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　さる11月30日(月曜日)、森山農林水産大臣が、つく

ば地区の５つの国立研究開発法人を訪問され、生産

性向上等のための技術開発の現場を視察されました。

　農業環境技術研究所では、低層自律飛行システム

（ドローン）による作物の生育診断の研究についてご

説明し、研究所内のほ場で生育診断を実演しました。

　大臣はこの技術によってもたらされる農業生産の将

来像について熱心に質問され、これに対して担当研究

者は、農地の特性や作物の状態に応じた効率的な管

理が可能となり、高品質な作物を省力的に生産できる

ようになると回答しました。

（生態系計測研究領域長　鳥谷　均）

　なお、森山大臣は、森林総合研究所ではCLT（直交集成板）の研
究開発、農研機構中央農業総合研究センターでは農作業ロボット、
野菜茶業研究所では植物工場、農業生物資源研究所では植物遺伝
資源の超低温保存施設、国際農林水産業研究センターでは屋内型
エビ生産システムを視察されました。

森山農林水産大臣のご視察

報  告

ドローンの性能や有効性について質問される大臣（中央）観測データを使って生育診断用の画像を作成し、測定結果を説明しました

研究所内のコマツナ畑の上空を、あらかじめ設定した経路
どおり自律飛行させました
ドローンには多波長センサが搭載されており、この観測データ
を使って生育診断をおこないます
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持続性をかけて

理事長　宮下  淸貴

境変動に大きな影響を及ぼしている分野の一つでも

あり、農業にとっての温暖化を初めとした環境変動対

策は、これからが正念場です。

　農業環境技術研究所は1983年の創設以来、農業

と環境に関する諸問題が重要性を増すなか、地球規

模の環境変動と農業の関係、農業生態系の生物多様

性の保全、有害化学物質による農産物の汚染、遺伝子

組換え作物や外来生物の環境影響など、農業にかか

わる多様な環境問題の解決に取り組み、多くの成果

を上げてきました。独立行政法人化されて以降は単

独の法人として存置されてきましたが、このたび平成

28年4月より、農業・食品産業技術総合研究機構（農

研機構）、農業生物資源研究所、種苗管理センターと

統合し、新たなスタートを切ることになりました。

　21世紀これからの農業・食料問題や環境問題に

とって、農業環境研究の重要性がさらに増していくこ

とは間違いなく、統合を契機に多くの分野やステーク

ホルダーと協働し、研究の発展を図っていくこととなり

ます。これまで農業環境技術研究所に対してお寄せい

ただいた多くのご支援に対し感謝申し上げるとともに、

今後も農業環境研究に対してより一層のご理解とご

支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

年（2015年）末にパリで開催された気候変動

枠組み条約第21回締約国会議（COP21）は、

2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みとなる「パ

リ協定」を正式に採択し、成功裏に幕を閉じました。パ

リ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命前に比

べて、2℃より十分低い水準に抑えることを目標に明

記し、1.5℃というさらに厳しい抑制への努力もうたっ

ています。目標実現に向けて、途上国を含むすべての

国が温室効果ガス削減の自主目標を作成し、国内対

策を実施する義務を負いますが、各国がこれまで公

表した目標では2℃目標の達成は困難であり、削減目

標を引き上げるため2023年から5年ごとに目標を見

直し、世界全体で進ちょくを検証することとしています。

　2℃目標達成のためには、人為的な排出量を生態

系が吸収できる範囲まで減らす必要があり、このこと

は、産業革命以来、化石燃料の利用によって発展して

きた現代文明を、短期間のうちに低炭素・脱炭素へと

転換することを意味します。パリ協定が、地球環境と人

類の持続性のための歴史的な国際合意と評されるゆ

えんです。

　地球上に生命が誕生して38億年、その後の地球環

境の歴史は生命にとって決して安定した楽園ではなく、

激しく変動するものでした。そのなかで人類は20万年

前に誕生し、1万年余り前に農業を始めました。この間、

人類は何回も環境変動に遭遇し、絶滅の危機にも瀕

してきたと考えられています。そして地球環境に対す

る人為的な影響がその許容量を超えたとされるいま、

地球環境と調和した生き方を見いだしていけるかどう

かに現生人類の持続性がかかっているといえましょう。

農業は環境変動の影響を最も強く受けるとともに、環

昨

図1　カドミウム吸収量の品種間差異（2012年）
＊イネのカドミウム吸収を促進するため、栽培中期から水田に水を入れずに栽培

ひん
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コメのカドミウムリスク対策
　カドミウムは天然に広く存在する重金属であり、農
産物や水産物にも極微量に含まれています。けれども、
カドミウムを含む食品を食べるとその一部は腎臓に
蓄積し、摂取量が多くなると腎機能障害を引き起こす
ことが知られています。わが国では、食品を通じて一
生涯摂取しても健康に悪影響が出ないよう、「玄米お
よび精米で0.4mg/kg以下」の基準値を設け、コメに
含まれるカドミウム濃度を管理しています。これまで、
カドミウム濃度の高いコメが生産される恐れのある地
域では、コメのカドミウム濃度を下げるため、汚染され
ていない土を他から運んでくる客土法に取り組んでき
ました。しかし客土法は効果が高いものの、高コストで
環境負荷が大きいという問題がありました。

