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第１条 名称 
    本支部は日本農業気象学会関東支部と称する。 
第２条 事務所 
    本支部事務所は支部長の指定するところにおく。 
第３条 目的 
    本支部は日本農業気象学会の目的達成に必要な地域的活動を行う。 
第４条 事業 
    本支部は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
    事業年度は４月から３月までとする。 
    １．支部総会は年１回開催する。 
    ２．支部例会は年１回以上行うことを原則とする。 
    ３．研究部会活動を行う。 
    ４．その他目的達成に必要と認める事業を行う。 
第５条 支部会員及び会友 
    １．日本農業気象学会の会員のうち下記の区域内に居住し、又は勤務するものを 
      支部会員とする。 
      東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野 
    ２．前項の他、支部の趣旨に賛同するものは、個人として入会する普通会友または 
      団体として入会する賛助会友となることができる。 
第６条 支部会費 
    支部を維持運営するために、会友が納入すべき会費は年額それぞれつぎのとおりとする。 
    １．普通会友１人１，０００円 
    ２．賛助会友１口５，０００円、１口以上 
第７条 支部役員 
    １．支部に次の役員をおく。支部長１名、理事１０名以内、評議員若干名、会計監査２

名 
    ２．支部長および理事は、正会員、シルバー会員および学生・ポスドク会員の選挙によ

って、正会員の中から選出する。 
    ３．評議員、会計監査は理事会の議をへて支部長が委嘱する。 
    ４．支部長の任期は日本農業気象学会会則に従う。支部長以外の役員の任期は２事業年

度とし、支部長ならびに理事は原則として連続２期を越えないことにする。 
    ５．役員に欠員が生じた場合または特別な事由が生じた場合、第 7条 2 項にかかわらず、 

      理事会の承認を得て、支部長が役員を任命することができる。 
第８条 本規約の改定は総会決議による。 

 



関東の農業気象 第４４号（２０１８） 
 
  巻頭言  

 

 

伝統と発展：国際シンポジウムの開催 

 

佐瀬 勘紀（日本大学生物資源科学部） 

 

三原義秋先生は、「農家の庭先でテーマを拾ってきなさい。それを世界的なレベルで研究しなさ

い」とおっしゃられた。また、「論文ができたら机にしまっておいて、1 年後に読み返してよかっ

たら投稿しなさい」ともいわれた。研究への高い志と質の高い論文を示唆したものといえる。一

方、当学会の英文誌が 2016 年よりインパクトファクターが付与されたことは、たいへん喜ばし

いことであるが、当学会が改めて国際的に認められたともいえる。というのも、高倉直先生が、

国際誌「Agricultural and Forest Meteorology」の前身である「Agricultural Meteorology」につ

いて、「その出版に際して，先輩格の日本農業気象学会に意見を聞いたようで，Vol. 1, No. 1 の編

集委員に鈴木清太郎先生の名前があることから…」と書かれているからである（生物と気象、

17(3)）。また、1981 年の常任評議員会議事要旨に「現在三原顧問が編集委員を務めているが，そ

ろそろ交代したいとの申出があった」とあり、三原義秋先生も当学会から編集委員として名を連

ねていたことが分かる。 

質の高い学会誌を維持するには、小グループから国際会議のようなレベルの議論の場が必要で

あり、支部や研究部会などの活動は重要である。質の高い論文を投稿するという個人プレイだけ

では学会の発展は限られるだろう。施設園芸の分野では、1978 年にこの分野では初めての国際シ

ンポジウムが開催された。以後、1988 年、1992 年、1996 年に国際シンポジウムが開催されるこ

とになるが、いずれも国際園芸学会との共催であり、論文集の Acta Horticulturae が発刊されて

いる。1980 年に施設園芸研究部会が設立されているが、2006 年にはその後身である園芸工学研

究部会が設立され、2009 年に国際園芸学会としては 6 回目となる「光と園芸」国際シンポジウ

ムを開催している。これらの国際シンポジウムは、企画・運営を自分達で行うというのが特徴で、

おのずと若手研究者や大学院生が手伝わされることになるが、非常によい経験やモチベーション

の機会ともなっている。 

一方、1978 年の国際シンポジウムがきっかけとなって米国ニュージャージー州立ラトガース

大学との交流が深まり、ACESYS（automation, culture, environment, and systems）をコンセ

プトとした国際会議が日米で２回ずつ開催された（その一つが上記の 1996 年のもの）。2000 年

に開催された国際ワークショップ（ACESYS IV）で、次の開催はヨーロッパでという提案があ

り、オランダのグループがベルギーで 2004 年に開催したが、その際、Greensys と改称した。こ

の国際シンポジウムは、国際園芸学会の園芸工学部会が開催国や開催年などを主導するようにな

るが、当初は開催の立候補が少なく、ロビー活動が重要であった。最近は、むしろ立候補が過熱

気味であり、2 年毎という頻繁さで開催されている。今後は、2019 年（フランス）、2021 年（メ

キシコ）の開催が決まっている。後者の議論の時にカナダも開催の意志を示したので、2023 年は

カナダになる可能もある。Greensys を日本で開催しようとしてもまだ先のことになりそうであ

る。 

関東という地域に関連しない内容になってしまったが、関東支部の方々の指導や協力があった

からこそ上記の活動が成功裏に進んだ。感謝すると共に、今後も継続的発展を期待したい。 
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白神山地ミズナラ林における微生物呼吸に対する長期的な温暖化影響 

 

寺本 宗正
1
、梁 乃申

1
、石田 祐宣

2
、曾 継業

1 

（
1
国立研究開発法人国立環境研究所地球環境研究センター、

2
弘前大学大学院理工学研究科） 

 

