出してしまうことである。これは、

深水かんがいは慣行栽培より多く水を要することを

示しており、水資源の有効利用の点から多くの面積

で行えない。もちろん、移植栽培においても無落水

で栽培を行うことは可能だが、重粘な土壌地域では、

収穫作業に与える影響を考慮すると実現は難しい。

演田ら 9）は、V直で入水時から深水かんがいを実施

しでも収量が低下しないことを示している。また、 V

直は中干しを行う必要が無いため入水当初から水位

を一定にしておけばよく、深水無落水栽培の水管理

は極めて省力的であるとしている。収量について、

本研究も同様の結果を得ており、さらに整粒歩合が

増加し外観品質が向上することが判明した。また、

温室効果ガスであるメタンの発生量も慣行水深栽培

と変わらないと考えられることから、深水栽培は大

規模経営体においても実施可能な栽培技術であると

判断された。

オ今後の課題

（ア）研究期間全体の研究目標に対する残された課

題

深水栽培の広域適用牲について検討が必要である。

（イ）今後の研究の展望等

深水栽培専用肥料について、より収量と外観品質

を確保できる配合を検討する。

また、出穂期以降の葉窒素濃度及び光合成活性と

玄米外観品質の関連牲が示されたが、これは、良好

な外観品質を得るための生育ノミターンを構築するた

めの資となり、向上技術開発の一助となり得る。

力要約

（ア）温暖地での夏季高温による玄米外観品質低下

の要因分析

2008年に比較して2009年は整粒歩合が高く、気温

と外観品質との関係が示された。障害粒のうち、基

部未熟粒の発生が多く、これが外観品質低下の要因

と考えられた。基部未熟粒は、出穂期以降における

葉の窒素濃度と負の相関があったことから、外観品

質は登熟期間の稲体、特に葉の窒素濃度に影響を受

けることが示唆された。

（イ）深水無落水栽培法の確立

V直と深水かんがいを組み合わせた「深水無落水栽

培jは、慣行水深と収量が変わらず、精粒歩合が 5～

10ポイント高かった。なお、生育が最適となる肥料



配合について、更に年次を重ねた検討が必要と考え

られた。

（ウ）深水無落水栽培法における玄米外観品質向上

効果の解明

慣行区に比較して、幼穂形成期から成熟期にかけ

て葉の気孔抵抗値が低かったこと、成熟期の光合成

速度と気孔コンダクタンスが有意に高かったこと、

成熟期における葉の窒素濃度が高かったことから、

深水無落水栽培の整粒歩合の高さは、高い光合成能

に起因すると考えられた。

（エ）深水無落水栽培における温室効果ガス発生状

況

たん水深が深くなることで、メタンの発生量は増

加しないと推察された。
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( 4 ）寒冷地における水稲の無効分げつ抑制栽培に

よる白未熟低減技術の開発と実証

ア研究目的

寒冷地北部に位置する秋田県においても近年、出

穂期前後から登熟期において異常高温に遭遇するこ

とが多く、主に白未熟粒発生による玄米品質の低下

が問題となっている。対策技術として西南暖地では、

作期移動による高温登熟回避技術が提唱、実証され

ている。しかし、寒冷地北部では春先の気温上昇が

遅いことと、冷秋で安全出穂期が 8月中旬であるこ

とから、作期移動による高温登熟の回避は困難であ

る。これまで、出穂期以降の水管理により応急技術

で対応してきたが、高温登熟lこ5郎、水稲生育・草姿

の解明と肥培管理の確立が求められている。

秋田県農林水産技術センターでは‘あきたこまち

（中苗）’において、育苗箱全量施肥密植栽培を、主

茎と第 3～ 6号 l次分げつを主体に有効歩合を高め

る分げつ制御技術として開発し、これにより安定生

産を維持し、玄米品質を高めることを明らかにして

きた（三浦ら I) ）。そこで、これまで構築してきた、

無効分げつ発生を抑制した高品質米安定生産技術の

夏季高温時における品質低減抑制効果を明らかにす

る。さらに、穂相、籾数に着目して技術を高度化し、

現地ほ場試験を踏まえて砂壌土水田における品質低

下を軽減する技術を開発する。

イ研究方法

（ア）農業試験場内ほ場での高温処理試験

a 耕種概要

(a ）供試品種は‘あきたこまち＼移植は2008年

5月15日、 2009年 5月13日に行った。

( b ）試験場所は秋田県農林水産技術センター農

業試験場内圃場（ 5 a）、土壌条件は細粒強グ

ライ土で、あった。

( c）試験区の構成

① 育苗箱全量施肥と密植の組み合わせ栽培

区（以下、箱施肥区）

箱施肥区の施肥は基肥窒素が2008年では 6g/nf、

2009年では6.5g/ m2になるようにシグモイドタイプ

の被覆尿素肥料（商品名は苗箱まかせ Nl00-40、窒素

成分のみ40%含有、 25°C~容出日数100 日）を用いて種

子の下に層状に施肥、覆土後に育苗を開始した。栽

植密度は24.2株Infで、あった。



②慣行施肥区（以下、慣行区）

慣行区の施肥は、速効性化成肥料を用い、基肥と

して窒素 6g/niを全層施肥で、行った。減数分裂期に

追肥として窒素 2g／凶行った。栽植密度は21.2株／ば

であった。

( d）高温処理

圃場内に穂揃期から 2週間程度ビニルハウス

(2. 4m×3. 6m）を設置し、高温条件にした。田面か

らの開放の高さは、 2008年は60crn、2009年は50crnで、

あった。

（イ）砂壌土水田ほ場での現地試験

a 耕種概要

(a ）供試品種は‘あきたこまち＼移植は2008年

5月16日、 2009年 5月14日に行った。

( b ）試験場所は秋田県中央地区の砂壌土水田圃

場（30a）、土壌条件は中粗粒グライ土で、あっ

fこO

( c）試験区の構成

① 育苗箱全量施肥と密植の組み合わせ栽培

区（以下、現地箱施肥区）

箱施肥区の施肥は基肥窒素が2008年では6.3g/ni、

2009年では6.5g／ばになるようにし、場内試験の箱施

肥区と同様に試験場内において施肥及び育苗を行っ

た。

② LPS60を主体とした肥料による側条施肥

区（以下、 LPS区）

LPS区の施肥は、シグモイドタイプ（商品名は LP

コート S60、窒素成分のみ42九含有、 25℃溶出日数60

日）とリニアタイプ（商品名は LPコート30、窒素成分

のみ42弘含有、 25℃溶出日数30日）の被覆尿素肥料を

窒素成分 3対 1の比率で混合し、移植時に側条施肥

した。基肥の施肥窒素が、 2008年は6.5g/ni、2009年

は6.9g/niになるように行った。栽植密度は24.2株／

ばであった。

③ 現地で行われている慣行的側条施肥区

（以下、慣行側条区）

慣行側条区の施肥は、 25℃溶出日数70日のリニア

タイプの被覆尿素肥料と速効性窒素が 1対 1で混合

されている肥料（商品名は LP苦土安 2号70）を移植

時に側条施肥した。基肥の施肥窒素が2008年は 7g/ 

ni、2009年は7.5g／ばになるように行った。幼穂形成

期に窒素成分で 1g/ni、減数分裂期に 2g/niを追肥

した。栽植密度は24.2株／niで、あった。

④ 現地ほ場の農家で行われている慣行施肥

区（以下、農家慣行区）

慣行側条区と同じ肥料を、移植時に側条施肥した。

基肥の施肥窒素が7.5g/niになるように行った。 2008

年は減数分裂期に窒素成分で 2g/ni追肥した。 2009

年は幼穂形成期に 1g/ni、減数分裂期に1.6g/ ni追肥

した。栽植密度は21.2株／niで、あった。

（ウ）調査

分げつ調査は、 1株 4個体植えの l個体について

各区 6株調査した。主茎 N葉（不完全葉は含まない）

から発生した l次分げつを N号とした。時期別の水

稲の生育、収量及び収量構成要素は、秋田県農林水

産部発行の平成16年度版稲作指導指針 p336344の調

査方法に従って行った。整粒率及び未熟粒率は Sa社

製穀粒判別器 RGQilOAを用いて調査した。玄米外観

品質は東北農政局秋田農政事務所調べである。玄米

タンパク質含有率はケルダール法により窒素含有率

を求め、係数5.95を乗じて求めた。現地試験で、行っ

た登熟期の出液速度の測定は森田・阿部 2）の方法に

基づいて行った。

ウ研究結果

（ア）試験場内ほ場における高温処理試験

a 登熟期間中の気温条件

ビ、ニルハウスによる高温処理では、ヒマニルハウス

内の最高気温においてハウスの外と比較して、 2008

年は2.1℃、 2009年は3.7℃の上昇が見られた（表

4114 1)0 平均気温及び最低気温はほぼ同様だ、った。

アメダスポイントの観測では、 2008年の出穂後20日

間の平均気温は秋田24.5℃、雄和23.3℃、大正寺

22. 9℃であった。 2009年の出穂後の20日間の平均気

温は、秋田24.6℃、雄和23.5℃、大正寺23.1℃であっ

た（表4114-2）。

b 収量及び収量構成要素

収量は、箱施肥高温区と慣行高温区、箱施肥区と

慣行区と比較して同等であった。穂相は l次枝梗率

が箱施肥を行った区でやや少なくなった。有効茎歩

合は箱施肥を行った区で高くなった。全穂数に占め

る主茎と 1次分げつ第 3～ 6号の割合は箱施肥を

f了った区で高くなった（表41143）。



表4114-1 ビ、ニノレハウスによる高温

処理期間の地表から80センチの気温

年次 （℃） ハウス内 外 差（内外）

最高 30.8 28.6 2.1 
2008 最低 18.4 18.3 0.0 

平均 22.8 22.5 0.3 

最高 32.1 28.4 3. 7 
2009 最低 19.3 19.2 0.1 

平均 23.9 23.1 0.8 
高温処理は2007年は8/68/20、
2008年は8/68/22、2009年は8/108/24, 
温度は、ティアンドディ社製
ThermoRecorder RTR 52を用いて測定した

表4114-2 登熟期間中の気温（℃）

年次地点出穂後20日平年差出穂後40日平年差
間平均気温 間平均気温

秋田 24.5 -0.6 23.9 -0.2 
2008 雄和 23.3 22.7 

大正寺 22. 9 -1.0 22.2 -0.6 
秋田 24.6 -0.2 22.7 -0.9 
雄和 23.5 21.5 2009 
大正寺 23) Q:?. 2~.） L~ 
現地 :fa・. 5・ - :h. "7" -

1)出穂日は場内試験：2008年8月2日。 2009年8月3日
2）アメダスポイント雄和は平年値は無い3

3）試験場からの直線距離秋田約15km、雄和約4km、大正寺約9km
4）現地試験回での気温測定は、ティアンドディ社製ThermoRecord 

RTR 52をSolArRAdiAtionShield内に設置して測定した3

表4114-3 収量及び収量構成要素、有効茎歩合、分げつ比（2008、2009年平均）

一次登熟千粒有効茎 主茎
籾数

枝梗率歩合重 歩合＋3～6号3)
千粒Im' (%) % 日 % % 

特玄 1穂
穂数

米重 籾数
kg/a 本Im' 粒

箱施肥高温 59.8 485 62.0 30.1 63.8 85.8 23.3 78.5 71.1 
慣行高温 59.6 467 62.2 29.0 65.8 88.3 23.3 70.3 66.6 
箱施肥 57 .0 459 62.0 28.4 63.6 85.9 23.5 80.4 67.9 
慣行 57.4 470 61.9 29.1 65.0 84.9 23.3 75.9 66.3 
1）精玄米重は計算収量を用いた
2）登熟歩合は粒厚l.9mm以上の玄米を籾数で除した値
3）主茎＋3～6号：分げつ調査における有効穂に占める主茎と1次分げつ第3～6号の比率

表4114-4 玄米整粒率及び白未熟粒率、玄米タンパク質含有率

整粒率（粒薮%）

d一三54一日
SE578K 

白未熟粒率（粒数%） 青未丈札、 その他玄米タン
試験区年次 玄米一次枝梗 二次枝梗 一次枝梗一次枝梗 未熟パク質含

全体 全体 一 玄米全体有率

% % sd % sd % % sd % sd % % （%） sd 
箱施肥 2008 88.1 95.6 1.9 78.9 3.3 2.2 1.0 0.4 2.6 1.6 1.3 8.0 6.5 0.09 
慣行 2009 85.5 89.7 1.2 69.7 1.3 1.3 0.8 0.2 2.1 0.6 1.4 11.1 6.9 0.06 

慣行 2008 85.6 94.5 2.8 77.6 1. 7 2.4 0.7 0.4 2.5 0.7 2.0 9.6 6.7 0.13 
高温 2009 87.2 89.9 0.8 70.7 5.4 1.4 1.2 0.2 3.1 1.6 0.9 9.9 7.1 0.07 

箱施肥
2008 87.5 94.9 0.9 83.0 1.9 1 0.5 0.1 1.5 0.6 1.3 10.0 6.6 0.12 
2009 85.2 87.3 0.5 65.2 2.7 0.9 0.9 0.3 1.6 0.1 1.2 12.2 7.1 0.10 

慣行
2008 87.8 95.8 0.8 81.5 2.0 1.5 0.4 0.0 2.3 0.7 1.6 8.8 6.5 0.23 
2009 85.4 86.l 1. 7 72.1 0.4 1 1.2 0.4 1.8 0.6 0.8 12.2 7.2 0.13 

1）整粒率・白未熟粒率（乳白・基部未熟・腹自未熟）はSa社穀粒判別器RGQilOAIこより調査した（胴割れは判定していない。）
2）玄米タンパク質含有率は水分を15%に換算し、玄米窒素含有率に係数5.95を乗じて求めた。
3）玄米全体の整粒率および白未熟粒率、玄米外観品質、玄米タンパク含有率は坪刈りをした玄米サンフ。ノレを用いて算出した3

4)1次枝f更、 2次枝慢の整粒率、白未熟粒率は平均的な生育の3株より得られた玄米サンフ勺ルを用いて算出した。

c 玄米品質

玄米全体の整粒率は2008年、 2009年のすべての試

験区において8回以上と高い値となった。白未熟粒率

は全体的に低い値となった。玄米全体で高温処理を

f了った試験区で白未熟粒率は高くなる傾向で、あった。

玄米全体で整粒以の次はその他未熟粒が多くなった。

玄米タンパク質含有率は試験区間で同等であった

（表41144）。

（イ）現地試験

a 分げつ発生及び有効化数

現地箱施肥区は主に第 4号 1次分げつから、 LPS

区は主に第 3号 1次分げつから発生がみられて、慣

行側条区に比べて 2次分げつの発生が少なかった。

また有効穂は、現地箱施肥区では第 4～6号 1次分

げつ、LPS区は第 3～ 7号 1次分げつが主体であった

（表4114-5）。現地箱施肥区と LPS区は最高茎数が少

なく、慣行側条区より有効茎歩合が高かった（表

414 6）。



粒籾の登熟度（登熟歩合×千粒重）は同等から高かっ

た。現地箱施肥区の 2次枝梗に着粒した籾から得ら

れた精玄米の整粒率は、現地箱施肥区＞現地側条区

＞農家慣行区の順に高かった（図41142）。現地箱施

肥区はその他未熟粒（充実不足粒）が少なかった。

白未熟粒の発生はすべての試験区で少なかった（表

4114 7）。

出液速度

2009年における登熟中期における籾あたりの出液

速度は、現地箱施肥区、 LPS区が慣行側条区、農家慣

行区より値が大きくなった（図41141）。

枝梗別着粒数及び登熟、玄米品質

現地箱施肥区と LPS区は慣行側条区と比べ2次枝

梗着粒数が多く、 2次枝梗率が高いが、 2次枝梗着

b 

c 

8号

発生有効

0.3 0 

0.8 0 

1.7 0.3 

現地試験における分げつ発生消長の特徴（2008年、 2009年の平均値）

1次分げつ

4号 I 5号

発生有効l発生有効

9.4 8.9 110.0 9.4 

9.4 9.4 110.0 10.0 

10.0 9.7 110.0 9.7 

7号

発生有効

8.6 3.1 

9.7 5.0 

9.4 3.6 

6号

発生有効

10.0 9.2 

10.0 10.0 

10.0 10.0 

3号

発生有効

1. 7 1.4 

5.6 5.3 

6.7 5.8 

2号

発生有効

0 0 

0.3 0.3 

0.6 0.3 

表4114-5

1号

発生有効

0 0 

0 0 

0.3 0.3 
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2次分げつ

1号 I 2号 I 3号

発生有効l発生有効l発生有効

箱施肥 I o o I o o I 1.9 o.s 
LPS I 0 0 I 0 0 I 5.0 1.7 

側条 I o o I o o I 9.4 1.4 

発生 10個体あたりの次位節位別分げつ発生数

有効.10個体あたりの次位節位別有効茎数

試験区

表4114-6 最高茎数及び有効茎

歩合
合 2.0
」コ
＼＼ 

号1.5
bf; 

s 
1凶 1.0
閣

言。5

ハ
リ

ハ
リ

農家慣行

図4114-1 出穂19日後（8月23日）における出液

速度（2009年）

1）平均的な生育の 6株を供試した。

2）籾数は成熟期のデータを用いた。

側条区LFS区箱施肥区

最両茎有効茎
年次試験区 数 歩合

本Im' % 

箱施肥 705 66.4 
2008 LPS 743 66.2 

側条 889 55.l 

箱施肥 664 68.8 
2009 LPS 677 71.7 

側条 799 61.2 

・2次校こう｜｜ロ 1次枝こう
100% 

80% 

60% 

40% 

M
E
A
N
＃
榊

20% 

側条

図4114-2 着粒枝梗別籾数と登熟度（2009年）

1）グラフ内の囲みは各枝梗別の登熟度である。

2）登熟度二登熟歩合（籾粒数にしめる粒厚l.9mm以上

玄米数の割合）×千粒重

LPS 箱施肥

0% 



表4114-7 着粒枝梗別の玄米品質（2008年）

1茨夜Zっ 2茨夜三：J

試験区 調査粒数｜整粒率 sd I白未熟粒 sdIその他未 sd I調査粒数l整粒率 sci I白未熟 sci Iその他未 sd 

粒数% ｜ 率% ｜熟粒率% I I 粒数% 粒 率 % ｜熟粒率同

箱施肥 I 2226 I 97.6 o.6 I 0.1 o.o I 2.0 o.4 I 979 I 87.s 2.4 I o.4 0.1 I 11.6 2.3 

側条 I 2458 I 96.4 o.6 I o.3 0.1 I 3.o o.4 I 903 I 85.1 1.6 I o.4 0.2 I 13.3 o.9 

農家慣行｜ 2935 I 95.1 u I 0.2 o.o I 4.3 u I 1061 I 83.8 4.3 I o.9 0.1 I 14.4 3.6 

1)1区当たり平均的な生育の3株より得られた精玄米（1.9mm）を用いた。

2）整粒率、白未熟粒率（乳白＋基部未熟＋腹自未熟）、その他未熟粒率（充実度不足粒）は、 Sa社穀粒判別器RGQilOAによる（胴割れは判定
していなし、） 0 

表4114-8 収量及び収量構成要素、玄米品質

年次試験区
情玄米重 sd 穂数 籾数 登熟歩合 千粒重 整粒率 sd 白未熟 日l その他未 sd 玄米タンパク sd 

kg/a 本Irr1 千粒Irr1 % g 粒数% 粒率% 熟粒率% 質含有率（%）

箱施肥 59.7 1.0 463 29.3 88.0 23.2 90.4 0.5 0.7 0.2 8.5 0.7 6.0 。。
LPS 65.9 0.5 486 32.3 82.1 23.4 88.8 0.9 1.0 0.3 9.5 1.1 5.9 0.1 

2008 側条 60.2 1.1 481 30.0 89.2 23.4 88.8 0.4 0.7 0.1 10.0 0.4 5.8 0.1 

農家慣行 64.5 1.9 523 34.7 83.1 23.0 84.6 2.0 1.3 0.7 13.1 2.2 6.0 0.2 

参考 61.0(70.8、52.7) 75.6(84.0、69.3)0.5(0.9、0.2) 20. 7(26.8、14.8)

箱施肥 58.2 1.3 457 29.5 89.4 22.6 89.9 1.3 1.0 0.2 8.3 1.0 6.0 。。
LPS 58.9 0.6 485 30.7 88.1 22.6 89.0 0.3 1.2 0.3 8.8 0.4 6.0 0.1 

2009 側条 56.8 1.5 489 31.1 87.4 22.5 88.7 0.6 1.2 0.1 9.2 0.6 6.0 0.1 

農家慣行 57.2 0.8 453 30.8 88.1 22.1 83.8 1.9 0.9 0.5 14.0 1.3 6.0 0.1 

参考 60.0(67 .9、49.3) 81.1(87 .3、73.7)1.1(3.0、0.3) 14.9(21.l、10.7) 

1）坪刈りした米（n=3）の精玄米（1.9mm）を用いたc

2）整粒粒率、白未熟粒率（手L白＋基部未熟＋腹自未熟）、その他未熟粒率（充実度不足粒）は、 Sa社穀粒判Jllj器RGQ!lOAによる（胴割れは判定していなし、）。
3）玄米タンパク質含有率は、水分を15%とし、玄米窒素含有率に5.95を乗じて求めたc

4）参考は、地域JA生育調査田の「あきたこまち」坪刈り調査（n=ll）による。カッコ内は、（最高値、最低値le

d 収量及び玄米品質

現地箱施肥区の収量は慣行側条区と比較して同等

から多く、整粒率はその他未熟粒率が低く、慣行側

条区、農家慣行区に比較してやや高かった。 LPS区の

収量は慣行側条区や農家慣行区よりやや多く、整粒

率は同等であった。また、現地箱施肥区と LPS区は

玄米タンパク質含有率が慣行側条区、農家慣行区と

同等であった。現地箱施肥区と LPS区は地域］A生育

調査田に比べて整粒率は高くなった（表41148）。

工考察

（ア）試験場内ほ場における高温処理試験

ビニルハウスにおける高温処理によりハウス内の

最高気温の上昇がみられたが、白未熟粒発生の指標

とされる平均気温26℃には 2ヶ年とも達せず、出穂

後の気温がやや低く経過する場合にはビニルハウス

による高温処理では、高温条件により白未熟粒率の

発生を増大させるのは困難であった。そのため、白

未熟粒率の発生は非常に少なかった。

（イ）砂壌土水田ほ場での現地試験

現地箱施肥区、 LPS区では、主茎と得られた穂が第

3～ 6号 1次分げつ主体で有効茎歩合の高い草姿と

なった。また、出液速度の値が大きくなり登熟中期

までの根活性が高く維持されていることが明らかに

なった。これらのことが 2次枝梗籾の整粒率を高め、

また全体の整粒率を向上させていると考えられた。

2008年、 2009年ともに登熟気温がやや低く推移した

ため、白未熟粒発生低減効果は判然としなかったが、

高品質米安定生産技術として有望と考えられた。

オ今後の課題

登熟期聞が低温である場合の高温登熟条件の作出

についての検討が必要である。また、箱施肥栽培の

登熟期が高温で経過した場合の白未熟粒発生軽減効

果を検証する。

力要約

（ア）試験場内ほ場における高温処理試験

試験場内において、育苗箱全量施肥と密植を組み

合わせた栽培及び慣行栽培を行った。穂揃期から 2

週間程度ほ場内にビ、ニルハウスを設置し高温処理を

行い、箱施肥の白未熟粒発生軽減効果を検討した。

ハウス内の最高気温の上昇はみられたが、登熟気温

が低く経過したため、ハウス内でも平均気温26℃以



上とはならず、試験区すべてで整粒率が高く、白未

熟粒の発生が少ない結果となった。

（イ）砂壌土水田ほ場での現地試験

現地砂壌土水田において、育苗箱全量施肥と密植

を組み合わせた栽培及び LPS60を主体とした側条施

肥栽培を行った。これらの栽培法により、確保され

た穂は主茎と第 3～ 6号 l次分げつ主体になった。

また有効茎歩合の高い草姿となった。登熟中期の根

活性も高く維持され、 2次枝梗の整粒率も向上し、

全体の整粒率も高まった。登熟気温がやや低く推移

したため、白未熟粒の発生が少なく、砂壌土での白

未熟発生低減効果は判然としなかった。しかし、苗

箱全量施肥と密植を組み合わせた栽培及び LPS60を

主体とした側条施肥栽培は高品質安定生産技術とし

ては有望と考えられた。
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研究担当者（三浦恒子ぺ進藤勇人）

( 5 ）温暖化や水田輪作に対応した水稲の施肥法に

よる高品質生産技術の開発と実証

ア 研究目的

九州北部は水田における水稲、麦類、大豆の輪作体

系が定着しているが、温暖化による各作物の収量、

品質への悪影響が報告されている。水稲では、食味

向上を目的とした少肥栽培や全量一回施肥の拡大が

登熟期の高温障害や減収を助長しているとの指摘が

あるが、高温条件における施肥と収量、品質の関係や、

玄米タンパク質含有卒、食味に対する影響は明らか

ではなく、高温に対応した施肥法は確立されていな

い。そこで、水田輪作体系の水稲作において、高温

条件における施肥と玄米の外観品質、食味との関係

を解明し、‘ヒノヒカリ’を中心とした水稲品種の収

量、品質向上技術を確立する。

イ研究方法

（ア）移植期や施肥法等が異なる場合の収量、品質

及び生育特性

a ｛共言式品干重‘ヒノヒカリ’

b 試験区の構成

(a ）移植期試験（2005～2009年）

移植期は 6月 8～13日、 6月22～26日の 2水準。

lOa当たり窒素施肥量は5+2+0kg。

日召

( b ）穂肥施用法の検討（2004～2009年、※2008

～2009年は移植期との組合せ試験）

移植期は 6月16～17日。穂肥の種類は表41152参

（イ）水田輪作体系における有機物施用の有無や施

肥が異なる場合の収量及び品質

a 供試品種‘ヒノヒカリ’

b 試験区の構成

(a ）有機物施用の有無と収量、玄米品質（2007

年、 2009年）

移植期は 6月26s 0 輪作体系：米麦区、米麦大豆

区有機物施用：堆肥施用区（ 2 t/lOa施用）、わら

施用区（稲麦の収穫後にそのまま鍬込み）、わら無し

区を設置。

( b ）出穂後のビニールハウス被覆による高温処

理（2008年）

移植期は 6月30日。出穂後の 9月 9～25日にかけ

て穂部以上をビニールハウス（1.8m×3. 3m）で被覆

した高温処理区と無処理区を設置。

ウ研究結果

（ア）移植期や施肥法が異なる場合の収量、品質及

び生育特性

a 移植期が異なる場合の収量、玄米品質及び

生育特性（表41151、図41151) 

高温年では、 6月25日頃まで遅植えすることによ

り、収量は 5見向上し、基白粒などの未熟粒が10%程

度減少し、検査等級は 2等級程度向上した。玄米タ

ンパク質含有率に差はみられず、 6.4%と適正範囲内

(6.部以内）であった。遅植えでは、幼穂形成期～

穂揃期にかけての稲体窒素含有率が高いことが特徴

で、あった。

b 穂肥施用法が異なる場合の収量、玄米品質

（表41152) 

6月中旬移植において、穂肥として速効性窒素を



50九含む緩効性肥料を l団施用した場合、穂揃期の稲

体窒素含有率が高くなり、収量は 5+ 2 + 0 Nkg/ 1 Oa 

区と比べて10%程度向上し、検査等級は0.5等級程度

向上した。
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ま 1.6
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1.1 
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穂

表4115-1 移植期が異なる場合の収量、品質（2005～2009年）

区分 移植出穂登熟日照有効千粒玄米検査整粒 未熟粒 玄米
時期 期 温度時間穂数重 重等級歩合乳白基白腹白 タンパク
月日月．日 ℃ hr 本Irrf g kg/a ＜相当）見 括 協 同 出

高温年 6. 9 8. 21 26. 6 90 343 22. 7 49. 7 5. 0 61. 1 5. 7 8. 1 2. 1 6. 4 
(1117. 19年） 6. 25 8. 29 26. 4 99 413 23. 1 52. 2 2. 8 72. 0 3. 0 3. 7 0. 6 6. 4 
低温年 6. 10 8. 24 25. 8 111 324 22. 9 47. 9 3. 2 76. 7 1. 2 1. 1 0. 5 6. 4 
(1118.20,21年） 6. 24 8. 31 24. 9 94 333 22. 8 46. 9 3. 3 69. 6 1. 9 1. 5 1. 1 6. 4 
分散 移植時期（A) ns ns ** * ＊＊材料料材料 ns

分析年次（B) ns ns ns ns ** ＊料材料料 ns

（高温年のみ） A × B ns ns ** ns * ** ** ** ** ** ns 

1) 10 a当たり施肥窒素量は 5+ 2 + 0 kg。

2）登熟温度と日照時間は出穂後20日間の平均気温及び積算日照時問。

3）分散分析は高温年のみ行った。＊＊、＊は各 l、5%水準で有意差あり。

1.3 

1.2 

1.2 

ま 11

話1.1
4旧 1.0
刑者
側 1.0

0.9 

0.9 

0.8 

幼穂形成期

図4115-1 幼穂形成期及び穂揃期における稲体窒素含有率（2005～2009年）

表4115-2 追肥に緩効性肥料を利用した場合の収量及び品質（2004～2006年）

日巴 穂肥の 穂、揃期 千粒 玄米 検査 玄米
施用法 種 実質 N含有率 重 重 等級 タンノミク
Nkg/lOa g kg/a （相当）
5+0+0 なし 0. 88 a 22.2 a 36. 9 a 3.8 b 6. 2 a 
5+2+0 速効性 0. 94 a 22. 7 ab 41. 3 b 3. 3 ab 6. 3 ab 

5+2+ 1. 5 速効性 1. 04 b 22.9 b 44. 4 c 3. 2 ab 6.9 c 
5+3+0 速効＋緩効 1. 09 b 22.6 ab 45. 7 c 2.8 a 6. 5 b 

1 ）異英文字聞は 5潟水準で有意差あり。

（イ）水田輪作体系における有機物施用の有無や施

肥が異なる場合の収量及び品質

無にかかわらず、水稲区と比べて前作が大豆区の収

量が劣った。前作が大豆区では、基肥を 5kgから 3kg 

に減肥することで、高温処理を行った場合も収量は

10先程度高くなった。検査等級に差はみられなかった

大豆後は穂数が多く、生育量が多かった。記録的

な高温年であった平成19年においては、米麦大豆区

（前年が大豆の圃場）では、堆肥やわらによる有機

物施用を行うことにより、整粒歩合が高まり検査等

級が向上した（表41153）。出穂後にビニールハウス

被覆により高温処理を行ったところ、高温処理の有

（表41154）。穂、数と倒伏程度及び収量との関係を検

討した結果、有効穂数450本／nf程度の生育の場合、

倒伏程度が少なく収量性が優れた（図41152）。
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表4115-3 輪作体系における有機物施用と収量及び品質（2007年）

輪作 有機物 千粒 屑 米 重 玄 米 検 査 整 粒 白 未 熟

体系 重歩合重等級歩合粒率

g 目 kg/a （相当） 目 出

堆肥 21. 3 16. 3 56. 1 3.0 58 6. 7 

米 麦 わら 21. 5 13.6 55.2 3.0 57 7.6 

無施用 21.5 12.4 56.0 3.0 57 6.9 

堆肥 21. 4 17.6 53.6 3.5 60 9.8 

米麦大豆わら 21. 1 21. 3 50. 7 3.0 61 8.0 

無施用 21.4 20.4 50. 1 4.0 56 11. 2 

分散分析
輪作体系：A ns ＊＊ ns ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

有機物：B ns ns ns t ＊＊ ＊＊ 

A×B ns ns ns 1 ＊＊ ＊＊ 

表4115-4 輪作体系における基肥減肥と収量及び品質（2008年）

前作 処理 基肥
有効 千粒屑米重精玄検査整粒 未熟粒

徳数 重 歩合 米重等級歩合乳白基白腹自
Nkg/!Oa本Im' 巴 私 kg/a （相斗） % % 事； 可

水稲
主正 υ 「 435 21.5 14.6 53. 0 4. 0 72. 6 3. 2 2. 8 0. 6 

高温 υ 「 452 21. 5 26. 4 40. 2 5. 0 60. 5 5. 7 3. 7 1. 6 

畠壬
υ 「 464 21.8 30.5 39. 8 4. 5 64. 2 5. 0 2. 8 0. 9 

大豆
3 412 22. 5 16. 5 51. 1 4. 5 62. 5 3. 8 2. 4 0. 9 

高温
5 462 21.8 30.1 35. 9 4. 5 57.2 5.7 4.1 1.1 
3 436 21.5 25.3 38. 7 5. 0 49. 9 6. 7 6. 1 4. 4 

高温区：出穂後にビ、ニールハウスで被覆。登熟温度は、無処理区は

26. 3℃。高温処理区は27.2℃。

穂数と倒伏の関係
65 

穂数と収量の関係
4 
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図4115-2 穂数と倒伏程度及び収量との関係（2007、2009年）

工考察

（ア）移植期や施肥法が異なる場合の収量、品質及

び生育特性

遅植えや穂肥として速効性窒素を50九含む緩効性

肥料を 1回施用した場合、幼穂形成期～穂揃期にか

けての稲体窒素含有率が高く、収量や検査等級が向

上した。高橋 I）は基白米や背白米の発生を軽減させ

るためには稲体窒素栄養条件の維持が必要としてお

り、小谷・黒田 2）は乳白米の発生は登熟初期から中

期の稲体の栄養凋落や消耗が大きいと増加するとし

ている。したがって、玄米品質向上の要因としては、

遅植えや穂肥における緩効性肥料の活用により稲体



の窒素栄養条件が高く維持されたことが、収量、品

質の向上に寄与していると示唆された。

山口ら 3）は、穂肥として速効性窒素を50九含む緩効

性肥料を 1団施用した場合、 2回穂肥に比較して、

収量は同程度で玄米タンパク質含有率は低く食味も

良好であったと報告しており、本試験においても同

様の結果が得られた。これは、ゆっくりと溶出する

肥効調節型肥料の溶出パターンが良い結果をもたら

したと考えられ、今後、このような肥効調節型肥料

の利用法についてさらに検討する必要がある。

（イ）水田輪作体系における施肥が異なる場合の収

量及び品質

前作が大豆区では水稲区と比べて生育が過繁茂で

穂数及び籾数が多くなり、収量及び玄米品質が劣っ

た。これは、輪換田では地力窒素が多量に発現する

（稲作全書 1））ことから水稲の生育は過繁茂となり

登熟は悪化するとした報告（種田ら日））と一致する

結果であった。一方で、基肥を 5kgから 3kgに減肥

することで、収量は高くなり、有効穂数450本Im2程

度の生育の場合、但l伏程度が少なく収量牲が優れた。

以上のことから、米麦大豆体系における高温条件

下での収量及び品質向上対策としては、基肥の減肥

が効果的で、‘ヒノヒカリ’の最適栽培条件は、有効

穂数が450本Im2程度となるような栽培法であること

が示唆された。

オ今後の課題

（ア）研究期間全体の研究目標に対する残された課

題

高温（登熟）年における収量及び外観品質向上効

果の十分な検証が必要である。米麦大豆輪作体系に

おいて、前年夏作が大豆の場合や晩生品種において

初期生育が過剰となる傾向があり、施肥法による制

御に加え他の手法による分けつ抑制技術を確立する

必要がある。

（イ）今後の研究の展望等

高温に対応した水稲の理想的草型を提案し、収量

及び品質向上技術を確立する。また、近年、大豆後

や中晩生品種の収量及び品質が低下する傾向が続い

ているため、大豆後や中晩生品種も含めた安定栽培

法を確立する。

力要約

（ア）遅植えや穂肥に緩効性肥料を施用することに

よる収量及び品質の向上

6月25日頃までの遅植えや穂肥に緩効性肥料を施

用することにより、幼穂形成期～穂揃期にかけての

稲体窒素含有率が高く維持され、収量は10%、検査

等級は0.5～ l等級程度向上した。玄米タンパク質含

有率は6.別以下の適正範囲であった。

（イ）水田輪作体系における基肥減肥による収量向

上

大豆後は穂数が多く、生育量が多かったが、基肥

を減肥することで、高温処理を行った場合も収量は

10九程度向上した。
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42:44 46. 

3）山口正篤ら (1993）.水稲「コシヒカリ j の生育

量に応じた追肥法と食味向上に関する研究．第 l報

緩効性肥料による一発穂肥が収量・食味に及ぼす影
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2 畑作物の気温上昇への適応技術の開発

( 1 ）温暖化や水田輪作に対応した小麦の施肥法等

による高品質生産技術の開発と実証

ア 研究目的

九州北部は水田における水稲、麦類、大豆の輪作

体系が定着しているが、温暖化による各作物の収量、

品質への悪影響が報告されている。小麦で、は、暖冬

の場合、初期生育は旺盛であるが軟弱徒長の生育と

なり、茎立期が早まるため凍霜害の危険性が高くな

る。また、近年、子実のタンパク質含有率が低いこ

とが問題となっており、温暖化との関係、が指摘され

ている。しかし、温暖化と小麦の収量、品質につい

ての検討は少なく、温暖化が小麦の収量や品質に及

ぼす影響は明らかではない。また、高温条件におけ

る土壌窒素の動態や小麦の窒素吸収特性は解明され

ていないため、近年の温暖化に対応した施肥技術は

確立されていない。そこで、大豆後作等、輪作体系

圃場を利用して生育期間中の高温や前作、土壌条件

が小麦品質に及ぼす影響を解明し、土壌窒素の発現

や小麦の窒素吸収特牲に基づいた合理的な窒素施肥

技術を開発する。さらに、凍霜害回避のために有効

な秋播型小麦の生育、収量、品質について検討を行

フ。

イ研究方法

（ア）近年の気象が小麦の収量、収量構成要素及び

子実タンパク質含有率に及ぼす影響

a 供試品種‘チクゴイズミ’

b 播種期： 11月19～22日(1993～2007年播種

年1998年、 2000年は子実タンパク質含有率

のデータが欠損しているため除く）

c 播種量（目標出芽本数） : 150本Irrf 

（イ）前作や土壌別の合理的・省力的な施肥技術の

開発

a 試験実施場所：福岡県農業総合試験場農産

部（前作水稲）、筑後分場（前作水稲、大豆）

b 供試品種：‘チクゴイズミ＼‘ミナミノカオ

リ＼‘ちくしW2号’

c 播種期、播種量：農産部 11月18日、苗立

本数150本／ぱ

筑後分場11月21日、 12月 4日（前作水稲：苗

立本数150本Irrf) 

12月 1日（前作大豆：苗立本数100、150本／

d 施肥法（Nkg/lOa）：農産部（基肥十 1追） + 2 

追十穂揃期追肥 kg/lOa）は以下の通り。

窒素 リン酸 カリ
5（基肥のみ） 5十4+2

II II 

II II 

II 5（基肥のみ）
II II 

II 5+6 

試験区
①穂揃期追肥なし
②穂揃期2kgN追肥
③穂揃期4kgN追肥
④緩効性8kgN追肥
⑤緩効性lOkgN追肥
＠緩効’生lOkgN追肥

5+4十2

5+4+2+2 
5+4十2十4

新 5+8(4+0+4) 

新 5+10(4+0+6)
｜日 5+10(4十3+3)
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図4121-1 登熟期における降水量及び日照時間の推移
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表4121-1 子実タンパク質含有率、収量及び収量構成要素と気象との関係

前期 後期

平均気温 降水量 日照時間 平均気温 降水量 日照時間

0. 15 0.49+ 0.68** 0. 15 0. 13 0.21 

0. 18 0.42 0.01 0.44 0. 56* 0.65* 

項目

全粒数

千粒重

収量 一0.19 -0. 62* 0. 57* -0. 29 -0. 40 0. 50+ 

子実タンパク質含有率 0.01 0.12 0.10 0.35 0.74料 0.68料

1）数字は単相関係数．

2）前期・播種期～出穂期，後期：出穂期～成熟期．

3）料，＊，＋：それぞれ1%, 5%および10%水準で有意差あり，その他は有意差なし．
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図4121-2 収量、収量構成要素及び子実タンパク質含有率の推移

数値は平均値（変動係数）

1 ）緩効性肥料の構成割合から Nkgを（）で示し

た。

2 ）緩効性肥料の旧タイフ。は速効性＋グッド IB＋エ

ムコート S30の組合せ。

3 ）緩効性の新タイプは速効性十エムコート S30の

組合せ。追肥のカリは削減した。

（ウ）秋播型小麦の播種期と生育、収量、品質

a 試験実施場所：福岡県農業総合試験場豊前

分場（前作水稲）

b 供試品種：‘アサカゼコムギ＼‘アブクマワ

セ＼‘＊アサカゼコムギ（秋）’、

‘＊アブクマワセ（秋）’ ＊は秋

播型の準同質遺伝子系統



c 播種期：2008年11月 5日、 11月初日

d 播種量（目標出芽本数）

11月 5日播 100本／ぱ

11月20日播 150本Im2 

e 施肥法（Nkg/lOa):

5+4十2 （基肥十 1追十 2追）

ウ研究結果

（ア）近年の気象が小麦の収量、収量構成要素及び

原粒タンパク質含有率に及ぼす影響

1978～1992年と比較して、 1993～2008年の麦生育

全期間の平均気温は1995年を除きいずれの年も高く、

平均値で約 1℃高かった（データ略）。 2004～2008年

の5年間でみると、登熟期の降水量が2005年を除い

て少なく （特に2004年、 2006年がそれぞれllOmm、

145mm）、日照時間は2005年を除いて多かった（333

～394時間）ことが特徴で、あった（図4121-1）。

2004～2008年、収量は多く、特に2006、2007年が

それぞれ65.9kg/a、65.lkg/aと多かった。千粒重は

重く、特に2006、2007年、 2008年が40.旬、 39.8g、

43. Ogと重かった。子実タンパク質含有率は低く、

2004年及び2006年は7.5%、2007年は7.3%と著しく

低かった（図41212)0 

子実夕ンパク質含有率と収量及び千粒重との間に

はそれぞれ有意な負の相関関係がみられ（r二 0.619'

r二一0.639＇ド）、千粒重は登熟期の降水量との聞に負の

相関、日照時間との聞に正の相関、収量は日照時間

との聞に正の相関関係が認められた（表4121-1）。以

上のことから、近年のタンパク質含有率の低下要因

は登熟期の多日照や少降水により千粒重や収量が増

加したことによるものと考えられた。

（イ）前作や土壌別の合理的・省力的な施肥技術の

開発

水稲後では、可給態窒素量が多く地力が高い筑後

分場は農産部と比べて、茎立期～穂揃期の窒素吸収

量が多く、収量牲が25～35%高かったが、タンパク

質含有率が11.5%以下と低かった。大豆後では、 12

月 4日播の水稲後と比べて、穂揃期までの窒素吸収

量が多く、収量牲が高かったが、タンパク質含有率

が11.5%以下で、あった（表41212）。

穂揃期追肥区では、窒素 4kg/lOa施用した‘ミナ

ミノカオリ’と‘ちくし W2号’はタンパク質含有率

は12%以上で、あった（表11213）。エムコート S30の溶

出率は、 2追～穂揃期までに25路、穂揃期～成熟期ま

でに65協が溶出し、これは、緩効性肥料lOkg新タイプ

に換算すると、 2追期～穂揃期までに NL5kg/10a、

穂揃期～成熟期までに N3.9kg/10aに相当した（デー

タ略）。その結果、緩効性肥料新タイプのlOkg追肥区

では、慣行の穂揃期追肥4kg区と比較して収量は同

程度でタンパク質含有率は0.9%高かった（表

4121 3）。

表4121-2 施肥法及び前作の違いと窒素吸収量（2008年、‘ちくし W2号’）

地域 播種期 施肥量 前作 可給態窒素
窒素吸収量 タンパク質 精麦

茎立期 穂揃期 茎～穂 含有率 重
月日 kg/lOa mg/lOOg g/rrf g/rrf g/ rrf % kg/lOa 

農産部 11. 18 5十4十2十4 水稲 5. 1 5.4 8. 9 3. 5 12. 2 46.2 
II 5十4十O十4 水稲 II II 6. 7 1. 3 12. 5 42. 7 

筑後分場 11. 21 5+4+2+4 水稲 7. 0 5. 7 12. 5 6.8 11. 0 62. 2 
JI 5+4+0+4 水稲 JI JI 11. 3 5. 6 10. 8 53. 5 

12.04 3+4+2+4 水稲 JI 4. 1 9. 5 5. 4 10. 5 59. 7 
12.01 3十4十2十4 大旦 7. 7 7.4 13. 3 5. 9 11. 2 63. 3 

1）サンプリングは茎立期（農産部2月27日、筑後分場3月6日）、穂揃期（農産部4月8日、筑後分場4月16日）
2）茎～穂は茎立期～穂、揃期まで。



表4121-3 施肥法が異なる場合の収量、品質（2008年）

有効 d当り 千粒 容積 精麦 検査タンパク質

品種 施肥法
穂数全粒数 重 重 重 等級含有率

Nkg/lOa 本／ni×100粒 g g kg/a （相当） % 
チクゴ 5+4+2 431 128 47. 1 836 47. 7 1. 0 8. 1 

イズミ 5+4+2+2 423 108 48. 7 842 48.4 1. 0 9.4 

5+ 8 (4+0+4) 433 126 48.4 844 49. 5 1. 0 9.9 

ミナミノ 5+4+2 341 93 42.9 828 33. 1 2. 0 9.8 

カオリ 5+4+2+4 368 101 46. 1 820 36.9 2. 0 13. 7 

5+4+2 308 95 44.6 829 39. 1 1. 0 9.4 

5+4+2+2 310 96 47.6 823 39.6 1. 5 11. 1 

ちくし 5+4+2+4 323 103 49.4 834 46. 2 2. 0 12. 2 

W2号 5+ 8 (4+0+4) 285 91 48. 7 829 37. 2 1. 0 11. 5 

5+ 10 (4+0+6) 317 101 49. 1 840 46.0 1. 0 13. 1 

5+ 10 (4+3+3) 362 107 48. 1 832 43.9 1. 0 10. 7 

1）出穂期および成熟期はチクゴイズミが4月8日および5月27日、
ミナミノカオリが4月8日および5月29日、ちくしW2号が4月5日および5月28日。

2）倒伏程度はいずれの試験区も無。
3）検査等級（相当）は1( 1等上）～6(2等下）で示す。

表412ト4 秋播型同質遺伝子系統の播種期と生育、収量、品質（2008年）

播種期 品種・ 茎立 出穂
系統名 期 期

月日 月日
早播 了fカセコムキ 1. 26 3. 19 

了付γコムγ（手火） 2.08 3. 24 
了7守ケマワセ 1. 28 3. 17 

77＇クマワセ（手火） 2.09 3.23 
標準播 アサヵγコムV 2. 17 4. 03 

了付γコムγ（手火） 2.22 4. 06 
アアクマワセ 2. 17 3. 28 

77＇クマワセ（手火） 2.23 4. 04 

（ウ）秋播型同質遺伝子系統の播種期と生育、収量、

品質（表41214) 

‘アサカゼコムギ’と‘アブクマワセ’の秋播型

準同質形質系統は、原品種に比べて茎数が多く推移

した。穂数は原品種と秋播型準同質形質系統に差は

なく、秋播型小麦は有効茎歩合が低いことが特徴で

あった（データ略）。秋播型は原品種に比較して、 11

月 5日播では茎立期は12～13日、出穂期は 5～6日、

成熟期は 2～ 4日遅かった。 11月20日播では各々 5

～ 6日、 3～ 7日、 l～4日遅く、早播きでの生育

ステージの早まり方が小さかった。秋播型や播種期

の違いにより収量や子実タンパク質含有率及び容積

重に差はみられなかった。

成熟 精麦 容積 タンパク質

期 重 重 含有率

月日 kg/a g % 
5. 21 50.4 818 9.2 
5. 23 54.8 812 8. 7 
5. 18 50.5 832 9.3 
5. 22 47.4 826 9. 1 
5. 27 50. 7 820 9.4 
5. 28 49.4 808 9.4 
5. 23 50.0 833 9.0 
5. 27 41. 7 828 10. 0 

工考 察

（ア）近年の気象が小麦の収量、収量構成要素及び

子実タンパク質含有率に及ぼす影響

子実タンパク質含有率と収量及び千粒重との聞に

はそれぞれ有意な負の相関関係がみられ、千粒重は

登熟期の降水量との聞に負の相関、日照時間との聞

に正の相関、収量は日照時間との聞に正の相関関係、

が認められた。登熟期聞が少降水及び多日照の場合

には光合成によるデンプン蓄積が促進されて、千粒

重が増加すること（和田 1））、子実タンパク質含有率

は登熟不良で、千粒重が小さい年に高かったこと（平

野・江口 2））が報告されている。以上のことから、

2004～2008年のタンパク質含有率の低下要因は登熟

期の多日照や少降水により千粒重が増加したことに

一一334一一



よるものと考えられた。

（イ）前作や土壌別の合理的・省力的な施肥技術の

開発

可給態窒素量が多く地力が高い地域（筑後分場）

や大豆後では、タンパク質含有率が11.5%以下と低

かった。田中ら日）は地力が高い圃場、石塚ら 4）は大豆

後圃場のコムギ作では子実タンパク質含有率が高ま

るとしているが、今回の結果は穂揃期までの窒素吸

収量が多く、収量性が高かったためであると考えら

れた。また、緩効性肥料新タイプのlOkg追肥区では、

慣行の穂揃期追肥 4kg区と比較して収量は同程度で

タンパク質含有率は高かったが、これは緩効性肥料

新タイプに60%含まれるエムコート S30が、穂揃期～

成熟期までに N3.9kg/10aに相当する6聞が溶出した

ためであると考えられた。

（ウ）秋播型小麦の播種期と生育、収量、品質

稲村ら日）は茎立期が遅い特性は初期の幼穂凍死を

回避するために重要な特性であるとしているが、藤

田ら 6）が育成した秋播型準同質形質系統は、原品種

に比べて茎立期が遅く、特に早播では12～13日遅

かった。

オ今後の課題

（ア）研究期間全体の研究目標に対する残された課

題

温暖化に伴う気象条件が特に小麦の品質（特にラ

ンク区分の品質項目）に及ぼす影響を明確にする必

要がある。また、省力的で安定したタンパク向上技

術を確立する必要がある。

（イ）今後の研究の展望等

温暖化に対応した有望な秋播型小麦の品種選定や

生育時期ごとに地力窒素の発現量、窒素吸収量を把

握することで、 適正な生育量の確保とタンパク質含

有率の向上を図る栽培法を確立する。

力要約

（ア）近年の小麦における子実タンパク質含有率の

低下要因と前作や土壌別の合理的・省力的な施

肥技術の開発

2004～2008年、登熟期間の多日照や少降水により、

千粒重や重く、多収のため、子実タンパク質含有率

は低下傾向で、特に地力が高い圃場では穂揃期まで

の窒素吸収量が多く、収量牲は高いが、タンパク質

含有率は低下傾向で、あった。緩効性肥料新タイプの

lOkg追肥区では、慣行の穂揃期追肥 4kg区と比較し

て、収量は同程度でタンパク質含有率は13.1 %と

0. 9%高く、ランク区分の基準値の11.5%以上で、あっ

た。

（イ）秋播型小麦の播種期と生育、収量、品質

秋播型準同質形質系統は、原品種に比べて茎立ち

期が遅く、特に早播では12～13日遅かった。収量や

子実タンパク質含有率及び容積重には差はみられな

かった。
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研究担当者（岩淵哲也ぺ宮崎真行、田中浩平、石

丸知道・荒木雅登、吉野稔、石塚明子）

( 2 ）大豆作における熱帯性帰化アサガオ類の分布

拡大予測と防除技術の開発と実証

ア研究目的

我が国の関東以西では数種の帰化アサガオ類が大

豆畑に侵入し、減収をもたらす等の被害が問題と

なっている。これらは発生が不斉一で土壌処理剤に

対する感受性が低く、つる性で、大豆に絡みつき、選



択性茎葉処理剤に対する感受性も低いなど、きわめ

て防除困難な特性を有する。そこで、帰化アサガオ

類の発生生態を解明するとともに分布調査を行って

分布可能域を予測する。また、新規土壌処理剤や非

選択性茎葉処理剤の畦間処理などを組み合わせた防

除技術を開発する。

イ研究方法

（ア）帰化アサガオ類の発生生態の解明

刺傷処理によって休眠（硬実）を打破した帰化ア

サガオ類 5種（‘マルパアメリカアサガオ＼‘マメア

サガオ＼‘ホシアサガオ＼‘マルバルコウ＼‘マル

パアサガオ’）の種子を 5、10、15、20、25、30℃の

暗黒下に14日間静置し、発芽に要する日数と最終発

芽率を調査した。また、種子を 10、 3、0、5℃の

暗黒下に14日間静置して種子の生死を調査した。

2008年 5/26～ 9 /18 2009年 4/16～ 7 /21にほぼ4

週間間隔で刺傷処理した帰化アサガオ類 5種の種子

を 1/5000aワグネルポットに播種し、 1ポット当た

り2個体として屋外栽培し、開花・結実開始日及び

花毎の開花・結実日を調査した。以上の調査結果と

2006年 6～11月に行った同様の調査結果をあわせて

日長と気温との関係を解析した。

（イ）分布調査と分布可能域の推定

2008年 9～11月に九州を除く 39都道府県の農業関

係普及指導機関など309機関に協力を依頼し、大豆畑

及びその周辺における帰化アサガオ類の発生実態調

査を実施した。各機関から、担当管内における2008

年度の大豆栽培概要と大豆畑やその周辺での帰化ア

サガオ類の発生実態調査結果及び被害内容を記載し

た分布調査票を回収し、解析を行った。各地域の大

豆栽培条件と帰化アサガオ類の発生生態から、大豆

作付期間における帰化アサガオ類の種子生産の可否

の観点から分布可能域を推定した。

（ウ）除草剤に対する感受性の種間差

土壌処理剤 4種類（フOロメトリン・メトラクロー

ル、フルミオキサジン、リニュロン、アトラジン）、

大豆作で畦間処理できる茎葉処理剤 5種類（バサグ

ラン、グルホシネート、グリホサート、ジクワット・

パラコート、リニュロン）の全面処理（帰化アサガ

オ類草丈 7～lOcm）及びリニュロンを除く 4種類の

株元処理（帰化アサガオ類草丈55～80cm、地際から

20cmの高さまで処理）の帰化アサガオ類5種に対す

る感受性を調査した。

（エ）水田輪作地帯での帰化アサガオ類の発生実態

調査

茨城県筑西市の水田輪作地帯で調査地域を 3箇所

（合計約 1km2）を設定した。 2009年 4/28～ 6/8に、

約 1週間間隔で調査地域内の全農道を徒歩で移動し、

圃場内外で帰化アサガオ類が確認された地点をハン

ディ GPS(GARMIN社 GPSmap60CSx）で記録し、種

を同定するとともに最大葉齢及び発生頻度を記録し

た。発生が確認された地点では、 11/ 6まで 1～ 2週

間間隔で、合計16回追跡調査を行った。

（オ）大豆畑における帰化アサガオ類防除の現地実

証試験

茨城県筑西市の大豆転換畑（播種日：2009年 7月 5

日；品種：納豆小粒；畦間43cm）において、土壌処理

剤フルミオキサジン (lOg/lOa）と茎葉処理剤グルホ

シネートの畦間処理（500ml/10a）の体系処理の現地

試験を行った。土壌処理は 7/7に全面散布、畦間処

理は 8/17に除草剤畦間散布機 SY09 （ヤマト農磁）

を用いて行った。また、グルホシネートの畦間処理

については、茨城県つくば市の大豆畑（播種日：2009

年 7月下旬；品種：納豆小粒；畦間60cm）においても

8 /21に同じ散布機を用いて現地試験を行った。

ウ研究結果

（ア）帰化アサガオ類の発生生態の解明

休眠打破された種子が 7日後に50九以上発芽する

温度は、‘ホシアサガオ＼‘マルパルコウ’で10℃以

上、‘マメアサガオ＼‘マルパアサガオ’で15℃以上、

‘マルパアメリカアサガオ’で、20℃以上で、あった（蛙

谷ら 1））。休眠（硬実）種子は 5種ともに 10℃でも

死滅せず、休眠打破種子は 5℃に14日間置くと、‘マ

ルパアメリカアサガオ’で約6側、他の 4種では 0～

7 %/J＇＞死滅した。さらに低温になると死滅率は高まり、

-3℃以下ではほとんどが死滅した。

開花までの日数には種間差があったが、いずれの

種も量的短日牲を示し（図41221）、 6月下旬～ 8月

中旬の播種では播種日の日長時間との相関が高かっ

た（図41222）。日長反応性は‘マメアサガオ’が最

も強く、‘マルパアサガオ’は弱かった。 8月中旬以

降の播種では播種から開花までの積算気温が種毎に

ほぼ一定であった。開花から結実までの日数は開花

日が遅くなると長くなったが、種毎に 0～ 2℃以上



た。を有効温度とする有効積算温度はほぼ一定であった

（図41223）。種子生産は 6月播種個体が最も多かっ
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播種目毎の帰化アサガオの開花 ・結実期間

2008、2009年のポット播種試験データを使用した。棒グラフの開始点は播種日、終了点は

結実開始日を表し、＊あるいは詳は生育期間中に開花あるいは正常な結実がなかったことを

示す。
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図4122-3 結実に及ぼす温度の影響

2008年のデータを使用した。 積算温度は開

花日から結実日の前日までの日平均気温を使

用した。

図4122-2 開花に及ぼす日長の影響

2006、2008年の6月下旬～8月中旬播種のデー

タを｛吏用した。



（イ）分布調査と分布可能域の推定（渡遅ら 2))

分布調査は37都道府県160機関から協力が得られ、

調査地区の大豆栽培面積（一部地区では過年度の栽

培面積）は49,622. 6haで、あった。調査票に記録され

た帰化アサガオ類の発生面積の集計値は1,613.9ha 

となり、大豆栽培面積の3.3切に相当した（渡遅ら 2）、

3））。特に東海地域での発生頻度は極めて高く大豆栽

培面積の2聞で発生し、愛知県ではその値が50見以上

におよんだ。

草種が特定された帰化アサガオ類では、‘マルパ

アメリカアサガオ’と‘マノレパルコウ’の発生面積

がともに300haを超えて大きかった。帰化アサガオ類

の中での草種の特定ができなかったために、 「アサガ

オ類」として記録された発生面積は624haであった。

‘マルパアサガオ’の大豆畑内での発生面積は 2ha 

と少なく、他の草種に比べると極めて希であった。

‘マルパルコウ’、‘マルバアメリカアサガオ（ア

メリカアサガオ）’及び‘マメアサガオ’は中国 ・四

マルバアメリカアサガオ
（アメリカアサガオ）
0 多 o少。希

マルバアサガオ
． 多 ・少・希

マメアサガオ
O多 o少。希

ホシアサガオ
． 多 ．少．希

園地域から東北地域にかけての広範な地域の大豆畑

で発生が確認され、‘ホシアサガオ’は東海地域から

東北地域にかけての太平洋側地域の大豆畑で発生が

確認された（図4112-4）。‘マルバアサガオ’は他の 4

種と比べ大豆畑での発生地域が少なかった（図

4112-4）。帰化アサガオ類による被害内容は収穫作業

の阻害が主であり、次いで大豆汚粒の原因や大豆の

生育初期～中期に絡みつくことによる生育後期の倒

伏が問題で、あった（渡遅ら 3））。

各地域の大豆栽培条件（播種期、収穫期、気温 ・

日長の季節変化）と帰化アサガオ類 5種の発生生態

(t住谷ら 4））から、これらの大豆作付期間内での種

子生産の可能性を検討した結果、‘マルバルコウ’と

‘マルパアサガオ’は北海道北部まで、‘ホシアサガ

オ’と‘マメアサガオ’は北海道南部まで、‘マルパ

アメリカアサガオ’は本州北部まで分布可能である

と推定された（図4112-4）。

マJレJfルコウ
O 多 o少。希

図4122-4 2008年大豆作で帰化アサガオ類が確認された地域と適応可能地域の北限（温暖地以北）（渡遅ら2))

L有、は普及センターを示し、円の大きさは発生頻度を示す。

多：多くの大豆畑で見られる、少：発生している大豆畑は少ない、希：大豆畑で発生しているが殆ど見られ

ない

曲線は各草種の生態特性と各地の日長 ・気温の推移に基づいて推定された適応可能地域の北限を示す。

ーーー． マルパアメリカアサガオ（アメリカアサガオ）、マメアサガオ、マルパルコウ

一一一 ・マルパアサガオ、ホシアサガオ



（ウ）除草剤に対する感受性の種間差（龍谷ら日））

土壌処理剤ではフルミオキサジンの効果が高く、

出芽を25～50%に抑制した。茎葉処理剤の全面処理で

は、 5種ともに、グルホシネート、ジクワット・パ

ラコートによってほとんど枯死し、グリホサートで

は枯死しなかったが、草丈が著しく抑制された（無

処理比10～20九）。べンタゾンは‘ホシアサガオ’と

‘マルパルコウ’には抑制効果が高かったが、他の 3

種に対しては草丈の伸長抑制がやや弱く（30～50九）、

つる化した。リニュロンでは 5種ともに草丈の伸長

抑制が弱く（30～70則、つる化した。株元処理では

グルホシネートとジクワット・パラコートで効果が

高く、 5種ともにほとんど枯死し、グリホサートで

は枯死しなかったが、種子生産が阻害され、ベンタ

ゾンでは阻害程度が低く、種子生産は阻害されかっ

た。ほとんど枯死したとみられた個体の一部で、再生

が認められた。

（エ）水田輪作地帯での帰化アサガオ類の発生実態

調査（黒川ら日））

119地点でアサガオ類の発生が確認された。最も多

かったのは水田畦畔（58.0%）で、転換畑の畦畔

(10.叫）及び水路際（4.2%）を含めると73.1協が圃

場周辺での発生であった。発生草種は‘マルパルコ

ウ’が圧倒的に多く（75.4%）、‘マメアサガオ’

(13. 8%）、‘マルパアメリカアサガオ’（10.1 %）の

順であった。それぞれの地域内では必ずしも分布地

点は隣接しておらず、非連続的な分布で、あった。‘マ

ルバルコウ’は 4月から10月まで、‘マメアサガオ’

