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農環研ニュース

ものを見るこころ、感じるこころ
NPO田舎のヒロインわくわくネットワーク 　理事長 　山崎　洋子

（農業環境技術研究所・評議員）

が中学校に入った夏休みのこと、家中のバ

ケツが消えたことがありました。

裏庭に洗濯物を干しに行くと、3分の2ほど水が

入った青いポリバケツが並んでいて、そのうちの

いくつかには新聞紙のふたがしてありました。「こ

んなにたくさんのバケツに水張ってどうするの？」

と聞くと、「生物がどうやって発生するか見たかっ

たの」そういって、毎日バケツの水を覗いていま

す。「ひとつはうちの井戸水。ひとつは三国の水道

水。もうひとつは田んぼの水と、その横の小川の水。

生き物が本当に水の中から発生するのか、どんな

水から発生するのか。それとも他から飛んでくる

のか。バケツに新聞紙でふたをしたものとしない

もの、藻や草をいれたものといれないものと比べ

て調べているの。」その答えがどうなったのか、夏

の仕事に追われてすっかり忘れてしまいましたが、

何もなかったバケツの水の中にアメンボウやボウ

フラが泳いでいたのを覚えています。生き物がど

こからどうやって発生するのか、私には今でも不

思議でたまりません。

稲刈りが終わって、干からびた田んぼの切り株

の根元で虫たちが鳴き、霜が降るころにはその姿

を隠し、田んぼは雪の下で冬を越します。春にな

ると、土に肥料を与え、再び水が張られ、早苗が

揺れ、その合間をいつの間にかどうやって発生し

たのか、今までいなかったみずすましやアメンボ

ウやおたまじゃくしが泳ぎ回ります。稲が伸びて、

こどもたちが夏休みに入るころ、白い小さな花を

つけ、やがて穂をつけてお米が実る。そのお米を

食べることによって私たちの命は繋がり、田んぼ

が維持され、生き物たちも生きています。食べも

のと命と自然の環境と切っても切れないつながり

の中で私たちは生きている。でも、それが当たり

前になっていて、当たり前のことは心の目で見よ

うとしない限り見えません。

夏の時期、稲穂を渡る田んぼの風のやさしい涼

しさ。稲の葉を食べるクサキリバッタやウンカ。

ウンカを食べるクモ。おたまじゃくしから孵った

蛙。蛙を狙う白鷺やごい鷺、トンビ。稲株の下で

は壮絶な生き物たちの戦いがあります。

私たちが生きる中で大切なものを見失ったとき、

自然の足下のなかに生きる原点があり、私たちの

働く農業の現場は私たちにいつも大切なことをみ

せてくれます。今、起きている現象や事象の中に

ひそむ何故だろうという疑問や心が探究心を生み、

知識を求め、その意味や原因を教えてくれます。

心の目を開いて日常を見、自然の声に心を傾け、

一つひとつの問題をどうしたらよいか考え、行動

する。それが知恵であり、生きる力です。

経済論理が先行する中、今、生きる力が学校教

育の中や日々の生活、学問の中でも見落とされ、

知識が何のための知識なのかが忘れられ、生きる

力となる知恵は生活の中から見失われてしまって

います。見失った生きる力を取り戻すには数多く

の現場体験がなければ育ちようがないことを農家

の女性たちは肌で感じています。

子供のころの疑問が大人になってわかってくる

ことが往々にしてあります。その疑問が与えられ

た疑問なのか、自由な発想による疑問なのか。農

家の女性たちは自由な発想の疑問をたくさん持っ

ていますが、知識を体系付けて考えるということ

は苦手です。

このたび師走のあわただしさを前に、農業環境

技術研究所と私たち田舎のヒロインわくわくネッ

トワークの交流会の実現のきっかけとなったのは、

この知恵と知識の交流をきっかけに現場と研究者

をつなぐという試みがあったからです。知識をた

くさん身につけた研究者の方々が現場の農家の自

由な発想の女性たちに接し、これからの世の中の

ためになる研究をなさってくださることが、日々

の仕事をやりくりして日本の北から南から参加し

た私たちの本望です。こういう試みが将来の様々

な問題解決の糸口となることを確信しているから

です。

娘

福井県坂井市三国町陣ヶ岡　おけら牧場
やまざき　ようこ
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農環研ニュース

