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風にきく、土にふれる

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 三枝 正彦
（農業環境技術研究所 評議員）

月2日、農環研を訪れた時「風にきく 土にふ

れる そしてはるかな時をおもい 環境をまも

る」の碑が雪の中、燦然と輝いていた。前理事長、陽

捷行氏のこの一文は、まさに農業、農学のあり方を示

している。情報科学の著しい発展で、世界の情報が居

たまま得られる反面、その情報処理に追われ、自ら稼

ぐ現場の情報が遠くなるのが気がかりである。農業は、

土壌や気象、共生する生物などの生産環境に大きく支

配され、収穫期も、収量、品質も一定にならない。そ

のため、風にきく、土にふれるという五感を駆使した

生産環境の観察が不可欠で、その場での即断が求めら

れる。それゆえ、農環研には国立環境研究所とは大き

く異なる役割がある。農環研は農業が地球環境に及ぼ

す影響と地球環境が農業に及ぼす影響を明らかにし、

その要因と要因の程度を予測することである。地球温

暖化や砂漠化、土壌劣化、熱帯林の破壊、水系汚染

など多くの地球環境問題は、農の基盤である土壌と密

接に関係し、その理解なくしては解明されない。土壌

の理解には土壌の種類や構成成分、理化学性、生物

性が重要であり、フィールドでの詳細な観察と記載、

研究室での正確な分析および体系化が重要である。し

かし我が国では包括的土壌分類が不十分で、林野と耕

地ではそれぞれ独自の分類体系が使われ、オーソライ

ズされた統一土壌図がない。また土壌の根幹である粘

土鉱物の分布も明らかでない。加えて、1g中には数億、

数千種類の微生物がいるが、その実態や機能が明らか

なのは1％程度といわれる。また土壌の理化学性は独

特の扱いが必要であるが、我が国では、土壌学は農学

部のみで教授されている。地球環境問題は農耕地だけ

ではなく、林地や都市にも広がっており、農学、林学、

工学の垣根を越えた土壌の扱いが重要と思われる。

　先日農環研インベントリーセンターを訪れたところ、

土壌モノリスや昆虫、微生物、肥料標本が多数展示さ

れていた。これらの展示物はいずれも農学やフィール

ド科学の宝であり、収集、維持、保全と包括的分類が

不可欠である。またその重要性を考えると国家的プロ

ジェクトとしての取り扱いが必要である。更に情報科

学が発展した現在では、我が国のみならず、世界的な

ネットワークとしての取り組みも必要である。

　昨年豊橋で開かれた環成経シンポジウム『グリーン

ビジネスで地域を変える日本が変わる』でピーター事

務局長の話を聞き「目からうろこ」の思いをした。日本

人は銅や鉄、石油などの鉱物資源に乏しい国と嘆くが、

これらは有限であり、日本ほど資源に恵まれた国はな

いという。また、持続的資源の水、土、大気、森、里、

川、海、日照、気温、地熱、降雨などが充分あるのに

農業が衰退し、多くの遊休地が見られるのは不思議だ

という。今、日本においてはこれらを如何に有効に利

用するかが重要と彼は指摘した。そのとおりだと思う。

　農環研は、農業が地球環境に及ぼす影響の研究で

目覚ましい成果を上げてきたが、農業生産を持続する

上での生産環境についての研究も重要である。農業は

食の供給のみならず、多面的機能があり、心の豊かさ、

生活の安全を支える産業としての位置づけが必要であ

る。民族研究家、結城富美雄氏は著書『地域学からの

出発』で、「物の豊かさを追う時代には経済という物差

しがあった。しかし、心の充実を求める時代には単一

な物差しは無い。それぞれの物差しで生きる時代が始

まった」としている。農業の多面的機能を重視し、心の

充実を求める時代が来ている。農環研は生物多様性や

農村景観など、このような時代にマッチした研究も行っ

ており、農業、農学の研究所としての役割がますます

重要になると思われる。「風にきき、土にふれる」心豊

かな研究の展開が期待される。
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気候変動の水稲への影響を解析するために
地球温暖化の進行が、水稲の生産性に大きな影響を

