
独立行政法人　農業環境技術研究所

ISSN 0910-2019

風にきく　土にふれる
そして　はるかな時をおもい　環境をまもる

風にきく　土にふれる
そして　はるかな時をおもい　環境をまもる

2009.3

No.82

谷津田と谷津田の裾刈り草地に見られる植物：上段左から オトギリソウ、アキノキリンソウ、コシオガマ、キツネノカミソリ、ノジトラノ
オ、オミナエシ、コバノギボウシ、キキョウ、ツリガネニンジン、クズ、カワラナデシコ、ワレモコウ（７ページに関連記事）

巻　　頭　　言
●備えあれば−予防的リスク研究� ���������� 2

研究トピックス
●ゼロエミッションを目指したもみ殻ガス化残渣の有効利用� �������� 3

●温室効果ガス３成分自動同時分析システムの開発� ������������ 5

●�谷津田が植物の多様性を高めるしくみを解明� �������������� 7

NIAES トピックス
●�公開セミナー「農業分野におけるメタゲノム解析技術の応用の可能性」��� 9

●�公開セミナー「新規アレロケミカルの探索と利用」������������ 9

●�第26回土・水研究会�
「窒素・リンによる環境負荷の削減に向けた取り組み」� ����������10

●�平成20年度課題評価会議� �����������������������11

●�TXテクノロジー・ショーケース・inつくば2009��������������11

●一般公開のご案内� ��������������������������12



農環研ニュース　No. 82  2009.3

備えあれば —予防的リスク研究

研究コーディネータ　谷山 一郎

008年9月、アメリカの証券会社の経営破綻

に始まった金融危機はたちまち世界の全産

業に波及し、今や100年に一度の不況下にあると

も言われています。回復に数年かかるであろうと

いう予測もあり、これからも多くの失業者を生み、

その家族の困難や新規卒業者の就職難を思うと胸

がふさがれます。

　この災難がある日突然、予想もされずに青天の

霹靂のごとく降ってわいたかというと、そうでも

ないようです。インターネットの経済記事やブロ

グを検索すると、2007年頃から注意喚起がいくつ

か出ていたことに気づきます。もっと捜せば、そ

れ以前にもあったかも知れません。それにもかか

わらず、今、次々と起こっている現象への政府や

会社の対応が、後手に回っているという印象は否

めません。もう少し、以前から今日あることを予

測して、傷口を広げないようにすることはできな

かったのでしょうか。

　環境分野では、将来起こるかどうか分からない、

すなわち科学的な不確実性が高くても、悪影響の

恐れがある出来事に対し、何らかの対応（予防的措

置）をとらなければならないとしており、これを予

防原則といいいます。この考え方は1970年代ドイ

ツの環境保護政策において用いられたのが初めで、

1992年の地球サミットにおけるリオ宣言で明確に

定義されました。この予防原則の適用を受けて開

始された政策の中に、大気中の二酸化炭素上昇に

伴う気候変動や遺伝子組換え生物への対応などが

あります。

　しかし、この予防原則を適用するかどうか、ま

たは適用するにあたってどのようなを対策を採用

するかを決定するのは容易ではありません。この

ため、予防原則を適用する際に検討すべき課題が

いくつかあります。例えば、ゼロリスクを求めて

はならない、対策を行った場合と行わない場合の

それぞれの便益と費用、リスクについての新たな

科学的知見が得られるかどうか、などです。そし

て、より完全なデータを求めて科学的研究を継続

し、予防原則によって実施された対策を、確実な

研究成果に基づいて再検討し、必要ならば修正し

なければなりません。

　このように予防原則に基づいた基準の検証や新

たな対策技術の開発などの予防的リスク研究はも

ちろん行わなければなりませんが、研究者として

は、その一歩先の研究に対応することも望まれま

す。すなわち、現在では不確実性が極めて高く、

政策立案者の納得が得られないリスクへの対応や

多くの人が決着済みと思っているリスクの再検討

です。もしかすると無駄に終わる研究かも知れま

せん。場合によっては、より厳しい安全性を求め

る結果を示すことで「オオカミ少年」と呼ばれたり、

逆に安全性の基準を緩和する提案を行うことで「○

○の手先」と批判を浴びることもあるでしょう。し

かし、何らかの科学的根拠に従って開始し、科学

的結果を公表することを恐れてはいけません。そ

の結果により、政策担当者を動かし、それによって、

被害を少なくすることや対策にかかる経費を抑え

ることができる可能性があるからです。

　自然・社会現象のメカニズムの解明や数値化が

すすみ、どのくらいの確率で、いつごろ、どの程

度の規模で起こるかということを予測することが

可能となってきました。しかし、数値だけで予測

できないこともあるのです。
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はじめに
稲作は我が国における農業の根幹を成し、主食