は5月から10月まで、‘マルパアメリカアサガオ’は

4月から 9月まで出芽期聞が続くことが確認された0

6マルパルコウ’及び‘マメアサガオ’では 6月中

下旬に少数ながら開花が見られた地点があり、その

後は 8月下旬以降に多くの地点で開花時期を迎えた0

6マルパルコウ’では 6月中下旬に開花が見られ

た一部の地点では 6月下旬から 7月中旬にかけて結

実したが、他の地点ではほとんどが 8月下旬以降で

あった。‘マルパアメリカアサガオ’は10月下旬以

降に結実した。

（オ）大豆畑における帰化アサガオ類防除の現地実

証試験

筑西市の現地試験では、土壌処理剤フルミオキサ

ジンと茎葉処理剤グルホシネートの畦間処理の体系

区において、大豆作付け期間中に発生した全個体の

15. 8%が土壌処理で枯死し、 76.3%が茎葉処理で枯

死した。その結果、結実した個体は7.9%に抑えられ

た。つくば市の現地試験（帰化アサガオ類が多発）

では、グルホシネート畦間処理 5日後にはほぼ全個

体が枯死したとみられたが、 14日後には株間個体が

再生し、すぐにつる化して開花・結実した。大豆収

穫時にグルホシネート畦間処理区でアサガオ残草量

の低下及び大豆増収傾向がみられたが、いずれも有

意な差で、はなかった。

工 考 察

（ア）帰化アサガオ類の発生生態の解明

帰化アサガオ類の種子は休眠（硬実）状態では低

温耐性があるが、休眠が打破されると冬期の低温で

死滅する可能性が示唆された。発芽温度には種間差

があり（蛙谷ら I) ）、出芽時期は気温で推定できる

こと、一般的なダイズ播種時期の 6～7月の日長時

聞から帰化アサガオ類の開花開始日が推定できるこ

と、開花日と気温から結実日が推定できることが明

らかになり、分布域の推定に使用できると考えられ

た（蛙谷ら 1））。

（イ）分布調査と分布可能域の推定

今回の帰化アサガオ類の分布調査では、侵入初期

段階の地域では見過ごされている可能性が高いこと、

大豆畑周辺ではより広範な地域で帰化アサガオ類の

発生が確認されていること、帰化アサガオ類の発生

生態からいずれの草種も本州全域の大豆栽培で種子

生産可能であると推定されたことから、今後のより

詳細な調査により、推定発生面積はさらに大きな数

字となる可能性が高いと考えられた。

（ウ）除草剤に対する感受性の種間差

2009年に農薬登録された土壌処理剤の新規成分フ

ルミオキサジンの効果は高かったが、 25～50協の出芽

抑制にとどまった。土壌処理剤の効果は、雑草種子

の深度や休眠状態によって変動すると考えられ、効

果を高めるにはこれらの影響を明らかにする必要が

ある。畦間処理できる除草剤の効果は、グルホシネー

ト、ジクワット・パラコートで、高かった。べンタゾ

ンは草丈lOcm以下の個体に対しても効果に種間差が

あったので、処理する際には種を同定して使用する

必要がある。なお、一部、除草剤処理後に再生個体

があったことから、再生条件を明らかにする必要が

ある。



（エ）水田輪作地帯での帰化アサガオ類の発生実態

調査

地域内での分布拡大防止の観点で圃場周辺の集団

の種子生産を防ぐためには、 8 月中下旬から開花す

る多くの集団のほかに 6月中下旬に開花する集団に

も気を配った管理が必要で、あると考えられた。実際

に、有効と推察された防除タイミングから外れて行

われた畦畔管理の事例では、調査期間中 4 回以上防

除が行われたが、 6月下旬の 1回目の結実期と 8 月

下旬以降の 2回目の結実期ともに結実が観察された。

一方、 6月中旬と 8月中旬を含む 3回の防除が行

われたところでは調査期間中全く結実は見られな

かったことから、開花期に合わせた防除が効果的で

ある（溢谷ら 7））ことが確認できた。

（オ）大豆畑における帰化アサガオ類防除の現地実

証試験

現地試験においてフルミオキサジンは、これまで

に登録のあった土壌処理剤に比べて帰化アサガオ類

に対して高い効果があることが実証された。しかし、

本成分は広葉雑草のみを対象としているため、イネ

科雑草混在圃場ではイネ科雑草対策を含めた検討が

必要である。また、グルホシネートの畦間処理につ

いても非常に効果が高いことが確認できた。しかし、

帰化アサガオ類が多発する圃場では、残存個体や再

生した株間個体の絶対数が多く、効果的に被害を回

避するまでにはいたらず、さらに処理時期や回数等

の検討を進める必要があると考えられた。

オ今後の課題

帰化アサガオ類の発生生態特性から、 5種ともに

本州全域で分布可能であると推定された。現在、分

布が確認されていない地域でも警戒を強化する必要

がある。特に大豆畑に侵入する前に畦畔等で定着す

ることから、畦畔等圃場周辺での効果的な時期の防

除を徹底する必要がある。帰化アサガオ類等の繁茂

による大豆収穫阻害等の被害は深刻であり、大豆生

産現場からは、低コスト・省力防除のための新規除

草剤の開発とその利用技術の開発に対する強い要望

が示されている。防除方法としては、効果の高い土

壌処理剤と茎葉処理剤が明らかになり、基本となる

防除法が確立されたが、残存個体や再生個体の問題

が残されている。帰化アサガオ類の防除の困難さは、

不斉一な発生、発生から 2～3週間で、つる化する生

育の速さ等にある。今後、種子の休眠打破や死滅条

件を解明し、耕種的防除法を開発するとともに、除

草剤処理に関しては、処理時期と回数及び耕種的防

除法との組み合わせの最適化を行う必要がある。さ

らに、温暖化の進行によって増大すると考えられる

帰化アサガオ類の地域毎の蔓延リスクを明らかにし、

それに対応した防除体系技術を開発する必要がある。

力要約

帰化アサガオ類の発生生態特性の解明により、分

布可能域が推定された。帰化アサガオ類は現在、東

北地域の一部の大豆畑まで分布が確認されているが、

いずれの草種も本州全域で分布可能であり、畦畔等

圃場周辺での防除の徹底など警戒を強化する必要が

ある。グルホシネートの畦間処理は効果が高いが、

さらに処理時期と回数及び耕種的防除法との組み合

わせの最適化を行う必要がある。
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( 3 ）寒地畑作地帯における雑草化する野良イモ対

策技術の開発と実証

ア研究目的

我が国の馬鈴薯生産量の 3割以上を占める北海

道・十勝地方は、近年、初冬時期における積雪量の

増加が要因で、土壌凍結深が顕著な減少傾向にある

（日irotaet al. 1 ）、 贋田 2））。断熱作用がある積雪が

寒気を遮ることで収穫後に畑に残った小イモが凍死

せず、越冬して翌年に芽を出し雑草化する野良イモ

の多発が顕在化してきた。大規模畑作が営まれてい

る十勝地方では、野良イモは後作物の生育阻害、各

種病害虫発生などの要因になり生産者に致命的な被

害を与える。現在、野良イモの防除は、一般に農薬

散布と人手による抜き取りの併用であり、農薬代と

散布費用がかかり、抜き取り作業の投下労働量は48

時間／haの労働時間を要し（白旗3））、新たな労働

負担となっている。この問題に対して、一部の農家

では、冬期間に断熱作用のある雪を地表から除去す

る除雪や、断熱効果を低減できる圧雪を作業機械で

行う土壌凍結促進による野良イモの凍死処理が試み

はじめられている。しかし、現状で、は農家の勘に頼っ

た作業のため凍結促進の行き過ぎで播種期の遅延や

春先以降の作物の生育抑制、逆に凍結促進不足によ

り野良イモ防除効果を十分に発揮しない例も見られ

る。そこで、本研究ではこれらの問題を解決するた

めに、気象データから土壌凍結深を予測できる土壌

凍結深推定手法を改良し、最適な除雪開始時期や除

雪期間の設定に基づく土壌凍結深制御手法を用いた

野良イモ防除対策技術を開発する。

に4ヶ月貯蔵したばれいしょ（‘コナフブキ’）を

1℃～ 4℃に設定したインキュベ タ内に静置しl、

3、6、16時間（ 1℃処理は64時間）後に取り出し

て、 25℃のグロ スキャビネット内に 6週間静置し

て萌芽を調査した。

（ウ）除雪・圧雪などの積雪管理を考慮、した土壌凍

結深制御手法の開発

開発した土壌凍結深推定モデルを北農研・芽室研

究拠点のメチレンブルー凍結深計の圃場で、の観測値

(2001～2009年、自然積雪状態及び除雪区）を用い

て検証した。上記の土壌凍結深モデ、ルを拡張して野

良イモ凍死予測モデ、ルを開発し、野良イモ凍死温度

を 3℃と設定して検証するとともに、野良イモ防

除に必要な最大土壌凍結深と除雪期間を試算した。

（エ）低温条件がイモの萌芽に及ぼす影響及び品種

間差違の解明

凍結に対するイモの影響を検討するためにばれい

しょ 7品種を供し、－ 3℃～－ 7℃のインキュベ

ション内に16時間静置した。これらのサンプルを

25℃のインキュベ タに移動して21日後に萌芽及び

腐敗を確認した。なお、一部の芽が萌芽した塊茎は

生存とした。

（オ）土壌凍結深推定に基づく野良イモ発生予察と

制御手法による対策数理プログラムの開発と検

証

上川郡 S地区と帯広市 T地区に試験圃場を設置し

た。除雪に関しては最大土壌凍結深を20cm以上に設

定し、 1月21日から 3月9日までの聞に計 6回、土

壌凍結深を調査した。また、 6月以降には野良イモ

発生数を調査した。なお、土壌凍結深推定モデ、ルに

イ研究方法 よって最適な除雪期間を除雪期間中には降雪がない

（ア）土壌凍結深推定手法の高精度化と土壌凍結深 ものとして積雪深 2c mtこ設定して計算した。

推定に基づく野良イモ発生予察

深さ 5cm、15cm、22cm、30cmに3～10gのばれい

しょ（‘コナフブキ’若しくは‘トヨシロ’）を埋設

した。 8月中旬には埋設したイモを掘り起こし、種

イモの生存・死滅を調査した。なお、最大土壌凍結

深は2005～2006年：除雪区49cm、対照区19c m、

2006～2007年：除雪区52c m、対照区31c m、2007～

2008年：除雪区61cm、対照区26c mで、あった。

（イ）低温インキュベータを用いた氷点下条件での

イモ生存生の判別及び温度の検証

温度の影響を見るために、収穫後 5℃の定温庫内

ウ研究結果

（ア）土壌凍結深推定手法の高精度化と土壌凍結深

推定に基づく野良イモ発生予察

2005～2006年は除雪区の深度 5c mと15c mに埋

設したイモは100%死滅したが、除雪区30c m、45c 

mと対照区のすべての深さでは60～100%のイモが

生存し、一部は地上へ出芽していた。 2006～2007年

と2007～2008年は除雪区の深度 5c m、15c m、22

cmtこ埋設したイモは100%死滅したが、除雪区30c 

mと対照区の15c m、22c m、30c mで、は33～100%
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のイモが生存した（表4123-1）。また、気温と積雪深 凍結している深さとして凍結深を推定する土壌凍結

の入力から地温を推定して、 0℃以下の深さを土壌 深推定モデ、ルを作成した（データ省略）。

表4123-1 埋設深度とばれいしょの生存率%との関係

深度

5cm 15cm 22cm 30cm 

2005-2006 

除雪 0 a2) 0 a 63 b 

対照（非除雪） 100 c 100 c 100 c 

2006 2007 

除雪 0 a 0 a 0 a 50 b 

対照（非除雪） 63 b 100 c 100 c 100 c 

2007 2008 

除雪 0 a 0 a 0 a 33 b 

対照（非除雪） 0 a 100 c 100 c 93 c 

1 ）品種.2005-2006と2006-2007は‘コナフブキ’、 2007-2008は‘トヨシロ’

2）異なるアルファッベット聞に Fisher’sPLSD5%水準で、有意差がある。

表4123-2

貯蔵時間

貯蔵温度と期聞がばれいしょの生存率%に及ぼす影響

貯蔵視度

45cm 

75 b 

75 b 

-1 °C 2 °C -3 °C -4。C -5 °C 

1時間

3時間

6時間

16時間

100 
100 
100 

64時間 100 

1 ）品種： 6コナフブキ’

100 
100 
100 
100 

2 ）一部の芽が萌芽したイモは生存とした。

100 100 
100 100 100 
90 90 20 
90 30 。

（イ）低温インキュベータを用いた氷点下条件での

イモ生存生の判別及び温度の検証

状況をほぼ再現した（図4123-2）。

インキュベーションにより貯蔵温度及び時間条件

について検討した結果、 3℃（± 1℃） 6時間で

死滅するイモが発生し、 4℃（± 1℃） 16時間で

70%の死滅を認めることができたが、 100%の死滅は

5℃（± 1 ℃） 16時間を必要とした（表41232）。

（ウ）除雪 ・圧雪などの積雪管理を考慮した土壌凍

結深制御手法の開発

モデルは観測値（最大土壌凍結深）を推定誤差

(RMSE) 5 cmで推定できた（図4123-1）。モデ、ルの

感度解析を行ったところ、 気温の値が 1°Cの違いが

最大土壌凍結深は 4c m異なることがわかった。ま

た、除雪期間中（10～20日の除雪気温 10℃を想定）

の積雪深が 0cmと5cmの場合で最大土壌凍結深は 5

～lOcm異なることがわかった（データ省略）。2007

～08年の試験結果を用いて検証を行ったところ、野

良イモ凍死予測モデルは野良イモの凍結腐敗、越冬

一一342一一
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表4123-3 凍結に対する生存 ・腐敗の品種問差異

凍結に対する耐性

号ヨ

インカのめざめ

キタアカリ

中

男爵薯

アンデスレッド

十勝とがね

メークイン

（エ）低温条件がイモの萌芽に及ぼす影響及び品種

間差違の解明

Usuki et al. 4 ＞の報告によれば、‘コナフブキ’を

用いた場合には 3 °Cから死滅する個体が認められ

るが、生存率が80%を下回るのは－ 4℃である。本

試験では供した品種はすべて 4℃までは凍結する

ことなく生存が確認された。なお、‘キタアカリ’と

‘インカのめざめ’は 5 °Cで生存率が80%以下、

‘男爵薯＼‘アンデスレッド＼‘十勝こがね’、

‘メークイン’は－ 6 °Cで80%を下回った。‘とう

や’は 6 °Cでも生存率80%以上を保っていたが

7℃ではすべての品種で生存率が 0%となったこと

から、品種間差異があることが推察された（表

4123 3）。

強

とうや

表4123-4 現地試験における除雪 ・圧雪による野良イモ防除効果

土壌凍結深土（ cm) 野良イモ発生数 発生率
処理 1/12 2/2 2/13 2/16 2/24 3/9 （個／a) （%） 
S地区 対照 16.5 14. 2 13. 7 11. 3 12. 0 510 

除雪 16.5 16.8 20.0 7.3 11. 8 10. 2 295 57.8 

T地区 対照 13. 5 6. 7 9.0 4. 3 4. 3 404 
圧雪 13.5 12. 7 17. 3 16.0 19. 0 459 113. 6 
除雪 13. 5 16. 0 18. 7 6. 3 16. 2 15. 6 205 50. 7 

除雪は 1月21日に 1回目、 2月 3日に l回目を再度除雪、2月16日に l回目の雪山を移動するように 2回目の除

雪。なお、網かけの値のうち 2月16日のデータは 2回目の谷の中央（ 1回目の雪山の下の位置）、 2月24日、 3月9日

は2回目の除雪の谷の中央を測定。圧雪は1月21日に 1回目目の圧雪を行い 2月 3日に 2回目の圧雪を行った。

（オ）土壌凍結深推定に基づく野良イモ発生予察と

制御手法による対策数理プログラムの開発と検

証

除雪に関しては土壌凍結深を20cm以上に設定して

いたが、 2回目の除雪期間が十分でなかったために

特に S地区では土壌凍結が浅くなったと考えられた。

また、 圧雪で、は降雪が多かったために断熱効果が発

揮されて十分な土壌凍結深が得られなかった可能性

があるが、野良イモ発生率は50～60%に抑えられた

（表4123-4）。

また、土壌凍結深推定モデ、ルによって算出された

最適な除雪期間は、 S地区では 1月12日から 1月29

日までを一回目とすると土壌凍結深は28c m、 1月

30日から 2月11日を2回目とすると土壌凍結深は

26cmとなった。同様に、T地区では 1月17日から 1月

29日までを一回目 とすると土壌凍結深は27cm、 1月

30日から 2月 12日を 2回目と すると土壌凍結深は

30cmとなった。
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工考察

（ア）土壌凍結深推定手法の高精度化と土壌凍結深

推定に基づく野良イモ発生予察

対照区の深さ 5cmに埋設したイモ塊茎について

は年度によって結果が異なることから、凍結腐敗に

対する品種間差異が存在すると推察された（表

4123 1）。野良イモ凍死予測モデルを用いて必要な土

壌凍結深を評価したところ、現行の平年値 (12月～ 2

月で 8℃）では、イモの埋設深さが深さlOcm以内

であれば、最大土壌凍結深は30cm必要であることが

わかった。また、この土壌凍結深を達成するには除

雪を冬季の最も厳寒な日平均気温 10℃の時期に行

うとすると、除雪期間は10日必要であると考えられ

た。

（イ）低温インキュベータを用いた氷点下条件での

イモ生存生の判別及び温度の検証

70%の死滅を認めるには 4℃（士 1℃） 16時間

を必要としたことから、温度のみならず時間を考慮

する必要があることが明らかになった。

（ウ）除雪・圧雪などの積雪管理を考慮した土壌凍

結深制御手法の開発

2007～2008年の試験結果を用いて検証したところ、

野良イモ凍死予測モデルは野良イモの凍結腐敗、越

冬と死滅をほぼ再現できたことから、この野良イモ

凍死予測モデルは有効で、あると判断できた。

（エ）低温条件がイモの萌芽に及ぼす影響及び品種

間差違の解明

供したサンプルは 4℃までは凍結することなく

生存が確認されたが、 80%以下の生存率になるのに

は品種間差があり、土壌凍結を用いた野良イモ防除

には、栽培した品種ごとに対応した地温の情報が必

要となると考えられた。

（オ）土壌凍結深推定に基づく野良イモ発生予察と

制御手法による対策数理プログラムの開発と検

証

試験年度の12月～ 2月の平均気温は、 S地区の近傍

のアメダス観測値で 3.8℃、 T地区の近傍のアメダ

ス観測値で－5.8℃で、あった。これは、十勝中央部に

位置する芽室研究拠点の現行の気象条件の平年値が

冬季期間 (12月～ 2月）で 8℃と比べても 2～4℃

程度高く、土壌凍結深制御の適用には不利な条件で

あった。土壌凍結深推定モデ、ルによって算出された

最適な除雪期間を設定すれば、試験年度のような記

録的な暖冬の年でも、除雪期間を適切に設定するこ

とでおおむね目標とした土壌凍結深30c m に近くな

ることが明らかになった。このように地温の推定が

可能である土壌凍結深推定モデ、ルを用いることで、

より簡便かっ確実な野良イモ防除が可能となること

が示唆された。

オ今後の課題

（ア）土壌凍結深制御手法による野良イモ対策技術

の確立

本研究では、土壌凍結深推定モデ、ルに基づく野良

イモ防除対策技術を開発した。今後は、この土壌凍

結深推定モデルを用いた野良イモ防除対策技術の普

及を促進するためには、栽培したばれいしょ品種の

凍結耐牲について品種間差異をさらに検討する必要

がある。また、野良イモの防除技術については、十

勝地域ばかりでなく、類似の気候帯である網走・オ

ホーツク地方の畑作地帯での展開も見込まれる。

（イ）寒地畑作地帯における帰化雑草等の分布拡大

予測と対策技術の開発

今後の地球温暖化予測に基づき野良イモをはじめ

被害拡大する恐れのある雑草種の調査を行うととも

に、その発生生態と作業体系から分布拡大の可能性

及び除草剤の殺草スペクトラムの調査等、寒地畑作

地帯の広域で利用できる野良イモの防除技術の開発

と新たな侵入帰化雑草対策に焦点を当て、温暖化に

対応した対策技術の開発を行う必要がある。

力要約

気象データから土壌凍結深を予測できる土壌凍結

深推定モデ、ルを改良し、野良イモ防除に最適な除雪

開始時期や除雪期間の設定に基づく土壌凍結深制御

手法を開発した。野良イモ凍死モデ、ル作成のための

低温インキュベータを用いた氷点下条件でのイモ生

存生の判別及び温度の検証によって、土壌凍結によ

るイモの死滅は土壌凍結することよりも温度と時間

に依存していると推察され、おおむねの目安は

4℃で16時間以上を必要とすると考えられた。また、

作成した野良イモ凍死予測モデ、ルを用いて、必要な

土壌凍結深を評価したところ、現行の気象条件では、

最大土壌凍結深は30cm必要であることがわかった。

死滅に必要な温度には品種間差異があることから栽

培したばれいしょ品種によって異なるが、野良イモ
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防除に必要な除雪期間はおおむね10日間必要と判断

できた。これらのことから、開発した土壌凍結深推

定モデルによって算出した最適な除雪期間を用いれ

ば目標とする土壌凍結深を達成することが可能とな

り、これを用いて土壌凍結をコントロールすること

で、野良イモ発生によるジャガイモシストセンチュ

ウ等の病害虫発生や異品種イモの混入等の生産者に

致命的な被害を与えるリスクを現状の気象条件では

回避できることが明らかになった。今後の課題とし

ては、野良イモをはじめ被害拡大する恐れのある雑

草種に対する除草剤の殺草スペクトラムの調査等、

寒地畑作地帯の広域で利用できる野良イモの防除技

術の開発と新たな侵入帰化雑草対策に焦点を当てた

温暖化への対応技術の開発を行う必要がある。
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第 2章 施設園芸における適応技術の開発

野菜の気温上昇への適応技術の開発

( 1 ）低圧型細霧冷房と地下冷熱源を併用した環境

制御による夏秋トマト安定生産技術の開発と実証

ア研究目的

現在、ハウストマトでは、高温ストレス、稔’生低

下による高温での収量低下が著しい。従来の蒸発冷

却、換気による環境制御は、その性能の限界が外気

の状態に規定されるため、温暖化時には、それらの

単独技術では必要な温度水準を達成できず、夏季に

はさらなる高温ストレスの増大、 トマト収量低下を

招くことが予想される。

そこで、これを抑制するため、低圧でも葉濡れが

無く、十分な性能を持つ細霧冷房技術と地下冷熱を

施設へ持ち込み局所施用する技術を組み合わせた環

境制御技術を開発し現地実証した。

イ研究方法

（ア）地下冷熱源を用いた局所冷房手法の開発と実

日正

農研機構・近中四農研内傾斜圃場に設置されてい

る白作の地中熱交換器を備えたパイプハウスと隣り

合ったパイプハウス（それぞれ軒高2.7m、幅 6m、長

さ14.Smで同サイズ）において、側窓開度を低く調

節し、その他の温室と比較して日平均で1.5～2℃気

温の高い疑似的な温暖化条件を作出した。地中熱交

換器によって生成される量的に限られた冷気を効果

的に活用するため、 トマトの根域と生長点のみを冷

却する局所冷房方式を採用した。地下で生成される

冷気は、軸流ファンによって強制的に誘導し、ダク

トを通して培地と生長点両方を連続的に冷却できる

ようにした（図4211-1）。

2008年は、栽培品種には、桃太郎エイトを用いた。

3月下旬に播種、苗育成後、 2008年 5月 7日に局所冷

房ハウス、対照ハウスに、それぞれ 3畦合計24株ず

つ、ロックウール培地へ移植した。農研機構・近中

四農研で開発された傾斜地用養液栽培システムを用

い、タイマー制御の掛け流し式の給液方法により、

長段取り栽培を実施した。

2009年は、栽培試験の品種には、ホーム桃太郎を

用いた。 6月 2日、それぞれのハウスに 4畦合計40

株ずつ栽植し、前年度と同様に、長段取り栽培を実

施した。また、前年度に局所冷房によりトマトの増

収効果を得られた原因を明らかにするため、放射温

度計によってトマト生長点付近の葉面温度を、赤外

線式 C02計を用い、 トマト生長点付近の C02濃度の

連続観測を実施した。

（イ）低圧型細霧冷房システムの開発と実証

2008年は、農研機構・近中四農研内平張り型傾斜

ハウス（車干高 3m、2a）において、約4.Okgf/cm2の低

圧で作動可能な細霧ノズルを用いた細霧システム

（柴田 I) ）に、蒸発効率を上げるための循環扇を導

入し、乾球湿球温度差から細霧噴霧量とタイミング

を決定する独自のアルゴリズムを採用し、噴霧コン

トローラを加えた新たな低圧型細霧冷房システムを

試作した。

2009年は、山口県において現地実証試験を行った。

ここで、①さらなる冷房性能向上と葉濡れ減少のた

め、より細かな水粒子を噴霧できる機材を選択し、

②噴霧ノズ、ル数の低減など初期導入コストの低減を

ねらい、③現地設置と維持管理の簡便性（部品点数

の縮減、高圧ホース使用など）をはかり、構成機器

の見直しを行い、近年開発された多目的噴霧ノズ、ル3

個を前面に配置した循環扇（（株）フクスイ社製：霧

霧舞H）を採用した。

山口県山口市阿東生雲（標高344m）の現地でビニ

ルハウス 2棟を用いて、実証栽培試験を行った。細

霧冷房装置（細霧ノズ、ル付き循環扇：水圧1.5Mpa、

吐出量300ml/min、粒径30～40μ m、最大風量

8lm3/min）を間口6.45m、奥行き30m、軒高3.Omのハ

ウスに 4台設置して試験区とし、隣接する間口6.lm、

奥行き30m、軒高3.2mのハウスを対照区とした（図

4211 2）。前述の細霧冷房システムを自動制御するこ

とにより環境制御を行った。品種は桃太郎グランデ

を用い、栽植密度は畝幅150cm、株間40cm、1条植え

(166株／ a）とした。 肥培管理は養液土耕システ

ムを用い、整校法は現地慣行法である連続摘心整枝

とし、着果処理はマルハナパチを利用した。収量調

査は、ハウス中央部の 2列（136株）を対象に収穫日

毎に全重を記帳し、果実品質については前述の収量
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図421ト1 地下熱交換方式による局所

冷房試験の様子

調査に併せて、 8月から10月まで各月上 15、25日

に収穫した全果を調査した。また、生育及び着果状

況については、ハウス中央部の 2列に 4カ所（各10

株）調査区を設定した。

ウ研究結果

（ア）地下冷熱源を用いた局所冷房手法の開発と実

証

2008年の試験では、 5月 7日の定植から11月 4日

までの夏秋期に、株当たりで風穴区10.9kg、対照区

8. 7kgの果実収量が得られ、局所冷房処理により約

20出の増収効果が認められた（図4211-3）。この結果

は、高温処理していないハウスの収量と比較しても

高かった（柴田ら 2））。

最も暑い期間（ 7月10～8月17日）の l日当たり

の果実生産速度と、 1日の平均冷気温には、負の相

関－0.48 (N=39）が 5出の有意水準で認められた。ま

た、収穫前の数日間、冷気温が低い方が果実生産速

度にプラスに働くことから、夏季の局所冷房によっ

て糖消費が抑制されていることが示唆された。つま

り、増収の要因として、生長点への冷気送風による

図421ト2 現地における細霧ノズル付循環扇

と試験状況

光合成速度上昇と温度軽減による糖消費の抑制が考

えられた。両者の段位別の結実数に処理問差は認め

られず、局所冷房処理による増収は 1個あたりの果

実重の増大によってもたらされた（図4211-4）。

2009年の観測結果では、地下熱交換冷気の処理に

より、日中のトマト生長点付近の葉面温度は、日最

高で約25℃までに制御された。また、葉面温度が20℃

を下回る夜間は、対照区と比較しやや高温で推移し、

最低気温も高く維持された（柴田ら 3））。地下熱交換

空気の施用により、日中のトマト生長点付近の C02

濃度は高くなった。地下では、日の出後の地温の上

昇により、微生物や植物の根の呼吸により C02濃度

が高まるが、日中は地下熱交換時の通風により、そ

れらの C02が生長点に輸送されていることが明らか

となった（図4211-5）。

山口の現地では、 5m長の地中熱交換ノfイプ2本

（アルミニウム製）を埋設し、送風装置、制御器、

送風ダクトを設置した。さらに、冷却源として地下

水を利用できるようにラジエターを地下熱交換装置

に組み込んだ（図4211-6）。
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図421ト5 局所冷房処理時の生長点付近の葉面温度

とC02濃度

（イ）低圧型細霧冷房システムの開発と実証

2008年は、シーケンサと 2台の白金抵抗体温度セ

ンサを用い、乾球温度と湿球温度から噴霧ノ〈／レブの

制御を行う噴霧コントローラ（約10万円で作成可能）

を作成した（図42117）。2009年の現地試験では、新

たに細霧ノズル付き循環扇を用い、昨年度開発した

噴霧コントローラによって自動運転を行った結果、

2009年のうち最も高温となった盆明け直後の時期に、

外気温よ り平均的に1.19℃高かったハウス内気温を

外気温より 0.38°C低く制御でき、ほぼ29℃以下の温

度制御が達成できた。

栽培試験では、 7月から 8月中旬までの 日照時間

が少なく、冷夏傾向の気象動向であったため、細霧

冷房の稼働時聞がきわめて短く、処理効果を判定す

るのは難しかった。ただし、 8月下旬から 9月中旬

にかけて好天が続き、 トマトの生育が回復し、処理

6 9 12 t5 H¥l 21 

花肩陪憧

図4211-4 花房段位JjiJl個あたりの果実重

図4211-6 現地に設置した地中熱交換装置

区、無処理区のいずれも平年並みの収量が得られた。

暑熱が着果及び肥大に影響する 8月から10月までの

収量は、処理問差が認められず、また、 11月までの

総収量も同等であった（図4211-8）。果実品質では、

上物率に差は認められず、細霧冷房区がわずかに l

果重が大きかった（表4211-1）。細霧冷房の稼働期間

に生育した第 4基本枝の生育は、処理聞の差は認め

られなかった。着果率は、第 8、13果房で細霧冷房

区がわずかに上回ったが、処理期間中を通して問題

となる水準まで着果率が低下する ことはなかった

（図42119）。

ハワスの軒高が低く、細霧冷房装置とトマト群落

との高低差が小さいことから葉濡れや水滴のぼた落

ちが一部発生したが、灰色かび病の発生などへの影

響は認められなかった。
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表4211-1 細霧冷房が果実品質に及ぼす影響（136株当たり 2009年）

区名 全重果数 1果重

(kg) （個I) (g) 

果実品質の内訳
上物奇形果羽岡県小果裂果

（出）（拡）（出）似）（出）

志田霧冷房 43. 7 297 147.8 86.6 4.3 1.0 3. 4 4. 8 

6. 7 5. 3 対照 44.1 312 141. 5 85. 2 1. 8 1. 0 

泊 8月～9月の各5,15、25日に収穫した果実を調査
ノj県はlOOg以下

エ考察

（ア）地下冷熱源を用いた局所冷房手法の開発と実

言正

本研究で開発した地下冷熱源を利用した局所冷房

手法は、自然を利用した冷房であり C02の排出がな

い点、限られた資源（冷気）を有効に利用できる技

術であること、さらに新たな投資を必要としないで

C02施肥が可能で、あることが明らかとなり、様々な野

菜栽培への活用が期待できると考えている。現地に

設置した市販の地下熱交換装置は、柴田が使用した

装置に比べると、得られる熱エネルギーは小さかっ

た（柴田ら 3））。そこで、中山間地域で入手しやすい

自然エネルギーのひとつである地下水を利用できる

ように改良を加えた。これにより、地下熱交換装置

単体よりも夏期で 2℃程度低い冷風が得られること

が期待できるので（山口県農林総合技術センター未

発表）、 実用化に向け研究を深化させたいと考えてい

る。
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（イ）低圧型細霧冷房システムの開発と実証

本研究で開発した簡易な細霧冷房システムは、初

期費用がlOaあたり 150万円といわれる一般的な細霧

冷房システムの約半分の費用75万円で、外気温並の

制御を可能とするシステムとなった。実証試験を

行った山口あぶトマト産地は、標高300～400mに位

置しており、夏秋トマトの産地としては標高が低く、

今後、地球温暖化が進むとその影響を大きく受ける

と予想される。平年ならば、 8月上旬より着果負担

の増大と高温の影響を受け、生育が衰えるとともに

着果率も低下し、 9月の収量が大幅に低下する現象

が認められる。現時点でも 9月の出荷量が大幅に減

少しており、産地として 9月以降の収量確保が重要

な技術課題と位置づけられており（粛藤 ・陶山 4) ）、

暑熱緩和技術に寄せる期待は大きい。今回使用した

細霧冷房システムは、従来のシステムより比較的安

価で設置も容易で葉濡れも少ないことから（柴田ら

2））、下温効果に併せて 9月の増収効果が実証できれ

ば、普及する技術になり得ると考える。

オ今後の課題

（ア）地下冷熱源を用いた局所冷房手法の開発と実

証

ハウスのサイズ、に対する熱交換ノミイプのサイズや

埋設位置などの適正化ができていないので、基礎的

な熱移動理論に基づいた最適設計の研究を実施する

必要がある。また、地下熱交換は冷房だけでなく 、

冬季には暖房として活用できることから、今後は局

所的な暖房機能も活かし、作期の拡大をはかりつつ

増収効果を高めてし、く。

（イ）低圧型細霧冷房システムの開発と実証

制御用湿球温度計が給水部のトラブルによりシス

テムが停止する場合があり、給水部の改良が必要で

ある。また、多くのハウスで、誘引支柱から天井ま

でのスペースが小さく、噴霧水粒子が誘引支柱に当

たりボタ落ちを発生させる箇所も認められた。これ

らの問題を解決するため、噴霧ノズル数や位置の再

検討、噴霧フ。ログラムの改良などの対策が必要であ

る。

力要約

（ア）地下冷熱源を用いた局所冷房手法の開発と実

証

温暖化条件におけるハウスにおいて、長段採りト

マト生長点に地下で熱交換された冷気を施用すると

約20協の果実増収効果が見られた。この理由は、温度

低減による植物体の糖消費の抑制と C02の供給によ

る光合成速度の増大と考えられた。また、現地に住

宅用地中熱交換装置を改良して設置した。

（イ）低圧型細霧冷房システムの開発と実証

乾球温度と湿球温度から噴霧ノ〈ルブ、の制御を行う

材料費約10万円の細霧噴霧コントローラを開発し、

細霧ノズ、ル付き循環扇を用いたシステムを構成し、

現地試験を行った結果、最暑期の温室を外気温より

0. 38°C低く制御でき、ほぼ29°C以下の温度制御が可

能であった。ただし、 2009年は 7月から 8月中旬ま

での日照時聞が少なく、冷夏傾向の気象動向であり、

細霧冷房の処理効果を判定するのは難しかった。
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研究担当者（柴田昇平＊、日高輝雄、 吉村美沙子）

( 2 ）高温期の安定生産が可能な促成イチゴの低コ

スト高設栽培装置の開発と開発した装置を使用

した産地実証

ア研究目的

イチゴは、周年生産を特に望まれている作物の一

つであるが、現在でも 7～10月は端境期となってお



り、ほとんどを輸入に依存している。さらに咋今の

気候の温暖化は、秋期のイチゴの花芽分化を遅延さ

せ、収穫の中休み発生等から収量の減少を招く事態

となっており、今後更なる温暖化の進行により、現

状の促成栽培作型及び生産地の維持すら厳しくなる

ことが予測される。そこで本研究では、イチゴの連

続出昔’生及び収量性のバランスを最適に保つ地下部

を中心とする適温域を特定し 今後も普及が見込ま

れる高設栽培において、収穫の中休みを軽減できる

培地等の昇温抑制能力を有する低コストかっ簡易な

栽培装置及び関連栽培技術を開発する。また、産地

において開発した装置・技術の実証試験を行い、産

地への技術の普及を目指す。

イ研究方法

（ア）定植後の培地温度がイチゴ数品種の連続出昔

牲と収量性に及ぼす影響

気化潜熱を利用した培地の昇温抑制技術（山崎ら

I）、 Yamazakiet al. 2 l、山崎:l））を効率的に利用する

ため、収穫の中休み軽減にとって重要なイチゴの連

続出昔性と収量牲という二つの性質を両立するよう

な定植後の最適培地温度を数品種について検討し特

定を試みた。

a 品種及び試験苗の育成

いずれも近年の促成栽培において主要品種である

‘さちのか’、 ‘章姫’、 ‘とちおとめ’、 ‘紅ほっ

ぺ’の 4種を供試した。 2009年 6月18日に 2～ 3葉

期のランナ一子株を一斉に採苗し、専用培士を詰め

たイチゴ、用小型ポット（容量90ml) に挿し苗した。

30日間育苗した後、日長 8時間、暗黒時15℃の夜冷

短日処理を30日間実施し、頂果房（又は頂花房）を

分化させた。

b 試験区の設定

頂果房を分化させた苗を、 2009年 8月18日にビー

トモスと籾殻クンタンを等量混合した培土を充填し

た12cm径のポリポットに移植して、エブ＆フロー用栽

培プールとスポットクーラーとからなる白作の温度

制御装置 3台に各品種 7株ずつ配置した。この装置

をそれぞれ培地温度が 1日平均17、20、23℃となる

よう調整して40日間処理した。また、同日に‘さち

のか’と‘紅ほっぺ’については、同じ培土を充填

した高設栽培装置（培土 2L/株） 3台に10～11株ず

つ定植し、同様にスポットクーラーで培地温度が 1

日平均17、20、23℃となるよう調整して30日間制御

した。いずれも培地温度を制御しない区を設け対照

区とした。基肥として緩効性被覆肥料のスーパーロ

ング424100を一株当たり 2gの窒素量となるように

培地に混合して施与した。

c 調査項目

ポット及び高設栽培装置の各区の培地温度を、熱

電対により 1時間ごとに複数点計測した。頂果房及

び一次服果房（又は第 1次服花房）の出昔日、一次

側枝葉数、収量について調査した。

（イ）緩効性被覆尿素肥料の組み合わせと連続出昔

性・収量性との関係、

イチゴの花芽分化が体内窒素濃度に左右されるこ

とに着目して、肥効開始時期や肥効期間の異なる緩

効性の被覆肥料を組み合わせて、イチゴの体内窒素

濃度を制御し、連続出昔性が向上するような肥培管

理技術の開発を試みた。

a 品種及び試験苗の育成

‘さちのか’、 ‘紅ほっぺ’の 2種を供試した。

2009年 6月25日に（ア）と同様の育苗を開始し、夜冷

短日処理により頂果房の分化した定植用の試験苗を

育成した。

b 試験区の設定

2009年 8月27日に高設栽培装置へ定植した。基肥

は成分溶出がリニア型で、硝酸系高度化成肥料で、ある

ロングトータル313180(LT：慣行法）を対照として、

シグモイド型の LPコート 3種類（LPS60、LPSSlOO、

LPS200）の混合割合を変えて 3試験区を設定した。そ

れぞれ一株当たり窒素量が 3gとなるよう培地に混

合して施与した。各区22株供試した。

c 調査項目

各高設栽培装置の培地表面下lOcmに熱電対を 2点

設置して、 1時間毎に培地温度を計測した。定植後

から 10日毎に新生第 3葉の葉柄汁液中硝酸イオン濃

度を測定して体内窒素濃度の推移を計測した。各果

房の出昔日、昔数、一次側枝葉数、収量について調

査した。

（ウ）開発した装置の性能評価と生育に及ぼす影響

の調査及び培地冷却法の兵庫方式イチゴ高設栽

培装置への適用

2009年に兵庫県加西市の兵庫県立農林水産技術総

合センターと兵庫県神戸市西区の現地圃場において、

開発した気化潜熱利用型の培地冷却能を有する高設



栽培装置の性能評価試験及び培地冷却法の兵庫方式

イチゴ高設栽培への応用試験を実施した。

a 品種及び試験苗の育成

センター内試験では‘章姫’、 ‘さちのか’の 2

品種を供試、現地圃場では‘さちのか’を供試した。

それぞれ慣行の育苗法により試験苗を得た。

b 試験区構成 ・規模

センター内試験については、気化冷却式高設栽培

装置（近中四 ・送風区） 7 m を1台、兵庫方式高設栽

培装置（兵庫 ・送風なし（慣行）区） 7 m をl台、通風

改造した兵庫方式高設栽培装置（兵庫 ・送風区） 15m 

と7mを各 1台供試した。現地試験では気化冷却式

高設栽培装置（近中四 ・送風区）30mを6台、兵庫方

式高設栽培装置（兵庫・送風なし（慣行）区）32mを6台、

通風改造した兵庫方式高設栽培装置（兵庫 ・送風

区）32mを1台（図4212-1)とした。

c 調査項目

センター内及び現地試験ともに気温、培地温、開

花期、収穫日、収量を計測 ・調査し、花芽分化及び

生育調査についてはセンター内試験のみで実施した。

d 調査手法

センター内試験では、 2009年 9月10～11日に定植

後、近中四 ・送風区及び兵庫 ・送風区には 9月11日

に送風を開始、 10月23日まで継続した。以後は慣行

法に従い栽培し、各調査を行った。現地試験では、 9

月11日～14日にかけて栽培装置に定植、9月15日に

送風を開始、 10月23日まで継続した。送風終了後は

慣行法に従って栽培し、各調査を行った。

一般的な兵庫方式高設栽培装置

図4212-1 送風改造した兵庫方式高設栽培装置

ウ研究結果

（ア）定植後の培地温度がイチゴ数品種の連続出昔

性と収量性に及ぼす影響

ポット試験の制御期間中の平均培地温度は、それ

ぞれ17.6, 20.2、22.7℃であり、対照区は25.4℃で

あった。連続出昔性はいずれの品種とも対照区で低

く、 ‘章姫’は培地温度が20℃設定の時に最も高く、

‘とちおとめ’、 ‘さちのか’は20と23℃では差が

なかった。 ‘紅ほっぺ’は17～23℃区において差が

なかった。17℃では、生育が鈍化して一次肢果房の

出奮が遅れる傾向を示す品種が多かった（山崎ら 4)）。

高設栽培における培地温度制御期間中の平均培地

温度は、それぞれ17.8、20.4、23.2℃であり、対照

区は25.3℃であった。 ‘紅ほっぺ’では一次版果房

の出蓄が20°C区で他の区より 10日以上早く、 一次側

枝葉数も少なかった。各区間の頂果房の収量に有意

差は認められなかった。 ‘さちのか’では、 20℃区

で一次服果房の出奮が早い傾向があったが、頂花房

収量は減少した（表42121）。

表4212-1 定植後の培地温度が各果房の出昔日、頂果房収量に及ぼす影響（高設栽培における実証試験）

実測 平均出昔日（頂果房） 平均出昔日（一刻夜果房） 一次側枝葉数1) 頂果房収量（g/株） 2) 頂果房奮数
設定

（平均，℃）紅ほっぺさちのか 紅ほっぺ さちのか 紅ほっぺさちのか紅ほっぺさちのか 紅ほっぺさちのか

17°C 17.8 9/18 9/20 10/27 11/6 5.1 a3) 5.8 b 129.9 a 106.0 a 12.2 b 12.9 c 

20°C 20.4 9/15 9/20 10/17 1112 4.2 b 5.2 b 119.6 a 94.8 b 12.2 b 12.9 c 

23°C 23.2 9/13 9/21 10/27 11/6 5.2 a 5.6 b 120.1 a 110.5 a 13.3 b 14.9 b 

対照 25.3 9/15 9/19 11/6 11/25 5.9a 7.9a 118.0a 105.0a 16.2a 18.5a 

1 ）一次肢果房が分化するまでに、側枝で分化・展開した葉数。

2）蓄数を調査後、果房あたり着果数を10果に統ーしたときの収量3

3）異なるアルファベット聞には危険率 5犯で有意差があることを示す（Tukey’stest）。



（イ）緩効性被覆尿素肥料の組み合わせと連続出蕎

性・収量性との関係

被覆尿素肥料を基肥に施与した区では、対照区よ

り培地温度がいずれも低下した（図4212-2)0 6さち

のか’では、 LPS60+LPSS100区で一次版果房の出奮が、

対照区に比べて15日程度早く、頂果房の初収日がや

や遅くなるものの、収量は対照区との聞に有意差は

見られなかった（表4212-2）。 ‘紅ほっぺ’では、一

次服果房の出曹が対照区に比べて10日程度早い区が

見られたが、被覆尿素肥料を使用した区では頂果房

の収量がし、ずれも少なかった（データ略）。新生第 3

葉の定植後からの葉柄汁液中硝酸イオン濃度の推移

は図42123に示すように推移した。 ‘さちのか’の

LPS60+LPSS100区では、定植から20日間程度、イチゴ

の体内窒素濃度が低かった。
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図4212-2 尿素肥料を使用したことによる培地温度 図4212-3 新生第 3葉の葉柄汁液中の硝酸イオン

の昇温抑制作用 濃度の推移（さちのか）

表4212-2 緩効性被覆尿素肥料が出昔日や頂果房の収量等に及ぼす影響（さちのか）

試験区1)
平均出膏日 一次側枝 頂果房

頂果房 一次服果房 葉数 昔数 初収日 収量（亘／株）2) 

LT（対照） 9/27 12/4 8.4 a3) 18.8 a 11 /14 87 .1 ab 

LPS60 10/2 11 /25 5.8 b 20.2 a 11 /17 98.5 a 

LPSS100 10/2 12/14 5.3 b 14.9 b 11 /18 76.9 b 

LPS60+LPSS100 10/4 11 /17 4.1 c 16.3 b 11 /18 92.5 a 

1 ）基肥肥料の略称を試験区とした。各区窒素量（N）は一株当たり 3g。LT：ロングトータル313-180（対照）、

LPS60：被覆尿素肥料 LPコート S60(Nlg) +LPコート S200(N2g）、 LPSSlOO:LPコート SSlOO(Nlg) +LPコート

S200 (N2g）、 LPS60+LPSS 100・LPコート S60(NO. 4g) +LPコート SSlOO(NO. 6g) +LPコート S200(N2g）。

2）昔数を調査後、果房あたり着果数を10果に統ーしたときの年内収量。

3）異なるアルファベット聞には危険率 5犯で有意差があることを示す（Tukey’stest）。

（ウ）開発した装置の性能評価と生育に及ぼす影響

の調査及び培地冷却法の兵庫方式イチゴ高設栽

培装置への適用

近中四・送風区において、培地温は慣行区に比べ

最大 4℃程度低減された（図4212-4）。現地の近中

四・送風区において、培地温は送風口より遠いほど

やや上昇する（最大1.6℃）傾向にあったが、生育への

影響はなかった。頂果房の開花期は、センター内の

‘章姫’ 及び現地の‘さちのか’では慣行に比べ送

風区で早まる傾向があった。頂花房開花後の草丈は、

送風区で抑制傾向にあった。一次肢果房は、センター

内の‘章姫’及び現地の‘さちのか’では、送風に

より開花が早まったが、場内の‘さちのか’では、

花芽分化は促進されたが開花期は遅延した（表



4212-3）。年内収量は近中四 ・送風区で多い傾向に

あった（表42124）。

れた。 一方 ‘さちのか’では逆に遅延する傾向であ

り、頂果房開花後の草丈は、 ‘さちのか’ではやや

抑制される傾向にあった。一次肢果房は、 ‘さちの

か’、 ‘章姫’共に開花が早まる傾向であった（表

4212 5）。年内収量は、兵庫 ・送風区で増加する傾向

にあった（表4212-6）。

送風改造した兵庫方式高設栽培装置（兵庫 ・送風

区）において、培地温は慣行区（兵庫 ・送風なし）に比

べ最大3.5℃程度低減した。頂果房の開花期は、セン

ター内の‘章姫’では慣行に比べ早まる傾向が見ら
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図4212-4 1日の培地温の推移（現地、 10/12)

表4212-3 培地冷却法が定植後の生長 ・開花に及ぼす影響

調査地 品種 栽培装置 草丈（cm) 頂花房第1次服花房 送風期間地温v 花芽分化

活着後z 開花後Y開花期x 50目開花日w 最高 最低 平均 程度u

現地ほ場さちのか 近中四・送風あり ー 13.1 11/10 12/27 37.0 18.4 24.4 

一・呈崖．：進恩t.＜£＿~＿£盟tu＿＿＿＿＿・：：＿＿一＿＿＿＿＿！立J_____ l.J!.1.~－－－－－－－－－－－－－－JLι－－－－－－－－＝・・・・ー・－－－－－－＝－－・ー－－－－－－－－＝
場内 さちのか 近中四・送風あり 13.4 13.7 11/13 未 30.5 17.9 22.7 @@  

長塵：遥i恩t.<t_U盟1iL_____ !2.4 11.9 11111 1129 32.3 1 a.6 23_5 ×ム
場内 葦姫 近中四・送風あり 17.1 21.6 11/2 12/28 一一一訂~3-- 17.9 22.7 

兵庫・送風なし（慣行） 19.3 24.4 11/9 12/30 32.8 18.7 23.9 
z調査日 9月29日 Y調査日 11月19日（現地ほ場）及び11月18日（場内） ち附開花田 町月29日調査打ち切り

v調査期間：9/21～10/2"2株調査×未分化、 A肥厚期、0分化期、。がく片形成期

表4212-4 培地冷却法が定植後の生長 ・開花に及ぼす影響

調査地 品種 栽培装置 総収量z 上物率町 平均果重口 年内収量w

(g／株 ） (t/ha) (%) (g) (g／株）

現地ほ場さちのか 近中四・送風あり 72.0 5.6 一 一 50.3 

一一一一一一一一＿＿ti)庫．：送且.t.<f.」L盟nL＿ーーー－~?2_______ 1互．．．．．二．．．．．．．．ーーーーーニ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 立§＂~・－
場内 さちのか 近中四・送風あり 98.2 7.6 68.9 17.3 36.8 

_____ ti)庫．：送昆.t.<f＿~＿（盟i工L___ J_1］＿立＿＿＿＿_!_1_.1 _____ ］＿~＂~－－ーーーーーーーーーー＿J~~旦E・E・－－－・E・＿!3_Q＂~－－
場内 章姫 近中四・送風あり 180.3 14.0 85.5 18.0 64.9 

兵庫・送風なし（慣行） 255.8 19.8 95.1 18.9 4 7.1 
'2月1日現在の値 V上物率は個数比率 x平均果重は可販果の平問 w年内収量は12/31まで

表4212-5 兵庫方式高設栽培装置への送風が生長 ・開花に及ぼす影響

品種 栽培装置 草丈（cm) 頂花房第1次服花房w

活着後z 開花後Y 開花期x 50%開花日

さちのか兵庫方式・送風あり 13.7 16.4 11/14 1/15 

ー－－＇長庫去芸 ：＿送毘主」i盟ti'）＿ー圃＿＿＿JLL・一一1.?.c~－－－－－－－UL!J一一・＿＿＿＿＿＿＿JL~旦
章姫 兵庫方式・送風あり 19.0 24.5 11 /2 12/22 

兵庫方式・送風なし（慣行） 19.3 24.4 11 /9 12/30 
z調査日9月29日 y調査日：11月19日（現地lま場）及び11月18日（場内） ち似開花日 w1月29日現在



表4212-6 兵庫方式高設栽培装置への送風が生長・開花に及ぼす影響

品種 栽培装置 総収量z 上物率zy 平均果重zx 年肉収量w

(g／株） Ct/hal (%) (g) (g／株）

さちのか兵庫方式・送風あり 232.0 18.0 81.7 21.3 35.8 

－－－＇呈車主主：送旦主」 i盟fi')_______ _l但主＿＿＿＿＿＿＿J_L4. _______ _z.§. .. ;L_ ＿＿・E・－－・E・＿＿rn旦一一E・E・－立QC~一
章姫 兵庫方式・送風あり 299.9 23.2 96.9 19.2 66. 7 

兵庫方式・送風なし（慣行） 255.8 19.8 95.1 18.9 47.1 
'2月1日現在の値 Y上物率は個数比率 x平均果重は可販果の平均 w年内収量は12/31まで

表4212-7 開発技術による慣行高設栽培法に対する導入時コスト削減効果

肥料代 培地代
不織布

シート代
差額合計

慣行 59,200 424,700 211,500 

183,500 

企 28000 

盟主基盤
差霊

36,000 212,350 

企 23200企 212350 企 263,550

＊価格はlOa当たりの資材費であり、 2009年12月現在の価格を元に算出した。

工考察

（ア）定植後の培地温度により連続出昔牲には明ら

かな違いが見られ、その反応は品種によっても異

なっていた。 ‘章姫’や‘紅ほっぺ’は比較的低い

培地温度でも連続出昔牲がよいが、 ‘とちおとめ’

と‘さちのか’は20～23℃程度が連続出昔には適温

であると考えられた。宇田川ら 5）は、イチゴの生育

にとって根圏の温度は18～23℃が適温であると報告

しているが、適温の中でも連続出音性への温度の影

響はさらに細かく反応が分かれるようだ。高設栽培

試験から‘紅ほっぺ’は定植後培地温度を20℃程度

にすることで、 ‘さちのか’は20℃以上23℃以下に

することで、連続出昔牲と収量性の両立が可能と思

われた。

（イ）被覆尿素肥料を使用したいずれの区でも、対

照区より培地温度が低かったのは、尿素の吸熱反応

によるものと考えられる。定植後の高温期には、培

地の昇温抑制に補助的な効果あると考えられる。

（ウ）被覆尿素肥料を使用した‘さちのか’の

LPS60十LPSSlOO区において、他区に対して連続出昔牲

が高まり、さらに頂果房の収量性を維持できた要因

は、定植後20日程度、体内窒素濃度が低く抑えられ

たことで一次肢果房の出昔が促進し、一方で分化前

後から急速に窒素が供給され、株を充実させること

ができたため収量が確保で、きたものと推察される。

（エ）本研究結果より、被覆尿素肥料の使用と培地

量の半減により、高設栽培の導入時に慣行法に比べ

てlOa当たり約26万円のコスト削減が可能となる。内

訳は、肥料代が約2.3万円減、培地代（ビートモスと

籾殻クンタン）が約21.2万円減、栽培槽用のシート代

が約2.8万円減である（表4212-7）。

（オ）気化冷却法を利用した近中四方式高設栽培装

置の利用により、培地温が低下し服果房の開花が早

まる傾向が見られた。しかし‘さちのか’において

は抑制される傾向があり、これは花芽分化が早まっ

たものの、地温が低く推移したため生育が抑制され、

分化した花芽の生長も抑制されたことと、地温に対

する品種の反応性の違いが影響したものと推察され

る。また、気化冷却法を兵庫方式高設栽培に応用し

たところ、一次服果房の開花が促進され、初期収量

も優れることから、気化冷却法の応用は有効である

と判断された。

オ今後の課題

（ア）培地だけでなく、イチゴのクラウン部や培地

の上面についても、気化潜熱を利用して昇温抑制可

能な高設栽培装置又はその送風システムの開発、実

用的な高設栽培の長さ（20～40m）においても、高温

期に安定的に気化潜熱により培地の昇温が抑制可能

なシステムの開発が必要である。

（イ）翌春以降（ 4～6月）の気化潜熱を利用した

培地の昇温抑制による花芽分化時期、連続出昔への

影響について検討し、花芽分化時期や収穫時期を延

長可能な技術を開発する。



（ウ）培地冷却や育苗時の花芽分化処理の効果は、

品種と処理の組合せによっては効果が異なり、却っ

て開花が遅延する現象も見られた。これに関しては、

品種による感温性の違いが影響していると考えられ、

今後、品種による最適地温の調査等を踏まえて、送

風期間や送風強度の制御等を行う必要がある。

力要約

（ア）イチゴの連続出昔牲と収量性を両立させる定

植後の培地温度は、‘紅ほっぺ’では平均20℃程度、

‘さちのか’では平均20℃以上23℃以下であること

が明らかになった。

（イ）緩効性被覆尿素肥料を基肥とすることで、慣

行の硝酸系被覆肥料に比べて日中の培地温度が最大

2. 5℃程度低下し、培地の昇温抑制作用が確認された。

高温期の培地の補助的な昇温抑制手段として有効で

ある。‘さちのか’では、被覆尿素肥料の混合施与によ

り対照区より一次服果房の出昔が17日早く、頂果房

の収量も対照区に比して同等以上であった。収量性

を維持しつつ連続出昔性を高められる有効な肥培管

理法と考えられる。

（ウ）被覆尿素肥料の使用と培地量の半減により、

高設栽培の導入時に慣行法に比べてlOa当たり約26

万円のコスト削減が可能となった。

（エ）気化冷却法を利用した近中四方式高設栽培装

置を現地に導入したところ、培地温が低下し、日夜果

房の開花が早まる傾向が見られた。しかし、センター

内試験の‘さちのか’においては、逆に抑制される

現象が見られ、花芽分化は早まったものの、地温が

低いために生育が抑制されたことによるものと考え

られた。

（オ）気化冷却法を兵庫方式高設栽培に応用するこ

とで、一次日夜果房の開花が促進され、初期収量も優

れることから、兵庫方式への本方法の応用は有効で

あると考えられた。
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研究担当者（山崎敬亮ぺ山本晃一）

( 3 ）光環境制御によるホウレンソウの高温下品質

向上・抽台抑制技術の開発

ア研究目的

高温下での生育が劣るホウレンソウは高温期には

遮光栽培され、そのために外観品質やアスコルビン

酸などの有用成分含量の低下が生じている。温暖化

の進行に伴い、より強し、遮光が行われることにより

品質低下がより大きな問題になると予想される。ま

た、温暖化の進行により、生育遅延によるホウレン

ソウの抽台の問題がさらに大きくなると考えられる。

そこで本課題では、遮光栽培法、光質制御法の最

適化によるホウレンソウの高温下における品質向上、

抽台抑制技術を開発し、開発技術について産地実証

を行う。

イ研究方法

（ア）遮光栽培法の最適化によるホウレンソウの高

温下品質向上

a 草丈の確保のための最適な遮光時期・遮光

期間の検討

雨よけ栽培したホウレンソウ品種‘アクティブ’

を供試し、遮光除去が草丈の伸長に及ぼす影響を調

査した。

( a ）遮光除去時の草丈の段階の違いによる生育

抑制度合いの違い

ハウス屋根全体に遮光率30%の資材を被覆した上

特願2008-327663. で、ハウス内の遮光率は45%とした。 7 /22～8 /12 

2 ) Yamazaki K. et al. (2009) . Shortening of の聞に 1週間おきに播種し、 8/31に草丈を測定した

non-harvest period in high bench strawberry forcing うえで遮光除去区の遮光資材を除去し、 9/4に再度

culture by a simple control method of medium 測定した。



( b）草丈の確保のための最適な遮光期間

8/7に播種して、（ a）に準じた条件で栽培し、図

4213-1に示した試験区を設定した。各試験区の遮光

除去処理時及び収穫時（ 9 I 9）に草丈を測定した。

b 品質の変動の調査

雨よけ栽培したホウレンソウ品種‘アクティブ’

を供試した。

( a ）遮光除去後の株重、葉色等の外観品質の回

復に要する期間

7 I 1に播種・遮光栽培（遮光率は45%）した。 7/25 

に収穫・測定後、遮光除去し、 7/28～ 8/4に収穫

し、株重及び葉色（SPAD値）を測定した。

( b）産地実証試験

7 /31に京都府内ホウレンソウ産地にて播種し、遮

光栽培（遮光率45%）した。 8/25の夕方に遮光除去

し、 8/28の朝に収穫してアスコルビン酸含量を測定

した。

( c）アスコルビ、ン酸含量の短期的変動

収穫前日及び収穫当日午前 9時までの積算日射量

と午前 9時のアスコルビン酸含量との関係について

解析を行った。

（イ）短日処理・光質制御による抽台抑制技術の開

発

a 短日処理による拍台抑制技術の開発

(a ）抽台抑制に必要な短日処理時間の検討

簡易短日処理装置を用い、明期11時間、明期12時

間、明期16時間（参考区）、白然日長（対照区）の各

条件でホウレンソウ品種‘おかめ’を育苗し、プラ

ンターに定植後の拍苔茎伸長を計測した。雨よけ栽

培したホウレンソウ品種‘アクティブ’を供試し、

遮光除去が草丈の伸長に及ぼす影響を調査した。

( b）日長時間感応開始生育ステージの検討

簡易短日処理装置を用い、 12時間明期条件下で播

種し、播種後 6' 8' 10、12、15、18、21日後に16

時間明期条件下に移し、節間伸長開始時期を検討し

た。

( c）生産者圃場における抽台抑制効果の検証

簡易短日処理装置を用いて、明期11時間、明期12

時間、白然日長（対照区）の各条件育苗したホウレ

ンソウ品種‘おかめ’を三重県津市内の生産者圃場

に定植し、拍台株率の調査を行った。

b 光質制御による抽台抑制法の開発

( a ）遠赤色光の薄暮時重複照射による抽台抑制

効果の検討

クリプトン電球に 3種類の短波長カットフィルタ

(680nm、700nm、750nm以下の透過率がほぼゼロ）

を組み合わせた遠赤色光源をホウレンソウ‘おかめ’

の育苗期間中、薄暮時重複照射（朝夕 2時間 4:oo～ 

6 :ooと18:00～20:00に照射）した。また、対照区と

して白然日長育苗、参考区として遮光カーテンによ

る短日育苗（明期時間11時間及び12時間）も行い、

白然日長下のプランターに移植後、拍台株率を調査

した。

ウ研究結果

（ア）遮光栽培法の最適化によるホウレンソウの高

温下品質向上

a 草丈の確保のための最適な遮光時期・遮光

期間の検討

遮光除去すると、生育段階に関わらず、遮光しな

い場合と比較して草丈の伸長が抑制される傾向にあ

り、遮光除去後は、どの草丈の段階でも草丈の伸長

が遅くなった。（図42131）。

b 品質の変動の調査

遮光除去後のアスコルビン酸含量の回復に必要な

日数は既に明らかにされている（吉田ら I) ）ため、

外観品質（株重・葉色）の回復に要する期間を調査

した。その結果、株重・葉色が改善するまでには 7～

10日程度を要した（図4213-2）。また、産地実証試験

により、産地条件での遮光除去によって、アスコル

ビン酸含量の約 2割の増加がみられた（図42133)0 

さらに、午前 9時に収穫した場合のアスコルビン酸

含量は、前日の日没時の含量の傾向が維持され、ア

スコルビン酸含量は収穫当日ではなく収穫前日の日

射量との相聞が高かった（図42134）。

（イ）短日処理・光質制御による拍台抑制技術の開

発

a 短日処理による抽だい抑制技術の開発

(a ）拍台抑制に必要な短日処理時間の検討

5～6月育苗において11時間明期、 12時間明期の

短日育苗で、白然日長育苗に対して、 3～ 5日の抽

台抑制効果が安定して認められた。 11時間明期育苗

と12時間明期育苗との聞に拍台抑制効果に明確な差

は認められず、拍台抑制のためには12時間明期で十

分と考えられた（図42135）。また、薄暮時遮光によ

る明期制限では、遮光に伴う生育量減少もほとんど



認められなかった。

( b）日長時間感応開始生育ステージの検討

節間伸長開始時期は16時間明期時間へ移した時期

とほぼ同期しており、出芽直後より長日感応してい

ることが明らかとなった（図 42136）。

( c）生産者圃場における拍台抑制効果の検証

白然日長育苗で拍台株率（拍台茎長 lcm以上の個

体割合） 80%に対し、 11時間明期育苗、 12時間育苗

明期育苗では抽台株率が、それぞれ、 55%、44%で

あり、拍台抑制効果が生産者圃場でも確認された。

b 光質制御による抽台抑制法の開発

(a ）遠赤色光の薄暮時重複照射による拍台抑制

効果の検討

700nm以下カット光源でのみ、短日育苗と同等の

抽台抑制効果が認められ（図42137）、移植栽培を前

提とせず、栽培本圃への導入作業が容易な手法とし

て、遠赤色光の薄暮時照射も抽台抑制に有効である

ことを明らかにした。
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1) 7 I 1播種、 7/25-8/ 4収穫、「遮光除去後O