及ぼすことが心配されています。将来の収量低下のリ

スクを評価するためには、近年の気温上昇や気候変動

が、実際のイネの生育に及ぼしている影響や要因を総

合的に解析することが必要です。また、現在すでに顕

在化している高温によるコメの品質低下のメカニズム

を解明し、対策を早急に実施する必要があります。

これまでの研究から、イネの生育に及ぼす気候変動

の影響は、気象庁の観測などで得られる一般の気象要

素だけでは予測できないことが明らかになってきまし

た。イネの収量や品質には、水田水温や穂温など、一

般の気象観測点では観測されていない水田の微気象要

素が大きな影響を及ぼすのです。そこで、これらの微

気象要素を一般の気象要素から、全国レベルで簡便に

推定するシステムが必要になります。

私たちの研究グループでは、全国の水田の微気象要

素やイネの生育情報を推定できる「モデル結合型作物

気象データベース」（MeteoCrop DB）を開発し、イ

ネの生産に関わる研究者や技術者が温暖化対策のため

の基礎資料として簡単に利用できるように、2009年3

月31日よりインターネットにて公開しました。

データベースの構造
データベースには、全国のアメダス地点（約850地

点）における1980年以降（地域によっては1976年以

降）の日別気象データが収納されています。アメダス

では気温、風速、降水量、日照時間の4つの基本要素

が測定されていますが、それぞれの地点における日射

量と湿度の推定値、ならびに蒸散要求量の計算値も収

納しました。これらはいずれもイネの収量や品質に影

響を与える要素で、日射量は日照時間を用いた実験式

より、湿度については近隣の地上気象観測所のデータ

を利用して推定されています。また、各地点における

地力保全基本調査による土壌データ（日本土壌協会）

も付加してあります（図1）。

データベースには「イネ生育モデル」と「水田物理環

境モデル」が組み込まれていて、主要品種（コシヒカリ）

の生育ステージや生育期間中における水田水温の推

移、稔実や登熟に影響を及ぼす出穂・開花期における

穂温の日変化などの評価が可能です。

データベースの利用法
データベースはインターネット上のウェブサイト

（http://MeteoCrop.dc.affrc.go.jp）で公開されていま

す（図2）。データベース上のメニュー画面、もしくは

イネの生育環境を推定できる気象データベース「MeteoCrop DB」

2009 年夏の水稲収量低下の要因を解析
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大気環境研究領域　　桑形 恒男　西森 基貴　長谷川 利拡　石郷岡 康史　吉本 真由美

図1　�モデル結合型作物気象データベース（MeteoCrop�DB）
の構造
赤枠で囲んだ中央部分（黄色）がデータベース本体に該当
し、全国のアメダス地点（約850地点）における日別気
象データが収納されています。

図2　�モデル結合型作物気象データベース（MeteoCrop�DB）
のトップ画面
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Googleマップの地図上から（図3）、任意のアメダス

もしくは地上気象観測所を選ぶことによって、選択した

地点における日別気象データを容易に取り出すことが

できます（図4）。これらの日別気象データは、xls形式

（MS Excelなど表計算ソフト用）またはテキスト形式

のファイルとして、利用者のパソコンにダウンロードす

ることができます。また、選択した地点の主要品種（コ

シヒカリ）に対する、生育ステージ（幼穂形成日や出

穂日など）の推定、生育期間中の水田水温の推移（図

5左）、予測された出穂日における穂温や葉温などの日

変化（図5右）を、気象データから推定することがで

きます。さらに、気温が実際の値から変化（寒冷化／

温暖化）した場合に、生育ステージや微気象要素がど

うなるのかを計算する機能もあります。

MeteoCrop DBによって得られるこのようなデータ

を、既存の作物データベースや栽培試験データと組み

合わせることで、近年の温暖化傾向がイネ生育に及ぼ

している影響を調べることが可能となります。本データ

�

図5　イネ生育モデルによる生育ステージと水田水温の計算結果（左）ならび水田物理環境モデルによる穂温と葉温の計算結果（右）の表示例
気温が実際の値から変化（寒冷化／温暖化）した場合の計算も実施することができます。

図3　�日別気象データの取得画面（Google�Mapの
地図上からの地点選択）

図4　日別気象データの取得（表示例）
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ベースを農業関係者や各地域の試験研究・行政機関な

