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農業環境技術研究所（農環研）の監事になり、

早5年目を迎えています。その間、「安全で快

適な職場作りに向けて」取り組んだ事例を紹介します。

　農環研の研究本館は、同居する他の研究機関の研

究室を含めて、消防法による「総合防災避難訓練」の

実施対象です。毎年、震災を想定した「総合防災避難

訓練」を、地元消防署の指導・立会いのもと実施して

います。その成果が東日本大震災で現れました。地震

発生時、理事長をはじめ経営管理責任者の大半は都

内の会議で不在でしたが、農環研内では全員が無事

避難して、施設も大きな被害はありませんでした。これ

は訓練の大成果です。そのほかにも5年間には、小規

模な「化学薬品の爆発事故」や「老朽化実験機器の過

加熱事故」が発生しましたが、迅速な初期対応と通報

で大事に至っていません。同時に原因究明と再発防

止を速やかに行い、地元消防署等との信頼関係を深

めています。

　毒劇物取締法や高圧ガス保安法に基づく安全管理

体制の充実も図りました。5年前には準備中だった「化

学薬品管理システム」を導入し、化学薬品に精通した

職員で構成された安全管理室により年次計画的に改

善した結果、毒劇物や化学薬品類、危険な水素やアセ

チレンを含む高圧ガスボンベの保管量が激減し、最

小限の保管量を維持しながら施錠管理しています。一

方、棚の物品の落下防止や高圧ガスボンベの転倒防

止は初期の段階から徹底しました。東日本大震災で

は、大きな被害を受けて研究機能が停止した大学や

研究機関もありましたが、農環研は大きな被害もなく、

地震直後から、農作物や土壌の放射能分析など、農水

省を通した緊急依頼に対応できました。その後も、農

地の放射性物質濃度分布図の作成などに大きな貢

献をしています。

　労働安全衛生法や建築基準法などの視点からは、

毎月の安全衛生委員会と職場巡視を徹底して、リスク

管理意識を向上させ、「メンテナンス会議」を継続して

経年劣化によるリスクを回避しています。今年の正月

に有楽町で起きた漏電火災により、帰省ラッシュで満

員の東海道新幹線が運転停止になったことは記憶に

新しいところですが、農環研では、古いガス器具の不

着火やコンセントの漏電リスクを初期段階で把握す

る全館調査を行い、迅速に対処しています。さらに、今

年度後半には、3つの難工事（本館耐震補強、全域空

調改修、受変電設備老朽化の更新）を、建築資材の急

騰、工事職人不足の厳しい状況下で実施しています。

全職員が騒音・振動と狭い業務スペースの中で協力

し合い、工事は無事故での完成に向けて進行中です。

　このような「安全で快適な職場作り」の中、昨年末に

は「農林水産研究成果10大トピックス」に農環研から

2課題が選ばれました。選定された成果をはじめ、食

料の安定供給や土壌の重金属汚染対策など「世界の

食料と環境の問題」に向けた研究成果が研究所から

生まれる姿は大変うれしく、特に若い研究職の成長と

活躍に期待します。

安全で快適な職場に向けて

（独独）農業業環境技術術研究所  監事　水水谷  順順一一

（独）

総合防災避難訓練
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日本の農耕地の土からRNAを抽出することは難しい！