日目」の朝に調査後、遮光資材を除去した。

2）縦線は標準誤差（n=6) 

図4213-1 遮光期間が収穫時の草丈に及ぼす影響

1) 8 I 7播種・ 9/9収穫、 8/24にlOcm時遮光除

去区、 8/28に15cm時遮光除去区、 9/1に20cm

時遮光除去区の遮光資材を除去した。

2）縦線は標準誤差（n二 12)
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図4213-7 遠赤色光の薄暮時照射によるホウレンソウ

抽台抑制効果

工考察

（ア）遮光栽培法の最適化によるホウレンソウの高

温下品質向上

a 草丈の確保のための最適な遮光時期 ・遮光

期間の検討

遮光除去後は、どの草丈の段階でも伸長が遅く

なったことから（図4213-1)、草丈の小さいうちに遮

光除去したものほど最終収穫調査時の草丈が低くな

る傾向があると考えられた。そのため、草丈の伸長

を確保するためには、できる限り収穫期近くまで遮

光する必要があると考えられた。これまでの結果に

より、草丈20c m程度で、遮光除去すると、試験で設

定した遮光除去時期の中では最も草丈の伸長に対す

る影響は小さかった（図42131）。

b 品質の変動の調査

遮光除去後の外観品質（株重 ・葉色）の回復に要

する期間を調査した結果、アスコノレビン酸含量は実

質 1日で回復するのに対し（吉田ら I) ）、株重 ・葉色

が改善するまでには 7～10日程度とさらに日数を要

することが明らかになった（図42132）。また、産地

実証試験により、産地での栽培条件及び生産者の管

理下での遮光除去によるアスコルビン酸含量の約 2

割の増加を確認でき（図4213-3）、プロ、ジェクト目標

を達成した。さらに、午前 9時に収穫した場合、ア

スコルビン酸含量は、前日の日没時の含量の傾向が

維持され、収穫当日ではなく収穫前日の日射量との

相関が高かったことから（図42134）、遮光除去後に

アスコルビン酸含量の高いホウレンソウを午前 9時



に収穫するためには、晴天日の翌日に収穫すること

が有利であると考えられた。

c 草丈を確保した上で品質向上可能な新たな

遮光栽培法

以上を総合的に考慮して、遮光栽培したホウレン

ソウで、収穫前の遮光除去処理の導入により、草丈

の伸長を確保した上でアスコルビン酸含量、株重・

葉色を向上させる栽培方法として、草丈20cm程度で

遮光除去し、 7～10日経過後の晴天日の翌日に収穫

する方法が考えられた。

（イ）短日処理・光質制御による拍台抑制技術の開

発

a 短日処理による拍だい抑制技術の開発

(a ）拍台抑制に必要な短日処理時間の検討

暗黒となる完全遮光を行いながら、苗の生育量に

ほとんど違いが認められていないのは、遮光を行っ

た時間帯の光強度は低いため、遮光が無くとも光合

成量もごく小さく、遮光による生育量抑制がほとん

ど認められなかったためと考えられた。

(b）日長時間感応開始生育ステージの検討

出芽直後より長日感応していることが示されたの

で、短日育苗や光質制御育苗、さらには、何らかの

生産本圃処理を行う場合でも、出芽後速やかに処理

を開始すべきことが明らかとなった。

( c）生産者圃場における拍台抑制効果の検証

想定される抽台抑制メカニズ、ムからも、生産者圃

場でも同様の結果が得られることは想定の範囲内で

あったが、所内のプランタ一実験でなく、十分な大

株に生育した段階でも、抽台抑制効果が確認された

ことは有意義と考えられた。

b 光質制御による拍台抑制法の開発

( a ）遠赤色光の薄暮時重複照射による拍台抑制

効果の検討

遠赤色光薄暮時重複照射の拍台抑制メカニズ、ムを、

薄暮時の弱し、太陽光下で変換される長日反応に対し

て活’生型の遠赤色光吸収型フィトクロームを同時に

照射する遠赤色光により、長日反応に対して非活性

型の赤色光吸収型フィトクロームに再変換すること

によるとの仮説が贈呈され得る。この仮説に立てば、

680nm～700nmには、赤色光吸収型フィトクロームの

吸収スペクトルが含まれているため、長日反応に十

分な割合にまで遠赤色光吸収型フィトクロームへの

変換が起こっていたと考えられ、 750nm以下カット

光については、遠赤色光吸収型フィトクロームを赤

色光吸収型フィトクロームに再変換する遠赤色光が

不足していたと考えられた。

オ今後の課題

（ア）本課題により、収穫前の遮光除去処理の導入

により草丈の伸長を確保した上で、アスコルビン酸含

量、株重・葉色を向上させる栽培方法を開発したが、

産地において実用可能であるかどうかの確認が残っ

ている。また、品質面では、遮光による硝酸含量の

増加の問題があり、生育・収量面では、近年の温暖

化が原因とみられる気温・日照条件の栽培期間中の

変化に対応可能で、収量向上のために最適な遮光栽

培法の確立が生産現場から求められている。さらに、

遮光が植物体の温度等に及ぼす影響についてはあま

り調べられていない。以上のような課題・問題点に

ついて今後取り組む予定である。

（イ）ホウレンソウの移植栽培は、生育初期の立枯

れ性病害を回避できることから、高温時の安定生産

技術として有望であるが、安価で高能率な移植作業

機がないことなどから、未だ、広範な普及には至っ

ていなし、。そのため、簡易で安定した効果を有する

ものの短日育苗技術の普及可能性はごく限られたも

のと言わざるを得ない。一方、遠赤色光の薄暮時重

複照射は生産本圃への導入方策が容易な利点がある

が、現時点では安価な遠赤色光源がないため、普及

の可能性は低い。ただし、遠赤色 LEDの発光スペク

トノレは、今回明らかとなった抽台抑制に有効な遠赤

色光スベクトルの条件に合致しており、今後予想さ

れる LEDの低廉化・発光強度の増加の進展次第では、

実用的な技術になる可能性がある。

力要約

（ア）遮光栽培したホウレンソウで、収穫前の遮光

除去処理の導入により、草丈の伸長を確保した上で

アスコルビン酸含量、株重・葉色を向上させる栽培

方法として、草丈20c m程度で、遮光除去し、 7～10

日経過後の晴天日の翌日に収穫する方法が考えられ

た。

（イ）短日育苗は拍苔が最も問題となる 5～7月で、

安定した抽台抑制効果を持つことが明らかとなった

ほか、遠赤色光を朝夕に重複照射することでも短日

処理と同様の効果を有することが明らかとなった。
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( 4 ）高温耐性ナスの育成と果実品質低下防止技術

の開発

ア研究目的

ナスは高温による結実不良が減収につながること

が問題となっており、高温下でも結実率が高い品種

の開発が期待されている。これまでの研究から農研

機構・野茶研で育成した単為結果性ナス系統

'AE-P03’は高温下でも結実率が低下しないことを

明らかにしている（Kikuchiet al. 1）、 2））。そこで

この‘AE-P03’を交配親に用い、高温耐牲を付与し

た実用的単為結果性ナスを開発する。また栽培現場

では、結実促進のために開花日に‘ 4 CPA’を単花

処理する技術が用いられているが、労働時間や作業

負担が高いことから簡易な作業で収量を増加させる

技術の開発が望まれている。高温環境下においては

このような作業負担は益々高くなると考えられるこ

とから、高温下栽培における省力的収量増加技術の

開発を行う。

イ研究方法

（ア）高温耐性ナスの開発

a 試交 F，の育成

'AE P03’と他の単為結果性固定系統を交雑し、

試交 F1種子を採種した。

b 高温耐性選抜条件の構築

人工気象室において‘AEP03’と従来品種の‘中

生真黒’（ 'AE P03’の交配親）を12cmポットで栽

培し、第 1花を摘花した。第 2花を除雄後に‘AEP03’ 

では正常果を結実し‘中生真黒’では正常果を結実

しない温度条件を探索した。

c 高温耐性系統の選抜

(a ）高温耐性選抜条件での結実率評価

試交 F1、＇AEP03＇，‘あのみのり＼‘中生真黒’

及び‘千両二号’を供試し、 bで明らかにした高温

耐性選抜条件で、結実率の調査を行った。第 1花を摘

花後、第 2～第 6花までを、試交 F1、＇AE-P03’及

び‘あのみのり’は除雄し、‘中生真黒’と‘千両二

号’は受粉して開花 3週間後に結実の評価を行った。

正常果の結実率が‘中生真黒’や‘千両二号’と同

程度かそれ以上を示す試交 F1を選抜した。試験は

2008年度と2009年度の 2回行い、 2008年度は試交 F1

のうち早期に作出された 8系統を供試し、 2009年度

は2008年度に未供試の 4系統と2008年度の高温耐’生

評価が高かった 3系統を供試した。

( b ）盛夏期ハウス栽培での収穫果数評価

試交 F1、‘あのみのり’、＇ AE-P03＇，‘中生真黒’

及び‘千両二号’を 6月上旬ハウスに定植し主枝 1本

仕立で栽培した。試交 F1は放任受粉条件に、それ以

外は放任及び人工受粉条件とし、 7月上旬～ 9月上

旬に開花した花を対象に収穫果数を調査した。収穫

果数が‘中生真黒’と同程度かそれ以上のものを試

交 F1から選抜した。試験は2008年度と2009年度の 2

回行い、試交 F1は C一（a）高温耐性選抜条件での結実

率評価と同様に供試した。

d 実用形質の評価

試交 F，、‘あのみのり’、＇ AEP03’及び‘千両二

号’を 5月中旬路地圃場に定植し、主枝 2本仕立て

で栽培した。放任受粉条件下で 6月中旬から10月上

旬にかけて果実を収穫し、収穫果数、品質（色、つ

や、形等）について調査を行った。収穫果数及び果

実品質が‘千両二号’と同程度のものを試交 F1から

選抜した。試験は2008年度と2009年度の 2回行い、

2008年度は試交 F1のうち早期に作出された 9系統を

供試し、 2009年度は2008年度に未供試の 3系統と

2008年度の高温耐性評価が高かった 5系統を供試し

た。

e 高温耐性ナス候補の決定

cで選抜され、 dの条件を満たした系統を選抜し

た。

（イ）高温下栽培における省力的収量増加技術の開

発

'AE P03＇，‘あのみのり’及び‘千両二号’を供

試し、 GA3（ジベレリン）及び BA液剤（サイトカイ

ニン）を株全体に散布して着花数や収穫果数に及ぼ

す影響の調査を行った。 2008年度は、上記品種・系

統をビニールハウスに 6月2日に定植後、主枝 1本

仕立てで栽培し、第 3花の開花時から 2～ 3週間ご

とに G九（lOppm）又は BA液剤（300ppm）を処理し

た。対照は放任受粉とし、参考に開花日に受粉する
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区と 4-CPA （オーキシン） (50ppm）あるいは 4-CPA 月14日に開花した花について調査を行った。

(50ppm) +GA3 (lOOppm）を単花処理する区を設け

た。各々 6月25日～ 9月12日の間に開花した花につ ウ 研究結果

いて着花数、及び収穫果数の調査を行った。 2009年 （ア）高温耐性ナスの開発

度は 6月17日に定植を行い、前年度と同様に栽培管 a 試交 Ftの育成。

理を行った。 GA3(lOppm）処理区と BA液剤（lOppm) ‘AE P03’と他の単為結果性固定系統との試交 Ft

処理区を設け、対照区は放任受粉と し、 7月6日～ 9 を12系統作出した（表42141）。

表4214-1 試交 F1の交雑組み合わせ及び実用形質の評価

交雑組合せ 2008年度試験 2009年度試験

試交F1 品種 ・ 種子親 花粉親 除あたり 果実品質 l株あたり 果実品質

供試番号 系統名 収穫果数 評価 収穫果数 評｛而

AE-P03 AE-Pll 

08SM201 AE-P03 AE-POl 54.2 bcde 。
08SM202 AE-P03 AE-P05 43.3 ab × 

08SM203 AE-P03 AE-Pll 48.2 be 。 55.2 cde 。
08SM204 AE-P03 AE-P21 51.3 b ム 64.2 ム

08SM205 AE-P03 AE-P22 48.3 be x 62.0 de × 

08SM206 AE-P03 AE-P23 59.3 a × 

08SM207 AE-P03 AE-P24 44.3 bed × 

08SM208 AE-P03 AE-P25 40.7 cd × 

08SM209 AE-P03 AE-P26 35.5 ct × 40.0 × 

08SM210 AE-P03 AE-P27 40.7 cd ど1 48.3 abc × 

08SM211 AE-P03 AE-P28 40.8 cd × 

08SM218 AE-P03 AE-POS 51.8 bed × 

あのみのり AE-POS AE-POl 44.5 bed 。 46.5 abc 。
AE-P03 34.5 ム 39.8 

千両二号 56.7 ム 64.8 ム

1 ）アルファベットは TukeyKramer法による多重検定結果を示す。

2）果形指数：果長／果径、総合評価： 0 ＝良好、ム＝ 中、× ＝不良、一＝供試せず。

a 

図4214-1 高温耐性選抜条件（a）と結実の様子（b、c、d)

b）着果後肥大した果実（正常果）

c）着果はするが子房が肥大しない様子（着果）

d）子房が落果し顎片のみが着果したもの（顎片）



2008年度の試験では、供試したすべての試交 F1が

放任受粉条件の‘中生真黒’と ‘千両二号‘よりも

収穫果数が高くなった（図4214-3a）。特に08SM203、

204及び206は受粉した‘中生真黒’や‘千両二号’

と同程度の収穫果数と高かった。2009年度の試験で

は、供試した試交 F1のうち‘08SM202’を除くすべ

ての系統が放任受粉条件の‘中生真黒’と‘千両二

号’の 2倍以上の収穫果数であった（図42143b）。

また‘08SM201＇，‘ 203＇＇‘ 204＇＇‘ 205’、及び‘218’

が受粉した‘中生真黒’と、‘08SM204’と＇ 205’が

受粉した ‘千両二号’と同程度かそれ以上の収穫果

数で、あった。

高温耐性選抜条件の構築

規定をクリアする高温耐性選抜条件は30/23°C （昼

温／夜温、 14時間日長）で、あった（図4214 1）。

高温耐性系統の選抜

(a）高温耐性選抜条件での結実率評価

2008年度の試験では、＇ 08SM203＇，‘ 204’、‘206’、

‘211’、と‘AEP03’及び zあのみのり’が、 2009

年度試験では‘08SM201’、‘202＇＇‘ 203’、‘204’及

び‘205’が、除雄した場合でも受粉した ‘千両二号’

と同程度若しくはそれ以上の結実率を示した（図

4214-2）。

( b ）盛夏期ハウス栽培での収穫果数評価

b 

c 

b a 

昨
川
区川「

昨
同
四
川
相
丑

・正常果ロ：着

目。
N
E
凹∞。

4WC
N
E

凶∞
D

ロ顎片100 

80 

20 

60 

40 

（
揖

）

M
W
械
堤

H
O
N
E
∞∞
C
 

。

・正常果ロ着果ロ顎片
100 

80 

40 

60 
（
揖
）
待
旅
堤

∞C
N
E
凹∞
C

ト

D
N
耳目∞。

唱。N
富
山
∞
D

4vC
N
Em

∞。

円。
N
E
∞∞。

20 

。

受粉来受粉受粉未受粉

高温耐性選抜条件での各系統の結実率

b)2009年度試験結果a)2008年度試験結果

図4214-2

b 60 

~ 50 

* - 40 

冬 30
桜* 20 
著書
ぎ 10

0 

a 
45 
40 

-:;-, 35 
て 30

ぎ25
，~ 20 

議 15
欝 10
当 5。

盛夏期ハウス栽培での収穫果量
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図4214-3

b)2009年度試験。調査期間7月10日～8月31130 

最高、平均、最低気温二46、28、19℃



（右）ζ08SM203’ と（左）図4214-4 ‘08SM201’

の写真

（イ）高温下栽培における省力的収量増加技術の開

発

2008年度の結果では、着花数は各品種・系統で GA3

及びBA液剤処理により増加する傾向にあり、受粉や

4-CPA及び 4 CPA+GA3処理では減少する傾向に

あった（図4214-Sa）。収穫果数は‘AEP03’でのみ

GA3及び BA液剤処理で増加し、‘あのみのり’及び

‘千両二号’では減少した（図4214Sb）。受粉、 4 CPA 

及び4 CPA+GA3処理で、はすべての品種 ・系統で収穫

果数は増加した。また、 BA液剤300ppm処理では植

物全体が媛化したため、濃度を調整する必要が考え

られた。2009年度の結果では着花数は‘あのみのり’

及び‘千両二号’で BA液剤処理により増加したが、

GA3処理で、はどの品種・系統でも増加しなかった（図

4214-Sc）。収穫果数は、 GA3、BA液剤のいずれの処

理によっても放任受粉区より低い傾向にあった

実用形質の評価

2008年度試験で、 l株当たりの収穫果数がもっと

も高かったのは‘08SM206’で‘千両二号’と同程度

であった。続いて‘08SM204＇，‘ 205＇＇‘ 203＇＇‘ 207’

の収穫果数が高く、‘あのみのり’もこれと同程度の

収穫果数を示した。このうち果実品質が優れたのは

‘08SM203’のみで、あった。2009年度試験で収穫果数

が最も高かったのは‘08SM204’であり、次に‘205’、

‘203＇＇‘ 201’が続き‘千両二号’と同程度の収穫

果数で、あった。このうち果実品質が優れたのは前年

度同様‘08SM203’と新たに供試した‘201’であっ

た（表4214-1）。

高温耐性ナス候補の決定

高温耐性選抜条件での試験結果から、‘08SM201’、

‘202＇＇‘ 203＇＇‘ 204’、‘205＇＇‘ 206’及び‘211’

が結実率において高温耐性があると評価した。盛夏

期ハウス栽培では‘08SM201＇，‘ 203＇＇‘ 204＇＇‘ 205’、

‘206’及び＇ 218’が収穫果数において高温耐性が

あると評価した。実用形質の評価では、収穫果数及

び果実品質の両方で、‘08SM201＇と‘ 203’が優れる

と判断した。上記すべての条件を満たす試交 F1は

‘08SM201’と‘203’であることから、この 2系統

を高温耐性ナス候補として選抜した（図4214-4）。

d 

e 

（図

4214-Sd）。
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図4214-5 植物ホルモン剤処理が着花数と収穫果数に及ぼす影響
a)2008年度着花数試験 b)2008年度収穫果数試験
c)2009年度着花数試験 d)2009年度収穫果数試験
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工考察

（ア）高温耐性ナスの開発

b 高温耐性選抜条件の構築

ナスは20℃以上の高夜温によって短花柱花など花

器の発育不全が、 30℃以上の高温によって花粉不稔

などによる受粉阻害が引き起こされることが知られ

ており、今回構築した温度環境は、高温による結実阻

害の影響が反映されやすい条件であると考えられる。

c 高温耐性系統の選抜

(a ）高温耐性選抜条件での結実率評価

試交 F112系統のうち、半数以上の 7系統に加えて

すでに品種化されている‘あのみのり’も結実率に

おいて高温耐性があることが確認された。高結実率

は結実不良によって生じる異常果の発生低下につな

がることから、摘果作業の軽減など省力化に寄与す

る重要な形質と考えられる。

( b ）盛夏期ノ＼ウス栽培での収穫果数評価

試交 F1は受粉した従来品種よりも若干収穫果数が

少ない傾向にあることが明らかになった。杏藤ら 3)

は、‘あのみのり’は側枝の伸長が遅いこと等により

一定期間、一定容積あたりの着花数が従来品種より

も少ないことを報告している。試交 F1の収穫果数が

少なかった原因もこの着花数の少なさによるものと

考えられ、今後は着花数の改善を目的とした単為結

果性ナスの育成を行う必要性がある。

d 実用形質の評価

'08SM203’は 2カ年の試験で果実品質が良好と判

断されその再現牲が示された。＇ 08SM201’は単年度

試験のみの結果であることから、確認試験を行う必

要がある。

（イ）高温下栽培における省力的収量増加技術の開

発

着花数増加に再現牲が得られなかったことについ

ては適正濃度の検討が、収穫果数が増加しなかった

ことについては適正な植物ホルモン剤の選定が必要

と考えられる。

オ今後の課題

受粉や植物ホルモン剤処理を行ったときの従来品

種と比較して、収穫果数が多い高温耐性ナスの開発

が必要である。また、単為結果性ナス系統の花数を

増加させる簡易な植物ホルモン剤処理方法について、

今回の試験結果を元に再度検討を行なう必要がある。

力要約

高温下でも結実率が低下しない単為結果性ナス系

統‘AE-P03’を交配親に用いて、高温耐牲を付与し

た実用的単為結果性ナスの開発を試みた。試交 F1を

12系統育成し、高温耐性選抜条件下における結実率

の評価と盛夏期ノ＼ウス栽培における収穫果数の評価

を基に、高温耐性の選抜を行った。さらに通常と同

様の管理方法で栽培を行い、実用形質が良好な系統

を選抜した。その結果、実用的高温耐性ナス候補と

して‘08SM201’及び‘08SM203’が選抜された。ま

た‘あのみのり’も高温下における結実率が高く、

収穫果数も比較的高かったことから、高温下栽培で

も実用牲が高いと考えられた。高温下栽培において

簡易な処理により収量を増加させる植物ホルモン剤

の選定を行った。 GA3及び、 BA液剤を植物体全体に処

理し、収量に及ぼす影響の調査を行ったが、着花数

や収穫果数の増加は見られなかった。植物ホルモン

剤については今後も検討が必要である。
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研究担当者（菊地郁ぺ杏藤猛雄）

( 5 ）高温耐性ナスと果実品質低下防止技術の産地

実証

ア研究目的

ナスは、気候温暖化が進行する中、高温による結

実不良が減収及び品質低下を引き起こすことが問題

となっており、高温下でも高い結実率を示す実用的

単為結果性ナス品種の開発が望まれている。そこで、

農研機構・野茶研が開発する高温耐性ナスの産地実

証を行う。また、高温下で収穫量を増加させる植物

ホルモン処理方法の開発についても産地実証を行う。



イ研究方法

（ア）センター内試験

a 試験施設：ビ、ニルハウス及び硬質フィルム

ハウス

b 供試系統：単為結果性試交 F1 (2008年： 11

系統、 2009年： 8系統）

c 対照・参考品種：‘あのみのり’、＇ AEP03＇、

‘千両二号＼‘中生真黒＼‘筑陽’

d 作型：促成作型（土耕栽培、最低夜温12℃）

e 定植： 9月26日（2008年）、 10月 1日（2009

年）

f 栽植様式：畦間160cm、株間60cm( 4本仕立

て）

g 台木品種：‘トナシム＼‘台太郎’

h 供試数：各系統・品種 5株（2008年）、 6株

(2009年）

施肥： N 6 kg/a、P5. 2kg/a、K 6 kg/a （エ

コロング424）、 FTE400g/a 

j 調査項目

(a ）生育調査（又下長、台木径、穂木径、主校

長、葉身長、葉幅等）

( b）収量調査（等級別重量、等級別本数等）

( c）果実調査（果形、外観品質等）

( d）省力性調査（整校時間）

( e）経済性調査

（イ）現地試験

a 試験施設：ビニルハウス（佐賀県内 2ヶ所）

b 供試系統： 2008年度に選抜した単為結果性

試交 F1 (08SM201、203及び204)

c 対照・参考品種：‘あのみのり＼‘筑陽’

d 作型：促成作型（土耕栽培）

e 定植： 2009年 9月16日

f 台木品種：‘トナシム’

g 調査項目

(a ）収量調査（商品果重量、商品果本数等）

( b）果実調査（果形、外観品質等）

( c）市場調査

ウ研究結果

（ア）センター内試験

a 生育

f共試系統の生育は系統により様々であったが、

‘筑陽’及び‘千両二号’と比較して主校長が短く、

葉は大きい傾向にあり、初期生育が緩やかな系統が

ほとんどであった。供試系統の中では、‘08SM201’、

‘203＇＇‘ 205’及び‘210’が‘あのみのり＼‘筑陽’

及び‘千両二号’に近い初期生育を示した（表42151）。

b 収量

供試系統の商品果収量は、＇ AEP03’並に低いもの

から‘筑陽’及び‘千両二号’並に高いものまで様々

で、あった。‘台太郎’台木では、‘08SM201＇，‘ 203’、

‘205’及び‘207’の収量牲が高く、‘トナシム’台

木では、＇ 201＇＇‘ 205＇＇‘ 207＇＇‘ 209’及び‘218’

の収量性が高かった（図42151）。また、ハウス内が

比較的高温となる時期（ 4月～ 6月）の収量性が高

かったのは、‘台太郎’台木では、‘08SM201’及び

‘203’であり、‘トナシム’台木では、＇ 201＇＇‘ 202’、

‘205＇＇‘ 207＇＇‘ 209’及び‘218’であり、‘あのみ

のり’より高い収量牲を示した（図4215-2）。

c 果実

供試系統の果実は、長卵形から長形まで様々であ

り、いずれの系統も空洞が見られなかった。果実の

光沢は、‘08SM202＇，‘ 207＇＇‘ 210’及び‘211’を除

いて良好であった。果重は、すべての系統が‘筑陽’

及び‘千両二号’と同等か重かった。外観品質は、

‘08SM201＇，‘ 202＇＇‘ 203’及び‘209’が‘あのみ

のり＼‘筑陽’及び‘千両二号’と同等に優れてい

た（表42152)0 

d 省力性

供試系統の整枝に要する時間は、‘筑陽’及び‘千

両二号’に比較して少なく、‘あのみのり’同様に省

力牲に優れていた（表42153)0 
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商品果収量

収穫期間： 2008年11月～2009年 6月
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1 ）収穫期間： 2009年 4月～2009年 6月

2）ハウス内最高温度： 42.6℃（ 4月）、 43.6℃（ 5月）、 37.6℃（ 6月）
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果実特性
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表4215-2

系統・
品平重名

08SM201 長

08SM202 中長

08SM203 中長

08SM204 中長

08SM205 長卵～中長

08SM207 卵～長卵

08SM208 長卵

08SM209 長卵

08SM210 長卵

08SM211 長卵

08SM218 長卵～中長

AE P03 長卵

あのみ の り 長 卵 ～ 中 長

千両 2号 長卵～中長

中生 真 黒 中長

筑陽 長

1 ）調査時期： 2008年12月及び2009年 3月

2）台木品種：‘台太郎’

3）調査果数： 25 （平均）

4）外観品質：主にボリューム及び曲がりの有無で判断

整枝時間

系統・
品種名

08SM201 

08SM202 

08SM203 

08SM204 

08SM205 

08SM207 

08SM208 

08SM209 

08SM210 

08SM211 

08SM218 

AE-P03 

あのみのり

千両 2号

中生真黒
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表4215-3

は 3) ‘08SM204’ 

1 ）調査時期： 2009年 6月

2）台木品種：‘台太郎’

3 ）調査株数： 5 （‘08SM203’ 

4）値：平均値土標準誤差

5) ＊＊及び＊は 1%及び 5%水準で有意差有り

6）摘心の高さ： 160cm

( 1ヶ月間）
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経済性試算（lOa当たり）
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1 ）試交系統及び‘あのみのり’は、着果促進処理に係る資材費及び所要時間、

収量減による収穫調整労力、共同選果・資材費、手数料及び運賃が縮減

現地における年内収量及び外観品質表4215-5

外観品質
重J

末

ω一
間

I
T
E

－n白

z
＝ロ－
P
口

内
一
的

年一

1

商品果収量（本／10a)

11月 12月

6960 9552 

10月

456 

－
名
－

m

統
種
一
肌

系
品
一
閃

試験場所

。
t』

0

0

一0
0

119 20040 11064 8328 648 

135 17136 8808 7368 960 

128 18979 9560 8276 1143 

08SM204 

あのみのり

筑陽

08SM201 

A 

160 9678 5635 3430 613 B 

125 

1 ）収穫期間： 2009年10月～2009年12月

2）外観品質：主にボリューム及び曲がりの有無で判断

3) ‘08SM201’は菌核病が発生し、影響を受けた。

15533 7709 7109 715 筑陽

重く、‘あのみのり’と同様にボリュームのある果実

であり、外観品質が良好であった（表4215-5）。

市場性

12月中旬に収穫した果実の商品性評価を首都圏市

場で、行った結果、‘08SM201’が‘あのみのり’と同

等に優れており、‘203’及び‘204’は肉質が硬いこ

とからやや劣った。

経済性

供試系統の経済性の試算をした結果、＇ 08SM201’、

'203’及び‘204’は、いずれも時間当たりの所得

が‘筑陽’より多く、収益性が高いものと考えられ

た（表42154）。

（イ）現地試験

収量

年内の商品果収量は、‘08SM204’が‘筑陽’より

多く、初期の収量性が高かった。‘203’は‘筑陽’

よりやや少ないものの、‘あのみのり’と同等で、あっ

'201’は‘筑陽’より少なかった（表42155）。

e 

c 

考察

（ア）センター内及び現地試験における調査結果か

ら総合的に判断すると ‘08SM201’が有望と考えら

れた（写真42151）。

工

より‘筑陽’で

a 

果実

一果重は‘08SM201’及び‘203’

b 

た。



写真4215-1 ‘08SM201’の果実写真

（イ）有望と判断した高温耐性ナス候補‘08SM201’

は、着果促進処理を行った従来品種と比較して商品

果収量がやや少ないものの、高温期の収量性が比較

的高く、省力性に優れ、時間当たりの収益性が高く、

市場評価も高いことから、ナス生産農家にとって実

用性が高いものと考えられた。

（ウ）‘あのみのり ’についても、木下らけの報告

にあるように従来品種と比較して商品果収量がやや

少ないものの、高温期の収量性が比較的高く、省力

性に優れ、時間当たりの収益性が高いことから、高

温耐性ナスとして実用性が高いと考えられた。

オ今後の課題

（ア）本試験結果は単年度の評価であり、今後、現

地試験を含めて再現性を確認する必要がある。

い結実率を示す実用的単為結果性品種及び果実品質

低下防止技術の開発が望まれている。そこで、農研

機構 ・野茶研が開発中の高温耐性ナスについて実用

性を評価するため、佐賀県農業試験研究センター内

及び現地のハウスを用いて促成栽培で、の調査を行っ

Tこ。

その結果、供試系統の中では、‘08SM201＇，‘203’、

‘205’及び‘210’の生育が良好であった。高温期

を含む収量性が‘あのみのり’と同等以上に高かっ

た系統は、‘08SM201＇，‘ 203’及び‘205’であった。

外観品質は、＇ 08SM201＇， ‘202＇＇‘ 203’及び ‘209’

が‘あのみのり＼‘筑陽’及び‘千両二号’と同等

に優れていた。整枝に要する時間は、いずれの系統

も‘筑陽’及び‘千両二号’に比較して少なく、‘あ

のみのり’同様に省力性に優れていた。現地試験に

供試した‘08SM201’、＇203’及び‘204’の経済性試

算をした結果、いずれも時間当たりの所得が‘筑陽’

より多く、収益性が高かった。市場性は、＇ 08SM201’

が‘あのみのり’と同等に優れており、‘203’及び

‘204’がやや劣った。

以上の結果から総合的に判断して、‘08SM201’が

有望であり、高温耐性ナスとして実用性が高いと考

えられた。また、‘あのみのり’も高温耐性ナスとし

て実用性が高いと考えられた。

（イ）高温下で収穫量を増加させる技術については、 キ 引用文献

まだ実用性の評価に至っていないため、今後、検討 1 ）木下剛仁ら（2009）.促成栽培における単為結果

する必要がある。 性品種‘あのみのり’の特性．園学雑． 8 （別

2 ) : 1 70 

力要約

ナスは、気候温暖化が進行する中、高温下でも高 研究担当者（木下剛仁へ石橋泰之）



2 花きの気温上昇への適応技術の開発

( 1 ）温暖化による花き類の光応答反応変動要因の

解析ならびに光環境調節による安定開花調節技

術の開発

ア研究目的

夏秋需要期に重要な花き品目、夏秋コギク及びト

ルコギキョウは、量的な日長反応を示す。近年、地

球温暖化に伴う気象の年次変動の拡大により開花期

が不安定化し、盆・彼岸といった需要期に出荷でき

ず市場が混乱している。そこで、量的日長反応牲を

示す夏秋コギク及びトルコギキョウ品種群の光・温

度応答反応の相互作用を解析し、日長反応変動に及

ぼす温度要因の影響評価を行い、花成に関して温度

要因の影響が小さく光環境調節で開花調節が可能な

品種の選抜手法開発、夏秋需要期出荷のための高精

度開花調節技術及び秋期高品質切り花生産の開発に

つなげる。

イ研究方法

（ア）夏秋コギクの開花における日長反応性及び光

応答反応変動要因の解析

茨城県において 7月～ 8月出荷用に栽培されてい

るコギク‘ほたる＼‘雪舟’Jたそがれ＼‘すばる’、

1土じめ＼‘のんこ’及び‘やよい’を供試した。

対照品種として、夏秋輪ギクの‘岩の白扇’及び‘フ

ローラル優香’、秋スプレーギクの‘セイローザ’を

供試した。シルバーポリトウ被覆による12時間日長

のシェード処理（19:00～ 7: 00）と被覆開閉前後に

蛍光灯を用いた電照により、 12、14、16、18、21及

び24時間日長区を設け、 2008年 5月16日から日長処

理を開始した。処理開始と同時に主茎を摘心し、主

茎の最上位より発生した側枝を残し他は除去した。

発昔日、開花日及び開花時に頂花序形成までに分化

した節数（総ほう片を除く）を調査した。実験は8月

11日に終了し、その時点において肉眼で発昔が確認

できなかった個体は茎頂部を検鏡し、成長点までの

分化節数を調査し、総ほうが形成されていた個体は

花芽分化しているものと判別した。また、冬季の親

株管理温度が開花期に及ぼす影響を調査するため、

‘すばる＼‘はじめ＼‘ほたる’及び‘のんこ’を

供試し、冬季の親株管理時に加温区（ 1 I 6～13℃； 

1 /23～18℃）と無加温区（慣行）を設け、各区から

さし穂を採取、挿し芽し、 2009年 4月30日に定植、 5

月 5日に主茎を摘心し、白然条件下で栽培した。

（イ）再電照のタイミングがコギク品種の花芽発達

及び花房形態に及ぼす影響

様々な花芽の発育段階で再電照を行い、再電照の

タイミングがコギクの花芽発達及び花房形態に及ぼ

す影響について検討するため、‘つばさ’を供試し 9

月25日に12時間日長の短日処理（明期 6:oo～18: 00) 

を開始した。短日処理開始 2、4、8、12及び16日

後に白熱灯を用いて深夜4時間の暗期中断処理（再

電照）を開始した。再電照処理は 6日及び12日間行

い、その後は12時間日長の短日条件下で管理した。

（ウ）トルコギキョウ品種群の光・温度応答反応性

の解析

早晩牲の異なるトルコギキョウ31品種を2008年 4

月15日に播種して10℃、 35日間種子冷蔵した後、昼

温28℃、夜温18℃、 12時間日長（PPFD: 50 μ rnolrn 2s 1) 

の人工光下で育苗し、 7月17日に直径10.5crnのビ、ニ

ルポットに定植した。 20℃一定の白然光型人工気象

室及び日平均気温27℃で最高気温が25～38℃の高温

条件となるガラス温室において、シェードによる 9

時間日長の短日条件と白熱灯の終夜電照による24時

間日長の長日条件を設け、栽培温度、日長条件を各 2

水準、合計 4区で栽培し、花芽分化の早晩の目安と

なる花芽分化節位を指標にして生育温度と日長反応

の相互関係を解析した。

（エ）トルコギキョウにおける光環境調節が有効な

生育ステージの特定

育苗期を含めた光環境調節の有効な生育ステージ

を明らかにするために、早生品種‘ピッコローサス

ノー’を用い、昼温／夜温28/18℃条件において、育

苗中及び定植後の日長を短日（ 9時間日長）と長日

(24時間）の 2水準合計4水準とした場合並びに12

時間日長で育苗した苗を定植後 2週間ごとに短日条

件から長日条件若しくは長日条件から短日条件へ日

長を切り替える10処理区を設けて日長反応及び切り

花品質を調査した。

ウ研究結果

（ア）夏秋コギクの開花における日長反応性及び光

応答反応変動要因の解析

対照品種として供試した秋スプレーギク‘セイ

ローザ’は、 12時間日長と比較して、 14時間日長で

-371-
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の低温遭遇後に開花が抑制される特性の強弱により

みかけの日長反応性が変化することを示唆した。

（イ）再電照のタイミングがコギク品種の花芽発達

及び花房形態に及ぼす影響

供試した‘つばさ’では、短日処理開始2及び4日

目の再電照により、花芽分化節位が高くなったが、

短日処理開始8日目以降に再電照を行った区では、

無処理区と差が見られなかった。このことから、総

直形成期に達するまでに再電照を行うことによって

栄養生長から生殖生長への移行が抑制されることが

示された。頂花序の発奮は、再電照の開始が早いほ

ど遅延し、短日処理開始 2及び 4日目に再電照を

行った区では発奮が大きく遅延した。 一方、短日処

理開始16日目に再電照を行った場合、発奮への影響

はほとんど見られなかった。頂花序の開花は、短日

処理開始から再電照開始までの日数にかかわらず、

再電照を行った日数と同等以上遅延した。以上のこ

とより、短日処理後、再電照を行うタイミングによっ

て栄養成長から生殖生長への転換が抑制され、また、

花芽分化後でも発昔若しくは開花が遅延する現象が

見られた。このことは、花芽分化開始及びその後の

発達過程が、それぞれ短日によって促進されること

を示した。花房の形状の変化に再電照による影響が

見られ（図4221-2）、その変化は短日処理開始4日目

及び8日目に再電照を行った場合に最も顕著に見ら

れた。このことから、シュート頂分裂組織より下位

の側芽の花芽分化は、シュート頂分裂組織が生長点

膨大期から総直形成期にある時に開始されるものと

考えられた。

は花芽分化節位が著しく上昇し、 16時間日長ではさ

らなる分化節位の上昇がみられた（図42211）。16時

間以上の日長では、ほとんどの個体が栄養成長を続

けた。また、夏秋輪ギク‘岩の白扇’及び‘フロー

ラル優香’は、 12時間及び14時間日長でほぼ同等の

開花反応を示した。これらの品種では12時間若しく

は14時間日長と比較して、 16時間日長では分化節位

が上昇し、 18時間日長ではさらなる分化節位の上昇

がみられた。これらの品種では、 14時間以下の日長

ではほとんど、の個体が開花に至ったが、 16時間以上

の日長では実験期間内に開花しなかった。本実験の

条件において、供試したコギク 7品種では花芽分化

開始とその後の花芽発達における日長反応性に違い

が確認された。日長の増加に伴い著しく節位が上昇

し、節位の増加がプラトーに達した日長を本実験で

供試した品種の花芽分化の限界日長とみなした。こ

の判断基準に基づき、 川田・船越 I）の指標により評

価を行ったところ、‘雪舟’及び‘たそがれ’は花芽

分化における限界日長をもたない夏ギク型、‘すば

る＼‘ほたる＼‘はじめ＼ ‘やよい’及び‘のんこ’

は16時間以上24時間未満の花芽分化における限界日

長をもっ夏秋ギク型品種に分類された。また、本実

験で得られた夏秋ギク型品種の限界日長は、 川田 ら

2）の報告と同様に秋ギク型品種の花芽分化における

限界日長より長いことが確認された。花芽分化開始

後の発達については、 16時間以上の日長において、

供試したすべての 7月・ 8月咲き用コギク品種の花

芽発達が抑制された。冬季の親株管理温度が開花期

に及ぼす影響をみると、調査したすべての品種にお

いて加温区で開花時期が早くなった。特に‘のんこ’

でその傾向が顕著であった。これらの結果は、冬季

図4221-1



再電照開始時の
生長点の形態

無処理 2 4 8 12 16 

短目処理後再電照開始までの日数

図422ト2 再電照処理（12日間）がコギク‘つばさ’の花房形状に及ぼす影響
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（ウ）トルコギキョウ品種群の光 ・温度応答反応性

分散分析の結果、節数に対して 日長、温度、品種

の何れの要因も有意な効果が認められ、日長の効果

が最も高いことが示された。また、温度と日長の交

互作用も高かった。各栽培条件における全品種平均

値は、高温長日区が9.7、20°C長日区が12.3、高温短
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軍直描乃目長出盤

図4221-4 育苗期と定植後の日長が節数に及ぼす影響

28/18°C条件

日区が16.8、20°C短日区は23.3となり、 20°C長日区

よりも高温短日区で、節数が多かった（図4221-3）。高

温での日長による各品種の節数の変化量は4.6～16

節以上で、変化量が 7以上と大きい10品種は極早生

～晩生の品種で、あった。このうち中晩生品種‘ブー

ケホワイド、中生の‘ロジーナピンクフラッ、ンュ’



は日長による変化量が 9節以上である一方、温度に

よる変化量が 2節未満で、あったことから、花成に関

して温度要因の影響が小さく光環境調節で開花調節

ができる品種である可能性が示された。

（エ）トルコギキョウにおける光環境調節が有効な

生育ステージの特定

花芽分化節位に及ぼす育苗期の日長の影響につい

てみると、定植後、短日条件とした場合に育苗期の

日長の影響がみられ、花芽分化節位は短日条件で長

日条件よりも有意に大きくなった（図4221-4上）。

28/18℃条件において、定植後、長日条件から短日条

件に移した場合、長日期間による花芽分化節位の差

は認められなかった。一方、短日条件から長日条件

に移した場合、 2週間短日区において、他区と比較

して花芽分化節位が有意に低く、 4週間以上短日条

件で維持したものについては差が認められなかった

（図4221-4下） 0 このことは、長日条件では定植 2週

後、短日条件では 4週後までに頂花節が決定される

ことを示している。したがって、日長調節による開

花調節を行う際には育苗期から定植後花芽分化節位

が決定するまでの期間、短日処理を行うことが有効

であることが示された。

工考察

（ア）夏秋需要期コギク出荷のための高精度開花調

節技術開発の可能性

露地栽培を主体としたコギク生産、特に夏秋期の

高需要期の生産において、地球温暖化に伴う気象の

年次変動の拡大により開花期が不安定化し、その適

応策が求められている。そこで、高精度開花調節技

術開発の基盤として、 7月・ 8月咲きコギク品種の

開花における日長反応性を調査した結果、花芽分化

開始についての限界日長をもたない夏ギク型品種と

限界日長をもっ夏秋ギク型品種が混在していること

が明らかになった。また、白然開花期の遅いものほ

ど短日条件下での分化節位が高くなる傾向が認めら

れた。この短い日長下での花成の抑制は、低温に長

期間遭遇した後の株が適当な日長下でも花成誘導が

困難な状態になる、“幼若性”と呼ばれる現象（川

田・船越 1）、川田ら 2）、樋口・原 3））が関与している

可能性が示唆された。供試したコギクの中には、現

在の主力夏秋輪ギク‘岩の白扇’と同様の日長・温

度反応牲をもつものが存在した。このことから、限

界日長をもち、短日条件で速やかに花成が進行する

品種を選抜若しくは育成することで、気象の年次変

動の影響を受けにくい電照抑制による夏秋需要期の

コギク安定出荷技術の開発につながると考えられた。

また、電照による花芽分化時期の調節と共に再電照

処理が開花時期の調節に有効であることが示された。

（イ）トルコギキョウの光環境調節による秋期高品

質切り花生産技術開発の可能性

トルコギキョウの秋出荷作型は 6、 7月に定植す

るために、高温による早期開花が生じやすく温暖化

による品質低下が著しいと考えられる。切り花長や

開花数を確保するためには、高温期においても一定

量以上の栄養生長を確保することが必要であり、節

数はその指標となる。定植後の短日処理は夏季の気

温が冷涼な長野県4）や山形県 5）において、有効性が明

らかにされているが、関東以西では検討されていな

い。本研究の条件において、節数は温度よりも日長

の影響を強く受け、 20℃長日条件よりも高温短日条

件ですべての品種で節数が増加することが明らかに

なった。また、 4水準の温度・日長条件に対する節

数の変化から、花成に関して温度要因の影響が小さ

い品種が見出され、光環境調節で開花調節が可能な

品種の選抜手法として有効である可能性が示された。

また、定植後の短日処理と組み合わせれば、育苗期

の短日処理が節数増加に有効であることが明らかに

なった。高温期の育苗は夜間又は昼夜ともに冷房可

能な施設内で行うのが一般的なため、日長操作は可

能であることから技術要素として活用し得ると考え

られた。

オ今後の課題

（ア）夏秋コギク

夏秋需要期（ 7～ 9月）において気象の年次変動

の影響を受けにくい、電照抑制による同一品種での

コギク安定継続出荷作型の開発が引き続き必要であ

る。また、キクの生育・開花調節技術開発の基盤と

なる開花時期を支配する日長反応性、温度反応牲に

関する機構解明が必要である。

（イ）トルコギキョウ

今回選抜した光環境応答牲の高い品種群を用いた

光環境調節による秋期高品質生産技術の開発が引き

続き必要である。また、温暖化によって生じる花数

や花弁数の減少による切り花品質低下も重要な問題

-374-



であることから、花器官形成に及ぼす温度や日長の

影響や品種の反応特性の解明と対策技術の開発が早

急に必要である。

力要約

（ア）夏秋コギク

7月・ 8月咲きコギク品種の開花における日長反

応牲を調査した結果、花芽分化開始についての限界

日長をもたない夏ギク型品種と限界日長をもっ夏秋

ギク型品種が混在していることが明らかになった。

また、冬季の低温遭遇後に開花が抑制される特性の

強弱によりみかけの日長反応が変化することが示唆

された。夏秋需要期の安定開花調節技術開発のため

には、低温遭遇後に開花が抑制される特性が小さく、

花芽分化開始についての限界日長をもっ夏秋ギク型

品種の選抜がカギとなる。

（イ）トルコギキョウ

トルコギキョウの花芽分化は高温条件であっても

9時間の短日処理で抑制でき、温度よりも日長反応性

の高い品種が見出された。夏秋需要期の安定開花調

節技術開発のためには、温度反応要素が小さく、花

芽分化における日長反応の大きな品種の選抜がカギ

となる。高温条件での短日処理は、育苗から定植4週

間までの生育初期に連続して行うと効果が高いこと

が明らかになった。
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研究担当者（久松完ぺ福田直子、住友克彦、小田

篤）

( 2 ）電照施設利用による高精度開花調節技術の開

発ならびに産地実証

ア研究目的

キクにおけるお盆や彼岸等の需要期出荷は品種の

白然開花期を利用し、多くの品種を栽培することで

対応してきたが、近年は気象変動が大きく需要期に

出荷できない事例が多く見られる。そのため 8月旧

盆出荷作型では、短日植物であるキクの特性を生か

した電照技術が導入されつつあるが、十分には出荷

期を調節できるまでには至っていない。一方、 9月

彼岸出荷作型では電照技術が確立されておらず、試

験的な導入事例しかない。そこで、キクを需要期に

出荷するための電照技術の確立、さらに精度を高め

て需要期にピッタリ出荷するための消灯後の開花微

調節技術を開発し、産地実証を行う。

イ研究方法

（ア）省エネルギー電照処理のための好適電照期間、

電照時間の解明

a 8月旧盆出荷作型での電照期間、電照時間

の検討

8月旧盆出荷作型では2008年4月21日に定植し、 1

週間後の 4月28日に摘心し、 3本仕立てで栽培した。

電照の光源はlOni当たり 75w白熱電球 1個の割合で

畝から高さ1.5mに設置した。電照期間の検討は電照

開始を定植 7日後、 28日後、 42日後として 6月15日

まで行い、電照時間は 4時間（22時から 2時）とし

た。電照時間の検討は電照開始を定植後 7日後から 6

月15日まで行い、電照時間を 3時間（22時から l時）、

4時間（22時から 2時）、 5時間（22日寺から 3時）と

した。

b 9月彼岸出荷作型での電照期間、電照時間の

検討

9月彼岸出荷作型では2008年 5月21日に定植し、 1

週間後の 5月28日に摘心し、 3本仕立てで栽培した。

電照の光源は 8月旧盆出荷作型の検討と同様に設置

した。電照期間の検討は電照開始を定植25日後、 35

日後、 49日後として 7月26日まで行い、電照時間は 4

時間（22日寺から 2時）とした。電照時間の検討は電

照を定植 7日後から 7月26日まで行い、電照時間を 3

時間（22時から 1時）、 4時間（22時から 2時）、 5時

間（22時から 3時）とした。



（イ） 8月旧盆出荷作型での再電照処理における好

適品種の選定

8月旧盆出荷作型について、電照後の開花調節で

ある再電照の効果が高い品種の選定を行うため、

‘やよし、＼‘玉姫＼‘糸子＼‘のんこ＼‘常陸サ

マーレモン＼‘すばる＼‘静山＼‘タ霧＼‘はじ

め’の 9品種を供試した。定植は2009年 4月24日に

行い、 1週間後の 5月 1日に摘心を行し、 3本仕立て

で栽培した。電照及び再電照の光源は、 lOni当たり

75w白熱電球 l個の割合で畝から高さ 1.Smに設置し

た。電照、再電照時間はともに 4時間（22時から 2時）

で行った。電照期間は 5月 1日から 6月15日まで

千了った。花昔が 2mmになった時を発昔とし、再電照

は品種毎に発昔時から 1週間行った。

（ウ） 9月彼岸出荷作型における電照を利用した開

花調節技術の現地実証

茨城県の産地で無処理区と電照区を設けて、電照

による開花調節技術の実証を行った。供試品種は‘し

ずか＼‘美人草＼‘あずさ’の 3品種を用い、 2009

年 6月 1日に定植を行い、その後 6月12日に摘心を

行い、 3本仕立てで栽培した。電照の光源はlOni当

たり 75w白熱電球 1個の割合で畝から高さ1.Smに設

置し、キクの草丈が lm を超えたら白熱電球を畝か

ら2mの高さに設置し直した。電照時間は、 5時間

(22日寺から 3時）で、行った。電照期間は、 6月17日

から‘しずか’では 8月 3s' ＇美人草’では 7月26

日、‘あずさ’では 7月29日まで、行った。調査は出荷

実績から出荷組合の規格毎に分類した。

ウ研究結果

（ア）省エネルギー電照処理のための好適電照期間、

電照時間の解明

a 8月旧盆出荷作型での検討

定植 7日後、定植28日後に電照開始をすると‘の

んこ’を除く品種で開花抑制できた。また、定植42

日後に電照開始をすると‘のんこ＼‘はじめ’以外

の品種で開花を抑制できた（表42221）。定植 7日後

からの電照開始と比較すると、定植28日後からの電

照開始では、 21日間の電照期間短縮となり、約43弘の

エネルギー削減となる。一方、電照時間の検討では、

3時間、 4時間、 5時間ではすべての品種で電照によ

る十分な開花の抑制が見られた（表42221）。慣行の

電照時間である 5時間と比較して、電照時間 3時間

で、は40犯のエネルギーの削減となる。

表4222-1 8月旧盆出荷作型での電照開始日、電照時聞が開花日に与える影響

定植から 電照 品種 採花日 品種 採花日 品種 採花日 品種 採花日
電照開始 時間 （花色） （月／日） （花色） （月／日） （花色） （月／日） （花色） （月／日）
まで

7日 4時間 やよい 811 すばる 816 はじめ 816 のんと 814 

28日 4時間 （ピンク） 812 （黄） 816 （白） 81 3 （ピンク） 815 

42日 4時間 7/31 814 81 1 814 

7日 3時間 811 816 814 816 

7日 4時間 811 816 816 814 

7日 5時間 811 816 815 817 

無処理 7/25 7/31 811 81 5 

表4222-2 9月彼岸出荷作型での電照開始日、電照時聞が開花日に与える影響

定植から 電照 品種 採花日 品種 採花日 品種 採花日 品種 採花日
電照開始 時間 （花色） （月／日） （花色） （月／日） （花色） （月／日） （花色） （月／日）
まで

25日 4時間 あずさ 9/14 しずか 9/10 夏三ぼし 9/13 美人草 9/17 

35日 4時間 （黄） 9/14 （白） 9/10 （黄） 9/14 （ピンク） 9/17 

49日 4時間 9/15 9/10 9/11 9/16 

25日 3時間 9/13 919 9/13 9/16 

25日 4時間 9/14 9/10 9/13 9/17 

25日 5時間 9/15 9/12 9/14 9/18 

無処理 9/13 8/28 8/29 9/10 



b 9月彼岸出荷作型での検討

定植25日後、定植35日後、定植49日後に電照を開

始すると、すべての品種で開花抑制できた（表

4222 2)0慣行の定植25日後の電照開始と比較して、

定植49日後の電照開始では電照期間を24日間短縮す

ることができ、約43協のエネルギーの削減となる。一

方、電照時間の検討では 3時間、 4時間、 5時間で

はすべての品種で電照による十分な開花抑制効果が

見られた（表4222-2）。慣行の 5時間電照と比較して、

3時間電照で、は40犯のエネルギーの削減となる。

（イ） 8月旧盆出荷作型での再電照処理における好

適品種の選定

供試したすべての品種で発昔時からの再電照によ

り、開花が抑制された。再電照による開花抑制の程

度は、‘玉姫＼‘のんこ’では 2～3日程度、‘やよ

い’では 4日、‘常陸サマーレモン＼‘すばる＼‘は

じめ＼‘静山’では 6～ 7日、‘タ霧＼‘糸子’では

8～9日と品種により異なった（表4222-3）。以上か

ら‘のんこ＼‘玉姫’を除く品種は、再電照による

開花抑制が比較的容易であることが示唆された。

（ウ） 9月彼岸出荷作型における電照を利用した開

花調節技術の現地実証

現地実証の結果、供試した 3品種すべてで電照に

より開花が抑制され、単価の高い需要期に出荷する

ことができ、収穫期間が短縮された（図42221、‘あ

ずさ＼‘美人草’省略）。切り花の品質では、切り花

サイズ（切り花長と花つきや茎の太さなどのボ

リューム、上から 2L、L、M）はいずれの品種も電

照により 2Lの割合が大きくなった（図4222-2、‘あ

ずさ＼‘美人草’省略）。一方、切り花等級（草姿や

病害虫の程度などの切り花の品質、上から秀、優、

良）は‘しずか’で電照により向上した（図42223）。

以上から、 9月彼岸出荷作型において、電照による

開花調節で需要期出荷が可能であることが現地試験

で実証された。さらに、電照によって収穫期間が短

縮され、切り花サイズや切り花等級が向上すること

も明らかになった。今回の図42221で得られた結果

をもとに、 lOaあたり 35,000本の収量で試算を行うと、

無電照に比べて電照施設費、電気料金を差し引し、て

も‘しずか’では約107万円、‘美人草’では約41万

円、‘あずさ’では約48万円の増益となる（表42224）。

表4222-3 8月旧盆出荷作型での電照、再電照が採花日に与える影響

品種
再電照開始

採花日 品種
件屯用問問

採花日
処理区 日 日

（花色） （月／日） （月／日） （花色） （月／日） （月／日）

再電照 やよい 6/25 7/31 すばる 7/3 8/14 
電照のみ （ピンク） 7/27 （黄） 8/7 

無電照 7/22 7/18 

再電照 玉姫 6/22 7/20 静山 6/23 8/4 
電照のみ （ピンク） 7/18 （白） 7/28 

無電照 7/2 7/21 
再電照 糸子 6/23 8/3 はじめ 6/29 8/12 

電照のみ （ピンク） 7/26 （白） 8/5 

無電照 7/19 7/31 
再電照 のんこ 7/7 816 タ霧 6/23 8/2 

電照のみ （ピンク） 8/3 （白） 7/24 
無電照 7/29 7/14 

再電照 常陸 6/25 8/7 

電照のみサマーレモン 8/1 

無電照 （黄） 7/11 
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表 4222-4 実証結果を元にしたlOaあたりの電照コストと収益の試算

エ考察

しずか 美人草

電照区売上（A) 2,009,000円 1, 980, 500円

電照施設費（B)i l 28, 680円 28, 680円

電気料金（C)2 l 40,475円 35,566円

電照区収益（A-B-C) 1, 939, 845円 1, 916,254円

無電照区収益 （0) 861,368円 1, 503, 533円

電照による増収（A-B-C-0) 1, 078, 477円 412, 721円

1 ）電球、コード、タイマーなど（ 8月旧盆出荷作型の施設移設なら 0円）

2）お卜クなナイト 10で試算

あずさ

1, 973, 222円

28, 680円

36, 978円

1, 907,564円

1, 423, 307円

484,257円

（ア） 8月旧盆出荷作型における高精度開花調節技

術

とが報告されている（本図 l））。今回、電照期間、電

照時間を検討することにより、慣行の電照方法より

使用エネルギーを削減することができることがわ

かった。加えて、電照開始時期を遅らせることによ

り、定植、摘心などの繁忙期から電照施設の設置時

期をずらせるため、より使いやすい技術となった。

一方、電照終了後の開花調節技術の確立として、発

昔時からの再電照の品種間差を検討することにより 、

再電照による開花微調節のしやすい品種を選定する

近年、 8月旧盆出荷作型では温暖化による 5月か

ら6月頃の高温により、開花が前進化することが大

きな問題となっている。現在、温暖化による開花の

前進化に対応するために露地電照栽培が普及してい

る。 しかし、好適電照方法が確立されておらず、加

えて電照の消灯後の気象変動により開花がずれるこ
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ことができた。その中でも‘タ霧＼‘糸子＼‘静山’、

‘はじめ＼‘すばる’では 1週間以上開花を抑制す

ることができた。この結果により、上記の品種では

電照消灯後の気象変動による開花の前進を抑えるこ

とができる。気象予測できれば、再電照を用いて需

要期に安定して出荷することができることが示唆さ

れた。

（イ） 9月彼岸出荷作型における電照を利用した開

花調節技術

2006年から2008年までの 3年間のデータから、 9

月彼岸出荷作型での露地電照栽培では、 8月旧盆出

荷作型に比べて、年次変動が少なく安定して開花調

節できることが報告されている（常見 2l)。これは、

関東で使われている 9月彼岸出荷作型の品種は、川

田・船越 3）の分類による日長反応性が高く、高温に

対する開花遅延が小さい秋ギクの特性が強いことを

示唆している。一方、電照期間、電照時間を検討す

ることにより、使用エネルギーの削減がで、きること

が明らかになった。加えて、電照開始を 6月下旬ま

で遅らせることができるため、 6月中旬に電照が終

了する 8月旧盆出荷作型の施設を移設することがで

きるようになった。以上を踏まえて、平成21年度に

露地電照栽培の現地実証を行った結果、現地でも彼

岸需要期の単価が高い時期に出荷できることが明ら

かとなった。試算を行うとすべての品種で無処理と

比べて40万円以上の増収となった。今回の現地実証

は8月旧盆出荷作型の施設を移設して行っているた

め、施設費はかかっていない。このことを考慮する

とさらに約 3万円の増収となる。さらに、今回の試

算では切り花品質の向上については考慮に入れてい

ない。切り花品質の向上による増収効果も考慮に入

れると、大きな増収となると示唆される。

オ今後の課題

（ア） 8月旧盆出荷作型における高精度開花調節技

術

電照、再電照を組み合わせることにより需要期に

出荷することが可能となったが、再電照による開花

微調節は開花の抑制であり、開花が前進化した時し

か対応できない。夏秋キクは花芽分化後の高温に

よって開花が遅延することから、今後は電照が効き

る。また、定植前、親株時の温度環境が開花に影響

を与えるため、定植後だけではなく親株時の環境が

開花にあたえる影響を検討する必要がある。

（イ） 9月彼岸出荷作型における電照を利用した開

花調節技術

電照栽培のより省エネルギー化を目指すため、電

照の光源を白熱電球から電球型蛍光灯、 LEDに転換

していく必要がある。電球型蛍光灯、 LEDは白熱電

球とは光質が違うため、資材毎の好適電照方法を検

討する必要がある。特に LEDは単色光を発すること

ができるため、光質による光応答牲を検討すること

ができ、キクの日長反応の解析ができる。

力要約

（ア） 8月旧盆出荷作型における高精度開花調節技

術

好適電照期間を検討した結果、電照時間 4時間で

は、定植28日後から電照を開始しでも十分な効果が

得られることが明らかとなった。好適電照時間を検

討した結果、電照時間 3時間で定植 7日後から電照

をしても十分な効果が得られることが明らかとなっ

た。電照消灯後の開花微調節技術の検討では、再電

照をもちいて‘タ霧＼‘糸子＼‘静山＼‘はじめ’、

‘すばる’の品種で 1週間以上開花を抑制すること

ができ、気象変動に対応した開花微調節が可能と

なった。

（イ） 9月彼岸出荷作型における電照を利用した開

花調節技術

好適電照期間を検討した結果、電照時間 4時間で

は、定植49日後から電照を開始しでも十分な効果が

得られることが明らかとなった。好適電照時間を検

討した結果、電照時間 3時間で定植25日後から電照

をしても十分な効果が得られることが明らかとなっ

た。過去 3年間の試験成績をもとに露地電照栽培の

産地実証を行うと、単価の高い需要期に出荷でき、

収穫期間も短くすることができた。加えて、切り花

サイズを含む切り花品質が向上した。産地実証の結

果をもとに試算を行うと、供試した 3品種で電照施

設費と電気料金を差し引し、ても、無処理に比べて約

40万円以上の増益となった。

やすく、花芽分化後の温度影響を受けにくい品種の キ引用文献

選定を行い、安定した出荷技術を確立する必要があ 1）本図竹司（2007).8月咲きコギク露地電照消灯



後の気温変動が開花に及ぼす影響．茨城県農業総合 3）川田穣一・船越圭市 (1988）.キクの生態特性に

センター主要成果． よる分類．農及園. 63: 985 990. 