どで広く活用してもらうことにより、将来の収量予測、

品質低下のリスク評価、温暖化に備えた適応技術の開

発などが期待できます。現在、2008年までの気象デー

タが収納されていますが、今後は1〜 3ヶ月遅れて最

新の気象データに更新できるようにシステムを改良す

る予定です。モデルの改良や拡張も計画しています。

2009年夏の水稲収量低下の要因を解析
昨年（2009年）の水稲作況は全国平均では98の「や

や不良」でしたが、北海道では89と「著しく不良」と

なり、山陰地域など西日本の日本海側でも低下しまし

た（図6）。これは、過去の冷害年が北日本の太平洋側

地域で作況が悪かったのとは、かなり違った傾向になっ

ています。

そこでMeteoCrop DBを利用して、2009年の収量

低下について、過去の冷害年と比較し、解析を行いま

した。まず水稲の収量に影響する温度環境として、気

温冷却量を見てみました。気温冷却量とは、日平均気

温で20℃以下の値を毎日、一定の期間にわたり積算し

たもので、これが負の大きな値になると、水稲栽培にお

ける障害型冷害＊が発生することが知られています。

2009年は、北海道北部で障害型冷害が発生する気温

冷却量となったものの、東北太平洋側を含めて全国的

には障害型冷害が発生する冷却量ではありませんでし

た。一方、作物の生長に影響する日射量を見ると、日本

全体で2003年などの過去の冷害年と同じ程度に低

かったことがわかります（図7）。低日射の地域は作況が

悪かった地域とおおむね一致しており、特に日本海側で

の日射不足が目立ちました。この傾向は、太平洋側で低

日射だった2003年とは明らかに違っています。

近年では冷害の心配よりも、地球温暖化の影響から

か、むしろ高温傾向が水稲作況に悪影響を与えること

が心配されています。また、梅雨が長引きやすいこと

などから夏の日照時間も少なくなる傾向にあります。こ

のことを解明するため、日本海側地域における気温・

日照時間と作柄の関係を解析した結果、2009年はこの

地域で気温と日照の関係が大きく低日照側にずれ、気

温が平年並み程度であっても低日照であったことがわ

かりました。これまで、日本の夏の天候は、高温なら日

照も多く、低温なら低日照であったのですが、最近では、

その傾向が違ってきている可能性があります。

MeteoCrop DBを活用して将来の水稲生産を予測する
近年では2003年を除き全国的な冷夏は起こってい

ませんが、日本海側地域では数年に一度の割合で低日

照となるなど、気温と日照時間の対応関係は低日照側

に移動し、過去30年にわたり徐々に「高温または低日

照の夏」の傾向が進んでいます。このように、今後の

日本のイネ生産においては、台風などの気象災害がな

くとも、高温と日照不足によって、イネの充分な登熟が

妨げられることから、地域的な作況低下が心配されま

す。私たちの研究グループでは毎年同じような解析を

行い、作況に及ぼした気象要因を特定すると共に、解

析で得られた知見をMeteoCrop DBにも反映させて

行く予定です。そのことによって、近未来の作況とその

変動の見通しを立てることを可能にしたいと思います。

5

＊ 障害型冷害：イネの減数分裂期あるいは出穂・開花期の
低温により不稔が多発し、収量が減収するもの。冷害には
このほかに、イネの生育初期から登熟期までのさまざまな
時期に、低温や日照不足により生育が遅れ、最終的には秋
の低温により登熟不良となる遅延型冷害がある。

図6　2009年の水稲作況
（農林水産省12月8日公表資料）

図7　日射量の平年偏差（MeteoCrop�DBを利用した解析）
（平年期間：1989−2008年）
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世界の水問題
我々が住んでいる地球上の水は97.5％が海水であ