　近年、土壌微生物の研究に期待が高まっています。

土壌には、農作物の病気の原因となる微生物や、肥料

を分解する微生物はもちろんのこと、二酸化炭素より

も強い温室効果を持つメタンや一酸化二窒素（N2O）

を出す微生物、抗がん剤や抗生物質を作る未知の微

生物もいることから、その研究が求められているので

す（図1）。

　しかし、これまでに研究することができた土壌微生

物は、全体の数パーセントに過ぎないと言われていま

す。というのも、従来、微生物を研究するには、培養し

て増やす必要がありました。ところが、栄養が乏しい土

壌環境にすむ微生物は増殖が活発でなかったり、休

眠状態だったりするものも多く、栄養豊かな培地で培

養しても増やすことが難しいことから、培養して得られ

るのは活発に増殖できるごく一部の微生物ばかりに

なってしまいます。そのため、研究できている微生物

はごく限られたものになると考えられているのです。

　そこで培養することなく土壌中の微生物を研究する

方法が考案されました。微生物を含んだ土壌から直

接、DNAやRNAを抽出し、その情報を読み解くことで、

どんな微生物がいて、どんな遺伝子が働いているの

かを明らかにする研究が世界中で進められています。

（独）農業環境技術研究所 生物生態機能領域の藤井 

毅領域長も、この研究に取り組む研究者の一人です

が、日本の土壌に関して課題があるといいます。

　「土壌からDNAやRNAを抽出するキットが販売され

ているのですが、日本の主要な農耕地土壌である黒

ボク土（写真）からの抽出はとても難しいのです。砂質

の土であれば抽出することはできても、黒ボク土には、

黒ボク土壌からRNAを抽出することに成功
土壌中の微生物研究を後押しする画期的な研究成果

生物生態機能研究領域長　藤井　毅
（文：サイエンスライター　斉藤 勝司）

図１　土壌中における微生物の働き

土壌中にはさまざまな微生物がおり、多様な働きをしていま
す。なかには、作物病原菌や根粒菌など農作物の生育に影響
を与えるものや地球温暖化に関わるもの、抗がん剤や抗生
物質など人間に有用な物質を作るものもいます。けれども、
その働きは今まで詳しく調べることができませんでした。

写真　RNAの抽出が難しい黒ボク土

日本の農耕地の主要な土である黒ボク土には、DNAやRNA
を吸着する腐植物質が多く含まれているため、その抽出が難
しく、特にRNAは市販の抽出キットをもってしてもほとんど抽
出ができません。
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落ち葉などが分解されずに残った腐植物質が多く含

まれていて、これに吸着されてしまいます。それでも、

DNAであれば吸着を抑えて抽出することはできるの

ですが、RNAは吸着を防ぐ方法がこれまでなく、ほと

んど抽出することができませんでした」

　DNAを調べるだけでも、土壌中にどんな微生物が

いるかを明らかにすることはできます。しかし、休眠中

や死んだ微生物からも同じようにDNAは抽出できるこ

とから、土壌で働いている微生物だけを見ることはで

きません。その点、RNAはDNAの遺伝情報に従ってタ

ンパク質が合成される際に作られるため、RNAが確認

できれば、土壌に生きた微生物がいて、その遺伝子を

働かせていることを直接示す証拠になります（図2）。

　ぜひ土壌中のRNAを研究したいところですが、市販

のキットでは日本の土壌からRNAを抽出することが難

しく、これが日本で土壌微生物の研究を進める大きな

障壁になっていたのです。

吸着物質をコーティングしてRNAを抽出しやすくする

　こうした問題を解決するため藤井領域長らは、牛乳

に含まれるタンパク質のカゼインを利用することにし

ました。土壌にカゼインを添加した後にRNAを抽出す

ると、確実に抽出できるのです。カゼインを使うことに

なった経緯について藤井領域長がこう説明しました。

　「ヒントになったのは農環研で以前開発された方法

で、DNAを抽出するのにスキムミルクを使ったことで

した。スキムミルクに含まれるタンパク質が腐植物質

をコーティングして、DNAの吸着を防いでくれるので

す。しかし、スキムミルクではRNAは抽出できませんで

した。RNAのほうが腐植物質に強く吸着されるため、さ

まざまな成分を含むスキムミルクでは、腐植物質と

RNAの吸着を抑えきれなかったのです。しかも、スキ

ムミルクにはRNAを分解する酵素も多量に含まれて

います。そこで、この研究を担当した農環研特別研究

員の王勇さんが着目したのが牛乳成分から精製した

タンパク質、カゼインでした。カゼインは腐植物質との

結合能が高く、市販のカゼインにはRNAを分解する酵

素の混入も少なかったからです」

　図3は市販のカゼインを用いて土壌からのRNAの

抽出を試みた結果です。この写真では、分子量の違い

によりDNAは写真上部に、RNAは２本のバンドを中心

に写真下部に現れます。土壌DNAを抽出するといず

れの土壌からもDNAの分子量に当たるところにバンド

が現れ、いずれの土壌にも確かに微生物が存在して

いることがわかります（上段）。しかし、同じ土壌から市

販のキットを用いてRNAを抽出すると、黒ボク土（多

腐植質黒ボク土、淡色黒ボク土）では全くRNAが検出

されず、この方法では黒ボク土からはRNAが抽出でき

ないことがわかります（中段）。

図２　RNAを調べるとわかること

RNAは遺伝子が発現する時に作られるため、RNAを調べることで、土の中の微生物の働きがわかります。

黒ボク土壌からRNAを抽出することに成功

わんよん
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　ところが、抽出の際に土壌にカゼインを加えてから