はじめに

農薬による河川や湖沼などの生態系への影響は、

単一の生物種を用いた急性毒性試験の結果から評

価されています。一方、より現実的な評価手法と

して地域性を考慮した群集レベルの影響評価が求

められています。河川生態系の重要な一次生産者

である珪藻の群集レベルでの影響評価については、

従来の方法では、評価対象地点の珪藻群集を構成

している個々の種に対して個体レベルの試験を繰

り返し行い、その結果の積み重ねにより群集レベ

ルへの影響を予測するというものです。そのため、

多大な労力と長い期間を要します。そこで、河川

および水田を評価対象地点として、珪藻群集全体

の除草剤感受性を簡易に検定する手法を開発しま

した。

試験生物の調製

河川の場合は、珪藻の群集を石の表面から歯ブ

ラシを用いてこすり取り、遠心分離および洗浄を

行った後、直接除草剤感受性を検定します。水田

の場合は、直接珪藻群集を採取することは困難な

ため、土壌中の珪藻を短期間前培養した後、河川

の場合と同様に検定を行います（図１）。この手法

により、これまで多大な労力を要していた純粋な

培養株の確立作業を省くことができます（図２）。

研究トピックス
珪藻の除草剤感受性を群集レベルの生育速度により簡易に検定する

有機化学物質研究領域　　石原　悟（現：農薬検査所）

図１　試験生物の調整法

（a）河川珪藻群集

（b）水田土壌中珪藻群集
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農環研ニュース

珪藻の除草剤感受性を群集レベルの生育速度により簡易に検定する

感受性の検定方法

感受性検定には、試験容器として96穴のマイク

ロプレートを使用します。珪藻群集の生長は、ク

ロロフィルaの吸光度により測定します。さらに、

試験開始後、24時間から96時間の間における生

長速度の阻害を測定すると共に半数生長阻害濃度

（24-96h ErC50）を算出し、これを珪藻群集の除

草剤感受性値とします。この手法は、確立した培

養株に対して個々の検定を行う従来法に比べ、測

定の際の時間と手間の大幅な削減が可能となりま

す（図２）。

河川珪藻群集のトリアジン系除草剤感受性

河川上流部（桜川流域の源流部）及び中流域（同

農村部）からそれぞれ採集した珪藻群集を用いて、

日本の水田で使用されているトリアジン系除草剤の

一つであるジメタメトリンの感受性を検定しました。

ジメタメトリン感受性は、水田排水の影響を受け

ていない源流域と比べトリアジン系除草剤を使用

した水田から感受性の低下した珪藻が流出してい

ると考えられる中流域で低いことが明らかとなり

ました（図３）。従来法と本手法の結果は同じ傾向

を示すことから、本手法が群集レベルでの影響評

価手法として利用できることが示されました。

おわりに

珪藻は水系生態系において一次生産者として重

要な役割を果たしているにもかかわらず、農薬等

化学物質が珪藻に与える影響についてはこれまで

知見が少ししかありませんでした。本手法を使用

することにより、除草剤が珪藻群集へ及ぼす影響

を簡易に評価することが可能となり、水系生態系

へ及ぼす除草剤の影響を精度良く評価できる高次

のリスク評価法としての貢献が期待されます。

図３　河川における珪藻のジメタメトリン感受性（24-96h ErC50による比較）
（A：群集レベルの評価　B：個体レベルの評価）

図２　珪藻を用いた感受性検定方法のスケジュール
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研究トピックス

