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農薬に対する人々の考え方
埼玉県農林総合研究センター水田農業研究所所長

根本 久

（農業環境技術研究所 評議員）

現 術や環境政策を持っている国であり、他の

タンやプリクトランなどの違法な農薬が全国各地

国々への技術移転や支援が期待されている。しか

2008 年、中国産のギョウザからメタミドホスが

し、農業や環境に対する人々の考え方や対応は絶

検出されて問題になっていた時期に、中国に減農

対的なものではなく、経済状況によっても異なる

薬の技術指導に行ったときのことだ。案内役の中

ことに留意したい。

国 人 は「 あ の 事 件 は 日 本 の 食 品 会 社 の 陰 謀 で、

在の日本は、アジアでは最も進んだ環境技

で使用されていたことが明らかになった。

殺虫剤 DDT は 2001 年のストックホルム条約に

でっちあげだ」とまくしたてていた。しかしその

おいて、残留性有機汚染物質（POPs）に指定され

後、このギョウザの在庫を食べた中国人にメタミ

た。しかし、WHO（世界保健機関）は 2006 年 9 月

ドホスの急性中毒を起こすものが出たと報道があ

に、マラリアを媒介する蚊を駆除するため、DDT

り、今年になってギョウザに薬物を混入した犯人

を室内の壁に噴霧することを奨励する方針を出し

が逮捕されたという。私には、日本のマスコミ報

た。長い年月をかけて問題となる DDT のリスク

道へのその案内役の反応と、先に述べた海外から

と、目の前にあるマラリアのリスク、皆さんはど

の非難への日本国内の反応とが、重なって見えた。
ネパールは最貧国の一つであるが、殺虫剤を使

ちらを取るだろうか？
1990 年代に海外の国際会議に参加すると、日本

わずに茶を栽培する方法を日本に来て研修したい

はすこぶる評判が悪かった。オランダ・ハーグで

と言う人がいた。ネパールでは高価な殺虫剤が買

開かれた植物保護会議では、アフリカの食糧増産

えず、安価な有機塩素系殺虫剤を使用して栽培し

のために農薬や化学肥料を援助した事例につい

た紅茶をヨーロッパに輸出すると、受け付けても

て、日本政府と特定の農薬会社が非難された。現

らえず廃棄されてしまうからだ。しかし、日本に

地の農民が農薬を使いこなせないにもかかわら

はネパールに移転可能な茶の無農薬栽培技術はほ

ず、大量の農薬を送り込んだため、使われずに野

とんどない。

積みにされた農薬が、環境や人体に悪影響を与え

技術に対する考え方や対応は、各国の経済や社
会の状況によって変わる。相手国が必要とする最

ているというのである。
また、英国・カーディフでの IOBC 農薬の生態毒

善の技術を移転することが期待される。

性国際会議では、
「日本に輸出する農産物は、大量
の農薬を使って栽培した外観がきれいなものでな
いと買ってもらえない。日本は農産物輸出国の農
民に過剰な防除を強いている。
」
と非難された。
この時期、日本国内では、「外国産の農産物には
農薬がたくさん使用されていて、子孫に遺伝毒性
が及ぶ」などといったキャンペーンが盛んに行われ
ていたが、2002 年には、登録が失効したダイホル
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茶園と隣接する茶草場（茶畑の奥）

「貴重な草原がまだこんなに残されているとは…」
一面に広がるススキの草原を目の前にして、
楠本は驚きを隠せ
なかった。
その草原には、
キキョウやノウルシなど、
かつては
身近にありながら今は絶滅が心配される植物が多く見られたのだ。
この草原 茶草場（ちゃぐさば） に関する研究について、
生物多様性研究領域の楠本良延主任研究員に話を聞いた。
取材・執筆：広報情報室