１．はじめに 

土壌には約 3000 Gt の有機炭素が含まれている（Köchy et al., 2015）。土壌有機炭素は、土壌微

生物によって分解され、二酸化炭素として大気中に放出される（微生物呼吸）。全球レベルの微生物

呼吸量は、炭素換算で年間 51–57 Gt であり（Hashimoto et al., 2015; Potter and Klooster 1998）、

人為起源の年間二酸化炭素排出量の約 5 倍に相当する（Le Quéré et al., 2015）。この微生物呼吸は、

温度上昇で顕著に増加する性質を示すため、温暖化に伴って微生物呼吸量が増加し、温暖化をさら

に加速する可能性（正のフィードバック）が懸念されている（Cox et al., 2000）。 

一方で、欧米における報告では、微生物呼吸への温暖化の促進的な効果（温暖化効果）は、時間

経過と共に漸減していくことが示唆されている（Melillo et al., 2002）。その原因として、土壌有

機炭素の枯渇や、土壌微生物の温暖化に対する順化、温暖化による乾燥影響などが関係していると

考えられる。しかしながら、温暖化に対する微生物呼吸の長期的な応答に関しては、未だ統一的な

見解は得られていない。その要因として、陸域の気候、植生、土壌組成が多様であるため、温暖化

に対する微生物呼吸の応答が、地域によって異なることが考えられる。 

日本は湿潤なアジアモンスーン地域に属し、土壌に含まれる有機炭素量も、他の地域よりも相対

的に高い事が示されている（Morisada et al., 2004）。そのため、微生物呼吸に対する長期的な温暖

化効果は、欧米の報告と異なる傾向を示す可能性が考えられる。しかし、日本を含むアジアモンス

ーン地域において、微生物呼吸の温暖化応答を見極めるための、長期観測データは絶対的に不足し

ている。そこで本研究では、白神山地ミズナラ林（日本の代表的な落葉広葉樹の一つ）において、

国立環境研究所が独自に開発した大型自動開閉チャンバーシステムおよび昇温システムを用い、人

工的な温暖化条件下における長期的な微生物呼吸の応答を評価した。 

 

２．材料と方法 

 2011 年 9 月上旬、弘前大学白神自然観察園に隣接するミズナラ林（場所：青森県中津軽郡西目屋

村川原平 101-1）に、大型自動開閉チャンバーシステムを設置した（図 1）。本ミズナラ林は約 70 年

生であり、2012 年から 2016 年における年平均気温は 8.4°C、年降水量は 2579 mm である。チャ

ンバーシステムは、合計 15 個のチャンバーと（図 1a–c）、コントロールボックス（図 1d）から成

る。各チャンバーの大きさは、縦 90 cm、横 90 cm、高さ 50 cm である。総土壌呼吸を測定するた

めの根非除区（図 1a）および微生物呼吸を測定するための根切り区（図 1b）を用意した。根切り

は、根切りチェンソーを用いてチャンバー周辺の地下 40 cm まで行った。根切り後、チャンバー周

辺にできた溝に、塩化ビニル製の板を挿入して根の侵入を防いだ。一部の根切り区に関しては、地

表面から約 1.6 m の高さに赤外線ヒーターを設置して、深さ 5 cm での地温を約 2.5°C 人工的に上

昇させた（温暖化区、図 1c）。各処理区の反復数は、それぞれ 5 個である。温暖化区と、温暖化を

行わない対照区における地表面からの CO2排出速度を連続的に観測し、温暖化区でどれだけ微生物
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呼吸が増進するのかを評価した。チャンバーシステムは積雪のない 5 月から 11 月のみ設置し、積

雪期間中は回収した。 

 

３. 結果と考察 

各処理区における二酸化炭素の排出速度は、概ね地温の季節変動と共に増減した（図 2）。対照区

と温暖化区の比較から、5 年以上の観測期間を通して、温暖化による微生物呼吸の増加（温暖化効

果）が確認された。1°C 当たりの温暖化効果は 6.2–17.7%で、毎年大きく変動していたが、5 年間

（2012 年から 2016 年）の平均値は 10.9%であった（図 3）。この温暖化効果は、欧米の先行研究よ

りも大きなものであり（1°C 当たりの昇温で+0.1%以下（Luo et al., 2001）；+5.6%以下（Melillo et 

al., 2002））、本ミズナラ林における微生物呼吸の温度反応式に基づいて導かれた推定値（10.2%）

に、非常に近い値を示した（図 3a）。本観測地における Q10 値（温度敏感性を示す指標であり、地

温が 10°C 上昇した際の、微生物呼吸の増加倍率を示す）は 2.40 から 2.85（平均 2.66）であり、多

くの将来予測モデルが採用している 2.0 よりも、概して大きい値を示した。また、温暖化効果の年々

変動と、観測期間における降雨の日数の間には、強い正の相関が確認された（図 3b）。 

長期的に温暖化効果が維持されたことの要因の一つには、本サイトの土壌に含まれる有機炭素の

量（深さ 30 cm で 11.49 kg C m-2
）が多い事が関係しているものと考えられる。温暖化によって微

生物呼吸量が増えたものの、観測期間 5 年間（2012 年から 2016 年）における増加量の積算値は、

土壌中の有機炭素量の約 9.6%程度であった。土壌中にはまだ多くの有機炭素が存在するため、5 年

の温暖化処理では、温暖化効果の減少が確認できなかった可能性がある。さらに、温暖化効果の年々

変動と、降水日数が強く関係していたことから、白神山地における湿潤な環境が、温暖化効果の長

期維持に強く関わっているものと考えられる。降水量が限定された環境では、温暖化による土壌の

乾燥が強く影響し、促進的な温暖化効果は期待できないためである（Schindlbacher et al., 2012）。 

 

図 1 温暖化操作実験サイトに設置されたシステムの概要：根非除去区（a）、根切り区（b）、

温暖化区（c）、コントロールボックス（d） 
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本観測地においては、欧米の報告よりも大きな温暖化効果が、長期間維持された。本結果は、日

本を含む湿潤なアジアモンスーン地域において、温暖化によって微生物呼吸が従来の予測よりも多

く、より長期的に増加される可能性を示唆するものである。 

 