抽出すると、黒ボク土からでもRNAが抽出できている

ことが見て取れるでしょう（下段）。このようにして最も

RNAの抽出が難しい多腐植質黒ボク土からでもRNA

を抽出できることが確かめられたのです。

誰でもすぐに使えるRNA抽出技術

　さらに藤井領域長らはこの技術を利用して、放線菌

を用いた実験を行いました。放線菌は抗生物質を生

産する微生物で、これまでに人類が手にした抗生物質

の３分の２は放線菌から得られたものです。藤井領

域長らは土壌から抽出したRNAを調べることで、放線

菌が土壌中で栄養源（エサ）を見つけると抗生物質を

作り出すことを発見しました。

　実験では高温、高圧処理により滅菌した土壌に人

為的に放線菌を移植し、増殖させました。その時、放

線菌の栄養源となるキチン（節足動物や甲殻類の外

皮に含まれる多糖類）を添加した場合と添加しない場

合で、どのような遺伝子が発現しているかを土壌から

RNAを抽出して比較しました。実験結果について藤井

領域長がこう説明しました。

　「放線菌が持つすべての遺伝子について比較検討

したところ、土壌にキチンを添加した場合に複数種類

の抗生物質の遺伝子が働きだすことがわかりました。

抗生物質は他の微生物の増殖を抑える働きがあるた

め、放線菌はエサのキチンを独占しようとして抗生物

質を分泌したのかもしれません」

　このように土壌から直接抽出したRNAを調べること

で、土壌中での微生物の暮らしぶりの解明が期待され

ます。これまで培養ができないことから、手つかずで

あった未知の微生物の働きを明らかにできる可能性

があります。特に農業分野では、農産物の生育に関わ

る肥料の分解や、農作物の病気の発生、温室効果ガス

の発生メカニズムなど、微生物が関わる現象の理解

にも貢献できるはずです。

　今回開発されたRNAの抽出技術は、土壌にカゼイ

ンを加えるだけでよく、誰でもすぐに利用できるため、

今後、土壌からのRNAの抽出に広く利用されると期待

されます。土壌微生物の研究を後押しする技術になる

ことでしょう。

黒ボク土壌からRNAを抽出することに成功

図3　カゼインを用いることでRNAを抽出できる
DNAは、黒ボク土（多腐植質黒ボク土や淡色黒ボク土）からでも抽
出できますが（上段）、RNAは市販の抽出キットを用いても抽出で
きません（中段）。ところが、土壌にカゼインを加えるとRNAも抽出
できるようになります（下段）。（いずれも白く見えるところにDNAま
たはRNAが存在する）
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地球温暖化と土壌炭素