2）常見高士（2009）.コギク 9月彼岸出荷作型では

露地電照を行うと需要期に安定して出荷できる．茨 研究担当者（駒形智幸ぺ常見高士）

城県農業総合センター主要成果．
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第 3章 果樹・茶における適応技術の開発

1 果樹の晩霜害・加温施設栽培における発芽不

良に対する適応技術の開発

( 1 ）リンゴ、ナシの晩霜害の危険度予測に基づく

対策技術の適応性評価と凍結過程の基礎的解明

ア研究目的

近年、温暖化に起因すると推定される発芽・開花

期の前進化が顕著になっており、東日本以北でリン

ゴ、ニホンナシ等の晩霜害の発生が増加傾向にある。

晩霜害は生育ステージで変化する耐凍性と最低気温

との関係で決まるため、地域や年度によってその危

険度は変わると考えられる。そこで、どの地域にど

の防霜対策を適応すればよし、かを提示するために

リンゴについて地域別に晩霜害の危険度を予測評価

するモデ、ルを作成する。晩霜害は、被害発生温度が

マイナス数度であることから花器における凍結の有

無や程度が関係すると考えられるが、その詳細は十

分に明らかにされていない。そこで、晩霜害発生機

構の解明や新たな視点での防霜対応技術の開発に役

立てるために、晩霜害に弱いニホンナシと比較的強

いモモを用い、樹体及び花の凍結過程を詳細に解析

し被害発生との関係を検討する。

イ研究方法

（ア）リンゴ晩霜害の危険度評価法の開発と地域別

の危険度評価

リンゴ‘ふじ’について、青森県産業技術センター

りんご研究所（黒石）、福島県農業総合センター果樹

研究所（福島）、群馬県中山間地園芸研究センター（沼

田）、富山県農林水産総合技術センター園芸研究所果

樹研究センター（魚津）の生態・気象データと近傍

の気象庁時別気温データ（福島は梁川アメダス）を

用いて、発芽、展葉、開花等の生育ステージを予測

するために、チルユニットの有効温度幅や休眠打破

後の温度反応を考慮したモデ、ルを検討した。また、

耐凍牲の推移を示すモデ、ル式は、各生育ステージの

GOHと10出被害限界温度（Ballard. et al. 1 l）との関

係を回帰して求めた。さらに、ステージ別耐凍牲と

日別最低気温から晩霜害の危険度を地域別、年次別

に評価LfこO

（イ）凍結過程の解析による晩霜害発生機構の解明

開花時のニホンナシ‘幸水’、モモ‘あかつき’ポッ

ト樹をビニルで、被覆し内部を加湿し、プログラムフ

リーザーで、ニホンナシは－2.5℃まで、モモは－4℃ま

で低温処理した。凍結過程は、幹、枝、花に熱電対

(0. Immφ）を多数貼り付け、凍結に伴う温度変化か

ら評価した。花は、花弁、花床、花そうの基部（ニ

ホンナシの場合）について、凍結に伴う気温上昇の

影響を相殺するため気温と花器組織との温度差を測

定した。測定は 1秒間隔としデータロガーに収録し

た。花器の被害程度は、 1又は 2日後に目視で判定

した。また、枝の凍結過程を全体的に解析するため

に、サーモグラフィー装置（TH7102MV、NEC三栄）

で枝や花の温度変化を測定した。

ウ研究結果

（ア）リンゴ晩霜害の危険度評価法の開発と地域別

の危険度評価

リンゴ‘ふじ’について、発芽、展葉、開花の生

育ステージを時別気温から予測するモデ、ルを開発し

た（Asakura2l、朝倉ら :l））。モデ、ルの誤差を示す RMSE

（日）は、青森で発芽1.98、展葉1.91、開花始1.62、

満開1.51、開花終1.45となり、高い精度で発芽から

開花終期までの生育ステージを予測できた（図

4311 1）。本モデ、ルは同一形式で、青森、秋田、群馬、

富山の比較的広い地域の満開日を予測できた（図

4311 2）。生育予測モデ、ルから時期別の耐凍牲を予測

するとともに日最低気温との関係から、晩霜害の危

険度を評価する手法を開発するとともに地域別の危

険度を評価した（朝倉らり）。耐凍牲と GOHの関係

は、指数漸近線で表すことができた。大きな晩霜害

の発生した1987年における青森県のリンゴの耐凍牲

と日最低気温の推移を図43113に示した。耐凍性以

下に最低気温が下がらなくても被害が発生したこと

になるが、気温と樹体温の差、地域や局地的な温度

差等を考慮することにより晩霜害の危険度をモデル

で評価できた。青森県では日最低気温と耐凍牲の差

の最低値（低いほど危険）は、減少傾向にあり（図

4311 4）、また、晩霜害発生の可能性がある日（日最

低気温と耐凍性の差が 3℃以下）の年次別頻度を求
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めると増加傾向にあることから、温暖化により晩霜

害の危険度が増加していると判定された。群馬県で

は、日最低気温と耐凍性の差の最低値が上昇してい

ること（図4311-4）、晩霜害発生の可能性のある日の

頻度も減少していることから、温暖化により晩霜害

の危険度が低下していると判定された。富山県は、

温暖化傾向に関係なく晩霜害の被害がほとんどない

地域と判定された。福島県は晩霜害の危険度が高い

地域と判定されたが、温暖化との関係は明確でな

かった。

（イ）凍結過程の解析による晩霜害発生機構の解明

a ニホンナシ

ニホンナシについて凍結過程と被害発生との関係

をほぼ明らかにした（朝倉 5）、 朝倉ら 6））。花の被害

率は約90切であり、雌しべや怪珠に褐変が認められた。

凍結は幹や枝から始まり、それが全体的に伝わり、

花そうの基部、花床・花弁に広がった（図43115）。

サーモグラフィーで枝の凍結を解析すると、ポット

樹と同様の傾向が認められた（図43116）。凍結が花

から始まる例は観測されなかった。幹や枝が凍結す
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ポット樹で、凍結開始後 3～8分で地際部を除く地

上部が全体的に凍結した。花そう内の花は、基部が

凍結した後、数秒から数十秒で凍結した。

b モモ

凍結の様相はニホンナシと同様であり、幹や枝か

ら始まった凍結が全体的に伝わり、花器の花床、花

弁に広がった（朝倉ら 6））。凍結が花から始まる例は

観測されなかった。被害として子房の枯死、花弁の

褐変が認められた。花弁の褐変はその後の花器生育

に支障がないと判断されるので、子房の枯死割合か

ら被害率をまとめた。被害率は花で4側、昔で16犯で

あった。幹や枝における凍結開始温度は－2.1～ 
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に花床が凍結し、その後、遅れて花弁が凍結した。

花床で凍結のピークが検出された場合でも、子房が

枯死しない場合も認められた。
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の実測日とモデ、ル予測日の推移（青森
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エ考察

（ア）従来、晩霜害の危険度は、ある決まった期間

（例えば 4月）の最低気温の再現期聞から求める方

法が一般的である。この手法の問題点は、展葉や開

花の時期、すなわち耐凍性が年により変わることを

考慮していないことである。一方、温暖化との関連

から生育が促進され早期に耐凍性が弱まるので、晩

霜害の危険度が高まるといわれる。しかし、これも

最低気温がどのようになるかで異なるため、 一概に

そのように結論づけることはできない。そのため、

新しい晩霜害の危険度評価法として、生育ステージ

の耐凍性の推移を示すモデルと日最低気温の両方か

8 
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図4311-4 青森県、群馬県における日最低気温

と限界温度の差の年最低値の推移

図4311-6 サーモグラフィーによるニホンナ

シ樹の凍結過程の解析

枝の中央部より凍結

ら評価する手法を開発した。モデ、ノレで、予想した晩霜

害危険 日は、農林水産省や県の調査資料における発

生日とおおむね一致したが、 一致しない年について

は、最低気温が県内地域により異なることが主な要

因と考えられた。生育ステージを予測するモデルは

幅広い地域に適用できることから、ここで用いた晩

霜害危険度評価手法は、生態データがない地域でも

アメダス等の時別気温データがあれば評価が可能と

考えられた。温暖化が晩霜害発生にどのように影響

しているかについては、危険度が青森で増加し群馬

で減少するように地域によりその傾向が異なること

から、今後、温暖化と生育ステージ促進との関係、



晩霜害に関係する時期の最低気温の変化等からその

理由を詳細に検討する必要がある。

（イ）ニホンナシの花は耐凍牲が弱く、樹体が凍結

すると花器の凍結も速やかに起こり、被害が発生す

ると考えられた。モモの花は耐凍性が強く、花床で

の温度変化から凍結が確認されても、子房の枯死に

至るのは半分程度であった。この場合、子房は致命

的な凍結が起こっていないと考えられるが、凍結と

被害発生との関係については、さらに検討が必要で

ある。従来、被害発生との関係や防霜対策を考える

場合、花器の温度が重要視されてきたが、樹体の凍

結とその伝搬、花器の局所的な過冷却と凍結も重要

であると判断された。

オ今後の課題

（ア）晩霜害の危険度が地域により異なる理由につ

いて、温暖化の影響を含め詳細に検討する必要があ

る。防霜対策の効果は、温度低下が放射冷却、寒気

移流によるかで異なるため、地域別にどちらの傾向

が強し、か明らかにすることが重要である（寒気移流

条件では防霜ファンの効果は低いことが考えられ

る）。こうした評価を踏まえ、地域別の危険度と防霜

対策の適用条件を提示する必要がある。また、当年

の危険度を評価し防霜対策に活かすためには、簡便

な最低気温予測式の開発が必要である。

（イ）花器組織における微細な凍結過程の解析を行

い、ナシとモモで耐凍性が異なる生理機構を明らか

にする。凍結過程と被害発生との関係の解析を進め、

効率的な防霜機器の運転法や新たな防霜法の開発に

役立てることが必要である。

力要約

（ア）新しい晩霜害の危険度評価法として、生育ス

テージ別の耐凍性の推移を示すモデ、ルと日最低気温

の両方から評価する手法を開発した。リンゴの晩霜

害の危険度は地域により異なり、青森県では近年、

危険度が増加傾向、群馬県では危険度が低下傾向で

ある。

（イ）ニホンナシ、モモの凍結過程と被害発生との

関係をほぼ明らかにした。最初の凍結開始点は幹や

枝であり、その後短時間に花に伝搬した。ニホンナ

シでは 2.5℃処理で、ほとんどの花に被害が認めら

れたが、モモは 4℃処理でも花の被害率は50九程度で

あった。

キ引用文献
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phenology for ’Fuji' apple. 9th International 

Symposium on Integrating Canopy, Rootstock and 

Environmental Physiology in Orchard System. 

3）朝倉利員ら（2009). リンゴの発芽、展葉、開花

の植物季節を予測するモデル．園芸学研究． 8 （別

1 ) : 166. 

4）朝倉利員ら（2010). リンゴの晩霜害発生は温暖

化により増加しているか？ 2010年農業気象学会発

表要旨. p29. 

5）朝倉利員（2008）.ニホンナシ晩霜害における凍

結の開始部位とその伝搬．園芸学研究． 7 （別

2 ) : 166. 

6）朝倉利員ら（2009）.落葉果樹の花の晩霜害 凍

結過程と被害発生との関係一．農業環境工学関連学

会 2009年合同大会．

研究担当者（朝倉利員＊）

( 2 ）リンゴ、ナシの生育ステージ別の安全限界温

度の解明とモデルによる予測

ア研究目的

近年、温暖化に起因すると推定される発芽・開花

期の前進化が顕著になっており、東日本以北でリン

ゴ、ニホンナシ等の晩霜害の発生が増加傾向にある。

防霜対策として燃焼法、送風法等が実用化されてき

たが、それぞれ労力の確保や経済性、効果等の点で

問題点が指摘されている。また、被害が発生しない

条件でも対策を過剰に行う等の問題があり、効率

的・効果的に晩霜害の発生を防止する技術開発が必

要となっている。このため、リンゴ、ナシを対象に、

生育ステージ別の安全限界温度の解明と気温等の推

移から花器の発達段階等の生育ステージの予測を可

能にするモデ、ルの開発を行う。
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イ研究方法

（ア）生育ステージ別の安全限界温度の解明

a 材料と方法

リンゴは‘ふじ’及び‘つがる＼ナシは‘幸水’

及び‘豊水’の 2～3年生枝を用いて、各生育ステー

ジ毎に切り枝を低温処理当日に採取し、枝の切り口

が露出しない程度の蒸留水を入れた平底試験管に挿

した。これをステンレス製試験管立てに固定し、ポ

リエチレン袋（0.045rnrn厚、 90リットル）で被覆し

た後、プログラム低温恒温器内で、低温処理を行った。

生育ステージの分類は以下のとおりである。

Iンゴ｜：；｜時期｜出 I::: I :cij~~ I :B~~ I開花始｜問｜落期

シ｜発明｜：詰 I：：~ I ::: I ；~~ I :: ｜満開期｜ ζ 期

b 低温処理の方法 IN802）を用い、以下の内容とした。

低温処理はフOログラム低温恒温器（YAMATO社製

1 hr. 12hr. 4 hr. 
室温→ 15℃（ 5 min. ）→ 設定温度（60rnin.）→ 10℃（終了）

c 温度測定の方法

植物体温度は CHINO社製被覆熱電対 (JT3）によ

り、ポリエチレン袋被覆内温度は CHINO社製測温抵

抗体（RHSl0）により測定した。

d 凍霜被害の判定

低温処理後 l～2日間切り枝を室温に放置し、雌

しべや匹珠部の褐変、幼果表面の障害の有無により

被害率を算出した。

（イ）生育ステージ予測モデ、ルの開発

福島県農業総合センター果樹研究所内のリンゴ、

ナシ生育調査樹を用いて生育ステージ聞の発育進行

に要する日数を記録した。

ウ研究結果

（ア）生育ステージ別の安全限界温度の解明

a リンゴの安全限界温度

従来リンゴの安全限界温度として用いられてきた

指標は、工藤ら 1）のデリシャス系品種を対象とした

研究成果をもとに作成されたものであったが、これ

まで指標値のなかった発芽直前及び発芽期を含め、

‘ふじ’及び‘つがる’の生育ステージ別の安全限

界温度を明らかにした（表43121)0 

展葉初期では、従来の指標値（ 3. 5℃）よりも高

い温度で被害が発生することが明らかとなった。

b ナシの安全限界温度

従来ナシの安全限界温度として用いられてきた指

標は、福島県園芸試験場の‘長十郎’を対象とした

研究成果をもとに作成された福島県果樹指導要項 2)

であったが、新たに‘幸水＼‘豊水’の生育ステー

ジ別の安全限界温度を明らかにするとともに、これ

まで指標値のなかった発芽期の安全限界温度の知見

を得た（表4312-2）。

また、花昔露出期は、従来の指標値（ 3. 5℃）よ

りも高い温度で被害が発生することが判明した。さ

らに、花弁白色期～幼果期には、花器や幼果表面に

火ぶくれ状の被害が多発することが判明した（図

4312 1、写真43121）。



展葉

初期

-2. 2 

2. 8 

安全限界温度：植物体温が、当該温度下に1時間置かれた場合に、被害がわずかでも発生するおそ

れがある温度。

低温処理試験で得られたリンゴの凍霜害安全限界温度（℃）

品種

ふじ
つがる

落花期満開期

データ無

データ無

開花始
時
間
一引
一叫

花昔

露出期

-2. 1 

2. 2 

発芽期

表4312-1

十牙
斗
削一

J
一
6

．

発
直
一2
4

-1. 7 

1. 9 

-2. 5 

1. 5 

-2. 1 

3. 2 

低温処理試験で得られたナシの凍霜害安全限界温度（℃）

品種
花蕃 ｜ 花弁 ｜ 花弁 ｜ 開花

露出期 ｜露出始期 ｜ 白色期 ｜ 直前

幸水 I -3. 6 I -2. 9 I -2. s I -2. s I -2. i I -i. 4 I -i. 3 

豊水 I 4. s I 3. i I 2. s I i. s I 2. 3 I 2. o I i. 4 

安全限界温度 ．植物体温が、当該温度下に1時間置かれた場合に、被害がわずかでも発生す

るおそれがある温度。

幼果期満開期

表4312-2

発芽期

。。

ナシ『幸水」花弁白色期～幼果期
・匠珠部 ・花器表面

守口5-1.0 

． 
-2.0 -1.5 

植物体温（℃）

-2.5 

． 

-3.0 

80 

20 

0 

3.5 
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40 

100 

被
害
率
（
%
）

花器表面の被害写真4312-1花弁白色期～幼果期の被害図4312-1

生育ステージ予測のための生育調査結果（20082009) 

リンゴ
年 発芽期

展葉 花著露 花昔 開花
開花始 満開期

落花
幼果期

品種 開始期 出始期 着色期 直前 直後

ふじ
2008 3/23 4/ 3 4/ 7 4/20 4/23 4/25 4/30 5/ 5 5/ 9 
2009 3/24 4/ 7 4/ 9 4/18 4/21 4/22 4/30 5/ 9 5/11 

つがる
2008 3/22 4/ 6 4/ 7 4/20 4/23 4/25 4/30 5/ 4 5/ 7 
2009 3/23 4/10 4/12 4/19 4/22 4/24 5/ 1 5/ 8 5/10 

ナシ
年 発芽期

花蕎 花弁露 花弁 開花
開花始 満開期

落花
幼果期

品種 露出期 出始期 白色期 直前 直後

幸水
2008 3/29 4/ 1 4/ 7 4/16 4/19 4/20 4/26 5/ 4 5/ 8 
2009 4/ 2 4/ 7 4/12 4/14 4/16 4/18 4/24 5/ 6 5/10 

豊水
2008 3/27 4/ 1 4/ 7 4/14 4/16 4/16 4/22 5/ 2 5/ 6 
2009 3/31 4/ 6 4/ 9 4/12 4/13 4/14 4/21 5/ 4 5/ 8 

表4312-3

考察

（ア）生育ステージの早い段階（リンゴ展葉初期、

ナシ花膏露出期など）では、従来の安全限界温度の

指標値よりも高い温度で被害が発生することから、

防霜対策上注意が必要であると考えられた。また、

工
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（イ）生育ステージ予測モデルの開発

生育ステージの進行を予測するモデ、ルの開発のた

め、 2か年の生育データを蓄積した（表4312-3）。生

育ステージ聞の進行に要する日数は、 2か年の間で

もばらつきが認められた。



リンゴ、ナシともに開花期には植物体の凍結が認め

られなくても、一定時間低温に遭遇することで被害

が発生する例が見られたので これまでの知見どお

り、特に開花期は低温に弱し、生育ステージであると

考えられた。

（イ）生育ステージ聞の進行に要する日数は、 2か

年の間でもばらつきがあることから、今後も生育調

査の結果を蓄積し、気象要因との関係を解析して予

測モデ、ルを構築する必要があると考えられた。

オ今後の課題

（ア）切り枝を用いた試験であるため生育の進行に

伴って現れてくるような障害の追跡調査ができてい

ない。さらに正確な安全限界温度の解明のため、低

温処理後の追跡調査が可能な実験系での試験が必要

である。また、安全限界温度は植物体温として示し

たが、防霜対策の現場では気温を測定するので、植

物体温と気温の関係をほ場レベルで明らかにする必

要がある。

リンゴの満開期の被害調査では、低温障害による

雌しべの褐変化と老化による褐変化の判別ができて

いなかったので、この生育ステージについては試験

を継続する必要がある。

（イ）安全限界温度の指標を実際の防霜対策の中で

活用するためには、生育予測情報の提供が必須であ

り、今後も生育データの蓄積を継続し、気象要因と

の関係を解析して予測モデルを開発する必要がある。

力要約

（ア）これまで、指標値のなかったリンゴの発芽直前

及び発芽期、ナシの発芽期の安全限界温度を明らか

にした。リンゴの展葉初期やナシの花昔露出期及び

満開期～幼果期には、従来の指標値より高い温度で

被害が発生した。さらに、ナシの花弁白色期～幼果

期には、花器や幼果表面に火ぶくれ状の被害が多発

した。

（イ）気温等の推移から花器の発達段階等の生育ス

テージの予測を可能にするモデ、ルの開発を行うため、

リンゴ、ナシについて 2か年の生育データを蓄積し

た。今後も生育データを蓄積し、気象要因との関係

を解析する必要がある。

キ引用文献

1 ）工藤和典ら (1983）.リンゴの晩霜害に関する研

究．農林水産省果樹試験場報告 C.10: 23-34. 

2 ）福島県果樹指導要項 (1966). 105 106. 

研究担当者（佐久間宣昭ぺ畠良七、額田光彦）

( 3 ）高精度最低気温予測手法および晩霜害発生予

測モデルの開発

ア研究目的

近年、温暖化に伴う平均気温の上昇によって果樹

の発芽や開花が早期化している（藤沢・小林 I) ）。一

方、温暖化は平均気温の上昇を伴いながらも、日々

の寒暖の差の大きい気候にシフトしており

(Watanabe 2 l、 Watanabe 3 l）、果樹を主とする霜

害が顕在化している。温暖化適応策のーっとして霜

害防除、低減策について、汎用性のある低価格の高

精度最低気温予測手法及び晩霜害発生予測モデルの

開発を行うことがこの研究の目的である。

イ研究方法

（ア）高精度最低気温予測手法を開発するための気

象観測

一般に地方気象台等で発令される霜害注意報や最

低気温は、地域が広く、その値を霜害対策として活

用するには困難な現状がある。このため果樹生産者

は、独自の観測網を展開し、白分の畑の気温監視を

深夜に行い、必要に応じて、防霜対策のための煤煙

作業を行っている。しかし、煤煙作業には消防署へ

の通報や繊維工場などへの通報が必要であり、果樹

地帯一括した気温監視システム及びより早期に翌日

の最低気温を精度よく予測する最低気温予測システ

ムが霜害防止、低減のために必要になる。

a 最低気温の出現は、境界条件によって大き

く異なり、 JA北福島の協力のもと、具体的にこれま

での霜害の被害状況に基づき観測地内（図43131) 

に温度データロガを18地点設置し、 10分毎の気温変

動と翌朝までの気温降下量を測定した。その結果、

春季が最も気温降下量が大きく、対象地域内（ 9 km 

×lOkm）でも最低気温分布に約 6℃の差異が出現し

ていること、ウェザーバケットで観測した上層（地

上53m）と地上1.5mの気温変動で、は、霜害発生時安



定成層が形成され、約 6°Cの差が生じていることが

明らかになった。対象地域内の気温降下量の分布、

差異を大気モデ、ルのパラメタライズをする観点から

検討した。

b 対象地域内を代表できる福島県農業総合セ

ンター果樹研究所敷地内の地上高度 6m20cmに放射

収支計を設置し、 10分毎の観測を実施した。その結

果、図4313-2に示すように19時以降の放射収支量は

比較的一定で、対象地域の前日 18時から翌朝までの

領域内13地点の気温降下量の平均値と積算正味放射

量との関係には季節によってその傾きが異なるもの

の、直線的関係があり、霜害予測だけを対象にすれ

ば積算放射量によって気温降下量が推定できること
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が分かつた。しかし、積算放射収支量に大きく依存

する大気モデ、ルによる下層雲の予測が適切に表現さ

れるようにするためには、モデル自身の境界層のパ

ラメタライズを再検討しなければならないことが明

らかになった。

c 霜害発生が予測される早朝、日の出前に観

測エリア内を見渡せる JA福島県ビノレ（地上高度53m)

より、赤外カメラにより観測エリア内の温度分布を

測定し、詳細な 2次元温度分布を把握した。その結

果、冷気移流による低温化というより、図4313-3に

示すように、道路や裸地で冷気が形成されているこ

とを示す結果が測定された。冷気形成防止の観点か

ら裸地面を少なくする必要があることが分かつた。
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図4313-1 システムを開発した福島市北部

の地形

図4313-2 夜間の放射収支量の変化

図4313-3 JA福島ビル屋上から撮影した対象地域の熱赤外画像
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d 裸地面を少なくする効果として、雑草のあ

るなし、敷き藁など果樹園接地層は大きな差異が生

じている。このため、地上、地上高60cm、地上高150cm

でさらに温度測定を行い、最低気温出現の特性を検

討した。図4313-4［こ示すとおり、地上付近の気温は

高度150cm付近の温度に比べて大きなばらつきがあ

るが、高度60cmと150cmを比較すると比較的直線性

が得られ、空間代表性も大きくなっていることが分

かった。

e 数値モデルの開発で、は初期値依存性が大き

い。初期値設定には気象庁 GPVを用いる方法もある

が、境界層の気温が霜害予測をするためには適切で

はなく、ラジオゾンデを用いて高層観測を行い、モ

デ、ノレに必要な15kmまでの大気成層状態を観測した。

（イ）気温監視システムの開発

対象領域で測定した2008年 3月から2009年 2月ま

での10分毎の気温データを用いて、相互相関を計算

し、観測地点で各観測地点と最も相関の高い地点を
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図4313-4 高度150cmの気温と地表面、

高度60cmの気温の関係

気温観測の代表地点として選定した。

さらに、 2009年 3月から 5月の問、選定した代表

地点に図4313-5に示すような KADEC-21を設置し、

再度18地点の観測地を設定し、代表地点と 18地点の

気温の関係を個々に求めるとともに、地形等を考慮

し、 Mapfactorlをtrend項、 Mapfactor 2 を定数項

として50m×50m毎に一つずつ求め、 18地点のそれぞ

れの Mapfactorから対象地域の 2次元的な Mapfactor 

を Krigingmethodを用いて内挿した。また、 ］A北福

島で霜害対策として観測している地点のデータも利

用し、 Mapfactorの修正を行いながら、特に、0℃以

下の温度で代表地点との相関がよくなるよう Map

factorを決定した。図4313-6は18地点の気温観測を用

いて客観解析したものと、 1地点で前述の Mapfactor 

を使用して 2次元分布を表示したものである。寒気

の位置も一致しており、おおよそ0.5℃程度の誤差で

表示された。
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図4313-5 気温監視 ・予測システム
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南北、鉛直方向の距離を示す。

2008年春季から2009年にかけての10分毎の 1年間

のデータを基に、風速と最低気温の関係及び放射収

支量の変動と最低気温の関係、鉛直拡散による気温

変動の関係を求め、 50m×50mの空間スケールで、パラ

メター化を図り、（5）式を用いて、 10分毎に入力する

監視データを九として、 10分毎に翌日 6時までの時

間積分を行い、最低気温を予測した。図43137に監

視・予測の例を示す。 9時間前で約 locの誤差で果

樹園スケーノレの空間分解能で、予測することができた。

（ウ）予測システムの開発

近藤4）、近藤 ・森 5）、近藤 ・森 6）等のように熱収支

から最低気温を求めた方が現在のところ高精度に求

められる。 しかし、これらの手法は 2次元的な最低

気温ではなく 、spotとしての予測手法になっている。

最低気温予測は原理的に下記の式で示される。

ここで fは時間項、 radは放射項、 advは移流項、

Khは渦拡散係数、 ρは密度、 Gは定圧比熱、 u、K w 

は風の東西、南北、鉛直方向の風速、 θは温位、 L↑

(z）、L↓（z）は上向き、下向き放射量、乃は初期温度、

TLl1は4時間後の予測温度を示す。x、y、Zは東西、
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ウ研究結果

高精度最低気温予測手法及び晩霜害発生予測モデ

ルの開発は、基本的に初期値となる精度の高い気象

観測、気象監視システムが必要であり、さらに、観

測値である初期値に基づく高精度の予測手法の開発

を行い、気温と果樹の芽や花の温度との関係を解明

し、凍害、霜害になる温度との関係性を明らかにす

ることによって、霜害予測システムが完成すること

になる。

前述のとおり、この研究課題では、当初数値目標

に掲げた予測精度±0.5℃は、 3時間前であれば可能

な予測システムになったが、 6時聞から 9時間前で

は約 l℃の精度になり、更なるモデ、ルのチューニン

グが必要になっている。

しかし、 2010年 3月31日より福島市の防霜対策本

部や JA新ふくしまで試行実験が継続されており、

2010年 2回発生した霜害のうち、 1回は精度良く予

測することができた。

エ考察

一般に気象庁がだす霜害注意報や最低気温予測で

は、予報区が広く、精度も低い。特に最低気温は、

場所によって大きく異なり 、今回モデル実験を行っ

た北福島市の約lOkm四方でも 5℃以上の最低気温の

差異が観測されている。

こうした観点から高精度最低気温予測手法の開発

については、おおよそlOkm×lOkmの範囲を 1地点の

気温観測値を用いて、複雑地形の領域を 2次元的に

表現し、50m×50mの果樹園単位で、約 1℃の誤差で、

10分毎の気温を表現するシステムが開発された。

2次元表現については、これまでの気温観測値を

基に、 10分毎のリアノレタイムで観測しているキース

テーションとの関係性を求め、 mapfactorとしてキー

ステーションとの関係をパラメタライズした。 しか

し、低温出現については放射冷却や寒気流入など

種々の要因があり、総観スケーノレの寒気流入による

低温出現にはやや誤算が大きくなり、低温出現要因

による mapfactorの検討や風向差異による mapfactor 

の検討をすることによって、より広範で高精度の監

視システムが可能になる。

高精度最低気温予測システムについては、さまざ

まな要因による気温変動を含めて、10分毎の観測値

を用いて、 リアルタイムで予測しているため、試行

実験ではいつの時間の予測値が使えるのかといった



問題も出されている。利用者にとっては10分毎の予

測値変更が必ずしもよいとは言えず、工夫の余地が

残されている。

さらに、最終年度に予定していた、果樹の芽や花

の温度と気温の関係性については、手付かずの状況

で、精度よく表現された最低気温から霜害を監視者

が判断しているのが現状

である。

オ今後の課題

今回開発された 2次元的な気温監視・予測システ

ムは、晩霜害発生予測モデルにはなっていない。こ

のためには、今回監視システムで表現された気温と

果樹の芽などの温度との関係性をシステムの中に盛

り込む必要性がある。そのためには後 1シーズン、

キーステーションの気温と果樹の芽の温度との関係

牲を求めて、これまで研究されてきた、芽の温度と

霜害の関係式に結び、つける必要性がある。

また、 2次元表示については、これまで観測して

きた JAの観測結果を基に、観測値地点を選定して、

モデルで 2次元表示をしているが、試行実験するこ

とによって不都合な地点での観測を行い、パラメ

ターの再検討する必要も課題として残されている。

しかし、現在行っている試行実験ではかなりの成

果を上げており、霜害発生予測を監視・予測システ

ムから管理者がすることによって、十分有用である

ことが分かつた。

力要約

低価格で汎用性のある 2次元的に高精度で気温を

監視するシステムと、最低気温を予測するシステム

を開発した。 50m四方のスケールで、監視、予測でき

るため、果樹園単位で具体的に活用が可能である。

気温監視システムの精度は約0.5℃、予測精度は 9時

間前で約 l℃、 3時間前で0.5℃程度と評価される。

具体的に開発した地域の最低気温はlOkm×lOkmの

領域で約 6℃も異なっており、日常的な気温予測で

は霜害対策に利用できず、今回開発したシステムは

有用である。なお、監視・予測システムを使用しな

がら、さらに、不都合な地点のチューニングを行う

必要もある。
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研究担当者（渡遺明＊）

( 4）リンゴ園における多頭型防霜ファン等の現地

実証

ア研究目的

近年、地球温暖化により発芽や開花が前進し、リ

ンゴの晩霜害が増加しており、生産上大きな問題と

なっている。防霜対策には燃焼法や送風法（防霜ファ

ン）等があり、長野県では防霜ファンが多く導入さ

れている。しかし、従来の防霜ファンは、 3℃以下

では効果が不十分であったり、制御がおおまかで運

転が効率的でない等の問題点がある。

最近試作された多頭型防霜ファンは、従来型に比

べて防霜効果が高いと推定されている。そこで、リ

ンゴ園で多頭型防霜ファンの昇温効果や電力量等の

コスト低減効果を従来型と比較する。また、明らか

となる生育ステージ別安全限界温度などの情報をも

とに、効率的、経済的に稼働するための制御法を開

発し実証する。

イ研究方法

（ア）防霜ファンの設置方法

多頭型防霜ファン（フルタ電機社製（写真4314-1）。



以下「多頭型」とする。）と従来型防霜ファン（以下

「従来型」とする。）を長野県果樹試験場内のリンゴ

ほ場に並べて設置した。多頭型は、直径70cmファン

3台を l組として首振り機構を持たない。従来型は直

径lOOcmファンとした。ファンはリンゴほ場の北東隅

に設置し、送風方向が南から西方向になるようにし

た（図43141）。2008年度は、多頭型、従来型のいず

れでも、ファンの傭角は35度としたが、 2009年度は

ファンの術角は多頭型30度、従来型35度とした。

（イ）送風距離比較

4月～ 5月の早朝無風状態の時に、多頭型と従来

型を交互に稼働して風速を調査した。風速調査は、

デジタル風速計604（日本カノマックス社製）を用い

て南、南西、西方向について、ファンからの距離10

～45mの 5m間隔の位置で、の最大風速を調査した。

調査位置は、地上1.5mの位置とした。2008年には、

多頭型の送風方向の間（南南西、西南西方向）の風

オヒ

写真4314-1 多頭型防霜ファン

速についても調査した。

（ウ）防霜ファンの昇温効果

3月～ 5月と 11～12月に行った。防霜ファンは、

春は従来型（12.5分）、停止（2.5分）、多頭型（12.5 

分）、停止（2.5分）の順に、秋は従来型（20分）、停

止（10分）、多頭型（20分）、停止（10分）の順で稼

働させた。温度は、地上1.5mの気温を熱電対で 1分

間隔で測定した。調査地点は、ファンから南、南南

西、南西、西南西、西方向にlOmからlOm間隔で、40

～50mまで調査した。

（エ）電力量料金比較

防霜ファン比較試験による効果範囲から、単位面

積当たりの設置本数を計算し、年間電力料金を試算

して比較した。電力料金の計算は、中部電力で設定

している、防霜ファンのための「低圧深夜電力 BJで

計算した。

1！~ 
南

リンゴ園

． ：従来型防霜ファン、 ．：多頭型防霜ファン

一歩 II風向 一砂 II風向

図4314-1 試験ほ場の防霜ファンの設置方法
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ウ研究結果

（ア）風の到達距離

ファンによる風の到達距離は、多頭型が従来型に

比べて長く、風速 lmisを目標とすると、多頭型は南、

南西、西の 3方向ともに35mまで届いたが、従来型

で、は30m程度まで、で、あった。多頭型ファンの怖角を 5

度上げると、 40m付近まで届く可能性がみられた（図

4314-2）。

（イ）ファンによる昇温効果の範囲

多頭型は首振りがないため、ファン稼働中は温度
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図4314-3 ファン稼働中の平均温度（2008年4月29日）

1）温度は時刻後15分間ファン稼働中の南西方向の平

均温度

2)10-50mはファンからの距離

3）上空は地上6mの気温

4）時刻後の cは従来型、 tは多頭型

変化が少なかったが、従来型は変動がみられた（デー

タ略）。2008年度は、多頭型と従来型ともに、ファン

による昇温効果は30mまではみられたが、 40m以上

ではみられなかった（図4314-3）。2009年度には、 40

mまで昇温効果のみられる日があった（図4314-4）。

多頭型は、ファンが 3方向に固定されているため、

送風の谷聞ができることが心配されたが、ファンの

聞の部分でもほぼ同様の昇温効果がみられた（図

4314 4）。
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1）温度は3:57から15分間多頭型ファン稼働の平均

温度

2）南 ・南西 ・西はファンからの方向

3）南南西 ・西南西はファンの聞の方向
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図4314-5 ファン稼働と園地内の温度変化（2009年4月3日）

1)10-50mはファンからの距離

2）上空は地上6mの気温

3)10 50mの温度＝（地上6mの気温） （時刻後ファン稼働中の南西方向の平均

温度）

4）時刻後の従来型、 tは多頭型

表4314-1 防霜ファンのlha当たりコスト試算比較

設置本数稼働期間電力年間電力料金本体価格
防霜ファンの型効果範囲

（本） 料金（円） （円） （干円）

多頭型
35m 

40m 

9 

7 

66,274 

51 713 

94,094 

73 763 

7,200 

5 600 

従来型 30m 12 88,042 124,322 1,920 

1)稼働期間は、 4月（15日間）、 5月（10日間）に10時間／日稼働とした。

2）ファンの消費電力は 1機当たり 3kwhとした。

3）電力料金の計算は、中部電力で設定している、防霜ファンのための「低圧深夜電

力BJで計算した。

4）多頭型ファンの本体価格はフルタ電機の試算、従来型はフルタ電機社製価格。

（ウ）多頭型と従来型の昇温効果の比較

昇温効果は、多頭型が従来型に比べて高い傾向に

あった（図4314-5）。しかし、 2009年 4月28、29日の

降霜日や 4月初旬の最低気温が－3℃以下の条件の目、

11月の稼働試験などでは、明確な差が見られなかっ

た（データ略）。

（エ）多頭型の消費電力節減効果

モーターの消費電力は、多頭型と従来型はともに 1

機当たり 2.48kwと同一であるため、無風状態での 1

時間当たり消費電力は、どちらも約 3kwであった。

ファンからの効果距離は、風の送風範囲等のデータ

から、多頭型で、35～40m、従来型で、30mと考えられた

ため、 1 ha当たりの必要設置本数は、多頭型で 9機

（効果距離が30mの場合）～ 7機（効果距離が40mの

場合）、従来型で12機となり、多頭型の使用で設置本

数が少なくなると試算された。防霜ファンの稼働時

間を、 4月は15日間、 5月は10日間、各 日10時間稼

働として年間電気料金を計算すると 、従来型に対し

て、多頭型ででは76（効果距離が35mの場合）～60%

（効果距離が40mの場合）となった（表4314-1）。



防霜ファンの年間電力量は、無稼動期間の基本料

の占める割合が多いため、設置本数の減少がコスト

削減に大きく影響する。多頭型防霜ファン本体価格

は、従来型の 5倍程度と試算され、高額で、あった。

工考察

（ア）多頭型ファンの防霜効果

霜害防止法としては、果樹園内で燃焼資材等を燃

焼したり（燃焼法）、スプリンクラーで散水して結氷

させる（散水氷結法）方法がある（杉浦ら 1) ）。さら

に、地表面より暖かい空気（地上 7～lOmの空気）

を吹き下ろして昇温させる方法（防霜ファン）があ

るが、従来型の首振り式防霜ファンに加えて、近年、

首振りすることなく異なる 3方向に送風出来る機能

を有した多頭型防霜ファンが開発された。本研究で

は、新たに開発された多頭型防霜ファンのリンゴ固

における防霜効果等を把握し、効果的・効率的な利

用技術（設置法や省電力効果等）を開発するととも

に、最終的には、燃焼法、散水氷結法等の既往デー

タを踏まえ、晩霜害発生危険度の異なる地域毎に、

適切な防霜対策を提示するための多頭型防霜ファン

の基礎データを得ることを目的とした。

その結果、多頭型防霜ファンは、首振りがないた

め、従来型に比べて稼働中の温度変化が少なく、従

来型防霜ファンに比べて送風効果範囲が広く、ファ

ンから30～40m付近までの昇温効果が高いことが明

らかとなった。ただし、昇温効果が不明瞭な時もあ

り、気象条件や園地条件が多頭型防霜ファンの昇温

効果に影響していると考えられた。

（イ）消費電力の低減効果

多頭型防霜ファンは、上記のとおり従来型より送

風範囲が広いことから、面積当たり設置台数の削減

ができ、電気料金を試算すると従来型に比べて30%

程度削減できると試算された。

さらに、生育ステージ別安全限界温度を考慮して、

防霜ファン稼働のための設定温度を低い値にすると、

一層の消費電力の低減が見込まれる。例えば、長野

県の防霜ファンの作動基準は、発芽～展葉期が 0℃ 

開始 2℃停止、展葉期以降が 2℃開始 6℃停止であ

る。しかし、本プロジェクト研究で福島県が実施し

た安全限界温度試験の結果を考慮、し、発芽～展葉期

が l°C開始 1°C停止、展葉期以降が 0℃開始 4℃停

止にすると、 2009年 4～ 5月の推定稼働時間は50%

減少し、電気料金は20%減少すると試算できた。

オ今後の課題

（ア）多頭型ファンの防霜効果

多頭型防霜ファンは、従来の防霜ファンと異なり、

送風し続けることや風が直線的に到達するなどの特

徴がある。このため、従来型より低い位置に設置し、

水平方向に送風して地上からの熱放射をブロックす

るなど、従来の防霜ファンとは異なる設置方法によ

り、より高い効果の設置方法を開発できる可能性が

ある。

（イ）消費電力の低減効果

本プロジェクト研究の茶の課題で開発した「多点

式温度センサーj を利用すると、消費電力低減効果

は一層高くなる可能性がある。

力要約

（ア）多頭型ファンの防霜効果

多頭型防霜ファンは、首振りがないため、従来型

に比べて稼働中の温度変化が少なかった。また、従

来型防霜ファンに比べて、多頭型防霜ファンは、送

風効果範囲が広く、ファンから30～40m付近までの

昇温効果が高かった。

（イ）消費電力の低減効果

多頭型防霜ファンは送風範囲が広いことから、従

来型防霜ファンに比べて、面積当たり設置台数を削

減でき、電気料金を30%程度削減できると試算した。

キ引用文献

1）杉浦明ら (1991）.新編果樹園芸ハンドブック．養

賢堂. p262 263. 

研究担当者（玉井浩ぺ小野剛史、島津忠昭）

( 5 ）ナシ、ブドウの自発休眠覚醒期推定モデルの

高精度化

ア研究目的

温暖化条件下では低温遭遇が不十分となり、従来

の加温開始期では、発芽不良が発生する。このよう

な発芽不良を回避するためには、限界の白発休眠覚

醒期を正確に把握する必要がある。ブドウでは白発

休眠覚醒モデルが開発されていないため、このモデ



ル開発に取り組む。

また、過去に開発したニホンナシの開花予測モデ

ルは、白発休眠・他発休眠の推移を精度よく表現し

ているため、通常の冬では十分な精度で開花を予測

できるが、自発休眠期と他発休眠期の途中に位置す

る移行期の低温の必要牲について明らかにされてい

ない。そこで、高温年では移行期が長くなり、この

時期に加温開始することにより発芽不良が発生して

いるという仮説を検討する。

イ研究方法

（ア）ブドウ

‘巨峰’のポット栽培樹を、 10月末より、低温室

等で低温を処理した。処理温度は 0、 3、6、9、

12℃とした。処理時間は192時聞から1392時間の範囲

で各温度 4～7処理とした。低温処理後、人工気象

室で25℃を処理し、発芽調査を毎日行った。また、

この結果から、ブドウの白発休眠覚醒モデルを構築

した。

（イ）ニホンナシ

‘幸水’のポット栽培樹に10月下旬から15℃を処

理し、低温に遭遇しないようにさせた。 12月から 2月

にかけて順次、露地に配置し、自然条件下で低温遭

遇させ、さらに開花調査を行った。

ウ研究結果

（ア）ブドウ

o℃処理では336時間と816時間がやや遅れたもの

の504時間ではよく発芽した（図43151）。 0℃処理

では少なくとも504時間あれば打破できると考えら

れる。

3℃処理ではいずれも発芽率が劣り、明確な結果

が示せなかった。

6℃処理では336時間以下では発芽せず、 504時間

以上では816時間を除いてよく発芽したことから、少

なくとも504時間あれば打破できると考えられる。

9℃処理では504時間以下ではほとんど発芽せず、

672時間以上では816時間を除いて発芽したことから、

少なくとも672時間あれば打破できる可能性がある。

12℃処理では1008時間以下ではほとんど発芽せず、

1200時間では比較的発芽したことから、少なくとも

1200時間あれば打破できると考えられる。

これらのうち504時間処理したもののみについて

比較すると、 0～ 9℃の範囲で低温ほど発芽が早く

開始する傾向があった。したがって、ブドウは 0～

9℃の範囲で低温ほど白発休眠覚醒までの発育速度

が高くなることが想定された（図4315-1）。

上記の結果から、温度と自発休眠覚醒までの関係

を検討し、ブドウ‘巨峰’における自発休眠覚醒に

ついて DVRモデ、ルを試作した。 0℃以下は実験して

いないが、 0℃と等しいと仮定した。 15℃以上は0と

した。露地の気温の測定値をこのモデルに適用して、

露地での DYil( = L: DVR）を求めた（図43152）。白

発休眠覚醒期（DVIl二 1となったとき）は、 11月中

旬で、あった。

DVIlと7.2℃以下積算温度を比べると、 15℃以下で

積算が始まる DVRモデ、ルの累積の方が早く進むため、

暖冬年や暖地での自発休眠覚醒予測に向いていると

考えられた。

（イ）ニホンナシ

ニホンナシ‘幸水’では15℃を長く処理した樹、

すなわち、低温遭遇時聞が短い樹ほど開花が遅れた。

15℃処理をしない対照樹が 4月中旬に開花したのに

対し、 2月中旬まで15℃処理した樹は約 1か月開花

が遅延した。開花率も低温遭遇に応じて低下する傾

向があった（図表略）。開花期まで、の低温遭遇につい

ての発育指数（DVIl）を求めると、 DVIlが2よりも

小さくなる処理区は開花しでも開花期が大幅に遅延

することから、 DYilが2になるまでは移行期と考え

られた。
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工考察

ブドウでは、 0～9℃の範囲で低温ほど発芽が早

く開始する傾向があった。このことから、 0～6℃

の有効性に差がないニホンナシ（杉浦・本候 l））や

6℃に有効性のピークが認められるモモとは明確に

異なる感温特性を持つことが示された。

ニホンナシでは、これまで、低温遭遇についての発

育指数（DVIl）が l以上あれば開花することから、

自発休眠覚醒期は DVIl=1とされてきた。今回の結

果から、その後も低温が必要であることが明かとな

り、 DV!lが2以上ないと開花率の低下や、開花遅延

が起きることが明確になった。そこで、 DVIlが l～2

は移行期と考えられた。ニホンナシの眠り症でも、

開花率がゼロになるわけではなく、 開花率の低下や

大幅な開花遅延が認められる現象であることから、

移行期間中の加温開始が原因のーっと考えられた。

オ今後の課題

ブドウでは開発したモデ、ルの適合性を成木で、検討

する必要がある。この適合性が確認できれば、この

まま、若しくは多少の補正を行って、現場での実証

試験に進むことが可能と考えられる。

ニホンナシでは眠り症の原因の一端が推定できた

が、再現試験を行う必要がある。

力要約

ブドウでは‘巨峰’の自発休眠覚醒モデ、ルを試作

した。ニホンナシでは眠り症の原因が移行期での加

温である可能性を示した。



キ引用文献

1）杉浦・本候 (1997）.ニホンナシの白発休眠覚醒

と温度の関係解明およびそのモデル化．農業気象．

53:285 290 

研究担当者（杉浦俊彦＊，阪本大輔）

( 6 ）果樹園における樹体冷却等によるナシの休眠

覚醒不良の回避・軽減技術の開発

ア 研究目的

西南暖地のニホンナシ施設栽培において、既に低

温不足に起因する仮称「眠り症」と呼ばれる発芽・

開花等の生育障害が発生し、その解決が強く望まれ

ている（藤丸 I）、 松田 2））。このまま IPCC第 4次報

告が不可避とした平均気温 2℃の上昇に近づくと、

西南暖地から関東南部にかけて、露地でもニホンナ

シでは発芽・開花障害が頻発するようになり、経済

栽培の存立の危機となる（本候:l））。そのため、 2℃

の気候温暖化時に想定される300400時間の低温不

足下でも、温暖化前と同様なニホンナシ生産を農家

が現有の施設や機材等でほぼ対応可能な樹体管理技

術を創出するため、樹体や根圏を取り巻く微気象改

変による芽の生長停止・休眠導入過程の促進、太陽

エネルギーを利活用する低温不足下での高温処理に

よる白発休眠打破効果を組み合わせ、温暖化に対応

する低環境負荷の気候温暖化影響緩和技術の解明に

よる樹体管理技術を開発する。

イ 研究方法

（ア）休眠導入から覚醒時期の制御による生育障害

の回避・軽減技術の開発

ニホンナシ‘幸水’鉢植え樹を対象に被覆資材と

移動式の細霧冷房ファン（エアクール、フルタ電機）

を用い、気候温暖化を想定した試験条件の検討と温

暖化による低温遭遇不足を補うための気化冷却処理

による微気象改変効果と発芽・開花への影響を調査

した。温暖化気候時を想定して、無加温ガラス室内

にて地上部細霧処理区と根園部細霧処理区に分けて、

気化冷却処理を行い、 7.2℃以下低温遭遇600時間超

と900時間超を目安に晴天時昼間のみ処理を実施し

た。細霧処理は白色反射マルチ資材（Dupont社製：

Tyvek）による被覆処理と組み合わせ、ガラス室内に

は対照区を設け、露地には無処理区を設置した。処

理後はそれ以上低温に遭遇しないよう環境調節ガラ

ス室（22℃設定）へ移動し、その後毎日ニホンナシ

の混合芽の発育段階基準表に基づいて、生育調査を

実施した。

（イ）高温ストレスを利用した樹体制御による生産

安定化技術の開発

2008年度は、 2℃の気候温暖化時に想定される

300 400時間程度の低温遭遇時間が不足した気候条

件下に対応した温暖化影響緩和技術の開発に資する

ため、一時的な高温処理による効果を検討した。‘豊

水’樹を対象に露地での7.2℃以下低温遭遇時聞が、

500、600、700と800時間を超えた時点で、 3233℃を

連続30時間与える連続処理区と日夜32-3/22℃のサ

イクルで 3回、通算30時間の断続処理区を設定した。

2009年度は、ニホンナシ‘豊水’鉢植え樹を対象

に、露地での7.2℃以下低温遭遇時聞が400と600時間

を超えた時点で、コイトトロンを利用して3233℃を

連続30時間与える連続処理区と既存の栽培施設の利

活用を想定して、白然光のガラス室内で32℃以上に

遭遇した時聞が連続処理と同程度になるように 5日

間処理する断続処理区を設定した。処理後は上記

（ア）と同様に22℃の環境調節ガラス室に移動し、生

育調査を実施した。

ウ研究結果

（ア）休眠導入から覚醒時期の制御による生育障害

の回避・軽減技術の開発

温暖化による低温遭遇時間不足を被覆資材と気化

冷却により補う方式で11月12日から実施した。 1月

14日に露地では7.2℃以下低温遭遇1011時間に達し

たが、ガラス室内では、対照区同637時間、地上部細

霧処理区は同650時間、地下部細霧処理区は同612時

間に到達し、想定した気候温暖化による低温不足条

件、即ち宇都宮の平年値＋ 3℃の条件を再現できた。

細霧冷房を利用した気化冷却処理による昼間の気温

の低減効果は12月下旬の晴天時で~ 2 3℃であるが、

反射資材被覆との組み合わせにより、無処理の対照

区に比較して最大で~ 10℃程度の芽温の顕著な低減

効果が観察された（図43161）。

前述したように＋ 3℃の気候温暖化時を想定した

気候条件を再現できたので、その温暖化条件下での

被覆資材＋気化冷却処理の発芽・開花への影響につ



いてみると（図4316-2）、地上部細霧処理区では、発

芽率は80%と根圏処理や対照区に比べ明らかに高く、

続いて根圏処理、対照区と続いた。最終的な開花率

においては、十分に低温遭遇時間を充足した露地区

では96%以上を示したが、ガラス室内の 3処理区は

50%前後であり、対照区に比べ根園部細霧処理区が

やや高いものの、地上部細霧処理の効果はわずかに

劣った。

（イ）高温ストレスを利用した樹体制御による生産

安定化技術の開発

2008年度は、露地での7.2℃以下低温遭遇500時間

を超えた日（12月18日）、同600時間（12月24日）、同

700時間（12月31日）、同800時間（ 1月 5日）から、

連続あるいは断続の高温処理を行った。自発休眠覚

醒に必要な低温要求にやや不足する低温遭遇600と

700時間後に行った高温処理による‘豊水’の開花に

及ぼす影響をみると、低温遭遇600時間よりは、同700

時間のほうが連続、断続処理ともに開花率向上効果

25 
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図4316-1 反射資材被覆と細霧処理の有無が芽温に

及ぼす影響（2009年l月晴天日）

0：対照区（無処理）、 ・：地上部細霧処理、 ....：根園

部細霧処理
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が顕著で、あった（図4316-3）。

2009年度は、露地での7.2℃以下低温遭遇403時間

（設定400時間）経過時（12月11日）と同612時間（同

600時間）経過時（12月25日）に連続（コイトトロン

内で30時間区）あるいは断続（ガラス室区）の高温

処理（32℃、 30時間程度）を行い、処理後はそれ以

上低温に遭遇しないように22℃の自然光ガラス室に

移動し、生育調査を実施した。低温遭遇400時間経過

時の高温断続処理（ガラス室区）の場合は、発芽 ・

開花率ともに無処理区（20-30%）のほぼ倍の60%程

度を示した。連続処理区（コイトトロン区）での発

芽・開花率はやや劣るものの、露地での7.2°C以下400

時間経過時では高温ストレスの効果が明らかに認め

られた。しかし、 600時間経過時処理では、断続処理

（ガラス室区）は80%以上の発芽・開花と有効であ

るが、対照区の発芽・開花率も高く、連続処理の効

果は顕著で、はなかった（図43164、5）。
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図4316-4 ニホンナシ‘豊水’の発芽・開花に及ぼす高温処理の影響（2009年）

露地での7.2℃以下低温遭遇400時間超時に連続（コイトトロン）あるいは断続（ガラス室）処理
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図4316-5 ニホンナシ‘豊水’の発芽 ・開花に及ぼす高温処理の影響（2009年）

露地での7.2℃以下低温遭遇600時間超時に連続（コイトトロン）あるいは断続（ガラス室）処理

工考察

（ア）休眠導入から覚醒時期の制御による生育障害

の回避・軽減技術の開発

落葉果樹が自発休眠から脱して成長を再開するた

めには、 一定期間低温に遭遇することが必要とされ、

低温要求量が満たされなければ萌芽 ・開花の遅延や

不揃いを招き、結局結実や果実の成長に影響がでる

(Saure 4））。そのため、冬季温暖な地帯で落葉果樹

を栽培すると自発休眠の覚醒が正常に終了せず、栽

培上の阻害要因となっている（本僚ら 5）、Klinacet al. 

6）、 Nakasuet al. 7 l、 Petriet al. 8 l、 White9l）。ま

た、芽の生理過程に対する低温の連続性の不足や高

温の影響で、冬季が温暖なほど自発休眠の覚醒に必

要とされる低温遭遇時聞が長くなるともいわれ（西

元川）、我が国の西南暖地では一層の影響が懸念され

一－401一一

る。さらに施設栽培では自発休眠が終了したかどう

かが加温開始時期の決定、即ち開花や収穫期に関係

し、経営戦略上非常に重要となる（本候 3））。

本候 3）によれば、ニホンナシ‘幸水’の自発休眠

覚醒時期について、 Sugiuraet al. t t）の自発休眠覚醒

時期の予測モデ、ノレを用い、日最高 ・最低気温の平年

値（気象庁観測平年値、統計期間1961 1990）に対し

て、それぞれ＋ 1～＋10℃まで、 l℃ずつ上昇させた

場合の自発休眠の覚醒に及ぼす影響を解析したとこ

ろ、宇都宮では、現在12月中下旬には自発休眠が覚

醒しているが、＋ 1 °C上昇毎に 5～ 6日遅れるように

なり、＋ 3℃で約 3週間、＋ 5℃上昇で 5週間の遅延

が予想される。

本研究では、無加温ガラス室を利活用することに

より、 IPCCが不可避とした＋ 2℃の条件以上の気候



温暖化による低温不足条件、すなわち宇都宮の平年

値＋ 3℃の条件を再現でき、同一時期の露地条件より

も7.2℃以下低温遭遇時間で約400時間の不足条件で

比較検討できたことは非常に有意義で、あった。さら

に本研究において、ガラス室内 3区の7.2℃以下低温

遭遇時間は612～ 650時間と自発休眠覚醒のための低

温遭遇時間だけで比較すると、ほぼ同程度であるに

も関わらず、地上部細霧処理区で発芽率が80%を超

えたことから、昼間の温度低減による効果が有効で

あったと判断した。この理由としては、杉浦ら12）がニ

ホンナシ‘幸水’の白発休眠覚醒には 0～ 12℃の範

囲では、 0～ 6°Cが最も有効性が高く、 9℃では有

効性がやや劣り、 12℃は有効性が小さいこと、さら

に 6℃以下は効果がないこと、 21℃あるいは24℃で

は自発休眠覚醒のための低温積算の一部を打ち消し

て、白発休眠ステージを逆進させる効果を確認して

いることが大きく関与していると考えられる。すな

わち、図43161に示したように、対照区では晴天時

昼間に20℃以上になる時間帯が存在したことから、

休眠覚醒へと進行していた自発休眠ステージが打ち

消されて逆進していた可能性があるのに対して、細

霧処理区ではそのような打ち消し効果が発現しにく

い温度条件に維持されていたと考えられ、それ故自

発休眠覚醒には100時間程度の不足条件にも関わら

ず、地上部細霧処理区で発芽率が80%と顕著な差異

が現れたものと考察した。

開花率においては、対照区に比べ根圏処理区がや

や高いが、地上部の処理の効果はやや劣った。ただ、

ガラス室内で低温積算1000時間超まで処理すると、

地上部細霧処理区は、芽の発育停止が観察されたこ

とから、発芽後の芽の濡れ時間の長期化が影響した

ものと考えられ、細霧の噴霧時間の断続運転等の制

御法の改良を図るなど、さらに検討する必要がある

と考えられた。

（イ）高温ストレスを利用した樹体制御による生産

安定化技術の開発

気候が温暖にすぎるためにニホンナシ栽培が深刻

な影響を受けている地帯の例として、ブラジル南部

での最大の栽培阻害要因である花芽異常がある（本

候ら 5）、 Nakasuet al. 7)、 Petri et al. 8 l）。現地では

7. 2℃以下の低温が300～ 600時間と正常な休眠覚醒

にはかなり不足しており、農家は Dormex（シアナミ

ドを49%含有）等の薬剤散布によりかろうじて発

芽・開花を促し、花芽の確保に努めている状況であ

る。しかし有効な散布時期や濃度の選定は試行錯誤

の状態にある（本候ら 3）、 5））。このような低温不足

の状態での人為的な休眠打破には多くの方法が提案

され、気化冷却による低温付加や高温処理、窒素施

用と濯水処理、化学物質処理などがある（Erez13l、Erez

et al.川、 Saure1l）。化学物質としては、鉱油、 DNOC

* 1、硝酸カリ、ジベレリンやサイトカイニン等多く

のものがある。ただ、現在ニホンナシに対して休眠

打破作用を持つ薬剤として農薬登録されているのは

シアナミド液剤だけである。しかし、シアナミド系

薬剤も万能ではなく、新たな休眠打破効果を持つも

のとして過酸化水素の効果が報告されている

(Kuroda et al. is））。

筆者らは、反射資材被覆と気化冷却処理の組み合

わせによる環境負荷が少なく、農家が現有の栽培施

設などの利活用で、実施可能な休眠の制御技術につい

て検討を続けている（Honjoet al.川、 17））が、本項

で検討した高温ストレスの利活用技術もその延長線

上にある。そのため32～ 3℃という栽培施設下で実

現可能な温度帯を利用している。田村ら 18）は、ニホン

ナシ‘二十世紀’を45°Cの高温下で 4時間処理する

ことにより、白発休眠の進行を促す効果が得られた

ことを報告している。また、ブドウ休眠枝でも45°C

の温湯浸漬 4時間処理で効果があったという報告

（堀内川）もあるが、我々はこのような高温は実用的

でなく、また処理時聞が長くなると樹体への高温障

害の発生も予想されるので、農家への普及には未だ

問題があると考え、できるだけ低い温度帯の利用を

考えているからである。例えば、露地での低温遭遇

で650時間後に3233℃の高温ストレスを与えると、

‘豊水’では 1月10日までに満開となり、‘幸水’は

3日程度の遅れで推移し、果実も着生し、 70%以上の

開花が認められ、正常に休眠打破されたと判定した

（本候却））。高温処理により開花した‘幸水’樹は、

先に開花した‘豊水’樹の花粉により、正常に結実・

生育した。ガラス温室内で、の管理のために糖度は15

～ 16℃で、あったが、果実肥大がやや不良であった。

本試験で注目すべき点として、図43164に示した

ように露地での7.2℃以下低温遭遇400時間経過時の

高温断続処理区が発芽・開花率ともに60%程度と無

処理区（2030%）の倍となり、高温ストレスによる

白発休眠打破及び開花促進効果が明らかに認められ
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たことである。さらに、 600時間経過時処理では、断

続処理は80%以上の発芽・開花と有効で、あった（図

4316-5）。ここで、対照区の発芽・開花率も高いよう

であるが、高温処理区に比べて、対照区では発芽時

の生育障害や異常開花（小花だ、けで、花そう葉が無い

等）が多いこと、高温処理区では花そう葉を持つ正

常開花が多く、授粉により結実したことである。以

上の結果から、高温ストレス処理、特に断続処理の

有効性・実用性が実証されたものと考えられ、 2℃

の気候温暖化時に想定される300～ 400時間の低温不

足下でも適応可能な基礎技術の一部は開発できたも

のと考えられる。

* 1 : DNOC （ジニトロオルソクレゾール）は、わ
が国では登録失効した農薬で、す。同時にPIC条約＊ 2 

で規制される有害物質なので販売されなくなり、従
来リンゴの休眠打破に使っていた南米や南アフリ
カでもシアナミド剤に換えつつある。シアナミド剤
の使用者は、使用前後のアルコール摂取の禁止や散

布時の防具の着用など、健康・安全対策に務める必
要がある。
* 2 : PIC条約は、先進国で使用が禁止又は厳しく
制限されている有害な化学物質や駆除剤が、開発途

上国にむやみに輸出されることを防ぐために、締約
国聞の輸出に当たっての事前通報・同意手続（Prior

Informed Consent、PIC）等を規定したものです。

オ今後の課題

（ア）休眠導入から覚醒時期の制御による生育障害

の回避・軽減技術の開発

白発休眠の進行遅延を環境制御により防止し、低

温不足下での花芽の生育障害の軽減を図るとともに、

芽の濡れ時間の長期化による発芽後の生育への悪影

響が懸念されたため、細霧装置の運転時間を連続で

はなく断続化するなど、有効な気化冷却法を検討す

る。

（イ）高温ストレスを利用した樹体制御による生産

安定化技術の開発

IPCC第4次報告が不可避とした平均気温2℃の温

暖化時に想定される300～ 400時間の低温不足に適応

するために、太陽熱を利用した短時間の高温ストレ

スと利用可能な薬剤（例えば、シアナミド剤等）を

組み合わせて利活用するなどの効果的な実用的生産

安定技術の開発を目指すとともに、（ア）の開発技術、

気化熱十被覆資材利用による微気象改良との統合化

による普及場面を想定した農家で導入可能な気候温

暖化に適応した樹体制御法の提案と実用化のために

現地試験の検討である。

力要約

ニホンナシの白発休眠覚醒に必要な低温遭遇不足

による発芽・開花障害を回避するには、以下の技術

が有効で、あった。

（ア）休眠導入から覚醒時期の制御による生育障害

の回避・軽減技術の開発

気候温暖化を想定した条件下で反射被覆資材と細

霧冷房を利用した気化冷却による微気象改良による

昼間気温の低減効果により、夜間に獲得した低温に

よる白発休眠打破効果を昼間の不適な高温が打ち消

す効果を完全ではないが無効にすることにより、発

芽率が顕著に向上できた。

（イ）高温ストレスを利用した樹体制御による生産

安定化技術の開発

想定した低温遭遇不足下で、 32℃程度の短期高温

処理が、‘豊水’と‘幸水’で顕著な発芽・開花率と

正常花率の顕著な向上効果が認められ、結実も確認

できた。また、農家の栽培施設の活用を想定した、

太陽熱利用の晴天日の断続的な高温ストレス処理も

非常に有効であること実証できた。
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研究担当者（本候均 2ド）