良質のお茶を作るための草原“茶草場”
―茶草場というのは、どんな場所なのですか？
楠本：一部のお茶の産地では、お茶の色や味が良くな
るようにと秋から冬にかけて茶畑にススキなどを敷きま
す。この草を刈ってくる採草地が茶草場です。僕はこ
んな草原があることすら知りませんでしたから、2008
年に静岡県農林技術研究所の稲垣栄洋さんに紹介され
て、掛川市東山地区の茶草場を見たときには本当に
びっくりしました。さっそく、その年のうちに予備的な
植生調査をし、プロジェクト研究を申請しました。さ
らに、静岡県が持っている空中写真を使用して茶草場
の分布を調べてみると、調査対象とした東山地区には
茶草場が111ヘクタールもあり、茶畑の約65％にもな
ることがわかりました
（右図）
。
―ススキの間に貴重な植物が生えているのですか？
楠本：はい、絶滅危惧種に指定されているキキョウや
ノウルシのほか、カワラナデシコやツリガネニンジン、
オカトラノオ、ササユリなどが見つかりました。

楠本 良延
主任研究員

生物多様性研究領域

れる前、色々なところに草が使われていました。人々
は、牛や馬に食べさせるためや、肥料として田んぼに
入れるために草を刈り、草原に牛や馬を放牧し、火入
れをしました。そうすることによって草原は維持され、
そこに草原性の植物や動物が住んでいました。けれど
も、化石燃料が使われるようになって農耕用の牛馬が
必要なくなり、化学肥料が普及して草を肥料にすること
もなくなると、人が定期的に管理していたそういった
「半自然草地」
は激減し、そこに住む生きものたちも絶
滅に瀕してしまいました。
ひん

ぐ

茶園

以前は身近にあった絶滅危惧種

草原

楠本：実はこれらの植物は、以前は身の回りに普通に
あったのです。農村では、化石燃料や化学肥料が使わ
掛川市東山地区の茶園と茶草場の分布
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お茶生産が守る草原の希少な植物

―半自然草地はどのくらいあったのですか？
楠本：1950年代の写真から面積を測定した研究では、
日本の国土の10％が半自然草地であったと言われてい
ます。一番多い時には国土の3割ぐらいがそうであっ
たと推定する人もいます。それが、今では2 ～ 3％に
なってしまいました。
―半自然草地がなくなると、そこに住む生きものは絶
滅してしまうのでしょうか？
楠本：生息場所が無くなるわけですから、絶滅してし
まうことになりかねません。かつて身近に見られた草
原性の動植物で絶滅に直面している種が多く知られて
います。
昔、これらの動植物は、川がたえず氾濫してできる
草原や山の地滑り地帯などで、多くはないけれど自然
の中に一定の割合で生息していたのでしょう。人間が
農業を始めると、草原が拡大し生息地が広がりました。
化石燃料や化学肥料が使われると、今度は草原が少な
くなりましたが、本来の自然の生息地に戻れるかという
と、実は戻るところは極端に少なくなっています。河川
にはダムや堤防が作られ、川がたえず氾濫してできる草
原はなく、山の地滑り地帯も土留めの工事がされていま
す。農村の草原というのは代替の生息地だったわけで
すが、それがなくなれば絶滅が加速するでしょう。
はん らん

種の有無や密度に違いがあることがわかりました。プ
ロジェクト研究では、希少な種はどのような茶草場に
いて、どうしてそこにいられるのか、しくみを調べたい
と考えています。昨年（2009年）は、茶草場50地点
と、比較の対象としてススキが優先する造成跡地など
10地点を選び、そこにあるすべての植物名と被度や草
高を記録しました。また、土壌の水分やpH、窒素量、
光環境や傾斜の様子も調べ、土地所有者からは管理実
態や土地改変の履歴を聞きました。
―結果はどうでしたか？
楠本：調査地点は植物群落の特徴から、5つのグルー
プに分けられました（下図）
。グループ1とグループ 2
は、草原性の在来種が豊富で、絶滅危惧種や希少種も
見られました。主に共有の茶草場として利用されてき
た面積の広い草原で、土壌pHが低く、土地改変が行
われていないという特徴がありました。
グループ3 ～ 5は絶滅危惧種や希少種がまったく見
られず、在来種の多様性も低い草原でした。グループ
3は造成跡地、グループ 4は水田跡地で、セイタカア
ワダチソウなどたくさんの外来植物が侵入していました。
グループ5は、茶園のわきにある細長くて多様性の低い
ススキ草原でした。

