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快適で信頼に満ちた職場作り

監事　水谷 順一

年4月1日付けで農業環境技術研究所(以降、農

環研)の監事(任期2年)に着任いたしました。研

究業務は門外漢ですが、田舎の農家に育ち､ 民間企業

で水産･畜産･農産品の原料調達から食品加工と物流に

携わった経験を活かし､ 監事業務に取り組んで参りま

す。

　着任した折､ 桜花爛漫で菜の花畑と緑豊かな木々に

包まれた､ 素晴らしい農環研の周辺環境に驚きました。

桜並木の綺麗な真っ直ぐな農林連絡道路は、戦時中、

航空隊の滑走路に当たる箇所とも聴いています。農環

研はここに移転して30年を経ています｡ その間には､

国立から独立行政法人となり、職員はもちろん､ 研究

業務内容､ 運営組織､ 国内外の農業環境情勢等に関し

て､ 様々な変化を重ねてきているはずです。これらのこ

とを念頭に監事業務に当たる所存です。

　景気が大変悪い真っ只中で､ 民主党の新政権が発足

する今､ 環境､ 農業､ 医療という21世紀型の課題解決

が、日々騒がれています。資源小国の日本では、技術、人、

国土の３要素が最も重要な資産です。光と水に恵まれ

た日本の農地は、国土の素晴らしい環境を維持する原

動力です。しかし、日本の農地面積は国土の12.5％で、

イギリスの70％､ ドイツの48％に比較して､ 先進国内

では突出して少なく、食糧の自給力の向上には、あら

ゆる科学技術(機械､ 電気、化学、種子、気象、地質、

土木建築･･･)を駆使する必要があります。全国の耕作

放棄地面積は埼玉県に匹敵すると言われます。減反と

農業土木に年間8千億円の税金を投資し、農村は高齢

者が大半で、都会は仕事に就けない若者が多い現在、

手段はどうあれ、今後は農地を集約させながら最先端

技術を集中させて、生産性と品質を高めて行く時代が

始まると推察します。農業に関する研究の重要性は今

後も変わることはありません。

　（独）農業生物資源研究所、（独）種苗管理センター

との統合計画が推進される中、農環研の運営に関して、

その経済性、研究効率性、国民からの信頼をより一層

高め、職員全員の研究成果､ 貢献がより高く評価され

る事を切に願う次第です。農地の安全管理手法の指導

など、アジアを視野に入れた国際貢献も期待していま

す。

　その実現のために、私は、快適で信頼に満ちた職場

作りに取り組んでいく所存です。所内の管理が今以上

に行き届いて、農環研を訪問する様々な顧客､ 関係者

により高い評価が頂けるようになる事を願っています。

具体的には、民間企業では５Ｓ活動(整理､ 整頓､ 清掃、

清潔、躾の指導定着活動)を通じて､ すべての訪問者

を､ 全職員の快い気持ちで迎える事に勤めています。

　これらの背景には､ 職場の安心・安全がしっかり維

持されている事が第一条件です。ここ数年、独立行政

法人評価委員会のこの項目に対する評価がやや厳しい

ことも配慮して、安全管理に関して優先的に取り組もう

と考えています。

　全職員の安全で快適な職場作りには、ソフトに加え、

ハードの面からも適切な対応が必要です。前述したと

おり農環研は、築30年を経て設備面(建物設備や受

変電設備､ 空調設備等･･･)の経年劣化があります。一

方、研究業務内容の変遷にともなう設備面の増改築も

重ねています。建物の耐震設計基準も30年前と大きく

変わっています。農環研の研究業務の特性上、日常作

業で危険物(毒劇物、有機溶媒、高圧ガスボンベ等･･･)

を取り扱います。これらも関連法規に照らして安全な作

業環境の確保と､ その指導徹底が必要です。

　次世代に向けて良い風土を構築し、今以上に国民や

国内外の企業から評価､ 信頼され、そして多くの研究

成果が活用され､ 国民の食の安心・安全、農業に携わ

る方々のための品質保証や技術向上に大きく貢献し続

ける農環研への一助になればと願い、職場の安心・安

全に努めて参ります。

今
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はじめに
化学物質の中には、環境中で分解されにくく、人の