( 7) ナシ・ブドウの加温施設栽培下における自発

休眠覚醒モデル及び新たな休眠打破法を組み合

わせた発芽促進技術の産地における実証

ア研究目的

温暖化条件下では果樹への低温遭遇時聞が不十分

となり、従来の加温開始時期では発芽不良が発生す

る。このような発芽不良を回避するためには、自発

休眠覚醒期を正確に把握する必要がある。また、温

暖化による 2℃程度の気温上昇及び＋ 1、2℃の年次

変動を想定すると、休眠打破に要する正常な低温要

求量に対して300～400時間の低温遭遇が不足するこ

とになる。

そこで、温暖化条件下でも、正確な白発休眠覚醒

期を推定できる自発休眠覚醒モデ、ルが必要となる。

栃木県農業試験場では、本課題で農研機構・果樹研

が開発する白発休眠覚醒モデルを基に、ほ場レベル

で自発休眠ステージの把握を行うとともに、発芽不

良現象の実証を行う。さらに、毎年安定的に発芽を

良好にするために、白発休眠覚醒モデルと本課題で、開

発する休眠打破法を組み合わせ、自発休眠ステージ

に適応した最も効果的な発芽促進技術の実証を行う。

イ研究方法

（ア）ニホンナシ‘幸水’における発芽不良現象の

実証

根圏制御栽培ニホンナシ‘幸水’樹を用い、花芽

の生育ステージ（DVI)が0.7、1.0、1.5、2.0時点で

白発休眠ステージが進行しない12℃以上の加温を開

始し、発芽不良現象が発生する時期とその程度を明

らかにするとともに、白発休眠覚醒時期を解明した。

（イ）ニホンナシ‘幸水’における発芽不良対策技

術の実証

休眠覚醒前の根圏制御栽培ニホンナシ‘幸水’樹

を用い、低温遭遇時間を加算するため水の気化熱を

利用した地上部と地下部の冷却処理（細霧冷房、地

中冷却及び地下部白色マルチ処理）を DVI=O.1時点

から開始する事前処理及び太陽熱等を利用した高温
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処理（30℃、 24時間処理）やシアナミドを散布する

直前処理等の休眠打破処理を行い、 DVI=O.7時点加

温で、の発芽促進技術の実証を行った。

（ウ）ブドウ‘巨峰’における発芽不良現象の実証

根圏制御栽培ブドウ‘巨峰’樹を用い、白発休眠

覚醒に有効な7.2℃以下の積算時間360、500、1000時

間時点でブドウの自発休眠ステージが進行しない

12℃以上の加温を開始し、発芽不良現象が発生する

時期を明らかにするとともに、自発休眠覚醒時期を

角平明した。

（エ）ブドウ‘巨峰’における発芽不良対策技術の

実証

根圏制御栽培ブドウ‘巨峰’樹を用い、低温遭遇

時間を加算するため水の気化熱を利用した地上部と

地下部の冷却処理（細霧冷房、地中冷却及び地下部

白色マルチ処理）を7.2℃以下の低温遭遇時間60時間

(11月 8日）から開始する事前処理及び太陽熱を利

用した休眠打破法（高温処理： 30℃、 24時間処理）

やシアナミドを散布する直前処理等の休眠打破処理

を行い、白発休眠覚醒以前の低温遭遇時間360時間

（無処理）加温で、の発芽促進技術の実証を行った。

ウ研究結果

（ア）ニホンナシ‘幸水’における発芽不良現象の

実証

DVI二0.7 (7. 2℃以下360時間）で2008年12月 8日か

ら加温を開始した処理で、は、加温開始後70日経過し

た2009年 2月16日時点まで花芽からの催芽がみられ

ず、最終的に催芽率及び開花率が65%と発芽不良現

象が再現された（表43171) 0 一方、 DVI二 1.0 （同550

時間）では、加温開始後26日に催芽、 40日後満開と

なった。 DVI二 1.5 （同992時間）、 DVI二2.0 （同1,327 

時間）では催芽まで 2～ 3週間、満開まで 4週間程

度と日数が短くなった。また、催芽率及び開花率は

DVI二 1.0以上で99%以上と高かった。花芽の状況、花

の大きさ、 l花そう中の花数は、 DVI=l.5以上では異

常花がほとんどみられなかった（図4317-1～3）。

DVI=l. 0は花のみ及び花数が 3～ 5の花そうの発生

がみられた。 DVI二0.7は挫死や花のみ、花数が 0～5

の花そうの発生が多かった。収穫始は DVI二 1.0で最も

早く、他の 3処理区間には差がなかった。総葉数、

糖度に差はなかったが、 DVI二 0.7では果形が悪く、果

実硬度が高かった。収穫果重は DVI二 1.5及び2.0で350

gを上回ったが、 DVI二 0.7及び1.0では250g程度と小

さかった（表43171）。

以上のことより、 DVI=O.7では発芽が遅れ、開花し

た花は異常花が多くなるなど、発芽不良が発生した。

DVI二 1.0は催芽までの日数が少し遅れ、花のみの花そ

うや花数が少なくなるとともに果重も小さくなり発

芽不良と考えられる現象が確認された。 DVI二 1.5以降

の加温は正常な生育を示した（表43172）。

表4317-1 加温時期（DVI)の違いが‘幸水’の生育及び果実品質に及ぼす影響

加温開始 催芽 開花盛 総葉数 収穫始 果重 果形糖度 硬度

処理区月／日 DVI 7.2℃催芽率催芽日所史U数開花率開花椛U所要U数枚／樹 月／日 日数 g 指数出Brix lbs 

0. 7区 12/8 0. 7 360 65弘 2/17 71 65弘 2/26 80 702 6/17 a 111 b 248 b 1. 6 b 13. 0 5. 6 a 

1. 0区 12/22 1. 0 550 99弘 1/16 26 99弘 1/31 40 779 6/1 b 121 a 245 b 1. 3 c 13. 4 4. 7 b 

1. 5区 1/14 1. 5 992 100弘 2/3 20 100弘 2/14 32 703 6/13 a 118 a 355 a 1. 3 c 13. 3 4. 9 b 

2. 0区 1/29 2. 2 1, 327 99弘 2/14 16 100弘 2/23 26 746 6/17 a 113 b 352 a 1. 2 c 13. 3 5. 0 b 

有意性 ns 持＊ ＊＊ ＊＊ ＊ ns 当c

1)有意性の料は1%水準で、＊は5%水準で、有意。 nsは有意差がないことを示す
2）多重比較は Tukey法により同符号聞で、5%水準で、有意差なし
3）果形指数は、秀1、優2、良3とした
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・挫死因葉のみ回花のみロ花＋葉 ・小さい回やや小口通常 ・1～2 図3～5 ロ6以上

2.0区 1 'I I 2.0区 回 I 2.0区

1.0区 l I I 1.0区 目 I i.o区

1.5区 i+:::i I 1.s区 目 I i.s区

0.7区 圃・・・・・Eぷ泌伝説経説経主主1 I o.7区 ｜圃圃圃圃圃圃E昨昨協調 I 0.7区

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

図4317-1 花芽の状況 図4317-2 花の大きさ 図4317-3 花そう中の花数

表4317-2 花芽の生育時期及び発芽不良対策が発芽、開花、果実肥大に及ぼす影響

DVI 発芽不良対策 発芽日 2 発芽率 花芽 花数 果実肥大

0.7 ×遅延 ×低し、 ×挫死 ×少 × 

0.7 細霧 ×遅延 ×低し、 ×挫死 ×少 × 

0.7 地中冷却 ×遅延 ×低し、 ×挫死 ×少 × 

0.7 白色マルチ ×遅延 ×低し、 ×挫死 ×少 × 

0.7 高温 ×遅延 ム↑ ム挫死減少 ×少 × 

0.7 シアナミド 0↑ 0↑ ム挫死減少 ×少 × 

1.0 ムヤヤ遅 。 。 。 × 

1.5 。 。 。 。 。
2.0 。 。 。 。 。
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（イ）ニホンナシ‘幸水’における発芽不良対策技

術の実証

気温 ・地温は、無処理に比べ細霧冷房処理で気温

が－1.3℃、地温－2.2℃、地中冷却処理で地温－0.8°C、

白色マルチ処理で地温 1.3℃となり、気温、地温と

も細霧冷房処理が最も低下した。 12月 8日時点での

DVIは細霧冷房処理、地中冷却処理、白色マルチ処理

で無処理区よりも進んでいたが差は小さかった（図

表省略）。 DVI=O.7時点での発芽不良対策技術では、

シアナミド処理が催芽まで21日と早く、催芽率84%、

開花率84%と最も高かった。次いで、高温処理が催

芽率74%、開花率79%であったが催芽までの 日数は

一部早い花芽もあったが平均すると 67日と遅れた。

細霧冷房処理、地中冷却処理、白色マルチ処理、無

処理は生育が遅れ、催芽までの日数は63～76日であ

り発芽不良の解消は図れなかった（表4317-3）。異常

花は全処理区でみられたが、挫死、葉のみの花芽は

シアナミド処理、高温処理で少なく、 l花そう中の

花数は高温処理で他の処理よりもやや多かった（図

4317 4～ 6）。

収穫始はシアナミド処理で 5月12日と最も早く、

他の処理は 6月15～27日とシアナミド処理よりも 1

か月以上遅れた（表43173）。葉果比、果色、果実糖

度に差はなかった。果形にも差はなかったが、果形

指数が1.5～1. 8とやや高く果形が乱れた。硬度は、

シアナミド処理が4.8と他よりも低く食味良好で

あった。収穫時の果重は各処理区とも198～248gと

小さく商品性が低かった。
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以上のことより、 DVI=O.7における発芽不良対策と

しては、シアナミド処理が催芽率、開花率とも高く

催芽まで21日と短かったことから最も効果があると

考えられた。また、高温処理も催芽、開花を進める

効果があったが不十分であり、処理温度、処理時間

等検討の必要があると考えられた。ただし、生産さ

れた果実は小さく、 DVI=O.7時点で強制的に休眠打破

を行うと、花芽の充実不足から果実肥大が劣ると考

えられた（表43172）。

（ウ）ブドウ‘巨峰’における発芽不良現象の実証

7. 2℃以下360時間、 500時間で展葉までの日数が長

表4317-3 発芽促進処理が‘幸水’の生育及び果実品質に及ぼす影響

く、 1粒重が小さくなるなど発芽不良と考えられる

現象が確認された（表4317-4）。

（エ）ブドウ‘巨峰’における発芽不良対策技術の

実証

シアナミド処理は展葉、開花、収穫までの日数が

短くなり処理効果が最も高かった（表43175）。しか

し、 l粒重が小さいことから発芽後の炭酸ガス施用、

液肥の葉面散布等の対策の併用が必要であると考え

られた。他の処理は生育が遅れ処理効果がみられな

かった。

加温開始 催芽 開花盛 総葉数 収穫始 果重 果形糖度硬度

処理区 月／日 DVI 7.2℃催芽率催芽日 l升要日数開花率同時口所夏日数枚／樹 月／日 日数 g 指数 %Brix lbs 

細霧冷房 12/8 0. 78 424 54出 2/8 63 54弘 2/21 75 657 6/15 ab 114 ab 235 a 1. 5 13. 0 5. 5 a 

地中冷却 12/8 0. 72 386 48出 2/22 76 48弘 3/3 85 898 6/27 a 116 ab 228 a 1. 7 13. 0 5. 1 ab 

白色マル千 12/8 0. 73 396 46出 2/17 71 44弘 2/25 80 653 6/21 ab 115 ab 198 b 1. 5 12. 5 5. 4 a 

高温 12/8 0. 70 360 74出 2/12 67 79弘 2/24 78 677 6/15 ab 111 b 215 a 1. 7 12. 7 5. 4 a 

シアナミド 12/8 0. 70 360 84出 12/28 21 84弘 1/10 34 779 5/12 c 121 a 225 a 1. 8 12. 5 4. 8 b 

無処理 12/8 0. 70 360 65出 2/17 71 65弘 2/26 80 702 6/17 ab 111 b 248 a 1. 6 13. 0 5. 6 a 

有意性 ns 対＊ ＊＊ ＊ ns ns ヰミ

1）有意性の料は1%水準で、ヰは5%水準で有意。 nsは有意差がないことを示す
2）多重比較は Tukey法により同符号聞で、5%水準で、有意差なし
3）果形指数は、秀1、優2、良3とした

・挫死因葉のみロ花のみロ花＋葉 ・小さい日やや小口正常 ・1～2 固3～5 ロ6以上

無処理 E ・ E ・－出世出 ｜ 無処理

シアナミド・・lllllm田 ｜ シアナミド

無処理

シアナミド

目
岨－晶 高 温・E謹聾旺旺庄司 ｜ 高 温

白色マルチ ・・・mm田 ｜ 白色マルチ白色マルチ

地中冷却 圃圃圃圃圃圃量判 ｜ 地中冷却
地中冷却

細霧；令房・・阻輩出 ｜ 細霧冷房
細霧冷房

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

図4317-4 花芽の状況 図4317-5 花の大きさ 図4317-6 1花そう中の花数

表4317-4 加温時期の違いが‘巨峰’の生育及び果実品質に及ぼす影響

加温開始 展葉 開花 収穫盛 果実品質

月／日 7.2°C 展葉率展葉日所要日数 花房分化率満開日所要日数 房重 l粒重 糖度

% 月／日 日 。ん 月／日 日 月／日 g g 。ん

12/ 8 360 54.5 2/11 66 18.0 3/12 94 6/27 293 11.3 19.2 

12/19 500 61.1 2/14 58 22.2 3/13 85 6/28 271 11.2 18.3 

1/ 2 1000 58.7 2/16 46 13.1 3/15 73 6/27 358 13.0 17.8 
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表4317-5 発芽促進処理が‘巨峰’の生育及び果実品質に及ぼす影響

加温開始 展葉 開花 収穫盛 果実品質

処理内容 月／日 7.2°C 展葉率展葉日所要日数 花房分化率満開日所要日数 房重 1粒重 糖度

% 月／日 日 % 
細霧冷房 12/8 424 52.7 2/12 67 1 7.9 

地中冷却 12/8 386 67.3 2/11 65 

白色マルチ 12/8 396 66.5 2/13 67 

高 1且 12/8 360 58.5 2/10 65 

シアナミド 12/8 360 58.8 1/16 40 

無処理 12/8 360 54.5 2/11 66 

工考察

（ア）ニホンナシの発芽不良現象及び休眠覚醒時期

の解明

27.2 

41.3 

24.3 

51.1 

18.0 

ニホンナシにおいて差別化や高付加価値化をねら

い加温施設による早期出荷が図られているが、近年

の秋冬期の温暖化傾向により発芽が遅れたり発芽せ

ず側枝が枯死する発芽不良現象がみられている。ま

た、この現象は近年露地栽培でもみられ、 2009年春

には熊本県や鹿児島県といった九州地方だけでなく、

千葉県においても発芽遅延がみられている。

ニホンナシの開花は、 7月の花芽分化に始まり、

白発休眠期、他発休眠期を経て 4月に開花を迎える。

花芽の生育は温度の影響が大きいことが知られてお

り、これまで気温と生育との関係についてさまざま

な研究がされ、古くは、 1932年に7.2℃以下の低温に

遭遇した時間を積算することにより白発休眠覚醒期

を推定する方法が提唱されている（Weinberger 1 l）。

その後、チルユニット法（浅野・奥野2））や有効積

算温度（福井ら :l））で花芽の生育を推定している。

近年、杉浦4）、大谷 5）は生態実験によりニホンナシの

生育を表現する機構的モデ、ル（DVR法）を実証的手

法によって構築した。再現性も高いことから DVR法

をもとに生育ステージを推定し試験に供した。

DVR法では休眠覚醒時期を DVI二 1.0としている。

本実験においても DVI二0.7で発芽不良や著しい生育

遅れが発生しており、 DVI二 1.0未満における加温は発

芽不良を助長するものと考えられた。また、 DVI=l.0 

においても発芽遅れや果実肥大不良といった発芽不

良現象が発生した。白発休眠覚醒時期の特定は加温

開始時期の決定のみならず、温暖化が進む中露地栽

培においても生育遅れにつながることから、さらに

詳細な研究が期待される。

（イ）ニホンナシの発芽不良対策技術

月／日 日 月／日 g g % 
3/12 94 6/26 299 10.7 19.1 

3/12 95 6/26 205 10.0 19.3 

3/15 97 6/25 253 10.9 18.5 

3/13 95 6/26 254 9.8 19.2 

2/22 76 6/4 245 9.5 20.1 

3/12 94 6/27 293 11.3 19.2 

ニホンナシの発芽不良の原因のーっとして、低温

遭遇時間不足により休眠打破が十分に行われていな

いステージで加温を開始することで発生がみられる

ことが試験アで実証された。そこで、発芽不良対策

として細霧冷房や地中冷却処理を行い、樹体温を低

下させることで低温積算の加算を図った。しかし、

昼間の樹体温は低下したが、夜温は無処理並～やや

高くなったため無処理区にくらべ 1か月間で64時間

程度の低温しか積算されず、樹体冷却処理は発芽不

良対策として十分な効果がみられなかった。高温処

理及びシアナミド等の樹体ストレスによる休眠打破

処理については一定の効果がみられ、本候ら日）の高

温処理やブドウ（黒井 7））で知見のあるシアナミド

処理と同様に発芽促進が図られた。今回の試験では

DVI=O. 7、7.2℃以下の積算時間で360時間に達した12

月上旬に処理を行ったが、休眠覚醒の約 1か月前と

かなり早い時期での処理であったため、シアナミド

による発芽促進効果は高かったものの収穫された果

実は小果で、あった。今後、花芽の生育ステージ別の

シアナミド処理効果を明らかにすることで、果実肥

大が良好な果実を安定生産できる処理方法が明らか

になると考えられる。

また、高温処理とシアナミド処理の相乗効果につ

いては未検討であるため、今後調査することとして

し、る。

（ウ）ブドウ‘巨峰’における発芽不良対策

ブドウの休眠覚醒に必要な7.2℃以下低温遭遇時

間の報告は多くがあるが、品種等によって200～3500

時間（中川 8））と大きな相違がある。本研究では‘巨

峰’を用いたが7.2℃以下500時間でも展葉までの日

数が長く、 1粒重が小さくなるなどの発芽不良と考

えられる現象が確認され、休眠覚醒に必要な7.2℃以

下低温遭遇時間は500時間以上と考えられた。杉浦9)

一－408一一



は休眠覚醒には好適な温度があり、このためこれま

での7.2℃では低温要求量から推定した休眠覚醒期

と実際の休眠覚醒期が一致しなくても不思議はない

としており、休眠覚醒時期の推定には現在開発中の

DVRモデ、ノレが待たれるO

発芽不良対策としては、シアナミド処理が最も効

果が高かった。ブドウの休眠打破には、シアナミド

剤散布や高温高湿度処理が一般的な技術として普及

しているが、今回試験したシアナミド処理において

も7.2℃以下低温遭遇時聞が360時間にもかかわらず、

展葉及び開花までの日数は完全に休眠覚醒したと考

えられる1000時間遭遇と同程度であった。しかし、 l

粒重が小さかったことから、発芽後の炭酸ガス施用

対策等の併用が必要であると考えられた。

オ今後の課題

（ア）ニホンナシにおける発芽促進処理の組合せの

効果確認

ニホンナシの加温施設下における発芽不良を発生

させないために、シアナミド処理方法の最適な処理

方法を明らかにし、安定した効果を発揮で、きる処理

時期及び加温開始時期を明らかにする必要がある。

また、発芽促進効果のみられた高温処理とシアナミ

ド処理の組合せによる発芽促進処理の相乗効果を明

らかにするとともに、地植の加温栽培ノ＼ウスにおけ

る実証を行し、現地普及を図ることが緊要である。

（イ）温暖化条件下でのナシの発芽不良対策技術の

検討

人工気象室を用い気温が数℃上昇時の発芽、開花

に及ぼす影響を実証することで冬春期の気温が上昇

した場合の影響を明らかにするとともに、露地栽培

でのシアナミド処理等の発芽不良対策の技術確立を

行う。また、近年の気候変動の特徴である低温と高

温の繰り返しが発芽及び開花に及ぼす影響の解明

（低温障害現象の実証）が必要である。

力要約

（ア）ニホンナシ‘幸水’の加温施設下における発

芽不良現象の実証

ニホンナシ‘幸水’の花芽の生育ステージ DVI=O.7 

での加温は発芽が遅れ、開花した花は異常花が多く

なるなど発芽不良が発生する。 DVI=l.0での加温は花

のみの果そうや花数が少なくなるとともに果重も小

さくなり、発芽不良と考えられる現象が確認された。

DVI二 1.5以降の加温は正常な生育を示したことから、

発芽不良現象は DVI二 1.5未満で発生し、ステージが

小さいほど花芽の生育に及ぼす影響が大きい。

（イ）ニホンナシ‘幸水’の加温施設下における発

芽不良現象対策の実証

ニホンナシ‘幸水’の DVI二 0.7における発芽不良対

策としては、シアナミド処理が催芽卒、開花率とも

高く催芽までの日数も短かったことから最も効果が

ある。また、高温処理も催芽、開花を進める効果が

あるが不十分であり、処理温度、処理時間等検討の

必要がある。ただし、 DYi二0.7の超早期加温での休眠

打破処理は花芽の充実不足から果実肥大が劣る。

（ウ）ブドウ‘巨峰’の加温施設下における発芽不

良現象及び休眠打破法の実証

ブドウ‘巨峰’においては7.2℃以下360時間、 500

時間で展葉までの日数が長く、 1粒重が小さくなる

など発芽不良と考えられる現象が確認された。発芽

不良対策としてはシアナミド処理の処理効果が最も

高かったが、果実肥大が劣り発芽後の炭酸ガス施用、

液肥の葉面散布等の対策の併用が必要である。
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研究担当者（大谷義夫ぺ須藤貴子、金原啓一）

2 果樹の果実生理障害に対する適応技術の開発

( 1 ）ウンシュウミ力ンの浮皮発生機構の解明に基

づく植物調節剤を用いた発生軽減技術の開発

ア研究目的

農研機構・果樹研の杉浦ら I）は、温暖化が現時点

で果樹生産にどのような影響を及ぼしているのかに

ついて、全国規模のアンケート調査を実施し、カン

キツに対する温暖化の影響として、ハウスミカンの

花芽分化の遅延、着色不良、生理落果の助長等のほ

かに、浮皮や水腐れ果の発生を指摘している。また、

農林水産省生産局は、 2007年 6月21日に「品目別地

球温暖化レポート」を策定し、ウンシュウミカンに

対する温暖化の影響と今後の対応方針について公表

している。このレポートにおいては、今後の対応方

針として、特に、浮皮等の果実生理障害について、

「発生機構の解明並びに既存の栽培管理手法と被害

発生の関係解明」が重要であることを指摘している。

浮皮になると食味や貯蔵性が低下するほか、水腐

れ等の生理障害が発生しやすくなる。浮皮は、成熟

初期に果皮組織の脆弱化（第 1段階）が起こり、そ

の後、吸水により果皮が膨潤（第 2段階）して進行

する。現状の発生軽減技術（カルシウム剤散布等）

は、果実の蒸散を促進して浮皮を軽減しているが、

効果が不十分な場合もある。今後、温暖化が進行す

る中で、安定的に高い軽減効果を有する技術開発が

求められる。

このため、エチレン等のホルモン生成と浮皮発生

の関係を解析し、浮皮発生に関与するホルモンの特

定と作用機作を解明する。さらに、浮皮発生軽減効

果の高いジベレリン（GA）・ジャスモン酸（PDJ）混

用処理について、その欠点である着色遅延の対策技

術を開発し、現状では貯蔵用ウンシュウミカンに適

用しうる当該薬剤を、貯蔵をしない早生、中生ウン

シュウミカンにも適用する技術の開発を行う。

イ研究方法

（ア）果実内植物ホルモンの分析

ウンシュウミカン果実内に含有される植物ホルモ

ンと浮皮発生との関連を解析するため、 LC/MS/MS

を用いて、果皮の ACC （植物ホルモンの l種である

エチレンの前駆物質）の高感度分析条件を検討した。

さらに、 GC/MSを用いて、果皮中のアブシジン酸
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1週間後に着色程度を評価した。

ウ研究結果

（ア）果実内の植物ホルモンと浮皮発生の関係

エチレンの前駆体である ACCの LC/MS/MSによ

る分析法を開発した（図43211）。しかし、果実の成

熟にともなう果実内のエチレン濃度の変化を観察し

たが、浮皮の進行と関連性が見出せないこと（デー

タ略）、外生的にエチレンを処理しでも浮皮の進行が

助長されないこと（データ略）から、現時点ではエ

チレンと浮皮の進行との関係は見出せなかった。

一方、果皮の ABA含量は成熟にともなって増大す

るが、浮皮軽減に有効な GA・PDJ混用処理によって、

ABA含量の増大が抑制されることを見出した（図

4321 2）。この ABA含量の増大の抑制には、果皮の

含水量の低下が伴っており（図4321-3）、 GA・PDJ 

混用処理（ 9月）では、内生 ABAの増大抑制を介し

て、果皮の蒸散が促進され、結果的に果皮の水分含

有量が低く保たれたため、浮皮が軽減できたと推定

された。

し、(ABA）含量を分析した。

（イ）早生 ・中生ウンシュウミカンに対するジベレ

リン・ジャスモン酸混用処理条件の検討

2008年度に、‘岩崎早生（極早生）＼‘興津早生（早

生）’、‘シルバーヒル温州、｜（中生）’に対して、種々

の時期に通常濃度の GA( 5 ppm）・PDJ(50ppm）の

混用処理を行い、浮皮と着色程度を評価した。

結果を踏まえ、 2009年度に、 GA・PDJ混用処理の処

理条件の最適化のため、興津早生並びにシルバーヒ

ル温州に対して、処理時期（ 5 ppmGAと50ppmPDJ

の通常濃度で 8月又は 9月に散布）や処理濃度（ 9月

に 5ppmGA と50ppmPDJ の通常濃度散布又は l

ppm GAと50ppmPDJの低濃度散布）を変えた処理区を

設定し、浮皮並びに着色の進行を観察した。

（ウ）ジベレリン ・ジャスモン酸処理に伴う着色遅

延を軽減する収穫後処理条件の検討

GA・ PDJ混用処理果実の収穫後処理による着色の

改善をみるため、シルバーヒル温州、｜のGA・PDJ混用

処理果並びに無処理果を収穫し、 24日寺間20°Cに放置

後、 20℃条件下でlOOOppmのエチレンを24時間処理

この

ACCを検出した LC/MS/MSのクロマトグラム図4321-1

1）プリカーサーイオン及びプロダクトイオンをそれぞれ、 m/z102、

56に設定してモニタリング

2）分析カラム： HydrosphereCl8 

3）溶離液：アセトニトリルー0.1%ギ酸

4）流量 ：0.1 μ L/min 
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で想定されている処理時期（ 9月）よりも、早い時

期（ 8月）に処理する ことで、浮皮軽減効果は低く

なるが、着色遅延を軽減できる ことを明らかに した。

この結果を踏まえ、2009年度には、着色遅延を低

減する処理時期（処理時期の早期化）と処理濃度（ジ

ベレリン濃度を 1ppm に低減）を検討した。その結

果、早生の興津早生では 8月の通常濃度処理が、中

生の ‘シルバーヒノレ温州’ では 9月の低濃度処理（農

薬登録 している濃度よ りも低濃度の lppm 

が有効と考えられた（図4321-5、

GA・ 

6）。50ppm PDJ) 

（イ）早生・中生ウンシュウミカンに対するジベレ

リン ・ジャスモン酸混用処理条件

GA・ PDJ混用処理は、浮皮軽減に有効であるが着

色遅延を伴う。このため、貯蔵や樹上完熟等のよう

な、着色を進めることが可能な栽培体系にその使用

が限定される。そこで、早生や中生ウンシュウミカ

ンを対象に、貯蔵や樹上完熟させなくても着色遅延

が現れにくい GA・PD］の処理条件を検討した。

2008年度には、GA( 5 ppm）・ PD](50ppm）の混用

処理 （農薬登録されている濃度，通常濃度）を、処

理時期を変えて検討し（図43214）、 貯蔵用ミカン等
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が有効であったが、樹上に置いたままだと着色遅延

がやや顕著である。しかし、収穫後にエチレン処理

して 1週間程度放置すると、樹上に放置した無散布

の着色程度と同等となり（図4321-7）、 9月の低濃度

処理と収穫後のエチレン処理の組み合わせが、浮皮

の進行を抑えつつ、着色遅延を緩和する有望な方法

になると考えられた。

（ウ）ジベレリン ・ジャスモン酸処理に伴う着色遅

延を軽減する収穫後処理条件の検討

収穫後に着色促進処理した場合の着色・浮皮の進

行と樹上での進行を比較した（図4321-7、8）。収穫

後にエチレン処理した場合には、無散布及び GA・PDJ

散布区のいずれでも樹上に放置するよりも着色が進

行し、果実比重が高く保たれた（収穫後 1週間の経

過）。‘シルバーヒル温州’では、 9月の低濃度処理
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図4321-8 樹上並びに収穫後の果実比重の進行
樹上．樹上で放置し12月7日に測定、
Air: 11月30日に収穫し通常の大気組成で放置後12
月7日に測定、
Ethylene: 1 l月30日に収穫しlOOOppmのエチレンで
処理後12月7日に測定。
‘シルバーヒル温州’の結果

図432ト7 樹上並びに収穫後の着色の進行
樹上：樹上で放置し12月7日に測定、
Air: 11月30日に収穫し通常の大気組成で放置後
12月7日に測定、
Ethylene: 1 1月30日に収穫しlOOOppmのエチレン
で処理後12月7日に測定。
‘シルバーヒル温州、｜’の結果

ができなかった。浮皮とエチレンの関係については、

今後も検討する必要があると考えられる。

一方、本実験では、成熟時の内生 ABAの増大を抑

制できれば、果皮の蒸散が促進され、結果的に果皮

の水分含有量を低く保って、浮皮を軽減できる可能

性を示すことができた。この結果は、ABAの生合成

に関連する酵素に対する阻害剤を活用することで、

ABA含量を低下させ、浮皮を軽減できる新たな技術

開発の可能性を示唆している。

（イ）ジベレリン ・ジャスモン酸混用処理技術の最

適化と着色遅延対策技術の開発

既存の浮皮軽減剤として、カノレシウム剤（クレフ

ノン、セノレパイン）やオーキシン活性を有する植物

調節剤（フィガロン）等があるが、浮皮軽減効果が
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考察

（ア）植物ホルモンと浮皮発生の関係

問苧谷ら 2）は、①ウンシュミカ ン果実からのエチ

レン発生（エセホン処理によりエチレンを強制的に

発生）に伴い、浮皮の発生が助長されること、②エ

チレン発生阻害剤の処理や脱エチレン剤とともに収

穫果を保存することにより 浮皮の発生が抑制され

ることを認めた。また、果皮の膨潤を促す高温

(20℃） ・多湿の容器内に果実を密封した場合でも、

容器内のエチレン濃度を低下させると、浮皮の発生

を抑制できることを示した。この結果は、浮皮発生

過程において、エチレンが関与していることを示唆

している。 しかし、本実験では、果実が生成するエ

チレンと浮皮発生との聞に明確な関係を見だすこと

工



不安定であること、連用すると樹勢低下の懸念があ

ること等の理由で、生産現場でやや使用しにくい状

況であった。静岡県の牧田らが開発し、 2010年 2月

に農薬登録されたジベレリン・ジャスモン酸の混用

処理は、樹勢低下の懸念がなく、浮皮軽減効果も強

い（牧田日））。しかし、この技術には、着色遅延を伴

うため、現時点では、貯蔵用や樹上完熟用に使用が

限定されている。しかし、和歌山県の向山温州や愛

媛県の南柑20号のような、浮皮が出やすく貯蔵せず

に出荷する品種には、現状のジベレリン・ジャスモ

ン酸の混用処理では対応できないため、新たな技術

開発が求められている。

本研究では、このような品種に適用できるジベレ

リン・ジャスモン酸の混用処理条件を検討し、散布

時期を貯蔵用ミカンよりも 1か月程度早くする方法、

若しくは、散布濃度を低濃度化する方法が有望であ

ることを明らかにした。さらに、これらの方法でも

若干の着色遅延が見られるため、収穫後にエチレン

処理することで、着色遅延を回避できることも示す

ことができた。特に、低濃度処理（農薬登録されて

いる濃度よりも低濃度）については、当該薬剤の使

用コストを低減できるため、技術の普及促進に役立

つと考えられた。

オ今後の課題

（ア）植物ホルモンと浮皮発生の関係解明

本研究から、 ABAの生合成に関連する酵素に対す

る阻害剤を活用することで、 ABA含量を低下させ、

浮皮を軽減できる新たな技術開発の可能性が考えら

れた。なお、 ABAは、植物体内では、果皮や果肉の

オレンジ色の色素の主成分であるカロテノイドから

生成されるため、カロテノイドから ABAへの生成を

少なくすると、カロテノイド含量が増大しやすい。

このため、 GA・PDJ混用処理でみられる着色遅延は

起こりにくいと考えられ新しい浮皮軽減技術に発

展する可能性がある。今後は、 NCED阻害剤（カロテ

ノイドを分解し、 ABAを生成する経路のキー酵素の

阻害剤）等を用いた浮皮軽減技術の開発を行う必要

がある。

（イ）ジベレリン・ジャスモン酸混用処理技術の最

適化

GA・ PDJ混用処理はやや糖度を低下させる等の品

質面で、の改良すべき課題が残っている。今後は、開

発した処理条件の最適化、再現牲の確認、実証試験、

‘南柑20号’（中生で全国第 1位の栽培面積）や‘向

山温州’（中生で全国第 2位の栽培面積）などの主要

品種での最適化に関する試験等を行う必要がある。

力要約

（ア）果実内の植物ホルモンと浮皮発生との関係解

明

成熟期における果皮のアブシジン酸（ABA）の増

大抑制が浮皮軽減に関与することを見出し、 ABAの

作用や含有量を低下させることで、浮皮を軽減でき

る可能性を示した。

（イ）早生・中生ウンシュウミカンに対するジベレ

リン・ジャスモン酸混用処理条件の解明

貯蔵せずに出荷する早生・中生ウンシュウミカン

に対する GA・PDJ混用処理は、処理時期の早期化や

処理濃度の低減、さらに、これらと収穫後のエチレ

ン処理との組合わせで、浮皮を軽減しつつ、着色遅

延を緩和できることを明らかにした。
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研究担当者（生駒吉識ぺ中嶋直子、松本光）

( 2 ）ウンシュウミ力ンの浮皮等の発生程度の品種

間差と気象及び樹体要因が発生程度に及ぼす影

響の解明

ア研究目的

ウンシュウミカンの浮皮は近年発生が増加してお

り、今後温暖化によりさらに発生が助長されること

が懸念されている。現在まで対策技術としてカルシ

ウム剤の散布が実用化されているが、処理効果が不

安定であることが問題になっており、新たな技術開

発が求められている。そこで本研究では、浮皮等に

影響する気象と樹体要因の解明及び浮皮等軽減技術

の開発を行う。また、浮皮発生のメカニズムを解明
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するために、浮皮発生の少ない品種の果実を供試し

て、浮皮が少ない原因を究明する。

イ研究方法

（ア）ウンシュウミカンの浮皮、着色等に及ぼす温

度条件の解明

a 成熟期の高温がウンシュウミカンの浮皮、

着色等に及ぼす影響の解明

ポット植えの 3年生‘南柑20号’（中生の浮皮発生

しやすい品種）を用いた。 3室の人工気象室を用い、

1室を農研機構・果樹研カンキツ研究口之津拠点の平

年平均気温 (1978～2007年の30年間の平均）に設定

し（対照区）、 1室は対照区よりも常に 2℃高く（十

2℃区）、もう 1室は対照区よりも常に 4℃高く（十

4℃区）設定した。設定温度は旬ごとに変更した（処

理期間中の平均湿度は96.7九）。温度処理は着色開始

期にあたる2008年10月24日から始めた。各処理区 4

樹ずつ供試した。処理直前と温度変更の際の約10日

ごとに、浮皮度、着色歩合を調査し、 12月11日に果

実品質調査を行った。

b 成熟期前の高温がウンシュウミカンの浮皮、

着色等に及ぼす影響の解明

ポット植えの 4年生‘南柑20号’を用いた。 2室

の人工気象室を用い、 1室を農研機構・果樹研カン

キツ研究口之津拠点の平年平均気温に設定し（対照

区）、もう l室をそれより常に 4℃高く設定した（＋

4℃処理）。温度処理は2009年 8月 1日から11月30日

まで行い、 5処理区を設けた（対照区、実験期間中十

4℃処理を行う全期間＋ 4℃区、 1ヶ月間だけ十4℃処

玉里を1Tう8月＋ 4℃区、 9月＋ 4℃区、 10月＋ 4℃区）。

設定温度は旬ごとに変更した（処理期間中の平均湿

度は82.9%）。各処理区3樹ずつ供試した。処理直前

と温度変更の際の約10日ごとに、果径、浮皮度、着

色歩合を調査し、着色開始期以降は浮皮度と着色歩

合は約 5日ごとに調査を行った。 11月初日に果実品

質調査を行った。

c 浮皮発生の少ない品種における成熟期の高

温適応性の解明

ポット植えの 4年生‘石地’（中生の浮皮発生が少

ない品種）を用いた。温度処理は aと同様に行った

（処理期間中の平均湿度は82.9九）。温度処理は着色

開始期にあたる2009年10月14日から始めた。各処理

区4樹ずつ供試した。処理直前と温度変更の際の約

10日ごとに果径を、 5日ごとに浮皮度と着色歩合を

調査した。 12月2日に果実品質調査を行った。

（イ）浮皮発生の少ない品種の特性の解明と対策技

術の検討

a 浮皮発生の少ない品種の果皮の栄養成分特

性の解明と対策技術の検討

高接5年目の浮皮発生が多い中生温州｜‘南柑20号’、

普通温州｜‘青島温州｜’と浮皮発生が少ない中生温州、｜

‘石地’、普通温州リ｜｜原’の果実を、 8月下旬から

収穫適期までおよそ半月に一度、果皮をフラベド部

分とアルベド部分に分けて採取した。乾燥、粉末化

後、 ICP発光分析法により無機成分の分析を行った。

また、分析結果（浮皮発生の多少と果皮のナトリウ

ム、マグネシウム含量の関係を示唆）に基づき、 15

年生‘岩崎早生’に硫酸ナトリウム、硫酸マグネシ

ウムと既存の浮皮抑制剤のセルパイン（カルシウム

を主成分とする）を散布する試験を行った。処理区

は6区設定した（無処理区、硫酸ナトリウム処理区、

硫酸マグネシウム区、セルパイン区、硫酸ナトリウ

ム＋セルパイン区、硫酸マグネシウム＋セルパイン

区）。各処理区 3～4樹供試した。散布はセルパイン

の散布時期に準じ、 8月から10月まで 1ヶ月毎に合

計 3回行った。 10月16日に果実の比重、果皮色を調

査した。

ウ研究結果

（ア）ウンシュウミカンの浮皮、着色等に及ぼす温

度条件の解明

a 成熟期の高温がウンシュウミカンの浮皮、

着色等に及ぼす影響の解明

着色初期の段階では＋ 2℃区と＋ 4℃区が対照区よ

りも着色歩合が高く、＋ 2℃は11月下旬まで高く推移

したが、＋ 4℃区は11月下旬以降着色が遅れる傾向に

あった（図43221）。しかし、調査終了の12月上旬に

はいずれの処理区もほぼ完着した。ただし、収穫時

における果皮色 a/b値は＋ 2℃区、＋ 4℃区が対照区

よりも薄い傾向にあった。浮皮はいずれの処理区に

おいても顕著に発生し、処理区間の差はみられな

かった（図43221）。

b 成熟期前の高温がウンシュウミカンの浮皮、

着色等に及ぼす影響の解明

果実肥大は、全期間＋ 4℃区で 8月から抑制され、

その後低めに推移したが、 11月に急激に増加した（図
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4322-2）。月別処理については、 8月＋4 °C区は 8月

に抑制傾向にあったものの 9月以降は伸び、最終的

には対照区とあまり変わらなかった。9月＋ 4℃区は

ほとんど、影響がなかった。10月＋4℃区は10月から11 

月にかけて抑制傾向であった。果実の着色歩合は、

全期間＋ 4 °C区では実験期聞を通して抑制された（図

4322 2）。 8月＋ 4℃区は対照区に次いで良好に推移

した。9月＋ 4 °C区は着色開始初期に劣ったが、その

後は 8月＋ 4 °C区に次いで良好に推移した。10月＋

4℃区は着色開始頃には対照区とあまり変わらな

かったものの、 11月下旬以降抑制される傾向にあっ

た。温度処理終了後の調査において、果皮色である

a/b値は全期間＋ 4℃区が最も低く、また10月＋ 4℃区

も低くなった。浮皮度は、全期間＋ 4℃区では11月20

頃まで低く推移していたものの、その後急激に上昇

した（図43222). 8月＋ 4℃区、 9月＋4℃区は対照

区を追うように推移した。10月＋ 4℃区は11月後半以

降あまり進まず、最終的には低くなった。温度処理

終了後の果実比重は、10月十4℃区で高い傾向を示し、

達観で見た浮皮度の傾向と一致した。

c 浮皮発生の少ない品種の成熟期における高

温適応性の解明

着色歩合は11月 5日頃に＋2℃区が対照区よりも

高くなったが、そのほかの時期では違いは見られな

かった（図43223）。温度処理終了後の a/b値は、各
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処理区間に違いは見られなかった。浮皮度は、＋ 2℃

区と＋ 4℃区では11月10日頃と 11月20日頃において

対照区よりも有意に高く、全体的に対照区よりも高

めに推移した（図4322-3）。ただし、浮皮度はほとん

どl以下で軽度であり、温度処理終了後の果実比重

の調査でも有意差は見られなかった。果実肥大は、

各処理区間に違いは見られなかった。

（イ）浮皮発生の少ない品種の特性の解明と対策技

術の検討

a 浮皮発生の少ない品種の果皮の栄養成分特

性の解明と対策技術の検討

ICP発光分析法により、 12元素について分析を行い、

浮皮発生の少ない品種（‘石地’と‘川｜原’）の果皮

では、 NaとMgが多く、 Kが少ない傾向が認められ

た（図4322-4）。この結果から、 NaとMgを外生的に

与えたら、浮皮発生が抑えられるのではないかと考

え、硫酸ナトリウムと硫酸マグネシウムの散布を

行った。その結果、硫酸ナトリウム処理は浮皮を抑

える傾向、硫酸マグネシウム処理は着色を促進する

傾向が認められた（図43225）。セルパインと混用し

たものでは、いずれもセルパイン単用処理よりも浮

皮抑制効果が劣るが、果皮の着色が向上する傾向に

あった。硫酸マグネシウム＋セルパイン処理は無処

理よりも浮皮を抑制し、かっ着色を促進する傾向に

あった。
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工考察

（ア）ウンシュウミカンの浮皮、着色等に及ぼす温

度条件の解明

a 成熟期の高温がウンシュウミカンの浮皮、

着色等に及ぼす影響の解明

本試験では、着色開始直後の着色初期（10月下旬）

の段階から、温度処理を開始した。 10月下旬の設定

温度は平均で対照区が17℃、＋ 2 °C区が19℃、＋ 4℃

区は21℃であり、着色初期にあたる10月下旬におい

て着色がよかったのは＋ 2℃区、＋ 4℃区であった。

このことから、着色の初期の段階では、 20℃程度の

気温が着色に適し、高温区（+ 2℃、＋ 4℃）で着色

が進みやすかったと推察された。一方、成熟期後期

の11月下旬以降の設定温度は対照区が10℃、＋ 2℃区

が12℃、十4℃区は14℃であり、低温の対照区で着色

が進みやすかった。この結果、着色の後期には10℃

程度の低温が着色に適すると考えられた。したがっ

て、着色開始以降は着色の促進に有効な温度は固定

的ではなく、徐々に低く変化（初期は20℃、後期は

10℃）していく可能性があると推測された。また、

浮皮はすべての処理区で著しく発生した。成熟期に

おいては、 10℃以上では浮皮は進行するとされてい

るため（河瀬 I) ）、いずれの区でも浮皮が進んだと考

えられた。

b 成熟期前の高温がウンシュウミカンの浮皮、

着色等に及ぼす影響の解明

全期間＋ 4℃区の果実は着色が劣り、最終的には浮

皮も進んだ。この区では、浮皮は11月中旬まではむ

しろ抑制されていたが、その後急激に進んだ。果実

横径肥大率も同様に11月中旬までは低く推移してい

たのにも関わらず、その後急激に増加した。この結

果から、成熟期前の高温は、果実肥大を抑制し浮皮

の発生時期を遅らせるが、成熟期まで高温が続くと、

果実肥大が継続し、結果的に浮皮になってしまうこ

とが明らかとなった。一方、月別の温度処理では、 8、

9月＋ 4℃区は着色が対照区よりも劣る傾向にあった

が、調査終了時点の11月末にはほぼ完着となった。

浮皮は最終的には対照区と同程度になった。しかし、

10月十4℃区は11月中旬以降着色が遅れて、浮皮も抑

制された。このことから、収穫期の 2～ 3ヶ月前の 8、

9月のみの高温は、高温処理以降の期間で処理の影響

が緩和されると予想され、着色直前にあたる 10月の

高温は成熟の遅延に作用すると考えられた。

c 浮皮発生の少ない品種における成熟期の高

温適応性の解明

成熟期に＋ 2℃及び＋ 4℃処理した‘石地’の果実

の着色の進行や収穫時における着色の差はあまりみ

られなかった。浮皮も＋ 2 °C及び十4℃処理では対照

区よりも高めであったものの、浮皮度で 1以下と軽

微であった。したがって、ウンシュウミカン‘石地’

の果実は高温の影響を受けにくいことが明らかとな

り、温暖化が進む中でも高品質な果実を生産し続け

ることができると考えられた。

（イ）浮皮発生の少ない品種の特性の解明と対策技

術の検討

a 浮皮発生の少ない品種の果皮の栄養成分特

性の解明と対策技術の検討

浮皮発生の少ない品種では、果皮のフラベド、ア

ルベドともにナトリウムが多く、カリウムが少な

かった。ナトリウムやカリウムは浸透圧の調整など

水分動態と密接に関わっている元素である。浮皮は

成熟期に果実が結露すると発生しやすいことから

（河瀬 1) ）、果皮表面の水分状態と浮皮は密接な関

係があると考えられ、これら元素の含量に差がある

ことが考えられた。また、硫酸マグネシウムの散布

により、果実の着色が向上する傾向にあったことは、

硫酸マグネシウムの肥効のひとつである生育促進効

果が関連していると考えられた。

オ今後の課題

（ア）ウンシュウミカンの浮皮、着色等に及ぼす温

度条件の解明

浮皮等を発生させる要因について、成熟期前にお

いて平均気温よりも 4℃高い条件での影響は調査し

たが、それ以下の温度で、はまだ調査を行っていない

ので、 2℃程度の高温下での試験を行う必要がある。

（イ）浮皮発生の少ない品種の特性の解明と対策技

術の中食言す

硫酸ナトリウムの散布は果実の着色を向上させる

傾向にあったことについて、再現試験を行い、効果

を検証する必要がある。

力要約

（ア）ウンシュウミカンの浮皮、着色等に及ぼす温

度条件の解明

a 成熟期の高温がウンシュウミカンの浮皮、
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着色等に及ぼす影響の解明

着色は、着色初期においては＋ 2℃区や＋ 4℃区が

対照区よりも高く、＋ 2℃は11月下旬まで高く推移し

たが、十 4°C区は11月下旬以降着色が遅れる傾向に

あった。浮皮が発生しやすい品種では、浮皮はいず

れの温度でも著しく発生し、温度差による浮皮発生

度の差はみられなかった。

b 成熟期前の高温がウンシュウミカンの浮皮、

着色等に及ぼす影響の解明

8～1 1月の全期間に平年平均気温よりも 4℃高く

なると着色が劣り、浮皮も進んだ。 8、9月の 4℃

の気温上昇は着色と浮皮に大きな影響を及ぼさな

かった。また、成熟期直前の10月の 4℃の気温上昇

では着色が遅れ、浮皮も抑制された。

c 浮皮発生の少ない品種における成熟期の高

温適応性の解明

浮皮発生の少ない品種である‘石地’では、成熟

期に平年平均気温よりも 2℃又は 4℃高くなっても、

着色にほとんど影響がなく、浮皮は高温により少し

助長されるが、浮皮の程度としては軽微で、あった。

（イ）浮皮発生の少ない品種の特性の解明と対策技

術の検討

a 浮皮発生の少ない品種の果皮の栄養成分特

性の解明と対策技術の検討

浮皮発生の少ない品種の果皮では浮皮発生の多い

品種よりも、 NaとMgが多く、 Kが少ない傾向があっ

た。また、ウンシュウミカンに硫酸ナトリウムや硫

酸マグネシウム、セルパイン（カルシウムを主成分

とする既存の浮皮抑制剤）の散布を行ったところ、

硫酸マグネシウム十セルパイン処理は無処理よりも

浮皮を抑制する傾向があり、かっ着色を促進する傾

向にあった。

キ引用文献

1 ）河瀬憲次（1984）.ウンシュウミカン果実におけ

る浮皮発現の要因と防止法に関する研究（第2報）．

果実周辺の湿度条件と浮皮発現．果樹試報．

D6:41 56. 

研究担当者（深町浩、佐藤景子＊）

( 3 ）ジベレリン・ジャスモン酸の混合処理による

ウンシュウミ力ンの浮皮発生軽減技術の現地実証

ア研究目的

秋季の温暖化の影響により、ウンシュウミカンの

果皮の成熟が早まり、老化による浮皮が多発してい

る。新たな浮皮軽減剤として開発されたジベレリン

(GA）とジャスモン酸（PDJ）の混合液（略称 GP剤）

について、適正な使用方法を確立し、環境条件の異

なる園地での効果を実証する。

イ研究方法

（ア）結実量と処理濃度の違いによる浮皮軽減効果

の検討

14～15年生の‘青島温州’を30樹供試し、達観に

より結実量を多、中、少に分類し、各結実量10樹反

復とした。 2008年 9月 5日に GP剤の枝別散布を行っ

た。処理濃度は GA5.Oppm + PDJ50ppm (50ppm区）、

GA3. 3ppm + PDJ25ppm (25ppm区）、無散布（無処理

区）とした。果実品質調査を収穫時の12月 3日、常

温貯蔵後の 1月17日（短期貯蔵）、 3月11日（長期貯

蔵）に行った。

（イ）土壌水分管理の違いによる浮皮軽減効果の検

討

現地実証ほ場を清水と三ヶ日に設置した。清水は

12年生、三ヶ日は 8年生‘青島温州’各10樹を供試

した。土壌水分管理としてマルチ被覆と無被覆区を

設け、各 5樹反復とした。 2009年 9月 4～ 8日に

GA3. 3ppm + PDJ25ppmの混合液を枝別に散布した。

収穫時の12月上旬に果実品質調査を行った。

ウ研究結果

（ア）結実量と処理濃度の違いによる浮皮軽減効果

の検討

果実比重は、収穫時から 3月中旬の長期貯蔵後ま

で、 GP剤処理区が無処理区に比べて高く推移し、高

い浮皮軽減効果が認められた。処理濃度の違いによ

る浮皮抑制効果の差は認められなかった。結実量別

では、浮皮が発生しやすい結実量中以上の樹で高い

浮皮軽減効果が認められた（図4323-1）。また結実量

多では、果汁の糖度低下が認められた。

（イ）土壌水分管理の違いによる浮皮軽減効果の検

討

収穫時の調査では、 GP剤を散布した果実はマルチ
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被覆、無被覆いずれにおいても浮皮が軽減された。

GP剤散布区は無処理区に比べて果実比重が大きく、

果皮歩合は低下し、浮皮度は小さくなった。果汁の

糖度は、処理による差が認められなかったが、酸含

量は、散布区で高くなった。また GP剤の散布によっ

て果実の着色歩合、果皮色の日値は低くなり、紅が

薄い果実となった。 GP剤散布の果実を、土壌水分管

理の違いで比較すると、マルチ被覆区で、は無被覆区

にくらべて果実の着色歩合、果皮色の a＊値が高くな

り、 GP剤散布による着色遅延が改善された（表

4323 1）。

占主
0.90 。目90

三さ中
0.85 0.85 

酬 制
まま ま4 ー-t.缶ーー50ppm
0.80 。目80 ー--0--25ppm0.80 

ー--cトーー25ppm ＿＿＿.トー無処理
---41』ー無処理 ＿＿＿.ルー無処理

0.75 月日 0.75 月日 。目75 月日

12.3 1.17 3.11 12.3 1.17 3.11 12.3 1.17 3.11 

図4323-1 結実量と処理濃度の違いによる果実比重の推移

表4323-1 土壌水分管理の違いと GP剤散布による収穫時の果実品質

果 実果皮 酸含量着色 1) 果皮色
土壌水分管理 処理 比重歩合切糖度 九 歩合浮皮度lJ (a＊値）

0.89 22.6 11 .0 1.11 8.6 0.0 32.9 
0.85 24.2 10.8 0.97 10.0 0.6 38.8 
0.87 24.3 12.4 1.13 9.6 0.2 37.4 
0.83 25.6 12.5 1.09 10.0 0.9 39.3 

A×B n.s n.s n.s n.s 

1) 0 （無）、 1（軽）、 2（中）、 3（甚）
2）料は1%、＊は5%で有意差あり、 n.sは有意差なし

マルチ無被覆
GP剤散布
無処理

GP剤散布
無処理

土壌管理（A) 料

処理（B)

マルチ被覆

有意性2) ＊＊ 

工考察

（ア）結実量と処理濃度の違いによる浮皮軽減効果

の検討

結実量が多い場合には GP剤の使用により糖度の

低下がみられることから、適正な結実量での使用が

必要と考えられる。処理濃度は、 GA3.3ppm十

PDJ25ppmで十分な浮皮軽減効果が得られる。

（イ）土壌水分管理の違いによる浮皮軽減効果の検討

マルチ被覆により GP剤処理による着色遅延が改

善されるが、土壌の乾燥による影響とあわせて、シー

トによる光反射による影響も考えられる。

オ今後の課題

GP剤を処理した果実の一部に緑斑の発生がみられ

たことから、発生原因の解明と軽減法を明らかにす

る必要がある。また、処理果実の収穫適期を明らか

にするとともに、大型機械による散布も想定される

＊＊ 
＊＊ 

＊＊ ＊
＊
＊
 

＊
＊
＊
 

＊＊ 
＊＊ 

＊
＊
＊
 

＊
＊
＊
 

＊ 

＊ n.s 

n.s 

ことから、散布方法についても検討する必要がある。

力要約

（ア）結実量と処理濃度の違いによる浮皮軽減効果

の検討

GP剤の 9月処理は、浮皮の発生しやすい結実量中

以上の樹において高い浮皮軽減効果が認められた。

また、結実量多の樹においては、果汁の糖度低下が

認められることを明らかにした。

（イ）土壌水分管理の違いによる浮皮軽減効果の検

討

土壌少水分管理のマルチ被覆栽培においても GP

剤処理による浮皮軽減効果が認められ、処理による

果実の着色遅延を改善できることを明らかにした。

研究担当者（高橋哲也ぺ津野郁夫、後藤浩文、牧

田好高）
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( 4 ）ブドウの高温安定着色品種の簡易評価法の確

立と温暖化に適応した品種・系統の選抜

ア研究目的

温暖化に伴う成熟期の高温によって、主要品種で

ある‘巨峰＼‘ピオーネ’などの着色不良（赤熟れ

果）が西南暖地を中心に広がっている（杉浦ら I) ）。

このため、高温下でも着色不良にならない品種が強

く望まれている。しかし、圃場やポット試験を用い

た選抜試験では、試験規模が制限されるため、効率

的なスクリーニングは困難である。高温下でも着色

不良になりにくい‘ダークリッジ’（山田ら 2））のよ

うな品種が知られているが、その生理機能は未解明

である。ブドウの着色には、植物ホルモンの一つで

あるアブシジン酸（ABA）が深く関与しているが

(Coombe et al. 日））、高温安定着色品種での研究は

少ない。また、ブドウの着色は Myb様転写因子で制

御されており（Kobayashiet al. 1 l）、そのハプロタ

イプと着色との関連性が報告されている（Azumaet al. 

そこで、スクリーニングの効率化を図るために果

粒培養を用いた簡易評価法の確立を試みた。また、

高温安定着色機構について、果皮中 ABA含量並びに

Myb様転写因子のハブOロタイプとの関係ついて検討

した。

イ研究方法

（ア）供試材料

2年間の試験において、 14の品種・系統を用いた。

赤色系品種では、高温で着色不良になりやすい‘安

芸クイーン’（Yamaneet al. 自））と安定着色品種と

される‘陽峰’（鈴木ら 7））を供試した。紫黒色系品

種では、着色不良になりやすい‘藤稔＼‘巨峰＼‘ピ

オーネ’、高温安定着色品種・系統とされる‘高墨’、

'390 76’（農研機構・果樹研育成系統）、‘宝満’、

‘高妻＼‘ブラックビート＼‘ダークリッジ＼‘紫

玉＼‘キャンベルアーリー＼‘マスカットベーリ－

A’を供試した。このうち、‘宝満＼‘キャンベルアー

リー＼‘マスカットベーリ－A’は 2倍体品種であり、

それ以外の品種・系統は4倍体品種である。

（イ）果粒培養を用いた簡易着色評価法の検討

各品種・系統の着色開始期（着色歩合 1～2）に

果粒を採取した。培養は、微生物培養用プレート（ア

ズワン（株）、 24穴、直径： 15.3mm、深さ： 16.6mm) 

を用いた。各穴に蒸留水で湿らせた脱脂綿を詰め、

10～12果粒を個別に静置した。脱脂綿への水補給並

び、に脱脂綿の交換は適宜行った。果粒の乾燥を防ぐ

ために培養果粒を透明のプラスチック製密閉式コン

テナに入れた。裁断した果皮に50%酢酸を加え、冷

蔵庫内（ 5℃）で果皮中のアントシアニンを抽出し、

抽出液の吸光度（520nm）からアントシアニン含量

( cyanidin-3-glucside当量）を求めた。

a 光条件の検討

光の有無が着色に及ぼす影響を明らかにする目的

で、明区と暗黒区を設けた。明区の 光 量 は

73. 3 μ mol/m2 Isであり、 16時間日長とした。明区及

び暗黒区ともに培養温度は30℃とし、人工気象器内

で 2週間培養した。供試品種は、‘安芸クイーン’、

‘巨峰＼‘ピオーネ＼‘陽峰’及び‘キャンベルアー

リー’ とした。

b 温度条件の検討

果粒培養は人工気象器内で実施し、温度処理区と

して20℃区と30℃区を設定した。光量73.3 μ mol/m2/s 

の16時間日長下で10日間培養した。 2008年の試験で

は、 10の品種・系統を、 2009年の試験では14の品種・

系統（図43241、 2）を供試した。

（ウ）高温安定着能力の品種・系統間差異

2009年に20Lポットで栽培した 2～ 4年生樹を用

いた。ポット育成樹は、 1新梢 1果房に結果調整し、

各品種・系統の花穂整形及び摘粒は慣行基準に準じ

て調整した。各品種・系統の着色開始期に、白然採

光式のファイトトロン内にポット育成樹を搬入した。

供試樹は11品種・系統とした（図43243）。温度条件

は、昼温（35℃、 12時間）、夜温（30℃、 12時間）に

設定した。各品種・系統とも 3～4樹を用いた。

（エ）果皮中 ABA含量の品種・系統間差異

2009年の30℃果粒培養試験に用いた果粒を供試し

た。試験直後に採取した果皮を液体窒素で急速凍結

し、分析まで 80℃で保管した。約0.5 gの果皮に10

倍容の冷却%アセトン（BHT1 OOmg/L含有）と ABA

内部標準（06-ABA）を加え、ホモジナザーで磨砕し

た。ブフナーロートで吸引ろ過し、ろ過液をエパポ

レーターで濃縮した。リン酸で水相を pH2.8に調整

し、エーテルで、溶媒分配した。エーテル層を濃縮・

乾固した後、 25%アセトニトリル（20mM酢酸含有）

で溶解し0.45μ M フィルターでろ過した。ろ過液を

高速クロマトグラフに注入し、 ABA画分を分取した。
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分取液を遠心濃縮器で乾固し、ジアゾメタンでメチ

ル化した。 ABA含量はガスクロマトグラフ質量分析

計（QP-5000、島津製作所）の選択イオンモニタリン

グ法で同定・定量した。各品種・系統の ABA分析は

少なくとも 3回行った。

（オ）Myb様転写因子のハプロタイプ解析

幼葉から DNAを抽出し、 VvmybAla（アントシア

ニン合成誘導機能なし）及び山刀1ybAJ-2、日刀1ybAJ-J、

山刀1ybA2（アントシアニン合成誘導機能あり）を特異

的に検出するプライマーセットを用いてリアルタイ

ム定量 PCRを行った。リファレンスには Chalconθ

Sy:刀thasθ 3 (CHSJ）を用い、 CHSJに対する各 Myb

遺伝子の相対 DNA量を求めた。日mybAl1 （アント

シアニン合成誘導機能あり）は、特異的な検出が困

難で、あったことから、日刀・ybAlI十日刀・ybA2を同時に

検出するプライマーを用いて VlmybAllの有無を推

定した。検出した Myh遺伝子の組合せと相対 DNA量

から各品種・系統のハプロタイプ構成を推定した。

ウ研究結果

（ア）果粒培養を用いた簡易着色評価法の検討

a 光条件の検討

いずれの品種においても、培養 2週間後の果粒重

は処理前に比べて減少せず、むしろ増加した（デー

タ略）。果粒の弾力が保持され、腐敗した果粒もほと

んどなかった。供試した 5品種とも明区は暗黒区よ

りも着色が進んだ（データ略）。光条件の試験では、

2週間培養を行ったが、着色の進行程度から培養10

日間で、も十分に品種間差異の判定が可能で、あった。

b 温度条件の検討

温度試験は明条件下で比較した。 2008年には、‘安

芸クイーン＼‘ピオーネ＼‘巨峰＼‘藤稔’、高温安

定着色品種・系統として‘高墨＼‘ダークリッジ’、

‘紫玉’、 39076、‘キャンベルアーリー＼‘マス

カットベーリ ~A＇、計10の品種・系統を供試した。

いずれの品種・系統とも20℃区の着色が30℃区に比

べて明らかに優れた。しかし、 20℃区では高温安定

着色品種とされる‘マスカットベーリ ~A’に比べて

‘ピオーネ’が高く、‘巨峰’と大差はなかった。一

方、 30℃区では‘高墨’を除いて高温安定着色品種・

系統は‘巨峰’などよりアントシアニン含量が明ら

かに高かった。 2009年では、高温安定着色品種とし

て‘陽峰＼‘ブラックビート＼‘宝満＼‘高妻’を

加えたが、 2008年の試験とほぼ同様の結果が得られ

た。すなわち、 20℃区では高温安定着色品種・系統

を判別できなかったが（図4324-1）、 30℃区では、‘高

墨’を除いて高温安定着色品種・系統と‘巨峰’な

どの着色不良品種を判別できた（図43242)0 

（イ）高温安定着能力の品種・系統間差異

赤色系の‘安芸クイーン’は着色しなかったが、

‘陽峰’は高温条件下でも着色した（図4324-3)0 ‘巨

峰’と‘高墨’は紫黒色系の中でも着色が劣った。

‘ダークリッジ＼‘高妻’、 390-76は‘巨峰’よりア

ントシアニン含量が 2倍以上高く、‘紫玉’はそれら

よりさらに着色が良好であった。高温条件下でも特

に着色が優れていたのは、‘ブラックビート＼‘宝

満＼‘マスカットベーリ ~A’であり、‘巨峰’に比

べて 6～ 7倍のアントシアニン含量を示した。 30℃

で培養した果粒と高温条件下で栽培・収穫した果粒

の着色程度の関係を比較した結果、両者の聞には高

い正の相関関係、が認められた（R2=0.71) （図43244）。

（ウ）果皮中 ABA含量の品種・系統間差異

30℃で培養した果皮中 ABA含量を分析した結果、

‘安芸クイーン’が40ng/gFWと最も少なく、‘陽峰’

が210ng/gFWと最も多かった（図43245）。紫黒色

系品種で比較すると、‘巨峰＼‘ピオーネ’は40～

50ng/g FWで、あったが、 4倍体の高温安定着品種・

系統は、両品種より ABA含量は多かった。 2倍体品

種も両品種より ABA含量は 2～3倍多かった。

‘ダークリッジ’の ABA含量は 4倍体高温安定着色

品種・系統の半分程度で、あった。一方、‘藤稔’の ABA

含量が高かった。全体的に、 4倍体の高温安定着色

品種・系統は、 2倍体の高温安定着色品種に比べて、

果皮中の ABA含量が多い傾向を示した。

（エ）Myb用転写因子のハフnロタイプ解析

黄縁系品種からは VvmybAlaのみ検出された。紫

黒色系品種からは、 VvmybAla、 日TJybAl2、

日TJybAl3、日刀•ybA2が検出された。各 Myb 遺伝子の

相対 DNA量の解析結果から、ハプロタイプ Eは、

山刀・ybAJ-1、日η・ybAJ-2、日刀・ybAJ-3で構成されるハ

プロタイプ Elと VlmybAJl、日TJybA2、日TJybAJ3 

で構成されるハプロタイプ E2の2種類存在すること

が明らかになった（図43246）。ハプロタイプ A は、

VvMYBA2wと VvmybAlaから成るが、両遺伝子とも

アントシアニン合成誘導機能は有していない。一方、

ハプロタイプ Elとハプロタイプ E2はアントシアニ
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ある Elあるいは E2を有していた。紫黒色系の品種・

系統は、 El、E2を2個以上有していたのに対して、

赤色系品種の‘安芸クイーン’と g陽峰’は A/A/A/El

であった。‘巨峰＼ ‘ピオーネ＼‘藤稔、＼ ‘紫玉’は

A/A/El/E2であった。これに対して、着色優良系統

である390-76は A/El/El/E2であり 、着色の優れる

‘ブラックビート’はすべて着色誘導に機能のある

ノ＼プロタイプ構成、 El/El/E2/E2で、あった。

ン合成誘導機能を有する。ハプロタイプ A における

VvMYBA2wと VvmybAJaの位置関係は明らかにされ

ているが（Walkeret al. 8 l）、ハプロタイプ ElとE2

内の各 Myb遺伝子の位置関係は未解明である。

黄緑色系品種の‘ 白峰’と ‘翠峰’は、アントシ

アニン合成誘導機能のない VJmybAJaのみ検出され

たことから、ハプロタイプの構成は A/A/A/Aと推定

された（表4324-1）。一方、着色する品種 ・系統はハ

プロタイプρの一つにアントシアニン合成誘導機能の

0.5 

0.4 

00 
・Jゆ....＂＇.や. ~争〆戸今、〆／？

〆..・~ ~＇（.／ ·~ .. <f 今令も〆、、・ ＋ A／、Jゐ／
d：’ v iボイ 〆／

., ＿，；）.訓p
>Sc 1.1.' 