カドミウム汚染水田の植物浄化技術
　農環研では、客土法に代わる新しい対策技術として、
カドミウム高吸収イネを使ってカドミウム汚染水田を
浄化する技術（ファイトレメディエーション）を開発し
ました。この技術は、カドミウム高吸収イネを汚染水田
で栽培してカドミウムを吸収させ、植物体を水田外に
持ち出すことで土壌浄化をおこなうものです。この技
術の利点は、低コストで環境負荷が小さく、栽培現場
で取り組みやすいことです。しかし、改善点も残されて

カドミウム汚染水田を浄化するイネ
どんどん吸って、倒れにくく、もみが落ちない品種を開発

土壌環境研究領域　  安部　匡

いました。それは、最も有望とされたカドミウム高吸収
イネ「長香穀」は収穫前に倒伏しやすく、もみが脱粒す
るため、栽培が困難であったことです。そのため栽培
現場からは、栽培しやすいカドミウム高吸収イネが求
められていました。

栽培しやすいカドミウム高吸収イネの開発
　そこで私たちは、「長香穀」と同等にカドミウムを多
く吸収するイネ「ジャルジャン」を使い、倒伏と脱粒を
改善して、栽培しやすいカドミウム高吸収イネ品種を
開発することにしました。
　まず、「ジャルジャン」の種子にガンマ線を照射し、
それらを栽培して得られた約25,000個体の突然変異
体から、収穫時にもみが脱粒しない難脱粒変異体を
10個体見つけました。次に、この10個体の中から草丈
の低い個体を選び、難脱粒で草丈が低いという2重の
変異を持った1個体を獲得しました。その後、この2重
変異体のカドミウム吸収性や収量、草姿などを複数年
にわたり調査したところ、「長香穀」や「ジャルジャン」
と比較して脱粒性や倒伏性の改善が認められたこと
から、この2重変異体を「ファイレメCD1号」と命名し、
国立研究開発法人農業生物資源研究所と共同で品
種登録を出願しました。
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ファイレメCD1号の特徴
　「ファイレメCD1号」のカドミウム吸収能力は、
日本の食用品種の約10倍で、「ジャルジャン」や
「長香穀」と同等です（図1）。脱粒性は、コシヒカ
リと同じ程度まで改善しました。そして草丈が
「ジャルジャン」と比較して短くなったことにより、
収穫期の倒伏が軽減されました。
　カドミウム高吸収イネは、高濃度のカドミウム
が含まれており食用には適さないため、食用品
種との識別性も重要です。「ファイレメCD1号」の
草姿は、「コシヒカリ」よりも背が高く、また玄米も
長粒の赤米であるため、栽培中も、収穫後も目で
見てはっきり区別がつきます（図2、図3）。

今後の展望
　農業環境技術研究所では、カドミウムで汚染さ
れた水田で栽培してもカドミウムをほとんど吸収

しないイネ品種「コシヒカリ環1号」を育成し、
2015年5月に品種登録されました。今後、この
「コシヒカリ環1号」の普及や育種利用がイネの
カドミウム吸収抑制技術として最も有効であると
考えられます。一方、カドミウム高吸収イネを用
いた汚染水田の浄化技術は、土壌のカドミウム
濃度を低くすることができるため、コメだけでは
なく、田畑輪換や二毛作地域におけるコムギや
ダイズなど他の作物中のカドミウム濃度も低減
可能です。また、「ファイレメCD1号」は脱粒性や
倒伏性が改善されたことで、日本の稲作で通常
使用する機械が使用でき、効率的な浄化が期待
できます。現在、国内の複数地区の農家水田を
使った実用性試験を、平成28年度までの予定で
実施中です。

カドミウム汚染水田を浄化するイネ

食品中のヒ素の形態について
　ヒ素（As）は、土壌や海水など、自然界に広く分布し
ている元素で、食品にも微量のヒ素化合物が含まれて
います。食品に含まれる主要なヒ素化合物を図1に示
します。これらのうち、無機ヒ素化合物である「亜ヒ酸」
と「ヒ酸」は、アルセノベタインなどの有機ヒ素化合物
と比べて毒性が強いとされています。
　ヒ素による健康への悪影響の可能性について、国
際連合の食糧農業機関（FAO）および世界保健機関
（WHO）が設置しているFAO/WHO合同食品添加物
部会（JECFA）や、内閣府食品安全委員会が評価を
行っています。JECFAは、無機ヒ素を食品や飲料水か
ら多量に長期間摂取し続けると、肺等のがんの発症
率が上昇すると評価しました。また、食品安全委員会
は、わが国において特段の措置が必要な程度とは考
えていないとしつつ、食品中のヒ素の汚染実態を把握
するための調査や、ヒ素のリスクを低減させるための
研究によりいっそう取り組むよう関係省庁に要請して
います。

