２
参考資料２－２

２

１－①

１－①

１－②

令和元年度一般参加による
マイクロプラスチック分布調査

２－①

当センターの調査から、相模湾沿岸に漂着するマイクロプラスチック(MP)は内陸から河川を経由して流出している可能性が高い
ことがわかりました。そこで、相模湾沿岸の広域的なマイクロプラスチック汚染状況把握のため、クラウドファンディングで資金
を募るとともに、この問題に関心を寄せる市民の皆様の協力を得て、県内主要河川の近隣にてMP分布調査を実施しました。

調査方法

◆調査参加者が満潮線上に40cm四方の採取区画を設定し、その
上層3cm分の砂を4.75および2.00mmのふるいにかけ、2.00
mmのふるい上に残ったMPを採取しました。
◆当センター職員が実体顕微鏡による形状、色および⾧軸⾧さの
測定と赤外線吸収スペクトルによる材質（PE、PP、PS、その
他）の判定を行いました。
◆調 査 項目 は 単 位 面 積 あ たり の 全 漂 着 数と 特 徴 的 なMP ( 樹 脂
ペレット、樹脂系被覆肥料殻と推定される中空球状MP及び人工
芝と推定される緑色へら状MP)漂着数としました。

40cm四方採取区画

採取地点

ふるいわけの様子 採取したMP(イメージ)

特徴的なMPについて

◆県内の主要河川近隣の27地点で採取しました。
調査への参加団体数は17でした。

調査地点図

調査結果~全漂着数~

◆全漂着数は⓫-1ヘッドランド
(茅ヶ崎市)が最も多い結果で
した。ヘッドランドは茅ヶ崎
海岸を浸食から防ぐT字型の
突堤です。潮の流れが反時計
回りである相模湾において、
海中に漂うMPが漂着しやすい
形状と考えられます。このこと
から、漂着量には地形が影響し
て い る 可 能 性 が あ り ま す 。

全漂着数

神奈川の大気・水環境の現状
平成28年度大気環境の状況について
大 気 環 境
大気汚染物質は、主に工場・事業場や自動車から排出
され、昭和の高度経済成長期、急速な都市化、自動車交
通量の増大等により大気汚染が進み、大きな社会問題と
なりました。
その後、法令に基づく工場・事業場への規制や自動車
排ガス対策などの取組の結果、大気環境の改善が進み、
大気汚染物質のうち、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒
1966（昭和41）の京浜工業地帯

２－②

子状物質及び二酸化窒素については、近年、高い環境基
準達成率を維持しています。
一方で、光化学オキシダントについては、環境基準達
成率がゼロの状態が続いており、課題となっています。
また、平成21年に環境基準が定められた微小粒子状物
質（PM2.5）は、平成28年度から引き続き全測定局で環
境基準を達成しています。年平均値は、近年、横ばいで
推移しており、発生メカニズムの解明等に取り組んでい
ます。

現在

令和元年度の環境基準達成状況
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一般環境大気測定局（一般局）･･･生活環境における大気の状態を
測定するために主に市役所や学校、公民館等に設置
自動車排出ガス測定局（自排局）･･･自動車排ガスの影響を測定す
るために、交通量の多い道路等の近くに設置

ホームページ公開
（１時間毎に自動更新）

河川、湖沼、海域などの水質汚濁の原因は、工場・事
業場からの排水や家庭等からの生活排水など人の活動に
伴うもののほか、火山地帯等における自然的要因による
影響もあり、多岐にわたっています。
水質の汚濁状況を表す生物化学的酸素要求量(BOD)及
び化学的酸素要求量(COD)の環境基準の達成率は、下水
道など生活排水処理施設の整備により長期的には改善
1977(S52)頃の多摩川
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※県及び大気汚染防止法の６政令
市が共同でモニタリングを実施

平成28年度大気環境の状況について
水 環 境

H1

二酸化硫黄

環境基準達成率の推移

傾向にありますが、100％達成には至っていません。
県民の主要な水がめである相模湖・津久井湖は、窒
素、燐(りん)の濃度が高く、アオコが発生しやすいこ
とや、水源地域の森林の荒廃が進み、水源かん養や土
砂流出防止などの公益的機能の低下が課題となってい
ることから、県では、平成19年度から「かながわ水源
環境保全・再生実行５か年計画」を定め、継続的な水
源環境の保全・再生の取組を総合的に進めています。

現在

令和元年度の環境基準達成状況
２地点で箱根火山地帯の自然的要因により
砒素の基準を達成しなかったが、それ以外
は全て基準達成
有機汚濁等に関す BOD及びCODについて、63水域中55水域で基
る項目
準達成（達成率87.3％）
生活 閉鎖性水系の富栄
環境 養化に関する項目 相模湖及び津久井湖は、基準非達成
項目 （全窒素・全燐） 東京湾は、４水域中すべてで基準達成
水生生物の保全に 河川42水域及び東京湾２水域すべてで基準
関する項目
達成
健康項目(有害物質)

出典：環境省「図で見る環境白書」

水質汚濁のモニタリング
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環境基準点；河川49、湖沼10、海域29 計88地点
補助点
；河川40、湖沼 9、海域13 計62地点
（対象水域数；河川45、湖沼5、海域13、計63水域）

分析
（結果は定期的にとりまとめて公表）
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※県、水質汚濁防
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モニタリング地点一覧

BOD及びＣＯＤの環境基準達成率の推移

２－③

環境学習のご案内
環境保全活動を行っている県民の方々を支援するために、環境学習施設を整備
し、講座等を開催しています。ぜひご活用下さい。

学習施設をご利用下さい！
○環境学習や環境保全活動を行う施設です。
環境学習室 〈利用人数２～４０人〉
映像装置等を使える視聴覚室。ビデオ鑑賞・講話・
会議・ワークショップ時などに。
実習室 〈利用人数２～４０人〉
環境に関する簡易な実験や実習ができる実験室。
河川の水質調査や大気の測定などに。

講座･イベントに
ご参加下さい！
○年間を通し、様々な講座・イベントを開催してい
ます。内容や時期については「県のたより」「当セ
ンターホームページ」でご確認下さい。