果粒培餐（30℃ 10臼目）

0.3 

0.2 

0.1 

（主比
一回
、
E
）
酬
訓
刺
入
川
h

円
、
工
入
h
n

3.0 

0.0 

・J 争や.＂＇今や....〆 fl 今 j
Lt)k＇ノ・．。〆令.... cs’今令。もが＋ιf:/'i

4-~ ~角，， 4’ F ，》
1 ・Ja司、

多，.. 

果粒縞養鼠園陸（20℃ 10日目）

2.0 

1.5 

1 0 

0.5 

2.5 
言
比
一回、
E
）剖明
細刺入
川
h

円、工
、λ
h

図4324-2 30℃で果粒培養したときの果皮着色

の品種 ・系統間差異

・：赤色系品種、口 ：着色不良品種、 ・：安定

着色品種・系統

図4324-1 20℃で果粒培養したときの果皮着色

の品種 ・系統問差異

・：赤色系品種、 口：着色不良品種、 ・：安定

着色品種 ・系統

y" 2.7548>'+ 05327x-o 0095 
R2= 0.7124 

0.8 

0.6 

0.4 

0.7 

0.3 

0.5 

0.2 

（主
hh
国
＼
回
F

ト
』
）
剛
訓
加
入
川
h
h
、2
λ
h
h

M
司
副
町

S
副
町
穏
当

λ
ロム
4

」、・
n
h
n

O.B 

1!: 0.6 
国

営0.5

制 0.4

~ 
;( 0.3 

ト、 n 司

，λu‘ 
ム
入 0.1
p、

0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

;I " •• ・ー ミt • ~＂ 句 、. 
ぷ ..伶＋ fl''i・＋？校、 ... ~’守主〈

暗号‘ "'/. dパー ， 
・~ 'I ,,, －・・子

I.I.~· 

果粒培養試酸（羽℃）の果皮

アントシアニン含量（mg/g FW) 

図4324-4 30℃培養果粒と高温条件下で栽培し

た果粒の果皮色の関係

1）ム： 2倍体品種、0:4倍体品種

2）・ ：赤色系品種、 ＂） ：‘巨峰’、 ． ：‘高墨’、

． ：安定着色品種 ・系統

ファイトトロン（35/3σ℃）取穫果

図4324-3 高温条件下で栽培した収穫果粒の着

色の比較

・ －赤色系品種、
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図4324-5 30℃培養果粒のアントシアニン含量と果皮中 ABA含量との関係
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アントシアニン
合成誘導磁能

ハプロタイプA ζこここここEコこここここ工コこここここ： なし
VvMYBA2w VvmybA1a 

ハプロタイプE1 C二311111'二二二3・二二二－＝二 あり
VlmybA1・7 VlmybA1・2 VlmybA1・3

ハプロタイプE2 Cご＝－二二二E・二二二－＝ご： あり
VlmybA1・1? VlmybA2 VlmybA1・3

図4324-6 ブドウ着色遺伝子座のハフoロタイプ

El、E2における各 Myb遺伝子の位置関係は未解明

表4324-1 4倍体ブドウの品種・系統における果皮色と着色遺伝子座のハプロタイ

プとの関係
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工考察

（ア）果粒培養を用いた簡易着色評価法

ブドウの着色は、水まわり（べレゾーン）直後か

ら始まるが、着色開始期の果房では、果粒聞の着色

のばらつきが大きいため、果房全体で着色を評価す

るのは困難である。本試験では、着色歩合 1～ 2に

至った果粒を使用したが、果粒聞の着色にばらつき

が少なく、着色の評価が容易であった。果粒培養法

として寒天培地上で評価する方法もあるが、露地か

ら採取した場合、培地にカビ等が発生しやすい。本

研究では簡便牲を考慮、して蒸留水のみで、培養したが、

10日間で品種・系統間差異は判別でき、実用的な問

題は特になかった。明条件下の低温（20℃）で着色

が最も優れたが、選別に不適当で、あった。一方、 30℃

区では高温安定着色品種・系統は、着色不良になる

品種に比べてアントシアニン含量が高かった。この

傾向は 2年間の試験で確認されたことから、再現牲

は高いと考えられた。

（イ）高温条件下における着色能力の品種・系統間

差異

‘安芸クイーン’は、本試験の高温条件下ではまっ

たく着色しなかったが、‘陽峰’は着色が認められた0

6安芸クイーン’は高温で著しく着色不良になり

(Yamane et al. 6 l）、‘陽峰’は着色が良好である報

告（鈴木ら 7)）と一致した。紫黒色系品種の場合、‘巨

峰’と‘高墨’の着色が他の品種・系統より明らか

に劣った0 ＇高墨’は‘巨峰’より 10～15日熟期が早

く着色不良になりにくい‘巨峰’の選抜系統である。

しかし、果粒培養及びポット樹の両試験とも着色能

力は‘巨峰’と大差なかった。‘高墨’は成熟が早く

進むため、成熟初期の高温の影響を受けにくい可能

性がある。果粒培養試験（30℃）の有効性を検討し

た結果、果粒培養試験で、着色が劣った‘巨峰’と‘高

墨’は、ファイトトロン内の栽培試験でも着色が不

良で、あった。一方、高温安定着色品種・系統は例外

なく両試験ともに着色が優れた。これらの結果から、

本試験で確立した着色開始期の果粒を用いた簡易評

価法が、選抜法として有効であることを示せた。

（ウ）果皮中 ABA含量と高温安定着色能力との関係

30℃で培養した果皮中 ABA含量を比較した結果、

‘陽峰’が最も多かった。‘陽峰’は赤色系品種のた

めアントシアニン含量は紫黒色系に比べて少なかっ

たが、赤色系の‘安芸クイーン’より着色は優れて

いた0 ＇陽峰’は高温下でも ABA合成能力が高いた

めに高温耐性があると考えられる。紫黒色系品種・

系統の場合、‘巨峰’と‘ピオーネ’の ABA含量は

明らかに少なかった。‘ダークリッジ’は 4倍体の安

定着色品種・系統の中でも ABA含量は少なかったが、

着色が優れていたことから、 ABAの感受性が高いこ

とが示唆された。一方、着色不良の‘藤稔’では、

ABA含量は比較的高かったことから、 ABA感受性が

低いと推察された。高温安定着色品種・系統におい

て、 4倍体品種・系統は 2倍体より果皮中 ABA含量

が多い傾向を示したことから、 4倍体のアントシア

ニン合成には 2倍体より多くの ABA合成・蓄積が必

要であることを示唆した。

（エ）Myb用転写因子のハフ。ロタイプ解析

VvmybAlaは VvmybAJ遺伝子の 5’上流にレトロ

トランスポゾン （Gretl）が挿入されているために、

VvmybAJが転写されずアントシアニン合成誘導機能

を喪失している（Kobayashiet al. 4 ) ）。一方、 Gretl

がない遺伝子型、 VvmybAJI、日TJybAJ2、VlmybAJ3、

日mybA2はアントシアニン合成誘導機能を有してい

る（Azumaet al. 5 ) ）。ハプロタイプの解析から、

ハプロタイプは AとEであり、さらにハプロタイプ

EはElとE2の2種類であることを明らかにした。黄

緑色品種のハフO ロタイプ構成は、アントシアニン合

成誘導機能のないAのみで、あったが、着色する品種・

系統はアントシアニン合成誘導機能のあるハプロタ

イプを 1個以上有していた。この結果は、 4倍体欧

米雑種の果皮色の種類（黄緑色、赤色、紫黒色）を

早期判定できることを示唆した。‘巨峰＼‘ピオー

ネ＼‘藤稔’のハプロタイプ構成は A/A/El/E2で

あった。一方、 390-76は、 A/El/El/E2、‘ブラック

ビート’は El/El/E2/E2であり、アントシアニン合

成誘導機能のあるハプロタイプを多く有していた0

6紫玉’は高温安定着色品種であるが、ハプロタイ

プの構成は‘巨峰’などと同じで、あった。‘紫玉’は

果皮中の ABA合成能力が高いため、高温下でも安定

着色すると考えられる。 4倍体紫黒系品種の Myb様

転写因子のハフOロタイプ構成は、今後実生段階で高

温安定着色品種・系統の選抜マーカーとして利用が

期待される。
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オ今後の課題

4倍体品種・系統においてアントシアニン合成転

写因子のハフ。ロタイプ構成と高温安定着色との関連

牲を示すことができたが、アントシアニン合成関連

酵素遺伝子の発現解析は今後の課題である。一方、

アントシアニン合成誘導機能のあるハプロタイプを

4つもつ品種は‘ブラックビート’のみであった。同

様のハフ。ロタイプを有する品種・系統を早期に探索

あるいは中間母本として育成し、今後の高温安定着

色品種の育種に利用していく必要がある。 4倍体赤

色系品種の場合、ハブコロタイプ構成による判定はで

きないため、‘陽峰’のように ABA合成能力の高い

品種を早期に選抜する方法を確立する必要がある。
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宣仁）

( 5 ）温暖化に対応したブドウの熟期制御技術の開

発と現地実証

ア研究目的

成熟期の高温によって、‘巨峰＼‘ピオーネ’、

‘安芸クイーン’などで着色不良が西南暖地を中心

に問題となっている。また、これまでの成果から、

着色に及ぼす高温の影響が大きい時期は着色開始後

8～21日目であり、この時期が25℃以下であれば、着

色不良が起こりにくいことを明らかにしている。本

課題では、着色開始期の高温回避のため、既存ブド

ウ棚を改良して簡易保温を行うことで、低コストで

成熟期を 1か月早める技術を開発するほか、果房遮

光や樹冠下を被覆することにより成熟期を 1か月遅
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延させる技術を開発する。

イ 研究方法

（ア）簡易保温施設栽培体系における成熟期前進技

術の確立

a 現地ほ場の簡易保温施設栽培における被覆

資材の比較

現地ほ場（福山市沼隈町）に栽植された簡易保温

施設栽培及び露地栽培の 5～15年生‘安芸クイーン’、

‘ピオーネ＼‘ゴルビー＼‘マスカット・ベリ－A’

（日型4本主枝仕立て、以下同じ） 2～ 3樹を供試

した。 2008年 2月20日から気温の測定を行い、 4月

23日に新梢伸長量並びに展葉枚数を測定し、さらに、

開花盛期を調査した。

b 簡易保温施設及び露地栽培の違いが果実品

質に及ぼす影響

現地ほ場（福山市沼隈町）に栽植された簡易保温

施設栽培及び露地栽培の14～22年生‘ピオーネ’、

‘マスカット・ベリ－A’15樹を供試した。収穫調査

は、簡易保温施設栽培で、 2009年 8月 4日に、露地

栽培で、 8月25日に行った。調査項目は、果実重、 1

粒重、糖度、酒石酸含量、果皮色、アントシアニン

含量とした。

c 結実期における高温障害が結実等に及ぼ

す影響

( a ）無核栽培における満開 2日前の高温処理

が結実等に及ぼす影響

供試材料は、 17!2 ポットに栽植したブ、ドウ‘安

芸クイーン’ 5年生樹 13樹を用いた。高温処理区

では、 2008年 6月 6日（満開 2目前）に人工気象

室（HSKKL 2、以下同じ）内で、 40℃・ 4時間（10

時～14時）処理した（自然温度区の気温は、 22.0

～25.6℃）。なお、ジベレリン処理は、ジベレリン

12. 5ppm、フルメット 3ppm及び水溶性マンガン

0. 5刊の混合液（以下の試験、すべて同じ）を 6月

11日に花穂浸漬処理した。高温処理前の 6月6日

に着粒数を調査し、さらに、高温処理 5日後の 6月

11 日（満開 3日後）及び高温処理 10 日後の 6月

16日（満開 8日後）に枯死及び黒変した果粒を除

いた着粒数を調査して、着粒率を算出した。

( b）無核栽培及び有核栽培における満開 5日

後（ジベレリン処理時）の高温処理が結実に

及ぼす影響

ブドウ‘安芸クイーン’ 4年生樹 12樹を用いた。

高温処理は、2008年 6月 6日（満開 5日後）に（ア）

c一（ a ）と同様に実施した。高温処理前の満開 3日

後〔第 l回目ジベレリン処理直後〕の 6月 4目、

高温処理直後となる満開 5日後、 8日後、 10日後、

15日後に着粒状況を調査し、着粒率を算出した。

( c ）結実期における38℃の高温が結実等に及ぼ

す影響

17!2 ポットに栽植したブドウ‘ピオーネ’ 4年生

樹、計10樹を用いた。高温処理は、 2009年 6月 1日

に人工気象室で、 38℃・ 3時間（ 9時～12時）及び7

時間（ 9時～16時）の処理を行った。白然温度区は、

同形式の人工気象室の窓を開放した（このときの温

度は、 27.8～38.3℃）。幹径の肥大量は、結果枝の基

部から 3～4節目の節間で計測した（10分間隔）。各

区ともに供試樹を高温処理の前日の17時までに人工

気象室内に移動し、測定期間（ 6月 2日0時～ 3日

10時）内は、各区の人工気象室内に放置した。ジベ

レリン処理は、 6月 1日に花穂浸漬処理した。着粒

数は、高温処理前の 6月 1日（満開 3日後）、高温処

理後の 6月 3、 5、 8、10、12、15及び17日に調査

し、着粒率を算出した。

d 無電源自動換気装置を用いた換気技術の検

討

(a ）無電源白動換気装置の設置がトンネル部の

気温上昇抑制に及ぼす効果（サイド換気併用

時）

簡易保温施設は、ブドウ簡易被覆栽培施設（縦20m

×横20m×高さ 1.9m、 トンネルメッシュ：幅1.75m、

間隔0.65m）の周囲及びトンネルメッシュを農ポリ

資材（0.07mm厚）により被覆し、トンネルメッシュ

聞は、不織布資材で被覆した。換気試験として、施

設中央から1.2m西側のトンネル~~lj （南北方向）に

lOm間隔で 2基の無電源の白動換気装置を設置した。

また、南北方向の側面被覆部は、動力による白動開

閉器（誠和化学（株）製：開閉温度： 25～23℃）に

より白動換気した。温度測定は、 5分間隔で行い、

測定地点は、開閉幅が最大となる無電源の白動換気

装置設置部（以下、設置部）及びトンネル方向に4.35m 

（設置部からトンネル 1列隔てる）、同7.65m （同 2列

隔てる）離れた棚面のトンネル中央部とした。調査

は、晴天時の2008年 5月23日並びに雨天時の 6月 2

日の 7時から18時に行った。
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( b ）無電源、白動換気装置のみによる換気効果の

検証

無電源白動換気装置のみを用いて換気を行った。

換気装置は、簡易保温施設の全トンネル（ 8列）の

片面の下から30cm幅及びサイドの全周囲の棚面から

30cm幅を換気可能な状態となるよう設置した。温度

は、施設内の南北方向を北・中・南部地点と露地ほ

場（対照区）を測定した。

（イ）成熟期遅延技術の開発

a 果房遮光袋を用いた成熟期遅延効果と利用

技術の検討

(a ）現地ほ場における地表面光反射シート被覆

及び遮光袋かけが成熟期遅延に及ぼす影響

現地 2農園で‘ピオーネ’各 6樹を用いた。試験

区は、慣行無被覆区、地表面光反射シート被覆区、

後半遮光袋区の 3区とした。後半遮光袋区は、普通

袋をかけた後、着色開始 3週間後に遮光袋をかけた。

地表面光反射シート被覆区は、発芽前までシートで

樹冠下を被覆した。

( b ）果房遮光袋と紫外線カット傘を利用した成

熟期遅延技術の検討

‘ピオーネ＼‘安芸クイーン’各 4樹を用いた。

試験区は、普通袋区、遮光袋区、後半遮光袋区、遮

光袋除去区の 4区とした。後半遮光袋区及び遮光袋

除去区は、普通袋をかけた後、着色開始 3週間後に

遮光袋をかける処理を行い、遮光袋除去区は、その

後、収穫調査の 1週間前に遮光袋を除去する処理を

f了った。

a 現地ほ場の簡易保温施設栽培における被覆

資材の比較

現地ほ場における被覆資材の組み合わせは、 トン

ネル、サイド、内張り、谷間の 4か所でそれぞれ 2～

3種類の資材が使用されていた。現地ほ場の簡易保温

施設栽培における被覆資材の違いと露地栽培との気

温差は、午後に低下し続けたが、中でも、最も気温

の低下が抑制されたのは、谷間に農ホ1又は PO資材

を追加した組み合わせで、あった（図43251）。新梢伸

長量、展葉枚数及び開花盛期は、 Aが劣る傾向にあっ

た（表43251）。

b 簡易保温施設及び露地栽培の違いが果実品

質に及ぼす影響

‘ピオーネ’の糖度は、露地栽培は、簡易保温施

設栽培に比べて有意に高くなっていた（表43252)0 

しかし、酒石酸含量は、露地栽培は、簡易保温施設

栽培に比べて有意に高くなっていた。アントシアニ

ン含量は、有意な差はみられないものの、露地栽培

に比べて、簡易保温施設栽培はやや高い傾向であっ

た。‘マスカット・ペリーA’の糖度は、露地栽培に

比べて、簡易保温施設栽培は有意に低く、酒石酸含

量は同等であった。アントシアニン含量は、露地栽

培と比べて簡易保温施設栽培で有意に多くなってい

fこO

c 結実期における高温障害が結実等に及ぼす

影響

(a ）無核栽培における満開 2日前の高温処理

が結実等に及ぼす影響

満開 2日前に、人工気象室内で、 40℃・ 4時間

ウ研究結果 の温度処理を行った結果、花穂及び新梢の枯死の

（ア）簡易保温施設栽培体系における成熟期前進技 ほか果粒の黒変がみられ、着粒率は、自然温度区

術の確立 に比べて有意に低下した（表 43253)0 
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図4325-1 現地ほ場の簡易保温施設栽培におけ

る被覆資材の違いが露地栽培との気温差に及ぼ

す影響（2008年2月21～22日、天候：晴れ）

温度は、簡易保温施設と露地の気温差とし

た。処理区は、 A は、被覆資材が最も簡素な

ものとし、各場所［トン（トンネル）、サイトマ、谷間（谷） ］

に被覆資材を追加補強した。

表4325-1 現地試験ほ場におけるブドウ簡易保温

施設栽培の被覆資材並びに品種の違いが新梢伸長

量、展葉枚数、開花期に及ぼす影響

品種 被覆資材新梢伸長量
の組合わせ cm 

A 43.1 ° 
谷間＋PO 65.3 b 

谷間＋農ホ。リ 81.7 a 

F検定 料

展葉枚数

韮－
6 

10 a 

10 a 

＊＊ 

開花盛期

ピオーネ 5月15日
4月28日
4月27日

被覆資材の組み合わせは、図43251のとおり

表4325-2 現地ほ場におけるブドウ簡易保温施設栽培及び露地栽培の果実品質の比較

作型 品種 果実重 粒重 糖度 酒石酸含量アントシアニン含量力フーチャート値
(g) (g) （。 Brix) （%） ~10-6g ・ cm 22 （農林水産省作成）

露地 ピオーネ 524 17.7 17.2 0.64 60.4 8.2 
笥易保温施設 604 14.6 15.6 0.58 113.8 8.9 

t検定 n.s n.s. ＊＊ ＊ n.s 

露地 ペリーA 451 7.7 16目3 0.71 92.4 8.1 

箇易i是温施設 549 6.9 15目6 0.72 256.7 10.3 

11皇定 ＊＊ ＊ ＊＊ n s. ＊＊ 

表4325-3 ブドウ‘安芸クイーン’（無核栽培）の満開2日前の高温処

理が結実に及ぼす影響

自然温度区

高温処理区

t検定

満開3日後

（ジベレリン処理時）

着粒数

43.2 ± 5.4 

20.8 ± 3.0 

＊＊ 

満開8日後

（ジベレリン処理5日後）

着粒数 着粒率%

26.2 ± 4.8 58.9 ± 6.1 

12.4 ± 3.0 32.8 ± 6.1 

＊＊  

( b）無核栽培及び有核栽培における満開 5日

後の高温処理が結実に及ぼす影響

満開 5日後に、高温処理を行った結果、高温処

理直後から、いずれの処理区も着粒率が低下した

（図 4325-2）。

( c ）結実期における38℃の高温が結実等に及

ぼす影響

着粒率については処理区間で、有意な差はみら

-429-

れなかった（データ略）。幹径は、高温処理区では、

処理直後から収縮がみられ、その収縮量は自然温

度区より大きかった。高温処理区の幹径が回復傾

向を示したのは、高温処理終了の 1時間50分後で

あった。さらに安定した回復がみられたのは、高

温処理終了の 3時間40分後であった（図4325 3）。

d 無電源自動換気装置を用いた換気技術の検

討



施設内の高温発生実態：施設内の気温が40℃を

超えたのは、 4月 2日の13時で、その後、 4月 9日

に東列のみで11時50分～13時40分まで断続的に

40℃を超え、翌日日も11時30分に東列、西列の 2地

点で40℃を超えたため、設置した補助換気装置を

稼動させた。また、 4月 9日の日最高気温は、

24.0℃であり、 5月上旬並みの気温で、あった（図

4325 5）。天候と施設内の気温分布との関係：施設

内で高温の傾向がみられた東列における南北方向

の気温分布は、晴天日（ 4月 9日）が、南面を中

心に40℃を超え、中央が最も低かった。なお、曇

雨天日は、 40°Cを超えることはなかった（データ

略）。

(a ）無電源自動換気装置の設置がトンネル部の

気温上昇抑制に及ぼす効果（サイド換気併用

時）

電源不要な自動換気装置をトンネル部に設置（以

下、設置部）した結果、設置部では、 40℃以上の遭

遇時聞が短くなるので、自動換気装置は、 トンネル

部の気温上昇を抑制する効果があると考えられた

（図4325-4）。設置部からトンネル l列（設置部から

4. 35m地点）及び2列（設置部から7.65m地点）を

隔てた地点の気温を測定した結果、設置部から 2列

隔てた地点では、気温が上昇し、 l列隔てた地点は、

設置部と同程度に気温上昇が抑制された（データ略）。

( b ）無電源自動換気装置のみによる換気効果の

検証

3日（くもり）6月2日（はれ）
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図4325-5 無電源自動換気装置を用いた簡易

保温施設栽培の気温との関係（施設

面積4a)
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6時02分

図4325-4 ブドウ簡易保温施設栽培のトンネル

部における自動換気装置が晴天時の気

温に及ぼす影響 （周囲の換気あり、調

査日： 5月23日）



も、有意な差はみられなかったが、遮光袋区におい

て糖度及びアントシアニン含量がやや低い値で、あっ

た。‘安芸クイーン’においては、果肉硬度において、

遮光袋区と比較し、後半遮光袋区で有意に低く、普

通袋区はその中間であった。その他の果実形質につ

いては有意な差はみられなかったが、遮光袋区にお

いて、糖度及びアントシアニン含量がやや低い値で

あった。

収穫最盛期の約1.5ヶ月後（10月22日）の果実品質

については、‘ピオーネ’では裂果の発生粒数におい

て、他の処理区に比較して普通袋区で、有意に多かっ

た。晩腐病発病果粒数についても、有意な差がみら

れ、普通袋区に比較して遮光袋区では発病が少なく、

後半遮光袋区及び遮光袋除去区ではその中間であっ

た。その他の項目では、有意な差はみられなかった

が、アントシアニン含量では、遮光袋区でやや低い

値であった。‘安芸クイーン’では遮光袋区と比較し

て、遮光袋除去区において硬度が低く、普通袋区及

び後半遮光袋区はその中間であった。その他の果実

品質については有意な差はみられなかったが、遮光

袋区において晩腐病の発病粒数、糖度及びアントシ

アニン含量が低い値であった。圏内の気温及び袋内

温度は、遮光袋と比較して、普通袋区の昼の気温が

高く、 10月中旬においても晩腐病菌の生育適温とさ

れる温度帯に連続遭遇していた（データ略）。

（イ）成熟期遅延技術の開発

果房遮光袋を用いた成熟期遅延効果と利用

技術の検討

(a ）現地ほ場における地表面光反射シート被覆

及び遮光袋かけが成熟期遅延に及ぼす影響

発芽前までの光反射シートの地表面被覆により、

昼の地温の上昇抑制効果がみられた。その温度差は

最大11.3℃、期間中平均で3.7℃の上昇抑制効果で

あった。 5月 1日に調査した発芽率は、光反射シー

ト区において有意に低く、地温上昇が抑制された結

果、発芽が遅延したと考えられた。 7月28日以降の

着色期の着色推移を調査した結果、光反射シート処

理区で 8月 7日から17日にかけて着色期が 3日程度

遅延したと考えられたが、 9月 4日時点での着色に

差はみられなかった（データ略）。

果実品質は、 10月30日時点で、遮光袋区において

晩腐病の発生が少ない傾向がみられ、 11月16日時点

で、遮光袋区が他の処理区に比較して晩腐病の発生

が有意に少なかった。一方で、糖度及び、アントシ

アニン含量については、遮光袋区で対照区と比較し

て有意に低くなったが、これは、対照区及び光反射

シート被覆区において、収穫盛期以降徐々にアント

シアニン含量が多くなっていることによると考えら

（データ略）。

( b ）果房遮光袋と紫外線カット傘を利用した成

熟期遅延技術の検討

収穫最盛期（ 9月 1日及び 9月10日）の果実品質

（表43254）は、‘ピオーネ’にはどの項目において

a 

れる

の果実品質に及ぼす影響

酒石酸含
量（%）

一－431一一

アントシアニン
百呈呈

(10-6g・cm-2)

34. 2 
24. 7 
27.5 

42. 1 
24.0 
26.0 
31. 9 

1. 8 
1目 1
1. 8 

3.4 
0. 7 
1. 0 
1. 2 

遮光処理方法の違いがブドウ‘ピオーネ’及び‘安芸クイーン’

0. 69 
0. 71 
0目 72

0. 59 
0. 59 
0目 61
0. 60 

0.87 
0.88 
0. 90 

0.54 
0.56 
0. 52 
0. 54 

糖度
（。 Brix)

内
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

果実硬度
(kg) 

0. 33 
0. 35 
0.32 

0.34 
0.37 
0目 36
0.34 

0.34 ab 
0.38 b 
0.33 a 

0.38 ab 
0.39 b 
0.35 ab 
0.32 a 

重粒

ω
果

19. 3 
19. 4 
18.3 

18.5 
16.8 
18. 1 
18. 7 

19.2 
20.3 
19. 3 

17. 9 
19. 4 
19. 4 
18.2 

晩腐病
発病

果粒数

0. 2 
0.0 
0目 0

3. 1 b 
0.4 a 
1目 Oab 
1. 4 ab 

0.0 
。目 0
0.0 

3. 2 
0. 3 
1. 2 
0. 8 

表4325-4

裂果
粒数

0.8 b 
O目 1a 
0.0 a 
O目 Oa 

O目 5
0.0 
0. 8 

0目 2
0. 7 
0. 8 
0目 5

F
D
n
U
A
u
 

n
u
n
U
A
U
 

果房重
(g) 

685 
683 
599 

588 
587 
612 
630 

629 
654 
613 

455 
599 
595 
523 

処理

吾重要
遮光袋

後半遮光袋

普通袋
遮光袋

後半遮光袋
遮光袋除去

普通袋
遮光袋

後半遮光袋

普通袋
遮光袋

後半遮光袋
遮光袋除去

調査日

9月9日

10月22日

9月1日

10月22日

品種

ピオーネ

ク
ン

吉
一
品
一

安
イ



工考察

（ア）簡易保温施設栽培体系における成熟期前進技

術の確立

ブドウ簡易保温施設栽培における被覆資材の利用

は、少なくともトンネル谷間資材は、不織布に農ポ

リ又は PO資材を加えることが適当と考えられた。簡

易保温施設栽培は、露地栽培に比べて、糖度は、低

いもののアントシアニン含量並びにカラーチャート

値が高くなる傾向がみられた。

開花期における 40℃の高温遭遇は、これまで知

見のなかった無核栽培においても、ジベレリン処

理したにもかかわらず高温による着粒率の低下の

原因となることが明らかとなった。

また、開花期の 40℃以下の高温遭遇の限界とし

て、 38℃の高温は、処理時間に関らず結実を低下

させないことが明らかとなったが、幹径について

は回復が認められたものの、自然温度区と比較し

て高温処理区の収縮量は大きく、回復も遅れてい

ることから、高温により何らかの樹体損傷が発生

していると考える。したがって、開花期における

温度管理は、 38℃以上の高温に遭遇させない管理

を行うことが必要と考えられる。

簡易保温施設栽培における換気方法として無電

源自動換気装置を利用する場合、気温上昇抑制効

果は、隣の 2列まで及ぶと考えられ、トンネル部

の気温上昇抑制のためには、無電源自動換気装置

の設置間隔は、少なくとも 3列に l列の割合以上、

必要と考えられた。ブドウの簡易保温施設におけ

る無電源自動換気装置を利用した換気は、外気の

最高気温が 24℃以上となるまでは、単独で使用で

きる。 24℃以上となる時期（広島県沿岸部では 5

月上旬）以降は、 トンネル谷間およびサイド被覆

資材の除去や他の換気方法との併用が必要である

と考えられた。

（イ）成熟期遅延技術の開発

発芽前の光反射シートによる地表面被覆は 3日程

度生育を遅延させる効果があるが、対照区との聞に

果実品質の差はみられないことが明らかとなった。

一方で、着色開始3週間経過後の遮光袋処理により、

晩腐病の発病が抑制され、糖度及び着色は若干劣る

ももの、 11月中旬まで健全な果実を維持できること

が明らかとなった。

着色開始 3週間経過後からの遮光袋かけにより、

成熟期は1.5ヵ月程度延長され、遮光袋をはじめから

かけ続けた場合と比較して、晩腐病の発生がやや増

加することが示唆されたが、着色はやや優れる傾向

になることが示唆された。また、晩腐病の発生を抑

制する効果としては、遮光袋による袋内温度の上昇

抑制の影響が示唆された。

オ今後の課題

（ア）簡易保温施設栽培体系における成熟期前進技

術の確立

成熟期促進技術として、簡易保温施設栽培は有効

である。また、無電源白動換気装置を用いた省力換

気の可能性を明らかにした。このため、広域的な普

及を図るために、無電源白動換気装置を用いた施設

内の温度条件の精査、樹体に及ぼす影響の解明、被

覆開始時期の検討、着色向上に有効な環状はく皮技

術を組み合わせた検討を行い、マニュアル作成を行

う必要がある。

（イ）成熟期遅延技術の開発

成熟期遅延技術としては、遮光袋を利用すること

により成熟期が延長するが、着色が劣る傾向となる

ことが明らかとなった。このため、出荷時期が遅い

産地における適応技術として、着色への影響の異な

る品種や遮光袋の利用方法についての検討が必要で

ある。

力要約

（ア）簡易保温施設栽培体系における成熟期前進技

術の確立

現地調査の結果、簡易保温施設栽培において効果

的に成熟促進できる資材の組み合わせは、施設側面

の被覆を 2重とし、 トンネル資材を不織布に農ポリ

資材等を重ねたものとすることが適当と考えられた。

簡易保温施設栽培の効率化及び省力化を目的として、

無電源白動換気装置を用いた換気を検討した結果、

トンネル部の換気効果は隣の 2列まで及ぶことを明

らかにした。また、無電源自動換気装置のみでの換

気を試みた結果、外気の最高気温が24℃となる時期

までは換気が可能であることを明らかにした。無核

栽培ブドウの開花期における高温の影響は、有核栽

培同様に着粒率を低下させ、幹径の収縮に影響を及

ぼすことを明らかにした。このため、開花期間の温

度管理は38℃以上にしない管理をする必要があるこ
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とを明らかにした。

（イ）成熟期遅延技術の開発

3 茶の気温上昇への適応技術の開発

( 1 ）茶の温暖化適応性評価法の確立と温暖化適応

品種の選定及び系統の開発・実証

ア研究目的

遮光袋は、普通袋と比較して、収穫期以降におい

ても晩腐病発生を抑制した。また、着色開始後 3週

間からの遮光袋の利用は、成熟期を1.5か月程度延期

できることを明らかにした。 温暖化に起因する生育不良や新芽不揃いによる生

産の不安定化が、西南暖地の茶産地を中心に顕在化

研究担当者（西川｜祐司

川瞬） りt広大すると予想、され、温暖化条件下で、も生育の揃

う品種や生育揃いを向上する栽培法等の対策が必要

となる。そこで本研究では、新芽斉一性が高い等の

温暖化適応性を備えた品種を選定するとともに系統

の開発を進める。

イ研究方法

（ア）温暖化適応牲を規定する生理生態的特性の解

明

a 一番茶斉一性の地域間比較

2008年に鹿児島県枕崎市と秋冬期がより温暖な沖

縄県名護市の農家茶園における‘ゆたかみどり’一

番茶の新芽 1芽重を測定して、芽重分布により岡地

域の新芽斉一性を比較した。

b 秋冬期の高気温が鉢植え茶樹一番茶の生育

に及ぼす影響

温度条件の異なる沖縄県農業研究センター名護支

所内の無加温ハウス（名護区）と農研機構・里子茶研

金谷茶業研究拠点内の加温ハウス（加温区）、無加温

ハウス（無加温区）、露地（露地区）に、早晩牲の異

なる 3品種（‘静一印雑131 （極早生）＼‘ゆたかみど

り（早生）＼‘やぶきた（中生）’）の鉢植え茶樹を各

区 1品種につき 8個体配置して、一番茶の生育を比

較した。加温区は最低気温を16℃以上に維持した。 7

号鉢で校数を10本に仕立てたのちに、無加温区と露

地区は2008年10月25日、名護区と加温区は12月 1～ 2

日に秋整枝を行い、各枝から生育する一番茶の新芽

数と各枝ごとの萌芽日を調査した。

（イ）温暖化適応性評価法の確立

a 早晩性の異なる 6品種（‘静一印雑131’、

‘ゆたかみどり＼‘やぶきた＼‘さやまかおり（中

生）’、‘おくゆたか（中生）＼‘おくみどり（晩生）’）

の鉢植え茶樹を加温区と無加温区に各品種 6個体配

置して（ア） bに記した方法で調査し、温暖化適応牲

を五平イ面した。
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ウ研究結果

（ア）温暖化適応性を規定する生理生態的特性の解

明

a 一番茶斉一性の地域間比較

名護と枕崎の農家茶園における‘ゆたかみどり’

一番茶の新芽 1芽重分布を比較したところ、枕崎で

は lgまでの範囲に分布していたのに対して、名護で

は3g程度まで分布しており、名護の方が明らかに不

揃いであった（図43311）。不揃いを生じた主因は、

b (a ）で述べる萌芽期間の長期化にあると考えら

れた。

b 秋冬期の高気温が鉢植え茶樹一番茶の生育

に及ぼす影響

(a ）新芽斉一性の低下と新芽の生育異常

1争ー印雑131’で比較すると、萌芽開始から終了

20 

までに要した日数は名護区が22日、加温区が40日で

あったのに対して、無加温区が 7日、露地区が 8日

で、あった（表4331-1）。萌芽期間が長期化した名護区

や加温区では生育が著しく不揃いになった。特に40

日を要した加温区では、最も早く萌芽した新芽が収

穫期を迎えてもまだ萌芽していない新芽がみられる

状況であった。‘ゆたかみどり’でも i争一印雑131’

と同様な傾向がみられた。 一方‘やぶきた’では、

名護区と加温区においてほとんどの新芽が萌芽しな

かった。萌芽した少数の新芽も写真43311のように

葉が展開せずに生育が途中で停止するか、葉は展開

するが節聞が十分に伸長しないなどの異常がみられ、

正常に生育するものがほとんどなかった。加温区と

無加温区の生育比較を写真43312に示した。

場所
芽数 新芽重 CV 
Im g／芽 明

枕崎 2207 0. 49 ± 0. 24 50 
牙 ¥I}{¥ 名護 828 0. 74 ± 0. 52 71 
数
割 10
tロ』 ，、 ー企ー枕崎
。色

ー・ー名護

。。 2 3 
1芽重 g 

図433ト1 名護と枕崎の農家茶園における‘ゆたかみどり’ 一番茶の芽重分布

表4331-1 秋冬期の高気温が一番茶の萌芽期に及ぼす影響

名護区 加温区 無加温区 露地区

品種名 萌芽 萌芽 日 萌芽 萌芽 日 萌芽 萌芽 日 萌芽 萌芽 日

始期 終期 数 始期 終期 数 始期 終期 数 始期 終期 数

静一印雑131 1/15 2/5 22 2/9 3/21 40 3/15 3/22 7 3/22 3/30 8 

ゆたかみどり 2/14 3/8 22 1/20 4/2 72 3/20 3/27 7 3/24 4/2 9 

やぶきた 3/29 4/7 9 4/4 4/12 8 

一：ほとんどの新芽が萌芽しなかった

一－434一一



写真4331-1 秋冬期の高気温による‘やぶきた’ 一番茶の生育異常

左上下：異常（加温区）、右・正常（無加温区）

写真4331-2 加温区（左）と無加温区（右）の生育比較

上 ．静一印雑131、中：ゆたかみどり、下 ：やぶきた



と、新芽数が減少しないこと、萌芽期が揃うことと

いう特性である。

（イ）温暖化適応性評価法の確立

無加温区では 6品種とも新芽が正常に生育した

（図43313）。一方加温区では‘青争ー印雑131’と‘ゆ

たかみどり’の新芽は正常に生育したが、 ‘やぶき

た＼‘さやまかおり＼‘おくゆたか＼‘おくみど

り’の 4品種はほとんどの新芽が萌芽しなかった（表

4331 2）。そのため、これら 4品種の萌芽期間と新芽

数は比較できなかった。高気温条件下で新芽数が減

少せず、萌芽期が揃う品種は見だせなかった。

( b）新芽数の減少

市争ー印雑131＇＇‘ゆたかみどり＼‘やぶきた’と

もに、加温区と名護区では新芽数が減少した。新芽

が l枝につき概ね 1本しか伸長しなかったためであ

る。一方、無加温区と露地区では多くの枝で新芽が 2

本以上伸びた（図4331-2）。

以上のとおり、秋冬期の高気温条件下では、新芽

の生育異常と新芽数の減少、萌芽期間の長期化によ

る新芽斉一性の低下を生じることが明らかになった。

したがって、生理生態面からみた温暖化適応性は、

秋冬期の高気温条件下でも新芽が正常に生育するこ

3 
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秋冬期の高気温が一番茶の萌芽期に及ぼす影響

加温区 無加温区

萌芽 萌芽萌芽
日数

終期 始期終期

3/21 40 3/15 3/22 

4/2 72 3/20 3/27 

3/29 4/7 

3/29 4/5 

3/30 4/5 

4/4 4/9 

表4331-2

芽
期
一

3

m

萌
始
一

Z

V

品種名

静一印雑131

ゆたかみどり

やぶきた

さやまかおり
おくゆたか

おくみどり

考察

（ア）温暖化適応牲を規定する生理生態的特性の解

明

秋冬期の高気温条件下で生じる問題として、新芽

の生育異常と新芽数の減少、萌芽期間の長期化によ

る新芽斉一性の低下が明らかになった。これらの中

で最も大きな問題は‘やぶきた’に現れた新芽の生

育異常である。‘やぶきた’はわが国の70%以上を占

める品種であり、生産現場でこの異常が現れれば大

きな問題となる。名護の農家茶園では、今のところ

‘やぶきた’の新芽が伸びないといった異常は観察

されていない。名護支所内の‘やぶきた’茶園でも

生育異常が見られなかった。現状では‘やぶきた’

で新芽の生育異常が確認された地域は見当たらない。

しかし名護の農家茶園では、暖冬年に一番茶の収穫

期が遅れたり、生育が揃わないといった問題が起き

ており、温暖化の進行にともない生育異常が現れて

くる可能性を否定できない。幸い本研究の設定条件

下で‘静一印雑131（極早生）’と‘ゆたかみどり（早

生）’が正常に生育し、この問題は品種転換による解

決が可能であることを示せた。これらの 2品種以外

にも、秋冬期の高気温条件下で一番茶が正常に生育

する性質を備えた品種があるかどうかを確かめる必

要がある。

本研究では、新芽数の減少としづ減収に直結する

可能性の高い問題点を新たに見出した。沖縄では県

外の茶産地に比べて一番茶の収量が非常に低い現状

にある。もし低収量の原因が新芽数の減少にあるな

ら、他の産地でも温暖化が進めば著しい減収を招く

可能性がある。新芽数の減少には品種間差異が見だ

せなかったため、この問題の解決には栽培技術での

対応も並行して考えていく必要がある。新芽数の減

少は、同一枝で最上位の 1芽しか伸長しないという

現象の結果であった。本研究の結果から判断して、

各校から 2つ以上の新芽を伸長させるには低温が必

要だと考えられた。何℃以下にどのくらいの期間遭

遇すれば新芽数を増やせるのかを明らかにして、対

策技術の開発につなげる必要がある。

萌芽期間の長期化で起きる栽培上の問題点は、早

く萌芽した新芽に収穫期を合わせると収量が低く、

遅れた新芽に合わせると収穫適期を越えて硬化した

新芽が混じって製茶品質が低下するというものであ

る。しかし、萌芽期間の長期化についても品種間差

異が見出せなかったため、この問題の解決も栽培技

術での対応を並行して考えていく必要がある。

（イ）温暖化適応性評価法の確立

本研究では、（ア）で明らかにした問題を品種転換

により解決しようと考え、品種の選定や育成に必要

な温暖化適応性評価法の確立を試みた。温暖化適応

牲を規定する特性の中で、生育異常の発生について

は品種間差異を見出せた。秋冬期に16℃以下の低温

に遭遇しない条件においた鉢植え茶樹を用いて生育

異常の有無を検定できる。ただし、 16℃は名護地方

の最低気温平年値を基に設定した温度である。生育

異常を起こす限界温度は明らかでない。

新芽数の減少と萌芽期間の長期化については、明

確な品種間差異を見出せなかったため、現時点では

温暖化適応性の選抜指標にできない。品種間差異を

検出するには、検索品種数を増やすか、温度条件を

より詳細に設定した試験を実施する必要がある。

一：ほとんどの新芽が萌芽しなかった

工

オ今後の課題

（ア）本研究に供試していない主要品種について、

秋冬期の高気温条件下で一番茶が正常に生育する性

質を備えているかどうかを確かめる。

（イ）生育異常、新芽数の減少、新芽斉一牲の低下



を起こすそれぞれの限界温度を明らかする。新芽数

の減少と新芽斉一性の低下を克服する栽培技術を開

発する。

（ウ）本研究で明らかになった問題が実際の茶園で

も起きているかを確認するとともに、想定される被

害の定量的な影響評価を行う。

力要約

茶の温暖化適応性を規定する生理生態的特性は、

秋冬期の高気温条件下でも新芽が正常に生育するこ

と、新芽数が減少しないこと、萌芽期が揃うことと

いう特性である。新芽が正常に生育する 2品種を明

らかにした。 3つの特性を兼ね備えた品種は見だせ

なかった。これらの特性は、秋冬期に16°C以下の低

温に遭遇しない条件においた鉢植え茶樹を用いて検

定できる。

研究担当者（岡本毅ぺ平松紀士、佐波哲次）

( 2 ）温暖化適応性の高い茶品種の周年安定生産体

系の現地実証

ア研究目的

今後温暖化が進むと、年間の生育期聞が延長して

従来の収穫体系では不適合を生じると予想され、生

育期間の延長に対応した新たな年間収穫体系の確立

が求められる。また、 一番茶の新芽不揃いによる収

量と品質の低下が顕在化することも予想され、長期

的対策としては温暖化条件下でも生育不揃いが生じ

にくい品種への転換が必要となる。そこで本研究で

は、萌芽が休眠に左右されにくく現時点で温暖化適

応性が最も高いと評価される‘静 一印雑131’を用い

て、沖縄における周年安定生産を実現する収穫体系

を確立するとともに、開発技術の有効性を現地試験

で実証する。

イ研究方法

（ア）2008年と 2009年に極早生品種の‘静 一印雑

131’を供試し、沖縄県農業研究センター名護支所内

の茶園と沖縄県名護市の農家茶園で周年安定生産技

術（更新処理を組み込んだ多回数収穫法）について

中食言すLfこ。

a 沖縄県農業研究センター名護支所内試験

沖縄県農業研究センター名護支所内の茶園で2007

年（圃場 A）と2008年（圃場 B）に試験を開始した。

更新処理を二番茶収穫後に行う 二茶後更新法、 三番

茶収穫後に行う 三茶後更新法、更新を行わず年間を

通して収穫を続ける年間収穫法、四番茶まで収穫す

る慣行法を設け、同一試験区に同じ処理を 2～ 3ヵ

年続けた。各法の収穫期と収量、品質を相互に比較

し、多回数収穫法の有効性を検討した。更新法と年

間収穫法は秋整枝を12/15に、慣行法は 1I 5に実施

した。更新処理は株面から15～20cmの枝葉部分を刈

り落とした。品質は高速液体クロマトグラフィーで

乾物サンフ。ルの成分分析を行い評価した。

b 現地実証試験

沖縄県名護市内の農家茶園（面積0.lha）において

2009年に試験を開始した（写真4332-1）。更新法と慣

行法を設け、収穫期と収量、品質を調査した。品質

は、乾物サンフ。／レの成分分析に加えて、実際に製茶

して標準的な審査法による官能審査で評価した。

写真4332-1 現地実証試験の実施状況（2009.5.25)



ウ研究結果

（ア）沖縄県農業研究センター名護支所内試験

2008年と 2009年は同一の方法で試験を行い同様の

結果が得られたので、 2009年の結果について述べる。

処理 3年目（圃場A）の更新法（二茶後更新法、三茶

後更新法）及び年間収穫法では、慣行法に比べて一

番茶の収穫期が 8日早まり、 6回収穫でき、年間収

量が慣行法に比べて19～35%増加した（表4332-1、

2 ）。処理2年目（圃場 B）の更新法と年間収穫法で

は、慣行法に比べて一番茶の収穫期が 7日早まり、

表4332-1 更新法及び年間収穫法が‘静印

雑131’の収穫期に与える効果（2009

年：処理3年目）

処理 収穫期（月／日）

方法 一番茶二番茶三番茶四番茶五番茶六番茶

二茶後
2/26 4/17 6/22 7/23 8/24 9/30 

更新法

三茶後
2/26 4/17 6/1 7/28 8/25 9/28 

更新法

年間
2/26 4/17 6/1 7/6 8/10 9/14 

収穫法

慣行法 3/6 4/21 6/5 7110 

更新処理：二茶後更新法4/18、ゴ茶後更新法
6/2 

表4332-3 更新法及び年間収穫法が‘静印

雑131’の収穫期に与える効果（2009

年：処理2年目）

処理 収穫期（月／日）

方法 一番茶二番茶三番茶四番茶五番茶六番茶

二茶後
2/27 4/16 6/22 7/28 8/28 10/2 

更新法

三茶後
2/27 4/16 5/29 7/28 8/27 9/29 

更新法

年間
2/27 4/16 5/29 7/6 8/10 9/14 

収穫法

慣行法 3/6 4/22 6/5 7/13 

更新処理：二茶後更新法4/18、ゴ茶後更新法
5/30 

圃場 A と同様に年間 6回収穫でき、年間収量も28～

36%増加した（表4332-3、 4）。圃場 A、Bともに、

年間収穫法と更新法とには年間収量に有意差が認め

られなかった。更新法と年間収穫法では処理を複数

年繰り返しても年間 6回の収穫が継続でき、慣行法

に比べて高収量が得られた。圃場A、Bとも更新法で

は、年間収穫法と比べて更新後に得られる茶のアミ

ノ酸含有率が高く、カテキン含有率が低かった（図

4332-1）。

表4332-2 更新法及び年間収穫法が‘静印

雑131’の収量に与える効果（2009

年．処理3年目）

生葉収量（t/ha) 

処理
一番茶二番茶三番茶四番茶五番茶六番茶

年間

方法 収量

二茶後
2.8 5.7 2.7b 7.0a 3.1 2.7 24.0a 

更新法

三茶後
2目3 5目2 6目7a 3目2b 3目6 3目2 24目2a

更新法

年間
2目3 6目2 6目9a 5目Ba 3目6 2目3 27目1a

摘採法

慣行法 3目。 4目8 6目Sa 5目Ba 20.1b 

有意差 n.s. n.s. * * n.s. n.s. * 

1）更新処理：二茶後更新法4/18、三茶後更新

I去6/2

2）表中の値に付記した異符号聞には5%水準で

Tukey HSD法による有意差がある

表4332-4 更新法及び年間収穫法が‘静印

雑131’の収量に与える効果（2009

年：処理2年目）

生葉収量（tha)

処理
一番茶二番茶三番茶四番茶五番茶六番茶 年間

方法 収量

二茶後

更新法
3.1 5.0 3.3b 5.9a 2.9 2.2 22.4a 

三茶後

更新法
2.9 4.3 6.0a 3.4b 3.9 2.1 22.6a 

年間

摘採法
2.9 4.8 5.2ab 4.9ab 3.1 2.9 23.Sa 

慣行法 2.3 4.5 5.3a 5.4a 17.5b 

有意差 円.s. 円.s目 ＊ ＊ 円.s目 n目s. ＊ 

1）更新処理：二茶後更新法4/18、ゴ茶後更新
法5/30

2）表中の値に付記した異符号聞には5%水準で
Tukey HSD法による有意差がある
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二茶後更新法 三茶後更新法 年間収穫法 慣行法

処理2年目

図4332-1 更新法が‘静 印雑131’の遊離アミノ酸含有率及びカテキン含有率に与える効果（2009年：

沖縄県農業研究センター名護支所内試験）

1)遊離アミノ酸含有率はアスパラギン酸、グルタミン酸、セリン、グルタミン、アルギ二ン、テアニン

の合計値

2）カテキン含有率はエピガロカテキン、エピカテキン、エピガロカテキンガレート、エピカテキンガレー

トの合計値

（イ）現地実証試験

支所内試験と同様に更新法では慣行区に比べて一

番茶を早期に収穫でき、年間で 6回収穫できた。年

間収量も慣行法に比べて増加した（表43325、 6）。

表4332-5 更新法が‘静印雑131’の収穫期に

与える効果（2009年：現地実証1年目）

処理 収穫期（月／日）

方法 一 番 茶二番茶三番茶四番茶五番茶六番茶

更新法 2/26 4パ0 5パ7 7120 8/20 9/21 

慣行法 3/6 4/22 6/5 7 /13 

更新処理： 5/20

官能審査による品質評価は、更新法の五番茶が最も

高く（表43327）、成分分析の結果でもアミノ酸含有

率が高く、カテキン含有率が低かった（図43322)0 

表4332-6 更新法が‘静印雑131’の収量に与

える効果（2009年：現地実証1年目）

生葉収量（t/ha)

処理 年間
一番茶二番茶三番茶四番茶五番茶六番茶

方法 収量

更新法 2目2 3.1 4目0 10目la 3目1 3目6 26目la

慣行法 2.1 2.9 4.9 5.4b 15.3b 

有意差 n.s. n.s. n.s. * ＊ 

1)更新処理： 5/20

2）表中の値に付記した異符号聞には5%水準で、

Tukey-HSD法による有意差がある
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現地実証試験の官能審査結果表4332-7

順位合計味水色香り色賢事茶期試験区

8 53目410目310.5 10目310.3 12.0 一番茶

二番茶 7 56.6 11.0 11.3 10.8 11.0 12.5 
更新区

4 60.1 12.0 12.5 11.8 11.8 12.0 三番茶

2 

62.4 12.0 12.3 12.5 12目812.8 五番茶

3 60.6 12.5 13.3 12.8 11.5 10.5 六番茶

7 56.6 10.8 11.0 11.0 11.8 12.0 一番茶慣行区

6 56.9 11目311目811目310.0 12.5 二番茶

三番茶 5 59.6 12.5 13.0 12.3 11.0 10.8 

同~

61.6 

（ 目 60

主14.0

語12.0

2ゴ10.0

咋 8.0

4m 6.0 

~ 4.0 

lト 2.0

-R 0.0 

13.3 

1)①形、色：茶の外観の評価

②香り ：茶を湯で浸出後の茶がらの香りの評価

③水色、味：茶の浸出液の色及び味の評価

2）各項目20点満点の標準審査法で実施

3）審査評点はサンプルにつき2回実施した平均値

4）更新区の四番茶の官能審査は実施していない

言2.0

翌日
時

~LO 
歯車
" 0.5 

品。。
損

14.0 12.5 11.0 10.8 四番茶

様様様 W- 線維持
晦棉醐棉 胸胸胸
川匝同 4く I I l 川

更新法 慣行区

の遊離アミノ酸含有率及びカテキン含有率に与える効果（2009年：

山
町
梅
匝

山
開
綿
川

持
胸

ンァテ

数年おきに細かくなり過ぎた枝や光合成能力の低下

した葉を刈り落とし、活性の高い新しい枝葉で樹体

を若返らすことであり 、更新による収量回復効果は

通常翌年以降にあらわれる（入来 2））。と ころが、亜

熱帯にある沖縄で極早生品種の ‘静印雑131’を用

いると年内で更新効果が得られる。さらに、更新処

理を毎年実施しても翌年に樹勢低下の影響があらわ

れることもなかった。更新後に得られる茶は、年間

収穫法の同時期の茶と比べて品質が高いことが明ら

かとなった。 したがって、更新処理を組み入れた多
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図4332-2 更新法が‘静印雑131’

現地実証試験）

1）遊離アミノ酸含有率はアスパラギン酸、

の合計値

2）カテキン含有率はエピガロカテキン、エピカテキン、エピガロカテキンガレート、エピカテキンガレー

トの合計値

アルギ二ン、グルタミン、セリン、グルタミン酸、

考察

亜熱帯に属する沖縄で極早生品種‘静 印雑131’

を栽培すると 、冬季も生育を停止せず、秋整枝期を

前進させることで一番茶の収穫期を顕著に早められ

（平松ら 1））。 本研究でも、秋整枝を前進させた年

間収穫法と更新法では、一番茶の収穫期が早まり 生

育期間が延伸したことで年間 6回の多回数収穫が行

え、慣行法に比べて年間収量も増加することが明ら

かとなった。

更新処理の目的は、茶園の生産力をあげるために

エ

る



回数収穫法は、継続可能な方法であり、慣行法より

収益性の高い生産を実現できる方法であることが確

認できた。

オ今後の課題

（ア）現地実証試験は 1年のみの実施であるため、

更新処理による翌年の樹勢への影響、更新処理が複

数年継続可能かどうかを確認する必要がある。

（イ）‘静印雑131’はやや品質が劣るため、温暖

化適応牲を持った品質が優れる品種の選定が必要で

ある。

力要約

更新処理を組み入れた多回数収穫法は、温暖化条

件下でも品質低下を生じることなく年間 6回の収穫

を可能とし、慣行法に比べて収益性の高い生産を実

現出来るとともに、複数年処理を継続しでも樹勢低

下を生じない。なお、本法は極早生品種‘静 印雑

131’に適用できる。

キ引用文献

1）平松紀士ら（2007）.沖縄における最終整枝期の

前進による「静一印雑131」一番茶の早進化．茶業

研究報告. 104 （別）：4445. 

2）入来浩幸（2008）.茶園の更新．茶大百科II. 農

丈協. p203-222. 