食品中のヒ素濃度
　平成16～18年度に農林水産省が調査した農産物
中のヒ素濃度のデータによると、玄米の総ヒ素濃度の
平均値は0.17mg/kgであり、他の農産物より1桁以上
高い値でした。同省の平成24年度の調査では、米に
含まれるヒ素の大部分は無機ヒ素（亜ヒ酸とヒ酸）で
あり、玄米と精米の無機ヒ素濃度の平均値は、それぞ
れ0.21mg/kg、0.12mg/kgでした。玄米を精米にする
と無機ヒ素濃度は大きく下がりますが、それでも他の
農産物より高い水準にあります。一方、魚介類もヒ素
化合物を含みますが、主に含まれるのは有機ヒ素化
合物です。食品からの無機ヒ素の摂取においては米
の寄与が大きいため、米のヒ素濃度を下げれば、無機
ヒ素の摂取量を低減できます。
　食品の国際基準を策定しているコーデックス委員
会は、平成26年7月に、精米に含まれる無機ヒ素の最
大基準値を0.2mg/kgと設定しました。この値は、国際
的な基準値設定の考え方に従い、基準値を設定する
ことによる健康リスクの低減効果を考慮した上で、合
理的に達成可能でできるだけ低い値として決められ
ました。玄米についても無機ヒ素の最大基準値を設定
する方向で検討しています。また、米のヒ素による汚染
防止と濃度低減のための実施規範の検討も始まって
います。これらの情勢を受け、水稲のヒ素吸収を抑制
し、米の無機ヒ素濃度を下げるための技術開発が求
められています。

米のヒ素濃度を下げるには…
　米の総ヒ素濃度が他の農作物より高くな
るのは、水田に水を張る（湛水）栽培と関係
しています。湛水すると土壌への酸素の供給
が遮断されるため、土壌中の酸素がなくなり
ます。そうすると、土壌に保持されていたヒ素
の一部が亜ヒ酸の形態に変化し、土壌中の
水（土壌溶液）に溶け出します。これを水稲
が吸収すると米のヒ素濃度が高まります。

研究トピックス

水稲のヒ素吸収を減らす
ーその背景と基本的方策ー

土壌環境研究領域長　 川崎　晃

図1　食品に含まれる主要なヒ素化合物

図2　カドミウム汚染水田を浄化するイネ「ファイレメCD1号」（水田での草姿）

図3　もみと玄米の外観
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実際に土壌溶液の総ヒ素濃度を測定すると、中干し
（水田の水を落とし、土壌を乾燥させる期間）後湛水し
た田では、土壌溶液中の総ヒ素濃度が増加しました
が、中干し後間断灌漑（水がなくなってしばらくしたら
水を入れる方式）した田では、土壌溶液中の総ヒ素濃
度の上昇が抑制されていました（図2左）。しかし、間
断灌漑には困った側面があります。土壌にカドミウム
が多く含まれている場合、間断灌漑を行い、水のない
期間が長く続くと、土壌溶液中のカドミウム濃度が上
昇し（図2右）、水稲のカドミウム吸収量が増加するの
です。土壌中のカドミウムは、湛水状態では硫化カドミ
ウムの形態で存在するため、土壌溶液にはほとんど溶
けませんが、水を落とすと形態が変化し、土壌溶液に
溶け出すためです。このように、米のヒ素濃度を下げ
るための方策を考えるにあたり、カドミウムの吸収も
増加させないという視点が大切になります。

濃度低減にむけて3つのアプローチ
　さて、農業環境技術研究所では、水稲のヒ素吸収を
抑制し、カドミウムの吸収も増大させないという困難
な問題を解決するため、（1）ヒ素吸収抑制資材を用い
る方法、（2）土壌溶液中の総ヒ素濃度とカドミウム濃
度の両方を低い状態に保つ方法、（3）水稲の新品種
を利用する方法、の3つの観点から研究を進めてい
ます。
　（1）のヒ素吸収抑制資材を用いる方法については、
鉄を含む資材とケイ酸を含む資材を中心に検討して

います。ゼロ価鉄（鉄粉）、スラグ（含鉄資材）、ポリシリ
カ鉄（浄水場で使われている凝集剤）などで水稲のヒ
素吸収抑制効果が認められており、その効果の持続
性についても現在確認しているところです。（2）の土
壌溶液中の総ヒ素濃度とカドミウム濃度の両方を低
い状態に保つ方法については、湛水と落水を規則的
に交互に行うことを検討しています。湛水期間は、土
壌溶液中のカドミウム濃度が下がりヒ素濃度があまり
上昇しない期間、落水期間は、土壌溶液中のヒ素濃度
が下がりカドミウム濃度があまり上昇しない期間とな
るように厳密に制御することで、ヒ素とカドミウム両方
の吸収を抑えます。雨水の影響など人為的に制御で
きない部分もありますが、現場ですぐに実践できると
いう利点があります。（3）の水稲の新品種を利用する
方法については、ヒ素を吸収しにくい品種の開発に取
り組んでいます。また、カドミウムをほとんど吸収しな
い新品種「コシヒカリ環1号」（品種登録済み）を用い
て、ヒ素の吸収抑制栽培を行う方法を検討しています。
　これらの研究は、農林水産省委託プロジェクト研究
「食品の安全性と動物衛生の向上のためのプロジェク
ト」において、国立研究開発法人農業・食品産業技術
総合研究機構（農研機構）および県の農業関係試験
研究機関の協力を得て実施しています。現場で使える
技術を念頭に、より効果的なヒ素低減技術の開発を
目指します。

水稲のヒ素吸収を減らす

かんだんかんがい

図2　水管理の違いが土壌溶液中の総ヒ素濃度とカドミウム濃度に及ぼす影響
（湛水管理：水を張った状態を保つ、間断灌漑：水がなくなったら入れるを繰り返す、
中干し：田面水を排水し土壌を乾燥させる）