　農地の生産力を維持・増進するためには、堆肥や緑

肥をすき込むなどの有機物管理が重要ですが、近年、

この管理が地球温暖化の緩和策にもなると期待され

ています。これは、農地に投入する有機物の量を増や

すと土壌中の炭素量が増え、その分、大気に放出され

るCO2が減少することになるためです（図1）。この働き

を土壌の炭素貯留と呼びます。

　しかし、土壌に蓄積する炭素量がどの程度増減する

かは、気象条件や土壌の種類など様々な要因が関係

するため、同じような管理を行っても場所によって大

きく異なる場合があります。また、土壌炭素の変化は

ゆっくりなので、増減の程度を実際の畑や水田で計測

して把握するには、長い期間が必要です。

　そこで、それらの要因を考慮した数値モデルを用い

て農地土壌の炭素貯留量を計算する手法を開発しま

した。

土壌炭素動態モデル

　使用した数値モデルは、土壌炭素の長期的な動態

を予測するために英国で開発された土壌炭素動態モ

デルRothCを改良したものです。私たちはRothCを、日

本各地の長期連用試験（水田や畑において一定量の

有機物や肥料を長期間投入し続けた試験）のデータ

を用いて検証し、日本の農地向けに改良してきました

（改良RothCモデル）。改良RothCモデルを使うと、管

理方法や場所によって異なる土壌炭素量の増減を予

測できます。

　公開したウェブサイトは、この改良RothCモデルと、

土壌や気象などのデータベースとをインターネット上

で結合することで、土壌炭素量の増減をウェブ上で計

算して、計算結果を表示します。

サイトの操作方法

　サイトのトップページではサイトの目的や内容を簡

単に紹介しています。緑色のバーをクリックすると、

「計算」のページとQ&Aやリンクのページに移動でき

ます（図2）。

土壌のCO2吸収量「見える化」サイトを公開
農業環境インベントリーセンター　白戸  康人

　農地土壌に蓄積する炭素量の増減を計算し、土壌の二酸化炭素（CO2）吸収量として示すウェブサイトを作成し

ました（http://soilco2.dc.affrc.go.jp）。対象とする農地を地図上で選んで、作物や管理方法をメニューから選択す

るだけで、その農地の土壌炭素量の変化を予測でき、農家や行政、生産者団体など多くの人々に、温室効果ガスの

削減効果を試算してもらうことができます。

図1　大気・植物・土壌を循環する炭素
植物の炭素量が変わらないと考えると、土壌の
炭素の増加分は、大気の炭素（つまりCO2）が減
少した分となります。
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1.　「計算」のページでは、まず、地図が表示されます。