 

 

 

図 2 白神山地における 2011 年末から 2016 年末までの地温、土壌水分と降水量（a）、根非

除去区、対照区および温暖化区の二酸化炭素排出速度（b）（Teramoto et al., 2018） 

 

図 3 微生物呼吸に対する年平均温暖化効果の実測値と推定値の比較（a）、微生物呼吸に対す

る年平均温暖化効果の実測値と降水日数の相関（b）（Teramoto et al., 2018） 
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植物を利用した医薬用タンパク質生産のための環境調節 

 

松田 怜 1
，藤内 直道

2
（

1
東京大学 大学院農学生命科学研究科，

2
筑波大学 生命環境系） 

 

１．はじめに 

筆者らは，人工光型植物工場の有効な活用法の 1 つとして，植物を利用した医薬用タンパク質

（plant-made biopharmaceutical protein；以後，PMP）の生産に着目し，研究を行なってきた。

本稿では，PMP 生産のための環境調節・栽培管理について，筆者らのこれまでの研究を中心に紹介

する。 

さて，まずは医薬用タンパク質とは何かについて簡単に説明したい。医薬品は一般に，化学合成

によって製造される従来型の低分子医薬品と，生物によって生産されるバイオ医薬品に大別される。

バイオ医薬品は，タンパク質など，分子量が大きく複雑な構造を有する分子を主成分とする。この

バイオ医薬品の主成分であるタンパク質を，本稿では医薬用タンパク質と呼ぶ。主な医薬用タンパ

ク質には，抗がん剤などとして用いられるモノクローナル抗体（抗体医薬）や，ワクチンとしての

作用を有する抗原タンパク質あるいはその一部分（サブユニットワクチン）などがある。バイオ医

薬品の本格的な開発と販売は 1980 年代に始まったが，2000 年代以降には市場における重要性が

年々高まり，2015 年には世界の医薬品の総売上の 24%を占め，その割合は今後も増加すると見込

まれている（EvaluatePharma, 2016）。 

現在，多くの医薬用タンパク質は，遺伝子組換え技術を利用して作出された微生物・昆虫・哺乳

動物由来の細胞を，培養タンクを用いて培養することで生産されている。他方，近年，植物個体を

用いた医薬用タンパク質生産，すなわち PMP 生産が注目されている。PMP 生産には，細胞培養に

よる生産と比較して，生産コストが低い，生産規模の調整が容易である，生産過程における哺乳動

物感染性病原体の混入リスクが低いなどの利点があるとされる（Fischer and Emans, 2000）。PMP

の実用化の現状として，日本では，インターフェロン-α を含有する遺伝子組換えイチゴ果実の凍結

乾燥粉末（インターベリーα®
）が，イヌの歯肉炎軽減用の製剤として 2013 年に農林水産省によっ

て認可され，販売されている。また，2017 年には，田辺三菱製薬株式会社の子会社であるカナダの

Medicago 社が，植物を利用して生産した季節性インフルエンザに対するヒト用ワクチンの第 3 相

臨床試験（承認前の最終段階の試験）を 7 か国で開始し，2020 年の上市を目指すと発表した（ちな

みに，日本は含まれない）。その他，初期の臨床試験をクリアしたものや開発段階のものが多数ある。 

PMP 生産の方法には，ゲノムを安定的に組み換えた遺伝子組換え植物を用いる方法や，遺伝子組

換えウイルスや微生物を植物に感染させて後天的に遺伝子を導入し発現させる一過性遺伝子発現法

など，いくつかの種類があるが，いずれの場合も遺伝子組換え生物等を扱う。したがって，それら

の漏出・拡散防止のため，植物の栽培には閉鎖型の施設を用いることになる。また，医薬品の生産

においては，生産バッチによらず安全性や有効性を担保するため，高レベルの安定生産，品質保証

等が求められる。これらを考慮すると，PMP 生産には人工光型植物工場を用いる必要があろう。施

設園芸・植物工場の環境調節を専門とする筆者らが PMP 生産に着目した理由は，この点にある。 

医薬用タンパク質の生産量を高めるための植物の栽培条件は，従来の食料生産におけるバイオマ

スの収量を高めるための栽培条件とは必ずしも同じでないと考えられる。栽培環境が植物体内の医
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薬用タンパク質含量に及ぼす影響に関する研究例はあるものの（Fujiuchi et al., 2016a の総説参照），

どのような栽培条件が適するのかについては，十分には明らかになっていないのが現状である。 

 

２．材料および方法 

筆者らは，一過性遺伝子発現法の一種であるマグニフェクショ

ン法（Marillonnet et al., 2005）をモデル実験系として研究を進め

てきた。マグニフェクション法の概要は次のとおりである。 

1 ）宿主植物であるベンサミアナタバコ（ Nicotiana 

benthamiana）を，播種後 1 か月間程度栽培する。 

2）植物体を上下反転して，地上部を組換えアグロバクテリウム

（Agrobacterium tumefaciens）懸濁液に浸漬し，耐圧性容

器内に入れる。容器内をゲージ圧−85 kPa 程度に減圧すると，葉の細胞間隙中の空気が気泡

として放出される。その後復圧する際に，懸濁液が葉の細胞間隙に浸潤し，懸濁液中の組換え

アグロバクテリウムが植物の葉肉細胞に感染する（減圧浸潤処理，図 1）。 

3）感染した組換えアグロバクテリウムは，医薬用タンパク質の DNA，および植物ウイルス由来

の RNA 複製酵素などの DNA を植物細胞の核内に挿入する。 

4）植物細胞内に蓄積した RNA 複製酵素の作用により，医薬用タンパク質の mRNA が大量に複

製され，翻訳等を経て，感染後数日から 1 週程度の間に医薬用タンパク質が蓄積する。 

医薬用タンパク質には，インフルエンザワクチンとして，A 型インフルエンザウイルス（H1N1

亜型）由来の抗原タンパク質であるヘマグルチニン（hemagglutinin；以後，HA）を用いた。 

 