副次的に守られていることが大切
―けれども、化石燃料や化学肥料を使わない農業に
は戻れないですよね。
楠本：戻ることは難しいですし、その必要はないと思
いますが、少しの努力で守ることができる半自然草地
があります。茶草場もその一つで、守るには今の農業
を続ければいいわけです。
貴重な自然を守るために、自然保護活動では囲って
しまって人を入れないようにします。山奥や島嶼の自然
はそれでもいいのですが、人間の管理が必要なところ
を囲ってしまうのは、やっぱり無理があります。草刈り
が必要なときに、ボランティアなどで刈り取りを行うの
ですが、経済的な理由で続けられなくなったり、活動
主体がなくなってしまったりすることがよく起こります。
茶草場は、お茶の栽培によって守られているので、す
ぐにはなくなりません。農業など他の要因によって副
次的に守られていることが、実はとても大事なのです。
とうしょ

ずっと茶草場だったところの多様性が高い
―茶草場でどんな調査をしているのですか？
楠本：2008年の予備調査で、茶草場によって希少な
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お茶生産が守る草原の希少な植物

次に、在来種の多様性がどんな環境要因の影響を受
けるのかを解析してみると、大部分は土地改変などの
攪乱要因で説明できることがわかりました
（下図）
。
―土地改変とは具体的には何ですか？
楠本：造成や耕起、客土などです。茶草場として長く
利用されてきた場所は、土壌の酸性が強く在来種が多
い、それが土木工事をしたり耕起や施肥をしたりする
と、土壌pHが上がって外来植物が好む場所になって
しまうのです。
かく

数千年間、ずっと草原だった？
―その影響はどのくらい続くのでしょう？
楠本：どのくらい経つと土壌の状態が元に戻るかは、
まだわかっていません。それも調べたいですね。土地
改変の影響はもうひとつ考えられます。在来植物でも
種を広く飛ばすススキやチガヤはどこにでもありますが、
絶滅が心配されている植物は、種をその場に落とすも
のが多い。子孫も同じ場所で育つ、場所に依存するタ
イプです。分布を広げるスピードが遅いものだから、
客土をしたり農耕地にしたりして一度その種がなくなると
ほかの場所から入ってくるのにとても時間がかかる。
―では、絶滅危惧種の見られる草原はどのくらい昔
からあるのでしょう？
楠本：60年くらい前に米軍が撮った掛川の写真がある
たね

農環研ニュース

のですけれど、同じ場所に草原があります。それ以前
は確かめるすべがないのですが、明治の初めにお茶の
栽培が始まったとき、草はすでに、えさや肥料として
使われていたでしょうから、草原はおそらくその前か
ら続いていたと考えられます。僕は、数千年間続いて
いるのではないかと考えています。
―数千年もですか？
楠本：人間活動により作られた阿蘇のススキ草原は、
1万3千年前から継続していることがわかっています。
日本各地にあるススキ草原は、阿蘇ほど古くはないで
すが、農耕と一緒に日本中に広がったと考えられてい
ます。

生物多様性と農業の共存をめざして
―茶草場の研究を今後どのように進めていきたいですか？
楠本：多様性の高い草原でも面積が小さくなると多様
性が低下することが知られています。けれども、どの
くらいの面積があればどんな植物が生きていけるのか
はよくわかっていません。それがわかれば、何かの開
発計画があるときに「最低限、これくらいの面積は必
要です」と言うことができるので、ぜひ調べたいです
ね。それに、希少な植物を守るためにどんな管理が必
要なのかもよくわかっていません。刈り取りは年に1回
必要なのか2年に1回でも良いのかも調べようと考え
ています。掛川には、管理方法や履歴、大きさがさま
ざまな茶草場があり、研究を進めるのにとても良いサ
イトです。
―最後に、楠本さんの研究のめざすところを教えてく
ださい
楠本：人間とのかかわり合いによって生まれてきた自然
は、実はよくわかっていない部分がたくさんあります。
人間と生き物がこれらの自然の中でどのように関わり
合っているのかを調べ、生き物がそこに存在できるしく
みを理解したいですね。そして、将来、食料をきっち
り生産しながら、生き物たちと共存できる農業のあり方
を提示できればと考えています。
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ナシマダラメイガの性フェロモンを同定
―正確な発生予察のために―
生物多様性研究領域