健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれのあるものがあ

ります。このような物質を国際的に協調して廃絶・削減

するため、2001年に「残留性有機汚染物質に関するス

トックホルム条約（POPs条約）」が採択され、2004

年に発効しました。POPsとは残留性有機汚染物質

(Persistent Organic Pollutants)の略称で、現在のと

ころポリ塩素化ジベンゾ−p−ジオキシン（PCDDs）

およびポリ塩素化ジベンゾフラン（PCDFs）、ヘキサク

ロロベンゼン、ポリ塩素化ビフェニル（PCBs）、DDT、

クロルデン、トキサフェン、アルドリン、ディルドリン、

エンドリン、ヘプタクロル、マイレックス等が規制対

象となっています。日本ではこのうちDDT、クロルデン、

アルドリン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル

が農薬登録され、殺虫剤として広範に使用されました。

これらの農薬は1975年までに全て登録失効しました

が、土壌中で容易には分解しないため、使用禁止後す

でに30年以上が経過している現在においても農地に残

留している場合があります。昨今、国内のいくつかの地

域で生産されたキュウリからディルドリンが、カボチャ

からヘプタクロルとその代謝物であるヘプタクロルエ

ポキシド体（両者を合わせて以下ヘプタクロル類）が、

各々の残留基準値を超過して検出され、「食の安全」を

揺るがす問題として社会的な関心を集めるとともに、産

地では出荷の自粛や作物および土壌残留検査などの緊

急対応を余儀なくされています。

農業環境技術研究所では、農林水産省のプロジェク

ト研究「農林水産生態系における有害化学物質の総合

管理技術の開発（H16 〜19）」、「先端技術を活用した

農林水産高度化事業（H19）」、「生産・流通・加工工程

における体系的な危害要因の解明とリスク低減技術の

開発（H20 〜）」において、これらの問題解決のため技

術開発に取り組んでいます。ここでは、今までに得られ

たいくつかの成果を紹介します。

ディルドリン吸収の作物間差
はじめに、POPsがどのような作物に吸収されやすい

のかを調べました。主要な農作物17科をディルドリン

残留土壌で栽培して植物体中のディルドリン含量を比

較したところ、ウリ科は7属、すなわちキュウリ属（キュ

ウリ・メロン）、ヘチマ属（ヘチマ）、スイカ属（スイカ）、

トウガン属（トウガン）、ユウガオ属（ユウガオ）、ツル

レイシ属（ニガウリ）およびカボチャ属4種のいずれに

おいても吸収能が高かったのに対し、他の16科、すな

わちアカザ科（テンサイ）、ヒユ科（アマランサス）、タ

デ科（ソバ）、シナノキ科（ジュート）、アオイ科（ケナフ）、

アブラナ科（コマツナ）、マメ科（ダイズ・ラッカセイ・

アルファルファ）、トウダイグサ科（ヒマ）、アマ科（アマ）、

セリ科（ニンジン）、ナス科（トマト・タバコ）、シソ科（エ

ゴマ）、ゴマ科（ゴマ）、キク科（ヒマワリ）、イネ科（イ

ネ・トウモロコシ、ソルガム）、およびユリ科（ネギ）

はその能力が極めて低いことがわかりました（図１）。こ

のように、ウリ科植物はディルドリン吸収に関して特異

ウリ科作物の残留性有機化学物質（POPs）汚染
−農環研のリスク低減技術への取り組み−

有機化学物質研究領域　　大谷 卓　清家 伸康　村野 宏達

研究トピックス研究トピックス
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図１　残留土壌で生育させた各種作物幼植物の茎葉部ディルドリン吸収量

I：標準誤差（n = 3），ND：検出下限値未満，Tr：検出下限値以上 定量下限値未満
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的な能力を有していると言えます。この結果から、ディ