環境学習リーダー養成講座

貸出教材をご利用ください！
○学校や地域、企業の環境学習を進める上で必要
な教材の貸出を行っています。
映像（ビデオ・ＤＶＤ※一部閲覧のみ）
測定機材（ｐＨ計・騒音計・蓄電自動車模型など）
観察用機材（ルーペ・受け網など）
展示パネル（地球環境・マンガ環境）

環境メーター

環境活動講座
…など

人材情報を
提供しています！
○当センターホームページでは、「神奈川県環境学
習リーダー」（当センター養成講座を修了し、環境
保全活動や環境学習のた
めに役立ちたいと希望する
方）の情報を検索できます。
地域や学校で、「環境学習
についての指導者を捜して
いる」「アドバイスが欲しい」
…などといったときに ご活
用ください。
はかせ君

騒音計

○環境学習についてのお問い合わせ・お申し込みは・・・
神奈川県環境科学センター 環境情報部 環境活動推進課
〒254-0014 平塚市四之宮一丁目３番39号
TEL 0463（24）3311(代表)
FAX 0463（24）3300

HP http://www.pref.kanagawa.jp/docs/b4f/kankyougakushu/ index.html
（環境科学センターHP内

地球環境学習ひろば）
令和元年6月作成
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ブナ林再生事業の順応的推進手法の開発
県西部に位置する丹沢山地は動植物などの自然の宝庫であり、また県民の「いのち」を育み、暮らし
を支える貴重な水源地域です。その丹沢山地の豊かな環境の象徴ともいえるブナ林が、1980（昭和 55）
年代以降、標高の高い稜線部で衰退、枯死するなど、森林の草地化が進行しており、危機的な状況にあ
ります。
県は、ブナ林の衰退に歯止めをかけ、再生を目指すべく、2001（平成 13）年から衰退実態の把握、
衰退原因の解明、対策手法・技術の開発へと調査・研究を進め、その成果を基に、事業の示方書として、
事業担当者向けに、また広く県民の方々の再生へのご理解を得て再生事業を効果的に実施するために、
「丹沢ブナ林再生指針」を作成し、2017（平成 29）年度から衰退リスクの高い檜洞丸山頂周辺におい
てブナ林再生事業（第 3 期丹沢大山自然再生計画および第 3 期かながわ水源環境保全・再生実行５か
年計画）に取組んでいます。

１ 衰退するブナ林
日本の冷温帯自然林を代表する樹種であるブナは、丹
沢山地では標高 800m から最高峰の蛭ヶ岳の山頂まで分
布しています。かつてはブナのほかササや草本、中低木
が生い茂るうっそうとした森林でしたが、ブナの立ち枯
れにより、林冠が開けた場所（ギャップ）が 1990 年代
になると急速に増加し、特に蛭ヶ岳から丹沢山・竜ヶ馬
場にかけての主稜線と檜洞丸の南～西向き斜面を中心
に草地・裸地化が生じています。
（写真 1）（図 1）そこ
ではシカの採食影響により、次の世代を担うブナ更新木
が減少・消滅し、また植生が退行することで土壌の侵食
が起きるなど、自然環境の劣化が今も進行しています。

図1

写真 1 衰退の進むブナ林（2012 年竜ヶ馬
場）

1970 年代から 2000 年代にかけての草地・裸地（水色）の拡大（蛭ヶ岳）

２ 衰退原因の解明
県の複数の研究機関、大学が参加するプロジェクト研究により、大気汚染物質（オゾン）
、水ストレ
ス、葉食昆虫のブナハバチ、シカの採食影響、これらが複合的に作用してブナの衰弱・枯死が起きてい
ることを示す多くの知見が集積され、地形や標高、森林の状態などの立地環境との関係が整理されま

した（図 2、3）
。
具体的には、丹沢山地のブナ林では、広域で植生に対してシカの採食影響が出ており、更新阻害や林
床植生の退行・消失による土壌乾燥化に伴う水ストレスが生じています。ブナの成長や光合成を低

下させるオゾン濃度は、丹沢山地では平地に比べて高く、高濃度が維持されやすく、山頂や稜線
で卓越風の影響が大きい地点では影響が増幅されると考えられます。南向き斜面では卓越風の影響
のほか、大発生を繰り返して枯死の直接の原因となっているブナハバチの食害が大きくなること
が、さらにブナの枯死とギャップの拡大が進んだ地点やその林縁部分では、乾燥やオゾン影響が助
長され、枯死が拡大すると考えられることが明らかとなりました。
ブナ林広域：
シカ採食による更新阻害と水ストレス
（気温の上昇傾向）
高標高：
オゾン

山頂・稜線の風衝地：
卓越風

山頂・稜線の南斜面：
ブナハバチ

ギャップ周辺：
風・オゾン流入

図2

図3

丹沢のブナ衰退のメカニズム

立地環境と複合作用の概念図

３ 対策技術・手法の開発と再生事業の推進
うっそうとしたブナ林を再生するための対策として、まず現存するブナをこれ以上枯死させない

ことが重要です。そこで現在の枯死・衰弱に最も強く関与しているブナハバチの防除対策として、成
虫への誘引効果のある黄色の衝突板トラップ、葉の摂食後に一旦落下し樹幹をよじ登る習性を持
つ幼虫を捕獲する粘着シート、葉についた卵や幼虫を防除する薬剤樹幹注入などの防除法を開発
しました。
次に草地・裸地を森林に再生する対策です。ブナ等の高木が種子から成長できる更新環境を作
るために、植生保護柵を設置するとともに、ワイルドライフレンジャーによるシカ捕獲によって採食
影響を抑え、林床植生の回復を図るこ

現在

当面の対策

ととしました。そのため、衰退地での

10年後

植栽や播種等の試験を行い更新のし
やすさについての知見を得て、ギャッ
プの大きさに応じた、閉鎖するまでの
時間と各時点で必要となる対策を示す
ロードマップを作成しました。
（図 4）