３．一過性遺伝子発現法を用いた PMP 生産における環境調節の考え方 

収穫時の単位面積あたり医薬用タンパク質収量 Parea [g m−2]（または株あたり医薬用タンパク質

収量 Pplant [g/株]）は，医薬用タンパク質の生産性を表す指標の 1 つである。これは，収穫時の単位

面積あたり植物バイオマス生産量 Barea [g m−2]（または株あたりバイオマス生産量 Bplant [g/株]）と，

収穫時の単位バイオマスあたり医薬用タンパク質含量 Pmass [g g−1] の積である。このうち，後者の

Pmassを増加させることは，Pareaの増加に寄与しうるのみならず，それ自体が重要な事項である。な

ぜなら，Pmassが高いほど，収穫後の医薬用タンパク質の抽出・精製過程におけるコストを低減でき

るためである（Buyel and Fischer, 2012）。したがって，Pareaと Pmassの両者を増加させること，あ

るいは一方を減少させずに他方を増加させることが，PMP 生産における環境調節の目的の 1 つで

あるといえる。 

また筆者らは，遺伝子導入前後のそれぞれにおいて，異なる考え方にもとづいて環境調節を行う

必要があると考えている。遺伝子導入前の段階では，Barea（または Bplant）を高めるとともに，その

後の遺伝子導入（減圧浸潤）処理および医薬用タンパク質の蓄積に適した植物体を準備することが

重要であろう。他方，遺伝子導入から収穫までの期間は短いため，遺伝子導入後の段階では，Barea

よりもむしろ Pmassを重視し，医薬用タンパク質の蓄積を促すとともに，遺伝子導入・医薬用タンパ

ク質蓄積に伴って生じうる植物体への負の影響の程度を低減させることが重要であると考える。こ

れらの仮説のもと，筆者らは，遺伝子導入前後それぞれにおいて，栽培環境が医薬用タンパク質生

産量およびその構成要素に及ぼす影響を評価してきた。 

 

図 1 減圧浸潤処理の様子 
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４．結果および考察 

４．１ 遺伝子導入前後の栽植密度の影響（Fujiuchi et al., 

2017） 

栽植密度の増加は，Barea を高める簡便な方法の 1 つであ

る。特に，PMP 生産においては植物体の外観の重要度は高

くなく，例えば高密度下で徒長した植物体であっても，それ

によってただちに商品価値が下がるわけではない。実際に，

育苗用セルトレイを用いて，遺伝子導入前後の約 1 か月間に

わたって数百株/m2
程度の高栽植密度で栽培を行っている

PMP 生産のパイロットプラントもある。 

Fujiuchi et al. (2017) は，中程度の栽植密度 100 株/m2

と，高栽植密度 400 株/m2
とで，Barea，Pmass，および Parea

を調べた。Bareaは，予想どおり 400 株/m2
で有意に大きかっ

たものの，Pmass は逆に 100 株/m2
で有意に大きかった（図

2a）。この結果，Pareaは 2 つの栽植密度間で大差なかった（図

2b）。Pmassが大きい分，収穫後の抽出・精製コストを低減し

うることから，100 株/m2
の方にむしろメリットがあるとい

える。400 株/m2
で Pmass が小さかった主な理由は，100 株

/m2
に比べて，バイオマスあたり HA 含量が元来高くなる若

い葉のバイオマスが，葉全体のバイオマスに占める割合が低

くなったことや，その若い葉の HA 含量自体も小さくなった

ことなどにあった。以上の結果は，安易に栽植密度を増加さ

せても，必ずしも医薬用タンパク質の生産性を高めることに 

つながるわけではないことを示している。 

 

４．２ 遺伝子導入前の施肥窒素濃度の影響（Fujiuchi et al., 2014） 

窒素（N）はタンパク質を構成する主要な元素である。遺伝子導入前に高 N 濃度の液肥を施用し

て，遺伝子導入時に植物体が含有する N 含量を増加させることで，遺伝子導入後の医薬用タンパク

質の合成を促すことができないかと予想した。硝酸イオンを 60 mmol L−1
の高濃度で含む液肥を，

遺伝子導入前の 14 日間にわたって施用したところ，通常の 12 mmol L−1
の施用に比べて，遺伝子

導入後 7 日目の葉の可溶性還元態 N 含量および可溶性タンパク質態 N 含量が大きい傾向にあり，

Pmassは有意に大きかった（Fujiuchi et al., 2014）。他方，Bplantは 60 mmol L−1
で有意に小さかっ

た。これは，高濃度硝酸施用に起因する水ストレスによるものと推察される。Pplant には 60 mmol 

L−1
と 12 mmol L−1

との間に有意差は認められなかった。すなわち，高濃度硝酸施用により，Pplant

を顕著に減少させることなく Pmass を増加させること，すなわち HA を植物体内に「濃縮」して蓄

積することができたといえる。 

 

４．３ 遺伝子導入時および直後の処理の影響（Fujiuchi et al., 2016b; Matsuda et al., 2018） 

遺伝子導入のための減圧浸潤処理にも幾分改良の余地がありそうである。減圧浸潤処理による組

換えアグロバクテリウム懸濁液の葉面積ベースでの浸潤効率は，植物の齢などにも影響されるが，

図2 栽植密度が遺伝子導入後6日目の地

上部バイオマスあたりヘマグルチニン

（HA）含量（a）および栽培面積あたり

HA収量（b）に及ぼす影響。バーは標準

誤差（n = 4）。アスタリスク（*）は

Welchのt検定により有意水準5%で有意差

あり。データはFujiuchi et al. (2017) にも

とづく。
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図 2 栽培密度が遺伝子導入後 6 日

目の地上部バイオマスあたりヘマ

グルチニン（HA）含量（a）および

栽培面積あたり HA 収量（b）に及

ぼす影響。バーは標準誤差（n = 4）。
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定により有意水準 5%で有意差あ

り。データは Fujiuchi et al. (2017)

にもとづく。 
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筆者らの実験系では 8，9 割程

度である。 Matsuda et al. 