アオコの増殖抑制植物を検定する「リーフディスク法」の開発

生物多様性研究領域　　藤井　義晴

はじめに

農業用水として利用されてきたため池では、農

業従事者の高齢化や社会システムの変化に伴い、

富栄養化による水質の悪化が進行し、ラン藻類の

異常増殖、すなわちアオコなどの社会問題が発生

しています。

アオコとはラン藻類が異常増殖して、水面に緑

色のクリーム状の膜となったものです。アオコは、

異臭発生や浄水管理における「ろ過」障害にとどま

らず、アオコを形成する主要なラン藻であるミク

ロキスティスやアナベナが有毒物質ミクロキスチ

ンを産出することによっても深刻な影響を及ぼし

ます。イギリスではミクロキスチンを含んだ水を

農業用水としてジャガイモ畑に散布したため、葉

が全部枯れてしまう事件が発生しました。これま

でのところ、日本ではミクロキスチンによる農業

被害は顕在化していませんが、異臭の発生や水質

管理に加えて、今後この毒素が生態系や人間に及

ぼす影響が問題となる可能があります。

植物でアオコを抑えられるか

湖沼管理および湖沼水質の保全は、これまでは治

水と利水を目的に行われてきましたが、今後は生態

系機能や生物多様性等の自然環境に配慮する必要が

あると考えられます。このような管

理において、植物の有する浄化能力

を活用した手法が注目されています。

たとえば、アオコを抑制する作用の

ある水生植物を導入する方法は、ア

オコを抑制するだけでなく、発生原

因となる窒素やリンなどの栄養素も

吸収してくれる利点があり有望な方

法ですが、2005年からの「特定外来

生物被害防止法」の施行に伴い、外

来水生植物の導入には慎重な検討が

必要です。

一方、現場のため池では、周辺に樹木が多いほど

アオコの発生が少ない現象が観察されており、樹木

の落葉によるアオコの発生抑制が示唆されています。

在来の樹木の葉を用いた方法は生態系への悪影響が

少ないと考えられます。そこで、植物が持っている

天然の化学物質が他の生物に及ぼす作用であるアレ

ロパシー（allelopathy、他感作用）に着目し、ため

池周辺に生育する植物の葉に含まれる成分によるア

オコを構成するラン藻類の増殖阻害作用を調べる手

法を開発し、この手法を用いて有効な植物を検索し

ました。

リーフディスク法の開発

ラン藻類の増殖を抑制する化学物質（他感物質）

を有する植物を検索するために、抗生物質の検定

法であるペーパーディスク法に準じて、植物葉に

含まれる成分によるアオコ抑制阻害を測定する生

物検定法（リーフディスク法）を開発しました。ペー

パーディスク法で用いる紙ディスクの替わりに、

樹木の葉をパンチで円形に打ち抜いたもの（リー

フディスク）を用いて、植物葉から出る物質がラ

ン藻の生育に及ぼす影響を寒天培地上で評価する

ように改良したものです。検定手法のあらましを

図１に示しました。
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農環研ニュース

アオコの増殖抑制植物を検定する「リーフディスク法」の開発

まず、寒天を固めた平板の上に、国立環境研で

純化されたラン藻Microcystis aeruginosa NIES-88

株（ミクロキスチン生産株）を包埋した0.5% の

寒天を重層します。次に、リーフディスクパンチ

でくり抜き、UV照射によって表面に滅菌処理を施

したリーフディスクを寒天の表面に並べ、シャー

レを密封して7日間培養します。植物にラン藻に

対する抑制作用がある場合、リーフディスク周辺

にラン藻コロニーに対する阻止円が生じますので、

その大きさや形状で増殖抑制効果を判定しました。

リーフディスク法を用いたアオコを抑制する植物の検索

実際に兵庫県のため池周辺で採取した22種の

落葉広葉樹のリーフディスクを用いて、アオコ

抑制作用のある植物の検索を行いました。その

結 果、 ユ キ ヤ ナ ギ(Spiraea thunbergii Sieb. ex 

Bl.)、ヤマウルシ（Rhus trichocarpa Miq.）、アベ

マキ（Quercus variabilis Blume）、アカメガシワ

（Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. Arg.）、ナツ

ハゼ(Vaccinium oldhami Miq.)等、で、くっきりと

した大きな阻止円が、再現性よく観察されました

（図２）。図１左下の写真は、ヤマウルシによる阻

止円を示しています。これらの落ち葉にはラン藻