高木・低木の疎林化・
ササ矮性化

20年後

植生保護柵の設置
シカ捕獲の強化
ハバチ防除（食害地のみ）

50年後

高木の侵入・低木の成長
シカ捕獲の継続・密度低下
ハバチ防除の規模縮小

100年後

また、事業を効果的に進めるため、
衰退リスクに応じた対策の優先度を
地図化した「衰退リスクマップ」を作
成し、開発技術を効果的に組み合わ

林縁での高木の成長・
低木の密生
シカ密度低下
ハバチ密度低下

図4

林縁から徐々に再生・
ギャップの縮小
シカ低密度維持
ハバチ低密度維持

大ギャップの再生ロードマップ

ギャップの閉鎖
シカ低密度維持
ハバチ低密度維持

せ、再生優先度の高い西丹沢の檜洞丸地区からブナ林再生事業を実施していくこととしました。
（図 5）
４ 効果の検証
自然を相手にした事業では、実施された事業によって当初設定した仮説（再生ロードマップ）どおり
効果が現れているかをモニタリングによって検証し、その結果をその後の実施計画の見直しや手法の
改良に反映させていく、順
応的な取組が必要となり
ます。事業施行地は国定公

園の特別保護地区に指定
されており、自然度の高
い地域です。事業の効果
を慎重にモニタリングし
つつ、自然の回復力に重
きを置いた息の長い取組
によって失われたブナ林
の再生を目指します。

図5

統合的なブナ林再生事業（檜洞丸）

「丹沢ブナ林の再生指針」
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160543
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水源林の公益的機能の評価と管理技術の改良
１ 概要（はじめに）
丹沢山地をはじめとした水源地域では、増えすぎた
シカの影響や人工林の間伐遅れ等が原因となり、下層
植生の衰退（写真１）とそれに伴う土壌の流出、さら
に森林の水源かん養機能の低下が危惧されてきまし
た。このため、平成１９年度から水源環境保全税※１を
活用した各種対策（シカの捕獲、植生保護柵設置、人
工林の間伐等）が進められています。
当センターでは、これらの対策による効果を検証し、
順応的管理※２により施策を推進するためのモニタリ
ング調査に取り組んでいます。モニタリング調査では、
衰退していた下層植生が各種対策によって回復し、土
壌が保全され、長期的には水源かん養機能や生物多様
性保全機能の維持向上につながることを検証してい
ます（図１）
。
降雨

降雨

対策前

対策後

地面がむき出しだと、
地中に雨水が浸透しにくく、
地表流が発生し、土壌が流出。
土壌流出により渓流水の濁りが発生。

図１

シカの採食による
下層植生衰退

下層植生の回復・土壌保全

斜面

下層植生やリター（落葉）により
土壌が保全される

下層植生回復による
生物多様性保全機能の
維持向上

間伐
シカ対策

下層植生の衰退
土壌流出

写真１

植生に依存する種が増加、
順次、種が多様化
雨水が土壌中に浸透し、
川にゆっくり流出するため
水の濁りは抑制される。

林分

流域

下層植生回復による
水源かん養機能の
維持向上

水源林の保全・再生対策によって予想される効果

２ 主な研究成果
① 各種対策による下層植生の回復と土壌保全
下層植生の回復は、水源地域全体で人工林や広葉樹
林の樹種の違い等を考慮した多地点での調査により
検証しました。その結果、人工林では間伐することに
より下層植生が増え、さらにシカの多い場所では植生
保護柵も設置することにより一層下層植生が増加し
ました。一方、広葉樹林でも、継続的にシカを捕獲し
写真２ 継続的なシカ捕獲による
た地区では植生保護柵の外側でも下層植生が増加し
下層植生回復
ました（写真２）。
土壌保全効果については、シカが多く生息する東丹沢の重点調査地で検証しました。下
層植生がほとんどない斜面では、年間でハゲ山の土壌流出量に相当する厚さ約１㎝の表層
土壌の流出が観測されました。同じ斜面にある植生保護柵内の下層植生が繁茂した場所で
は、土壌流出はほとんど発生しませんでした。

このように、各種対策を継続的に実施することで下層植生が回復し、土壌も保全される
ことが確認されました。
② 各種対策による水源かん養機能の維持向上
森林の水源かん養機能は、森林に降った雨がいったん地中に浸みこみ地下水となり、そ
の後ゆっくり渓流に流出する過程を通して発揮されます。東丹沢の重点調査地では、下層
植生と落葉が地表面の 75％以上を被覆していると、森林内に降った雨の 90％以上が地中
に浸透しました。ところが、下層植生の乏しい土がむき出しになった斜面では、雨水が土
壌中に浸透しにくくなり、浸透できない雨水が地表流となって土壌流出を発生させました。
したがって、下層植生が回復し土壌が保全されれば、降った雨の大部分は地中に浸透する
ようになり、降雨後にゆっくり渓流に流出する水が増え（年間を通した流量の安定化）、
土壌流出による渓流水の濁りも減少すると考えられます。
森林の水源かん養機能の維持向上を検証する対照流域法という方法は、２つの隣接した
試験流域で、一方で対策を実施し一方は比較対照として手を入れず、双方の試験流域の水
量等を比べる方法です。シカの影響で下層植生が衰退した丹沢山地では、試験流域の一方
を柵で囲みシカを排除し、柵のない試験流域と比較して、下層植生の回復状況や水・土砂
の流出の変化を把握しています（写真３）
。柵を設置して４年経過した山北町の試験流域
は、対照流域と比べて顕著に下層植生が増加しつつあり、出水時の渓流水の濁りも減少す
る兆しが見えています（図２）。これらに加えて、流量の安定化についても検証を進めて
います。
さらに、ダム上流域等の広域の対策効果に関しては、土壌流出の重点調査地や各試験流
域で得られた水循環特性に関する知見を活用して水循環モデルを構築し、各種対策の効果
予測や効果量の試算を行っています。

写真３

水量を観測する施設

図２

出水ごとの浮遊土砂流出量の比較

３ まとめ
水源環境保全税を活用した森林の各種対策が進み、下層植生の回復、土壌保全といった
効果も確認され、順調に水源林が再生しつつあります。検証中の水源かん養機能への効果
に関しても改善傾向にあると考えられます。また、生物多様性保全機能に関しても、手入
れ遅れの人工林で間伐を行い下層植生が回復すると、植物の種数が増加し一部の昆虫の種
類も増加することが明らかになっています。今後も対策の長期的な評価に向けて検証を継
続していきます。
※１