NIAESトピックスNIAESトピックス
アジアの作物生産と水資源問題のための の活用
　アジアでは急激な人口増加に伴う食糧増産と土壌・水資

源保全が喫緊の課題となっています。このワークショップは、

作物生産予測や土壌・水資源管理シナリオ策定などに世界

中で広く使用されている水・物質動態予測モデルSWAT

（Soil and Water Assessment Tool）のアジア地域への適用

を進め、アジアの食糧問題や環境問題の解決に活用するた

め、2015年10月20日から4日間つくば農林ホールで開催し

ました。第4回国際SWATアジア会議とも位置づけたワーク

ショップには、アジアからの一般参加が多くあり、12か国（マ

レーシア、中国、ベトナム、インド、フィリピン、米国、インドネ

シア、カナダ、ドイツ、エジプト、チュニジア、日本）から82名

が参加しました。議論の中心は、SWATを水田流域に適用す

るための改良やモンスーンアジア地域の農業実態に即した

SWATの活用などでしたが、SWAT以外のモデルや流域モ

ニタリング等の講演もあり、SWAT研究者と非SWAT研究者

との間で、有意義な議論が行われました。最終日には、霞ヶ

浦流域内のエクスカーションを行い、海外の研究者に霞ヶ

浦流域の農業、水質問題を理解していただく良い機会とな

りました。

（物質循環研究領域　江口 定夫、阿部　薫）

イネの高温障害について 世界の研究者が集結

　近年の温暖化により、世界の高温稲作地域では、開花期

の高温による不稔や登熟期の高温による収量・品質低下と

いったイネの高温障害が発生しており、今後その激化が懸

念されています。しかし、高温障害に直接関与する穂のすぐ

周辺である水田群落「内」の微気象は従来観測対象としてき

た群落「上」とは異なるため、そのギャップが高温障害の発

生要因の解明や正確なリスク評価

を妨げていました。このような背景

から、農環研は2009年のMARCO

シンポジウムを契機として国際的

な耕地微気象観測ネットワーク

（MINCERnet）を組織し、アジアや

アフリカ等の10か国で水田群落内

の気温・湿度や高温障害の実態を

モニタリングしてきました。

　それから6年目となっ

た2015年11月24～26

日、農環研は国際農林水

産業研究センターとの共催でMARCOサテライトワークショ

ップ「国際的な耕地微気象観測網による気候変動下のイネ

高温障害リスク評価の革新」を開催しました。

　ワークショップでは、MINCERnetの国内外の研究協力者

が一堂に会し、世界のコメ生産地における水田熱環境と高

温障害について最新の成果が紹介されました。また、これま

での結果を総括するとともに、将来の適応策技術の開発や

今後懸念される高温と乾燥の複合ストレスなど新たな問題

の解決に向けたMINCERnetの研究方向について活発な議

論が行われました。

（大気環境研究領域　吉本 真由美）

きっきん

ふねん

MARCOサテライトワークショップMARCOサテライトワークショップ

MINCER
イネ群落内の温度や湿度を
測定する

高温不稔

緑色の粒は
結実していない

(µg/L)

総ヒ素 カドミウム
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実際に土壌溶液の総ヒ素濃度を測定すると、中干し
（水田の水を落とし、土壌を乾燥させる期間）後湛水し
た田では、土壌溶液中の総ヒ素濃度が増加しました
が、中干し後間断灌漑（水がなくなってしばらくしたら
水を入れる方式）した田では、土壌溶液中の総ヒ素濃
度の上昇が抑制されていました（図2左）。しかし、間
断灌漑には困った側面があります。土壌にカドミウム
が多く含まれている場合、間断灌漑を行い、水のない
期間が長く続くと、土壌溶液中のカドミウム濃度が上
昇し（図2右）、水稲のカドミウム吸収量が増加するの
です。土壌中のカドミウムは、湛水状態では硫化カドミ
ウムの形態で存在するため、土壌溶液にはほとんど溶
けませんが、水を落とすと形態が変化し、土壌溶液に
溶け出すためです。このように、米のヒ素濃度を下げ
るための方策を考えるにあたり、カドミウムの吸収も
増加させないという視点が大切になります。

濃度低減にむけて3つのアプローチ
　さて、農業環境技術研究所では、水稲のヒ素吸収を
抑制し、カドミウムの吸収も増大させないという困難
な問題を解決するため、（1）ヒ素吸収抑制資材を用い
る方法、（2）土壌溶液中の総ヒ素濃度とカドミウム濃
度の両方を低い状態に保つ方法、（3）水稲の新品種
を利用する方法、の3つの観点から研究を進めてい
ます。
　（1）のヒ素吸収抑制資材を用いる方法については、
鉄を含む資材とケイ酸を含む資材を中心に検討して

います。ゼロ価鉄（鉄粉）、スラグ（含鉄資材）、ポリシリ
カ鉄（浄水場で使われている凝集剤）などで水稲のヒ
素吸収抑制効果が認められており、その効果の持続
性についても現在確認しているところです。（2）の土
壌溶液中の総ヒ素濃度とカドミウム濃度の両方を低
い状態に保つ方法については、湛水と落水を規則的
に交互に行うことを検討しています。湛水期間は、土
壌溶液中のカドミウム濃度が下がりヒ素濃度があまり
上昇しない期間、落水期間は、土壌溶液中のヒ素濃度
が下がりカドミウム濃度があまり上昇しない期間とな
るように厳密に制御することで、ヒ素とカドミウム両方
の吸収を抑えます。雨水の影響など人為的に制御で
きない部分もありますが、現場ですぐに実践できると
いう利点があります。（3）の水稲の新品種を利用する
方法については、ヒ素を吸収しにくい品種の開発に取
り組んでいます。また、カドミウムをほとんど吸収しな
い新品種「コシヒカリ環1号」（品種登録済み）を用い
て、ヒ素の吸収抑制栽培を行う方法を検討しています。
　これらの研究は、農林水産省委託プロジェクト研究
「食品の安全性と動物衛生の向上のためのプロジェク
ト」において、国立研究開発法人農業・食品産業技術
総合研究機構（農研機構）および県の農業関係試験
研究機関の協力を得て実施しています。現場で使える
技術を念頭に、より効果的なヒ素低減技術の開発を
目指します。