(2018) は，この効率を何らか

の方法で高めることができれ

ば，原理的には Pmass を有意に

大きくできること，またその効

率を高めるための簡便な方法

の 1 つとして，減圧浸潤処理直

前に葉身を葉柄から切離し，減

圧浸潤処理に供する方法を報

告した。他方，切離葉を用いる

と，たとえ浸潤効率が高まった

としても，その後の培養中の湿

度環境を厳密に制御しなけれ 

ば，着生葉よりも Pmassが小さ 

くなる。Fujiuchi et al. (2016b) は，減圧浸潤直後の低湿度処理による葉細胞間隙からの水分除去

が，切離葉の Pmass を着生葉のそれと同程度に保つ上で重要であることを実証した。さらに解決す

べき課題は複数あるものの，切離葉の利用は，ハンドリングの容易さなどの利点もあり，今後 PMP

生産の 1 つのオプションとなるかもしれない。 

 

４．４ 遺伝子導入後の温度の影響（Matsuda et al., 2012, 2017a, 2017b） 

一般に，一過性遺伝子発現法において，遺伝子導入後の気温は Pmass に影響を及ぼす主要な環境

要素である（Fujiuchi et al., 2016a の総説参照）。筆者らの HA を用いた研究例では，遺伝子導入後

6 日目で比較すると，Pmass を最大化する遺伝子導入後の明期気温は 20–22°C であり（気温が一定

の場合），それより高温または低温では Pmassは小さくなる（図 3，Matsuda et al., 2017b）。遺伝子

を導入しない場合の栽培適温の範囲内である 25°C 付近で Pmass が小さくなる要因の 1 つは，遺伝

子導入後 4，5 日目頃から観察される葉の壊死である（Matsuda et al., 2012, 2017a）。実際に 25°C

では，遺伝子導入後 4 日目以降，葉の壊死の進行に伴って Pmassが急激に減少する（Matsuda et al., 

2017a）。遺伝子導入または医薬用タンパク質の蓄積に起因する何らかのストレスが，特定の温度条

件で発現したものと考えている。他方，25°C 以上の高温，もしくは低温で Pmassが小さくなる原因

の 1 つとしては，組換えアグロバクテリウムの遺伝子導入効率の低下が考えられる。これらメカニ

ズムの解明には，植物生理学・分子生物学的観点からのさらなる研究が必要であろう。 

さて，Pmassに直接的に影響を及ぼすのは，気温ではなく葉温である。この点で，人工光型植物工

場で用いる光源に注意を要する。Matsuda et al. (2017b) は，光源に LED を用いると，蛍光ランプ

を用いる場合と比較して，遺伝子導入後 6 日目の Pmass を最大化する明期気温が 2°C 程度上昇する

ことを報告した（図 3a）。これは，LED の表面温度が今回用いた蛍光ランプのそれより低く，光源

からの下向き長波放射の放射照度が小さかったため，Pmassを最大化する葉温（約 21°C，図 3b）を

実現するための気温が高くなったことによる。人工光型植物工場と LED といえば光合成有効放射

付近の分光分布制御に注目が集まることが多いが，特に温度の影響が顕著な PMP 生産では，光源

からの熱放射や葉の熱収支といった基本的な微気象現象にも注意を払う必要があるといえよう。 

図3 蛍光ランプ光（白シンボル）またはLED光（黒シンボル）照射下にお

ける，遺伝子導入後6日間の明期平均気温（a）および明期平均葉温（b）が

葉バイオマスあたりHA含量に及ぼす影響。バーは標準誤差（n = 4）。近似

曲線（蛍光ランプ：破線，LED：実線）はいずれも三次曲線。Matsuda et al.

(2017b) の原図を，著作権者の許諾を得て一部改変。
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ル）照射下における，遺伝子導入後 6 日間の明期平均気温（a）

および明期平均葉温（b）が葉バイオマスあたり HA 含量に及ぼ

す影響。バーは標準誤差（n = 4）。近似曲線（蛍光ランプ：破

線，LED：実線）はいずれも三次曲線。Matsuda et al. (2017b)

の原図を，著作権者の承諾を得て一部改変。 
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５．まとめと展望 

いくつかの環境要素や栽培条件について，それらが医薬用タンパク質生産量に及ぼす影響を明ら

かにしてきた。これらの知見は，実用的な PMP 生産において考慮すべきものと考える。他方，こ

れらの影響は，生産する医薬用タンパク質の種類や遺伝子導入の手法（用いるベクターの種類）に

よっても異なると推察される。今後は，ケーススタディを積み重ねることに加えて，栽培環境が医

薬用タンパク質生産量に影響を及ぼす生理的機作についての解析も進める必要があると考え，その

ような研究にも着手したところである。 
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関東の農業気象 第４４号（２０１８） 
  
  施設紹介  
 

 

農林水産研究情報総合センター科学技術計算システムの紹介 

 

飯泉 仁之直（農研機構 農業環境変動研究センター） 

  

１．はじめに 

近年、農林水産業の分野においても数値モデルによるシミュレーション研究が増えてきている。

例えば、全球を対象に作物収量への気候変動影響を予測する研究では、作物の生長と収量形成をシ

ミュレーションするモデル（作物モデル）の高解像度や精緻化により、スーパーコンピュータを利

用する場合が多い。農林水産研究情報総合センター（http://itcweb.cc.affrc.go.jp/affrit/）では、農林

水産業における研究開発の推進に必要な高性能計算環境として、分散並列型クラスタシステム

（Type A）と大規模共有メモリ型システム（Type B）の 2 種類のスーパーコンピュータに加えて、

アプリケーションサーバ、フロントエンドサーバ、ストレージなどを利用者に提供している。これ

らは科学技術計算システム（Scientific Computing System；SCS）と呼ばれている。これらのうち、

本稿では、分散並列型クラスタシステムと研究支援サービスついて著者の体験を交えて紹介する。 

 