個人県民税の超過課税（納税者一人あたりの平均負担額は、年額約 890 円）

※２

気候の変動や社会環境の変化など様々な外的要因に左右される自然生態系を対象としており、

対策の効果についても不確実性を伴うため、対策と並行してモニタリング調査を行い、モニタリングの
結果を分析・評価し、最新の科学的知見とあわせて、必要な見直しを図っていく手法。

３－③

無花粉スギ・ヒノキの苗木生産に係る技術開発
１ 目 的
大きな社会問題となっているスギ・ヒノキ花粉症の解決に向けて花粉発生源対策に資するた
めに、新たな無花粉スギ・ヒノキ品種の開発を推進する。
優良な花粉症対策苗木、特に無花粉苗木の生産を拡大し、再造林に供することが、花粉の少
ない森林への転換を促進し、花粉発生源対策を大きく前進させることにつながることから、無
花粉スギの発現率の向上、雄性不稔となる無花粉ヒノキの実用化研究に取り組む。
２ 無花粉スギ・ヒノキの取組
（１）無花粉スギの発現率の向上
無花粉スギはメンデルの法則で劣性遺伝するため、無花粉スギ（劣性ホモ）にヘテロの個体
の花粉を交配することにより、種子による苗木生産を実施しているが、1/2 の苗木は可稔とな
ることから、苗木の検定が必要となる。神奈川県では、出荷前に苗畑で着花させた雄花をつぶ
して検定する簡易な検定法を開発し実用化しているが、さらなる検定作業の効率化及び無花粉
スギの発現率の向上が課題になっている。
そこで、無花粉スギ増産を図るため、２本の無花粉遺伝子を用いることにより最終的に 3/4
が無花粉スギとなるよう交配試験を進め、苗木検定の効率化と併せ、生産効率の高い無花粉ス
ギ生産手法の確立を目指す。

写真１ 2 本の無花粉スギ遺伝子を持った個体の検定試験

写真２ 無花粉スギ苗木の検定作業

（2） 無花粉ヒノキの増殖手法の改良と新たな無花粉ヒノキの選抜
当センターでは、秦野市内の森林から平成 25 年に全国で初めて無花粉ヒノキを選抜したが、
種子を形成できない両性不稔個体であったことから、さし木による苗木生産となっている。
そこで、種子からの苗木生産を目指し、雄性不稔の無花粉ヒノキの選抜、苗木生産技術の実
用化を進める。千葉県で神奈川県産精英樹「丹沢６号」、「丹沢７号」の自殖個体から雄性不
稔個体が選抜されたことから、当該精英樹の自殖試験と交配試験を進めていく。

写真３ 精英樹丹沢 6 号×丹沢 7 号の交配試験

写真４ 自殖による無花粉ヒノキ選抜試験

４－①

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用したスマート農業の取組
【はじめに】
「スマート」とは、機敏な、賢明な、を意味します。コンピュータを中心としたＩＣＴ
機器の発達により、現在、多くの分野で「スマート化」が進められていますが、農業にお
ける「スマート化」は他産業に比べて難しいと考えられています。なぜなら、対象が生物
という複雑なものであり、投入可能なコストも他産業と比べて低いからです。しかし、近
年安価で高い情報処理・制御能力を有すＩＣＴ機器が開発されてきていることから、農業
においても「スマート化」により収益を上げられる可能性が高まってきました。ここで
は、本県が取組始めた施設園芸を対象とした「スマート農業の取組」について紹介しま
す。
【神奈川県の施設園芸】
神奈川県は古くから施設園芸が盛んであり、トマト、キュウリ、イチゴ、バラ等の作
物が施設の中で栽培されています。作物は光合成により生育しますが、それぞれの作物に
は光合成を行うのに適した環境（温度、湿度、光、二酸化炭素濃度等）があります。施設
内の環境を制御するための装備として、暖房機、開閉窓、カーテン、二酸化炭素施用機等
の機器があり、県内の施設はこれらの保有率が全国平均と比較して高いという特徴があり
ます。また、生産者の多くは、1000～2000 ㎡の中小規模の施設を複数所有するというの
も特徴です。施設の形状、立地条件等が異なると施設の環境が異なるので制御の仕方も変
えなければならず、経験と勘と労力が必要とされています。
ところで、植物工場と呼ばれる外の環境から隔絶した建物の中で人工光を使って環境
を精密に制御して作物生産を行なう施設が近年増えてきています。しかし、外部からかけ
離れた環境を作ることは非常にコスト高となるため、生産可能な作物はリーフレタス等に
限られています。大半の施設における作物生産では、太陽光を利用し、外部の環境の影響
を受けながら施設内を作物に適した環境に制御していく必要があります。
流通面では、神奈川県は大消費地の中にあることから、市場出荷以外にも直売や契約
販売等があり、多様な販売ルートを持つという特徴があります。
【施設園芸のスマート化への取組】
研究開始に先立ち県では、生産現場の環境の実態や生産者や実需者のニーズを把握し
て、スマート化への方向性を検討し、「かながわらしいスマート農業」を速やかに普及す
るために平成 27 年８月に「かながわスマート農業普及推進研究会」を設立しました。こ
の研究会は、有識者、生産者、ＪＡ、農業資材取扱業者、県の行政機関、普及指導機関、
研究機関で構成され、生産者の要望や所有する装備の調査、施設環境や生育状況のデータ
の取得・分析、改善策の検討と併せて実需者の要望調査や価格の分析、経営モデル作成の
ための検討等の活動を行い、研修会や意見交換会の開催等を平成 31 年３月まで実施して
きました。この研究会におけるこれまでの調査から、現状では環境制御のためにコンピュ
ータなどのＩＣＴ機器を導入していない生産者が大半であること、施設環境を制御する機