研究担当者（平松紀士ぺ岡本毅）

( 3 ）茶樹耐凍性の迅速な評価方法の開発

ア研究目的

暖冬下で、樹体休眠が浅いため不時に襲来する低

温で茶樹の越冬芽が凍害を受け、一番茶が減収する

事例が最近多発している。茶樹の耐凍性程度に基づ

いて必要性を判断し的確な防霜対策を行うことがで

きれば、より効率的・効果的な防霜が可能になる。

そこで、茶樹の耐凍性を簡易・迅速に評価するため、

樹体の凍結特性等と凍害発生程度との関係や凍結処

理後の組織漏洩物質と凍害発生程度との関係を解明

する。このことにより、 1～2日間で茶樹耐凍性程

度を評価出来る方法を開発する。

イ研究方法

（ア）凍結温度及び LCRメータによる茶樹耐凍性の

評価

可搬型ディープフリーザー（ツインバード社

SC DF25）と記録計を組み合わせ、凍結温度検出に

ベルチェ素子（日本テクモ社）を用いる茶樹体組織

の凍結温度測定装置によって茶枝の凍結温度の比較

調査を試みた。また、物体の電気的特性を評価する

LCRメータ（HIOKI 3532）で、凍結処理した茶切枝

インピーダンス特牲を計測し、枯死する枝の早期判

別法を検討した。

（イ）組織浸出液による茶樹耐凍性の評価

茶切り枝を低温処理した後に組織溶出成分を EC

メーター（TOADKK社WM22EP）で計測し、障害発

生程度との関係を調査した。低温処理後サンフツレを

枝と葉に分割し、細切や粉砕などの前処理をしない

インタクトな状態で新鮮重の20倍量の脱イオン水を

加え、浸出容器ごとデシーケータに入れ、真空ポン

プで 1時間脱気処理を行って組織浸出液を得る方法

を適用した。

（ウ）熱画像による冬期の夜間茶園の調査

冬期茶園の温度を熱画像装置で計測し、茶園と茶

樹の表面温度の実態を明らかにした。

ウ研究結果

（ア）凍結温度及び LCRメータによる茶樹耐凍性の

評価

試料の凍結温度検出にベルチェ素子を用いる組織

凍結温度測定装置によって、茶枝の凍結時の放熱が

高感度で検出されることを確認した（データは省略）。

また、 LCRメータでは、凍結処理後の茶切枝インピー

ダンス特性が、無処理に比べ大きく変化しているこ

とを確認した（データは省略）。しかし、これら 2つ

の方法では、茶園葉層部にある多数の枝について個

別に計測してそれらの平均的な値から茶樹耐凍牲を

評価することは著しく手聞がかかるため、茶園にお

いてはこれらは非現実的な手法であると判断された。

（イ）組織浸出液による茶樹耐凍性の評価

茶切り枝を低温処理した後に組織溶出成分を EC

メータで計測する方法は、多数のサンフ。ルを処理す

れば樹体の平均的な数字が得られ、障害発生程度と

の関係性も認められることから耐凍牲の迅速な評価

方法として有望と考えられた。なかでも、真空ポン
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プで 1時間脱気処理を行って組織浸出液を得る方法

を適用すれば、葉組織からの成分流出を促進できる

ため、葉では低温処理当 日でも障害程度を判定でき

ることが分かつた（図4333-1、2）。

（ウ）熱画像による冬期の夜間茶園の調査

冬期の夜間に茶園熱画像を計測し、茶園では周囲

250.0 

200.0 

~ 150.0 
ミユ

坦
日100.0

50.0 「ー 「1 」｜I I I 
00 ' 』 回圃 I I 園困 ' I 圃圃 ' I 』 d ' 

の他作物や雑草、森林などに比べて著しく低温にな

りやすく、凍霜害を受けやすい温度環境条件にある

ことを確認した。特に、葉層面が平滑に整枝された

枝葉が密な管理良好茶園では、この傾向が強いこと

が分かつた（写真43331、2）。

250.0 

200.0 

t せ3150.0 

ミ之

岨芯U」 100.0 

50.0 

。。
無処理一10。C -15°C -20℃ 

処理種別

図4333-2 低温処理と枝の浸出液 EC

写真4333-1 土地利用と夜間温度

中央部丘の上が黒く見える部分が茶園で周囲は林地
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工考察

茶樹の迅速な耐凍性評価手法が確立できれば、現

状の、切り枝に低温処理を行った後に芽がどのよう

に発芽するかを 1週間以上観察して、枝の耐凍性を

評価する方法に比べ大きく効率化できると見られる。

処理当日に結果が分かる本研究で試みた組織浸出液

ECによる評価方法が、葉に限らず枝や芽で確立され

れば、切り枝採取のその現場茶園で測定し、その場

所の耐凍性情報をその日のうちに提供することも可

能になると期待される。最近の越冬期茶園の状況は、

比較的暖冬で茶樹の耐凍性が低下していること、確

実な防霜効果を確保するため、防霜ファンの稼働等

の防霜対策期間が長期化していること、凍霜害の被

害が発生しない条件でも防霜対策を過剰に行う恐れ

があること等の問題が発生しているので、今後さら

に現場で使えるような具体的レシピとして手法を確

立することが必要と考えられる。ベルチェ素子によ

る組織凍結温度の検出や、 LCRメータによるイン

ピーダンス特性の調査は、葉層に多数の枝がある茶

では適用することに無理があると見られたが、校数

が少ない果樹などでは有望な手法になる可能性があ

るので、さらに検討することが必要である。冬期夜

間の茶園熱画像から、茶園は他作物に比べて著しく

低温になりやすく凍霜害を受けやすい作目であるこ

とを確認したので、葉層管理状態と温度低下との関

係をさらに明らかにし、凍霜害を受けにくい茶園管

理条件を見出す必要があると考えられる。

オ今後の課題

当初の目的とした茶樹耐凍性の迅速評価方法の開

発は、方法開発への手がかりが得られた段階までし

か進展できず、多くの未解決課題が残っている。低

温処理したサンフ。ルを脱気浸出し EC値で評価する

方法をさらに改善して、芽や枝の迅速評価法を確立

する必要がある。茶では適用困難であった凍結経過

の測定や LCRメーターによる電気的評価も有効な作

物がある可能性がある。

力要約

迅速な耐凍性評価方法を開発するため、可搬型

ディープフリーザーと記録計を組合わせ凍結経過の

検出にベルチェ素子を用いる方法、低温処理枝の電

気的特性を評価する LCRメーターで耐凍性を評価す

る方法を試みたが、両者とも解決すべき課題が多く 、

迅速な耐凍性の評価に使うには現時点では難しいと

考えられた。低温処理後にサンフ。ルを脱イオン水で

浸出し途中で減圧脱気し浸出液の EC値で障害程度

を検出する方法は、低温処理当日に凍結障害を判定

できる可能性が示された。その他の関連調査として、

越冬期の茶園で熱画像装置により茶園表面温度を計

測し、茶園自体が冷えやすい特徴を持つことを確認

した。

研究担当者（松尾喜義＊）
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( 4）茶の耐凍性評価に応じた防霜ファンの省電力

制御技術の開発と現地実証

ア研究目的

近年、暖冬下に、樹体休眠が浅いため不時の低温

により茶樹の越冬芽が凍害を受け、一番茶が減収す

る事例が発生している。これまで、新芽を対象に晩

霜対策として防霜ファンが広く普及してきたが、確

実な凍害防止効果を確保するため冬期に越冬芽を対

象として防霜ファンを稼動する場合があり、稼働期

聞が長期化している。そこで、省電力型制御技術を

開発し、茶樹耐凍性評価情報と合わせて稼働するこ

とにより、効率的・効果的な防霜ファンの利用技術

を開発する。

イ研究方法

（ア）自然風の強弱が高所と地面付近との気温差及

び防霜ファンの効果に及ぼす影響の解析

a 自然風の強弱が高所と地面付近との気温差

に及ぼす影響を解析するため、農研機構・野茶研内

（静岡県島田市）の気象観測露場において観測され

た風速及び気温を利用した。風速計は地上6.5m、温

度計（白金測温体）は地上0.5m及び4.Smに設置され

ていた。風速は正時を含む前10分間の平均値、温度

は正時の瞬時値とした。解析は2006年 2月8～1413'

3月 2～ 5日のそれぞれ19時～ 6時までの夜間の期

間を対象とした。

b 自然風の強弱が防霜ファンの効果に及ぼす

影響を解析するため、 2006年 2月から 3月にかけて

農研機構・野茶研内の茶園で行った試験データを利

用した。 2種類の防霜ファン A及びBを60分間隔で

A運転、停止、 B運転、停止の順に15分間ずつ稼動さ

せ、樹冠面葉温を熱電対により計測した。なお、防

霜ファンAは普通型（2.5kW）、Bは多頭型（側方1.5kW 

×2 ＋中央2kWをl組とし首振り機構を持たない）

とした。周辺の自然風の風速は研究所内の気象観測

露場の風速データ（ 1分間隔）を利用した。

（イ）節電型防霜ファン制御法の開発

a 茶園上層のファン設置高の気温を制御に反

映させた節電型のファン制御法（以下、温度差制御）

について検討するため、温度センサを樹冠面とファ

ン設置高さに設置し、通常の制御盤とファンの聞に

プログラマブルロジックコントローラ（PLC）を挿入

した試験用制御装置を製作した。設定項目は設定温

度、運転停止温度、温度差、運転停止温度差とした。

b 2009年 3月から 4月に静岡県牧之原市の茶

園（10a、南北53m東西19m、11うね）で実証試験を

行った。慣行制御と温度差制御の防霜ファンを設置

し、慣行制御は設定温度 3℃、運転停止温度 5。C、

温度差制御は設定温度 3。C、運転停止温度 5℃、温

度差2℃、運転停止温度差1.5℃とした。運転状況の

確認は慣行制御は電力量計、温度差制御は電力量計

とPLCで、行った。電力量計の読み取りは lkWh単位

で、行った。なお、温度差制御の電力量には制御装置

の消費電力量（およそ lkWh/2日）も含めた。

ウ研究結果

（ア）自然風の強弱が高所と地面付近との気温差及

び防霜ファンの効果に及ぼす影響の解析

自然風の風速の増加に伴い気温差は減少し、平均

風速が 3misを超える状況では気温差が l℃以下と

なった。平均風速が 3misを超えた場合には、逆転層

の形成が不十分で、防霜ファンによる均温化効果は

期待できないと考えられた（図43341)。

2月12日～13日の夜間の風向風速は、 21時頃まで

西南西の風、約 5m/s、21時～ 0時頃まで南西の風、

約 3m/s、0時～ 4時頃まで南南西の風、約 2m/s以

下だ、った。葉温の変化をみると、 13日l時から 5時

にかけての風が弱い時間帯は防霜ファンの稼働に対

応した昇温効果が認められたが、それ以外の時間帯

では防霜ファンが稼動しているにもかかわらず昇温

効果が認められなかった（図4334-2: A）。

3月 4日～ 5日の夜間の風速は、 l時頃まで南西

の風、約 2m/s以下、 1時～ 6時頃まで西南西の風、

2～ 3 mis程度だ、った。葉温の変化をみると、 5日l

時までは防霜ファンの稼働に対応した昇温効果が

はっきりと認められた。以後は 5日3時台に風速が

平均（60分間平均） 2.4m/s （最小1.6～最大3.3m/s) 

と風がやや弱まった時に防霜ファンの稼働に対応し

た昇温効果が若干認められたが、それ以外の時間帯

では、認められなかった（図4334-2: B）。

2月13日の 0時～ 4時頃と 3月 5日の l時～ 6時

頃は、ともに南向きに設定された防霜ファンとはほ

ぼ対向する南から西の風で、 2月13日は風速約 2m/s 

以下、 3月5日は 2～3m/s程度であった。風速の小

さい 2月13日は防霜ファンの稼働に対応した昇温効

果が認められたが、風速が若干大きい 3月 5日は認
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められなかった。
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図4334-2 防霜ファンの稼働による樹冠面葉温の変化

A （上段）: 2006年2月12日～13日

B （下段）: 2006年3月4日～5日

（イ）節電型のファン制御法の開発

樹冠面付近の気温に加え、樹冠面付近と茶園上層

のファン設置高との気温差の情報をファン稼働のた

めの制御指標とする温度差制御を考案した。ファン

設置高の気温が樹冠面付近の気温より温度差設定値

以上高くないと防霜ファンは稼働しない。樹冠面の

気温が設定値より高いか低いかから始まり、気温差

を判定して稼働を決定する。稼働された場合、樹冠

面の気温と運転停止温度並びに気温差と運転停止温

度差を判定する（図4334-3）。

およそ 2ヶ月間安定して稼働した。実証試験期間

中、周辺では2009年 3月第 6半旬に最低気温が低い

日が続き、近傍の防霜対策の無い茶園では新芽の褐

変が観察されたが、試験園では認められなかった。

その後の観察においても、新葉の奇形などは認めら

れなかった。およそ 2ヶ月間の稼働でi自費電力量は

慣行制御256kWhに対して、温度差制御98kWhだ、った

（図43344）。運転期間を2009年 3月17日～4月28日、

防霜ファンをlOa当たり 4kWとした場合の消費電力

量と削減率を計算したところ、消費電力量は慣行制

御で208kWhに対し、温度差制御では96kWhで、削減

率は53.8%だ、った（表4334-1）。
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温度差制御

温度差制御と慣行制御

慣行制御

図4334-3

温度差制御による消費電力量と削減率

制御方法

表4334-1

d慣行

208 

53.8 

3.0℃／5. 0℃ 

／ 

温度差

96 消費電力量 kWh 

削減率 免

設定温度／運転停止温度
温度差／運転停止温度差

3.0℃／5.0℃ 
2.0℃／1. 5℃ 

1)2009/03/17 04/28、静岡県牧之原市
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実証試験期間の消費電力量図4334-4

のない夜に発生しやすいとされていることとも合致

する。よってこのような条件下では、防霜ファンの

空気を混合する効果が得られないと考えられる。

防霜ファンの効果について、二晩の観測では、

然風が風速2～ 3m/s以上あるような場合、防霜ファ

ンの稼働に対応した昇温効果が認められなかった。

防霜ファンにより発生した風が白然風

白

このことは、

一－447一一

考察

（ア）白然風の強弱が高所と地面付近との気温差及

び防霜ファンの効果に及ぼす影響の解析

平均風速がおよそ 3m/sを超えた場合には、高所と

地面付近との気温差は小さく、茶園の空気はすでに

撹持され接地逆転の形成が弱いか、あるいは形成さ

れていないと考えられる。これは、一般に霜害が風

工



により乱され茶株面まで到達していない可能性や、

上記ように高所低所の気温差が小さいために葉温計

測において防霜ファンの稼働に対応した昇温効果が

得られなかったと考えられる。気温差や風速条件を

センサなどで検出し、防霜ファンの稼働制御に利用

すれば、効果が期待できないような環境下での無駄

な稼働をなくした節電型の制御が可能になると考え

られる。

（イ）節電型のファン制御法の開発

実証試験期間中の近傍のアメダス観測値（地点

名：アメダス菊川牧之原）は0.4℃（2009年 3月27日）

で、防霜対策の無い茶園では新芽の褐変が観察され

たが、試験園では認められなかったことから、本試

験期間においては、慣行制御の防霜ファンと同等の

霜害防止効果があったと考えられる。

オ今後の課題

（ア）白然風の強弱が高所と地面付近との気温差及

び防霜ファンの効果に及ぼす影響の解析

防霜ファンは茶園の接地気層にできた上下の気温

差を利用するとされるが、気温差が現れる条件やそ

の発達の過程などを踏まえ、どの程度の気温まで霜

害防止効果が得られるのかを調査しておく必要があ

る。

（イ）節電型のファン制御法の開発

実用技術として具備すべき機能・性能の検討を行

う必要がある。また、茶芽が耐凍性を獲得できてい

ない晩秋期や茶芽萌芽期前後から収穫までの利用に

ついて、耐凍’性に合わせた温度設定などと合わせて

効果的に利用できるよう利用技術を開発する必要が

ある。

力要約

（ア）白然風の強弱が高所と地面付近との気温差及

び防霜ファンの効果に及ぼす影響の解析

過去の気象データを用い、風の強弱が高所と地面

付近の気温差及び防霜ファンの効果に及ぼす影響を

解析した結果、白然風が風速 3m/s程度以上あるよう

な場合、高所低所の気温差が小さいために作物体温

を直接暖める効果が小さい可能性や防霜ファンによ

り発生した風が白然風により乱され茶株面まで到達

していない可能性が考えられた。気温差や風速条件

をセンサなどで検出し、防霜ファンの稼働制御に利

用すれば、効果が期待できないような環境下での無

駄な稼働をなくした節電型の制御が可能になると考

えられた。

（イ）節電型のファン制御法の開発

2つの温度センサを備え、その気温差を防霜ファ

ン制御に加える制御法を考案し、そのための制御盤

とデータ記録装置を試作した。上空と樹冠面との気

温差を制御に加え、樹冠面付近の気温が設定温度よ

り低い場合、気温差を考慮し設定気温差より気温差

が大きい場合にのみファンが運転する。こうするこ

とで気温差が小さい場合、つまり放射冷却が弱し、場

合や風が強く上空と樹冠面付近空気が混和されてい

る状況での運転を止めることができる。静岡の実証

データをもとに、運転期間を2009年 3月17日～ 4月

28日、防霜ファンをlOa当たり 4kWとした場合の消

費電力量と削減率を計算したところ、消費電力量は

慣行制御で208kWhに対し、温度差制御では96kWhで、

削減率は53.8%だった。

研究担当者（荒木琢也＊）
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第 4章 畜産・飼料作物における適応技術の開発

畜産の気温上昇への適応技術の開発

( 1 ）暑熱環境下における育成牛のエネルギーおよ

び窒素蓄積メ力ニズムの解明と適正給与技術の

開発

ア 研究目的

暑熱下における育成牛では、粗飼料摂取量の大幅

な低下、エネルギー及び蛋白質蓄積量の低下が認め

られている（Nonakaet al. 1））。また、暑熱下では飼

料の第一胃内滞留時間の増加と第一胃容積の増大が

観察されており、第一胃内消化による飼料の分解速

度が採食量に影響を与えている可能性がある。さら

に、滞留時間の延長は飼料蛋白質の第一胃内分解量

の増大を引き起こしている可能性が強い。

そこで、本研究では、第一胃内での飼料の繊維成

分（中性デタージェント事蹴佐、以下 NDF）及び蛋白質

分解速度に着目し、暑熱環境下において粗飼料摂取

量を確保しながら適切な蛋白質蓄積を実現する栄養

管理技術を提示することを目的とする。

イ 研究方法

（ア）暑熱環境下で、のホルスタイン種育成雌牛の粗

飼料採食量と粗飼料繊維成分の関係

環境制御実験棟で、行ったホルスタイン種育成雌牛

12頭（ 4頭× 3実験（実験 A、B、C））を環境温度20、

28及び33℃の水準に順次 2週間ずつ負荷し、粗飼料

採食量に及ぼす環境温度と湿度（相対湿度60%と70

～80%）の影響を粗飼料の NDF含量及び NDF分解速

度Unvitro法）の観点から解析した。また、 5種類の

イタリアンライグラスサイレージの NDF含量及び第

一胃内 NDF分解速度Unsitu法）を測定し、第一胃内

消化性を比較した。

（イ）ホルスタイン種育成雌牛における適温時の粗

飼料採食量に及ぼす粗飼料中の NDF含量及び第

一胃内 NDF分解速度の影響

採食量の低下を抑制する粗飼料の特徴を NDF分解

速度の観点より明らかにするため、適温下において

体重約200kgの育成牛のべ16頭で白由採食試験を

行った。供試した粗飼料は、チモシー乾草（Ti）、トウ

モロコシサイレージ（CS）、イタリアンライグラスサ

イレージ(IRS）及びオーツ乾草（Oats）の 4種類で、あっ

た。 1種類の粗飼料につき 4頭の育成牛を用い、ス

トール環境及び、飼料に馴致後、 6週間の給与試験を

行った。動物試験終了後に、供試した粗飼料の NDF

含量及び第一胃内 NDF分解速度Unsitu法）を測定し

た。

（ウ）第一胃内 NDF分解速度特性に優れた白給飼料

資源の探索

青刈り作物であるトウモロコシの茎葉 6品種、製

造副産物 5種類（ビール粕、 トウフ粕、もやし粕、

しよう油粕、麦茶粕）の第一胃内 NDF分解速度を in

situ 法（ナイロンバッグ法）で測定した。

ウ研究結果

（ア）暑熱環境下で、のホルスタイン種育成雌牛の粗

飼料採食量と粗飼料繊維成分の関係

暑熱下における育成雌牛の体温と NDF摂取量の関

係を解析したところ、体温上昇に伴い粗飼料NDF摂

取量は低下した（図44111) 0 環境温度に相対湿度を

組み込んだ指標である体感温度処理と NDF摂取量の

関係をみると、体感温度上昇による NDF摂取量の低

下割合は同じ草種（イタリアンライグラス）であって

も異なっており、実験Aの低下割合は小さく、実験 B

の低下割合が最も大きかった（図44112）。これらの

実験に供試した飼料の NDF分解速度を invitro培養

法で測定したところ、環境温度上昇による NDF摂取

量低下が著しかった実験BのNDF分解速度が最も低

かった（図44113）。また、刈り取り時期や品種の異

なるイタリアンライグラス 1番草のラップサイレー

ジ5種類のNDF含量と第一胃内NDF分解速度を測定

した結果、 NDF含量において IRS1は60%、IRS5は

67%とその差は1.1倍で、あったが、 NDF分解速度を組

み込み24時間で消化可能な NDF割合を計算すると、

IRS lは58%、IRS5は32%でありその差は1.8倍と高

くなった（図44114) 0 

-449-



40 

30 

20 

10 

（凶作．
0
4
〉
〉
国
＼
三
白
凶
）

咽

醤

臨

h
E
z

40 

30 

20 

10 

（凶作
．o’
、
主
因
＼
豆
白
凶
）

咽
醤
臨

hhoz

0 

38 
0 

15 35 

体感温度処理（℃）

図4411-2 体感温度処理と代謝体重あたりの NDF摂取

量の関係

30 25 20 42 

体温と代謝体重あたりの NDF摂取量の関係

41 40 

体温（℃）

39 

図4411-1

ロNDF含量 （%DM)

ロ可消化NDF割合（%NDF)
80 

60 

40 -0一実験A

－・一実験B

一企一実験C

100 

n

u

n

u

n

u

n

u

 

n
O

向。
a
q
n
t

（
渓
）
佃
高
雄
市
ホ
L
O
Z 20 。。 。80 60 40 

培養時間（h)

20 

IRS-5 

図4411-4 イタリアンライグラスにおける NDF含量と

ノレーメン内可消化 NDF割合

IRS-4 IRS-3 IRS-2 IRS-1 

各供試飼料の NDFの分解速度図4411-3

Eコ乾物摂取量

一←NDF含量

16 100 25 
ロ摂取量回不消化量14 

10 

4 

12 

8 

6 

2 

（〉

E
2＼
凶
）
圃

hEZ

80 

60 i 
40 t 

z 
20 

20 

10 

15 

5 

（
主
国
笠
＼
苫
白
凶
）
咽
醤
蝦
雲
掛 。。。

IRS 

図4411-6 異なる草種における NDFの摂取量と24時間

不消化量

cs Oats Ti IRS 

図441ト5 異なる草種における自由乾物摂取量と NDF

含量

cs Oats Ti 



（イ）ホルスタイン種育成雌牛における適温時の粗

飼料採食量に及ぼす粗飼料中の NDF含量及び第

一胃内 NDF分解速度の影響

乾物摂取量は Ti>CS>Oats>IRSの順に高かったが、

NDF含量が Ti>IRS> Oats ==c CSの順で、あったため、体

重（BW）あたりの NDF摂取量は Ti>Oats> IRS>CSで

あった（図44115）。NDF分解速度を加味した24時間

不消化 NDF量は Tiを除いた 3草種では 7g/kgBWと

同程度で、あった（図44116）。Tiは不消化 NDF分画が

47%と高く、 NDF分解速度も高い結果で、はなかった

が、 NDF摂取量はもっとも高くなった。

（ウ）NDF分解速度特性に優れた自給飼料資源の探

索

トウモロコシ6品種の茎葉の第一胃内 NDF分解速

度を測定した結果、‘タカネスター’及び‘北交65号’

は NDF含量が低く、 24時間 NDF消化率も高いため、

消化性は高いことが示された（図44117）。 トウフ粕

や麦茶粕などの製造副産物の第一胃内における NDF

分解速度は、供試したフィステル牛による消化の個

体差が大きく、また、分解速度が速く解析に用いる

サンフ。ノレ点数が不足したため、良好な結果が得られ

なかった。
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エ考察

（ア）暑熱環境下でのホルスタイン種育成雌牛の粗

飼料採食量と粗飼料繊維成分の関係

暑熱下における摂取量の低下は育成雌牛に限らず

乳牛全般において観察されており（野中ら 2））、摂取

量の低下を抑制するための対策として繊維含量の低

い飼料を給与することが推奨されている。本実験で

は、繊維含量とともに第一胃内での消化を表す NDF

分解速度が指標になり得るかを蓄積されたデータを

基に解析した。その結果、同じ草種においても NDF

含量及び第一胃内 NDF分解速度が異なっている場合、

環境温湿度上昇による NDF摂取量の低下割合の様相

も異なっていた。また、同じ草種の場合、 NDF含量

の差以上に、消化を表す NDF分解速度の差が、採食

量の抑制に関与する可能性があった。これらのこと

から、 暑熱環境下で粗飼料摂取量を確保するために

は、低 NDF含量及び高 NDF分解速度である粗飼料を

給与することが有効であると考えられた。

（イ）ホルスタイン種育成雌牛における適温時の粗

飼料採食量に及ぼす粗飼料中の NDF含量及び第

一胃内 NDF分解速度の影響

繊維の消化速度が乾物摂取量に影響する可能性を

検証するために、適温下で 4種類の粗飼料を自由採

食させ、供試飼料の NDF含量及び分解速度を測定し

た。その結果、オーツ乾草、 トウモロコシサイレー

ジ、イタリアンライグラスサイレージは24時間の不

消化 NDFが約 7～8g/kgBWと同程度であったが、

チモシー乾草はIlgと高い値であった。このことから、

粗飼料の種類が異なる場合、岨唱による飼料の微細

化なども摂取量を左右する可能性が考えられた。

（ウ）NDF分解速度特性に優れた自給飼料資源の探

索

粗飼料の品質を示す第一の指標は NDF含量が低い

ことであるが、飼料作物であるトウモロコシ茎葉に

おいて、 NDF含量と第一胃内 NDF分解速度は必ずし

も相反する関係ではなく、 NDF分解速度を加味した

24日寺間 NDF消化割合では順位が逆転する種類もあっ

た。このことからも NDF含量だけでなく、 NDF分解

速度も加味した指標で品質を判断することは乾物摂

取量を確保するためには非常に有効であると考えら

れた。

オ今後の課題

（ア）暑熱環境下でのホルスタイン種育成雌牛の粗

飼料採食量と粗飼料繊維成分の関係

本研究結果に基づき、暑熱環境下において繊維の

含量及び第一胃内分解速度の異なる粗飼料を育成牛

に給与し、繊維の質が粗飼料摂取量に及ぼす影響を

調べ、暑熱下での粗飼料摂取量確保の条件を実証す

ることが必要である。



（イ）ホルスタイン種育成雌牛における適温時の粗

飼料採食量に及ぼす粗飼料中の NDF含量及び第

一胃内 NDF分解速度の影響

暑熱環境下における育成牛の採食量に影響するの

は、繊維含量だけではなく、第一胃内における繊維

分解速度も重要な要因であることが明らかとなった

が、草種が異なると繊維（NDF）の含量や分解速度か

らだけでは説明できない部分があり、今後はそこの

解明も必要である。

（ウ）NDF分解速度特牲に優れた白給飼料資源の探

索

第一胃内における繊維分解速度が速い飼料は、サ

ンプリング間隔を狭め、解析に必要なサンフ。／レ点数

を確保する必要がある。また、繊維分解速度を測る

ためのナイロンバッグ法は労力がかかるため、簡易

に測ることが可能な方法を検討する必要がある。

力要約

（ア）暑熱環境下でのホルスタイン種育成雌牛の粗

飼料採食量と粗飼料繊維成分の関係

暑熱環境下において粗飼料摂取量を確保するには、

低繊維含量及び高繊維分解速度である粗飼料を給与

することは有効である可能性が示された。

（イ）ホルスタイン種育成雌牛における適温時の粗

飼料採食量に及ぼす粗飼料中の NDF含量及び第

一胃内 NDF分解速度の影響

粗飼料中の繊維の含量だけではなく、繊維の第一

胃内分解速度も粗飼料乾物摂取量に大きく影響する。

しかし、粗飼料によっては繊維含量や繊維の分解速

度以外の要因もあることが示唆された。

（ウ）NDF分解速度特性に優れた白給飼料資源の探

索

トウモロコシ 6品種の茎葉の第一胃内繊維分解速

度を測定した結果、‘タカネスター’及び‘北交65号’

は他の品種より繊維含量が低く、 24時間繊維消化率

も高いことから、消化性が高い品種であることが示

された。

2）野中最子ら（2009）.地球温暖化が日本における

家畜の生産性に及ぼす影響評価の現状と課題．地球

環境. 14:215 222. 

研究担当者（野中最子ぺ小林洋介、樋口浩二、永

西修）

( 2 ）暑熱環境下のビタミン A減少による肉質低下

を改善する肥育牛飼養技術の開発

ア研究目的

ビタミンA欠乏が原因である筋肉水腫の発生率は、

暑熱期以降上昇するので暑熱環境下では血摂ビタミ

ンA濃度の低下が著しいと考えられる。近年発生が

増加している暇庇シコリ（筋炎）もビタミンA低下

との関連が予想される。そこで、暑熱条件下での肥

育牛のビタミンの動態を明らかにし、血張中ビタミ

ンA低下とシコリ発症との関係を解明する。さらに、

シコリを予防するためのビタミンA給与法と血襲ビ

タミンA濃度のガイドラインを示す。

イ研究方法

（ア）シコリに関連する暇庇発生データの解析

2008年の日本食肉格付協会の各県の取庇発生デー

タから 6種類の暇庇発生率聞の関係を解析して、シ

コリと関連する暇庇を検出した。

（イ）シコリ発生牛と正常牛の肥育及び肉質成績の

比較検討

黒毛和種去勢牛23頭のビタミン A制限肥育試験の

シコリ発生牛と取庇の発生がなかった正常牛の肥育

成績及び肉質成績を比較した。

（ウ）暑熱が血摂ビタミンA濃度に及ぼす影響解明

全音連傘下の牧場で飼養されている 120頭の黒毛

和種去勢牛について肥育期間中 4回採血して、血援

ビタミン A濃度を測定して暑熱がビタミン A濃度に

与える影響を調査した。

ウ研究結果

キ 引用文献 （ア）シコリに関連する暇庇発生データの解析

1) Nonaka I. et al. (2008). Effects of high 全国の黒毛和種肥育牛のシコリ発生率は上昇して

environmental temperatures on physiological and し、るが、筋肉水腫の発生率は低下していた（図

nutritional status of prepubertal Holstein heifers. 4412-1）。 2008年に8,000頭以上の黒毛和種肥育牛を

Livestock Science. 113: 14 23. 出荷した18県の筋肉水腫とシコリ発生率聞には相関



発生牛の一部にしか認められなかった（表44122）。

ビタミンA欠乏による筋肉水腫発生時に観察される

低アルブミン血症がシコリ発生牛にも観察されたの

で、シコリ発生の原因として、肥育中のビタミン A

欠乏による筋肉水腫の発生と関係があると考えられ

る。シコリ発生牛の飼料要求率は正常牛より高し、（表

4412 3、p< 0. 05）ことから、シコリ発生により、

枝肉価格の低下とともに二重の経済的損出を被るこ

とが明らかになった。また、シコリ発生牛の皮下脂

肪厚は薄く、ロースの肉質のなかで肉色の♂値は正

常牛より高く（表4412-4) 一価不飽和脂肪酸割合に

は差がなく（表44125）、遊離アミノ酸のなかでアル

ギニン含量が低かった（表44126) 0 

係数が0.72の正の相関関係（P<0. 01）が認められた

（表4412-1）。

（イ）シコリ発生牛と正常牛の肥育及び肉質成績の

比較検討

ビタミンAを制限した飼養試験において、 23頭中

3頭にシコリ（僧帽筋 2、モモ 1）が発生した。

コリの発生率は通常の発生率より高く、シコリ発生

牛は正常牛より厳しい低ビタミンA状態を経過して

いた時期があった（図44122）。また、シコリ発生牛

の肥育後期のアルブPミン／グロプリン（A/G）比は正

常牛より低いか、あるいは肥育開始時の70%程度の

値まで低下した（表44122）。シコリ牛の GOT値は非

シコリ発生牛と差がなく、肝臓の異常所見はシコリ

シ

血液成分の比較表4412-2E目庇発生率聞の関係表4412-1

p 正常牛（n二18)シコリ牛（nニ3)重E
月齢

A/G比
開始時（11)

その他カツジョ7事1)シコリ水腫年

。.85
0.13 
〈叩1
0.12 
0.20 

0.26 

0.26 

1.15 ± 0.03 

1.10 ± 0.03 
1.08 ± 0.03 
1.03 ± 0.03 
1.12 ± 0.03 
1.09 ± 0.02 
0.96 ± 0.02 

1.18 ± 0.16 

1.00 ± 0.05 
0目85± 0.02 
0.93 ± 0.04 
0.92 ± 0.10 
0.92 ± 0.11 
0.81 ± 0.09 

21 

24 

27 
29 

後期平均
後期平均／開始時

0.12 
-0.10 
-0目01
0目04
-0.13 

-0.14 
-0.19 
-0.23 
0.10 

-0.26 -0.16 
0.84 ** -0.27 

-0目23

-0.46 

-0目02
-0.30 
-0.30 
0.10 
-0目35

-0.17 
-0.51 * 
-0.44 
-0.05 

。目09
0.00 
0.19 

-0目07
0.72紳

-0.38 
2008 (n = 18) 

ンミ
水匝

シコリ
ア事リ
カツジョ GOT (IU/L) 

開始時（11) 。.39
0.61 

0.42 

0.47 

0.40 
0.61 

57 ± 2 

68 ± 8 

61 ± 3 
60 ± 2 

61 ± 2 

64 ± 3 

63 ± 6 

63 ± 5 
69 ± 8 
73 ± 8 

66 ± 5 
68 ± 6 

21 

24 

27 

29 

後期平均

料 p< 001, * p < 0.05 

2005 (n = 15) 
シミ
水腫
シコリ
Y'J.リ
カツジョ

ー－・Fーシミーーー・ー水腫
－ーシコリ
ー--Eトーーアタリ
一一乏γ一一カツジョ

その他

BUN (mg/dl) 

開始時（11)
（ま｝
M
昨
川
閉
蹴

e蝿
醇

。.93
0.04 

0.17 

0.62 

0.74 
0.16 

15.5 ± 0.5 

14.7 ± 0.5 
17.5 ± 0.7 
15.3 ± 0.6 
17.2 ± 0.6 
16.0 ± 0.4 

15.6 ± 1.2 

17.4 ± 0.8 
19.3 ± 0.9 
16.1 ± 1.2 
16.7 ± 1.3 
17.0 ± 0.5 

21 

24 

27 

29 

後期平均

T-GHO(mg/ dl) 

開始時（11)

2 01 0 2 00 8 2 006 2 004 2002 
0 
2000 

。.99
0.00 

0.87 

0.73 

0.94 
0.61 

115 ± 4 

138 ± 4 

169 ± 8 
141 ± 6 

141 ± 7 

147 ± 6 

114 ± 15 

159 ± 3 

166 ± 15 
148 ± 17 
140 ± 6 

153 ± 10 

21 

24 

27 

29 

後期平均

年

黒毛和種去勢牛枝肉の暇庇発生率の変化図4412-1

Mean ± SE' 



p 

7.76 土 0.08

1.12 ± 0.13 
8.88 ± 0.16 

0.05 

0.38 

0.42 

0.89 

0.31 

0.70 

正常牛
(n = 18) 

± 0.13 
± 0.05 
± 0.17 

土0.27

± 0.04 
± 0.29 

7.18 

1.48 

8.66 

7.71 

1.29 

9.01 

飼料摂取量と体重
シコリ牛
(n = 3) 

7.48 ± 0.06 
1.37 ± 0.09 
8.85 ± 0.14 

表4412-3

飼料摂取量（kg)

前期
間合

稲わら
合計

後期
配合
稲わら
合計

1 ：：：：：~計牛 l

120 

1日日

80 

60 

〈
」
宅
コ
［
〉
副
理
d
H

九
川

m
u

0.22 

0.62 

0.25 

± 7.2 
± 12.7 
± 17.9 

322.1 

540.4 

681.2 

307.7 ± 7.8 
534.0 ± 1.5 
657.7 ± 7.8 

体重（kg)

開始時
前期終了時
試験終了時

40 

20 

0.04 

0.45 

± 0.20 
± 0.10 

11.00 

2.08 

11.47 ± 0.10 
1.91 ± 0.20 

湾
料

4
司

3

罫
剖
一
糾

幽
判
開
凡
山
田
佃

個
問

30 

月由令

シコリ発生牛のビタミンA濃度変化

25 20 
0 

15 

0.53 

0.17 

0.52 

± 0.02 
± 0.03 
± 0.02 

0.71 

0.59 

0.66 

0.73 ± 0.03 
0.52 ± 0.03 
0.64 ± 0.01 

増体日I(kg) 

前期
後期
全期

図4412-2

Mean ± SE; 

枝肉成績及び肉質表4412-4

p 

0.85 

0.21 
0.64 
0.01 
0.84 
0.80 
1.00 
0.80 
0.64 
0.08 
0.80 
0.21 

正常牛
(n = 1 8) 

428 ± 11.8 

53.9 ± 1.5 
7.8 ± 0.2 
2.2 ± 0.2 

74.3 ± 0.3 
4.2 ± 0.3 
4.3 ± 0.1 
2.8 ゴ二 0.1 
2.4 ゴ二 0.1 
2.8 ± 0.1 
2.4 ± 0.1 

63.4 ± 0.3 

シコリ牛
(n = 3) 

± 4.2 

± 1.5 
± 0.5 
ゴ二 0.1 
± 0.5 
± 1.7 
± 0.3 
ゴ二 0.6 
ゴ二 1.0 
ゴ二 0.0 
± 0.7 
± 1.2 

426.0 

51.0 
7.5 
1 .7 

74.2 
4.7 
4.3 
3.0 
3.0 
3.0 
2.7 

65.5 

枝肉成績
枝肉重量（kg〕

ロース芯面積（cm2〕

ノミラ！享（cm)

皮下脂肪厚（cm)

歩留基準値（%）
BMS 

BCS 

光沢
きめしまり
BFS 

肉 質 等 級
歩留まり（%）

0.97 
0.96 
0.64 
0.50 
0.03 
0.09 

55.7 ：：！二 1.1 
26.1 ：：！二 1.5
5.5 ± 0.1 

44.0 ± 0.8 
25.0 ± 0.3 
14.2 ± 0.2 

ゴ二 4.5 
ゴ二 6.4 
ゴ二 0.1 
± 1.3 
± 0.2 
± 0.3 

55.5 
26.5 
5.5 

42.8 
26.0 
14.9 

ロース肉質
7）＜づ士（%）
目旨目方（%）
pH 

L* 

a* 
b* 

8月のビタミンAf直P< 0. 05）、 3回目の採血では、

は 1月及び6月より有意に低かった（図44124、Pく

0. 05）。血摂ビタミンA濃度は夏季に低下することが

明らかとなった。

一－454一一

Mean ゴ二 SE, 

（ウ）暑熱が血援ビタミンA濃度に及ぼす影響解明

4回の採血について採血月とビタミン A濃度の関

係を検討すると、 1回目の採血では12月より 7月、 8

月及び10月のビタミンA濃度が有意に低く（図44123、



胸最長筋の遊離アミノ酸含量表4412-6胸最長筋の脂肪酸組成表4412-5

p 正常牛
(n = 18) 

シコリ牛
(n = 3) 

脂肪酸
(%) 

0.08 
0.86 
0.82 
0.23 
0.74 

0.59 
0.43 
0.96 
0.96 
0.69 
0.99 
0.98 
0.84 
0.77 
0.59 
0.11 
0.03 

± 0.1 
± 0.1 
± 0.1 
± 0.4 
± 0.1 
± 0.1 
± 0.8 
± 0.1 
± 0.1 
± 0.1 
± 0.1 
± 0.2 
± 0.1 
± 0.1 
± 0.1 
± 0.2 
± 0.2 

4.1 

3.6 
4.0 

11 .4 
2.1 

6.2 
26.2 
4.3 
2.7 
0.8 
3.4 

6.3 
3.8 
3.7 
3.2 
6.3 
7.3 

± 0.2 
± 0.4 
± 0.5 
± 0.5 
± 0.2 
± 0.8 
± 2.3 
± 0.6 
± 0.3 
± 0.1 
± 0.4 
± 0.7 
± 0.5 
± 0.4 
± 0.2 
± 0.3 
± 0.5 

3.6 
3.5 
3.9 

12.2 

2.2 
6.7 

23.9 
4.3 
2.7 
0.8 
3.4 

6.3 
3.9 
3.9 
3.0 
5.6 
5.2 

Aspartic acid 
Threonin 
Serine 
Glutamic acid 
Pro line 
Glycine 
Alanine 
Valine 
Methionine 
Cysteine 
lsoleucine 
Leucine 
Tyrosine 
Phenylalanine 

Histidine 
Lysine 
Arginine 

アミノ酸p 

14 : 0 
14 : 1 

15 : 0 
16 : 0 
16 : 1 

17 : 0 
17 : 1 
18 : 0 
18 : 1 

18 : 2 
20 : 1 

その他

0.35 

0.51 

0.16 

0.53 

0.93 
0.05 

0.21 

0.73 
0.42 

0.11 

0.50 

0.40 

正常牛（n= 18) 

± 0.1 
± 0.1 
士0.0
± 0.4 
± 0.1 
± 0.1 
士 0.1

± 0.2 
± 0.5 
士0.1

士0.0
± 0.1 

2.6 

1.1 

0.1 

26.3 

4.4 

0.9 
0.9 
11.0 

47.6 

2.4 

0.3 
2.4 

シコリ牛（n= 3) 

± 0.3 
± 0.1 
士 0.0
± 1.1 
± 0.3 
± 0.1 
± 0.1 
± 0.7 
± 1.5 
± 0.1 
± 0.0 
± 0.2 

2.9 
1.0 

0.1 

27.1 

4.4 

0.8 

0.7 

11.3 

46.1 

2.7 

0.3 
2.6 

0.25 ± 0.5 53.4 ± 1.5 51.8 MUFA 

0.63 ± 2.1 99.4 ± 8.5 95.1 Total Mean士SE

MUFA = (14 : 1 + 16 : 1 + 18 : 1 + 20 : 1) 
Mean ± SE 
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採血月とビタミンA濃度

(3回目試験）
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12 11 10 

月

採血月とビタミン A濃度

( 1回目試験）

4 

。

図4412-3

蓄積された状態で、肥育農家により発生率が異なる

ことから、飼養環境による影響が示されている（池

田・藤井 1））。本研究では、シコリと水腫の発生に関

係が認められたことから、シコリの発生原因が水腫

と共通する可能性が示唆された。

（イ）シコリ発生牛と正常牛の肥育及び肉質成績の

比較検討

本研究において、シコリ発生牛の皮下脂肪厚は薄

く、ロースの肉質のなかで肉色の♂値は正常牛より

高く、一価不飽和脂肪酸割合には差がなく、遊離ア

考察

（ア）シコリに関連する暇庇発生データの解析

肉質等級は脂肪交雑、肉の色沢、肉の締まり及び

きめ、脂肪の色沢と質の 4項目で判定される。近年、

ビタミン A制御肥育法の導入に伴い、多発性筋出血

（シミ）、水腫（ズ、ル）、筋肉炎（シコリ）、外傷（アタ

リ）、割除（カツジョ）などの異常肉（l医庇）が認めら

れており、枝肉の等級表示に取庇を付記することか

ら、枝肉せり値の低下による経済的損失も大きい。

シコリは結合組織を含んだ硬い脂肪が過度に筋肉に

工



ミノ酸のなかでアルギニン含量が低いことが明らか

になった。肉色は色調値（L：明度、♂：赤味度、ド：

黄味度）で比較され、ビタミンA欠乏状態で飼養され

た牛の BCS （牛肉色基準）は低いことが知られてい

る。ビタミン Aが関連する可能性がある暇庇として

筋肉水腫のほかにシコリがあげられるが（甫立 2））、

本研究ではシコリ牛と正常牛の BCSに違いはなかっ

たものの、筋肉水腫発生時と同様にアルブミン／グロ

プリン比の低下が観察されたことから、シコリの発

生がビタミンAに関係することが示唆された。

（ウ）暑熱が血援ビタミンA濃度に及ぼす影響解明

本研究では肥育条件の近い120頭規模の牛群を選

定し、定期的に血液を採取し、暑熱により夏季に血

葉中のビタミン A濃度が低下することが明らかにな

り、ビタミン A濃度の低下分を補うビタミン A剤の

増給の必要性を示すことができた。

オ今後の課題

今後の課題としては、血摂ビタミン A濃度を低下

させた肥育牛を準備して、経口と筋肉注射でビタミ

ンA を給与して、その濃度の上昇速度と程度を比較

する必要がある。

力要約

シコリ発生牛では、ビタミン A欠乏による筋肉水

腫発生時と同様にアルブミン／グロプリン比の低下

が観察されたので、シコリ発生の原因として肥育中

のビタミンA欠乏による筋肉水腫の発生との関連を

示した。夏季の血援ビタミンA濃度の低下は肥育中

後期で30%程度と推定されたことから、シコリの発

生を予防するためには、夏季（ 6月～10月）にビタ

ミンA剤の増給が必要あると考えられた。
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( 3 ）周産期におけるエネルギー等栄養素の給与水

準改善による温暖化適応飼養管理技術の開発

ア研究目的

夏季高温下では、乳生産及び繁殖性の低下が顕著

であることはよく知られており（柴田 I）、 West2l）、

温暖化が進んだ場合は更に深刻な事態になると考え

られることから、栄養管理方法の開発が急務である。

特に、周産期は分娩及び泌乳の開始により代謝が大

きく変化するため（Drackley3l、Collieret al. 1 l）、

高温環境が周産期乳牛における生理・生産機能に及

ぼす影響は非常に大きいと考えられるが、夏季高温

下で分娩する乳牛においては、栄養管理の基礎とな

る乳生産性、栄養代謝、卵巣動態等について詳細は

明らかとなっていない。本研究では高温環境下と適

温環境下で分娩する乳牛における乳生産性、卵巣の

回復状態及び栄養代謝の違いを明らかにするととも

に、高温環境下で分娩する乳牛について、乳生産性

の向上、発情周期回帰の早期化のための周産期飼養

管理技術の提示を行う。

イ研究方法

（ア）高温環境が周産期乳牛の生産性及び栄養状態

に及ぼす影響

適温環境下（ 1～ 3月）で、分娩予定のホルスタイン

種乳牛計 9頭（初産牛： 3頭、経産牛： 6頭）及び高

温環境下（ 7、 8月）で分娩予定の乳牛計11頭（初産

牛： 5頭、経産牛6頭）を供試して、分娩予定日 3週

間前から分娩後 8週間とする飼養試験を行った。分

娩予定日の 3週間前から分娩後 1週間までは、泌乳

期用飼料（粗蛋白質（CP):14. 3%、中性デタージェン

ト繊維（NDF): 33. 7%）を段階的に増加させながら給

与し、加えてイタリアンライグラス乾草又はサイ

レージ（CP:13. Oo/o、NDF:59.6o/o）を白白採食させた。

分娩 1週間後以降は、泌乳期用飼料を白由採食させ

た。採血は毎週行った。分娩後は毎週牛乳を採取し、

乳脂肪卒、乳蛋白質率及び乳糖率を測定した。血液

成分として、血糖（Glu）、総コレステロール（T Cho）、

遊離脂肪酸（NEFA）及び尿素窒素（BUN）を測定した。

血襲中プロジェステロン濃度及び直腸検査により、

初回排卵日数を推定した。

（イ）産次が高温下における分娩前の乾物摂取量及

び可消化養分総量（TDN）充足率に及ぼす影響

高温環境下で、育成妊娠牛 4頭及び経産妊娠牛4



頭にチモシー乾草を主体とした同ーの混合飼料

(TMR ; TON: 68. 1路、 CP: 14. 5弘、 NDF:46. 1弘、 目安

性デタージェント繊維（ADF):27. 3引を給与した。

産次が分娩前 2週間における乾物摂取量及びTON充

足率に及ぼす影響を検討した。 TON要求量は日本飼

養標準・乳牛2006年版（農林水産省農林水産技術会議

事務局らうより求めた。

（ウ）高温下において分娩前飼料の違いが栄養状態

及び生産性に及ぼす影響

7～9月に分娩予定の妊娠育成牛 6頭を供試して、

分娩予定日 5週間前から分娩 8週間後までの飼養試

験を行った。分娩前は、表4413-1に示す TMRを要求

量の1.1倍を上限に給与し、分娩後は両区で同一の飼

料を自由採食させた。試験中は経時的に採血し、血

液成分として、 Glu、T Cho、NEFA、BUNを測定し

た。牛乳は毎週採取し、乳脂肪卒、乳蛋白質率及び

乳糖率を測定する。乳中フ。ロジェステロン濃度より、

初回排卵日数を推定した。

表4413-1 試験飼料組成及び一般成分 (DM%) 

イタリアンライグラス乾草

トウモロコシサイレージ

トウモロコシ圧ペン

大旦粕

ミネラノレ・ビタミン

TON （推定値）

CP 

NDF 

ADF 

ウ研究結果

（ア）高温環境が周産期乳牛の生産性及び栄養状態

に及ぼす影響

試験期間中の平均気温及び平均相対湿度は、適温

環境下で10.7℃及び76.3%であり、高温環境下で

25.8℃及び79.7%であった。高温環境下の乳牛は適

温環境下と比較し、血張中 T Cho濃度が有意に低く、

分娩後では、 BUN濃度及び T Cho濃度が有意に低

かった（表44132）。高温環境下で分娩した乳牛は適

温環境下と比較し、乳量、乳脂肪卒、乳蛋白質率及

び乳糖率が低かった（表4413-3）。分娩後の初回排卵

日数は、適温環境下においては初産牛で41士9日（平

均値士標準偏差）、経産牛で27士6日であり、高温環

境下おいては初産牛で37土 7日、経産牛で30土 6日

であった。

（イ）産次が高温下における分娩前の乾物摂取量及

び TON充足率に及ぼす影響

高温環境下で分娩前 2週間において、育成妊娠牛

と経産妊娠牛の体重当たりの乾物摂取量には、有意

対照区 高エネ区

60.0 45. 0 

20.0 20.0 

13.0 28.0 

6.0 6.0 

1. 0 1. 0 

対照区 高エネ区

69.8 73.9 

12.4 12. 1 

43.5 37.4 

24. 7 21. 0 

な差は認められなかった（表44134) 0 経産妊娠牛は

TON要求量（維持十胎児の発育）を満たす分の飼料を

摂取できたが、育成妊娠牛は TON要求量（育成十胎

児の発育）を満たす量を摂取できなかった（表

4413 4）。

（ウ）高温下において分娩前飼料の違いが栄養状態

及び生産性に及ぼす影響

試験期間中の平均温度、平均最高温度及び平均最

低温度は、表4413-5に示したとおりである。分娩前

に高エネ区で、対照区と比較し血襲中 T Cho濃度が

有意に（P<O.05）高くなった。分娩後の血葉代謝産物

には、両区で明らかな差は認められなかった。分娩

後 1～4週間において、対照区と比較し高エネ区で

乳量が有意に高かった（表44136）。分娩後 5～ 8週

間では、両区で有意な差は認められなかった。乳成

分では、両区で明らかな差は認められなかった。初

回排卵日数は、対照区で21土 5日、高エネ区で25土 8

日（平均値士標準偏差）であり、両区で明らかな差は

認められなかった。



表4413-2 高温環境が初産牛及び経産牛の血液成分に及ぼす影響

初産牛 経産牛

適温 高温 適温 高温
；且 産

度 次

分娩前 3週間

NEF A (mEq/l) 0. 22土0.09 0.37土0.07 0. 22土0.07 0. 19土0.07 NS NS 

BUN (mg/dl) 9. 5士1.0 9.8士0.7 8. 7士0.7 9. 7士0.7 NS NS 

T Cho (mg/ dl) 83. 8士11. 4 66.4士8.8 96.2士8.8 68.2士8.0 ＊ NS 

Glu (mg/ dl) 61. 8士3.6 66. 7士2.8 65. 9士2.8 63.4士2.6 NS NS 

分娩後 8週間

NEF A (mEq/l) 0.30土0.07 0.26土0.05 0. 33土0.04 0. 42土0.05 NS ＋ 

BUN (mg/dl) 8. 3士1.0 6.9士0.8 8.4士0.7 5. 9士0.7 ＊ NS 

T Cho (mg/ dl) 145士16 129士12 189士11 112士11 ＊＊ NS 

Glu (mg/ dl) 62. 0士2.8 63.4士2.2 63. 2士2.0 58.9士2.0 NS NS 

* * :pく0.01、＊ :pく0.05、十：P<O.10 

表4413-3 高温環境が初産牛及び経産牛の乳生産に及ぼす影響

初産牛 経産牛

適温 高温 適温 高温 温度 産次

乳量（kg) 31. 2士2.2 27. 1士1.7 42. 0士1.5 36.3士1.5 ＊＊ ＊＊ 

乳脂肪率（九） 4. 2土0.2 3. 6土0.2 4. 2土0.1 3. 9土0.1 ヰミ NS 

乳蛋白質率（九） 3. 1土0.1 2. 9土0.1 3. 1土0.1 2. 8土0.1 ＊＊ NS 

乳糖率（九） 4. 7士0.1 4.6士0.1 4.6士0.0 4. 5士0.0 ＋ ＊ 

** :P<O. 01、＊：P<0.05、＋：pく0.10 

表4413-4 産次が分娩前の体重当たりの乾物摂取量（OM！）及び TON充足率に及ぼす影響

体重当たりの DMI（九）

TDN充足率

* *: pく0.01

育成牛 経産牛 標準誤差

1. 46 

0.83 

1. 41 

1. 08 

0.06 

0. 03 * * 

表4413-5 試験期間中における平均気温、平均最高気温及び平均最低気温（℃）

6月 7月 8月 9月 10月 11月

平均気温 23.6 26.4 28. 0 25. 0 17. 9 12. 1 

平均最高気温 27.9 30.0 32. 5 30.8 23. 7 17. 5 

平均最低気温 19.8 23.4 24. 2 19. 8 12. 7 7. 9 

交互

作用

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 
＋ 

NS 

交互

作用

NS 

NS 

NS 

NS 



表4413-6 分娩前飼料が分娩後の泌乳成績に及ぼす影響

対照区 高エネ区 標準偏差

分娩後 1 4週

乳量（kg/day) 26.3 29. 6 0. 7ネ

乳脂肪率（九） 3. 73 4.31 0. 39 

乳蛋白質率（九） 3. 02 2. 92 0.08 

乳糖率（弘） 4. 45 4. 38 0.05 

分娩後 5 8週

乳量（kg/day) 29. 9 33.4 1. 7 

乳脂肪率（弘） 3. 15 3. 58 0. 29 

乳蛋白質率（九） 2.86 2. 71 0.09 

乳糖率（弘） 4. 51 4.61 0.03 

*: P<O. 05 

工考察 取した場合、泌乳初期や泌乳最盛期に乳量や乳蛋白

（ア）高温環境が周産期乳牛の生産性及び栄養状態 質分泌量が増加したことを報告していることから、

に及ぼす影響 分娩前の高エネルギー飼料は分娩後の乳生産を改善

泌乳牛の適温範囲は 5～25℃とされており、環境 する効果があると考えられた。

温度がこの範囲を超えた場合、生産性に様々な影響

が生じるとされている（Roenfeldt6））。本試験におい

ても、適温環境下と比較し高温環境下では乳量、乳

脂肪卒、乳蛋白質率及び乳糖率の低下が示された。

血液成分では、適温環境下と比較し高温環境下で、

分娩前及び後において、血張中 T-Choが低下した。

血襲中 TChoは乳牛の栄養摂取量又は栄養充足を反

映する指標とされていることから、高温環境下で分

娩した乳牛は、エネルギーがやや不足していたと考

えられた。

（イ）産次が高温下における分娩前の乾物摂取量及

び TDN充足率に及ぼす影響

本試験により、育成妊娠牛は経産妊娠牛と同一の

飼料を給与した場合、分娩前における体重当たりの

乾物摂取量に差は認められなかったが、 TDN充足率

は育成妊娠牛が有意に低下した。これより、育成妊

娠牛と経産妊娠牛では分娩前に異なる栄養管理が必

要であると考えられた。

（ウ）高温下において分娩前飼料の違いが栄養状態

及び生産性に及ぼす影響

本試験では、分娩前に高エネルギー飼料を摂取し

た育成妊娠牛で、対照区と比較し血襲中 T-Cho濃度

が高かったことから、栄養状態が改善されたと考え

られた。高エネ区の乳量は、分娩後 1～4週におい

て対照区と比較し増加した。 Keadyet al. 7 ）や

McNamara et al. 8 lも分娩前に高エネルギー飼料を摂

オ今後の課題

分娩前飼料の違いが周産期の栄養状態、乳生産性

及び繁殖機能回復に及ぼす影響について、育成牛の

検討はできたが、経産牛で、の検討を行っていなし、。

また、飼料と繁殖機能との関係については、検討が

不十分で、あった。

力要約

（ア）高温環境が周産期乳牛の生産性及び栄養状態

に及ぼす影響

高温環境下では、適温環境下と比較し、分娩前に

血張中 TCho濃度が、分娩後には TCho及び BUN

濃度が低下した。また、乳量、乳脂肪率、乳蛋白質

率及び乳糖率も低下した。分娩後の初回排卵日数に

は高温の影響は認められなかった。

（イ）産次が高温下における分娩前の乾物摂取量及

び TDN充足率に及ぼす影響

高温環境下において、分娩前において経産牛と育

成牛に同ーの飼料を給与した場合、体重当たりの乾

物摂取量に差は認められなかったが、育成牛では分

娩前の TDN充足率を満たす量を摂取することができ

なかった。

（ウ）高温下において分娩前飼料の違いが栄養状態

及び生産性に及ぼす影響

高温下で分娩予定の育成牛に対して、濃厚飼料の



割合を増やすことでエネルギー含量を高めた TMRを

給与することにより、分娩前の栄養状態が向上し、

分娩後の乳生産性低下を改善させる可能性が示され

た。
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( 4 ）メタン発酵処理ガス利用の冷房システムと牛

体熱収支に基づく暑熱改善技術の確立

ア研究目的

暑熱下では乳量の低下、繁殖率の低下等、生産性

が低下することが多数報告されており、対応技術に

関する研究も多数行われているが（Stowellet al. 1 l、

Stowell et al. 2 l、Brayet al. 3 l、Bottcheret al. 1 l、

徳島県立農林水産総合技術センター畜産研究所ほか

ら））、依然として対策方法は確立していない。その要

因は、コストがかけられないこと、高泌乳牛という

遺伝的に能力を向上させたことにより牛体からの発

熱量も増加してきていること、送風、細霧の実施方

法が確立していないことである。送風、細霧法は日

本の気候では熱を牛体から十分逃がすことができな

い。牛の場合、空気中の水分量が熱ストレスの寄与

に大きいことから除湿しかっ低温空気が供給で、きる

機械空調による冷房システムの導入は現実的な課題

として考慮すべきである。また、最近の石油燃料、

飼料価格の高騰、電気代の値上げがさらに生産コス

トの負担となっている現状では、省エネルギー技術

も求められている。

そこで、本研究は、ふん尿処理にメタン発酵処理

を実施している酪農を対象に、メタン発酵処理で得

られたガスをエネルギー源とした省エネルギータイ

プの放飼、繋留方式の両方に対応可能なストールス

ポット冷房システムを設計し、牛体熱収支に基づき

効率的な利用技術を開発することを目的とした。

transition diets on dry matter intake, milk productiorし イ研究方法

and milk composition in dairy cows. ]. Dairy. Sci. （ア）メタン発酵処理ガス利用のストールスポット

86: 2397-2408. 冷房システムの開発

畜産草地研究所の UASB糞尿処理施設で生産され

研究担当者（神谷裕子ぺ田中正仁、鈴木知之） るメタンガスを燃料とするガスエンジンにより発電

を行い、この電力によって稼働するスポット冷房機

を同研究所内のスタンチョン搾乳牛舎に設置した。

この冷房機から冷風を配風するダクトを配管した。

スポット冷房機を有効温度（E刀で制御するための

通風型乾・湿球計を設置した。

（イ）牛体温度の経時測定法の検討

体温は一般的に直腸温度を用いるが、排糞により

連続測定が困難である。そこで陸内温度を体温とす

る方法を検討した。プリッド（ CEVA Sante 

Animale : PRID）に微小温度センサ（NKラボラトリー
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社：サーモクロン SL) を取り付け（図4414-1）、臆内

に挿入した。 3個体で冬季において測定した。

ブリッド 超小型温度センサー

図4414-1 体温連続測定用の小型センサーとブリッド

（ウ）スポット冷房システムの検証

a 試験方法

畜産草地研究所のスタンチョン搾乳牛舎を対象に、

8頭の搾乳牛を供試し、 4頭ずつ対照区と冷房区に分

け、 14日間各区に滞在後、区を入れ替え、さらに14

日間滞在させ、これを l試験期間とした。試験期間

は第 1期2009年6月19日～ 7月16日、第 2期2009年 7

月17日～8月13日、第 3期2009年 8月28日～ 9月24

日であった。試験期間中は飽食をさせた。測定項目

は、畜舎内外の気象、乳量、体温（子宮内）、乳成分、

血液成分、体重等で、あった。

b 制御方法

冷房区は舎内の平均有効温度（ET=O.35×乾球温度

+0.65×湿球温度）が21℃以上となった場合、冷房機

を20分稼働し、 20分停止する制御とした。対照区に

はインバータ一式の懸垂型送風機があり、 25℃以上

で稼働し始め、 35°Cで最大風量 （345m3 min 1）とな

るよう設定した。

c 指標

熱負荷量と家畜側の影響の指標として以下で定義

する積算温度とした。

HL1＝工（ET×5今、B1＝工（Tb×5今

ここで、 HL1：積算 ET温度（℃ h）、

効温度（℃）、 st：測定時間（h)

B1：積算体温（℃ h）、

九：子宮内温度（℃）

（エ）システム導入条件

ET：有

夏季における気象条件によって暑熱効果が変わる

ため、気象と本システムの導入コストの償還年を試

算した。気象条件は日平均 ETの6月から 9月までの

積算値で代表させた。気象条件を変えるために、 2002

年における熊本、高松、つくば、宇都宮、盛岡、帯

広の実際の気象データを使用した。日最高 ETと最低

ET で日乳 量 を 予 測 す る 式 （日乳 量

二25.2 0. 02£九ax 0. 21£九＇＂）により乳量を試算した。

本システムによる防暑効果は、 ETで、平均一3℃で、あっ

たことから、本システムの使用による乳量の試算に

は日最高 ETと最低 ETからそれぞれ 3℃をヲ｜し、た値

を用いた。乳価は90.3円とした。対象とした規模は

搾乳牛60頭とし、ガスエンジン（250万円）、ガスホル

ダー（120万円）、スポット冷房機（12台 ：120万円）、

配風ダクト（60万円）の設置で計550万円を導入コス

トとした。

ウ研究結果

（ア）メタン発酵処理ガス利用のストールスポット

冷房システムの開発

ガスエンジン（アイシン精機：GECC60A）の出力は

6kW、0.5kWのスポット冷房機（ダイキン工業：

SUASPlBS) 2台、冷房機からラインファン（テラル：

ALF 2 508S）を設置した断熱ダクトによりストーノレ

に冷却空気を配風するストーノレスポット冷房システ

ムを開発した（図44142）。外気温度より約 9℃低い

除湿された空気が配風される。最大 5m s lの冷風が

配風可能であり、風速は配風ダクトに設置したダン

パで、調整可能とした。
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メタンガスホルダー

スポット冷房機

開発したスポット冷房システム図4414-2
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スポット冷房の制御と各温度

25℃を超える日は一日もなく、冷夏となったため熱

負荷が例年より少なくなった。一日間の制御の例を

図44143に示す。舎内 ETと稼働時間による制御が正

常に動作していることを確認した。冷房が稼働する

ことにより、日中の高温時に乾球で約 7°C、ETで約

3 °C低い冷風を供給した。
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（イ）牛体温度の経時測定法の検討

本方法で経時的に臆内温度の測定が可能であるこ

とが確認された。各個体で睦内温度と直腸温度で有

意差があり、平均で約0.4°C睦内温度が高くなった。

（ウ）スポット冷房システムの検証

2009年の夏は不順な天候となり 、

図4414-3

日最低気温が



外気を基準とした積算 ETの比を熱環境の指標と

すると、冷房区は0.98、対照区は1.07となり、冷房

区は有意（P=O.000）に外気より低い ETとなった。

全試験期間を通して、冷房区と対照区で乳量、乳

質、血液成分、体重に有意差は認められなかった。

周囲空気の積算 ETIこ対する積算体温の比で、畜体

への熱の蓄積を表した。値が小さいほど蓄積が多い

ことを示す。冷房区の平均は1.98、対照区の平均は

1. 81となり冷房区のほうが対照区より畜体への熱の

蓄積が少ないことを示した（P=O.0008）。

（エ）システム導入条件

6月から 9月までの日平均 ETの積算値と初期投

資の償還年数の関係が明らかになった（図44144）。

10年で償還するには、日平均 ETの積算値が4000℃以

上となり、現在の温度が九州地域の温度と同程度に

なると 10年以内で償還が可能となることが示された。

工考 察

（ア）スポット冷房システムの効果

ETが約20°Cで呼吸数、約21℃で平均体温、直腸温

は約22°Cから上昇すると報告（三村ら 6））されている

14 

12 

麟 10

砕
照 8

• 6 

ことから、本研究では冷房の制御温度を21°Cとした。

しかしながら、試験期間で日最低気温が25℃以上の

日は 1日もなく、冷夏であったため試験区の乳量に

は有意差が認められなかったが、個体別には有意差

が見られたものもあった。体の心部とみなした臆内

温度の積算値を用いた指標では、試験区が有意に低

く、本装置の効果が見られた。直腸温は個体の生理

機能の異常性を推定する指標といわれており（Ueno

et al. 7 l）、このことを考慮すれば、熱負荷の蓄積軽

減に有効であった本システムによって牛体への夏季

以降にわたって長期的な熱負荷の影響を軽減するこ

とが可能であると思われた。

（イ）システム導入条件

シミュレーションによって初期投資の償還年数と

気象条件との関係を試算したが、基本となる ETと乳

量との回帰式の償還年数試算への影響が大きかった。

日最低気温と最高気温を用いた乳量との回帰式を使

用すると、償還年数が半減した。熱負荷の指標と乳

量との関係式等、基本となる指標の精度をあげるこ

とが必要である。

4‘ 
＼ 》 、－ ... 