り、淡水は2.5％です。この少ない淡水はほぼ北極や南

極の氷なので、実際に我々が利用できる川として地表を

流れている淡水は約0.0001％しかありません（図1）。

このような現状の中でアマゾン川が約20％を占めてい

るなど、地球全体から見ると淡水の偏在は非常に深刻

な問題であります。

このように少ない淡水の用途は農業用水として7割近

くを占め、工業用水が2割、生活用水が1割であります

（図2）。特に我々のようにお米を主食とする東アジア地

域は淡水を大量に使う農業形態なので、淡水不足の問

題は生死をかけた問題と言えます。実際、国際食糧政

策研究所（IFPRI）と国際水管理研究所（IWMI）は

2025年まで農業用水の不足で栽培に多量の水を必要

とする穀物類の供給機能を失う可能性が高いと警告し

ていますし、アジア地域の急激な人口増加と都市化等

によって20年後は50％の水使用量が増加することで国

際的な水資源問題による紛争まで予測しています。

さらに、残留性有機汚染物質（POPs）、工業廃物、

農薬などの有害化学物質は、その汚染源に留まらずに

大気や土壌を介して拡散し、地下水、井戸水、湖水、

河川までの広い範囲に影響を及ぼすことが知られていま

す。実際に水質が年々悪化してきていることから大都市

圏では高度浄水処理が導入され、水道水（飲料水）の

処理費用が増加しています。また、環境省が「水質汚濁

に係る人の健康の保護に関する環境基準」等の見直し

をするなど、よりよい水環境を保全するための努力がな

されています。

このように水資源に関して量的にも質的にも安定した

淡水を確保することは、世界共通の緊急な課題です。

微粉末活性炭錠剤開発の経緯
微粉末活性炭は有害な有機化学物質に対して優れた

吸着性能があることから、環境浄化への適用が有望と

されてきました。しかし、その形態が微粉末であるため

に粉じんが舞いやすく、使用に注意する必要がありまし

た。さらに、微粉末活性炭は水表面に浮いて流れてし

まうので、浄化したい場所への適用も困難でした。これ

らの問題点を改善するために、微粉末活性炭を固体セ

ルロースで固めることで、容易に水底に沈み、その後す

みやかに水中に分散して、様々な有害化学物質を強く

吸着する微粉末活性炭錠剤（製品名「まいて環炭©」）を

開発しました。（国内特許：「有害物質吸着錠剤」（特願

2009−107293）、国際特許：「有害物質吸着成型体」（国

際出願PCT/JP2009/005213））

微粉末活性炭錠剤の特徴
微粉末活性炭錠剤はいろいろな形や大きさに成形す

ることができるため、様々な用途や場面に応じて使い分

けることができます（図3）。素材として使用する活性炭

は、水道法適用の安全性が確立されたもので、比表面

積が大きく、高い吸着性能を持ちながら、重金属やヒ

素などの有害物質を含みません（表1）。一方の成分で

ある固体セルロースは、医薬品用に使われるもので、こ

れらの素材で作った微粉末活性炭錠剤は、安全性が高

く、環境負荷が極めて低くなっています。

微粉末活性炭錠剤は、水底に沈んでから約10 〜 20

水浄化を目的とした微粉末活性炭錠剤の開発

有機化学物質研究領域　　殷 熙洙　（ウン・ヒースー）

6

図1　私たちが利用できる地球上の水量の割合

図3　微粉末活性炭タブレット
（製品名「まいて環炭©」）

図2　淡水の用途
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秒の短時間で水中に速やかに崩壊・分散します（図4）。

さらに、成分を調整することで、使用用途に合わせて分

散速度を変えることもできます。

微粉末活性炭錠剤の吸着性能をいくつかの実験で確

かめました。さまざまな色素も水をかき混ぜることなく、

吸着して透明にすることができます（図5）。水中の有機

リン系農薬に対する効果を試験したところ、添加して

30分の短時間で約60 〜 80％以上を吸着しました（図

6）。水中に添加した255種の農薬も30分の短時間で約

80 〜100％吸着することができます（図7）。吸着効果

の持続期間を調べたところ、底質から水中に溶け出す

残留性有機汚染物質（POPs）に対して現在まで半年

間以上、吸着性能を保持し続けています（図8）。

今後の展望
以上のように、微粉末活性炭錠剤は短時間で多成分

の有害化学物質を長く強く吸着する能力があるため、

様々な分野において水質浄化の新技術として注目され

ています。農業や畜産排水、工業排水をはじめ、河川、池、

井戸などの水の浄化は勿論、緊急時には、飲料水を確

保するために使用できる技術として期待されています。

現在は有害な重金属類（カドミウム、鉛、クロム）や

ヒ素などを強く吸着をすることで水質を浄化できる錠剤

作製に成功しており、汚水に一発使用することで有害な

有機・無機化学物質を同時に除去可能な手法の実用化

をめざしています。

�

図4　微粉末活性炭錠剤の水中分散の様子

表1　微粉末活性炭の特性

微粉末
活性炭タイプ

特性 比表面積
(m2/g)

ヨウ素
吸着性能
(mg/g)

Cd, Zn, Pb, As
含有量
(mg/L)

FEW 01 > 900 > 1000 < 0.01

FEW 02 > 1100 > 1000 < 0.01

FEW 03 > 1000 > 1000 < 0.01

FEW 04 > 1700 > 1000 < 0.01

図5　微粉末活性炭錠剤による脱色能力

図6　水中の有機リン系農薬の吸着性能
（錠剤添加後の濃度変化）

図8　14種の残留性有機汚染物質（POPs）の吸着保持性能

図7　多成分の農薬に対する吸着効果
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研究トピックス

―どのようなことを目指して研究を行っていますか？

放射性物質による農作物の汚染について、不要な不安
を取り除き、必要な予防手段を講じることを目指し、文部
科学省支援の下、農林水産省から依頼を受けて研究して
います。具体的には、平常時における農業環境内の放射
性物質の実態を把握したり、原子力事故発生時の緊急対
応に役立てるために、放射性物質の環境中での動態を調
べたり、さらに緊急時における調査体制を整えています。