田端 純

杉江 元

害虫ナシマダラメイガ
ナシマダラメイガ Acrobasis pyrivorella
（Matsumura）
は
ナシの花芽や幼果を食べる重要害虫です。1匹の幼虫が
複数の果実を加害するため、個体数が少なくても大きな
経済的被害を与えることがあります。若齢幼虫は花芽で
越冬し、
翌春、
花芽や幼果を食べて果実中で蛹になります。
羽化した成虫はさらに果実に卵を産み、6月から9月まで
連続的に成虫が発生するため、防除適期の見極めが難し
く殺虫剤による防除が困難とされています。そこで、この
蛾を捕獲することで効率よく発生を検出できる発生予察
用誘引剤の開発を行いました。
発生予察とは、病害虫の発生時期・程度、被害程度
を予測することです。蛾類では、成虫を捕まえることで
その子供である害虫の発生が予測できます。正確な予測
によって最小限の農薬で害虫を防ぐことができます。
じゃく れい

さなぎ

が

性フェロモンによる誘引
蛾類の雌成虫は子孫を残すために、同じ種の雄成虫
を誘引することが知られています。雌成虫は、性フェロ
モンと呼ばれるそれぞれの種に特有の化学物質を分泌
し、雄成虫は、風に乗って流れてくるこの性フェロモン
に導かれて同じ種の雌成虫を見つけることができます。
フェロモンはホルモンとよく混同されますが、ホルモ
ンは体の中、フェロモンは体の外に分泌する生理活性物
質という違いがあります。フェロモンのなかで配偶行動
を引き起こすものを性フェロモンと呼んでいます。多くの
蛾類では雌成虫が放出し、同じ種の雄成虫は数メートル
から数十メートル程度の距離から雌成虫に誘引され独特
のダンスをしたりします。性フェロモンは複数の成分から
できていることが一つの特徴です。分類的に近い種類の
虫は同じ成分を使っている場合も多く、このような場合
にはその比率も性フェロモン活性に関係しています。
発生予察のために蛾類を集めるには、光を利用した誘
蛾灯を使う方法もありますが、捕獲された蛾の種類を判
定することは専門家でないと大変です。特定の種だけを
誘引できる性フェロモンを利用すれば種の同定は必要あ
りません。すでに、40種以上の性フェロモンを利用した
発生予察用誘引剤が市販されており、ナシマダラメイガ
でも、性フェロモンを誘引剤に利用しようと考え、それ
がどのような物質であるかを調べました。

農環研ニュース

梨の幼果の中にいた越冬世代のナシマダラメイガの幼虫

性フェロモンを検出
成虫1匹の性フェロモンの量は1ナノグラム
（10−9 グラム）
程度ととても少ないため、成分を分析するためには材料
となる虫がたくさん必要です。この蛾を飼育する良い方
法は今のところないので、長野県の果樹試験場にお願い
して、加害されたナシの木から多数の蛹を人海戦術で採
集していただきました。それでも、採集した虫のほとん
どが天敵昆虫や病気によって死亡してしまったため、得
られた雌成虫はわずかでした。性フェロモンを検出する
ためには、抽出した成分に対する反応を調べるため雄成
虫も必要です。使える雄成虫が少ないため、雄成虫の反
応を直接調べるのではなく、性フェロモンが雄成虫の触
角で感知されることを利用することにしました。触角に性
フェロモンが当たると電気信号が出るので、これを測定
して、性フェロモン候補物質の検出を行う方法です。
ナシマダラメイガの雌成虫は配偶行動を行うある決
まった時刻になると、コーリングと呼ばれる性フェロモン
を分泌する姿勢をとります。その姿勢をとった雌成虫の
腹部末端にある性フェロモン分泌器官を取り出してヘキ
サンで抽出し、これをガスクロマトグラフ装置で分離し
ました。性フェロモン分泌器官に含まれるさまざまな物質
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ナシマダラメイガの性フェロモンを同定―正確な発生予察のために―