器を装備したものの利用法は試行錯誤している生産者が多いこと、ＩＣＴの活用により収
益向上の可能性が高い生産者が多いこと、ベテランの生産者から新規就農者への技術伝達
にＩＣＴが有効なこと、実需者は年間を通して安定
した品質のトマトを欲していること等がわかってき
ました。
そこで、生産者が効率的に施設内環境を制御し、
高収益を得られるよう、施設トマトを対象とした研
究を今年度から開始しました。試験研究課題とし
て、①施設環境制御法の開発、②経営モデルの構
築、③開発した技術の現地実証をあげています。
①施設環境制御法の開発では、ＩＣＴ機器を装備
した施設を所内に建設し、温度、湿度、二酸化炭素
濃度等の環境を制御し、トマトを長期間生産する試
験を実施しています。この中で適した環境制御法を
明らかにするとともに、栽培しやすく安定して味の
よい品種を見い出す予定です。併せて、ＩＣＴを活
用して点在する中小規模の複数温室に適用する安価
な環境制御システムを大学や民間企業等との共同研
究で開発してきました。この中で、年式やメーカー
が異なる環境制御機器でも一括管理が可能となるシ
ステムを作るとともに、生産者が扱いやすいソフト
の開発に取り組みます。
図 試験研究温室
②経営モデルの構築では、導入することで収益を
上：外観、中：栽培の様子、下：環境モニター室
上げられるＩＣＴ機器の条件を明らかにし、市場出
荷や直売主体の販売ルート、経営規模、地域性などを考慮した複数の経営モデルを作成し、
想定される売上や収益を提示していく予定です。
③開発した技術の現地実証では、課題①と②で開発した技術を現地で実証し、普及す
るための技術を確立する予定です。
研究開発していく技術は、早い段階から「かながわスマート農業普及推進研究会」等を
通じて多くの方に意見をいただきながら完成させていきます。なお、トマトを対象に試験
研究を始めていますが、他の作物にも適用できる技術開発を目指しています。
【おわりに】
県内には高い技術力を有す生産者がたくさんいます。ＩＣＴを活用することで、施設
内を機敏かつ精密に測定し、得られた情報を賢明に分析し、知見を適用してよりよい制御
法を見い出し、実行していく「スマート農業」が普及していくことで、神奈川農業のさら
なる発展につなげられればと考えています。

４－②

ドローンを活用した三浦半島野菜のセンシング技術開発
【農業分野へのドローン活用】
近年、農業分野へのドローンの活用は急激に増加しており、多様な活用方法が開発され
ています。圃場状態の把握、病害虫検知、生育予測、鳥獣害防除など、様々な場面で導入
の検討がなされていますが、特にニーズが高いのが薬剤散布です。農薬散布用ヘリコプタ
ーよりも積載量は少ないですが、管理・操作が容易で機動性が高いことが特徴です。現在
では、病害虫検知技術と組み合わせて、病害虫発生範囲に部分的に薬剤散布し、農薬の使
用量を削減する「スポット散布」といった技術も開発されています。
しかし、農業分野へのドローンの活用は水稲がほとんどであり、野菜や果樹を対象と
した事例はまだ少ないのが現状です。
ここでは、三浦半島の特産品であるダイコンとキャベツを対象とした「ドローンを活
用したセンシング技術開発」に関する取組について紹介します。
【三浦半島地域の露地野菜】
三浦半島地域は温暖な海洋性気候のため、年間を通して野菜の栽培が可能な地域です。
特に南部の海岸地域には無霜地帯もあり、農耕地の大半が南部地域に集中しています。販
売農家 1 戸あたりの平均経営面積はおよそ 1.5ha で、露地野菜専業農家が多く存在する地
域です。また、若い農業後継者が多く、毎年 20～40 名程度が新規就農しています。三浦
半島地域の特産品は冬から春にかけて収穫するダイコン、キャベツ及び夏に収穫するスイ
カ、メロン、カボチャです。冬期でも温暖な気候や土壌等に恵まれダイコン、キャベツは
全国的にも有数の大産地を形成しています。冬春ダイコン、冬キャベツ（早春キャベツ）、
春キャベツについては国の指定産地となっています。
当地域では収量及び秀品率を維持するため、農家圃場を農協職員が巡回し、病害虫の
発生状況の把握に努めています。しかし、時間と労力がかかっているのが現状です。また、
近年では地球温暖化の影響により作物の生育速度の把握が困難となっており、出荷や品質
の不安定化や需給バランスの悪化が問題となっています。
【ドローンを活用した野菜のセンシング技術開発に向けた取組】
本事業の実施にあたり、ドローンを用いた生育状況
の解析や病害虫の検知、農薬のスポット散布技術の開
発実績のある企業とコンソーシアム（共同研究組織）
を設立しました。このコンソーシアムでは、ドローン
の飛行条件、画像収集のための撮影技術、撮影画像デ
ータの解析手法、解析データの活用方法等について検
討しています。また、定期的な意見交換、ドローンの
活用に関する研修会等も行っています。本事業では、
図１ 使用したドローン
三浦半島の特産品であるダイコンとキャベツにおける （DJI 社製 P4MultiSpectral）
ドローンのセンシング技術を用いた研究課題として、
①ダイコンの生育予測技術の開発、②キャベツの病害検知技術の開発について取り組んで

います。
① ダイコンの生育予測技術の開発
ダイコンの生育は気象条件により左右されま
す。その結果予定どおりに出荷できず、出荷価格
の低下等により農家収入が減少してしまいます。
特に近年では地球温暖化の影響により気象条件の
変化が大きく、収穫時期の予測が困難になってい
ます。そこで、神奈川県では気温と日射量を基に
ダイコン１株あたりの生育速度、根部肥大速度を予
測する生育予測モデルを作成しています。このモデ
ルにドローンが撮影したダイコンの圃場画像から算
出した葉面積を組み込むことで、生育予測精度の向
上が可能か検証する試験を実施しています。
②キャベツの病害検知技術の開発
キャベツ圃場のドローン撮影画像から圃場の病害
発病株を判別し、病害の早期発見、防除に役立てら
れるシステムの開発に取り組んでいます。現在は菌
核病について撮影画像と実際の株ごとの発病程度を
比較し、判別が困難な初期症状の株を検知する手法
を検討しています。また、健全な株のデータもあわ
せて収集し、圃場あたりの発病株率、可販株率を算
出するシステムの開発を目指しています。

図 2 ドローンの飛行状況

図 3 ダイコン圃場の空撮画像
(高度 15m)

図 4 キャベツ圃場の発病株
(a:発病初期、b:発病進展期)
図 5 キャベツ圃場の空撮画像
(高度 15m)