自然放射性物質と人工放射性物質
土壌には、常時、カリウム40（40K）をはじめとする自

然に存在する放射性物質が含まれています。カリウムは生
体にとって必須元素であり積極的に吸収されるため、40K
は体内に常に存在しています。ウラン（238U）やトリウム

（232Th）なども土壌中に存在していますが、作物に吸収さ
れにくいことを農環研ではほ場レベルで明らかにしました。
このような自然放射性物質は有史以前から存在していたも
のですが、20世紀半ばから、核実験や原発事故により大
気環境中に放出された人工放射性物質（ストロンチウム
90（90Sr）、セシウム137（137Cs）など）が地表に降下して、
土壌に付加されています。大気圈核実験が盛んであった
1960年台〜1970年代には、このような降下放射性物質
によって汚染された農作物による人体への影響が不安視
されていた時期があり、現在でも原子力関連施設の事故
時には人体への影響が懸念されます。

農産物の安全性を守る
―平常時の放射能をモニタリングし、緊急事態にそなえる―

取材・執筆：ライター　川添 陽子

土壌環境研究領域

木方 展治

世界の原子炉は530基に
1954年に旧ソ連でオブニンスク原子力発電所が運転

を開始して以来、原子力発電所が次 と々建設され、現在
では430基強の原子炉が実働しており、さらに100基ほ
どが建設中もしくは計画中です。日本においても現在55
基の原子炉が稼働していますが、今後さらに増えることが
見込まれています。

放射性物質が漏出する危険
原子力発電所の存在意義については、世界および国内

における社会的、政治的な情勢など諸 の々要因により、広
く議論されていることは周知のとおりです。一方、特別の
代替策もないまま多くの原子炉が稼働し、私達にエネル
ギーを供給しているという事実から目をそむけることはでき
ません。これらの原子炉は、市民生活に大きく貢献してい
ますが、放射性物質の漏出などの事故を完全に防止する
ことができないという問題も抱えています。1986年に起こっ
たチェルノブイリ原子力発電所事故について鮮明に記憶
されている方も多いと思います。日本においても、東海村
におけるJCO臨界事故をはじめとし、いくつかの発電所に
おける放射線や放射能の漏洩事故が報告されています。

農作物汚染に対する社会の不安
このような状況の下、私達は、多少なりとも、放射性物

質を含んだ土壌で生育し収穫された米、麦、野菜などを
毎日食べています。そして、これら農作物を食べることに
よる放射性物質の曝露や、その結果生じる健康への影響
に対して漠然としているが、大きな懸念を抱いています。

農作物の安全性確保のための研究について、今回、
農環研の土壌環境研究領域で「作物・農耕地土壌におけ
る放射性同位体のモニタリング」を研究テーマとしている
木方展治上席研究員に話を聞きました。以下、その内容
をご紹介します。
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図1　国内で生産された白米および玄麦中の90Srと137Cs濃度の推移
玄麦は1986年�月末に起きたチェルノブイリ原発事故と麦の
出穂期が重なったため、一時的に13�Cs濃度が高くなりました。
これら放射線物質による被曝量は、ピーク時においても問題に
なるレベルには達していないと考えられています。



農環研ニュース　No. 86  2010.3

農産物の安全性を守る―平常時の放射能をモニタリングし、緊急事態にそなえる―

このような背景の下、主として農作物中の90Srと137Cs
の平常時の濃度を日常的に調査して、基礎データを蓄積
しています（図1）。これらの濃度の経年変化を調査するこ
とで、原発事故発生時の物質汚染程度を把握することが
できます。さらに、チェルノブイリ原発事故がきっかけとなっ
て、有害性の特に高いヨウ素131（131I）の降下のような非
常事態発生時に即時対応するために、葉菜類を周年栽培
するほ場を設け、緊急監視体制を整えました。

