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移り気なハートをつかもう

慶應義塾大学経済学部経済学科 教授　大沼 あゆみ
（農業環境技術研究所 評議員）

蔵金、という歴史小説のような言葉をよく耳に

するようになったが、この言葉にならえば埋蔵

技術と名付けていいものが多くある。すでに技術的に

は実現しているが、商品化できないものである。技術

者の方は、いい技術なんですが、いかんせん費用が…

と言う。

　埋蔵技術も、どうでもいいような機能（失礼！）を

提供するものであれば、埋もれていても気にならない

のだが、環境改善に効果的な技術も埋もれているとな

ると話が違う。これを何とか掘り出したいものであ

る。

　埋もれているとは、経済学では、市場で顕在化しな

い、という。顕在化しない理由は何だろうか。実は、

先ほどの技術者のように、費用がかかるから、という

のは正確ではない。競合する商品よりも費用がかかる

ものであっても、市場で顕在化しているものも沢山あ

るのである。

　環境にいい技術を用いた生産物に対して、標準的な

生産物より余分にかかるコスト（付加費用）をカバー

するほどの収入が生まれれば、その生産物は市場で取

引される。つまり、通常財との価格差（価格プレミアム）

が、付加費用を十分大きく上回るものになることで、

その技術は市場で活用されることになる。

　経済学の一つの仕事は、望ましい技術をどのように

して市場で顕在化させるか工夫することにある。手っ

取り早いやり方は、お金を出して付加費用を下げてや

ることだが、長期間となると、埋蔵金でもないと続かな

い。自律的に顕在化させるには、付加費用を下げる努

力を行うことだけではなく、価格プレミアムを拡大する

ために、需要サイドにどう訴えていくかが求められる。

　私は、一昨年から、兵庫県豊岡市のコウノトリ育む

農法について調べてきた。

　豊岡市は、2005年よりコウノトリの野生復帰を実

現し放鳥数を増加させてきた。それを実現した要因に、

コウノトリのエサとなる田圃の生物を一年中生息させ

るコウノトリ育む農法の拡大がある。これは、冬期湛

水、深水管理、中干し延期、さらに農薬使用量を大

幅に減らすなどの特徴を持つ農法であるが、労力が著

しく増えるため、最初は採用する農家はごくわずかで

あった。環境に良い農法であっても、埋もれていたわ

けである。

　ところが、この農法で生産されたコメに大きな価格

プレミアムがついた。慣行農法で生産された但馬産コ

シヒカリと比較して、生産者価格（農協を通さず直接

販売した場合）は、減農薬米で29％、無農薬で71％

のプレミアムが発生した。収量は減るので、この価格

プレミアムがそのまま反映されるのではないが、結果

的に収入の十分な増加につながっていた。

　付加費用はどうであろうか。労働時間では、慣行農

法と比較して、減農薬は2.7倍、無農薬は3.8倍であっ

た。一方で、農薬等が減ることで他の費用は減少して

いた。

　こうしたもろもろの変化を合わせた結果、減農薬農

法は慣行農法よりも利益が生じるが、無農薬農法では

微妙であるという結果が出た。実際、減農薬農法の採

用面積は急速に拡大していたのである。費用がかかる

農法が、市場で急速に顕在化した例である。

　しかし、まだまだわからないことが多い。少なくとも、

十分な価格プレミアムを生むコメの需要面を調べなけ

ればならない。市場で評価されやすい減農薬、無農薬

という要因だけではなく、生き物、とくに人気のあるコ

ウノトリという生物が寄与している可能性もある。

　生産の変化や技術の向上は、時間をかけてコツコツ

と積み重ねて行くものであるため、ある意味で明確な

姿を見せてくれる。これに対し、消費者の需要は、移

り気で突然変化する。しかし、環境にいい農法や技術

で生産された農作物が、需要サイドで評価され高利益

を得るようになれば、そうした農産物の生産が増え、

農業を活性化させるだろう。そしてそれが、環境を改

善していくことにつながるのである。

埋
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食品の安全性への関心が高まるなか、コーデックス委員会