ルドリンが残留したほ場では、ウリ科以外の作物を栽

培すれば、作物汚染を回避できるものと考えられます。

また、ウリ科植物の高い吸収能力を利用して、例え

ば最大の吸収能を示したズッキーニを用いて土壌中の

ディルドリンを吸収・除去させる、植物を用いた環境浄

化（ファイトレメディエーション）技術についても、現

在検討しているところです。

低吸収性台木品種によるキュウリ果実中ディルドリン
濃度の低減

前項で述べたように、キュウリのディルドリン汚染対

策として、ウリ科以外の作物に転換すれば当面の問題

は回避できます。しかしながら、例えばキュウリからト

マトに作付けを転換することは実際には容易ではなく、

現場では「キュウリを栽培しても基準値がクリアできる

ような吸収抑制技術」が望まれています。そこで、低

吸収品種の選定によるキュウリの汚染低減の可能性に

ついて検討しました。わが国のキュウリ生産はカボチャ

を台木とした接木栽培が主流であるため、いくつかの

台木用カボチャ品種を用いてディルドリン残留土壌で

接木キュウリをポット栽培し、果実中のディルドリン濃

度を比較したところ、低吸収性の台木品種では、高吸

収性のものを用いた場合に比べ、キュウリ果実中ディ

ルドリン濃度が30 〜 50％程度低下することがわかり

ました。低吸収性台木品種の利用は、農家にとっては「単

に台木品種を転換するだけ」であり、余分なコストや労

力をかけずにキュウリ果実のディルドリン汚染を低減す

ることが可能な技術として有望です。

土壌分析による作物のディルドリン汚染予測
ディルドリン対策でネックとなるのが、作物の汚染度

を予測できる土壌診断法がない、すなわち、土壌の種

類によって「ディルドリンの吸収されやすさ」が異なる

ため、「キュウリを栽培してみないとどのくらいの汚染程

度なのかわからない」という点です。各種のディルドリ

ン残留土壌でキュウリをポット栽培し、茎葉部への移

行率（植物体中濃度／土壌中濃度）と土壌中炭素含量

との関係をみてみると、炭素含量が高い土壌ではディ

ルドリンが強く吸着され、植物体に移行しにくい傾向に

あります（図2）。つまり、キュウリのディルドリン汚染

の程度（吸収されやすさ）を予測するためには、土壌

に応じて「吸収されやすい状態」のディルドリンを評価

する方法が必要となります。そこで、メタノール・水の

比率を変えた混液（0％〜100％：v/v）を用いて抽出

される各種土壌中ディルドリン濃度を測定し、各々の

土壌で生育させたキュウリ植物体中のディルドリン残留

濃度との関係を検討した結果、50％メタノール・水に

よる抽出が、土壌の種類が異なっていても植物体中ディ

ルドリン濃度の差異を表現できる最適な抽出方法であ

ることがわかりました（図3）。

カボチャのヘプタクロル類汚染対策技術
キュウリのディルドリン残留に続いて、今度は同じ

くウリ科作物であるカボチャのヘプタクロル類残留も

問題となりました。そこで、これまで取り組んできた

キュウリのディルドリン汚染対策技術が、カボチャの

ヘプタクロル類汚染にも適用できるかどうか検討して

4

図2　 土壌からキュウリ茎葉部へのディルドリンの
移行率と土壌中全炭素含量との関係

図3　 ディルドリンの50％メタノール・水による
土壌抽出濃度とキュウリ植物体中濃度の関係
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みました。

ヘプタクロル類残留土壌で各種作物を生育させたと

ころ、ウリ科のみがヘプタクロル類を顕著に吸収しまし

た（図4）。この現象はディルドリンの植物吸収（図1）

と同様であり、ヘプタクロル類の吸収においてもウリ科

の特異性が明らかになりました。また、カボチャ10品

種をヘプタクロル類残留土壌で生育させ、その吸収性

を比較したところ、2倍近くの品種間差異が認められま

した（図5）。すでに、キュウリにおいて低吸収性台木

品種の利用によるディルドリンの吸収抑制効果が明ら

かになっていますが、カボチャにおいても、低吸収性品

種への転換により、ある程度の汚染低減を図ることが期

待できます。

キュウリのディルドリン汚染対策として、土壌への吸

着資材の添加が吸収抑制に効果的なことがすでに示さ

れています。そこで、各種吸着資材によるカボチャの

ヘプタクロル類吸収抑制効果を検討したところ、ディ

ルドリンにおいて効果があった活性炭資材はヘプタク

ロル類においても顕著な効果を発揮しました（図6）。

活性炭資材の土壌混和は、カボチャのヘプタクロル類

汚染対策技術としても有望です。

このように、キュウリのディルドリン対策で用いた技

術は、カボチャのヘプタクロル類汚染対策にも適用可

能であることが明らかになりました。

ここで紹介した成果はポット試験での結果が中心で

あるため、現在、地域の農業研究機関と共同で、現地

ほ場での適用性試験を行っているところです。ほ場試

験での評価を経た上で、ウリ科野菜のPOPs汚染対策

技術として速やかな実用化を目指しています。
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写真　さまざまな植物の生育

図4　 残留土壌で生育させた各種作物幼植物の
茎葉部ヘプタクロル類濃度

図5 カボチャ幼植物茎葉部ヘプタロル類濃度の品種間差

図6　 各種吸着資材の土壌混和によるカボチャ幼植物の
ヘプタクロル類吸収抑制効果
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研究トピックス