水稲のヒ素吸収を減らす

かんだんかんがい

図2　水管理の違いが土壌溶液中の総ヒ素濃度とカドミウム濃度に及ぼす影響
（湛水管理：水を張った状態を保つ、間断灌漑：水がなくなったら入れるを繰り返す、
中干し：田面水を排水し土壌を乾燥させる）

NIAESトピックスNIAESトピックス
アジアの作物生産と水資源問題のための の活用
　アジアでは急激な人口増加に伴う食糧増産と土壌・水資

源保全が喫緊の課題となっています。このワークショップは、

作物生産予測や土壌・水資源管理シナリオ策定などに世界

中で広く使用されている水・物質動態予測モデルSWAT

（Soil and Water Assessment Tool）のアジア地域への適用

を進め、アジアの食糧問題や環境問題の解決に活用するた

め、2015年10月20日から4日間つくば農林ホールで開催し

ました。第4回国際SWATアジア会議とも位置づけたワーク

ショップには、アジアからの一般参加が多くあり、12か国（マ

レーシア、中国、ベトナム、インド、フィリピン、米国、インドネ

シア、カナダ、ドイツ、エジプト、チュニジア、日本）から82名

が参加しました。議論の中心は、SWATを水田流域に適用す

るための改良やモンスーンアジア地域の農業実態に即した

SWATの活用などでしたが、SWAT以外のモデルや流域モ

ニタリング等の講演もあり、SWAT研究者と非SWAT研究者

との間で、有意義な議論が行われました。最終日には、霞ヶ

浦流域内のエクスカーションを行い、海外の研究者に霞ヶ

浦流域の農業、水質問題を理解していただく良い機会とな

りました。

（物質循環研究領域　江口 定夫、阿部　薫）

イネの高温障害について 世界の研究者が集結

　近年の温暖化により、世界の高温稲作地域では、開花期

の高温による不稔や登熟期の高温による収量・品質低下と

いったイネの高温障害が発生しており、今後その激化が懸

念されています。しかし、高温障害に直接関与する穂のすぐ

周辺である水田群落「内」の微気象は従来観測対象としてき

た群落「上」とは異なるため、そのギャップが高温障害の発

生要因の解明や正確なリスク評価

を妨げていました。このような背景

から、農環研は2009年のMARCO

シンポジウムを契機として国際的

な耕地微気象観測ネットワーク

（MINCERnet）を組織し、アジアや

アフリカ等の10か国で水田群落内

の気温・湿度や高温障害の実態を

モニタリングしてきました。

　それから6年目となっ

た2015年11月24～26

日、農環研は国際農林水

産業研究センターとの共催でMARCOサテライトワークショ

ップ「国際的な耕地微気象観測網による気候変動下のイネ

高温障害リスク評価の革新」を開催しました。

　ワークショップでは、MINCERnetの国内外の研究協力者

が一堂に会し、世界のコメ生産地における水田熱環境と高

温障害について最新の成果が紹介されました。また、これま

での結果を総括するとともに、将来の適応策技術の開発や

今後懸念される高温と乾燥の複合ストレスなど新たな問題

の解決に向けたMINCERnetの研究方向について活発な議

論が行われました。

（大気環境研究領域　吉本 真由美）

きっきん
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第13回環境研究シンポジウム
2050年の地球と暮らし
－環境技術と地球規模課題－