（FAO：国連食料農業機構とWHO：世界保健機構が合同

で設置した国際的な食品規格委員会）の食品に関する基

準値が国際的な基準のひとつとなりつつあります。独立行

政法人農業環境技術研究所（農環研）では、コーデック

ス委員会の示した基準値をクリアするためにカドミウム汚

染対策技術に取り組んでいます。その中心「重金属リスク管

理リサーチプロジェクト」のリーダー、荒尾知人さん（土壌

環境研究領域上席研究員、理学博士）に話を聞きました。

米を主食にする日本人にとってカドミウムとは
現在、重金属リスク管理リサーチプロジェクトには約

10名の研究員が参加し、荒尾さんはそのまとめ役。この

プロジェクトの扱う重金属であるカドミウムは、高度経済

成長期の公害病、とくに富山県神通川流域のイタイイタイ

病で知られています。イタイイタイ病では、神通川上流の

鉱山から亜鉛の精錬の際に発生したカドミウムが原因とさ

れました。荒尾さんによれば、カドミウムは自然界にもと

もと広く存在する重金属で、高濃度に汚染されていなくて

も微量に含まれているとのことです。ただ、一度体内に取

り込まれると蓄積されるため、一定の量を超えるカドミウ

ムを長年にわたり摂取し続けると腎臓障害などの原因とな

ります。

日本の食品安全委員会にあたる国際機関は、人が一生

にわたって摂取しても健康影響が出ないカドミウムの摂取

量を1週間・体重1kgあたり0.007mg、つまり体重50kg

の人で1週間あたり0.35mgとしています。カドミウムが体

内に取り込まれる経路としては食品が多いため、コーデッ

クス委員会は、この値をもとに各食品に含まれるカドミウ

ムの基準値を示し、米は0.4mg/kgとしました。しかし、

日本の食品衛生法の基準値は米のカドミウム含有量を1.0 

mg/kg未満としているため、基準を国際基準に合わせよう

と厚生労働省などで見直しが行われています。

ちなみに国内では、収穫された米では玄米での含有量

で0.4mg/kgを越えたものは焼却処分としています。

重金属リスク管理リサーチプロジェクトの研究
重金属リスク管理リサーチプロジェクトの研究対象は、

水田だけでなく、畑も含まれます。たとえば荒尾さんは、 

農林水産省の調査でカドミウム濃度が比較的高いとされた

ナスをテーマに研究。スズメナスビという品種を台木とし

て接木することで、カドミウム吸収濃度を抑制できること

を明らかにしました。しかし、プロジェクトの主なフィール

ドは水田であり、作物は水稲です。

プロジェクトの方向性は大きく

（1）カドミウムをあまり吸収しない稲の品種を開発する研究

（2）水 田のカドミウムを浄化する技術を開発する研究 

に分かれます。

カドミウムに汚染された水田の浄化は、公害病対策と

して1970年代に盛んに行われ、カドミウムに汚染されて

いない土をほかから持ってくる、客土という方法が代表的

でした。しかし、この方法は高コストな上、土をとるため

に山を削ることが環境破壊につながります。また、高濃

度に汚染された地域での対策が進み、現在、カドミウム

が問題とされる地域は、1.0mg/kg未満の低濃度地区で

あるため、このようなカドミウム濃度が比較的低い水田を

対象にした、大がかりでなく、持続可能な技術が求めら

れています。

コーデックス委員会に準拠した国際基準への対応を目指す

稲を用いたカドミウム汚染対策技術

研究トピックス研究トピックス

写真１　左より羽系1120、LAC23、ふくひびき
（東北農業研究センター提供）

羽系1120 LAC23 ふくひびき
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カドミウム濃度の低い稲品種の開発
まずカドミウムの低吸収稲を選び出すために世界の稲、