生分解性プラスチック
プラスチックは、丈夫で軽くて長持ちし、私達の生活

に無くてはならない便利な素材です。安価で様々な形態

や色調に加工することが容易であるなどの利点も多く、

食品包装や生活用品などいろいろな用途に使われていま

す。しかし、そのことが逆に大変困った問題を引き起こ

しています。丈夫な構造のため、自然界では腐敗などに

よる分解がおこらず、いつまでも残存して環境悪化の一

因となることや、比重が小さくかさばるため廃棄物中の

容積占有率が高く、ゴミ処理の際の厄介者となっている

ことなどです。

それらの問題を解決するために、従来のプラスチック

の利便性を持ちながら、利用後は微生物の力で分解する

ような特性を持った様 な々プラスチックが開発され始め、

これらは総称して生分解性プラスチック（生プラ）と呼

ばれています。

農業におけるプラスチックの利用
農業現場において、プラスチックは硬質なものから軟

質なものまで、実に様々な状態で使用されています（写

真１）。その中でも、耕地の表面を被って地温を保持した

り、雑草防除など優れた効果がある農業用マルチフィル

ムの使用面積は特に大きいものとなっています。しかし、

マルチフィルムは使用後に回収するための労力がかか

り、さらには廃マルチを処理するための費用や、燃焼に

よる有害物質の発生などの問題があるため、近年では生

プラ製品の導入が検討され始めています。ところが、生

プラ製のマルチフィルムは素材の分解性を高めると資材

としての強度が落ちて耕作中に破れたりして使いづらく、

逆に強度を高めるとほとんど分解されないという問題が

生じて、現場への普及はあまり進んでいません。農業現

場からは、作付けが終わって生プラがいらなくなった時

点で、生プラ分解能力の高い微生物を利用して生プラを

急速に分解する技術が求められています。そこで、私た

ちは技術開発のキーである、生プラ分解菌の探索を始め

ました。

なぜ植物の葉に着目したのか
今まで、自然界から生プラ分解菌を取り出すのは難し

く、成功例も極めて少なかったため、分解菌の分離が実

用化のための大きな課題となっていました。生プラの成

分は脂肪酸ポリエステル構造を持つものが多く使われて

いますが、植物の体表面を覆うクチクラ層にも生プラの

成分に似た脂肪酸ポリエステル構造が含まれています。

そこで私達は、葉に付着する微生物の中には、生プラを

分解できるものがいるのではないかと考え、生プラ分解

菌の選択培地を開発しました。その培地には、唯一の炭

素源（栄養成分）として乳化した生プラの成分が含まれ

ており、生育した微生物の周囲が透明になることで生プ

ラ分解菌を判別することができます（写真２）。私達がこ

の培地を使って、生プラを強力に分解する酵母 （シュー

ドザイマ属酵母）を選抜したことは既に報告いたしまし

た。（農環研ニュースNo.80,2008.10他）

葉に生息する糸状菌による生分解性マルチフィルムの強力分解

生物生態機能研究領域　　小板橋 基夫　北本 宏子

写真1　イチゴの畝を覆うマルチフィルム 写真2　生プラ分解菌の選抜培地

�
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生プラ分解糸状菌と土壌上のマルチフィルム分解
さらに、葉面から多数分離される事が知られている

糸状菌（カビ）に関しても、選抜を行いました。ムギ類

の葉面から分離された1200株以上のカビを調べたとこ

ろ、70株のカビが生プラを分解できることを見出しまし

た。そしてその中から特に生プラ分解能が高いカビを選

抜しました（菌株名４７—９、写真３）。本菌は健全な

オオムギ葉から分離されたもので、ポリブチレンサクシ

ネート （PBS）、ポリブチレンサクシネート／アジペート 

（PBSA）、ポリカプロラクトン （PCL） など、様々な種類

の生プラを分解することが可能でした。

農業用生プラマルチフィルムを分解できるかを調べる

ため、本菌と共に培地上にPBSAおよびPBS製マルチ

フィルムを置いて培養すると、両フィルム共に速やかに

分解されました（写真４）。さらに、本菌の液体培養液を、

市販の培養土の上に敷いた生プラフィルム（PBSA）に

散布処理すると、処理後６日間で全体の91.2%（重量換

算）が分解されました（写真５）。一般的にPBSAよりも

分解しにくいPBSフィルムや市販のPBSAとPBSを混

合した市販のフィルムも同様の液体培養液処理により分

解することができました（写真６）。

生プラ分解の仕組みと実用化の見通し
本菌の培養液を調べたところ、培養液中に高純度の

生プラ分解酵素が生産されていることがわかりました。

本菌が生プラを分解する仕組みは、培養中に純度の高

い生プラ分解酵素を生産しているためであり、私達は分

解酵素生産に最も適した培地組成や誘導基質などの条

件を明らかにしました。さらに、この酵素のアミノ酸部

分配列を分析した結果、この酵素が未発見の新しい酵

素である事を明らかにしました。

今回分離された生プラ分解菌を利用することで、使用

済み生プラ製品の分解を促進する新しい技術開発につ

ながると期待できます。私たちは、今後、施設栽培にお

いてマルチフィルムをはがさずに菌や酵素処理で分解す

る技術の開発に取り組んでいきます。本研究の成果に関

連して、微生物菌株、酵素生産方法ならびに新規生プ

ラ分解酵素の特許を申請しています。なお、この研究は、

独立行政法人産業技術総合研究所および国立大学法人

筑波大学と共同で行ったものです。

写真4　培地上におけるカビによるPBSA膜およびPBS膜の分解
左：無処理のフィルム（PBSAフィルム4枚とPBSフィルム
4枚）
右： 47-9菌株＋PBSAフィルム4枚（93%が分解）、47-9