であるコメの生産を担っているだけでなく、近年

では、地球温暖化を背景としたバイオマス資源 

のエネルギー利用も検討されています。そんな 

中、稲作由来の稲わらやもみ殻についても資材と

して注目されています。そのため、食糧自給率の

向上、あるいは資源作物生産という観点から、休

耕田の活用を含め、水田を生産基盤とした稲作に

対する重要度は一層高まっていくものと考えられ

ます。また、そのような稲作の新しい展開を考え

る上で、環境への配慮も不可欠です。これまでの

調査の中で、水田から河川に流出する農薬（特に水

稲用除草剤）の実態（挙動と生態毒性）が徐々に明

らかになっています。農業環境技術研究所では、

その対策の一つとして、もみ殻成形炭（成形もみ殻

の炭化物で、もみ殻燻炭とは異なる物性を有する）

を用いた水稲用除草剤の系外流出防止技術を検討

し、河川環境保全型の稲作技術として確立させて

います（農業環境研究成果情報、第19集、2003）。

バイオマス資源のエネルギー利用を目的とした

技術の一つに、小規模で発電効率が極めて高い固

定床ガス化発電が実用化段階にあります。水稲栽

培の結果として、もみ殻が国内で年間200万ｔ近

く生成されています。このうちの約60％は、畜舎

敷料や堆肥として有効利用されていますが、約

40％は焼却・廃棄等で利用されていません。近年、

このもみ殻をガス化発電に利用することが検討さ

れていますが、この技術では、エネルギー回収後

の残渣として大量の炭化物（もみ殻ガス化残渣）

が排出され、その処理が大きな課題となっていま

す。そこで、この残渣を、農薬吸着資材として水

稲用農薬の系外流出防止技術に利用することがで

きれば、稲作を機軸としたリサイクル可能なバイ

オマス利用技術としての展開が期待されます。

ゼロエミッションを目指したもみ殻ガス化残渣の有効利用

有機化学物質研究領域　　高木 和広

研究トピックス研究トピックス
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環境に配慮した
良食味米

水田地帯

カントリーエレベーター

電気・熱

農業施設（育苗施設、ハウス等）

電気・熱

物質（炭素・シリカ）循環

バイオマスエネルギーの回収利用

環境に配慮した付加価値商品

もみ殻ガス化残渣（もみ殻成形炭）を
活用した水稲用農薬の河川流出防止・
低農薬型稲作技術

ガス化籾殻成形装置 粉砕・分級

水稲（二酸化炭素の吸収）

固形燃料 ガス化残渣

もみ殻

コメの市場流通による農村地域活性化
CO2を固定炭素(C)
として水田投入
（CO2削減）

図1　バイオマスエネルギーの活用と環境保全型高付加価値米の生産システム

 もみ殻ガス化技術に、開発した技術(右側赤点線内)を組み込むことで、環境負荷が極めて小さく、 
CO2削減に寄与する循環型水田農業システムを構築できます。
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ゼロエミッションを目指したもみ殻ガス化残渣の有効利用