―実際の調査研究はどのようにして行いますか？

全国に分散した15ヵ所の農業試験場ほ場で毎年農作
物を生産してもらい、農作物やそれを栽培した土壌中の
90Srと137Csの濃度を継続して調査しています。また、表
層など土壌の特定層に滞留する放射性物質の濃度だけで
なく、降雨や土壌の耕耘などによる、農地から垂直方向の
移動状況についても調査を行っています。

平常時モニタリングの意義
CsやSrは土壌中を移動しにくい金属であるため、作物

が吸収しやすい土壌表層に滞留する傾向にあります。131I
は、作物を介して人体、特に甲状腺に蓄積し、障害を引き
起こす危険性がありますが、半減期が短い（8日）ため、
1年以内に人体に直接影響をおよぼすことはなくなります。
しかし、90Srや137Csは半減期が約30年におよぶことから、
土壌中に残留したものは微量ながら放射線を発し続け、
農作物にも取り込まれます。取り込まれた量と土壌から取
り込まれる割合を、過去から現在まで継続的に調査し、様々
な条件での「農作物への取り込まれやすさ」を把握してい
くことが、食に対する安心感・信頼感に役立つと考えてい
ます。また現在の残留状況を知ることにより、原子炉事故
等によるより高度の汚染があった場合の影響を予測できる
ことにもなります。農作物の安全性確保にとって平常時の
モニタリングを続けることが必要不可欠である理由は、ま
さにこの点にあります。

放射性物質の変動要因を調べる
近年、春季に137Csの降下量が高くなる現象が見られま

した。春は黄砂現象が見られる時期でもあり、降下量が
高くなった時には、大陸の草原域において砂塵の発生が
顕著だったことから、中国北部で実地検証を行いました。
その結果、大陸の草原域では降水量の比較的多い表土に
日本の農地に比べると高濃度の137Csが検出されました。
それが気候変動や人為的行為による草原の砂漠化を受け
て砂塵となり、日本に飛来すると推定されます（図2）。こ
のような研究により、将来の137Csの降下量を予測すること
ができるのです。

チェルノブイリ原発事故への対応と成果
農環研の前身である農業技術研究所は、1954年のビ

キニ環礁における核実験による「死の灰」の恐怖を引き金
とし、1957年から全国規模で農作物中と土壌中の放射性
物質の濃度調査を開始しました。調査の結果、大気から
降下する90Srと137Csの量によって米麦中の両核種の濃度
が推定できることを明らかとしました。チェルノブイリの原
発事故の際には、葉菜類を中心に農作物の安全性を実証
するためのデータを提供し続けましたが、このデータを用
いて上記推定の正しさも実証されました。

JCO臨界事故への対応と成果
1999年、茨城県東海村のJCO社で臨界事故が発生し、

中性子線等の放射線に加えて放射性ガスも一部、外部環
境中に漏出しました。農環研は、農作物の汚染被害につ
いての調査を行い、シイタケを除くすべての試料で放射
性物質は検出されず、シイタケにおける濃度も日常的な平
均値を下回っているという、国・県が安全宣言を出すため
に必要なデータを提供しました。

―今後どのようなことを目標としていくのですか？

国内外でいつ起こるかわからない放射性物質の漏出事
故が起こった時に、農作物の安全性を判断するための科
学的なデータを提供できるよう、平常時のモニタリングを
今後も継続していきます。また、土壌中の放射性物質の動
態について、将来的には、地下水系を辿るなど、広域的
に調査していきたいと考えています。

―生産者や社会一般の方に対するメッセージを

私たちは、皆さんに食品を安心して食べていただくため
に、農作物の汚染状況をモニタリングしています。このよ
うな平常時の調査活動があってはじめて、不測の事態に
即座に対応できるのです。今後もこのモニタリングを継続
し、蓄積したデータを多面的に活用することで、無用な不
安の払拭や風評被害の防止に役立てたいと思っています。
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図2　�大陸草原地域における137Csの地表面蓄積量と2002年
3月※の砂塵発生頻度分布
※この月には日本の複数地点で、13�Cs大気降下量がチェ
ルノブイリ原発事故以来最大となりました。

森林

土地区分

草原

潅木草原

草原・農耕地
混合

農耕地

砂漠

その他
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降水量
mm

調査
地点

137Cs蓄積量
Bq/m2

250～310 2746
310～330 3307
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NIAESトピックス