【おわりに】
農業従事者の方が長年培うことで得られる勘や経験をデータとして「見える化」し、そ
の情報と高度なセンシング技術を組み合わせて営農管理を行う手法は「精密農業」と呼ば
れ、ここ数年で急激に現実化しました。本試験を通してドローン活用による高度な圃場管
理や生産予測が行える「精密農業」が普及し、三浦半島地域の農業のさらなる発展に寄与
できることを期待しています。

４－③

ジョイント栽培を活用した二ホンナシの次世代超省力、
自動化栽培体系の開発
【はじめに】
今から 25 年前に「樹と樹をつなげる」発想から生み出されたニホンナシの「樹体ジョ
イント仕立て」（樹木の樹体ジョイント仕立て法：神奈川県特許第 4895249 号）は直線状
の樹形と単純な枝配置により、早期成園化と省力化を可能にしました。現在、全国のナシ
産地を中心に、カキ、ウメ、スモモ等でも普及が進んでおり、改植を促進するとともに新
たな担い手の参入や労働生産性の向上などに一定の貢献をしています。ここでは、ナシの
ジョイント栽培の特徴と、当所が現在取り組んでいる機械化・自動化研究について紹介し
ます。
ナシのジョイント栽培（写真 1）は、平棚
の下に 1.5～2ｍの間隔で列状に植えた苗木
を、棚下15～20 ㎝の高さで同方向に水平誘引
し、接ぎ木連結する樹形です。直線的で単純
な樹形のため、作業が簡易化され、作業者の
動きに無駄がなくなること等により、せん定
時間を含めた栽培管理の時間が従来の栽培方
法（４本主枝）に比べて、20％削減されま
す。また、栽培を始める際には、従来の４本
主枝よりも苗木を多く植える（10a あたり170
写真 1 ナシのジョイント栽培（平棚）
～200 本）ことが必要ですが、苗木を植えて
から十分な収量の得られる成園化までの期間が短くなり、植栽 5 年目には、‘幸水’で収
量が 10a あたり 3t に達し、従来の約半分の年数で成園化ができます。
【ジョイントＶ字トレリス樹形の特徴】
2009年～2013 年に、ジョイント栽培をナシ
以外の樹種に応用する研究開発を行いまし
た。その中でウメ、カキで実施した水平主枝
を50～80cmの高さに低く抑え、側枝を斜立さ
せてＶ字の樹冠を形作るＶ字樹形は、生産性
および作業性の効果が高いことに着目し、こ
れをナシにも応用する研究を実施する中で、
この樹形を「ジョイントＶ字トレリス樹形」
写真 2 ジョイントＶ字トレリス樹形
としました（写真２、図１）。
（ナシ‘幸水’）
現在、この樹形を基に、早期成園化や作業
省力化に関する研究を行っており、これまでに、早期多収、せん定作業等の大幅な省力化、

平棚に多い上向き姿勢の解消による作業姿
勢の改善といった成果が得られており、現
在取りまとめを行っています（Web 公開予
定）。
また、ジョイントＶ字トレリス樹形は、
昨今、研究開発が進展する栽培管理の機械
化、自動化に適する樹形と考えられ、平棚
施設では難しいとされている大型機械の導
入も可能と考えられます。

図 1 ジョイントＶ字トレリス樹形の
模式図（ナシ）

【機械化・自動化の取組】
農業技術センターでは、2016 年～2020 年に、農研機構生研支援センターが委託する
「革新的技術開発・緊急展開事業（人工知能未来農業創造プロジェクト：ＡＩプロ）」に
おける「果実生産の大幅な省力化に向けた作業用機械の自動化・ロボット化と機械化樹形
の開発」に参画し、ナシのジョイントＶ字トレリス樹形を活かして、収量や品質を低下さ
せることなく作業の機械化・自動化が容易な栽培技術を開発するとともに、様々な作業に
利用可能な自動走行車両や、リンゴ、ニホンナシ、セイヨウナシでの利用を目指した収穫
ロボットの開発を大学、メーカーなどと共同で進めてきました。
園内を自動（無人）で走行できる自動走行車両は、各種運搬作業や管理作業での省力
化や、車両に薬剤散布機や草刈機をけん引させることで防除や除草の自動化も期待できま
す（図 2）。
また、ロボットハンドや画像解析技術（果実認識、熟度判定など）の技術を応用した
収穫ロボットを、ジョイントＶ字トレリス樹形を用いて開発中です。当所では、機械開発
側と協調しながら、ロボット収穫に対応した栽培技術の開発を担当しています。将来的に
は、これらの機械化・自動化技術を実用化することにより、樹形による省力効果と併せて
年間労働時間の 50％削減を目標としています。

レーザーレーダ
で樹を認識

図 2 自動走行防除機および自動走行車

図 3 収穫ロボット（イメージ）
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周辺環境に配慮した
環境制御型養豚施設の実証研究
都市の中で経営する県内養豚農家が最も苦労している
のは豚舎臭気などの環境対策です！
豚舎内の空気の流れを人工的に制御し、臭気を効率的
に集めて、脱臭する環境制御型豚舎を整備！

特徴：
豚にやさしい空調システム
新しい微生物脱臭システム

・豚舎内の空気を床下から引き抜き脱臭装置に導入

・微生物の働きで脱臭された空気を豚舎外に排出
・舎内環境を制御し新鮮な空気を豚に供給

・都市の中で環境に配慮した効率的な生産を実現する
ための実証研究に取り組みます。
・県内農家に普及し、かながわ発の安全・安心な豚肉の
供給力を強化し、養豚業の活性化を図ります。

優秀な牛から卵子を採取し
後継牛を効率的に生産する技術

５－②

現在、酪農・肉用牛農家が減少し、優秀な後継牛の確保が難しく
なってきています。
そこで！
神奈川県畜産技術センターでは、OPUを用いて、優秀な後継牛
を、効率的に生産する技術開発に取り組んでいます。
OPU(Ovum pick-up)とは･･･
超音波画像診断装置と60cmの長い針を用いて、生きた牛の卵
巣から、直接卵子を採取する技術です。
超音波診断装置で見た卵巣
です。黒い部分が卵胞で、
その中に卵子があります
採取された卵子