もみ殻ガス化残渣を用いた循環型水田農業の概念
バイオマスエネルギー利用後に従来は廃棄して

いたもみ殻ガス化残渣を、水田に施用（リサイクル）

することにより、農薬の系外流出防止技術に活用

できるだけでなく、ケイ酸肥料としての水稲の登

熟歩合や食味の向上にもつながります。さらに、

二酸化炭素を固定炭素として水田に還元すること

から、地球温暖化防止への寄与も期待されます。(図

１)。

もみ殻ガス化残渣の特徴
もみ殻を燃料としたガス化残渣（炭化物）は、従

来のもみ殻成形炭（炭素分：50%、ケイ酸（SiO2）分：

40%、比表面積：140 〜 150m2/g）に比べて炭素

分が20 〜 25%と少なく、ケイ酸（SiO2）の割合が

70 〜 75％と高いこと、更に、比表面積（170 〜

240m2/g）が大きく、細孔直径40Å付近の細孔容

量が大きいことを特徴としています。特に、比表

面積と細孔容量の分布は、農薬の吸着に大きな影

響を与えます。

水稲用除草剤の殺草効果と水稲生育に及ぼす影響
このような特徴を有したもみ殻ガス化残渣の粒

子を1.2 〜 2.5ｍｍに調整し、施用量を30g/m2に

して、除草剤散布１日後に水田に施用した場合、

除草剤の処理量を半減しても、除草効果はほとん

ど低下せず、水稲の生育にも悪影響を及ぼさない

ことが分かりました（表）。

農薬の系外流出防止
この条件で、田面水中の除草剤濃度を大幅に低

下(慣行区の70％減)させることができるととも

に、除草剤に続いて施用された茎葉処理型殺菌剤

も吸着し、田面水に落下した殺菌剤の濃度を大幅

に低下（約40%減）させました（図2）。これらの結

果から、もみ殻ガス化残渣の利用により農薬の水

田系外流出を大幅に防止できることが明らかにな

りました。

�

注1）　除草剤としてシェリフ1kg 粒剤（プレチラクロール、シハロホップブチル、イマゾスルフロン、ジメタメトリンの混合剤）を使用した。
注 2)　ガス化残渣 ( 比表面積：235m2/g、粒径：1.2 ～2.5mm) は除草剤散布 1日後に散布した。
注 3）　除草効果および薬害の程度は、調査時の地上部生育量より101点法（0：無処理区同等～100：完全枯死）で表示した。
もみ殻ガス化残渣の施用は除草効果や水稲生育に悪影響を与えないことがわかりました。

除草剤 ガス化残渣

慣行区 1 0 100 100 100 100 100 100 97 微
半量+ガス化
残渣区 100300.5 100 100 100 100 100 93 無

キカシグサイヌホタルイ ウリカワ 水稲への影響
（経時的に観察）試験区

資材散布量(g/㎡)
ノビエ タマガヤツリ コナギ アゼナ類

表　もみ殻ガス化残渣施用による除草剤殺草効果の変動（除草剤処理後35日目）
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図2　もみ殻ガス化残渣施用による田面水中の除草剤(左)及び殺菌剤(右)濃度の低下

 もみ殻ガス化残渣を水田に施用すると田面水中の農薬の濃度を大幅に低下させることがわかりました。これによ
り、水稲用農薬の系外流出量を大幅に削減することができます。
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研究トピックス