NIAES トピックス

　環境研究シンポジウムは環境研究機関連絡会が毎年開

催しているもので、13回目となる今年度は、11月10日（火曜

日）に一橋大学（東京都千代田区）で、11の講演と100題に

及ぶポスター展示をおこないました。今回は、2050年に地

球と私たちの暮らしがどうなっているかについて、各研究機

関の第一線の研究者が研究成果を発表しました。農業環境

技術研究所は、連絡会の参加団体として、西森基貴上席研

究員が「2050年の食料生産変動予測に向けて」を講演する

とともに、最近の研究成果8題をポスターで紹介しました。

　環境研究機関連絡会は、環境研究に携わる国立、国立研

究開発法人及び国立大学法人の研究機関が情報交換し、

環境研究の連携を緊密にするため、平成13年に設置され、

現在、13研究機関が参加しています。

（連携推進室長　中野 正久）

報  告

生分解性プラスチックと分解酵素の活用シンポジウム
酵素処理ですぐに分解
畑で分解する農業用マルチフィルム

NIAES トピックス

　畑作に欠かせないマルチフィルムの多くはポリエチレン

製で、使用後の回収に手間と処理費用がかかります。けれど

も、生分解性プラスチック製のマル

チフィルムを使えば、回収と処理の

必要がありません。作物を収穫した

後に畑にすき込むと、土の中の微生

物によって分解されるためです。

　農業環境技術研究所では、11月

13日（金曜日）に表記のシンポジウ

ムを開催し、日本の野菜作りの状況や生分解性マルチの利

点を学ぶとともに、マルチ使用後に分解が遅い場合に、酵素

処理で生分解性マルチの分解を促進する技術の開発をめ

ざして、研究の進ちょく状況を報告しました。会場からは、酵

素を安価で大量生産できて、容易に使えるように早くなって

ほしいといった要望がありました。

（生物生態機能研究領域　北本 宏子）

報  告

農業環境技術公開セミナー in 秋田
環境と食の安全を守る農業環境研究

NIAES トピックス

　農業環境技術研究所では、研究成果を社会に発信し、そ

の普及にかかわる地方自治体との連携を深めるため、公開

セミナーを毎年開催しています。今年度は、秋田県農業試験

場の共催、農研機構東北農業研究センターの後援により、

秋田県農業試験場講堂で開催し、70名余りの方に参加いた

だきました。セミナーでは、環境保全型農法の評価手法や農

産物に対するカドミウムのリスク低減技術などについて、5

名の研究者が紹介しました。会場からは、放射性セシウムや

ヒ素など、カドミウム以外の有害化学物質のリスク低減に関

する研究開発状況など多くの質問が出されるとともに、開発

した技術を広く普及するための課題や方策などが議論され

ました。

（連携推進室長　中野 正久）

報  告

酵素散布1日後の
生分解性マルチ

農業環境技術研究所公開セミナー
農地にすむ生物の能力を利用したやさしい農業生産に向けて
生物が作る化学物質や酵素の働きと利用

NIAES トピックス

　農業生産には、作物を病気や害虫から守る農薬や、肥料、

プラスチック等の資材の利用が欠かせず、環境に負荷がか

かります。今後、美しい日本の風景を守り、農業を持続させる

ためには、環境負荷をおさえながら農業生産性を高める手

立てを考えていく必要があります。農業環境技術研究所では、

11月26日（金曜日）に表記のセミナーを開催し、病害虫や雑

草が発生しにくい栽培環境づくりや、農業資材の適切な利

用に、農地にすむ生きもの達の持つ能力を役立てる研究の

成果をご紹介しました。会

場からは「基礎研究から現

場の技術への応用がなされ

ており、とても参考になっ

た」「実用化が楽しみ」とい

った感想がありました。

（生物生態機能研究領域　北本 宏子）

報  告

第29回気象環境研究会
植物の環境応答について
分子生物学との連携をさぐる

NIAES トピックス
報  告

第15回有機化学物質研究会
農業環境をめぐる有機化学物質研究の昨日・今日・明日
－化学物質と環境との調和を目指して－

NIAES トピックス

　農環研は、この30年余、農薬等の有機化学物質による作

物汚染や生態系影響のリスクを評価し、低減、回避するため

の技術開発に取り組んできました。2015年11月5日の研究

会では、これまでの研究の足あとを振り返りながら、行政・関

連団体・地方公設試から現状における問題点と今後の課題

を提示していただきました。さらに、現在研究所が取り組ん

でいる研究とその展望についても紹介し、「食の安全」と「生

態系保全」に貢献する研究の推進について議論を深めま

した。

　研究会には、国立研究開発法人などの研究機関、地方公

設試験研究機関、大学、民間、関連団体、行政など多方面か

ら135名の方々に参加いただき、「様々な課題や研究の取組

みが紹介され、勉強になった」「過去～現在～展望という形

で農環研の研究の方向性を知ることができた」などの感想

や、「基礎研究のさらなる深化を望む」「現場に役立つ技術

への発展に期待する」などの励ましをいただきました。

（有機化学物質研究領域長　大谷　卓）

　11月20日に、つくば国際会議場で、第29回気象環境研究

会「気候変動に対する植物の応答とその分子生物学的な理

解に向けて」を開催し、大学や研究機関などから約100名に

参加いただきました。研究会では、東京大学の寺島一郎先

生による、地球環境変化と植物の生理生態に関する基調講

演に引き続き、当研究所の2名がイネの群落微気象の多様

性と野外での気孔の環境応答について話題提供をしました。

さらに4名の専門家から、気孔開閉の環境応答の分子機構、

イネの冷害発生メカニズム、作物生育モデルによる遺伝子-

環境相互作用の理解、野外での植物の遺伝子発現について、

最新の研究成果を講演いただきました。総合討論では、植

物の環境応答を野外で生態学・農業気象学的に調べる研究

と、おもに実験室でおこなう分子生物学的な研究との間の

今後の連携について、有意義な意見交換ができました。

（大気環境研究領域　桑形 恒男、宮田　明）

報  告

オスを惑わす「にせもの」の
フェロモンで害虫の繁殖を防ぐ
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（連携推進室長　中野 正久）