曹 ＼＼＼

可．，
償還年数＝・0.0016＞＜積算町＋16.522

R2= 0.89887 

a『
、
，
ι
n
u

0 1000 2000 3000 4000 5000 

積算平均町（・0

図4414-4 日平均 ET積算値とシステム導入コスト償還年数

オ今後の課題

（ア）スポット冷房システム

本システムのエネルギー源はメタンガスであった

ため、対象農家がメタン発酵処理に限定された。エ

ネルギー源を井水利用ヒートポンプのようなものに

取れば、対象農家への制限が減少するので、エネル
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ギー源の多様化が今後の課題である。また、導入コ

ストの低減に関しても冷房効果を向上させる必要が

ある。

（イ）制御方法

牛体に影響が見られ始める ET=l9℃から制御を開

始すると 3月で制御がかかってしまうことも生じる。



今回得られた知見では、積算値も制御指標として組

み入れる等、制御方法について今後検討していく必

要がある。

力要約

（ア）スポット冷房システム

ふん尿処理にメタン発酵処理を行っている酪農家

を対象として、フリーストールあるいは繋飼し、方式

の両方式に対応したストールスポット冷房システム

を開発した。メタン発酵で得られたメタンガスでガ

スエンジンを稼働させ発電し、冷房装置を稼働させ

た。制御は体感温度（ET）で、行った。実証試験の期間

は冷夏であったため、乳量等には効果が現れなかっ

たが、個体への蓄積熱負荷軽減には有効で、あった。

（イ）本システムの導入条件

本システムの経済的な導入条件を予測した。夏季

の気候条件が九州、｜地域と同程度に温度化が進んだ場

合、初期投資を償還するのに 9年程度かかると試算

された。
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2 牧草・飼料作物の気温上昇への適応技術の開

発

( 1 ）暖地・温暖地の 2地域相互選抜と幼苗検定法

を利用したオーチヤードグラス高越夏性・耐病

性系統の育成

ア研究目的

2030年まで10年あたり 0.2℃の気温上昇が予測さ

れている中、温暖地、暖地などで栽培されているオー

チヤードグラス等の寒地型イネ科多年生牧草の越夏

性の向上が求められている。本課題では、オーチヤー

ドグラス‘熊本エコタイプ’選抜高越夏性育種素材

と農研機構・畜草研育成の耐病性・多収系統‘那系

26号’を材料に用い、暖地の熊本県で越夏牲の選抜

を行うことにより、また、耐早・耐暑性幼苗選抜を

用い高度越夏性育種素材を作出し、中間母本登録の

可否を検討する。さらに、それらの育種素材を交配

することにより越夏牲と収量牲を兼ね備えた実用系

統を育成する。

イ研究方法

（ア）‘熊本エコタイプ’由来高越夏性育種素材の

作出・評価

熊本白生在来集団（‘熊本エコタイプ’）から家畜

改良センター熊本牧場を中心に 4回の選抜を行い育

成された‘高越夏性系統 K4(S04K）’（早坂ら 1）、図

4421-1）の生産力検定試験（利用 3年間）を農研機

構・畜草研（2005年播種）、熊本牧場（2006年移植）

及び宮崎牧場（2006年播種）の 3カ所で、行った。

（イ）「那系26号j 由来耐早・耐暑性幼苗選抜育種

素材の作出・評価

「那系26号」由来の「耐早・耐暑性幼苗選抜系統

（‘N26DT3’）」（内山ら 2）、図44211）の生産力検定

試験（利用 2年間）を農研機構・畜草研及び熊本牧

場（両地とも2007年播種）の 2カ所で、行った。

（ウ）高越夏性・多収・耐病性系統の育成

a 循環選抜第2サイクルA

熊本で‘那系26号’を選抜材料に用いてから 2サ

イクル目の試験である。 A試験では、高越夏’生系統

（‘熊本エコタイプ’選抜系統）と耐病性・多収系統

（農研機構・畜草研育成系統 1日系26号’）を熊本で

選抜・交配した母系（‘SD06K’）及び‘那系26号’由

来の農研機構・畜草研越夏性選抜母系（‘D05N’）の

越夏性、耐病性等を農研機構・畜草研（92母系2760

個体、 2006年（‘D05N’）又は2007年秋（‘SD06K’）

に移植）と熊本（97母系2910個体、 2007年秋に移植）

で評価した。

b 循環選抜第2サイクルB

B試験では、‘熊本エコタイプ’（K）選抜11個体、

1日系26号’（N）選抜14個体、‘PE04K’（PE）選抜 2

個体聞の袋掛け交配（K×K:36、K×PE:4、N×N:11、

N×PE: 6組み合わせ）による Fl雑種の基礎集団

（‘SD06K Fl’）を新たに設定（2008年秋に移植）し、

熊本（57母系）と宮崎（37母系）で越夏牲の評価・

選抜を行った。
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・・・・・・・・・・E軍記寄＇.~ 宮崎牧場 l[ 畜草硯〈那須〉

製本工コ~イブ

｜耐皐・酎暑盤
幼首選生

亡コ「糊エコタ-OJ由来集団山） 亡コ「君臨時」由来集団〈山時間

Eコ f肺エコタイフJx r都府 6号J交 鶴 田（叫 亡ゴ 今後の予定集団

K：鰻＊・ M：宮略・ N：郁~！！！！ （栃木）で固場選段、DT：耐畢・耐暑性幼首選蹟、F：袋掛け円雑種集団

図4421-1 高越夏性育種素材、耐早 ・耐暑性育種素材及び高越夏性 ・多収 ・耐病性系統の育成経過

ウ研究結果

（ア）‘熊本エコタイプ’由来高越夏性育種素材の

作出 ・評価

中間母本候補‘K4 (S04K）’（選抜第 4世代）は、

標準品種‘アキミドリ E’と比較して、夏枯れ程度

は熊本で特に少なく、越夏性が優れる傾向がみられ

た。2009年の熊本における夏枯れは、梅雨時期の多

量の降雨の影響を受け、＇ K4＇，‘アキミドリ H’とも

に甚だしい結果となった。被度は熊本で高く、宮崎

で、は同程度で、あった。乾物収量は、熊本では同程度、

宮崎ではやや少なく、農研機構 ・畜草研ではかなり

少なかった（表4421-1）。

（イ）！日系26号’由来耐早・耐暑性幼苗選抜育種

素材の作出 ・評価

生産力検定試験では、幼苗での耐早 ・耐暑性 3回

選抜系統‘N26DT3’は、原系統！日系26号’と比較

して、圃場での越夏性は、農研機構・畜草研、熊本

牧場とも両系統で差がみられなかった。乾物収量も

同程度で、あった（表4421-2）。

（ウ）高越夏性 ・多収 ・耐病性系統の育成

a 循環選抜第2サイクルA

熊本牧場では、供試した97母系の中から 7母系72

個体を選抜し、採種を行った（表44213）。 7母系の

内訳は、熊本選抜母系 5（‘熊本エコタイプ由来’ 3・

1日系26号由来’ 2母系）、農研機構・畜草研選抜！日

系26号’由来 2母系であった。農研機構 ・畜草研で

は、供試した92母系の中から24母系82個体選抜し、

採種を行った（表4421-4、表442ト5）。24母系の内訳

は、熊本選抜‘那系26号’由来 7母系、農研機構 ・

畜草研選抜 1日系26号’由来17母系で、あった。

b 循環選抜第 2サイクノレB

熊本と宮崎における夏枯れ程度には、 5弘水準で有

意な相関（r=O.312）がみられた（図442ト2）。両地で

夏枯れが少ない 6母系（‘SD19KMF2’）、熊本で夏枯

れが少ない 7母系（‘SD06KF2’）、宮崎で夏枯れが

少ない 7母系（'SD09M-F2’）をそれぞれ選抜した。
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表4421-1 '!f~本エコタイプ’由来高越夏性育種素材の生産力検定試験の結果

夏枯程度（1微ー9甚） 被度（九）

熊本 宮崎 熊本

品種・系統名 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
9/10 9/8 9/28 9/25 9/18 9/16 11/7 10/14 10/19 

S98K (Kl) 5.5 4.8 8.8 64.7 55.9 4.1 
SOOK (K2) 5.5 4.8 8.0 61.3 53.0 6.6 
S02K (K3+KNK) 5.5 5.8 7.5 2.0 2.5 3.8 61.3 46.1 8.9 
S04K (K4+KNKK) 4.0 4.3 7.3 2.3 1.8 2.8 83.6 76.8 13.9 
アキミドリ E 4.3 5.0 7.5 3.3 2.5 3.0 80.8 60.5 18.6 
那系26号 5.3 4.8 7.5 3.3 2.5 2.8 73.7 62.0 18.3 

乾物収量（kg/a)
品種・系統名 熊本 宮崎 畜草研（那須）

2007 2008 2009 合計 2007 2008 2009 合計 2006 2007 2008 合計
S98K (Kl) 142 117 105 364 129 185 143 456 
SOOK (K2) 147 129 121 397 130 189 148 467 
S02K (K3+KNK) 144 120 113 377 154 135 150 440 134 195 137 467 
S04K ( K4+KN KK) 148 124 119 391 149 140 158 447 141 187 136 464 
アキミドリ E 144 144 121 409 149 145 175 469 164 229 161 554 
那系26号 165 150 120 435 162 159 183 504 163 222 181 567 

表4421-2 ‘五日系26号’由来耐早・耐暑性幼苗選抜育種素材の生産力検定試験の結果

熊本 乾物収量（kg/a)

品種・
夏枯れ程度 被度（出） 熊本 畜草研（那須）

系統名
2008 2009 2008 2009 

2008 2009 合計 2008 2009 合計
9/9 9/28 10/27 10/19 

那系26号 5.7 7.0 55.9 24.3 55.1 98.6 153.7 192.3 139.1 331.4 

N26DT1 7.0 7.0 46.0 23.1 56.2 92.8 149.0 180.3 134.1 314.4 

N26DT2 6.3 5.7 53.9 34.7 56.3 91.9 148.2 182.1 140.1 322.2 

N26DT3 5.7 6.3 56.5 32.4 61.0 99.5 160.5 181.7 137.7 319.4 

アキミドリII 3.7 6.7 79.8 40.5 48.5 99.4 147.9 175.9 135.1 311.0 

注）夏枯れ程度は、 1：微ー9：甚

表4421-3 熊本における越夏性選抜基礎集団（SD06K、D05N）からの選抜結果

母 再生 再生生存
系春の出精（3番湿害夏枯越夏（4番個体 秋の
数草勢月日草）程度程度性 草）率（%）草勢

選抜母系 SD08K 7 5.6 4/16 5.0 2.8 4.6 3.6 3.4 75.4 3.8 
全母系 97 5.5 4/18 4.6 3.8 5目3 2.5 2.6 62.2 3目。

熊本母系 SD06K 48 5.4 4/16 4.7 3.6 5.2 2.6 2.7 67.2 3.0 
工コ告イブ母系 16 5.4 4/15 4.6 3.6 4.7 2.8 2.8 71.9 3.2 
PE99母系 3 5目6 4/18 4.6 3.4 5目。 2.7 2.8 70.7 2.8 
N26母系 29 5.4 4/17 4.7 3.6 5.4 2.6 2.6 64.2 2.9 

畜草研母系 D05N 49 5.6 4/19 4.6 4.0 5.4 2.4 2.5 57.3 3.0 

ロロロ アキミドリE 5.7 4/16 4.3 3.9 5目5 2.5 3.0 58目6 3目。

種 那系26号 5目0 4/20 4.3 4.7 5目5 2.5 3.0 66. 7 3目5
ナツミドリ 5目0 4/23 3.7 5.2 5目。 3.0 2.5 65目。 3目5

注） 1草勢、再生、越夏性は1：不良一9良、程度は1少－9：甚
2熊本母系熊本で選抜した母系、畜草研母系栃木で選抜した母系

3熊本母系は、由来によりさらに3つに分けた
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表4421-4 農研機構・畜草研における越夏性選抜基礎集団からの選抜結果

(1)農研機構・畜草研母系（D05N）からの選抜

2007年（利用1年目） 2008年（利用2年目）

2番草 3番草 4番草 4番草 4番草 2番草 3番草 4番草 5番草 5番草
母病害葉枯越 吾葉枯 越

さび秋の ＝ 秋の
系（雲形・性夏 形性草勢夏

病草勢 草勢
数さび）病害性 病病害

選抜母系 17 4.6 4.5 5.9 2.0 6.4 3.2 3.9 5.3 4.3 4.5 
全母系 49 4.4 4.6 5.6 2.1 6.1 3.3 4.0 5.0 3.2 3.5 

那系26号ー 4.3 4.5 6.0 2.0 6.0 3.7 3.5 5.2 3.5 3.7 
アキミドリH ー 5.0 5.7 4.3 2.7 5.0 4.0 4.8 4.3 3.3 3.7 
注）1.草勢、越夏性： 1-9良、病害曜病程度 1-9甚

2.表44210-3の畜草研母系と同一の材料

表4421-5 農研機構・畜草研における越夏性選抜基礎集団からの選抜結果

(2）熊本母系からの選抜

母系・品種

番草 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 

母 うど
越夏秋の．

系草勢再生んこ草勢草勢病害再生草勢 性草勢丙
数 病

選抜母系 4 4.9 5.4 1.5 6.0 5.3 3.8 5. 7 6.1 5.8 5. 7 4.3 

1全最｝長．．．．…..~！？..Q.~!5 ................. 1.~ ....生~....... ?.:9. ....... ?.:9....... .：色．．．．ι9..・H ・.1.・.L・H ・.？.ι....?.A ...・－・~：9....・..4.J ..・H・－生－~···
日告イプ母系 16 4.5 5.1 2.3 5.5 4.8 4.2 4.5 5.1 3.8 3.5 5.1 
PE99母系 3 5.1 4.8 2.1 6.0 4.8 4.1 5.0 5.3 3.9 4.1 4.7 
N26母系 24 5.2 5.1 1.8 5.9 5.1 4.0 5.3 5.7 4.1 4.5 4.3 
那系26号 - 6.0 5.3 1.7 6.3 6.0 4.7 6.0 5.8 4.0 5.7 3.3 

品種 アキミドリH - 5.7 4.3 1.3 6.3 4.7 5.2 5.7 5.8 5.3 4.7 4.3 
ナツミ卜V - 5.3 5.0 2.3 5. 7 4. 7 6.0 5.0 5.3 3.8 3.0 5. 7 

注）1草勢、再生、越夏性・1-9良、病害擢病程度： 1-9甚、出穂程度・ 1-9多、草型： 1-9旬旬
2.表44210-3の畜草研母系と同一の材料

8.0 

ー醐 7.0
ー． 

ー,.-.. 6.0 ． 4・
害 ー

ー
． 

｛岨 5.0 ． ．．． ． 
） 

ー ー~ ．． ． 
ーw 4.0 ． ． 4・． 
ーー剛

ー
．． ．． 

↓ 3.0 ． 
4・

令 2.0 
ー

1.0 

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 
少←夏枯れ（熊本）→甚

図4421-2 'ti~本エコタイプo，×‘那系26号’袋掛け交配 Fl集団の越夏｜生
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工考察

（ア）‘熊本エコタイプ’由来高越夏性育種素材の

作出・評価

‘究員本エコタイプ’は、暖地における越夏’性、被

度に優れるが、分けつ力を含めた草勢が劣る傾向が

みられる。越夏牲と収量性を兼ね備えた実用品種を

育成するためには、草勢に優れる系統との交配が必

要と考えられ、実際、那系26号と交配した後代から

選抜を進めている。

（イ） 'jj~＊ 26号’由来耐早・耐暑性幼苗選抜育種

素材の作出・評価

'jj~＊ 26号’から幼苗時の耐早・耐暑性が飛躍的

に向上した育種素材を開発した。田瀬・岸田日）は、

ぺレニアルライグラスにおいて幼苗の乾燥耐性は、

圃場での越夏性と相関が高いことを報告している。

この乾燥耐性評価法をオーチヤードグラスにおいて

選抜法として応用し、 3世代選抜した系統は、圃場

での越夏牲は栃木県と熊本県においても原系統であ

る‘那系26号’と同程度であった。これは、オーチヤー

ドグラスではこの乾燥耐性評価法が有効でないか、

他の越夏性構成要素（例えば葉腐病抵抗性）が重要

なのかもしれない。今後、幼苗での耐早・耐暑性選

抜後、さらに圃場での越夏性でも選抜を加えた材料

‘N26DT08N’もあるので、この材料に期待したい。

（ウ）高越夏性・多収・耐病性系統の育成

これまで農研機構・畜草研と熊本の 2カ所で評

価・選抜を行ってきたが、両地で選抜されてくる母

系に共通なものがないことが問題であった。新たに

宮崎を選抜地に加えた結果、熊本と宮崎の夏枯れ程

度の聞に有意な相関が見られ（図44212）、暖地で適

応性が高い系統が育成できる可能性が見出された。

オ今後の課題

（ア）‘熊本エコタイプ’由来高越夏性育種素材の

作出・評価

中間母本候補は標準品種‘アキミドリ E’に比べ

て越夏性にやや優れる傾向が見られるが、湿害の影

響もあり、その優劣はまだ的確に判断できるに至っ

ていない。そこで、熊本牧場で‘K4(S04K）’と‘ア

キミドリ H’の反復数を増やして再播種し、越夏牲

に有意差があるかどうか検証する。

（イ） 'jj~＊ 26号’由来耐早・耐暑性幼苗選抜育種

素材の作出・評価

越夏条件がそれほど厳しくない農研機構・畜草研

（栃木県）では、原系統＇ jj~ ＊ 26号’と幼苗選抜系

統の聞に越夏性、収量性との差異は見られなかった。

越夏条件が非常に厳しい熊本牧場では、湿害の影響

により越夏牲の差異が明確で、なかった。幼苗検定生

存個体を圃場での越夏性等でさらに選抜した系統の

有効性を検証する。

（ウ）高越夏性・多収・耐病性系統の育成

a 循環選抜第2サイクルA

農研機構・畜草研、熊本牧場とも順調に選抜・採

種を行った。当初の計画では、この選抜段階での材

料を系統とし、 2010年から系統適応性検定試験を開

始する予定であった。しかし、より能力の高い系統

にするためもうーサイクル選抜を進め（農研機構・

畜草研、熊本、宮崎の 3カ所で実施）、 2013年から系

統適応性検定試験を開始するよう計画を変更したい。

b 循環選抜第 2サイクル B

熊本牧場と宮崎牧場の岡地で、越夏性が優れる 6母

系を選抜した。 2010年に選抜母系から採種を行い、

秋に新たな基礎集団を構築する予定である。越夏’生

と収量性・耐病性の両方に優れる遺伝的組み換えの

頻度を上げるため Bを実施したが、今後 Aの方法・

材料との優劣を検討する必要がある。

力要約

（ア）‘熊本エコタイプ’由来高越夏性育種素材の

作出・評価

＇~~本エコタイプ’から 4 世代家畜改良センター

熊本牧場を中心に越夏性で選抜した育種素材を、農

研機構・畜草研、熊本牧場、宮崎牧場の 3カ所で生

産力検定試験を行った結果、熊本牧場において、夏

枯れ程度が少なく、被度が高い傾向がみられたが、

収量牲は同等かやや劣った。

（イ）‘那系26号’由来耐早・耐暑性幼苗選抜育種

素材の作出・評価

越夏牲の構成要素である耐早・耐暑性で幼苗選抜

した育種素材の圃場での越夏性、収量性を農研機

構・畜草研と熊本牧場の 2カ所で評価したが、原系

統の！日系26号’と比較して、越夏性、収量性等に

差はみられなかった。

（ウ）高越夏性・多収・耐病性系統の育成

那系26号と熊本エコタイプを白然交配した選抜基

礎集団（半兄弟交配母系） 'SD06K’と‘DOSN’から
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農研機構・畜草研及び熊本牧場で越夏牲の評価・選

抜を行い、それぞれ‘SD08N’と‘SD08K’を選抜し

た。また、 1日系26号’と‘熊本エコタイプ’を袋掛

け交配した選抜基礎集団（全兄弟交配母系）

‘SD06K Fl’を熊本牧場及び宮崎牧場で越夏性の評

価を行い、‘SD09KMF2’等を選抜した。
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( 2 ）極長期利用型イタリアンライグラス等の安定

多収栽培のための技術確立

ア研究目的

イタリアンライグラスは耐湿牲に優れる良質多収

牧草で、通常は冬作の 1年生として採草利用されて

いるが、越夏性・永続性を高めて播種後 2か年以上

利用できる極長期利用型品種も開発されている。近

年育成されたイタリアンライグラス品種‘アキアオ

パ 3 （旧系統名：友系28号）’ ハイブリッドライグ

ラス品種‘ハイフローラ’は、既存品種と比べて越

夏牲が飛躍的に改良されており（内山ら l）、矢萩ら 2））、

夏の気候が穏やかな寒冷地の飼料畑や転作田などで

栽培できる飼料作物として注目されている。一方、

近年の夏の高温期の延長傾向は越夏性や永続性を低

下させる要因である。本課題では、寒冷地において

播種後 2年以上利用できる採草用ライグラスの適品

種を選定するとともに、越夏牲を高め、長期にわたっ

て高収を維持するための栽培管理法を、現地実証に

よって確立する。さらに、温暖地の転作田において

も越夏性ライグラス品種の導入を可能とする技術に

発展させて利用適地を拡大し、今後、温暖化進行に

伴って寒冷地でも予想される夏期の生産低下に対応

できる栽培技術を開発する。

イ研究方法

（ア）越夏性ライグラス品種の寒冷地における夏期

の生長性や越夏後の生長、永続性の関係を検討する

ため、イタリアンライグラス品種‘アキアオバ 3’、

‘エース＼‘アキアオパ’及びハイブリッドライグ

ラス品種‘ハイフローラ’を温室で育苗し、 2008年 5

月に各品種について120個体（30個体× 4反復）を個

体植によって農研機構・東北農研（盛岡市）圃場に定

植し、移植年における出穂特性と移植 2カ年後にお

ける生存率等を評価した。併せて、‘エース’以外の

3品種については生産力も検定した。

（イ）現地試験は、‘アキアオパ 3' ＇‘エース’、

‘ハイフローラ’を供試して、岩手県宮古市（標高約

50m）、山形県庄内町（同200m）、福島県南相馬市（同

lOOm）及び浪江町（同600m）の酪農家の圃場（面積はそ

れぞれ28～200a）おいて2008年秋播きによって行っ

た。栽培管理は、農研機構・東北農研と普及センター

の助言によって、農家の慣行法で、行った。 2009年に

利用 l年目の生育を調査した。

（ウ）高温等に対する品種の変異と越夏に及ぼす土

壌水分の影響を検討するため、茨城県畜産センター

の圃場において 4品種について、夏期の高温乾燥期

に濯水・非濯水区を設定し、各品種の越夏の良否を

生産力等から検討した。また、各品種について刈取

時期・施肥量をそれぞれ 3水準ずつ変動させた試験

区を設けて、越夏性関連形質を調査した。

ウ研究結果

（ア）寒冷地における、個体植における播種当年の

出穂は、‘アキアオパ 3’と‘ハイフローラ’が10%

満、‘エース’が13%、‘アキアオパ’が30%あった

（表44221）。しかし、出穂個体の出穂程度の平均値

は、‘エース’が8.5と極めて高く、その他の 3品種

は2.3～3. 0と低かった。越夏後の生存率は、いずれ

も98～100%でと高かった。播種2カ年経過した越冬

前後の生存率は、‘アキアオバ 3’とり＼イフローラ’

が高く、越冬後の萌芽も優れた。しかし、‘エース’

と‘アキアオパ’は越冬前後で急速に生存率を低下

させ、萌芽も劣った。播種後 1カ年半を経過した利

用 2年目における生産力においては、‘アキアオパ
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3’が年間収量、越夏後の収量割合ともに‘アキアオ 冬性に関しては‘ハイフローラ’が優れた。

バ’や‘ハイフローラ’を上回った（表44222）。越

表4422-1 春播・個体植における播種年夏の出穂と越夏｜生・永続性（農研機構・東北農研 盛岡）

播種当年の出穂 ( 8 /20) 約 2カ年経過後の生存率 萌芽の
口口口 種 出穂率 生存率 出穂程度 越冬前 越冬後 程度

アキアオパ 3 8 100 2. 3 98 93 4. 7 

ハイフローラ 7 99 2. 3 94 94 5. 5 

エース 13 98 8. 5 74 53 4.0 

アキアオパ 30 98 3. 0 86 75 3.8 

出穂程度は出穂個体の平均、無・微： 1多90 

表4422-2 寒冷地における各品種の越冬性と収量i （農研機構・東北農研盛岡）

品 種 越冬性 年間合計収量（kg/a) 8 /23刈（ 3番草） 10/18刈（ 4番草）

アキアオパ 3 3. 8 156. 7 25. 9 (17九） 29. 5 (19弘）

ハイフローラ 5. 0 146. 5 24. 6 (17弘） 25. 1 (17九）

アキアオパ 2. 0 133. 0 21. 1 (16九） 22. 3 (17九）

1)利用 2年目、年間合計は 4回の刈取り合計値、（）は年間収量に対する割合。

2）越冬性（不良 1良5)

（イ）宮古市では、発芽がやや遅れたため、農家の

判断で一年生の 2倍体早生品種が晩秋期に追揺され、

それが翌春の 1番草の生育に影響したが、 2番草以

降はほぼ当初播種した越夏性品種のみが生育した。

越夏後の収量は‘アキアオパ 3’が‘エース’より

も高かったが、越夏そのものに関しては著しい差は

なく、両品種とも概ね良好に生育した（写真44221 

右）。

庄内町では、播種後の定着はやや不良であったが、

越冬は良好であった。裸地部分は、越冬後、追播し

た。 1番草収穫後雨天が続し、たため、 2番草刈取予

定日直前に調査をしたものの刈取作業ができず、晩

夏期に掃除刈りを行うに終わった。各品種とも越冬

及び越夏は良好で、‘アキアオバ 3’が最も多収で被

度も高かった（図44221）。暖冬気味で梅雨期から夏

期において低温に推移したため、越夏後は旺盛に生

育し、その中でも‘アキアオパ 3’が最も越夏した。

南相馬市では、各品種とも春 l番草の生育は旺盛

で、‘ハイフローラ’と‘エース’が多収で、あった（図

4422 1）。しかし、 2番草刈取り後に「し、もち病」が

発生し、‘エース’はほぼ枯死した（写真44221左）。

一方、‘アキアオパ 3’にも発病し、夏期の生長が停

滞したが、被度は維持し、 3番草刈取後は回復した。

しかし夏期の生長量は極僅かにとどまった。り＼イ

フローラ’は他の 2品種の中間程度の発病がみられ

た。浪江町の栽培圃は水田である。‘エース＼‘アキ

アオバ 3’ともに良好に越夏したが、ヒエを主体と

する水田雑草が繁茂した部分は秋に被度が低下した

（写真44222）。
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（‘東北 1号’は採草用フェストロリウム品種）

南相馬（2009/9 I 7 ) 宮古（2009.9. 3) 

写真4422-1 南相馬と宮古における ‘アキアオパ 3’と‘エース’の越夏後の生育状況

越夏性ライグラスは、耐湿性があるので、水田で栽培が可

能である。しかし、 夏にヒエが繁茂する（写真左）と、そ

の部分が冬に裸地化する（写真右）ので、適期刈取処理な

どでフk田雑草の抑制が必要。

写真4422-2 浪江町水田圃場での生育状況

（ウ）温暖地において、濯水の効果について春播き

で検討した。試験年（2008年）の夏期は、 7月28日

から 8月15日までの19日聞が雨のない期間となった。

7月上旬刈取りでの収量には多少品種間差があるも

のの、概ね各品種とも順調に生長した。 8月 5日か

ら9日まで濯水した。濯水処理以降、各品種とも概

ね濯水区が対照区に比べて収量が増加した（表

4422-3）。‘アキアオパ 3’については、秋の最終刈

りで、も濯水区で、多収傾向が続いた。しかし、他の3品

種については 8月下旬以降収量差がほとんど認めら

（品種は‘アキアオパ3’）

れなかった。 8月下旬以降の収量は、明らかに‘ア

キアオパ 3’が高かった。晩秋の被度については、

‘アキアオパ’以外の 3品種において濯水区で被度

が向上した。収量 ・被度ともに品種間差が大きく 、

それに比べると潅水の効果は僅かであった。

夏期の刈取時期が品種の越夏性に及ぼす効果（表

4422 4）、夏期の刈取後の施肥水準が越夏に及ぼす効

果（表4422-5）を検討したが、いずれも品種間差が

著しく、ここでも処理の効果は検出できなかった。



表4422-3 各品種における濯水の有無と収量と秋の被度 （茨城県畜産センター；2008)

出穂茎数i 乾物収量2(kg/ a) 被度

品種 6 /24 7/1 7/25 8/1 8/8 8/15 8/22 8/29 10/7 11/25 

処理 雨 l l献ll 雨
アキアオパ 3 濯水 。 65.3 13.8 18.8 17.8 22.4 27.1 20.8 40.8 97 

対照 。 67.4 11.5 16.0 21.7 20.7 26.9 27.3 33.3 92 

ハイフローラ 濯水 。 59.7 17.8 17.8 21.6 24.1 27.2 16.3 24.7 93 
対照 2.7 59.l 23.7 13.0 17.1 21.0 19.3 17.5 23.9 88 

エース 濯水 18.0 56.4 18.2 18.3 17.5 15.6 18.4 12.7 15.5 60 
対照 18.0 60.4 17.7 17.7 16.8 15.9 14.1 11.2 18.2 40 

アキアオパ 濯水 12.7 64.5 18.0 14.5 19.4 18.3 20.8 13.5 15.2. 52 

対照 13.7 56.6 21.0 18.9 18.9 17.0 14.3 16.0 15.8 53 

1 ）出穂茎数はプロット（3.6m2）あたりの数。

2) 7 /25以降の収量は、 7/ lからの生長量を示す。

3）謹水期間は 8/5～ 9。謹水量は、 8/5が23.2'IX/rrU日、 8/ 6 7が9.3'IUrrU日、 8/ 8 9が4.6'IUrrU日。 7/

4に7ミリ、 7/27に 10~ •） 余り、 8 /16に45~ •） の雨を観測。それ以降はほどほどに降雨あり。

表4422-4 温暖地における夏期（ 3番草）の刈取り時期と病害擢病程度の違いと

越夏後（ 4番草）の収量及び被度 （茨城県畜産センター，：2009)

3番草における 4番草乾物収量（kg/a) 4番草基底被度（%）

病害擢病程度 3番草刈取日 3番草刈取日
口口口 種 7/6 7/13 7/27 7/6 7/13 7/27 7/6 7/13 7/27 

アキアオパ 3 1. 0 1. 0 1. 8 22. 6 18. 3 20.6 92 85 92 

ハイフローラ 1. 0 1. 0 1. 8 6. 3 5. 6 11. 3 ::i 戸U戸 52 80 

エース 2. 0 2. 7 4. 3 0. 9 0. 7 0. 7 8 7 10 

表4422-5 温暖地における夏期（ 3番草）の刈取後の施肥量水準の違いと

越夏後（ 4番草）の収量及び被度 （茨城県畜産センター；2009)

品種 4番草乾物収量（kg/a) 4番草基底被度（九） 病害擢病程度

追肥量 0. 50 0.25 。 0.50 

アキアオパ 3 22. 6 18. 3 20.6 98. 3 

ハイフローラ 15. 4 18. 2 16. 9 93. 3 

エース 0.9 0. 7 0. 7 16. 7 

工考察

多くの多年生牧草は、春 1番草では出穂するが、 2

番草以降は栄養生長に戻り、越夏する。一方、 1年

生として利用されているイタリアンライグラス品種

は、 2番草以降も盛んに出穂して多くは夏期に枯死

することが知られている。本試験は、春播きで、行っ

たため、秋播性が高い個体は出穂しない。本試験の

結果では、播種当年の出穂個体率が最も高かった‘ア

キアオパ’においても30%で、あったことから、越夏性

品種の特性として秋播牲が重要であることを示して

いる。しかし、‘エース’は、 2カ年を経過した生存

率は最も低かったことから、越夏牲を播性だけで判

断することはできない。個体植での越夏性・永続性、

0. 25 。 7/27 

95.0 98. 3 1. 5 

93. 3 95.0 1. 5 

13. 3 11. 7 4. 0 

生産力試験及び現地試験から、寒冷地では‘アキア

オパ 3’と‘ハイフローラ’は、実用的に多年性栽

培が可能な品種と言える。しかし、既存の‘エース’

や‘アキアオパ’が‘極長期利用型’とj匝し、ながら

も宮古市以外では事実上多年生利用が難しかった。

イタリアンライグラスは、寒地型牧草の中では耐

雪性が劣る。今回の現地試験では、庄内町で問題と

なる可能性が高し九‘アキアオパ 3’について越冬に

問題はないという農家の感想であったが、試験年は

少雪・暖冬で、あったので、この結果だけで「適地」

と判断するのは危険である。

イタリアンライグラスの「し、もち病」については、

近年、暖地から温暖地に向けて拡大傾向にある（月



星ら 3））。そこでの発病は、主に秋の幼苗から生育初

期に多く、致命的な被害に至る（西見ら 1)）。本試験

の南相馬市で確認したいもち病は、この時期及び生

育ステージではなく、播種後 9ヶ月以上を経過した

夏期である。いもち病の発病条件が25～31℃で水分

が多い状態が続くと多発するとされている。試験年

の夏期は、梅雨明けが明らかでない冷涼・多雨・寡

照が重なり、この発病条件に近い環境が続いたこと

が要因とみられる。重ねて、 2番草刈取後の不順な

天候で約 2週間経過した時期に追肥したため病害の

進展を助長したと考えられた。‘アキアオバ 3’は感

染し、夏期の収量も激減したが、秋以降も被度を維

持して、生育を回復したので、一定の抵抗d｜空を持っ

ていると言える。今後温暖化の進展により、いもち

病の発生域はさらに北上するものとみられるので、

いもち病を多発させない栽培法を開発することが急

務である。

イタリアンライグラスは、耐湿性が強いので水田

でも広く栽培できる I）。しかし、ヒエなど水田雑草が

繁茂すると牧草が被圧されるので、再生力の差など

を生かす刈取時期の設定など、雑草を抑制する栽培

法の確立も重要である。

温暖地では、夏期の濯水することが越夏性向上に

関して一定効果があることが示されたが、これは越

夏性が高い‘アキアオバ 3’に限られており、その

他の品種ではその効果が小さい。このことは、一定

水準以上の越夏性を付与で、きていない品種は多年生

利用はできないことを示しており、夏枯れの不安が

ある地域では‘アキアオパ 3’を選定することが最

低条件と言える。夏期の刈取期や施肥の効果につい

ては、試験年が低温・多雨であったことから今回の

結果はあまり参考にならないと考えられる。

農家の牧草栽培において、試験で想定される以上

の栽培条件下におかれることがみられる。しかし、

温暖地での越夏性に関連する要因解析の結果で、品

種以外の効果は小さいので、播種から定着、その後

の越冬を安定させることが最重要ポイントである。

次に、いもち病など夏期の病害が利用期間を短縮さ

せる要因であり、収量及び品質をも著しく低下させ

るので、これを回避する栽培法が重要であると考え

られた。

オ今後の課題

（ア）寒冷地の夏期に発生するいもち病は、たとえ

壊滅的被害を回避できたとしても、夏期の収量を激

減させるので、これを一定水準以下に抑制する栽培

法、さらには抵抗性品種の開発が必要である。

（イ）水田で栽培する場合、夏の水田雑草を抑制す

る刈取時期等の栽培条件の確立が必要である。

（ウ）温暖地で、越夏牲を向上させる刈取り時期等の

栽培条件については、さらに複数年のデータを蓄積

して確立する必要がある。

力要約

（ア）近年育種された越夏性品種‘アキアオバ 3’

と‘ハイフローラ’は従来品種よりも格段に越夏牲

が優れており、まずこの 2品種を選定することが必

要である。さらに、耐雪性に関してはハイフローラ

が優れていることから、越冬性を重視するならば‘ハ

イフローラ’、越夏性を重視するならば越夏d性に優れ

る‘アキアオパ 3’という選択になる。さらに、夏

期の条件が厳しいところでは夏期の濯水も効果があ

り、夏期にある程度水分が多い圃場を選択するのも

越夏に有効と思われる。
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( 3 ）温暖化に適応した新規草種の選定および消化

性（栄養価）を高く維持できる栽培法の開発

ア研究目的

地球温暖化に伴う気温上昇により、暖地型牧草の

利用場面が増加することが想定されるが、一般に暖

-474-



地型牧草は栄養価が寒地型牧草より劣るとされてい

る。しかし、暖地型イネ科草種は64属170草種・品種

があるが、これまで検討されていない草種・品種も

数多くある。種子が流通し入手可能な、暖地型イネ

科約15草種・品種、マメ科約 5草種・品種の中から、

その適応性及び栄養価等から有望なものを選定する

とともに、調製法が異なる 3種の乳酸菌添加剤が、

サイレージ発酵特性と栄養価に与える効果を明らか

にし、温暖化条件下での暖地型牧草の良質サイレー

ジ生産技術を開発する。

イ研究方法

（ア）温暖化に適応した新規草種の選定

種子が流通し入手可能な種子を豪州、タイ、ブラ

ジルから導入した。播種に先立ち、導入した全草種

の発芽試験を行い、発芽率が低い草種・品種につい

ては、 80℃の熱湯処理を施し、発芽率を高めて実施

Ltc。なお、もPamcummaximum cv. Paikaji＇、‘ Panicum 

maximum cv. Umaku＇は高い発芽率が確認されていた

ため、発芽試験を実施しなかった。播種は沖縄県の

表4423-1 圃場の土壌特性と供試草種

土壌種類

宮古島市 島尻マージ

石垣市 堆積土

西原町（琉球大学内圃場） ジャーガル

今帰仁村（畜研センター内圃場） 国頭マージ

表4423-2 サイレージ原料草の成分組成

水分含量（%） TN含量（%）

Gp 80.2 ±0.44 2.25 ± 0.01 

Ne 81.5 土 1.24 1.06 土 0.08 

Tr 74.7 ±0.18 0.97 ± 0.07 

土壌条件と気象条件が異なる 4箇所（石垣市、宮古

島市、西原町、今帰仁村）で同時に播種した。文献

(Skerman et al. 1 ）、 Skermanand Riveros2）、 Barneset 

al. :i）、 Moseret al. 4））等から地域の土壌・気象条件

や牧草利用状況を勘案し、 4箇所に共通して播種す

る8草種・品種、 1～ 3地域のみ播種する23草種・

品種を選定し、 17～19草種・品種で計32草種・品種

を播種した。なお、‘Digita刀bθ刀加thacv. Transvarra’ 

及び‘ Cynodonnliθ・mfi.Jens1s Vanderyst’は栄養茎で植

え付けた。刈取り調査は30日～60日間隔で実施し、

地際 7～lOcmで刈取り、刈取りごとに施肥を行った。

導入した暖地型イネ科牧草、マメ科牧草の各地域

における試験圃場面積は 5～6アール、 1区面積を 9

m2とし、播種量は発芽率、種子重を勘案し、 3.0～4.5 

g/m2とした。基肥として10アール当り窒素、リン酸、

カリをそれぞれ7.2kg、3.9 kg、5.5 kg施用し、いず

れも 2反復の完全無作為法で配置した。各圃場の土

壌特性と供試したイネ科・マメ科草種・品種数は表

4423 1のとおりであった。

pH イネ科草種 マメ科草種 言十

8.3 12 4 16 

6.0 15 6 21 

8.2 16 4 20 

5.1 14 5 19 

乾物消化率（%） wsc含量（%）

61.9 ±2.37 3.11 ± 0.48 

52.3 土 1.96 4.06 土 0.76

44.9 ± 3.50 5.08 ± 0.99 

1 ）水分含量のみ新鮮物中、 TN（全窒素）含量、乾物消化率及びwsc（水溶性炭水化物）

含量は乾物中含量で表示。

2 ）平均値土標準偏差。



調査は2008年12月から2009年11月まで実施した。

30日～60臼を調査間隔（再生期間）とし、地際 7～

lOcmで刈取りと施肥を繰返した。実施期間の調査回

数は、宮古島市圃場で 3回、石垣市圃場で 2回、 西

原町琉大圃場で 1回、今帰仁畜研センター圃場で 3

固とした。

（イ）新規導入草種の刈取り時期に伴うサイレージ

品質の評価

サイレージの原料草として、‘ギニアグラス ・ガッ

トン （Panicummaximum ]acq. var. maximum cv. Gatton、

以下 Gp）＇，‘ネピアグラス（ A印刀J見tumpurpur，θum 

Schumach.、以下 Ne）’及び‘パンゴラグラス ・トラ

ンスパーラ （Digitaria θ刀＇anthaSteud cv. Transvala、

以下 Tr）’を用いた。処理区は乳酸菌無添加区を対照

区とし、乳酸菌添加区として、Neから調製した付着

乳酸菌発酵液 1%添加区（以下 FJLB区）、 Neから分

離 ・選別した乳酸菌 N-11株培養液 1%添加区（N-11

区）及び市販の乳酸菌製剤アクレモコンク 1%添加

区（アクレモ区）を設けた。原料草は約 2cmに細切

し、各処理を施した後、ポリエチレン袋に詰めて密

封し、室温で貯蔵した。調製したサイレージは 2日、

7日及び14日後にそれぞれ開封し、 pH、揮発性塩基

態窒素（以下 VBN）、有機酸組成の分析に供し、

V-SCOREを算出した。また、乳酸菌数、酵母菌 ・好

気性細菌数の測定を行い、乳酸菌群を同定するため

表4423-3 各試験地の乾物収量性に優れる有望草種 ・品種

グラム染色、形態観察、カタラーゼ試験、グルコー

スからのガス発生試験を行った。供試したサイレー

ジ原料草の成分組成は表4423-2のとおりであった。

ウ研究結果

（ア）温暖化に適応した新規草種の選定

播種は各試験圃場共に2008年12月から2009年 1月

に行ったが、発芽が悪い草種があり、これらの草種 ・

品種については 2月に石垣市、 3月に宮古島市、 4月

に西原町、 5月に今帰仁村の 4試験地でそれぞれ再

播種を行った。供試した草種・品種の発芽試験で20%

以下の種子では、熱湯処理を施すことによって、発

芽率が上昇した。刈取り調査は数草種の草種・品種

の草高が約30cm以上となった場合に実施し、調査2

回目以降の乾物収量を前回の刈取りからの生育期間

(50～60日）で除して、期間内の CGR(g/m2/day）で

比較した。 4調査圃場において、平均 CGRが5を超

えた草種 ・品種を抽出し、表4423-3に示した。 2調

査圃場で CGRが 7以上を示した草種・品種は、ブラ

キラリア属の‘MG5＇，‘バシリスク＼‘ルージー＼

パニカム属の‘TD58＇，‘パイカジ’、パスパルム属‘ア

トラタム’であり、普及品種に比べ乾物収量が高く、

土壌環境や気象環境の適応性に優れていることが示

唆された（表44233）。

(CGR、単位： g/m2/day)

宮古島市 琉球大学 今帰仁村品種種別 石垣市
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1 0.5 

7.8 
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Panicum maxi，庁wmCV. TD58 
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Setaria sphacelata var. splendida cv. Splenda 

Stylosanthes ham a ta cv. Am 1ga 

Panicum maximum cv.PaikaJI 

Panicum maximum cv.Umaku 
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1 ）表中数字は CGRが5.Og/m2 I day以上を表す。青色文字は l調査圃場で CGRが7.0以上、赤色文字は 2調査圃

場以上で CGRが7.0以上の乾物収量性に優れる草種・品種。



表4423-4 サイレージ調製14日後のサイレージ中の微生物組成

草種 処理名 乳酸菌 1) 酵母菌 1) 好気性細菌 1) 

対照区 8.43士O042) 1目22

Gp 
FJLB区 9.10士0.10

アクレモ区 8.57 ±0.06 

N-11区 9.07 ±0.21 

対照区 8.54士0.11

Ne 
FJLB区 8.86士0.29

アクレモ区 8.61 ±0.03 

N-11区 8.59±0.19 

対照区 8.72±0.13 

Tr 
FJLB区 8目83士O目05

アクレモ区 8目95士O目07

N-11区 8.61土0.14

1) log cfu/g FM 

2）平均値土標準偏差

（イ）新規導入草種の刈取り時期に伴うサイレージ

品質の評価

‘ギニアグラス・ガットン（Gp）＇，‘ネピアグラス

(Ne）’及び‘パンゴラグラス・トランスパーラ（Tr）’

を材料草として、付着乳酸菌発酵液、乳酸菌 N 11株

培養液及びアクレモコンクの添加によるサイレージ

発酵品質及びインビトロ消化卒、乳酸菌数、酵母菌

数、好気性細菌数の測定を行ったところ、乳酸菌数

はいずれの草種及び処理区でも 2日目には108c乱1/g

以上の値となり、 14日目までほぼ一定で推移した（表

。目91

1目20

5目06 2.28 

2.98 

5.34 1.99 

2.74 0.84 

3.71 0.92 

3.10 2.92 

2.66 1.55 

3.65 

4423 4）。

乳酸菌同定試験においては、 7日目及び14日目では

いずれの草種及び処理区でも Lactobac1llus属が優勢

した（表44235) 0 

また、 Gpでは pH、乳酸含量及びV SCOREが対照

区及びアクレモ区で他の処理区に比べ、品質が向上

している結果が得られた。しかしながら、 Ne及びTr

では処理区間の差はみられないものの、いずれの処

理区も品質が向上する結果が得られた。



表4423-5 草種の違いによる V-SCORE及び優勢菌割合

草種 処理 pH 
乳酸含量

V-score 2日目ダkgDM
7日目 14日目

Streptococcus 

対照区 5.05 2.27 99.4 
Striθ•ptococcus Striθptococcus (50) 

(86) 1 > (6 7) Lactobacillus 
(50) 

Gp 
Lactobacil/us Lact1フbacillus

FJLB区 5.89 0.34 57.7 I (79l 

Lactobacil/us 

(95) (58) 

アクレモ区 4.15 0.93 99.3 
1 Streptococcus Lac to bacillus Lactobacil/us 

(71) (95) (100) 

N-11区 5.91 0.29 68.0 
Streptococcus Streptococcus Lactobacil/us 

(100) (65) (85) 

対照区 4.41 2.45 100.0 
I Striθ•ptococcus Lac to bacillus Laαobacillus 

(90) (60) (79) 

FJLB区 4.22 2.38 100.0 
l四E仙•s Lactobaci/11出 Lactobacil/us 

Ne 
(68) (100) (70) 

アクレモ区 4.23 2.70 99.9 
Streptococcus Lactobacillus Lactobacillus 

(63) (89) (100) 

N-11区 4.52 2.11 99.8 
Streptococcus Lactobacil/us Streptococcus 

(100) (90) (75) 

対照区 3.78 6.46 99.9 
Striθ•ptococcus Lac to bacillus Lacto凶 cillus

(100) (94) (73) 

FJLB区 3. 71 7.39 99.6 
Striθ•ptococcus Lactobacillus Lacto回 cillus

Tr 
(55) (100) (100) 

アクレモ区 3.73 6.41 99.9 
Streptococcus Lact1フbacillus Lactobacil/us 

(100) (95) (94) 

N-11区 3.69 7.54 99.7 
Striθ•ptococcus Lac to bacillus Lacto凶 cillus

(100) (80) (70) 

1 ) ( ）括弧の数値は同処理区20株中において確認された優勢菌株の割合（%）

2 )V-SCORE評点： 80点以上は良、 60～80点は可、 60点以下は不良（14日目の値）

3 )Gp：ギニアグラス、 Ne：ネピアグラス、 Tr：パンゴラグラス・ トランスパーラ

工考察

（ア）温暖化に適応した新規草種の選定

本調査の結果から、新規に導入したブラキア リア

属‘パシリスク＼‘MG5’及び‘ルージー＼パニ

カム属‘TD58’、 パスパルム属‘アトラタム’は本県

の異なる土壌条件においても、高い乾物生産性を維

持できる草種 ・品種と して評価できる。

（イ）新規導入草種の刈取り時期に伴うサイレージ

品質の評価

暖地型イネ科草種のサイレージ調製は、草種に

よっては、 付着乳酸菌のみで十分な乳酸菌増殖（106

～108 cfu/g）と乳酸発酵をもたらすが、その発酵を確

保するために市販の乳酸菌製剤アクレモコンクの添

加はその発酵を保証するための技術として有用であ

ると評価された。また、良質サイレージ調製のため

の生産コス トの低減のためには、自家製乳酸菌添加

剤も十分活用できることを示した。

オ今後の課題

（ア）温暖化に適応した新規草種の選定

温暖化に伴う気温 ・降水量等の気象要因の今後の

変動が既存並びに新規導入暖地型イネ科牧草種の生

産性に及ぼす影響をシミュレーションする。また、

異なる土壌条件において高い栄養価を維持しつつ、

高い乾物生産性を示す草種の選定を肥培管理の要因

も加え、さらには優れた採食性と家畜生産性につい

ても総合的に評価することが今後の課題となる。

（イ）新規導入草種の刈取り時期に伴うサイレージ

品質の評価

暖地型牧草の良質サイレージ調製は寒地型草種と

比較して困難とする知見が多いが、今回得られた発

酵品質や乳酸菌の叢生推移に関する成果は必ずしも

それを支持するものではなく 、暖地型牧草を埋蔵材

料としても、優れた乳酸発酵が得られることを証明

した。このような発酵品質の地域間差が如何なる要

因によってもたらさるかについて、既存 ・新規有望

草種を用いてサイレージ調製を行うことによって、

地域間差と発酵に関与する成分を比較検証し、暖地

型牧草サイレージの調製技術を高める研究に展開す

る必要がある。



力要約

（ア）温暖化に適応した新規草種の選定

温暖化に適応した収量性及び品質に優れる新規草

種を選定するため、気象・土壌環境が異なる沖縄県

内4場所で暖地型イネ科約15草種・品種、マメ科約 5

草種・品種を用いて栽培試験を実施したところ、新

規導入草種・品種の中でブラキアリア属‘バシリス

ク＼‘MG5＇，‘ルージー＼パニカム属‘ TD58’、パ

スパラム属‘アトラタム’が沖縄県の異なる土壌条

件において乾物生産性に優れていることが示唆され

た。

（イ）新規導入草種の刈取り時期に伴うサイレージ

品質の評価

暖地型牧草による良質サイレージ調製条件を検討

するため、普及している暖地型イネ科牧草品種を用

いて、数種の乳酸菌添加区と無添加区とのサイレー

ジ品質の比較を行った。その結果、乳酸菌無添加区

では、付着乳酸菌のみでも十分な乳酸菌増殖(106～

108 cfu/g）と乳酸発酵をもたらすが、市販の乳酸菌製

剤の添加でより優れた発酵品質を確保で、きるととも

に、生産コスト低減につながる自家製乳酸菌添加剤

も十分活用できる知見が得られた。

以上より、沖縄地域における収量性に優れる新規

導入草種候補が選定されるとともに、発酵品質をよ

り高める調製技術が提示された。

キ引用文献
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3) Barnes R. F. et al. (2002). Forages, An 
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4) Moser L. E. et al. (2004). Warm Season (C4) 
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研究担当者（川本康博、稲福政史＊）

( 4 ）暖冬条件に適応した飼料用麦類の冬枯れ防止

栽培技術の開発

ア研究目的

近年の資源価格高騰により輸入穀物飼料価格の上

昇も見られたため、国内の畜産農家では白給飼料増

産の気運が高まっている。その中で、土地面積に制

約がある都府県農家では、安定した飼料増産には二

毛作や二期作といった複作化を進めることが必要と

なる。飼料用エンバクは極早生から中生まで多数の

品種があり、夏作トウモロコシとの組み合わせで関

東北部などの二毛作地帯で冬作として使われている。

しかしながら、エンバクは冬枯れが発生しやすく、

これまでも度々被害が報告されてきた。従来報告さ

れてきたムギ類の冬枯れ被害は雪害によるもの（北

原・田野崎 I）、国井2））が主で、あったが、関東北部に

おける目視観察からは、秋期に生育が進みすぎた場

合に発生すること、また無積雪で、も発生する場合が

あることなどが半lj明している。 しかしながら、討さ品目

な発生条件や被害に対する品種間差など、体系的な

情報については現在のところ未報告のままである。

今後、温暖化が進行し、秋期の気温上昇が発生すれ

ば、被害は拡大する恐れがある。そこで本研究では、

今後、被害防止策を策定するため冬枯れ発生条件を

明確にすることを目指し、主にエンバクの冬枯れ発

生と秋期の積算温度の関係及び冬枯れに対する品種

間差に着目して圃場試験を行う。

イ研究方法

（ア）エンバクの播種期移動試験は農研機構・畜草

研（栃木県那須塩原市）内の試験圃場で、行った。 2007

年及び2008年の10月～11月に 4期（概ね10日間隔；表

4424-1参照）に渡り、市販のエンバク 15品種（07年播

種）、 13品種（08年播種）を供試して播種を行った。 1 

区面積は4.5m2とし 3反復乱塊法で、配置を行った。調

査項目として、播種翌年の 2月下旬に品種毎に冬枯

れ評点（ 1無～10甚）を目視で調査した。播種翌年の 4

～5月に各品種の出穂期に収穫調査を行い、生収量

を測定し、これに70℃・ 96時間乾燥して算出した乾

物率を乗ずることで単位面積当たりの乾物収量を求

めた。また、研究所内の気象観測システムを用いて

気象データを収集し、これに基づき、各播種期にお

いてエンバクが獲得した有効積算温度（基準温度

4℃）を算出した。



ウ研究結果

（ア）気象データと積算温度

播種年内の10～12月における気象データでは、両

年とも平均気温は概ね12月上旬から有効積算温度の

25 

20 

15 。
~ 10 
関
紙

。
R
U
 

月日

図4424-1 栽培期間における日平均気温の

変化（07/08年）

網かけ部分は基準温度（4℃）以下

（イ）播種期と平均収量

播種期別にみた全エンバク品種の平均収量は、両

年次とも第 3期（07年、 08年播種とも10月22日）で

最も高くなり、それより早期の播種になると低下し

た。特に第 1期の播種（07年10月 2日、 08年10月 1日

播種）では、それぞ、れ164kg/10a及び、345kg/10aと極端

な減収が見られた（図44242）。

（ウ）冬枯れ評点と乾物収量の関係

平均収量が最も高かった第 3期の収量を100とし

て、各播種期の収量比を算出したところ、冬枯れの

発生程度が高くなるにつれ最終的な乾物収量は低下

することが示された（図44243）。極早生品種群では

10月 2日播種から10月22日播種の間で段階的に冬枯

れが発生したのに対し、早生品種群では第 2期の播

種期で既に激しく冬枯れが発生しており、品種群全

体で耐性が低いと考えられた。逆に中晩生品種群で

基準である 4℃を下回り、以降 3月上旬まで 4℃を

上回ることはほぼなかった（図44241）。そのため、

各播種期において年内に獲得された有効積算温度は

表44241に示した値で定常に達した。

表4424-1 播種月日と播種年内の積算温度

年次 播種期
播種／収穫 2 3 4 

07/08年 播種月日 10/2 10/11 10/22 11/2 

年内積算温度 472 359 250 144 

08/09年 播種月日 10/1 10/10 10/22 11/5 

年内積算温度 490 382 245 127 

年内積算温度は播種目から12月31日までの有効

温度 we基準）の合算

は、第 l期と第 2期の間で急速に冬枯れ発生が増大

していた（図44244）。

（エ）冬枯れ耐性品種の選定

品種や品種群によって冬枯れ評点に差が見られた

（図44244）ことから、第 2期 (lo月11日播種）の

冬枯れ評点と各品種の収量比（第 3期の各品種群の

平均収量を100とした）の関係から冬枯れに対する耐

性品種の選定を行った。また、調査を行った両年次

(07/08年、 08/09年）の乾物収量、収量比を品種及び

播種期別に表44242に示した。収量比において80%

以上を確保でき、また同じ早晩性の中で相対的に高

い収量を得られる品種を選定基準としたところ、サ

ビツヨシ（極早生）、スタンドオーツ（中生）、パイ

タルオーツ（中晩生）が選定された（表4424-2、図

4424 5）。早生品種はいずれも20%以上の減収となり、

強品種は選定できなかった。

一－480一一
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図4424-4 冬枯れ評点と各品種群の播種期

別収量比（07/08年）

収量比は表44243と同様にして算出した。
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10月11日播種の全15品種の冬枯れ評点と収量比

収量比は表4424-3と同様にして算出した。
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表4424-2 エンバク品種と各播種目別の冬枯れ評点，乾物収量及び収量比（07-08年）

年次 早晩性 品種 冬t古れ誼点 乾物収量kg/10a（収量比）
2 3 4 2 3 4 

07年衛権極早生 エンタックス 9.0 5.0 3.0 1.0 354 (35) 835 (83) 1097 (109) 1108 (110) 
08年収穫 アーリークイーン 9.0 4.7 3.0 1.0 350 (35) 866 (86) 1056 (104) 924 (91) 

ウエスト 9.3 4.0 3.0 1.0 256 (25) 866 (86) 857 (85) 820 (81) 

ス－1~－1、ャテ隼 10.0 6.3 3.3 1.0 0 (0) 600 (59) 935 (93) 779 (77) 
サビツヨシ 8.0 3.0 2.0 1.0 330 (33) 966 (96) 1204 (119) 893 (88) 

はえいぶき 10.0 6.0 3.0 1.0 0 (0) 679 (67) 914 (90) 665 (66) 
平均 9.2 4.8 2.9 1.0 215 (21) 802 (80）「1011 (100）可 865 (86) 

早生 ソイjレセイバー 10.0 7.0 3.0 1.0 0 (0) 760 (74) 976 (95) 958 (93) 

ニューオーツ 9.3 7.3 2.7 1.0 0 (0) 805 (78) 815 (79) 882 (86) 
乾草えん麦 9.7 8.3 3.3 1.0 0 (0) 753 (73) 1098 (107) 980 (95) 
へイオーツ 10.0 9.0 3.3 1.0 0 (0) 513 (50) 1230 (119) 987 (96) 

平坦 ー－－， 9.8 7.9 3.1 1.0 0 ~Ol 708 ~69l 「1030 ~100河 952 ~93l 
中早生 メジャー 10.0 6.0 4.7 1.0 0 (0) 844 (75) 888 (79) 921 (82) 
～中晩生スタンドオーツ 8.3 4.3 2.0 1.0 356 (31) 1432 (127) 1497 (132) 1208 (107) 

ニューオールマイティ 10.0 7.3 2.7 1.0 76 (7) 939 (83) 1144 (101) 1223 (108) 
パイタルオーツ 8.0 3.0 2.0 1.0 397 (35) 1334 (118) 1210 (107) 1138 (101) 

クイーンえん乏ー「 9.3 5.7 3.0 1.0 341 (30) 1114 (99) 911 (81) 893 (79) 

王誼 9.1 5.3 2.9 1.0 234 ~21 l 1133 ~100l 「 1 i30－~1ool: 1011 ~95l 
08年播種極早生 エンダックス 9.3 3.8 2.0 1.0 468 (55) 834 (97) 950 (111) 498 (58) 
09年収穫 アーリークイーン 9.7 3.8 2.2 1.0 425 (50) 924 (108) 867 (101) 757 (88) 

ウエスト 8.5 3.5 2.0 1.0 556 (65) 824 (96) 800 (93) 594 (69) 
ス－1¥-1、ャテ隼 10.0 8.8 3.8 1.0 73 (9) 426 (50) 400 (47) 885 (103) 

サビツヨシ 6.8 2.7 1.0 1.0 640 (75) 1236 (144) 1341 (156) 768 (89) 
はえいぶき 10.0 3.2 1.0 1.0 93 (11) 634 (74) 795 (93) 703 (82) 
｜平均 一寸 9.1 4.3 2.0 1.0 376 (44) 813 (95）「－859(100) 701 (82) 

早生 ーユーオーツ 10.0 8.8 2.5 1.0 118 (12) 685 (71) 901 (94) 647 (67) 
乾草えん麦 10.0 9.2 2.0 1.0 273 (29) 682 (71) 946 (99) 625 (65) 
へイオーツ 9.5 5.5 1.5 1.0 102 (11) 802 (84) 1028 (107) 423 (44) 

王~ 9.8 7.8 2.0 1.0 164 ~17l 723 ~75l 「－958 ~100河 565 ~59l 
中早生 メジャー 9.8 3.8 2.3 1 0 240 (21) 919 (82) 778 (70) 789 (71) 

～中生 スタンドオーツ 7.5 1.8 1.0 1.0 575 (51) 1002 (90) 1309 (117) 808 (72) 

ニューオールマーイーテーィ可 9.3 3.7 1.0 1.0 571 (51) 1047 (94) 1268 (113) 939 (84) 

王誼 8.9 3.1 1 4 1 0 462 ~41l 989 ~88l rfi18 ~100l 846 ~76l 
フイム宰 1.0 1.0 1.0 1.0 888 (88) 1033 (102) 1011 (100) 787 (78) 
オオムギ 5.5 2.0 1.0 1.0 528 (56) 927 ~98l 943 ~100l 683 ~72l 

収量比はエンバクでは早晩性の各品種群（極早生、早生、中早生～中生）の、ライムギ ・オオムギでは各草

種の第3期（10月22日播種）の収量平均（網かけ部分）を100として算出

工考察

本試験の 2ヶ年の播種期移動試験により、エンバ

クが播種年内に獲得する積算気温が約250℃以上に

なると品種又は品種群によっては冬枯れが発生する

危険性があること、 360℃以上になるとすべての品種

で危険性が増大することが示された。そのため、冬

枯れ被害を回避するには、エンバクが獲得する積算

気温をこの温度以下になるように適期播種を行うこ

とが重要であると考えられた。また、冬枯れに対し

てエンバクの品種聞に差が見られ、強耐性品種が選

定された。今後、温暖化が進行した際は、種適期の

再検討と強品種の利用を組み合わせることによって、

対応策の構築が可能になるものと期待された。

オ今後の課題

本試験において、冬枯れが発生する積算気温（秋

期の気温）条件を明らかにしたが、対応策の検討の

ためには低温側（冬期）の条件も明らかにすることが

必要になってくると考えられる。そこで、エンバク

を異なる程度の低温に遭遇させ冬枯れ発生レベルを

調査することで、低温側の条件を明らかにする試験

を行一うことをf食言すしている。

力要約

エンバクの冬枯れ発生条件を明らかにするために、

圃場において播種期移動試験を行った。その結果、

冬枯れが発生と年内獲得積算温度の関係を明らかに

した。また、冬枯れ耐性に対してエンバクの品種聞

に差があることを示し、強品種を選定した。
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