農地からの温室効果ガスの発生
京都議定書において我が国は、2008年から

2012年までの第一約束期間の5年間で6種類の温

室効果ガスに対して1990年当時の排出量の6％削

減が求められています。温室効果の大きい温室効

果ガス、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、亜酸

化窒素（N2O）の濃度は、現在でも上昇の一途で

あり、排出量削減対策は正念場を迎えています。

農業生産活動の基幹である作物は、光合成によっ

て生長し、水とCO2（大気中濃度約383ppm）か

ら酸素と炭水化物を生み出しており、農業はCO2

の吸収源としての機能があります。しかし夜間は

作物と土壌微生物の呼吸によって農耕地はCO2を

発 生 し ま す。 さ ら に、CH4は 大 気 中 濃 度 が 約

1.8ppmですが、CO2を1とした場合の1分子あた

りの温暖化影響力（GWP）は25で、CO2に換算

した大気中濃度は16ppm程度です。人によるCH4

の最大の発生源は水田です。CH4生成菌である嫌

気性細菌は湿地を好み、水田の土壌中の炭素を分

解して、CH4を多量に発生させます。夏の水田は、

水稲の光合成も盛んで、CO2を大量に吸収します

が、CH4発生によるプラスの温室効果は、CO2の

吸収によるマイナスの効果を上回るため、その差

し引きで、GWPはプラス（つまり、地球が暖まる）

になります。一方、畑土壌は好気的環境であり、

CH4の発生は少ないか、逆にわずかに吸収します

が、N2Oが 発 生 し ま す。N2Oは 大 気 中 濃 度 が

0.321ppmと極めて微量ですが、GWPは約298と

極めて高く、CO2に換算した大気中濃度は90ppm

となります。このN2Oはアンモニア態（尿素肥料

など）や硝酸態窒素の微生物分解によって発生し

ます。

従来の測定方法
このように、農業活動にともなう温暖化影響は、

CH4、CO2、N2Oの3成分の効果の差し引きで評価

する必要があります。温室効果ガス3成分の発生量

をそれぞれ単独で計測するには、1地点あたり3回

のガス試料採取が必要です。データの信頼性のた

めに、同じ肥培処理条件で複数（通常3回）の繰

温室効果ガス 3 成分自動同時分析システムの開発

物質循環研究領域　　須藤 重人

�

写真　温室効果ガス３成分自動同時分析計
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温室効果ガス３成分自動同時分析システムの開発

り返し（反復）計測を行います。温室効果ガスの発

生には互いに関係があるので、成分を同時に計ら

なければなりません。このため、最低でも、一度

に9試料を測定します。さらに、たとえば、化成

肥料、鶏糞堆肥、豚糞堆肥の3種の肥料を比較す

るには、合計で3ガス×3反復×3条件＝27試料

の計測を要します。分析には、1試料1成分あたり

5分以上の計測時間を要するので、3成分合計で、

405分、すなわち6.75時間が必要です。さらにこ

れまでは、人の手で試料を注入して計測していま

したので、こうしたことが制約となって、温室効

果ガス発生量の評価データ収集には、多くの労力

と時間を要してきました。

新たな自動同時分析システム
そこで、これらのガスの計測効率を上げるため

に、温室効果ガス3成分を同時かつ自動で計測で

きる分析システムを開発しました。気体物質を分

離・検出する装置（ガスクロマトグラフ）を2台

組み合わせ、分離・検出に関していくつかの新た

な改良を加えて、温室効果ガスを同時・自動で計

測することを可能にしました。

図は装置流路図、写真はシステムの外観です。

具体的には、3成分同時分析のために、2つの改良

をしています。1つはガスの分離、もう1つはキャ

リアガスです。前者は、3段階のガス分離の第2段

目に分離能の極めて高い充填剤を採用することで、

これまで困難とされたCH4、CO2とN2Oの完全分

離を実現しました。後者については、CO2のキャ

リアガスにはヘリウム、N2Oにはアルゴン（5％

CH4混合）ガスが必要でした。本システムでは、

ヘリウムに窒素とCH4の混合ガスを検出器内で添

加することで、低コストで従来法と同等の検出感

度を可能にしました。1回のガス試料注入で3成分

を同時に計測できるので、3成分測定値の注入量に

よる誤差が生じないこともメリットの1つです。

自動分析については、既存のヘッドスペース型

自動試料注入器を、高精度ガスタイトシリンジ

（2ml）を装着した自動注入器に改造しました。結

果として、シリンジ針を高気密性のブチルゴム栓

に貫通させるために、円錐形のガイドラインを新

たに製作しました。また、最大40試料を、1試料

あたり10分で自動分析できます。なお、写真では

特定メーカーの検出器およびガスクロマトグラフ

を使用していますが、他社の製品についても利用

可能です。

おわりに
今このように、温室効果の削減の試験研究には、

本装置を用いることが極めて効果的です。本分析

計の普及により、温室効果ガス計測頻度と精度が

大幅に向上し、温室効果ガス削減へ対策への大き

な貢献が期待されます。本発明は、2006年10月

には特許公開されました。

�

図　温室効果ガス３成分自動同時分析計概念図
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研究トピックス