報  告

酵素散布1日後の
生分解性マルチ

農業環境技術研究所公開セミナー
農地にすむ生物の能力を利用したやさしい農業生産に向けて
生物が作る化学物質や酵素の働きと利用

NIAES トピックス

　農業生産には、作物を病気や害虫から守る農薬や、肥料、

プラスチック等の資材の利用が欠かせず、環境に負荷がか

かります。今後、美しい日本の風景を守り、農業を持続させる

ためには、環境負荷をおさえながら農業生産性を高める手

立てを考えていく必要があります。農業環境技術研究所では、

11月26日（金曜日）に表記のセミナーを開催し、病害虫や雑

草が発生しにくい栽培環境づくりや、農業資材の適切な利

用に、農地にすむ生きもの達の持つ能力を役立てる研究の

成果をご紹介しました。会

場からは「基礎研究から現

場の技術への応用がなされ

ており、とても参考になっ

た」「実用化が楽しみ」とい

った感想がありました。

（生物生態機能研究領域　北本 宏子）

報  告

第29回気象環境研究会
植物の環境応答について
分子生物学との連携をさぐる

NIAES トピックス
報  告

第15回有機化学物質研究会
農業環境をめぐる有機化学物質研究の昨日・今日・明日
－化学物質と環境との調和を目指して－

NIAES トピックス

　農環研は、この30年余、農薬等の有機化学物質による作

物汚染や生態系影響のリスクを評価し、低減、回避するため

の技術開発に取り組んできました。2015年11月5日の研究

会では、これまでの研究の足あとを振り返りながら、行政・関

連団体・地方公設試から現状における問題点と今後の課題

を提示していただきました。さらに、現在研究所が取り組ん

でいる研究とその展望についても紹介し、「食の安全」と「生

態系保全」に貢献する研究の推進について議論を深めま

した。

　研究会には、国立研究開発法人などの研究機関、地方公

設試験研究機関、大学、民間、関連団体、行政など多方面か

ら135名の方々に参加いただき、「様々な課題や研究の取組

みが紹介され、勉強になった」「過去～現在～展望という形

で農環研の研究の方向性を知ることができた」などの感想

や、「基礎研究のさらなる深化を望む」「現場に役立つ技術

への発展に期待する」などの励ましをいただきました。

（有機化学物質研究領域長　大谷　卓）

　11月20日に、つくば国際会議場で、第29回気象環境研究

会「気候変動に対する植物の応答とその分子生物学的な理

解に向けて」を開催し、大学や研究機関などから約100名に

参加いただきました。研究会では、東京大学の寺島一郎先

生による、地球環境変化と植物の生理生態に関する基調講

演に引き続き、当研究所の2名がイネの群落微気象の多様

性と野外での気孔の環境応答について話題提供をしました。

さらに4名の専門家から、気孔開閉の環境応答の分子機構、
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（大気環境研究領域　桑形 恒男、宮田　明）

報  告

オスを惑わす「にせもの」の
フェロモンで害虫の繁殖を防ぐ
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つくば科学フェスティバル2015
国際土壌年にちなみ「土の不思議」を出展