類の増殖を抑制する他感物質が内在している可能

性が高いと考えられます。

今後の方向

今回開発したリーフディスク法では、リーフディ

スクの表面積を一定にしたため、葉の面積あたり

の抑制効果となっています。今後、現場への応用

を考えるとすれば、植物ごとの落葉の量なども考

慮しなければなりませんが、アオコを抑制する植

物を一次選抜する手法としては有効な方法と考え

ています。

概して、ヤマウルシ、アカメガシワ、ナツハゼ

などのウルシ科、トウダイグサ科、ツツジ科の植

物が強いアオコの生育阻害活性を示しました。こ

れらの植物の多くは有毒植物として知られている

植物でもあります。また、ユキヤナギは日本在来

種で有毒植物ではありませんが、強力な植物生長

阻害物質シスケイ皮酸誘導体を含んでいることが、

農業環境技術研究所において発見されています。

このような植物の落ち葉がため池に入って水面に

浮かぶことでアオコを抑制することができる可能

性が考えられます。

しかし、このような植物は、在来植物であっても、

現地のため池で実際に植樹して、その落ち葉を利

用したアオコ抑制に活用するように農家や自治体

に薦めるためには、今後，選抜された植物を用いた、

ため池での実際のアオコ抑制効果の検証が必要で

す。また、効果が高い場合でも、ため池およびそ

の周辺の生態系に及ぼす総合的な評価が必要です。

なお、現在、全国でいちばんため池の多い兵庫県

の研究機関と自治体の協力を得て、選抜された樹

木落ち葉を用いて、実際のため池においてこれら

の植物でアオコを抑制するための試験を行ってい

ます。

このようにして、最も実用的な植物が選抜され

た場合には、その植物に含まれるアレロパシーに

関与する物質（他感物質）を単離・同定し、その

物質の作用機構を明らかにする必要があります。

また、この他感物質が実際に水中に分泌されて現

場でどのように作用し、その後どう分解されるか

についても明らかにする必要がありますが、今後、

選抜された植物を用いて、現場での実用的なアオ

コ抑制につながる技術を完成させたいと考えてい

ます。

図２　 兵庫県のため池周辺から採取した樹木落葉によるアオコ
増殖抑制効果のリーフディスク法による検定
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研究トピックス

130年にわたって採集された微生物さく葉標本の目録の作成と公開

（現：*畜産草地研究所、**東北農業研究センター）
生物生態機能研究領域　　對馬　誠也 ・ 小板橋　基夫 ・ 吉田　重信 ・ 田村　季実子 ・ 月星　隆雄* ・  篠原　弘亮**

はじめに

糸状菌（かび）の分類研究では、標本は不可欠

です。特に植物に寄生するかびの新種記載時には、

かびが寄生した植物葉を乾燥押葉にした標本（以

下、微生物さく葉標本、図１）として保管する必

要があります。農業環境技術研究所には、旧農商

務省農事試験場時代（明治期）から数多くの微生

物さく葉標本が収められています。しかし、今ま

でこれら標本の目録がなく、そのことが標本その

ものやその情報を活用する上で大きな支障となっ

ていました。そこで、当所が所蔵する全微生物さ

く葉標本の目録を作成するとともにWeb上で公開

することとしました。

　　

「農業環境技術研究所　所蔵微生物さく葉標本目録」

の概要

農業環境技術研究所で所蔵する、1876年から収

集・保存されている微生物さく葉標本7204点（表

１）に含まれる、菌種365属1477種、寄主植物

621属1322種について基本標本情報として微生物

種名、異名、病名、寄主植物和名、学名、採集地

などを整理した標本目録を作成しました。またそ

れらをデータベースとして加工し、Webサイト上 

(http://www.niaes.aff rc.go.jp/inventry/microorg/

specimen/index.html）で公開しました（図２）。

利用者は、Web上で、①タイプ標本類、②Sydow

氏ら標本、③一般さく葉標本、④日野氏ブラジル採集

標本、⑤キノコ類標本、⑥全標本（①～⑤すべて）の

中から希望する項目を選ぶことができ、それぞれ項目

から検索が可能です。以下にその内容を紹介します。

① タイプ標本類（46点）：正基準標本（ホロタイ

プ）13点とともに、指定された副基準標本（ア

イソタイプ）２点、および重複標本（パラタイプ）

１点を収録しています。

②  Sydow氏ら標本（254点）：P.Sydow氏、N.G.