はじめに

農村地域にはかつて肥料源や飼料を採取する場と

して、ススキを主体とする多様な草原性植物から構

成される定期的に草が刈られる半自然草地が広く見

られました。このような半自然草地は、生活・生産

様式の変化により著しく減少しました。その結果、生

物多様性国家戦略が指摘するように今日、多くの草

原性の動植物が絶滅の危機に瀕しています。ススキ

を主体とした植物群落は、現在でも畑の放棄地や造

成跡地に多く見られますが、そこには草原性の動植

物がいないと言われています。一方、谷津田（台地

や丘陵に囲まれた谷底にある水田）周辺では、水田

を取り囲む斜面林の下部で田面が日陰になるのを防

ぐために定期的に草刈りが行われる場所（「裾刈り草

地」と呼ぶ）があり、ススキを主体とした草地が形

成されています。そこで、裾刈り草地における植物

の多様性を、造成跡地や過去に調査された半自然草

地と比較し、谷津田が植物の多様性を高めるしくみ

の解明を試みました。

植生データの解析

茨城県南部（筑波・稲敷台地）の谷津田周囲の裾

刈り草地（写真）、台地上の放棄畑、宅地開発地や土

砂採取地などの造成地、アカマツ林の林床（過去の

採草地跡で現在も下草刈りが行われている場所）を

対象に、ススキが優占する場所を選んで植物社会学

的手法による植生調査を実施し、各地点に生育する

全ての植物種について被度と群度と草高を記載しま

した（合計66地点）。調査資料を多変量解析により

分類した結果、谷津型（C1：主に谷津田の裾刈り草

地を中心としたタイプ）、松林型（C2：主にアカマツ

林の林床タイプ）、平地型（C3：その他の台地上の

耕作放棄地や造成地のタイプ）に区分できました（表

１）。

谷津田が植物の多様性を高めるしくみを解明
　　　−水田周辺の草刈りがさまざまな植物を保全−

生物多様性研究領域　　楠本 良延　　山本 勝利

�

表１　筑波・稲敷台地における草地の類型化と、その特徴

写真　谷津田周囲の裾刈り草地−茨城県阿見町
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谷津田が植物の多様性を高めるしくみを解明 −水田周辺の草刈りがさまざまな植物を保全−

各タイプにおける植物群落の種組成（各地点の全

出現種と種ごとの被度の組み合わせ）を、多変量解

析の序列化手法により比較しました。また、採草地

において肥料や飼料が採取されていた時代と比べる

ため、関東平野の草地についての過去の植生調査の

データ（1970 〜 1980年代の採草地跡地のデータ）

との比較も行いました。その結果、谷津型（C1）と

松林型（C2）では、ワレモコウなど在来の多年生草

本植物の多様性を示す値が高く、過去に調査された

草地での多様性の値と同程度だったのに対し、平地

型（C3）ではその値が低いことが明らかになりまし

た（図２）。また、松林型では木本種が多いために多

様性が高いのに対し、谷津田の裾刈り草地では、過

去の半自然草地と同様に、秋の七草の一つであるフ

ジバカマをはじめとする希少植物が多く見られるた

めに多様性が高いことが示されました。これらのこと

から、谷津田での農作業の一つとして定期的に行わ

れる隣接斜面の草刈りが植物の多様性を維持してい

ることが明らかになりました。

RuLISによる刈取り草地の変化

谷津田は森林に囲まれて耕作条件が厳しいため、

近年、耕作放棄田の増加が危惧されています。そこで、

農環研で開発中の調査・情報システムRuLIS※を用

いて、国土地理院が作成している国土数値情報の土

地利用データ（国土全体を一辺約1kmのメッシュに

区分し、各メッシュ内の土地利用別面積を数値化し

たもの）から、関東地方東部の台地地域（千葉〜茨

城県）の谷津田について、水田と森林とが接してい

る長さを推定し、その変化を比較しました（図３）。

その結果、1976年から1997年までの間に、水田と

森林が隣接した部分を多く含むメッシュの数が顕著

に減少していることが明らかになりました。このこと

は、谷津田周辺で植物の多様性を維持している草刈

りが行われうる場所が減少したことを示しています。

おわりに

谷津田における植物群落の多様性の保全には、谷

津田での耕作の継続によって水田と森林とが隣接す

る場所を維持すること、そして水田耕作にともなう作

業として周辺の定期的な草刈りを適切に実施するこ

とが重要であることが明らかになりました。

※　楠本ら（2005）：生物多様性保全のための景観・

植生調査解析システム．研究成果情報（農業環境技

術研究所），第23集，32-33．

8

図２　現存と過去の草地の植生比較（DCA）

図３　RuLISにより推定した谷津田と斜面林の境界長の変化
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NIAESトピックス