約120品種を選び、カドミウムで汚染された水田土壌で

実験を開始。成長した稲の玄米、わらのカドミウム濃度を

測定した結果、品種の間に2〜10倍以上の差があること

が明らかになり、そのなかからアフリカで栽培されている

「LAC23」という品種の玄米カドミウム濃度が低く、コシヒ

カリの半分程度であることを発見しました（図1）。おもし

ろいことにこの品種のわらに含まれるカドミウムの濃度は、

コシヒカリより高いことも分かりました。

コシヒカリなど国内で多く流通している米は粒の丸い短

粒米（ジャポニカ米）ですが、LAC23は大粒の長粒米

であるため、商品価値があまりありません。また、LAC23は、

稲の穂が出る出穂期が遅く、草丈が長いため、国内でそ

のまま栽培した場合、台風などの被害に遭いやすいことが

考えられます。そこで東北農業研究センターと協力して、

短粒米の「ふくひびき」という品種と交配し、カドミウム

をあまり吸収せず、栽培しやすく、食味が良い品種をつ

くる研究を行いました。LAC23とふくひびきの交配種は、

育成した東北農業研究センターから「羽系」の名前が冠

せられ、2005年から2007年にかけてカドミウム汚染水

田で栽培実験されました。実験に使われた水田は、低濃度

水田にくらべて、カドミウム濃度が3倍ほど高かったにもか

かわらず、羽系5系統の玄米中のカドミウムの値は、いず

れもコーデックス委員会のカドミウムの基準値0.4mg/kg

前後となり、一緒に栽培したひとめぼれの半分程度となり

ました。（表1）（3ページ写真1）

荒尾さんによれば、草丈がやや高い、米の粒形がや

や細長いなどの改善の余地があるので今後もさらに実験

を続け、栽培しやすく、商品価値の高い品種の開発を目

指したいとのことです。

カドミウム高吸収稲を用いて水田を浄化する
重金属リスク管理リサーチプロジェクトでは、カドミウ

ムそのものを水田から除去する研究も行っています。

2005年にはカドミウムで汚染された水田の土壌を塩化第

二鉄溶液で洗浄し、除去する方法を開発。そして、現在、

水田のカドミウムを浄化する技術として注目されているの

が、カドミウムをよく吸収する稲を利用する方法です。植

物を用いた浄化技術は「ファイトレメディエーション」と

呼ばれており、客土よりも環境への影響が少なく、コスト

も低い方法として知られています。

このプロジェクトでは、カドミウムをよく吸収する稲の

品種としてインディカ米から「長香穀（ちょうこうこく）」、

「IR8」、「モーれつ」の3種を発見。実際に、カドミウム

濃度の高い水田でこれらの稲を栽培し、土壌中のカドミウ

ムがどの程度除去されるのかを調べました。

水田の土壌に含まれるカドミウムは、水田に水を張っ

た「湛水（たんすい）」条件では植物に吸収されにくく、

水田の水を落とした「落水」条件では吸収されやすいこと

�

図1　玄米カドミウム濃度の稲の品種間格差

表１　羽系5系統の玄米カドミウム濃度
羽系5種（LAC2�×ふくひびき）のカドミウム含有量は、高濃度
水田で栽培したにもかかわらず、コーデックス委員会の基準
0.�mg/kgの前後に収まっている。

図2　カドミウム吸収量の落水期による違い
早く落水した方が、吸収量が多い。栽培品種は

「モーれつ」。
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が分かっています。通常、稲の栽培では、田植が終わっ

てからしばらくは湛水し、出穂が終わってから落水します。

稲の収量を落とさないように、落水時期を変える実験を

したところ、早く落水すればするほどカドミウムの吸収量

が多いことが分かりました。（図2）そして、2〜3作同

じ方法を繰り返すことで水田土壌のカドミウムを20〜

40％低減することが分かりました。（図3）

次に、このファイトレメディエーションによりカドミウム

が減った水田とファイトレメディエーションを行っていない

水田に通常の食用の稲を栽培したところ、ファイトレメディ

エーションを行った水田では玄米中のカドミウム濃度が

ファイトレメディエーションを行っていない水田より40〜

50％も低くなることが分かりました。（図4）

ファイトレメディエーションの課題は、吸収した植物の

処理の仕方です。せっかくカドミウムを吸収したのに、枯

れてまた土壌に戻ったり、燃やしたときに大気中に拡散し

たのでは、意味がありません。研究では、まずコンバイ

ンを用いてもみのみを収穫し（写真2）、わらは水田に放

置して天日乾燥させました。その後、わらはロール状にま

とめ、パレットの上に乗せ、雨などがしみこまない「透湿

防水シート」をかぶせて2か月間水田で乾燥させました

（写真3）。このように、わらを2度乾燥させることにより、

水分を収穫時の70％から20〜 40％にまで減らし、収穫

した稲の輸送と焼却にかかる費用を、乾燥を行わなかっ

た場合の3分の2に抑えることができました。また、も

みはポリエチレン素材の梱包材に入れ、透湿防水シート

をかぶせ、わらと同様に水田に2ヶ月間おいたところ、

水分は収穫時とほぼ同じ20％で、腐敗や発芽はなかった

とのことです。そして、もみとわらをダイオキシン類対策

がとられた焼却炉で処分したところ、その排ガス中のカド

ミウム濃度は、測定可能な濃度を下回っていました。

このように、1.0mg/kg未満の低濃度のカドミウムに汚

染された水田に対しては、ファイトレメディエーションや

塩化第二鉄による化学的手法を用いればれば、客土より

も安くカドミウムの浄化を行うことができます。一方、栽

培しやすく、商品価値の高いカドミウム低吸収稲品種が開

発されれば、浄化を行わなくても国際基準を満たす安全

でおいしいお米を生産することができるようになります。

荒尾さんたちのプロジェクトでは、水田転作作物として

栽培されている大豆や小麦なども対象にして、今後も研

究が続けられます。

（取材＝ライター　野末たく二）

写真3　�わらはしばらくしてロール状にして巻き取り、透湿防水シートで覆う。�
乾燥させてから焼却することでコストは格段に抑えられる

写真2　�高吸収稲はコンバインでもみと
わらに分けて収穫
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図3　ファイトレメディエーション前後の土壌カドミウム濃度
ファイトレメディエーションをすることで、カドミウム濃度は
20 〜 �0％程度低くなった。低濃度水田はIR8、中濃度水田
は長香穀、高濃度水田はモーれつとIR8を栽培。