農環研の研究成果が農林水産研究10大トピックスに
報　告

2009年12月17日、農林水産省農林水産技術会議事

務局から「2009年農林水産研究成果10大トピックス」

が発表され、農環研の研究成果「カドミウム高吸収イネ

品種によるカドミウム汚染水田の浄化技術（ファイトレメ

ディエーション）を開発 −新たな低コスト土壌浄化対策

技術として期待−」が第7位に選出されました。

この成果は、農環研が山形県農業総合研究センター、

新潟県農業総合研究所、福岡県農業総合試験場、秋田

県農林水産技術センター、三菱化学株式会社とともに、

カドミウム高吸収イネ品種を用いたカドミウム汚染水田

の浄化技術（ファイトレメディエーション）を開発したも

のです。カドミウムをよく吸収するイネを「早期落水栽培

法」で2〜3作栽培することにより、汚染土壌中のカド

ミウム濃度を20〜 40％低減できます。費用は一般的な

客土工法の7分の1程度で、低コストな土壌浄化法とし

て期待されます。［前号の農環研ニュースNo.85を参照］

「2009年農林水産研究成果10大トピックス」は、農

業技術クラブ（農業関係専門紙・誌など29社加盟）の

協力により、この1年間に報道された農林水産研究の成

果から、研究開発の内容に優れ、社会的関心が高いと

考えられる成果10件を選定したものです。

（広報情報室　広報グループ）

NIAESトピックス

佐々木農林水産大臣政務官が農環研をご視察
報　告

2009年12月14

日、佐 木々隆博農林

水産大臣政務官が

農業環境技術研究

所を訪問されまし

た。今回のご訪問は、

政務三役による筑

波農林研究団地ご

視察の一環であり、佐々木大臣政務官は、当所の前後に

農業生物資源研究所、種苗管理センターを訪問されてい

ます。来賓室にて、佐藤理事長より研究所の概要をご説

明した後、西尾土壌環境研究領域長より、カドミウム汚染

土壌対策研究の成果をご紹介しました。次に、地球温暖

化の原因となっているメタンや亜酸化窒素ガスを長年測

定している施設（温室効果ガス発生制御施設）へ移動後、

谷山研究コーディネータと八木上席研究員より、温暖化

対策研究についてご説明しました。さらに、農業環境イン

ベントリー展示館にて、谷山研究コーディネータより、土

壌モノリス（樹脂で固定した土壌断面標本）をご紹介しま

した。佐々木大臣政務官は、研究成果の詳細についてご

質問をされるなど、たいへん熱心にお聞きになられました。

（企画戦略室長　井手 任）

NIAESトピックス

シンポジウム「農業に有用な生物多様性の指標開発」
報　告

農林水産省プロジェクト研究「農業に有用な生物多様

性の指標及び評価手法の開発」では、環境保全型農業

やIPM（総合的病害虫・雑草管理）など、生物多様性に

配慮した施策の効果を定量的に把握し、しかも農業現場

で利用するための分かりやすい生物指標の開発を進めて

います。そこで、これら指標生物やその評価手法に対する

理解を深めていただくために、2009年11月18日、ベル

サール九段（東京都千代田区）において標記のシンポジ

ウムが開催されました。前半の講演の部では、EU（欧州

連合）の農業環境政策に関する基調講演、プロジェクト

研究の概要および取り組み事例の紹介が行われた後、後

半のポスター発表

では、現時点におけ

る指標候補種の標

本や開発中のトラッ

プなどの実物展示

が行われ、参加者

間で活発な意見交

換が行われました。

参加者数はプロジェクト関係者、行政担当者、大学関係、

マスコミ関係、民間団体・市民など、合計206名でした。

（生物多様性研究領域長　安田 耕司）

10
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NIAESトピックス

第27回 土・水研究会
「食の安全、農業環境研究におけるトレードオフを克服する」

報　告

農業環境技

術研究所が主

催 す る 第27

回土・水研究

会「食の安全、

農業環境研究

に お け る ト

レードオフを

克服する」が去る2月25日つくば農林ホールにて開催

されました。参加者は政府機関、地方自治体、大学、

民間、独法研究機関などから合わせて167名でした。

本研究会の前半では、土壌の重金属汚染や温室効果

ガス発生に関連した研究課題の中から技術的解決の困

難なトレードオフの問題をいくつか取り上げ、荒尾知人、

石川覚、板橋直（以上農環研）、三浦吉則氏（福島県

農業総合センター）から、それぞれ最近の研究を中心

に話題提供がありました。後半には、化学物質等のリス

ク評価・管理の考え方、互いに性質の異なるリスク同

士やリスクとベネフィットの相互比較、複数評価基準を

勘案した総合的な農業生産システムの評価法等につい