公開セミナー「農業分野におけるメタゲノム解析技術の応用の可能性」

報　告

メタゲノム解析技術とは、ある環境を構成する全ての
生物に由来するDNA(メタゲノム)を取得し、そこから新
規遺伝子を探索したり、その環境中に生息する生物の種
類や機能を解明しようとする新しい技術です。この技術
を用いれば、これまで培養できないが故にそのほとんど
が手つかずだった環境中に生息する微生物、その全てを
研究対象にすることができるのです。この技術は、今の
ところ、主に比較的解析しやすいヒトの腸内微生物や、
水中に生息する微生物の解析に用いられています。とこ
ろが、土の中にも、空中の窒素を固定して作物に養分を
供給したり環境汚染物質を分解し浄化したりする微生物
や、肥料の分解や作物病害を起こしたり、温室効果ガス
を発生させたりする多くの微生物が生息していて、農業
や地球環境に様々な影響を及ぼしています。

本セミナーは、メタゲノム解析手法の農業分野におけ
る応用の可能性を検討するため、平成20年12月17日、
つくば国際会議場で117名が参加して開催されました。
セミナーでは、当所でこれまで行われてきたメタゲノム
関連研究が紹介されたあと、ヒト腸内、および植物根圏
のメタゲノム解析結果、土壌の硝化・脱窒に関わる遺伝

子や各種有用遺伝子のメタゲノムからの探索に関する研
究が紹介されました。また、セミナー最後の総合討論では、
当所が現在取り組んでいる農耕地土壌のDNA情報および
土壌情報を蓄積したデータベースを、最新のメタゲノム
解析技術と結びつける重要性が指摘されました。

（生物生態機能研究領域　藤井 毅）

報　告

NIAESトピックス

公開セミナー「新規アレロケミカルの探索と利用」

平成２１年１月１８日（日）午後、つくば国際会
議場「エポカルつくば」において、農業環境技術研究
所主催の公開セミナーが開催されました。

近年、アレロケミカルに関する研究が進み、植物が
身を護ったり、相互に情報交換したりする手段として
認識されるようになってきました。こうした物質から、
新規の生理活性物質の開発や、このような成分を含む
植物自身をカバークロップとして直接利用した、環境
に安全な農業と安全な食料の生産が期待されます。農
環研では、これに関連した研究として、平成20年度
に生研センターの競争的研究資金「イノベーション創
出基礎的研究推進事業」に「アレロケミカルの探索と
利用」の課題で採択され、10月から研究を開始しま
した。このプロジェクトは、海外を含めた未知の植物
から新たなアレロケミカルを探索・利用することを目
的としており、その中で国際共同研究も実施されます。
そこで、今回は、モンスーンアジア地域の植物資源が
豊富な国の研究者を招へいし、それぞれの国における
研究の現状を発表していただき、今後の共同研究の方
向について討議しました。

まず、農環研の田中宥司研究コーディネータの開
会挨拶に続き、上記プロジェクトの研究代表者である

藤井義晴上席研究員（生物多様性研究領域）が、プロ
ジェクト研究の概要および本セミナーの目的を紹介
しました。引き続き、パキスタン（イブラール・シ
ンワリ博士：パキスタン国立自然史博物館副学芸員）、
タイ（ジャルンヤ・ピンスーパ女史：タイ国農務省植
物防疫局雑草防除専門官）、イラン（マジード・アジ
ジアラニ博士：フェルドウシ大学准教授）、マレーシ
ア（バキ・ビン・ベイカー博士：マラヤ大学教授）よ
り、各国のアレロケミカル研究の現状と今後の課題に
ついて報告されました。

総合討論では、モンスーンアジア地域の近接する
地域における共通の植物とその成分について、薬用植
物に強いアレロパシー活性がある傾向について討議
され、日本の天然物質の同定と有機合成に対する期待
について発言がありました。また、今後のこの分野に
おける共同研究について、ＭOU（研究覚え書き）の
締結を目的とした具体的な意見交換がなされました。