図4　�ファイトレメディエーション後の水田で栽培した食用稲の
カドミウム濃度
ファイトレメディエーションをすることで、しない場合（対
象区）より�0 〜 50％程度カドミウム濃度を低減できるこ
とが分かった。
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20世紀最大の発明
バーツラフ・スミルは、その著書「Enriching the 

Earth」の中で、20世紀最大の発明は飛行機でも原子

力でも宇宙飛行でもなく、アンモニアの合成法であると

述べています。1911年にハーバーとボッシュが大気中の

窒素から工業的にアンモニアを合成する方法を確立し、

これを窒素肥料として使うことにより、作物の生産性は

飛躍的に向上しました。これによって1900年から2000

年の100年間に、人口は16億人から60億人まで増加

することができました。それ以前には、陸域の動植物が

利用できる窒素は、特殊な酵素を持つ微生物により大

気中窒素から固定される約1億t/年がほとんど全てで

した。現在、世界の窒素肥料使用量も約1億t/年、陸

域へもたらされる窒素の量は100年前の2倍になった

わけです。

一方、窒素肥料を大量に使用するようになった地域

では、余剰の窒素肥料や家畜ふん尿、家庭排水などと

して窒素が環境へ流出し、地下水汚染、河川・湖沼の

富栄養化などの水質汚染を引き起こしています。また、

揮散したアンモニアは広域に拡散・移流して自然生態系

の生物地球科学的な循環に影響をおよぼし、亜酸化窒

素が地球温暖化やオゾン層破壊の原因となるなど、様々

な環境問題の原因となっています。

東アジアの20世紀は、人口増加と経済発展にともなっ

て食料需要が急激に増大した時代であり、これに答える

ために窒素肥料使用量は1961年から2000年の間に

154万tから3105万tへと21倍にも増大しました。日

本はこの間、家畜飼料をはじめとする農作物を大量に

輸入することにより食料需要増加に対応しました。これ

らの変化は、東アジアの窒素フローをどのように変化さ

せ、環境にどのような影響を与えているでしょうか。こ

れらを明らかにする目的で窒素循環モデルを作成して

います。

窒素循環モデルによるわが国の窒素フローの変化
図1に窒素循環モデルで推定したわが国の1961年と

2003年の一人当たりに換算した窒素フローを示しまし

た。窒素は、化学肥料の投入、豆類や稲の生産に伴う

窒素固定、海産物の捕獲・採取、食料や飼料の輸入に

よって外部から国土へ流入し（赤矢印）、作物、家畜、

人の間を循環（黒矢印）した後、土壌へ有機物として

蓄積する量を除いて全てが流出する（青矢印）と考え

ます。流出した窒素は、下水処理や自然界での脱窒作

用などを経て地下水や河川への負荷となります。フロー

の大きさ（矢印の太さ）は、様々な統計や文献データ

に基づいて推定しました。1961年から2003年の間に、

私たちの食生活が変化し、動物性タンパク質の摂取量

が増加したことがわかります。また1961年に比べて

2003年は窒素肥料など、作物生産にかかわるフローは

小さくなりましたが、食料・飼料の輸入によるフローが

増加し、環境への総流出量（下水処理前）は103万tN

から171万tNへと増大しました。流出量は1980年代

の終わり頃に最も大きく、その後わずかに減少傾向にあ

ると推定され、その理由は、窒素肥料の使用量が一貫

して減少傾向にあるのに対して、海外からの作物輸入

は1990年代以降ほぼ一定値を保っているためです。

東アジアの食料の生産・消費の変化が水質に与える影響の推定

物質循環研究領域　　新藤 純子

�

図1　わが国の食料生産・消費に伴う窒素フロー（kgN/人/年）
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水質への影響
環境へ流出した窒素は、下水処理や土壌中や地下水