菌株＋PBSフィルム4枚（91%が分解）
PBSAおよびPBSフィルムのほとんどが分解されます。

写真5　酵素処理による生プラマルチフィルム（PBSA）の分解の様子
左：無処理6日後　　中：処理6日後　　　右：処理10日
後
生プラフィルムが酵素によって分解され、下の培養土が見え
るようになります。

写真6　酵素処理による市販フィルムの分解（培養液処理6日後）
上：分解の様子　下：はがしたフィルムの状態
分解しにくいPBSフィルムやPBSAとPBSの
混合フィルムも分解することができました。

PBSAフィルム PBSフィルム
PBSA と PBS
の混合フィルム
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もやしもん？
高温多湿で、四季がある日本では、収穫した農産物を

微生物による発酵によって貯蔵したり、おいしいものに加
工する文化が育ちました。上手に仕込みをすると、農作
物に付着していた複数の微生物が働いて、おいしい発酵
食品ができます。優秀な微生物株を選んで保存や増殖を
して、発酵がうまくいくように発酵過程で加える技術も生
まれました。最近「もやしもん」という漫画がヒットしてい
ます。「もやしや」は選抜した麹菌株の保存と増幅をし、
味噌醤油、酒蔵などに菌を卸してきた「麹屋」のことです。
漫画の内容は、微生物を肉眼で見ることができる大学生
が醸造学科に在籍し、おいしいお酒を造る「乳酸菌」「コ
ウジ菌」「酵母菌」などを自然界からつまみあげるという
展開です。この学生君が特別な能力を持っているのでしょ
うか？漫画では目に見えない微生物が盛んにおしゃべりし
ますが、注意深く耳を澄ますと、私たちにもその声が聞こえ、
彼らの力を借りることができます。

セルロース系バイオマスからエタノールを作る時の問題点
食料と競合しないセルロース系バイオマスからバイオ

エタノールを作る技術の開発が期待されています。サトウ
キビ絞汁液（主成分：糖）を原料に用いると、投入エネルギー
の約8倍ものエネルギーが得られますが、トウモロコシの
実（主成分：デンプン）を原料にした場合の効率は1.3倍

程度と言われます。エタノールを作る酵母菌がデンプン
を直接利用できないので、デンプンを糖に分解する工程
を加えることが効率を下げる大きな要因です。しかし、デ
ンプンは植物が貯蔵するエネルギー物質で、酵素の働き
で簡単に分解されブドウ糖になります。セルロースもブド
ウ糖の多糖ですが、植物の体を構成する丈夫な化学構造
を持つために、デンプンに比べて分解にエネルギーがた
くさん必要です。しかも植物体は、セルロースを丈夫にす
るためにペクチンやリグニンなどで固めているので、セル
ロース系バイオマスを分解し、エネルギー収支１以上で
エタノールを作るのは大変なのです。

私たちの経験で、最もバイオエタノール生産に近い技
術は焼酎醸造です。焼酎醸造過程では、発酵液(エタノー
ル14〜15％程度)を蒸留して焼酎(エタノール25％程
度)を作る時に、製品の2倍程度の廃液が排出されます。
この廃液は、原料に用いたイモの未分解物や酵母菌を含
み、BODが3万〜8万と高いのですが、固液分離が困難
なため、最近まで海洋投棄されてきました。現在は投棄
が禁止されたため、エネルギーをかけて熱乾燥などをし
て飼料などに活用しています。バイオエタノールの場合は
生産量が格段に多くなることが予想されるので、廃液処理
が大変な課題になるでしょう。そのほかにも、セルロース
系バイオマスからエタノールを生産するときには、原料を
エタノール生産に加工するまで栄養価を保ち、腐敗を防
ぐ貯蔵方法が必要です。物理化学的処理での糖化が検
討されていますが、この時にエネルギーや化学物質をあ
まり使わない方法が必要ですし、分解過程に副生する化
学物質によるエタノール発酵阻害の問題も解決しなけれ
ばなりません。また、蒸留には膨大なエネルギーが必要
です。現在の工業用エタノール生産にかかるコストの半
分は蒸留エネルギーだと言われており、さらに効率が良
い蒸留方法が必要です。また、先に述べた蒸留廃液や、
排出される残渣の処理といった様 な々課題があります。

こういった宿題を前にして、どのようなマジックが使え
るでしょうか？先人の知恵にヒントが隠されています。

漬け物やお酒の中の微生物の働き
収穫した野菜を冬まで貯蔵するために、私たちは漬け

物を作ります。野菜を密封すると、野菜に付着していた
乳酸菌が、野菜に含まれる糖分を乳酸に変えて、すっぱ
い漬け物ができます。乳酸は野菜に付着していた腐敗菌
を殺す作用があり、貯蔵できるようになります。