NIAES トピックス

　10月31日（土曜日）と11月1日（日曜日）に、つくばカピオ

（茨城県つくば市）で「つくば科学フェスティバル2015」が開

催され、農業環境技術研究所は、「土の不思議」というテー

マで出展しました。

　つくば科学フェスティバルは、青少年が楽しみながら科学

の楽しさや大切さを学ぶ機会として、つくば市などが毎年開

催しているものです。2015年も、市内の多くの研究機関や

学校・団体が、科学実験や体験・展示

などを実施しました。農環研は、研

究所のほ場に穴を掘って採取し

た高さ6mに及ぶ巨大土壌断面標

本（土壌モノリス）を中心に、さまざま

な種類の土壌モノリスの展示と

解説をおこない、土壌生物の観

察を楽しんでいただきました。

　また、となりのブースでは、つく

ば市立茎崎中学校との共同企画

として「光る泥だんごをつくろ

う！」を出展し、科学部の生徒た

ちがたくさんの来場者に、光る泥

だんご作りを指導しました。これ

は、つくば市が進める研究所と学校との連携企画の一環と

して、土壌に関する出前レクチャーをおこなった成果です。

（広報情報室　広報グループ）

報  告

アグリビジネス創出フェア2015
NIAES トピックス

　「アグリビジネス創出フェア」は、農林水産・食品分野の研

究成果を広く社会に普及させるため、研究機関と他の研究

機関・民間企業との連携を促す場として、農林水産省が毎年

開催しているものです。今年度は11月18日（水曜日）から3

日間、東京都江東区の東京ビッグサイトにおいて開催され、

148機関からの出展、3万5千人の参加者（主催者発表）が

ありました。農業環境技術研究所は、このフェアの後援団体

として出展し、日本及び世界の食料生産変動予測、環境保

全型農業の生物多様性保全効果の評価手法、カドミウムを

吸収しないイネ品種の開発、農地土壌の放射性セシウム濃

度推定図などについて、パネルや実物展示により紹介しま

した。

（連携推進室長　中野 正久）

報  告

農環研サイエンスカフェ
おはようからおやすみまでに潜むリスク

NIAES トピックス

　1月17日（日曜日）、第8回 農環研サイエンスカフェをつく

ば総合インフォメーションセンター（交流サロン）（BiViつく

ば2階）で開催し、有機化学物質研究領域の永井孝志 主任

研究員が、23人の参加者と、日常生活のリスクについて話を

しました。

　会場では、リスクに対する感じ方を参加者に聞いたりしな

がら、たとえば、食生活では塩分のとりすぎや肥満などが大

きな死亡リスクであること、家庭内では入浴のリスクがとくに

大きいこと、リスクの感じ方はさまざまな心理的な要因で左

右されることなどが紹介されました。アンケートでは、「リスク

についての考え方、見方が変わっておもしろかった」、「恐怖

そのものが大きなリスクであることに驚いた」など、さまざま

な感想をいただきました。また、「化学物質のリスクについて

知りたかった」という要望も複数寄せられ、今後の企画の参

考にしたいと思います。

（広報情報室　広報グループ）

報  告

リスクの大きさと受け入れの可否を
直感で選んでもらいました

前列左から　岡田、櫻井、理事長、永井

平成27年度（第8回）
農環研若手研究者奨励賞

NIAES トピックス

職員の部：

有機化学物質研究領域　永井 孝志 主任研究員　
　水田で使用する農薬は、かんがい水と共に河川に流出し

やすく、水生生物に悪影響を与える恐れがあります。一方で、

近年では農薬の使用量を低減する環境保全型農業が推進

されています。そこで永井研究員は、農薬を減らす、低毒性

の農薬に切り替える、農薬の使用方法を変える、などの様々

なリスク低減対策の効果を定量化し、相互に比較可能なリ

スク指標を開発しました。また、このような解析を網羅的に

行うための情報基盤を整備しました。
　

職員の部：

生態系計測研究領域　櫻井　玄 任期付研究員　
　地球規模で環境が変化する中、土壌・大気環境の変動に

対して農業生態系がどのように反応するのかを明らかにす

ることは、将来の食料生産のリスクを予測し、適切な適応策

を検討するうえで欠かせません。そのため、世界の作物の生

産性を予測するモデルや土壌深部の二酸化炭素の発生を

予測するモデル、作物のミネラル吸収過程をシミュレートす

るモデルなど、様々な数理モデルを計算機統計学的な方法

を使って開発しました。

特別研究員の部：

大気環境研究領域　岡田 将誌 農環研特別研究員
　気象条件が作物の生長・収量に与える影響をシミュレー

ションする既存の作物生産性モデルでは、水資源量の変動

はモデルの外部から与えます。このため、気候変化によって

水循環の変化や水資源量の減少が生じた際に、流域内の水

資源を地域や作物間でどう分配するか、その結果作物生産

がどう変化するかなどを扱うことが困難でした。そこで、日単

位で作物生育の水需要を推定し、水資源の制約の影響を考

慮しつつ、作物生育・収量をシミュレーションできる世界作

物生産性モデルを開発しました。

報  告

日本農学進歩賞 受賞
NIAES トピックス

報  告

　生物多様性研究領域の田端 純 主任研究員が、公益財団

法人農学会の第14回 日本農学進歩賞を受賞しました。

　この賞は、「農林水産業およびその関連産業の発展に資

するために、農学の進歩に顕著な貢献をした者を顕彰する」

もので、広義の農学分野から、毎年10人程度の若手研究者

が選ばれています。受賞業績の概要は次のとおりです。

性フェロモン剤の抵抗性現象の解明と新規製剤の
開発に関する研究
　害虫の交尾行動を阻害する交信かく乱剤（フェロモン剤）

の感受性が低下する現象（抵抗性）を実験的に証明し、その

要因を行動学・遺伝学・生理生化学的に解明しました。さら

に農業被害が急増している重要害虫コナカイガラムシ類の

性フェロモンの構造解明・合成に成功し、新規フェロモン剤

を開発しました。これらの成果はフェロモンをベースとした

環境調和型害虫管理技術の開発に大きく貢献するものです。

（広報情報室）

　農業環境技術研究所では、毎年、研究所に勤務する40歳以下の研究職職員および農環研特別研究員（いわゆるポスドク研

究員）の中で、とくに優れた業績をあげた者を表彰しています。今年の受賞者と受賞業績の概要を紹介します。

（広報情報室）
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の感受性が低下する現象（抵抗性）を実験的に証明し、その

要因を行動学・遺伝学・生理生化学的に解明しました。さら

に農業被害が急増している重要害虫コナカイガラムシ類の

性フェロモンの構造解明・合成に成功し、新規フェロモン剤

を開発しました。これらの成果はフェロモンをベースとした

環境調和型害虫管理技術の開発に大きく貢献するものです。

（広報情報室）

　農業環境技術研究所では、毎年、研究所に勤務する40歳以下の研究職職員および農環研特別研究員（いわゆるポスドク研

究員）の中で、とくに優れた業績をあげた者を表彰しています。今年の受賞者と受賞業績の概要を紹介します。

（広報情報室）
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　さる11月30日(月曜日)、森山農林水産大臣が、つく

ば地区の５つの国立研究開発法人を訪問され、生産

性向上等のための技術開発の現場を視察されました。

　農業環境技術研究所では、低層自律飛行システム

（ドローン）による作物の生育診断の研究についてご

説明し、研究所内のほ場で生育診断を実演しました。

　大臣はこの技術によってもたらされる農業生産の将

来像について熱心に質問され、これに対して担当研究

者は、農地の特性や作物の状態に応じた効率的な管

理が可能となり、高品質な作物を省力的に生産できる

ようになると回答しました。

（生態系計測研究領域長　鳥谷　均）

　なお、森山大臣は、森林総合研究所ではCLT（直交集成板）の研
究開発、農研機構中央農業総合研究センターでは農作業ロボット、
野菜茶業研究所では植物工場、農業生物資源研究所では植物遺伝
資源の超低温保存施設、国際農林水産業研究センターでは屋内型
エビ生産システムを視察されました。

森山農林水産大臣のご視察

報  告

ドローンの性能や有効性について質問される大臣（中央）観測データを使って生育診断用の画像を作成し、測定結果を説明しました

研究所内のコマツナ畑の上空を、あらかじめ設定した経路
どおり自律飛行させました
ドローンには多波長センサが搭載されており、この観測データ
を使って生育診断をおこないます