卵胞
体外受精後の受精卵

この技術のすごいところ！
・優秀な後継牛の効率的な生産が可能となります。
・採取された卵子は、性別が判明している精子と体外受精させること
で、目的の性別の子牛（乳牛なら雌、肉牛なら雄）を、たくさん得
ることが可能です。
さらに！
・優良血統なのに、人工授精では後継牛ができない。
・早く確実に多くの後継牛を確保したい。 など農家の悩みも解決！

今後の課題は？
品質のよい受精卵を、より多く確保し、高い受胎
率を得るための凍結保存技術などを開発します。
OPUにて生産された牛

６－①
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早熟なカジメを人工培養し海の砂漠化（磯焼け）を食い止める取組

背景および研究目的
海藻が繁茂する藻場は、水産生物の保護育成の場として極めて重要である。しかし相模湾
は、海水温の上昇に伴い海藻を食べる動物が大量発生する等の原因により、過去10年間で藻
場の大半が失われた。この現象を磯焼けと呼び、相模湾の海中景観はさながら砂漠の様相と
なった。藻場に生息するアワビ類は激減し、本県沿岸漁業に深刻な影響が及んでいる。
コンブ科海藻のカジメは大規模な藻場を形成し、アワビ類の良好な餌料となるため、最も
重要な海藻種である。カジメの人工増殖は各地で試みられてきたが、磯焼けした海域での成
功事例は乏しい。これは、カジメが成熟して次の世代が発生するまでに１年半の期間が必要
で、この間にアイゴやウニ類の食害等を受けて、カジメが失われてしまうためである。
ところが、わずか半年で成熟する早熟なカジメの群落が2015年に三浦市諸磯の沖で発見さ
れた。早熟なカジメの人工増殖が可能になれば、食害を受ける前にカジメが成熟し次の世代
の発生が期待できるため、磯焼け対策の切り札となりうる。そこで本研究では、早熟なカジ
メの培養及び海域での展開技術を確立し、カジメ藻場の回復を図る。

研究手法・計画
ア）早熟なカジメの培養技術の確立
①質の良い遊走子が採取できる時期の解明、雑海藻等の混入防止方法等を明らかにする。
②良い配偶体の見分け方、より成長の早い培養方法等を明らかにする。
③最適な幼体の発芽・成長条件（細断時間、培養方法等）を明らかにする。
イ）早熟なカジメの海域展開技術の確立
種糸に付着して発芽したカジメを、海へ展開する最適な水温、水深、カジメの大きさ、
展開方法（海上垂下方式、海底設置方式等）等を明らかにする。
ウ）大規模化へ向けた課題抽出
大量培養と海域での大規模展開に向けた諸課題を、本研究を通じて明らかにする。

早熟なカジメを人工培養し海の砂漠化（磯焼け）を食い止める

海の砂漠化

早熟なカジメ

遊走子採取

♂

♀

配偶体

配偶体

容器で培養し
増殖させる

ｲﾒｰｼﾞ

ｲﾒｰｼﾞ
♂♀配偶体を一緒に細断し種糸の上で受精させる

藻場再生

海域展開
半年で成熟し
遊走子放出。
周囲に藻場拡大

ｲﾒｰｼﾞ
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「Bhas42 細胞形質転換試験法の国際標準化に向けた神奈川県の取り組み」
生体電磁界影響国際学会 2019（BioEM 2019）での発表概要
日時：2019 年 6 月 23-28 日
開催地：フランス（モンペリエ）
総務省

生体電磁環境研究及び電波の安全性に関する評価技術研究「遺伝的背景及び標

準評価系を用いた細胞への影響調査」の平成 30 年度（2018 年度）研究成果について、理化
学部 主任研究員 大森清美が、フランス（モンペリエ）において開催された生体電磁界影
響国際学会 2019（BioEM 2019、2019 年 6 月 23～28 日開催）に参加し、ポスター発表を行
った。

【要旨（和訳）
】

Bhas42 細胞形質転換試験を用いた超高周波電磁波および中間周波電磁波の腫瘍促進能
予測
大森清美 1、福光徹 1、西以和貴 1、立花健 2、武田健 2、小山真 3、成田英二郎 3、宮越順
二 3、篠原真毅
1

3

神奈川県衛生研究所、2 山陽小野田市立山口東京理科大学、3 京都大学

Bhas42 細胞形質転換試験（Bhas42CTA）は、非遺伝毒性発がん活性をふくむ発がんプロモー
ション活性を予測評価できるインビトロ細胞形質転換試験であり、2016 年に OECD ガイダン
スドキュメントとして世界で初めて国際認定された。我々は、Bhas42CTA を用いて、超高周
波および中間周波の発がんプロモーション活性評価を行った。さらに、Bhas42 細胞への電
磁界影響のメカニズムについて生化学的なアプローチにより検討した。

【Abstract】

Prediction of the tumor promoting potential of ultrahigh and intermediate frequency
electromagnetic waves using the Bhas 42 cell transformation assay
Kiyomi Ohmori

1,

Toru Fukumitsu 1, Iwaki Nishi 1, Ken Tachibana 2, Ken Takeda 2,

Shin Koyama 3, Eijirou Narita 3, Junji Miyakoshi 3 & Naoki Shinohara 3

1 Kanagawa

prefectural institute of public health, 2 Sanyo-Onoda City University, 3 Kyoto

University
The Bhas 42 cell transformation assay (Bhas 42 CTA) was recognized by the
Organization for Economic Cooperation and Development（OECD）guidance document
as a cell transformation assay in 2016, and became the first internationally recognized
in vitro assay that was able to predict tumor promoting potential, including nongenotoxic carcinogenicity. We attempted to predict the tumor promoting potential of
ultrahigh and intermediate frequency electromagnetic waves using Bhas 42 CTA.
Furthermore, we analyzed the mechanisms of the effects of electromagnetic waves on
Bhas 42 cells using molecular biological approaches.
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HIVの分子疫学的研究
ー日本で流行するHIV-1 CRF01_AEと周辺アジア諸国における流行株との関連ー
微生物部 近藤真規子
目