は、カラムと呼ばれる分離部分から沸点などの違いによ
り物質ごとに順番に出てきます。それを2つの検出器を
使って検出していきます（右図）
。一つはガスクロマトグ
ラフ装置の一般的な検出器で、ほとんどの物質が検出さ
れます（上段）
。もう一方は雄の触角を使った検出器で、
性フェロモンなどの触角に感知された物質だけが検出さ
れ、下向きのピークとなります（下段）
。
ナシマダラメイガ雌からの抽出物に対して、A、Bの2
か所に触角の反応が見られました。そこで、その物質の
化学構造を知るため、ガスクロマトグラフ�質量分析
計によって分析しました。反応の見られた2つの物質
は、ペンタデシルアセテート（15：OAc、炭素鎖長が15
で二重結合のないアルコールの酢酸エステル）と（Z）
-9ペンタデセニルアセテート（Z9-15：OAc、炭素鎖長が
15でシスの二重結合が9位にあるアルコールの酢酸エス
テル）とであることがわかりました。蛾類では性フェロモ
ン成分は炭素鎖長が10 ～ 18のアルコールの酢酸エス
テルであることがよくあります。アルコールは偶数の炭素
鎖長であることが多いのですが、ナシマダラメイガでは
珍しく15と奇数でした。
ナシ園で確認、実用化へ
日本に分布する蛾では、この物質を性フェロモン成分
としている報告はありませんでしたので半信半疑でした
が、雄の触角が反応する2つの物質が野外で本当に雄成
虫を誘引するか長野県下伊那郡のナシ園で誘引試験を行
いました。物質はゆっくりと放出されるようにゴムに吸着さ
せ、誘引された蛾を捕まえるために粘着物質を塗った
厚紙の上に置き、雨が当たらないようにプラスチックの
屋根をつけました（写真）
。
これをトラップと呼んでいます。
この調査では、
（Z）
-9-ペンタデセニルアセテートのみを

雌抽出物の分析結果

オス成虫

メス成虫

梨の木に仕掛けたトラップ
ナシマダラメイガ

性フェロモンを染み込ませたゴム
（右下）と捉えられたオス成虫
農環研ニュース

0.3ミリグラム使ったところ、18日間で合計27匹の雄成
虫が捕獲できました。これに7％のペンタデシルアセテー
トを加えると誘引力が約50％増加しました。これにより、
これらの2物質は性フェロモン成分であることが確認で
きました。また、2物質の含浸量を10倍の3ミリグラムに
すると6倍くらいの数の雄成虫を誘引できることもわかり
ました。
これら2つの成分からなる性フェロモンを利用した発生
予察用誘引剤は市販に向けて各地で試用が始められ、
今後、ナシマダラメイガの被害を少なくすることに役立
つと期待されます。
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研究トピックス

ため池の配置とトンボの深い関係
生物多様性研究領域

生態系計測研究領域

農業環境インベントリーセンター

山中武彦 田中幸一 浜崎健児

岩崎亘典 David S. Sprague

中谷至伸

ホソミオツネントンボ

シオカラトンボ

アジアイトトンボ

ハラビロトンボ

調査したため池および観察されたトンボ類（代表種）

身近な昆虫の絶滅
身近な昆虫たちの中には、開発や農法の変化、外来
種の影響などによって、ひっそり姿を消す種も出てき
ています。とくに、温帯の池や湖沼における生物多様
性の劣化は深刻で、種の絶滅速度は熱帯雨林よりも速
いと報告されています。最近の研究では、こうした生
物多様性の劣化には、野生生物の生息地面積の減少
や生息地内の環境の悪化だけでなく、生息地の分断化
が大きく影響していると指摘されています。トンボを
例にとると、幼虫期をヤゴとして過ごす池や川などの
環境が良くなくては絶滅してしまいますが、池や川は、
時には干上がるなど大きなかく乱を受けることがありま
す。けれど、ひとつの池で一度絶滅してしまっても、
環境条件が良くなったときに周りの池から新しいトンボ
が飛来すれば、またそこでヤゴが生育できるでしょう。
つまり、あるトンボ種が地域全体で生存できるかどうか
は、その池自体の環境条件の良さと周りの好適な池と
のつながりの、両方の影響を受けていると考えられま
す。
これまで、野生生物の生息地としての池の環境に関
する研究は、多くなされてきましたが、池の配置の重要
性については、なかなか研究が進んでいません。われ
われは、トンボ類を対象に、ため池の配置の重要性を
評価しました。