ユーザーが地図上をクリックすると、その場所の

位置情報(緯度経度)を利用して、気象と土壌の情

報を得ることができます（図3）。

2.　次に、作物の種類、茎葉などの作物残渣の処理方

法をメニューから選択します。メニューから選択

するだけで、特に残渣の量を数値で入力しなくて

も済むよう、あらかじめデフォルト（初期値）の値

が入っています。一方、作物残渣の量についての

実測データを持っていて、それを入力したい場合

は、その数値を入力することもできます。

3.　続いて、堆肥施用の有無を選択します。施用する

場合は堆肥の種類を選択しますが、ここでも、堆

肥の量を入力しなくてよいようにデフォルトの値

が用意されています。

4.　その後、ここまで選択した条件を確認するページ

が表示されます。ここで、計算する条件を変えたい

場合は、直接修正できます。

5.　「計算開始」をクリックすると、気象や土壌の情報、

ユーザーが選択した作物や管理の情報が、自動

的に改良RothCモデルに入れられ、現在から20

年間の土壌炭素量の増減が計算され、結果がグ

ラフで示されます（図4）。また、ユーザーが選んだ

管理条件と「標準的な管理」とを比較し、排出削

減の効果を乗用車のCO2排出量に換算して示す

など、分かりやすい説明を加えています。

6.　このように土壌炭素量の増減をウェブ上で簡単に

計算できることで、どのような管理がどのような効

果を持つかについてユーザーの理解が深まり、

農業部門からの温室効果ガスの削減につながり

ます。

今後の展開
　今回計算した農地土壌に蓄積する炭素の増減は、

二酸化炭素（CO2）の吸収または排出を意味しますが、

温室効果ガスには、他にもメタン（CH4）や一酸化二窒

素（N2O）があります。農地の土壌炭素を増やすために

有機物を多量に入れると、大気中のCO2が減少する代

わりにCH4やN2Oの排出が増えることがあります。そこ

で、今後は、CO2（土壌炭素の増減）、CH4、N2Oの3つの

温室効果ガスをそれぞれ計算し、総合的に評価でき

るよう、また、これら土壌由来の温室効果ガスに加えて、

営農の過程で使用される作業機械や資材に関わる化

石燃料由来のCO2排出もあわせた総合評価ができる

ように、ここで紹介したサイトの内容を拡充する計画

です。

土壌のCO2吸収量「見える化」サイトを公開

ざんさ

図2　サイトのトップページ

図3　「計算」のページ（場所の選択）

図4　「計算」のページ（結果の表示）
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研究トピックス

　カイガラムシの仲間はアブラムシやセミと同じカメ

ムシ目に属し、植物の幹や根、果実などの汁を吸う小

型の昆虫です。日本だけでも700～800種以上が存在

するといわれ、染料や塗料の原料として利用される益

虫もいれば、逆に農作物に甚大な被害を与える害虫

種（写真1）も多く含まれる多様性に富んだ大きなグ

ループです。このようにカイガラムシは私たちの生活

に関係の深い昆虫なのですが、多くの種は地味な外

見をしており、ほとんど動かないため、よく知らない人

も多いのではないでしょうか。ここでは特に、農業害虫

としてのカイガラムシに注目し、その不思議な形態・

生態と、環境にやさしい防除技術の開発にむけた研

究をご紹介します。

カイガラムシの不思議な形態と生態

　カイガラムシは、介殻虫あるいは貝殻虫とも表現さ

れるように、多くの場合、ロウ状の物質で体表面が覆

われた特徴的な外見をしています。前述の通り、植物

上に固着してほとんど動かず、中には脚が完全に退化

しているものもいます。そのため、一見すると虫に見え

ず、植物の汚れや模様と見間違えるような種もいるほ

どです。この「カイガラ」は、虫体を外敵や乾燥から守

る役目をしています。農薬の浸透も妨げるため、カイ

ガラムシの防除が難しい理由のひとつとなっています。

　カイガラムシのもうひとつの大きな特徴は、成虫に

なるとオスとメスで全く違った形態・生態になることで

す（写真2）。私たちが目にする「カイガラ」を背負った

虫は、じつはすべてがメス成虫または幼虫です。メス

は成虫になっても翅をもたず、その痕跡すらありませ

ん。幼虫時代の形態と変わらぬまま、生殖能力だけ成

熟していきます。これに対し、オスはさなぎを経て、幼

虫期とは全く異なる姿に変態します。オス成虫は発達

した触角・脚・翅をそなえ、移動する能力をもちます。

一方で口は退化しており、羽化した後は、食べることは

もちろん水を飲むことすらできません。体長も数ミリ

メートル以下で、文字通り風が吹けば飛ばされるよう

な小ささです。そのため、オス成虫は短命で、ほとんど

私たちの目に触れることはありません。

匂いのメッセージでメスの居場所を伝える

　このように、カイガラムシのオス成虫は自由に移動

することができますが、その時間はきわめて限られて

います。栄養摂取もできないので、無駄にエネルギー

を消費せずに、効率的に交尾相手を探さなくてはなり

カイガラムシの奇妙な生活　
－性的二型と性フェロモンー
生物多様性研究領域　田端　純

　　　　　　写真2　カイガラムシの性的二型
メス成虫は幼虫期とほとんど同じ姿だが、オスは変態し全く違
う形態になる。写真はパイナップルコナカイガラムシの交尾。

はね

写真2 カイガラムシの性的二型

写真1　作物の根に寄生し、繁殖するパイナップルコナカイガラムシ
　　　  （すべてメス個体）　

♀

♂
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ません。逆に、「カイガラ」で覆われたメス成虫は、外敵