て、永井孝志（農環研）、岸本充生氏（産業技術総合

研究所）、林清忠氏（中央農業総合研究センター）から

研究の現状と今後の展望に関する講演がありました。

今後の環境研究においてトレードオフ問題に取り組む

重要性が再認識され、意義ある研究会となりました。

NIAESトピックス

つくば科学フェスティバル2009
報　告

2009年12月19日（土）、20日（日）の2日間、茨

城県つくば市のつくばカピオで行われた「つくば科学

フェスティバル2009」に、農環研は「活性炭で水をキ

レイにしてみよう」というテーマで出展しました。微粉

末活性炭タブレットを使った簡単な実験や実物と映像

展示、恒例となったクイズを実施しました。水がきれい

になるのを見て、思わず「すごい！」と声が出ていました。

つくば科学フェスティバルは、つくば市・つくば市教

育委員会主催で、市内の学校・研究所などが、青少年

向けに科学技術に親しんでもらう機会として毎年開催

している科学イベントです。今年は環境フェスティバ

ルも併催され、科学実験や体験・展示など、さまざま

な企画が実施された会場は参加者でいっぱいでした。

NIAESトピックス

冬を越す昆虫たちを探そう
報　告

2月27日（土）、28日（日）の2日間、食と農の科学館

を会場に農環研主催のイベント「冬を越す昆虫たちを探そ

う」を開催しました。“夏にみた昆虫たち、冬はどこで何を

してるだろう？”をテーマに、会場に用意した朽ち木を子供

たちが自分で割って昆虫を探してもらいました。やっと見

つけた昆虫の名前を研究員に聞いて、子供たちは熱心に

観察していました。見つけた昆虫は観察を続けられるよう

容器に入れて持ち帰ってもらうことにしました。このほか、

会場には珍しい昆虫の標本をたくさん展示し、研究員が

解説しました。子供は勿論のこと、大人たちも興味深く標

本に見入って

いました。2日

間とも雨模様

でしたが、イ

ベントを楽し

みにしていた

親子連れで賑

わいました。

このイベントで昆虫大好きの子供たちが増えていくことを

期待しています。

（土壌環境研究領域長　西尾 隆）

（広報情報室　広報グループ）

（広報情報室　広報グループ）
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一般公開のご案内一般公開のご案内
筑波農林研究団地では、科学技術週間にともない一斉に一般公開を行います。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4月16日（金）・17日（土）の2日間、場所を変えて公
開いたします。子どもからおとなまで、見て・さわって・聞いて・話して、農環研の研究をお楽しみください。

展示・実演・体験

	 土のDNA診断	 生命の巨大系統樹

	 タンポポ探偵団	 活性炭で水をキレイにする

	 農地の炭素と温暖化	 外来植物とどうつきあうかーリスクと利用ー

ミニ講演　各25分

	 身近な鳥が絶滅する？−明らかになった鳥類の減少	 10：30〜、13：30〜

	 温暖化とその影響ー日本のコメ生産を中心にー	 11：00〜、14：00〜

	 温室効果ガス削減のために農業ができること	 11：30〜、14：30〜

農業環境インベントリー展示館

	 地球をつくる−土・昆虫・微生物−

展示・実演・体験

	 “色で見る”土の調査体験	 生命の巨大系統樹

農業と環境を考える

	 最新の研究成果をポスターで紹介します。

農業と環境を考える	 最新の研究成果をポスターで紹介します。

＊アンケートにご協力くださった方にパンジーの苗をプレゼントします。

＊クイズに参加してくださった方に記念品を差し上げます。

無料
循環バス
運行

農林研究団地内
無料循環バス（16日、17日）

科学技術週間	無料循環バス

16日は農業環境技術研究所前に停車します。

　TXつくば駅とつくば市内の研究機関を結ぶ
循環バス。16（金）はCコース、17（土）はAコー
スが農林研究団地（農林水産技術会議事務局
筑波事務所正面玄関前）に停車します。

※農業環境技術研究所、筑波事務所にはJR牛久駅、TXみどりの駅、TXつくば駅から路線バスも運行されています。

◇お問い合わせ先◇
○農業環境技術研究所 広報情報室 広報グループ
　電話：029-838-8191
　詳細案内：http://www.niaes.affrc.go.jp

○農林研究団地一般公開について
　農林水産省 農林水産技術会議事務局 筑波事務所
　電話：029-838-7208
　詳細案内：http://www.affrc.go.jp/ja/
　　　　　　　news_event/event/openhouse/
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