日本からは、農業環境技術研究所のほか、筑波大学、
徳島大学、九州大学、および民間企業など、全国から
参加者がありました。

（生物多様性研究領域　藤井 義晴）

9
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NIAESトピックス

第26回 土･水研究会「窒素・リンによる環境負荷の削減に向けた取り組み」

平成21年2月25日、農林水産技術会議事務局
筑波事務所の農林ホールにおいて、第26回土・水
研究会「窒素・リンによる環境負荷の削減に向けた
取り組み」を開催しました。参加者数は合計208
名、内訳は、地方自治体から93名、大学・民間か
ら27名、独立行政法人研究機関等から49名、そ
して当所からの39名でした。

近年、ヨーロッパ連合（EU）の農業政策は、農
産物の価格を高めに維持して農家を保護する政策
から、農家の所得を直接補償する政策へと重点が
移ってきています。わが国においても、滋賀県が
2004年からおもに水田を対象とした「環境農業直
接支払制度」を、農林水産省が2007年から「農地・
水・環境保全向上対策」を実施しており、環境に
配慮した農業技術の普及が進められています。本
研究会ではこれらの制度・対策の進捗状況と課題
を論議しました。

荘林幹太郎氏（学習院女子大学）の講演では、
EUの農業環境政策を特徴づけている二つの制度、
クロスコンプライアンス（農家の責任）と環境支
払（社会の責任）が補完関係にあること、各国は
両者の責任範囲を設定するにあたり、地域の歴史
や文化に基づいて社会的コンセンサスを得てレ
ファレンスレベル（二つの制度の境界線）を決め
ていることが紹介されました。

柴原藤善氏（滋賀県農業技術振興センター）の
講演では、滋賀県農業技術振興センターが取り組
んできた「近畿地域の水稲の環境負荷低減技術の体
系化と負荷予測モデルの開発」や「環境こだわり農
業環境影響調査事業」の成果の紹介がありました。

秋山憲孝氏（農林水産省農村振興局）の講演では、
「農地・水・環境保全向上対策」の進捗状況について、
とくに地域の環境保全に向けた先進的な営農活動
に対する支援が紹介されました。

加藤英孝上席研究員（農業環境技術研究所）の
講演では、利根川流域内の農耕地を対象として、
硝酸イオンが地下水に到達するまでの時間を面的
に予測した結果、約0.4 〜 31年と地域によって大
きな差のあることが示されました。

今井克彦氏（愛知県農業総合試験場）の講演では、
矢作川左岸の茶園に隣接する水田群で、水田下層
の地下水中における脱窒能を調査した結果が報告
され、脱窒が局所的に起きていることが示されま
した。

神山和則上席研究員（農業環境技術研究所）の
講演では、河川水の全リン濃度は集水域の畑地率
との間に一定の関係があるが、土壌侵食ポテンシャ
ルとの間には関係が認められないなど、リン流出
を広域的に評価する上での問題点が示されました。

鈴木一好氏（畜産草地研究所）の講演では、こ
れまで循環再利用されていなかった豚舎汚水から
のリンを、リン酸マグネシウムアンモニウムとし
て除去回収し利用する技術の紹介がありました。

各講演および総合討論では、1）EUにおけるレ
ファレンスレベルの考え方、2）窒素・リンの環境
負荷の削減に向けた有機物施用の考え方、3）窒素・
リンによる環境負荷を広域的に評価する上での問
題点などについて、生産現場での経験を踏まえた
多くの質問が出され、活発な意見交換が行われま
した。例えば、静岡県の茶園では、窒素施肥量を
削減することにより、湧水・河川水の水質が改善
されてきており、今後も、生産現場における水質
の研究を推進する必要があります。また、EUにお
いては、イギリスの生け垣の事例に明らかなよう
に、生物多様性の保全や景観の改善などに多くの
予算が投じられていることも、大変参考になりま
した。

（物質循環研究領域長　菅原 和夫）

報　告

10

総合討論と会場の様子
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平成20年度の農業環境技術研究所課題評価会議が
平成21年1月29日(木)、30日(金)に研究所大会議
室において開催されました。この会議では、研究所が
実施している第2期中期計画に定められた研究課題の
進捗状況とこの1年間の研究成果を、各分野の専門家
によって評価するとともに、次年度の計画を検討し
ました。外部評価委員として秋山侃（岐阜大学教授）、
三枝正彦（豊橋技術科学大学特任教授）、矢原徹一（九
州大学教授）、山本廣基（島根大学理事）の4先生を