Lagerheim氏ら著名な菌学者によって、スウェー

デン、ドイツ、オーストリアなどで収集された野

草類のクロボ菌およびさび菌の標本です。

③ 一般さく葉標本（6611点）：主として日本で採

集された微生物さく葉標本で、これらを宿主植

物学名のアルファベット順、同一植物で複数の

標本がある場合は寄生する微生物の学名のアル

ファベット順に整理したものです。この中には、

日本で植物学名を最初に記載した植物分類学者

である牧野富太郎氏が収集した微生物標本７点

も含まれます。

④ 日野氏ブラジル採集標本（196点）：日野稔彦氏

（元農業技術研究所）が1974-1975年にブラジ

ルのルイス・デ・ケイロス農学校（ESLAQ）に

図１　微生物さく葉標本
上図：パケット（標本袋）
下図：パケット中のさく葉標本

表１　収録されている標本の種類

標本の種類 点数

タイプ標本類 46
Sydow氏ら標本 254
一般さく葉標本 6611

日野氏ブラジル採集標本 196
キノコ類標本 97

計 7204
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130年にわたって採集された微生物さく葉標本の目録の作成と公開

滞在中、その周辺地域で採集した標本です。

⑤ キノコ類標本（97点）：1957-1965年に国内で

採集されたもので、学名のアルファベット順に

整理しました。

なお、これらの標本については標本が採取され

た当時の旧地名が記載されていることが多いため、

パケット（標本袋）に記載されたままの地名を収

録し、現在の地名には変更していません。このた

め、タイプ標本類およびキノコ類標本については、

採集府県名および市町村名等を掲載しましたが、

一般標本とSydow氏らの採集標本などの採集地名

は、牧野標本館（首都大学東京）の例に従い「ラベ

ル地名（原記載を加工せずにそのまま記載したも

の）」欄を作成し掲載してあります。

目録の利用方法と注意点

本目録に関しては、入力されているすべての項

目に関してキーワード検索をかけることができま

す。また、画面上のサンプルの順番を項目毎に「昇

順ソート」や「降順ソート」で指定することが可能

です。それぞれのサンプル情報は通常列として入

力してありますが、「詳細」をクリックすることに

より、その内容を縦方向に整理した状態で１画面

で確認することが可能です。

なお、前述の通り本目録の一部の採取地につい

ては、パケットに記載された地名を入力していま

す。そのため、現在の住所を知ることができない

ものもあるので、注意が必要です。

おわりに

標本は糸状菌などの微生物の分類に不可欠であり、

本目録は糸状菌の分類研究に貢献すると考えます。

また、本目録は、わたしたちが取り組んでいる

微生物インベントリー（microForceと命名：http://

www.niaes.aff rc.go.jp/inventry/microorg/index.

html）の一つの貴重な微生物情報でもあります。

本目録は、このmicroForceのサイトからも利用可

能です。microForceサイトでは他の微生物情報も

得られるため、本目録と他の微生物情報も合わせ

て活用するとさらに多くの情報が得られるものと

確信しています。

図２　微生物標本目録公開Webサイトのトップ画面
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所内トピックス
農業生産者NPO「田舎のヒロインわくわくネットワーク」と
農環研研究者との意見交換・交流会