農環研ニュース

茨城県南部のトンボ調査
われわれの研究チームは、茨城県南部におよそ10km
四方の調査エリアを設定して、その中にある70か所の
ため池でトンボ類の発生状況を調査しました。その結
果、41種のトンボが記録されました。トンボの調査と
同時に、池の中の様々な環境を測定しました。池の面
積、池の底に溜まった堆積物の量、水質、水生植物
の被覆面積に加えて、ブラックバスやブルーギルなど
外来魚の個体数も記録しました。また、市町村が発行
している都市計画図を利用して、池周辺の土地利用の
割合を数値化しました。これによって、たとえば池の
周り50m以内に、林や田んぼがどのくらいあるかなど
がわかります。
トンボの種構成に影響する要因
まず、池ごとのトンボの種構成の違いに、池内の環
境、池周辺の土地利用、池の配置がどう影響するかを、
群集解析手法（多変量解析）を使って調べました。
池の配置の影響は、最新の統計手法PCNM 法＊によっ
て推定しました。解析の結果、ため池の配置、池内の
環境、池周辺の土地利用の3要因を合計すると、種の
発生傾向の約4割を説明することができ、3つの要因
はそれぞれ、同じ程度重要であることがわかりました
（図1）
。図に書かれた数字は、トンボにとって好適な
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ため池の配置とトンボの深い関係

響を−であらわしています。飛翔力があまり強くないモ
ノサシトンボでは、池の配置の影響が大きく、また薄
暗い池を好む習性を反映して、林地や底堆積物の影響
も示されました。一方、飛翔力が非常に強いウチワヤ
ンマでは、池の配置の影響はほとんどありませんでし
た。また、池ではなくて主に水田で発生するアキアカ
ネは、池の配置の影響がモノサシトンボに比べて少な
く、水田の影響が強く出ています。

図1

トンボの種類や数に影響する要因

要因の相対的な強度を表し、数字を全部たすと100
になります。下ボックスには、具体的な要因を記入し
ました。種によって正に影響したり、負に影響したり
します。
＊ PCNM法（近接行列主座標分析法）は、様々な空間依
存性を表現する滑らかな関数を種の発生パターンに当ては
めることで、データから逆に配置の影響を推定する新しい統
計手法です。

代表的なトンボ 3 種に影響する要因
上の解析では、種構成の違いを全体でひっくるめて
解析するため、実際にどのような種が、ため池の配置
の影響を大きく受けているかがわかりません。そこで、
調査地でよく見かけるトンボの中から代表的な3種、
モノサシトンボ、アキアカネ、ウチワヤンマについて、
上記の3つの要因による相対的な影響の大きさを、重
回帰分析によって調べました（図2）
。図中の数字は
先ほどの群集解析同様、全部たすと100になります。
下ボックスの要因は、強く好まれる要因を＋、負の影

ため池配置の重要性
これまで理論研究によって、生息地の配置の重要性
が指摘されてきましたが、今回初めて実際のトンボ個
体数データから、その重要度を数値としてあらわすこ
とができました。群集解析の結果から、
ため池の配置は、
その他の2つの要因に比べて同等の影響を持ち、池の
配置自体がトンボの発生傾向を決定しうるとわかりま
した。多様なトンボ類を守るためには、トンボが移動
可能な範囲に、様々な環境の池がいくつもあることが
重要であるとはっきり示されたことになります。また、
代表的な種ごとの解析では、それぞれの種の習性や生
態を反映した結果となりました。移動能力の小さなモ
ノサシトンボでは、予想通り、池の配置の影響が強く
出ることがわかり、池を埋め立てたり、池干ししたりす
る際には、移動能力の弱い種に注意を払う必要がある
ことが示されました。
野生動物の保全計画に活用
絶滅が心配される野生動物の中には、もしかしたら、
生息地の分断化が大きく影響しているケースもあるかも
しれません。今回われわれが開発した、生息地の配置
の影響を推定する統計手法は、基礎生態学のアイデア
と実際の動物種を保全する行動とをつなぐものとして、
様々な野生動物の保全計画に、理論的裏付けを与える
と考えています。