研究トピックス

寝ている間にバイオエタノール発酵

生物生態機能研究領域　　北本 宏子　堀田 光生

© 石川雅之／講談社「もやしもん」5巻、p87
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寝ている間にバイオエタノール発酵

日本酒作りで、酵母菌を増やす過程では、まず原料の
蒸米（主成分：デンプン）が麹菌のデンプン分解酵素（ア
ミラーゼ）によって分解されます。その結果生じる糖分か
ら乳酸菌が乳酸を作り、樽の中の雑菌を殺します。すると、
酵母菌は（乳酸で殺されずに）糖分からエタノールを作
りながら増えていきます。酵母の生育と共に原料の米麹
を加えていくと、糖化と並行して発酵が進み、日本酒が
できます。樽の中の主な微生物は、乳酸菌から酵母へ変
化して酒ができるのです。

牛の餌にもヒントが！
国内で自給できる家畜飼料の大部分は牛の餌です。餌

の材料となる草を収穫する時期に雨が多い日本では、7割
程度を、サイレージと呼ばれる発酵飼料として貯蔵します。
材料草を圧密して密閉すると、野菜の漬け物と同様に乳
酸発酵が起きて貯蔵できるようになりますが、これがサイ
レージです。材料草の糖分が少ない場合でも乳酸発酵が
うまくいくように、材料草のセルロースを分解する酵素(セ
ルラーゼ)を添加する技術があります。最近は、耕作農家
と畜産農家が連携し、休耕田で飼料イネを栽培し、サイ
レージ化したものを飼料として使い、家畜の排泄物を水田
に還元する資源循環と農地の活用も進められています。ま
た、サイレージ発酵で乳酸菌が雑菌を殺しても、草に付
着していた酵母菌は死なずに残っていて、乳酸菌と酵母
の作用で、サイレージの中に少しだけエタノールが作ら
れることが知られています。

こういったヒントから考えると、サイレージの中で草が
もっと分解されて糖分がたくさん出てくると、そこに酵母菌
がいれば、生産された糖分からエタノールがたくさん作ら
れるかもしれないというアイディアが浮かびました(図1)。
草の中で日本酒をつくるようなイメージです。

サイロの中でエタノールとサイレージが作られれば、

材料の貯蔵や分解方法で悩むこともありません。材料草
が収穫時に含んでいた水分を利用している低水分の発酵
なので、廃液も出ませんし、蒸留に必要なエネルギーも
少なくて済むかもしれません。蒸留残さは乳酸を含んで
いるので貯蔵性があり、牛の餌に使います。農家が回収
した粗エタノール水は、牛乳と同じように収集して、工場
で燃料用エタノールに蒸留すれば、大量のバイオマスを
工場に輸送するエネルギーも要りません。地産地消のエ
ネルギー生産ですが、農業地域に外から運び込むエネル
ギーを減らすことができるでしょう。この方法は、分解や
発酵に時間がかかりますが、バイオマスを貯蔵している間
に反応が進むので、急ぐ必要も無いでしょう。

サイレージの中でエタノールがどのくらいできるのか？
こんな怠け者のバイオエタノール生産は、どのくらい現

実的なのか、実験で試してみました(図2)。飼料イネを収
穫直後、農機具で5cm程度に切断し、250gずつの規模
で、糖化酵素と酵母、乳酸菌を混ぜ込んで密封し、静置
しました。分解酵素をたくさん入れると20日後には発酵物
産中に8％程度のエタノールが蓄積していました。これは、
仕込んだバイオマスの乾物重量1tから、エタノールが
213L蓄積されたと算出されます。農林水産省が目標とす
る100円/Lでエタノールを生産する場合の変換率は、今
回用いた飼料イネでは317L/t（乾物中）と算出されるので、
実験値はその7割程度を達成したことになります。用いる
酵素の価格は高いので、添加する量を先ほどの1/10量に
減らして調製したところ、126L/tと算出されるエタノール
が蓄積しました。この時用いた酵素の費用は、市販ベー
スで26円/エタノールLとなります。現在、酵素の生産
効率を10倍程度上昇させた研究成果も発表されており、
将来は酵素の価格が下がるでしょう。今後、私たちは、
発酵用容器の形状や、蒸留方法について検討していきま
す。また、実際のサイレージは300kg以上の規模で仕込
むので、スケールを上げた時の発酵効率なども工学系の
研究者と協力して調べる予定です。さらに、蒸留残さが
餌としてどの程度の価値があるかも、畜産分野の研究者
との共同研究で調べ、早期の実用化を目指します。図1　農業地域の資源循環系を利用した固体発酵によるバイオエタノール生産