（連携推進室長　　井上　恒久）

NPO法人「田舎のヒロインわくわくネットワー

ク」は、農家・農村・農業に携わる女性達の全国

的ネットワークです。11月30日の午後～ 12月１

日午前にかけて、同法人に所属する全国各地のメ

ンバーの中から24名の方々が来所し、農環研研究

者と下記のようなプログラムで意見交換・交流会

を開催しました。

「わくわくネットワーク」からは、農業と環境に

ついて日頃生産者として感じていること、疑問に

思っていることについて、話題提供と問題提起を

していただきました。農環研からは農業現場にか

かわりの深い環境問題についての研究を紹介する

とともに、研究結果等をふまえて質問にお答えし

ました。また、２日目の朝に短時間ではありまし

たが展示室や研究施設を見学して頂きました。

このような生産者との意見交換会は当研究所と

しては初めてのことでした。平成18年度に開始さ

れた第３期科学技術基本計画においては、「研究内

容や成果を分かりやすく国民に説明すること」、「国

民のニーズを研究者等が共有するための双方向コ

ミュニケーションの推進」が重視されていますが、

農業現場をふまえた鋭くかつ深みのある問題提起

について意見交換が行えたことは、「双方向コミュ

ニケーション」を推進していく上で大変有意義で

した。

○当日のプログラム：

（１） 開会あいさつ　佐藤洋平農環研理事長およ

び山崎洋子ネットワーク理事長

（２） 「わくわくネット」からの問題提起と農環研

からの研究紹介、質疑

① 「天敵生物」梶谷きよみ氏（広島県三原市：

 ハーブ、七草生産）

「環境保全型農業」－植物保護研究の現状－

（平井一男研究領域長）

② 「水と植物と環境」岩田康子氏（滋賀県大津市：

ブルーベリー生産、レストラン経営）

「地下水と河川水の硝酸汚染」（菅原和夫研究領域長）

③「作物環境と地球温暖化」越 信子氏（長野県  

　 須坂市：巨峰、リンゴ生産）

「温暖化と農業」（野内 勇研究領域長） 

④「遺伝子組換え作物」江原美津子氏（群馬県高

崎市：養豚）

「遺伝子組換え作物の安全性評価」（塩見敏

樹研究コーディネータ）

⑤「果樹と農薬」田中 泉氏（長野県中野市：リ      

　 ンゴ、桃生産）

「どうして農薬を使うの？」（與語靖洋研究

領域長）

⑦「水俣と土壌汚染」吉野啓子氏（熊本県水俣市：

茶生産・販売）

「農作物のカドミウム汚染の抑制」（小野信

一研究領域長）

（３） ディスカッション

（４） 閉会あいさつ　上路雅子農環研理事

○ 質疑とディスカッションで議論された問題点・

要望の紹介：

・ 研究内容や成果を、ビジュアルにわかりやす

く知らせてほしい

・ 環境にやさしい農業技術を生産者が選択する

ための指標がほしい

・ 有機農業や畜産廃棄物のリサイクルが環境に与

える影響については、もっと多面的にメリット、

デメリットを把握して評価する必要がある

・ 地球温暖化が作物（果樹、野菜、米等）の生

産に与える影響を予測してほしい

・ 遺伝子組換え作物を開発・利用することには、

どのようなメリットがあるのか

・ 土着の天敵生物の働きを活用するための方法

を教えてほしい
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所内トピックス

第４回環境研究機関連絡会成果発表会「広がる環境研究フロンティア」

環境問題はその内容自体がいろいろな分野にま

たがっているので、それぞれの専門領域の中にと

どまらず、さまざまな視点を集めて研究を進めな

ければなりません。また、環境研究に関する多様

なニーズに応え、効果的あるいは効率的に研究を

進めてゆくためには、様々な研究領域の研究者が

共通の情報交換の場を設けて、より一層の連携・

協力を緊密に行ってゆくことが必要となります。

このような考えのもと、環境関係の12の国立・独

立行政法人の研究機関（表）が集まって構成され

たのが「環境研究機関連絡会」で、研究機関同士の

情報交換や連携の密接化を図るために活動してい

ます。

同連絡会では、現在問題となっている環境諸問

題の解決に向けて各研究機関が行っている研究を

広く一般市民の皆さんに紹介するとともに情報や

意見の交換を行うため、「成果発表会」を開催して

おります。第4回となる今年は、「広がる環境研究

フロンティア」と題して11月28日（火）、つくば

国際会議場（エポカルつくば）で開催されました。