図 2 ため池で代表的な
トンボ 3 種に影響する
要因

農環研ニュース
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平成 21 年度農業環境技術研究所評議会の開催
平成21年度の農業環境技術研究所評議会を3月19
日、当所大会議室において開催しました。評議員の
方々を以下に紹介します。
（慶応義塾大学経済
［外部専門家・有識者］大沼あゆみ
学部教授）
、古在豊樹（千葉大学環境健康フィールド
科学センター教授、委員長）
、三枝正彦（豊橋技術科
学大学先端農業・バイオリサーチセンター特任教授）
、
根本久（埼玉県農林総合研究センター水田農業研究所
所長）
、松永和紀（サイエンスライター）
、山崎洋子
（NPO田舎のヒロインわくわくネットワーク理事長）
。
［関係研究機関・行政機関］西郷正道（農林水産省大
臣官房環境バイオマス政策課長、ご欠席）
、大垣眞一
郎（国立環境研究所理事長）
、堀江武（農業・食品産
業技術総合研究機構理事長、ご欠席）
、鈴木和夫（森
林総合研究所理事長）
、高柳和史（水産総合研究セン
ター瀬戸内海区水産研究所長）
。

農環研理事長挨拶の後、農環研より平成21年度の
研究所の運営、研究成果、調査・研究の進捗状況等
の業務実績について報告。評議員より質問や意見を頂
きました。評議会後に各評議員が書面評価を実施し、
それらを集約して評議会としての評価結果をとりまと
めることとしました。
評議員より頂いた講評のうち代表的なものを以下に
示します。
・リスク評価、リスク低減に関する研究は、現場で活
用されてこそ意味がある。また、海外への技術移転も
重要。コスト低減など、成果を現場へ移す手法も検討
することが必要。
・土壌の分類体系や昆虫・微生物のインベントリー構
築では、他機関との連携の下、国全体の取り組みを先
導することを期待。
（企画戦略室長 井手 任）

NIAES トピックス
フェイス

FACE 実験

報

告

つくばみらいで開始

田面上に設置された八角形のリング

農環研は、気候変化が農業へ及ぼす影響を調べ、適
応技術を開発するための研究拠点として、
「つくばみら
いFACE実験施設」を茨城県つくばみらい市の水田に
設置し、今年度から実験を開始しました。
FACE（Free Air CO2 Enrichment；開放系大気CO2
増加）とは、屋外条件で高CO2 濃度を実現するもので、
この施設では、水田の一部に差し渡し17mの正八角形
状にチューブを設置し、
風向きに応じてCO2を放出します。
正八角形区画内のCO2 濃度は外気よりも約200ppm高
い約590ppmに制御され、おおよそ50年後に想定され
るCO2 濃度下での作物の生育や、水田からの温室効果
ガスの発生などを調べます。また、CO2 制御区内に水
温上昇区、多肥区、品種・系統比較区などを配置する
ことにより、CO2 濃度の影響が温度、肥料、品種によっ
てどのように異なるかを調べ、気候変動に対する適応技

農環研ニュース

術や緩和技術の開発を支援します。
農環研は、平成10年～ 20年度にかけて、農研機構
東北農業研究センターと共同で、岩手県岩手郡雫石町
においてFACE実験を実施し、寒冷地イネ単作地帯で
多くの知見を得ました。しかし、FACE実験は世界でも
まだ実施例が少なく、さらに多くの研究事例の積み重ね
が必要です。そのために、雫石より温暖で、周年実験
が可能であり、かつ多くの分野の農学研究者が結集でき
るつくばみらい市にFACE実験施設を設置しました。こ
の施設での研究を予定している研究者は、農環研、農
研機構作物研究所、農業生物資源研究所、山形大、千
葉大、東京農大、東工大、島根大、東北大などの約30
名です。
（大気環境研究領域 長谷川 利拡）
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第 32 回農業環境シンポジウム「21 世紀の農業と環境問題を考える」
21世紀には、気候変動などの様々な環境問題や資源
を巡る問題の進行が懸念される一方で、世界的には、
人口増や食の改善、バイオマスエネルギー需要増によ
る大幅な農業生産増が必要となると予想されています。
こうした世界が抱える農業と環境に関する課題につい
て、気候変化・気候変動、土壌資源、水資源、資源・
環境問題としての肥料などを切り口に、現状と今後の
予測を紹介し、解決の方向について議論することを目
的として、農林水産省の後援を得て、第32回農業環
境シンポジウムを開催しました。
5月26日（水）14時から、東京・有楽町朝日ホー
ルで開催した本シンポジウムには、民間企業からの
137名をはじめ、関係者を除いて、300名以上の方々
にご参加頂きました。
佐藤洋平理事長の開会挨拶の後、まず、大気環境
研究領域の横沢正幸上席研究員が
「気候変化・気象変
動と農業・食料」について、谷山一郎研究コーディ
ネータが
「食料増産、環境変動と世界の土壌資源」に
ついて、物質循環研究領域の新藤純子領域長が「食
料増産と資源・環境問題としての肥料」について、そ
れぞれ、これまで得られている知見や研究成果を紹介