図２　実験室規模での固体発酵
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NIAESトピックス

公開セミナー　アグリバイオ分野における知的基盤の今日と将来展望　（第1回）

「GBIFと生物多様性情報の発信基地としてのアグリバイオ知的基盤の新たな展開」

報　告

地球規模生物多様性情報機構（Global Biodiversity 
Information Facility, GBIF）は、世界中の生物多様性
情報を誰でも利用できるようにすることを目的に、現在、
第2期（2007〜2011年）の活動が展開されています。
この取り組みに日本も参加していますが、農業分野での
貢献は必ずしも多くありません。

しかし、農業環境技術研究所は農業分野で最も歴史
のある昆虫微生物標本館を、農業生物資源研究所は配
布可能な植物などのジーンバンクやゲノムリソースを、
種苗管理センターは、わが国唯一の種苗法関連バイオリ
ソースを有しており、これら情報をこれまで以上に様 な々
分野で活用することが望まれています。

そこで、本セミナーでは、GBIFの国際的な取り組み
等を外部の有識者に紹介して頂き、平成23年4月に統
合が予定されている3法人が有するアグリバイオ分野に
おける知的基盤のより一層の整備と利活用について協議
するため、7月13日につくば農林ホールで開催しました。
参加者は行政、独立行政法人、大学、民間など130名で
した。

第Ⅰ部では有識者からGBIFの成立経緯やGBIFが目
指すものについて紹介がなされた後、第Ⅱ部では3法
人から各法人の知的基盤の現状を報告しました。これ
らの報告に対して、会場からは、持続性を求められる
知的基盤整備を競争的資金で行うことには限界はない
か、情報をGBIFに提供する側としては、インセンティ
ブが重要である、など今後の取り組みに関する様々な
意見が出されました。

（農業環境インベトリーセンター長　對馬 誠也）

報　告

NIAESトピックス

公開シンポジウム

「土壌微生物相の解明による土壌生物性の解析技術の開発
　−革新的技術の農業現場での利用に向けて−」
高品質な作物生産を行う上で、安定した地力の確保や、

連作障害等の病害の克服が重要であり、その実現のため
には土壌の物理性、化学性、生物性を適切に把握する必
要があります。土壌の物理性、化学性については、多数
の知見が得られ、土壌診断の項目にも取り入れられてい
ますが、生物性の評価は確立されていません。

このため、農林水産省では、平成18年度より、土壌
DNA（土壌から培養過程を経ず得たDNA）の解析技術
を取り入れ、生物性を評価する手法等を開発するプロジェ
クト研究「土壌微生物性の解明による土壌生物性の解析
技術の開発」を開始し、土壌生物相の機能と構造や、作
物生産性と土壌生物相との関連性の解析を進めていま
す。

本シンポジウムは、4年間のプロジェクトの成果を広く
理解してもらうため、9月10日に農林水産省本省講堂（7
階）で開催しました。行政、独立行政法人、大学、民間
などから172名の参加がありました。

第Ⅰ部ではプロジェクト推進リーダー（農業環境技術
研究所）ら3名から、全体の概要、世界の情勢報告、農
業現場での技術の活用方策に関して報告がなされた後、

北海道農業研究センター、長野県野菜花き試験場の担
当者から研究事例の報告がなされました。第Ⅱ部では、
ポスターによるプロジェクト参画者全員の報告や、解析
装置の展示と本プロジェクトで開発した土壌DNA解析
マニュアルについての技術相談コーナーが設けられ、そ
れぞれ参加者と熱心な議論がなされました。本シンポジ
ウムで特に印象的だったのは、多数の企業等（62名）の
参加があり、本プロジェクトに関連した新産業創出も今
後の課題となるように思われました。

（農業環境インベトリーセンター長　對馬 誠也）
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総合討論の様子



農環研ニュース　No. 84  2009.10

NIAESトピックス

第9回有機化学物質研究会および第26回農薬環境動態研究会
「水田から流出する農薬の水系への影響」

水稲用農薬は、水田系外に流出して河川や湖沼に棲
む様々な生物に悪影響をおよぼす危険性があります。
農業環境技術研究所（以下農環研）では、これまで関
連したリスク研究を精力的に進めてきました。標記合同
研究会は、平成21年9月9、10日の2日間、農環研・
大会議室において開催され、187名（うち農環研関係
者以外：145名）の参加がありました。

行政、研究、現場のそれぞれの立場から、13名の講
師による講演がありました。講演の主な内容は、1）行政：
農地・水・環境保全向上対策、水産動植物への影響（農
薬取締法）、2）研究：生態系保全における水田の重要
性、水田地帯における水管理、水稲用農薬の流出およ
びその抑制、魚介類における農薬の生物濃縮、水生生
物に対する毒性研究、除草剤のメソコズム試験、農薬
と生物多様性の共存、3）現場：田面水の止水管理によ
る除草剤の流出防止技術、水管理の工夫による農薬排
出量削減、環境に配慮したワサビの栽培管理システム、