的

方

日本で流行しているHIV-1の遺伝子型のほとんどはサブタイプ
Bであり、CRF01_AE（AE）は約10％である。AEは1980年代
初頭タイで爆発的に流行し、1980年代後半ごろから異性間性行
為感染により日本に侵入し、その後国内へ拡散･定着した。
ところが、2010年以降首都圏を中心に日本のMSMにおいて中
国MSM間で大流行しているAEバリアントの一つCN.MSM.01-1
の流行を確認した。我々はその後の中国由来株の日本への拡散
状況及び周辺諸国との関連について解析した。

Los Alamos data baseに登録･公開（2019.5.11現）されてい
る日本のAE株581株（HIV薬剤耐性班登録株491株、他111株）、
2019年までに神奈川、東京で検出された未登録株43株、計624
株のPR-RT領域（HXB2:2253-3250bp）についてNJ法、ML法
による系統樹解析を行った。
Number of CRF01_AE PR-RT sequence
(Los Alamos HIV data base )
Country of
origin
JP*
CN
HK
TH
VN
MY
SG
PH
MM
TW
KR
ID
US
DE
AU
BE
NE
CF, AF
total

HIV-1 感染者における感染サブタイプ
（2004～2018：神奈川県衛生研究所） n=969
0107:7(0.7% )
AE/B:
14(1.5% )

02,A,C,F,D,G,
CRF etc: 37 (3.8%)

B
813 (84%)

結
Figure 1

果

法

number

date

581
5353
114
2892
1086
257
131
187
81
44
17
43
145
42
217
2
1
3, 1
11197

191105
191105
191105
191105
191105
191105
191105
191105
191105
191105
191105
191105
191105
191105
191105
191105
191105
ref

Figure.2 CN.MSM.01-1

CRF01_AEのPR-RT領域系統樹

HXB2: 2253-3250 nt
（NJ_TN_G）

PR-RT
HXB2 nt
2253-3250
2253-3300
2253-3300
2253-3300
2253-3300
2253-3250
2253-3300
2253-3300
2253-3300
2253-3250
2253-3300
2253-3300
2253-3300
2253-3300
2253-3200
2253-3250
2253-3200
―

JP1.CN.MSM.01-1
CN.MSM.01-1
62 strains

MY

to see figure 2

ID cluster

CN.GX. IDU
SG

HK

★JP cluster 1～6
bootstrap value:>95
> 5 strains
35 strains

JP2.CN.MSM.01-1

29

9

首都圏 28, 愛知1

首都圏 9

M 24

M9

国籍

JP 16

採血年

MSM 5

MSM 2

2011～2012：2
2013～2015：7

2011～2012：5

MSM 11, Hetero 1
2010～2012：3
2013～2015：13
2016～2018：3

JP strains： 26

26

cluster

株数

99

CN.MSM.01-2
14

99

99
JP.M.C2014

2013～2015：10
2016～2018：4

98

株数
JP. C2014.MSM
M.C2013
JP.M.C2014
C2013
JP.M.C2014.hetero

感染経路 MSM 4, hetero 1

0.005

cluster

80

E2013.Aichi
H2013.Okinawa
F2013.Osaka
PH.C2018.MSM
PH.C2012.MSM
JP.C2019.MSM
PH.C2018.MSM
JP.C2019.MSM
C2013
PH.C2015.MSM

M9
JP 1, CN 4,

JP株のみの
系統樹
PH.C2009.MSM

首都圏 9, 愛知 3
北海道 1, 広島 1

0.005

M.C2010
PH.E2011.Aichi
M.C2014
M.C2015
PH.C2015.MSM
M.C2013.hetero
PH.C2013.MSM
PH.F.C2013.hetero
F.C2013.hetero

性別
国籍

採血年

結

東京 5

他

19
首都圏 15, 大阪1,
新潟 1, 北海道 1, 福岡 1
M 14
JP 4, CN 6, AU 1
PH 1, non-JP 2

51

0.005

E2014.
Aichi

JP3.CN.MSM.01-1

JP:red
CN:blue
HK:light blue
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DU,KR:Gray

Figure 4 PH cluster

地域

C2013.
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A
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CN 2

99

99
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JP 5, CN 1

MSM 13
2009～2012：24
2013～2015：5
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5

性別

地域

◆ ～2019年までの神奈川、東京
での未登録株 ： 43 strains

JP3

H14

JP1.CN.MSM.01-1

株数

感染経路

CN.MSM.01-2
14 strains to see figure 3

Figure 3 CN.MSM.01-2
JP strains：14

cluster

F
11

C12･
5056

E14

VN

◆ 薬剤耐性HIV研究班登録
2003-2015 ：470 strains
◆ その他登録 ： 111 strains

72

50

0.005

JP* strains: 581の内訳

21

52

JP strains :62

PH cluster to see figure 5
26 strains

data base検索：
2019.11.5 (～2015年まで）

地域
性別
国籍

PH-cluster
26
首都圏 22, 愛知 2
大阪 1, 沖縄1
M 19, F 2
JP 7, PH 8

感染経路

MSM 10, Hetero 4

採血年

2009～2012： 4
2013～2015：18
2016～2019： 4

論

日 本 で 報 告 さ れ た （ JP 株 ） 581 株 中2009 年 以 降 の 報 告 が 341 株 、 こ の う ち中 国 由 来が 77 株 （23 ％ ） あり 、 そ の内 訳 は
CN.MSM.01-1バリアント62株（18％）、CN.MSM.01-2バリアント14株、CN.GX.IDUバリアント1株であった。
CN.MSM.01-1クラスター内にJP株で構成されるサブクラスターが3つあり、最も大きいJP1.CN.MSM01-1（29株）は2009～
2012年頃、主に首都圏の日本人MSM間での流行であった。やや遅れて2011～2015年頃に首都圏でJP2.CN.MSM.01-1の小規模
な流行が確認された。サブクラスターを形成しない中国由来株も2010年以降19株検出されており、引き続き注視する必要がある。
CN.MSM.01-2バリアントは2013以降、東京、愛知等で14株確認された。
フィリピン（PH)由来株が2009年以降増加傾向にあり26株（8％）確認された。多くは散発的であるが、今後も流行が懸念される。
日本のAEは1980年代後半にタイから流入したが、2009年頃から他の周辺国からも入ってくるようになり、特に中国、フィリピン
の影響が大きい。主に首都圏や大都市での流行であるが、地方でも散見されており、今後は地方への拡散も懸念される。
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