などから守られて寿命は長いものの、自ら積極的に動

くことができません。オスに見つけてもらうしかないわ

けです。そこで、これらの昆虫は、性フェロモンという匂

いのメッセージで居場所を伝える繁殖システムを発

達させています。

　カイガラムシのメスは、成虫になる（性成熟する）と、

その種に固有の性フェロモン物質を放出するように

なります。オス成虫はこの匂いを手掛かりとして、メス

成虫のもとに導かれます。性フェロモン物質は種に

よって異なる構造をしており、オス成虫は別種の性

フェロモン物質には全く反応しません。昆虫の性フェ

ロモンと言えば、カイコをはじめとするガの仲間でよく

研究されていますが、ガ類では違う種でもしばしば同

じ物質を性フェロモンとして使っています。そのため、

間違った相手を誘引し、異種間で交尾してしまうこと

もあります。カイガラムシの性フェロモンではそのよう

なことは起こらないので、より厳密で巧妙なシステム

です。カイガラムシの繁殖において性フェロモンがい

かに重要であるかを物語っているとも言えるでしょう。

性フェロモンを防除に役立てる

　このように、カイガラムシの繁殖上、性フェロモンは

欠かすことができない形質です。逆に言うと、性フェロ

モンを人為的に操作することができれば、カ

イガラムシの繁殖を抑え、害虫防除に役立て

られるかもしれません。そこで、農環研では、

福岡県農業試験場や島根県農業技術セン

ターなどと共同で、カイガラムシの性フェロモ

ンを利用した防除技術開発に関する研究を

しています。最近の研究で、カキやブドウなど

を食害するフジコナカイガラムシやマツモト

コナカイガラムシの性フェロモンを単離し、化

学構造を決定することができました（写真3）。

さらに、これらの物質を人工的に合成し、果樹

園に充満させると、オス成虫はこの「にせ物」の性フェ

ロモンに惑わされ、本物の性フェロモンの放出源であ

るメス成虫のもとにたどり着けなくなることがわかりま

した。その結果として、この害虫の繁殖を抑制し、被害

を低減できることも実証されました。これは、害虫の性

フェロモンによる情報交信をかく乱するという意味で、

交信かく乱法と呼ばれる技術です（図）。交信かく乱法

は特定の害虫の性フェロモンを利用しているので、人

や家畜はもちろん、授粉に使うミツバチや天敵として

働くテントウムシなど様々な有用生物に影響せず、ま

た残留性の心配もないため、大変有望な殺虫剤代替

技術です。殺虫剤が効きにくいカイガラムシの防除に

は特に有効と考えられます。カイガラムシの性フェロ

モン物質の大規模な合成法の検討も進められており、

近い将来の実用化を目ざして研究を進めています。

図　交信かく乱法のイメージ

写真3　フジコナカイガラムシ・マツモトコナカイガラムシと
　　　  その性フェロモン物質

カイガラムシの奇妙な生活  －性的二型と性フェロモンー
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　（独）農業環境技術研究所は、気候変動が日本各地のイネ生産に及ぼす影響を解析するためMeteo-CropDB（モ

デル結合型作物気象データベース）を開発し、2009年よりウェブサイトで公開してきました。このサイトでは、気象

庁が観測する気温や日射量などに加えて、イネの収量や品質に大きな影響を及ぼす水田水温や穂温などの推定値

を提供します。イネ生産に関わる多くの研究者や技術者に利用されてきましたが、栽培中のイネの生育診断や高温

被害の回避対策にも活用したいという要望が寄せられ、改訂版を公開することとなりました。改訂版では、データ更

新を毎日行い、アメダス地点と地上気象観測所における2日前までの作物気象データを提供します。

作物気象データベース「MeteoCrop DB」を改訂
2日前までの作物気象データを提供

11月13日公開
http://meteocrop.dc.affrc.go.jp/real/

調べたい地域を選ぶ
全国のアメダス地点（約850地点）と地上気象観測所
（約150地点）の中から、Googleマップまたはプルダ
ウンメニューを使い、調べたい地点を選びます。

生育ステージ、水温・穂温を推定する
アメダス地点、品種（改訂版で試験的に導入）、
田植え日または開花日を指定すると、イネの発
育状況を予測し、それをもとに2日前までの水田
環境を計算します。

作物気象データを取得する
提供するデータは、アメダス地点が1970年代後半～、地
上気象観測所は1961年～、いずれも2日前まで、ファイル
でダウンロードが可能です。また、改訂版では、3日前ま
での時間別の推定日射量も提供します。

出穂期や開花期の穂温・葉温などは、
1日の中での変化についても計算します。

なお、従来版MeteoCrop DBは、これまでの利用
者に対する便宜のため、1日程度は更新と公開
を継続します。

クリック

データを提供します。

気温、風速、降水量、日照時間
に加えて、日射量や湿度など
の推定値、蒸散要求量や水田
水温のモデル計算値などが
表示されます。
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農環研30周年記念ワークショップ