層中での脱窒などにより一部が除かれ、残りが河川な

どへ流出します。図2は、これらの効果を考慮したモデ

ルにより推定した2003年の河川水の全国濃度分布です

（ここでは、化石燃料由来の窒素酸化物の大気からの

負荷も考慮しています）。濃度の高い点は、大都市周辺

や近郊の肥料多用地域、畜産の盛んな地域に分布する

こと、全国平均濃度はやはり1990頃から低下傾向にあ

るなどの結果が得られました。わが国ではかつての著

しい水質汚染は改善されましたが、現在でも類型指定

のある全国35湖沼水域の全窒素の環境基準の達成率

はこの20数年間、数〜10数％にとどまり、東京湾や

伊勢湾などの閉鎖性水域では赤潮の発生に伴う漁業被

害の問題も継続しています。また地下水の硝酸性窒素

および亜硝酸性窒素は、全国の4 〜 5％の井戸で、環

境基準を超過しています。モデルにより推定した河川

水濃度や地下水濃度の推定結果の県別平均値や経年

変化は、全国規模の観測データ（全国公共用水域調査

や地下水概況調査によるデータ）と比較的良く対応し

ており、食料の生産・消費が水環境に与える影響は大

きいと考えられました。

東アジア諸国の窒素フローと水質の変化
同じモデルを東アジアの国にも適用してみました。た

とえば中国では、1961年から2003年の間に人口が2

倍、一人当たりのタンパク質摂取量は1.8倍となり食料

需要が著しく増大しました。その大部分を中国国内で生

産しており、その結果、現在一人当たりの窒素肥料投

入量は日本と比べて著しく大きく、環境への一人当たり

窒素流出量も日本をかなり上回っています（図3）。タイ

やベトナムなどの東南アジアの農業国も同様に、現在

一人当たりの窒素流出量は日本を超えています。河川水

質を推定したところ、特に中国の黄河と長江の下流域の

かなり広い地域で著しい高濃度を示し、最近報道され

ている太湖での藻類の大量発生などの環境問題も農業

由来の窒素の流出が一因ではないかと推察されます。

広域モデルによる推定の役割
ここで紹介した窒素循環モデルは、我が家のそばの

河川や特定の井戸といった細かいスケールで水質を予

測することはできませんが、国や地域などの大きなスケー

ルで、様々な地域を対象に共通の手法を用いて推定す

るため、それぞれの地域の特徴を明らかにすることや、

人口や食料需要の変化に関するシナリオの下で将来の

環境がどう変化するかなどの予測のために利用できると

考えています。窒素が過剰となっている程度や、その

要因は国や地域によって異なっているので、地域によっ

て、どこで、どのような対策を重点的に行うことが、環

境悪化を防ぐために有効であるかなどを検討するため

の基礎情報として利用されると期待されます。窒素に

よる環境影響は、現在日本よりも中国などで深刻です。

しかし農業や食料に関する統計データの信頼性に問題

があることが指摘され、また公表されているデータが

少ないため水質汚染の実態もあまりよくわかりません。

今後、各国の研究者と協力して、より信頼性の高いモ

デルとしていきたいと思います。

�

図2　�モデルにより推定した2003年の河川水中全窒素濃度分
布（mgN/L）

図3　�中国の食料生産・消費に伴う窒素フロー（2003年、kgN/�
人/年）
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MARCOシンポジウム2009