琵琶湖水中の農薬実態調査などでした。
この研究会を通して、水田と直結する陸水環境の保

全に向けて、産学官との連携を図りつつ、農環研にお
いて関連研究を推進する必要性を強く感じました。

（有機化学物質研究領域長　與語 靖洋）

報　告
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学会賞受賞

八木一行 物質循環研究領域上席研究員
第54回日本土壌肥料学会賞を受賞

「農耕地土壌における温室効果ガスの発生量評価に関
する研究」による受賞です。八木上席研究員は、わが国
とアジアの農耕地で、温室効果ガスである二酸化炭素、
メタン、および亜酸化窒素（一酸化二窒素）の発生量
を計測し、その発生特性と制御要因を明らかにするとと
もに発生量の広域評価を行いました。同時に、各種技術
による発生削減方策を検討しました。

新藤純子 物質循環研究領域上席研究員
2009年度環境科学会学術賞を受賞

「人間活動に伴う窒素のフローと環境影響に関する研
究」による受賞です。新藤上席研究員は、近年の東ア
ジア諸国における食生活の変化、食料・飼料作物の需
要増加、農業生産のための窒素肥料使用量の増加など
によって環境への窒素負荷が増大し、地下水や河川の
水質に深刻な影響が生じていることを、窒素循環モデル
や現地調査に基づいて明らかにしました。

報　告
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タイの調査地にて
受賞者とともに（中央）

（広報情報室長　廉沢 敏弘）
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8月5日から7日に、農業環境技術研究所では、
全国から8名の高校生を受け入れ、サマー・サイエ
ンスキャンプを実施しました。サイエンスキャンプは、
文部科学省の「サイエンス・パートナーシップ・プロ
ジェクト」の一環として毎年実施されている科学技
術体験合宿プログラムです。

Aコース「残留農薬を測定してみよう」では、
生体内防御機構である抗原−抗体反応を応用した
ELISA（Enzyme−Linked Immuno Sorbent 
Assay、免疫化学的測定法）を用いて農作物に残
留する農薬を測定し、適切な農薬の使用について学
びました。

Bコース「環境中の微生物の力を利用する」では、
酵素や微生物の力を利用し、さまざまなバイオマス
を分解してエタノールを生成する実験を行いました。
用いるバイオマス・微生物によってどのくらいの糖や
エタノールが生成されるかを調べ、微生物の働きを
学びました。

また、夏休みに合わせて「つくばちびっ子博士
2009」プログラムを、7月22日、29日、8月19日（い
ずれも水曜日）の3日実施しました。
「つくばちびっ子博士」は、子どもたちに科学のお

もしろさを体験し、科学技術に関心を持ってもらうこ
とを目的として、つくば市などが主催して毎年実施さ
れています。全国の小学生・中学生が対象で、「つ
くばちびっ子博士パスポート」を持ってつくば市内の
研究機関や大学で行われる展示やイベントを見学・
体験して、スタンプを集めて事務局に提出すると、
つくばちびっ子博士などの認定証がもらえます。

農業環境技術研究所では、22日に「昆虫採集教室」（小学校3年生以上、事前予約制）
で採集と標本作りを、7月29日と8月19日には、農業環境インベントリー展示館を研究者
の説明付きで見学し、合計223人の「ちびっ子」（小学生・中学生）に、農業と環境につい
ていろいろなことを知ってもらいました。

（広報情報室　広報グループ）

つくばちびっ子博士2009
昆虫採集の様子（上）と
CO2計測の様子（下）

サマー・サイエンスキャンプ
Aコース 実験の様子（右上）と
Bコース 発表準備の様子（右下）

NIAESトピックス

報　告つくばちびっ子博士、サマー・サイエンスキャンプ2009

NIAESトピックス

報　告龍ヶ崎市民環境講座
龍ヶ崎市が環境について知識と関心の高い人を育成するた

めに開く「市民環境講座」で、生物多様性研究領域の藤井義晴
上席研究員が講演を行いました。29人の参加者を前に、まず
は身近な外来植物を紹介し、つぎに、外来植物にどのような問
題があるのか、被害を防ぐにはどうすればよいか、うまく生かす
方法についての研究などを紹介、休憩時間には参加者に「外来
植物クイズ」に挑戦してもらいました。環境問題に関心の高い

参加者でも「特定外来生物被害防止法（外来生物
法）」について知らない人が多く、「知らないことは
怖いと思った」といったアンケートが寄せられまし
た。（ 「外来植物の分布拡大と被害防止策」平成
21年8月1日（土）14：00〜16：00、龍ヶ崎市「さ
んさん館」にて）

（広報情報室　広報グループ）質問に答える藤井研究員

12