２．分散並列型クラスタシステム 

著者が共同研究者らと最近公表した、全球作物モデルを用いた気候変動下の世界の収量予測も本

システムを利用した（http://itcweb.cc.affrc.go.jp/affrit/_media/case/ondanka.pdf）。現在のシステム

は 2016 年に更新された。旧システムは SCS2012、新システムは SCS2016 と呼ばれる。SCS2016

は SGI ICE XA で、1 ノード 2CPU（28 コア）、216 ノード、計 6,048 コアを有する。SCS2016 の

理論ピーク性能は232 TFLOPSで、SCS2012の2.5倍に向上した。キュー構成も変更され、SCS2012

では並列化なしのジョブ（ジョブクラス：single）のユーザーあたり同時実行数は 324 本だったが、

SCS2016 では 96 本に大幅に抑えられている（標準メモリ容量は 3GB から 4GB に増加）。その一

方で、最大並列数が 28 の small ジョブは同時実行数が 34 本から 16 本にやや抑えられたものの、

標準メモリ容量が 60GB から 120GB に大幅に増加した。SCS2012 では、パーソナルコンピュータ

でも実行できる小規模なジョブを大量に実行すると

いう使われ方が頻繁に見られたが、これらの変更に

より、メモリ容量の不足などからパーソナルコンピ

ュータでは実行できないジョブを実行するという、

スーパーコンピュータの利用方法としては「正しい」

使われ方が増えてきているように見受けられる。 

 

３．研究支援サービス 

利用者を対象に提供されている研究支援にはコン

サルテーションサービスがある。受付可能件数に上

限があるため、希望しても必ず受けられるわけでは

ないが、例えば、プログラムの高速化や並列化につい

てのチューニングなどが受けられる。 

 

図１ 分散並列型クラスタシステムの外

観。画像は農林水産研究情報総合センタ

ーより提供を受けた。 
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 著者は 2016 年に「累積分布関数に基づく気候モデル日別出力値のバイアス補正プログラム

（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/result/result29/result29_26.html）」を高速化す

るために支援を受けた。Fortran90 で書かれたこのプログラムは、当初から多地点への適用を想定

していたものの、その数は 1000 地点程度だった。その段階では計算時間が問題になることはなか

ったが、その後、0.5°解像度で全球の陸域（約 70,000 地点）に適用したところ、全球気候モデル

（GCM）の気候変動予測データ（2006～2100 年の日平均気温）のバイアス補正の計算に約 40 日

（950 時間）もかかったのである。一般に気候変動リスク評価には複数の GCM のデータを使用す

る。また、日平均気温だけではなく、日最高・最低気温、降水量、日射量、相対湿度、風速なども

必要である。この時は、5 つの排出シナリオ×8 つの GCM×10 種類の気象要素＝ジョブ数 400 と

なった。SCS2012 では計算終了までには理論上 360 日かかり、現実的ではない。 

 支援ベンダー（NEC）による高速化の支援を受けた結果、ジョブあたり計算時間は 8.5 時間に短

縮された。当初のプログラムの計算時間の 0.88％である。自分のプログラムの下手さには落ち込ん

だが、理論上 4 日間で計算が終わることの喜びの方が勝った。実際には、ワーク領域のユーザーあ

たりディスク上限値のため、データの圧縮・移動に時間を取られ、計算終了までには約半年かかっ

たが、この高速化なしには計算を終えることはできなかった。 

この時の経験は、その後、d4PDF（database for Policy Decision making for Future climate 

change；http://www.miroc-gcm.jp/~pub/d4PDF/）と呼ばれる、GCM による大規模アンサンブル

実験の日別データをバイアス補正する際に活かされた。d4PDF には過去 50 年間（1961～2010

年）について 100 メンバーの初期値アンサンブルがある。したがって、2 種類の実験（過去再現、

非温暖化過去）×100 メンバー×9 種類の気象変数＝ジョブ数 1800 本である。ジョブ数は前回の

4.5 倍となったが、半年で計算を完了できた（SCS2016 に置き換えられ、ジョブあたりの計算時

間が短縮したことも寄与した）。 

 

４．おわりに 

本稿で紹介した農林水産研究情報総合センターの科学技術計算システムは都道府県や大学、民間

企業の研究者も申請すれば無償で利用することができる。ただし、「我が国の指定試験事業実施機関、

並びに農林水産省等が推進する競争的資金による研究及び委託プロジェクト研究等に採択された課

題を担当する都道府県、大学、民間の研究者」が対象とのことである。条件に該当する場合には利

用を検討してはどうだろうか。なお、農林水産省研究ネットワーク（MAFFIN）外から科学技術計

算システムを利用する場合には（一般に都道府県、大学、民間の研究者はこれに該当する）、リモー

トアクセスサービスである MAFFIN-VPN を使用する必要がある。MAFFIN-VPN の使用に際して

は別途、申請が必要である。 
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2018 年 8 月 1 日 

日本農業気象学会 

北陸支部・関東支部会員各位 

日本農業気象学会 

北陸支部長 皆巳 幸也 

関東支部長 宮田  明 

 

日本農業気象学会北陸支部・関東支部 2018 年度合同例会開催のお知らせ 

 

日本農業気象学会北陸支部・関東支部 2018 年度合同例会を，下記の要領で開催いたします。本

年度は，信州大学松本キャンパスで開催いたします。施設見学会も開催いたしますので，奮ってご

参加下さい。詳しい情報は，順次，関東支部ウェブサイト（http://www.agrmet-kanto.jp）に掲載し

て参りますので，こちらも併せてご参照下さい。 

 