今年の成果発表会は「広がる環境研究フロンティ

ア」と題され、「環境汚染から守る技術を開発す

る」「環境が持つ機能を理解する」「環境を予測・

モデル化する」「地球温暖化の現象を解明し対策を

考える」の4部構成で11トピックの講演が行われ

ました。農業環境技術研究所からは、「環境汚染か

ら守る技術を開発する」のパートの中で、小野信

一土壌環境研究領域長が「化学的洗浄法とファイト

レメディエーションによるカドミウム汚染土壌の

修復」の講演を行いました。具体的には、農産物

のカドミウム基準値が引き下げられたことにより、

わが国でも農産物のカドミウム汚染低減のための

対策技術が早急に求められていることに呼応して、

当所で開発された2つの技術、すなわち薬剤を用

いて土壌からカドミウムを洗い流す化学洗浄法と、

植物に土壌中のカドミウムを吸収させるファイト

レメディエーション技術について紹介いたしまし

た（写真）。

今年の成果発表会では123名の来場者があり、

各講演について活発な討議がなされましたが、や

はり今回も各研究機関関係者の出席が多く、残念

ながら、必ずしもたくさんの一般の方々に来てい

ただいたという訳ではありませんでした。そこで

次回は、より広く一般の方々に来てもらうために、

東京での開催も視野に入れ準備をしていくことに

なっております。

（企画戦略室　齋藤　貴之）

表：環境研究機関連絡会の参加機関
（平成18年11月現在）

独立行政法人防災科学技術研究所

独立行政法人物質・材料研究機構

独立行政法人農業環境技術研究所　

独立行政法人森林総合研究所

独立行政法人水産総合研究センター

独立行政法人産業技術総合研究所

国土交通省気象庁気象研究所

国土交通省国土技術政策総合研究所

独立行政法人建築研究所

独立行政法人港湾空港技術研究所

独立行政法人土木研究所

独立行政法人国立環境研究所

写真：講演を行う小野信一土壌環境研究領域長
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所内トピックス

農林水産省「消費者の部屋」特別展示
「バイオテクノロジーがつくる未来」

農林水産省の庁舎にある「消費者の部屋」では、
農林水産業に関する様々な話題に関して、週替わ
りの展示を行っています。11月27日（月）～ 12
月１日（金）の週は「バイオテクノロジーがつくる
未来」というタイトルで、遺伝子組換えなどのバ
イオテクノロジーに関して、独立行政法人の各研
究所や大学などによる研究成果が紹介されました。
農業環境技術研究所からは以下の６つのテーマ
で出展いたしました。
「遺伝子組換え作物を作ると畑の生物たちに影響が
あるのか」：遺伝子組換えダイズを植えた畑では、普通
のダイズを植えた畑と比べて、雑草・昆虫・微生物な
どに全く違いがないことをパネルでご説明しました。
「遺伝子組換えダイズは近縁野生種ツルマメと交雑
するか」：シャーレに入れたダイズ（遺伝子組み替え
でない品種）やツルマメの現物をご覧に入れました。
「ひと目でわかる花粉飛散」：花粉飛散による交雑
の結果できる色違いのトウモロコシが、花粉の元と
の距離によってどう色のパターン変わるかを、パネ
ル説明の他模型を使って展示しました（写真１）。
「チャノコカクモンハマキの交信撹乱剤に対する
抵抗性系統の確立と反応性」：害虫駆除用に実際に
畑で使われているフェロモントラップを３種類展
示しました（写真２）。
「微生物利用インベントリーシステムの開発」：微
生物の持つさまざまな機能をいろいろな場面で利
用しようというプロジェクト紹介。「カビでカビを
防ぐ」イメージ展示が好評を集めました（写真３）。
「生物の多様性研究」：身近な生き物たちに関し
ての参加者アンケートを取ってご来場者のご意見
を伺いました（写真４）。この結果はこれからの研
究の方向性を決める貴重なご意見として使わせて
いただきます。
平日昼間の開催でしたが、バイテクに関心を持
つ方や通りすがりの方など、様々な範囲の方が期
間中1200名以上（アンケート集計数1246名）が
来場し、盛況でした（写真５）。農環研からの出展
以外にも青色カーネーションや機能性食品等の多く
の展示があり、また日替わりの内容で公開講座が開
かれるなどいろいろな趣向もこらされました。会場
アンケートによれば出展物中一番人気は東京大学の
「スーパートラフグ」がダントツだった模様です。
また、「研究所員が親切に説明してくれた」こと
を喜ぶご意見がある一方、「もっと判りやすく説明
してほしい」「もう少し国民の視点に沿ってほしい」