渡邊紹裕教授

しました。引き続き、総合地球環境学研究所研究推
進戦略センターの渡邊紹裕教授より、
「世界の水資源
と食料・農業・農村」について、ご講演を頂きました。
講演内容について、作付体系や品種を考慮した県レベ
ルでの影響予測の可能性、化学資材の長期連用と土壌
劣化の関係、単位面積当たりの窒素投入量・窒素輸入
量の問題、地域での水の循環利用などについて、会場
から質問があり、こうした問題についての関心の高さを
改めて感じることができました。
特別講演「温暖化時代のフードセキュリティ」では、
米国アース・ポリシー研究所のレスター・ブラウン所
長が、温暖化とフードセキュリティの観点から、穀物
輸入国による国境を越えた土地の争奪戦の進行を指摘
するとともに、2050年ではなく2020年までにCO2 の
80％削減を目指すべきと呼びかけました。
（企画戦略室長 井手 任）

日時： 2010年5月26日（水曜日） 14：0017：55
会場： 有楽町朝日ホール
主催： （独）
農業環境技術研究所
プログラム：
レスター・ブラウン氏

開会あいさつ （理事長 佐藤洋平）

会場からの質問が多数寄せられました

第1部：21世紀日本と世界の農業環境が抱える課題
（1）気候変化・気象変動と農業・食料 （横沢正幸）
（2）食料増産、環境変動と世界の土壌資源 （谷山一郎）
（3）食料増産と資源・環境問題としての肥料 （新藤純子）
（4）世界の水資源と食料・農業・農村
（総合地球環境学研究所 渡邉紹裕）
第2部：特別講演 温暖化時代のフードセキュリティー
米国アース・ポリシー研究所 レスター・ブラウン
閉会あいさつ （理事 宮下清貴）

農環研ニュース
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平成 22 年度日本雑草学会賞（業績賞）を受賞
與語靖洋有機化学物質研究領域長は、
「リグニン生合成系制御に関する生理・
生化学的研究」により、平成22年度日本雑草学会賞（業績賞）を受賞しました。
この研究で、細胞壁の構成成分であるリグニンの形成を阻害する薬剤を利用
して、植物の成長やリグニン生合成系への影響を丹念に調べ、除草剤（抑草剤）
の新規作用点としての可能性を示唆し、さらに、標的酵素（作用点）であるクマ
ロイルCoAリガーゼに対して、作用点スクリーニング系を構築しました。
これらの成果は、新規の除草剤の開発につながるとともに、植物生理学と雑
草管理を結びつけた点で学術的に高く評価されました。
（広報情報室 広報グループ）
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告

―未来につなげよう安全な農業と環境―

1 2
4 3
1. 温室効果ガス発生制御施設を見学
2. ミニ講演「身近な鳥が絶滅する？」
3. 活性炭による水の浄化実験
4. 土の中に含まれる金属を測定

今年もつくば市の農林研究団地にある農水省関連研

講演、研究成果紹介、17日には農林水産技術会議事

究所では、科学技術週間にともなって2010年一般公開

務局筑波事務所内で特別展示と、ポスターによる研究

が、4月16日（金曜日）
、17日（土曜日）の2日間行わ

成果の紹介を行いました。

れました。

16日は、小雨で寒い日でしたが、1,027人の方が

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、16日に研究所本館と農業環

来場されました。2日目の17日は、雪にもかかわらず、
699人の方に来場いただきました。

境インベントリー展示館での実演・体験・展示、ミニ
お知らせ

（広報情報室 広報グループ）

第 33 回農業環境シンポジウム「農業からみた生物多様性、生物多様性からみた農業」を 9 月 4 日に
ベルサール飯田橋 ( 東京 ) で開催します。入場無料。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
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