お迎えし、当所からは管理職11名が内部評価委員と
して評価に加わりました。会議では、はじめに各研究
課題を担当するリサーチプロジェクトのリーダーが
報告書に基づいて概要を説明した後、進捗状況の確認
や成果の意義等についての活発な討議が行われまし
た。各研究課題は、中期計画に照らした進捗状況、研
究のレベル、波及効果などの観点から5段階で評価さ
れ、それらの結果を総合して各課題の最終的な評価を
決定されます。この結果は、今後の研究課題の運営に
活かすとともに、次年度の研究予算などにも反映する
こととなっています。また3月に開催される評議会及
び農林水産省の独立行政法人評価委員会の評価資料
としても活用されます。研究課題の検討後には、「普
及に移しうる成果」案についての検討を行い、7件の
成果を採択しました。これらの成果は、後日別途選定
する主要研究成果と合わせて、「研究成果情報」とし
て刊行・公表します。

（企画戦略室長　安田 耕司）

NIAESトピックス

平成 20 年度 課題評価会議

報　告

NIAESトピックス

「TXテクノロジー・ショーケースinつくば2009」

平成21年1月23日（金）、24日（土）の2日間、
TXテクノロジー・ショーケースinつくば2009（第8
回つくばテクノロジー・ショーケース）が、農林水産
技術会議事務局筑波事務所（筑波農林研究団地内）に
おいて開催されました。

つくばテクノロジー・ショーケースは、つくばサイ
エンス・アカデミー（江崎玲於奈理事長）の主催によ
り、2002年から毎年開催されている研究展示会です。
8回目となる今回は、内閣府政策統括官付参事官の原
沢英夫氏の特別講演「地球温暖化を防止するための環
境エネルギー技術について」と、3つのミニシンポ「地
球温暖化と食料」、「地球温暖化と防災」、「温暖化の緩
和とその対応」が行われました。また、一般研究者・
ポスドク研究者・高校生による136件の研究成果ポス
ター展示、ノーベル賞受賞関連の企画展示、機関・団
体広報展示などもあり、来場者は645人を数えました。
このうち「地球温暖化と食料」では、長谷川利拡主任
研究員（大気環境研究領域）が話題提供を行い、満員
の会場では温暖化による食料生産への影響と対応につ
いて活発な議論がされました。また、1日目には、出
展された成果について研究者が1分間で紹介する「イ
ンデクシング発表」があり、農業環境技術研究所から
も3件の研究成果を紹介し、成果の活用について情報
交換を行いました。発表者にとっても、参加者にとっ
ても、様々な分野で行われている研究の最新情報を得
るまたとない機会となりました。

次回の「テクノロジー・ショーケース in つくば」は、
筑波大学を会場として開催される予定です。

農業環境技術研究所からの出展
・ 「広域収量予測モデルを用いた気候変動が日本の水稲

生産に及ぼす影響」（大気環境研究領域　横沢正幸・
飯泉仁之直・西森基貴）

・ 「2007年夏の記録的猛暑下で水稲の不稔が増加」（大
気環境研究領域　長谷川利拡・桑形恒男・吉本真由美・
石郷岡康史）

・ 「3つの温室効果ガスを同時に分析する」（物質循環
研究領域　須藤重人・秋山博子）

（連携推進室長　鳥谷 均）

報　告
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※農業環境技術研究所、筑波事務所にはＪＲ牛久駅、ＴＸみどりの駅、ＴＸつくば駅から路線バスも運行されています。

◇お問い合わせ先◇

○農業環境技術研究所 広報情報室 広報グループ
　電話：029-838-8191
　詳細案内：http://www.niaes.affrc.go.jp/

○農林研究団地一般公開について

　農林水産省 農林水産技術会議事務局 筑波事務所
　電話：029-838-7208
　詳細案内：http://www.affrc.go.jp/ja/
  news_event/event/openhouse/
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