記 

 

１．日時：2018 年 11 月 9 日（金）13:00 ～ 10 日（土）13:00 頃 

２．会場：信州大学松本キャンパス（講演会，総会） 

（〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1） 

長野県果樹試験場（施設見学会） 

（〒382-0072 長野県須坂市小河原 492） 

３．内容 

11 月 9 日（金） 

13:00～16:30 一般講演発表会 

16:35～17:25 特別講演 

 杉浦 俊彦 氏（農研機構 果樹茶業研究部門） 

 「温暖化がリンゴなど果樹生産に及ぼす影響と適応技術」 

17:30～18:00 北陸支部・関東支部 総会 

18:30～20:30 懇親会（大学生協 あづみホール） 

 

11 月 10 日（土） 

8:00 JR 松本駅集合 

9:30～11:00 施設見学会（長野県果樹試験場） 

11:30 頃 JR 長野駅着 

13:00 頃 JR 松本駅着 

※一般講演の申込件数によって，スケジュール変更の可能性があります。ご参加の際は，当日

のスケジュールを関東支部ウェブサイトにてご確認下さい。 

※一般講演発表および参加申込の締切日等についても，念のため関東支部ウェブサイトにて最

新の情報をご確認下さい。 
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４．一般講演の申込方法 

9 月 7 日（金）までに，「12. 参加・一般講演の申込先」に，E-mail でお申し込み下さい。E-

mail には，① 参加者氏名，② 所属，③ 連絡先（住所，TEL，E-mail），④ 一般講演の標題，

著者名（発表者に○印），所属，⑤ 発表者が学生の場合，学生優秀発表賞へのエントリーの有

無，⑥ 懇親会参加の有無，および ⑦ 施設見学会参加の有無，を記入して下さい。E-mail の

件名を「2018 年度合同例会一般講演申込」として下さい。 

 

５．参加申込方法（一般講演を行わない場合） 

10 月 12 日（金）までに，「12. 参加・一般講演の申込先」に，E-mail でお申し込み下さい。

E-mail には，① 参加者氏名，② 所属，③ 連絡先（住所，TEL，E-mail），④ 懇親会参加の

有無，および ⑤ 施設見学会参加の有無，を記入して下さい。E-mail の件名を「2018 年度合

同例会参加申込」として下さい。なお 10 月 12 日（金）以降は，例会当日に受付にてお申し出

下さい。 

 

６．講演要旨・要約要旨の執筆要領と提出方法 

一般講演を行う方は，講演要旨と要約要旨を提出して下さい。講演要旨は，電子ファイルの

形で関東支部ウェブサイトに公開されます。要約要旨は，支部報告として「生物と気象」に掲

載されます。 

以下の 2 種類の原稿ファイルを 10 月 12 日（金）までに「13. 講演要旨原稿の送付先」に E-

mail の添付ファイルにてお送り下さい。原稿は以下の執筆要領に従って作成して下さい。紙媒

体による提出をご希望の方は，お手数ですがあらかじめ「13. 講演要旨原稿の送付先」までご

一報いただけますと幸いです。 

 

① 執筆要領：講演要旨 

ファイル形式は MS Word とします。用紙の大きさは A4 サイズとし，原稿の長さは 1 ペー

ジとします。上下 25 mm，左右 25 mm のマージンをとり，その枠内に約 42 字（全角）× 40

行，文字サイズ 10.5 ポイント，MS 明朝，MS ゴシック等の一般的なフォントで作成して下さ

い。表題は 1 行目の 10 字目から書き始め、１行目に収まらない場合は，2 行目 11 字目に続け

て下さい。著者名と所属は 3 行目の 11 字目から書き，所属は氏名の後ろにカッコに入れて下

さい。3 行目に収まらない場合は 4 行目を使用して下さい。連名の場合は，発表者の左肩に○印

をして下さい。本文は 5 行目から書き始めて下さい。図・表等は，ファイル内の適切な位置に

配置して下さい。 

② 執筆要領：要約要旨（「生物と気象」掲載用） 

MS Word とし，表題，著者名，所属と 250 字程度の要約を書いて下さい。 

 

７．学生優秀発表賞について 

学生（大学院生および学部生）による優れた一般講演を，学生優秀発表賞として表彰します。

審査項目は，講演要旨，研究内容，発表・スライド，質疑応答の 4 項目です。受賞者には賞状

を授与して表彰するとともに，後日受賞者名と講演題目を関東支部ウェブサイトで公表します。 
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８．発表時の使用機器について 

会場にはプロジェクターと MS Power Point（Office Professional 2013）がインストールさ

れた Windows PC を用意します。Windows PC をご利用の方は，講演用のファイルを USB メ

モリー等にてご準備下さい。Macintosh PC でのご発表を希望される方は自身の PC をご持参

下さい。プロジェクターへの接続は VGA 端子しかご利用いただけませんのでご注意下さい。 

 

９．参加費用 

一般講演発表会，特別講演：無料 

施設見学会：一般 2,000 円，学生無料 

懇親会費：一般 4,000 円，学生 2,000 円（予定） 

 

１０．施設見学会について 

貸切バス定員の都合上，28 名を超えるお申し込みがあった場合には，先着順といたします。

また，申込者数が規定に満たなかった場合には，催行しない可能性がありますので，ご了承下

さい。 

 

１１．会場への交通 

松本バスターミナル（JR 松本駅お城口から徒歩約 5 分）にて信大横田循環線（系統番号 130，

1 番のりば）に乗車し，「大学西門」で下車して下さい。駅前のバス乗り場ではなく，バスター

ミナルから出発するバスに乗車してください。 

松本バスターミナル：http://www.alpico.co.jp/access/station/matsumoto_sta.html 

時刻表：https://www.alpico.co.jp/access/matsumoto/pdf/shindaiyokota20160401.pdf 

 