「モンスーンアジアにおける農業環境問題と研究の課題」 

報　告

日本のように、一年の天候の移り変わりが

季節風によってきまる地域をモンスーン地域

と呼びます。モンスーン地域の中で、東、

東南、南アジアに属する地域はモンスーン

アジアと呼ばれ、水田による稲作を中心とし

た農業が営まれ、独特の農業生態系を育み、持続的な農

業生産を行ってきました。これらの地域では、近年、人口

の増加や経済発展に伴う食料需要の増大、また、新たな

バイオ燃料生産などの動きにより、農業生産に対する需

要が著しく増大しています。その一方で、農業の集約化

による環境への負荷の増大や自然資源の劣化、さらには

温暖化の進行などにより、農業と環境をめぐる問題は深刻

化してきています。

こうした背景のもと、環境との調和を図りつつ農業に対

する需要の増大に対応していくためには、これらの地域の

農業と環境に関わる研究者・技術者・行政担当者などが

密接に連携することが重要になってきています。そこで、

10月5日から7日までの3日間、つくば国際会議場（エポカ

ルつくば）で、MARCO SYMPOSIUM 2009を開催し、

農業と環境をめぐる問題の現状や動向、研究の最先端に

ついて発表するとともに、今後の研究方向や連携協力に

ついて議論しました。このシンポジウムには、日本、モンスー

ンアジア地域はもとより、アメリカ、ヨーロッパなど海外

26カ国からの参加があり、参加者数は445名になりまし

た。

1日目の全体会議では、モンスーンアジアの農業と環境

をめぐる問題を概括的にとりあげ、その基調講演として京

都大学名誉教授の久馬一剛先生に「モンスーンアジアの

自然と農業」というタイトルでお話しして頂きました。その

後、農耕地の重金属汚染、食糧植物の遺伝資源、気候

変化とイネ生産、穀物・植物貿易による外来植物の導入と

生物多様性への影響などに関して、その分野を代表する

研究者から報告をうけました。

2日目、3日目のワークショップでは、重金属、高温障害、

植物資源、農業生態系と生物多様性、メタゲノム解析技術

といった5課題に関して、分科会形式による講演と討論が

行われました。

植物機能を利用した農作物中の重金属低減技術の開発

をテーマとしたワークショップ1では、作物中のカドミウム

を減らすための効果的な植物機能の利用技術の開発、ヒ

素による水・土壌の汚染問題についてのアジア各国の現状

とヒ素汚染対策技術に関して、国内、海外の研究者約100

名が議論をしました。

ワークショップ2では、国内から7名、国外から16名

の研究者を迎え、地球温暖化にともなう農作物高温障害

の発生と予測、その適応に関する報告があり、作物の高

温ストレスの発生実態、モニタリングネットワークの構築、

温暖化の影響と適応技術の効果を評価するための作物モ

デル開発に向けた国際的なネットワークの推進などに関し

て議論しました。

ワークショップ3では、モンスーンアジア地域で植物資

源が豊富な国の研究者が、アレロパシー活性の強い固有

の植物について発表しました。また、国内研究者からは、

植物成長促進活性があるストリゴラクトンとレピジモイド、

全活性の概念によるアレロケミカルの単離と証明、低分子

で重要なシアナミドの発見など、最先端の研究の紹介が

ありました。

水田を中心としたモンスーンアジアの農業生態系と生物

多様性をテーマにしたワークショップ4では、水田、ため

池や水路、森林などのモザイクの土地利用が重要な生物

生息空間として機能しているという共通認識が得られまし

た。

ワークショップ5は、参加者が約180名に達する大規模

なものとなり、メタゲノム解析技術の農業環境分野への展

開に関して活発な議論がかわされました。

3日目の午後に開催された全体会議では、上記の5つ

のワークショップから、また、MARCO事業の一環として

このシンポジウムの前後に開催された「東アジアの陸域

生態系における炭素窒素循環とその環境影響に関する国

際会議」、「農薬およびPOPsの土壌残留と食の安全に関

する国際セミナー」からの報告があり、これらを受けて、モ

ンスーンアジアの農業で見られる問題の解決に向けた連

携と協力のあり方について議論しました。最後に、『環境と

の調和を図りつつ農業に対する需要の増大に応えていくた

めには、同地域内の各国の農業と環境に関わる研究者・

技術者・行政担当者などが国際的に密接な連携を築くこと

が一層重要である。この目的のために、MARCOのもと、

国際共同研究を進めていく』というステートメントを発表し

て、MARCO SYMPOSIUM 2009を閉会しました。

（連携推進室長　鳥谷 均）
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農業環境技術公開セミナー in 滋賀 「地球温暖化と水環境を考える」 

報　告

「農業環境技術公開セミナー in 滋賀」が平成21年
11月17日に農業環境技術研究所と滋賀県との共催に
より、滋賀県大津市の琵琶湖湖畔にある、ピアザ淡海
で開催されました。このセミナーは、都道府県・市町
村と当研究所との間の相互理解と連携・交流・協力関
係を深めることを目的としたもので、昨年の福島県に
続いて2回目の試みでした。

3階大会議室で行われた講演会では、地球温暖化対
策と水環境への負荷削減に関して議論され、当研究所
から「地球温暖化が作物生産に及ぼす影響」、「水田か
らのメタンの発生を抑える水管理」、「水環境への窒素
流出を抑える水田農業」に関する話題を提供しました。
また、滋賀県からは、「滋賀県における農地土壌の炭
素貯留」、「環境こだわり農業の取り組みによる水稲作
付期の流出負荷削減効果」に関する研究成果が紹介さ
れました。討議時間は短時間でしたが、中干しの効果
やリスクトレードオフ、環境影響の総合評価などにつ
いて、活発な質疑応答がありました。

ポスター展示は3階大会議室に隣接するロビーで

行われ、当研究所と滋賀県農業技術振興センター、琵
琶湖環境科学研究センター、畜産技術振興センター
から最近の研究成果の発表がありました。

講演会に参加された一般の方から、普段、マスコミ
や講演会などで聞く内容とは切り口の違う発表が多
く、新鮮であったなど、この取組を評価する声をいた
だいており、今後、この様なセミナーを積極的に開催
したいと考えています。