の声も多く聞かれるなど、一般の方と研究者との
コミュニケーションの重要性があらためて指摘さ
れました。これはこれからも我々が心していくべ
きことでしょう。

（企画戦略室　齋藤　貴之）

本展示のWEBページ
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/
bio0611.html

写真１（上左）トウモロコシの花粉飛散の結果を模型でご覧いた
だきました　　写真２（上右）実際に畑で使用されているフェロ
モントラップの展示　　写真３（下左）可愛いと好評だった「カビ
の力でカビを防ぐ」イメージ展示　　写真４（下右）生物多様性
の説明ポスター。アンケートも同時に実施しています

写真５　小さい会場は来場者でいっぱいでした

写真６
本展示のマスコッ
トたち
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農業環境研究分野における新たな国際研究コンソーシアムを目指して
　NIAES国際シンポジウム 2006「モンスーンアジアにおける持続的農業
　のための農業資源の評価と有効利用　― 国際研究協力に向けて ―」報告

モンスーンアジアとは、モンスーンの影響を受
け、水田を共通の食料生産基盤とするアジア地域
のことです。モンスーンアジア各国の農業は北か
ら南まできわめて多様ですが、水田を取り巻く生
物多様性の豊かな農業生態系に恵まれているとい
う点で共通するところがあります。また、その一
方で、急速な経済発展に伴う農業を巡る環境の変
化、昨今の気象変動、グローバル化に伴う外来生
物侵入などの農業環境に関わる共通の問題を抱え
ています。これらの問題の解決のためには、モン
スーンアジア地域の研究者が共同して課題に取り
組んでいくことが必要です。そこで、今回、農環
研が主催し、農林水産技術会議事務局のご後援を
いただき、標記の国際シンポジウムをつくば国際
会議場（12月12日～ 14日）で開催し、15カ国
から276名の参加がありました。
会議1日目は、モンスーンアジア地域における農
業環境問題と今後の国際協力を考えるシンポジウム
が行われました。冒頭、農環研・佐藤理事長が、農
業と環境に関わる問題の重要性と、その解決のため
に国際協力が必要であり、新たな研究コンソーシア
ムの設立を提案しました。続いて、京都大・田中耕
治教授から、アジア地域における学際的な地域研究
（現場主義）の重要性について、国際稲研究所・R. 
Zeigler所長からは、貧困克服と環境の持続性を考
えた稲作研究について、また、オーストラリア・ク
イーンズランド大・S. Fukai教授からは、東南ア
ジアにおける持続的イネ生産のために国際研究協力
のあり方について、北海道大・波多野隆介教授から
は、農業活動に由来する窒素の水環境や地球温暖化
へのインパクトについて、そして、インド・アンナ
マライ大・Kathiresan教授からは、アジア地域に
おいて蔓延している侵略的外来植物について、それ
ぞれ講演が行われました。　
会議２～ 3日目には、（１）アジアにおける侵略
的外来植物の実態と制御、（２）遺伝子組換え作物
からの遺伝子流動とリスク評価、（３）温暖化によ
る東・東南アジアのコメ生産変動予測、（４）モン
スーンアジアの農業生態系からの温室効果ガス：
放出量と削減策の評価、のテーマについてワーク
ショップを開催し、最新の研究の成果などについ
て論議するとともに、今後のモンスーンアジア地

域における共同研究の方向について活発な論議が
行われました。
会議の最後に総合討議の場が設けられ、佐藤理事
長より「農業環境研究の国際協力に向けた国際コン
ソーシアム（Monsoon Asia Agro-Environmental 
Research Consortium、略称MARCO）設立」を
含むシンポジウム声明の提案があり、参加者全員に
よって合意されました。農環研としては、今後、こ
の声明に基づいて、１）国際シンポジウム等の研
究情報交換の場の定期的な提供、２）コンソーシア
ムの情報交換の場としてのwebsiteの提供、３）コ
ンソーシアムの下での活動を担う人材の育成への貢
献、に努力していきます。

印刷　（株）高山
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（研究コーディネータ　齋藤　雅典）
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