受付および講演会会場は理学部 C 棟 2 階大会議室です。 

信州大学松本キャンパスマップ：https://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/guide/matsumoto/ 

 

１２．参加・一般講演の申込先 

東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物・環境工学専攻 松田 怜 

〒113-8657 東京都文京区弥生 1-1-1 TEL: 03-5841−3533 

E-mail: reikai2018@kankyo.en.a.u-tokyo.ac.jp 

 

１３．講演要旨原稿の送付先 

信州大学 理学部 理学科 岩田 拓記 

〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1 TEL: 0263-37-2502 

E-mail: hiwata@shinshu-u.ac.jp 

 

１４．例会講演要旨の取り扱いについて 

本例会の講演要旨は、電子ファイルの形で支部ウェブサイトに公開されます。その扱いは通

常の学会発表における講演要旨と同じになります。 
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会誌「関東の農業気象」編集投稿規定 
 

会誌「関東の農業気象」は，日本農業気象学会関東支部（以後，「本支部」と呼ぶ）が年 1 回以上発

行する機関誌（以後、「本誌」と呼ぶ）で，農業気象に関する経験と知識の交流を図ることを目的とす

る。本誌には，農業気象に関する調査・研究についての報告や解説記事および支部活動に必要な記事な

どを掲載する。本支部の会員，会友は自由に投稿することができる。 
 
１．編集 

１．１ 原稿の採否の決定ならびに会誌の編集は本支部理事会が行う。 
１．２  本支部理事会は原稿の加筆，修正および削除を求めることがある。 
 

２．投稿 
２．１ 本誌への寄稿は投稿を原則とする。 
２．２ 投稿者は本支部の会員，会友もしくはこれと連名でなければならない。 
２．３ 投稿者は原稿を本支部理事会の編集発送担当宛に送付する。 
２．４ 原稿は 5 の執筆要領に従って作成した「Microsoft Word」形式の電子ファイルを電子媒体

（E-mail による送付を原則とする）の形で提出すること。 
２．５ 原稿の受理日は本支部理事会の編集発送担当がこれを受理した日とする。 
 

３．著作権 
３．１ 本誌の記事の著作権は本支部に属する。 
 

４．原稿の種類 
４．１ 本誌は巻頭言，研究短報，総説，研究トピックス，講座（解説），報告，書評，その他本支

部理事会が認めた農業気象に関する記事，および本支部の活動記録の連絡記事より構成さ

れる。 
４．２ 原稿の長さは，原則として，研究短報，総説，および研究トピックスは刷り上がり 4 ペー

ジ以内，その他の原稿は 2 ページ以内とする。 
 

５．執筆要領 
５．１ 原稿の構成は，以下のような節に分けることを原則とする。ただし，内容により「はじめ

に」から「引用文献」までが以下の構成をとれない場合は，最も適切だと考えられる構成を

とること。 
構成：「はじめに」，「材料および方法」，「結果」，「考察」（「結果」と「考察」は「結果およ

び考察」としてもよい），「謝辞」，「引用文献」。 
要旨，キーワードは必要としない。節のタイトルには番号とピリオドをつける（例：「2. 材
料および方法」）こととするが，「謝辞」と「引用文献」には番号を付けない。必要に応じて

節の中に小節を設けてもよい。 
５．２ A4 サイズの用紙を縦長に使用し，上下 25mm，左右 25mm の余白を取り，全角で約 42 文

字／行×40 行／ページで横書きに記述する。文字の大きさは 10.5 ポイントとする。 
５．３ 表題を 1 行目，著者名および所属を 3 行目に書き，その下に 1 行空けて本文を書き始める

こと。 
５．４ 図・表・写真は，本文中に挿入した（カメラレディの）形で提出すること。図・表・写真の

説明は和文とするが，座標軸の説明は英文でもよい。 
５．５ 数量には原則として SI 単位系を用いることとする。ただし，非 SI 単位系での表現が妥当

であることが明らかな場合はこの限りではない。 
５．６ 引用文献は最小限度にすること。本文中での引用は，「三原（1969）によれば」などとする。

引用文献はアルファベット順に本文末に一括して記載し，その書き方は次のようにする。 
    三原義秋，1969：無加温小温室の夜間温度について，農業気象，25，1-8. 
 
６．発効 

６．１ 本編集投稿規定は 2015 年 8 月 1 日から適用する。 
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賛助会友 

 

英弘精機株式会社（2口会友） 

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8 

Tel:03-3469-6711 （代表）     

http://eko.co.jp/ 

・各種日射計、放射計の製造販売を行い、気象観測、農業、工業、土木、建築方面に広く使用さ

れております． 

 

太陽計器株式会社  

〒114-0032 東京都北区中十条 1-12-3 

Tel:03-5963-5361, Fax:03-5963-5362 

http://www.taiyokeiki.co.jp/ 

・米国 Campbell scientific 社など各種計測機器の輸入販売・システム設計． 

 

株式会社ディーエスアイ 

〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町 2-1-1 アスパ日本橋オフィス 211 

Tel:03-3272-7881, Fax:050-3488-1149 

http://www.dsi-net.jp/ 

・デジタル百葉箱（小型マルチ気象観測装置）、CO2コントローラ／モニターの販売． 

・データ計測、監視システム（特に IEEE1888 等オープンシステム）構築、コンサルティング． 
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2017－2018年度日本農業気象学会関東支部役員名簿 

 

支部長  

宮田 明         農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター  

 

理事  

（事務局）  

小野 圭介       農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター  

 

飯泉 仁之直     農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター 

  

（例会） 

   庄子 和博       一般財団法人 電力中央研究所  

 

松田 怜         東京大学 大学院農学生命科学研究科 

 

（会計） 

大橋 敬子       玉川大学 農学部先端食農学科  

 

佐々木 華織     農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター 

 

（編集発送） 

米倉 哲志       埼玉県環境科学国際センター 

 

岩田 拓記       信州大学 理学部 理学科 
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