（連携推進室長　鳥谷 均）

NIAESトピックス

アグリビジネス創出フェア2009

11月25日（水曜日）から27日（金曜日）までの3
日間にわたり、幕張メッセ（千葉市美浜区）において、「ア
グリビジネス創出フェア2009」が開催されました。この
フェアは、農林水産・食品産業分野の最新の技術シー
ズや研究成果の実用化を支援し、研究者・技術者の新
たな交流や連携の促進、来場者の研究ニーズとのマッ
チング創出を図ること目的とした技術交流展示会です。

6回目の今年は157の企業・大学・団体が出展し、 
3日間で約2万5千人が来場しました。「アグロ・イノベー
ション2009」と同時開催したこともあり昨年度の倍以
上の来場者で、過去最高となりました。

農業環境技術研究所は、同フェアの後援団体の一つ
として参加し、以下のとおりブース展示とプレゼンテー
ションを行いました。
［ブース展示］
・ 生分解性プラスチック（生プラ）を効率よく分解す

る微生物
・固体発酵によるバイオエタノールの生産

・微生物で有害物質メラミンを完全に分解
［プレゼンテーション］
・ 土壌由来複合微生物系によるメラミン・シアヌル

酸の完全分解

（広報情報室　広報グループ）

報　告
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受賞報告
報　告

平成21年度（第8回）

日本農学進歩賞：清家伸康 主任研究員

清家主任研究員（有機化学物質研究領域）は、「農耕地

に残留するPOPsの動態解明とリスク低減化技術の開発」

により受賞しました。本研究は、わが国の農耕地に長期

間残留しているダイオキシン類や過去に農薬として使用さ

れたディルドリン、ヘプタクロルなどのPOPs（残留性有機

汚染物質）の超微量分析法を確立し、統計的手法を用いた

データ解析によって、農業環境における将来にわたるリスクを

明らかにするとともに、作物汚染の診断技術を含む実用的なリス

ク低減技術を開発したものです。

平成21年度

若手農林水産研究者表彰：村上（秋山） 博子 主任研究員

村上主任研究員（物質循環研究領域）は、「農耕地における

温室効果ガス発生推定および削減に関する研究」により受

賞しました。この制度は農林水産業および関連産業に関す

る研究開発において優れた研究業績や功績をあげた若手

研究者を農林水産技術会議会長が表彰するものです。本

研究は、温室効果ガスである亜酸化窒素（N2O）について、

農耕地からの発生量の推定と削減技術の開発評価に取り組

んだもので、新たな排出係数が、世界各国の温室効果ガスイ

ンベントリの算定に採用されています。

平成21年度（第2回）

農環研若手研究者奨励賞：馬場耕司・山中武彦 主任研究員

馬場主任研究員（有機化学物質研究領域）は、「カドミウム及びヒ素の分析法に関する研

究」により、山中主任研究員（生物多様性研究領域）は、「農業環境に生息する多様な昆虫

相の発生パターン解析」により受賞しました。

この表彰は、農業環境技術研究所に勤務する40歳以下の研究者（研究職職員および農

環研特別研究員）の中から、とくに優れた業績をあげた者を表彰するものです。

（広報情報室長　廉沢 敏弘）

受賞者講演中の馬場研究員 表彰式上の山中研究員
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農業生産者NPO「田舎のヒロインわくわくネットワーク」との交流会