報  告

　文部科学省 科学技術・学術政策

研究所（NISTEP）は、科学技術の振

興・普及への顕著な貢献があった

研究者を「ナイスステップな研究

者」として毎年年末に選定していま

す。2013年の9組10名の研究者の中に、大気環境研

究領域の飯泉仁之直研究員が選ばれました。これは、

研究成果「穀物のグローバルな豊凶予測を収穫3か

月前に行う手法の開発」が評価されたものです。

（研究内容は農環研ニュース100号を参照）

農環研  飯泉仁之直研究員
「ナイスステップな研究者2013」に選定

　農林水産研究成果10大トピックスは、1年間に新聞

記事となった農林水産研究成果から、内容に優れ社

会的関心が高いと考えられる成果を、農林水産技術

会議事務局が農業技術クラブの協力を得て選定する

ものです。2013年には（独）農業環境技術研究所によ

る研究成果「高CO2濃度によるコメの増収効果は高温

条件下で低下 --気候の違う2地点のFACE（開放系大

気二酸化炭素増加）実験により確認--」および「コメ・コ

ムギ3ヶ月前に豊凶予測 --世界の2割の栽培面積で--」

の2件が選ばれました。（研究内容は農環研ニュース

99号と100号を参照）

農環研の研究成果2件が農林水産研究10大トピックスに

　世界人口は今世紀末には100億人に到達すると予

測されています。一方、主要作物の生産は、温暖化や

異常気象の増加、さらには市場経済のグローバル化

に伴い、世界規模で不安定化しており、その価格も乱

高下しています。

　このような背景のなか、国の食糧安全保障を考える

うえで大切な主要作物の生産についての情報を広域

的に収集する重要性はますます高まっており、

地球観測衛星群によるリモートセンシングへ

の期待は極めて大きくなっています。

　そこで、（独）農業環境技術研究所は、2月

14日に東京・丸の内で、広域的な作物生産情

報の収集に向けて地球観測衛星群を高度か

つ持続的に利用するために必要な、センサ、

データ、研究、利用方法等について話し合う

ワークショップを開催しました。このワークシ

ョップには、国・県、公設試験・普及機関、独立行政法

人研究機関、民間企業などから107名の方々に参加

いただきました。ここでは地球観測衛星を用いた作物

統計や被害査定などに関わるリモートセンシング技

術の最新動向を紹介するとともに、精度の高い情報の

取得とその活用のための方策や協力体制について話

し合いました。

（生態系計測研究領域長　鳥谷　均）

食糧安全保障に向けたリモートセンシングの取り組み
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　農環研は、カドミウムをほとんど含まないコシヒカリ

突然変異体の品種登録を出願しました。この「コシヒ

カリ環1号」は、コメの中にカドミウムをほとんど含まな

い上、そのほかの形質と栽培方法は「コシヒカリ」とほ

とんど変わりません。また、「コシヒカリ環1号」を育種

素材とすることで、他の水稲品種に低カドミウム形質

を導入することができます。カドミウムをほとんど含ま

ない品種が普及すれば、ヒトが摂

取するカドミウムをさらに

減らすことができると期

待されます。現在、65の

水稲品種及び系統に

「コシヒカリ環1号」が交

配されています。（変異

体の開発については農

環研ニュース98号を参

照）

カドミウムをほとんど含まない「コシヒカリ環1号」品種登録出願

かん

ない品種

取

なな

膜輸送タンパク質が変異したため、
カドミウムが根に運ばれません。

一般公開のご案内一般公開のご案内 4月18日（金）4月18日（金）のみ公開10:00～16:0010:00～16:00

筑波農林団地の研究所では、科学技術週間にともない一斉に一般公開を行います。
農業環境技術研究所は、「未来につなげよう　安全な農業と環境」をテーマに４月18
日（金）に開催いたします。子どもからおとなまで、見て・さわって・聞いて・話して、農環
研の研究をお楽しみください。

展示・実演・体験

ミニ講演（各25分）

雑草見本園

農業環境インベントリー
展示館見学

畑に遺る小さな老木？
境木のはなし

（10：30 ～ /13：30 ～）

微生物でUV カット
（11：00 ～ /14：00 ～）

農業と環境を考える
ー最新研究成果パネルの展示ー

ミクロの世界までイッテQ 宇宙から見た
世界の環境

130 年前への
タイムトラベル

生きものの息づかいを
測ろう

田んぼのあわわ 低カドミウムコシヒカリを
食卓へ

畑をきれいにする微生物

のこ

さかいぎ

アンケートにご協力
くださった方にミニトマトの
苗をプレゼントします。

米にカドミウムを
含まないしくみ
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