農業生産者NPO「田舎のヒロインわくわくネットワー

ク」（わくわくネットワーク）と農業環境技術研究所と

の交流会が平成21年12月3日、4日両日に農環研で

開催されました。わくわくネットワークからは全国各地

から18名が、農環研からは20名が参加しました。

1日目（3日）はあいにくの天候でしたが、野外にあ

るミニ農村、環境化学物質分析施設、インベントリー

展示館の研究施設見学がありました。また、楠本良延

主任研究員による「農業活動が支える里地里山の生物

多様性」、金田哲研究員による「農地のミミズとその役

割」に関するミニ講演がありました。

2日目（4日）は場所を5階中会議室に移し、交流会（意

見交換会）を開催しました。わくわくネットワークからは、

「土壌中に蓄積する難溶性リン酸アルミニウムを可溶化

して、植物の生長を促進するバクテリアについて解析す

る」、「アンガス牛の特性を生かした環境による、牛の

飼い方と牛肉生産と販買を考察する」、「イタヤカエデ

の樹液と里山の環境を考える」など、常日頃の生産現

場でめばえた話題が提供されました。当研究所からは

「農産物としてのバイオエタノール」、「他感作用（アレ

ロパシー）のしくみと農業への利用」、「温暖化でお米

はどうなる」などの研究情報を提供しました。その内容

の一つ一つが参加者にとってとても身近な内容だった

こともあり、活発な質疑応答がありました。今回で3回

目となったこの交流会は、一般市民団体などを対象と

した双方向コミュニケーション活動として、今後とも推

進しようと考えます。

（連携推進室長　鳥谷 均）

報　告

NIAESトピックス

農環研サイエンスカフェ「容疑者Nの変身」

11月14日（土曜日）、つくばエキスポセンター内の「レ

ストラン滝」で、農環研サイエンスカフェ「容疑者N

の変身」を開催しました。サイエンスカフェとは、専

門家と一般の方々が、コーヒーやお茶を飲みながら、

科学について気軽に語り合おうというものです。今回の

サイエンスカフェは、文部科学省の「女性研究者支援

モデル育成」事業の一環として、中学・高校生を含む

25名の方にご参加いただきました。

まず、物質循環研究領域の新藤純子上席研究員から、

食料生産や消費にともなって国内に流入する窒素、作

物・土壌・家畜・人の間を循環する窒素、環境中に流

出する窒素などの流れを図示し、その流れの大きさが

人間活動の変化にともなってどう変わってきたか、日本

と中国を取り上げて紹介しました。さらに、今後、食

料を増産すると環境にどのような影響を与えるか、また

その影響を緩和する方法などについても考えました。

参加者からは、環境を心配する質問が多く出され、農

業と環境のかかわりについて考える場となりました。

（広報情報室　広報グループ）

報　告

ミニ農村（収穫後の谷津田）を見学
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NIAESトピックス

海外女性研究者ロールモデル講演会

「フランスの女性科学者がワークライフバランスを保つための機会と制約」

報　告

今年度より農環研が採択された文部科学省の「女性

研究者支援モデル育成」事業の一環で、フランス国際

農業研究推進センターの女性研究者ルケット博士（Dr. 

Delphine Luquet）を10月7日にお招きし、研究所の

労働環境やご自身の1週間の生活についてお話してい

ただきました。国策による子育て支援、結婚にこだわら

ない家族形態、男性によるサポートなどの社会的背景の

もと、女性研究者採用のためのポジティブ・アクション

などを行っていないにもかかわらず、研究所の若手研

究者の男女比はほぼ1対1であること、子育てと研究と

を両立させるためには、研究所や夫の支援を受けるだ

けでなく、自分の努力も大事であること、それでも、子

育てや趣味を楽しんでいることなどをわかりやすく話し

ていただきました。私達がフランスの子育て事情やル

ケットさんの講演の要約を日本語で事前に紹介し、また、

ルケットさんの講演の後に通訳を入れたため、40分近

くにわたる活発な質疑応答が行われました。全職員の1

割以上、女性研究者の8割近くが参加したこの講演会

では、ルケットさんのお話に皆興味津々で、今後もこの

ような催しに参加したいとの声が多数寄せられました。

（企画戦略室 岡田 浩明）

NIAESトピックス

大学および高校における出前授業

文部科学省の「女性研究者支援モデル育成」事業

の一環で、当所の女性研究者が大学などを訪問し、研

究内容や自身の経歴について講演することによって、研

究者という職業の魅力を女子学生に紹介するという活

動を始めました。今年度は、京都大学、東京農工大学、

茨城県立水戸第二高等学校および東京都立小石川中等

教育学校で開催しました。研究者といえば大学の教授

などしか身近にいない大学生や大学院生には、独立行

政法人機関の研究者をキャリアパスとしてアピールでき

たこと、高校生には、実験材

料の生物などを実際に

見せることで、具

体的な研究活動

に興味を持って

もらえたことな

ど、私達には収

穫がたくさんあり

ました。一方で課題も出てきました。例えば、女性研

究者支援活動とはいえ、講演者も参加者も女性のみと

いう設定は困難であり、また、研究紹介と女性支援と

を結びつけた内容では講演しづらいことなどです。今

後は、女性のみならず男性研究者にも活動に参加して

もらうこと、研究内容だけでなく、職場としての独立行

政法人研究機関の魅力についても力を入れて学生さ

んに紹介することを検討しています。

（企画戦略室 岡田 浩明）

報　告

政法人機関の研究者をキャリアパスとしてアピールでき

たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材たこと、高校生には、実験材

料の生物などを実際に料の生物などを実際に料の生物などを実際に料の生物などを実際に料の生物などを実際に料の生物などを実際に料の生物などを実際に料の生物などを実際に料の生物などを実際に

見せることで、具見せることで、具見せることで、具見せることで、具見せることで、具見せることで、具

体的な研究活動体的な研究活動

に興味を持って

もらえたことなもらえたことな

ど、私達には収ど、私達には収

穫がたくさんあり穫がたくさんあり穫がたくさんあり穫がたくさんあり穫がたくさんあり穫がたくさんあり穫がたくさんあり穫がたくさんあり
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水戸二高で授業する野口主任研究員
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